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平成26年第４回新十津川町議会定例会 

 

平成26年12月10日（水曜日） 

午前10時開会 

◎議事日程（第１号） 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定 

第３ 諸般の報告 

     １）事務報告 

     ２）閉会中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）随時監査結果報告 

     ５）行政監査結果報告 

     ６）定期監査結果報告 

     ７）一部事務組合議会報告 

第４ 行政報告 

第５ 教育行政報告 

第６ 一般質問 

第７ 議案第49号 新十津川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の制定について 

（内容説明まで） 

第８ 議案第50号 新十津川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定について 

（内容説明まで） 

第９ 議案第51号 新十津川町情報公開条例の一部改正について 

（内容説明まで） 

 第10 議案第52号 平成26年度新十津川町一般会計補正予算（第５号） 

（内容説明まで） 

 第11 議案第53号 公の施設の指定管理者の指定について 

（内容説明まで） 

 第12 議案第54号 新十津川町・雤竜町子どものいじめ対策委員会の共同設置につい

て 

（内容説明まで） 

第13 議案第55号 新十津川町・雤竜町子どものいじめ調査委員会の共同設置につい

て 

（内容説明まで） 
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◎出席議員（11名） 

   １番  安 中 経 人 君    ２番  西 内 陽 美 君 

   ３番  青 田 良 一 君    ４番  山 田 秀 明 君 

   ５番  笹 木 正 文 君    ６番  平 澤 豊 勝 君 

   ７番  長 名   實 君    ８番  後 木 幸 里 君 

９番  樋 坂 里 子 君    10番  西 永 勝 治 君 

   11番  長谷川 秀 樹 君 

 

 

◎欠席議員（なし） 

 

 

◎地方自治法第121条により出席した者の氏名 

  町       長   植 田   満 君 

  副   町   長   佐 川   純 君 

  教   育   長   熊 田 義 信 君 

  総 務 課 長   藤 澤 敤 司 君 

  住 民 課 長   遠 藤 久美子 君 

  保 健 福 祉 課 長   長谷川 雄 士 君 

  産 業 振 興 課 長 兼 

  農業委員会事務局長   小 林   透 君 

  建 設 課 長   村 中 忠 夫 君 

  教 育 委 員 会 次 長   野 﨑 勇 治 君 

  会 計 管 理 者   乗 松 真寿美 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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◎町民憲章の朗誦 

○議長（長谷川秀樹君） 皆さん、おはようございます。 

開会に先立ち、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、朗誦願います。 

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） ただいまから平成26年第４回新十津川町議会定例会を開会い

たします。 

（午前10時00分） 

                                      

◎議会運営委員会の報告 

○議長（長谷川秀樹君） 開議に先立ちまして、定例会の運営について、議会運営委員

会の申し合わせ事項等がございますので、報告を求めます。 

青田議会運営委員長。 

〔議会運営委員長 青田良一君登壇〕 

○議会運営委員長（青田良一君）  

〔説明の記載省略〕 

○議長（長谷川秀樹君） 議会運営委員長の報告が終わりました。 

                                      

◎開議の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） ただいま出席している議員は、11名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより、本日の会議を開きます。 

                                      

◎議事日程の報告 

○議長（長谷川秀樹君） 本日の議事日程は、お手元に配布してあります日程表に基づ

き、順を追って進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

                                      

◎会議録署名議員の指名 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員の指名につきましては、新十津川町議会会議規則により、議長より指

名いたします。 

５番、笹木正文君。６番、平澤豊勝君。両君を指名いたします。 

                                      

◎会期の決定 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 
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お諮りいたします。 

今定例会の会期は、ただいまの議会運営委員長報告のとおり、本日から12月12日まで

の３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12月12日までの３日間に決定いたしました。 

                                      

◎諸般の報告 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

１番の事務報告、２番の閉会中における委員会所管事務調査報告、３番の例月現金出

納検査結果報告、４番の随時監査結果報告、５番の行政監査結果報告、６番の定期監査

結果報告につきましては、お手元に配布のとおりでございます。 

引き続き、一部事務組合議会報告を願います。 

まず、私が関係しております石狩川流域下水道組合議会と中・北空知廃棄物処理広域

連合議会の報告をいたします。 

 去る11月26日開催の平成26年石狩川流域下水道組合議会第２回定例会の報告をいたし

ます。議案の内容は、報告５件、認定１件、議案１件でございました。 

 報告第１号は、北海道市町村職員退職手当組合規約の一部変更に伴う専決処分であり

まして、変更の内容は、当組合を組織する市町村及び市町村の一部事務組合に根室北部

廃棄物処理広域連合組合が新たに加入するものであります。 

報告第２号は、継続費精算報告でありまして、石狩川流域下水道施設等維持管理業務

に係る平成25年度年割額２億519万１千円に対し、实績支出済額が１億8,952万５千円と

なり、1,566万６千円の減額執行との報告がありました。 

 報告第３号は、平成25年度の執行事務に対する定期監査報告でありまして、宮崎監査

委員から軽易な指導事項があったものの、適正に執行又は管理されているとの報告があ

りました。 

 報告第４号は、例月現金出納検査報告でありまして、宮崎監査委員から平成26年１月

から９月までの現金出納検査の結果、いずれも誤りが認められないとの報告がありまし

た。 

 報告第５号は、平成25年度決算に係る資金不足比率でありまして、監査委員からの組

合経営健全化審査意見書も付した上で、資金不足が発生していないことの報告がありま

した。以上の報告５件は、いずれも報告済みといたしました。 

 認定第１号は、平成25年度石狩川流域下水道組合一般会計歳入歳出決算の認定であり

まして、一般会計歳入歳出決算書と併せて監査委員からの決算審査意見書も提出されて

おりまして、決算概要で予算額６億1,105万６千円に対し、歳入決算額６億2,058万8,308

円、執行率101.6パーセント。歳出決算額５億9,851万5,411円、執行率97.9パーセントで、

差引き2,207万2,897円の余剰を生じ、黒字決算となった内容でございまして、原案どお

り認定をいたしました。 

 議案第１号は、平成26年度石狩川流域下水道組合一般会計補正予算第１号で、歳入歳

出予算の補正でありまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,332万１千円を増
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加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億290万４千円といたしたいとするもの

で、歳入は、平成25年度決算額が認定したことによる繰越金の増額によるもの。歳出は、

汚泥等受入施設建設に伴う建設負担金の増額が主な内容でございました。 

 最後に前田組合長の行政報告で、ＭＩＣＳ汚泥等受入施設が来年４月の供用開始に向

け、現在、鋭意整備中であるとともに、实際に汚泥等を搬入し、機器の試運転を实施中

であるとの報告も申し添えまして、平成26年石狩川流域下水道組合議会定例会第２回の

報告といたします。 

 次に、11月27日召集されました第２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。議案の内容は、報告２件、議案１件、認定１件でございます。 

 報告第１号監査報告、報告第２号例月現金出納検査報告につきましては、いずれも書

面による報告で、報告済みといたしました。 

 議案第１号、中・北空知廃棄物処理広域連合監査委員の選任については、監査委員上

田正昭氏が、平成26年12月１日で任期が満了となるため、後任の者を選任したいとする

もので、識見を有する者のうちから選任するものとして、上田正昭氏を再任したいとす

るもので、満場一致で同意選任いたしました。 

 最後に認定第１号は、平成25年度中・北空知廃棄物処理広域連合一般会計歳入歳出決

算の認定についてでありまして、一般会計歳入歳出決算書と併せて監査委員からの決算

審査意見書も提出されておりました。決算概要で、予算額４億2,634万５千円に対し、歳

入決算額４億3,066万508円、執行率101.0パーセント。歳出決算額４億2,356万2,615円、

執行率99.3パーセントで、差引き709万7,893円の剰余が生じ、黒字決算となった内容で

ありまして、原案どおり認定いたしました。 

 なお、歳入の増額の主な要因は、当初計画よりごみ処理量が多かったことと、余剰電

力の販売先を北海道電力株式会社から出光グリーンパワー株式会社に変更し、卖価の増

によるものであります。 

 以上、第２回中・北空知廃棄物処理広域連合議会定例会の報告といたします。 

 なお、それぞれの議案書、資料等は、所定の棚に届けてありますので、お目通し願い

ます。 

○議長（長谷川秀樹君） 引き続き、中空知広域市町村圏組合議会の報告を、西永勝治

君よりお願いいたします。 

〔10番 西永勝治君登壇〕 

○10番（西永勝治君） ご指示がございましたので、去る11月27日に召集されました、

中空知広域市町村圏組合議会第２回定例会の報告をいたします。 

前田理事長より、別紙により行政報告のあと審議に入りました。 

報告第１号、専決処分についてでありますが、これは北海道市町村職員退職手当組合

の規約の変更でありまして、根室北部廃棄物処理広域連合が新たに加入することに伴う

規約の変更でありまて、報告済みといたしました。 

報告第２号、定期監査報告、報告第３号、例月現金出納検査報告につきましては、宮

崎監査委員より別紙により報告があり、２号、３号、いずれも報告済みといたしました。 

次に、認定第１号から認定第４号まで、中空知広域市町村圏組合の平成25年度各会計

の決算認定につきまして一括上程をされ、各会計の説明のあと、宮崎監査委員より各会
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計歳入歳出決算審査意見書の説明後、審議に入りましたので、順次、その内容につきま

してご報告を申し上げます。 

認定第１号、平成25年度中空知広域市町村圏組合一般会計歳入歳出決算の認定でござ

います。歳入決算額2,070万６千円、歳出決算額1,910万７千円、差引きで159万９千円の

剰余となりました。歳入の主なものは、分担金及び負担金でありまして1,322万９千円で

全体の63.9パーセント、他会計からの繰入金が600万円で29パーセント、本町の負担金は

111万５千円、前年と同額でございまして、負担割合は8.4パーセントとなっております。

歳出の主なものは、総務費が1,857万４千円で、歳出総額の97.2パーセントでございます。

うち給与費が1,368万９千円で71.6パーセントであり、いずれも審議の結果、原案どおり

可決決定されました。 

認定第２号、平成25年度中空知広域市町村圏組合交通災害共済特別会計歳入歳出決算

の認定についてであります。歳入決算額1,283万１千円、歳出決算額1,232万５千円で、

差引き50万６千円の剰余となりました。歳入の主なものは、会費収入で804万３千円、全

体の62.7パーセント、会員２万107人分、前年比1,271人の減となっておりまして、他会

計からの繰入金が400万円でございます。この額は全体の31.2パーセントでございます。

ちなみに本町の会員数は、2,426人で、会費が97万円でございます。会費に占める割合は

12.1パーセントということになっております。歳出の主なものは、事業費819万７千円で

66.5パーセント、うち共済見舞金が573万円でございまして、56件の支払額となっており

ます。他会計への繰出金は、400万円でございます。本町への共済見舞金支払額は、３件

で10万５千円となっております。いずれも審議の結果、原案どおり可決決定をいたしま

した。 

認定第３号、中空知広域市町村圏組合交通遺児奨学事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてでございます。歳入決算額79万３千円、歳出決算額68万８千円で、差し引き10

万５千円の剰余となりました。歳入の主なものは、財産収入で15万７千円、繰入金が58

万円で、繰越金が５万６千円となっております。歳出の主なものは、事業費でございま

して、53万２千円、うち奨学費が52万２千円でございます。基金への繰入が15万７千円

でございます。本町でこの事業を利用されている方は、いらっしゃいません。原案のと

おり可決決定をしたところでございます。 

次に、認定第４号、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歳入

歳出決算の認定でございます。歳入決算額2,221万８千円、歳出決算額843万５千円で、

差引き1,378万３千円の剰余となりました。歳入の主なものは、財産収入で1,228万４千

円、55.3パーセントでございます。内訳は、国債４億円に対する利子が800万円、外国債

６億円に対する利子が428万４千円であります。繰越金が993万５円ということになって

おります。歳出の主なものは、事業費で643万５千円、76.3パーセントの割合となってお

りました。事業の内容は、産業観光振興事業、教育文化振興事業、コミュニティ推進事

業、広域連携事業が事業の柱となっております。諸支出金は200万円で、一般会計への繰

出しとなっております。 

この中で説明後、砂川市の土田議員から、ユーロ債は、現在円安なので解約した方が

良いのではないか、現行の国際情勢から考えて、どの様に考えるかというそういう質問

がありました。前田理事長からは、理事会では協議していないが、これからの問題であ
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り、一つの考え方であると思うが、円安傾向の中で利息も発生をしていることから、多

