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平成31年第１回新十津川町議会定例会 

 

                           平成31年３月５日（火曜日） 

                           午前10時開会 

 

◎議事日程（第１号） 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 議会運営委員長報告 

 第３ 会期の決定 

 第４ 諸般の報告 

    １）事務報告 

    ２）閉会中における委員会所管事務調査（審査）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５ 行政報告 

第６ 教育行政報告 

第７ 委員会報告第１号 庁舎建設特別委員会調査報告 

 第８ 一般質問 

 

 

◎出席議員（11名） 

   １番 進 藤 久美子 君    ２番 杉 本 初 美 君 

   ３番 鈴 井 康 裕 君    ４番 小 玉 博 崇 君 

   ５番 白 石   昇 君    ６番 西 内 陽 美 君 

   ７番 安 中 経 人 君    ８番 青 田 良 一 君 

   ９番 長 名   實 君    10番 笹 木 正 文 君 

   11番 長谷川 秀 樹 君 

 

 

◎欠席議員（なし） 

 

 

◎地方自治法第121条により出席した者の職氏名 

   町長         熊 田 義 信 君 

   副町長        小 林   透 君 

   教育長        久保田 純 史 君 

   総務課長       寺 田 佳 正 君 

   保健福祉課長     遠 藤 久美子 君 

   産業振興課長兼 

   農業委員会事務局長  後 木 満 男 君 
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   建設課長       谷 口 秀 樹 君 

   教育委員会事務局長  中 畑   晃 君 

   会計管理者      内 田   充 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     髙 宮 正 人 君 
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     ◎町民憲章朗誦 

○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、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。 

〔町民憲章朗誦〕 

○議長（長谷川秀樹君） ご着席ください。 

                                       

     ◎開会の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） ただ今から平成31年第１回新十津川町議会定例会を開会いたし

ます。 

（午前10時00分） 

                                       

     ◎報告 

○議長（長谷川秀樹君） 開議に先立ちまして、報告がございますので、事務局長より報

告させます。 

議会事務局長。 

○議会事務局長（髙宮正人君） それでは、報告を申し上げます。 

この度、全国町村議会議長会表彰規程に基づき、町村議会議長として７年以上在職し、

功労のあった者。また、町村議会議員として15年以上在職し、功労のあった者として、長

谷川秀樹議長が、去る２月６日開催されました全国町村議会議長会定期総会にて表彰され

ました。 

ただ今より、受賞者に対し表彰状を伝達いたしますので、受賞された長谷川議長は前方

へお進みください。 

また、表彰の伝達は、笹木副議長より行いますので、笹木副議長も前方の方にお進みく

ださい。 

〔長谷川議長、笹木副議長登壇〕 

○副議長（笹木正文君） 表彰状、北海道新十津川町、長谷川秀樹殿。 

あなたは町村議会議長として多年にわたり地域の振興発展に寄与貢献せられた功績はま

ことに多大であります。よってここにこれを表彰します。 

平成31年２月６日。全国町村議会議長会会長、櫻井正人代読。 

【賞状授与】 

○副議長（笹木正文君） 表彰状、北海道新十津川町、長谷川秀樹殿。 

 あなたは町村議会議員として多年にわたり地域の振興発展に寄与せられたその功績はま

ことに顕著であります。よってここにこれを表彰します。 

平成31年２月６日。全国町村議会議長会会長、櫻井正人代読。 

【賞状授与】 

○議会事務局長（髙宮正人君） 以上で、表彰の伝達を終わります。 
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     ◎開議の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） どうもありがとうございました。 

ただ今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。 

                                       

     ◎議事日程の報告 

○議長（長谷川秀樹君） 本日の議事日程は、お手元に配付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。 

 会議録署名議員は、新十津川町議会会議規則第127条の規定により、５番、白石昇君。

６番、西内陽美君。両君を指名いたします。 

                                       

     ◎議会運営委員長報告 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２、議会運営委員長報告を行います。 

 定例会の運営について、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） 議長の指示がございましたので、議会運営委員会の報

告を申し上げたいと思います。 

 その前に、表彰されました長谷川議長にお祝いを申し上げたいと思います。長い間のご

功績が認められて表彰を受けたということで、議員全員でお喜びを申し上げたいと思いま

す。おめでとうございました。 

 それでは、報告を申し上げます。 

去る２月28日に開催されました議会運営委員会の内容でございます。出席者は、記載の

とおりでございます。説明員といたしまして、小林副町長、それから寺田総務課長にご出

席をいただいたところでございます。 

協議事項として、（１）でございますが、平成31年第１回町議会定例会の会期は、議案

等を考慮いたしまして、３月５日本日から３月15日までの11日間としたいとするものでご

ざいます。 

（２）日程については、裏面に記載のとおり進めたいということで、裏面をご覧いただ

きたいと思いますが、３月５日、６日と本会議をやりまして、７日から11日までが休会。

３月12日から再開されまして、最終日が３月15日、金曜日といった内容でございます。審

議事項については、記載のとおりでございます。 

（３）付議案件につきましては、条例の制定が１件、条例の一部改正５件、平成30年度

会計補正予算４件、平成31年度会計予算５件、公の施設の指定管理者の指定１件の計16件

である旨、総務課長から説明を受けたところでございます。 

（４）一般質問の通告でございますけども、２名の方から２件の一般質問の通告があっ
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たといった状況でございます。 

（５）平成31年度各会計予算の審議につきましては、本会議で行うということでござい

ます。特別委員会等は設けないで、この議場でもって予算審議を行うといった取り決めで

ございます。 

（６）請願、陳情等の受理状況でございますけども、２月27日現在で、要望３件を受理

している旨の説明を受けました。内容を精査いたしまして、一部継続的な協議が必要とい

うことがございますが、いずれもこの要請、要望につきましては、議長預かりという形の

処理をさせていただきました。 

（７）議員提案による議案は２件ということでございます。新十津川町議会委員会条例

の一部改正について、新十津川町議会会議規則の一部改正についてを上程したいというこ

とでございます。 
以上、議会運営委員会からの報告とさせていただきます。ご協力方よろしくお願い申し

上げます。 

○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。 

                                       

     ◎会期の決定 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３、会期の決定について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、ただ今の議会運営委員長報告のとおり、本日から３月15日までの11

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、本日から３月15日までの11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４、諸般の報告を行います。 

 １番の事務報告、２番の閉会中における委員会所管事務調査（審査）報告、３番の例月

現金出納検査結果報告につきましては、お手元に配付のとおりでございます。 

 引き続き、一部事務組合議会報告を願います。 

はじめに、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いたします。 

２月27日開催の平成31年第１回石狩川流域下水道組合議会定例会の報告をいたします。 

まず、昨年、組合議員を辞職されました植村議員の補欠議員として、赤平市議会選出の

若山議員。奈井江町長の改選による三本議員の議席の指定が行われました。 

会期の決定後、前田組合長から行政報告として、新年度予算の関係で、人口減少に伴い

処理水量が前年度対比99.9パーセントの1,404万立方メートルと見込んだことから、施設

供用開始より33年が経過するが、北海道と連携を図りながら計画的な修繕、更新を推進す

るとともに、より効率的な維持管理に努めていくなどの報告がありました。 

議案の内容は、選挙１件、報告１件、議案１件で、選挙第１号は、副議長の選挙が指名

推選で行われ、赤平市議会選出の若山議員が指名され副議長に当選いたしました。 

報告第１号は、例月現金出納検査報告でありまして、報告書のとおり、特に説明がない
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との監査委員からの報告でありました。 

議案第１号は、平成31年度石狩川流域下水道一般会計予算でありまして、歳入歳出の予

算の総額を５億2,470万５千円とするもので、前年度対比2,513万１千円の減となっており

ます。 

減額の要因といたしましては、浄化センター維持管理業務の契約額が入札により確定し

たことや、浄化センター景観整備業務の実施方法の変更によるもので、原案どおり可決さ

れました。 

以上で、平成31年第１回石狩川流域下水道組合議会定例会の報告といたします。 

議案等資料につきましては、所定の棚に保管されておりますので、後ほどお目通し願い

ます。以上で報告を終わります。 

○議長（長谷川秀樹君） 引き続き、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。 

〔８番 青田良一君登壇〕 

○８番（青田良一君） それでは、西空知広域水道企業団の第１回定例会の内容について、

ご報告を申し上げたいと思います。 

開催日時は、２月28日に開催されたところでございます。概略のみ報告したいと思いま

す。 

企業長の行政報告がございまして、１月末現在の執行率が84.4パーセントということで

報告がありました。したがいまして、計画されたものが非常に順調に進んでいるというこ

とで、私達議員も理解をいたしました。 

１号議案として提案されたのが、30年度の補正予算でございます。これにつきましては、

工事で残った金額等の精査ということで、いずれも減額の補正でございました。最終的に

は、この30年度の純利益が129万５千円となるということで、そういう見込みであるとい

うことでのご報告を受けて、この30年度補正予算については可決をしたところでございま

す。 

続きまして、議会議員とそれから非常勤特別職の費用弁償に関する条例の一部改正が上

程されました。これは、近隣の動向等を踏まえまして、現在の日当6,500円を31年度から

6,800円ということに改定をしたいということの内容でございます。これも、可決をいた

しました。 

５号議案として、水道事業条例の一部改正というものが提案されました。この内容につ

きましては、水道法の施行規則改正の一部を改正する省令を受けまして、いわゆる敷設工

事監督者の資格、この内容が緩和されたといったような内容でございます。 

それから６号議案といたしまして、31年度の予算が提案をされたところでございます。 

簡単に報告させていただきますと、水道事業収益の予算でございますけど４億7,496万４

千円。これは、いわゆる収入の部分でございます。支出としての内容として、水道事業費

用ということで計上された予算が４億6,831万１千円といった内容でございました。 

この結果、最終的にこの年度の純利益、いわゆる黒字になると言いますかね、その金額

が151万７千円という形での見込みであるということで、ご提案がございまして、これも

賛成多数で可決されたところでございます。 

そこで、私と鈴井議員が４年間、この水道の方に議員として出向かせていただきまして、
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さまざまな形で取り組みを行ってきましたけども、最後でございますので、何が課題に

なっているかということだけを議員の皆さんにお知らせをして、報告に代えたいと思いま

す。 

ご存じのように、構成３町とも人口減少が止まらない状況にあります。これは皆さんも

ご存じだと思います。人が減ると使われる水の量が少なくなりますから、水道料金が経営

の柱であります水道事業というのは、当然苦しくなってくるということです。これはうち

だけでなく、全国的にそういう課題を抱えているといった内容でございます。 

その上、敷設されている水道管等が一定の年数を経ってきますと、更新をしていかな

きゃならないという現状になってきます。これも相当のお金がかかります。 

そういった課題を受けまして、どうしたらいいのかというようなことをお聞きしました

ところ、おおむね10か年間の計画を水道の方は立てまして、その中で水道料金の値上げは

しないで、何とか健全な経営をしていけるんだという見通しを示していただきました。 

その背景としては、おいしい水を安定に確保するためのダム事業でかかった借金があり

ますけれども、それが計画的に返納していけるという財政的なめどが立っているというふ

うなことが一つの背景になってございます。それが今の水道の現状でございます。 

その上で水道法の改正というのが行われるような見通しになってございます。これがど

ういう内容になっているかということなんですが、今、私が言ったようなことが全国的な

問題になっていることから、いかにして現状を確保していくかということをするために、

国や道がある程度目指しているのは、複数の水道事業を統合して広域化したいというふう

な考え方。さらには、先ほど言った水道管等の更新や耐震化などというものを計画的に

やっていかないと大変なことになりますよということ。それから、民間の技術を経営のノ

ウハウに活かしていきたいというふうな部分が、法律の中で許されるようになるというふ

うなことが改正の骨子でございます。コンセンション方式ということで、いわゆる水道の

施設を企業体が持つんです。そして、実際の給水の部分については、民間に任せてはどう

かというふうな考えがないんですね。そういったものが、水道法が改正されて、できるよ

うなことになりました。 

今後、今申し上げたように、私達のために、安全でおいしい水を供給してもらうために、

そういった課題を果敢にクリアしながら、安定的な水の供給をしていただければ、私達は

うれしいかなと思います。 

それが４年間やっていた中で、皆さんにお伝えすることでございますので、新たに携わ

る方もそれに向かって、きちっと頑張っていただければありがたいと思います。以上でご

ざいます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、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笹木正文君よりお願いいたします。 

〔10番 笹木正文君登壇〕 

○10番（笹木正文君） おはようございます。それでは私の方から、議長の指示をいただ

きましたので、去る２月27日に招集されました中空知広域市町村圏組合議会第１回定例会

の報告をいたします。 

定例会の議案審議に入る前に、まず、前田理事長より行政報告がありました。 

次に、報告第１号の例月現金出納検査報告については、報告書により、報告済みという
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ふうにいたしました。 

議案第１号は、平成30年度中空知広域市町村圏組合交通遺児奨学事業特別会計補正予算

でありまして、歳入歳出それぞれ寄附金50万円を追加して、歳入歳出予算の総額を80万２

千円といたしました。この寄附金の内容につきましては、昨年、札幌地区トラック協会滝

川支部より60周年記念事業の一環といたしまして、交通遺児のために50万円の寄附金を受

けたということであります。 

次に、議案第２号から議案第５号までは、平成31年度の一般会計及び各特別会計予算に

ついてでありまして、この４つの議案は一括上程されました。 

それでは議案第２号、平成31年度中空知広域市町村圏組合一般会計予算について。 

歳入歳出それぞれ2,048万６千円で、前年対比12万１千円の増額であります。歳入の主

なものは、分担金及び負担金で1,308万３千円。歳出の主なものは、総務費の1,921万７千

円です。 

増額の要因については、派遣職員手当等の増額によるものであります。 

次に、議案第３号、平成31年度中空知広域市町村圏組合交通災害共済特別会計予算につ

きましては、歳入歳出それぞれ1,119万７千円で、前年対比182万円の減額であります。歳

入の主なものは、会費で597万４千円。歳出の中の事業費745万２千円の中に占める共済見

舞金については、528万円というふうになっております。 

それでは次に、議案第４号の平成31年度中空知広域市町村圏組合交通遺児奨学事業特別

会計予算について。 

歳入歳出それぞれ28万４千円で、前年対比１万８千円の減額であります。歳入の主なも

のは繰入金で23万６千円。歳出の中の奨学金については、２名の小中学生分で７万５千円

になっております。 

また今回は、事業周知のために新聞広告費として４万４千円の支出を見込んでおります。 

最後に議会議案第５号、平成31年度中空知広域市町村圏組合ふるさと市町村圏基金事業

特別会計予算について。 

歳入歳出それぞれ4,025万２千円で、前年対比379万９千円の減額であります。歳入の中

の財産収入につきましては、基金による国債４億円の運用収入で、固定金利による800万

というふうになっております。歳出の中での事業費930万１千円の事業の項目は四つに分

類されておりまして、産業観光振興事業、教育文化振興事業、コミュニティー推進事業、

広域連携事業というふうになっております。 

その活動の計画の事業の詳細を一部紹介いたしますと、らんフェスタ赤平、中空知大収

穫祭、中空知イベントスタンプラリー、ＳＴＶラジオしゃかりき！ようへい商店、中空知

周遊観光モニター、イベント用アルミテントの貸出し、図書館連携事業、広域コミュニ

ティーホームページ事業、そして、我々毎年やっています中空知ふるさと市町村圏議員交

流会などであります。 

以上の内容で上程されました平成30年度補正予算、そして、平成31年度各会計予算につ

きましては、議案第１号から議案第５号まで、いずれも原案どおりに可決されました。 

以上をもちまして、平成31第１回中空知広域市町村圏組合議会定例会の報告といたしま

す。 

なお、詳細につきましては、議案書とともに各会計歳入歳出の予算書、そして、中空知
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ふるさと市町村圏広域活動計画書を事務局の方に提出しておきますので、後ほどご覧いた

だきたいと思います。 

○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小玉博崇君よりお願いいたします。 

〔４番 小玉博崇君登壇〕 

○４番（小玉博崇君） それでは、議長のご指示がございましたので、２月28日に招集さ

れました滝川地区広域消防事務組合平成31年第１回定例会のご報告をいたします。 

まず行政報告として、前田組合長より、平成30年12月４日から平成31年２月27日までの

報告が行われました。 

次に行われた報告第１号、専決処分では、北海道市町村総合組合規定の制定並びに廃止

を、平成31年１月29日専決処分した旨の報告があり、承認されております。 

報告第２号、例月現金出納検査報告は、書面にて報告済みとなりました。 

議案第１号、平成30年度滝川地区広域消防事務組合一般会計補正予算第２号では、歳入

歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,174万６千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ21億6,084万８千円とするものであります。 

内容としては、消防本部の運営に要する経費並びに各消防施設に要する経費の事業確定

による減額であり、そのうち新十津川消防施設費減額の内容は、新十津川消防団第１分団

車更新に要する経費114万６千円が減額となり、原案どおり可決いたしました。 

続いて、議案第２号、平成31年度滝川地区広域消防事務組合一般会計予算でありますが、

歳入歳出予算を19億8,085万９千円、前年比7.9パーセントの減額とするものであり、原案

どおり可決いたしました。 

ここで、本町関係分の主なもののみをご報告をいたします。 

まず、滝川消防諸費６億2,394万９千円のうち、新十津川支署の運営に要する経費は521

万２千円で、前年比59万２千円の減額となっております。主な備品の購入内容ですけれど

も、デスクトップパソコン２台、トレーニングキット１台ということであります。 

次に、新十津川消防団費として2,044万２千円で、前年比47万９千円の減額。 

次に、新十津川消防施設費として299万円で、前年比2,879万１千円の減額で、昨年の新

十津川消防団第１分団消防ポンプ自動車更新に要する経費が減額されたのに加え、消防水

利等の維持管理に要する経費であります。 

続いて、歳入負担金18億8,688万円のうち、本町が負担する部分のみ報告をいたします。 

本部共通経費負担金２億5,003万２千円のうち、本町負担分は2,873万５千円で、前年比

163万１千円の増額というふうになっております。 

続いて、諸共通経費負担金６億3,009万７千円のうち、本町負担分１億818万２千円、前

年比70万円の減額となっております。 

続いて、単独経費負担金９億9,376万円のうち、本町負担分は2,893万８千円、前年比

2,986万１千円の減額となりました。いずれも承認されております。 

以上、滝川地区広域消防事務組合報告とさせていただきます。なお、報告させていただ

きました会議資料につきましては、事務局にて保管しておきますので、ご覧いただければ

と思います。 
○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。 
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引き続き、中空知衛生施設組合議会の報告を進藤久美子君よりお願いいたします。 

〔１番 進藤久美子君登壇〕 

○１番（進藤久美子君） 議長のご指示がございましたので、去る２月26日開催されまし

た中空知衛生施設組合議会平成31年第１回定例会の報告をいたします。 

初めに諸般の報告が行われ、植村真美議員の辞職に伴い、赤平から若山議員が選出され、

議席の指定が行われました。 

その後、前田組合長より行政報告があり、２月５日、構成市町担当部課長会議を行った

旨と、本日は議案、平成31年度中空知衛生施設組合一般会計予算と平成30年度中空知衛生

施設組合一般会計補正予算第１号について、審議をいただくこととなります。後ほど、所

管から詳細に説明を申し上げるので、十分審議の上、承認いただくようお願いしたいとの

報告がなされました。 

議案の内容につきましては、選挙１件、報告２件、議案２件でございます。 

選挙第１号、中空知衛生施設組合議会副議長の選挙についてでございます。赤平選出の

植村真実副議長の辞職によるもので、赤平選出の若山武信議員が指名推薦により選任され

ました。 

報告第１号、専決処分についてでございます。平成30年12月10日午前10時頃、北海道マ

ツダ株式会社北空知駐車場において、組合車両の修理に伴い借用した代車を駐車場から発

進する際に、右斜め前の鉄柱に車両右前側を衝突し損害を与えたというもので、損害賠償

額については20万円でございます。 

報告第２号、例月現金出納検査報告についてでございます。平成30年10月分から12月分

までの現金出納の結果、いずれも誤りは認められないとの内容で書面にて報告され、報告

済みとされました。 

議案第１号、平成31年度中空知衛生施設組合一般会計についてでございます。歳入歳出

予算の総額は歳入歳出それぞれ11億3,978万４千円とするものでございました。 

議案第２号、平成30年度中空知衛生施設組合一般会計補正予算第１号について。平成29

年繰越金を平成30年の構成市町の負担金に充当して精算するものでございます。議案第１

号、第２号とも原案どおり可決されております。 

以上をもちまして、平成31年第１回中空知衛生施設組合定例会の報告といたします。な

お、議案等は事務局にお届けしてありますので、後ほどお目通しを願います。 

○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白石昇君よりお願いいたします。 

〔５番 白石昇君登壇〕 

○５番（白石昇君） おはようございます。議長のご指示がございましたので、去る３月

１日に行われました平成31年空知教育センター組合議会の第１回の定例会の報告を申し上

げます。 

まず最初に、山崎教育長より事業の実施計画の説明がありました。実施計画といたしま

しては、重点項目一つ目に、実践的指導の向上に資する研修の活動ということであります。

そして二つ目には、今日的な課題の解明と主体的に活動するリーダーの育成に資する研究

活動ということであります。それから、重点３には、教育活動の充実に資する情報発信活

動。以上の三つを重点項目といたしまして、これに係わる講座を特別講座、研修講座、出
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前講座を実施をするという本年の目標でございます。それから、研究事業の課題研究の予

算、情報発信の事業と、それぞれの予算の説明があり会議に入りました。 

まず、会議の冒頭で前田組合長より行政報告がございまして、平成30年11月14日から31

年の２月16日までの主な事業の報告がございました。 

次に、会議に入りまして、報告１号といたしまして、例月現金出納検査が平成30年10月

から12月までの検査報告がございまして、地方自治法第235条の２項に基づき行い、同３

項の規定により、宮崎監査委員より報告がございまして、特に指摘する事項はありません

とのことでございます。 

議案に入りまして、議案は平成31年度空知教育センター組合一般会計予算であります。

まず、一般会計の内容を申し上げますと、歳入歳出とも936万５千円と決定をいたしまし

た。前年に比べて16万３千円の増額となっております。 

平成30年の予算の中に解体の費用が含まされていたんですが、31年度はこの事業が完結

をいたしましたんで、これを相殺によりなくなりましたので、当町の教育センターの負担

金は、昨年は50万８千円でございましたが、今年度は46万２千円と４万６千円の減額とい

うことになっております。 

続いて、２号議案の説明をいたします。２号議案は、空知教育センター組合の研修事業

特別会計の予算であります。歳入歳出とも537万７千円と決定をいたしました。前年は468

万４千円ということに対して、今年度は537万７千円と決定をいたしまして、69万３千円

の増額となってございます。 

３号議案に入りまして、組合事業の二つ目の事業であります研修事業特別会計でありま

すが、歳入歳出とも385万７千円と決定をし、昨年366万７千円より19万円の増額となって

おります。 

本年度予算は、一般会計、研修特別会計、研究特別会計とも合わせて平均的に６パーセ

ントの増額ということになっております。 

それでは、一般会計から研修特別会計までの総額の説明をしたいと思います。 

一般会計は、本年度は936万５千円でありまして、16万３千円の増額となっております。 

研修特別会計におきましては537万７千円でありまして、69万３千円の増額になってお

ります。 

それから研究特別会計におきましては385万７千円でありまして、19万円の増額となっ

ております。 

31年度の合計の会計を申し上げますと、1,859万９千円となって、昨年より104万６千円

の増額となっております。 

再度申し上げますけど、新十津川町の負担は、昨年は50万８千円でありましたが、本年

度は46万２千円で４万６千円の減額になっております。 

３会計におきまして、104万６千円の増額となっておりますが、３会計になっておりま

すが、各市町村のこの負担金の一覧表を事務局に置いておきますけど、解体費用がなくな

りまして、相殺して最終的にはそれぞれの町村が減額になっているということになってお

ります。 

以上で、平成31年空知教育センター事務組合の第１回の定例会の説明を終わりたいと思

いますけれども、資料、その他については、所定のところに置いておきますんで、後でお



- 12 - 

 

目通しを願いたいと思ってございます。以上で報告といたします。 
○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杉本初美君よりお願いいたします。 

〔２番 杉本初美君登壇〕 

○２番（杉本初美君） おはようございます。議長のお許しをいただきましたので、２月

27日招集されました平成31年空知中部広域連合議会の第１回定例会の報告をさせていただ

きます。 

午後２時に第１回定例会が開催されまして、会期２月27日、１日間と決定。月例出納検

査報告、広域連合長による一般行政報告が行われました。 

続いて、議案第１号、北海道市町村総合事務組合規約の制定並びに廃止の専決処分。議

案第２号、平成30年度空知中部広域連合一般会計補正予算第２号。議案第３号、平成30年

度介護保険事業会計補正予算第２号。議案第４号、平成30年度国民健康保険事業会計補正

予算第２号。議案第５号、平成30年度障害支援事業会計補正予算第２号が上程され、いず

れも原案どおり可決されました。 

その後、連合長より平成31年度広域連合行政執行方針が表明されまして、国の方針を踏

まえ、関係市町の国保担当部局と介護担当部局との有機的な連携、協力の下、生活習慣予

防はもとより、フレイル予防、介護予防をも視野に入れた保健事業の充実強化の推進につ

いて、積極的に関係市町を支援するということでございました。 

それから、本広域連合の高齢化率は42.9パーセントで、全国平均の28.1パーセントと比

較しても高く、認知症を含む要介護認定も18.4パーセントと上昇傾向にあることから、今

後も介護費の増加が見込まれます。 

2021年からの第８期介護保険事業計画に向けた介護保険事業の安定的な財政運営と第１

号被保険者の介護保険料の負担軽減を図るため、新年度から２年で8,000万円を関係市町

に負担を求め、介護保険準備基金へ積み立てを行うということです。 

国民健康保険事業では、平成30年４月から北海道が財政運営の責任主体となり国保事業

の運営がなされており、保険料負担金の納付金額や従事職員の業務量の軽減などのメリッ

トを享受しました。 

新年度からは国保従事職員を１名削減しまして３名体制として、業務の効率的な遂行に

努めるとの執行方針でございました。 

引き続き、平成31年度の各会計予算が上程されました。 

議案第６号、広域連合一般会計予算は5,470万円。議案第７号、介護保険事業会計予算

は37億4,862万７千円。議案第８号、国民健康保険事業会計予算は32億7,600万円。議案第

９号、障害支援事業会計予算は620万円と各会計とも原案どおり可決されました。 

以上が第１回定例会の内容ですが、資料は事務局に提出してありますので、後ほどお目

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。 

引き続き、中・北空知廃棄物処理広域連合議会の報告を長名實君よりお願いいたします。 

〔９番 長名實君登壇〕 

○９番（長名實君） おはようございます。議長のご指示がございましたので、平成31年

第１回中・北空知廃棄物処理広域連合議会定例会の報告をいたします。 
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まず、議案は２件ございまして、報告１件のトータル３件でございます。 

まず、平成30年度中・北空知廃棄物広域連合議会の一般会計補正予算でございます。歳

入歳出それぞれ62万４千円を減額し、総額を７億1,091万９千円とするものでございます。

これにつきましては、売電収入並びに繰越金がありましたので減額とするものでございま

して、本町の減額分は60万６千円でございまして、トータル2,617万４千円とするもので

ございます。 

それから次に２号議案といたしまして、平成31年度の一般会計でございますが、総額５

億6,949万円とするものでございまして、本町の負担額は2,158万５千円でございます。ち

なみに、売電収入なんですが、トータルで3,016万９千円ということでございます。 

それでもう一つ報告がございまして、これは例月会計検査報告でございますが、一般会

計歳入歳出の歳出外会計ともに、計数上の誤りはないということで書面により報告されて

ございます。いずれも原案どおり可決されております。 

以上で、中・北空知廃棄物広域連合議会の報告とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 中・北空知廃棄物処理広域連合議会の報告を終わります。 

 以上で、一部事務組合議会の報告を終わります。 

これをもちまして、日程第４、諸般の報告を終わり、すべて報告済みといたします。 

ここで11時10分まで休憩いたします。 

（午前11時01分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩をとき、会議を再開いたします。 

（午前11時10分） 

                                       

     ◎行政報告 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第５、行政報告を行います。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） 改めまして、おはようございます。議長のご指示がございました

ので、平成30年第４回定例会以降における行政報告を申し上げます。お手元に資料を配付

させていただいてございますので、主だったものを口頭にて付け加えさせていただきます。 

はじめに、総務課関係からです。 

叙勲でありますけども、長年にわたり町政発展にご尽力されました後木幸里様が、３月

１日付で高齢者叙勲、旭日単光章を受章されましたので報告をいたします 

次に、表彰でございます。 

12月14日、ご母堂様の生前のお礼として、町に多額のご寄附をいただきました中央区、

小畑静様に、また、１月24日、ご母堂様の生前のお礼として町に多額のご寄附をいただき

ました文京区、中根康雄様に新十津川町表彰条例に基づき、それぞれ感謝状を贈呈いたし

ました。 

次に、ＪＲ札沼線の関係であります。 

札沼線の存廃問題については、これまで沿線４町による協議ととともに、町民の皆さま

の意見をお聞きしながらＪＲ北海道と条件交渉を行ってまいりました。廃線後の農地整備
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や新十津川駅周辺の整備に加え、現在運行しているバス路線への運行支援を柱に一定の条

件が整いましたので、12月20日に月形町において北海道医療大学駅から新十津川駅間の線

区廃止に同意をいたしたところでございます。 

今後は、2020年５月６日が札沼線の最終運行になりますので、終着駅である新十津川駅

を応援していただいている方々のご協力を得て、全道、全国から大勢の方が本町にお越し

いただけるよう、最後の１年間を盛り上げたいと考えてございます。 

２ページになります、消防関係でございます。 

12月１日から２月28日までにおける町内の出動件数は、火災による出動は０件、救急出

動23件、その他危険排除等の出動が２件でありました。 

また、役場庁舎の建替えに伴う分団詰所移転のため、建築工事が行われておりました新

十津川消防団第一分団詰所が完成し、12月13日に開所式が行われました。さらには、１月

23日に消防新十津川支署前において、既存車両の老朽化に伴う新十津川消防団第一分団消

防ポンプ車の配置式が行われました。 

昨年１年間の消防の出動は、火災件数が２件で、その内１件が建物火災でありました。 

次に、住民課関係についてご報告をさせていただきます。 

最初に人口動態であります。 

平成30年１月から12月の１年間の人口動態を見ますと、まず、自然動態では出生数が34

人、死亡者数は110人で76人の減少となりました。また、社会動態では転入者215人に対し、

転出者は232人で17人の減少となり、平成30年は全体で93人の人口減少となりました。 

続いて、２月28日現在の人口動態は、人口が6,615人で、前年同期と比べ69人減少し、

世帯数は2,965戸で、前年同期と比べ９戸の減少となっております。 

また、65歳以上の高齢者数をみますと、2,546人と前年同期と比べ10人減少し、高齢化

率は38.5パーセントと前年同期と比べ0.29ポイントの増加となっております。 

次に、交通安全及び防犯の関係でございます。 

交通事故の発生状況は、12月１日から２月28日までの人身事故発生件数は１件、負傷者

数は１人、死者数は０人でいずれも前年同期と同じとなってございます。 

平成29年10月27日に発生した交通事故死以降、２月28日現在で交通事故死ゼロ488日と

なっております。 

本年度においても、滝川警察署交通課協力の下、高齢者向けの交通安全教室を実施して

おり、２月28日までに老人クラブ９団体201人の方が受講され、さらに３月中には１団体

が実施予定となってございます。 

２月28日に滝川警察署において、滝川署管内の交通安全関係団体に対する交通安全活動

推進功労感謝状贈呈式があり、平成30年中の滝川署管内における交通死亡事故件数の大幅

な減少に貢献したとして、本町の安全・安心推進協会及び交通安全指導員会に感謝状が贈

呈されたところでございます。 

防犯については、12月１日から２月28日までの本町における犯罪発生件数は３件で、前

年同期と比べ３件の増加となってございます。 

次に、５ページになりますが、町税等の２月28日現在の収納状況は、現年度分町税５税

合計の収納率は93.87パーセントで、前年同期と比べ0.07ポイントの増加となってござい

ます。滞納繰越分については、0.70パーセントで、前年同期と比べ5.89ポイントの減少と
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なっております。 

内訳は省略をさせていただきまして、後期高齢者医療保険料は84.91パーセントで、前

年同期と比べ0.60ポイントの減少となってございます。 

次に、保健福祉課関係でございます。 

６ページになりますが、福祉バス無料運行でございます。 

12月１日から２月28日までの利用状況は、運行31日間で延べ132人の利用がございまし

た。なお、この期間中申し込みがなく運行しなかった日数は、25日となってございます。 

次に、保育園の関係です。 

２月28日現在の新十津川保育園入園児童数は、０歳児３人、１歳児６人、２歳児19人、

３歳児24人、４歳児24人、５歳児14人の合計90人となってございます。 

一時保育の利用状況は、12月１日から２月28日までに延べ児童２人、３日の利用があり、

延長保育の利用実績はありませんでした。 

また、２月28日現在、広域入所により町外の保育園等を利用している児童は、滝川市の

保育園に４人、浦臼町の認定こども園に１人、歌志内市の認定こども園に１人の計６人と

なってございます。 

７ページになりますが、放課後児童クラブの12月１日から２月28日までの利用状況は、

開館日数68日で、延べ利用者数は1,221人、１日平均では17.9人となっております。２月

28日現在で59人の児童が利用登録しているところでございます。 

次に、子育て支援センターの12月１日から２月28日までの利用状況は、開館日数が56日

で、延べ利用者数は975人となってございます。 

地域巡回子育て支援センターの利用については、２月に大和地区に出向き、合わせて９

世帯、乳幼児10人の利用がありました。子育てボランティアによる託児の利用実績は、12

月１日から２月28日までに４回、乳幼児延べ19人となってございます。 

次に、子ども生活応援事業でございます。 

得きっずカードは、２月28日現在で対象560世帯のうち474世帯に対し、2,736枚配布し

ております。満点となった得きっずカードの使用枚数は、１月31日現在1,126枚で、その

うち53.3パーセントはふれあい商品券、46.7パーセントは買物に使用されている状況と

なってございます。 

 次に、８ページになりますが、冬期生活支援として、冬期生活助成事業でございますが、

２月28日現在で、114世帯に暖房費用の一部として１万円分の商品券を助成をいたしまし

た。内訳は、高齢者世帯80世帯、障がい者世帯15世帯、ひとり親世帯11世帯、高齢者・障

がい者の混合世帯が８世帯となってございます。 

次に、介護保険関係の１月31日現在の介護認定者数は430人で、前年同期と比べ３人の

増加となっております。内訳は、要支援１が53人、要支援２が54人、要介護１が107人、

要介護２が90人、要介護３が63人、要介護４が36人、要介護５が27人となってございます。 

介護予防・日常生活支援総合事業の１月31日現在でございますが、基準緩和型デイサー

ビスが43人、短期リハビリ型デイサービス１人、簡易型訪問サービス１人、生活支援相談、

見守り支援３人、見守り配食サービス事業が16人の方が利用してございます。 

一番下段の母子保健関係では、１月に開催をいたしました１歳８か月と３歳児に対する

幼児健康診査に13人、生後３か月から２歳６か月までの乳幼児健康相談において35人に対
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し、発育等の保健指導を実施してございます。 

次に、11ページになります。 

産業振興課関係でございます。 

農政の関係で、昨年から生産調整の枠組みが廃止され、生産の目安によりオール北海道

で需要に応じた生産を推進することになりました。本町に示された平成31年産主食用米の

生産の目安は、数量が約１万9,883トン、面積換算値が3,482ヘクタール、平成30年産と比

較すると、数量は約62トンの減少、面積換算値は48ヘクタールの減少となってございます。 

これを受け、２月21日の地域農業再生協議会を経て、３月４日に平成31年産米の生産の

目安等に関する農事代表者会議が開催され、作付の推進方針などが農業者へ示されたとこ

ろでございます。 

ＪＲ札沼線跡地の農地利用でございます。 

ＪＲ札沼線は、昨年12月20日に行われた沿線４町における調印式において、2020年５月

７日を廃線予定日として表明をしたところでございます。 

これを受けて、札沼線跡地の農地利用について、１月11日の経済文教常任委員会におい

て、町の支援の考え方や今後のスケジュールなどについて報告をしたところでございます。 

現在は、個別農家からの聞き取り結果をとりまとめ、検討課題等の整理を行ってござい

まして、今後は取りまとめた検討結果を地元へ提示をし、地区の計画策定に向け取り組ん

でいくこととしているところでございます。 

13ページの上になりますが、中小企業者応援事業については、店舗等の新築、改装、地

場産品の開発、新たな広告宣伝や観光イベントの取組等に対して助成を行ってございます。 

平成30年度における助成は３月１日現在15件で、店舗等整備事業が９件で1,076万６千

円、商工観光活性化事業が５件で209万８千円、人材育成事業が１件で13万４千円となっ

てございます。 

次に、14ページになります。 

奈良県、十津川村及び新十津川町による連携協定。いわゆる三者協定の関係でございま

すが、１月26日、27日に、奈良県から十津川の縁（えにし）モニターツアーの御一行様18

名が来町いたしました。ツアー参加者は、開拓記念館、物語記念館の見学、実験農場のし

いたけ栽培見学と収穫体験、雪まつりの見学、そば打ち体験などを行いました。 

初日の宿泊先であるグリーンパークにおいて歓迎交流会を開催し、町の紹介やＰＲなど

も併せて行ったところでございます。 

次に、建設課関係でございます。 

15ページの工事発注状況についてでございますが、年度内に完了を予定をしている48件

の工事はすべて発注済みであり、発注済み請負額の総額は５億8,351万９千円となってご

ざいます。 

なお、未完了の工事は、大久保橋架換工事ほか５件となっておりますが、いずれも３月

下旬までに完了する予定となってございます。 

また、役場庁舎建設事業の３件の工事及び新十津川保育園増築改修事業の３件の工事を

３月中旬に発注する予定となってございます。 

以上を申し上げ、平成30年第４回定例会以降の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、行政報告を終わります。 
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     ◎教育行政報告 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第６、教育行政報告を行います。 

 教育長。 

〔教育長 久保田純史君登壇〕 

○教育長（久保田純史君） 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、

平成30年第４回定例会以降における教育行政報告を申し上げます。お手元の教育行政報告

により、主なものを申し上げます。 

 最初に教育委員会の関係ですが、12月の町議会定例会以降３回の定例教育委員会を開い

ております。 

 12月20日の定例会では、報告４件を審議いたしました。 

報告第48号の新十津川町学校給食センター調理等業務委託についてでありますが、同調

理業務につきましては、11月30日開催の第４回委託業者選考委員会において、予定業者は

現在業務委託を行なっている札幌市の株式会社ニッコクトラスト北海道に決定していると

ころでありますが、選考委員会の経過報告、業者選定経緯、今後のスケジュール等につい

て報告し、了承されました。 

 次に、報告第49号では、新十津川町立学校における働き方改革推進計画案についてであ

りますが、北海道教育委員会では、道内のすべての学校で、教職員が健康でいきいきとや

りがいを持って勤務しながら、学校教育の質を高められる環境を整えることが重要として、

働き方改革を推進するために業務改善の方向性を示した北海道アクション・プランを昨年

の３月に策定いたしましたが、その趣旨を参酌し、教職員の業務改善、時間外勤務の縮減

を図るため、この度、新十津川町立学校における働き方改革推進計画案を策定し、了承さ

れました。 

 １月15日の定例会では、報告２件を審議いたしました。 

報告第２号のいじめの状況等に関する調査結果についてでありますが、いじめの調査に

つきましては、年２回、５月と11月に小中学生を対象に実施しており、11月に実施した調

査におきましても、５月の調査同様、いじめと判断される事案はありませんでした。 

 ２月21日の定例会では、報告７件を審議いたしました。 

報告第５号では、体罰に係る実態把握に関する調査結果についてでありますが、この調

査は、今年度における体罰の実態について、小学校は保護者へ、中学校は生徒及び保護者

に調査表を配布し検証するものでありますが、小中学校共に体罰に該当する事案はありま

せんでした。 

報告第６号では、平成30年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果についてであり

ますが、この調査は、毎年小学５年生と中学２年生を対象に７月末までに実施し、50メー

トル走など８種目において調査するものでございますが、本町では、小中学生とも全国、

全道平均を上回った種目が多くあり、合計得点では、小学生は男子が全国平均を下回りま

したが、全道平均を上回ることとなり、女子は全国、全道平均を共に下回りました。 

また、中学生は、男子が全国、全道平均を上回り、女子は全国平均を下回りましたが、

全道平均を上回る結果でございました。なお、小中学生男女共に全国、全道平均を上回っ

た種目は、握力でありました。 
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 報告第７号の新十津川町立学校喫煙対策に関する指針案についてでありますが、学校に

おける喫煙につきましては、平成16年に教育委員会で指針を定め、学校施設内での禁煙を

実施してきましたが、健康増進法の趣旨を鑑み、学校で喫煙することによる児童、生徒に

対する教育的影響等を踏まえ、平成31年、今年の４月１日から禁煙区域を拡大し、学校敷

地内禁煙を実施するものでございます。 

 報告第８号の新十津川町立学校に係る部活動の方針案についてでありますが、中学生の

けがの防止や心身のリフレッシュを図ること、さらには、部活動顧問の働き方改革を推進

するため、国のガイドラインや道の方針に則った案を策定いたしました。主な内容は、学

期中は、平日１日、土曜、日曜日で１日の週当たり２日以上の休養日を設ける内容として

おります。 

 報告第９号の新十津川町子どものいじめ防止基本方針案についてでありますが、平成26

年に教育委員会で指針を定めておりましたが、昨年、道のいじめ防止基本方針が詳細にわ

たり改正されたことから、これに準拠して、本町の方針を全部改正したものでございます。 

 次に総合教育会議ですが、町長主宰の総合教育会議が２月21日に開催され、教育委員と

ともに出席いたしました。学校教育では、学校のＩＣＴ環境の充実や校務支援システムの

導入。社会教育では、スポーツセンターのＬＥＤ化の整備など平成31年度における重点施

策について協議し、承認されました。 

 次に小中学校関係ですが、31年度の小中学校学級編成の見込みでございます。普通学級

は、今年度同様の小中学校とも１学年２学級の小学校12学級、中学校６学級でございます。

特別支援学級は、小学校は、今年度同様の知的、情緒、言語の３学級、中学校は、知的学

級がなくなり、情緒、病弱の２学級を予定しております。 

 ２ページをお開き願います。 

 冬季休業ですが、12月26日から１月14日までの20日間、児童、生徒共に事件、事故もな

く充実した冬休みを過ごしております。 

小学校関係ですが、12月12日に３回目となる北海道日本ハムファイターズ１軍チーフト

レーナー福島芳宏氏、元内野手荒井昭吾氏を招き、午前中は小学４年生から６年生を対象

に、午後からは中学１年生を対象に体育の授業を行い、ストレッチや体幹トレーニングを

学びました。さらに夕刻には改善センターを会場にいたしまして、２回目となる町民対象

のストレッチ実践講座を開講し、冬の運動不足解消に向けて町民28人が熱心に受講いたし

ました。 

 また同日、新小の６年生が、社会科のわたしたちの暮らしを支える政治、さらには自分

達が主権者となる学習のため、この町議会議場を傍聴いたしました。 

 次に、２月５日ですが、平成31年度新入学児童一日体験入学を行うとともに、保護者に

入学説明を行いました。入学予定者は現在のところ44人でございます。昨年10月に実施し

た就学時健診の時は41人でしたので、その後、新入学予定児童が３人転入いたしておりま

す。 

 次に、中学校ですが、12月15日にゆめりあで全校生徒による歌声交流会を開催いたしま

した。今年も男性コーラススノーグリー、それから女性コーラスアザレアコーラスの出演

協力をいただき、合唱を通した町民との交流と郷土愛を育みました。 

 ２月６日には、生徒会が学校内外のアルミ缶やペットボトルキャップを回収する取組み、
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さらには、回収したペットボトルで作成したモザイク画を学校の玄関前に掲示し、来校者

に環境美化をアピールする活動が評価され、公益社団法人食品容器環境美化協会の優良校

表彰伝達式が行われました。 

 また、中学校におきましても、２月９日に新１年生と保護者を対象にした入学説明会を

開催しております。新１年生は現在のところ、59人でございます。 

 さらに、２月26日には、竹林空知教育局長が教育委員会に来庁され、國行新十津川中学

校長及び花月区の奥田幸雄様に空知管内教育実践表彰が授与されました。中学校は、生徒

自らが町の魅力や課題を調べ継続的に町内外に広く発信し、郷土愛や町の未来を拓く生徒

の学びの充実に成果を上げたことによる表彰でございます。 

奥田様におかれましては、おどり保存会創設時から伝統芸能の指導者として普及、保存

に尽力され、また、歌い手として町内外のさまざまな行事で貢献していることの評価を受

けての表彰でございます。 

なお、今年度の表彰は、団体の部では新中を含め４団体が、個人の部では、奥田様お一

人の表彰でございました。 

次に、部活動の成績です。 

剣道部ですが、１月13日に千歳市で開催されました第19回北海道中学校新人剣道大会で、

女子団体が３位となりました。 

また、吹奏楽部ですが、1月12日に行われた空知地区アンサンブルコンクール木管８重

奏部門で３年連続の金賞となり、２月16日に札幌市で開催された全道大会に進出し、銅賞

となりました。 

 次に、中学３年生の進路希望の状況でございますが、空知北学区内の受験校は、新十津

川農業９人、滝川全日制15人、滝川西26人、滝川工業１人、砂川３人となっております。 

なお、卒業生と受験希望者人数に差があるのは、公立高校と私立高校の併願者がいるこ

とによるものでございます。 

なお、公立高校の一般入試が本日と、また、面接のある学校については、明日と二日間

で実施され、合格発表は18日に行われる予定となってございます。 

 次に、学力向上についてですが、確かな学び推進会議における学力向上実践策として、

冬休みにおける学習サポート事業やまびこを、ボランティアの方にご協力いただき３回実

施し、学習習慣の定着に向けて指導をいただきました。参加者は、小学生138人、中学生

12人でありました。 

 ４ページをお開き願います。 

 学校運営協議会ですが、12月28日と２月27日の両日開催し、小中校長による学校の評価

及び平成31年度の学校経営方針等の説明と協議を行い、委員の承認をいただいているとこ

ろでございます。 

 続きまして、新十津川農業高等学校関係でございますが、１月17日、18日の両日、北北

海道学校農業クラブ連盟実績発表大会が開催され、新十津川農業高校を含めた８校の生徒

が、日頃の学校での学習や体験の成果を発表し、農業経営などの提言を行いました。 

 次に、去る３月１日に第67回卒業証書授与式が厳粛な中に執行され、31人が卒業されて

ございます。うち本町出身者は９人でございました。 

卒業生の進路の状況でありますが、進学が７人、就職等が24人となっており、卒業生全
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員進路先が決定して100パーセントとなってございます。 

 次に、平成31年度の入学出願状況でございますが、40人定員のところ同高校には36人、

昨年は25人の出願希望でしたので11人増ということでございまして、倍率は0.9倍、昨年

は0.6倍となってございます。 

なお、空知全体における公立高校全日制の平均受験倍率は0.8倍でございまして、昨年

も0.8倍でございました。 

次に、給食センター関係でございます。 

 子供達が楽しみにしてございます恒例のバイキング給食は、２月７日に雨竜町の小学６

年生と中学３年生を対象に、２月21日に新中の３年生を、また、３月の１日には新小６年

生を対象に卒業時の思い出に残る給食として行っております。 

続きまして、５ページに移りまして社会教育関係でございます。 

 ２月28日に社会教育委員の会を開催し、平成30年度後期社会教育事業の反省及び平成31

年度社会教育重点施策等について協議をしてございます。 

 続きまして、とっぷ子どもゆめクラブの関係ですが、２月９日に町内の吹矢クラブのご

指導をいただき、スポーツ吹矢を体験いたしました。初めて体験する児童がほとんどであ

り、ルールや競技の楽しさを学びました。 

 子ども会育成者連絡協議会主催による、第41回全町子ども会かるた大会が１月６日、冬

休み中の伝統行事として開催されました。子ども会員26チーム、89人が参加し、ご家族や

地域の応援を受け熱戦を繰り広げました。 

 本町の代表となった小学生、青葉区子ども会２チーム、中学生代表文京区子ども会１

チームが、１月の26日に歌志内市で開催されました北海道子どもかるた大会空知地区予選

会に出場いたしましたけども、青葉区子ども会Ｂチームが３位入賞し、２月17日に札幌市

で開催されました第22回北海道子どもかるた大会に４年ぶりに駒を進めました。大会では

１回戦で敗退したものの、その後の敗者復活戦で２勝する活躍を見せましたが、惜しくも

次の試合で敗れております。 

続きまして、成人式でありますが、１月13日にゆめりあで成人式を挙行いたしました。

平成最後に相応しい晴天に恵まれた中、議員各位ほかご来賓の祝福をいただき、出席した

58人の新成人は、大人として新たなスタートを切りました。 

 ７ページに移りまして、新十津川スキー連盟主催による第12回そっち岳スキー大会が２

月の17日に幼児から一般まで88人の参加のもと開催されました。子供達は、冬休み中や学

校での学習で慣れ親しんだスキー場で練習の成果をいかんなく発揮してございました。 

 そっち岳スキー場の利用状況についてでございますが、２月末現在のリフトの乗車人数

は18万6,997人で、前年度同期比較3,679人の減少となってございます。これは、今シーズ

ン積雪不足のためスキー場オープンが当初の12月13日から21日に延期したことが主な要因

でございます。 

リフト利用料金につきましては825万200円で、前年度同期比較５万5,460円増加してご

ざいます。この要因といたしましては、１日券や４時間券などシーズン券以外の券売が増

えていることによるものでございます。 

 次に、８ページに移りまして、少年団活動による子供達の活躍でございますが、剣道で

ございます。12月25日から兵庫県で開催されました内閣総理大臣杯授与第36回若鷲旗剣道
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大会で新中中学生女子がベスト16になってございます。 

 ９ページに移りまして、ピアノですが、北海道予選を経て２月の２日から東京都で開催

された第９回日本バッハコンクールで町内の藤原ピアノ教室で練習を重ねた新十津川小学

校２年佐藤花さんと、６年清水花菜さんが見事金賞を受賞しております。 

 また、スノーボードでございますが、新十津川中学校３年吉田璃子さんが、２月11日か

ら士別市で行われた第37回ＪＳＢＡ全日本スノーボード選手権北海道地区大会スラローム

ジャイアントスラロームのジュニアの部で優勝し、３月11日から長野県で開催される全国

大会に出場いたします。 

 続きまして、図書館関係ですが、２月末現在における貸出し冊数７万8,205冊で、前年

同期比較4,480冊の減少、貸出人数１万5,583人で前年同期比較495人減少している状況に

ございます。 

 10ページをお開きいただき、特別事業でございますが、１月20日に図書館ギャラリーで

サックス奏者柴田奈津美さんとフルート・ピアノ奏者岩間花須実さんによるミニコンサー

トを行い、来館された46人の方が美しい音色を堪能いたしました。 

 また、その他でございますが、１月10日に小学５、６年生５人が、冬休み中練習を重ね、

新十津川保育園とハーブガーデン新十津川に出向き、出前人形劇を立派に上演し、鑑賞者

に楽しいひと時を提供いたしました。 

 以上をもちまして、平成30年第４回定例会以降における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、教育行政報告を終わります。 

                                       
     ◎委員会報告第１号の報告、質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第７、委員会報告第１号、庁舎建設特別委員会調査報告を

議題といたします。 

 お諮りいたします。 

本件につきましては、調査報告書が議長宛に提出されてございますので、庁舎建設特別

委員長より報告を求め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」という人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

それでは、庁舎建設特別委員長より報告を求めます。 

 笹木庁舎建設特別委員長。 

〔庁舎建設特別委員長 笹木正文君登壇〕 

○庁舎建設特別委員長（笹木正文君） それでは、庁舎建設特別委員会調査の報告を行い

ますが、朗読をもって代えさせていただきます。 

 委員会報告第１号。新十津川町議会議長、長谷川秀樹様。庁舎建設特別委員会委員長、

笹木正文。 

 庁舎建設特別委員会調査報告書。 

 本特別委員会に付託された案件について、調査した結果を新十津川町議会会議規則第77

条の規定により報告する。 

 １、議件名、平成27年発議第４号、特別委員会の設置について。 
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２、付議事件、新役場庁舎建設に求められる機能及びあり方並びに庁舎と敷地の一体的

な有効活用等についての調査。 

３、調査の経過、平成30年３月６日中間報告以降であります。 

（１）として、平成30年４月13日、平成30年度第１回庁舎建設特別委員会から（４）の

平成31年３月４日、平成30年度第４回庁舎建設特別委員会の４回であります。 

４、調査の結果、庁舎建設特別委員会は、平成30年３月６日に基本設計に関する調査の

中間報告を行い、その後、町が策定を進める実施設計案を検討するために４回にわたり特

別委員会を開催し、慎重に検討、協議を進めてきた。 

町では、先に策定された基本設計をベースに、職員による庁舎建設検討委員会での協議、

パブリックコメントやまちづくり懇談会等で町民から意見聴取を適切に行い、住民の目線

を大切にしながら精力的に実施設計の策定作業が進められてきたところである。 

提示された実施設計案は、庁舎建設の基本方針として掲げた、すべての人にとって利用

しやすい庁舎、防災拠点となる強い庁舎、機能的で柔軟性のある庁舎、経済的で維持管理

しやすい庁舎の４点を重視した設計になっており、また、外構の設計においては、来庁者

の利便性を考慮しつつ、快適に景観を楽しみながら人と人とが交流できるように配慮して

おり、町の象徴となり得る施設の建設に向けてさまざまな意見や懸案事項を十分に検討し

た結果が感じられる。 

 このことから、町が策定した新十津川町役場庁舎建設実施設計の案については、本特別

委員会として賛同すべきものとする。 

 なお、賛同するに当たり、今後の工事及び庁舎と敷地の有効活用等について意見を記述

するとともに、笑顔あふれる未来のまちへ、みんなで創る100年庁舎の基本理念を実現す

るため、この事業が町を挙げての取組みとなるように願い、報告とする。 

（１）建築工事の実施に当たって。 

事業費の積算においては、十分な精査を行ったと考えられるが、建築資材等の価格動向

を注視して引き続き経費の縮減を図るととも、各種補助事業等の活用と自主財源の確保に

努められたい。 

 また、工事が本格化すると、町民の関心は更に高まることから、町広報紙等を活用して

工事の進捗状況や完成後に役場の利便性がどう向上するのかを周知し、町民が新庁舎の完

成を心待ちにするような情報提供が望まれる。 

（２）交流拠点としての庁舎及び敷地の活用。 

新庁舎の完成後は、行政サービスの向上はもちろんのこと、役場庁舎及び敷地が拠点と

なり、人と人との交流を通じてにぎわいが生まれることが期待される。 

 今後、公共交通の発着点として乗客が待ち時間を快適に過ごせる環境づくりや、エント

ランスホールや屋外の広場を利用しての催事など、行政サービス以外での活用方法につい

て充分検討し、庁舎を中心とした場所と空間において、町民がより豊かな時間を過ごせる

よう取り組んでいっていただきたいというこで、以上、朗読をもって庁舎建設特別委員会

の報告といたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 庁舎建設特別委員長の報告が終わりました。 

 ただ今の委員長報告に対して質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
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○議長（長谷川秀樹君） 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。 

 これより委員会報告第１号を採決いたします。 

委員会報告第１号について、委員長報告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、委員会報告第１号、庁舎建設特別委員会調査報告は、委員長報告のとおり

決定いたしました。 

ここで、13時まで休憩といたします。 

（午後０時00分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩をとき、会議を再開いたします。 

（午後１時00分） 

                                       
◎一般質問 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８、一般質問を行います。 

 先例にしたがい、通告順に進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

３番、鈴井康裕君。登壇の上、発言願います。 

〔３番 鈴井康裕君登壇〕 

○３番（鈴井康裕君） 議長のお許しをいただきましたので、私は町長に一般質問をさせ

ていただきます。 

表題にあるとおり、旧大和小学校解体後の跡地利用計画についてであります。 

私が４年前、初めて議員になって一般質問したのも、この大和小学校の問題でありまし

た。今期最後の議会で、一般質問も大和小学校で終るということで、私の一般質問は大和

小学校に始まり、大和小学校で終わると、そういったところです。 

46年前に大和小学校を卒業し、大和小ＰＴＡ会長を経て教育委員に、そして議員となっ

た私にとって、この課題は避けて通れないものであります。 

それでは、一般質問に移らさせていただきます。 

大和小学校は、平成21年３月に閉校されてから体育館以外の利用はなされないまま、こ

の春で10年が経過しようとしています。再利用の計画倒れが重なり、老朽化し、解体もや

むなしの状況であります。 

 しかしながら、体育館は地元の卓球クラブが使用しており、毎週月曜日にスポーツ活動

が継続中でありますが、今年の２月になり急遽、体育館も含めすべて解体することになっ

たと聞いてございます。 
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 町長は平成27年９月の定例議会で、大和小の利活用者の募集を進めるが、希望者がない

場合は解体も視野に入れ、地域の意見を十分に伺った上で再検討すると答弁していますが、

現在の状況は、地域住民の意見を十分に聞いて進めているとは到底言えません。 

 私は、解体はやむを得ないと思っていますが、今回のやり方、進め方には、はなはだ疑

問をもつものであります。 

今後、跡地の利用計画を練る上で、地元住民の意見がないがしろにされる恐れがあると

思います。 

 今回、なぜ早急に解体を進めるのか、また、町長は今後、大和小跡地の利用をどのよう

に計画していくのか、その考えを伺いたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） それでは、３番議員さんのご質問にお答えをさせていただきます。

 少し経過も含めながら、お答えをさせていただきたいというふうに思いますけれども、

旧大和小学校の跡地利用に係る考え方につきましては、今ほどの質問にありましたように、

平成27年の第３回定例会において、３番議員さんのご質問の中にありましたような趣旨で

お答えをさせていただいたところでございます。 

 以後、３年余りの月日が経ち、その間、福祉団体をはじめとする、いくつかの跡地利用

を検討させていただきましたが、耐震性や水回りに課題があること、大規模な施設であり

全体を有効活用するには、相当の事業内容となってしまうことなどから、利活用頂ける事

業者を見つけることができず、解体を視野に入れざるを得ない状況となったところでござ

います。 

また、昨年８月には、総務民生常任委員会の調査事項として、旧大和小学校の現状につ

いてご確認いただきましたが、その際にも、地元住民からは、解体を望む声が多いことか

ら、有効な利用方法が見い出せない以上、解体は止むなしとの報告をいただいたところで

もございます。 

これらのことを含め、大和地区の方々が母校が朽ちていく姿を見ていくことは忍びない

等の声も考慮し、総合的に判断をした中で、平成31年度若しくは平成32年度において、解

体に着手する、そういう方向性に至ったところでございます。 

 このことから今後、どのような手順によって解体を進めていくかということであります

が、体育館部分については、条例により、町民の体育活動の普及振興を図るための施設と

して規定をしている財産、いわゆる行政財産でございまして、そのままの状況では、解体

に制約があることから、まずもって行政執行上の目的を持たない普通財産に変更するとい

う手続きが必要となります。 

 ご質問の趣旨にもありましたように、大和体育館は、地域の皆さんのコミュニティー醸

成の場、軽スポーツを通した憩いの場として活用されている現状にあることから、日頃か

ら利用されている地域の皆さんへのご理解を何よりも優先すべきとして、本年１月、体育

館を所管している教育委員会から、教育長を責任者として、地元区長さんをはじめ利用頻

度の高い卓球愛好者の皆さんへ、体育館の置かれている現況をご説明するとともに、今後

の活動の場に対する代替案のご提案など、真摯に対応させていただいたところであり、決
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して地域の皆さんの声をないがしろにした訳では無いことをご理解いただきたいと思いま

す。 

 体育館を利用している卓球愛好者の皆さんには、これまでと同じとはいかないまでも、

地元大和区のお計らいにより、大和区自治会館での活動が可能となったことで、体育館解

体に対するご理解を頂いたと伺っております。 

 一番に影響を受ける地元利用団体の方々に苦渋のご理解をいただいたことで、行政財産

としての機能を廃止する環境が整ったと受け止めております。次の段階として、校舎及び

体育館の一体的な解体に向けて、改めて地元大和区の皆さんに、今後の方針を説明させて

いただく予定としておりまして、地域の皆さんのご理解をいただければ、平成31年度の政

策予算において、第２回定例会において、校舎及び体育館の解体費用を計上させていただ

きたく考えてございます。 

次に、大和小学校跡地の今後の利用についてでございますが、結論から申し上げますと、

現段階において具体的な計画は持ち合わせていないというのが実情でございます。 

 校舎、体育館がありますと、次の利活用の妨げにもなることから、まずは旧大和小学校

跡地を更地にした上で、跡地の利活用を検討していく予定としております。 

 利活用を検討していく際には、前回一般質問をいただいた際にもお答えをしたように、

地域の拠り所となるような、地域のつながりをより深められるような利活用方策を検討し

ていきたいと考えておりまして、随時、地域の皆さんへ情報の提供をさせていただきなが

ら進めていく、そういう予定をしてございます。 

 以上、申し上げまして３番議員さんの質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） ３番議員、再質問ございますか。 

再質問を許します。３番、鈴井康裕君。 

○３番（鈴井康裕君） 非常に丁寧な答弁、誠にありがとうございます。 

これから随時、情報提供していただけるということですけれども、ご承知のとおり大和

に住んでいる大多数の人が大和小の解体はやむを得ないと思っていることは確かです。 

しかしながら、大和体育館を使っている人や他の人の中にも壊してほしくないと思って

いる方は、現在も存在しているわけであります。 

 今回、私が一般質問をすることで、初めて解体の予定を聞いた方がかなりいるのではな

いかと思います。その証拠に、防災無線で３月１日に一般質問の題名の発表があったと思

いますが、その後にツイッターで大和小解体いやだ、残念、なんで。こういうツイートが

あったことをご存知でしょうか。また、私のところにも直接、大和小の解体の予定につい

て聞いてくる方も数名現れました。 

 これが先に述べた27年の３定で町長が約束した、地域の意見を十分に伺った上で再検討

するとの答えでしょうか。 

 また、先ほど申しました昨年の８月24日の総務民生常任委員会の委員長報告の最後に、

今後は、取り壊しにかかる諸問題を住民に説明した上で、取り壊しに向けた検討が望まれ

ると書いてあります。 

 ４校が合同になって10年、花月小学校、吉野小学校については見事に再利用され、地域

の活性化につながっております。その４校の中で今回初めて、解体予定が決まったのが大

和小であります。大和にはなにも無くなってしまう、その恐怖感にも似た大和地区の住民
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感情を理解していただけなかったのではないかと、非常に残念に思います。 

 町長に再度、お答えを伺いたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（熊田義信君） お答えをさせていただきたいというふうに思います。 

今ほどの冒頭の回答の中で、誤解のないようにしていただきたいんですけども、行政財

産から普通財産にしていく、そういう手順をして解体をさしていただきたいということを

まずもってお話をさせていただいたつもりでございます。 

そういった中で、今後、改めて大和区の皆さん方に解体に向けての相談をさせていただ

いて、合意をした後に解体をする。合意ができた時に解体の予算を計上させていただくと

いう趣旨で、お答えをさせていただいたつもりでございますので、大和地区の皆さん方を

ないがしろにしているわけではないということを、改めてご確認をさせていただきたいと

いうふうに思うところでございます。 

私も、以前、27年の第３回定例会に質問した趣旨については、地域の皆さん方の気持ち

を酌んで、地域の活性化等になるような、そういう利活用を検討していきたいという趣旨

をお答えをさせていただいたことは、今も変わりありません。 

建物の利活用のめどについては、今まで幾度となく冒頭質問の中に触れたとおり、建物

の活用については、老朽化だとか大きな施設ということから活用ができないという判断に

なったので、解体の方向で大和地区の皆さん方に合意を得る上で説明をさせていただくと

いうことでございます。 

そういった中でも、やはり更地にすることによって、その地域、地区の大和小学校の跡

地の利活用が幅広く、更地ですから、どんなことにも活用できるという状態になりますの

で、そういう状態中で大和地区の皆さん方に、今後どのようにしていくことがいいのか、

違った参入する方もあるかもしれませんので、そういったことを考慮しながら、大和地区

の中心部に、なにがしかのそういう整備ができるように配慮して、大和地区がやっぱり全

体の四つの拠点集落があって形成する町並み、そういったものを維持できるような、中心

の存在となるような施設をできる限り考慮させていただきたいということでありますので、

そういったことを十分考えているということを、改めて申し上げたいというふうに思いま

す。 

大和小学校の解体に向けて、ツイートというんですかね、ＳＮＳ等で解体残念だとかと

いう声はあったように、今、３番議員さんからお伺いはさせていただいきましたけども、

その声も踏まえながら、全体的には先ほど説明したように、改めて大和区の区長さんを初

めとする皆さん方に、その声がどのような大和地区総意の形の中でどうなっていくのかっ

ていうこと十分相談をさしていただき、解体のことで合意ができれば解体に進むというこ

とを、改めてお答えをさせていただき再質問の答弁とさせていただきます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 再々質問ございますか。 

 ３番、鈴井康裕君。再々質問を許します。 

○３番（鈴井康裕君） 私が、再三、地域の声を十二分に聞いてほしいと願うのは、こう

いう例があるからなんですが、２月中旬、私は2011年、東日本大震災で被災した東北地方、

宮城、福島、岩手の順で復興状況を個人的に見てまいりました。 
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 その中でたまたま宮城県の山元町、震災前は人口１万6,000人以上だったのに、今では

１万2,000人、4,000人以上人が減ってしまった、そういう町でございます。 

そして、町の面積の実に三分の一が浸水してしまったということで、復興工事も町のい

たるところで行われておりました。 

 その中で偶然にも、地元の町議さんお二人に話を聞くことができたのですが、何が一番

肝心だったかというと、もう家も財産も残っていないのに、そこに住んでいた人の合意が

一番重要だったと、そういう話をされていました。 

 津波で何もかもが流されて新しく地域を作るときに、住んでいた人の意見を十分に吸い

上げた地区のまちづくりはうまく軌道にのったと。しかし、役場主導で進んだ地区は、人

が離れ、町で作った施設も十分に使われていないと、そういう現状があるということです。 

 今、小学校を壊す予定の大和地区も、この宮城の山元町と似ているのではないかとそう

思うのであります。地域の合意なくしては、解体もその後の計画もありえないと。もう進

めてしまったことは、ある程度理解できますが、これから新しい利用方法、計画について、

もう一度、地域住民とともに話し合うお考えがあるということで、今後、先ほど申しまし

たように、平成31年度の政策予算、２定でその予算が計上されるということですが、もし、

新しく町長になった場合、まちづくり懇談会での説明が４月、５月になされるのかどうか。

ちょっと今は答えづらいかもしれないですが、今後について、どのようなお考えなのか、

聞かせてもらえれば幸いと思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（熊田義信君） 再々質問にお答えをさせていただきます。 

今ほど震災の例を挙げて、合意が得られない、行政指導のまちづくりには失敗例が多い

というような中で、大和地区も似ているのではないかというような言い方だったのかなと

いうふうに思ってございます。 

今の質問中にもありましたように、まちづくり懇談会については、毎年、行なっており

ます。そういった中で大和地区の皆さん方に、その年、年において、町から提供する情報

もありますけれども、その参加をした町民の皆さん方の声をその時々に伺っているという

ことは間違いない事実でありますので、その中で、その地区の住民の方々から、今まで大

和小学校に対するその大きな解体を急ぐだとか、そういう跡地利用がどうなのかという質

問がなかったというのは、事実ではなかったのかなというふうに思います。 

ただ、今までも議会の中で再三、前回の平澤議員さらには鈴井議員からの質問にお答え

をしていた経過のとおり、町としてはしっかりそういったことを考えながら対応を計画的

に進めさせていただいているところでございます。 

今ほど、大和小学校の解体に向けての政策予算を組む前に、どのように進めるかという

ことにおいては、まちづくり懇談会という形では、地元の方々への説明方法ではなく、担

当課、いわゆる所属の総務課が大和地区の皆さん方に、区長さんに通じて、どういう方に

集まっていただくか相談した中で、その解体に向けての相談をさせていただく、そういう

考え方でございます。 

まちづくり懇談会については、今年、統一地方選挙の年というようなことから、春先の

時期には通常今までの例からすると、ちょっと時期的に対応しづらい時期になってまいり
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ますので、大和地区の体育館のことについては、担当課の者が地区の皆さん方と丁寧に話

をして、合意を得られるように説明をさせていただく、そういうことで考えてございます

ので、決して被災地の例のような行政主導で何をやるだとか、そういうことではありませ

んし、この大和地区の跡地利用については、大和の地区の皆さん方に対してもそうですけ

ども、当然、議会についても、それぞれ所管の委員会でこのような計画などの、その計画

案を提示しながら進めさせていただく、そういうことになっていくことになると思います

ので、そのことを申し上げ、議会そして地域の皆さん、そのように順序を追って丁寧に説

明をさせていただき、どのような形になるのかっていうことは今後になってまいりますけ

ども、段階を追って説明することを再度申し上げ、再々質問のお答えとさせていただきま

す。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですね。 

以上で、鈴井康裕君の一般質問を終わります。 

次に、４番、小玉博崇君。登壇の上、発言願います。 

〔４番 小玉博崇君登壇〕 

○４番（小玉博崇君） それでは、議長のご指示がございましたので、私は、教育長の方

に一般質問をさせていただきたいと思います。 

質問の内容ですが、文化、スポーツ活動振興策の拡充についてを、お聞きしたいと思い

ます。 

文化活動、スポーツ活動の振興を図る目的として、町内、文化、スポーツ団体に所属し

ている者が、全道規模の各種大会に参加した場合、その参加費に対して助成を現在行って

おります。 

しかし現在、この助成規則では、町外の団体に所属し、かつ町内に同種の活動団体があ

る場合は、助成の対象外となっております。 

これは、町内の団体の加入または活動推進というふうに理解するところですけれども、

町民が目標を持ち、文化、スポーツ活動に積極的に取組むことを応援する意味でも、所属

団体の要件を緩和し、町民が多様な選択の中で文化、スポーツ活動を推進する振興策とす

べきと考えますが、教育長の考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

教育長。 

〔教育長 久保田純史君登壇〕 

○教育長（久保田純史君） それでは、４番議員さんのご質問にお答えします。 

新十津川町文化スポーツ活動大会参加費助成金交付規則は、本町のスポーツ活動の振興

を図ることを目的として、平成18年４月１日に施行され、平成21年からは従前のスポーツ

活動に加え文化活動も対象とし現在に至っております。 

その中で昨年度の助成対象者は、実績といたしまして延べ200人でございまして、助成

金額は392万３千円でありました。 

現行規則では、小中学生においては、町内の体育団体又は文化団体の会員として助成対

象大会に参加するとき。小中学生が町外の体育団体または文化団体の会員として助成大会

に出場する場合であって、同一種目の体育団体または文化団体が町内にないときを助成対

象としておりまして、４番議員さんご指摘のとおり、町内に同一種目の団体がある中で、
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町外団体の所属で大会に出場する場合には、助成対象外と現在しております。 

本規則の目的は、本町の文化活動及びスポーツ活動の振興を図ることを目的としており

まして、町内文化及びスポーツ団体の育成、支援を行うことを主としております。基本的

には選手個人ではなく、団体への助成となっております。 

仮に、４番議員さんから今ご意見をいただきました所属団体の要件を緩和した場合にお

きましては、町内の選手が、町外の団体へ流出する可能性も考えられまして、町内団体の

育成さらには振興という本来の目的を妨げることが想定されることから、現在のところ町

外団体への要件緩和は考えてございません。 

町民が多様な選択が出来ることは大切ではありますが、町内団体への入会者を支援して

いくのがこの制度の趣旨であることを申し上げ、４番議員さんの質問に対する答弁とさせ

ていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問ございますか。 

４番、小玉博崇君。再質問を許します。 

○４番（小玉博崇君） それでは、再質問いたします。 

今、教育長のご答弁もありましたが、この規則の第４条、助成対象者という項目なんで

すけれども、その中には町の文化活動またはスポーツ活動の振興に寄与すると、委員会が

認めたときということがあります。特にここには、町内、町外ということは、特に書かれ

てはいないんですけれども、この条文にスポーツ活動や文化活動の振興に寄与すると、委

員会が認めたときという、この具体的な想定はどういった場合を想定しているのかを伺い

たいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

教育長。 

○教育長（久保田純史君） ４番議員さんの再質問に答弁いたします。 

この規則を施行いたしましてから現在まで、過去の記録をたどりましたが、この条項、

いわゆる教育委員会が町の文化活動またはスポーツ活動の振興に寄与すると教育委員会が

認めたときという実績はございません。 

この条項につきましては、あくまでも予備的なものでございまして、適用については、

その時々の内容によって判断することになると思いますが、例えば、町民の方が国体に出

場選手として参加する。あるいは国際大会、オリンピック等、そのような世界的な大会に

出場する場合などにとりましては、町にとってこの上ない栄誉となりますので、そのよう

な大会に出場するという選手がいた場合については、こういう基本条項の基準に当てはま

らない場合も考えられるのではないかということで、適用も考えられるのではないかとい

うふうに考えているところでございます。 

以上を申し上げまして、４番議員さんの再質問の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。 

再々質問を許します。 

○４番（小玉博崇君） 今ほど教育長の文化、スポーツ活動の振興に寄与すると、委員会

が認めたときの事例ということで一つオリンピックだとか、国際団体だとか、そういう大

きなところで賞をもらった、ある程度名誉的なものに対しての助成ということもお話があ

りましたが、やはり学校の生徒でも、例えば、町外の団体のところに入っていて、非常に
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全国的な大会に出て優秀な方も出てくるかなというふうに思います。 

今ですね、この少子化の中で、今この助成は新十津川中学校の部活等も対象とされてい

るんですけれども、今この少子化によって、各地で中学校の部活等が廃部になるというか、

なかなか競技ができなくなるケースがどんどん増えてきています。 

その中で、子供達が競技を続ける一つの方法として、廃部になった学校の生徒が、ほか

の学校の部活に入部できる。要は、拠点校方式というのが、平成31年度から北海道では初

めて士別で導入されることになっております。 

また、この拠点校方式だけではなくて全国的に見ても、やはり子供が少なくなってきて

いるという中で、合同チーム化というのは、これからどんどん増えていくだろうという中

で、やはり、確かに先ほど教育長がおっしゃったように、町内の文化、スポーツ団体の振

興、これもやはり行政としてはしっかり進めていかなければいけないというふうには感じ

ますが、それと同じように、実際は子供達にとって町内では活動できなく、こういう形で

広域でやはりこういった文化活動、スポーツ活動をせざるを得ない状況というのは、これ

からどんどん多様化していくんではないかなというふうに感じてございます。 

そういった中で、実際、同じ学校で、同じ同級生で所属団体また場所によって、助成の

対象の可否が決まるのは公平性に欠けるということから、活動意欲を減退させるというリ

スクも考えられます。 

そういった中で、他の自治体の文化、スポーツ活動のこういった助成の例をちょっと見

ますと、やはり、この新十津川町に住所登録していれば、町外団体に所属しているものも

助成の対象可としているところもあれば、逆に基本は、町内団体に所属している者という

ふうにしているんですが、例えば、学校長が推薦し、教育委員会が認めたものであれば助

成の対象としますよというような条文を載せているような自治体も見られます。 

そういったことで、最初にも述べましたけれども、やはり社会状況的にかなり子供達の

文化、スポーツ活動の場所というのは多様化、または広範囲、広域化になってきておりま

すので、そういった方が極力この制度で、また町が応援できるような体制に、やはりこの

支援策については考えていただきたい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。 

教育長。 

○教育長（久保田純史君） 今ほど４番議員さんの再々質問をいただきました。 

今、他市町村における取組み等、事例はお聞きしたところでございます。 

議員さんおっしゃるとおり、活動につきましても、だんだん生徒、部員が減少している

中で、合同チームとか、今現在、本町が今のところなっておりませんが、そのようなこと

も将来考えられます。そういう部活動の振興というのは、当然、適切に助成については、

うちの部活合同チームの場合は助成していく形になると思いますし、また、これらの事例

につきましては、今の意見を参考として、今後、すぐではないですけど、貴重なご意見と

して今後、意見として賜っておきたいというふうに思います。 

ただ、現在のところ、まだ本町においては、少年団あるいは中学生の部活動につきまし

ても、そのような生徒の状況にはまだなってませんので、現在のところは、今のままでい

きたいということでご理解をいただきたいと思います。以上でございます 

○議長（長谷川秀樹君） はい、よろしいですな。 
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それでは、以上で小玉博崇君の一般質問を終わります。 

                                       

◎散会の宣告 

○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。 

 明日は、午前10時より本会議を再開いたしますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、本日はこれにて散会いたします。 

どうもご苦労さまでした。 

（午後１時36分） 
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◎黙とう 

○議長（長谷川秀樹君） 皆さん、おはようござます。 

 開議に先立ちまして、皆さまにお願いがございます。 

平成23年３月11日に発生した、東日本を中心に甚大な被害をもたらした東日本大震災か

ら、今月11日で８年となります。 

11日当日は、本定例会の休会日に当たりますことから、本日ここで、未曾有の大災害に

より犠牲となられました多くの方々に、改めて哀悼の意を表し、黙とうを捧げたいと存じ

ます。 

皆さま、恐れ入りますが、ご起立をお願いいたします。 

 黙とう。 

〈黙とう〉 

○議長（長谷川秀樹君） 黙とうを終わります。 

ご着席ください。 

                                       

◎開議の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） ただ今、出席している議員は11名であります。 

定足数に達してございますので、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、お手元に配付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。 

 会議録署名議員は、新十津川町議会会議規則第127条の規定により、７番、安中経人君。

８番、青田良一君。両君を指名いたします。 

                                       

     ◎議案第２号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２、議案第３号、新十津川町選挙公報発行条例の制定に

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 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） おはようございます。ただ今上程をいただきました議案第３号、

新十津川町選挙公報発行条例の制定について。 

新十津川町選挙公報発行条例を次のように定める。 

 裏面をお開き願いたいと思います。提案理由を申し上げます。 

新十津川町議会議員並びに新十津川町長選挙において、選挙公報を発行することにより、
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町民の選挙に対する意識向上を図るため、この条例の制定について議決を求めるものでご

ざいます。 

なお、内容につきましては、選挙管理委員会書記長より説明申し上げますので、議決賜

りたくよろしくお願い申し上げます。 

○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。 

選挙管理委員会書記長。 

〔選挙管理委員会書記長 寺田佳正君登壇〕 

○選挙管理委員会書記長（寺田佳正君） おはようございます。それでは、ただ今上程い

ただきました議案第３号、新十津川町選挙公報発行条例の制定について、内容のご説明を

申し上げます。 

 町選挙管理委員会では、従前より町民の皆さんに町議会議員及び町長の選挙に対する意

識、関心を高めてもらう方策の一つとして、選挙公報の発行について検討を進めておりま

したが、町議会におかれましても、昨年の12月、議員定数等調査特別委員会から、明日へ

と続く議会への取組みとして、町議会議員選挙公報の発行についての報告がなされたとこ

ろでございまして、これを契機といたしまして、本年４月の町議会議員及び町長の選挙か

ら、選挙公報を発行することとして、この条例を制定したいとするものでございます。 

 第１条、趣旨でございますが、公職選挙法第172条の２において、都道府県議会議員、

市町村議会議員、市町村長の選挙に係る選挙公報の発行について規定されておりまして、

条例の定めによりまして、これを発行できるとされていることから、この条例において、

本町の選挙公報発行に関する事項を定めるものでございます。 

 第２条は、選挙公報の発行に係る基本事項で、議員及び町長の選挙における候補者の氏

名、経歴、政見等、写真を掲載した選挙公報を、当該選挙ごとに１回発行することを規定

しております。 

 第３条は、選挙公報に掲載を受ける際の申請手続きで、選挙公報への掲載を受けようと

するときは、掲載文及び写真を添えて、選挙期日告示日の午前８時30分から午後５時まで

の間に申請を行うことなどを規定しております。 

 第４条、発行手続は、掲載申請された掲載文を、原文のまま選挙公報に掲載すること、

掲載の順序は、立候補届出の順序によることを規定しております。 

 第５条、配布は、選挙公報を、選挙期日の前日までに配布することを規定してございま

す。 

 第６条は、発行の中止に係る規定で、公職選挙法第100条第４項に規定する、無投票当

選となったとき、天災その他避けることのできない事故などの際には、選挙公報の発行を

中止することができる旨を定めてございます。 

 附則でございますが、この条例は、公布の日から施行したいとするものでございます。 

 以上、内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願いを申し

上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第３号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 
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     ◎議案第４号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３、議案第４号、新十津川町災害弔慰金の支給等に関す

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 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程をいただきました議案第４号、新十津川町災害弔慰金

の支給等に関する条例の一部改正について。 

新十津川町災害弔慰金の支給等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。 

裏面をお開き願いたいと思います。 

提案理由でございます。災害弔慰金の支給等に関する法律並びに災害弔慰金の支給等に

関する法律施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要があるため、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保健福祉課長より説明申し上げますので、議決賜りたくよろ

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。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

保健福祉課長。 

〔保健福祉課長 遠藤久美子君登壇〕 

○保健福祉課長（遠藤久美子君） おはようございます。それでは、ただ今上程いただき

ました議案第４号、新十津川町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例に

ついての、内容の説明を申し上げます。お手元の新旧対照表も併せてご覧ください。 

 第４条は、災害弔慰金を支給する遺族の範囲を拡大するもので、第１項第３号を追加し

て、死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって、

死亡した者の死亡当時、その者と同居し、又は生計を同じくしていた兄弟姉妹がいるとき

は、その兄弟姉妹に対して災害弔慰金を支給するものでございます。 

 第11条は、災害援護資金の貸付けに係る保証人及び利率についてですが、現行では法律

施行令の規定により、貸付けを受けようとする者は保証人を立てなければならないことと

なっています。しかし、東日本大震災時の特例により、保証人がいない場合であっても災

害援護資金の貸付けが認められた経緯を踏まえ、保証人を附すかどうかは市町村の判断に

より条例で定めることとなり、また、利率についても年３パーセント以内で条例で定める

率と改正されました。 

これを受けまして、東日本大震災時の特例にならい、保証人を立てる場合は無利子とし、

保証人を立てない場合は据置期間経過後は、年３パーセントから年1.5パーセントに改正

するものでございます。 

第３項は、保証人は災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものと

し、その保証債務は、違約金を包含するものとしています。これは、法律施行令により規

定されていた事項でございますが、保証人の条文が削除されたことに伴い、条例において

明文化するものでございます。 

 第12条、償還については、法律施行令の改正により、災害援護資金の償還方法に月賦償
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還が追加されたことに伴う改正でございます。 

 第３項については、保証人の条文が削除されたこと及び引用条文が繰り上がったための

改正でございます。 

 議案をご覧ください。 

 附則でございます。施行期日は、公布の日から施行する。ただし、第11条及び第12条の

改正規定は、平成31年４月１日から施行するものでございます。 

 第２項は経過措置として、改正後の条例第11条及び第12条第３項の規定は、平成31年４

月１日以後に生じた災害により、被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸し

付けについて適用するものでございます。 

 以上、議案第４号、新十津川町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

についての内容説明とさせていただきます。 

よろしくご審議いただき、議決賜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４号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 

                                       

     ◎議案第５号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第４、議案第５号、平成30年度新十津川町一般会計補正予

算第９号を議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程いただきました議案第５号、平成30年度新十津川町一

般会計補正予算第９号。 

 平成30年度新十津川町一般会計補正予算第９号は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,244万６千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ63億4,012万６千円とする。 

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

出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

継続費の補正。 

第２条、継続費の変更は、第２表継続費補正による。 

繰越明許費。 

第３条、地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することが

できる経費は、第３表繰越明許費による。 

地方債の補正 

第４条、地方債の変更は、第４表地方債補正による。 

なお、内容につきましては副町長より説明申し上げますので、議決賜りたくよろしくお

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。 

引き続き、内容の説明を求めます。 
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副町長。 

〔副町長 小林透君登壇〕 

○副町長（小林透君） おはようございます。ただ今上程いただきました議案第５号、平

成30年度新十津川町一般会計補正予算第９号につきまして、内容の説明を申し上げます。 

14ページ、15ページをお開き願いたいと思います。歳入歳出予算補正事項別明細書によ

りまして、補正のある款のみ申し上げます。総括、歳入。 

１款、町税。補正額2,748万６千円の増額、計５億9,775万９千円で、町民税では2,409

万円、軽自動車税で173万円、町たばこ税で104万円、入湯税で70万７千円が増額となった

ものでございます。 

３款、利子割交付金。補正額70万円の増額、計100万円で、交付額決定による増額でご

ざいます。 

６款、地方消費税交付金。補正額1,400万円の増額、計１億2,000万円で交付額決定によ

る増額でございます。 

８款、国有提供施設等所在市町村助成交付金。補正額４万４千円の増額、計34万４千円

で交付額決定による増額でございます。 

９款、地方特例交付金。補正額168万３千円の増額、計318万３千円で交付額決定による

増額でございます。 

10款、地方交付税。補正額１億8,112万４千の増額、計31億1,612万４千で交付額決定に

よる増額でございます。 

12款、分担金及び負担金。補正額128万７千円の増額、計6,708万８千円で新十津川保育

園児童保護者負担金133万５千円の増額と、学校給食運営事業負担金４万８千円の減額に

よるものでございます。 

14款、国庫支出金。補正額1,733万７千円の増額、計３億6,174万５千円で障害者介護給

付費等負担金1,921万円増額、児童手当交付金549万円の減額、二酸化炭素排出抑制対策事

業費等補助金356万４千円の増額、社会資本整備総合交付金556万万３千円の減額、農業水

路等長寿命化防災減災事業補助金1,100万円の増額、無線システム普及支援事業費等補助

金517万円の減額等が主なものでございます。 

15款、道支出金。補正額７万円の減額、計４億8,395万２千円で児童手当負担金107万５

千円の減額、後期高齢者医療基盤安定事業負担金126万１千円の減額、地域づくり総合交

付金780万円の増額、子育て支援対策事業費補助金140万円の増額、環境保全型直接支払交

付金180万円の減額、農業次世代人材投資事業補助金225万円の減額等が主なものでござい

ます。 

16款、財産収入。補正額640万６千円の減額、計5,695万８千円で基金運用収入の減額分

でございます。 

17款、寄附金。補正額2,955万９千円の増額、計１億2,956万円は一般寄附金1,045万９

千円の増額、ふるさと応援寄附金800万円の増加、教育振興寄附金1,110万円の増額による

ものでございます。 

18款、繰入金。補正額２億6,564万４千円の減額、計２億1,795万７千円で財源調整のた

めの減額でございます。 

19款、繰越金。補正額9,260万９千円の増額、計１億2,000万円は前年度繰越金でござい
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ます。 

20款、諸収入。補正額258万４千円の減額、計１億7,474万８千円で幼稚園給食費負担金

120万円の減額、高校給食費負担金180万円の減額、いきいきふるさと推進事業助成金242

万円の増額が主なものでございます。 

21款、町債。補正額6,867万９千円の減額、計６億4,092万１千円で庁舎建設事業債

6,730万円の減額、消防庁舎建設事業債2,120万円の減額、過疎地域自立促進特別事業債

4,820万円の増額、除雪機械整備事業債470万円の減額、道路舗装修繕事業債290万円の減

額、橋りょう長寿命化事業債490万円の増額、公園長寿命化事業債1,270万円の減額、消防

車両更新事業債320万円の減額、デジタル防災行政無線更新事業債100万円の減額、防災拠

点ＷＩ－Ｆｉ整備事業債260万円の減額、現年度発生単独災害復旧事業債360万円の減額、

臨時財政対策債482万１千円の増額、圧雪車購入事業債400万円の減額等が主なものでござ

います。 

歳入合計、補正額2,244万６千円の増額、計63億4,012万６千円となります。 

続きまして、歳出でございます。 

１款、議会費。補正額26万７千円の減額、計5,079万７千円。財源内訳は、すべて一般

財源でございます。 

２款、総務費。補正額１億1,895万５千円の減額、計６億3,583万７千円。財源内訳は、

特定財源で国道支出金1,034万５千円、地方債8,350万円の減額、その他2,608万４千円の

減額、一般財源は1,971万６千円の減額でございます。 

３款、民生費。補正額1,822万８千円の減額、計８億3,503万８千円。財源内訳は、特定

財源で国道支出金1,462万２千円、地方債1,820万円、その他7,257万円の減額、一般財源

2,152万円でございます。 

４款、衛生費。補正額2,817万９千円の減額、計５億4,635万７千円。財源内訳は、特定

財源で国道支出金246万１円の減額、地方債2,040万円、その他3,422万円の減額、一般財

源は1,189万８千円の減額でございます。 

６款、農林水産業費。補正額1,470万７千円の減額、計５億752万２千円。財源内訳は、

特定財源で国道支出金534万円の減額、地方債50万円、その他934万２千円の減額、一般財

源52万５千円の減額でございます。 

７款、商工費。補正額550万円の減額、計２億7,793万６千円。財源内訳は、特定財源で

地方債600万円、その他3,108万６千円の減額、一般財源は1,958万６千円でございます。 

８款、土木費。補正額434万８千円の減額、計７億8,528万５千円。財源内訳は、特定財

源で国道支出金527万９千円、地方債3,660万円の減額、その他2,563万９千円の減額、一

般財源は5,261万２千円でございます。 

９款、消防費。補正額1,475万５千円の減額、計２億9,986万３千円。財源内訳は、特定

財源で国道支出金517万円の減額、地方債770万円の減額、その他40万円、一般財源は228

万５千円の減額でございます。 

10款、教育費。補正額3,641万２千円の減額、計４億9,796万３千円。財源内訳は、特定

財源で国道支出金35万円の減額、地方債1,280万円、その他4,419万８千円の減額、一般財

源466万４千円の減額でございます。 

11款、災害復旧費。補正額168万円の減額、計6,717万１千円。財源内訳は、特定財源で、
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地方債360万円の減額、一般財源192万円でございます。 

12款、公債費。補正額２億8,8,24万１千円の増額、計９億8,958万９千円。財源内訳は、

一般財源２億8,824万１千円でございます。 

13款、職員費。補正額2,276万４千円の減額、計８億1,614万４千円。財源内訳は、一般

財源2,276万４千円の減額でございます。 

歳出合計、補正額2,244万６千円の増額、計63億4,012万６千円。財源内訳は、特定財源

で国道支出金1,692万５千円、地方債7,350万円の減額、その他２億4,273万９千円の減額、

一般財源は３億2,176万円でございます。 

11ページをお開き願います。 

第２表の継続費補正について、ご説明を申し上げます。 

変更でございます。 

款、２款総務費、項、１項総務管理費、事業名、庁舎建設事業、補正前総額16億5,705

万６千円、年度及び年割額、平成30年度9,000万円、平成31年度７億9,222万８千円、平成

32年度７億7,482万８千円。補正後ですが、総額は変更ございません。年度及び年割額、

平成30年度０円、平成31年度２億9,924万７千円、平成32年度13億5,780万９千円で、これ

は、庁舎建設の実施設計に基づく年割額の変更によるものでございます。 

次に、第３表の繰越明許費について、ご説明を申し上げます。 

款、８款土木費、項、３項河川費、事業名、河川維持管理事業、金額2,100万円で、こ

れは、大和北10号排水路改修工事に係る国の補助金が本年度該当となったことによるもの

でございます。 

12ページ、13ページをお開き願います。 

第４表の地方債補正について、ご説明を申し上げます。 

変更でございます。なお、変更となる部分は、すべて限度額の変更でございますので、

起債の目的と変更する限度額のみ申し上げます。 

庁舎建設事業債。補正前限度額１億3,050万円、補正後限度額6,320万円。 

消防庁舎建設事業債。補正前限度額4,580万円、補正後限度額2,460万円。 

過疎地域自立促進特別事業債。補正前限度額9,250万円、補正後限度額１億4,070万円。 

火葬施設整備事業債。補正前限度額350万円、補正後限度額270円。 

除雪機械整備事業債。補正前限度額2,310万円、補正後限度額1,840万円。 

道路改良事業債。補正前限度額550万円、補正後限度額500万円。 

道路舗装修繕事業債。補正前限度額1,620万円、補正後限度額1,330万円。 

橋りょう長寿命化事業債。補正前限度額3,600万円、補正後限度額4,090万円。 

排水路改修事業債。補正前限度額490万円。補正後限度額420万円。 

公園長寿命化事業債。補正前限度額1,350万円、補正後限度額80万円。これにつきまし

ては、国の交付金が公園整備の一部事業で対象外となったことから、補助裏として、充当

予定でありました有利な起債を起こせなくなったことによるものでございます。 

次、消防車両更新事業債。補正前限度額2,860万円、補正後限度額2,540万円。 

消防団詰所整備事業債。補正前限度額3,430万円、補正後限度額3,340万円。 

デジタル防災行政無線更新事業債。補正前限度額730万円、補正後限度額630万円。 

防災拠点ＷＩ－Ｆｉ整備事業債。補正前限度額1,320万円、補正後限度額1,060万円。 
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現年度発生単独災害復旧事業債。補正前限度額5,490万円、補正後限度額5,130万円。 

次、13ページに移りまして、臨時財政対策債。補正前限度額１億5,000万円、補正後限

度額１億5,482万１千円。 

圧雪車購入事業債。補正前限度額4,240万円、補正後限度額3,840万円。 

保育園増築改修事業債。補正前限度額740万円、補正後限度額690万円。 

地方債補正につきましては、以上でございます。 

次に、歳出補正の内容につきまして、ご説明を申し上げます。 

歳出補正はその多くが減額補正でございますので、増額補正する事業について、ご説明

を申し上げたいと思います。 

なお、減額補正につきましては、別添資料の歳出一覧表、補正理由の欄にその理由を記

載してございますので、それをご参照いただきたいというふうに思ってございます。 

それでは、60ページ、61ページをお開き願います。 

２款１項10目諸費。事業番号９番、ふるさと応援基金積立金797万９千円ですが、これ

は、資料にも記載してありますとおり、寄附金見込みに合わせて積立金を増額したもので

ございます。ちなみに、３月１日現在の寄附金は4,684件、9,992万１千円でございます。

年度末には１億円を超える見込みでございます。 

次に、64ページ、65ページをお開き願います。 

３款２項１目児童福祉費。事業番号６番、新十津川保育園管理運営事業458万４千円で

ございますが、これは、入所児童数の増加による委託料の増額で、当初入所80人の見込み

が90人となったことによるものでございます。 

次に、事業番号８番、保育所広域入所負担金111万１千円でございますが、これは、平

成30年度一般会計補正予算第７号におきまして、広域入所３名分の負担金を補正計上した

ところでございますが、その後、新たに２名増えたということと、これまでの例を見ます

と、３月に入所希望者が生ずる可能性が大きいというふうに考えまして、３月分として２

名分を加えた負担金を補正計上するものでございます。 

次に、76ページ、77ページをお開き願います。 

７款１項２目観光振興費。事業番号13番、ふるさと温泉維持管理交付金67万６千円でご

ざいますが、これは、資料にも記載してありますとおり、燃料の単価変動に伴う交付金の

増額分でございます。 

次に、82ページ、83ページをお開き願います。 

８款３項１目河川総務費。事業番号２番、河川維持管理事業1,841万４千円でございま

すが、これは、繰越明許費で説明いたしました大和北10号排水路改修工事におきまして、

国の農業水路等長寿命化防災減災事業の採択を受け、繰越事業として必要経費分を補正計

上するものでございます。 

次に、88ページ、89ページをお開き願います。 

10款１項２目事務局費。事業番号10番、子ども夢基金積立金1,010万円ですが、これは、

教育振興寄附金を子ども夢基金に積立てるものでございます。 

次に、96ページ、97ページをお開き願います。 

12款１項１目元金。事業番号１番、地方債償還元金２億9,241万７千円でございますが、

これは、備荒資金組合からの借入れ分を繰上償還するものでございます。 
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以上、一般会計補正予算の内容説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第５号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 

                                       

     ◎議案第６号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第５、議案第６号、平成30年度新十津川町国民健康保険特

別会計補正予算第２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 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程いただきました議案第６号、101ページをお開き願い
ます。 
平成30年度新十津川町国民健康保険特別会計補正予算第２号。 
平成30年度新十津川町国民健康保険特別会計補正予算第２号は、次に定めるところによ

る。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,542万３千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億5,467万８千円とする。 

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

出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

なお、内容につきましては副町長より説明申し上げますので、議決賜りたくよろしくお

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。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

副町長。 

〔副町長 小林透君登壇〕 

○副町長（小林透君） ただ今上程いただきました議案第６号、平成30年度新十津川町国

民健康保険特別会計補正予算第２号の内容をご説明申し上げます。 

104ページ、105ページをお開き願いたいと思います。 

歳入歳出予算補正事項別明細書により、補正のある款のみ申し上げます。総括、歳入。 

１款、国民健康保険税。補正額935万８千円の増額、計２億757万５千円。これは、一般

被保険者現年課税分の伸びによるものでございまして、収納率は99パーセントで見込んで

ございます。 

４款、繰入金。補正額396万２千円の減額、計7,526万７千円でございます。これは保健

基盤安定繰入金93万７千円の減額と、その他一般会計繰入金302万５千円の減額によるも

のでございます。 

６款、諸収入。補正額7,002万７千円の増額、計7,029万９千円でございます。これは、

国保基金預金利子22万５千円、広域連合支出金6,980万２千円の増額によるものでござい

ます。 
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歳入合計、補正額7,542万３千円の増額、計３億5,467万８千円でございます。 

続きまして、歳出。 

１款、総務費。補正額832万２千円の減額、計２億6,983万３千円。財源内訳は、すべて

一般財源でございます。 

２款、基金積立金。補正額8,374万５千円の増額、計8,399万３千円。財源内訳は、特定

財源でその他22万５千円。一般財源8,352万円でございます。 

歳出合計、補正額7,542万３千円の増額、計３億5,467万８千円。財源内訳、特定財源そ

の他22万５千円。一般財源7,519万８千円でございます。 

歳出の主な内容をご説明申し上げます。110ページ、111ページをお開き願います。 

１款１項２目広域連合負担金。補正額832万２千円の減額、計２億6,584万４千円。財源

内訳は、すべて一般財源でございます。内容説明でございますが、事業番号１番、国民健

康保険事業広域連合負担金832万２千円の減額は、実績見込みによるものでございます。 

次に、２款１項１目基金積立金。補正額8,374万５千円の増額、計8,399万３千円。財源

内訳は、特定財源、その他で国保基金運用収入22万５千円、一般財源8,352万円でござい

ます。これにより、平成30年度末の国保基金の残高は、おおよそ２億1,600万円となる見

込みでございます。 

以上、国民健康保険特別会計の補正内容の説明を終わります。よろしくご審議賜ります

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６号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 

                                       

      ◎議案第７号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第６、議案第７号、平成30年度新十津川町後期高齢者医療

特別会計補正予算第１号を議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程いただきました議案第７号、113ページをお開き願い
ます。 
平成30年度新十津川町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号。 
平成30年度新十津川町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号は、次に定めるところに

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から歳入歳出それぞれ210万８千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億1,370万４千円とする。 

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

出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

なお、内容につきましては副町長より説明申し上げますので、議決賜りたくよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 
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引き続き、内容の説明を求めます。 

副町長。 

〔副町長 小林透君登壇〕 

○副町長（小林透君） ただ今上程いただきました議案第７号、平成30年度新十津川町後

期高齢者医療特別会計補正予算第１号の内容につきまして、ご説明を申し上げます。 

116ページ、117ページをお開き願いたいと思います。 

歳入歳出予算補正事項別明細書によりまして、補正のある款のみ申し上げます。総括、

歳入。 

４款、繰入金。補正額210万８千円の減額、計3,680万４千円でございます。これは、一

般会計からの繰入金でございます。 

歳入合計、補正額210万８千円の減額、計１億1,370万４千円でございます。 

続きまして、歳出。 

２款、後期高齢者医療広域連合負担金。補正額210万８千円の減額、計１億1,148万８千

円。財源内訳は、すべて一般財源でございます。 

歳出合計、補正額210万８千円の減額、計１億1,370万４千円。財源内訳は、一般財源

210万８千円の減額でございます。 

歳出の主な内容をご説明申し上げます。120ページ、121ページをお開き願います。 

２款１項１目後期高齢者医療広域連合負担金。補正額210万８千円の減額、計１億1,148

万８千円。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。事業番号１

番、後期高齢者医療広域連合負担金210万８千円の減額。これは基盤安定負担金などの確

定によるものでございます。 

以上、後期高齢者医療特別会計補正予算の内容説明とさせていただきます。よろしくご

審議賜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７号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 

                                       
     ◎議案第８号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第７、議案第８号、平成30年度新十津川町下水道事業特別

会計補正予算第１号を議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程いただきました議案第８号、123ページをお開き願い

ます。 

平成30年度新十津川町下水道事業特別会計補正予算第１号。 

平成30年度新十津川町下水道事業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、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ591万６千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億8,615万７千円とする。 

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳
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出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 なお、内容につきましては副町長より説明申し上げますので、議決賜りたくよろしくお

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。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

副町長。 

〔副町長 小林透君登壇〕 

○副町長（小林透君） ただ今上程いただきました議案第８号、平成30年度新十津川町下

水道事業特別会計補正予算第１号の内容について、ご説明を申し上げます。 

 126ページ、127ページをお開き願いたいと思います。 

歳入歳出予算補正事項別明細書により、補正のある款のみ申し上げます。総括、歳入。 

３款、国庫支出金。補正額114万円の減額、計636万円。これは、公共下水道整備事業に

係る社会資本整備総合交付金の額の確定によるものでございます。 

４款、繰入金。補正額477万６千円の減額、計１億1,089万２千円。これは、各経費の額

の見込みに基づく一般会計繰入金の確定によるものでございます。 

歳入合計、補正額591万６千円の減額、計１億8,615万７千円でございます。 

続きまして、歳出。 

１款、下水道費。補正額591万６千円の減額、計6,180万円。財源内訳は、特定財源、国

道支出金114万円の減額。その他477万６千円の減額でございます。 

歳出合計、補正額591万６千円の減額、計１億8,615万７千円。財源内訳は、特定財源で

国道支出金114万円の減額。その他477万６千円の減額でございます。 

歳出の主な内容をご説明申し上げます。130ページから133ページまでご参照願います。 

１款１項１目総務管理費。補正額251万６千円の減額、計935万８千円。財源内訳は、特

定財源でその他251万６千円の減額でございます。内容を申し上げます。事業番号３番、

下水道事業消費税納付金251万６千円の減額は、消費税納付金の確定によるものでござい

ます。 

次に、２目下水道建設費。補正額299万８千円の減額、計1,807万４千円。財源内訳、特

定財源で国道支出金114万円の減額。その他185万８千円の減額でございます。内容を申し

上げます。事業番号１番、公共下水道整備事業299万８千円の減額は、実績見込みによる

額の確定によるものでございます。 

以上、下水道事業特別会計補正予算の内容説明とさせていただきます。よろしくご審議

賜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８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11時10分まで休憩いたします。 

（午前10時55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） 
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     ◎議案第９号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８、議案第９号、新十津川町監査委員条例の一部改正に

ついてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程いただきました議案第９号、135ページになります。 

新十津川町監査委員条例の一部改正について。 

 新十津川町監査委員条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

提案理由でございます。地方自治法の規定に基づき、議員のうちから監査委員を選任し

ないこととするため、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。 

内容の説明を申し上げます。新旧対照表も併せてご参照願います。 

このことにつきましては、議員定数等調査特別委員会において、議会のあるべき姿を考

え、議会の活性化を図り、議会活動の強化を図っていく観点などから、監査委員の選任に

ついては、議員から選任を行わないこととする旨の報告があったところであります。 

このことを尊重し、議会議員が積極的な議会活動ができる環境を整えていくものでござ

います。 

なお、附則として、この条例の施行日を議会議員の新たな任期のスタートとなる、平成

31年５月１日からの施行とするものでございます。 

以上申し上げ、提案理由、内容の説明といたします。よろしく議決賜りたくお願いを申

し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第９号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 

                                       

     ◎議案第10号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第９、議案第10号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例

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 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程いただきました議案第10号、137ページになります。 

職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について。 

職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

提案理由でございます。職員の勤務環境を整備するために、所要の改正を行う必要があ

ることから、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説明申し上げますので、議決賜りたくよろしく

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。 

 引き続き、内容の説明を求めます。 

 総務課長。 
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〔総務課長 寺田佳正君登壇〕 

○総務課長（寺田佳正君） それでは、ただ今上程いただきました議案第10号、職員の勤

務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、内容のご説明を申し上げます。 

 政府は、一億総活躍社会の実現に向けて、労働者の働き方改革を掲げており、その改革

の一つに、労働時間の縮減が挙げられております。 

こういった流れの下、民間レベルでは、平成31年４月施行の働き方改革を推進するため

の関係法律の整備に関する法律によって、時間外労働の上限規制が導入されることとなっ

ており、また、国家公務員においても長時間労働の是正措置として、本年４月に人事院規

則を改正し、超過勤務命令を行うことができる上限時間を定める予定となっております。 

職員の勤務環境等を国家公務員に準拠することとしている本町におきましても、こう

いった労働時間縮減の流れに歩調を合わせた職員の勤務環境整備を行いたいとして、本条

例の一部改正を行いたいとするものでございます。 

環境整備につきましては大きく２点ございまして、一つ目が、国家公務員に準じて、時

間外勤務の上限時間を定めること。 

二つ目が、時間単位での勤務時間振り替えを行うことが出来るようにすることとなって

おります。 

では、内容の説明を申し上げます。お手元に配付してそります新旧対照表も併せて参照

いただきますようお願いをいたします。 

 新旧対照表５ページをご覧願います。 

第３条、週休日及び勤務時間の割振りですが、第３項を新たに追加するもので、職員の

勤務時間を時間単位で振替ることのできる制度を創設するものでございます。 

 詳細の内容につきましては、規則で定めることとなりますが、少し概要をご説明いたし

ますと、月曜日から金曜日の勤務時間以外に、あらかじめ各種会議をはじめとする勤務が

予定されている場合、その業務に要する勤務時間を、勤務を行う当該週と翌週の２週間の

期間内において、勤務の開始、終了時間を変更して勤務を割り振ることができるようにし

たいとする予定としております。 

次に第８条、正規の勤務時間以外の時間における勤務ですが、第３項を新たに追加する

もので、国家公務員に準じて、時間外勤務命令の上限時間を設定するための改正でござい

ます。 

詳細の内容につきましては規則で定めることとなりますが、概要につきましては、国家

公務員に適用される人事院規則に準じて、時間外勤務を命ずることができる上限時間を、

災害対応をはじめ、特に緊急に処理を要する場合を除き、１か月につき45時間、かつ、１

年につき360時間と設定するというものでございます。 

 次に、議案にお戻りいただきまして、137ページ、附則でございまして、この条例は、

平成31年４月１日から施行したいとするものでございます。 

 以上、内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願いを申し

上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第10号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 
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     ◎議案第11号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第10、議案第11号、新十津川町保育園の設置及び管理に関

する条例の一部改正についてを議題といたします。 

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程いただきました議案第11号、新十津川町保育園の設置

及び管理に関する条例の一部改正について。 

新十津川町保育園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

める。 

 提案理由でございます。 

新十津川保育園の増築改修工事による仮園舎での保育実施に伴い、保育園の位置を改め

る必要があることから、この条例の一部改正について議決を求めるものでございます。 

内容の説明を申し上げます。新旧対照表も併せてご参照願います。 

この度、保育園を増築するに当たり、プレハブによる仮園舎をもって５月１日から運営

を開始することから、住所、字中央72番地48から字中央72番地14に改めるものでございま

す。 

附則におきましても、この条例は、平成31年５月１日から施行することとしてございま

す。 

以上を申し上げ、提案理由と内容の説明といたします。議決賜りたくよろしくお願いを

申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第11号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 

                                       

     ◎議案第12号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第11、議案第12号、新十津川町介護予防・日常生活総合支

援事業の利用料徴収条例の一部改正についてを議題といたします。 

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程いただきました議案第12号、141ページになります。 

新十津川町介護予防・日常生活総合支援事業利用料徴収条例の一部改正について。 

新十津川町介護予防・日常生活総合支援事業利用料徴収条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 

提案理由でございます。 

一般介護予防事業の一部終了並びに介護保険法第115条の45の規定に準じた文言の整理

に伴い、所要の改正を行う必要があるため、この条例の一部改正について議決を求めるも

のでございます。 

内容の説明を申し上げます。新旧対照表も併せてご参照願います。 

題名及び第１条は、本条例が介護保険法の規定に基づく、介護予防・日常生活支援総合
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事業により行っている事業に関する条例であることから、上位法との錯誤を防ぐため文言

を整理するものでございます。 

別表第２条関係は、一般介護予防事業のうち利用料を徴収して実施している運動推進事

業が終了することに伴い、表を改正するものでございます。 

議案にお戻り願います。 

附則でありますが、この条例を平成31年４月１日から施行することとしてございます。 

以上、提案理由及び内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただき、議決

賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第12号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 

                                       

     ◎議案の訂正 

○議長（長谷川秀樹君） それでは、これから総務課長の方から皆さんにお話があるので、

よろしくお願いいたします。 

○総務課長（寺田佳正君） お時間をいただき申し訳ございません。 

 先ほど、一般会計補正予算、副町長の方からご説明をさせていただいたところでござい

ます。この補正予算、議案の中において、一部数字の修正漏れ、誤りがございまして、後

ほど、正誤表等を作りましてと言いましょうか、議案の訂正をお願いしたいというもので

ございます。 

 14ページ、15ページにあります歳出の事項別明細書、こちらの土木費の部分が補正予算

を作成している段階において数字が変わっていったんですが、これが最終形になっていな

かったというような誤りがございました。 

 後ほど、正式に訂正をさせていただきます。申し訳ございませんでした。 

○議長（長谷川秀樹金） よろしいですか。 

それでは、13時まで休憩いたします。 

（午前11時27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１時00分） 

                                       

     ◎議案の訂正 

○議長（長谷川秀樹君） 先ほど、議案第５号の中で平成30年度の一般会計の補正予算第

９号でありますけれども、休憩中に西内議員の方から誤りが指摘されまして、誤りがあっ

たということから、訂正の今、正誤表が皆さんに配付されたと思いますけれども、その内

容について、総務課長の方から再度説明をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 総務課長。 

○総務課帳（寺田佳正君） 議長のご指示をいただきましたので、ご審議の貴重な時間を

頂戴いたしまして訂正をさせていただきます。 

 議案第５号として上程いただきました一般会計補正予算第９号について、一部議案に誤

りがございましたので、ご説明をさせていただきます。 
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 お手元に議案正誤表というものを配付させていただきました。誤りのあった箇所は、２

か所でございます。 

 １点目が議案の15ページになります。歳出予算補正事項別明細書。こちらの８款土木費

の財源内訳の部分でございます。８款土木費の特定財源の部分でございますが、副町長か

ら、その他財源として減額の2,564万４千円、一般財源は5,261万７千円の増額としてご説

明をさせていただきましたが、正しくは、その他財源減額の2,563万９千円、一般財源

5,261万２千円の増額が正しい数字となります。 

 これに伴いまして、一番下段、歳出合計額の特定財源の部分につきましても、その他財

源が減額の２億4,274万４千円、一般財源３億2,176万５千円の増額が、その他財源が減額

の２億4,273万９千円、一般財源は３億2,176万円の増額となるものでございます。 

 ２点目が、議案の43ページになります。 

 歳入の部分で18款繰入金、１目の基金繰入金で、説明欄の１番、財政調整基金繰入金で

ございまして、繰入金額減額の1,128万３千円とご説明いたしましたが、正しくは、減額

の1,128万８千円でございます。 

 これに伴いまして、収入見込額１億3,785万９千円が１億3,785万４千円となるものでご

ざいます。 

 原因につきましては、補正予算を議案として編纂する段階で、補正予算額が修正により

変更となったにもかかわらず、この15ページ、あるいは43ページが最終の数字のものに差

し替わっていなかったことによるものでございます。 

 今回補正予算第９号を付議させていただくに当たりまして、歳出一覧表として参考資料

を別添資料として提出させていただいておりますが、こちらの該当する部分につきまして

も、正誤表に記させていただきましたので、訂正方よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。 

ご審議いただく内容に不備があってはならないことで、関係職員一同、再発の防止に努

める所存でございます。この度は、誠に申し訳ございませんでした。 

以上、議案の訂正の説明とお詫びとさせていただきます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

                                       

     ◎一括上程 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第12、議案第13号、平成31年度新十津川町一般会計予算。 

日程第13、議案第14号、平成31年度新十津川町国民健康保険特別会計予算。 

日程第14、議案第15号、平成31年度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算。 

日程第15、議案第16号、平成31年度新十津川町下水道事業特別会計予算及び日程第16、

議案第17号、平成31年度新十津川町農業集落排水事業特別会計予算は、一括議題といたし

ます。 

                                       

     ◎議案第13号ないし議案第17号の上程、概要説明、質疑 

○議長（長谷川秀樹君） 議案第13号から議案第17号までにつきまして、提案者の提案理

由の説明を求めます。 

 町長。 
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〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） まずをもちまして、ただ今、議案の内容の修正、大変申し訳あり

ませんでした。私からも、皆さん方にお詫びを申し上げたいというふうに思います。 

それではただ今、一括上程いただきました議案第13号の平成31年度新十津川町一般会計

予算から、議案第17号、平成31年度農業集落排水事業特別会計予算までの提案理由につい

て、ご説明申し上げます。 

別冊の平成31年度各会計予算書、１ページをお開き願います。 

議案第13号、平成31年度新十津川町一般会計予算。 

平成31年度新十津川町一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ64億1,144万９千円と定める。 

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

る。 

継続費。 

第２条、地方自治法第212条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、第

２表継続費による。 

債務負担行為。 

第３条、地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、第３表債務負担行為による。 

地方債。 

第４条、地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第４表地方債による。 

一時借入金。 

第５条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

５億円と定める。 

 続きまして、203ページをお開き願います。 

 議案第14号、平成31年度新十津川町国民健康保険特別会計予算。 

平成31年度新十津川町国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億7,694万４千円と定める。 

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

る。 

一時借入金。 

第２条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

5,000万円と定める。 

続きまして、221ページをお開き願います。 

議案第15号、平成31年度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算。 

平成31年度新十津川町後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億1,599万３千円と定める。 



- 53 - 

 

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

る。 

続きまして、235ページをお開き願います。 

議案第16号、平成31年度新十津川町下水道事業特別会計予算。 

 平成31年度新十津川町下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億7,995万８千円と定める。 

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

る。 

地方債。 

第２条、地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表地方債による。 

一時借入金。 

第３条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

5,000万円と定める。 

 続きまして、259ページをお開き願います。 

議案第17号、平成31年度新十津川町農業集落排水事業特別会計予算。 

 平成31年度新十津川町農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,016万円と定める。 

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

る。 

なお、一般会計から農業集落排水事業特別会計までの予算案の概要につきましては、副

町長より説明申し上げますので、よろしくご審議の上、議決賜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、各会計の予算概要について説明を求めます。 

 副町長。 

〔副町長 小林透君登壇〕 

○副町長（小林透君） それでは上程いただきました議案第13号から第17号までの平成31

年度一般会計及び各特別会計予算の概要について申し上げます。 

 お手元の平成31年度各会計予算案概要説明書に基づきまして、説明をさせていただきま

す。 

 まず、１ページをお開き願いたいと思います。 

ここに平成31年度各会計予算案総括表を載せてございます。 

 一般会計の平成31年度予算額は64億1,144万９千円、対前年度伸び率は4.4パーセントの

増となります。平成31年度予算は、骨格予算となりますが、庁舎建設及び保育園増築改修

に係る経費を計上しており、対前年度より増額となったものでございます。 

 続きまして、特別会計ですが、国民健康保険特別会計予算額は２億7,694万４千円で対

前年度伸び率0.8パーセントの減、後期高齢者医療特別会計予算額は１億1,599万３千円で
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対前年度伸び率0.2パーセントの増、下水道事業特別会計予算額は１億7,995万８千円で対

前年度伸び率6.3パーセントの減、農業集落排水事業特別会計予算額は3,016万円で対前年

度伸び率4.4パーセントの増、これら４つの特別会計の合計は６億305万５千円となり、対

前年度伸び率で2.1パーセントの減となります。 

 一般会計と特別会計を合計しますと70億1,450万４千円となり、対前年度の当初予算と

の比較で3.8パーセントの増額となってございます。 

 それでは初めに、議案第13号、平成31年度新十津川町一般会計予算について、概要をご

説明申し上げます。 

 ３ページをお開き願います。 

 一般会計の主要事業につきまして、第５次総合計画の６つの目標に沿って概要を申し上

げます。 

 １つ目のみんなでつくる住みよいまちに係る取組みについてですが、生活基盤の充実の

項目では、まず、１点目の定住促進対策事業6,060万円は、新築住宅助成27棟分、中古住

宅助成８棟分を計上し、併せて、子どものいる世帯に対する商品券助成で25世帯50人分を

計上してございます。 

２点目、安心すまいる助成事業2,500万円は、住宅改修50戸分の経費を計上しておりま

す。 

 ３点目、都市計画用途地域変更589万３千円は、ＪＲ跡地の土地利用などにおける都市

計画用途地域の変更に係る経費を計上してございます。 

４点目、都市公園等管理事業1,970万１千円は、青葉児童公園フェンス、河川敷パーク

ゴルフ場看板、みどり公園バックネットなどの設置及び改修経費を計上してございます。 

 次に、交通環境の整備の項目についてですが、１点目、道路整備事業7,485万６千円は、

菊水団地道路改築工事を継続施工するほか、美沢中央線横断管改修工事などを行う経費を

計上してございます。 

 ２点目、除雪機械購入事業7,049万２千円は、老朽化した除雪ドーザ及びロータリー除

雪車の更新経費を計上してございます。 

 ４ページをお開き願います。 

 ２つ目、みんなでつくる健やかなまちに係る取組みについてですが、児童福祉の充実の

項目では、新十津川保育園増築改修事業に２億607万１千円、新十津川保育園仮設園舎設

置に8,139万２千円をそれぞれ計上してございます。 

 高齢者福祉の充実の項目については、１点目、高齢者除雪事業828万５千円は、除雪困

難高齢者等の生活路確保を40世帯分、また、高齢者世帯への助成分で玄関前除雪80世帯、

屋根雪下ろし等40世帯分の経費などを計上してございます。 

 ２点目、地域活動・ボランティア活動への支援1,230万５千円は、高齢者や障害のある

方に対する支援において、地域を拠点とする活動を推進することが重要であるとしまして、

全行政区において自治会館等を利用した、すまいるあっぷ事業などを実施するとともに、

地域での見守りやボランティアの育成及びその活動に対する支援を積極的に行っていくた

めの経費を計上してございます。 

 次に、健康づくりの推進の項目ですが、１点目のがん検診事業1,088万９千円では、ワ

ンコイン検診を継続するとともに、新たにピロリ菌検査も受診できるように拡充をいたし
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ます。 

 ２点目の妊産婦健康診査517万２千円は、妊婦健康診査と超音波検査費用を助成すると

ともに、新たに産後健康診査に対する助成を行ってまいります。 

５ページに移りまして、３つ目、みんなでつくる豊かなまちに係る取組みについて、ご

説明をいたします。 

農業、林業の振興の項目ですが、１点目、ピンネ農業公社運営事業935万６千円では、

本町農業の持続的発展のため、農業公社が行うＵターン就農者に対する農業機械等運転免

許取得支援や住宅家賃支援及び住宅取得、増改築など、さらには、ドローン活用やＩＣＴ

農業実証試験などに対する補助等を行う農業公社に対して支援をしてまいります。 

２点目、酒米粉活用研究事業572万５千円は、製パン改良材としても利用できる酒米粉

から作る甘味料などを用いて、新たな特産品開発を行う経費を計上してございます。 

 ３点目、次世代農業推進支援事業500万円は、ＧＰＳ機能付き田植え機20台分の助成経

費を計上してございます。 

 ４点目、木質バイオマスボイラー導入検討事業322万７千円は、ふるさと公園内施設に

熱源を供給するバイオマスボイラー施設を設置するための地質調査に係る経費を計上して

ございます。 

 ５点目、地球温暖化対策のための排出削減、吸収量認証取得事業30万３千円は、地球温

暖化対策の一環として、町有林の整備により発生する二酸化炭素吸収量をクレジット化す

るための手続きに係る経費を計上してございます。 

 ６点目、奈良県・十津川村三者協定ＰＲ事業260万６千円は、東京や奈良県のアンテナ

ショップなどにおいて、本町の農特産物をＰＲ、販売し、また、町内のイベントで十津川

村の特産品を販売するほか、奈良県からの宿泊客に本町の特産品を贈呈するための経費を

計上してございます。 

 ７点目、有害鳥獣駆除対策事業1,466万４千円は、エゾシカやアライグマなどによる農

業被害の防止を図る取組みを推進するための経費を計上してございます。特に近年、生息

数が大幅に増加しているアライグマ対策について北海道立総合研究機構と協力し、生息調

査などによる新たな防除計画を策定してまいります。 

６ページをお開き願います。 

 商工業の振興の項目では、中小企業者応援事業に1,500万円を計上し、本町中小企業者

を支援してましります。 

 観光の振興の項目については、観光ＰＲ推進事業1,100万円を計上し、とつかわこめ

ぞーのキャラクターグッズ作成や、応援大使の任命、そして、札沼線廃線に向けて各種イ

ベントを開催し、本町のＰＲを進めてまいります。 

 次、４つ目のみんなでつくる安心なまちに係る取組みですが、防災体制の充実の項目に

ついて、１点目、河川維持管理事業4,868万３千円では、大和北10号排水路と西花月排水

路横断管の改修工事を行い農地への浸水被害防止を図ってまいります。 

２点目、地域防災力強化推進事業487万５千円では、地域防災マネージャー資格を有す

る防災対策専門員を配置し、災害対応力の強化を図るとともに、自主防災組織の防災力向

上を図ってまいります。 

 ５つ目のみんなでつくる学びのまちに係る取組みですが、学校教育の充実の項目につい



- 56 - 

 

て、１点目、学校運営協議会活動支援事業60万２千円では、地域と保護者や地域住民が学

校運営に参画し、より良い教育の実現を目指す学校運営協議会の活動を支援してまいりま

す。 

２点目、小中学校ＩＣＴ整備事業2,160万６千円は、小中学校に校務支援システムを導

入するための経費を計上し、教職員の業務軽減と効率化、教育活動の質の向上を図ります。 

 ７ページに移りまして、３点目、スクールバス購入事業1,726万４千円は、小中学校児

童生徒の安全安心な通学手段を確保するため、45人乗りのスクールバス１台を更新する経

費を計上してございます。 

 次に、社会教育の充実の項目についてですが、１点目、生涯スポーツの推進939万４千

円は、誰もが生涯にわたりスポーツを手軽に取り組むことができるよう、専門の指導者を

招いた教室を開催するとともに、地域おこし協力隊によるスラックラインなどの新しいス

ポーツ種目の掘り起こしや、機会の創出を促進するための経費を計上してございます。 

 ２点目、ふるさと公園内体育施設の管理運営9,124万２千円では、スポーツセンター照

明のＬＥＤ化を行い、使用電力量削減を図るとともに、避難所となっている当センターが

停電時でも避難所機能を果たせるよう、発電機に接続できる配線回路を整備してまいりま

す。 

３点目、芸術鑑賞事業231万５千円では、幅広い年代層が気軽に芸術鑑賞できるように

さまざまなジャンルの公演を行う経費を計上してございます。 

 ４点目、体育協会50周年記念事業34万５千円では、体育協会創立50周年記念事業に対し

て支援をする経費を計上してございます。 

６つ目のみんなでともに歩むまちに係る取組みですが、行政の効率的な運営の項目につ

いて、庁舎建設事業３億3,419万５千円では、平成30年度に作成した実施設計に基づき、

建築工事を行ってまいります。 

 ８ページをお開き願います。 

主な一般会計の歳入についてですが、町税は、５億6,620万５千円で、対前年の伸び率

0.7パーセントの減となっており、町たばこ税は増加する見込みでございますが、町民税

における農業所得の減少、固定資産税における課税標準額の減少などによる減収を勘案し

たものでございます。 

 地方消費税交付金は、１億1,100万円で、対前年の伸び率4.7パーセントの増となってお

り、平成30年度の実績見込み額と国と地方財政計画伸び率から算定したものでございます。 

地方交付税は、29億3,500万円で、対前年と同額で見込んでございます。 

 分担金及び負担金は、6,952万７千円で、対前年の伸び率7.4パーセントの増となってお

り、学校給食運営事業の雨竜町負担金や基幹水利施設管理分担金・負担金の増加によるも

のでございます。 

 国庫支出金は、３億5,696万７千円で、伸び率6.9パーセントの増加となっております。

これは、障がい者介護給付費等負担金や農業排水機場機能診断及び北大和北10号排水路整

備に係る農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金、西花月排水路整備に係る農地耕作条

件改善事業補助金、ロータリー除雪車更新に係る防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助

金などの増加によるものでございます。 

 道支出金は、４億9,395万５千円で伸び率4.5パーセントの増加となっております。 
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これは、知事、道議会議員選挙及び参議院議員選挙の委託金や障がい者介護給付費負担

金、基幹水利施設管理事業補助金などの増加によるものでございます。 

 繰入金は、４億6,478万９千円で、伸び率9.5パーセントの減となっております。これは、

公共施設整備基金の減が最も大きな要因でございます。 

町債は、８億3,870万円で、伸び率45.6パーセントの増加となっておりますが、これは、

庁舎建設と保育園増築に係る起債が最も大きな要因でございます。 

 平成31年度新十津川町一般会計予算の概要については、以上でございます。 

 続きまして、議案第14号、平成31年度新十津川町国民健康保険特別会計予算について、

概要をご説明申し上げます。 

 国民健康保険特別会計、予算総額２億7,694万４千円でございます。 

主な歳入ですが、国民健康保険税１億8,231万８千円で、対前年1,589万９千円の減額と

なっており、これは一般被保険者分保険税において農業所得の減少や被保険者数の減少を

勘案したものでございます。 

繰入金9,244万９千円は、対前年1,322万円の増となってございます。内訳として、一般

会計からの繰入金で、対前年519万６千円の減、基金繰入金で対前年1,841万６千円の増と

なっております。 

 歳出については、広域連合負担金が２億7,143万３千円と、対前年273万３千円の減額と

なっております。 

 国民健康保険特別会計予算の概要については、以上でございます。 

次に、議案第15号、平成31年度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算の概要について、

ご説明を申し上げます。 

予算総額１億1,599万３千円でございます。 

歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料7,959万９千円で、対前年397万５千円の増額

となります。これは被保険者の増加によるものでございます。 

 繰入金3,628万８千円は、一般会計からの繰入金で、保険基盤安定繰入分3,152万５千円、

その他一般会計繰入分476万３千円でございます。 

歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合負担金１億1,485万円で、対前年125万４千

円の増加となってございます。 

 後期高齢者医療特別会計予算の概要につきましては、以上でございます。 

 ９ページに移っていただきまして、議案第16号、平成31年度新十津川町下水道事業特別

会計予算について、概要をご説明申し上げます。 

 下水道事業特別会計、予算総額１億7,995万８千円でございます。 

歳入の主なものですが、使用料及び手数料6,456万１千円は、下水道使用料で対前年24

万円の減となります。 

繰入金１億489万３千円は、対前年1,077万５千円の減で、一般会計繰入金の減額でござ

います。 

 歳出の主なものは、下水道建設費525万円で、対前年1,582万２千円の減となりますが、

これは、平成30年度実施した施設整備工事がないことによるためでございます。 

公債費１億2,385万９千円は、地方債償還元金及び利子分でございます。 

 下水道事業特別会計予算の概要については、以上でございます。 
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 次に、議案第17号、平成31年度新十津川町農業集落排水事業特別会計予算について、概

要をご説明申し上げます。 

予算総額3,016万円でございます。 

主な歳入は、使用料及び手数料780万１千円と、繰入金2,235万７千円でございます。 

歳出は、維持管理費1,043万７千円で、対前年126万４千円の増となっておりますが、こ

れは、花月地区処理場の設備整備によるものでございます。 

公債費は1,972万３千円で、これも例年同等額でございます。 

農業集落排水事業特別会計予算の概要については、以上でございます。 

 以上、平成31年度一般会計ほか４特別会計予算の概要について、ご説明を申し上げまし

た。よろしくご審議賜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13号から議案第17号までの提案理由並びに概要の

説明を終わります。 

 これより予算概要についてのみ質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 ７番、安中経人君。 

○７番（安中経人君） ただ今の説明で、一般会計の地方消費税の交付金１億1,100万円

で、伸率4.7パーセントということで伸びてるのですけれども、今、副町長の説明だと、

何か違うことで伸びてるというか、私の考えでは、ひょっとして10月から実施される10

パーセントの改定で、それで伸びるのかなと思ってたんですけど、その辺とはちょっと違

うのかどうか、ちょっと確認したいなと思って質問をしました。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 ただ今の質問については、今、概要のみということで承ったんですけれども、予算審議

の中で詳細に説明するということで、よろしくお願いいたします。 

 ほかに質疑ございませんか。ありませんか。 

〔「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。 

 以上で質疑を終わります。 

                                       

     ◎議案第18号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第17、議案第18号、公の施設の指定管理者の指定について

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 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程いただきました議案第18号、143ページになります。

公の施設の指定管理者の指定について。 

 町は、公の施設の管理を代行させるため、次のとおり指定管理者を指定する。 

１、指定管理者に管理を行わせる公の施設の所在地及び名称、樺戸郡新十津川町字大和

208番地８ほか。新十津川町新規就農者技術修得センター。 

２、指定管理者となる団体の住所及び名称。樺戸郡新十津川町字中央５番地１。一般財
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団法人ピンネ農業公社、理事長、宮本英靖。 

３、指定の期間。平成31年４月１日から平成36年３月31日まででございます。 

提案理由でございます。 

地方自治法第244条の２第６項の規定により、議決を求めるものでございます。 

内容の説明を申し上げます。 

本施設は、従前、ＪＡピンネにおいて指定管理者として適正かつ円滑な運営管理に努め

ていただいていたところでございます。 

この度、指定管理に係る所定の手続きの公募をしたところ、ピンネ農業公社のみという

ことでございます。 

今ほど申し上げましたように、従前、ピンネ農協が行ってきた経験、実績かつ人材をそ

のまま継承した中で、適正な管理運営ができる体制であることから、指定管理選定委員会

においても、指定管理者として妥当ということでございます。 

以上申し上げ、提案理由と内容の説明といたします。議決賜りたくよろしくお願いを申

し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第18号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 

                                       

     ◎散会の宣告 

○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。 

 お諮りいたします。 

議案調査のため、７日から11日までの５日間、本会議を休会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、７日から11日まで本会議を休会することに決定をいたしました。 

12日は、午前10時より本会議を再開いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の本会議は、これにて散会いたします。 

どうもご苦労さまでした。 

（午後１時39分） 
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     ◎開議の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） 皆さん、おはようございます。 

ただ今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、お手元に配付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。 

 会議録署名議員は、新十津川町議会会議規則第127条の規定により、９番、長名實君。

10番、笹木正文君。両君を指名いたします。 

                                       

◎例月現金出納検査結果報告 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２、例月現金出納検査結果報告を行います。 

例月現金出納検査結果報告につきましては、お手元に配付のとおりでございます。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３に入る前に、これから提案されます議案第３号から議

案第12号の案件につきましては、３月６日の定例本会議において、提案理由並びに内容の

説明を終わってございます。 

よって、ただ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３号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３、議案第３号、新十津川町選挙公報発行条例の制定に

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３号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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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３号、新十津川町選挙公報発行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４号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第４、議案第４号、新十津川町災害弔慰金の支給等に関す

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。 

６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） 第12条の３項、違約金についてお伺いいたします。 

 今回の法令の改正によりまして、月賦償還が認められることになったことと、保証人を

立てなくてもいいという改正が行われました。 

 そして、延滞利率が10.75から５パーセントに引き下げられましたけれども、住民の皆

さま方にその延滞利率が下がったということをお知らせする時期といいますか、そういっ

た段階がどの時点で知らされるのかということを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。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（遠藤久美子君） ただ今の６番議員さんのご質問にお答えいたします。 

今回の条例改正につきましては、一部を除き31年４月１日から施行となりますので、こ

れらにつきましては、広報などで知らせていきたいと考えております。 

なお、この条例を使って、今まで過去に災害弔慰金又は見舞金などを支給した例はござ

いませんけれども、月賦償還などが加わるということで周知していきたいと思っています。

以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

ほかに質疑ございませんか。 

 10番、笹木正文君。 

○10番（笹木正文君） 災害弔慰金ということは、そもそもこの災害の範囲というのが、

定義といいますか、天災から人災の交通事故まで災害といえば災害とみなされるのですけ

れども、その範囲若しくは定義ということで、ちょっと教えて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。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（遠藤久美子君） 本条例に記載しております災害でございますが、こち

らは、暴風雨、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他異常な自然現象による災害

でございます。 

 それで、弔慰金、見舞金と援護資金という三つの項目がありますが、弔慰金、見舞金に

つきましては、基本的に自然災害であって、大きく分けて四つの種類がございまして、一

つは、一市町村において住居が５世帯以上滅失した災害。 

二つ目として、都道府県内において、住居が５世帯以上滅失した市町村が三つ以上ある

場合の災害。 

あと、災害救助法が適用された市町村が、都道府県内において一つ以上ある災害。 
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あと、災害救助法が適用された市町村をその区域に含む都道府県が二つ以上ある場合の

災害というふうに、災害でも甚大な災害というふうな定義が決められております。以上で

す。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

ほかに質疑ございませんか。ありませんか。 

〔「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４号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４号、新十津川町災害弔慰金の支給等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５号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第５、議案第５号、平成30年度新十津川町一般会計補正予

算第９号を議題といたします。 

これより質疑に入りますが、議案の量が多いことから、議案のページをいくつか区切っ

て質疑をとりますので、よろしくお願いいたします。 

はじめに、16ページから53ページまでの歳入までについて、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。 