分、今年の６月にも利息が発生すると考えられるので、当分の間、様子を見ながら検討

課題としたいと、そういう回答でございました。質問はこれだけでございまして、審議

の結果、原案どおり可決決定をしたところでございます。 

資料を事務局に届けておきますので、後ほどご覧を頂きたいというふうに存じます。 

以上、中空知広域市町村圏組合議会第２回定例会の報告といたします。 

○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、長名實君よりお願いいたします。 

〔７番 長名 實君登壇〕 

○７番（長名 實君） 議長のご指示でございますので、去る11月28日召集されました

滝川地区広域消防事務組合議会の報告をいたします。 

 まず、報告第１号、例月現金出納検査については、25年の10月から26年９月までの報

告でございました。 

それから、報告第２号では、定期監査報告についてということで、25年度の執行事務

についての報告がございまして、いずれも報告済みといたしました。 

次に、議案第１号、平成26年度滝川地区広域消防事務組合一般会計補正予算を申し上

げます。歳入歳出それぞれ2,620万円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ18億6,165

万２千円とするものでございます。主なものを申し上げます。まず、歳出ですが、消防

本部費として本部の職員の給与等に要する経費として120万１千円。それから次に、消防 

署費として、消防署の職員の給与等に要する経費として704万４千円。滝川消防署の庁 

舎、車両の維持に要する経費として122万３千円。芦別消防署の運営に要する経費とし 

て、職員の給与に要する経費として1,243万円、それから署の運営に要する経費として21

万円、赤平消防署の職員の給与等に要する経費として282万６千円、芦別消防団の団員に

要する経費として126万６千円でございます。 

そして、歳入につきましては、負担金として本部共通経費の負担金として、滝川市が

56万２千円、芦別市が25万４千円、赤平市が19万４千円、新十津川町が12万３千円、雤

竜町が６万８千円でございます。それから、署共通経費負担金として、滝川市が504万３

千円、新十津川町が123万３千円、雤竜町が76万８千円でございます。それから卖独経費

の負担金として、芦別市が1,390万６千円、赤平市が282万６千円、繰越金として滝川卖

独なんですが、122万３千円でございます。以上が補正予算ですが、原案どおり可決され

ております。 

次に、滝川地区広域消防事務組合の消防長及び消防署長の資格を定める条例というこ

とで、この件につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図

るための関係法律の整備に関する法律の公布に伴い、消防長及び消防署長の資格を定め

る基準を定めるため制定したいとするものでありまして、原案どおり可決されておりま

す。 

次に、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。これに

つきましては、平成26年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定に準じ、一般職の職員

の給与月額の改定等を改正するということで、改正の内容でございますが、給料表の改

定ということで、国公を準拠とし、世代間の給与配分の見直しの観点から、若年層に重
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点を置いた給料月額の引上げを行うものであります。また、通勤手当の改定ということ

で、100円から7,100円までの引上げを行うものでございます。次に、勤勉手当の改定と

して、国の基準の勤勉手当の引上げを行うものでございます。現行が0.675で、引上げが

0.15か月でございます。これは、４月１日に遡って行うものでございまして、原案どお

り可決されております。 

次に、認定第１号でございます。平成25年度滝川地区広域消防事務組合一般会計歳入

歳出の決算の認定でございますが、皆さんのご家庭に、もう消防からのこういう広報が

届いているかなと思いますが、詳しくはこれを見ていただければわかるようになってお

ります。これにつきましては、歳入歳出差引き2,897万1,149円を翌年度に繰り越すこと

になっております。翌年度繰越額の構成市町別では、滝川市が2,002万5,878円、新十津

川町が574万3,830円、雤竜町が320万1,441円となっております。この件につきましても、

認定済みといたしました。 

詳しくは、事務局の方に書類を置いておきますので、ご覧いただければと思います。 

 以上で、滝川地区広域消防事務組合議会の報告とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 滝川地区広域消防事務組合議会の報告を終わります。 

 引き続き、中空知衛生施設組合議会の報告を、後木幸里君よりお願いいたします。 

〔８番 後木幸里君登壇〕 

○８番（後木幸里君） それでは11月26日に行われました第２回中空知衛生施設組合議

会の報告をいたします。 

 日程は１から９までありますが、議席の指定ということで、今回は滝川市役所の議事

堂に場所が移りまして、改めてそれぞれの議席の指定がありました。植田町長は６番、

私は７番ということでございます。それから、行政報告がありまして、その中に発注工

事の報告がありました。滝の川斎苑火葬炉霊台車補修工事ということで、富士建設工業

が156万６千円で契約をしておりますし、もう一つは、滝の川斎苑火葬炉耐火物積替工事

ということで、これも富士建設工業が345万６千円で行っております。 

報告第２号、第３号、定期監査報告、例月現金出納検査報告については、報告済みと

いたしました。 

続きまして、議案第１号、中空知火葬場設置管理条例の一部を改正する条例。これに

つきましては、減免措置なのですが、今までは母子及び寡婦福祉法ということであった

のですが、その中にこの度は、法律改正によって父子も加わったということでございま

す。これは、火葬場使用の減免措置の関係であります。 

続いて、認定第１号でありますが、平成25年度中空知衛生施設組合一般会計歳入歳出

の決算の認定についてであります。これにつきましては、大まかな報告をさせていただ

きます。決算の概要ですが、本組合の25年度一般会計は、予算額７億8,065万円で、歳入

決算額７億9,616万円、執行率102.0パーセントであります。歳出決算額は７億5,772万円、

執行率97.1パーセントで、差引き3,844万円の歳計余剰金を出しております。黒字決算と

なっております。内容については、そのくらいにしまして、本町の負担分について申し

上げます。 

本町の負担分は、火葬場費184万円、衛生センター費2,401万４千円、ごみ処理施設費

5,567万円、新十津川負担分は合計で8,152万４千円であります。 
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以上、簡卖ではございますが報告とさせていただきます。なお、詳しいことにつきま

しては、資料を所定の場所に置いておきますので、ご覧をいただきたいと思います。以

上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 中空知衛生施設組合議会の報告を終わります。 

 引き続き、空知教育センター組合議会の報告を、西内陽美君よりお願いいたします。 

〔２番 西内陽美君登壇〕 

○２番（西内陽美君） おはようございます。議長のご指示がありましたので、去る11

月26日に開かれました空知教育センター組合議会第２回定例会のご報告をいたします。 

はじめに行政報告があり、その中で管内教職員数と空知教育センターが主催する講座

への受講率が示されましたので、お知らせいたします。学校数は111校、校長、教頭が221

名、教諭1,470名、養護教諭112名、事務職員112名、栄養教諭26名の計1,941名でござい

ます。11月19日の時点で各種講座は27講座、330名定員のところを受講者数338名、受講

率102パーセントでございます。教職員の参加率は、17.4パーセントとなっておりますが、

今年度中に残り２講座ありますので、最終的には受講率、参加率ともに若干増えるもの

と考えられます。 

次に、議案でございます。報告第１号、専決処分、北海道市町村職員退職手当組合規

約の変更についてですが、根室北部廃棄物処理広域連合が新たに加入することに伴う、

規約の変更を承認いたしました。 

報告第２号、定期監査報告、報告第３号、例月現金出納検査報告は、宮崎英彰監査委

員から適正に執行、又は管理されているとの報告がございました。 

次に、議案第１号、教育委員会委員の任命についてでございます。本組合教育委員会

教育委員、林智明氏が、26年５月19日付けで退任されましたことから、上砂川町教育委

員会教育長、飯山重信氏が新たに任命されますことへ同意いたしました。 

次に、認定第１号、平成25年度空知教育センター組合一般会計歳入歳出決算でござい

ます。歳入1,173万円、歳出888万円で、差引き285万円の剰余を生じており、この剰余は、

翌年度に繰り越すものでございます。 

認定第２号、研修事業特別会計歳入歳出決算でございます。事業の概要は、研修講座

や講演会等の開催でございまして、歳入590万円、歳出459万円で、差引き131万円の剰余

を生じており、この剰余は、翌年度に繰り越されるものでございます。 

認定第３号、研究事業特別会計歳入歳出決算でございます。事業の概要は、教育課題

研究、研究紀要や所報の刉行、調査研究等の推進、資料収集でございまして、歳入490

万円、歳出336万円で、差引き154万円の剰余を生じており、この剰余は、翌年度に繰り

越されるものでございます。１号から３号までを認定し、会期を１日とした第２回定例

会を閉じております。 

なお、議案書を議会事務局にお届けしておきますので、各会計決算の詳細、監査委員

の決算審査報告等は後ほどお目通しをいただきたく存じます。以上、ご報告申し上げ、

空知教育センター組合議会第２回定例会の報告といたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 空知教育センター組合議会の報告を終わります。 

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３、諸般の報告を終わり、すべて報告済みといたします。 
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◎行政報告 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第４、行政報告を行います。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） おはようございます。平成26年第３回定例会以降における行政

報告を申し上げます。 お手元に報告書を配布させていただいております。課ごとに何点

か朗読をもって報告とさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。 

まず、はじめに、総務課の関係でございます。 

表彰でございまして、今年100歳の長寿を迎えました大和区の齋藤ミサノ様に、内閣総

理大臣から祝い状が届きまして、９月の16日に伝達を行ってまいりました。また、ふる

さと新十津川に対しまして多額のご寄附をいただきました、滝川市の齊藤稔様、そして、

札幌市の菅原清様、さらには、ご家族の生前の御礼として多額のご寄附をいただきまし

た、弥生区の長谷川アイ子様に、それぞれ新十津川町表彰条例に基づきまして感謝状を

贈呈させていただきました。多額の浄財をご寄附賜りましたことにつきまして、改めて

感謝とお礼を申し上げたいと思っております。 

続きまして、母村交流でございますけれども、10月の22日から24日までの間に町職員

３人が、さらには、10月30日から11月２日までの間、今年度、十津川高等学校が文武館

創立150周年の記念行事がございまして、その式典に長谷川議長さん、そして、熊田教育

長が母村を訪問いたしました。記念式典や十津川、隠岐、新十津川の３町村による交流

剣道大会などが催され、文武の歴史や150年の喜びを参列者全員で分かち合われたという

ことでございます。また、11月の22日には、毎年恒例として行われております、関東十

津川郷友会が行われておりまして、長谷川議長、そして、佐川副町長が出席をいたして

おります。 

続きまして、北海道日本ハムファイターズの応援大使、これにつきましては、本年の

１月１日から12月の31日までということになってございまして、事实上は11月の26日に

終わったことになるわけでございますけれども、北海道日本ハムファイターズ179市町村

の応援大使、この企画の最後のイベントでございます、表敬訪問がございました。今年

１年間、新十津川町の応援大使として選ばれた、金子誠選手と岡大海選手が、小学校で

336人の児童と楽しいひと時を過ごされ、また、夜のトークショーには、現役最後の金子

選手を一目見ようということで、多くの方が町民ホールに駆けつけていただいたところ

でございます。今年度の特に成果というか、申し上げますと、テレビ放映が２回、ＳＴ

Ｖ、ＨＴＢで２回放映されてございまして、それぞれ特産品の販売の効果につながって

いるということでございます。また、選手が活躍したヒーロー賞なんですけれども、金

子選手、岡選手があまり出場する機会がなかったということで、ちょっと残念なんです

けれども、メロンあるいはジンギスカン、新十津川産米をそれぞれ提供させていただい

たところでございまして、そういった面では、我が町の特産品のＰＲにもつながったと

いうことでございまして、これを契機にさらに拡大していければなというふうに思って

いるところでございます。 

次に、ふるさと応援寄附金の関係でございますけれども、今年４月から寄附者に対し
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本町の特産品をプレゼントする特典を設けまして、再スタートいたしました。インター