これで歳入までの質疑を終わります。 

次に、54ページの議会費から71ページの衛生費までについて、質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） 予算書64ページの民生費についてです。障害福祉費の事業番号13

番、子ども通園センター負担金についてお伺いいたします。 

減額200万円となっておりますが、当初予算では保育士一人の採用するための経費負担

分を計上されて、30年度は29年度に比較するとかなり大きな額で550万円と上がってきま

したけれども、200万円減額ということは、子ども通園センターさんの方で保育士さんを

採用されなかったのかどうかをお聞きしたいと思います。 
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○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（遠藤久美子君） ただ今の６番議員のご質問にお答えいたします。 

 子ども通園センター減額200万円の大きな理由でございますが、議員さんがおっしゃっ

たように、正職員を配置するということで当初予算大きく増額したところでありましたけ

れども、砂川市の方で職員採用は募集したのですけれども、結果的に採用に至らなかった

ということで、正職の配置が叶いませんでした。ということで、今回、その分のかかる費

用の減額分と、あと臨時の保育士さんも半年間人材がいなかったということで、配置でき

なかったことなどを合わせまして、本町負担分として、約この200万円を減額するもので

ございます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

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。 

これで議会費から衛生費までの質疑を終わります。 

次に、72ページの農林水産業費から85ページの土木費までについて、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。 

これで農林水産業費から土木費までの質疑を終わります。 

次に、86ページの消防費から99ページの職員費までについて、質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

 ６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） 86ページの消防費でお聞きします。 

 ３目の災害対策費の中で、事業番号６番、避難対策事業15万２千円の減額になっていま

す。最初の説明では、ドローンの利活用を検討するためのテストフライトをする費用が

ちょうど15万２千円計上されてましたが、この数字が減額ということは、テストフライト

はされたのでしょうか、されなかったのか、それを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（寺田佳正君） ただ今の６番議員の質疑にお答えをいたします。 

 ドローンのテストフライトということで２回分ほど予算を計上させていただいておりま

したが、近隣の事業者でドローンを保有している事業者さんの協力を得まして、無償でテ

ストというものを２回ほど実施できましたので、予算を減額とさせていただきました。以

上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

ほかに質疑ございませんか。 

 ６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） 88ページ、10款の教育費でお伺いいたします。 

 １項２目の財源内訳の中で、教育振興寄附金1,010万円があるのですが、この内容をお



- 68 - 

 

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。 

教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） それでは６番議員さんのご質問にお答えいたします。 

 教育振興寄附金1,010万円につきましては、お二方からの寄附を頂いたものでございま

す。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

ほかに質疑ございませんか。 

 ６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） 92ページです。５項３目学校給食運営費の事業番号２番、学校給

食提供事業で410万円の減額になっていますが、秋にブラックアウトがあって学校がお休

みになったこともありましたし、給食センターの材料なんかが、かなり避難所の方に補助

といいますか、支給をされたような状況があるのですが、材料費が370万円も減っている

といったことの内容を少し教えていただきたいと思いますが、よろしいですか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） ６番議員さんのご質問にお答えいたします。 

給食費のまず予算の見方なんですけれども、学校開設日数等々、学校以外の施設もござ

いますが、それの日数に生徒の食数をかけて積算しているところでございます。 

これは、さまざまな行事によって給食を不要とする日などあるわけですが、そういった

ものもまずは考慮せずに、すべて食べる前提で積算をしているところでございます。学校

行事によっては、予定が変わることもありますので、最大限見ている中で最終的に食数の

減った分を減額しているということで、災害等ございまして給食の出なかった日も結果的

にはありますし、中には食材が無駄にならないようにということで、災害のあった時に転

用した物もございますが、基本的には全体として、そういう大きな枠の中で学校給食を運

営しているということでご理解いただきたいと思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「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、消防費から職員費までの質疑を終わります。 

以上で議案第５号について質疑を終わります。 

 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５号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 
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 したがって、議案第５号、平成30年度新十津川町一般会計補正予算第９号は、原案のと

おり可決されました。 

                                       

     ◎議案第６号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第６、議案第６号、平成30年度新十津川町国民健康保険特

別会計補正予算第２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６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６号、平成30年度新十津川町国民健康保険特別会計補正予算第２号

は、原案のとおり可決されました。 

                                       

     ◎議案第７号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第７、議案第７号、平成30年度新十津川町後期高齢者医療

特別会計補正予算第１号を議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 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７号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７号、平成30年度新十津川町後期高齢者医療特別会計補正予算第１

号は、原案のとおり可決されました。 
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     ◎議案第８号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８、議案第８号、平成30年度新十津川町下水道事業特別

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８号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第８号、平成30年度新十津川町下水道事業特別会計補正予算第１号は、

原案のとおり可決されました。 

                                        

     ◎議案第９号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第９、議案第９号、新十津川町監査委員条例の一部改正に

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９号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９号、新十津川町監査委員条例の一部改正については、原案のとお

り可決されました。 

                                        

     ◎議案第10号の質疑、討論及び採決 
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○議長（長谷川秀樹君） 日程第10、議案第10号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例

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10号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第10号、職員の勤務時間、休暇等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11号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第11、議案第11号、新十津川町保育園の設置及び管理に関

する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 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11号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第11号、新十津川町保育園の設置及び管理に関する条例の一部改正に

ついては、原案のとおり可決されました。 

                                       

     ◎議案第12号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第12、議案第12号、新十津川町介護予防・日常生活総合支

援事業利用料徴収条例の一部改正についてを議題といたします。 
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 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12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12号、新十津川町介護予防・日常生活総合支援事業利用料徴収条例

の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

ここで午前10時40分まで休憩いたします。 

（午前10時27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10時40分） 

                                       

     ◎平成31年度予算審議 

○議長（長谷川秀樹君） これより、平成31年度予算の審議に入りますが、最初に審議の

方法について、ご連絡申し上げます。 

まず、１点目として、予算の審議は、原則、お手元に配付してあります日程表に基づい

て進めてまいります。 

ただし、午前中の審議が予定より早く終了した際は、午後からの審議を午前に繰り上げ

ることがありますので、お含みおき願います。 

２点目として、予算審議の開会、閉会時刻は、場合によっては弾力的な運用を行うこと

となりますので、よろしくお願いいたします。 

３点目として、予算内容を説明いただく町職員の皆さまにお願いです。 

予算の内容につきましては、所管する課長等から説明をいただき、所管外の課の皆さま

は、各職場等で待機をしていただきたいと思います。 

 また、説明の際、特定財源に計上されている歳入については、すべて担当する所管の管

理職から、その都度、説明を願うことといたします。 

最後に、議員の皆さまにお願いです。従前と同様、全般的な質問、いわゆる総括質疑は、

行わないことといたします。質問は、要点を明確にして行っていただきますようお願いい

たします。 

 審議の方法についての連絡は、以上でございます。 

ここで午前10時50分まで休憩いたします。 
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（午前10時42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10時50分） 

                                       

     ◎議案第13号の説明、質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第13、議案第13号、平成31年度新十津川町一般会計予算を

議題といたします。 

 それでは、１款議会費から審議に入ります。 

 １項１目議会費の説明を求めます。 

 議会事務局長。 

○議会事務局長（髙宮正人君） ご指示をいただきましたので、１款１項１目議会費につ

いてご説明申し上げます。 

予算書は、76ページから79ページでございます。 

議会費。本年度予算額5,517万円、前年度予算額5,095万２千円、比較で421万８千円の

増でございます。 

増額となった主な理由は、議員報酬額の改定に伴う議会議員人件費の増によるものであ

ります。 

財源の内訳は、すべて一般財源でございます。 

経費別事業概要の説明を申し上げます。 

１、議会議員人件費5,083万７千円につきましては、議員11名の報酬、期末手当、共済

費でございます。内容といたしましては、11人の議員に対する報酬として3,016万９千円、

期末手当として4.4か月分、1,117万２千円、共済費として949万６千円となっております。 

平成31年５月から議員報酬額が改定されるのに伴い、前年対比では議員報酬で328万９

千円、議員期末手当で142万８千円の増となっております。 

給与費の明細につきましては、予算書の188ページに記載しておりますので、後ほどお

目通し願います。 

 ２、議会活動運営事業357万１千円につきましては、定例会等に伴う費用弁償、臨時職

員の賃金、議長交際費、バス賃借料、空知町村議会議長会の負担金等でございます。前年

対比で26万３千円の減となっておりますが、隔年事業の費用弁償及び随行旅費を整理した

ものでございます。 

 ３、議会要望事業７万円につきましては、中央要望に要する旅費でございます。前年度

までは道外、道内、それぞれ２回分の旅費を計上しておりましたが、本年度は道外１回分

のみの計上としたため、前年対比で７万２千円の減となっております。 

 ４、議会広報発行経費56万５千円につきましては、議会広報に要する経費及び広報研修

会への参加旅費でございます。前年度対比で３万５千円の増となっておりますが、積算単

価を見直すとともに、平成31年度は議会だよりを年４回の通常発行に加え、議員の改選後

に、議会の新しい体制周知を目的とした臨時号を発行することから、その経費分を増額し

たことによるものでございます。 

議会だよりは、3,100部発行しており、１ページ当たりの単価を9,350円とし、４回の通
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常発行と１回の臨時号発行で合計56ページ分を見込んでおります。 

 ５、議会議員改選事務12万７千円につきましては、議員の改選に伴い、議場の席札及び

登庁表示板氏名プレートの書き換え、広報活動で使用する似顔絵作成に要する経費を計上

しております。 

以上、議会費の説明を終わります｡よろしくご審議くださいますようお願い申し上げま

す。 

○議長（長谷川秀樹君） １目議会費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑のある方は、発言願います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、１目議会費の質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、２款１項１目一般管理費の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（寺田佳正君） それでは、議長からご指示をいただきましたので、はじめに

２款１項１目一般管理費の内容について、ご説明を申し上げます。 

 予算書は、80ページから83ページをご覧願います。 

 本年度予算額3,258万４千円、前年度予算額3,422万７千円で、比較で164万３千円の減

でございます。 

 財源内訳といたしまして、国道支出金が１万７千円、その他財源で122万１千円、一般

財源3,134万６千円でございます。 

 続いて、特定財源の内容を申し上げます。 

国からの自衛隊募集事務市町村委託金が１万７千円、以下はその他財源で、生命保険取

扱手数料が25万５千円、全国自治協会から人材育成支援のために交付される、まちづく

り・人づくり推進交付金が39万９千円、北海道振興協会北海道町村振興財団からの研修受

講助成金が39万６千円でございます。 

開町記念式合同懇親会負担金は、お一人１千円で17万円となってございます。 

 次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。 

１番、総務事務746万１千円は、総務課臨時事務職員の賃金、社会保険料、職員の普通

旅費、町長公用車の運転業務委託経費が主なものでございます。昨年度と比較して予算額

が減少しておりますが、会計課勤務臨時職員賃金等につきまして、２目財政管理費の中に

会計事務として、会計課に係る予算を一括計上することに変更したことによるものでござ

います。 

 ３番、行政情報収集事務106万８千円は、執務に必要な新聞、専門誌の購入費等でござ

います。 

 ４番、叙勲等事務86万２千円は、春、秋の褒章、叙勲を受賞された方、特別叙勲を受賞

された方への記念品と東京での授与式への出席負担金で、記念品６名分、出席負担金８名

分を見込んでおります。 

 ５番、規程審査事務335万３千円は、町条例等例規システム利用料のほか、法令集の追

録代、書籍代となってございます。 

 ６番、町政渉外事務は、前年と同額で、理事者の普通旅費120万円と町長交際費195万円
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でございます。 

 ７番、職員健康診断事業263万９千円につきましては、30歳以上の職員84名分の総合検

診とオプション検査、30歳未満職員17名分の成人病健診料のほか、産業医の委託料等でご

ざいます。 

９番の人事・給与事務85万８千円につきましては、人事給与システムの使用料50万９千

円のほか、北海道との人事交流期限が到来することから、本町職員の帰任旅費を計上して

おります。 

 次に10番の職員研修事業413万円でございますが、主な内訳は、自治大学校、市町村ア

カデミー等への指定研修に５名、北海道職員研修センターでの研修などに12名、専門知識

習得のための自主研修に10名、外国研修に１名、母村親善訪問研修に３名などとなってご

ざいます。 

また、平成30年度から職員の安全運転意識をより一層高め、交通事故を減らしていくた

めに、自動車事故対策機構、ナズバと呼ばれておりますが、こちらが提供しております運

転適性診断検査を始めたところでございますが、引き続き、検査機器借用経費並びに特性

診断手数料38名分、10万３千円を計上いたしました。診断は、新採用職員及び25歳から５

年ごとの節目年齢に該当する職員を対象として行う予定としております。 

 11番、功労者等表彰事業97万２千円は、特別功労者並びに一般功労者６名、88歳を迎え

られ、本町に60年以上お住まいの方々を対象とする永住表彰者35名の皆さまの顕彰に係る

経費を計上いたしました。 

 12番、開町記念式開催事業117万８千円でございますが、開町129年記念式典並びに合同

懇親会の開催経費を計上しております。奈良県並びに県議会のお計らいにより、平成31年

度の式典においても、奈良県関係者の皆さまが参列できるよう日程の調整していただいて

いるとの話を伺っておりますので、昨年同様、意義深い式典となるよう準備を進めてまい

ります。 

13番、14番、16番から21番までは、例年と同様の事業や各種団体への負担金等でござい

ますので、説明を省略させていただきます。 

 15番の母県母村等自治交流事業220万円は、奈良県並びに十津川村との相互交流に要す

る経費で、開町記念式への奈良県議会議員の皆さまの参列の他、時季は未定でございます

が、奈良県五條市議会の皆さま、母村十津川村からは民生委員御一行様、消防団御一行様

が来町されるとの予定を伺っております。また、奈良県、十津川村、本町の三者協定につ

きましても、更に交流が深まっていくことが想定されますので、昨年比で50万円の増額で

計上させていただいたところでございます。 

 以上、１目一般管理費の内容説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいます

よう、お願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目一般管理費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。 

10番、笹木正文君。 

○10番（笹木正文君） 10番の職員研修事業ということですけれども、自治大学５名とか

母村３名いろいろ、外国１名というのが、１名は全然かまわないのですけれども、これ国

を選択するというか、内容に関しては、何か目的というか、目的は当然必要なんだけれど
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も、どの国を選別するというのは本人なのか、それとも町でこういうのが今回は国を研修

して欲しいという、この研修に対しては良い、悪いではなくて、良いと思っているんです。

ただ、どういうふうな内容というか、コンセプトで国を選択しているのかなと、そこを分

かっていたらちょっと聞かせてください。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（寺田佳正君） ただ今の10番議員の質疑にお答えをいたします。 

 ただ今の外国研修でございますが、本町職員が独自に国を選んで訪問するというもので

はございません。北海道の市町村振興協会という団体がございますが、こちらが全道の自

治体から研修参加者を募集いたしまして、研修を行うというものでございます。 

 毎年、おおむね20名程度の募集ということで、訪問先については、その振興協会が選定

することになってございまして、近年ではヨーロッパ方面へ視察に行くというのが多い状

況のように伺っております。 

 次年度の訪問先については、まだ、情報を得てございません。まだ、この研修に参加す

るに当たっては、本町だけではなく、振興協会から一定の助成が得られるというような、

そんなような仕組みになってございます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 ４番、小玉博崇君。 

○４番（小玉博崇君） ストレスチェックの件でちょっとお聞きしたいのですけれども、

負担金の部分で、ストレスチェック業務の方に、今年度から負担金が計上されています。

そういったことで、今回ストレスチェックの業務について、委託方法に何か変更があった

のかどうか。 

 また、もし変更があったのであれば、どういった理由で変更がなされたのかということ

を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（寺田佳正君） ただ今の４番議員の質疑にお答えいたします。 

 ストレスチェックにつきましては、平成30年度と進め方に関しては変更することはござ

いません。 

 予算の科目の整理をさせていただいた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） よろしいですか。 

 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） 質疑がないようですので、１目一般管理費の質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、２款１項２目財政管理費、３目財産管理費の説明を求め

ます。 

 総務課長。 

○総務課長（寺田佳正君） それでは、２目財政管理費の内容について、ご説明を申し上
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げます。 

 予算書は、82ページ、83ページとなります。 

 本年度予算額1,211万５千円、前年度予算額275万１千円、比較で936万４千円の増。 

財務会計システムの更新費用を計上したことにより増額となってございます。 

 財源はすべて一般財源でございます。 

 主な経費別の事業概要を申し上げます。 

１番、財政事務20万６千円でございますが、財政関係の追録図書、参考図書購入費の他、

予算、決算書印刷の経費について計上しております。 

 ２番の財務会計管理事務953万１千円でございますが、財務会計システムの利用料、公

会計・固定資産管理システムの利用料の他、平成30年度から進めております財務会計シス

テム更新費用697万４千円を計上してございます。 

 ３番の会計事務237万８千円でございますが、本町の指定金融機関であります北門信用

金庫から、会計課窓口への派出業務に係る経費負担を求められたことから、その一部とし

て54万円を負担することといたしました。また、これまで一般管理費にて計上しておりま

した、会計課臨時職員の人件費について、この事業に整理することとしてございます。 

 次に、３目財産管理費の内容について、ご説明を申し上げます。 

 予算書は、84ページから87ページでございます。 

 本年度予算額４億4,480万１千円、前年度予算額３億4,389万３千円、比較で１億90万８

千円の増でございます。 

 増額の要因は、庁舎建設の着工による事業費の増加によるものでございます。 

 財源の内訳ですが、地方債３億880万円、その他特定財源で5,477万５千円、一般財源が

8,122万６千円でございます。 

 続いて、特定財源の内容を申し上げます。 

地方債は、庁舎建設事業債２億540万円、消防庁舎建設事業債7,780万円、庁舎地中熱設

備整備事業債2,560万円となっております。 

その他財源としては、その他町有住宅等貸付料966万５千円、町有住宅17戸分で、636万

９千円、この他には、樺戸セレモニーホールが187万９千円、そらち森林組合事務所が78

万円などとなっております。 

 基金運用収入は、運用平均利率を0.2649パーセントと見込んで1,271万５千円を計上し

ております。 

庁舎建設基金繰入金2,290万２千円は、庁舎建設事業債の充当残部分について、公共施

設整備基金繰入金933万９千円については、公共施設の適切な管理を進めるための老朽財

産の除却分として、旧東花月区自治会館解体経費に充当することとしております。 

自動販売機設置使用料、電話使用料、コピー使用料等は、これまでの実績に沿ってそれ

ぞれ計上いたしました。 

 次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。 

 １番、庁舎管理事務2,299万１千円は、役場庁舎の清掃、機械警備、管理業務等の施設

管理委託料、燃料費、電気料などの経費でございます。 

 電力供給契約については、高圧電力分について、一般会計支出分で11施設を新電力事業

者と契約してございますが、新年度から新たに低圧電力分48施設も新電力会社と契約する
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予定としておりまして、年間約12パーセントの電気料の削減が図られる見込みとなってお

ります。 

 ２番、普通財産管理事務1,450万８千円でございますが、主な内訳として、旧東花月区

自治会館の解体に933万９千円を計上いたしました。 

 また、例年どおり、町有地の草刈り、町有施設の除雪経費等、適切な財産管理に必要な

経費を計上しております。 

３番、各施設共通管理事務1,701万３千円ですが、主な内容は、電気工作物の保安管理、

定期清掃業務、浄化槽清掃と点検、機械警備の委託などで1,081万８千円、橋りょうの改

修に伴って塗膜に含まれていたＰＣＢの処理委託に130万９千円、火災及び損害賠償の保

険料が360万３千円となっております。 

 ４番、町有住宅維持管理事務66万７千円につきましては、町有住宅21戸の小破修繕、除

雪、草刈など維持管理に係る経費でございます。 

 菊水の町有住宅４戸をグループホームとして利用しておりました事業所が、本年２月を

もって退去いたしましたので、現在の入居は17戸となっておりますが、その後の利用に向

けて入居希望者を募り、協議を進めているところでございます。 

 次に、５番の自動車管理事務872万５千円は、総務課が管理する車両16台に係る経費で

ございます。 

 平成31年度においては、老朽化等により損耗の著しい公用車を更新することとしまして、

乗用タイプ１台の更新経費257万２千円を計上いたしました。 

 この他に平成27年度に更新しました町長車購入償還費の最終年分として、元利合計162

万２千円を計上いたしました。 

 ６番、電子機器管理事務2,722万２千円は、統合型地理情報システムの使用料及び保守

業務、ＬＧＷＡＮ回線や光通信回線使用料、庁内業務のためのグループウェア利用料など

が主なものでございますが、電子機器の整備といたしまして、庁内事務に活用しておりま

すシンクライアイントシステムというものがございますが、このサーバー機能の移設経費

に475万円、パソコンの端末の更新30台分に428万円を計上してございます。 

 今ほど申し上げましたシンクライアントシステムというものは、現在２台のサーバーに、

それぞれ別の機能を持たせて稼働させておりまして、その内の１台を平成30年度において

更新したところでありますが、次年度において、もう１台が更新時期を迎えることから、

本来であれば入れ替えを行うところでございますが、電子機器の効率的な利用を図る観点

から、サーバーの更新をせずに、その機能を平成30年度に購入したサーバーに移設し、1

台のサーバーでの稼働を行うこととしましたので、その移設経費を計上してございます。 

7番、庁用管理事務672万円につきましては、庁舎内の共通事務用品の購入費、庁舎ほか

出先機関を含む全13台分の印刷用複合機のリース料でございます。 

 ８番、庁舎建設事業３億3,419万５千円は、庁舎建設工事費、建築監理業務委託料、車

庫、倉庫実施設計業務委託料などでございます。 

 なお、建設工事において、その性質上、単年度では施工出来ないものにつきましては、

継続費を設定し執り進めていくこととしておりまして、予算書202ページに付属調書を掲

載してございますので、こちらを一度お開きをお願いいたします。 

 庁舎建設事業総額で16億5,705万６千円で、平成30年度分はゼロ、平成31年度分、２億
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9,924万７千円、平成32年度分、13億5,780万９千円となっております。 

 庁舎建設事業地中熱工事分としましては、総額で6,435万円で、平成31年度分、2,563万

円、平成32年度分、3,872万円となってございます。以上が内訳でございます 

 再びお戻りいただきまして、事業内容の説明を続けさせていただきます。 

10番でございます。庁舎建設基金積立金424万８千円は、庁舎建設基金の運用収入積立

で、平成30年度末の基金残高見込みは15億9,600万円となっております。 

 11番、公共施設整備基金846万７千円も、基金運用収入の積み立てで、平成30年度末基

金残高見込みは、31億9,500万円となってございます。 

 以上、２目財政管理費及び３目財産管理費の内容説明とさせていただきます。よろしく

ご審議くださいますよう、お願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ２目財政管理費、３目財産管理費の説明が終わりましたので、

質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。 

７番、安中経人君。 

○７番（安中経人君） 85ページの財産管理費の中の３番、各施設の共通管理事務の中で、

私もちょっと聞き取りがはっきりできなくて質問してるわけなんですけれども、ＰＣＢ処

理対策費というのが今回含まれているということで、これは新年度で最後なものなのか、

公共施設の中にまずはＰＣＢあるいアスベストを含む危険物質の対策処理というのが、ま

だ、今後あるのかどうか、今回もこういう計上されているのですけれども、これで終わり

なのか、まだまだ出てくるのかということについて。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（寺田佳正君） ただ今の８番議員の質疑にお答えをいたします。 

 平成31年度に処理を予定しているものは、先ほども申し上げましたように、橋りょうの

桁に含まれている塗膜、この中に含まれているＰＣＢ、これを処理したいとするものでご

ざいます。平成30年度、平成31年度の橋りょうの改修工事から発生するもの、こういった

ものがございますので、これを処理することと予定しております。 

 ただ、橋りょうに関しては、この後も橋りょうの改修が進んでいった場合に発生するこ

とも予想されますので、その際には、また処理をしなくてはならないというようなことに

なろうかと思います。 

 ただ、現段階で町が保有している保管しているＰＣＢについては、一応、平成31年度で

処分を終えたいというふうには思ってございます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 ４番、小玉博崇君。 

○４番（小玉博崇君） 財産管理費の６番の電子機器管理事務について、少しご質問をし

たいと思いますが、シンクライアントシステムのサーバーの部分で、今年度更新を迎える

もう一つのサーバーを、昨年更新したサーバーの方に移設をするというような説明があり

ました。 

 そこで今回、サーバーを更新せずに移設をした、このメリットというか、今後、その新
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庁舎に移行するための一時的な対策として移設にしたのか、それとも何かメリットがあっ

てこういう移設をしたのかというところが一つと、このシンクライアントシステムのサー

バーの更新時期というのはきっとあると思います。その移設をした場合は今度、去年更新

したサーバーに移設をすることになるので、次の更新時期というのは、どういった対応に

なるのかというのを、ちょっと教えて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。 

 総務課長。 

○総務課長（寺田佳正君） それでは４番議員の質疑にお答えいたします。 

 まず１点目、サーバー機能の移設ということでございますが、庁舎内で我々が事務作業

に使っておりますシンクライアントシステムといわれるサーバーに、コンピュータの演算

装置が入っていて、我々は自席でその端末使用すると、そういったようなシステムでござ

いますが、機能によってサーバー２台にいろいろ役割を持たせて運用しているのですが、

本年度、平成30年度に購入させていただいたサーバー、時代の変遷とともにかなり高機能

になってございまして、その１台で二つのサーバーに今現在使っている機能を集約できる

というような能力を持ってございますので、それを１台にしようとするものでございます。 

 これによって、三千数百万円するサーバーを、１台で済ませることができるということ

が大きなメリットになろうかと思います。 

 次に、サーバーの更新の時期のお話でございますが、財務省がいっておりますサーバー

の耐用年数というのは、現在は５年で確か焼却年数が終えるということになってございま

すが、本町の場合は出来るだけ長く使いたいということで、６年ないし７年をめどに使っ

ていく予定としてございます。本年度更新したものは６年程度使用するというような、そ

んな予定としてございます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 10番、笹木正文君。 

○10番（笹木正文君） 先ほど、新電力で12パーセント減というふうになってますけれど

も、これは町が持っている施設、すべてもう、できるものは新電力にもう移行したのかど

うなのかどうか。 

 そしてあと、新庁舎になった場合、そのまま今の契約がそのまま継続されるのか。そこ

ちょっと教えていただきたい。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（寺田佳正君） ただ今の10番議員の質疑にお答えをいたします。 

 低圧電力供給につきましては、先ほどご説明申し上げましたように、48施設町が保有し

ております施設について移行したいというものでございまして、庁舎が変わっても、これ

につきましては継続して供給を受けることができるというふうに予定してございます。以

上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 ８番、青田良一君。 
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○８番（青田良一君） 私の考えも含めてちょっとお尋ねしたいのですけども、旧とっぷ

湯に森林組合さんが入っておられます。それで合併をして大きくなったはずなんですけど

も、森林組合というのは、あとで農林業のところでも、もし機会があったら質問したいと

思うのですけれども、改良区や何かと同じように、非常に公共性の強い団体だというふう

に思うんですよね。大きくなって、前から申し上げているように、民有林の振興等につい

ては、ほとんど森林組合が主力になってその任に当たっているはずなんですよね。 

 そういう中で、いつまでも間借りというのは何とも哀れなものだなというふうなことで

私は思っているわけなんですけれども、町は貸して家賃を取るという考え方、これはこれ

でせっかく造った施設の有効利用ということで良いと思うんですけども、そういうふうに

して片一方では公共性といいますか、そういった色が非常に強い組織に対して、私は、売

払うとか、あるいは無償であげるとか、もうあの施設を町が使わないんであれば、そうい

うふうなことをして、林業振興等に間接的に支援をしていくようなことを考えてはいかが

なと思うんですけども、非常に町の施設を有効に使うという観点と、もう一つはさっき

言ったように、林業振興の中枢になる部分での大事な役割を持っているところの根幹とな

る施設、こういった部分を両面から併せて、ものを考えて行っていただければありがたい

なというふうに思う訳ですね。 

 それともう一つは、そこの葬儀場の問題なんですけども、ここは元々福祉施設をいろん

な経過があって、あのような形で切り替えたんだというふうに思うのですけれども、年間

80から90件くらいの葬儀があるということでお聞きしてますけども、それはそれで貢献し

てるんだなと思うのですけれども、これもいつまで貸すのかといいますか、その辺の考え

方が、やっぱりどっかの時点で決断をして、余分なものは切り離していく、買い取っても

らう、あるいは今言ったように、一定の期間借上げしてもらったあとは、建物の状況に応

じて無償で差し上げるとか、そういった部分についての計画性みたいなものをきちっと

持っていただきたいなというふうに思います。 

これは単年度予算ですから、将来のことはちょっとなかなか回答しずらいんだと思いま

すけども、やっぱり何かの機会にそういうものを明確にしながら、この町の持っている建

物等についてを考えていただきたいなというふうに思います。 

○議長（長谷川秀樹君）答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（寺田佳正君） ただ今の８番議員の質疑にお答えをいたします。 

 まず後段の樺戸セレモニーホールの件でございますが、町でも議員がおっしゃるような

意向を持ってございまして、先方様に財産の譲与といいましょうか、売払いについて打診

をした経緯もございます。 

 ただ、現行の状況では採算性にやや難があるということで、買取りにはちょっとできな

いというようなお話を頂いたところでございます。 

 それと、森林組合の前段の件でございますが、おっしゃるように森林組合、かなり公共

的な業務を担っている団体でございます。売払うということで打診をした経緯はございま

せんが、もし先方様がそういったようなことでご意向があれば協議に応じるようなことは

可能かと思います。 

 ただ、無償の譲与ということになってまいりますと町の財産でございます。昭和60年代
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の初めくらいに確か建てられたかというふうに記憶してございますが、こういった財産を

無償で譲与するということで、各方面のご理解等も得られればそういったことも可能かと

思いますが、現段階ではそこまで、まだ、考えてございません。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 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） 質疑がないようですので、２目財政管理費、３目財産管理費の

質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、２款１項４目文書広報費、５目企画費の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（寺田佳正君） それでは４目文書広報費の内容について、ご説明を申し上げ

ます。 

 予算書は、86、87ページとなります。 

 本年度予算額537万７千円、前年度予算額401万２千円、比較で136万５千円の増でござ

います。 

 財源内訳でございますが、その他財源25万５千円、一般財源512万２千円でございます。 

 特定財源の内容を申し上げます。 

 いずれもその他財源でありますが、町広報購読料３万９千円は、郵送料の値上がりによ

り、年間購読料960円から1,320円としたいとするものでございます。望郷会関係者など30

件分を計上してございます。 

町広報広告掲載料は、平成30年度の実績などを踏まえて40か月分で16万８千円、ホーム

ページ広告掲載料は４万８千円を見込みました。 

 主な経費別の事業概要を申し上げます。 

 １番、広報誌発行事業281万円でございますが、毎月発行する広報しんとつかわのデー

タ編集作業に印刷代、配送料までを含めて、１ページ当り単価8,500円、3,100部の発行で

266万５千円を計上しております。 

 ２番、まちづくり読本作成事業120万９千円は、平成31年度が統一地方選挙の年である

ことから、平成31年度、平成32年度、２か年分のまちづくり読本作成経費を計上しており

ます。 

 ３番のホームページ運営事業76万４千円でございますが、町ホームページ作成システム

使用料と保守料でございます。 

 本町のＨＰの閲覧数でございますが、平成30年２月末現在で、訪問者といわれる延べの

利用者数は、月平均約１万6,600人、前年度が１万3,400人で3,200人の増、実質の利用者

は、月平均約１万2,000人、前年度約9,400人で2,600人の増という状況となっております。 

 閲覧数の増加につきましては、新十津川物語の再放送、札沼線廃止に係る報道などによ

り、物語記念館あるいは新十津川駅グッズといったサイトへのアクセスが多くなったこと

が要因の一つと分析しております。 

 次に４番、地上デジタルデータ放送情報発信事業57万８千円は、北海道文化放送、ＵＨ

Ｂが提供するデータ放送の利用料を計上させていただきました。 



- 83 - 

 

 次に５目、企画費の内容について、ご説明を申し上げます。 

 予算書は、86ページから89ページでございます。 

 本年度予算額9,662万６千円、前年度予算額9,029万７千円、比較で632万９千円の増で

ございます。 

 財源の内訳ですが、国道支出金が５万１千円、地方債4,740万円、その他特定財源28万

６千円、一般財源が4,888万９千円でございます。 

特定財源は、国土利用計画法に基づく、北海道からの土地利用規制等対策事業交付金が

５万１千円、定住促進対策事業に充当する過疎地域自立促進特別事業債4,740万円でござ

います。ふるさと応援基金繰入金28万６千円は、これまで頂いた寄附金を事業の財源とし

て活用するものでございます。 

 次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。 

４番、総合行政審議会運営事業116万７千円は、審議委員19名の報酬、費用弁償で、行

政評価の外部評価を担当する総務部会５回、各種計画策定の際の審議を行う住民生活部会

７回、全体会議１回の計13回分を計上いたしました。 

５番、地域公共交通確保事業2,207万９千円につきましては、活性化協議会の開催経費

と乗合タクシー及び中央バスの運行負担金でございます。内訳ですが、活性化協議会への

負担金が20万１千円、乗合タクシーと乗合ワゴンの２路線への運行負担が、昨年比5.9

パーセントの減で759万円、中央バスへの負担金としては、ふるさと公園線の運行維持負

担金は、昨年度同額の600万円、ＪＲバス撤退２路線代替分は、前年比29.3パーセントの

増で823万８千円を計上いたしました。 

 ＪＲバスの代替路線であります滝川北竜線、滝川浦臼線とも利用者の減少が続いており、

滝川北竜線においては、既に国庫補助路線から外れ、北海道の単独補助を受けての運行を

してございますが、平成31年度にはその補助基準をも満たさなくなり、沿線自治体単独で

の運行負担となることが確実視されてございます。 

 このような状況を踏まえまして、沿線自治体では、今後、どのような対応をしていくこ

とが良いのか、平成30年度から担当者での検討会議をスタートさせたところでございます。 

 ６番、しんとつかわ魅力発信事業27万円ですが、定住ＰＲ用パンフレットの更新を行う

経費で、Ａ５版８ページで1,000部の作成を予定しております。 

７番、札沼線映像保存事業28万６千円ですが、札沼線の廃線までの様子を映像で記録し

ておくもので、平成32年度に運行最終日までの様子をまとめてＤＶＤ化する予定としてお

ります。 

 ８番、空知地域創生推進事業52万３千円は、平成28年５月に、空知総合振興局と管内24

市町の加盟により設立しました北海道空知地域創生協議会が主催する協議会事業への負担

金でございます。 

 主な事業といたしましては、首都圏札幌圏域において、観光、物産、移住、定住情報の

総合的発信事業の開催、交流人口拡大に向けての管内全市町を巡るスタンプラリーやフォ

トコンテストの実施などが計画されてございます。 

 ９番、定住促進対策事業6,060万円については、新築住宅、中古住宅の取得者に対する

助成で、平成26年度から平成31年度までの事業期間として進めております。 

 平成31年度も前年度とほぼ同数の新築住宅27棟、中古住宅８棟分の助成金を計上いたし
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ました。また、中学生までのお子さんがいる場合に交付するふれあい商品券につきまして

も、50名分を計上いたしました。 

 定住促進のＰＲにつきましては、ＪＲ北海道車内誌への広告掲載、札幌地下鉄南北線の

車内窓ステッカーの貼付、お試しで新十津川を体験してもらうべく、定住体験ツアー用の

ヴィラ徳富使用料などを計上してございます。 

 平成26年度の事業開始から本年２月末までの事業実績を申し上げますと、町外が49件、

家族人数143人、このうちお子様が46人、町内からの定住が43件で、家族人数152人、うち

お子様が57人となってございます。 

 10番、共同賃貸住宅建設促進事業1,000万円につきましては、平成33年度まで事業期間

の延長を行ったアパート建設に対する助成で、建設希望があった際に速やかに助成金の手

続きが行えるよう、町内事業者施工10戸分を予め予算計上させていただくものでございま

す。 

 11番、中空知定住自立圏しごと等魅力発信事業は、中空知定住自立圏が主体となって進

める事業への事業負担金でございまして、平成31年度においても今年度に引き続き、短大

生、高校生の地元定着就業促進のための合同企業説明会の開催するというような事業内容

となってございます。 

 12番から17番は、例年どおりの各団体に対する負担金でございますので、説明を省略さ

せていただきます。 

 以上、４目文書広報費及び５目企画費の内容説明とさせていただきます。よろしくご審

議くださいますよう、お願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ４目文書広報費、５目企画費の説明が終わりましたので、質疑

に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。 

10番、笹木正文君。 

○10番（笹木正文君） 広報誌に関してちょっと質問なのか、提言なのかということなん

ですけれども、広報誌の購読料、望郷会とかその辺に配布しているんだろうと思いますけ

どね、ここで新十津川魅力発信事業だとか、定住促進ということで、いろんな発信をする

わけなんだけれどもね、この広報誌をもっと活用したらどうかなという、そんな思いがあ

ります。 

 一番うちの町の内容分かるのは、この広報誌でありまして、ただ、これを無償で毎月、

毎月配布するということにはやっぱりならないと思うんだけれども、例えば、１月とか４

月とか、一つの節目の時期を決めて、そして新十津川に関する方々のいろんなデータ、そ

して先ほど定住促進の時にね、札幌に云々という話もありましたけれども、そんなような

中で、それ相当の数をピックアップして、ある時期にそういうの発想して、うちの町こう

ですよという。これが一番説明としては詳細が載っている説明書じゃないかというような、

そんな感じがするので、それでもし新十津川出身の方がそのまま継続して取りたいという

ことになれば、購読料を頂いて継続していただくと。 

ただ、そのきっかけとして、やはり今見ると281万なんで、全部配布してもとんでもな

い数字じゃないので、やっぱりある程度の、今回は無理かもしれないけど予算をして、そ

して、できれば全国とか全道に配布して行っていくとか、そういうような形、提案みたい
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になってくるんですけど、考えてみませんかということになりますか、どうでしょうか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（寺田佳正君） それではただ今の10番議員の質疑にお答えをいたします。 

 広報については、現在のところ有料で購読をしていただいているというような状況でご

ざいまして、ただ今ご提案をいただいたところでございます。 

 今ここで、どうしようというよのはちょっとお答えに急するところがございまして、広

報誌の内容につきましては毎年毎年、毎月といいましょうか、いかに充実させていくかと

いうようなことを担当職員も検討してございます。 

 そういった検討の中で、もしそういったものに何か展開ができることがあれば、活用し

ていけたらいいかなというふうに思ってございます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

ほかに質疑ございませんか。 

６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） 事業番号９番、定住促進対策事業について、ちょっとお伺いした

いと思います。 

 中学生以下１人につき15万円の商品券が交付されるということです。私聞きましても、

世帯にお二人子供いらっしゃる方がいて30万円の商品券をいただきましたと。いや大変あ

りがたかったという意見が多かったんですけれども、ある方が30万円を頂いて、使える期

間が６か月間なので１か月５万円の商品券を使うというのは、ちょっと贅沢な話でという

意見がありました。その方は30万円のうち15万円分を最初に申請して頂いて、例えば、３

か月後にもう一回申請をして残り15万円を頂ければ、９か月で30万円を使うことになるよ

うな計算になるんですよね、ずれ込みますので。 

そういった意見が出たんですが、総務課の方にはそういうような要望というか、意見な

どかは届いてないのかを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（寺田佳正君） ただ今の６番議員の質疑にお答えいたします。 

 今ほど質疑の内容にあったような要望というのは、直接私どもの耳には入っていないと

いうのが現状でございます。 

確かにおっしゃるように月５万円、まあ贅沢な使い方ということになろうかと思います

が、新十津川に定住していただいた際にはやはり、家を持つという時にはそれ相応の経費

というものもかかってまいりますので、そういった物を揃える際に町内の事業者さんを

使っていただいて、町内の商工業の振興にもつながっていっていただければなという思い

でございます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

ほかに質疑ございませんか。 

３番、鈴井康裕君。 

○３番（鈴井康裕君） 87ページの地域公共交通確保事業、先ほど説明の中に、今のＪＲ

代替中央バスの滝川北竜線、もう規定の人数、補助の対象にならないのではないか、いず
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れは廃止になるんではないかと検討協議会に入らなきゃならないということですが、前も

僕ちらっと申しましたように、もう交通の何というか方向が変わっているいいますか、北

竜の方から大和通って滝川に行くよりも、大和から直接平成橋を通って黄金町や朝日町の

方に行く方が多いんではないかと。そういうような交通体系も考えていただけないのかな

と。直接、工業高校へ向かう方の需要の方が多いとか、また、滝川の朝日町、黄金町から

雨竜、北竜方面へ通勤する方人が多いと。 

 そういうふうに今まで同様の交通体系では、ちょっと対応しきれなんでないのかなと、

その辺も検討していただけたらなと思っております。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（寺田佳正君） ただ今の３番議員の質疑にお答えをいたします。 

 新しい観点からでの交通の体系というようなことでございますが、今ほど申し上げまし

たように、この滝川北竜線については、関係市町の担当者が集まって今検討いろいろ進め

つつあるところでございます。 

 またこれに加えまして、町内におきましても、新十津川町内の交通のあり方も再度どの

ようにしていくことが良いのかということを、新年度から検討を加えていきたいなという

ふうに考えてございますので、そういったものの中で、そういったものを加味できるもの

か検討を加えていければと思ってございます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

ほかに質疑ございませんか。 

８番、青田良一君。 

○８番（青田良一君） お尋ねします。87ページと89ページ。87ページの事業番号８番、

89ページ事業番号の11番ということなんです。 

 これ負担金かなんかで組んでると思うんですけれども、金額はわずかなんですけども、

実は個人的には、こういった中空知でやるとか、空知でやるとかっていう、その多きな目

標を立ててやる事業に非常に大きく期待してるんだよ、私はね。 

 何とかうまくやって、空知あるいは北海道を元気にしていただきたいなと思ってるんで

すけれども。 

聞いた話では、岩見沢なんかも人口減少が止まらないと、空知の中心地ですけども、滝

川もちょっと聞きましたけども増えてないという話なんですよね。 

ですから、現実は現実として、せっかく良い制度というか、考え方を作って、わずかな

負担金ですけども、こういったものを出し合って優秀な行政マン等が集まって、さまざま

なことをやっているんだろうと思うのですけれども、私の期待が大きすぎるのかどうか分

かりませんけれども、もしそういった部分での成果が実際に表れているというような事例

があったら、お持ちであれば紹介して欲しいし、あるいは、うちの町もこういったことに

対して、期待を含めて積極的に参加してって、町や空知管内の発展に大きな目標に向かっ

てやっていっていただきたいなと思うんですけども、それも併せて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。 
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○総務課長（寺田佳正君） ただ今の８番議員の質疑にお答えをいたします。 

 事業の効果的なものを承知しているのかというようなことでございますが、まず、後段、

中空知の定住の自立圏、仕事等魅力発信事業、中空知でやっている事業につきましては、

昨年からこの管内の圏域の事業者さんと、短大生、高校生が職業についていろいろ面談を

し合うというような場をもっておりまして、非常に有意義だというようなお話をアンケー

ト等から企業側さんも、それを受けた短大生、高校生からも声が上がっているようでござ

います。 

 その子達は、高校生であれば２年生の時にこの説明会に参加してございますので、そう

いった者が今後、就職を決める際に中空知というものに定住していっていただければ良い

なというふうに思うところでございます。 

 空知の創生協議会の方につきましては、28年度から事業を進めてございます。オール空

知で空知という名前を売り込んでいこうということでございまして、その当初の出だしの

目的というのは、やはり人口減少に歯止めをかけてというようなことでスタートしており

ますが、今議員おっしゃるように、なかなかそれが人口減を止める、あるいは増えるとい

うところに、まだつながっていないというような状況でございます。 

 事務局を持っている空知総合振興局でも、平成31年度でいったん事業はもう終わること

になってございますので、次の展開をするのか、しないのか、あと加えまして、平成31年

も今一度原点に返って、人口減少に対する取組みというものを、更に進めたいというふう

なお話をしてございます。 

 私どもも会議等に出席しまして、そういった地域の実情、今後の展開についていは議論

してまいりたいというふうに思います。現段階では、以上でございます 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

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） 質疑がないようですので、４目文書広報費、５目企画費の質疑

を終わります。 

ここで13時まで休憩いたします。 

（午前11時53分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、審議を再開いたします。 

（午後１時00分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） ２款１項６目交通安全対策費の説明を求めます。 

 住民課主幹。 

○住民課主幹（窪田謙治君） ご指示をいただきましたので、２款１項６目交通安全対策

費について、ご説明いたします。 

予算書は、88ページから91ページまでになります。はじめに88ページ、89ページをお開

きください。 

 交通安全対策費。本年度予算額869万７千円、前年度予算額818万２千円、比較51万５千

円の増額でございます。 
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増額の主な要因は、交通安全指導員の改選に伴い、新任指導員の制服購入費を計上した

ことにより増額となったものでございます。 

財源内訳は、その他財源で23万円、一般財源は846万７千円でございます。 

次に、特定財源についてご説明いたします。 

その他財源で、中空知交通災害共済事務交付金10万円につきましては、加入者１人につ

き50円の事務費が交付されるもので、昨年同様2,000人分を見込んでおります。充当先は、

交通安全推進事業でございます。 

同じく、交通安全指導員被服購入助成金13万円につきましては、指導員の制服購入費に

対し、北海道交通安全推進委員会から対象経費の２分の１が助成されるものでございます。 

次に、主な経費別の事業概要について、ご説明申し上げます。 

 １番、交通安全推進事業257万９千円につきましては、交通安全指導員18名分の報酬と

街頭指導に係る立哨交付金108万円の他、交通安全指導車に係る燃料代等の管理経費41万

１千円を計上しております。加えて、本年度は交通安全指導員の改選期となるため、新任

指導員用制服５名分と再任指導員13名分の夏冬用シャツを購入する経費102万６千円を計

上しております。 

２番、交通安全施設整備事業15万円につきましては、弥生区自治会館前の交通安全看板

と赤色回転灯２か所の電気料、花月区及び橋本区の交通検問所の維持管理費を計上してお

ります。 

３番、中央地区市街街路灯維持管理事業481万６千円につきましては、街路灯268基の維

持管理を行う中央地区市街街路灯管理組合に対し、電気料の87パーセント分420万７千円

のほか、事務費及び事業運営引当金補てん分の維持管理経費相当額を負担金として計上し

ております。 

４番、新十津川町安全・安心推進協会負担金115万２千円につきましては、交通安全旗

の設営や青色回転灯防犯パトロール事業などを通じて交通安全及び防犯活動を推進してお

ります、安全・安心推進協会に対する負担金を計上しております。 

 以上、交通安全対策費の説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い申

し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ６目交通安全対策費の説明が終わりましたので、質疑に入りま

す。 

質疑のある方は、発言願います。 

９番、長名實君。 

○９番（長名實君） 交通安全ということで、ちょっとお伺いいたします。 

 昨年の12月だったと思うのですが、札沼線の廃線の問題で町長からの説明の時に、私、

山一線の道路の歩道拡幅ということでお話したら、町長は考えておりませんという回答

だったんです。 

それで今、廃線になって区画整理やって換地する前に、その歩道の分を今のうちから、

今年も歩道増える予算になっているようですが、その辺はどう考えているのか、お伺いし

たいと思います。ここでいいのか、土木の方でいいのか、ちょっと分かりませんが。 

○議長（長谷川秀樹君） ９番議員、ただ今の質問でありますけれども、交通安全対策と

いう部分にもなろうかと思いますけれども、次の建設課の中で質問していただければと思
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いますので、よろしくお願いします。 

 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） 質疑がないようですので、６目交通安全対策費の質疑を終わり

ます。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、２款１項７目町有林造成管理費の説明を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（後木満男君） それでは議長のご指示をいただきましたので、２款１項

７目町有林造成管理費について、説明をさせていただきます。 

予算書は90ページ、91ページをお開きください。 

本年度予算額367万２千円、前年度予算額311万４千円、比較で55万８千円の増額でござ

います。 

主な増額の要因でございますが、町有林保育管理事業の創造の森の修繕に係る増額によ

るものでございます。 

財源内訳は、国道支出金82万２千円、一般財源は285万円でございます。 

特定財源は、北海道の補助金で町有林保育保護管理事業補助金82万２千円でございます。

これは幌加町有林の下刈に対する補助金で、補助率は68パーセントでございます。 

 続きまして、主な経費別の事業概要を説明いたします。 

１番の町有林保育管理事業367万２千円は、例年の事業といたしましては、学園の100年

の森、本年度1.18ヘクタールの下刈り２回分の委託料30万３千円、幌加町有林11.45ヘク

タールの下刈り２回の委託料121万円、創造の森1.4ヘクタールの下刈り３回の委託料で30

万３千円を計上しております。 

新たな予算計上といたしましては、ふるさと公園創造の森の記念植樹地の水はけを改善

するために、昨年植樹いたしました土地の一部に暗渠及び客土を行う経費として修繕料

150万円を計上しております。 

今後、生育状況を確認しながら暗渠及び客土の効果を検証して、植樹した樹木の育成を

図ってまいりたいというふうに考えております。 

以上、２款１項７目町有林保育管理費についての説明を終わります。よろしくご審議く

ださいますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ７目町有林造成管理費の説明が終わりましたので、質疑に入り

ます。 

質疑のある方は、発言願います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、７目町有林造成管理費の質疑を終わ

ります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、２款１項８目公平委員会費の説明を求めます。 

 公平委員会書記長。 

○公平委員会書記長（髙宮正人君） ご指示をいただきましたので、２款１項８目公平委
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員会費について、説明いたします。 

予算書は、90ページ、91ページをお開きください。 

公平委員会費。本年度予算額４万６千円、前年度予算額４万６千円、比較ゼロでござい

ます｡ 

 財源内訳は、すべて一般財源です｡ 

この目は、公平委員会の運営に要する経費で、公平委員３名の報酬及び費用弁償として

４万６千円を計上いたしました。 

以上、公平委員会費の説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い申し

上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ８目公平委員会費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、８目公平委員会費の質疑を終わりま

す。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、２款１項９目行政区費の説明を求めます。 

 住民課主幹。 

○住民課主幹（窪田謙治君） ご指示をいただきましたので、２款１項９目行政区費につ

いてご説明いたします。 

 予算書は、90ページから93ページまでになります。はじめに90ページ、91ページをお開

きください。 

行政区費。本年度予算額2,275万９千円、前年度予算額3,537万２千円、比較1,261万３

千円の減額でございます。 

 減額の主な要因は、中央区及び青葉区自治会館のバリアフリー化及び省エネに対する改

修工事が終了したことによるものでございます。 

 財源内訳ですが、地方債で1,000万円、一般財源は1,275万９千円でございます。 

 次に、特定財源についてご説明いたします。 

 地方債で、過疎地域自立促進特別事業債1,000万円は、行政区活動支援事業に充当する

ものでございます。 

 次に、主な経費別の事業概要についてご説明申し上げます。 

 １番、行政区運営事業536万３千円につきましては、行政区長11名分の報酬316万８千円

と、行政区への事務取扱交付金216万円を計上しております。 

 ２番、行政区活動支援事業1,709万６千円につきましては、行政区の自主的活動が活発

となり、地域コミュニティの活性化が図られるよう支援するための交付金などで、行政区

活動支援交付金として1,693万８千円、行政区の役員等に参加願う研修会への参加経費と

して15万８千円を計上しております。 

行政区活動支援交付金の内訳ですが、行政区活動基本事業分222万円、行政区協働事業

分699万８千円、行政区提案事業分253万円、郷土愛育成事業分132万円、環境づくり事業

分110万円、防災資機材購入事業として277万円を計上しております。 

この中で、本年度は協働事業内容を拡充し、従来の防犯灯設置及び修繕に加えて、移設、
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撤去に対する助成８万８千円の他、一昨年のような大雪で緊急的に排雪作業を行った場合

の助成として50万円を計上しております。 

なお、平成31年度の申請状況につきましては、現在のところ提案事業が24件、郷土愛育

成事業が８件、環境づくり事業が10件で、事業数は平成30年度と同数となっております。 

新規事業として、区民の情報共有の場となるホームページ作成事業、避難所開設に伴う

模擬練習、安否確認マグネットシール配布事業や区と福祉施設合同の防災訓練等が上がっ

てきております。 

また、防災資機材購入事業は単年度事業として、昨年の災害を教訓に、避難所となる自

治会館に最低限備蓄が必要な資機材の購入に要する経費を活動支援交付金に追加し計上し

ております。 

 ３番、行政区自治会館維持管理事業30万円につきましては、自治会館で緊急に小破修繕

が発生した場合に対応するための修繕費を計上しております。 

 以上、行政区費の説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（長谷川秀樹君） ９目行政区費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑のある方は、発言願います。 

 ９番、長名實君。 

○９番（長名實君） またまたこの課で言えばいいのかどうか分かりませんが、保健福祉

課なのかとも思うのですが、昨年の地震の折に、私どもの行政区、避難所として活用した

わけなんですが、区長さんいわく、いろいろなデータというか、個人情報の問題で教えて

くれないんだという話伺いました。 

 ということは、農村地帯ですとずっと子供のころから住んでいるから、どこにどういう

お婆さん、お爺さんがおるとか、なんとかという情報はあるのですが、私ども町場の場合

は入れ替わりが早いのと、隣近所のコミュニケーションがあまりないというか、こんなこ

とで、避難所を開設しても、どこにどういう人がいるという情報がさっぱり分からんので、

今ここに行政区活動支援事業なんていう言葉があるのですが、そういう活動する場合に、

町としての情報というのは、それぞれの課の持ち分があるかと思いますが、やはり情報は

出さないというのが本筋なのか、私は出すべきでないのかなと思うのですが、その辺お伺

いします。 

○議長（長谷川秀樹君） ９番議員、行政活動でのことなのか、あるいは防災の関係とい

うか、防災の中での地域の役割というのか、そういった部分でお尋ねなのか、もう一度。 

○９番（長名實君） 根本には個人情報の問題だと思うんです。話しちゃまずいこととい

うか、どこに具合の悪い人がいるんだよということが、やはり地域の人が分かっていれば、

その人も手助けできるんですけど、ただ、漠然と手助けしなさいといっても、どこ行って

手助けしたらいいか分からないというような、要するに、個人情報の問題なんです。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは、答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（寺田佳正君） ９番議員のただ今の質疑にお答えをいたします。 

 私の所掌する範囲でということで、災害にお話がございましたので、そういった時の情

報と言いましょうか、状況についてお話をいたしますが、基本的にはやはり議員がおっ
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しゃるように個人情報ということがございまして、町で持っている住民基本台帳データを、

そのまま地域の区長さんなりに提供するということは差し控えさせていただいております。

そういったことで、では緊急時にどういった対応ができるのかということで、数年前より

災害時の要支援者、ご高齢の方、独居でお暮しの方、そういった方をまずもって安否を確

認する、こういったことが大切ではないかということで、ご本人の同意を得た上で、その

方々をサポートする方、こういったマッチングと言いましょうか、緊急の時に特定の人を

確認する組み合わせというものを、町の仕組みとして今構築してございます。 

 こういった方々のデータにつきましては、区長さんにお届をしてございますので、まず

現在の段階においては、そういった災害時に支援を要する方、こういった情報の提供に止

めさせていただいております。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

ただ今、予算書に基づいたというか、款項目に応じた中での説明があって、質疑を受け

てるわけでございますので、その辺を自分の中できちっと整理した中で、答弁がしやすい

ような形の中での質疑ということで進めていただければ良いのかなと思いますので、その

辺よろしくお願いいたします。 

 ほかに質疑。 

 ３番、鈴井康裕君。 

○３番（鈴井康裕君） 今のことに関連しまして、行政区支援活動事業で、災害時のため

にホームページを作ると、ホームページ作成が出ていましたが、去年も災害時の時に、町

のホームページ見ても情報が分からないと。どこがどういう避難状況なのか分からないと

いうこともございましたし、行政区自体でそのホームページを作るのか、その運用方法と

か、リンクがどうなのか、いきなり立ち上げてもそこへアクセスできるのかとか、いろん

な問題が出ると思うのですが、その辺の具体的な話はどうなんでしょうか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 住民課主幹。 

○住民課主幹（窪田謙治君） ただ今の３番議員のご質問にお答えいたします。 

 ホームページの作成事業につきましては、行政区の方で区民の情報共有の場となる、区

独自のホームページを作成するということで提案が上がってきているものでございます。 

 詳細については、ちょっとまだ分からない状況です。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑。 

 ６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） 行政区活動支援事業の中でお伺いいたします。 

 先ほどの説明の中では、緊急的な雪が多かった時の排雪作業への支援ということが出て

きましたが、それがどういった提案事業の中に入っているものなのか、新たなものなのか

ということをお聞きしたいのと、それでその緊急的な排雪を区で行なったような区が実際

にあったのかどうかということが、まず二つです。 

 その次に、防災資機材への単年度事業として助成金を出すということだったのですが、

これにつきましても、上限ですとか、例えば、町の方で最低これだけは揃えて下さいよと

いうような、そういうマニュアルのようなものは示されたのかということで、まず、そこ
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で二点お伺いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 住民課主幹。 

○住民課主幹（窪田謙治君） ６番議員のご質問にお答えいたします。 

 はじめに緊急排雪分につきましては、今年の１月からの対象になるものでして、今年に

ついては雪が少なかったので、排雪作業については行っておりません。 

 続いて、防災資機材の関係ですけれども、こちらにつきましては、災害対策事務局の方

で進めている事業ではありますが、上限としまして40万円まで購入することができるとい

うことで、行政区の方にお話しております。 

 これまでの防災資機材の購入実績等に応じまして、上限は40なんですけれども、今まで

の実績に応じて、例えば20万円だとかということで、ちょっと上限を設定されている行政

区もございます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） 排雪事業の事でお聞きします。区の方で独自でもって排雪をしま

すという時には、この活動支援金の中で手当てをしていただけるということになりますか。

それとも、小さな団体で区に申請した場合に区で認められるというか、どういうような要

件になっているのかをお伺いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 住民課主幹。 

○住民課主幹（窪田謙治君） ６番議員のご質問にお答えいたします。 

 まず、緊急時の排雪につきましては、行政区の協同事業の中で支出しまして、行政区自

体が排雪した場合に助成をするというものでございます。 

 対象につきましては、自治会館の排雪になります。上限につきましては、５万円を上限

に事業費の２分の１を助成するという形としております。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 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） 質疑がないようですので、９目行政区費の質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、２款１項10目諸費の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（寺田佳正君） それでは、議長からご指示をいただきましたので、２款１項

10目諸費の内容について、ご説明を申し上げます。 

 予算書は、92ページから95ページでございます。 

 本年度予算額１億9,822万５千円、前年度予算額１億8,890万２千円、比較932万３千円

の増でございます。 

財源内訳でございますが、その他財源で１億2,394万６千円、一般財源が7,427万９千円

でございます。 

 特定財源の内容を申し上げます。 
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その他財源として、基金運用収入は、財政調整基金、減債基金、ふるさと応援基金の３

基金の運用収入として294万６千円を計上いたしました。 

ふるさと応援寄附金は、前年比2,000万円増の１億2,000万円、総合賠償保険金は、仮置

きの経費である事業番号２番の損害賠償事務100万円の特定財源として、同額の100万円を

計上いたしました。 

 次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。 

１番、町民葬祭事業81万円は、町民の方の葬儀用の香典100件分、灯篭の賃借料95件分

を計上いたしました。 

 ２番、損害賠償事務100万円でありますが、交通事故や道路管理の過失に伴って相手方

に賠償するものですが、例年と同額で計上しております。 

 ３番、ふるさと応援寄附金推進事業7,144万２千円につきましては、ふるさと応援寄附

金返礼品購入、発送経費、申込専用ＨＰサイト使用料などのほか、ふるさと納税に係る事

務委託経費を計上しております。 

返礼品につきましては、平成30年度寄附に係る返礼品分が1,305万６千円、平成31年度

寄附分が4,560万円として計上しております。 

寄付額に対する返礼品の割合は、総務省通知のとおり、寄付額の３割以内として、寄付

額に応じて10コース、50品目での対応を行っております。 

 ４番、人権擁護委員協議会負担金２万７千円につきましては、札幌法務局滝川支局管内

市町で構成する人権擁護委員協議会への本町分の負担金でございます。 

 ５番、税等還付金200万円は、町税の還付や年度を繰り越して精算される国や北海道補

助金の返還に要する経費でございます。 

 ６番、７番の基金積立金は、31年度中の基金運用収入を基金に積立てるものでございま

す。 

 ８番、ふるさと応援基金積立金は、31年度中の寄附金を１億2,000万円、基金運用収入

を46万8,000円として計上しております。 

 以上、10目諸費の説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 10目諸費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑のある方は、発言願います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、10目諸費の質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、２款２項１目賦課徴収費の説明を求めます。 

 住民課主幹。 

○住民課主幹（窪田謙治君） ご指示をいただきましたので、２款２項１目賦課徴収費に

ついて、ご説明いたします。 

予算書は、94ページ、95ページをお開きください。 

 賦課徴収費。本年度予算額1,659万８千円、前年度予算額1,149万６千円、比較510万２

千円の増額でございます。 

増額の主な要因は、地方税共通納税システムの導入及び元号改正に伴い町税関連システ
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ムの改修に要する経費を計上したことによるものでございます。 

 財源内訳ですが、国道支出金で900万円、その他財源で12万４千円、一般財源は747万４

千円でございます。 

次に、特定財源についてご説明いたします。 

道支出金で、道民税徴収事務委託金900万円は、市町村が行う個人道民税の賦課徴収事

務経費として、個人道民税納税義務者１人当たり年額3,000円が委託金として交付される

ものでございます。充当先は町税賦課事務と町税徴収事務としております。 

 その他財源で、公簿閲覧等手数料４万４千円は、地番図などの閲覧や写しの交付に対し

て徴収するもので、町税賦課事務に充当しております。 

督促手数料５万円は、納期限を経過した者に対する督促事務の手数料で、１件につき

100円を滞納者に負担を求めるもので、町税徴収事務に充当しております。 

収納出納員貸付金収入３万円は、滞納者等に対して臨戸訪問する際のつり銭の戻し入れ

で、充当先は町税徴収事務でございます。 

 次に、主な経費別の事業概要についてご説明申し上げます。 

 １番、町税賦課事務1,130万７千円につきましては、個人住民税の賦課資料の整理事務

及び軽自動車、固定資産税の納税通知書を作成するための臨時職員賃金87万３千円、町道

民税当初賦課業務、年金特別徴収、国税連携サービス及び地方税電子申告に係るサービス

の使用料134万６千円、参考書籍購入代、各種税の納税通知書に係る印刷製本費や発送郵

券代134万円などを計上しております。 

また、法改正に伴い、事業者が地方税を一括して共通口座に電子納税が可能となる仕組

みが構築されるため、それに対応するためのシステム導入に要する経費302万１千円と、

元号改正に伴う町税関連システムの改修経費96万７千円を計上しております。 

 ２番、町税徴収事務69万５千円につきましては、住民税、固定資産税、軽自動車税など

の納付書や督促状に係る印刷製本費や発送郵券代、口座振込手数料などを計上しておりま

す。 

 ３番、固定資産評価替事業459万６千円につきましては、平成33年の固定資産評価替え

に向けた、市街地宅地評価法による路線価の算定に要する経費を計上しております。 

以上、賦課徴収費の説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い申し上

げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目賦課徴収費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、１目賦課徴収費の質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、２款３項１目戸籍住民登録費の説明を求めます。 

 住民課主幹。 

○住民課主幹（窪田謙治君） ご指示をいただきましたので、２款３項１目戸籍住民登録

費についてご説明いたします。 

予算書は、96ページ、97ページをお開きください。 

戸籍住民登録費。本年度予算額1,504万１千円、前年度予算額2,293万１千円、比較789
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万円の減額でございます。 

減額の主な要因は、前年度に戸籍総合管理システム及び住民基本台帳ネットワークシス

テムの機器更新を行ったことによるものでございます。 

 財源内訳ですが、国道支出金173万２千円、その他財源として385万２千円、一般財源は

945万７千円でございます。 

次に、特定財源についてご説明いたします。 

国庫支出金で、個人番号カード交付事業補助金145万６千円については、個人番号カー

ドの発行などを地方公共団体情報システム機構に委任するための費用の全額を国から交付

されるもので、住民基本台帳ネットワークシステム管理事業に充当します。 

同じく、中長期在留者住居地届出等事務委託金15万６千円は、同事務に対し年４回交付

されるもので戸籍住民登録事務に充当します。 

道支出金で、厚生統計調査事務委託金１万２千円は、人口動態調査に対して交付される

もので、戸籍住民登録事務に充当します。北海道権限移譲事務交付金10万８千円はパス

ポートの申請交付事務に対して交付されるもので、旅券発給事務に充当します。 

その他財源で、通知カード再交付手数料２千円は、個人番号通知カードの再交付に係る

手数料で、住民基本台帳ネットワークシステム管理事業に充当します。戸籍住民登録手数

料382万円は、住民課窓口で交付する諸証明の手数料で延べ8,800件分を見込んでおります。

この充当先は戸籍住民登録事務及び総合行政システム管理事業としております。収納出納

員貸付金収入３万円は、住民課窓口のレジで保管するつり銭の戻し入れで、充当先は戸籍

住民登録事務でございます。 

 次に、主な経費別の事業概要についてご説明申し上げます。 

 １番、戸籍住民登録事務125万８千円につきましては、各種証明書の交付や戸籍住民登

録に係る一般事務経費112万円のほか、転入者に配付する暮らしの便利ファイル作成経費

13万８千円を計上してございます。 

 ２番、戸籍総合管理システム管理事業289万７千円につきましては、平成30年度に更新

した中空知５市５町が共同運用する戸籍システムの本町購入機器分の保守委託料12万６千

円と、５市５町の共同運用部分について負担割合に基づく本町分の負担金277万１千円を

計上しております。 

 ３番、住民基本台帳ネットワークシステム管理事業233万円につきましては、住民基本

台帳ネットワークシステム機器の保守委託料85万３円のほか、個人番号カードの発行など

を地方公共団体情報システム機構に委任するための交付金145万６千円を計上しておりま

す。 

４番、総合行政システム管理事業755万１千円につきましては、総合行政システムの保

守委託料726万９千円のほか、元号改正に伴うシステム改修に要する経費28万２千円を計

上しております。 

 ５番、誕生記念品贈呈事業84万８千円につきましては、町民の出生に対するお祝い品と

して、十津川産ひのき材を使用した組み立て式の椅子40組分を計上しております。 

６番、旅券発給事務15万７千円につきましては、北海道から権限移譲を受け、雨竜町、

浦臼町及び本町が滝川市へ事務委託しているもので80件分を見込んだ交付委託料10万８千

円と窓口端末機更新に係る経費の本町負担分４万９千円を計上しております。 
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 以上、戸籍住民登録費の説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い申

し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目戸籍住民登録費の説明が終わりましたので、質疑に入りま

す。 

質疑のある方は、発言願います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、１目戸籍住民登録費の質疑を終わ

ります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、２款４項１目選挙管理委員会費、２目知事・道議会議員

選挙費、３目町長・町議会議員選挙費、４目参議院議員選挙費の説明を求めます。 

 選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（寺田佳正君） それでは、議長からご指示をいただきましたの

で、２款４項１目選挙管理委員会費の内容について、ご説明を申し上げます。 

 予算書は、96ページから99ページをご覧ください。 

 本年度予算額39万５千円、前年度予算額38万６千円、比較９千円の増でございます。 

財源は、すべて一般財源です。 

 経費の内容ですが、選挙管理委員会運営事業として、例年同様の委員４名の報酬及び費

用弁償、選挙システムの保守委託料、選管連合会等への負担金などとなっております。 

 続いて、２目の知事・道議会議員選挙費の内容を申し上げます。 

 予算書は、98ページから101ページとなります。 

 本年度予算額576万３千円、前年度予算額178万４千円、比較397万９千円の増でござい

ます。 

財源内訳は、国道支出金576万３千円で、知事・道議会議員選挙費委託金でございます。 

 平成31年４月７日に執行予定の北海道知事・北海道議会議員選挙に必要な選挙管理委員

会開催経費、期日前投票及び投票日の投票管理者、投票立会人等の報酬、投、開票事務従

事者の手当、ポスター掲示場維持管理委託料の他、臨時職員賃金、事務用消耗品等を計上

しております。 

 次に、３目の町長・町議会議員選挙費の内容を申し上げます。 

 予算書は、100ページから103ページとなります。 

 本年度予算額868万２千円、前年度予算額ゼロで、皆増でございます。 

財源内訳は、すべて一般財源でございます。 

 平成31年４月21日執行予定の町長・町議会議員選挙に必要な選挙管理委員会開催経費、

期日前投票及び投票日の投票管理者、投票立会人等の報酬、投、開票事務従事者の手当、

投票用紙や選挙公報の印刷代、選挙運動用ハガキ代、ポスター掲示場維持管理委託料の他、

臨時職員賃金、事務用消耗品等を計上しております。 

 続いて、４目の参議院議員選挙費の内容を申し上げます。 

 予算書は、102ページから105ページとなります。 

 本年度予算額699万２千円、前年度予算額ゼロで、皆増でございます。 

財源内訳は、国道支出金699万２千円で、参議院議員選挙費委託金でございます。 
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 平成31年7月28日に任期満了となる参議院議員の選挙に必要な経費を計上しております。

経費の内訳でございますが、選挙に必要な選挙管理委員会開催経費、期日前投票及び投票

日の投票管理者、投票立会人等の報酬、投、開票事務従事者の手当、開票集計システムの

改修費用、ポスター掲示場維持管理委託料の他、臨時職員賃金、事務用消耗品等を計上し

ております。 

 以上、１目選挙管理委員会費から４目参議院議員選挙費までの説明とさせていただきま

す。よろしくご審議くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目選挙管理委員会費、２目知事・道議会議員選挙費、３目町

長・町議会議員選挙費、４目参議院議員選挙費の説明が終わりましたので、質疑に入りま

す。 

質疑のある方は、発言願います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、１目選挙管理委員会費、２目知事・

道議会議員選挙費、３目町長・町議会議員選挙費、４目参議院議員選挙費の質疑を終わり

ます。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、２款５項１目統計調査費の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（寺田佳正君） それでは、２款５項１目統計調査費の内容について、ご説明

を申し上げます。 

 予算書は、104、105ページになります。 

 本年度予算額489万６千円、前年度予算額55万７千円、比較433万９千円の増でございま

して、農林業センサス、全国家計構造調査の調査が行われることによるものでございます。 

財源内訳でございますが、国道支出金が488万４千円、一般財源は１万２千円でござい

ます。 

特定財源の道支出金は、いずれも統計調査に係る委託金でございます。 

 主な経費別の事業概要を申し上げます。 

２番、工業統計調査事業は、６月１日を基準日として、従業員数、業務内容等について

に調査を行うものでございます。 

３番、学校基本調査事業は、毎年５月１日を基準日として行う調査でございます。 

４番、経済センサス事業は、平成23年度に実施しました経済センサス活動調査の調査区

の管理を行う経費。 

５番、経済センサス基礎調査事業は、事業所の活動状況を調査するもので、平成31年度

が本調査年となっております。 

 ６番、農林業センサス事業162万４千円は、農林業の生産構造、就業構造を明らかにす

るための調査で、５年に１回調査が行われるものです。 

 ７番、国勢調査調査区設定事業は、2020年に実施する国勢調査に向けて、調査区を設定

する費用でございます。 

 ８番、全国家計構造調査事業289万５千円は、５年ごとに、所得、消費、資産の３方面

から家計構造を調査するもので、本年度、道内50団体程度が調査対象団体となっておりま
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す。 

 以上、1目統計調査費の説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますよう

お願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目統計調査費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、１目統計調査費の質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、２款６項１目監査委員費の説明を求めます。 

 監査委員書記長。 

○監査委員書記長（髙宮正人君） ご指示をいただきましたので、２款６項１目監査委員

費について、説明いたします。 

予算書は、104ページ、105ページとなります。 

監査委員費。本年度予算額188万８千円、前年度予算額139万４千円、比較49万４千円の

増でございます｡ 

財源は、すべて一般財源です｡ 

この目は、監査委員２名の監査事務に要する経費で、報酬、費用弁償、空知町村等監査

委員協議会負担金等でございます。 

増額となった主な理由ですが、識見選出の監査委員が１名増となることから、報酬額を

増額するとともに、監査委員全国研修会への参加経費を計上したことによるものでありま

す。 

以上、監査委員費の説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い申し上

げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目監査委員費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、１目監査委員費の質疑を終わります。

ここで14時10分まで休憩いたします。 

（午後１時54分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、審議を再開いたします。 

（午後２時10分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） ３款１項１目社会福祉総務費の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（遠藤久美子君） 議長のご指示をいただきましたので、３款１項１目社

会福祉総務費について説明いたします。 

 予算書は 106ページから109ページをお開きください。 

 本年度予算額１億6,343万１千円、前年度予算額１億1,399万５千円、比較4,943万６千

円の増額でございます。 
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 増額となった主な要因は、総合健康福祉センターの外壁塗装工事費の増額及び30年度に

債務負担行為補正を行った中央監視盤装置更新に係る経費計上によるものでございます。 

 財源内訳は、国道支出金326万１千円、その他財源8,844万３千円、一般財源7,172万７

千円でございます。 

 続いて、特定財源の内容を申し上げます。 

 国庫支出金、国民年金システム改修事業補助金56万６千円は、補助率100パーセントで

ございます。国民年金事務費委託金102万７千円は、国が定める調整率により算定された

人件費等の委託金でございます。 

 道支出金、民生委員活動費負担金164万６千円は、民生委員の活動費負担金でございま

す。民生委員推薦会開催負担金２万２千円は、民生委員の一斉改選に伴う推薦会開催２回

分の負担金でございます。 

 その他財源としまして、総合健康福祉センター使用料200万円は、ゆめりあの使用実績

を基に使用料金を見込んでおります。総合健康福祉センター自動販売機設置使用料８万６

円は、ゆめりあに設置されています自動販売機の使用料でございます。基金運用収入65万

５千円は、地域福祉基金の預金利子収入を見込んでおります。公共施設整備基金繰入金

8,560万８千円は、総合健康福祉センターの外壁塗装工事及び中央監視装置更新業務に充

当いたします。収納出納員貸付金収入３万円は、施設使用料をいただくときに必要なつり

銭として貸付けた現金を、年度末に返還金として受け取るものでございます。電話使用料

１千円、コピー使用料２万千円、印刷機使用料４万千円、追悼式供花料３千円を見込んで

おります。 

 次に、経費別事業概要を申し上げます。 

 １番、総合健康福祉センター管理運営事務１億3,038万４千円は、総合健康福祉セン

ターの施設運営に要する管理委託料、光熱水費、燃料費、修繕料等の他、３か年での外壁

塗装工事の最終年として、東面と屋上防水を改修します。 

 また、和室の畳の表替え及び障子の張替え、平成30年度に債務負担行為補正いたしまし

た中央監視装置更新経費を計上しております。 

 ２番、保健福祉車両管理事務133万７千円は、保健福祉課所管の車両４台分の管理運営

経費でございます。 

 ３番、総合行政システム管理事業344万３千円は、健康管理、障害者福祉、児童手当、

子育て支援システムの保守委託料の他、国保連合会との審査支払等システムの更新に伴う

クライアントパソコン２台の更新、元号改正に伴う改修費を計上しております。 

 ４番、追悼式開催事業27万円は、戦没者、開拓物故功労者及び消防殉職者の追悼式に係

る経費を計上しております。 

 ５番、福祉事務319万７千円は、保健福祉事務に従事する臨時事務職員２名及び運転業

務員１名の雇用経費が主なものでございます。 

 ６番、国民年金事務58万５千円につきましては、国民年金に要する事務経費の他、法改

正による産前産後保険料免除に伴う処理結果一覧表の電子媒体化に係るシステム改修に要

する経費を計上しております。 

 ７番、遺族会支援事業10万円は、戦没者遺族の相互扶助、情報交換、研修会参加費用等

の経費の一部を助成するものでございます。 
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 ８番、社会福祉協議会支援事業1,999万７千円は、事務局長、事務局職員２名の合計３

名分の人件費相当額を助成し、新十津川町社会福祉協議会が推進する社会福祉事業などの

計画的かつ安定的な執行を支援するものでございます。 

 ９番、民生委員児童委員協議会活動支援事業329万４千円は、委員の資質向上及び地域

福祉の向上のため、協議会の活動経費として交付金を計上しております。 

 10番、民生委員児童委員改選事務８万７千円は、民生委員児童委員の任期満了に伴う、

３年に１回の一斉改選のための推薦会開催に要する経費を計上しております。 

 11番、新十津川町赤十字奉仕団負担金７万２千円は、高齢者や福祉施設での行事などに

協力奉仕していることに対する経費の一部を助成するものでございます。 

 12番、北海道難病連負担金１万円は、難病患者団体の育成援助、相談室運営、患者や家

族の集会の開催などの事業を行っている団体への助成金を計上しております。 

 13番、地域福祉基金積立金65万５千円は、基金の運用収入を積み立てるものでございま

す。 

 以上、社会福祉総務費の説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目社会福祉総務費の説明が終わりましたので、質疑に入りま

す。 

 質疑のある方は、発言願います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、１目社会福祉総務費の質疑を終わり

ます。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、３款１項２目高齢者福祉費の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（遠藤久美子君） それでは、３款１項２目高齢者福祉費について、説明

させていただきます。 

 予算書は、108ページから111ページをお開きください。 

 本年度予算額１億8,710万６千円、前年度予算額１億8,138万１千円、比較572万５千円

の増額でございます。 

 増額となった主な要因は、老人福祉施設入所者が２名から３名に増加したこと、介護保

険事業の空知中部広域連合への負担金について、施設入所者が増加するとの見込みから増

額となったためでございます。 

 財源内訳は、国道支出金119万円、その他財源6,047万７千円、一般財源１億2,543万９

円でございます。 

 続いて、特定財源の内容を申し上げます。 

 道支出金、老人クラブ運営費補助金69万円は、道の補助算定に基づき、単位老人クラブ

支援事業及び老人クラブ連合会支援事業に充当するもので、補助率は３分の２以内でござ

います。権利擁護人材育成事業費補助金50万円は、市民後見人養成講座開催に係る経費に

充当するもので、補助率は100パーセントでございます。 

 その他財源としまして、老人福祉施設入所措置費本人・扶養義務者負担金133万８千円
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は、養護老人ホームに入所されている３名の方の本人負担金でございます。高齢者除雪

サービス利用者負担金35万４千円は、日常生活路の除雪にあっては、１か月２千円、ベラ

ンダの除雪にあっては、１回750円を基本に負担いただくものでございます。介護予防訪

問サービス利用料５万９千円は、訪問サービスの区分ごとの利用料金に対し、利用回数と

利用者数を見込んでいるものでございます。１回当り料金は、短時間訪問は200円、短期

集中訪問は300円、簡易訪問は200円となっております。生活支援サービス利用料１万９千

円は、日常生活支援サービスに対する利用者負担で、１回当り100円で、利用人数と利用

回数で見込んでおります。指定介護予防支援事業収入232万２千円は、国保連合会からの

要支援者に対するケアプラン作成及び管理に対する介護給付費を収入するものでございま

す。 

 110ページをお開きください。 

 長寿・健康増進事業補助金３万９千円は、高齢者の健康増進事業に対する北海道後期高

齢者医療広域連合からの補助金であり、ふるさと学園大学運営事業に充当するものでござ

います。シニアいきいきクラブ参加者負担金２万２千円は、クラブ活動の参加者から材料

費等の参加負担金でございます。緊急通報システム受信機本体回線使用負担金３万５千円

は、協定に基づき、雨竜町に当該システムに係る通信費の半額を負担いただくものでござ

います。介護予防・日常生活支援総合事業負担金2,536万７千円は、介護保険者である空

知中部広域連合から、町が実施する介護予防事業に対する経費負担金でございます。包括

的支援事業負担金3,011万４千円は、介護保険者である空知中部広域連合から、町が実施

する介護予防のための地域包括支援センター運営経費や包括的支援事業に対する経費負担

金でございます。任意事業負担金80万８千円は、介護保険者である空知中部広域連合から

町が実施する高齢者への支援事業で、要支援者に対する見守り給食サービス事業や成年後

見制度の費用に対する経費負担の収入でございます。 

 次に、主な経費別事業概要を申し上げます。109ページをご覧ください。 

 １番、ふるさと学園大学運営事業65万２千円は、おおむね60歳以上の高齢者を対象に、

経験、知識などを生かした学習意欲の高揚及び社会参加並びに体力の維持増進に資する魅

力あるカリキュラム全８回、13講座の開催経費を計上しております。 

 なお、新年度から北海道教育委員会が主催している道民カレッジへの連携講座登録を行

い、学習意欲の増進に資するとともに、より魅力ある大学として運営してまいります。 

 ２番、ゆめりあ部会運営事業６万９千円は、高齢者の趣味、特技を生かし、生きがいづ

くり、健康増進、地域文化の向上、世代間交流を図ることができるように、部会活動を支

援するための経費を計上しております。 

 ３番、シニアいきいきクラブ運営事業８万千円は、元気で意欲あるシニア世代を対象に、

新たな自分、新たな仲間、新たな生きがいを見出す場として、四つの講座を開催する経費

を計上しております。 

 ４番、福祉バス運営事業219万１千円は、無料バスの運行経費を計上しております。 

 ５番、高齢者除雪事業828万５千円は、高齢者等の冬期間における除雪の不安を解消し、

在宅生活の安心、安全を確保するため、除雪困難な70歳以上の高齢者世帯、障害者世帯等

を対象に実施する除雪サービス事業であり、日常生活路、ベランダの除雪を行う委託経費

及び除雪費助成事業として、間口除雪や置き雪に対応できる除雪作業や屋根の雪下ろしの
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作業に対して助成する経費を計上しております。 

 ６番、長寿を祝う会開催事業135万円は、高齢者に対し畏敬の念を表すとともに、末永

い健康及び幸せを願うため、実行委員会方式により開催する長寿を祝う会の開催負担金で

ございます。 

 ７番、単位老人クラブ支援事業90万円は、高齢者自らが、生きがいや健康づくり、ボラ

ンティア活動、地域の見守り活動など、明るい長寿社会づくりを目的に活動している17の

単位老人クラブに対する補助金を計上しております。 

 ８番、老人クラブ連合会支援事業57万９千円は、単位老人クラブ相互の連絡協調、普及

発展を図り、老人福祉増進に資することを目的とし活動している老人クラブ連合会に対す

る補助金を計上しております。 

 ９番、老人福祉施設入所措置事業566万１千円は、養護老人ホーム入所者に係る入所措

置経費で、歌志内市の楽生園に入所している３名分の経費を計上しております。 

 111ページをお開きください。 

 10番、緊急通報システム推進事業35万１千円は、高齢者、障害者の日常生活の安全確保

及び不安解消を図るため、レンタル方式により本体とペンダント型の緊急通報装置を設置

する費用及び電池交換費用を計上しております。なお、１月末現在の設置台数は56台、救

急搬送されたのは７回となっております。 

 11番、在宅要援護者通院支援事業26万４千円は、在宅要介護高齢者の通院に係る交通費

の一部を支給し、生活支援を図る目的に実施する経費20名分を計上しております。 

 12番、訪問看護事業84万円は、総合在宅事業団への訪問看護ステーション運営負担金及

び交通費の助成経費を計上しております。 

 13番、高齢者等居宅介護住宅改修費支援事業60万円は、住宅改修を行う、在宅の要支援、

要介護１の高齢者又は障がい者に対し、その費用の一部を助成するものでございます。 

 14番、介護保険事業１億2,801万１千円は、介護保険の保険者である空知中部広域連合

が実施する、介護保険制度の円滑な実施運営のための負担金が主なものでございます。 

 15番、介護予防訪問サービス事業401万９千円は、介護予防・日常生活支援総合事業の

うち、要支援者等に対する在宅での家事支援のため、支援員派遣事業の経費を計上してお

ります。事業費が増額となった理由は、現行型サービスの利用者が30年度に新たに６名増

加したことによるものでございます。 

 16番、介護予防通所サービス事業553万２千円は、要支援者等に対するデイサービス事

業などを実施する経費を計上しております。 

なお、減額となった理由は、基準緩和型デイが一般介護予防事業に移行したこと及び現

行型デイサービス、短期リハビリ型の事業を実施しているハーブガーデンが、事業所を町

外に移転することから、利用者が減少する見込みのためでございます。 

 17番、生活支援サービス事業12万５千円は、要支援者、チェックリスト判定該当者に対

して、見守りのサービスやゴミ出し、買い物支援を提供する介護サポーターへの謝礼経費

を計上しております。 

 18番、一般介護予防事業1,230万５千円は、身近な地域で、閉じこもり予防と身体機能

の向上のため、行政区自治会館などの会場で運動教室やサロン活動を実施する、すまいる

あっぷ事業開催経費を計上するもので、新年度からは全行政区で実施いたします。 
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また、町内でのボランティア活動や介護予防サポーター活動を積極的に推進いたします。 

新規にリハビリ活動支援事業として、すまいるあっぷ事業と連携し、会館で介護予防に

つながる運動やリハビリに関する相談、助言、指導等を行います。 

 19番、地域包括支援センター運営事業714万３千円は、高齢者の総合相談、要支援者な

どに対するケアプランの作成、アセスメント、地域ケア会議を実施する経費と臨時保健師

１名、介護支援専門員１名の賃金などの運営経費を計上しております。 

また、新規に権利擁護事業として、市民後見人養成講座を開催し、認知症高齢者や一人

暮らし高齢者の支援を行う市民後見人の新たな担い手を育成します。 

 20番、生活支援体制整備事業498万円は、地域の特性に合った高齢者への支援方法の構

築に向けた検討を行う協議体の運営や住民への具体的な支援活動を推進する地域コーディ

ネーターが、ゆめりあ内のボランティアセンターを拠点に活動する経費を計上しておりま

す。増額となった理由は、人件費の算定を臨時職員から正職員に変更したためでございま

す。 

 21番、認知症総合支援事業207万４千円は、認知症対策として、早期診断、早期対応が

できるように支援チームにより対応するため、制度上必要な認知症サポート医師の経費、

１市４町の各市町の支援チームに対応するコーディネーター役の介護系専門職員の経費を

計上しております。 

 また、認知症サポーター養成講座の開催や、認知症カフェの運営に対し、支援を行いま

す。 

 なお、平成30年度の初期集中支援チームにより対応した方は４名で、医療機関への受診

に結び付けております。 

 22番、在宅医療・介護連携推進事業48万９千円は、医療と介護をともに必要とする方に、

住み慣れた地域で自分らしい暮らしができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するた

めの連携を推進するもので、医療介護関係者の研修として、事業者向け研修会の開催、普

及啓発チラシの作成などの経費を計上しております。 

 23番、任意事業（地域支援事業）60万６千円は、高齢者を対象とした成年後見制度に基

づく申し立てがあったときに、その手続きに係る費用、要介護者に対する配食サービスの

際の見守り活動に対する謝礼、また、新規に成年後見等報酬助成費を計上いたしました。 

 以上、高齢者福祉費の説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ２目高齢者福祉費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑のある方は、発言願います。 

 ７番、安中経人君。 

○７番（安中経人君） 事業メニューの21番の認知症総合支援事業ということで、今の説

明ですと、隠れ認知から認知の予備ということで、若年認知で突発的に起きてくる人は別

でも、我々は当然、そういう水域に入ってきてる年齢にあるのですけれども、この総合支

援事業、どういう初期あるいは疑わしき、あるいは隠れというものを、どういう具合に取

り組んでいく事業になっているのか、非常にこれからそういう方に入っていくと多大なサ

ポートを必要とする中で、長い人生やっていかなきゃいけないということで、非常に介護

費用が跳ね上がってくることですね。それの前段でそういうことを考えてやっていくかど
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うかということを、もう少しこの事業について詳しく説明お願いしたいんですが。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（遠藤久美子君） それでは、７番議員さんのただ今の認知症の総合支援

事業の中身について、もう少し詳しくということで、担当副主幹よりお答えさせていただ

きます。 

○保健福祉課副主幹（宮本昌枝君） 保健福祉課副主幹宮本でございます。 

 認知症の事業に関しては、総合的に多様な事業の方を準備しておりまして、課長の説明

にもありましたように、初期集中ということで、認知症のこれは初期段階というよりも、

早めに対象者が分かった段階で、早く対応してきちんと治療に結びつくということが一番

大きな目標なので、これに関しては発症者が主なものとなっております。 

 それ以前の認知症予防の部分に関しては、平成31年度から一般介護予防事業で行われる

すまいるあっぷ事業の中に、町の地域包括支援センターの保健師の方が、月に１回定例で

入る中で認知症の予防の支援の講義を行ったり、相談を行ったりという形で対応していく

というのが一つまた大きな柱としてはございます。 

 その他に、認知症サポーターの要請ということで、平成31年度は３回、講座の開催を予

定しているという部分があります。 

 その他にも、中空知のＳＯＳネットワークということで、徘徊等により行方不明になっ

た人等の対応を広域で対応していったりというような事業も参加しておりますので、多様

な形で事業は実施するということになっております。 

 その他にも、カフェの中でこの支援員というのがカフェの中に参加しておりまして、そ

の中で参加者からのご相談だったりという形でも対応しております。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ７番、安中経人君。 

○７番（安中経人君） 私が聞きたかったのは、今のメニューの中でということではなく

て、今、認知に対する研究が相当進んでいるので、医療機関あたりで人間の細胞あるいは

どこかで何かがスイッチが入ると、装置が入っていくということで、かなり研究が進んで

いるのをテレビだとか、例えば、調べていくと、そういうのが出てるわけなんですよ。 

 ですから、そういう先端的な研究機関との間の連携が今後持っていかなきゃいけないん

でないかなと思ってるんです。そこまでは考えていないということですね。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（遠藤久美子君） ただ今の７番議員の質問にお答えさせていただきます。 

先端医療、医療機関との連携だとかいう今、お話だったんですけれども、介護のこの認

知予防の中では、そういう医療機関とのそういうやり取りというか、情報連携だとか、そ

ういうことは今言われておりませんし、本町としても今の段階では考えておりません。以

上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

 ４番、小玉博崇君。 

○４番（小玉博崇君） ２点質問させていただきたいと思います。 
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 まず、事業番号７番の単位老人クラブ支援事業についてですが、以前、一般質問等でも

あったように、単位老人クラブの活動で、やはりなかなか移動する部分において活動に困

難性が生じているというようなことから、町の方では年に１回追加をして、移動の支援を

行うという方向性で考えますというようなことだったかなというふうに認識しております

が、今回の予算の中でそういったものがどのような形で考慮されているのかというのが１

点。 

 もう１点は、19番、地域包括支援センター運営事業の、先ほどのご説明にあったとおり、

市民後見人の養成講座を行うということでしたが、こちらの講座について、地域包括支援

センター単独で行っていくのか、また、そこが中心となって社会福祉協議会等にこの講座

を委託するのか、また、町としては、どの程度の市民後見人の養成を考えているのかをご

質問したいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（遠藤久美子君） それでは、４番議員のただ今のご質問にお答えいたし

ます。 

 まず一点目、単位老人クラブの活動を支援するため、年１回くらい移動支援をするとい

うことの予算的な措置は組まれているかというご質問でございますが、町内移動であって

も福祉バスなどを利用していただくということで、新年度からやるようにしておりますけ

れども、特別それに伴って新たな予算というのは増えておりません。燃料費がかかったり、

臨時運転手が運行するということになりますけれども、包括的な中で考えております。 

 もう一点目、後見人の養成講座についてどのような形でという話なんですけれども、現

在、今、考えておりますのは、先ほど社会福祉協議会とかというふうにご質問されました

けれども、本町の社会福祉協議会にも打診をしまして、やっていただけないかどうかとい

うことでお話したところ、本町の社会福祉協議会ではちょっとできかねるということで、

滝川市の社会福祉協議会にご相談させていただきまして、滝川市の社会福祉協議会が滝川

市としての講座もやるので、新十津川町の方も合わせて一緒にやれますよということで、

滝川市さんの社会福祉協議会にお願いする予定で、今考えております。 

 それで、定員としては、講座全体で20名という枠の中で考えておりますので、本町が何

名というところはありませんけれども、なかなかハードな研修会でして、ボリュームもあ

り、回数もあって、やっぱり大変な講座であるということで、何名の方がいらっしゃるか

分かりませんけれども、全額補助事業ということでもありまして、今回は20名の枠の中に

町民の方を入れていこうというふうに考えています。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございますか。 

 ８番、青田良一君。 

○８番（青田良一君） お尋ねします。22番、在宅医療介護連携推進事業ということで、

多分、昨年度新規事業という形で説明があって、100万ちょっとくらいの予算付いていた

と思うのですけれども、今年は48万９千円ですか、予算が減ったということは、簡単に言

えば仕事が無くなったという意味だと思うんで、その１年間やったこの事業の成果と今年

度予算を減らしたという部分の内容について、ご質問をしたいと思います。 
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○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（遠藤久美子君） それでは８番議員のただ今のご質問にお答えさせてい

ただきますが、担当の副主幹よりお答えいたします。 

○保健福祉課副主幹（宮本昌枝君） 保健福祉課副主幹宮本です。在宅医療介護連携推進

事業に関しては、平成30年度はパンフレット等に係る実質的な経費が非常に予算の中に盛

り込まれておりまして、そちらの方は一度作成すると毎年掛かる経費ではないので、そこ

の部分が落ちているというところが大きな要因かと思います。 

 その他の研修等に関しては実施内容は変わりませんので、そこに係る業務というところ

は同じように見ています。 

 その他にも平成31年度に関しては、別事業、同じようなパンフレットというか、地域住

民に高齢者に推進していく事業も一応は予定しておりますので、業務内容というか、実質

的な内容については、それほど変わりないかなというふうに見込んでおります。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

○保健福祉課副主幹（宮本昌枝君） すみません、追加の説明。 

 今年度における事業の成果物として、３月に作成が終了する予定になっているのですけ

れども、在宅医療介護連携のパンフレットということで、管内砂川、滝川管内におけるい

ろいろなさまざまなサービスを取りまとめた冊子ができる予定でおります。30年度の一番

大きな成果としては、それになるかと思っております。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ８番、よろしいですか。 

 次の質問お願いします。 

○８番（青田良一君） 今の話は分かりました。 

 素朴な質問なんですけども、例えば、生活支援サービスというような形の、さっきの内

容の説明がありましたけども、高齢になりますと、一人で、ここで言っているようなこと

がいろんな形で出てくると思うんだけれども、こんなに細かくいろんな事業が切ってあり

ますけれども、たまたま前に鈴井さんがいますけども、鈴井さんのお宅に行った時に、生

活支援という形で、お弁当ならお弁当を作ってあげるという用事だけで行くというような

ことをやっているのか、実際には、病院のことも考えなきゃならないだろうし、それから

時間があればデイサービスへの通所等についても、皆そういうお年だからこういうサービ

スが必要なわけなんだけれども、それを総合的に一人の人に対して、行った人が判断をし

ながらそういうことの対処をしているのかどうか、別の事業で書いてあると、一つひとつ

が、一つの事業が一人に対してだけ当てはまって、それでおしまいみたいな感じでこれ読

みとっちゃうんだけれども、そういう対応の仕方について、もうちょっと総合的にこれを

やっているんだというようなことが分かるようにちょっと説明していただければありがた

いなと思うんですけれども。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（遠藤久美子君） それでは８番議員のご質問に、担当副主幹よりお答え

させていただきます。 

○保健福祉課副主幹（宮本昌枝君） 保健福祉課副主幹宮本です。 
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 事業は一つひとつバラバラなようなんですけれども、高齢者からのご相談だったり、地

域住民からの、例えば、近隣の方に対するご相談が、基本的には包括支援センターに入る

ところが一番基本になっております。その中で、介護認定が必要なのかどうか、要介護で

はなくて、要支援の対象者のレベルなのか、それとも要支援にも該当しないけれども、定

期的に様子を見ていった方がいい人なのかというところを、こちらの方で面談等情報を収

集する形でいろいろアセスメントして対応しているというところが、一番基本的なやり方

になっております。 

 その中で、要介護であればケアマネージャーという方をきちんと紹介して、その方が一

見バラバラに見える事業を取りまとめて、その方には何が必要なのかというところを検討

しているところでございます。 

 包括支援センターに関しては、要支援者等々一般の方に関しても、サービスにつながら

なくてもやはり必要な支援が何なのかというところを考えまして、担当地区というのもご

ざいますので、そこの地区を受け持ている保健師の方が対応しているということになりま

すので、バラバラなように見えてても、それをうまくつなぐという必ずその人の核になる

担当者というのを付けております。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 ５番、白石昇君。 

○５番（白石昇君） 今、青田さんや何人かの質問に関連をする部分があると思いますけ

れども、要支援と要介護、これ時々支援になったり、介護３になったり、４になったりと

いう、そういう認定が変わってきますよね。本当の高齢者になった時に、聞き取り調査を

すると、大体、歩けるかいって聞いたら、歩けないのに歩けるって言うんですよね。大体、

そういうもんなんです。 

それを受けて要介護３だったのが要支援になったりとかして、その後、全然動けなく

なってどうしようというような、現実にそういうことが実際の現場で起きているわけなん

ですね。 

 そういうことの見直しを電話１本でしていただければ、本当にありがたいなというよう

な、そういう事例が実際にあるということ。 

 それと、もう100歳近くなる高齢者、それの息子さんが、もう間違いなく老老介護の、

本当の最悪の状態に入っている状態の人がやはり何人かいるということなんですね。そし

て、そういう時に、突発的に一年間要支援２なら２、要介護３なら３でいければいいんだ

けれども、大体、本当の高齢者というのは、一年間で何回もアップダウンがあるんですよ

ね。両方がダウンした時に介護をする人がいなくなって大変だということは、今、すぐ私

の近くで現実に起こっているわけなんです。 

 だから、そういうことをもう一度見直しを素早くやってくれるような、そういうシステ

ムというのがあるのか、ないのか、ちょっと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。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（遠藤久美子君） ５番議員のただ今の質問にお答えさせていただきます

が、認定の程度が変わるというのですかね、支援、介護の中でも１から５のランクがあっ
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て、状況が変われば、いろんな所から情報が入ってきます。もちろんご本人というか、家

族の方からくる場合もありますし、医療機関を受診していれば、医療関係者から誰々さん

がこういう状況なのでということで、こちらにはいっぱいいろんな所から、関係する所か

ら連絡が入りますので、状態が変わって、やっぱりこの方は要介護１ではないということ

になれば、私どもは出向いて行って、病院に行くなら病院に行く、自宅に行くなら行くで、

面接するなりして対応しますので、黙ってどこからも情報がないとなかなかそれは分かり

かねますけれども、それは変わるたびに調査はしますし、結果的に判定の結果、変更とい

うことにはなると思います。 

 それともう一点の老老介護のようなことで、本当に介護する側がいなくなった時の対応

というお話ですね、ちょっとそちらについては、副主幹の方からお答えさせていただきま

す。 

○副主幹（宮本昌枝君） 保健福祉課副主幹宮本です。 

 老老介護の問題は非常に以前から出てきているかと思います。本町においても老老介護

の状況の人は見受けられますし、ただ、その状況については、こちらの方からも地域にど

のような方が住んでいるのかという情報もとっておりますし、地域の方からも、心配なん

ですけどということで声掛けていただいた場合は、こちらからきちんと訪問して対応する

ようには心がけているかなと思いますし、同じ老老介護をしている中で、介護しているお

子さん達が、疲労度が分からない中で一生懸命やってしまっている場合もありますので、

近隣からお声かけいただいたりとか、そういう方をお見受けしたら、ちょっと遠方に住ん

でいる方に直接こちらからご連絡を取って、いろんな形で調整したり等々しておりますの

で、情報さえ入るところが間違えなく近隣なりでも、ご家族でもやっていただければ対応

はしております。 

 実際のところ遠方の方から電話が、相談があって、行って見たらそのお宅が老老介護

だったという場合もありますので、どこからかしら情報が入るというところが一番基本か

なというふうに押さえております。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

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） 質疑がないようですので、２目高齢者福祉費の質疑を終わりま

す。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、３款１項３目障害者福祉費の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（遠藤久美子君） それではご指示がございましたので、３款１項３目障

害者福祉費について、説明いたします。 

 予算書は、110ページから113ページをお開きください。 

 本年度予算額３億2,687万３千円、前年度予算額３億586万１千円、比較2,101万２千円

の増額でございます。 

 増額となった主な要因は、障害者自立支援事業の障害福祉サービスの利用者増に伴う給

付費の増加によるものでございます。 
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 財源内訳は、国道支出金２億3,008万５千円、一般財源9,678万８千円でございます。 

 続いて、特定財源の内容を申し上げます。 

 国庫支出金は、障害者介護給付費等負担金１億2,401万３千円、障害児施設給付費等負

担金1,536万５千円、障害者自立支援医療（更生医療）費負担金881万４千円。 

112ページをお開きください。 

 障害者自立支援医療（育成医療）費負担金10万３千円、身体障害者補装具給付費負担金

80万円、以上は、いずれも補助率は２分の１でございます。 

地域生活支援事業費等補助金432万７千円は、移動支援及び基幹相談支援センターの委

託料、日常生活用具及び成年後見制度利用の扶助費に対するもので、補助率２分の１以内

でございます。 

特別児童扶養手当事務取扱委託金３万８千円は、受給児童１人当りの委託単価による事

務取扱委託金でございます。 

 道支出金は、障害者介護給付等負担金6,200万６千円、障害児施設給付費等負担金768万

２千円、障害者自立支援医療（更生医療）費負担金440万７千円、障害者自立支援医療

（育成医療）費負担金５万１千円、身体障害者補装具給付費負担金40万円、これらはいず

れも、負担率４分の１でございます。 

 地域生活支援事業費等補助金207万９千円は、補助率４分の１以内でございます。 

 次に、主な経費別事業概要を申し上げます。111ページをお開きください。 

 １番、障害者自立支援事業２億8,080万１千円は、知的、身体又は精神の障害を持って

いる方に対する施設入所支援、生活介護などの給付費、空知中部広域連合で実施している

障害支援区分審査会に係る負担金、その他の事務経費でございます。このうち、障害者介

護給付費につきましては、日中活動において就労機会の提供や生産活動に必要な知識及び

能力向上のための訓練の場である就労継続支援サービス利用者、グループホーム入居者な

どの増加を見込んで計上しております。平成31年２月末現在の障害者自立支援事業支給対

象者数は、児童35人を含み116人でございます。 

 ２番、障害者自立支援医療（更生医療）費給付事業1,765万１千円は、人工透析を受け

ている方と新規の申請者を含め、31名分の医療費給付費を計上しております。平成31年２

月末現在の更生医療受給者証の交付者は23名でございます。 

 ３番、障害者自立支援医療（育成医療）費給付事業20万６千円は、身体障がいを除去し、

又は軽減する等の治療により確実に効果が期待できる18歳未満の方を対象に、口蓋裂、先

天性心疾患等の治療に係る自己負担分の扶助費を計上しております。 

 ４番、障害者補装具費支給事業160万円は、車椅子、補聴器、眼鏡等の補装具の購入又

は修理に係る費用の扶助費でございます。 

 ５番、地域生活支援事業1,227万９千円は、障害者総合支援法に基づき、障害者に対す

る移動支援、日中一時支援などの委託料、総合的かつ専門的相談支援業務の委託料、紙お

むつ、ストマなどの日常生活用具の購入に係る扶助費等を計上するとともに、新たに成年

後見制度利用の報酬費用１名分を計上しております。 

なお、相談支援業務には自立支援協議会を設置するための設立準備及び設立後の運営等

の業務を含めるものとしております。 

113ページをお開きください。 
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 ６番、寝たきり重度心身障害者等介護手当支給事業36万円は、65歳未満の寝たきり、在

宅重度心身障害者又は在宅特定疾患者の日常生活を介護している家族に手当を支給して、

在宅生活を支援する経費を計上しております。 

 ７番、重症心身障害者機能訓練支援事業14万３千円、８番、精神障害者社会復帰施設等

通所交通費支援事業79万２千円。９番、障害児通所支援事業所等通所交通費支援事業20万

５千円。これらは、それぞれの障害を持つ方が、通所の負担軽減や閉じこもり予防のため

交通費を助成する経費を計上しております。 

 10番、特別児童扶養手当支給事務３万９千円は、受付、認定証の交付など支給事務に必

要な消耗品購入経費を計上しております。 

 11番、身障福祉協会支援事業３万３千円は、会員の密なる連携と団結を図るため、各種

研修会への参加や他団体との交流により、福祉の増進に努める協会への補助金を計上して

おります。 

 12番、地域活動支援センター負担金668万４千円は、町社会福祉協議会が設置している

あざれあ工房に対する運営負担金及び砂川市のぽぽろに対する運営負担金を計上しており

ます。あざれあ工房の利用者９名は、全員本町の住民で、ぽぽろの本町利用者は２名でご

ざいます。 

 13番、子ども通園センター負担金608万円は、心身の発達に遅れのある児童の療育指導

を行うとともに、当該保護者に必要な指導を行う子ども通園センターに対する運営負担金

を計上しております。 

なお、平成30年度の本町の利用状況でございますが、実人数は16人、延利用人数は見込

みで425人でございます。 

 以上、障害者福祉費の説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ３目障害者福祉費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑のある方は、発言願います。 

 ４番、小玉博崇君。 

○４番（小玉博崇君） それでは２点ご質問したいと思います。 

 １点目ですけれども、障害者自立支援事業の部分で、先ほど本町が負担している方、児

童35名を含む115名というふうにありましたが、恐らく、新十津川町にいない方、援護の

実施者として負担している方もいると思いますので、現在、町内にいる方と町外にいる方

の内訳が分かれば教えていただきたいなというの１点。 

 それともう一つ、５番、地域生活支援事業の中に、今回、相談支援の部分も含めて、自

立支援協議会の設置準備に係わる費用も含まれていますというような説明がありました。

で、今回、委託費、事業調書の方を見ますと、相談支援事業の予算が約200万ほど増額し

ています。 

この相談支援の中に、すべてこの200万円の増額の部分が自立支援協議会の準備にかか

る費用として考えていいのか、それとも、この460万から660万に増加したのは、単純に期

間相談支援センターの運営事業として増額になって、別立てで自立支援協議会の準備に係

る経費が計上されているのかを教えて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。 
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 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（遠藤久美子君） それでは４番議員のただ今のご質問にお答えさせてい

ただきます。 

 まず１点目の障害者自立支援の受給者の中に町内在住者とそうではない方の人数、内訳

はどうなっているかというご質問ですけれども、大変申し訳ありませんが、ただ今、その

人数については、詳細については、資料持ってきておりません。 

 ２点目でござます。地域生活支援の中の相談業務の中に、自立支援協議会の設立の関係

ですけれども、今考えておりますのは、委託料は増額しておりますけれども、予算として

は、基幹相談支援委託といたしまして660万ほど、今考えておりまして、全額が自立支援

のかかる分ではございません。相談支援の分の委託料につきましては、相談にかかる業務

量が増えているということから、そもそもの相談業務委託料は増額になってございます。 

 それで、人件費相当分を自立支援協議会の設立準備と、今の予定といたしましては、９

月又は10月頃に設立を目指して、設立後につきましては、相談事業所にここの運営もお願

いするということで、人件費相当分を増額で計上しておりまして、計算の基礎といたしま

しては、自立支援協議会に係る分といたしましては、40万円程を増額させていただいてお

ります。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 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） 質疑がないようですので、３目障害者福祉費の質疑を終わりま

す。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、３款２項１目児童福祉費の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（遠藤久美子君） それでは、ご指示がございましたので、３款２項１目

児童福祉費について、説明いたします。 

 予算書は、112ページから115ページをお開きください。 

 本年度予算額５億3,142万６千円、前年度予算額２億8,220万９千円、比較２億4,921万

７千円の増額でございます。 

 増額の主な要因は、保育園の増築改修事業費を計上していること、昨年度は、当初予算

で保育園の屋根及び暖房の改修工事費を計上しておりまして、その差額分が増額となった

ものでございます。 

 財源内訳は、国道支出金7,885万３千円、地方債２億510万円、その他財源3,628万２千

円、一般財源２億1,119万１千円でございます。 

続いて、特定財源の内容を申し上げます。 

 国庫支出金、児童手当交付金5,904万７千円は、被用者の３歳未満は補助率45分の37、

それ以外は３分の２の補助率となっております。子ども子育て支援交付金330万円は、補

助率３分の１の子育て支援に対する国の補助金でございます。 

 道支出金、児童手当負担金1,320万６千円は、被用者の３歳未満は補助率45分の４、そ

れ以外は補助率６分の１でございます。子ども子育て支援交付金330万円は、補助率３分
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の１の子育て支援に対する道の補助金でございます。 

 地方債、保育園増築改修事業債２億510万円は、保育園増築改修工事費に充当いたしま

す。 

 次に、その他財源としまして、放課後児童クラブ保護者負担金60万円は、児童１人につ

き、１か月1,000円の保護者負担金でございます。新十津川保育園児童保護者負担金965万

円は、児童103人分の保護者負担の保育料でございます。 

なお、10月から幼児教育の無償化が始まることから、保護者負担金については、３歳以

上及び２歳児までの非課税世帯分876万２千円は、減額になると見込んで計上しておりま

す。 

第３子以降の子どもを養育する保護者に対して、保育料を全額免除する多子世帯子育て

支援による保育料の無料については、13名分を見込んでおります。保育園送迎費用保護者

負担金18万円は、送迎児童５人分の月額3,000円の負担金でございます。基金運用収入100

万３千円は、子ども夢基金の預金利子収入を見込んでおります。 

 114ページをお開きください。 

ふるさと応援基金繰入金143万６千円は、新十津川保育園管理運営事業に充当するもの

でございます。子ども夢基金繰入金2,340万８千円は、子育て支援に関する事業に充当す

るもので、放課後児童クラブ管理運営事業、子ども生活応援事業の得きっずカード、新十

津川保育園管理運営事業の３事業の財源としております。児童館行事参加負担金５千円は、

事業参加に際し、材料費等の応分の負担をしていただくものでございます。 

 次に、主な経費別事業概要を申し上げます。予算書、113ページをお開きください。 

 １番、児童手当支給事業8,550万８千円は、家庭等の生活の安定に寄与し、次代の社会

を担う子どもの健やかな成長を支援するため、０歳児から中学校修了前の児童、生徒を対

象に、当該児童、生徒を養育している方に、３歳未満にあっては月額１万５千円、３歳以

上の第１子、第２子にあっては月額１万円、第３子以降にあっては月額１万５千円、中学

生にあっては月額１万円、所得制限特例支給対象者は月額5,000円を年３回に分けて支給

する事業でございます。 

 ２番、児童館管理運営事業1,002万９千円は、児童の放課後の受け入れ先並びに健全な

遊び場として、その健康増進及び情操育成を目的とする児童館の管理運営費であり、臨時

児童厚生員の雇用経費、発達障害などの心配のある児童への対応、保護者に対する相談援

助を目的として、子育て支援アドバイザーの雇用経費の他、遊具の修繕費用、職員用パソ

コン３台の更新費用を計上しております。 

 ３番、子育て支援センター管理運営事業616万６千円は、乳幼児期の子育て家庭等に対

する育児不安などについての相談指導、季節行事による親子のふれあいの場を提供し、子

育て家庭に対する育児支援を目的とする子育て支援センターの管理運営費であり、臨時指

導員雇用経費、子育て支援ボランティアだっこの会に対する交付金の他、タイルカーペッ

ト、職員用パソコン３台の更新費用などを計上しております。 

 ４番、放課後児童クラブ管理運営事業777万８千円は、小学校に就学している児童を持

つ家庭で、保護者が昼間、家庭にいない児童を対象に、適切な遊びと生活の場を与え、子

どもの健全育成を図る放課後児童クラブの運営経費で、４人の臨時支援員雇用経費、光熱

水費などの維持管理経費の他、業務用掃除機、タイルカーペット、職員用パソコン３台の
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更新費用を計上しております。 

 ５番、子ども生活応援事業964万１千円は、高校生までの子供がいる世帯に対しポイン

トカードを配布し、満点となった場合に満点割増しを行うものでございます。カード交付

世帯を490世帯と見込んでおり、満点となるカードは交付枚数に対して75パーセントを見

込んでおります。 

 その他に、３、４ヶ月の乳幼児健診時に、紙おむつ用のゴミ袋を贈呈する経費も合わせ

て計上しております。 

 ６番、新十津川保育園管理運営事業１億2,088万円は、指定管理者である学校法人華園

学園との協定に基づき保育所事業を実施する新十津川保育園の管理運営費委託料、入所児

童103人分の運営費並びに延長保育及び一時保育の運営費、バス送迎費用等の他、新たに

保育士確保対策として、指定管理者が新十津川保育園に勤務する職員に対して支給する特

別手当の一部を支援する経費、本俸の14パーセント分590万８千円、グラウンドの樹木剪

定経費143万６千円を計上しております。 

なお、保育園の31年４月１日現在の入園児童は、０歳児３人、１歳児16人、２歳児10人、

３歳児22人、４歳児24人、５歳児26人の合計101人の予定となっております。 

 ７番、新十津川保育園増築改修事業２億8,746万３千円は、待機児童対策としての保育

園増築改修工事費、工事期間中の仮設園舎の設置費、使用料、解体費、また、引っ越しに

係る経費等を計上しております。 

８番、子ども・子育て支援事業19万３千円は、子ども・子育て支援計画の計画期間終了

に伴う、次期計画策定のための計画書印刷費等を計上しております。 

 ９番、保育所広域入所負担金266万３千円は、本町から他市町の保育所に入所した場合

の、児童３人分の入所負担金を計上しております。 

 10番、病後児保育広域連携負担金10万２千円は、新十津川保育園に入所している園児を

対象に、ケガや病気などの回復期で、集団保育でなく、専用施設で看護師の下で個別に保

育を受け入れることに対する滝川市へ負担する経費で、施設の維持管理や、人件費相当を

負担するものでございます。 

 11番、子ども夢基金積立金100万３千円は、基金の保有に対する預金利息を基金に積み

立てる金額を計上しております。 

 以上、児童福祉費の説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目児童福祉費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、１目児童福祉費の質疑を終わります。 

                                       

 ◎散会の宣告 

○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。 

 13日は、午後１時より本会議を再開しますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の本会議はこれにて散会いたします。 

どうもご苦労さまでした。 
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（午後３時20分） 
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     ◎開議の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） 皆さん、こんにちは。 

ただ今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。 

（午後１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、お手元に配付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。 

 会議録署名議員は、新十津川町議会会議規則第127条の規定により、１番、進藤久美子

君。２番、杉本初美君。両君を指名いたします。 

                                       

     平成31年度予算審議 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２、議案第13号、平成31年度新十津川町一般会計予算を

議題といたします。 

昨日に引き続き、内容の説明及び質疑を行いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは冒頭ですけれども、昨日の予算審議の中で、４番、小玉議員の方から質疑があ

りました部分で資料が手元にないということから答弁もれとなっておりました部分があり

ますので、そこで答弁をいたしたいということで申し出がありますので、答弁を許します。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（遠藤久美子君） 議長のお許しをいただきましたので、昨日、答弁もれ

がありましたので、本日報告させていただきます。 

 予算書111ページ、３款１項３目障害者福祉費、事業番号１番の障害者自立支援事業の

中で、障害者自立支援事業の支給対象者116名の町民の方と、そうでない方の人数という

ことだったのですけれども、詳細を申し上げます。116人のうち児童の方が35人で、この

方々は全員町民でいらっしゃいます。残り81人いらっしゃいますが、町民の方が44人、町

外にお住いの、いわゆる居住地特例となっている方が37人でございまして、児童合わせま

して町内にお住まいの方は、79人となります。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 それでは、４款衛生費から審議に入ります。 

 １項１目保健衛生総務費の説明を求めます。 

 住民課主幹。 

○住民課主幹（窪田謙治君） ご指示をいただきましたので、４款１項１目保健衛生総務

費について、ご説明いたします。 

予算書は、116ページ、117ページをお開きください。 

 保健衛生総務費。本年度予算額２億3,991万３千円、前年度予算額２億3,512万１千円、
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比較479万２千円の増額でございます。 

増額の主な要因は、後期高齢者医療の医療給付費が増額となったことによるものでござ

います。 

 財源内訳は、国道支出金5,922万３千円、一般財源１億8,069万円でございます。 

 次に、特定財源についてご説明いたします。 

国庫支出金で、国民健康保険基盤安定事業負担金929万１千円。 

道支出金で、国民健康保険基盤安定事業負担金2,628万９千円。 

同じく後期高齢者医療基盤安定事業負担金2,364万３千円でございます。これらは、国

民健康保険や後期高齢者医療保険の経営を安定させるために、保険税などの軽減や医療給

付などの状況に応じて国と道から交付されるもので、それぞれの保険の特別会計繰出金に

充当しております。 

 次に、主な経費別の事業概要について、ご説明申し上げます。 

 １番、救急医療啓発普及事業負担金65万円につきましては、休日又は夜間診療の受け入

れ態勢の確保と地域住民に対する救急医療知識の普及啓蒙にかかる経費について、滝川市

医師会分44万９千円と空知医師会分20万１千円を負担するものでございます。 

 ２番、広域救急病院群輪番制運営事業負担金27万３千円につきましては、休日又は夜間

の重症救急患者の受け入れ態勢確保を目的として、砂川市が幹事となって中空知５市５町

で運営している事業に対する負担金であります。 

３番、後期高齢者医療療養給付費負担金１億2,862万２千円につきましては、本町分の

療養給付費見込みによる負担対象額に12分の１を乗じて得た額を、法律の定めるところに

より一般会計で負担するものです。 

なお、平成31年度の一人当たり給付見込み額は109万6,570円となっております。 

 ５番、国民健康保険特別会計繰出金7,403万２千円につきましては、低所得者などに対

する保険税の軽減分に対して負担するための保険基盤安定負担繰出分が4,744万円、保険

者の原因によらない高齢者割合の高さ、所得水準の低さ、病床数の多さを勘案して行う支

援に対して負担する財政安定化支援事業繰出分が1,196万４千円、被保険者に支給する出

産育児一時金に対する繰出分が224万円、空知中部広域連合の国保事業に要する事務費に

対して町が負担する繰出分が988万円、町が直接経費として支出する事務費に対する繰出

分が250万８千円、これらを合わせた額を国民健康保険特別会計に繰り出すものです。 

６番、後期高齢者医療特別会計繰出金3,628万８千円につきましては、低所得者などに

対する保険料の軽減分を補てんするための保険基盤安定負担繰出分が3,152万５千円、北

海道後期高齢者医療広域連合の共通経費に対して町が負担する繰出分が372万５千円、町

が直接経費として支出する事務費に対する繰出分が103万８千円、これらを合わせた額を

後期高齢者医療特別会計に繰り出すものです。 

以上、保健衛生総務費の説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い申

し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目保健衛生総務費の説明が終わりましたので、質疑に入りま

す。 

質疑のある方は、発言願います。 

〔「なし」と言う人あり〕 
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○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、１目保健衛生総務費の質疑を終わり

ます。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、４款１項２目環境衛生費の説明を求めます。 

 住民課主幹。 

○住民課主幹（窪田謙治君） ご指示をいただきましたので、４款１項２目環境衛生費に

ついて、ご説明いたします。 

予算書は、116ページから119ページまでになります。はじめに116ページ、117ページを

お開きください。 

 環境衛生費。本年度予算額3,947万３千円、前年度予算額1,278万７千円、比較2,668万

６千円の増額でございます。 

増額の主な要因は、滝の川斎苑改築工事着工による中空知衛生施設組合負担金の増額に

よるものでございます。 

 財源内訳ですが、国道支出金104万７千円、地方債3,180万円、その他財源81万８千円、

一般財源580万８千円でございます。 

次に、特定財源についてご説明いたします。 

国庫支出金で、浄化槽設置整備事業補助金89万７千円は、町が住民に対して行う補助事

業費の基準額に対して３分の１の助成を受けるもので、浄化槽設置整備事業に充当いたし

ます。 

社会資本整備総合交付金15万円は、町の勧告等により危険空き家の除却を行った際に助

成する金額に対し国から助成を受けるもので、補助率は50パーセントでございます。これ

は危険空き家対策事業に充当することといたしております。 

地方債で、火葬施設整備事業債3,180万円は、滝の川斎苑改築事業に係る負担金に充当

いたします。 

その他財源で、墓地使用料８万１千円、これは弥生霊園以外の墓地で一区画当たり２万

７千円に対し、新規申し込み分３件分を見込んでおります。 

弥生霊園使用料59万４千円は、自由墓地一区画29万７千円に対し、新規申し込み２区画

分を見込んでおります。充当先は墓地管理事業としております。 

畜犬登録手数料３万円は、新規登録10頭分です。 

畜犬注射済票交付手数料11万円は、200頭分を見込んでおり、いずれも狂犬病予防事業

に充当いたします。 

浄化槽清掃業許可手数料３千円は、新規登録事業者１件分を見込んでおり、浄化槽設置

整備事業へ充当いたします。 

 次に、主な経費別の事業概要について、ご説明申し上げます。 

 １番、環境保全事業21万８千円につきましては、環境保全に係る会議出張旅費、公共敷

地内におけるハチ駆除にかかる手数料10件分を見込んだ16万５千円の他、駆除剤の購入費

などを計上しております。 

続いて３番、墓地管理事業109万８千円につきましては、墓地に係る仮設トイレ設置借

上げ料や水道料21万４千円、草刈りや樹木剪定手数料71万円などを計上しております。 

 ４番、浄化槽設置整備事業270万３千円につきましては、合併処理浄化槽５人槽２基、
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７人槽５基に対する補助金の申請を見込んで計上しております。 

５番、危険空き家対策事業49万６千円につきましては、空き家等対策審議会の２回開催

経費として審議委員６名分の報酬と費用弁償７万２千円、解体に係る補助金の申請を見込

んで１件分30万円、危険空き家に係る緊急安全措置経費10万円などを計上しております。 

６番、中空知衛生施設組合負担金（火葬場）3,487万６千円につきましては、火葬場維

持管理費及び組合共通経費に対する負担金270万円の他、本年度は滝の川斎苑改築工事に

係る本町負担分3,197万６千円を計上しております。 

 以上、環境衛生費の説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い申し上

げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ２目環境衛生費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、２目環境衛生費の質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、４款１項３目福祉医療費の説明を求めます。 

 住民課主幹。 

○住民課主幹（窪田謙治君） ご指示をいただきましたので、４款１項３目福祉医療費に

ついて、ご説明いたします。 

予算書は、118ページ、119ページをお開きください。 

 福祉医療費。本年度予算額4,278万４千円、前年度予算額5,015万円、比較736万６千円

の減額でございます。 

減額の主な要因は、前年度に医療費助成レセプト併用化に伴う福祉医療システム改修に

加え、各助成事業で扶助費等の積算の見直しを行ったことによるものでございます。 

 財源内訳ですが、国道支出金932万１千円、その他財源2,242万６千円、一般財源1,103

万７千円でございます。 

次に、特定財源についてご説明いたします。 

国庫支出金で、未熟児養育医療費国庫負担金18万２千円。補助率は補助対象経費の２分

の１。 

道支出金で、未熟児養育医療費道負担金９万１千円。こちらの補助率は補助対象経費の

４分の１で、双方とも未熟児養育医療費助成事業に充当しております。 

子ども医療費助成補助金265万３千円。これは道の基準に合わせて小学生未満の乳幼児

については入院と通院を、小学生に対しては入院のみを対象に助成されるもので、補助対

象扶助費の２分の１に交付率を乗じた額となっております。子ども医療費助成事務費補助

金６万７千円と合わせて、子ども医療費助成事業に充当しております。 

重度心身障害者医療費助成補助金513万３千円。町内の重度心身障害者に要する補助対

象扶助費の２分の１に交付率を乗じた額となっております。重度心身障害者医療費助成事

務費補助金12万５千円と合わせて、重度心身障害者医療費助成事業に充当しております。 

ひとり親家庭等医療費助成補助金102万１千円。これは対象となる母子家庭と父子家庭

に対する補助対象扶助費の２分の１に交付率を乗じた額となっております。ひとり親家庭

等医療費助成事務費補助金４万９千円と合わせて、ひとり親家庭等医療費助成事業に充当
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しております。 

その他財源として、子ども医療高額療養費保険者負担金は、３件分を見込んで14万４千

円。 

重度心身障害者医療高額療養費保険者負担金は、215件分を見込んで247万２千円。 

ひとり親家庭等医療高額療養費保険者負担金は、３件を見込んで６万４千円。 

未熟児養育医療高額療養費保険者負担金は、科目設定のため１千円を見込んで計上いた

しました。これらについては、それぞれ被保険者が加入している保険事業者からいただく

負担金で、それぞれの事業に充当しております。 

子ども夢基金繰入金1,960万６千円は、当該基金を取り崩し、子ども医療費助成事業に

充当するものでございます。 

未熟児養育医療費徴収金は、入院期間延べ８か月分を見込んで13万９千円を計上いたし

ました。これは、所得に応じて徴収すべき本人負担分を子ども医療費助成事業から振り替

えるものでございます。 

次に、主な経費別の事業概要について、ご説明申し上げます。 

 １番、子ども医療費助成事業2,247万円につきましては、高校生までの保険診療分医療

費を全額助成するための経費を計上しております。受給対象者数は概数で800人、内訳と

して未就学児260人、小学生275人、中学生155人、高校生110人となっております。 

この受給対象者に対し入院延べ87件、入院外延べ7,103件などに対する扶助費や審査支

払手数料を見込んで計上しております。 

 ２番、重度心身障害者医療費助成事業1,674万２千円につきましては、北海道医療給付

事業に準じて行う医療費の助成に係る経費を計上しております。 

受給対象者約200人に対し、入院延べ283件、入院外延べ2,037件などに対する扶助費や

事務取扱手数料を見込んで計上しております。 

 ３番、ひとり親家庭等医療費助成事業306万７千円につきましては、北海道医療給付事

業に準じて行う医療費の助成に係る経費を計上しております。18歳までの子どもを扶養し

ている配偶者のいない方とその子ども及び両親の死亡などにより両親以外に扶養されてい

る18歳までの子どもに対する医療扶助でございます。学生など親の監護にある場合は、20

歳の誕生月まで助成されます。 

受給対象者約220人、世帯数では約90世帯に対し入院延べ19件、入院外延べ908件などに

対する扶助費や事務取扱手数料を見込んで計上しております。 

 ４番、未熟児養育医療費助成事業50万５千円につきましては、母子保健法に基づく事業

で、一定の要件を満たして医師が入院養育を必要と認めた新生児に対して、その医療費を

助成するものであり、延べ８か月分を見込んで計上しております。 

以上、福祉医療費の説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い申し上

げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ３目福祉医療費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、３目福祉医療費の質疑を終わります。 
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○議長（長谷川秀樹君） 次に、４款１項４目予防費の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（遠藤久美子君） それでは、議長のご指示がありましたので、４款１項

４目予防費について、説明させていただきます。 

 予算書は、118ページから121ページをお開きください。 

 本年度予算額2,140万１千円、前年度予算額2,183万５千円、比較43万４千円の減額でご

ざいます。 

 減額の要因は、子ども法廷予防接種の接種人数の減少及び接種料金の安い医療機関での

接種が増えていることからの減額、高齢者肺炎球菌接種者数の減少、また、増額になった

ものとして31年度は新規に風しん予防対策事業を実施することによる差額でございます。 

 財源内訳は、国道支出金125万４千円、その他財源1,247万６千円、一般財源767万１千

円でございます。 

 続いて、特定財源の内容を申し上げます。120ページをお開きください。 

 国庫負担金として、感染症予防費負担金125万４千円は、補助率２分の１で風しん予防

対策事業に充当するものでございます。 

 その他財源としまして、ふるさと応援基金繰入金1,142万７千円は、子ども法定予防接

種事業に充当するものでございます。 

高齢者インフルエンザ予防接種助成金45万４千円は、国保に加入している方が接種した

場合、１人当たり1,500円の都道府県繰入金でございます。 

すこやか推進事業補助金20万円は、後期高齢者の方のインフルエンザ予防接種に充当す

るものでございます。 

高齢者肺炎球菌予防接種助成金39万５千円は、国保に加入している方が接種した場合の

都道府県繰入金でございます。 

 次に、主な経費別事業概要を申し上げます。119ページをお開きください。 

１番、子ども法定予防接種事業1,142万７千円は、予防接種法の定めるところにより、

感染予防、発症予防、重症化予防及び感染症まん延予防を目的に行う、子どもの法定予防

接種全13種類の実施経費を計上しております。 

 121ページをお開きください。 

 ２番、インフルエンザ予防接種事業557万、予防接種法の定めるところにより、個人の

発症予防及び重症化予防を目的に行う、インフルエンザ予防接種の実施経費を計上してお

ります。この予防接種事業の対象者は、定期予防接種にあっては、65歳以上の方及び60歳

から64歳までの方で、心臓、腎臓などに重い障害のある方で、助成額を１人１回1,500円

として計上しております。 

任意予防接種として、子育て支援のため、妊婦及び中学生以下の方が自己負担なしで接

種できる費用を計上しております。接種回数は、13歳未満２回、13歳以上１回でございま

す。 

 ３番、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業110万９千円は、予防接種法の定めるとこ

ろにより、高齢者の肺炎を起こす最も多い原因菌である肺炎球菌による発症及び重症化を

予防するため行う、肺炎球菌ワクチン予防接種の実施経費を計上しております。この予防

接種の対象者は、65歳以上の方で、当該ワクチンの接種歴が無い方でございます。接種者
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の自己負担金については、ございません。 

 ４番、風しん予防対策事業327万４千円は、新規事業でございまして、予防接種法に基

づく定期接種として位置づけられた抗体保有率の低い世代の男性に対する抗体検査、予防

接種を実施するための経費として、抗体保有検査350人、予防接種70人分を計上しており

ます。 

５番、予防接種健康被害調査委員会開催事業２万１千円は、予防接種において健康被害

発生時に救済措置をするため、被害の状況や因果関係などを調査する委員会開催経費でご

ざいます。 

 以上、予防費の説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますようお願い申

し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ４目予防費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。 

６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） 事業番号４番、風しん予防対策事業で、今課長からご説明いただ

きましたけれども、対象者の具体的な年齢の要件がありましたら、それをお聞かせいただ

きたいのと、本人負担が無いということで、よろしい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。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（遠藤久美子君） それでは、ただ今の６番議員のご質問にお答えさせて

いただきます。 

 風しんの接種の対象者なんですけれども、昭和37年４月２日から昭和54年４月１日生ま

れの男性ということで、これを３か年にかけて実施すると、今の段階で国は言っておりま

す。それで、国の方も方針がまだはっきり確定したものはありませんけれども、今の段階

では、１年目である来年度につきましては、47年４月２日から54年４月１日の、年齢でい

うところの40歳から47歳までの男性を、まず重点的にやりなさいと言っておりますけれど

も、先ほど言いましたように、この昭和37年生まれからが該当ですので、40から47以外の

方であっても、希望があればできることは、できるようになっております。 

 それと、本人の自己負担ですが、自己負担は無しでございます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

 ３番、鈴井康裕君。 

○３番（鈴井康裕君） 今のことに関連してなんですが、40から47歳というと働き盛りで、

そんなの受けている暇ないわというような感じだと思うのですが、私も二十歳過ぎてから

風しんに罹って死にそうな目に遭ったことはあるのですが、その辺のＰＲとか、そういう

予防の宣伝とかは、どういうふうにするのでしょうか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（遠藤久美子君） 対象の方には、個別にご案内を送付いたします。それ

で、加入している保険にもよりますけれども、受診の機会といたしましては、国保の方で

ありましたら、年に２回健診やっておりまして、その機会にできるだとか、あと、お勤め

の方で社会保健だとか職場の保険に加入している方も、１年に１回は健診を受診されてい
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るはずなんです。その機会に受診できるような選択肢というものを設ける予定にはなって

おりますし、医療機関につきましても、今まだはっきりはしていませんけれども、どの医

療機関であっても、極端に言ったら例えば、遠い札幌や道外であっても、希望するところ

でできるような体制を整える予定となっております。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 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） 質疑がないようですので、４目予防費の質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、４款１項５目健康づくり推進費の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（遠藤久美子君） それでは、４款１項５目健康づくり推進費について、

ご説明を申し上げます。 

 予算書は、120ページから123ページをお開きください。 

 本年度予算額3,681万６千円、前年度予算額3,806万８千円、比較125万２千円の減額で

ございます。 

 減額の主な要因は、昨年度は健康づくりの町宣言50周年記念事業の実施経費を計上して

おりました。31年度は保健事務で健康管理システムの改修費、がん検診事業でピロリ菌検

査の新規実施、妊産婦健康診査・相談事業として、新規に産婦健康診査をすることの差額

でございます。 

 財源内訳は、国道支出金62万円、その他財源1,231万４千円、一般財源2,388万２千円で

ございます。 

 続いて、特定財源の内容を申し上げます。 

 国庫支出金、子ども子育て支援交付金６万円は、補助率３分の１で乳幼児健康診査・相

談事業に充当しております。 

 道支出金、子ども子育て支援交付金６万円は、補助率３分の１で乳幼児健康診査・相談

事業に充当しております。 

 健康増進事業費補助金50万円は、健康増進法の定めるところによる、健康教育、健康相

談、基準対象年齢者の健康診査、訪問指導の事業に対する補助金であり、成人健康診査事

業に充当いたします。補助率は、３分２でございます。 

 その他財源としまして、総合健康福祉センター健康体力増進室使用料118万円は、１回

券200円他の体力増進室の使用料でございます。 

ふるさと応援基金繰入金200万円は、不妊治療費助成事業に充当するものでございます。 

 子ども夢基金繰入金517万２千円は、妊産婦健康診査・相談事業に充当するものでござ

います。 

 収納出納員貸付金収入１万円は、健康体力増進室使用料の受領の際に、必要なつり銭と

して貸付けした現金を、年度末に返還を受ける際の収入でございます。 

 長寿・健康増進事業補助金67万円は、後期高齢者健康相談事業の実施に対する北海道後

期高齢者医療広域連合からの補助金で、成人健康診査事業、がん検診事業、健康づくり対

策事業に充当するものでございます。 
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 すこやか推進事業補助金20万円は、後期高齢者の方のがん検診受診に対する北海道後期