ネット上にある、ふるさと納税専用サイトに掲載したことにより寄附の件数が急増いた

しておりましてし、11月30日現在で368人、486万円の寄附を受けたところでございます。

町の大切な歳入になるとともに、町内の経済効果にも大きく寄与されているということ

になるわけでございまして、实は今回、不足を生じているということから、寄附件数が

増大をしているということでもって、それに対処するため予算を今回の定例会に提案を

させていただいておりますので、このことも含めまして、よろしくお願い申し上げたい

というふうに思っております。 

続きまして、住民課の関係でございます。 

人口動態でございまして、11月30日現在の人口動態については、人口は6,920人で、前

年同期に比べまして50人の減尐となっております。世帯数は2,974戸で、前年比18戸の増

加ということになってございます。また、65歳以上の高齢者をみますと、2,478人と対前

年同期比で60人増加し、高齢化比率は35.8パーセントということになってございます。

出生の方につきましては、９月１日から11月30日までの間に５人が生まれまして、１月

からの合計数値でいきますと、出生数は27人ということになってございます。 

続きまして、交通安全及び防犯でございますけども、交通事故の発生状況は、９月１

日から11月30日までの人身事故発生件数はございませんでした。平成24年４月23日に発

生した死亡交通事故から本年11月30日までで、交通事故死ゼロが951日ということになっ

てございまして、1,000日につきましては、来年の１月の19日が1,000日ということにな

るわけでございます。いずれにいたしましても、これから本格的な冬が到来するわけで

ございますから、交通事故の無いように町民の方に十分気を付けていただければという

ふうに思っております。そういった中で、秋の交通安全運動、冬の交通安全運動が行わ

れまして、交通安全指導委員をはじめとする、協力団体等の多数の参加をいただきまし

て、街頭指導等を行っていただいたところでございます。 

続きまして、防犯については、８月１日から10月31日までの本町における犯罪発生件

数は８件でございまして、内訳は窃盗犯６件、風俗犯１件、器物損壊１件ということに

なってございます。10月10日には、警察の協力のもと、安全・安心推進協会による本年

２回目の青色回転灯防犯パトロール出動式が行われました。 

警察に関連して１点だけ申し上げさせていただきますけれども、滝川警察署が非常に

老朽化しておりまして、狭あいということで、そういったようなことから滝川警察署改

築促進期成会の設立総会が11月の21日に開催されまして、設立がなされたということで

ございます。今後、この期成会によって、１日も早い改築に向けての運動が展開される

ことになってございます。 

また、平成24年度から計画的に施行しております中央市街地街路灯ＬＥＤ化工事は、

今年度38基がＬＥＤ街路灯に新設、更新されまして、合計122基の街路灯ＬＥＤ化計画を

完了いたしまして、節電はもとより地域の安全性の向上が図られたということでござい

ます。 

続きまして、保険医療の関係でございますけれども、11月30日現在の国民健康保険の

加入世帯数は1,025戸、被保険者数は1,896人で前年同期比33戸、69人の減尐ということ

になってございます。また、後期高齢者医療の被保険者数は1,386人で前年同期比43人の
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増加ということになってございます。また、福祉医療関係では、乳幼児医療受給者は702

人、ひとり親家庭等医療受給者は230人、重度心身障害者医療受給者は208人という状況

下になってございます。 

続きまして、４ページの環境衛生、塵芥処理でございますけれども、平成26年度の一

般廃棄物の処理量につきましては、10月31日現在、可燃ごみ501トン、不燃ごみ56トン、

生ごみ265トン、粗大ごみ54トン、資源ごみ251トンとなっておりまして、前年同期と比

較しますと、減尐の傾向にあるということでございます。なお一層、ごみの減量化に努

力していただければと、町民の皆さんに申し上げたいというふうに思っております。 

続きまして、町税の関係でございますけれども、11月28日現在の収納状況でございま

す。現年度分が町税５税合計の収納率は、76.29パーセントでありまして、前年同期比で

0.14ポイント上昇いたしております。滞納繰越分については3.35パーセントで、対前年

同期比0.56ポイント低下ということになってございます。以下、国民健康保険税、後期

高齢者医療保険料については、記載のとおりでございます。 

次に、保健福祉課の関係を申し上げます。 

ふるさと学園大学でございますけれども、ふるさと学園大学につきましては、今年度

でもって創立30周年を迎えておりまして、その記念事業を实施しております。学生が147

人、一般町民66人が参加いたしまして、笑いと健康の講演会と題しまして、落語家、真

打の三遊亭楽春氏から、笑いの効果を楽しく学ばれたようでございます。後ほど、自治

会の代表の方から、おいでをいただきまして、笑いの効果を理解することができて、大

変有意義な講演会であったということで、高く評価をしていただきました。 

続きまして、６ページのレクワーカー出前講座の関係でございます。昨年から始まり

ましたレクワーカー出前講座でございますけれども、クラブの活性化及びレクワーカー

の实践のため、これまでに４か所の老人クラブへ出向いておりまして、講座を開催いた

しております。各クラブ平均20人ほどの参加がございまして、身体を動かすことの大切

さ、あるいはレクリエーションの楽しさを感じとっていただいたところでございます。 

続きまして、保育園の関係でございます。12月１日現在の入園児童数は、０歳児７人、

１歳児５人、２歳児12人、３歳児16人、４歳児18人、５歳児15人の合計73人となってご

ざいます。前年同期比17人の増ということになっています。そのうち、滝川市からの広

域入所児童は３人ということになってございます。 

次に、児童館の関係でございますけれども、児童館の利用状況ですが、４月１日から

11月30日までの開館日数は241日、利用者数は延べで小学生１万1,111人、中学生で453

人、保護者及び就学前児童413人の計１万1,977人の方が利用されております。１日平均

いたしますと50人ということになってございます。 

続きまして、子育て支援センターの利用状況でございますけれども、４月の１日から

11月28日までの開館日数は163日で、利用者数は4,238人となってございまして、前年同

期比154人増加いたしてございます。 

続きまして、高齢者の町卖独福祉サービス事業ですが、在宅要援護者通院支援では11

月30日現在で６人の方にタクシー券を給付してございます。また、在宅高齢者等の除雪

サービス事業では、12月１日現在で、40人の方が登録をされております。 

次に、高齢者等見守り生活支援事業でございますけれども、高齢者及び障がい者が住
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み慣れた地域で、安心して暮らせるまちづくりを目指すため、昨年に引き続きみどり区

と花月区で見守り生活支援事業を实施してございまして、現在、みどり区では見守り推

進員２人、支援世帯２戸、花月区では見守り推進員３人、支援世帯５戸という状況下に

なってございます。 

次に９ページ、健康診査でございますけれども、巡回ドックを10月28日、29日に、集

団健診では11月15日、16日に实施してございます。受診結果については、そこに記載し

てあるとおりでございます。 

次に、母子保健でございますけれども、９月の24日から11月14日までに６回の乳幼児

健診を实施いたしまして、１歳８か月と３歳の乳幼児健康診査に17人、３か月から14か

月までの乳幼児健康相談に44人の方が参加をしていただいております。巡回児童相談で

は８人の方から相談を受けているところでございます。 

次に、感染症予防でございますけれども、予防接種につきましては、８月１日から10

月31日までに、それぞれヒブワクチンをはじめといたしまして、高齢者肺炎球菌ワクチ

ンまでの接種を、それぞれそこに記載してあるとおり受けておられます。 

次に、10ページでございます。健康づくり対策でございますけれども、10月４日に、

食に関する知識の普及と健康意識の高揚を目的に、「おいしいごはんで幸せ気分」とい

うことで、「学ぶ子どもの食」と題しまして、置戸町食のアドバイザーでございます佐々

木十美氏による食生活改善講演会を開催をいたしました。町民と近隣住民合わせて135

人の方が参加をしていただきました。非常に、佐々木十美さん、わかりやすくお話をし

ていただきまして、非常に好評でございました。また、併せまして、健康運動川柳展の

表彰も行わさせていただいたところでございます。 

次に、２つの給付金の関係を申し上げますと、消費税増税に伴うところの臨時的な給

付措置として实施しました臨時給付金と子育て世帯臨時特例給付金でございますが、７

月１日から受付を開始いたしておりまして、９月の30日で受付を終了いたしてございま

す。11月30日現在の申請及び給付状況ですが、臨時福祉給付金は1,536人の対象者に対し

て1,295人が申請いたしまして、申請率については84.3パーセントということになってご

ざいます。また、給付決定をいたしました1,295人に対しまして、1,765万円が給付され

ております。 

子育て世帯の臨時特例給付金は、734人の対象者に対しまして718人が申請をいたして

おりまして、申請率97.8パーセントという状況下になってございます。また、給付決定

は702人、所得限度超過による不支給決定は16人となってございまして、給付額は702万

円となってございます。本町の当該給付金の要綱によりまして、９月30日の受付終了後

から３か月は、特別な理由により申請をしていない対象者に対しまして、申請可能とい

たしておりまして、平成27年、年が明けましてから１月の６日まで、１月の早々になる

のですけれども、１月の６日まで受付できるように便宜を図っております。 

続きまして、産業振興課の関係でございますけれども、これも毎回お話させていただ

いておりますけれども、米の出荷状況でございます。昨年に続き豊穣の年となりまして、

12月２日現在の出荷量は、農協への出荷確約数量に対して111.9パーセントとなっており、

全体で32万1,825俵となっております。高品質米の比率は、出荷量の48.1パーセントとい

う状況になってございます。しかしながら、青死米及び腹白未熟粒の割合が非常に多く
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て、色選預米の俵数が26万7,974俵、比率にいたしますと86.3パーセントという状況下に

なってございます。現在、農協さんでは、新たに色彩選別機を２台導入し、作業を实施

してございまして、12月の１日から稼働し、この年が明けました３月31日までには、今

ほど申し上げました数量の預米の色彩選別を終えるということになっているようでござ

います。 

続きまして、農産物ブランド化推進事業の関係でございますけれども、新十津川産の

ブランド推奨品や平成26年産米を販売、ＰＲするため、10月24日と25日の両日、札幌市

内で、しんとつかわ秋の農産物フェアを開催いたしまして、ゆめぴりか、生しいたけ、

長ネギ、ミニトマトなどの農産物のほかトマトケチャップなどオリジナル商品の販売も

行いまして、350人程の方が来場されておられます。 

次に、有害鳥獣駆除対策事業でございますけれども、有害鳥獣駆除対策事業では、エ

ゾシカ78頭、キジバト53羽、カラス128羽、キツネ13匹、アライグマ15匹の駆除をいたし

てございます。これらの駆除数につきましては、ちょっとばらつきがありますけれども、

エゾシカについては、ほぼ前年と同等の数値が捕獲されているという状況下でございま

す。 

次に、中小企業事業資金保障融資の関係でございますけれども、９月に１社へ設備資

金1,000万円及び運転資金500万円の融資あっ旋をいたしました。 

次に、観光振興でございます、14ページでございますけれども、10月の５日に、第17

回しんとつかわ味覚まつりが開催されまして、約2,800人の来場者で賑わっておられまし

た。当日は、新米の試食や新鮮な農産物の販売なども行ってございまして、非常に盛況

な１日であったということでございます。 

続きまして、建設課関係でございます。工事の発注状況でございますけれども、11月

30日現在における建築、土木、林業関係の工事発注本数は35本でございます。発注済額

については４億5,451万6,920円ということでございまして、発注率については、89.74

パーセントということになってございます。総体の発注予定件数は39件でございますか

ら、残り４件ということになっているところでございます。 

続きまして、災害復旧事業の関係でございますけども、昨年９月に被災した奥地林道

北美沢線の災害復旧工事は、約６か月の工事期間を経て９月の10日に完成をいたしまし

た。しかしながら、本年５月、地すべりに伴い被災した箇所については、現在もなお、

地すべりが終息していないため、復旧までには数年を要する見込みとなっております。

また、林道学園沢線においても同様の状況であり、引き続き観測を継続することといた

してございます。本年８月に被災した町道幌加清水沢線につきましては、10月10日に災

害査定を受けておりまして、年度内に発注すべく準備を、今現在、進めているところで

ございます。 

 続きまして、冬期除排雪の関係を申し上げますと、10月１日に町道除排雪業務を委託

いたしました。本年の除雪対象路線は、249路線で187キロメートル、うち、道路の排雪

は141路線で38キロメートル、歩道の除雪は11路線で11キロメートルとなってございます。 

今年の冬の初雪は、10月28日に観測されまして、11月14日には西部方面で15センチメー

トル以上の降雪があったことから、除雪車の初出動をいたしてございます。昨年よりも

２日遅く、11月30日までに２回の出動となってございます。12月９日現在の降雪量は、
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113センチメートルでございます。前年同期は、189センチメートルですから、70センチ

メートルほど尐なくなっているということでございまして、積雪については30センチメ

ートルでございます。前年同期は65センチメートルですから、概ね半分という状況下に

あるわけでございます。 

以上をもちまして、平成26年第３回定例会以降における行政報告とさせていただきま

す。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上をもちまして、行政報告を終わります。 

 ここで、11時25分まで休憩いたします。 

（午前11時13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25分） 

                                      

◎教育行政報告 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第５、教育行政報告を行います。 

教育長。 

〔教育長 熊田義信君登壇〕 

○教育長（熊田義信君） こんにちは。議長のご指示をいただきましたので、第３回定

例会以降の教育行政報告を申し上げます。恐れ入りますが、お手元に資料を配布させて

いただいておりますので、主要なものを申し上げます。 

最初に、教育委員会でございますけれど、３回の定例教育委員会と２回の臨時教育委

員会を開催しております。主だった協議事項を付け加えさせていただきます。９月18日

の定例会では、本年度实施されました学力・学習状況調査結果概要について、報告をし

ております。10月21日の定例会では、８月25日に開催した経済文教常任委員会にて説明

をさせていただきました学校給食費の負担金について、保護者説明会を終え一定の理解

を頂きましたので、平成27年度より、平均10.6パーセント増となる規則の改正をいたし

ました。11月18日の定例会におきましては、今議会定例会の上程をしております、いじ

めに係る対策委員会、調査委員会の意見について協議をしております。この委員会は、

共同事務の連携をしております雤竜町との共同設置をするものでありまして、町長部局

と教育委員会部局にそれぞれ、いじめ防止対策推進法に基づき、迅速かつ的確に対応で

きる組織を設けるものであります。 

10月１日の臨時会においては、教育委員会委員長の選挙を行い、委員長に熊沢定男氏

を再任、職務代理者に鈴五康裕氏を指定いたしました。 

次に、小学校の活動状況でありますけれども、９月16日から３回にわたり、４年生の

総合学習として、ランタンづくりを行いました。講師に、紙袋ランタン発案者でありま

す亓十嵐威暢先生と数名のデザイン関係者から工作の工夫や影の使い方などの指導の下

に、子供たちが思い思いの絵を描いたりした斬新なアイディアからなるランタンのアー

ト作品作りをいたしました。 

次に、9月26日、ＮＰＢ未来の侍プロジェクト、べース・ウォール贈呈式が行われまし

た。ＮＰＢは、ご承知のとおり一般社団法人日本野球機構のことでありまして、設立し
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てちょうど80周年の年になることを記念し、特別事業として、12球団のフランチャイズ

地域に１基ずつ、計12基のベース・ウォールが設置されることとなりました。この度、

北海道日本ハムファイターズのエリアである北海道で、唯一、新十津川小学校のグラウ

ンドに設置されたところであります。選ばれた理由として、野球に親しむ子供たちを育

む学校として、低年齢層児童を中心に、野球への関心や楽しさを体験するきっかけを提

供する場所として最適である、というようなことから設置されたところであります。贈

呈式には、ＮＰＢ総務部長、日ハムからはコミュニティグループ長など、関係者の出席

をいただき、野球好きな子供たちに集まっていただいた中で贈呈式を執り行ったところ

でございます。このベース・ウォールを使った子供たちの中から、将来、プロ野球選手

が出てきてくれることを大いに期待したいというふうに思っているところでございます。 

次に、２ページをお開き願いたいと思います。 

９月30日、６年生の総合学習として、昔のアイヌ民族の住居であります、チセの見学

と共にアイヌの方々の生活などを学んでまいりました。子供たちは、笹で覆われた住宅

を見学させていただき、さらに、アイヌ語や料理、踊りの意味などについて、専門の方

から説明を受け、関心を深めさせていただいたところであります。このことは、昨年、

國學院短期大学部との相互協力に関する協定をしたことから实現をした内容になってい

ることを申し添えさせていただきたいというふうに思います。 

次に、第26回ＭＯＡ滝川・新十津川・雤竜児童作品展が11月１日に開催されました。

今年も１市２町の子供たち、676点の作品が一堂に集約展示されたところであります。そ

の中で、迫力溢れるホイールローダーの絵を描いた新小３年生の上杉幸四郎君の作品が、

出展されている中の最高賞であるＭＯＡ美術館奨励賞を受賞いたしました。その他、税

に関する絵はがきや防火、防災の作文でもたくさんの子供たちが素晴らしい賞を受けて

いるところであります。 

次に、中学校の活動状況でありますけれども、９月19日、母村の中学３年生が修学旅

行として、初めて北海道を旅行先とし、その行程の中で本町を訪問いただいたところで

あります。本町へは１泊２日と短い滞在時間でありましたけれども、歓迎会や新中での

学校交流など、思い出深いひとときを過ごしていただき、母村との絆を深めさせていた

だいたところでございます。 

10月21日には、特設道徳授業、大野靖之学校ライブを行いました。大野さんは、命、

夢、家族といったテーマを歌う作風から、全国での学校ライブを展開しており、その功

績が高く評価され、2008年７月、青年版国民栄誉賞グランプリ内閣総理大臣奨励賞を受

賞されているアーティストであります。歌詞の中に込められた、命や家族の大切さ、そ

して、夢は口にした瞬間から叶い始めるといった、熱い思いを生徒たちに伝え、生徒た

ちも熱くそのことを胸に感じ取っていただいたものと思っているところであります。 

次に、11月14日、中学校において、父母を始め、教職員や管内の教育関係者の方々の

参加を頂き、公開研究会が行われました。研究主題を、生徒の学習意欲を高め、基礎、

基本の定着を基に、それらを活用する力を育む授業の構築として、知識、技能を基盤と

した言語活動の充实ができるような工夫改善を行ったところでございます。 

続きまして、10月９日、平成27年度新入学児童の就学時健康診断を实施いたしました。

現在のところ、49名ということで、今年度の１年生と比べると６名増となる見込みにな



 - 17 - 

ってございます。 

次に、ここには掲載しておりませんけれども、小中学校で、現在Ａ型インフルエンザ

による罹患者が若干名発生をしてございます。現段階では学級、学年閉鎖に至るまでに

至っておりませんけれども、十分、うがいだとか手洗いの励行をし、拡大しないように

努めているところでございます。 

続きまして、４ページををお開き願いたいというふうに思います。 

農業高校の関係でございますけれども、10月20日から23日までの期間、沖縄県豊見城

市で開催されました第65回日本学校農業クラブ全国大会農業鑑定競技会生活科学の部に

２名の生徒が出場いたしました。沖縄県での全国大会は、今まで、台風時期と交通の便

の確保などの関係から实施していませんでしたけれども、今回、時期等を考慮して、初

めての開催となったところであります。出場をした２名は、北の大地での日頃の練習の

成果を思う存分、出し切ったわけでありますけれども、残念ながら入賞には至らなかっ

たわけでありますけれども、かけがえのない良い経験を積むことが出来ましたので、来

年以降に期待をしたいということでございます。 

また、いわみざわパン甲子園では、本年も本選に出場し、敢闘賞を獲得いたしました。

その考案をしたブレンドカップパンを10月30日、町内の食育に携わる方々や、産業、教

育の関係者に参集いただき、制作経過の発表と試食会を行いました。生徒の斬新な発想

の基に、地元の野菜や酒粕などの食材を活用して、風味にも工夫が施されておりました。

当日は、試食会に加え、北海道産業教育フェア意見体験発表の報告会も併せて行ったと

ころであります。今ほどの農高生の考案したパンは、12月19日の学校給食に提供するこ

ととしていることを、併せて報告をさせていただきたいというふうに思います。 

ここに掲載しておりませんけれども、農業高校の３年生、現在30人おりますけれども、

進路の状況について、お知らせをいたしたいというふうに思います。進学希望は５人、

就職希望は25人という状況になってございます。現段階では、進学希望者全員の進路が

決定をしております。就職希望では、今のところ14人の決定で、合計19人の進路が決ま

り、内定率64パーセントという状況でございます。今後も、就職予定の残り11人の就職

先が決まるように、高校側の積極的な関わりから、昨年同様に、全員の進路が決定する

ことを切望をするところでございます。 

もう１点、うれしいお知らせをいたしたいというふうに思います。毎日新聞社が主催

をしております、第42回毎日農業記録賞の高校生部門で、２年生の遠藤麻耶さんの、「花

で繋ぐ魅緑の街作りをめざして」と題した作文が、見事、高校生部門の地区入賞２点の

中の１点として選ばれました。今朝の新聞で掲載されておりました作文の内容を、一部

紹介をさせていただきたいというふうに思います。 

「先輩たちが丹精込めて育てた花の苗を地域の方々と一緒に植え込み、街を美しく飾

る達成感と満足感がとても嬉しい。花ってすごい力があると感じたのであります。そし

て、高校生ガーデニングコンテストでの作品紹介のプレゼンを私が担当いたしました。

審査の結果は、残念でショックでしたが、札幌市民の投票で決まる市民賞を受賞した時、

私たちの作品が、市民の皆様の心にちゃんと響いてくれたと思い、体が震えるほど感動

いたしました。私は、高校で学んだ知識や技術で、人を癒してあげることのできる活動

に励みたい。」というふうに締めくくっておりました。 
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この作文や、前段の農業クラブや、いわみざわパン甲子園など、農業高校の良さを生

徒自身がいろんな授業や、こういう活動で発信をし、その他にも農業高校自ら地域密着

型の町との関係、そして支援、そういったものが新年度の入学希望者数にも良い影響を

与えてくれることは間違いないというふうに確信をしているところであります。 

次に、給食センター関係でありますけれども、11月20日、母村の特産品であります手

延べ素麺、シメジと本町の農産物を組み合わせた親子の絆給食として提供いたしました。

児童生徒に、美味しく味わっていただくとともに、母村の食材を活用した、生きた食育

として学びとっていただいたところでございます。 

次に、社会教育関係でございます。 

まず、通学合宿でありますけれども、11月３日から８日までの６日間、家庭を離れ、

ヴィラトップから学校に通い、自分達で朝食や掃除、洗濯などを行い、集団生活の中で、

規則正しい生活を通して、生活習慣や学習習慣の見直しを図るきっかけづくりとして实

施をいたしました。子供たちの見守りや活動をサポートするボランティアとして、國学

院短大の学生に協力をしていただき、实り多い活動にすることができました。参加をし

た６年生25名は、貴重な体験を通じ、自主性、協調性を伸ばすことが出来た旨の発表も

あり、期待していた成果があったというふうに判断をしております。 

次に、６ページをお開き願いたいというふうに思います。 

芸術鑑賞事業の中に、９月27日、ＮＨＫラジオ深夜便のつどい公開録音を開催いたし

ました。この公開録音は、１年につき国内で12から13会場と数尐ない地方公演でありま

すけれども、この度、本町で開催することができました。当日は、２部構成となってお

りまして、第１部は、留萌出身で、单極料理人としてお馴染みの西村淳さんをゲストと

してお招きをし、「ごはんにしよう」と題して講演をしていただきました。第２部では、

ＮＨＫのテレビで活躍をしている同番組のアンカーであります後藤繁榮さんと村上里和

さんに心温まるトークを繰り広げていただきました。 

次に、10月25日には、恒例の町民音楽祭が盛会に行われ、また、10月31日から11月３

日までは、文化協会の主催によります、町民文化祭、展示部門が改善センターにおいて、

11月３日には、14団体によります芸能部門の発表が、ゆめりあホールを会場にて、それ

ぞれ行われ、議員各位をはじめ、多くの町民の皆さまの鑑賞をいただいたところでござ

います。 

次に、文化施設のかぜのびでありますけれども、９月30日で、そして、開拓記念館は、

耐震改修工事の関係で、９月21日をもって営業を終了しております。 

体育施設の関係では、温水プールが９月30日に、サンウッドパークゴルフ場が、11月

３日をもって営業を終了いたしました。ピンネスタジアム、ふるさと公園野球場などの

屋外体育施設利用については、11月14日をもって営業を終了いたしました。利用人数に

おきましては、温水プールが、大きく減尐をしておりますけども、その他の施設におい

ては、多尐の増減となっているところでございます。 

次に尐年団活動でありますけれども、ご覧のように、剣道、野球、卓球と、それぞれ

素晴らしい活躍をしているところでございます。 

次に９ページをお開き願いたいというふうに思います。 

図書館関係でありますが、貸出冊数、貸出人数とも昨年に比べ、若干減じた利用状況
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になっております。特別事業として、11月18日、新十津川小学校でブックフェスティバ

ルを開催しました。道立図書館と連携をし、新小の体育館に2,000冊の図書を展示し、そ

の中でボランティアによります絵本の読み聞かせも併せて实施をいたしました。子供た

ちに楽しく本と関わるように工夫をした、読書啓発活動を行ったところでございます。 

以上を申し上げまして、教育行政報告といたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上をもちまして、教育行政報告を終わります。 

ここで13時まで休憩いたします。 

（午前11時44分） 

                                      

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

（午後１時00分） 

                                      