高齢者医療広域連合からの助成金でございます。 

 成人健康診査負担金７万円は、各種成人病検診の自己負担金でございます。 

 国保ヘルスアップ事業助成金33万９千円は、国保加入者の若年者健診43人分に対する助

成金及び国保加入者の方の成人病健康診査２次健診のうち、糖負荷検査10人分に対する助

成金でございます。 

 がん検診負担金134万７千円は、各種がん検診の１回当たり500円の自己負担金でござい

ます。 

 122ページをお開きください。 

 後期高齢者医療広域連合受託金132万６千円は、高齢者の医療の確保に関する法律の定

めるところにより実施する、後期高齢者健康診査に対する北海道後期高齢者医療広域連合

からの受託金でございます。 

 次に、主な経費別事業概要を申し上げます。121ページをお開きください。 

 １番、保健事務530万５千円は、研修会の出席旅費、消耗品などの事務経費の他、健康

管理システムの改修として、ピロリ菌管理機能システムの追加及び番号制度母子保健情報

連携システムの改修費を計上してございます。この番号制度母子保健情報連携システムで

ございますが、母子保健情報の利活用を推進するため、乳幼児健診の受診の有無等を電子

化した情報について、転居時に市町村間で引き継がれる仕組みを構築するもので、法律施

行は平成32年６月ですが、31年度中にシステムを改修し、完了しなければならないことか

ら実施するものでございます。 

 ２番、成人健康診査事業293万円は、基本健康診査、肝炎検診、骨そしょう症検診及び

エキノコックス症検診の実施経費を計上しております。 

 基本健康診査につきましては、20歳代から30歳代を健診対象者にしており、より若い世

代からの健診を実施し、健康管理意識及び継続的な健診受診の必要性の啓発を図ります。

自己負担は、基本健康診査及び肝炎と骨そしょう検診の節目の方は無料とし、それ以外は

500円として実施いたします。 

 ３番、成人健康診査２次健診事業53万円は、成人健康診査受診後の詳細な健診の実施に

より、生活習慣病の発症予防及び生活習慣の改善を図るため、20歳から69歳までの高血糖

者など生活習慣病の発症リスクが高い健診結果を示している方を対象に、自己負担を500

円で実施する健康診査の経費を計上しております。 

 ４番、がん検診事業1,088万９千円は、がんの早期発見及び早期治療並びに健康意識の

普及啓発を図るため、各検診１回の自己負担限度額を500円として実施する、がん検診の

実施経費を計上しております。 

なお、新たにピロリ菌検査を20歳以上の未検査者を対象に実施いたします。 

 ５番、後期高齢者健康診査事業180万５千円は、高齢者の医療の確保に関する法律の定

めるところにより、生活習慣病の早期発見及び予防を図り、高齢者の健康保持増進及び医

療の適正化のため、北海道後期高齢者医療広域連合からの受託事業として、健康診査を実

施する経費を計上するとともに、町の事業として、適切な保健指導を継続して疾病予防を

図るため、74歳までと同じ検査項目である心電図、クレアチニン、尿酸など項目を追加し

て実施する経費を計上しております。 
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 ６番、健康づくり対策事業376万９千円は、健康増進計画健康プラン新十津川の定める

ところにより実施する、町民の健康づくりのための食生活改善業務、健康増進業務等に従

事する臨時栄養士及び臨時保健師の雇用経費を計上しております。 

 ７番、栄養指導事業62万９千円は、生活習慣予防や母子保健において、食と栄養指導、

食生活改善に対する支援に要する経費及び食改善や食育事業の推進に活躍する食生活改善

推進員の活動への負担金を計上しております。 

 ８番、健康体力増進室管理運営事業312万８千円は、体力づくり、筋力維持、運動習慣

の確立を行い、生活習慣病の予防などのために必要な設備の運営管理の臨時職員の雇用経

費などを計上しております。 

 ９番、妊産婦健康診査・相談事業517万２千円は、妊婦の一般健康診査費用14回分及び

超音波検査費用14回分を負担し、経済的負担の軽減を図るとともに、定期的な受診の機会

を確保し、正常な妊娠経過等を支援するための相談事業を実施することで、安心して子ど

もを育てることができる環境づくりを推進するものでございます。 

 また、産後うつの予防や新生児への虐待予防を図るため、新規に産婦健康診査費用の助

成を実施します。受診時期は、産後２週間及び産後１か月の２回でございます。 

 10番、乳幼児健康診査・相談事業65万９千円は、母子保健法等の関係法令の定めるとこ

ろにより、乳幼児健康診査、健康相談、歯科保健事業を３、４ヶ月から３歳１、２ヶ月ま

での間で、それぞれの成長期に合わせた内容で全49回実施する経費を計上し、乳幼児の健

全な成長支援及び育児支援を実施してまいります。 

 11番、不妊治療費助成事業200万円は、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減し、

子育て支援策として、１回当たり10万円を上限として助成する特定不妊治療に対する事業

と、その治療に移行する前の不妊治療である一般不妊治療にかかる費用を、年間当たりの

治療費20万円を限度額として助成する事業の経費を計上しております。 

 以上、健康づくり推進費の説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ５目健康づくり推進費の説明が終わりましたので、質疑に入り

ます。 

 質疑のある方は、発言願います。 

 ８番、青田良一君。 

○８番（青田良一君） 私のように国保でお世話になっている人間にとりましては、非常

に安い単価で健康診断を受けれること、大変ありがたく思ってます。 

 また、実際にそういう場面にいきますと、みな異口同音に同じようなことをおっしゃっ

ております。ぜひ、これを継続させながら、町民の健康づくりを担っていく部門として頑

張っていただきたいなと思っております。それは感想でございますけれども、11番の不妊

治療についてお尋ねしたいと思います。 

 不妊治療、私の回りにも何人か子供ができないということで悩んでいるというか、心配

しているというか、おられまして、そのことは別にして、実は不妊治療を受けるまでのプ

ロセスというか、それがちょっとうまく理解ができない訳で、要するに行政側は、こう

いった経費を助成していますよということなんですけども、それをどうやって悩んでいる

人に伝えているのかということ、あるいは実際に町を通さない形で自分で医療機関等へ



- 129 - 

 

行って、そういうことを行っている人がいるか、いないかはちょと分かりませんけれども、

そういうこともあり得るのではないかなということなんですね。せっかくこういう形での

助成措置を設けているわけですから、その辺のＰＲといいますか、どうやって周知させて

いるかとかという部分について、その辺のことをお聞きしたいということです。 

 それともし資料がお持ちであれば、こうやって不妊治療の経費等によって、町から助成

を受けて無事妊娠、出産したという例がどのくらいあるのか、それもちょっと併せてお聞

きしたいなと思います。 

 それと同時に、必ずしも不妊治療というと女性だけの問題ではないということも、これ

は明白な事実でございまして、そういった意味の資料等についても、要するに簡単に言え

ば、男性側がそういった治療をどのくらいの割合で受けておられるのかというふうな部分

について、資料がお持ちであればお聞きしたいなと思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（遠藤久美子君） それではただ今の８番議員のご質問に、まず、私の分

かるところからさせていただきますが、不妊治療費の助成事業については、毎年、広報で

一般的にＰＲはしております。それと、結果と言いますか、この助成事業を受けて、お子

さんが生まれた方というようなことだと思うのですけれども、今年度まだ途中ではありま

すけれども、今年度３人の方が申請しておりまして、妊娠された方はお二人、そのうちい

らっしゃいます。29年度は、特定不妊治療が５人、一般不妊治療が４人の方全部で５人と

４人の９人に助成をしておりまして、そのうち６人の方が懐妊していらっしゃいます。28

年度は、５人の方に助成をしておりまして、この年は懐妊された方はいらっしゃいません。

近年の状況で言いますと、このようになっています。 

それで、どのように伝えているかということと男性に対する不妊治療の話ですけれども、

そちらについては、担当のグループ長より説明させていただきます。 

○健康推進グループ長（岡田理恵君） 健康推進グループ長をしております岡田です、よ

ろしくお願いいたします。 

 今の質問ですけれども、まず、不妊治療の方に対しては、なかなかこちらの方から直接

言うというのは難しいところがありまして、実際は、妊娠届を頂いた時に、年齢ですとか

今までの妊娠経過ですとか、そういうようなことを聞いた時に、もしかしてこの方は不妊

治療をしているのではないかというようなところは、保健師の方は予測ができますので、

そういったことで、もしかして治療されてませんかと言った時に分かる場合とか、そう

いったこともプロセスとしてはあります。 

 あとは、うちの町の場合は、早いうちから特定不妊治療のＰＲもしておりますので、広

報、あとホームページ、それから治療しております病院の方に、独自で作っております三

つ折りのチラシを個別に配布しております。札幌ですとか岩見沢、あと旭川の不妊治療を

している医療機関に、新十津川町は助成をしておりますということで個別に郵送しており

ます。その中で問い合わせがある場合もありますので、そういったことに関してはＰＲは

病院の方にもしているということになっております。 

 あと、男性につきましては、妊娠届の場合もお父さんというか、一緒にいらっしゃる場

合もあるのですけれども、なかなか男性の場合は難しいところもありますので、うちの町
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としては、助成はまだしておりませんが、道の方では助成をしておりますので、こちらの

方から滝川保健所の方に問い合わせをした場合、どのくらい特定不妊治療の方ですけれど

も、新十津川町の方が申請を上げているかということを聞くことによって把握することは

できますが、ちなみに今年は、どなたもいらっしゃらなかったということで、お名前は教

えてはいただけないのですけれども、失礼しました、特定不妊はやっていないのですけれ

ども、一般不妊に対しては男性もしておりますが、今のところは実績はない状態になって

います。 

 そちらの方は先ほど申しましたとおり、保健所の方に問い合わせることによって、ある

一定のところは分かりますが、こちらの方からということはできませんので、なかなか男

性の不妊治療については、把握するのが難しいという状況にはなっております。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございますか。 

 ６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） ９番の妊産婦健康診査相談事業の中でお聞きします。 

 産婦健診が新たに助成対象になったということなんですが、どういった形で助成をされ

るのかということ、診察券を配付するような形になるのか、病院での償還払いになるのか

とか、そういったやり方と、あと、対象になる出産日はいつからかということをお聞きし

たいと思います。事業が４月１日から始まりますけれども、出産日が４月１日からですよ

ということになるのか、あるいは、出産日は３月中に出産していても、２週間目の健診が

４月１日以降であれば対象になるのかどうかというところで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。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（遠藤久美子君） ただ今の６番議員のご質問にお答えいたします。 

 健診はどのような形でやるのかということなんですけれども、妊婦さんの超音波の健診

と同じように、対象となる産婦さんに病院に健診に行く時に持っていけばいいというもの

をカードのような物を渡して、それを見せることによって、ご本人が窓口でお金を払わな

くてもいい、病院から医療機関から町の方に請求が来るという形を考えております。 

 それと、該当になるのは出産日または４月１日からは、何をもってということなんです

けれども、例えば、３月の30日に出産したお母さんがいたとして、この産婦健診は２週間

後と１か月後の２回というふうに先ほど私申しましたけれども、その健診をする日が４月

１日以降であれば、この事業の該当とするということで考えておりますので、３月中の出

産の方であっても該当する方はいる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） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございますか。 

 ４番、小玉博崇君。 

○４番（小玉博崇君） １番、保健事務の件でお聞きしたいのですが、先ほどの説明で番

号制度母子保健情報連携システムというものを改修する、導入するということで、実質は

平成32年度からというようなお話がありましたが、実際この母子保健情報連携システムと

いうのは、どういった目的で導入されるのかというところと、これが導入されると、これ

まで住民の方にとって具体的にどういったメリットがあるのかというところを教えていた
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だければと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（遠藤久美子君） ただ今の４番議員のご質問にお答えいたします。 

 こちらは国が推し進めているもので、データヘルス時代の母子保健情報の利活用という

ことで、先ほど申しましたように、32年度から本格的に運用が始まるということで、今年

度中にシステムを改修するものですが、これは母子保健の情報を利活用を推進するという

ことで、まず１番目に、乳幼児健診の情報をデータ化して、それをずっと同じ町に住んで

いればもちろん問題はないのですけれども、住民の異動に伴う情報が瞬時に市町村が変

わったとしても引き継がれるということです。 

 それで、健診あと妊婦さんだとか予防接種の情報など、将来的にいっぺんに全部はなら

ないですけれども、将来的にはそれら情報が管理されて瞬時に引き継がれるというものに

なっています。 

 住民にとってのメリットというお話ですけれども、例えば、お子さんが予防接種をして

何年何月に風しんの検査をしたとか、予防接種を受診したとかという情報が、例えば、今

でしたら母子健康手帳に記入されていると思うのですけれども、そういう物が例えば、も

しそれらを紛失したりということになった時であっても、市町村の情報がきちっと引き継

がれますので、住民にとっては、もし自分の手元にそれらが無い場合であったとしても、

瞬時に正確に把握できているということがメリットになるかと思われます。 

 将来的には、マイナポータルといいまして、自分の情報がということで、もしかしたら

必要な時に見れるようなことも、そういう時が近い将来来るのではないかというふうに思

われます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございますか。 

 10番、笹木正文君。 

○10番（笹木正文君） これで保健福祉課終わりですよね。保健福祉課なのか、教育なの

か、最後に教育出てきますけども、最近は非常に虐待ということが非常に出てきています。

そんな中で、これいったいどこで虐待を扱うのかのだろうか。先ほど課長の方から乳幼児

の虐待という話がちょっと出てましたけどもね。虐待は乳幼児に限った話ではなくて、児

童まで、生徒まで行くか、その辺は微妙なところなんですけどね。起きてしまってからで

は、これは遅い話なので、やはりどこかで対策を打つなり、把握をするなり、もしくはき

ちっとした窓口を設けるなり、そしてそういう機関の横の連絡をきちっととるとか、起き

てしまってから新聞に叩かれたり、報道されるというのは、これはもう愚策ということに

なるので、今がそういうことではないんだけどね。 

 それ課長でなくても結構なんで、町としては、どういうふうな形でそれを窓口に持って

いくのか、予算化はされては当然いないのですけれども、これ結構、喫緊の課題だなと思

いますので、その辺の見解を課でもよろしいし、理事者でもよろしいです、ちょっと聞か

せてください。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 
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○保健福祉課長（遠藤久美子君） ただ今の10番議員のご質問にお答えさせていただきま

す。 

 おっしゃるとおり最近、虐待のニュースだとか事件などが多いということなんですけれ

ども、要保護児童対策協議会と言いまして、心配なご家庭だとか、虐待に関わらず心配な

お子さんを見守るということで、それは保健福祉課が事務局となって新十津川町にもござ

います。 

 それで、予算化は特にありません。関係機関が集まって会議を開いたり、そのお子さん

を対応するだとか、緊急性があるお子さんが、本当に命の危険とか、安全性が危ないとか

となると、児童相談所だとか警察などと連携するだとか、一時保護して家庭から親と引き

離すだとかって、そういうことも過去にもしていますし、実際、一時的に保護されたり、

施設に入所するお子さんもいらっしゃって、その窓口はうちの課でやっておりまして、関

係する、例えば、学校に通っているお子さんだったら、教育委員会や学校、保育園に通っ

ているお子さんだったら保育所など、関係する機関が集まって情報を共有し見守っていく、

あとは、それぞれの役割分担などを決めて随時というか、適宜、会議を開催している状況

です。 

それで、昨年も委員会の中でその話もしたことがあるんですけれども、たまたま今日も

私、今現在、経過観察といったら変ですけれども、本町で今心配だということで、その要

保護児童対策協議会として案件を持っているのは今、５人いらっしゃいます。けれども、

特別緊急を要するとか、安全性に問題があるとか、そういうお子さんはいらっしゃいませ

んけれども、一応、そのようなことで今は、どなたであってもそういう事案を見たり聞い

たりした場合は、通報する義務が課せられていますので、市町村または児童相談所に、例

えば、隣りのお家のお子さんの様子が変だとか、そういうことがあれば、どなたでも通報

できることになっておりますので、その窓口としてうちの課が担っております。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 10番、笹木正文君。 

○10番（笹木正文君） やるのは分かるのですけれども、やはり未然にというのが、これ

は一番大事なことであって、何かが起こってからとか、見るに見かねて通報が入っている

という状況、それと近所の人が言うというのは、いろんなことで聞いてますけども、なか

なかことなかれ主義が多くて、皆さんそれを余計なことといって言わないケースが多いん

でね、例えば、民生児童委員とかね、いろんな機関がうちの町にもありますのでね、その

辺をいろいろアンテナとしながらやっていく必要があるのかなっていう気がするので、も

し保健福祉課のみならず他教育委員会でも、他の課も含めてそういう連携ができればやっ

て欲しいなというふうに思っております。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） それでは質疑がないということですので、５目健康づくり推進

費の質疑を終わります。 

 ここで、14時15分まで休憩いたします。 

（午後２時05分） 
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○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、審議を再開いたします。 

（午後２時15分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、４款１項６目上水道費の説明を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（谷口秀樹君） それではご指示をいただきましたので、４款１項６目上水道

費のご説明をいたします。 

予算書は、122ページ、123ページでございます。 

 本年度予算額1,645万４千円、前年度予算額1,746万５千円、比較で減額の101万１千円

でございます。 

 減額の要因といたしましては、企業債償還金の減によるものでございます。 

 財源内訳は、すべて一般財源でございます。 

 次に、内容のご説明をいたします。 

 西空知広域水道企業団負担金1,645万４千円は、西空知広域水道企業団が実施しました

第４次拡張事業及び徳富ダム事業に係る企業債の利息分767万９千円、町単独拡張事業に

係る企業債の元利償還金の町の負担分877万５千円でございます。 

 以上で、４款１項６目上水道費の説明を終わります。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） ６目上水道費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、６目上水道費の質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、４款２項１目塵芥処理費の説明を求めます。 

 住民課主幹。 

○住民課主幹（窪田謙治君） ご指示をいただきましたので、４款２項１目塵芥処理費に

ついて、ご説明いたします。 

予算書は、122ページから125ページまでになります。はじめに122ページ、123ページを

お開きください。 

 塵芥処理費。本年度予算額１億3,405万９千円、前年度予算額１億4,191万４千円、比較

785万５千円の減額でございます。 

減額の主な要因は、中空知衛生施設組合及び中・北空知廃棄物処理広域連合において大

規模な設備更新事業等が終了し、それぞれ負担金が減額となったことによるものでござい

ます。 

 財源内訳ですが、地方債1,110万円、その他財源1,596万９千円、一般財源１億699万円

でございます。 

次に、特定財源について、ご説明いたします。 

地方債で、ごみ処理施設整備事業債1,110万円は、リサイクリーン内施設の発電機更新

工事に係るもので、中空知衛生施設組合負担金に充当しております。 

その他財源で、一般廃棄物処理業許可手数料９千円は、新規又は更新の手数料３千円を
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３件分見込んでおります。一般廃棄物処分場管理事業に充当してございます。 

廃棄物処理手数料1,500万円は、指定ごみ袋の販売収入で、全額をごみ収集事業に充当

してございます。 

資源物売払収入96万円は、ごみステーションや役場で回収した段ボールなどの資源物売

払収入で、これについても全額をごみ収集事業に充当してございます。 

 次に、主な経費別の事業概要について、ご説明申し上げます。 

 １番、ごみ収集事業4,672万円につきましては、指定ごみ袋延べ25万５千枚分の作成経

費225万３千円とその販売に要する経費150万円、町内を巡回する収集運搬業務委託料

4,294万６千円を計上しております。 

 ２番、不法投棄等対策事業34万４千円につきましては、道路敷地や町有地に不法投棄さ

れた家電製品などの処理手数料15万２千円、町道で交通事故に遭った犬猫等小動物やアラ

イグマなど小型有害鳥獣の遺体処理費用13万円などを計上しております。 

 ３番、一般廃棄物処分場管理事業830万１千円につきましては、施設管理に係る光熱水

費や維持管理委託料620万８千円の他、本年度は処理場の適正管理のため混和槽攪拌機交

換37万８千円、モニタリング用井戸新設経費82万１千円や漏水検知装置部品交換業務28万

１千円などを計上しております。 

 ４番、資源回収奨励事業40万５千円につきましては、ごみの減量と再利用を図るため、

資源回収実施団体に奨励金を交付するもので、回収した資源物に対し１キロ当たり３円を

助成しております。平成30年度は11団体が回収を行っております。 

 ５番、中空知衛生施設組合負担金（ごみ処理施設）5,670万４千円につきましては、ご

み処理施設であるリサイクリーンの施設維持管理費及び施設費5,606万１千円並びに動物

用小型焼却施設に要する経費64万３千円を本町負担分として計上しております。 

 ６番、中・北空知廃棄物処理広域連合負担金2,158万５千円につきましては、歌志内市

に所在するエネクリーンの維持管理費1,690万７千円と建設費467万８千円を本町負担分と

して計上しております。 

 以上、塵芥処理費の説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い申し上

げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目塵芥処理費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、１目塵芥処理費の質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、４款２項２目し尿処理費の説明を求めます。 

 住民課主幹。 

○住民課主幹（窪田謙治君） ご指示をいただきましたので、４款２項２目し尿処理費に

ついて、ご説明いたします。 

予算書は、124ページ、125ページをお開きください。 

 し尿処理費。本年度予算額1,390万８千円、前年度予算額5,466万円、比較4,075万２千

円の減額でございます。 

減額の主な要因は、前年度に衛生センター解体工事完了に伴い、中空知衛生施設組合
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（し尿処理施設）負担金が大幅に減額したことによるものでございます。 

 財源内訳ですが、その他財源で492万６千円、一般財源898万２千円でございます。 

 次に、特定財源について、ご説明いたします。 

し尿くみ取り手数料492万６千円につきましては、便槽と浄化槽合せて1,000件分のくみ

取り手数料で、全額をし尿収集事業に充当してございます。 

 次に、主な経費別の事業概要について、ご説明申し上げます。 

 １番、し尿収集事業741万８千円につきましては、59万リットル、1,000便槽分のし尿汲

取りに要する費用563万４千円、し尿を奈井江浄化センターへ運搬するための経費152万円

の他、本年度は、元号改正に伴いし尿収集管理システム改修に要する経費16万２千円を計

上しております。 

 ２番、中空知衛生施設組合負担金（し尿処理施設）34万４千円につきましては、平成30

年度に解体した衛生センター跡地の草刈り等の維持管理に要する経費の本町分の負担金を

計上しております。 

 ３番、石狩川流域下水道組合負担金（し尿共同処理）614万６千円につきましては、衛

生センターに替わってし尿の搬入先となった奈井江町に所在するし尿共同処理施設の維持

管理に係る石狩川流域下水道組合への本町分の負担金を計上しております。 

以上、し尿処理費の説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い申し上

げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ２目し尿処理費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑のある方は、発言願います。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、２目し尿処理費の質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、５款１項１目労働諸費の説明を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（後木満男君） それではご指示をいただきましたので、５款１項１目労

働諸費について、説明いたします。 

予算書は、126、127ページをお開きください。 

本年度予算額62万１千円、前年度予算額62万４千円、比較で３千円の減額でございます。 

減額は、事業番号２番の通年雇用促進事業及び３番の中空知地域職業訓練センター協会

負担金の減額によるものでございます。 

財源につきましては、すべて一般財源でございます。 

 続きまして、経費別の事業概要を説明いたします。 

 １番の新十津川技能協会支援事業４万円は、同協会への補助金で昨年同額でございます。

現在の会員数は26名で、会員の技能向上のための講習会の実施や研修事業への参加を行っ

ております。 

また、包丁研ぎなどの社会奉仕活動も行っているところでございます。 

 ２番の通年雇用促進事業１万６千円は、３市２町からなる滝川地域通年雇用促進協議会

への負担金でございます。季節労働者が通年雇用として採用されるよう、企業情報調査、

季節労働者へのアンケート調査、技能向上支援事業の他、助成金制度等の情報提供や相談
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窓口を開設するなどの取組みを行っております。本町の平成29年度季節労働者数は73人で、

協議会への負担金は季節労働者数で算定されますので１千円の減額となっております。 

 ３番目の中空知地域職業訓練センター協会負担金56万５千円は、地域の中小企業に働く

方や求職者、地域住民に対する職業訓練の場として昭和59年に開設された、滝川市にあり

ます中空知地域職業訓練センターへの負担金でございます。当該負担金につきましては、

中空知地域職業訓練センターを運営している同協会に対するもので、中空知５市５町及び

建設協会、技能協会、商工会で運営費を負担しております。本年度の負担金は、利用実績

割の減により２千円の減額となっております。 

ちなみに本町では、平成29年度利用実績で354人、前年比29人の減、日数で延べ871日、

前年比550日の減と大幅減となっておりますが、これにつきましては、傾向として有効求

人倍率が上がりますと講習や訓練の受講は減少するというようなこととなっております。

建築塗装、パソコン、鉄筋などの訓練や各種講習会を受講するというような中身でござい

ます。 

 以上、５款１項１目労働諸費の内容説明とさせていただきます。よろしくご審議いただ

きますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目労働諸費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、１目労働諸費の質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、６款１項１目農業委員会費の説明を求めます。 

 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（後木満男君） それでは６款１項１目農業委員会費について、説

明を申し上げます。 

 予算書は、128ページ、129ページをお開きください。 

 本年度予算額1,237万６千円、前年度予算額1,164万７千円、比較で72万９千円の増額で

ございます。 

増額は、事業番号３番、農地台帳管理システム管理事業のシステムのバージョンアップ

による増額が主なものでございます。 

 財源内訳ですが、特定財源では国道支出金320万円、その他財源126万６千円、一般財源

で791万円でございます。 

 特定財源の内訳でございますが、北海道の補助で農業委員会交付金320万円。 

その他財源では、新十津川町農業委員会手数料条例に基づく手数料として、現地目証明

手数料６千円、嘱託登記手数料21万２千円、その他証明手数料４万８千円となっておりま

す。 

また、農業者年金業務委託料100万円は、農業者年金基金から受託する資格の取得、喪

失等の業務委託料となっております。 

 続きまして、経費別の事業概要を説明いたします。 

１番の農業委員会活動事業995万２千円は、農業委員17名の報酬で919万２千円の他、委

員の費用弁償、事務消耗品、農業委員会ネットワーク機構への会費が主なものとなってお
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ります。 

 ２番の農業者年金事務127万４千円は、受給者429人、農業者年金の被保険者数129人の

資格の取得、喪失等資格管理に要する経費でありまして、臨時職員の賃金106万８千円の

他、旅費や消耗品が主な内容となっております。 

 ３番の農地基本台帳管理システム管理事業108万４千円は、システムの保守管理委託料

36万９千円と、本年度は同システムのサポート期間終了に伴うバージョンアップに要する

委託料として71万５千円を計上しております。このことから、事業費全体で72万２千円の

増額となっております。 

 ４番の水土里情報システム負担金６万６千円は、農地の移動管理などのためコンピュー

タ上に地図情報や写真情報を重ね合わせて情報を引き出すＧＩＳシステムを利用する際に、

水土里ネット北海道が持つ航空写真データを使用するための負担金でございます。 

 以上、農業委員会費につきましてのご説明でございます。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） １目農業委員会費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑のある方は、発言願います。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、１目農業委員会費の質疑を終わりま

す。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、６款１項２目農業振興費の説明を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（後木満男君） それでは６款１項２目農業振興費について、ご説明を申

し上げます。 

 予算書は、128ページから131ページをお開きください。 

本年度予算額３億5,154万５千円、前年度予算額３億7,837万円、比較で2,682万５千円

の減額でございます。 

比較につきましては、増額と減額の差し引きにより減額となっております。 

 増額の主なものは、事業番号２番、地域おこし協力隊活動事業、３番、酒米粉研究事業、

８番、営農振興対策協議会支援事業、９番、ピンネ農業公社運営事業に係るものです。 

また、減額の主なものは、昨年予算計上しました新規就農者技術修得センターの大規模

改修工事と椎茸ハウス購入分で2,122万２千円の減額、農業振興地域整備計画見直し事業

で211万８千円の減額の他、７番の農民協議会活動支援事業、10番の農業経営基盤強化利

子助成金、12番の21世紀高生産基盤整備推進協議会事業費負担金、16番、多面的機能支払

交付金が減額となっております。増額及び減額の内容につきましては、経費別の事業概要

の中で説明させていただきます。 

 財源内訳でございますが、国道支出金が２億4,172万円、一般財源が１億982万５千円で

ございます。 

特定財源は、北海道の補助金として、農業次世代人材投資事業補助金が450万円で、補

助率10分の10。 

農業経営基盤強化資金利子補給費補助金が75万６千円で、補助率２分の１。 
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経営所得安定対策推進事業交付金が567万２千円で、補助率10分の10。 

多面的機能支払交付金が１億2,068万円で、補助率４分の３。 

中山間地域等直接支払交付金が１億124万８千円で、補助率４分の３。 

環境保全型農業直接支払交付金が886万４千円で、補助率４分の３でございます。 

 続きまして、経費別の主な事業概要を説明いたします。 

１番の農業行政推進事業139万円は、農政事務に係る臨時職員賃金106万８千円が主なも

ので、その他職員旅費、消耗品、優良品種試験圃場の管理に要する経費を計上しておりま

す。 

 ２番の地域おこし協力隊活動事業（農業）500万円は、現在活動している農業支援員１

名の活動経費の計上でございます。農業支援員につきましては、町内農業者の下で生産技

術を学び、就農に向けて活動を行っております。昨年から畑を借りて、独自で高糖度トマ

ト、キュウリ、パクチーなど野菜を栽培している他、農産物フェアなどのイベントで販売

やＰＲ活動も行っております。 

 協力隊として３年目となりますので、起業のための経費100万円を計上し、昨年より100

万円増額となっております。 

 ３番の酒米粉活用研究事業572万５千円は、平成28年から農研機構との共同研究を行い、

甘味料や製パン改良剤としての活用の幅を広げるため、昨年、製造方法を確立し加工セン

ターの方へ製造を移管しております。 

また、製パン改良剤を使用したパンをイベント等で試食いただいたところ、美味しいと

の一定の評価を得ましたので、パンを製造販売している滝川のお店で試験的に販売して、

市場調査を行うとともに、甘味料を使用したサイダーについても試作も行ったところでご

ざいます。 

本年度は、平成30年度の成果をもとに、甘味料、製パン改良剤の商品開発と販売拡大に

取組み、また甘味料を製造した際に残った原料の活用についても更に研究を進めたいと考

えております。 

これら事業の経費としまして、原材料や資材などの消耗品で10万４千円、成分分析等の

手数料で32万２千円、特許審査等の経費で21万７千円、商品開発や販売に係るアドバイ

ザー料で47万３千円を計上しております。 

なお、地域おこし協力隊の産業活性化支援員のうち、１名分を酒米粉活用研究に係る協

力隊として計上しておりますので、報酬、社会保険料、活動負担金で約400万円が増額と

なっておりまして、本事業全体では373万９千円の増額となっております。 

 ４番の農産物等ＰＲ推進事業113万円は、２月22日に経済文教常任委員会でも報告させ

ていただきましたが、農産物ブランド化推進協議会の廃止に伴いまして、事業を整理統合

し、今後本町の農産物を広くＰＲしていくために新たな事業費目として計上しております。 

これまで農産物ブランド化事業で取り組んでまいりました、本町の安全で安心な農産品

を都市部の消費者に届けＰＲする農産物フェアへの出展の他、北海道庁で開催される赤レ

ンガフェスタへの参加経費、チラシの印刷で11万４千円、折込料で10万３千円、車両の賃

借料等で23万７千円を計上しております。 

また、ブランド化事業で補助しておりました農産物の新作物の取組み支援につきまして

は、最終年３年目として助成金50万円を計上しております。 
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 ５番の次世代農業推進支援事業500万円は、昨年からの事業の２年目で、水稲の農作業

の中でも特に人手を必要とする田植作業の省力化を図るため、近年製造されているＧＰＳ

機能付き田植機の購入に対する購入費用の一部助成でございます。 

田植機の機種により１台当たり20万円ないし30万円を助成し、昨年と同様に20台分500

万円を計上しております。事業期間は３年間としております。 

 ６番の農業次世代人材投資事業450万円は、新規就農者経営開始型の補助金で、夫婦型

１件当たり225万円の２件分で450万円の計上でございます。 

新規就農者につきましては、一組はブロッコリー、スイートコーン、アスパラを作付し、

もう一組につきましては、ミニトマトを作付しております。 

 ７番の農民協議会活動支援事業59万９千円は、例年の活動経費助成59万９千円を計上し

ております。昨年は、設立50周年記念事業に係る記念誌の作成費用として50万円を計上し

ておりましたので、本年度は50万円減額となっております。 

 ８番の営農振興対策協議会支援事業61万６千円は、営農対策協議会が行う病害虫防除予

察、水稲適期刈取り現地判定、婚活事業等に係る負担金でございます。 

昨年まで、農産物ブランド化事業で北海道日本ハムファイターズの主催試合へ副賞とし

て提供していた本町産特別栽培米ゆめぴりかにつきましては、新十津川産米のＰＲ事業を

行っている本協議会を通じて提供することといたしましたので、事業全体では31万６千円

の増額となっております。 

 ９番のピンネ農業公社運営事業935万６千円は、ピンネ農業公社に係る運営経費につき

まして町が７割、ＪＡピンネ３割で負担するものでございます。 

農業後継者を目指す新規学卒者やＵターン就農者が就農しやすい環境を整えるため、ピ

ンネ農業公社の農業後継者支援規則によりまして、住宅確保に対する支援、農業機械に係

る大型特殊、牽引、フォークリフトの免許取得の助成等を行う他、農業用ドローンの操作

講習費用や水田管理システム水田センサーの通信費助成等により、スマート農業の取組み

を推進することとしております。 

また、昨年度建設しました椎茸ハウスでございますが、棚について中古資材を集めてい

たところでありますが、使えないもの多くありましたことから、不足分の購入経費と給水

装置の整備費用の７割分、町負担分を計上し、事業費全体では前年度予算から155万５千

円の増額となっております。 

 10番の農業経営基盤強化資金利子助成金152万円は、認定農業者が規模拡大を図ったと

きの資金の借入れに係る利子助成で、127件分を計上しております。償還の終了等により

122万９千円、昨年より減額となっております。 

 11番の経営所得安定対策直接支払推進事業助成金678万２千円は、経営所得安定対策制

度の確認事務、申請事務等について、新十津川町地域農業再生協議会が行う事務経費を計

上しております。 

 12番の21世紀高生産基盤整備推進協議会事業費負担金200万円は、土地改良区が主体と

なり推進しております基盤整備事業に係る人件費等の事務費でございます。新北部地区、

新西部地区の事業は30年度をもって終了いたしましたが、換地に係る事務、また新地区の

準備に係る事務が発生しておりますので、町の負担割合は４割ということで負担しており

まして、40万円昨年より減額となっております。 
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 13番の水土里情報システム負担金50万１千円は、産業振興課で利用する水土里情報シス

テムの利用料で、昨年より消費税アップ分だけが増額となっております。 

 14番の北海道農業担い手育成センター負担金16万５千円、15番の北海道市町村農業農村

振興対策協議会負担金４千円は、団体に対する負担金でございます。 

 16番の多面的機能支払交付金１億6,045万９千円は、地域の共同活動により水路の泥上

げや農道の草刈り等の農地維持支払いと、施設の軽微な補修や植栽による景観形成などを

行う資源向上支払の交付金１億6,029万円が主なものでございます。 

本年度から10組織を１組織に統合し取り組んでおりまして、対象面積は4,286ヘクター

ルとなっております。５年が経過し、資源向上の取組みの交付単価が下がりましたことか

ら、前年より793万１千円減額となっております。 

 17番の中山間地域等直接支払交付事業１億3,499万２千円は、中山間地域の農業生産条

件の不利を補正し、農地の保全する活動を行うことで耕作放棄地の未然防止を図るため、

対象地区10地区、対象面積1,672ヘクタールにつきまして交付を行っております。 

 18番の環境保全型農業直接支払交付金1,180万６千円は、地球温暖化防止等の環境保全

に効果の高い営農活動を支援するもので、化学肥料、化学合成農薬の５割低減と合わせて、

有機、堆肥、緑肥、フェロモントラップ等の取組みを行っております。 

 以上、農業振興費につきましてご説明申し上げました。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） ２目農業振興費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑のある方は、発言願います。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、２目農業振興費の質疑を終わります。 

                                       

 ◎散会の宣告 

○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。 

 14日は、午前10時より本会議を再開いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の本会議はこれにて散会いたします。 

どうもご苦労さまでした。 

（午後２時54分） 
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平成31年第１回新十津川町議会定例会 

 

平成31年３月14日（木曜日） 

午前10時00分開会 

 

◎議事日程（第５号） 

第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 議案第13号 平成31年度新十津川町一般会計予算 

（内容説明及び質疑） 

〔６．１．３畜産業費から９．１.３災害対策費〕 

 

 

◎出席議員（11名） 

   １番 進 藤 久美子 君    ２番 杉 本 初 美 君 

   ３番 鈴 井 康 裕 君    ４番 小 玉 博 崇 君 

   ５番 白 石   昇 君    ６番 西 内 陽 美 君 

   ７番 安 中 経 人 君    ８番 青 田 良 一 君 

   ９番 長 名   實 君    10番 笹 木 正 文 君 

   11番 長谷川 秀 樹 君 

 

 

◎欠席議員（なし） 

 

 

◎地方自治法第121条により出席した者の職氏名 

   町長         熊 田 義 信 君 

   副町長        小 林   透 君 

   教育長        久保田 純 史 君 

   総務課長       寺 田 佳 正 君 

   総務課主幹      小 松 敬 典 君 

   総務課総務グループ長 坂 下 佳 則 君 

   総務課企画調整グループ長 久保田 篤 司 君 

   総務課副主幹     森   直 文 君 

   総務課副主幹     加 藤 和 仁 君 

   産業振興課長兼 

   農業委員会事務局長  後 木 満 男 君 

   産業振興課主幹    山 田 聖 弘 君 

   産業振興課主幹    鎌 田 章 宏 君 

   産業振興課商工観光グループ長 佐 藤 武 久 君 

   産業振興課地場産業振興グループ長 野 本 虎 寿 君 
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   産業振興課副主幹   竹 村 大 樹 君 

   産業振興課農林畜産グループ長 平 川 宏 之 君 

   産業振興課農林畜産グループ主査 工 藤 晃 敬 君 

   建設課長       谷 口 秀 樹 君 

   建設課主幹      長 島 史 和 君 

   建設課都市管理グループ長 武 田 晃 典 君 

   建設課土木グループ長 千 石 哲 也 君 

   建設課土木グループ主査 佐 藤   実 君 

   建設課都市管理グループ主査 堀 下 琢 磨 君 

   会計管理者      内 田   充 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     髙 宮 正 人 君 
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     ◎開議の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） 皆さん、おはようございます。 

ただ今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、お手元に配付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。 

 会議録署名議員は、新十津川町議会会議規則第127条の規定により、３番、鈴井康裕君。

４番、小玉博崇君。両君を指名いたします。 

                                       

     平成31年度予算審議 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２、議案第13号、平成31年度新十津川町一般会計予算を

議題といたします。 

昨日に引き続き、内容の説明及び質疑を行いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、６款１項農業費の続きから審議に入ります。 

３目畜産業費の説明を求めます。 

産業振興課長。 

○産業振興課長（後木満男君） おはようございます。それでは議長のご指示がありまし

たので６款１項３目畜産業費について、説明申し上げます。 

 予算書は、130ページから133ページでございます。 

本年度予算額235万１千円、前年度予算額241万９千円、比較で６万８千円の減額となっ

ております。 

減額の主なものは、事業番号３番の家畜防疫事業の減額によるものでございます。 

財源内訳でございますが、その他財源50万円、一般財源は185万１千円でございます。 

その他財源50万円は、学園牧場使用料で町内の繁殖牛25頭と育成牛５頭の放牧料を見込

んでおります。 

 続きまして、経費別の事業概要を申し上げます。 

１番の家畜振興事業１万４千円は、畜産振興事業に係る旅費で、昨年同額を計上してお

ります。 

 ２番の学園牧場維持管理事業156万５千円は、学園牧場第１牧区10ヘクタールと第２牧

区13.4ヘクタールの維持管理経費で、主な経費は、牧場発電機の運搬設置手数料として11

万９千円、放牧管理に係る委託料で48万８千円、牧柵の設置及び撤去委託料で82万３千円

を計上しております。 

 ３番の家畜防疫事業45万円は、獣医によるワクチン接種による伝染病予防と飼養管理の
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指導に係る負担金で、昨年より５万円の減額となっております。 

４番の畜産振興協議会活動支援事業32万２千円につきましては、畜産振興協議会が行っ

ている家畜防疫対策事業、人工授精奨励事業等への負担金及び補助金で、昨年同額でござ

います。 

以上、畜産業費の内容についてご説明を申し上げました。よろしくご審議いただきます

ようお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ３目畜産業費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑のある方は、発言願います。 

 ９番、長名實君。 

○９番（長名實金） 畜産の中でも羊だとか鶏だとか豚、牛いろいろあろうかと思います

が、ここでは本町においては、どんな家畜が、牛はいるのは分かるのですが、他のことは

全然該当しないで、牛だけのことを表しているのかどうかということと、それぞれの家畜

の出荷の状況によっては数も入れ替わるのですが、おおよそ何がどれくらいいるか教えて

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。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（後木満男君） それでは９番議員のご質疑にお答えいたします。 

 この６款１項３目の畜産業日につきましては、主として牛の飼育に係わる経費を計上し

ております。他に町内では鶏を飼っている方もいらっしゃいますし、馬を飼ってる方もい

らっしゃいますけども、その部分については、ここでの予算には反映されてないというこ

とになります。 

 それで、それぞれ家畜の数量等については、今手元にございませんので、後ほどご報告

させていただきます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 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） 質疑がないようですので、３目畜産業費の質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、６款１項４目農地費の説明を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（谷口秀樹君） おはようございます。それではご指示をいただきましたので、

６款１項４目農地費のご説明をいたします。 

 予算書は、132ページ、133ページでございます。 

 本年度予算額9,938万５千円、前年度予算額7,930万５千円、比較で増額の2,008万円で

ございます。 

 増額の要因といたしましては、新十津川ダム、徳富頭首工に係る修繕料や工事請負費、

北海道に支出する徳富ダム管理負担金及び新北部地区経営体育成基盤整備事業に係る負担

金の増によるものでございます。 

 財源内訳でございますが、特定財源として、国道支出金4,606万６千円の内訳は、道支

出金で国営造成施設管理体制整備促進事業補助金1,309万円は、国が50パーセント、北海



- 146 - 

 

道が25パーセントの計75パーセントの補助率でございます。 

同じく、基幹水利施設管理事業補助金3,297万６千円は、国が30パーセント、北海道が

30パーセントの計60パーセントの補助率でございます。 

次に、地方債の新北部地区経営体育成基盤整備（排水路改修）事業債400万円は、新北

部地区基盤整備事業で整備された町管理の大和北８号排水路の負担金で、充当率は100

パーセントでございます。 

次に、その他財源2,967万８千円の内訳として、基幹水利施設管理費負担金（徳富ダム

地区）1,950万４千円は、負担割合に基づきまして雨竜町、浦臼町、月形町からの負担金

でございます。 

同じく、国営造成土地改良施設防災情報事業負担金13万７千円は、新十津川ダムに設置

されております地震計に係る電気料及び通信費で、札幌開発建設部からの負担金でござい

ます。 

一般財源は、2,967万８千円でございます。 

 次に、内容のご説明をいたします。 

 １番目の国営造成施設管理体制整備促進事業1,745万６千円は、農業水利施設の多面的

機能を適切に維持し、その機能を発揮させるため、ダム、貯水池、頭首工、揚水機、導水

路、幹線水路など農業用水関連施設を一体的に維持管理する強化支援事業と、本事業の啓

蒙やＰＲ活動を行う推進活動事業の２事業をメインとして、土地改良区への委託料及び補

助金を計上いたしました。 

 前年度と比較しまして増額になった要因として、土地改良区に補助金として支出する強

化支援事業の人件費アップ分でございます。 

２番目の基幹水利施設管理事業（新十津川地区・徳富地区）3,144万９千円は、大規模

で公共性の高い新十津川ダム及び徳富川頭首工の機能維持強化を図ることを目的に、両施

設を適切に管理する経費で、内容は、両施設の電気料、通信料及び管理に係る点検整備等

の業務を行います。本年度は修繕料として、徳富川頭首工の非常用発電機の部品交換を行

います。 

 工事の内容でございますが、配付済みの平成31年度予算審査関係資料の58ページ以降の

建設工事一覧表と箇所図を併せてご覧いただきたいと思います。 

59ページをお開きいただきたいんですけれども、番号10番の新十津川ダム取水設備機側

操作盤更新工事は、新十津川ダム取水施設の操作盤が経年に伴い不具合が生じる可能性が

あることから、操作盤の更新工事を行うものでございます。 

続いて12番、徳富頭首工洪水吐ゲート開閉装置カバー新規製作据付工事は、カバーの塗

膜劣化で痛んだ装置カバーをがございますけれども、こちらを更新する工事を行うもので

ございます。 

前年度と比較いたしまして増額となった要因としましては、ただ今ご説明いたしました

工事請負費の増によるものでございます。 

 予算書にお戻りいただきたいと思います。 

３番目の基幹水利施設管理事業（徳富ダム地区）4,648万円は、徳富ダム本体の維持管

理に係る費用をダム管理者であります北海道に負担金として支出しております。その負担

割合は協定に基づきまして、国負担の農業分が56.8パーセント、北海道負担の河川分が
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42.0パーセント、西空知広域水道企業団負担の上水道分が1.2パーセントでございます。 

農業分の56.8パーセントにつきましては、北海道との契約に基づきまして、雨竜町、浦

臼町、月形町及び本町で応分の費用負担をしております。また、その事務を本町が３町か

ら委託を受けて行っているところです。 

経費の内訳としたしましては、徳富ダム注水工及び新雨竜分水工施設の電気料及び改良

区への管理委託料の他に、ダム本体管理に係る北海道への負担金でございます。 

北海道への負担金の増となった要因といたしましては、本年度は、昨冬に破損した雪崩

防止柵の補修工事と注水工管理用通路の支障木伐採工事などの増でございます。 

 ４番目、新北部地区経営体育成基盤整備（排水路改修）事業負担金400万円は、こちら

は、新たに事業として立てたものでございますが、町道大和北８線東側、場所にいたしま

すと士寸中央線入り口付近にあります町管理の北８号排水路250ｍを、北海道が実施いた

しました新北部地区経営体育成基盤整備事業の中で、平成30年度に整備をいたしました。

その工事費負担金で、町の負担率につきましては12.5パーセントでございます。この事業

は、本年度限りでございます。 

 以上で、６款１項４目農地費の説明を終わります。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） ４目農地費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑のある方は、発言願います。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、４目農地費の質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、６款２項１目林業振興費の説明を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（後木満男君） それでは、６款２項１目林業振興費の説明に入らさせて

いただきますが、先ほど９番議員からご質疑のあった件について、お答えをいたします。 

 町内で飼育されている家畜ですけれども、肉用牛が９軒で429頭、卵をとる鶏が３軒で

330羽、馬が３軒で４頭という数でございます。 

 出荷につきましては、それぞれの飼育しているところのデータを持ち合わせしておりま

せんので、出荷数までは押さえておりませんので、ご了承いただきたいと思います。 

 それでは、６款２項１目林業振興費に入らさせていただきます。 

 予算書は、134ページ、135ページでございます。 

本年度予算額2,668万５千円、前年度予算額2,718万円、比較で49万５千円の減額でござ

います。比較につきましては、増額と減額の差し引きで減額となっております。 

 増額の主なものは、事業番号２番、有害鳥獣駆除対策事業、５番、木質バイオマスボイ

ラー導入検討事業に係るものです。 

また、減額の主なものは、昨年度予算計上し導入しました森林ＧＩＳシステム導入事業

で401万４千円の減額の他、事業番号４番、林道維持管理事業、７番、未来につなぐ森づ

くり推進事業に係るものです。 

増額、減額の内容につきましては、経費別の事業概要の中で説明をさせていただきます。 

 財源内訳は、国道支出金で312万円、その他財源で864万４千円、一般財源は1,492万１
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千円でございます。 

特定財源のうち北海道の未来につなぐ森づくり推進事業補助金312万円は、道の補助金

で民有林造林事業費の16パーセント分となっております。 

その他財源の北美沢線林道協定負担金44万１千円は、北美沢線は、北海道との協定によ

り共同管理しておりまして、道が負担する64パーセント分でございます。 

有害鳥獣駆除負担金820万３千円は、有害鳥獣のシカ駆除300頭分に要する費用のＪＡピ

ンネ負担分と有害鳥獣対策協議会に交付される補助金相当分、これの合算額が計上されて

おります。 

 続きまして、経費別の事業概要を説明いたします。 

１番の林業行政推進事業49万８千円は、林業に関する行政事務費を新たな事業費目とし

て計上しております。旅費、消耗品、通信運搬費の他、森林ＧＩＳシステムの保守委託料

19万８千円及びＬＧＷＡＮの接続使用料を計上しております。 

 ２番の有害鳥獣駆除対策事業1,466万４千円は、ヒグマ、エゾシカ、アライグマなどの

有害鳥獣駆除に係る予算計上でございます。 

新十津川の猟友会に対し、シカ、カラス､キツネ等の駆除委託料89万２千円とヒグマ駆

除のための駆除員、延べ９名の報酬及び費用弁償を計上しております。 

平成30年度のシカの捕獲頭数は233頭で、昨年292頭でございましたので、昨年より減少

したものの依然として200頭を超えております。 

本年度は、シカ捕獲費用及び処分に係る負担金で、昨年と同数の300頭分、1,040万４千

円を計上しております。また、近年特定外来生物であるアライグマが増加し、平成30年度

の現在の捕獲数は112頭となっており、農業被害も増加傾向でございます。しかしながら

アライグマの生態は、まだ解明されていない部分も多く、今後のアライグマ被害対策を進

める上で、アライグマの捕獲により生息密度を把握し、有効な捕獲方法等について、北海

道立総合研究機構の環境科学研究センターと連携し共同で研究することといたします。 

具体的には、農業者等に協力していただきながら箱わなを設置し捕獲するとともに、セ

ンサーカメラを設置し、アライグマの生息、捕獲の位置や個体データを道総研の研究セン

ターに提供することとしております。経費としましては、箱わなの設置協力金として40戸

分40万円、捕獲報奨金として30頭分４万８千円、センサーカメラ６台の購入に18万７千円、

道総研技術協力指導料として14万２千円、捕獲したアライグマの処理に係る委託料として

134万４千円を計上しております。 

なお、農村部における捕獲報奨金につきましては、多面的機能支払交付金の共同活動の

中で対応することとしております。 

エゾシカ及びアライグマの駆除対策強化によりまして、有害鳥獣駆除対策事業全体では、

昨年より110万９千円の増額となっております。 

 ３番の林野火災予消防対策事業13万２千円は、森林組合に委託する火災予防巡視員延べ

120回分を計上しており、森林管理巡視、山林における不法投棄についての通報も併せて

委託業務としております。平成29年度の実績ですが、山菜採りのごみの持ち込みの注意７

件、たばこの不始末の注意等５件、他に熊の出没の注意喚起等を行っております。 

 ４番の林道維持管理事業210万円は、林道５路線31キロの草刈、路面整正、排水整備等

の維持管理に要する経費でございます。 
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なお、北美沢線は、道有林も通過していることから、道有林管理者である北海道と共同

で管理しており、維持管理協定に基づき負担をしております。法面復旧修繕料の減額、及

び昨年実施した横断グレーチングの清掃手数料を本年度は計上しておりませんので、事業

全体で84万８千円の減額となっております。 

 ５番の木質バイオマスボイラー導入検討事業322万７千円は、２月22日に経済文教常任

委員会で報告させていただきました事業性評価の結果を受けまして、木質バイオマスボイ

ラー導入に向け、熱供給センターの地質調査委託料に216万円、再生エネルギー電気、熱

自立的普及促進事業補助金の公募申請書の作成委託料に103万３千円を計上しております。

このことから、事業全体で昨年より301万３千円の増額となっております。 

 ６番の地球温暖化のための排出削減・吸収量認証取得事業30万３千円は、地球温暖化対

策の一環として、町有林である富士形山分収林の適正な森林管理による間伐事業を行いま

して、二酸化炭素の吸収量をクレジット化いたします。対象森林面積の実測調査及び吸収

量を算定するモニタリング調査を行うための手数料として28万５千円と打合せ旅費１万８

千円を計上しております。 

 ７番の未来につなぐ森づくり推進事業507万円は、民有林で伐採後の確実な造林を支援

することで、森林機能を高めるための事業でございまして、31年度は20ヘクタールの造林

経費1,950万円について、北海道の補助分の16パーセントと町負担分の10パーセントを合

わせた26パーセント相当分の補助金を計上しております。造林事業費の減少により24万２

千円の減額となっております。 

 ８番の鳥獣害防止施設等整備事業10万円は、民有林の野鼠駆除のためのヘリコプターに

よる薬剤散布に要する経費でございます。これは、そらち森林組合に助成しております。

対象面積は人工林で125ヘクタールを予定しており、総事業費から国庫補助分を差し引い

た額の２分の１が町の負担分となっております。 

 ９番の森林整備担い手対策推進負担金７万３千円は、林業の担い手となる従業者の就労

の長期化と安定化を図るため、共済掛金を北海道と町、そして事業主と本人がそれぞれ分

担するもので、４名分の共済掛金を負担いたします。金額については、昨年と同額計上で

ございます。 

 10番の北海道森と緑の会負担金から12番の北海道造林協会負担金につきましては、関係

団体への負担金でございまして、それぞれ負担割合に応じて計上しております。 

 以上、林業振興費の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願

い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目林業振興費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、１目林業振興費の質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、７款１項１目商工振興費の説明を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（後木満男君） それでは、７款１項１目商工振興費につきまして、ご説

明を申し上げます。 
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予算書は、136、137ページでございます。 

本年度予算額7,753万３千円、前年度予算額5,685万７千円、比較で2,067万６千円の増

額でございます。 

比較につきましては、増額と減額の差し引きにより増額となっております。 

 増額の主なものは、事業番号４番、国・北海道融資制度資金利子補給事業、７番、企業

振興促進事業、８番、中小企業応援事業の増額によるものでございます。 

減額の主なものは、事業番号５番の新十津川町商工会支援事業の減額によるものでござ

います。増額、減額の内容につきましては、経費別の事業概要の中で説明いたします。 

 財源内訳は、国道支出金56万６千円、その他財源3,000万６千円、一般財源4,696万１千

円でございます。 

特定財源につきましては、北海道の消費者行政活性化事業補助金が56万６千円で補助率

２分の１。 

その他財源では、中小企業事業資金保障融資預託金の元金と利息で3,000万６千円ござ

います。 

 続きまして、経費別の事業概要を説明いたします。 

１番の商工業振興事業13万５千円は、商工業振興委員会２回の開催経費として、委員７

名分の報酬、費用弁償及び職員の旅費を計上しております。 

 ２番の商店街環境整備事業５万１千円は、商店街前の国道の植樹枡に花を植栽し、商店

街の環境美化向上を図るものでございまして、花の苗代や肥料代などの消耗品が主な経費

で昨年と同額となっております。 

 ３番の中小企業事業資金保障融資事業3,127万９千円は、斡旋審議委員会議５回分の開

催経費として委員３人分の報酬、費用弁償で10万６千円、事業資金の融資と当該融資に係

わる利子補給として117万３千円、金融機関への預託金3,000万円を計上しております。新

年度の利子補給対象者は、継続で運転資金が10件、設備資金が10件、新規予定で８件を見

込んでおります。 

 ４番の国・北海道融資制度資金利子補給事業339万４千円は、中小企業者が国、北海道

の融資制度資金を借入した場合に、その利息の一部を補助するものでございます。利子補

給額は、返済利子額の２分の１以内で、１社につき50万円を限度としております。国と北

海道の融資制度を合わせ19社、42件分及び新規予定分を計上しているところでございます。

融資制度資金の借入実績の増加によりまして、昨年度より41万５千円の増額となっており

ます。 

 ５番の新十津川町商工会支援事業938万１千円は、商工会活動における商工会員への経

営改善普及指導事業に対する支援策として、補助対象職員の設置費や事務局長設置費を含

めた職員人件費及び青年部、女性部等の活動費に対して補助金を交付するものでございま

す。 

なお、補助対象職員の人事異動によりまして人件費が減額となっておりますことから、

昨年比236万６千円減額となっております。 

 ６番の地元消費拡大事業400万円は、町内数店舗の買物で行えるスタンプラリー抽選会

事業を２回実施することに伴う助成として、昨年同額を計上しております。商工会スタン

プラリー抽選会は、平成30年度も２回実施し、１回目は昨年８月26日に883人、２回目は
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今年１月20日に912人、合計1,795人が抽選に訪れております。 

 ７番の企業振興促進事業1,275万円は、新十津川町企業振興促進条例に基づくもので、

継続分と投資助成新規見込み分を計上しております。平成30年度の助成の実績見込みが４

件で1,357万１千円ございます。また、予算が計上されないことで、補正予算の計上まで

事業着手ができないこというようなことを考慮いたしまして、新年度の申請にも速やかに

対応できるよう、当初予算で新規見込として予算計上いたしましたので、昨年より1,155

万円増額となっております。 

 ８番の中小企業者応援事業1,500万円は、店舗等の新築、改装、地場産品の開発や新た

な広告宣伝、また、イベントの取組み等についての補助金でございます。 

平成30年度の助成見込みは、店舗等整備事業が10件で1,175万６千円、商工観光活性化

事業が５件で209万８千円、人材育成事業が１件で13万４千円、合計16件で1,398万８千円

となっております。 

中小企業者応援事業においても、先ほど７番の企業振興促進事業と同様に、助成実績見

込みが多いこと、また、新年度の申請への対応のため、当初予算で新規見込として予算計

上させていただいておりますので、昨年より1,100万円の増額となっております。 

９番の消費生活対策事業113万６千円は、町の消費者相談窓口業務の臨時職員１名分の

賃金106万７千円と啓発に係る人件費を計上しております。 

 10番の滝川地方消費者センター負担金40万７千円は、滝川市が運営する滝川地方消費者

センターの相談業務の広域運営に係る負担金を計上しております。 

 以上、商工振興費の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願

い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目商工振興費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。 

８番、青田良一君。 

○８番（青田良一君） 商工費一部予算が増えている所がありまして、期待をしたいなと

思うのですけれども、町の形態を見ますと、もうほとんど私達の目から見たら商店街の体

をなしていない状況だというふうに見受けられるんですね。で、期待したいのは、これか

ら都市計画の計画が、駅前の絡みでいろいろと計画されていくんだと思うのですけれども、

私は、その中で本来の商工振興する上での街並みみたいなものを前向きに、あるいは大き

な組織でも作って検討していただきたいなという希望を持っています。 

今のままですと何件か続いているお店も高齢化して、後継者がいないということになる

と、10年、15年先を考えると、役場付近の所はどうなっていくかということを、やっぱり

行政側も真剣に検討して、どうしたらいいかというような部分を、できれば大胆な発想で

予算化をして、商工会と連携をとりながらもう一度検討していただきたいなと思うんです

ね。 

 ここで、増えている部分のお金というのは、今課長の説明で聞いてますと、あくまでも

助成をしていくという観点での増え方であって、それだけではもうその商工の部分のあれ

が成り立っていってないじゃないかって思うんですよね。例年と同じようにいくら増やし

ても、なんか街並みというのが変わっていく要素が全然感じられないということですね。

そこに気が付いていただいて、どうしたら良いかということを、やっぱり発想していただ
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きたいなと。 

 これは、ある意味で本予算ではありませんから、そこら辺の施策的なことは次の補正で

出てくるか、出てこないか、私は分かりませんけども、やっぱりそこのところを考えて

いっていただきたいなということを強く申し上げたいなと思います。 

 ですから、今のような形の助成だけではじり貧になってしまうから、町全体の中でどう

いうふうに商業地を確保していくかという部分について、一から発想するようなことを

やっていただきたいなというふうに思っています。 

 そこのところを、できれば課長から聞きたいなと。 

林業費も同じだったんですよ。前年度と同じ予算なんですね。質問しようがないんです

よね。 

だから次の時に出てくるのかどうか分かりませんけれども、やっぱりせっかく全員で協

議するんだから、その辺の含みも持たせながら、この予算の説明をしていただければ、私

達も前向きに議論できるのではないかなというふうなことを感想として持ちましたので、

ちょっとあやふやな質問でございますけども、言わんとするところはご理解いただきなが

らご答弁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。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（後木満男君） それでは８番議員のご質疑にお答えいたします。 

 私の方から答えられることは限られるかと思いますけれども、その辺はお許しいただき

たいと思います。 

 まず、産業振興の方で予算化しているものにつきましては、今回骨格予算ということで

ございまして、政策的なものは今後ということになると思います。 

その中でやはり、町の商工業を守っていくというい部分では、守って元気をつけていく

という部分では、この補助制度もこのところ増えておりますし、その辺を十分考えながら

予算措置をしたつもりでございます。 

 また、今後のことにつきましては、駅前も含めてマスタープランの中で検討していくと

いうことになっておりますので、その辺につきましては、産業としてもその部分関係する

ことでございますので、商工会関係機関とも十分協議しながら一緒にマスタープランの中

で協議をさせていただきたいというふうに考えております。 

 今回は政策的なものがないということでございますが、そのようなことで骨格予算とい

うことでご理解いただければと思います。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 それでは副町長の方から答弁。 

○副町長（小林透君） それでは、補足ということで私の方からご答弁を申し上げたいと

いうふうに思っております。 

 確かに都市計画に係るマスタープランの見直しということで新年度から進めていくとい

うことでございますけども、基本的にはＪＲ駅周辺の整備がそのマスタープランの見直し

の中心でございます。 

 それを拡張して、以前街並み整備ということで商店街の整備をしたこともございました。

そこまでの拡張をしてマスタープランを見直すというような形では現状進めているという
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状況ではございません。 

ただし、商店街の振興については、私どももしっかりとどのような形をもって振興を

図っていけばいいのかと、活性化につなげていけばいいのかということは、日々検討を加

えているのですが、なかなか良い案が出てこないというのが現状でございます。商工会と

もしっかりと連携をとりながら検討を加えております。そこの部分については、まったく

考えていないということではございません。しっかりとこれからも良い方策をポイントを

しっぼった中でしっかりと進めていければというふうに考えてございます。 

そういう部分でのいろんな協議については、しっかりと進めてまいりたいというふうに

考えてございますので、よろしくご理解をいただければというふうに思っております。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。 

 ９番、長名實君。 

○９番（長名實君） 10番の消費者センターのことをお伺いいたします。 

 過去に研修というか見学に行って気が付いたのですが、広いフロアの一角に消費者セン

ターがあるのです。それで、なかなかあそこは良いこと言うことではないものでね、でき

れば滝川市役所あれだけでかい建物あるんだから、小さな部屋どっか余っている部屋ない

のかなというような感じするので、我が町の町民があまり利用しないんだったら、それは

それでいいのかなと思いますが、その辺どんなもんか、課長どう思いますか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（後木満男君） それでは９番議員の質疑にお答えいたします。 

 滝川の消費者センターですが、実績としましては消費者センターへの相談件数、新十津

川14件あったと伺っていますし、町の方でも相談件数２件と、２月末現在ですけども30年

度については聞いております。 

 ゴルフ会員権ですとか架空請求ハガキですとか、通信販売ですとか、いろんな相談が来

ているようでございます。そんな中で、広いフロアの中で相談と。実際にはそこから案内

されて、まだ別室とかということになるんでしょうけども、まずは入っていった時に相談

しやすいというような体制については、どのような形でとるのが良いのか、滝川の消費者

センターとも検討させていただく中で、改善できることがあれば改善するような方向で考

えていきたいというふうに考えています。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。 

 10番、笹木正文君。 

○10番（笹木正文君） 青田議員の方から良い指摘をしていただいたなと思っております。

それに関しまして、昨年まで商工会の方の役員をやっていましたので、そういう立場も含

めまして、ちょっと一言申し上げたいと思いますけども、先ほど都市計の話、副町長の方

からされました。根本的にどうかという問題になってくるのですけれども、観光でお話し

ようかなと思ったのですけどね、やはりうちの町、観光で札沼線のことでいろいろやって

ますけれども、前にもちょっと町長にその話のことをプライベートでしたこともあるので

すけれども、降りて食べる所がないというそういう話もあります。 

例えば、雪まつり、非常に盛況なのですが、あれもやっぱり一番インパクトあるの食だ
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ろうと。あれが無ければ人なんて集まりっこないわけで、それは夏のふるさと祭りにして

も、ビールパーティーにしても同じことが言えると思うのですけれどもね。 

ただ、そこの部分だけで人を集めていいのかという、やっぱり商工業というふうなくく

りの中では、あくまでも工業関係、サービス関係、いろんなのあるので、そこだけは言え

ないんですけれども、ただ今、青田議員の言ったように中心街という意味では、例えば、

次、観光に出てきますけれどもね、ふるさと公園の管理事業だけで1,600万くらいかかっ

ているのですけれども、これはダメということではないですよ。 

やっぱりそういう面で中央の方に何とかウエイトを置いてもらえないかなというふうな

考えしております。 

 そんな中で、以前、道道拡幅事業というのがありました。あれは道道を拡幅するのに併

せてと言いますか、それで商店街をいろんな形で見直していく、直していく、そして、同

じようなデザインの看板を行うというような、いろんな形の中でやりました。その受け皿

が商店街振興組合ということで、中央地区の商店街が担ったという経緯がありますので、

これからその辺、中央だけ良くなればいいとか、そんなことは言ってませんけれども、や

はり顔という面では、商店街と名が付くのは、ただ商店街振興組合が商工会の下部組織で

はございません。青年部だとか女性部とはまた違った形で振興組合に独立したものであり

ますのでね、そこら辺も考えながら、そして、当然、役場においては振興公社というのが

大きな観光にしても、いろんな物販にしても、加味してくるのかなと思うんでね、その辺

を総合的に、先ほど副町長、都市計の関係では言っておりましたけれども、抜本的に何か

都市計画を見直して、すぐ商店街が良くなるということも全然思っていませんけれども、

ただやはり、町そして観光関係、そして商工業者、中央地区の者が話し合って積み重ねて

いくということが大事だと思うんで、その商店街振興組合の部分もちょっとこれからのま

ちづくりに入れながら動いて欲しいなと、そんなような希望でありまして、ぜひとも中央

の方、お願いをしたいなと。 

道道拡幅事業はもうずいぶん前にやって一応終わっちゃっているので、それに同じよう

にということにならないんだけれども、やはり町中を何とかしようと、そして観光に来た

人も出来れば食事ができる場所が何箇所かあるような方向でもっていきたいので、やはり

その中で町と商工業者というか、中央地区のことを話し合っていきたい、行って欲しいな

と、そんなふうに思います。私の方から以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 街並みとか、あるいは商業振興も含めた中での将来の新十津川

という部分で、理事者の方で何か答弁というか、思いを聞かせていただければ、この場は

ありがたいかなと思いますけれども。 

 副町長。 

○副町長（小林透君） それでは、私の方から考え方と言いますか、今後の町の進めてい

くべき考え方というか、そこら辺について、ちょっとご説明を申し上げたいというふうに

思っております。 

 今、ご指摘のある通り、街並みは町の顔でもあるということについては、しっかりと私

どもも認識はしているつもりでございます。その部分でいろいろな課題が山積していると

ころはあると。先ほどもご指摘ありましたとおり、後継者の問題等々についてもその一つ

であるというふうに思っております。 
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 人の流れですね、購買力をどのようにして高めていくかだとか、あるいは観光に訪れた