◎一般質問 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第６、一般質問を行います。 

先例に従い、通告順に進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

３番、青田良一君、登壇の上、発言願います。 

〔３番 青田良一君登壇〕 

○３番（青田良一君） それでは、植田町長に２問、一般質問をさせていただきたいと

思います。 

まず最初に、空知農業改良普所、古い名称ですけど、私はこれになじんでいるもので

すから、そのような形で呼ばしてもらいますけれども、今は、空知農業改良普及センタ

ー中空知支所とかという表現になっているようでございます。位置関係につきましては、

ちょうど国道の菊水町の方から花月の方に向かう道路、国道ですね、それと、青葉団地

が新しくなりましたけれども、その間に、实は普及所というのが位置しておりました。

いろんな都合がありまして、名称が変更したり、また、場所も今はもう移転してござい

ません。昔は普及所があり、２棟の職員住宅なんかも普及所の近くにありまして、職員

の方々も近くで暮らしておりました。そういうような所が青葉区にあったわけですけれ

ども、その後、青葉区そのものが宅地造成といいますか、区画整理が行われまして、今

は住宅地という形になって今日に至っているわけですけども。实は、ちょうど普及所が

あった所が、一定の面積がそのままになって残されているわけでして、私は、そこにも

書きましたけども、住宅地の中に未利用のまま何の計画性もない公共用地が、いつまで

も残っているということは、やはり景観上等々からいっても、おかしいのではないかと

言いますか、ちょっと納得できない部分がありますので、この機会に、是非、町の方で

計画的な土地活用というものをお立てになったらいかがかなということをお聞きしたい

わけでございます。 

 それにつきましては、この議場の場でも何回かお話しましたけども、その職員の住ん

でいた住宅跡地は、道の所有物になっているんですけども、あまり一向に善良な管理が

されないまま、实は、鉄枠みたいな物で囲ってあって、何と言いますか、ここは管理地

ですよというような形で残っているわけですね。 

質問させていただいたのは、地域の方々も畑を作ったり、花壇を作ったりして綺麗に
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しながら住んでいるんですけども、そういう残った土地が一向に管理されないで残って

いるというのは、いささか疑問だということで、町長の方から道の方にお話いただいた

んだと思いますけれども、年に２回くらいの草刈りはやっていただいているのですよね。

それでも、年に２回くらいの草刈りでは、とても善良な管理だとは言い難いというふう

に私は思います。 

そこで、その土地も含めて、普及所があった所を何か戦略的に土地利用を計画すると

いうふうなことをお考えになってはいかがかなというふうに思います。 

青葉区の中に旧文京になりますけれども、まだ、一般向けの販売用の土地というのが

かなり残っておりまして、同じようなことをやるとそこに迷惑がかかるかなと思います

けども、土地利用の一端としましては、例えば、今後どうなるかわかりませんけども、

ちょっと噂のある自衛隊の方々をお招きする時の官舎というんですかね、そういったも

のに利用してもらうとか、あるいは、教職員の教員住宅に使うとか、あるいは、福祉施

設がありますけども、かなりよそから通っていらっしゃいますけども、そういうところ

にお話をして、そういう人たちの職員のための住宅を建設してもらうとか、何かそうい

う計画をお立てになりまして、戦略的に土地利用を図っていっては如何かなというふう

に考えるところでございます。 

つきましては、ちょうど今お話した位置関係の中に、議員の皆さんには図面が行って

ないからわからないと思うのですけども、ちょうど青葉２条通りという道路があるので

すけれども、单から普及所の付近まで道路がついているのですけども、途中Ｓ字になっ

ているのですね。このＳ字になっているような状況下の中では、土地利用というのはち

ょっとうまく考えられないのではないかなと思うのです。従いまして、これらの道路も

今、お考えになるときには、是非、含めた中でどういうふうに道路を設けて、どういう

ふうに土地を活用したらいいかというような部分については、十分、いろんな角度から

検討なさって、やはり住民の方に、ここはいつまでも遊休地という形では置いておきま

せんよというふうなことを、投げかけをしていただければ、私は幸いかなというふうに

思います。 

都市計画の中で、住宅地というふうな形の中で、せっかく線を引いて、そういったな

かでいろんな方に住んでいただいてというふうなことを考えてみるときに、やはり何の

利用計画もないものをそのまま置いておくというふうなことにつきましては、非常に見

栄え的にも、繰り返しになって申し訳ないのですけども、あまり良いものではないとい

う観点から、町長のお考えをお聞かせいただきたいなと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今、空知農業改良普及センター中空知支所跡地の利用計画

についてのご質問がございました。 

中空知農業改良普及センターは、ご承知のとおり、今はＪＡピンネ花月支所の１階の

方で、これはなぜあそこから移転をしたかといいますと、改良普及センターの広域化に

伴いまして移転がなされたということでございまして、今現在、そこで中空知ですから

５市５町の普及センターとして、花月支所の中で存在をするということでございます。
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いろいろとお話ございましたですけども、まず、平成21年４月に、今ほど申し上げまし

たように、空知農業改良普及センター中空知支所が花月に移転をしておりまして、５年

半が経過いたしたところでございます。 

ご質問のありました跡地は、現況の道路部分を除きますと、面積約2,800平方メートル

の宅地でありますが、これは町有地でございまして、町では環境等を配慮いたしまして、

毎年６月と８月の年２回、今ほどちょっと２回ほどではというようなお話もございまし

たですけども、２回ほど草刈りを实施して管理を行っているところでございます。 

併せまして、今、民間で造成いたしました区画整理事業のお話もされておりましたで

すけども、この土地に隣接する分譲地といたしまして、文京土地区画整理組合の土地も

ございます。分譲当時から比較しますと、土地価格は大幅に下落をしておりまして、ま

だ、約80区画ほど土地が残っている状況にあります。現在の経済状況を考えますと、販

売には、それぞれの地権者のご苦労なさっているというふうに推察をいたしております。 

したがいまして、町といたしましては、まず、これら民間の土地を住宅建設地として

活用していただくことを最優先といたしまして、町が競合して宅地等、ご承知のとおり、

ここは今ほどお話ございましたように、都市計画法上の住居専用地域ということになっ

てございますから、他の用途にはなかなか制約があって活用できないということになり

ますので、そんなようなことから、造成計画を進めることは控えたいというふうに实は

考えております。 

また、町内には同様に遊休の町有地もたくさんございまして、本来であれば有効に活

用できれば一番よろしいわけでございますけれども、まだ、なかなかそういったような

状況下にもないということでございまして、土地利用の計画は、これから遊休地を含め

た、これは、青葉ばかりでございません、含めた全体的に検討しなければならないもの

と考えておりますが、ただ、現在の景気の動向や土地の需給状況を勘案いたしますと、

なかなか投資に見合った効果が得られるというか、そういった点については厳い状況に

あるのではなかろかなというふうに認識をいたしております。 

この土地は、冬期間には道路除雪の雪捨て場というか、そういったことにも活用させ

ていただいておりまして、ある程度の面積を有していことから、今後においては、環境

ですとか利便性等を考慮するときに、公共施設等の建設候補地として利用できる土地で

あるというふうにも考えておりますが、先ほど申し上げましたように、全体の遊休地等々

の関係もございますので、今しばらく時間を要するものというふうに思っているところ

でございます。 

 また、青葉２条通りを、道路そのものをというふうな話も出ておりましたですけども、

すでに道路が整備されたことによって、住宅も張り付いておりますから、新たにあの道

路を廃止して新たに違う所に付けるということになりますと、今まで住宅を建設された

方については、不利益を被るというふうな、与えるということにもつながるわけでござ

いますから、それらについては、従前はクランクの状態だったのですけども、それを滑

らかにＳ字カーブでもって整備したという経緯もあるわけでございます。これは、なぜ

かと言いますと、冬期間の除雪を容易にするというふうな意味も含めて、あのような形

の中で整備をさせていただいたということでございますので、そのようなことを含めて

お答えをさせていただきまして、本件についての答弁とさせていただきます。 



 - 22 - 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 

はい、それでは２点目の質問に入ってください。 

〔３番 青田良一君登壇〕 

○３番（青田良一君） それでは二つ目の質問に移りたいと思いますけども、最近、読

んだ本の中に、こういうことが書いてございました。 

これからの自治体、あるいは議員にも当てはまると思うのですけれども、ある程度、

経営感覚といいますか、そういったものを身につけた中で町政の運営なり、議会の運営

なりといいますか、そういうものに取り組んでいく必要があるというふうな部分を目に

したところでございます。 

この経営感覚ということは、どういうことかなというふうに考えたのですけれども、

会社なんかであれば、従業員を食べさすためにと言いますか、あるいは株主に適切な配

当をするためにといいますか、何とか努力をして儲けを出して、そういったものを還元

して会社を大きくしていこうということだろうと思います。それの優れた人たちが経営

感覚に長けているということで、会社組織等も大きくなってくるんだろうなと思います。 

似たようなことで感じたのですけれども、いつもこの時期になるとボジョレヌーボー

という形で、その年に採れた葡萄がワインになるということですね。たわいもないこと

と言えば、たわいもないことなのですけれども、实は、葡萄を作っているヨーロッパ、

あるいは单米等々は、これを一つの戦略的な取り組みとして利用して、この１年の中の

決まった時期を解禁日だよということを定めて、先進国を洗脳したと言いますか、表現

はうまくできませんけども、これを飲まなければ損しますよというふうな感じの中で、

世界中、各国で今はこの解禁日を待ちわびているというふうなことが報道されておりま

す。 

これも一つは、ワインをどうやって売っていこうかという、その発想の一つではない

かなと、私は思うのですね。いわゆる、こういう戦略というのは国レベルと言いますか、

そういう大きな視野でやっていった行為ではないかなというふうに、私は考えます。 

そこで、植田町長は、ご挨拶のたびに本町の米の話をよくなされます。必ずなさると

言っていいくらい声を出して言っているはずです。それは一つは、町の大きな産業であ

るということと、これまでの歴史的な背景から、うちの町が米を作りながら、こうやっ

て生き続けてきたんだという部分が、きちっと表現されているんだろうと思いますけど

も、私は、この間読んだ本の中を考えますと、その米を一生懸命作っているという町で

すね。それを戦略的に経営感覚をきちっと携えながら、それをどうやって活用するかと

いうことを考えた時に、私の言うことが妄想だと言われるか、それはわかりませんけれ

ども、一つの仮説としてこういうことも言えるんでないかと思って質問しているわけで

すけれども、一定の期間、新米が出来たら、全ての町民がこれを食べるんだというふう

なことを行う。もちろん、保育所から高校生から、あるいは福祉施設等も含めまして、

街中のみんなが新米を食べるというふうなことをやっていけないかなというふうに思っ

たわけです。 

そうすることによって、多分、マスコミ等は必ずＰＲをしてくれると思います。それ

は新十津川にとって、何千万円も払ってＰＲしてくれるよりも、かなり大きな効果が期

待できるのではないかなと、私は予想しております。そうすることによって、作る方と
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食べる方と合わせて、農家の人たちを含めた、町の流れていく方向みたいなものが大き

くＰＲできるんでないかなというふうに考えたところでございます。 

实際問題としまして、現在、先ほどもお話ありましたけども、うちの世帯数が2,900

世帯前後ですか、そして農家数が約400戸前後だというふうに理解してますけども、残る

2,500世帯が非農家でございますね。この人たちに、そういうことをどうやって行きわた

らせるかというのは、ひとつの経営感覚と戦略的な発想を持ちながら、職員が一つにな

って考えていけばいいのかなと思います。 

行政はそんなことしたことないから、多分できないという返事になると思うのですけ

ども、例えば、公社だとか農協だとか、いろんなところとお話をしながら、町がそんな

ことできなければお金を出してでも、なんとかそういうようなものを作り上げていくと

いうことが、私は大事ではないかなというふうに思います。 

それが、町にとって数千万円かけるようなＰＲよりもずっと効果があるということで

あれば、それに増した経済効果がまだ生まれてくるんではないかなと思います。その時

に、是非、そんなに沢山はいらないと思うんですよね。新米を５キログラムから10キロ

グラム程度の物が家庭に届けられて、私は思うのは、そこには農家の方々の顔写真かメ

ッセージが必ず入っているような形のものを届けていきながら、生産者と食べる方とが

結びつけるような形の中で、そしてなおかつ、農業がより支援されていくような仕組み

を何とか構築していけたらいいのかなと思います。 

ただ、米だけ配ってもなかなかＰＲにはならないわけであって、その辺のところを上

手に噛み合わせながら、町をどうやってＰＲしていくか、あるいはお米をどうやって売

るのか。あるいは、住民の方々に、この新十津川という米作りの町、おいしいお米を作

っている町の中に住んでいるという幸せをどうやって味わっていただくのか、この辺を

考えながら、是非、町政の一環でそういったものを考えていただいて、实現に向けたよ

うな方策を立案していただければ、私は、よろしいのではないかなというふうに思って

おります。 

ちょっと突飛なことなので、なかなか今の行政ルートの中に乗せて、何かやろうとい

うことになると、ちょっと難しい面があるかと思いますけども、これは町長、個人的な

考え方でも結構でございますので、是非、そういった考え方を持って、米のＰＲ、お米

がこういう状況にありますよということと同時に、町民がこうやって喜んで食べてます

よということも、ごあいさつの中に取り込んでいただいて、胸を張ってそういうことを

ＰＲしていただければ、もっと効果の上がる米作りの町という効果の上がる方向に向か

うのではないかなというふうに、私は思います。 

以上、ちょっとまとまった言い方が出来なくて申し訳ないんですけども、思いだけは

理解していただきながら、町長のご答弁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。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今、非農家世帯に新米購入助成券を配布ということで、要