人の流れもどのようにして、それをうまく経済活動に結び付けていくかというようなこと

についても検討をしているのですが、その部分については、まだ、しっかりと検討をして

いかなければならないというふうには考えてございます。 

 そういう意味でも、商工業関係団体、商工会を中心として、本町にございますその団体

等としっかりと連携をして力を合わせながら進めていきたいというふうに考えてございま

す。 

 ということで、出来る限り前向きに進めていけるよう努めてまいりたいというふうに考

えてございます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、１目商工振興費の質疑を終わります。 

 ここで、11時10分まで休憩いたします。 

（午前10時55分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、審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、７款１項２目観光振興費の説明を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（後木満男君） それでは、７款１項２目観光振興費について、説明を申

し上げます。 

 予算書は、136ページから139ページとなっております。 

本年度予算額9,183万３千円、前年度予算額１億3,187万円、比較で4,003万７千円の減

額でございます。比較につきましては、増額と減額の差し引きにより減額となっておりま

す。 

 増額の主なものは、事業番号１番、観光ＰＲ推進事業、14番、ふるさと温泉維持管理交

付金の増額によるものでございます。 

減額の主なものは、事業番号２番、ふるさと公園維持管理事業、３番、青少年交流キャ

ンプ村管理運営事業、４番、文化伝習館管理運営事業、６番、新十津川物語記念館管理運

営事業、７番、吉野地区活性化センター管理運営事業、８番、吉野公園維持管理事業、10

番、地域おこし協力隊活動事業の減額によるものです。 

増額及び減額の内容につきましては、経費別の事業概要の中で説明をいたします。 

 財源内訳でございますが、特定財源のその他で2,381万５千円、一般財源で6,801万８千

円でございます。 

その他財源は、ふるさと公園等の観光関連施設の使用料の他、文化伝習館の生産物売り

払い収入、体験講座材料代などが主なものでございます。 

ふるさと応援基金繰入金1,818万１千円は、観光ＰＲ推進事業に971万９千円、ふるさと

まつり、雪まつり共催事業に751万２千円、イベント開催支援事業に95万円を充当するこ

ととしております。 
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 続きまして、主な経費の内容を説明いたします。 

１番の観光ＰＲ推進事業1,100万円は、新十津川駅の観光案内所の臨時職員賃金に164万

１千円、駅観光案内所の運営経費として300万円、国道275号工業団地看板と橋本広告塔の

電気料15万円の他、まちのＰＲキャラクターとつかわこめぞーの着ぐるみ出演15回分で負

担金として100万円、民間観光ツアーの実施ＰＲ経費の負担金として50万円、観光ガイド

の増刷１万５千部で82万６千円を計上いたしました。 

 平成30年度に作家の西村京太郎氏に就任いただきました、まちの応援大使につきまして

は、追加して任命を予定しており、打合せ及び委嘱に係る旅費、ＰＲのための消耗品、名

刺印刷等の経費として89万９千円を計上しております。 

 この他、来年５月７日に廃線が予定されております札沼線関係では、廃線に伴い、今後、

全国から鉄道ファンが多く訪れることが予想されますので、この機会を活かし、まちや町

の特産品、農産品をＰＲするイベントや来町者をもてなす事業を実施するとともに、札沼

線に対する感謝の気持ちを伝えられるような取組みについて、町民の皆さまにも参加して

いただく形をとりながら、関係者と連携して執り進めたいというふうに考えております。 

これら札沼線の関連イベント及びＰＲ経費として、５月連休から取り組めるように、当

初予算として200万円を計上しております。 

また、新十津川駅の様子をライブカメラで広く全国に発信するため、カメラ設置費及び

通信運搬費として52万円を計上しております。このライブカメラにつきましては、廃線後

もピンネシリ等、本町の風景を全国に発信することで、継続し活用したいというふうに考

えております。本年度、観光ＰＲ推進事業全体では177万円の増額となっております。 

 ２番のふるさと公園維持管理事業1,628万５千円は、公園施設全体の維持管理に要する

費用でございまして、公園の管理委託1,307万円、芝生の維持管理に要する肥料、芝用目

土、除草剤などの消耗品で162万７千円の他、公園の電気料、雪囲い等の原材料費などを

計上しております。 

なお、昨年予算計上いたしました園地内の樹木の剪定、伐採費用、ふるさと公園の整備

基本計画策定業務委託料及び外灯ＬＥＤ化工事の予算計上が、本年度ございませんので、

事業全体で969万６千円の減額となっております。 

 ３番の青少年交流キャンプ村管理運営事業351万円は、施設の清掃管理委託140万６千円

の他、キャンプ場の光熱水費等維持管理費用を計上しております。 

また本年度は、キャンプ村の施設改修費用として、炊事場の流し台、トイレの建具、バ

ンガローの照明、階段等の改修で178万２千円を計上しております。 

昨年実施しましたバンガロー、トイレ、炊事場の屋根、壁等の塗装予算の計上が、本年

度ございませんので、事業全体では459万５千円の減額となっております。 

 ４番の文化伝習館管理運営事業679万３千円は、副施設管理者１名、受付事務１名、計

２名分の人件費で314万６千円、光熱水費、燃料費で197万８千円、施設清掃管理委託料76

万７千円などの経常的経費を計上したほか、本年度は、Ｗｉｎｄｏｗｓ10対応のパソコン

購入費で16万７千円を計上しております。 

昨年、修繕料として浄化槽の内壁修繕費用を計上いたしましたので、本年度は計上がご

ざいませんので、事業全体では112万６千円の減額となっております。 

 ５番の工芸体験事業834万７千円は、文化伝習館における染織及び陶芸などの体験にか
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かる経費でございまして、陶芸講師１名、染織指導員６名、陶芸指導員２名の人件費777

万４千円の他、講座等の消耗品56万５千円を計上しております。 

 ６番の新十津川物語記念館管理運営事業228万８千円は、管理委託料113万６千円の他、

光熱水費などの維持管理経費を計上しております。 

 昨年予算計上いたしました屋根、壁の塗装工事933万２千円の計上がございませんので、

事業費全体では912万６千円の減額となっております。 

 ７番の吉野地区活性化センター管理運営事業703万２千円は、活性化センターの燃料費

及び光熱水費で487万９千円、燃料費の単価アップにより55万１千円増となっております。

温泉施設等の保守点検手数料で61万２千円、施設の管理委託料で92万８千円、貴重品ロッ

カーの購入で備品購入費７万９千円を計上しております。 

昨年実施した屋上防水改修工事766万８千円の計上がございませんので、事業費全体で

は634万２千円の減額となっております。 

 ８番の吉野公園維持管理事業306万２千円は、吉野公園3.5ヘクタールの管理経費で、

管理委託料257万円の他、管理棟の光熱水費等を計上しております。 

昨年実施いたしました、遊歩道のアスファルト舗装に改修する工事費700万円の計上ご

ざいませんので、事業費全体では734万８千円の減額となっております。 

 ９番の吉野駐車公園維持管理事業53万１千円は、園地1.2ヘクタールの草刈等の管理委

託料51万６千円が主なものです｡ 

 10番の地域おこし協力隊活動事業（産業活性化）1,319万１千円は、産業活性化支援員

３名分の報酬及び社会保険料などの人件費で827万６千円、旅費で19万１千円、車両費、

住宅経費、通信経費、赴任経費で311万円、３年目の年度又はその翌年度に支給される起

業のための経費の予算計上で100万円、その他活動経費で59万円を計上しております。 

協力隊員は、駅の観光案内所を中心として、札沼線廃線に向けたイベントなどさまざま

な取組みを行っていく予定でございます。 

また、昨年度まで本事業で計上していた地域おこし協力隊１名分の活動経費を、農業振

興費の酒米粉活用研究事業で計上いたしましたので、事業費全体で500万円の減額となっ

ております。 

 11番のふるさとまつり、雪まつり共催事業751万２千円は、ふるさとまつり、雪まつり

実行委員会への開催負担金で725万２千円を計上しております。 

本年度は、ふるさとまつりの北海道日本ハムファイターズ遊具設置の予算計上がないた

め、事業費全体で49万６千円の減額となっております。 

12番のイベント開催支援事業95万円は、陶芸まつり、味覚まつりの観光協会への開催負

担金でございます。 

 13番の新十津川町観光協会支援事業10万円は、観光協会の活動支援として前年と同額を

計上しております。 

14番のふるさと温泉維持管理交付金1,123万２千円は、ふるさと温泉の加温経費として

交付金の計上でございます。燃料価格の上昇によりまして、１リットル単価が昨年の当初

予算88円から本年度は108円で積算しておりますので、上昇分として208万円の増額となっ

ております。重油10万４千リットル分を計上しております。 

以上、観光振興費の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願
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い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ２目観光振興費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑のある方は、発言願います。 

 ３番、鈴井康裕君。 

○３番（鈴井康裕君） 観光ＰＲ推進事業で駅の方にライブカメラを設置するというよう

な、人を呼び込むために設置するようですが、十津川村でも谷瀬のつり橋の所にライブカ

メラがあったりして、時々見るわけなんですけれども、あれの視聴時間とか視聴回数とか

いう、そういう統計とかとれるものなんでしょうか。その辺をちょっと聞きたいんですけ

れども。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（後木満男君） それでは３番議員の質疑にお答えいたします。 

 今回設置するカメラの機能が、まだ、どのような物にするかということで決まっていな

い部分もありますので、その機種によって回数とかがネット上で見られた回数把握できる

かもしれませんけれども、ちょっとその辺まだ把握できていないものですから、今の状況

では、把握できるかどうかということは、ちょっとお答えできないんですけれども、十津

川村の方も含めて、どのような形で見ることができるのか把握しておきたいと思います。

以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑。 

 ４番、小玉博崇君。 

○４番（小玉博崇君） 同じく１番、観光ＰＲ推進事業についてお聞きしたいのですが、

今ほど課長の説明の中で、駅の廃線に伴って、このＰＲ事業をかなり強化されるというこ

とでお話がありました。 

 それで負担金の内容を見ますと、新十津川町観光協会への負担金が、昨年から見ると倍

以上になっています。そういったことで、このＰＲ事業の中で具体的に観光協会にどの程

度の負担というか、どのようなことを平成31年度はしていただこうということで考えてい

るのかを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。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（後木満男君） それでは４番議員の質疑にお答えいたします。 

 駅の廃線に伴いまして、現在、駅を活用したツアーの実施等も実際今年度から行ってお

ります。平成30年度につきましても、そういったようなツアーの実施、臨時列車の運行、

記念グッズの作成、その他イベント等も季節に応じて開催していき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、観光協会を中心として進めてまいりたいというふうに考えて

おりますが、現在、その内容につきまして、ＪＲ北海道に要望している部分がございまし

て、それができるかできないかも含めて今調整中でございます。 

 ですので、観光協会または駅を勝手に守る会、地域おこし協力隊、また、沿線４町で連

携しながら今言ったようなイベントの開催、グッズの作成、そのようなものを進めていき
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たいと、その中で観光協会に負担金を支出する中で経費を見ていきたいというようなこと

で予算を計上させていただいております。 

 具体的な内容ですが、現在考えている部分、まだ確定ではございませんが、グッズとい

たしましては、観光協会に担っていただく部分としましては、観光案内所、駅におけるお

もてなし事業、特産品の試食ですとか試飲等、来ていただいたお客さんをおもてなしする

事業、あと、駅前での野菜の直売等行って、ブースを設置するような事業、あと、町民向

けの特別列車、このようなものをＪＲに要請中ですけども、観光協会と一緒に進めてまい

りたいというふうに考えております。 

 また、廃線に向けたカウントダウンというような中で、来年の５月７日に向けた記念メ

モリアル的な事業も観光協会の中で進めてまいりたいというふうに考えておりまして、そ

のようなイベント開催等を含めた中で200万円の予算を計上させていただいたという中身

でございます。 

 今後、ＪＲ北海道と要請している中で、事業の出来るもの出来ないものを精査しながら、

観光協会と一緒に事業を来年まで進めてまいりたいというふうに考えております。以上で

ございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ４番議員、よろしいですか。 

４番、小玉博崇君。 

○４番（小玉博崇君） 観光協会の負担金が昨年319万４千円ですが、今回755万８千円と

いうことになるのですが、平成31年度に新たに加わるこの観光協会にお願いすることとい

うものをちょっと教えて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。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（後木満男君） 観光協会に対する負担金でございますが、新たなものと

しましては、先ほど申し上げました札沼線のイベントの関係の負担金200万円、あと、観

光案内所の運営経費の部分で300万円を計上させていただいております。あと、観光ガイ

ドの増刷分で82万６千円を計上しております。 

 昨年と重複する部分もございますが、このような観光案内所の運営と観光ガイドの増刷、

札沼線の関連イベントという中で観光協会への予算が増額しているという中身になってお

ります。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。増額の部分で拡充するっていうことを含めて。 

 ほかに質疑ございますか。 

 ５番、白石昇君。 

○５番（白石昇君） 今、観光協会を中心にというようなお話でありましたけれども、こ

の駅を守る会だとか、いろんな方々が札沼線の廃線に向けての関わりをもってくれている

中で、実質的に観光協会がまとめていくということは悪いことではないと思うのですけれ

ど、彼らが今までやってきたこと、それから今から廃線に向けてやりたいことを、こっち

との整合性が無く壊してしまうようなことだけはやりたくないなと。そのように思ってい

るわけであります。 

 それで、ＪＲ自体が、今出来るものと出来ないものの整理が、まだついていないという

状態の中で、それを踏まえながらなるべく早くこういう関わりの人達との会合を持ちたい
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なと思っている最中です。 

 できれば、この定例会が終わった後、今月中に第一回の会合をもって、そしてすり合わ

せをして、自主的な部分をきちんと把握しながら、それを自主的なものを観光協会がどう

いった形の中でサポートをしていけるかという観点で進めていきたいと。 

それから、総体的にやっていかなきゃならんものをどうするかというようなことを、今

検討をしなければならないと思っている最中であります。そのことをちょっとお伝えして

おきたいと思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

 ９番、長名實君。 

○９番（長名實金） その他財源のことで二つお伺いします。 

 ふるさと公園の使用料と物語記念館の使用料、これどのような方が、どのような使い方

をされているのでしょうか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（後木満男君） ふるさと公園の使用料と物語記念館の使用料について、

９番議員のご質疑にお答えいたします。 

 ふるさと公園につきましては、イベント広場がございまいして、それを合宿等で使って

おりますので、そちらの方の使用料が主でございます。 

 物語記念館の使用料につきましては、入館者の入館料が主なものとなっております。以

上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ９番、長名實君。 

○９番（長名實君） 使用料と書いてあるから、入館料って書いといてくれれば分かりい

かったんだけど、あそこでどういうことをするのかなと思ったんで、分かりました。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございますか。 

 ２番、杉本初美君。 

○２番（杉本初美君） １番の観光ＰＲ推進事業についてお尋ねいたします。 

 こめぞーグッズのキャラクターの件なんですけども、今回も作成されているそうですけ

れども、今、何種類のグッズございますか。ということが１点と、そのこめぞーのグッズ

によるＰＲの用途が違ってくると思うのですけれども、どのような形でこめぞーのグッズ

を活用しながら行っているのかということ。活用方法を教えてください。 

 それともう一つ、グッズ作られましても、全部在庫として残るようなことはございませ

んか。ということをお尋ねいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 産業振興課。 

○産業振興課長（後木満男君） ただ今の２番議員のご質疑につきましては、担当の副主

幹の方から説明をさせていただきます。 

○副主幹（竹村大樹君） 産業振興課副主幹の竹村でございます。私の方から、ただ今の

２番議員のご質疑に対してお答えいたします。 

 こめぞーの方は、ＰＲキャラクターとそてグッズの活用ということで、近年力を入れて
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おりまして、グッズの種類といたしましては、クリアファイルＡ４版が、中身が納まるよ

うなクリアファイル、それとイベント等で配るような風船にこめぞーのはいった物、あと

は、うちわを作成して、こちらもイベント等での配布を行っております。 

 また、ポロシャツ、Ｔシャツなどもここ２年作成しておりまして、こちらでもグッズと

なっておりますし、あと、ゆるキャラという位置付けでもありますので、全国的にゆる

キャラの展開をされている公式の組織というのか団体、会社に依頼して、こめぞーのプロ

フィールカード、名刺代わりのようなものを作成して、そちらをこめぞーの着ぐるみなど

かがＰＲに行く時には、アテンド、動向する方がこめぞーですということで、ＰＲをして

いただいているところでございます。 

 また、従前から名刺の台紙などにも活用してご利用いただいている他、ほぼほぼイベン

ト等でのＰＲが中心でございます。 

あと、ご心配というのか、ご質疑もう一つありました在庫の状況に関しましては、ＰＲ

啓発素材でございますので、ある程度多くの在庫は抱えてしまって、使いたいときに余裕

をもって使える量を用意してございますが、ポロシャツですとかＴシャツに関しては、あ

まり残して置いておくとよくないので、昨年から受注を受けて注文があったら製作に入る

というような方法で、なるべく無駄のないようには心がけてございます。 

 あとですね、観光振興費ではございませんが、振興公社等でボールペンやストラップ、

マグネットといったようなこめぞー関連商品というのにも活用をされてございます。私の

方からは以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 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） 質疑がないようですので、２目観光振興費の質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、７款１項３目地場産業振興費の説明を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（後木満男君） 続きまして、７款１項３目の地場産業振興費について、

説明いたします。 

 予算書は、140ページ、141ページでございます。 

本年度予算額3,287万７千円、前年度予算額6,357万４千円、比較で3,069万７千円の減

額でございます。 

減額は、１番の交流促進施設等管理運営事業によるものです。 

減額の内容につきましては、経費の事業概要の中で説明をいたします。 

次に、財源内訳でございますが、その他財源で343万５千円、一般財源で2,944万２千円

でございます。 

特定財源は、その他財源で新十津川物産館使用料は、物産館の一部事務所をピンネ農業

公社が使用しておりますので、その使用料82万９千円。ふるさと応援基金繰入金260万６

千円は、奈良県、十津川村三者協定ＰＲ事業に充当することとしております。 

 続きまして、主な経費別の事業内容を申し上げます。 

１番の交流促進施設等管理運営事業3,027万１千円は、指定管理者である総合振興公社
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が運営する物産館及び前庭の公衆トイレ、学園にあります加工センター、交流促進施設サ

ンヒルズ・サライとコテージの維持管理委託料として2,819万７千円を計上しております。

また、修繕料として一般修繕200万円を計上しております。 

昨年工事をいたしました、ヴィラトップ４棟の屋根、外壁の塗装工事及び農林産物加工

センターの備品購入費の予算計上、今年度ございませんので、事業費全体では2,069万７

千円の減額となっております。 

 ２番の奈良県、十津川村三者協定ＰＲ事業260万６千円は、奈良県、十津川村三者協定

に基づく予算計上で、昨年から本格的に事業を展開しており、本年度はこれを継続すると

ともに安定させる年と位置付けています。 

奈良県内では、ＪＲ奈良駅構内のうまいものプラザ、橿原市ではＪＡならけんが運営す

る農産物直売所まほろばキッチンにおいて、また東京では、日本橋にある奈良県のアンテ

ナショップ奈良まほろば館において、本町の農特産品のＰＲや販売をすることとしており

ます。 

この他、ＪＡピンネが毎年関西圏で実施しているピンネフェアへの共同参加、母村で実

施されるイベントにも出店を計画しており、それぞれの事業への担当者の派遣旅費として

132万８千円、販売促進活動費として送料や試食品等で42万３千円、奈良県、十津川村及

び新十津川町の観光や特産品を紹介しＰＲするパンフレットの作成経費として60万５千円

を計上しております。 

 町内においても、奈良県内から本町の宿泊施設に宿泊された方を対象に、遠くからお越

しいただいたことへの感謝とおもてなしの意を込めまして、メロンゼリーやお菓子など、

１人1,000円以内の特産品をお土産としてお渡しすることとし、200人分の20万円を計上し

ております。 

 以上、地場産業振興費の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますよう

お願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ３目地場産業振興費の説明が終わりましたので、質疑に入りま

す。 

 質疑のある方は、発言願います。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、３目地場産業振興費の質疑を終わり

ます。 

ここで午後１時まで休憩といたします。 

（午前11時45分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩をとき、審議を再開いたします。 

（午後１時00分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） ８款１項１目土木総務費の説明を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（谷口秀樹君） ご指示をいただきましたので、８款１項１目土木総務費のご

説明をいたします。 
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 予算書は、142ページ、143ページでございます。 

 本年度予算額2,275万３千円、前年度予算額2,150万４千円、比較で増額の124万９千円

でございます。 

 増額の要因といたしましては、農業集落排水事業特別会計繰出金の増によるものでござ

います。 

財源につきましては、すべて一般財源で2,275万３千円でございます。 

 次に、内容のご説明をいたします。 

 １番目の土木管理事務20万７千円は、土木事業推進に要します事務費でありまして、打

合せ等に係る旅費及び参考図書等の消耗品の他に、研修会等の参加負担金を計上いたしま

した。 

 ２番目から４番目は、本町が行います道路整備事業、災害復旧事業及び土地改良事業の

事業促進を図るために加盟しております各種団体への負担金でございます。 

 ５番目の農業集落排水事業特別会計繰出金2,235万７千円は、農業集落排水事業特別会

計の中でご説明いたしますので、省略をさせていただきます。 

 以上で、８款１項１目土木総務費の説明を終わります。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） １目土木総務費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、１目土木総務費の質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、８款２項１目道路維持費の説明を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（谷口秀樹君） それでは、８款２項１目道路維持費のご説明をいたします。 

 予算書は、142ページ、145ページでございます。 

 本年度予算額２億8,633万６千円、前年度予算額２億8,269万６千円、比較で増額の364

万円でございます。 

 増額の要因といたしましては、除雪機械更新経費の増などでございます。 

 財源内訳でございますが、特定財源は、国道支出金3,602万９千円の内訳として、社会

資本整備総合交付金1,500万円は、雪寒指定路線除雪分480万円と除雪ドーザ購入分1,020

万円で、共に補助率は３分の２でございますが、除雪ドーザ購入分につきましては、近年

の社会資本整備総合交付金の割当額を想定しまして、低く見込んでおります。 

同じく、防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金2,102万９千円は、除雪ミニロータ

リの購入分で、補助率は４分の３でございます。 

次に、地方債で除雪機械整備事業債3,080万円は、２台の除雪機械更新分で、充当率は

100パーセントでございます。 

その他財源3,649万６千円の内訳として、ふるさと応援基金繰入金3,636万円は、道路維

持管理事業に充当しており、新竜大橋道路管理費負担金13万６千円は、道路橋梁維持管理

費の雨竜町負担分でございます。 

一般財源は１億8,301万１千円でございます。 
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次に、内容のご説明をいたします。 

 １番目の道路維持管理事業4,5433千円は、町道350路線、延長380キロの安全安心な道路

交通網の確保のための維持管理に要する経費でございまして、道路照明電気料、道路維持

及び街路樹管理業務の他に、道路の維持補修工事等でございます。 

今年度は手数料として、経常経費の他、市街地道路水抜き桝の清掃、町道平成通りに繁

茂しております支障木の伐採などを行い、委託料として経常経費の他、平成30年度から試

験施行しております町道法面の草刈り、南８号西線沿道に繁茂しましたトドマツの剪定な

どを行います。 

また、工事請負費では例年実施してございます舗装補修及び区画線標示工事の他に、早

急に改修を行わなければならない維持工事を行います。前年度と比較いたしまして減額と

なった要因として、工事請負費の減によるものでございます。 

 工事請負費の内容でございますが、お手元の配付資料をご覧いただきたいと思います。 

資料59ページの番号15番の美沢中央線横断管改修工事は、雨竜町との境界付近にござい

ます美沢中央線の道路横断管が大雨のたびに土砂が詰まり、呑みきれない大量の雨水が路

面や法面を伝い深掘れすることから、道路横断管の改修を行うものでございます。 

 また、予算書にお戻りいただきたいのですが、２番目の道路台帳管理事業123万８千円

は、前年度の道路改修工事に伴い、道路構造等の変更が生じた路線のデータ更新及び道路

台帳図の修正を行うものでございます。修正延長としては1.9キロメートル、対象路線７

路線、その他に町で実施いたしました維持工事や町以外が行った承認工事での変更分８か

所の修正を行います。 

 ３番目の道路維持車両管理事業1,554万４千円は、道路維持及び除排雪に使用します建

設機械14台とパトロール車１台、計15台の管理経費でございます。内容は、除雪機械の電

装品や装置部品などの消耗品、除雪装置、ロータリ除雪車のオーガ装置等、機械本体や付

属部品の修理の他に９台の車検整備等を計上いたしました。前年度と比較しまして減額と

なった要因として、前年度はドライブレコーダーや除雪車両のタイヤ購入などの消耗品が

減になったことでございます。 

 ４番目の除雪センター管理事業29万６千円は、夏期町道維持管理作業及び冬期除排雪作

業の拠点であります除雪センターに係る維持管理経費でございます。内容は、建物の小破

修繕や天井クレーン、シャッターの点検経費を計上いたしました。前年度と比較いたしま

して減額となった要因として、前年度の除雪センター外部改修工事の減によるものでござ

います。 

 ５番目の冬期除排雪事業１億5,333万３千円は、冬期間の安全で安心な道路交通網の確

保のため、町道等の除排雪作業を実施する経費でございます。作業内容として、除雪作業

は250路線、実施延長187キロメートル、排雪作業は141路線、実施延長38キロメートル、

歩道除雪は12路線、実施延長12キロメートル、公共施設除雪につきましては25か所を行い

ます。 

経費の内訳は、スノーポール、焼き砂等の消耗品、みどり町有地堆雪場の草刈りの手数

料、町道除排雪及び堆雪場雪割り業務の委託料、除雪作業を管理するための運行管理シス

テム18台分の使用料の他に、平成橋から国道275号までの0.7キロメートル及び美沢中央線

の1.2キロメートルを、滝川市と雨竜町に除雪作業を依頼する負担金でございます。前年
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度と比較いたしまして増額となった要因としては、除排雪委託業務の人件費のアップを見

込んだことによるものでございます。 

 ６番目の除雪機械購入事業7,049万２千円は、平成15年度に購入しました13トン級除雪

ドーザ１台と平成17年度に購入しました100馬力級のミニロータリ１台の更新に係る経費

で、車両の老朽化に伴う修繕費の抑制と除排雪体制の強化を図るものでございます。除雪

ドーザは、社会資本整備総合交付金事業で、除雪ミニロータリは、防衛施設周辺民生安定

施設整備事業で購入する予定でございます。 

また、除雪ミニロータリは夏期道路維持作業でも使用するため、ディスク式の草刈り装

置の購入も合わせて更新をいたします。 

以上で、８款２項１目道路維持費の説明を終わります。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） １目道路維持費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。 

10番、笹木正文君。 

○10番（笹木正文君） 除雪機のミニロータリの購入に防衛施設周辺民生安定施設整備事

業の補助金をということだったのですけれども、これは以前に即応機動連隊ずっと町長も

そうですけれども要望して、それが条件が合わなかったというか、叶わなかったのですけ

れども、その後に防衛関係の方というか、自衛隊関係の方とお会いした時に、新十津川さ

んは射撃場があるんだから、いろんな面で要望して、これからそういうことでやって欲し

いという話を伺いました。 

 で、たまたま今スキー場なんかもあんな形で、他が止めていく中で残る中で、どうして

もスキー場と防衛施設、うちの射撃場って近いので、それに関して何か自衛隊さんの方に、

ちょっと建設課に言うのもどうかなって思うのですけれども、道路がだいぶ傷んできたよ

うなんで、そういうような要望を出していけないものか、また、そういう形で使えるとい

うか、こういう補助金なんかも、これはどういう形でこのミニロータリなんかの補助出た

というのは、その辺の絡みはちょっと私、知る由が無いのですけれども、そういうような

ことをしていくと、あの周辺整備になるのかなと思うんだけれども、そういう面で建設課

に聞くのもちょっと酷かなと思うんだけれども、答えていただければ、どなたでも結構で

す、お願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（谷口秀樹君） ただ今の10番議員さんのご質問にお答えします。 

 今回の除雪ミニロータリを防衛施設の補助で購入することになったということは、以前

もそういうことで購入してました。ただ、防衛施設の補助メニュ―の中に、途中で除雪車

両の購入が切られたと言いますか、メニューになくなりまして、また、最近このメニュー

が復活をしました。そういったことで今回、防衛施設の補助事業を使って購入するという

ことの運びになりました。 

 それともう一点は、道路事業ですとかいろいろな整備に防衛施設の補助を使ったらどう

かというご質問だったと思うんですけれども、今、道路整備の方は後ほど出てくるんです

が、そういったことも今後、そういった補助を使ってできる路線があるかどうか、その辺
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を検討して、こういう補助を有効に使えるものについては使って整備していきたいという

ふうに思っております。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 ７番、安中経人君。 

○７番（安中経人君） 道路維持なんですけども、町内、結構歩いてみると、縦断クラッ

ク、横断クラック等、相当数の箇所で道路がダメージ受けているわけなんですよね。当然、

次の改良費の中で工事をやっていく計画があるかと思うんですけども、この維持の中で欠

損部のクラック補修ということで、クラックの中に充填していくんですけども、こういう

状態でやっていると、冬季の凍結、そして春先の融解ということで、凍結、融解を繰り返

していくとクラックがどんどん開いてくるというか、そういうことになって路体自体が作

り変えなきゃならないようなことになるんでないかなと。そういうようなことを考えて、

まず維持の中でどのくらい町道の中で、まずは一次処理としてクラック処理をする、ある

いは次の改良へもっていくという、その計画的な考え方をしないと、後年次大きな負担に

なるんでないかなと。 

それと、改良するにしても、オーバーレイだけでやると、下がしっかりできないとこに

オーバーレイしてもまたクラックが入ってくるということで、そういう下地処理なんかで

も非常にコストが高くなってくるので、その辺の考え方、維持は維持としての考えで、ど

ういう具合に把握して、どういう具合に維持をして、一次処理をしていくのか、毎年こう

いうのが上がってくるのですけれども、その辺の掴んでいる状況、それを教えていただき

たいということと、５番の冬季の除排雪事業の今年は１億5,300なにがし積んでるんです

が、これは町道と国道の451号から徳富ダムまでの間の北海道から委託を受けて、委託と

いうか道を空けなきゃいけない除雪もここの中含んでいるのかどうか、別枠にあるのかど

うか、その辺の２点伺いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（谷口秀樹君） それでは７番議員のご質問にお答えをいたします。 

 １番目の道路整備、維持と道路整備に係わる話だと思うのですけれども、以前に全町の

舗装道路に関しまして路面性状調査といいまして、超音波で道路のクラックだとか、あと

は中の陥没がないかどうかとか、そういった調査を行いました。そういった調査を行った

上で悪い順と言いますか、傷んでいる順で道路の整備計画を立てまして、そういったこと

で道路の整備を進めている状況でございます。 

 ですから、維持的にクラックのシール材をするというのは、ほんとうにもう局部的な話

でありまして、本格的にやるとなればそういった道路整備に合わせて処理をしていくとい

うことに考えております。 

 今、道路の改良ということで全部を改良するということは、路盤の砂利を全部取り替え

るということになってございますけども、そういったことになる前に今のところは何とか

舗装の補修といいますか、舗装の改修ですね、そういった打ち替えがだとか、そういった

ことで対応をしておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 あと、除雪経費中に国道451から徳富ダムまでの間の経費は入っているのかというご質
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問だと思うんですが、こちらにつきましては、トップダムの管理負担金の中に北海道に支

出する負担金として計上されておりまして、今回の除排雪経費で計上しました１億5,000

万の内には入ってございません。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 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） 質疑がないようですので、１目道路維持費の質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、８款２項２目道路新設改良費の説明を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（谷口秀樹君） それでは、８款２項２目道路新設改良費のご説明をいたしま

す。 

予算書は、144ページ、145ページでございます。 

 本年度予算額7,299万６千円、前年度予算額１億2,423万７千円、比較で減額の5,124万

１千円でございます。 

 減額の要因といたしましては、工事請負費の減によるものでございます。 

 財源内訳でございますが、特定財源の地方債1,500万円は、過疎地域自立促進特別事業

債で、菊水団地内道路改築工事に充当し、充当率は100パーセントでございます。 

一般財源は5,799万６千円でございます。 

 次に、内容のご説明をいたします。 

 道路整備事業7,299万６千円は、交通量の増加や経年により走行性が悪化した町道を整

備計画に基づきまして改修工事を行う経費で、打合せ旅費並びに積算に係る図書及び工事

積算システムの使用経費の他に、今年は１本の改修改築工事を行います。 

 工事の内容についてご説明いたします。また、すみませんけれども、お手元の配付資料

をご覧いただきたいと思います。 

 資料59ページの番号16番、17番の菊水団地内道路改築工事その１、その２ですけれども、

こちらは平成30年度から５年計画で始まりました道路改築工事でございますが、今年度は、

30年度やったエリアの東側のエリアの部分で、菊水団地３条通り外５路線836メートルを

実施いたします。一覧表とただ今説明をいたしました路線数の違いにつきましては、工事

を２工区に分けたもので、重複路線が２路線あることによるものでございます。 

また、この工事につきましては、工事ボリュームもあることでございますので、６月の

上旬に発注する予定でございます。 

以上で、８款２項２目道路新設改良費の説明を終わります。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） ２目道路新設改良費の説明が終わりましたので、質疑に入りま

す。 

質疑のある方は、発言願います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、２目道路新設改良費の質疑を終わり

ます。 
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○議長（長谷川秀樹君） 次に、８款２項３目橋りょう新設改良費の説明を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（谷口秀樹君） それでは、８款２項３目橋りょう新設改良費のご説明をいた

します。 

 予算書は、144ページ、145ページでございます。 

 本年度予算額6,500万円、前年度予算額7,764万６千円、比較で減額の1,264万６千円で

ございます。 

 減額の要因といたしましては、前年度の平成橋補修工事に係る負担金の減によるもので

ございます。 

 財源内訳でございますが、特定財源のうち、国道支出金4,218万５千円は、社会資本整

備総合交付金で、補助率は64.9パーセントでございます。 

地方債1,570万千円は、橋りょう長寿命化事業債で、充当率は100パーセントでございま

す。 

一般財源は711万５千円でございます。 

 次に、内容のご説明をいたします。 

 橋りょう整備事業6,500万円は、総進西５線北通りの杉原谷川に架かっています岡野橋、

福井谷線の福井谷川に架かっています福井谷１号橋の２橋の補修工事と、委託料といたし

まして、西２線の高田５号線川に架かっております井向橋の補修設計に係る経費でござい

ます。 

 工事の内容についてご説明いたします。また、お手元の配付資料をご覧いただきたいと

思います。資料59ページをお開き下さい。 

番号18番の岡野橋補修工事は、昭和52年に建設された橋梁で、昨年度は主桁の補修、上

部工を支える支承工の補修、橋台コンクリートのクラック補修を行いまして、今年度は上

部工の伸縮装置の取り替え、橋面防水、防護柵の取り替えを行います。この工事をもちま

して岡野橋の補修工事は完了いたします。 

 次に、19番の福井谷１号橋補修工事は、昭和51年に建設された橋梁で、工事内容は、床

版コンクリートの補修、上部工を支える支承工の補修、伸縮装置の取り替え、主桁の一部

塗替え、橋台コンクリートのクラック補修などを行います。福井谷１号橋につきましては、

今回の工事で完了する予定でございます。 

 この２橋の補修工事において、発がん性のあるＰＣＢ含有の塗料が主桁に使用されてお

りますので、剥がした塗膜につきましては、別途収集搬をしまして安全に処分することと

しております。 

 今後おきましても、老朽化する橋梁が増えてまいりますので、費用の縮減や事業費の平

準化を図りながら、計画的な補修工事を行ってまいります。 

 以上で、８款２項３目橋りょう新設改良費の説明を終わります。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） ３目橋りょう新設改良費の説明が終わりましたので、質疑に入

ります。 

質疑のある方は、発言願います。質疑はありませんか。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、３目橋りょう新設改良費の質疑を終

わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、８款３項１目河川総務費の説明を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（谷口秀樹君） それでは、８款３項１目河川総務費のご説明をいたします。 

 予算書は、144ページ、147ページでございます。 

 本年度予算額5,043万２千円、前年度予算額2,721万２千円、比較で増額の2,322万円で

ございます。 

 増額の要因といたしましては、大和北10号排水路、西花月排水路改修事業に係る設計委

託費及び工事請負費の増によるものでございます。 

 次のページをご覧ください。 

財源内訳でございますが、特定財源のうち国道支出金2,338万３千円の内訳として、国

庫支出金の農業排水路等長寿命化・防災減災事業補助金1,100万円は、大和北10号排水路

改修事業が対象で、補助率は55パーセント、同じく国庫出金の農地耕作条件改善事業補助

金1,100万円は、西花月排水路横断管改修事業が対象で、補助率は同じく55パーセントで

ございます。 

道支出金138万３千円は、道費管理河川樋門・樋管操作業務委託金でございます。 

その他財源122万９千円の内訳として、樺戸境川土砂上げ業務負担金96万円は、浦臼町

からの負担金で、水と緑のまちづくり推進基金運用収入14万４千円及び水と緑のまちづく

り推進基金繰入金12万５千円でございます。 

一般財源は2,582万円でございます。 

 次に、内容のご説明をいたします。 

 １番目の樋門樋管管理事業133万円は、道管理河川の７河川に54か所設置されています

樋門、樋管の操作に係る経費でございます。財源内訳でご説明しました収入よりも支出が

少ない理由は、北海道からの委託金に事務費が含まれているためでございます。 

 ２番目の河川維持管理事業4,868万３千円は、１号線川支流や墓地谷川など、町管理河

川に堆積しました土砂の除去及び土砂溜桝の土砂上げ、河川内にある支障木の処理などの

経費で、今年度は、１号線川支流の上流にあります創造の森の土砂溜めの土砂上げを行い

ます。 

また、町内各地域で河川環境の維持向上と災害の未然防止など河川愛護活動を実践して

いただいています河川愛護組合13組合に対しまして、活動経費の一部を負担しています。 

今年度は、河川愛護組合13組合の組合長と協議を重ねまして、数年間据え置いてきまし

た負担金を人件費高騰分の一部として10万円増額をいたしました。 

前年度と比較しまして増額の要因として、浦臼町との警境界にあります樺戸境川のうち、

国道より下流側の土砂上げ業務、大和北10号排水路改修事業、西花月排水路改修事業の増

によるものでございます。 

工事の内容について説明する前に、お手元に配付の資料11ページをご覧いただきたいと

思います。 



- 170 - 

 

委託事業調書の中段に大和北10号排水路調査設計業務という欄がございますが、その欄

の中に樺戸境川土砂上げ業務という記載が漏れておりました。追加で記入していただくと

ともに、お詫びを申し上げます。 

 それでは、工事の内容についてご説明申し上げます。お手元の配付資料60ページをご覧

いただきたいと思います。 

 番号21番の大和北10号排水路改修工事は、昭和50年代に道営ほ場整備事業で整備された

本排水路で、２面装甲の柵渠形式の排水路でございます。この排水路が経年劣化によりま

して柵渠板が折れ、隙間から背面土砂の流出が進んでいること、また、縦断勾配が不安定

となり、流下能力が著しく低下している箇所もあることから、親柱及び柵渠板の布設替え

を行います。 

番号20番の平成30年度繰越事業なんですけれども、これは先日、平成30年度の補正予算

として議決されました事業でございます。この事業は平成31年度から整備を進める予定で

ございましたが、平成30年度予算の繰越事業を前提に補助事業採択がされたことから、平

成31年度に繰越して工事を行います。 

 次に、番号22番の西花月排水路横断管改修工事は、平成30年度に西花月排水路の洪水対

策業務を行ないました。その中で水理検討を行いましたところ、西２線にあります口径

800ミリの横断管では流下能力が足りず、住宅地や農地が冠水することが判明をいたしま

した。このことから、この横断管の口径を1,350ミリに変更して流下能力を向上させ、冠

水被害の防止を図るため実施設計と改修工事を行うところでございます。 

 これらの事業を行うことで、近年頻発しています大雨での農地冠水被害の防止に努めて

まいりたいと思っております。 

 次に３番目の徳富川ラブリバー推進協議会支援事業12万５千円は、河川環境の向上と潤

いのある空間形成を図ることを目的としまして、徳富川河川緑地の清掃、花壇の花植えな

どの活動をしております同協議会に対しまして、活動費の一部を交付するものでございま

す。 

この団体は、町の建設協会が中心となって設立された団体で、加盟12団体、約500人の

方が参加する団体でございます。 

 ４番目から６番目は、河川整備事業、治水対策事業の促進を図るため、町が加盟し活動

しております各団体への負担金でございます。 

 ７番目の水と緑のまちづくり推進基金積立金14万４千円につきましては、徳富川ラブリ

バー事業を円滑に進めるための積立金でございます。 

 以上で、８款３項１目河川総務費の説明を終わります。よろしくご審議いただきますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目河川総務費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。 

３番、鈴井康裕君。 

○３番（鈴井康裕君） ２番の河川維持管理事業なんですけれども、河川愛護組合13組合

で10万円増額してくれたという話ですが、本当に近年、愛護組合で草刈りする人数がどん

どんどんどん減っていきまして、非常に厳しいと。13団体で10万円ですよね。それじゃ

ちょっと厳しいんではないかと。 
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実際に、建設課の方で各愛護団体で携わっている人数がこの数年でどのくらい減ってい

るのかというのも把握していますでしょうか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（谷口秀樹君） ３番議員さんのご質問にお答えいたします。 

 この件に関しましては、長島主幹の方からご説明申し上げます。 

○建設課主幹（長島史和君） 建設課主幹の長島と申します。私の方から河川愛護組合の

組合員に関しましての回答ということで、ご説明させていただきます。 

 河川愛護組合員さんに傷害保険ということで保険をかけさせていただいております。ち

なみに本年度、31年度につきましては220人の人数を計上させていただいております。こ

こ近年での人数におきましては、約10人程の減ということで微減ではございます。 

 実際、草刈りにかかりました人数の報告という部分で、秋に皆さんから上げていただい

ている部分との整合につきましては、若干、この220人よりは下回ってはおりますけれど

も、ほぼこの人数で活動を行っていただいておりますが、３番議員さんのおっしゃられた

とおり、人数の方の減というのは実際現れてきておりますので、その部分も含めまして、

今回負担金10万円、町の分の10万円としては負担としては10万円なのですけれども、多面

的機能の部分ともリンクいたしまして、実質は50万円ほどの全体での事業負担金の増とい

うことで、昨年11月に組合長さん会議も行いまして、お話をさせていただいております。

以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 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） 質疑がないようですので、１目河川総務費の質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、８款４項１目都市計画総務費の説明を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（谷口秀樹君） それでは、８款４項１目都市計画総務費のご説明をいたしま

す。 

 予算書は、146ページから149ページでございます。 

 本年度予算額１億4,018万１千円、前年度予算額１億4,506万２千円、比較で減額の488

万１千円でございます。 

 減額の要因といたしましては、下水道事業特別会計繰出金の減によるものでございます。 

 財源内訳でございますが、特定財源の国道支出金71万円の内訳として、国庫補助金で社

会資本整備総合交付金21万５千円は、住宅の耐震診断、改修事業分で、補助率は４分の１

でございます。 

道支出金の既存住宅耐震改修事業補助金43万１千円は、住宅の耐震診断、改修事業分で、

補助率は２分の１でございます。 

同じく、道支出金の建築基準法事務委託金５万４千円は、受付、完了検査業務それぞれ

10件分を、建設リサイクル法業務委託金１万円は、届出受付20件分を見込んでございます。 

次のページに移りますが、地方債2,000万円は、過疎地域自立促進特別事業債で、安心
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すまいる助成事業分でございまして、充当率は100パーセントでございます。 

 一般財源は１億1,947万１千円でございます。 

 次に、内容のご説明をいたします。また、前のページへお戻りください。 

 １番目の建築事務20万１千円は、建築事務推進のための旅費及び積算資料、図書購入費

の他に、積算の為の単価データ使用料及び建築関係の講習会参加負担金でございます。 

 ２番目の都市整備推進事務604万７千円は、都市計画審議会４回分の開催に係る経費と、

都市計画事務推進のための旅費及び消耗品の事務費でございます。前年度と比較いたしま

して、増額となった要因としては、昨年12月にＪＲ北海道と沿線４町の合意に基づき、平

成32年５月７日をもちまして札沼線の北海道医療大学駅から新十津川駅までの廃止が決

まったことから、新十津川駅跡地周辺の土地利用の見直しを進めるため、都市計画用途地

域の変更を行う委託料を計上したことによるものでございます。 

この業務の実施に際しまして、駅周辺跡地の具体的な土地利用の検討を、地元行政区区

長と相談した上で、近隣住民の方々など関係者と話し合いを持ちながら進める予定考えて

おります。 

続きまして、３番目の安心すまいる助成事業2,500万円は、平成28年度から行っており

ます安心すまいる助成事業の経費で、助成限度額50万円の50件分を計上いたしました。 

なお、今年度の実績としまして、62件の申請がございまして、助成額につきましては

2,150万８千円でございます。 

 ４番目の住宅耐震化促進事業404万円は、平成28年度から行っております住宅耐震促進

事業の経費で、補助金として、耐震診断は上限度額４万円の１戸分、耐震改修につきまし

ては、限度額100万円の１戸分をそれぞれ計上いたしました。解体工事につきましては、

限度額30万円の10戸分を計上いたしました。 

今年度の実績は、耐震診断、耐震改修は残念ながらございませんでしたが、解体工事に

つきましては17件ございまして、助成額につきましては404万１千円でございます。 

５番目の下水道事業特別会計繰出金１億489万３千円は、下水道事業特別会計の中で説

明いたしますので、省略させていただきます。 

 以上で、８款４項１目都市計画総務費の説明を終わります。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） １目都市計画総務費の説明が終わりましたので、質疑に入りま

す。 

質疑のある方は、発言願います。 

８番、青田良一君。 

○８番（青田良一君） 先ほども都市計画について別の角度からお話させていただきまし

たけども、マスタープランの変更ということで、私が理解できないのは、都市計画そのも

のの本当の計画というのができていて、その一部を変えるだけなのに、どうしてこれを業

者に委託しなきゃならないのか、その考え方が全然分からないんですね。どうして職員の

人達が自分でやろうとこれをしないのか、ということを強く思ったんです。その辺でどう

しても委託しなきゃならないという理由があるのかどうか、それをちょっとお聞かせいた

だきたい。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 
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 建設課長。 

○建設課長（谷口秀樹君） ８番議員さんのご質問にお答えをいたします。 

 こちらにつきましては、今委託をしているのはなぜ委託で、自前でできないのかという

ことでございますけれども、こちらについましては、都市計画の用途の見直しということ

で、おっしゃられる通り、都市計画区域の一部分の用途の見直しでございます。 

 これは、委託業務にかけたという理由は、確かに職員の業務量の関係だとか、そういっ

たことも大きい話でございますが、特に都市計画の用途の変更をするということになると、

高度な過去の経験だとか技術的なことも踏まえまして、相当の技術力を持って臨まなけれ

ばならないというふうに考えております。 

 それと、これは北海道と都市計画協議を行なうことになりまして、そういった話の中で

の助言をいただきながら協議するのは我々なんですが、その中で助言をいただきながらそ

ういったことを進めてまいるということで、委託にしたということでございます。以上で

す。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございますか。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、１目都市計画総務費の質疑を終わり

ます。 

 ここで、14時10分まで休憩いたします。 

（午後１時53分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、審議を再開いたします。 

（午後２時10分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、８款４項２目公園管理費の説明を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（谷口秀樹君） それでは、８款４項２目公園管理費のご説明をいたします。 

 予算書は、148ページ、149ページでございます。 

 本年度予算額1,970万１千円、前年度予算額4,523万３千円、比較で減額の2,553万２千

円でございます。 

 減額の要因といたしましては、公園改修設計委託料及び工事請負費の減によるものでご

ざいます。 

 財源内訳でございますが、特定財源のうち、その他財源の1,433万２千円の内訳は、都

市公園使用料２万５千円と、ふるさと応援基金繰入金1,415万７千円、パークゴルフ場管

理協力金15万円でございます。 

 一般財源は536万９千円でございます。 

次に、内容のご説明をいたします。 

 １番目の都市公園等管理事業1,970万１千円は、都市公園13か所、花月農村公園、その

他公園１か所の計15の公園及び国道275号植樹帯等の維持管理に要する経費で、肥料、除

草剤、花壇用花苗等の消耗品、電気、上下水道料や遊具等公園施設の小破修繕料の他に公
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園管理、遊具点検などの委託料でございます。 

今年度は、地域の方々と話し合いを持った結果、青葉児童公園の外周フェンスの修繕、

みどり公園のバックネット修繕を行います。また、石狩徳富河川緑地にございますパーク

ゴルフ場のプレイに関する注意事項看板の修繕を行います。 

 以上で、８款４項２目公園管理費の説明を終わります。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） ２目公園管理費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、２目公園管理費の質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、８款５項１目住宅管理費の説明を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（谷口秀樹君） それでは、８款５項１目住宅管理費のご説明をいたします。 

 予算書は、148ページ、151ページでございます。 

 本年度予算額4,483万８千円、前年度予算額6,096万７千円、比較で減額の1,612万９千

円でございます。 

 減額の要因といたしましては、昨年度の南吉野団地公営住宅解体工事及び文京団地の木

製遊具等の修繕料の減によるものでございます。 

 次のページにお進みください。 

財源内訳でございますが、特定財源のうち国道支出金で、社会資本整備総合交付金

1,232万円は、トップ団地外壁塗装工事分で、補助率は45パーセントございます。 

その他財源1,411万円の内訳は、公営住宅使用料1,322万１千円、公営住宅使用料滞納繰

越分１千円、公営住宅駐車場使用料81万８千円、公営住宅駐車場使用料滞納繰越分１千円、

基金運用収入３万３千円、公営住宅敷金預金利子２万６千円、収納出納員の貸付金収入１

万円でございます。 

 一般財源は1,840万８千円でございます。 

 次に、内容のご説明をいたします。前のページにお戻りください。 

１番目の公営住宅維持管理事務4,477万９千円は、公営住宅360戸及び特定公共賃貸住宅

６戸の計366戸の維持管理経費でございます。 

修繕料では、住宅及び付帯施設の一般修繕の他、文京団地、青葉団地の電気調理器具の

交換や文京団地集中給油システムメーターの交換、トップ団地木製ブランコ修繕、住宅用

火災警報器バッテリー交換で、中央団地、新菊水団地、菊水北団地、橋本団地、あじさい

団地の計332台分の交換する経費を計上いたしました。 

手数料では、経常経費の他、青葉団地Ａ棟、Ｂ棟にあります灯油タンク20台の洗浄手数

料を計上いたしました。 

次に、工事の内容についてご説明をいたします。お手元に配付してあります資料をご覧

いただきたいと思います。 

資料60ページ、番号23番のトップ団地公営住宅外部改修工事（Ｂ棟第２工区）でござい

ますが、こちらは、平成24年度に策定をいたしました公営住宅長寿命化計画に基づきまし
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て、平成28年度から４か年で整備を行う計画でございます。 

今年度は、平成12年度に建設をいたしました役場から見まして一番手前南側のＢ棟18戸

分の外壁補修、塗装工事を行います。この工事をもちまして、トップ団地外部改修工事は

終了いたします。 

なお、３月１日現在の入居状況でございますけれども、339戸中政策空き家６戸を含め

まして、空き家は27戸、入居状況は339戸でございまして空き家は27戸ということでござ

います。 

 ２番目の公営住宅共同施設整備基金積立金５万９千円は、公営住宅共同施設整備基金運

用利息及び公営住宅敷金利子の積立金でございます。 

 以上で、８款５項１目住宅管理費の説明を終わります。よろしくご審議いただきますよ

うお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目住宅管理費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、１目住宅管理費の質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、９款１項１目消防総務費の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（寺田佳正君） それでは、議長からご指示をいただきましたので、９款１項

１目消防総務費の内容について、ご説明を申し上げます。 

 予算書は、152、153ページをお開き願います。 

 本年度予算額１億6,612万４千円、前年度予算額１億9,848万円、比較3,235万６千円の

減でございます。 

 減額の主な要因は、昨年度において第１分団消防ポンプ自動車購入を更新したことなど

によるものでございます。 

財源内訳でございますが、すべて一般財源でございます。 

 事業概要を申し上げます。 

１番、消防事務組合負担金の内訳でございますが、一つ目といたしましては、組合本部

共通経費分、これが2,881万６千円でございます。構成市町で均等割、人口割、財政割に

より負担割合を定めておりまして、本町の負担割合は10.454パーセントとなっております。 

次に、消防署共通経費分、これはほとんどが職員人件費分でございまして１億817万円、

新十津川支署費として540万６千円、新十津川支署の車両をはじめとする資機材の維持管

理、救急業務等に要する経費となっております。 

 新十津川消防団関係の単独分経費には2,044万２千円、消防団員の活動に係る経費でご

ざいます。 

なお、現在の消防団員数は、定数の103名に対してまして100名で、充足率97パーセント

となっております。 

 新十津川消防施設費につきましては299万円で、平成25年度から設置後40年を経過した

消火栓、全38基ございますが、これを計画的に更新しておりますが、その最終年分として

５基の更新経費を計上しております。 
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 以上、消防総務費の説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますようお願

いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目消防総務費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、１目消防総務費の質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、９款１項２目水防費の説明を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（谷口秀樹君） それでは、９款１項２目水防費のご説明をいたします。 

 予算書は、152ページ、153ページでございます。 

 本年度予算額4,613万９千円、前年度予算額3,059万円、比較で増額の1,554万９千円で

ございます。 

 増額の要因といたしましては、農業用排水機場の機能診断業務や点検整備補修業務の委

託料の増によるものでございます。 

 財源内訳でございますが、特定財源のうち、国道支出金2,347万６千円の内訳として、

国庫補助金の農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金1,000万円は、農業用排水機場機

能診断業務分で、補助率は100パーセントでございます。 

道補助金の基幹水利施設管理事業補助金1,347万６千円は、下徳富第２排水機場の管理

事業分で、補助率は60パーセントでございます。 

その他財源の414万７千円の内訳として、下徳富第２排水機場管理費負担金234万７千円

は、浦臼町からの負担分で、負担割合は受益面積割で24パーセントでございます。 

同じく、救急排水施設操作委託金180万円は、３か所ございます救急排水場の管理費負

担分でございます。 

 一般財源は1,851万６千円でございます。 

 次に、内容のご説明をいたします。 

 １番目の水防活動管理事業35万８千円は、石狩川の増水に係る水害防止に際し、排水機

場で活動します水防団の活動に係る経費で、公務災害時の補償掛け金の他に、新規水防団

員用の装備品の購入やクレーン運転の資格取得に係る負担金を計上いたしました。本日現

在の水防団員数は、条例上60名というふうになっておりますが、現在52人の水防団員数と

なっております。平均年齢は55歳です。 

 続きまして、２番目の融雪出水対策事業30万円は、春先の融雪出水被害の未然防止を図

るため、河川の雪割作業を行う経費でございます。 

 ３番目の救急排水施設管理事業128万８円は、札幌開発建設部との契約に基づき、新十

津川地区、袋地沼地区、下徳富地区の３救急排水施設の維持管理経費でございます。内容

は、施設や装備品の点検、維持管理、救急排水訓練の実施に係る経費でございまして、水

防団員の報酬及び費用弁償の他に、機場周辺の草刈手数料を計上いたしました。 

 ４番目の農業用排水施設管理事業2,093万６千円は、志寸島、弥生、下徳富第１の３排

水機場の維持管理経費でございます。内容は、水防団員による定期点検の報酬、電気料、

水道料、周辺草刈と緊急時の機械調整手数料の他に、排水機場設備の点検整備委託料でご



- 177 - 

 

ざいます。 

前年度と比較しまして増額となった要因としましては、今年度は、志寸島排水機場の冷

却水ポンプの更新及び地下燃料タンクの定期点検、弥生排水機場の吐水槽の水位計の更新、

下徳富第１排水機場の機器制御用のバッテリー交換を行います。 

さらに、３か所の農業用排水機場の健全度を確認するための機能診断を行いまして、機

能保全計画及び施設整備の実施計画を策定する業務を行います。 

 ５番目の下徳富第２排水機場管理事業2,325万７千円は、基幹水利施設管理事業により

浦臼町と共同で維持管理を行なっている排水機場でございます。農業用排水施設と同様に

水防団員によります定期点検の報酬、電気料、水道料、シャッター保護のための冬囲い手

数料の他に、排水機場設備の点検整備委託料でございます。 

前年度と比較しまして増額となった要因としましては、今年度は、年次点検整備時に併

せて３台あるエンジンのうち、ナンバー２のエンジンの分解整備を行います。 

 以上で、９款１項２目水防費の説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお

願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ２目水防費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。 

 ７番、安中経人君。 

○７番（安中経人君） お伺いします。１番の水防活動管理事業ということで、条例上60

人のところを52人ということで定員が割れてる。こういう中で組織を維持するために、平

時どういうシュミレーションで起動訓練をやっているのか、そういう内容。それとシーズ

ンを通して、年間を通して回数、中身、どういうような内容で組織維持のための訓練を

やっているのか、ちょっと中身を教えていただきたいんです。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（谷口秀樹君） ただ今７番議員さんのご質問にお答えしたいと思います。 

 先ほど説明の中で、定員が条例上60人、現在52名ということで定員割れをしているので、

足りない部分についてどう考えるかということが一点だと思いますけれども、こちらにつ

きましては、もともと水防団員も建設協会の人達、事業者にご協力をいただいた中で運営

していたということが始まりでございまして、現在、建設協会もかなり人員削減しており

まして、そういった意味で参加される会社も少なくなってきております。 

 また、新たに新しい取り組みとして、地域の農業者の方々にもご協力をいただいており

ます。そういった方々を何とか増やしていきたいということと併せまして、今回広報で水

防団の活動についてということで特集記事を組ませていただきました。 

その中に、どういった内容でこういった作業をしますよというようなお知らせとともに、

参加事業者の会社名も書いて、協力していただいています業者さんの参加企業のお名前も

書かせていただいて、そういったＰＲではございませんけれども、水防団活動にはこう

いった業者さんが関わり合いを持って協力してくれていますというようなお知らせも兼ね

てＰＲをしております。 

もっか、これは一人ひとりお願いするような形、農家の方についてはそういったことで

地域の声を拾いながら誰かいませんかということで、何とか増やしていこうというような
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取組みで頑張っておりますが、やはり高齢化ですとか、そういったことで辞めていかれる

方もおります。それがまず一点でございます。 

水防団の活動につきましては、まず春に排水場ですね、石狩川札幌開発建設部が設置し

た排水場、新十津川地区、袋地沼地区、下徳富地区にございますが、そちらの排水場にポ

ンプを据え付けるというような作業が春先に行ないます。その時に皆さんに来ていただき

まして、ポンプを設置します。で、そのまま設置した中で大雨がきますと、水防団員にお

願いをしまして、もし石狩川が増水するようなことがあって、樋門を閉めるようなことが

あれば、内水が上がってきますので、そういった時に操作をしていただくと。 

それと、シーズン終わりましたら、その設置したポンプを冬になりますと水でしばれて

しまいますので、そのポンプを引き上げる撤去訓練というものをしております。 

ざっとですけれども、こういった年間のスケジュールで動いております。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ７番議員、よろしいですか。 

 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） 質疑がないようですので、２目水防費の質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、９款１項３目災害対策費の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（寺田佳正君） 議長からご指示をいただきましたので、９款１項３目災害対

策費の内容について、ご説明を申し上げます。 

 予算書は、154ページ、155ページをご覧願います。 

 本年度予算額805万２千円、前年度予算額5,182万１千円、比較4,376万９千円の減でご

ざいます。 

 減額の主な要因は、昨年度において、防災拠点Ｗｉ－Ｆｉ環境整備を行ったことによる

ものです。 

 特定財源の内容ですが、その他財源で、災害時非常用食料品売払収入１万円でございま

す。 

 次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。 

 １番、災害用備品等管理事業15万円は、災害対策のために必要となる備品の管理経費で

ございます。 

 ３番、防災無線管理事業271万９千円でございますが、中継局及び屋外拡声器の電気料

及びＮＴＴ回線使用料並びに設備保守点検業務などを計上いたしました。 

 また、戸別受信機についても、在庫の状況と新規貸与、若しくは故障に伴う交換貸与状

況を勘案し、20台分の購入経費も計上させていただいております。 

 防災無線設備としましては、固定系並びに移動系の基地局及び中継局が各１施設、屋外

拡声子局が８施設、車載及び可搬型無線機が38台、その他に戸別受信機となってございま

す。 

 ３月１日現在での各家庭、施設等に設置しております戸別受信機の台数は2,759台、予

備は58台保有している状況となってございます。 

 次に４番、地域防災力強化事業487万５千円は、昨年９月より任用しております防災対
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策専門員１名の賃金及び活動経費となってございます。 

 ５番、災害救助物資備蓄事業12万３千円ですが、災害時に備えて備蓄している食糧品等

のうち、保存期間満了が近づいた、缶詰、育児用ミルクなどの更新を行うとともに、備蓄

食糧数を、これまでの300食ということで設定してございましたが、500食に増やすことと

して予算の計上を行っております。 

 ６番、遭難対策事業５万円は、遭難者が発生した場合の捜索隊等に係る食糧費を計上し

てございます。 

 平成30年度において、遭難捜索におけるドローンの活用について検証を行ったところで

ございますが、限られた条件下でなければ、なかなかその威力を発揮できないという結論

に至りましたので、町といたしましては、警察、自衛隊等のヘリ捜索を中心に要請するこ

とといたしまして、遭難者の関係者がドローンでの捜索を希望する場合には、遭難者の費

用負担において利用することとしてございます。 

 以上、３目災害対策費の説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ３目災害対策費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。 

５番、白石昇君。 

○５番（白石昇君） 昨年地震があったり、いろいろ災害の多い年になってきましたけれ

ども、非常食の備蓄を300から500に増やしたと今説明があったわけなんですけれども、行

政区ごとに昨年はばらばらで、置いてあるところと、置いていない所もあったり、そうい

うことがあったんですけど、今年の対応として、一律な行政区に非常食を置くとか、そう

いうことになってますか。そこまではいっていないかを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（寺田佳正君） ただ今の５番議員の質疑につきましては、災害対策事務局長

よりお答えを申し上げます。 

○災害対策事務局長（小松敬典君） 総務課主幹の小松です、よろしくお願いします。５

番議員の質疑にお答えさせていただきます。 

 例年同様、各それぞれの行政区の会館の方については、今も指導しているのですけれど

も、個々には必要ないということで指導しております。 

 今回、昨年の大地震もありまして、大停電がありましたので、ここでは300から500に増

やして、必要な分だけそれぞれの会館の方に届けるというような形に、これまでもしてお

りますし、これからもその考えは変わりないということでご理解いただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ５番、白石昇君。 

○５番（白石昇君） 単位行政区では、置かなくてもいいという感覚で300から500に増や

して、そういう場合に対応するという考え方で受け取ってよろしいですか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（寺田佳正君） ただ今の５番議員の質疑、引き続き、災害対策事務局長より
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お答え申し上げます。 

○災害対策事務局長（小松敬典君） それでは引き続き、お答えさせていただきます。 

 各家庭の備蓄も多少なりともあることだと思いますので、個々の行政区については、家

庭用の備蓄も踏まえて検討していきたいなというふうに思っておりますし、行政側の方と

しましては、ある程度、広報誌だったりだとか、それぞれの行政区長さんを通じて、ご家

庭の備蓄の方も増やしてくださいというような指導も行っておりますので、家庭用の備蓄

の強化の方にも、これから力を入れていきたいなと思っております。 

 それから、昨年、中空知広域圏での研修がありまして、その際に昨年の厚真町の停電、

大地震の教訓をいろいろお話を聞かせていただいたのですけれども、厚真の場合は、大体

生活用物資については、北海道もしくは自衛隊の方に要請をかけますと、大体24時間以内

くらいで物資の方が届いているというような事例も聞かせていただきましたので、町の方

としては、最低１日500人分の非常食を確保するというような方針で進めていきたいとい

うふうに考えておりまして、平成31年度の予算で計上させていただいてるということも申

し添えさせていただきます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございますか。 

８番、青田良一君。 

○８番（青田良一君） 確認も含めてちょっとお尋ねしたいのですけども、地域防災マ

ネージャーの資格があるということで、昨年だったと思いますけども、お一人臨時雇用さ

れまして、今年も引き続き予算上は載っておられます。 

 そこで私は、よく分からないのですけれども、地域防災マネージャーの資格ということ

で、これ副町長の方から説明あったんですけども、これはどういう資格であって、これだ

けの賃金をお支払いするという部分との兼ね合いが、私その辺ちょっとよく分からないの

ですけれども、その辺の説明と、そして災害に対応ということですから、うちの町だけで

ないんですね、隣も町も向かいの町も、こういう資格の方を行政側の中に置いてやってお

られるということなのかどうか、その辺も併せて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。 

 総務課長。 

○総務課長（寺田佳正君） ただ今の８番議員の質疑にお答えを申し上げます。 

 地域防災マネージャー、平成30年度補正予算を計上させていただく時、あるいは総務委

員会の中でも副町長等の方からご説明を申し上げたと思いますが、内閣府がこういった防

災の対応をするエキスパートを養成するという講座がございまして、これを受講した者が

地域防災マネージャーとして認証されるというような仕組みになってございます。 

 本町においては、今後、地域防災力、こういった地域の防災力を高める上で、こういっ

た専門的な知識を持った方、こういった方に地域に出向いて行っていただいて、新十津川

町の防災力を高めていただきたいということで任用を行ってございます。 

 加えて、本町で任用を行いたいとする方につきましては、自衛官のＯＢということでご

ざいまして、そういった緊急時の対応、そういったものには非常に能力をお持ちな方とい

う方がいらっしゃいましたので、引き続き任用をしたいとしているものでございます。 

 次に、近隣の状況でございますが、この近隣、中空知圏域におきましては、地域防災マ
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ネージャーの資格を完全にお持ちかどうか分かりませんが、滝川市、芦別市であったり、

あるいは今後において、平成31年度以降の情報としましては、月形町、上砂川町あたりで

も任用したいんだということで、私どもの方に状況の問い合わせ等いただいているところ

でございます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございますか。 

４番、小玉博崇君。 

○４番（小玉博崇君） ４番の地域防災力強化推進事業の観点で、ご質問をさせていただ

きたいと思いますが、先ほど消防団の現状、それと水防団の現状がお話があって、いずれ

も団員が減ってきているというような状況がありました。 

 先ほど水防団の部分については、建設課長からもお話があったとおり、なかなか難しい

と。消防団の方も実際、昨年と同様、今のところ103名のところ100名の確保はできていま

すが、間もなく４名減るというような状況になるかなというふうに思っております。 

 私ども後援会として、消防団の後援会としてもかなり大きな課題となっておりますが、

この地域防災力強化という視点で、こういった消防団、水防団、実際にこういう災害の時

に動く方達の人材確保というか、こうれに対してどういった見解、また、どんな協議がな

されているのか、もし分かれば教えて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。 

 総務課長。 

○総務課長（寺田佳正君） ただ今の４番議員の質疑にお答えいたします。 

 現状といたしましては、先ほど私の方から説明しました消防団員も若干の充足数、充た

していないということ、水防団も建設課からご説明のように定数を満たしていなというこ

とで、やはり近年の災害を受けて、こういった時に住民の皆さんのそれぞれの出動といい

ましょうか、出役が町を救っていく、助けていくというようなことを理解をしていただい

て、協力を仰いでいくということを続けていかなければならないのかなというふうには

思ってございます。 

 ここの災害対策費の部分で考えておりましたのは、地域防災力の中でも、そういった専

門の方というよりは、本当の行政区にお住まいの地域の方々、住民一人ひとりの意識を高

めて、まずもって私どもの方では防災力、少しでも意識向上に努めていきたいとして、新

年度も取組んでまいりたいと予定してございます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございますか。 

 10番、笹木正文君。 

○10番（笹木正文君） ちょっと細かいところで申し訳ないのですけれども、予算という

ことで特定財源として１万円売払収入ってあるんですけどね、されど１万円かもしれない

んですけどもね、これどうでしょうね、今回、300から500に増やすということなんですけ

どね、今も課長の答弁で身近に防災意識の向上というのがありますけれども、今は、各行

政区で防災訓練やってますよね。そんな中で、備蓄してるのは、こういうのがあるんだと

いう周知も含めて、行政区単位でもいいですし、いろんな形でこれを配布するような形に

して、防災意識というのであれば、こういうこともやってるし、こういう物もあるんです
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よっていう、ここで１万円収入受けたからっていったってそう大きな問題ではないと思う

ので、そういう方法も考えてもらえたらどうかなと思いますけども、どうでしょか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（寺田佳正君） それではただ今の10番議員の質疑につきましては、災害対策

事務局長よりお答えを申し上げます。 

○総務課主幹（小松敬典君） それでは10番議員の質疑にお答えさせていただきます。 

 その通りだというふうに私も思いますし、これは次の食糧を買うための一つの財源とし

た考えの中でこれまでもやっておりましたが、今後については、実は今月もある行政区の

方から防災の関係の訓練に参加してくれというような要請もございますし、これから各行

政区でのそういった防災訓練等を活発にしていただく上でも、その辺のもし申し入れだと

かというのがありましたら臨機応変に対応して、こういったものをＰＲする上でもそう

いった活用も含めて検討させていただきたいというふうに思っております。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ありますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） それでは質疑がないようですので、３目災害対策費の質疑を終

わります。 

                                       

◎閉議の宣告 

○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。 

 15日は、午前10時より本会議を再開いたししますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の本会議はこれにて散会いたします。 

どうもご苦労さまでした。 

（午後２時53分） 
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     ◎開議の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） 皆さん、おはようございます。 

ただ今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、お手元に配付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。 

 会議録署名議員は、新十津川町議会会議規則第127条の規定により、５番、白石昇君。

６番、西内陽美君。両君を指名いたします。 

                                       

     ◎議会運営委員長報告 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２、議会運営委員長報告を行います。 

 定例会の運営について、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） それでは議会運営委員会の報告を申し上げます。 

 ３月13日に開催されました。出席者は、記載のとおりでございます。説明員として、小

林副町長と寺田総務課長さんにご出席をいただいたところでございます。 

 ５の協議事項でございます。 

平成31年第１回定例会付議案件の追加ということでございます。工事請負契約の締結４

件を追加で付議する旨、総務課長から説明を受けました。 

これにつきましては、懸案でありました庁舎建設等の入札が終わりまして、その金額が

議会の議決を要する案件となったために、今定例会に付議をするといった内容でございま

す。 

会期日程については、従前のとおり本日３月15日までとして、日程については、別紙の

とおり示されております。 

なお、順番につきましては、本日の議事日程の方に示されておりますので、ご覧をいた

だきたいと思います。 

 ４番目でございます。 

議案についてということで、議員発議で行いたいと思っております。新十津川町議会委

員会条例の一部改正と議会会議規則の一部改正、これについて上程をいたしたいとするも

のでございます。 

 以上、議会運営委員会の報告とさせていただきます。議員各位のご協力をよろしくお願

い申し上げます。 
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○議長（長谷川秀樹君） 議会運営委員長の報告を終わります。 

                                       

     ◎議案第13号の内容説明及び質疑 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３、議案第13号、平成31年度新十津川町一般会計予算を

議題といたします。 

昨日に引き続き、内容説明及び質疑を行いますので、よろしくお願いいたします。 

 冒頭ですけれども、昨日の商工費の中で２目の観光振興費、この中で３番、鈴井議員の

方から質疑がありまして、答弁が十分ではなかったというところで、今日、補足答弁をし

たいというような申し出がありましたので、発言を許可いたします。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（後木満男君） おはようございます。それでは議長のお許しをいただき

ましたので、昨日の予算の審議において、３番議員から７款１項２目観光振興費の事業番

号１番、観光ＰＲ推進事業でご質疑のありました件につきまして、お答えをさせていただ

きます。 

 新十津川駅の様子を配信するライブカメラの設置に係わる視聴回数の確認の件について

のご質疑でございました。 

 まず、十津川村のライブカメラの状況を確認いたしました。十津川村につきましては、

こまどりケーブル株式会社という映像配信会社の映像を利用しておりまして、十津川村で

は、視聴回数を日常的には把握していないということでございました。必要に応じ、こま

どりケーブル株式会社に視聴回数を確認するというような形をとっているようでございま

す。 

 本町の設置に当りましては、現在の想定としましては、多くの方に視聴いただけるユー

チューブによる配信を考えております。ユーチューブにはユーチューブライブというもの

がございまして、これについては町の方で視聴回数を把握できるという仕組みになってお

ります。配信される映像につきましては、現在視聴している視聴者の数が表示されるとい

うことになっております。 

設置に当りまして、ホームページ等も含めながら周知して、効果的な配信になるよう検

討しながら設置を進めたいと考えております。以上、３番議員のご質疑への回答といたし

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） ３番、よろしいですか。 

 それでは、10款教育費から、審議に入ります。 

 １項１目教育委員会費、２目事務局費の説明を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） おはようございます。ご指示をいただきましたので、

10款１項１目教育委員会費について、ご説明いたします。 

 予算書は156ページ、157ページをお開きください。 

 本年度予算額241万５千円、前年度予算額243万４千円、比較１万９千円の減額でござい

ます。 

 財源は、すべて一般財源でございます。 

 経費別の事業概要ですが、教育委員会活動事業241万５千円は、教育委員の活動経費と
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して、４名の委員報酬、費用弁償及び教育長の旅費、交際費を計上してございます。 

 次に、２目事務局費について、説明いたします。 

 予算書は、156ページから159ページをお開きください。 

 本年度予算額4,756万４千円、前年度予算額4,970万円、比較213万６千円の減額でござ

います。 

減額の主な要因は、私立幼稚園就園奨励補助金の対象見込みの減少によるものでござい

ます。 

財源内訳ですが、国道支出金320万円、その他特定財源で3,040万１千円、一般財源は

1,396万３千円でございます。 

 続いて、特定財源の内容を申し上げます。 

 国庫支出金として、私立幼稚園就園奨励費補助金320万円は、補助率３分の１以内での

補助となってございます 

その他特定財源で、新十津川町、雨竜町子どものいじめ対策委員会運営負担金６万９千

円は、雨竜町負担分でございます。 

ふるさと応援基金繰入金398万２千円は、高等学校等遠距離通学者支援事業に充当いた

しております。 

また、子ども夢基金繰入金2,456万円は、育英事業に充当してございます。 

奨学資金貸付金収入179万円につきましては、12名からの償還額でございます。 

 次に、主な経費別の事業概要を説明いたします。 

２番、育英事業2,635万７千円は、貸付金として新規貸付20名分と継続貸付20名分の他、

償還分の基金積立金を計上してございます。 

 次に、４番、新十津川農業高等学校教育振興事業400万円につきましては、中・北空知

管内唯一の全日制農業高校として、魅力ある学校づくりに資するため、遠距離通学生徒へ

の通学費助成や農業クラブなどの各種大会活動、就職に役立つ資格の取得に対する支援と

しての助成金を計上してございます。 

 ５番、高等学校等遠距離通学者支援事業398万２千円は、高等学校等に通学し、ひと月

１万円以上の定期券購入費を負担している場合に、定期代の２分の１以内、１か月２万円

を限度に助成するものでございまして、対象者として45名分を計上してございます。 

 次に、８番、通級指導教室負担金18万円は、砂川市にあることばの教室への通級者10名

分を見込んで計上してございます。 

 次に、10番、私立幼稚園就園奨励補助金1,216万６千円は、本町に住所を有し、私立幼

稚園に通園している３歳から５歳の園児を持つ保護者に対し、経済的な負担を軽減する目

的で、所得状況に応じて交付しておりまして、対象者は67人を見込んでございます。 

 また、子育て支援の一環といたしまして、第３子以降の園児については、実際に負担と

なる保育料から幼稚園就園奨励費補助金の額を除いた額を交付するもので、９人分を見込

んで計上してございます。 

 以上、教育総務費の１目教育委員会費、２目事務局費の説明とさせていただきます。よ

ろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目教育委員会費、２目事務局費の説明が終わりましたので、

質疑に入ります。 
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質疑のある方は、発言願います。ありませんか。 

８番、青田良一君。 

○８番（青田良一君） 確認の意味で質問させていただきたいと思いますけども、育英事

業でございますけども、非常に高学歴になってきておりまして、上を目指す人達が増えて

きます。と同時に、今世の中で言われているのは、簡単に言うと、貧富の差が激しくて、

望んだような形での進学が叶わないというふうな方々が、これは一つの社会問題として捉

えていいんだろうと思いますけども、そういうような状況が盛んに言われております。 

 そこでうちの育英資金の制度でございますけども、もう一度、どのようになっているか

という詳細の説明をいただきたいと同時に、今言ったような立場に置かれた方々からの申

請があった場合に、その償還を長期間にわたって分散して行えるようにするとか、あるい

は、免除をするとか、そういう部分の内容についてまでお持ち合わせであれば、お答えを

いただきたいなと思います。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。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） ８番議員のご質問にお答えをいたします。 

 まず、制度の詳細についてということでございますが、奨学金の額につきましては、高

等学校の奨学生に対しましては、月額１万円。大学、高等専門学校、専修学校または各種

学校の奨学生に対しては、月額４万円を奨学金として貸付しているところでございます。 

 また、入学の際には入学金といたしまして、28万円以内で貸付をしているところでござ

います。 

 これに対しまして、償還の方法でございますけども、育英資金の貸付については、高等

学校の奨学生については、貸付期間終了の月の属する月の翌月からということですから、

通常は１年経過した後ということで、通常は貸付けが終わって１年後から償還が開始いた

しますけども、５年以内の償還をしていただくと。 

 また、短期大学、専修学校、各種学校については、７年以内。大学、高等専門学校の奨

学生については、10年以内に償還していただくという制度でございます。 

 それから、長期にわたって償還する中で、経済的な問題で延長することが可能かどうか

というところでございますが、これにつきましては、基本的には無利子でございますから、

何とか期限内にお返しいただきたいということでお願いをすることになります。 

督促、強制執行等については、新十津川町債権管理に関する条例に則って、条例を適用

するという制度でございますが、償還の猶予の規定がございまして、奨学生が特別の理由

により奨学金等の償還が困難であると認められるときは、その償還を猶予することができ

るという規定を設けているところでございます。 

 また、減免規定もございまして、奨学生が死亡、傷病、その他やむを得ない理由により、

奨学金の償還が不可能であると認められる時は、奨学金の償還金を全部または一部を免除

することができるということで規定をさせていただいているところでございますが、今現

在、それを適用した事例はなかったかと記憶しております。 

 また、今後免除について、償還しない奨学金といいますか、そういったことの考えがあ

るかということのご質問でございましたが、今のところ、そのようなことについては、持

ち合わせていないということで説明をさせていただきます。以上です。 
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○議長（長谷川秀樹君） ８番議員、よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 ４番、小玉博崇君。 

○４番（小玉博崇君） 負担金のことでお聞きしたいと思いますが、まず、10款１項１目

の教育委員会活動事業の方で、今年度から北海道町村教育委員会連合会負担金が１万円。

それと、10款１項２目の方なんですけども、教科用図書採択教育委員会協議会負担金とい

うのが10万円、今年度から負担金ということでお支払いすることになっておりますが、そ

れぞれ負担金を支払う経緯と、それぞれの団体がどういった活動をしているのかという所

を教えて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。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） まず、１万円の負担金の方でございますが、従前か

らこの１万円のついては負担してございまして、組み替えによりまして、今この位置に移

動したというようなことで、これについては連合会ということでご理解をいただきたいと

思います。 

 それから、教科用図書採択教育委員会協議会負担金10万円でございますが、これにつき

ましては、教科書の採択に関しまして、32年度から使用する小学校の全教科の教科書採択

のための各市町の採択事務負担金として求められているものでございまして、新十津川町

は、第５採択地区に属しております。 

 第５採択地区につきましては空知が中心でございますが、23市町がこの第５採択地区に

なりまして、事務局は滝川市が担っているという組織でございます。32年度からの教科書

に向けての準備のための負担金ということでご理解いただきたいと思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

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） 質疑がないようですので、１目教育委員会費、２目事務局費の

質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、10款２項小学校費１目学校管理費、２目教育振興費の説

明を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） ご指示をいただきましたので、２項小学校費、１目

学校管理費から説明いたしますが、先ほど２目事務局費の中の５番、高等学校等遠距離通

学者支援事業の所で、私ちょっと一桁間違って説明したと、事務方の方から聞きましたの

で、訂正させていただきます。398万２千円ということで、よろしくお願いいたします。 

 それでは２項１目の学校管理費の内容について、説明をいたします。 

 予算書は、158ページから161ページまでをお開きください。 

 本年度予算額3,145万５千円、前年度予算額2,917万７千円、比較227万８千円でござい

ます。 

 増額の主な要因は、小学校校舎の高圧受電設備の更新などによる増額でございます。 
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 財源の内訳は、その他財源358万８千円、一般財源2,786万７千円でございます。 

 特定財源の内容を説明いたします。 

 その他財源で、教員住宅13戸分の貸付料として358万５千円、電話使用料３千円でござ

います。 

 主な経費別の事業概要を説明いたします。 

 １番、学校運営協議会活動支援事業60万２千円は、委員会を年５回計画している他、長

期休業中の学習活動やまびこを地域連携による事業としまして、今後は学校運営協議会が

主体となって行うべく所要の経費を計上してございます。 

 ２番、小学校校舎等維持管理事業2,512万８千円は、学校管理の経常的な経費の他、高

圧受電施設の更新などに要する経費でございます。 

 ３番、小学校運営事業258万５千円は、学校を運営するための事務消耗品、通信費、機

器使用料の他、学校の事務を補助するための臨時職員１名の雇用に要する経費でございま

す。 

４番、小学校保健活動事業144万４千円は、学校保健安全法に基づく学校医、学校歯科

医、学校薬剤師の３名の報酬及び費用弁償、検診委託料や保健室用の医薬材料、フッ化物

洗口剤の購入、また、学校内での事故等に対応する災害共済掛け金等でございます。 

 ５番、教職員健康管理事業103万６千円は、教職員、臨時職員等に係る健康診断、人間

ドック、ストレスチェックに要する経費でございます。 

 ６番、小中学校教員住宅等維持管理事業66万円は、教員住宅として管理している小学校

５戸、中学校８戸、合計13戸分に係る維持管理でございまして、今年度は給湯器２台の更

新を計画してございます。 

次に、２目教育振興費の内容について、説明をいたします。 

 予算書は、160ページから163ページをお開きください。 

 本年度予算額3,911万２千円、前年度予算額3,778万１千円、比較133万１千円の増額で

ございます。 

増額の主な要因は、小学校特別支援教育事業の増額によるものでございます。 

 財源の内訳ですが、国道支出金４万１千円、その他特定財源2,492万６千円、一般財源

1,414万５千円でございます。 

 続いて、特定財源の内容を説明いたします。 

 国庫支出金として、特別支援教育就学奨励費補助金４万１千円は、道が定める学用品費、

給食費負担に対する基準額の２分の１が助成されるもので３名分を見込んでございます。 

その他財源、ふるさと応援基金繰入金2,470万１千円は、臨時講師や校務用パソコンの

更新などの費用に充当し、小中学校鑑賞事業負担金22万５千円は、芸術鑑賞事業を雨竜町

と共同で実施する際の雨竜町負担分でございます。 

 次に、主な経費別の事業概要を説明いたします。 

 １番の小学校教育推進事業2,701万２千円は、小学校教科担任講師及び学習支援サポー

ターの配置に要する経費、授業用の消耗品や備品、指導用の図書購入の他、ＩＣＴ環境整

備といたしまして、教員用パソコンを更新し校務支援システムを導入するための経費でご

ざいます。 

 ２番、小学校特別支援教育事業521万１千円は、特別支援を要する児童13人に対し３学
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級を編成する見込みであることから、臨時の支援員を中学校から配置替えをし、教員含め

7人体制で行うこととしてございます。 

３番、学校図書館司書配置事業144万９千円は、児童の読書活動の推進を図るため、小

学校の図書室に司書１名を配置しておりまして、中学校の図書室と併せて担当してもらう

ための経費でございます。 

 ４番、小学校就学援助事業315万８千円は、経済的援助を必要とする要保護・準要保護

と特別支援を合わせまして66人分を計上してございます。 

また、新入学児童の入学用品費につきましては、入学前の年度に支給すべく15人分を含

んで計上してございます。 

 ５番、小中学生芸術鑑賞事業90万円は、雨竜町の小中学生と共に実施しているもので、

小学生には劇を、中学生に対しましては古典系のものを行う方向で計画してございます。 

 ６番の教育研究事業138万２千円は、教員で構成する新十津川町教育振興会に対しての

支援と空知教育センター組合に対する負担金を計上してございます。 

 以上、小学校費の１目学校管理費、２目教育振興費の内容説明とさせていただきます。

よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目学校管理費、２目教育振興費の説明が終わりましたので、

質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。 

１番、進藤久美子君。 

○１番（進藤久美子君） ２目教育振興費の４番、小学校就学援助事業について、お尋ね

いたします。就学援助の基準につきましては、生活保護の1.3倍というところまでをめど

に行なっておると聞いておりますが、31年度もそれに変更はございませんでしょうか、お

聞かせ願います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） １番議員のご質問にお答えいたします。 

 今のところ変更する予定はございません。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 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） 質疑がないようですので、１目学校管理費、２目教育振興費の

質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、10款３項中学校費１目学校管理費、２目教育振興費の説

明を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） それではご指示をいただきましたので、３項中学校

費１目学校管理費の内容から説明を申し上げます。 

 予算書は、162ページから165ページをお開きください。 

 本年度予算額6,967万６千円、前年度予算額4,967万円、比較2,000万６千円の増額でご
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ざいます。 

 増額の主な要因は、主にスクールバスの購入等によるものでございます。 

 財源は、地方債1,700万円、その他財源８千円、一般財源は5,266万８千円でございます。 

 特定財源の内容を説明いたします。 

 地方債は、スクールバス１台の購入事業債として1,700万円、その他財源は、電話使用

料８千円、これは主に武道場に設置のピンク電話の使用料でございます。 

 主な経費別の事業概要を説明いたします。 

 １番、中学校校舎等維持管理事業2,114万９千円は、学校管理の経常的な経費の他、高

圧受電施設、電話設備などの改修、それから体育館暖房機器の定期点検、印刷機の更新な

どに要する経費を計上してございます。 

 ２番、中学校運営事業256万５千円は、学校を運営するための事務消耗品、通信費、機

器使用料の他、学校の事務を補助するための臨時職員１名の雇用に要する経費でございま

す。 

３番、中学校保健活動事業38万２千円は、保健室に要する費用と生徒の健診費用の他、

学校内での事故等に対応する災害共済掛け金等を計上してございます。 

 ４番、スクールバス運行管理事業2,831万６千円は、運転業務とバスの維持管理を外部

委託しているものでございまして、３年の長期継続契約の２年度目となります。 

 ５番、スクールバス購入事業1,726万４千円は、平成12年に購入した中型バスの後継車

として同サイズの45人乗りを購入するもので、既に契約している案件でございます。納期

は来年１月17日としてございます。 

 次に、２目教育振興費の内容について、ご説明をいたします。 

 予算書は、164ページから167ページをお開きください。 

 本年度予算額3,811万６千円、前年度予算額4,264万９千円、比較453万３千円の減額で

ございます。 

 主な減額の要因でございますが、臨時の特別支援員の配置替えによる減少、また、就学

援助の対象見込みの減少などが主なものでございます。 

 財源の内訳ですが、国道支出金が11万４千円、その他財源2,418万７千円、一般財源が

1,381万５千円でございます。 

 特定財源の内容を説明いたします。 

 国庫支出金の特別支援教育就学奨励費補助金８万６千円は、これもまた、道が定める学

用品費、給食費負担に対する基準額の２分の１が助成されるもので３名分を見込んでいま

す。 

要保護生徒就学援助費補助金２万８千円は、修学旅行費に対し道が定める基準額の２分

の１が助成されるもので１名分を見込んでいます。 

その他財源、ふるさと応援基金繰入金2,418万７千円は、課外活動事業とパソコン更新

費用に充当してございます。 

 次に、主な経費別の事業概要を説明いたします。 

 １番、中学校教育推進事業2,533万９千円は、中学校教育充実指導講師及び学力向上推

進講師の配置、授業用の消耗品や備品、生徒用や指導用の図書購入、それから特設道徳の

開催経費、また、母村中学生修学旅行の受け入れ、英語検定受験料の他、中学校において
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も教員用パソコンを更新いたしまして、校務支援システムの導入するための経費でござい

ます。 

２番、中学校特別支援教育事業５万６千円は、対象生徒が減少しまして、新年度からは

２学級３人となることから、臨時支援員は小学校に配置替えを行いまして、ここでは授業

用消耗品費のみを計上しております。教員３人での体制で支援をしていくということにな

ります。 

 ３番、課外活動事業450万３千円は、体育、文化系部活動に必要な消耗品や用具等の修

繕費、中体連等への遠征費用、保護者負担である部活動費の助成に加えまして、野球部の

用具更新費用を計上してございます。 

 ４番、外国青年招致事業451万円は、平成29年度から赴任している英語指導助手１名分

に要する経費でございます。 

 ５番、中学校就学援助事業370万８千円は、経済的援助を必要とする要保護・準要保護

と特別支援を合わせまして44名分を計上してございます。 

また、中学校においても新入学生徒の入学用品費については、入学前の年度に支給すべ

く７人分を見込んで計上してございます。 

 以上、中学校費の１目学校管理費、２目教育振興費の内容説明とさせていただきます。

よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目学校管理費、２目教育振興費の説明が終わりましたので、

質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。 

６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） 予算書162ページ、事業番号１番の中学校校舎等維持管理事業に

ついて、お伺いいたします。 

先日の教育行政報告の中で、新年度４月から学校施設の敷地内は禁煙にするというよう

な案をお示しになりましたけれども、武道館に関しても学校施設、教育施設と思いますが、

武道館での扱いはどうなるかをお伺いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） それでは６番議員のご質問にお答えいたします。 

 先般、行政報告の中でお話したものにつきましては、あくまでも小学校の敷地、それか

ら中学校の敷地においては、敷地内禁煙というところで学校に通知をしておりますが、武

道場につきましては、まだ、その範囲は加えておりません。他の公共施設等のことも併せ

まして、その時期に行ないたいと考えているところでございます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） その時期とおっしゃいましたが、その時期とはいうのは、どうい

う時期なのか、申し訳ありませんが教えてください。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） 失礼いたしました、６番議員のご質問にお答えいた

します。 
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 ７月１日が法律の関係でその日からということになると把握しております。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 ６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） 事業番号４番、スクールバス運行管理事業について、お伺いいた

します。 

 現在、スクールバスの路線数が何本あって、一番長く乗車している児童、小学生、中学

生おりますが、一番長く乗っているお子さんで、どのくらいの時間乗っていらっしゃるの

か教えてください。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） ６番議員さんのご質問にお答えいたします。 

 路線数は４路線でございます。それから一番長く乗車しているお子さんにつきましては、

通常７時頃、一番早いお子さんで７時前後に乗車するように設定をしておりまして、到着

するのが８時ということで、おおむね１時間前後乗車してもらっているところでございま

す。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 ５番、白石昇君。 

○５番（白石昇君） ２款教育振興費の中の３番の課外でちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

 課外活動を教える先生の超勤勤務について、国の方で週何時間とか１年間で360時間を

超えてはならないとか、いろんな規制がかかっているわけなんですけども、なかなかその

規制を守りきるということは難しいことなんですけれども、現状的に今現在、どういうふ

うになっているのかをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） ５番議員さんのご質問にお答えいたします。 

 先生の働き方改革につきましては、先般、教育委員会としても方針を定めたところでご

ざいまして、課外活動につきましては、週１回の休養日を設けることと、土日についても

１日休養日を設けて、土曜か日曜のどちらかに活動してもらうということでございます。 

 なおかつ、平日については時間限られているところでございますけれども、土日につい

ても、活動日には３時間以内として活動してもらうと。 

ただ、大会等でどうしても土日連続して活動しなければならないといった時には、その

前後で調整することで、平日を休むですとか、前後で調整することで原則週１回、それか

ら土日１回の休養日を設けるということで方針を定めているところでございます。 

なお、内容につきましては、北海道にならって行っているということでざいます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ５番、白石昇君。 

○５番（白石昇君） 大会前後をやり繰りをするというのは、よく分かるのですけれども、
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その大会前後というの、後はないと思うのですけれども、前が１週間なのか２週間前なの

か、そこら辺の見解があれば聞かせて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。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） ５番議員のご質問にお答えいたします。 

 方針の中で前後で調整をというところでありますが、具体的に何か月の範囲内とかとい

うところは、設けていないところでございます。 

それは、やはり趣旨が子供の成長を妨げるような活動は、やはりよろしくないというこ

とですから、それをしっかり受け止めた中で前後の範囲を考えていただければと、学校長

に考えていただきたいというふうに、お願いはしているところでございます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑。 

 ８番、青田良一君。 

○８番（青田良一君） お尋ねします。議員の皆さんにも行っていると思いますけども、

この予算審査関係資料という所の28ページ、29ページに、実は教育委員会の目玉商品だっ

たんだろうと思うんですけども、特色ある学校づくりのために取り組む推進事業負担金と

いうところで、これが31年度はゼロになっているんですけども、６月に付くのかどうか分

かりませんけども、どうして当初予算の中にこれが入っていないのかということと、校長

先生がこういったお金を有効に使って、自らリーダーシップを発揮して、学校経営の中に

それぞれ役立っているんだろうというふうに思いますけども、こういうことがこのお金で

行われましたというようなこともありましたら、ご紹介をいただきながら、予算が無く

なった理由の説明をお願いしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） ８番議員のご質問にお答えいたします。 

 生きる力を育む学校づくり推進事業ということで、平成30年度まで予算を計上し、学校

長の考えを実現する予算として設けてきたところでございますけれども、これまでの経緯

から、かなりその内容が固定化しているというような実態になってきておりました。 

 例えば、食育として、農業高校との関係で、田植えのあと12月には収穫祭を行ったりで

すとか、これは学校長の考えというよりは、もう継続して行うべきものだというような内

容が大半を占めてきたことから、これについてはもう負担金ではなくて、負担金といいま

すか、学校長の裁量予算というよりは、定まった負担金として支出してあげるというよう

な目的から、この名称から外しまして個別に負担金を計上しております。 

 ですから、今まで継続してきた内容等につきまして一切止めるというようなことではな

いというふうにご理解をいただきたいと思います。 

 中学校につきましても同様の考えで、今回、予算の方からその名称は消えておりますけ

ども、それぞれの所要の科目等におきまして、負担金等で計上していることで、これまで

継続してて今後も継続はすべきものについては、そのように予算を措置しておりますので、

ご理解をいただきたいと思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ８番、青田良一君。 
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○８番（青田良一君） わざわざ別枠で付けた予算が、今の話を聞いていると、十分に活

かされなかったというふうな表現で聞こえたんですけども、そんなんであればもう全部止

めちまった方が良いと思うんですけども、そういうふうに聞こえたにもかかわらず、また、

違う所にお金を付けて予算化しているというふうな説明に聞こえたんですけども、やっぱ

り、メリハリつけてやれば良いと思うんですよね。 

 前の説明は違ったんですね、やっぱりね。学校長の裁量を十分に活かしてもらうために、

わざわざ予算を付けてといふうな表現で、多分、議会で説明されたと思うんですけども、

その出てきたやつが皆同じものだったということだったらもう、私は、ズバッと切るべき

方向で決断した方が良い予算ではないかなというふうにお聞きしました、いかがでしょう

か。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） ８番議員のご質問にお答えいたします。 

 これまでも、学校長が考えて子供達のためにということで行ってきた内容は、決して無

駄ではない訳でして、継続することが本町の教育においても特色あるものだということが

見えてきましたので、それはやはり正規の予算として組むのが本筋であろうと、そのこと

をもって長く継続していくべきだろうということで外出しをしたところでございます。 

 裁量という中でも、自由にその年、その年異なったものをというのがもう一つ理想の部

分ではございましたけれども、そういったものについては、また今後、学校長の意見等も

踏まえながら、それについては新たな考えを持って取り組みたいというふうに考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですね。 

 ８番、青田良一君。 

○８番（青田良一君） ある意味で住民の声という形で、ちょっとお届けしたいんで、そ

れに答えていただきたいと思うんですけども、中学校がもう１学年３学級からという時代

はもう当分こないんだろうなと思われますよね。今、１学年２学級だと思うのですけども、

そうなると前から言ってるように、学校の先生というのは、子供の数によって配置される

ものですから、なんぼ頑張ってもそれに応じた教員数しか来ないわけですね。 

 それで、皆さんの方は足りない部分を非常勤講師という名前で手当てしているんですけ

ども、住民の方々から言われたんですけども、そういう形で補っていただけるのは大変あ

りがたいんだけども、80歳過ぎた方が学校現場におられるという形が、子供達にとって良

いのかというふうな意見がございました。 

 人事の関係なんで、私がどうのこうの言うのはおかしいかもしれませんけども、そうい

う目で住民の方が講師の先生を見ている方もいらっしゃる訳ですから、この辺はやっぱり

受け止めていただいて、あまり何と言いますか、そういうような意味での評価を受けない

ような方を選んでいただいた方が、私は良いのではないかなというふうに思ってます。 

そういう声があるということをちょっと届けておきますので、現場の方で十分そういっ

たことを考えながら、足りない分の教員を精一杯手当していただけるようにお願いしたい

と思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 
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 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） ８番議員のご質問にお答え、ご質問といいますか、

要望にお答えしたいと思いますが、なかなか人材探しにつきましては苦慮しているところ

でございまして、特に技術、美術につきましては、その免許を持っている方々が、正規の

職員であっても道内的にも不足しているという状況でございます。 

 人材が見つかり次第、また、良い方向に向ければと思っているところでございますが、

何分そういう状況であるということをご理解いただきたいと思います。 

 また、加えて、情報等ございましたら、私どもも常日頃いただきたいと思っております

ので、何とぞお願いをいたします。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは、教育長。 

○教育長（久保田純史君） 私からも答弁させていただきます。 

 今ほど、そういう住民の声だということもお聞きしましたけども、私どもが今任用して

いるその方々につきましては、健康面、また教員としての資質能力、それらを勘案して任

用しておりますことをご理解いただきたいと思いますし、今、学校現場におきましては、

学校働き方改革、また、地域の卓越した人材を学校に入れて、いろいろ地域の方に学校授

業やなんかを協力していただこうという時期でございまして、ですから、私もことあるご

とに、例えば、ふるさと学園大学の町民の方々に、将来こういう授業やなんかでお手伝い

していただきたいときはお願いするとか、そういう形で、決して年齢に拘るということで

もない時代であるということをご理解をいただきたい。 

 素晴らしい技術力がある方については、教員それから町民の方にサポートしていただい

て、学校現場を推進していきたいと、そのように考えていることをご理解いただきたいと

思います。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 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） 質疑がないようですので、１目学校管理費、２目教育振興費の

質疑を終わります。 

ここで11時10分まで休憩いたします。 

（午前10時55分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩をとき、審議を再開いたします。 

（午前11時10分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） それでは。10款４項１目社会教育総務費の説明を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） それではご指示をいただきましたので、10款４項社

会教育費、１目社会教育総務費の内容について、ご説明をいたします。 

 予算書は、166ページから169ページをお開きください。 

 本年度予算額2,739万７千円、前年度予算額4,224万４千円、比較で1,484万７千円の減

額でございます。 
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主な減額の要因は、昨年度、かぜのびの屋上防水工事を実施したことなどによるものご

ざいます。 

 財源の内訳ですが、国道支出金67万７千円、その他特定財源417万９千円、一般財源は

2,254万１千円でございます。 

 特定財源の内容を説明いたします。 

 道支出金で学校支援地域本部事業補助金67万７千円は、補助対象経費に対しまして補助

率３分の２でございます。 

その他財源の内訳は、改善センター使用料47万円、改善センター自動販売機設置使用料

２台分で６万６千円、ふるさと応援基金繰入金362万２千円は、青少年文化スポーツ元気

事業と２つの母村交流事業に充ててございます。収納出納員貸付金収入２万千円、電話使

用料１千円でございます。 

 次に、主な経費別の事業概要を説明いたします。 

 ２番、学校支援地域本部事業220万６千円は、生涯学習推進アドバイザーが中心となっ

て地域と学校を結びつけるよう、青少年健全育成会議の活動を支援し、健全育成のつどい

を開催するための経費を計上してございます。 

 次に４番、成人式開催事業29万７千円につきましては、対象者69人を見込んでおりまし

て、来年は１月12日に開催することとしてございます。 

 ５番、体験学習推進事業70万８千円は、望ましい生活習慣の定着に向けて、小学６年生

を対象に実施している４泊５日の通学合宿と、事前研修として親学、また、親子参加での

振り返り研修に要する経費を計上してございます。 

 ６番、農村環境改善センター管理事業1,566万４千円は、維持管理経費の他、屋外喫煙

所の設置費用などを見込んでございます。 

 次に８番、新十津川アートの森管理事業211万２千円は、指定管理者、一般社団法人風

の美術館への委託料、周辺環境の維持経費などを計上してございます。 

 ９番、児童・生徒母村交流事業172万１千円は、母村の小中学生や地域の方々との交流

を通じ、十津川村の歴史や伝統を学んでもらうために、小学５年生と中学１年生合わせま

して28人を募集して、７月23日から３泊４日の日程で十津川村を訪問する計画をしている

ところでございます。 

 10番、青年母村交流事業40万１千円は、継続して実施している母村との交流事業でござ

いまして、31年度は、十津川村から青年団員が来町する年度に当ります。その受入れ経費

を計上してございます。 

11番、青少年文化スポーツ元気事業150万円は、子供達が心身ともに健康で明るく、文

化やスポーツ活動に取り組めるよう、８団体への支援とユニフォーム購入助成金を計上し

てございます。 

 次の12番から15番までにつきましては、各団体の活動を支援するための補助金を計上し

ているところでございます。 

 以上、社会教育総務費の説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目社会教育総務費の説明が終わりましたので、質疑に入りま

す。 
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質疑のある方は、発言願います。 

 ６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） 事業番号11番、青少年文化スポーツ元気事業について、お伺いい

たします。 

 先ほど教育振興費の中の課外活動事業の説明の中で、部活動の休養日を設けるという説

明がございました。先生方の休養日は設けられることになりますが、生徒についてはどの

ように考えられているのかということをお伺いしたいと思います。 

 部活動に関しては一緒に子供さんも休養日になりますが、少年団と兼用で剣道ですとか

野球とか一緒にされているお子さんがいらっしゃいますので、子供達に対する休養という

考え方はどのように進めていかれるのかをお伺いしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） ６番議員のご質問にお答えいたします。 

 子供達部活動と少年団といろいろと活発に活動しているお子さんも数多くいる中で、そ

この調節、調整が大変大事かなというところがございます。 

 そこで３月、これからでございますが、少年団本部の理事を集めまして、今、学校で考

えている部活動の休養のあり方、これを説明した上で、少年団につきましても、それと合

わせて子供達が健全にスポーツが行えるように、休養の調整についても図っていただきた

いということでの説明会を開催しいて、これを浸透させ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。以上、答弁をさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） ６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） 本町の少年団では、大変活躍されて立派な生成を残されておりま

すので、やはり、子供さんも親御さんも、少年団活動を頑張ってほしいというご意見もあ

ろうかと思いますが、やはりそこは、子供の成長ということを考えて、ぜひ、丁寧に理解

をされるような話し合いを進めて行っていただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

 ４番、小玉博崇君。 

○４番（小玉博崇君） ４番、成人式開催事業と併せてご質問したいのですが、毎年、成

人式の後の交流会を新十津川青年協議会の主催で交流会を行っていると思いますが、今回

負担金を見ますと、交流会にあたっての負担金、青年協議会の負担金が付いていないこと

と、それと昨年度の予算で載っていた青年協議会への支援事業というものの予算が計上さ

れていないのですが、その辺の考え方をお聞きしたいなと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） それでは４番議員の質問にお答えいたします。 

 成人式につきましては、従前、青年団体連絡協議会の方で交流会の方の担当担っていた

だいていたところでございますけども、青年団体連絡協議会としても、なかなかお正月明

けの連休にこれに携わることが難しくなってきているというようなこともございまして、

31年度においては、教育委員会がこの交流会についても主催をする形をとろうということ
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から、負担金を設けずに、それぞれ必要な経費を直接経費として計上しているところでご

ざいます。 

 そのようなことで経費の見方がちょっと変わっているということでご理解をいただきた

いと思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ４番、小玉博崇君。 

○４番（小玉博崇君） それで、成人式の分は分かりましたが、団体への支援事業の方の

説明がなかったかなと思いますが、よろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） 失礼いたしました。 

青年団体の支援事業につきましては、補助金の方の要望が無かったということで、今回

計上しておりません。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 10番、笹木正文君。 

○10番（笹木正文君） アートの森の関係なんですけれども、去年、2,000万くらいかけ

て修繕して、それから利用とかそういうのが、どういうふうになっているのかというのと、

今年、二百万なにがしずっと、これからもきっと、これがかかっていくんだろうというふ

うに考えておりますけれども、あの場所、良いとか悪いとかではなくて、あの場所、今も

う浜益街道に関して、石狩になっちゃったんで、なかなかあっちに行く人も少なくなった

中で、どういうふうにしてあれを周知したり、して町民でも全然知らない方もまだまだ、

まだまだっていったって随分経ってるんですけどね、そんな状況の中で、町に対してどう

やって周知していって、子供達なんかもきっと活用してるのかなと。 

 滝川の作家というか芸術家なんで、その辺も含めて、これからどういう方向で持ってい

こうかと考えているのかということをちょっと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。 

 育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） 10番議員のご質問にお答えいたします。 

 かぜのびにつきましては、五十嵐威暢先生の作品が多く飾られて、展示されているとい

うところでございますけれども、昨年、五十嵐威暢先生の個人展が札幌芸術森で行われた

中で、本町からも子供達を中心にとした見学会、それからまた、一般を中心をした見学会、

２回その展示会に本町からもバスでお送りして、見ていただいたり、体験したりしていた

だいたところでございます。 

 何分、芸術がかなり、我々が直接、じゃあ作ってみようかというところの芸術では、な

かなか難しいのかなというところもございますけども、世界的にもいろんな都市で展示さ

れている素晴しい作家の作品を、やはり目の当りにするということがまず大事なのかなと

いうところで考えておりまして、もう一つは、小学校において、授業の中で作品作りとい

いますか、昨年は木を使った動物ですとか、トンボですとか、昆虫ですとかの作品作りを

体験してみたりというところで、その指導にかぜのびの関係者の方にご協力をいただいた

りというところで、少しずつ浸透しながら、町にこのかぜのびがあるんだというところを
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つながるように取り組んでいるところでございます。 

 一方、かぜのびの管理している所の考え方でございますけども、聞きますと、リピー

ターとして何度もお越しいただく方もなかにはいるというようなことがございまして、そ

ういった方々に広めていっていただくにはどうしたらいいのかということと、もう一つは、

北海道の近代美術館を中心とした美術館のネットワークがございますので、そういったと

ころのネットワークの中で、周遊的な集客ができないだろうかということで取り組んでも

いただいているところでございます。 

 何分、日頃から触れる芸術というところにはなかなか庶民的には行き届かない部分もご

ざいますけども、いずれにしても日本を代表する、あるいは世界的にも著名な方の作品が

展示されているというところを、なかなか一気には浸透していかないのが実態ではござい

ますけれども、今後も継続して本町の一つのランドマーク的な所に近づけるように取り組

んでいき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） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 ２番、杉本初美君。 

○２番（杉本初美君） 社会教育総務費の15番なんですけれども、お伺いいたします。 

 新十津川町の女性団体連盟のことなんですけども、女性団体数って何団体くらいありま

すか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） ２番議員のご質問にお答えいたします。 

 女性団体連絡協議会につきましては、７団体が加盟しております。団体名申し上げます

と、橋本、みどり、中央、菊水、青葉、花月、そしてＪＡピンネ新十津川の女性団体、こ

の７団体となってございます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ２番、杉本初美君。 

○２番（杉本初美君） すいません、この団体さんに行事のためにお声かけをしておられ

るのかなと思っているんですけれども、行事っていろんな行事ございますけど、私も参加

させていただいてますけれども、その行政区によって、女性の集まりがバラバラなんです

よね。そこら辺がちょっとどうなのかなと思ってんですけども、どうでしょう。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） ２番議員のご質問にお答えいたします。 

 女性団体連絡協議会につきましては、例えば、ふるさと祭りですとか、雪まつりですと

か、いろんなところでご活躍をしていただいているところでございます。おそらくそう

いった行事の所に各単会からの参加が悪いというようなお話かと思いますが、その集まり

具合につきましては、それは連絡協議会の中の話でございますから、私どもからは、多い

少ないの内政干渉までは、するのはいかがかな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） よろしいですか。 

 ６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） 青少年健全育成のつどいのことでお伺いしたいと思います。 
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 事業番号が13、14と町Ｐ連との共催事業になってますし、また、２番の先ほど学校支援

地域本部事業の中でもつどいの経費ということで予算計上されていると説明があったので

すが、つどいをずっと何年も参加してますと、そのつどいを見に来ていらっしゃる来場者

が、かなり年配の方々、おじいちゃん、おばあちゃんと言われる方々がおおかたでいらっ

しゃって、実際、子供を育てていらっしゃる保護者の方の年代層というのが、本当に少な

いというふうに思って何年も見てきております。教育委員会の方でもそういう実態はきっ

と把握されていると思うのですけれども、それについてどのようにお考えになっているの

か、また、そういった若い世代、子育て世代のお父さん、お母さん方へのお声かけ、働き

かけとかはどのようにされているのか。 

また、どういう状態が望ましいと、健全育成のつどいのあり方ですね、どういう状況で

あれば一番望ましいので、それに向かって努力しているとか、何かしているということが

あれば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。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） ６番議員のご質問にお答えをいたします。 

 青少年健全育成のつどいにつきましては、青少年健全育成会議が中心となって、本当に

手作りの中でやっていただいているというところでございます。 

 そういった中で、新十津川町ＰＴＡ連合会といたしましても、共催事業的な位置づけを

してＰＴＡとしても支援をしてるという形式をとっているところでございます。 

 参加具合については、ご指摘のとおりなかなかＰＴＡ、保護者が実際集まっている数が

少ないというところは実態としてございますが、私どもとしても、広報やいろんな形でこ

の開催につきましてはＰＲをしているところでございます。保護者の出やすい日曜日に開

催はしているところでございますけれども、これを増やすには、やはりＰＴＡ、保護者の

一人ひとりの自覚を促すというか、そういったところが大切なのかなというところでござ

います。 

 ご指摘あった件につきましては、今後とも引き続き、学校とも連携しながら声掛けをし

ていき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） よろしいですか。 

 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） 質疑がないようですので、１目社会教育総務費の質疑を終わり

ます。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、10款４項２目文化振興費、３目開拓記念館費の説明を求

めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） それでは、２目文化振興費の内容から説明をさせて

いただきます。 

 予算書は、168ページ、169ページをお開き願います。 

 本年度予算額323万５千円、前年度予算額502万２千円、比較178万７千円の減額でござ
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います。 

 主な減額の要因は、昨年度、徳富地区での誘導案内看板を設置したことが主な要因でご

ざいます。 

 財源の内訳は、一般財源323万５千円でございます。 

 次に、主な経費別の事業概要を説明いたします。 

 １番、文化活動推進事業38万２千円は、担当者会議の出席に要する旅費やスポーツセン

ターに版画作品を展示するための経費、また、小学生への文化芸術体験事業に係る経費を

計上してございます。 

 ２番、芸術鑑賞事業231万５千円は、町民に優れた音楽や文化芸能の鑑賞機会を提供し、

文化意識の高揚と豊かな情操の涵養に資するため、文化協会や音楽協会と協力しまして、

町内における３回の鑑賞事業を計画してございます。 

なお、そのうちの１回につきましては、空知管内の市町による空知郷土芸能祭兼道民芸

術祭を開催する予定となってございます。 

 次に３番と４番の団体活動支援事業につきましては、伝統芸能の伝承活動や各文化団体

の活動を支援するための補助金を計上してございます。 

 次に、３目開拓記念館費の内容について、ご説明いたします。 

 予算書は、168ページから171ページをお開きください。 

 本年度予算額266万５千円、前年度予算額197万９千円、比較68万６千円の増額でござい

ます。 

主な増額の要因は、ＪＲ札沼線の廃止の決定に伴う来訪者の増加が見込まれますので、

その利便性に配慮しまして、開館日数を引き続き増やすための経費を見込んだことによる

ものです。 

 財源の内訳でございますが、その他財源で11万５千円、一般財源は255万円でございま

す。 

 特定財源の内容を説明いたします。 

 その他特定財源は、開拓記念館入館料11万５千円でございます。 

 次に、経費別の事業概要を説明いたします。 

 １番、開拓記念館管理運営事業266万５千円は、開館期間中、月曜と火曜の休館日を返

上して開館することといたしまして、施設の管理と運営に要する経費の他、来館者の増加

に伴うパンフレットの増刷、展示写真の入れ替え等の費用を計上してございます。 

以上、２目文化振興費、３目開拓記念館費の内容説明とさせていただきます。よろしく

ご審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ２目文化振興費、３目開拓記念館費の説明が終わりましたので、

質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、２目文化振興費、３目開拓記念館費

の質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、10款４項４目図書館費の説明を求めます。 
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 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） それではご指示をいただきましたので、10款４項４

目図書館費の内容について、ご説明をいたします。 

 予算書は、170ページから173ページをお開きください。 

 本年度予算額3,708万５千円、前年度予算額3,217万８千円、比較490万７千円の増額で

ございます。 

 増額の主な要因は、ネットワーク機器の更新とボイラー修繕などに要する費用を計上し

たことによるものでございます。 

 財源内訳は、その他財源173万１千円、一般財源3,535万４千円でございます。 

 その他特定財源につきましては、自動販売機１台の設置使用料３万２千円、ふるさと応

援基金繰入金169万１千円、電話使用料４千円、資源物売払収入４千円でございます。 

なお、ふるさと応援基金繰入金につきましては、児童書の購入費に充てる財源として計

上してございます。 

 次に、主な経費別の事業概要を説明いたします。 

１番、図書館維持管理事業1,533万２千円は、施設の維持管理とボイラーなどの設備修

繕に必要な経費でございます。 

 ２番、図書館運営事業2,056万１千円は、司書４名、事務員３名と副施設管理者１名の

雇用に係る人件費、それから蔵書資料購入費、雑誌新聞等の購入費でございます。 

なお、蔵書資料の購入費は500万円としまして、なるべく多くの方に満足いただけるよ

う選書を進めて参りたいと考えているところでございます。 

 ３番、図書館利用促進事業92万２千円は、図書館の良さを知ってもらい、本に親しむ機

会を増やすために、体験事業、人形劇などの公演やコンサート、ギャラリー展示などの開

催経費を計上してございます。 

 ４番、絵本ふれあい事業27万円は、３、４か月の乳幼児健診の際と２歳５、６か月健診

時の機会を利用しまして絵本を贈呈するとともに、読み聞かせを行い、絵本に親しむ大切

さを理解いただけるよう啓発をしているところでございます。 

 以上、図書館費の説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ４目図書館費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。 

８番、青田良一君。 

○８番（青田良一君） 図書館の部分で予算の部分についての説明を受けましたけども、

少し運営の方法等についても絡めて質問させていただきたいと思います。 

 今、図書館のギャラリーでは、小学校２年生の版画、スイミーというのが展示されてお

ります。なぜ私がこんなことを言うかということなんですけども、あの図書館のギャラ

リー部分は、本当に年間休み無く展示あるいは行事が回って、町民の文化振興に私は大い

に寄与していると思います。 

 その幅も、子供達から大人の人まで非常に幅広い年代の部分の方々が活用できるように。

実は、その企画をしているのは、図書館にいる職員の方々なんですよね。と、私は思って

いるんですね。 
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 そういう能力を身に付けて住民のためにいろんな部分での活躍をしている方が、今、説

明を聞きますと、この1,200万の賃金の中に何人の方々のあれが上がったんですか。割り

算してみると、一人にすると、本当にわずかな金額になってしまうというような、この体

制をやっぱり考えていただきたいなと思うんですね。 

 苦労して司書職をとって、なおかつ希望を抱いて図書館運営に携わっている方々、これ

はやっぱりもっと評価してあげて良いと私は思うんですけれども、その辺の考え方をお聞

きしたいと思います。 

 ただ現実的には、あそこにおられる司書職の方、役場の職員の奥さん方も何人かおられ

ますから、そういった部分での賃金的な部分の抑制というのがあるのではないかなと思慮

されますけども、私はそういうこと一切考えないで、その資格に対して、町にどれだけ貢

献しているかということを判断して、しっかりとしたお金を払うべきだという持論を持っ

ております。 

 そういった部分についての考え方をお聞かせいいただけたらありがたいなと思ってます。 

 それともう一つ、願わくば、かなり図書館の部分でいろんな物が充実してきております

し、これを一層発展させるためには、やっぱり職員を戻して、私は置くべきだというふう

に思うんですけども、今のように臨時職員での対応がいつまで続くか、これも人事の問題

なんで、私の考え方はそうだと思いますけども、そのことについてまでは、なかなか口出

しできない部分があるのですけれども、そういうことを考えていただきたいと思います。 

 具体的には、どういうことをしていただきたいということなんですけども、隣り町にど

んどんうちの本を貸し出すような仕組みを作っていただきたいんです。私時々学校を訪れ

ますけれども、うちの学校は恵まれてますけども、両隣はそれほど良い環境にございませ

ん。私の町は本持っているわけですから、行政連携とかいろいろやってるわけですから、

そういった部分で、どんどんどんどん貢献していただきたいなと思うんですね。そのため

の計画を練ったり、仕事をするのが、やっぱり職員でないと、私どもが聞いてもらったり、

その熱意を伝えたりという部分については、今の体制ではなかなか困難かなと思うんです

ね。 

 そういった意味で、せっかく作ったこの資源を、他の町にも活かしながら、あるいは町

民の方々に、展示とかも含めた中で図書館活用について大いにやっていただけるような、

それはやっぱりマンパワーというか、組織が大事だと私は思うものですから、こういうお

話をさせていただきました。よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育長。 

○教育長（久保田純史君） ８番議員の質問にお答えいたします。 

今ほど図書館の日頃の運営に対しまして評価をいただいていることに関しましては、感

謝を申し上げるとこでございます。 

そのような中で、今図書館の臨時職員のあり方等について、ご意見をいただきましたけ

ども、教育行政ばかりではなく、本町におきましては、行政といたしましては、最小限の

経費で最大限の効果を上げるというのが行政の基本だと、私は考えております。 

 そのような中で、行財政改革を推進する中で、以前は単独の図書館長が配置しておりま

したけども、そのような中で今は兼務発令の中で現在もちゃんと図書館長というのを職員
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が担っておりまして、その中で臨時職員との連携、サポートいただきながら良好な運営が

できていると思っております。 

 そのようなことから、現在の運営の中で更に推進していった中で、また、町内はもちろ

んのこと近隣に親しまれる図書館作りに推進したいということを申し上げまして、８番議

員さんの答弁に代えさせていただきます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですね。 

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） 質疑がないようですので、４目図書館費の質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、10款５項１目保健体育総務費の説明を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） それでは、ご指示をいただきましたので10款５項１

目保健体育総務費の内容について、ご説明をいたします。 

 予算書は、172ページから175ページをお開きください。 

 本年度予算額1,601万９千円、前年度予算額1,566万円、比較35万９千円の増額でござい

ます。 

 主な増額の要因ですが、体育協会設立50周年を契機といたしましてアスリートによる講

演会を開催すべく、その費用を計上したことなどによるものでございます。 

 財源の内訳ですが、その他財源として421万６千円、一般財源は1,180万３千円でござい

ます。 

 その他特定財源の内訳ですが、小学校使用料１千円、中学校使用料16万５千円、これは

学校開放事業の使用料でございます。 

ふるさと応援基金405万円は、スポーツ大会参加助成に充当することとしてございます。 

 次に、主な経費別の事業概要を説明いたします。 

 １番、スポーツ推進委員活動事業26万８千円は、７名のスポーツ推進委員の活動に要す

る経費でございます。 

 ２番、社会体育推進活動事業116万２千円は、ピンネシリ登山マラソン大会負担金の他、

体育協会が設立50周年を迎えるに当たりまして、町民がより一層スポーツに関心を高め、

体力増進と健康づくりの意識高揚を図るため、著名なアスリートによる講演会を開催する

計画を持って経費を計上してございます。 

 ３番、スポーツ体験学習推進事業42万４千円は、小学１年生を対象としたスキー協会に

よるスキー教室並びに日ハムトレーナーによる小学生及び中学生向け野球教室の開催経費

を計上してございます。 

 次に、５番、地域おこし協力隊活動事業（スポーツ振興）でございますが、500万円で

ございますが、協力隊員１名に要する経費でございまして、本年度が最終年度となること

から、通常の経費に加えまして、起業経費として100万円を計上してございます。 

 次に７番、スポーツ大会参加助成事業405万円は、予選の激戦を勝ち抜いて、全国、全

道大会に出場するための経費を助成するもので、平成30年度の実績を勘案して積算してご

ざいます。 
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また、全国大会に出場する方々にプレゼントするためのＴシャツ作成費用を計上してご

ざいます。 

 ８番、生涯スポーツ推進事業439万４千円は、町民誰もが手軽にライフステージに応じ

たスポーツ活動に取り組むことのできる機会を柔軟に提供するため、体育協会が主体と

なってスポーツクラブを開催しており、その運営経費を計上しているものでございます。 

 ９番、体育協会支援事業57万９千円は、協会本部事業と加盟団体の活動に対しての支援

と設立50周年記念事業への助成金を計上してございます。 

体育協会の現在の加盟数は、吹矢倶楽部が新たに加わりまして14団体、476名となって

ございます。 

 以上、保健体育総務費の説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目保健体育総務費の説明が終わりましたので、質疑に入りま

す。 

質疑のある方は、発言願います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、１目保健体育総務費の質疑を終わり

ます。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、10款５項２目体育施設管理費の説明を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） それではご指示をいただきましたので、10款５項２

目体育施設管理費の内容について、ご説明をいたします。 

 予算書は、174ページから177ページをお開きください。 

 本年度予算額１億718万３千円、前年度予算額7,896万７千円、比較2,821万６千円の増

額でございます。 

 増額の主な要因は、スポーツセンターのＬＥＤ化工事によるものでございます。 

 財源の内訳ですが、その他財源として1,134万６千円、一般財源9,583万７千円でござい

ます。 

 その他財源ですが、町民体育館使用料18万９千円。 

スキー場リフト使用料903万７千円。 

スキー場管理棟使用料７万円。 

公共施設整備基金繰入金204万９千円、この繰入金は、パークゴルフ場の暗渠管の修繕

と温水プールの外壁修繕に充当することとしております。 

電話使用料１千円でございます。 

 次に、主な経費別の事業概要を説明いたします。 

 １番、町民体育館管理事業149万８千円は、中央体育館と大和体育館の維持管理に要す

る経費でございます。 

 ２番、そっち岳スキー場管理運営事業1,444万３千円は、ゲレンデとロッジ、圧雪車等

の運行管理経費を計上してございます。 

 ３番、ふるさと公園内体育施設管理運営事業9,124万２千円は、８つの体育施設を管理
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しているＮＰＯ法人新十津川町体育協会への委託料の他、パークゴルフ場の暗渠管と温水

プールの外壁の修繕、スポーツセンターにおいては、館内のＬＥＤ化工事と避難所機能の

充実を図るための発電機切換盤の設置工事を行うための経費を計上してございます。 

 以上、体育施設管理費の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますよう

お願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ２目体育施設管理費の説明が終わりましたので、質疑に入りま

す。 

質疑のある方は、発言願います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、２目体育施設管理費の質疑を終わり

ます。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、10款５項３目学校給食運営費の説明を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（中畑晃君） それではご指示をいただきましたので、10款５項３

目学校給食運営費の内容について、ご説明をいたします。 

 予算書は、176ページから179ページをお開きください。 

 本年度予算額１億1,252万４千円、前年度予算額１億23万８千円、比較1,228万６千円の

増額でございます。 

 増額の主な要因といたしましては、学校給食センターの老朽機器を修繕すること、また、

学校給食の調理、洗浄業務委託の契約更新に伴うことでございます。 

 財源の内訳は、その他財源で6,066万２千円、一般財源5,186万２千円でございます。 

 その他特定財源は、学校給食運営事業負担金1,118万６千円、これは給食提供に係る経

費の雨竜町負担分で、給食提供に必要な経費の２割を負担していただいてございます。 

 子ども夢基金繰入金455万１千円については、町内の小中学生の給食費については主食

相当分の50円を減額した額を徴収していることから、その減額分と第３子以降の無料化分、

これを繰り入れるものでございますす。 

その他財源の３番目、幼稚園給食費負担金681万円から、一番下の小中学校給食費保護

者負担金（雨竜町分）922万６千円までにつきましては、それぞれの施設での給食利用者

から徴収する負担金、いわゆる給食費でございます。 

 次に、主な経費別の事業概要を説明いたします。 

１番、学校給食センター管理事業2,279万７千円は、給食センター施設の燃料費、電気

料、機械設備の保守点検委託料の他、消毒保管庫の制御ユニットの老朽に伴う交換費用な

どを計上してございます。 

 ２番、学校給食提供事業8,557万９千円は、小、中学校、幼稚園、高校、雨竜町の小中

学校に提供する１日当たり1,060食、これを提供するための消耗品費、賄材料費、ガス、

上下水道料、調理等委託料などの経費でございます。 

 なお、調理、洗浄委託業務につきましては、先般の経済文教常任委員会でご報告いたし

ておりますが、平成31年度から５年間の長期継続契約を行うこととしております。 

 ３番、学校給食扶助費交付事業414万８千円は、準要保護世帯への給食費扶助でござい
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ます。小学校で60人、中学校で35人を見込んで計上してございます。 

以上、学校給食運営費の説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ３目学校給食運営費の説明が終わりましたので、質疑に入りま

す。 

質疑のある方は、発言願います。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、３目学校給食運営費の質疑を終わり

ます。 

ここで午後１時まで休憩といたします。 

（午前11時59分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩をとき、会議を再開いたします。 

（午後１時00分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 予算審議を続けます。 

それでは、11款１項１目単独災害復旧費、２目現年度災害復旧費、２項１目農業用施設

現年度災害復旧費、２目林業施設現年度災害復旧費の説明を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（谷口秀樹君） それではご指示をいただきましたので、11款１項公共土木施

設災害復旧費のご説明をいたします。 

 予算書は、180ページ、181ページでございます。 

 先ず、１目単独災害復旧費でございますが、本年度予算額400万円、前年度予算額400万

円、比較増減はございません。 

 財源内訳は、特定財源で地方債200万円は、現年度発生単独災害復旧事業債で、充当率

は100パーセントでございます。 

一般財源は200万円でございます。 

 経費の内訳でございますが、公共土木施設単独災害復旧事業400万円は、国庫負担の対

象とならない被害に係る修繕料、手数料及び工事請負費でありまして、いずれも仮置きで

ございます。 

 次に２目、現年度災害復旧費のご説明をいたします。 

 本年度予算額200万円、前年度予算額200万円、比較増減はございません。 

 財源内訳は、すべて一般財源で200万円でございます。 

 経費の内訳でございますが、公共土木施設現年度災害復旧事業200万円は、異常気象で

被災した河川や道路を国庫負担で早期に復旧するための調査設計費用で、こちらも仮置き

でございます。 

 以上で、１目単独災害復旧費及び２目現年度災害復旧費の説明を終わります。 

 続きまして、２項農林水産施設災害復旧費のご説明をいたします。 

 予算書は、180ページ、181ページでございます。 

 先ず、１目農業用施設現年度災害復旧費でございますが、本年度予算額100万円、前年
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度予算額100万円、比較増減はございません。 

 財源内訳は、すべて一般財源で100万円でございます。 

 経費の内容でございますが、農業用施設現年度災害復旧事業100万円は、異常気象で被

災しました町管理の排水路などを早期に復旧するための調査設計費用で、仮置きでござい

ます。 

 次に２目、林業施設現年度災害復旧費のご説明をいたします。 

 本年度予算額100万円、前年度予算額100万円、比較増減はございません。 

 財源内訳は、すべて一般財源で100万円でございます。 

 経費の内容でございますが、林業施設現年度災害復旧事業100万円は、異常気象で被災

しました町管理の林道などを早期に復旧するための調査設計費用で、これも仮置きでござ

います。 

以上で、１目農業用施設現年度災害復旧費及び２目林業施設現年度災害復旧費の説明を

終わります。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） 11款１項１目単独災害復旧費、２目現年度災害復旧費、２項１

目農業用施設現年度災害復旧費、２目林業施設現年度災害復旧費の説明が終わりましたの

で、質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、11款１項１目単独災害復旧費、２目

現年度災害復旧費、11款２項１目農業用施設現年度災害復旧費、２目林業施設現年度災害

復旧費の質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、12款１項１目元金、２目利子の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（寺田佳正君） それでは議長からご指示をいただきましたので、12款１項１

目元金の内容について、ご説明を申し上げます。 

 予算書は、182、183ページをお開き願います。 

 本年度予算額６億3,592万１千円、前年度予算額６億6,034万２千円、比較2,442万１千

円の減でございます。 

 財源内訳は、特定財源として公営住宅使用料5,922万２千円、一般財源５億7,669万９千

円でございます。 

 地方債償還元金は、すべて通常元金償還分でございます。 

 続いて２目、利子の内容についてご説明を申し上げます。 

 予算書は、同じく182、183ページとなります。 

 本年度予算額3,293万３千円、前年度予算額4,100万６千円、比較で807万３千円の減で

ございます。 

 財源内訳は、特定財源として公営住宅使用料815万２千円、一般財源は2,478万１千円で

ございます。 

 １番、地方債償還利子は3,243万３千円。 

２番、一時借入金利子50万円は、借入限度額５億円の１か月分、利率1.2パーセントで
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計上してございます。 

 続きまして、一般会計の公債費の状況を申し上げますので、200、201ページをお開き願

います。 

 地方債の前々年度における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込

に関する調書であります。 

 最初に201ページの一番下段、合計欄をご覧ください。 

左から２列目、30年度末現在高見込は55億8,904万４千円となっております。 

 次に、31年度中の増減見込額でございますが、年度中起債見込額の合計は８億3,870万

円、元金償還見込額６億3,592万１千円、利子償還見込額は3,243万３千円で、31年度末現

在高見込額57億9,182万３千円としてございますが、本定例会におきまして地方債の繰上

償還について予算補正をさせていただきましたので、現時点での見込みは、約55億円とな

る見込でございます。 

 この一般会計の残高に、公共下水道特別会計と農業集落排水特別会計を含めました、平

成31年度末の本町全体の残高見込でありますが、65億3,300万円程度になる見込みでござ

います。 

 次に、200ページの方をご覧願います。 

地方債は、特定財源としてそれぞれの科目において説明がございますので、起債見込額

のあるものについて充当率、交付税算入率を中心に説明させていただきます。 

 ３番、災害復旧事業債200万円ですが、これは災害が発生した場合の仮置きの数値で計

上させていただいております。充当率は100パーセントで、交付税の算入率は47.5パーセ

ントとなっております。 

５番、一般単独事業債の内、緊急防災・減災事業債7,780万円は、消防庁舎建設事業債

で、充当率は100パーセント、交付税の算入率は70パーセントとなっております。 

公共施設等適正管理推進事業債２億540万円は、庁舎建設事業債で、充当率90パーセン

ト、この内75パーセント分が交付税算入対象となっておりまして、この内30パーセントが

交付税に算入されることとなってございます。 

次に201ページ。 

６番の過疎対策事業債は、起債額４億3,350万円で、庁舎地中熱設備整備、保育園増築

改修、除雪機械整備、スクールバス購入、過疎地域自立促進特別事業、いわゆる過疎ソフ

ト事業債など、これらの事業への充当を予定してございます。充当率は100パーセントで、

交付税の算入率は70パーセントでございます。 

 ８番、臨時財政対策債１億2,000万円は、普通交付税の代替財源で、充当率は100パーセ

ント、交付税の算入率につきましても100パーセントでございます。 

 これらを踏まえまして、本町一般会計地方債に対する交付税の算入割合を概算で計算い

たしますと、平成31年度末現在高見込みに対しまして約62パーセントの交付税算入見込み

となっておりますことを申し添えさせていただきます。 

 以上、公債費の元金、利子の説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいます

ようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目元金、２目利子の説明が終わりましたので、質疑に入りま

す。 
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質疑のある方は、発言願います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、１目元金、２目利子の質疑を終わり

ます。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、13款１項１目職員費、14款１項１目予備費の説明を求め

ます。 

 総務課長。 

○総務課長（寺田佳正君） それでは、13款１項１目職員費について内容を申し上げます。 

予算書は、184、185ページになります。 

 本年度予算額８億5,842万円、前年度予算額８億3,890万８千円、比較1,951万２千円の

増でございます。 

 増額の主な要因は、平成31年度が３年に一度の退職手当組合負担金の清算納付の年と

なっていることによるものでございます。 

財源内訳でございますが、すべて一般財源となっております。 

 ここでは、特別会計を除く一般職職員97名分と特別職３名分の給与等を計上しておりま

す。 

平成30年度から２か年、北海道との人事相互交流を行っておりますが、派遣に係る人件

費につきましては、それぞれ派遣元が負担することとなっておりますので、本町からの派

遣者分につきましても、先ほどの一般職97名分に含まれております。 

 また、空知中部広域連合に２名、西空知広域水道企業団に１名の派遣を行っております

が、こちらの派遣につきましては、各団体から人件費が支出されることとなっております

ので、本町からの支出はございません。 

 職員人件費の内訳でございますが、188ページから195ページの給与費明細書でご説明を

いたします。 

188ページをお開き願います。 

特別職でございます。長等の欄が理事者３名分でございまして、給料、手当を合わせた

給与費が3,324万８千円、共済費1,415万８千円の計4,740万６千円でございます。 

 議員、その他特別職等につきましては、それぞれの科目で説明しておりますので、増減

等のみ説明をいたします。 

 一番下段でございますすが、その他の特別職等で141人の増、給与費合計額では1,331万

１千円の増、合計では1,402万８千円の増となってございます。 

人数が増となった主な要因は、農林業センサス調査員で45人、各種選挙の立会人等で98

人を新たに委嘱することによるものです。 

 次に189ページ、一般職ですが、本年度は97人分で、前年対比１人減で計上してござい

ます。内訳は、30年度分としては、退職３人、年度途中の水道派遣１人で４人の減、新年

度は新規採用３人で、差引１人の減となります。 

 給料につきましては、対前年比185万７千円の減、職員手当につきましては373万５千円

の増、下段の表が内訳となりますが、右端、管理職手当ですが、本年４月１日に改定を行

う予定としておりまして157万２千円の増額となっております。内容は、いずれも月額で、
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課長職が３万６千円を４万４千円に、主幹職が３万３千円を３万４千円に、グループ長職