するに、豊穣の秋を喜ぶために非農家世帯に対し新米の助成券を配布して、共に喜び合

いましょうというご質問の趣旨であったかと思います。 
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これのことについては、米の消費拡大、あるいは、新十津川産米のＰＲというふうな、

両面からの質問の要旨になるのかなというふうにも思っておりますけれども、まず最初

に、豊穣の秋を喜ぶということは、今ほど青田議員さんおっしゃられたように、私も全

く同感でございまして、これは本町の基幹産業であります農業、とりわけお米について

は、そういった面ではこれまでも長い歴史と伝統の基に、生産者の皆さん方が努力をさ

れて作ってこられたといったような経緯もございます。そんなようなことから、今後も

この形態は変わるということは、まずないというふうに思っておりますし、また、変え

るべきではないなというふうにも思っているとこでもございます。 

そんなようなことから、これまでも折に触れまして、町民の皆さんに、いろんなとこ

ろで挨拶をさせていただく中で、米の生育状況、あるいは生産のされている状況等を、

お話をさせていただいているところでございます。 

そういったようなことから、町では、給食センターで提供する米飯給食は、新米を含

め全量本町産米を用いております。また、観光協会でも豊穣の秋を祝う味覚まつりにお

いて、今年も10月の５日、先ほど行政報告で申し上げさせていただきましたですけども、

味覚まつりにおいて、本町産の新米試食サービスも行っておりますし、また、商工会の

方でもポイントカードと新米の交換イベントを行うなど、町及び町内各団体が様々な場

面で町民に新米を提供していただいております。販売においては、総合振興公社で本年

度作成したオリジナルの米袋を用いて販売促進に取り組んでおりますし、また、農協さ

んでは、昨年までの玄米販売に加えまして、本年度から白米にしたものも販売をしてい

るというところでございます。 

 これらのことを勘案いたしますと、食する量には違いがございますが、一定程度の町

民が本町産新米を味わっていただいているものと思っております。ただ、最近の動向、

既にご承知かと思いますけれども、人口減尐あるいは尐子高齢化といったことで、50年

前の１人当たりのコメの消費量が118キログラムだったのが、平成23年では１人当たり58

キログラムという、ちょうど半分というふうな状況下になってございます。それと合わ

せまして、これも新聞等でも報道されておりまして、見られた方もおられると思います

けれども、主食が今、米からパンに移行してきているというふうな状況にもあるという

ふうに言われております。誠に残念なことではございますけれども、そういったような

データも出ているということでございます。 

そこで、近年、わが国のコメ消費量、今ほども申し上げましたように、減尐の一途を

たどっておりまして、本年は220万トンを超える民間在庫と相まって米価が大きく値下が

りをしてございます。消費者にとっては買いやすくなっているものの、反面、農家収入

の落ち込みも大きく、経営安定対策など直接支払制度による緊急対策が講じられており

ますが、今後の動向には不安を拭えないというふうなところもあるわけでございます。 

したがいまして、わが町の豊穣を喜び合う取組に関しましては、当面、現在の取組を

さらに精力的に進めていくこととし、本町が道内屈指のコメ生産地として将来にわたり

確固たる地位を築いていくために、今後も生産性の効率を高め、しかも高品質米、先ほ

ど行政報告で申し上げましたように、高品質米48.1パーセントということでございます

から、高品質米の生産を安定的かつ、持続的に生産することとして、これからも関係機

関、団体と連携を密にしながら取組んでまいりたいというふうに考えております。 
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以上で、答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 

 はい、再質問を許します。 

 青田良一君。 

○３番（青田良一君） 表現が悪いですけども、予想されたお答えといいますか、そう

いうことで受け止めましたけども、私の質問の仕方も悪かったのかもしれませんけども、

お金を配ったり、なんだりというのが良いか悪いかは別としまして、やはり、町を経営

していく上で戦略的なものといいますか、アピールするようなものというのが、これか

ら何かないと埋没してしまうのではないかなという感じもするわけであって、うちにあ

る米という資源を使って、町全体がそれを活用できるような工夫を何とか作っていくべ

きだなというのが、まず、これは本当の趣旨、質問の狙いでございます。 

 町民全体が、今、7,000人切ったようですけども、この人たち全員がお米を食べたとい

う話をあっちこっちですることによって、町の良質米を作り続けているんだというＰＲ、

おいしいんだというお米のＰＲ、こういったものが出来ていくんではないかなというふ

うに、私は思うんですよね。それには500万円かかるのか、1,000万円かかるのか、ちょ

っと試算していないからよくわかりませんけれども、今、町長さんが言われたように、

米価そのものは低下しているわけですから、それほどの負担が町にかかるとはとても思

いませんけども。 

要するに、そういう発想を、今はやれないというご返事いただきましたから結構でご

ざいますけども、やはり今後に向けまして、米を含む他の農産物も含めて、今までのよ

うなやり方、売り方では、決して批判するわけじゃないですけども、限界があるといい

ますか、発展性がないといいますか、そういうふうに感じられてならないんですよね。

何かを契機として、新十津川の米はうまい、新十津川から米を買わなければ損だという

ふうなことを広めていけるようなことを、是非、行政側としても発想を転換しながら考

えていっていただきたいというふうに思います。 

これは、私の考え方なので、町長の方からのご答弁はいりませんけれども、聞き流し

てもらって結構ですけども、そういうふうなことを考えているということをお伝えをし

て、私の一般質問を終わりにしたいと思いますけども、一つだけちょっと付け加えたい

んですけども。 

前回の議会でご質問させていただいたことで、建設課の方にちょっとご迷惑を掛けた

みたいなので、本会議での話なので、本会議でお詫びを申し上げたいなと思います。实

は、中央公園と菊水公園を何とか観光にも使えるような形でのネーミングの変更をして

はいかがでしょうかというような話をさせていただいたのですけども、それは従来通り

お使いになるという町長のご答弁でございました。その中には、文化施設と言いますか、

碑もあったり、建物もあったり、自然の… 

○議長（長谷川秀樹君） あの、すみませんけれども、今、一般質問を進めてる中で、

通告があった部分に対してのということですので、別の機会でお願いします。 

○３番（青田良一君） はい、止めます。あの、迷惑かけたことだけ、村中課長さんに

お詫びを申し上げて、一般質問を終わります。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁はよろしいですか。 
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以上で、青田良一君の一般質問を終わります。 

次に、９番、樋坂里子君。登壇の上、発言願います。 

〔９番 樋坂里子君登壇〕 

○９番（樋坂里子君） 皆さんこんにちは。議長のお許しをいただきましたので、一般

質問をさせていただきます。 

私の場合は、福祉灯油についてであります。 

福祉灯油について一般質問の通告をした時には、はっきりとして福祉灯油が支給され

るということをちゃんと分かっていなかったものですから、１回目の時に福祉灯油を助

成していただけますかということを書いてあるのですけれども、議案書が送られまして、

一般会計の補正予算を見ました時に、予算書の中に福祉灯油の助成事業に240万円の予算

化がされておりました。今年も福祉灯油の助成がされるということで、大変うれしく思

いました。 

今年の灯油代は、11月から12月の前半にかけましては102円という金額で、ちょっと高

かったんですけれども、最近尐し値下がりしまして、98円とか99円とか、微妙な値段と

なっております。町の基準としては、12月１日現在、灯油１リットル100円を超えると福

祉灯油を助成するということになっていたものですから、心配していたわけですけれど

も、先ほど言いましたように、今年は福祉灯油は助成されるということで、助成を受け

られる方にとっては大変良かったかなと思います。 

先ほどの質問だけだったら町長は、今年も福祉灯油を助成しますということで終って

しまうわけですけれども、私は、福祉灯油の別な利用について質問をさせていただきた

いと思います。 

まず１点目。その前に、道は、北電の電気料金の再値上げに伴う低所得者の負担を軽

減するため、市町村が暖房の燃料購入費を助成する福祉灯油事業への交付金の上限を現

行から５割引き上げることを決めております。そこでお伺いしますが、１点目は、新十

津川町の交付金はいくらで、増額分はいくらをもらっているのかということです。 

２点目は、道からの増額分はどのように使用されているのか。例えば、１世帯当たり、

今、100リットルということですが、その量を多くするのか、または、新しく対象者を増

やすのかということです。 

３点目は、町は福祉灯油が受けられる方々を把握して連絡し、受付けして申請いただ

いて、灯油券を１世帯当たり100リットル、20リットル券で５枚の引き替えを確保してい

ると思います。しかし、福祉灯油を受ける権利が与えられても利用しない方々もいて、

毎年予算額が残っていると思うのですよね。それで、道は、購入費は灯油に限らず、電

気料金にも充てられることを周知するとしております。灯油ストーブではなく、電気使

用の家庭もあると思いますので、電気代として使用できる券を出すとか、また、商品券

を出すとか、福祉灯油の受ける権利のある方皆さんに、何らかの手当てはできないもの

かと考えますが、町長は、その点についてどのように考えているのか、お聞きしたいと

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。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 
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○町長（植田 満君） まず最初の福祉灯油助成事業、答弁しなくてもいいような感じ

でもあるのですけれども、しつこく答弁させていただきます。 

 昨年の第３回の町議会定例会で一般質問に対する答弁のとおり、冬期間における高齢

者世帯等の経済的負担を軽減し、生活の安定に寄与するため行っております。福祉灯油

事業ですね。12月１日を基準日といたしまして、今ほどお話ございましたように、灯油

１リットル当たり实勢卖価100円を超えた場合に、１世帯100リットル分の福祉灯油券を

交付することを基本といたしまして、これを堅持し、实施してまいりました。 

今ほど、ご質問の中でもありましたように、今定例会におきまして、ご指摘のとおり

240万円を一般会計の中で補正予算として計上させていただいております。 

本年12月１日現在の灯油１リットル当たりの卖価は100円を下回りまして、98円という

ふうになっております。今後、需要期に入りまして灯油卖価の高騰の懸念、電気料金の

再値上げなどによる生活費への影響等も考慮いたしまして、福祉灯油助成事業を实施す

ることとして決断をいたしました。平成27年度以降に向けては、高齢者等の冬期間にお

ける生活支援について、これらについては総合的に検討していかなければならないとい

うふうにも思っているところでございます。 

よって、本年度につきましては、基準卖価は下回りましたが、１世帯100リットル分の

福祉灯油券を交付する福祉灯油助成事業を实施することといたしまして、今ほど申し上

げましたように、定例会の中で、今回の一般会計の中で補正予算として提出をさせてい

ただいているということでございますので、ご承知おきを願いたいというふうに思って

おります。 

次に、北海道交付金の関係なのですけれども、ちょっと誤解しているようでございま

すので、これから申し上げますので、その辺はひとつしっかりと理解をしていただけれ

ばなというふうに思っております。 

北海道交付金の増額に対する町の使途についてでありますが、北海道は、経済情勢の

激変緩和措置といたしまして、低所得者世帯における燃料費の経済的負担が軽減される

ように、地域づくり総合交付金の今年度の实施要綱を見直しておりまして、交付基準額

を100万円から150万円に引き上げるといたしました。 

したがって、北海道の要綱の趣旨に当てはまる事業を行うことによりまして、当該实

施事業の対象経費、实支出額の150万円までの経費に対し、实績により２分の１の範囲内

で北海道の交付金を受けることができます。要するに、本町の助成实績額が150万円を超

えた場合は、交付限度額の75万円までの交付を受けることができるということでござい

ますので、最初の質問の中の、ちょっと誤解されている部分もあるのかなというふうに

思っておりますので、こういったようなことでございます。 

本町は、この高齢者等の冬の生活支援に係る地域づくり総合交付金を、すべて福祉灯

油助成事業の財源として充当するものでございます。本年度につきましても、福祉灯油

助成事業の事業实施内容等を対象予定者への個別通知等により、しっかり周知徹底をし、

かつ、申請手続等の円滑な事業運営に努めるとともに、北海道の交付金の認可事務を確

实に行って、効果のある福祉灯油助成事業を实施し、高齢者等の福祉の向上を図ってま

いりたいというふうに考えております。 

昨年、100パーセントに到達しなかったというふうな話でございますけれども、それら
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については今年度、配慮することといたしまして、期日限定で申請の受付時間の延長、

こういったようなことも配慮いたしながら、助成を受けられる方については、そういっ

たようなことで対処してまいりたいというふうに思っておりますので、機会がございま

したら、また、周知していただければというふうにも思っております。 

以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 

はい、質問を許します。 

○９番（樋坂里子君） 今の町長のご答弁では、灯油だけしか助成をしないということ

ですよね。それで、道の方の助成金ということで、人口１万人未満の所が今まで50万円

の助成で、人口に比例して最高額が150万円ということを出していたと思うのです。それ

で言ったのですけど、ちょっと受け取り方が違ったのかもしれません。 

 それで、また、別な問題にいきます。 

今、町長が言ったのは、これから受ける時間や何かを延長して、今まで全員が受けら

れていなかったのを、一人でも多くの皆さんに受けてもらうように申請の時間の延長を

して取り組んでいきたいという話でありましたが、私は、先ほど言いましたように、以

前に、うちは灯油ストーブ使ってないから、薪ストーブたいているから灯油はいらない

と言って拒否された方もいたと思うのですよね。何年か前に。 

だから、そういう受ける権利を与えられても、自分は使わないからいらないですよと

言って断っている人も何人かいると思うので、そういう人が、灯油でなくて、他の物に

利用できる商品券だとか、電気代に充てるとかという、他の名目にも代えることができ

ないのかなというのを、まず、お聞きしたいのですよね。 

 それと、灯油をいただいている方の中に、私は国民年金、一人暮らしで福祉灯油をも

らっているのだけれども、近所に遺族年金をたくさんもらっている方がいますよと。国

民年金だけの人がもらうのではなくて、そういう遺族年金をたくさんもらっている人も、

もらえるんですかというような疑問を持っている方が、中にいらっしゃるのですよね。 

それで、隣近所のわだかまりというのが起きてくるんじゃないかなというふうに思いま

すので、福祉灯油が当たるという条件はいろいろあるんですけども、いろいろ言ってい

る方はそれをはっきりと把握していないから、自分はもらっているんだけれども、遺族

年金をもらっている人までも、もらえるのかというようなことを言っているそうなんで

す。ですから、そういう条件を皆さんに周知徹底できるような何か方法があれば、そう

いうわだかまりのあるような言い方もしないのではないかなというふうに思うんですが、

そこら辺を是非やっていただきたいというのと。 

それから、今、政府は景気を下支えする経済対策の柱の一つとして、自治体を通じて

商品券を配ったりする生活支援等の新たな交付金づくりの方針を固めているようであり

ます。それは年末の補正予算に取り組んで、年度中にそれらが渡るような徹底をしたい

ということも言っておりますので、福祉灯油にこだわらず、そういう当る権利がある人

方に、いろいろな施策というのか、そういうので与えられるような対策も立てられない

のかなというふうに思いましたので、その点についてご答弁願いたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 
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○町長（植田 満君） まず、福祉灯油の件、他の名目でというふうなお話でございま

した。あくまでも、これは福祉灯油ということで实施しているものですから、今ほど、

最後の質問にあったように、国が全体でというふうな、国が考えておられるというよう

なことですから、それは国がちゃんと方針が示されたならば、それは町としては、しっ

かりとそのまま受け止めて实施するということでございますから、あくまでも福祉全体

のものと区分けしてやらないと、非常にこの話の中身、質問の中身が混乱してくるよう

なことにもなりますので、あくまでも、今回の福祉灯油につきましては、先ほど申し上

げましたように实施いたしますということです。 

 その中には、申し上げましたように、灯油卖価は、今後、どのような形で推移してい

くかも分かりません。今現在、12月１日で、先ほど申し上げました98円ですから。電気

料金等も高騰しておりますので、それらのものも配慮して、今年度は实施いたしますと

いうことにしたわけでございますから、当然、その比率は別にいたしまして、電気料金

と福祉灯油の値上がり分の比率は別にいたしまして、そういったことも加味されている

んですよということをご理解願えればというふうにも思っております。 

 それと、わだかまりについては、直接、町の方に、私どもの方にそういった話は聞か

されておりませんので、やはり、これはあくまでも申請事務ですので、やはり、しっか

りと町はそのための広報活動というか、そういったものはしっかりいたしますけれども、

あくまでも申請でございますから、それはしっかりと受け止めて、本事業にのれるもの

については当然、町は、申請のあったものについては審査をした中で、当然、交付する

ということになるわけでございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上、よろしいですか。 

 再々質問ですか。 

それでは質問を認めます。 

○９番（樋坂里子君） 本町は、福祉灯油オンリーでやっていくという、今、ご答弁で

したけれども、近隣市町村では、新十津川みたいに１万円は出しておりませんけれども、

いろいろなものに、先ほど私が言ったように電気代だとか、他の方にも使えるようなそ

ういうような券も発行しているというような話も聞きますので、是非、いろいろな多面

的に使えるようなそういう考えも、今後入れていっていただければなと。今回は、福祉

灯油だけの予算とされているので、来年度からの検討課題といたしまして、是非、灯油

だけでなくて、いろいろなものにも使える商品券というのか、何と言うのかな、出して

いる所もあるということなので、是非、他町村の話もよく聞いていただいて、そして、

検討をしていただきたいなということを付け加えて質問を終わります。 

 答弁は、いいです。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 それでは、以上で樋坂里子君の一般質問を終わります。 

 ここで、２時まで休憩いたします。 

（午後１時50分） 

                                      

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後２時00分） 
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○議長（長谷川秀樹君） 引き続き、一般質問を行います。 

次に、２番、西内陽美君、登壇の上、発言願います。 

〔２番 西内陽美君登壇〕 

○２番（西内陽美君） 議長のお許しをいただきましたので、町長に質問をいたします。 

来年４月より、子ども・子育て支援新制度が本格的にスタートします。市町村事業と

して13事業が挙げられており、新制度の中で放課後児童クラブが、地域子育て支援事業

として位置づけられております。 

それによりますと、対象児童は、現在の小学３年生までの利用が、小学６年生にまで

引き上げられ、国が示す省令に基づき、市町村が条例で設備や運営の基準などを定める

ことになりました。 

国による新制度の施行は、各年度の予算編成過程において、財源の確保とセットで検

討され確定するものですけれども、国会の審議を通じて子ども・子育て支援の量的拡充

と、質の改善には１兆円の財源が必要とされたところでありますし、すでに新制度での

認定こども園の移行を進めている自治体も多いことから、現在の国の状況を勘案しまし

ても、予定どおり進められていくものと考えます。 

その中で、放課後児童クラブには、年間600億円余りの予算が見込まれています。本町

は、児童館において放課後児童クラブを運営している状況にあり、小学生の保護者の方々

からは児童館の開館時間の延長を望む声がありますが、児童館事業に対する予算措置は

ありません。そこで、次の３点について、町長にお伺いいたします。 

 ３点の質問の中身は違いますけれども、通告いたしましたとおり、子ども・子育て支

援新制度化での、放課後児童対策に関わるものですので、３点まとめて質問させていた

だきます。 

１点目です。現在、児童館事業としての児童館の運営時間が午後５時30分までです。

放課後児童クラブは、保護者からの利用希望登録を基に児童館の中で運営されています。

保育所は午後７時までの運営が延長保育で整備されています。３月31日に保育所で午後

７時まで保育を受けていたお子さんは、翌日４月１日から５時30分までしか保育を受け

られなくなります。この１時間30分の差は、お子さんにとっても、働く保護者の方にと

っても大きな問題です。 

ただ、児童館は、児童館事業としてむやみに延長すべきではないと考えます。午後５

時30分までの運営で良いと考えますが、財源が見込まれる放課後児童クラブ事業につい

ては、これを拡大して、運営時間を延長して整備することで、子供の安全な居場所づく

りや、保護者の方々のニーズに答えられると思いますが、この点をお伺いしたいところ

が１点目です。 

 ２点目は、その国が示す設置基準、特に児童数の定員と児童数に対する職員の数など

をお聞きしたいと思います。 

 ３点目は、児童館に勤められる職員の方々の研修状況についてお伺いします。子ども・

子育て支援法では、放課後児童健全育成事業に従事する職員の処遇の改善に資するため

の施策のあり方について検討して、その結果に基づいて所要の措置を講ずるとあります。

利用対象年齢が現在の小学３年生から６年生までに引き上げられれば、利用児童数も当

然増えましょうし、障がいを持つお子さんの利用も増えることも予想できますので、職
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員の方への研修も一層充实していかなければなりません。 

 新制度に対する研修を、どのような計画で進めていかれるのかをお伺いします。これ

が３点目です。質問は、以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今、放課後対策をどう進めるかというふうなご質問でござ

いました。 

まず最初に、子ども・子育て支援新制度の財源関係について、ご説明申し上げますと、

子育てをめぐる待機児童の問題等の課題を解消するための支援新制度に充当する財源と

して、あの、西内議員からの質問では、放課後児童クラブに対する予算額は600億円とい

うふうな話でしたね。中身はちょっと異なりますけども、国は、消費税率の引き上げに

より７千億円を恒久的な財源として確保するとともに、この实施のために不足する３千

億円については、その確保に最大限努力するということを言っておられます。 

そのため、支援新制度の根拠法の施行期日を、消費税率を10パーセントへ引き上げる

日の属する年度の翌年度の４月１日までの間において、政令で定める日から施行すると

いうことにしてございます。今ほど、27年４月１日から施行するというような話でござ

いましたですけども、こういったようなことでございます。 

しかしながら、国が、この消費税率の引き上げを１年半、ご承知のとおり先送りをし、

平成29年の４月とするといたしました。加えてまして、衆議院を解散いたしておりまし

て、12月14日は投票日となってございます。その結果によりまして、支援新制度の導入

執行、事業等の見直し、絞込みなども考えられます。ただし、総理大臣は、この支援新

制度については、予定どおり平成27年４月１日から本格的に实施するというふうに発言

をいたしております。 

しかしながら、支援新制度の根本財源に充当する消費税率の引き上げは、平成29年４

月より早まることは、これまでの状況からしますと考えられなく、また、国の支援新制

度基準検討部会等では、財源積算、事業別財源配分等を検討しているというふうに聞い

てございます。ただ、具体的にはまだ示されておりませんので、こういったような状況

下の中では、各地方公共団体におきましても、支援新制度への移行準備等になかなか取

り組んでいかれないというふうな状況にもございます。本当に、そういった面では、む

しろ困惑をしているという状況でございます。 

そういったような中から、本町の児童館等の事業实績などについて、ご説明をさせて

いただきます。児童館は、開設時間を曜日に関わりなく17時30分までとし、１日平均50

人ほどの児童が利用いたしております。児童館を利用して試行を实施しております放課

後児童クラブについては、小学校の長期休業期間及び振替休校日に、８時から18時30分

まで開設し、35人の児童が登録をいたしておりまして、１日平均、長期休業期間にあっ

ては13人、振替休校日にあっては16人しか利用されておりません。このうち、18時以降

の利用児童数は、これは日によって異なりますけれども、１日１人でございます。18時

15分までには、保護者方が迎えに来られまして退館をしているようでございます。 

新十津川保育園については、18時までを開園とし、入園児童は、広域入所を含め73人
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であります。新十津川保育園で、19時まで行っている延長保育の实績は、月平均２人で