が２万９千円を３万円に改定するというものでございます。 

 共済費は、３年に一度必要となる退職手当組合負担金の清算納付金を1,430万４千円と

見込み、1,579万９千円の増となっております。 

 190ページは増減額の明細でございますが、こちらは説明を省略をさせていただきます。 

次に、192ページをご覧ください。 

（３）給料及び職員手当の状況を申し上げます。 

 はじめに、アの職員１人当たり給与でございます。給与月額は、給料に諸手当をプラス

した分となります。 

２月１日現在で一般行政職につきましては、平均年齢42歳８か月で、平均給与が39万

1,728円です。 

税務職につきましては、平均年齢41歳２か月で、平均給与月額は39万2,272円。 

技能労務職は、運転技術員の退職により、現在は在職者はおりません。 

 医療職は、保健師で平均年齢39歳５か月、34万5,838円となっております。 

教育職は、社会教育主事で平均年齢31歳２か月、34万2,567円となっております。 

 次に、イの初任給でありますが、参考までに国の制度も掲載しております。 

本町は税務職も教育職等も一般行政職員枠で採用いたしておりますので、医療職以外は

すべて同額となります。 

 193ページでございますが、上段に級別の職員数とその比率、下段には等級別の職務内

容を掲載しております。到達できる給料は、役職によりまして上限が定められておりまし

て、すべて職務給ということになってございます。 

 次に、194ページをお開きください。 

エの昇給でございますが、昇給日につきましては、毎年１月１日で、標準的には１年に

４号給の昇給となります。 

 職員数（Ａ）97人中、この昇給に係る職員数（Ｂ）は、78人で、55歳以上の職員19人は、

基本的に昇給しない仕組みとなっております。 

なお、３号給昇給につきましては、４月採用の職員がこれに該当いたします。 

次に、オの期末手当、勤勉手当でございますが、支給率については、国の制度に準拠い

たしております。 

195ページ、カの定年退職及び勧奨退職に係る退職手当でございますが、こちらもすべ

て国の一般職に準じております。勤続年数35年以上の場合に、最大支給率の47.709か月と

なります。 

 その他加算につきましては、希望による早期退職や退職を勧奨するための制度により、

45歳以降では、２パーセントから45パーセントまで加算される内容となっております。 

 以上、給与費の明細についてご説明を申し上げました。 

 次に、14款１項１目予備費についてご説明を申し上げます。 

予算書は、186、187ページとなります。 

 本年度予算額、前年度予算額ともに3,000万円でございます。 

財源は、すべて一般財源でございます。 

 予備費は、地方自治法第217条に歳計予算の義務化が規定されております。予算外の支
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出又は予算超過の際の支出に充てるために計上しなければならないことになっておりまし

て、予見し難い緊急を要する事務事業に対応して支出することといたしたいとするもので

ございます。 

 以上、職員費及び予備費の説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますよ

うお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 13款１項１目職員費、14款１項１目予備費の説明が終わりまし

たので、質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、13款１項１目職員費、14款１項１目

予備費の質疑を終わります。 

 以上で、平成31年度一般会計予算の歳出の質疑を終ります。 

                                       

     ◎一般会計歳入 

○議長（長谷川秀樹君） 引き続き、平成31年度一般会計予算歳入の説明と質疑に入りま

す。 

 それでは、１款町税の説明を求めます。 

 住民課主幹。 

○住民課主幹（窪田謙治君） ご指示をいただきましたので、１款町税についてご説明い

たします。 

予算書は、12ページから15ページまでになります。はじめに12ページ、13ページをお開

きください。 

 １款町税、１項町民税、１目個人。本年度予算額２億5,654万３千円、前年度予算額２

億5,855万５千円、比較201万２千円の減額でございます。 

１節現年課税分は２億5,644万３千円、内訳は、均等割が3,000人分で1,029万円、所得

割は、平成30年度の課税状況を参考に２億4,615万３千円を見込んで計上しております。 

なお、所得割の算定基礎となる課税標準額につきましては、農業所得は米の直接支払交

付金の廃止に加えて、前年の収穫状況を勘案し、平成30年度実績の25パーセント減で算定

し、収納率を98パーセントと見込んでおります。 

２節滞納繰越分は、10万円を計上しております。 

 ２目法人。本年度予算額1,794万２千円、前年度予算額1,787万８千円、比較６万４千円

の増額でございます。 

 １節現年課税分は1,794万１千円で、均等割は、平成30年12月１日現在の法人数114法人

から新規設立、清算や事務所閉鎖を加減して103法人で、収納率99パーセントとして913万

７千円、法人税割は、税率9.7パーセント、収納率99パーセントとして880万４千円を見込

んでおります。 

２節滞納繰越分は、１千円を計上しております。 

 ２項固定資産税、１目固定資産税。本年度予算額２億3,378万２千円、前年度予算額２

億4,069万１千円、比較690万９千円の減額でございます。 

 １節現年課税分は２億3,368万２千円で、土地及び家屋については平成30年度の課税標
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準額をベースに異動分を精査し、償却資産は前年度から５パーセント減額して試算してお

ります。なお、収納率は98パーセントを見込んでおります。 

２節滞納繰越分は10万円を計上しております。 

次に、２目国有資産等所在市町村交付金。本年度予算額23万４千円、前年度予算額23万

４千円、比較０円でございます。 

内訳は、北海道が所有する土地、家屋等に対し、固定資産税相当分が交付されるもので

ございます。 

３項軽自動車税、１目軽自動車税。本年度予算額2,188万４千円、前年度予算額2,113万

３千円、比較75万１千円の増額でございます。 

 １節現年課税分は2,188万３千円で、課税対象は、自家用、営業用に作業用を含め延べ

4,460台、収納率は98パーセントを見込んでおります。 

２節滞納繰越分は１千円を計上しております。 

 ４項町たばこ税、１目町たばこ税。本年度予算額3,079万５千円、前年度予算額2,739万

２千円、比較340万３千円の増額でございます。 

たばこの販売本数は、前年度実績を踏まえて１パーセント程度増加すると予測し、全体

で534万本と見込んで積算しております。 

また、旧３級品の税額が10月１日から標準品と同額の1,000本当たり5,692円に増税とな

ることから、前年度と比較して増額になるものと見込んでおります。 

５項入湯税、予算書14ページ、15ページに移りまして、１目入湯税。本年度予算額502

万５千円、前年度予算額439万円、比較63万５千円の増額でございます。 

入湯税の対象はグリーンパークしんとつかわで、平成30年度の実績を踏まえて、本年度

は、宿泊人数9,500人、日帰り入浴者数３万6,000人とし、前年度比で4,900人増と見込ん

で算定しております。 

以上、町税の説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １款町税の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、１款町税の質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、２款地方譲与税、３款利子割交付金、４款配当割交付金、

５款株式等譲渡所得割交付金、６款地方消費税交付金、７款自動車取得税交付金、８款国

有提供施設等所在市町村助成交付金、９款地方特例交付金、10款地方交付税、11款交通安

全対策特別交付金まで、一括して説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（寺田佳正君） それでは議長からご指示をいただきましたので、２款地方譲

与税から11款交通安全対策特別交付金までの説明を申し上げます。 

予算書は、16ページから35ページまでとなります。 

歳入の計上にあたりましては、政府が２月８日に閣議決定いたしました地方財政計画の

見込値を参考として、予算組みをいたしております。 

 それでは、２款１項１目自動車重量譲与税でございますが、本年度予算額7,400万円、



- 218 - 

 

前年度予算額7,300万円、比較100万円の増でございます。 

これは、自動車重量税の1,000分の407に相当する額が市町村へ譲与されるもので、全体

額の２分の１ずつが、市町村道延長と道路面積に応じて交付されるものでございます。地

方財政計画では、対前年増減率2.5パーセントの増でございますので、これらを踏まえ

7,400万円の計上といたしました。 

以下の項目につきましても、前年交付見込みと地方財政計画の増減率を参考に同様の考

え方で予算計上をいたしております。 

 ２項１目地方揮発油譲与税でございますが、本年度予算額2,750万円、前年度予算額

2,800万円で、比較50万円の減でございます。 

これは、地方揮発油税総額の100分の42に相当する額が市町村へ譲与されるもので、こ

れも前項同様に、譲与全体額の２分の１ずつが、道路延長と道路面積に応じて配分される

ものです。地方財政計画では、対前年増減率1.7パーセントの減となっております。 

 18ページになります。 

３款１項１目利子割交付金でございますが、本年度予算額40万円、前年度予算額30万円

で、比較10万円の増でございます。 

利子割交付金につきましては、道民税利子割分の５分の３相当額を町民の個人道民税額

で按分して交付を受けるもので、前年度の交付実績を勘案しての計上となってございます。 

 20ページをお開き願います。 

４款１項１目配当割交付金でございます。本年度予算額50万円、前年度予算額40万円で、

比較10万円の増でございます。 

これは、道民税配当割額の５分の３に相当する額を個人道民税の総額で按分して交付さ

れるもので、前年度の交付実績を勘案して計上を行っております。 

 次に、22ページでございます。 

５款１項１目株式等譲渡所得割交付金でございます。本年度予算額30万円、前年度予算

額30万円で、前年度同額です。 

これも、４款の配当割交付金と同様の方式で計算されまして、株式等譲渡割額として収

納されたものの５分の３に相当する額を個人道民税の総額で按分して交付されるもので、

前年度の交付実績を勘案しての計上となっております。 

 次に、24ページになります。 

６款１項１目地方消費税交付金でございます。本年度予算額１億1,100万円、前年度予

算額１億600万円、比較で500万円の増でございます。 

一般的に消費税、現在８パーセントと言われてございますが、この内訳は、国税である

消費税が6.3パーセント、都道府県税である地方消費税が1.7パーセントで、平成26年度に

消費税が８パーセントになった際に、地方消費税率が1.0パーセントから1.7パーセントに

引き上げられ、現在に至っております。 

市町村に対しては、都道府県から地方消費税の1.7パーセント分の一定部分が交付され

ることとなっており、従前からの１パーセント分については、市町村の人口と経済センサ

スにおける従業者数、それぞれ50パーセントずつの割合で按分計算したもの、税率引上げ

による0.7パーセント分については、全額、人口により按分計算したものが交付されるこ

ととなっております。 
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 本年10月に消費税が８パーセントから10パーセントに引き上げられることに伴い、国税

分が7.8パーセントへ、都道府県税分である地方消費税が2.2パーセントに、それぞれ変更

となり、市町村への交付金についても増額となることが見込まれておりますが、市町村に

おいてその影響額を算定することは不可能であることから、昨年度の交付実績と、地方財

政計画における対前年増減率3.3パーセントの増となってございますので、これらを参考

として予算の計上を行っております。 

次に、26ページをお開き願います。 

７款１項１目自動車取得税交付金でございます。本年度予算額1,000万円、前年度予算

額2,000万円で、比較で1,000万円の減でございます。 

自動車取得税の10分の７に相当する額を市町村に交付するもので、市町村道の延長と面

積に応じて、それぞれ２分の１ずつが配分されるものですが、本年10月の消費税率改正に

合わせて廃止されることとなっておりますので、前年度の２分の１の額で予算計上を行っ

ております。 

 次に、28ページでございます。 

８款１項１目国有提供施設等所在市町村助成交付金でございます。本年度予算額、前年

度予算額ともに30万円で、前年度同額でございます。 

 一般に基地交付金と言われている交付金で、自衛隊が使用する飛行場及び練習場、弾薬

庫、燃料庫等の用に供する土地、建物などに対して交付されるものです。 

本町では、総進の射撃場の土地と建物を対象として交付されております。交付金総額の

10分の７が対象資産により、10分の３が市町村の財政状況により配分されることとなって

おります。 

 30ページをお開き願います。 

９款１項１目地方特例交付金でございます。本年度予算額1,150万円、前年度予算額150

万円、比較1,000万円の増でございます。 

これまでの個人住民税、住宅ローン減税の補てん分に加えまして、本年10月の自動車取

得税廃止に伴い、自動車税減収補てん特例交付金が措置される見込みとして予算計上を

行ってございます。 

 次に、32ページをお開き願います。 

10款１項１目地方交付税。本年度予算額29億3,500万円、前年度予算額29億3,500万円で、

前年度同額でございます。 

内訳は、普通交付税が28億5,000万円、特別交付税が8,500万円でございます。地方財政

計画では、全体で16兆1,809億円の措置、対前年増減率で1.1パーセントの増と、若干のプ

ラスにはなってございますが、毎年度、算定方法の見直しが行われておりますことから、

前年度同額として計上をしたところでございます。 

 なお、普通交付税の財源不足のため、地方で発行が認められている臨時財政対策債につ

きましては、74ページ、75ページに記載がございます、こちらを一度お開き願います。 

地方財政計画におきまして、対前年増減率18.3パーセントの減となっていることから、

前年度比較3,000万円減の１億2,000万円の計上としているところでございます。 

 次に、恐縮ですが34ページに今一度お戻りください。 

11款１項１目交通安全対策 特別交付金でございますが、本年度予算額80万円、前年度
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予算額90万円で、比較10万円の減でございます。 

この交付金は、交通違反の反則金を原資として交付されるもので、反則金収入見込額の

３分の１から指定都市分を控除した額が市町村配分額となっております。 

その額を、過去２か年の人身事故件数、人口集中地区人口、改良済道路延長で２対１対

１の割合で按分し交付されるものでございます。 

地方財政計画では、対前年増減率5.6パーセントの減となっております。 

 以上、２款から11款まで歳入の説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいま

すようお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 歳入の２款から11款までの説明が終わりましたので、質疑に入

ります。 

質疑のある方は、発言願います。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、歳入の２款から11款までの質疑を終

わります。 

 なお、12款から15款及び20款から21款の歳入につきましては、関係する歳出の際に説明

が終わってございますので、次は、16款財産収入、17款寄附金、18款繰入金、19款繰越金

について、一括で説明を求めます｡ 

 総務課長。 

○総務課長（寺田佳正君） それでは、16款から19款まで歳入の内訳を申し上げます。 

予算書、54、55ページ。 

16款１項１目財産貸付収入でございます。本年度予算額1,748万２千円、前年度予算額

1,833万１千円、比較で84万９千円の減でございます。 

内訳でございますが、土地につきましては、実勢価格を基本といたしておりまして、固

定資産税の評価額を0.7で割り返しますと、実勢価格が出てまいりますので、これに100分

の４を乗じて年額の貸付料を算定しております。 

家屋の貸付料につきましては、建物の建築価格に基づきまして、物件ごとに貸付料を算

定いたしてございます。 

説明欄でございますが、１番から５番、７番、８番は、各機関への敷地貸付料で、１番

は、橋本区にある住宅敷地1,205平方メートル分でございます。 

 ２番は、花月、大和の駐在庁舎敷地分でございまして、中央については、法律の規定に

より無償貸し付けとなっております。 

３番につきましては、字吉野、幌加にあります鉄塔敷地分でございまして、面積８万

6,074平方メートルでございます。 

 ４番は、町内各所にあります電柱敷地分で、土地の地目により単価1,500円の物が189本、

245円の物が６本でございます。 

 ５番、森林組合倉庫敷地貸付料は、面積は1,105平方メートル分でございます。 

 ６番につきましては、中央団地に隣接する駐車場敷地の貸付料で、８区画中、６区画の

貸付料でございます。 

 ７番は、吉野の観測所敷地分で面積86平方メートルでございます。 

 ８番につきましては、幌加から大和までの配水管施設用地分でございます。 
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 ９番、その他土地貸付料281万円ですが、樺戸セレモニーホールの敷地分2,518平方メー

トルで、105万６千円、幌加西部農地貸付３件分で、面積が62万4,906平方メートルで、81

万２千円など、従前までの貸付分に加えまして、新たに旧花月牧場の貸付といたしまして、

面積14万9,292平方メートル、貸付料が29万８千円などが増となってございます。 

 10番の教員住宅貸付料、11番のその他町有住宅等貸付料につきましては、それぞれ教員

住宅維持管理事業、町有住宅維持管理事業等の特定財源として、各担当から説明済みです

ので省略をさせていただきます。 

 続きまして、１項２目利子及び配当金でございますが、予算額１千円で、予算編成上の

科目存置のための計上でございます。 

 １項３目基金運用収入。本年度予算額1,749万６千円、前年度予算額1,997万円、比較で

247万４千円の減でございます。 

 基金運用収入としまして、国民健康保険事業基金を除く９つの基金の残高に対する運用

収入を計上しております。 

運用につきましては、現在、預金運用及び債券運用での対応としておりまして、北門信

用金庫とＪＡピンネの２か所を予定し、金利につきましては、低いもので0.02パーセント

から高いもので0.14パーセントの見込みとしてございます。 

また、債券運用につきましては、国債並びに自治体債券での運用を予定しておりまして、

現在、額面で約16億４千万円分を保有しているところでございます。利率につきましては、

0.305パーセントから0.719パーセントとなってございます。 

 なお、基金運用収入の各基金への積立てにつきましては、基金残高により運用収入額を

按分いたしまして積み立を行うこととしてございます。 

９本の基金ですが、31年３月末の基金残高は、約63億7,900万円を見込んでおります。

これに、北海道備荒資金組合納付金の年度末残高14億4,600万円を合わせると、約78億

2,500万円を保有していることとなります。 

 次に、２項１目３節その他不動産売払収入45万３千円は、立木売払収入で、庁舎建設に

本町産の木材を使用するための売払いを行うものでございます。売払う立木は、学園100

年の森の一部でございまして、トドマツ50年生、材積量28万9,876立方メートル、北海道

森林室の協力によりまして、市場価逆算法というもので算出した価格で計上しているとこ

ろでございます。 

 次に56ページ、２目の物品売払収入は、科目存置のための計上でございます。 

 ３目の生産物売払収入でございますが、文化伝習館生産物販売収入でございまして、観

光振興費の特定財源として、産業振興課から説明済みですので省略させていただきます。 

58、59ページをお開き願います。 

17款１項１目一般寄附金１千円、科目存置のための計上でございます。 

 ２目総務費寄附金。本年度予算額１億2,000万円、前年度予算額１億円、比較で2,000万

円の増、内訳は、ふるさと応援寄附金でございます。 

内容につきましては、諸費において説明させていただきましたので省略をさせていただ

きます。 

 次に、60、61ページになります。 

18款１項１目基金繰入金。本年度予算額４億6,478万７千円、前年度予算額は５億1,375
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万３千円、比較で4,896万６千円の減でございます。 

 １番の財政調整基金の繰入金については、一般財源の不足を補てんするための措置で、

１億1,878万１千円、これは執行時におきまして各種事業の更なる精査、地方交付税をは

じめとします各種財源の確保に努めまして、繰入額の圧縮を図っていきたいと計画をして

ございます。 

本定例会において議決いただきました平成30年度補正予算後の年度末財政調整基金残高

見込額につきましては、約４億7,000万となっておりまして、この残高から、予算額１億

1,878万１千円を繰入いたしますと、残高は約３億5,000万となりますが、平成30年度の最

終決算を見込んだときに、歳入予算を上回る収入、あるいは歳出執行残が見込まれること

と、平成31年度においても各種事業の更なる精査を行いまして、各種財源を確保すること

によって繰入額の圧縮を図っていく計画でございますので、本町の財政規模を勘案して最

低限保有しておくことが好ましいとしております約４億円という保有高は、確保できるも

のと考えております。 

 ２番の庁舎建設基金繰入金から６番の水と緑のまちづくり推進基金繰入金につきまして

は、歳出予算の特定財源として、それぞれ説明させていただいておりますので省略させて

いただきます。 

 ２項１目特別会計繰入金は、科目存置のための計上でございます。 

最後に、62、63ページになります。 

19款１項１目繰越金でございます。予算額１千円で、科目存置のための計上でございま

す。 

 以上、16款から19款まで歳入の説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいま

すようお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 歳入の16款から19款までの説明が終わりましたので、質疑に入

ります。 

質疑のある方は、発言願います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、歳入の16款から19款までの質疑を終

わります。 

 これで歳入の質疑を終わります。 

 以上で、平成31年度新十津川町一般会計予算の質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 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13号を採決いたします。 

 この採決は、起立により行います。 

 原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（長谷川秀樹君） 着席ください。 
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 起立多数です。 

したがって、議案第13号、平成31年度新十津川町一般会計予算は、原案のとおり可決さ

れました。 

ここで、２時５分まで休憩いたします。 

（午後１時 54 分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩をとき、会議を再開いたします。 

（午後２時 05 分） 

                                       

     ◎議案第14号の説明、質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第４、議案第14号、平成31年度新十津川町国民健康保険特

別会計予算を議題といたします。 

 歳入と歳出を一括して、歳出から説明を求めます。 

 住民課主幹。 

○住民課主幹（窪田謙治君） ご指示をいただきましたので、国民健康保険特別会計の予

算内容説明に際しまして、まず、本年２月末日現在の国民健康保険加入状況をご報告いた

します。 

加入世帯は912世帯、被保険者数は1,601人でございます。加入者の全人口に占める割合

は24.2パーセントとなっております。 

 それでは、予算書に戻りまして、はじめに歳出からご説明いたします。 

予算書は、214ページから219ページまでになります。はじめに214ページ、215ページを

お開きください。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。本年度予算額377万６千円、前年度予

算額343万５千円、比較34万１千円の増額でございます。 

 増額の主な要因は、事務処理標準システムのクラウド機能強化に伴う国保連合会への負

担金の増額によるものでございます。 

財源は、道支出金の特別調整交付金179万９千円で標準システムクラウド運用に係る道

の負担分と、一般財源197万７千円でございます。 

１番、国保総務事務につきましては、会議出席旅費、参考図書購入等の事務経費42万６

千円の他、事務処理標準システムに係る国保連合会への本町分の負担金335万円を計上し

ております。 

 ２目広域連合負担金。本年度予算額２億7,143万３千円、前年度予算額２億7,4,166千円、

比較273万３千円の減額となっております。 

減額の主な要因は、北海道に納める国保事業納付金の減額に伴い、広域連合分賦金が減

額となったことによるものです。 

財源は、すべて一般財源です。 

１番、国民健康保険事業広域連合負担金につきましては、空知中部広域連合への分賦金

で、医療給付分が２億42万６千円、後期高齢者支援金分が5,265万６千円、介護保険分が

1,835万１千円となっております。 

なお、国保制度都道府県単位化に伴い広域連合負担金は、北海道が示す納付金に広域連
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合が必要とする事務費等を上乗せして算定しております。 

２項徴税費、１目賦課徴収費。本年度予算額44万円、前年度予算額41万７千円、比較２

万３千円の増額であります。 

財源は、その他財源で督促手数料１千円、一般財源43万９千円でございます。 

１番、国保賦課徴収事務につきましては、会議出席旅費、納税通知書に係る印刷製本費

や発送郵券代などの事務経費を計上しております。 

 予算書、216ページ、217ページに移りまして、３項審議会費、１目審議会費。本年度予

算額９万１千円、前年度予算額13万７千円、比較４万６千円の減額で、財源は、すべて一

般財源であります。 

１番、国民健康保険税審議会開催事業につきましては、国民健康保険の円滑な運営と、

国保税の適正化を図るための審議会を２回開催する経費として、審議委員６名分の報酬及

び費用弁償を計上しております。 

 ２款基金積立金、１項基金積立金、１目基金積立金。本年度予算額35万２千円、前年度

予算額24万８千円、比較10万４千円の増額であります。 

財源は、すべてその他財源で、国保基金運用収入35万２千円であります。 

１番、国民健康保険事業基金積立金につきましては、基金積立金として預金利子をその

まま積み立てるものでございます。 

 ３款公債費、１項公債費、１目利子。本年度予算額１千円、前年度予算額１千円、比較

０円、すべて一般財源で、こちらは科目存置でございます。 

 ４款諸支出金、１項償還金及び還付加算金。予算書、218ページ、219ページに移りまし

て、１目一般被保険者保険税還付金。本年度予算額60万円、前年度予算額60万円、比較０

円。すべて一般財源でございます。 

１番、一般被保険者国保税過年度分還付金につきましては、届出漏れによる手続きの遅

れにより、遡及して国保を離脱する場合や所得の修正などによる保険税の減額に対する還

付金を見込んで計上いたしております。 

 ２目退職被保険者等保険税還付金。本年度予算額５万円、前年度予算額５万円、比較０

円。すべて一般財源でございます。 

１番、退職被保険者等国保税過年度分還付金につきましても、同様の趣旨の還付金でご

ざいます。 

 ２項繰出金、１目一般会計繰出金。本年度予算額１千円、前年度予算額１千円、比較０

円。すべて一般財源で、こちらは科目存置でございます。 

 ５款予備費、１項予備費、１目予備費。本年度予算額20万円、前年度予算額20万円、比

較０円。すべて一般財源でございます。 

歳出につきましては、以上でございます。 

 引き続き、歳入についてご説明いたします。 

予算書は、208ページから213ページまでになります。はじめに208ページ、209ページを

お開きください。 

国民健康保険税の収入見込みにつきましては、平成30年の所得が確定しておりませんの

で、平成30年11月末現在の調定額をベースとして算定しております。 

 １款国民健康保険税、１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税。本年度
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予算額１億8,214万１千円、前年度予算額１億9,670万６千円、比較1,456万５千円の減額

であります。 

減額の主な要因は、被保険者数の減少と前年の米の収穫減に伴う農業所得の減少による

ものでございます。 

１節医療給付費分現年課税分１億3,550万４千円、２節後期高齢者支援金分現年課税分

3,087万７千円、３節介護納付金分現年課税分1,528万円、４節医療給付費分滞納繰越分43

万円、５節後期高齢者支援金分滞納繰越分４万円、６節介護納付金分滞納繰越分１万円で

ございます。 

現年度分のそれぞれの積算につきましては、昨年11月末現在の調定額をベースに被保険

者の減少率を３パーセント、農業所得の減少率を10パーセントと見込んで、広域連合分賦

金額を考慮した上で、収納率を98パーセントに設定して計上しております。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税。本年度予算額17万７千円、前年度予算額151万１

千円、比較133万４千円の減額であります。 

１節医療給付費分現年課税分12万円、２節後期高齢者支援金分現年課税分２万２千円、

３節介護納付金分現年課税分１万５千円で、これらの現年度分の積算につきましても、昨

年11月末現在の調定額をベースに被保険者の減少分を考慮した上で、収納率を98パーセン

トに設定して計上しております。 

４節医療給付費分滞納繰越分１万８千円、５節後期高齢者支援金分滞納繰越分１千円、 

予算書210ページ、211ページに移りまして、６節介護納付金分滞納繰越分１千円を見込ん

でおります。 

 ２款使用料及び手数料、１項手数料、１目総務手数料。本年度予算額１千円、前年度予

算額１千円、比較０円でございます。 

１節総務手数料１千円で、こちらは科目存置でございます。 

 ３款道支出金、１項道補助金、１目衛生費補助金。本年度予算額179万９千円、前年度

予算額153万５千円、比較26万４千円の増額で、事務処理標準システム運用に要する経費

に対して負担割合に応じて交付される特別調整交付金でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金。本年度予算額7,403万２千円、

前年度予算額7,922万８千円、比較519万６千円の減額でございます。 

減額の主な要因は、保険基盤安定繰入金、安定化支援事業繰入金、広域連合の事務費等

の減額により、一般会計からの繰入額が減少したことによるものでございます。 

１節保険基盤安定繰入金4,744万円、２節その他一般会計繰入金2,659万２千円でありま

す。 

この繰入金につきましては、一般会計の保健衛生総務費から繰り出されるものを受ける

もので、１節は保険税の７割、５割、２割軽減世帯の減額補填をする保険基盤安定繰入金

で、２節は財政安定化支援事業分、空知中部広域連合と町それぞれの事務費、出産育児一

時金の繰入分でございます。 

 ２項基金繰入金、１目国民健康保険事業基金繰入金。本年度予算額1,841万７千円、前

年度予算額１千円、比較1,841万６千円の増額でございます。 

 １節国民健康保険事業基金繰入金が大幅に増額となりましたのは、まだ確定しておりま

せんが、農業所得の落ち込みに伴い前年所得が大きく減少する見込みとなり、現在の税率
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で算定すると歳入不足が生じるため、国保事業基金を取り崩し、歳入歳出の均衡を図った

ためでございます。 

 予算書、212ページ、213ページに移りまして、５款繰越金、1項繰越金、1目繰越金。本

年度予算額１千円、前年度予算額１千円、比較０円で、科目存置でございます。 

 ６款諸収入、１項延滞金及び過料、１目一般被保険者延滞金、２目退職被保険者等延滞

金、３目過料ともに本年度予算額１千円、こちらも科目存置でございます。。 

 ２項基金運用収入、１目基金運用収入。本年度予算額35万２千円、前年度予算額24万８

千円、比較10万４千円の増額で、国保事業基金に対する預金利子分でございます。 

 ３項雑入、１目滞納処分費。本年度予算額２万円、前年度予算額２万円、比較０円で、

滞納処分費の受入科目でございます。 

２目広域連合支出金。本年度予算額１千円、前年度予算額１千円、比較０円で、空知中

部広域連合からの事業精算金等の受入科目でございます。 

 以上、国民健康保険特別会計歳入歳出予算の説明を終わります。よろしくご審議くださ

いますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 説明が終わりましたので、直ちに質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 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14号を採決いたします。 

 この採決は、起立により行います。 

 原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（長谷川秀樹君） 着席ください。 

 起立多数です。 

 したがって、議案第14号、平成31年度新十津川町国民健康保険特別会計予算は、原案の

とおり可決されました。 

                                       

     ◎議案第15号の説明、質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第５、議案第15号、平成31年度新十津川町後期高齢者医療

特別会計予算を議題といたします。 

 歳入と歳出を一括して、歳出から説明を求めます。 

 住民課主幹。 

○住民課主幹（窪田謙治君） ご指示をいただきましたので、後期高齢者医療特別会計に

ついてご説明いたします。 

まず、本年２月末日現在の後期高齢者医療保険加入状況について、ご報告します。 
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被保険者数は1,429人で、前年同期が1,423人ですので、６人の増加となっております。

加入者の全人口に占める割合は21.6パーセントとなっております。。 

 それでは、予算書に戻りまして、はじめに歳出からご説明いたします。 

予算書、230ページから233ページになります。はじめに230ページ、231ページをお開き

ください。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。本年度予算額61万２千円、前年度予算

額57万５千円、比較３万７千円の増額となっております。 

財源内訳は、すべて一般財源です。 

１番、一般管理費につきましては、参考図書購入費や被保険者証発送郵券代などの事務

経費を計上しております。 

２項徴収費、１目徴収費。本年度予算額33万円、前年度予算額144万円、比較111万円の

減額となっております。 

減額の主な要因は、前年度に法改正に伴うシステム改修に要する経費を計上していたた

めでございます。 

財源内訳は、その他財源で督促手数料１千円、一般財源32万９千円であります。 

１番、徴収費につきましては、保険料決定通知書に係る印刷製本費や発送郵券代等の事

務経費を計上しております。 

 ２款後期高齢者医療広域連合負担金、１項後期高齢者医療広域連合負担金。予算書、

232ページ、233ページに移りまして、１目後期高齢者医療広域連合負担金。本年度予算額

１億1,485万円、前年度予算額１億1,359万６千円、比較125万４千円の増額となっており

ます。 

増額の主な要因は、被保険者の異動、増加等に伴うものでございます。 

財源は、すべて一般財源であります。 

１番、後期高齢者医療広域連合負担金につきましては、被保険者から徴収します保険料

分で7,960万円、低所得者の保険料軽減分を北海道が４分の３、町が４分の１負担し補填

する基盤安定負担金分で3,152万５千円、広域連合共通経費分で372万５千円でございます。 

 ３款諸支出金、１項繰出金、１目一般会計繰出金。本年度予算額１千円、前年度予算額

１千円、比較０円であります。こちらは科目存置でございます。 

 ２項償還金及び還付加算金、１目償還金及び還付加算金。本年度予算額10万円、前年度

予算額10万円、比較０円であります。 

財源は、すべてその他財源の保険料還付金で、過年度分還付金に充てるものであります。 

 ４款予備費、１項予備費、１目予備費。本年度予算額10万円、前年度予算額10万円、比

較０円で、財源は、すべて一般財源でございます。 

 歳出につきましては、以上でございます。 

 引き続き、歳入についてご説明いたします。 

予算書、226ページから229ページまでとなります。はじめに226ページ、227ページをお

開きください。 

１款後期高齢者医療保険料、１項後期高齢者医療保険料、１目後期高齢者医療保険料。

本年度予算額7,959万９千円、前年度予算額7,562万４千円、比較397万５千円の増額でご

ざいます。 
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増額の主な要因は、被保険者の異動、増加等に伴うものでございます。 

１節現年度保険料7,959万８千円は、北海道後期高齢者広域連合が推計した本町の平均

被保険者数をもとに、平成30年度の賦課実績などを加味して算出しております。 

２節滞納繰越分１千円ですが、こちらは科目存置でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項総務手数料、１目総務手数料。本年度予算額１千円、前年

度予算額１千円、比較０円。 

１節督促手数料１千円で、こちらは科目存置でございます。 

 ３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金。本年度予算額3,628万８千円、

前年度予算額3,891万２千円、比較262万４千円の減額であります。 

１節保険基盤安定繰入金3,152万５千円は、一般会計の保健衛生総務費から繰り出しま

した軽減世帯の減額補填をする基盤安定繰出金をこの科目で受けるものでございます。 

 ２節その他一般会計繰入金476万３千円は、同じく一般会計から繰り出しました広域連

合共通経費分372万５千円、町の事務費分103万８千円を受けるものでございます。 

 ４款諸収入、１項延滞金及び過料、予算書、228ページ、229ページに移りまして、２項

雑入につきましては、科目存置でございます。 

３項償還金、1目保険料還付金は、本年度予算額10万円、前年度予算額10万円、比較０

円で、広域連合からの保険料還付金の受入科目です。 

 ５款繰越金、１項繰越金、１目繰越金につきましては、本年度予算額１千円、前年度予

算額１千円、比較０円で、ことらも科目存置でございます。 

 ５款繰越金の次の国庫支出金につきましては、前年度は後期システム改修経費に対する

国庫補助金の受入科目として設定しておりましたが、本年度は歳入はございません。 

 以上、後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算の説明を終わります。よろしくご審議くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 説明が終わりましたので、直ちに質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 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15号を採決いたします。 

 この採決は、起立により行います。 

 原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（長谷川秀樹君） 着席ください。 

 起立多数です。 

 したがって、議案第15号、平成31年度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算は、原案

のとおり可決されました。 
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     ◎議案第16号の説明、質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第６、議案第16号、平成31年度新十津川町下水道事業特別

会計予算を議題といたします。 

 歳入と歳出を一括して、歳出から説明を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（谷口秀樹君） ご指示をいただきましたので、平成31年度新十津川町下水道

事業特別会計予算の説明をさせていただきます。 

 まず、公共下水道事業の水洗化の状況をご説明いたします。 

平成30年３月31日現在の公共下水道の区域内人口は2,059世帯、4,475人で、下水道に接

続しています水洗化人口は1,920世帯、4,195人でございます。区域内におけます下水道水

洗化率は、人口で見ますと93.7パーセントでございます。 

 それでは最初に、歳出からご説明をいたしますので、予算書、246ページ、247ページを

ご覧ください。 

 １款下水道費、１項下水道整備費、１目総務管理費でございますが、本年度予算額991

万５千円、前年度予算額1,187万４千円、比較で減額の195万９千円でございます。 

 減額の要因といたしましては、消費税納付金の減によるものでございます。 

 財源内訳は、すべてその他財源で991万５千円の内訳は、現年度受益者負担金１千円、

一般会計繰入金991万４千円でございます。 

 次に、内容のご説明をいたします。 

 １番目の下水道総務事務25万７千円は、下水道事業推進に係る旅費、消耗品などの事務

費と町が加盟する下水道団体への負担金及び諸会議出席負担金でございます。 

 ２番目の受益者負担金徴収事務６万８千円は、徴収に伴います郵券料、口座振替手数料

及び電算システム保守点検委託料でございます。 

 ３番目の下水道事業消費税納付金959万円は、平成30年度第３回中間申告と確定申告納

付分及び平成31年度第１回、第２回の中間申告納付分でございます。 

 次に、２目下水道建設費でございますが、本年度予算額525万円、前年度予算額2,107万

２千円、比較で減額の1,582万２千円でございます。 

減額の要因といたしましては、前年度のみどり中継ポンプ場電気設備改修工事の減によ

るものでございます。 

 財源内訳は、特定財源で地方債の400万円は、流域下水道事業債で充当率は100パーセン

ト、その他財源の125万円は、一般会計からの繰入金でございます。 

 次に、内容のご説明をいたします。 

 １番目の公共下水道整備事業60万円は、住宅の新築などにより、新規に下水道へ繋ぎ込

む為の公共桝設置工事の費用２件分を計上しています。 

 ２番目の石狩川流域下水道建設負担金465万円は、北海道が実施します石狩川流域下水

道施設整備に係る本町の負担分で、本町の負担率は、処理場分が3.3パーセント、管渠分

が3.8パーセントでございます。 

31年度の事業内容といたしましては、処理場では主ポンプ更新工事、管渠では赤平中継

ポンプ場の機器更新工事、管渠点検調査を予定しております。 
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 続きまして、２項下水道維持費の説明をいたします。 

 予算書は、246ページ、251ページでございます。 

 １目維持管理費でございますが、本年度予算額4,093万４千円、前年度予算額3,477万円、

比較で増額の616万４千円でございます。 

増額の要因といたしましては、下水道ストックマネジメント実施方針策定業務の委託料

の増によるものでございます。 

 次のページをご覧いただきます。 

財源内訳は、特定財源で国道支出金650万円は、社会資本整備総合交付金で、下水道ス

トックマネジメント実施方針策定業務分で、補助率は２分の１でございます。 

次に、その他財源3,443万４千円は、公共下水道使用料でございます。 

 次に内容のご説明をいたします。前のページへお戻りいただきたいと思います。 

 １番目の下水道管理事務1,236万８千円は、下水道使用料の徴収事務に係る１人分の人

件費、口座振替手数料、西空知広域水道企業団への使用料賦課事務委託料、電算システム

を稼働させていますパソコン更新に係る経費でございます。 

 ２番目の下水道施設維持管理事務1,686万８千円は、管渠及び中継ポンプ場、マンホー

ルポンプ所などの施設の維持管理及び運転管理に要する経費でございまして、電気料や修

繕料及び施設管理委託料の他に、先程、増額要因でも触れましたが、下水道ストックマネ

ジメント実施方針策定業務の委託料を計上いたしました。 

この下水道ストックマネジメント実施方針策定業務は、下水道事業のサービス水準を考

慮しながら、予算や人材の制約の中で管路やポンプ場などの下水道施設の維持更新を一体

的に捉えて計画するものでございます。 

 次のページになりますが、３番目の石狩川流域下水道組合管理運営負担金1,169万８千

円は、６市４町で構成します石狩川流域下水道組合が維持管理をしています奈井江浄化セ

ンターの維持管理に要する経費の内、本町の共同負担分及び水量負担分でございます。 

 続きまして、２款公債費、１項公債費のご説明をいたします。 

 予算書は、250ページ、251ページでございます。 

 １目元金でございますが、本年度予算額１億206万７千円、前年度予算額9,993万１千円、

比較で増額の213万６千円でございます。 

 財源内訳は、すべてその他財源で、その内訳は、受益者負担金滞納繰越分１千円、公共

下水道使用料833万４千円、公共下水道使用料滞納繰越分１千円、一般会計繰入金9,372万

９千円、前年度繰越金１千円、延滞金１千円でございます。 

 次に内容のご説明をいたします。 

 １番目の地方債償還元金１億206万７千円は、予算書、258ページでございますけども、

地方債の現在高の見込みに関する調書をご覧ください。 

この表の右から３列目の当該年度中元金償還見込額にありますとおり、平成４年度債か

ら平成25年度債の償還元金でございます。 

 予算書、250ページにお戻りいただきます。 

続きまして、２目利子でございますが、本年度予算額2,179万２千円、前年度予算額

2,442万６千円、比較で減額の263万４千円でございます。 

 財源内訳は、すべてその他財源で、公共下水道使用料2,179万２千円でございます。 
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 次に内容のご説明をいたします。 

 １番目の地方債償還利子2,177万５千円は、また申し訳ございませんが、予算書、258

ページの調書をご覧いただきたいと思います。 

この表の右から２列目の当該年度中利子償還見込額にありますとおり、平成４年度債か

ら平成30年度債の起債償還に係る利子でございます。 

 続きまして、２番目一時借入金利子１万７千円は、資金の一時借入が必要となった場合

の利子でございます。 

 歳出合計。本年度予算額１億7,995万８千円、前年度予算額１億9,207万３千円、比較で

減額の1,211万５千円でございます。 

 財源内訳は、国道支出金650万円、地方債400万円、その他財源１億6,945万８千円でご

ざいます。 

 続きまして、予算書、252ページをご覧ください。給与費明細書のご説明をいたします。 

 （１）総括。 

職員数は、本年度につきましても前年と同じく１人でございます。 

 給与費のうち給料は、前年対比９万４千円の増、職員手当は６万７千円の増でありまし

て、計16万１千円の増となり、共済費８万５千円の増と合わせまして、合計前年対比24万

６千円の増額でございます。 

 なお、職員手当の内訳は、下段の表、給料及び職員手当の増減額の明細は、253ページ

（２）の表の通りでございます。 

 また、次のページをご覧いただきたいと思います。 

給料及び職員手当の状況のうち、職員一人当たりの給与は、平成31年２月１日現在で、

平均給料月額27万6,700円、平均給与月額32万5,296円、平均年齢36歳２か月でございます。 

 続きまして、イ、初任給から、257ページのク、その他の手当については、一般会計と

同様な内容でありますので省略をさせていただきます。 

 次に、歳入の説明を申し上げます。 

予算書は、少お戻りをいただきまして、242ページから245ページでございます。 

 １款分担金及び負担金、１項受益者負担金、１目受益者負担金は、本年度予算額２千円、

前年度予算額２千円、比較増減ございません。 

１節現年度負担金１千円及び２節滞納繰越分１千円につきましては、科目存置のためで

ございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目下水道使用料は、本年度予算額6,456万１千

円、前年度予算額6,480万１千円、比較で減額の24万円でございます。 

１節現年度使用料6,456万円は公共下水道使用料で、直近５か年の実績及び平成30年度

見込み額を勘案して計上いたしました。 

２節滞納繰越分１千円につきましては、科目存置のためでございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道整備補助金は、本年度予算額650万円、

前年度予算額750万円、比較で減額の100万円でございます。 

１節下水道整備補助金650万円は、先程、歳出のところでご説明しましたが、下水道ス

トックマネジメント実施方針策定業務に係る社会資本整備総合交付金でございます。 

４款繰入金、１項他会計繰入金、１目他会計繰入金は、本年度予算額１億489万３千円、
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前年度予算額１億1,566万８千円、比較で減額の1,077万５千円でございます。 

 減額の要因といたしましては、工事請負費の減によるものでございます。 

１節一般会計繰入金１億489万３千円は、一般会計からの繰入金でございます。 

次のページをご覧いただきたいと思います。 

５款１項１目繰越金は、本年度予算額１千円、前年度予算額１千円、比較増減はござい

ません。 

１節繰越金１千円につきましても、科目存置のためでございます。 

６款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金は、本年度予算額１千円、前年度

予算額１千円、比較増減はございません。 

１節延滞金１千円につきましても、科目存置のためでございます。 

 ７款町債、１項町債、１目下水道事業債は、本年度予算額400万円、前年度予算額410万

円、比較で減額の10万円でございます。 

１節下水道事業債400万円は、流域下水道施設整備の補助事業分に対する流域下水道事

業債で、充当率は100パーセントでございます。 

 歳入合計。本年度予算額１億7,995万８千円、前年度予算額１億9,207万３千円、比較で

減額の1,211万５千円でございます。 

 次に、地方債についてご説明いたします。 

予算書、238ページをご覧ください。 

 第２表、地方債。 

 起債の目的、流域下水道事業債。限度額400万円、起債の方法、普通貸借又は証券発行。

利率、5.0パーセント以内。償還の方法については、記載のとおりでございます。 

以上で、平成31年度新十津川町下水道事業特別会計予算の内容の説明を終わります。よ

ろしくご審議をいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 説明が終わりましたので、直ちに質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 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16号を採決いたします。 

 この採決は、起立により行います。 

 原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（長谷川秀樹君） 着席ください。 

 起立多数です。 

 したがって、議案第16号、平成31年度新十津川町下水道事業特別会計予算は、原案のと

おり可決されました。 



- 233 - 

 

                                       

     ◎議案第17号の説明、質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第７、議案第17号、平成31年度新十津川町農業集落排水事

業特別会計予算を議題といたします。 

 歳入と歳出を一括して、歳出から説明を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（谷口秀樹君） それでは、平成31年度新十津川町農業集落排水事業特別会計

予算のご説明いたします。 

 まず、農業集落排水事業の水洗化の状況をご説明いたします。 

平成30年３月31日現在の農業集落排水の区域内人口は、大和、花月を合わせまして248

世帯、347人で、集落排水に接続しています水洗化人口は、同じく226世帯、307人でござ

います。区域内における集落排水水洗化率は、人口で見ますと88.5パーセントでございま

す。 

最初に歳出からご説明をいたしますので、予算書、266ページ、269ページをご覧くださ

い。 

 １款農業集落排水事業費、１項下水道維持費、１目維持管理費は、本年度予算額1,043

万７千円、前年度予算額917万３千円、比較で増額の126万４千円でございます。 

増額の要因としましては、花月処理施設の修繕に要する経費の増によるものでございま

す。 

 財源内訳は、すべてその他財源1,043万７千円で、その内訳は、現年度使用料780万円、

使用料滞納繰越分１千円、一般会計繰入金263万６千円でございます。 

 次に、内容のご説明をいたします。 

 １番目の農業落排水施設維持管理事務1,042万２千円は、大和、花月にあります排水処

理施設に係る電気料、修繕料、汚泥処理手数料などの他に、施設維持管理業務などに係る

経費でございまして、今年度は、修繕料として、花月処理施設の非常用発電設備の燃料計

交換と微細目スクリーンの分解整備を行う経費を計上いたしました。 

 ２番目の農業集落排水事業使用料徴収事務１万５千円は、使用料徴収に係る金融機関へ

の口座振替手数料でございます。 

 続きまして、２款１項１目元金は、本年度予算額1,647万４千円、前年度予算額1,614万

８千円、比較で増額の32万６千円でございます。 

 財源内訳は、すべてその他財源1,647万４千円で、その内訳は、一般会計繰入金1,647万

３千円、次のページになりますが、前年度繰越金１千円でございます。 

 次に、内容のご説明をいたします。前のページへお戻りください。 

 １番目の地方債償還元金1,647万４千円は、予算書、270ページの地方債の現在高の見込

みに関する調書がございますけれども、右から３列目の当該年度中元金償還見込額のとお

り、平成７年度債から平成12年度債の償還元金でございます。 

 前のページにお戻りください。 

２目利子、本年度予算額324万９円、前年度予算額357万５千円、比較で減額の32万６千

円でございます。 

 財源内訳は、すべてその他財源324万９千円で、その内訳は、一般会計繰入金324万８千
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円、延滞金１千円でございます。 

 次に、内容のご説明をいたします。 

 番号１番目の地方債償還利子324万９千円は、こちらも予算書、270ページの調書の右か

ら２列目の当該年度中利子償還見込額のとおり、平成７年度債から平成12年度債の起債償

還に係る利子でございます。 

 なお、地方債の現在高及び見込み額の内訳につきましても、予算書、270ページの地方

債の現在高の見込みに関する調書のとおりでございます。 

 歳出合計。本年度予算額3,016万円、前年度予算額2,889万６千円、比較で増額の126万

４千円でございます。 

財源内訳は、すべてその他で3,016万円でございます。 

 次に、歳入をご説明いたします。 

予算書、264ページ、265ページにお戻りください。 

 １款使用料及び手数料、１項使用料、１目下水道使用料は、本年度予算額780万１千円、

前年度予算額770万１千円、比較で増額の10万円でございます。 

 １節現年度使用料780万円は、大和、花月両地区の農業集落排水事業下水道使用料で、

直近５か年の実績及び平成30年度見込み額を勘案して計上いたしました。 

 ２節滞納繰越分１千円は、科目存置でございます。 

 ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目他会計繰入金は、本年度予算額2,235万７千円、

前年度予算額2,119万３千円、比較で増額の116万４千円でございます。 

 １節一般会計繰入金2,235万７千円は、一般会計からの繰入金でございます。 

３款繰越金、１項繰越金、１目繰越金は、本年度予算額１千円、前年度予算額１千円、

比較増減はございません。 

１節繰越金１千円は、科目存置でございます。 

 ４款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金は、本年度予算額１千円、前年度

予算額１千円、比較増減はございません。 

 １節延滞金１千円は、科目存置でございます。 

 歳入合計。本年度予算額3,016万円、前年度予算額2,889万６千円、比較で増額の1,264

千円でございます。 

 以上で、平成31年度新十津川町農業集落排水事業特別会計の内容の説明を終わります。

よろしくご審議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） 説明が終わりましたので、直ちに質疑に入ります。 

質疑のある方は、発言願います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 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17号を採決いたします。 
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 この採決は、起立により行います。 

 原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（長谷川秀樹君） 着席ください。 

 起立多数です。 

 したがって、議案第17号、平成31年度新十津川町農業集落排水事業特別会計予算は、原

案のとおり可決されました。 

ここで、３時５分まで休憩いたします。 

                   （午後３時00分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩をとき、会議を再開いたします。 

                   （午後３時05分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８に入る前に、議案第18号については３月６日の定例本

会議で、提案理由並びに内容の説明を終わっております。よって、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18号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８、議案第18号、公の施設の指定管理者の指定について

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18号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第18号、公の施設の指定管理者の指定については、原案のとおり可決

されました。 

                                       

     ◎発議第１号の内容説明、質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第９、発議第１号、新十津川町議会委員会条例の一部改正

についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 



- 236 - 

 

 ８番、青田良一君。 

〔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） それでは、今上程いただきました発議の内容について

のご説明を申し上げたいと思います。 

新十津川町議会委員会条例の一部改正について、ご説明を申し上げます。 

提案理由でございますが、新十津川町議会常任委員の選任基準を明確にするため、この

条例の一部を改正するものでございます。 

皆さんの元に新旧対照表がいっていると思いますので、ご覧をいただきたいと思います。 

第７条の部分でございますが、委員の選任につきましては、現行では、少なくとも一の

常任委員となるものとするとなってございますが、ご存じのように、平成28年に広報広聴

常任委員会が設けられました。 

したがいまして、現在、３つの常任委員会があることから、この規定の意味するところ

でございます総務民生常任委員会又は経済文教常任委員会の、いずれかの常任委員とする

という趣旨を明確にするため、第２条第１号、これは総務民生常任委員会を示します。 

また、第２号、これは経済文教常任委員会を示しますが、このいずれかに所属するもの

とすると改正するものでございます。 

附則として、この条例は、平成31年５月１日から施行したいとするものでございます。 

以上、提案理由と内容の説明を申し上げました。議員各位のご賛同をよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、発議第１号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。 

 直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〕 

○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、発議第１号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第１号、新十津川町議会委員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。 

                                       

     ◎発議第２号の内容説明、質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第10、発議第２号、新十津川町議会会議規則の一部改正に
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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。 

 ８番、青田良一君。 

〔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） それでは、上程いただきました発議第２号について、

説明を申し上げます。 

 新十津川町議会会議規則の一部改正についてのご説明を申し上げます。 

 まず、提案理由でございますが、書かれておりますように、男女共同参画に対する考慮

と議会の円滑な運営に資するため、この規則の一部を改正したいとするものでございます。 

 内容を説明申し上げます。新旧対照表もご覧いただきたいと思います。 

 第２条でございます。 

欠席の届け出に関する規定ですが、第２項として、議員が出産のため出席できないとき

は、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができるとする規定を追加す

るものでございます。 

 ご存知のように、近年の男女共同参画の状況に鑑み、町議会においても男女共同参画を

考慮した議会活動を促進するため、現行では欠席の理由としては、事故のみでしたが、こ

れに出産を欠席の理由として追加したものでございます。 

 続きまして、第10条でございます。 

 休会日の規定ですが、文言の整理を行うと同時に、日曜日及び休日としていたものを、

町の他の条例の例により、新十津川町の休日を定める条例第１条第１項に規定する町の休

日とし、休日の規定を整理したものでございます。 

 続きまして、第103条でございますが、携帯品の規定を整理するものとして、説明を申

し上げます。 

持ち込みを制限している携帯品の中から、歩行補助具であるつえを削除するとともに、

個々の議員が議場内での説明、質疑、討論等をより正確に記録をし、今後の議員活動に活

かすため、録音機を削除するものでございますというふうな改正をしたいとするものでご

ざいます。 

 附則といたしまして、この規則は、平成31年５月１日から施行するものとするものでご

ざいます。 

 以上、提案理由と内容の説明を申し上げました。議員各位のご賛同をよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、発議第２号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。 

 直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。 
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〔「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、発議第２号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第２号、新十津川町議会会議規則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19号の内容説明、質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第11、議案第19号、工事請負契約の締結についてを、議題

といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程いただきました議案第19号、工事請負契約の締結につ

いて。 

 町は、次のとおり請負契約を締結する。 

 提案理由でございます。議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第２条の規定により、議決を求めるものでございます。 

 内容の説明を申し上げます。 

 １、契約の目的、新十津川町庁舎建設事業建築主体工事（第１期）。 

２、契約の方法、指名競争入札。 

３、工事場所、新十津川町字中央。 

４、契約金額、金10億7,244万円。 

５、契約の相手方、岩倉・久保田特定建設工事共同企業体。 

代表者、札幌市中央区南１条西７丁目16番２。岩倉建設株式会社取締役社長、鈴木泰至。 

構成員、樺戸郡新十津川町字中央530番地１。株式会社久保田組、代表取締役久保田哲

也。 

 次に、裏面に参考資料といたしまして、指名業者名、工事の概要等を記載してございま

すので、お目通しをお願いいたします。 

 なお履行期限は、継続費による工事施行のため、平成32年12月21日となってございます。 

 以上、提案理由と内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、議決賜りま

すようお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第19号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。 

 直ちに質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」という人ありの発言〕 
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○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」という人ありの発言〕 

○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19号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第19号、工事請負契約の締結については、原案のとおり可決されまし

た。 

                                       

     ◎議案第20号の内容説明、質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第12、議案第20号、工事請負契約の締結についてを、議題

といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程いただきました議案第20号、工事請負契約の締結につ

いて。 

 町は、次のとおり請負契約を締結する。 

 提案理由でございます。議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第２条の規定により、議決を求めるものでございます。 

 内容の説明を申し上げます。 

 １、契約の目的、新十津川町庁舎建設事業電気設備工事（第１期）。 

２、契約の方法、指名競争入札。 

３、工事場所、新十津川町字中央。 

４、契約金額、金２億4,840万円。 

５、契約の相手方、末廣屋・山崎特定建設工事共同企業体。 

代表者、滝川市栄町１丁目５番17号。末廣屋電機株式会社滝川本店取締役本店長、小坂

雅規。 

構成員、樺戸郡新十津川町字中央12番地81。有限会社山崎電気代表取締役、山崎有司。 

 次に、裏面に参考資料といたしまして、指名業者名、工事の概要等を記載してございま

すので、お目通しをお願いいたします。 

 なお、履行期限は、継続費による工事施行のため、平成32年12月21日となってございま

す。 

 以上、提案理由と内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、議決賜りま

すようお願いを申し上げます 
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○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第20号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。 

 直ちに質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」という人ありの発言〕 

○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」という人ありの発言〕 

○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20号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第20号、工事請負契約の締結については、原案のとおり可決されまし

た。 

                                       

     ◎議案第21号の内容説明、質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第13、議案第21号、工事請負契約の締結についてを、議題

といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程いただきました議案第21号、工事請負契約の締結につ

いて。 

 町は、次のとおり請負契約を締結する。 

 提案理由を申し上げます。議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第２条の規定により、議決を求めるものでございます。 

 内容の説明を申し上げます。 

 １、契約の目的、新十津川町庁舎建設事業機械設備工事。 

２、契約の方法、指名競争入札。 

３、工事場所、新十津川町字中央。 

４、契約金額、金２億7,432万円。 

５、契約の相手方、池田・太陽・日出特定建設工事共同企業体。 

代表者、札幌市北区北12条西３丁目１番10号。池田暖房工業株式会社代表取締役社長、

池田薫。 

 構成員、樺戸郡新十津川町字中央331番地２。太陽ホーム株式会社代表取締役、阿部清。 

 構成員、樺戸郡新十津川町字弥生１番地７。株式会社日出開発代表取締役、近藤陽介。 
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 次に、裏面に参考資料といたしまして、指名業者名、工事の概要等を記載してござい

ますので、お目通しをお願いいたします。 

 なお、履行期限は、継続による工事施行のため平成32年12月21日となってございます。 

 以上、提案理由と内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、議決賜り

ますようお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第21号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。 

 直ちに質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

10番、笹木正文君。 

○10番（笹木正文君） 主体工事と電気設備と第１期になっておりますね。して、履行期

限が全部今の機械も同じなんですけども、ということはこれ２期がないということは、12

月の21日以降は、もうこれ機械設備はないというか、終わってるっていうふうに解釈して

よろしいんですか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（谷口秀樹君） 10番議員のご質問にお答えをいたします。 

 建築主体と電気につきましては、新庁舎を建てて旧庁舎を壊してから、その部分に一部

残りの建築、電気工事がございまして、その部分で今後出ますので、第１期という呼び方

をしてます。 

 機械工事につきましては、そういった部分がございませんので、今回の工事で終るとい

う事でございます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」という人ありの発言〕 

○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」という人ありの発言〕 

○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21号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第21号、工事請負契約の締結については、原案のとおり可決されまし

た。 

                                       

     ◎議案第22号の内容説明、質疑、討論及び採決 
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○議長（長谷川秀樹君） 日程第14、議案第22号、工事請負契約の締結についてを、議題

といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程いただきました議案第22号、工事請負契約の締結につ

いて。 

 町は、次のとおり請負契約を締結する。 

 提案理由でございます。議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例第２条の規定により、議決を求めるものでございます。 

 内容の説明を申し上げます。 

 １、契約の目的、新十津川保育園増築改修建築主体工事。 

２、契約の方法、指名競争入札。 

３、工事場所、新十津川町字中央。 

４、契約金額、金１億6,416万円。 

５、契約の相手方、久保田・北菱特定建設工事共同企業体。 

代表者、樺戸郡新十津川町字中央530番地１。株式会社久保田組代表取締役、久保田哲

也。 

構成員、樺戸郡新十津川町字中央12番地125。株式会社北陵代表取締役、藤井明夫。 

 次に、裏面に参考資料といたしまして、指名業者名、工事の概要等を記載してございま

すので、お目通しをお願い申し上げます。 

 なお、履行期限は、31年12月10日となってございます。 

 以上、提案理由と内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、議決賜りま

すようお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第22号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。 

 直ちに質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」という人ありの発言〕 

○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」という人ありの発言〕 

○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22号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

〔「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22号、工事請負契約の締結については、原案のとおり可決されまし
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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15、閉会中委員会所管事務調査申し出についてを議題と

いたします。 

 本件につきましては、皆さんのお手元にお配りしてございますが、それぞれの常任委員

会及び議会運営委員会から、地方自治法第109条第８項及び新十津川町議会会議規則第75

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をいたしました。 

                                       

     ◎閉議の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） 以上をもちまして、本定例会に付議された議件は、すべて議了

いたしました。 

○議長（長谷川秀樹君） ここで、熊田町長より発言を求められてございますので、発言

を許します。 

町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） 議長のお許しをいただきましたので、一言あいさつをさせていた

だきます。 

 まずをもちまして、平成31年第１回町議会定例会３月５日に開会いただきまして、本日

までの長丁場、本当にお疲れ様でございますた。 

 ご提案申し上げました平成31年度の一般会計ほか４特別会計につきましては、すべて議

了していただきましたことについて、改めて感謝とお礼を申し上げたいと思います。あり

がとうございました。 

 さて私は、平成27年の統一地方選挙の町長選挙において、町民の皆さま方をはじめ、議

会議員の皆さま方の温かいご支援とご配慮を賜り、無投票当選の栄を賜り、町長という重

責を仰せつかりました。早いもので任期の締めの４年が経とうとしております。 

 私ごとになりますが、就任時、公約に、子どもと明日のふるさとのために支え合う地域

が輝くまちづくりを、まちづくりの柱として掲げさせていただきました。 

 町民の皆さまとのお約束を実現させるべく議会議員の皆さま、町民の皆さまのご理解を

いただき、かつ、お知恵やお力沿いをいただきました。 

 また、100名余の町職員の先頭に立って職員の総意と工夫、さらには英知の結集による

大きな力は、私にとって本当にありがたく、私自身も安心をして全力で取り組まさせてい

ただいたところであります。 

 まさに、あっという間に経過をした感がありますが、今日までその職責を全うしてこれ

たと思っているところでございます。本当にありがたく感謝を重ねて申し上げる次第であ

ります。 
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 そして、改めてこの４年間を振り返れば、全国各地において大きな災害が頻発し、平穏

な暮らしを営んでいた多くの人々の尊い命や、生活拠点を奪うなどの甚大な被害が発生し

ました。 

本町においても、台風の襲来をはじめ大雨や強風、さらには二日間に及ぶ停電もありま

したが、甚大な被害までとは至っていないことは、非常にありがたいというふうに感じて

いるところであります。 

また、植田前町長時代から各行政区ににおいて、災害対応を考慮した発電機による自電

設備を備えた自治会館に建て替えが計画的に進められ、一昨年、建て替えが終了すると同

時に、各行政区に自主防災組織も全行政区に整ったことが、ハードとソフトの両面を具備

した強靭な体制にあると考えております。 

 しかしながら、いつ何時起こるか分からない災害に備えるために、自助、共助、公助の

すみ分けをしながら、減災対策をしっかり今後も取り進めなければならないと痛感をして

いるところであります。 

 この他にも人口減少に歯止めをかけるため、総合戦略に基づいた教育の充実と子育て支

援への実践をはじめ、ＪＲ札沼線廃止に伴う跡地利用策、役場庁舎建設、保育園待機児童

対応等さまざまな課題がありましたが、議員各位のご理解のもとに、計画的に前進をさせ

ていただいており、総じて平穏な４年間でなかったかなというふうに思っているところで

ございます。 

 本日は、今与えられている任期最後の定例議会ということから、私といたしましても、

今までこの議場で一般質問などに対面をしてきた現在の11名の議員の皆さまとの締めくく

りとなる日となり、一抹の寂しさを感じているところであります。 

 私は、昨年の第４回定例会におきまして、西内議員からの一般質問で、２期目に向けて

出馬表明をさせていただいております。各議員の皆さまも、再度挑戦される方が多いと

伺っておりますが、今回でご勇退される議員には、この４年間いろんな場面で種々お世話

になりましたことに感謝を申し上げますとともに、これからは別の立場から、町の振興発

展のためにご支援とご協力を賜りたく思っております。 

 結びになりますが、長谷川議長をはじめとする議員の皆さま、そして、山本代監には、

この任期中、大変お世話になりましたことに対し中心より感謝を申し上げまして、私のお

礼のあいさつに代えさせていただきます。誠にありがとうございました。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは、私からも一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 

 閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 私どもにとりまして、今任期の最後、そして、平成最後の定例会となります平成31年第

１回定例会が、本日ここに付された議件のすべてを議了し、閉会を迎えることができまし

た。 

 これもひとえに、議員各位をはじめ理事者、管理職の皆さま方の特段のご配慮、ご協力

の賜と心より感謝を申し上げるところでございます。 

 今任期は、新しく５人の議員を迎え、新鮮な風が吹く中、町議会として町民の福祉の向

上と町政の発展に寄与していく一方、身近な議会、開かれた議会の実現を目指して議会改

革に取組み、議会運営に努めてまいりました。 

 そして今回、我々は二つの懸案事項について議会として答えを出しました。 
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 一つは、広報広聴常任委員会の設置であり、もう一つは、定数と報酬についてでござい

ます。 

 広報広聴常任委員会は、開かれた議会を目指す上で重要な役割を担うものであり、議会

だよりを通して、伝える力を向上させたことは、議員個々の資質を高めることにつながっ

ていったものと思います。 

 そして、議会報告会では、議員が一丸となって町民の方に議会活動について説明し、町

民の方のさまざまな意見に耳を傾けたこと、住民の代表としての議員活動、そして、議会

活動の大きな柱になっていきました。 

 この他、議会講演会やまちづくりワークショップ、そして、かたるべサロンの開催など、

住民とより向き合うための新しい取組みがなされた４年間でもありました。 

 報酬と定数については、議員定数等調査特別委員会において長い時間をかけて議論がな

され、議員定数については、減員することは会議における討議や委員会活動の停滞を招く

恐れがあると判断し現状維持としたところであり、議員報酬については、数々の試算を行

い、議員活動の対価として増額した方が良いとしたところでございます。 

 今後、これらの結果が議員のなり手不足を解消し、議会活動のより一層の活発化につな

がるよう期待するところでございます。 

 今期を振り返れば、台風や豪雪、そして地震と多くの自然災害に見舞われた４年間でし

た。昨年の９月６日、ちょうど定例会初日であったこの日に発生した胆振東部地震により、

全道の電力が消失し、薄暗い議場内でランタンの明かりを頼りに定例会が開会したことは、

議会として災害時対応のあり方について、そして、それに打ち勝つ強い自治体はいかにあ

るべきかということについて、深く考えさせられたところでございます。 

 さて、我々の任期も平成という時代とともに来月で終わります。５月からは新しい元号

の下で月日を数えることになり、そしてまた、新庁舎の建設もいよいよ始まり新しい時代

がやってまいります。 

 議員の皆さまにおかれましては、任期満了後もご健勝にてますますご活躍くださいます

ようお願い申し上げますとともに、再選を目指す議員の皆さまにおかれましては、どうか

全員の方が当選され、新しい時代とともに本町の振興発展と明日へ続く議会に向け、引き

続きご尽力をいただきたいと思います。 

 終わりにこの４年間、皆さま方のご支援とご協力をいただきながら務めさせていただき

ましたことに心から感謝を申し上げ、今期最後の定例会の閉会に当りまして、ご挨拶とさ

せていただきます。本当にありがとうございました。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは、会議を閉じます。 

                                       

     ◎閉会の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） 平成31年第１回新十津川町議会定例会を閉会いたします。 

ご苦労さまでした。 

（午後３時45分） 
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