ございます。月の平均日数は４日でございまして、ほとんどの場合は18時30分までに保

護者の方が迎えに来ているというのが实情でございます。 

放課後児童クラブについては、これらの实績を踏まえ、開設場所、实施の詳細等を検

討するため、開設日、開設時間等の事業内容を平成26年度と同一といたしまして、利用

対象児童を小学校３年生から６年生までに引き上げまして、平成27年度においても試行

的に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 

次に２番目の質問でございますが、放課後児童クラブの設置基準につきまして、国の

基準を満たした運営を行っておりまして、児童の定員数は基準40人に対して、登録児童

は35人でございます。職員数は、基準２人に対し４人体制で常時２人の方に従事してい

ただいております。他に、児童１人当たりの面積基準、これは1.65平方メートルのよう

でございます。面積基準も満たしております。 

次に３番目の職員の研修の状況でございますけども、４人の児童厚生員が毎年計画的

に研修に参加しており、平成25年度にあっては、北海道と北海道教育委員会が主催する

支援活動研修会に１人、北海道学童保育連絡協議会が主催する学童保育研修会に２人が

参加いたしておりまして、平成26年度にあっても、全く同様でございます。 

北海道学童保育連絡協議会が主催する学童保育研修会に２人、全国学童保育連絡協議

会が主催する学童保育指導員研修会に１人参加しておりまして、他に、近隣の類似施設

に赴きまして、見学研修等も实施をいたしております。 

平成27年度におきましては、国の動向等をしっかりと見極めながら、新十津川保育園

及び児童館を適切に運営するとともに、放課後児童クラブを試行し、子育て支援の充实

に努めてまいりたいというふうに思っております。 

以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 

 はい、再質問を認めます。 

○２番（西内陽美君） ただ今の質問、三ついたしましたが、まず児童館の開館時間に

ついてお伺いしたいと思いますが、ただ今のお話ですと、放課後児童クラブ６時半まで、

昨年試行されましたが、今、27年度も試行的にというお話でございましたが、試行的で

はなくて27年度からは、きちんと６時半からというふうには定められていないのかとい

うことがちょっと不安に思ったところでございます。もうすでに、保護者の方への子育

て支援に関するニーズ調査は終えておりますし、試行もすでに終えられておりますので、

来年度からは、この保育園との整合性を図るということがとても大事だと思うのですね。 

ですから、児童館としては、児童館事業は５時半でも構わないのですが、放課後児童

クラブという形態は、きちんと保育園と同じように６時半までなら６時半までの運営、

そして延長でもって、柔軟性をもって７時までというような形になるのではないかと、

そういうふうに定めていただきたいなというふうに思っていたところでございます。 

それと、政府の今、７千億円云々とありました。これはもちろん、消費税が上がった

時の、子育て支援事業13事業が全部で１兆円かかるという試算があり、その中で消費税

が10パーセントに上がった時点での７千億円を、この13事業に充てるということの政府

の発表でした。それで、その中の600億円というのは放課後児童対策に関する事業に対し
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て、年度ごとに違いますが、600億円か、680億円、大体、平成29年度をピークに予算を

政府の方で組まれておりますし、もうすでに、認定こども園とかが始まっておりますの

で、本町でも今定例会には、いろんな小規模保育事業ですとかも上程されてきておりま

すから、どんどん、どんどん、この試行を推し進められていっている状態です。 

 児童館に関しては、このままでいいのですが、放課後児童クラブを政府の出方を見て

というのでは、ちょっと遅いのではないかなというふうに思っています。今年度、５月

の末くらいだと思ったのですが、新制度に移行するまでの準備期間としては、結構、助

成金が出るという話がありました。５人以上の障害を持つお子さんを配置されるのでし

たら、従事者１人増やすだけの賃金アップの分をみますですとか、６時半まで開園して

いる児童クラブが、それ以降、開園した分の時間延長、職員に対する賃金を上げる場合

には、それ以前、６時半以前に努めている分の賃金も出しますよということが、今年度

初めの方にありましたので、どんどん、どんどん進められているわけですね。 

ですから、今、お話ありましたように、来年度また新たに試行するというのは、いか

がなものかと思いますが、その辺もう尐し、保育園との整合性を図るという観点におか

れては、町長のお考えはどのように思っていらっしゃるのかお聞きしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（植田 満君） まず、先ほど試行的にということでございますが、实質的には

本格的というふうにも理解してされてもらっても構わないのですけれども、ただ、あく

までも、今、制度そのものが、まだ、法律上、４月から施行するというふうなことにも

なっているようですけれども、实際は答弁の中で触れたように、中身が全く不明確であ

るというふうなことから、そういったものがより明確になった段階でもって取り組んで

いくことが、よりベターでないのかなというふうに思っておりますから、これまでも試

行的に取り組んできたわけでございますから、試行という文字は残ってますけども、实

質的、本格的というふうに理解してもらっても構わないというふうにも思っております。 

 それと、13事業のうちの１兆円というふうなお話ございましたですけども、これも答

弁の中で申し上げましたように、国もまだ事業別の財源配分がどういうふうなことにな

るのかというふうなことは、全く示されてきていない状況下の中で、今、この中でどう

こうというふうなことを申し上げる段階にはないというふうにも思っております。 

 それと、新制度に対して、正式にそういったようなものが町の方に連絡としてという

か、文書で通知されてきていないというふうな状況でございますから、今、ちょっとそ

の辺については、お答えのしようがございません。 

 ですから、もう一度、一番目の質問に戻りますけれども、試行的とは言いながらも实

質的に、本格的なことというふうに理解されてもらっても構わないと思いますけれども、

ただ、あくまでも新制度が、より明確に中身も明確に伝えられるということが、最も大

事な事であろうというふうに思ってますから、そういったものが明確になった段階で、

本格的に試行の頭の文字が取れても、それはそれとして構わないのかなというふうにも

思っております。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 再々質問はございますか。 

はい、端的にお願いいたします。 
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○２番（西内陽美君） 試行ではなくて、本格的に实施されるというふうに受け取りま

した。それで、前回、私ではない議員が、放課後対策児童について質問された時に、執

行は児童館事業なんですが、もし延長された場合に対して、児童館の放課後対策としま

しては無料ではないというお話が出てまいりました。 

この保育所も、延長の時には延長保育料がかかりますが、この児童館の放課後対策に

関しましても、利用者負担についてということがきっと出てくると思うのですが、そこ

をお聞きしたいと思います。 

子ども・子育て支援法や児童福祉法では、放課後児童健全育成事業の利用者負担に対

するという規定が定められていないのです。その負担の考え方ですとか、金額や徴収方

法というのは、各自治体の判断に任せられているというのは、今も現行どおりなのです

が、現在の児童館は５時半まで開いておりますので、例えば、本格的に延長された場合、

放課後児童クラブでの延長料金が発生するというのは、５時半以降６時半を超えて７時

とかその分に発生するのか、それとも放課後児童クラブに登録されているお子さんは、

下校時児童館に寄った時点で、５時半前ですね、３時半とか４時頃に寄った時点から閉

館時間までに延長料金がかかるのかということは、今、国の方がどうもはっきりしない

のでということですが、その辺りの、来年から实施に向けてとなりますと、当然、その

利用料の話が出てまいりますので、そこのお考えをお願いしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、それではよろしいですか。 

答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（植田 満君） ちょっと詳細になってまいりましたので、保健福祉課長から答

弁させますので、はい。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、それでは保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） それでは、ただ今の再々質問にお答えさせていただ

きます。まず、児童館事業と放課後児童クラブという事業は、まず別物だということで

押えていただきたいのが１点。 

 それで、本格的な考えということで、放課後児童クラブにつきましては27年度から、

要するに、新十津川小学校の夏休み等の長期休業期間、それから、小学校の振替休日に

８時から18時30分という、今年度、26年度に試行している内容と同じ事業内容で实施し

たいということです。 

それで、試行につきましては、本格的ということで、町長の方からお話がありました

が、その開設日とか開設時間も含めまして、それから实施する場所とか、それと今、お

話のありました利用者負担金についても、いろいろと問題もありますし、いろんなケー

スもありますので、今までの行ってきた試行を踏まえて、その辺についても検討させて

いただく試行として、27年度については、時間、場所等を、实質的には26年度と同じ内

容で行うということです。 

それと、放課後児童クラブの利用者負担金につきましては、お話がありましたけども、

これもまだ、もちろん検討中で試行の方でどうしようかというのを定めなければならな

いんですけども、考えとしましては、児童館とは最初に言いましたように別物ですので、

児童館の終了時間からの分の利用料金とかということではなくて、放課後児童クラブの
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事業としての利用料金ということで、そちらの事業の方にというか、時間的には、例え

ば、８時からということになりますけれども、そちらの事業に対しての利用料金という

考えを、まず検討しながら27年度試行ということで实施するように考えております。以

上です。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、よろしいですか。 

 それでは、再々質問までの質問ということですので、以上で、西内陽美君の一般質問

を終わります。 

次に、５番、笹木正文君、登壇の上、発言願います。 

〔５番 笹木正文君登壇〕 

○５番（笹木正文君） 議長の指示をいただきましたので、町長に対し一般質問をいた

したいと思います。 

 この１週間、すっかり冬景色になった町内の夜の街並みには、真っ白な雪の中でイル

ミネーションが眩いくらい輝いておりますけれども、实は、このイルミネーションは、

一昨年、町長の助言もありまして、商工会が今年のクリスマスまでには何とかというこ

とで实現にこぎつけたものであります。 

 そんな風景の中で、平成26年もあと尐しになりまして、来年は統一地方選挙の年でも

あります。その残された期間は４か月余りとなりました。 

そこで、来年春の任期満了に伴う町長選挙出馬に対する町長の決意と所信をお伺いし

たいと思います。 

 植田町長は、平成19年より、町民の絶大なる支持と信頼を得て本町発展のために２期、

約８年間、町政の舵取りをしていただきました。１期目には、ほほ笑み、気配り、やる

気、優しさに満ちたまちづくりを命題に挙げ、２期目には、歴史に感謝、未来にはばた

くをスローガンに、的確な行財政改革による安定した財政を基軸として、町民が住みや

すいと感じる町の創造を目指してまいりました。 

 そして、名实ともに町民の先頭に立ち、120年余りの歴史に輝く新十津川町をけん引し

てきました。その間、平成23年には、町の指針でもあり、まちづくりの憲法とも言われ

る、まちづくり基本条例を制定し、全ての町民による協働のまちづくりを基本理念とし

た町政を遂行してきました。 

 また、平成22年には、新十津川町環境基本計画を策定し、田園の里新十津川町を守る

べく、住環境の整備及び保全を図るための方策をまとめ上げました。 

 平成24年には、第５次総合計画を策定し、豊かな自然、あふれる笑顔、みんなでつく

る、いきいき未来をスローガンに、平成33年まで10年間の新十津川町のあるべき姿を示

していただきました。 

 このような中で、福祉や教育においては、弱者に対する気くばりの施策として、高齢

者や子供たち、そして妊婦さんに対する健診や予防接種の無料化や、負担軽減を進め、

特に、中学生以下の子供たちの保険医療に係る医療費の無料化を实現したことは、子育

て中の親にとって大きな安心を与えるものでありました。 

 平成21年には、小学校統合を行い、すでに統合を終えている中学校に並んで町内の子

供たちが全く同じ環境で教育を受けられるシステムを構築し、同時に、小中学校の耐震

改修や老朽化した尚武館の移転建築も行い、子供たちの安心、安全な環境づくりを行い
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ました。 

住民生活では、住民の足である交通網を整備し、新しく地域公共交通網としてコミュ

ニティーバスや乗り合いタクシーなどの交通システムを作り上げ、町民の足の確保に努

めました。 

各行政区においては、防犯灯や街路灯のＬＥＤ化を進め、経費節減と明るく安全なま

ちづくりを進める一方、長年使ってきた自治会館において耐震診断を行い、８つの自治

会館の改修や建替えに道筋をつけたのであります。 

歴史に感謝という面では、移住当時にも匹敵するような平成23年の十津川村の大水害

による災害に対し、見舞金や人員派遣を即座に行い、物心両面において母村十津川村を

支え、被災後も尚武館建設の際に、十津川産の檜材を用いたり、母村十津川村商工観光

支援事業として、本町からの十津川村への訪問を則し、十津川村の基幹産業である観光

事業の支援を行いました。 

そうした優しさに満ちた、そういう対応もあり、平成22年に開基120年を迎えた本町と

母村十津川村との絆はより一層深いものとなりました。 

産業面では、基幹産業である農業において、ＴＰＰ問題や担い手問題に対応するため、

ピンネ農業公社を設立して、今後の農業情勢の変化に備えたところであります。 

また、高品質米の生産基盤となる土地改良事業にも力を入れ、農業基盤を確立し、米

価の下落などにも対応し得る強い農業の育成に力を注いでいただきました。 

商工業においては、事業資金補償融資制度による借入利息の全額補給をはじめとする

金融支援策、子育て支援とタイアップした得きっずカードによる子ども生活応援事業で

の消費拡大策などもあります。 

まだまだ、この他にも２期約８年間における植田町政の实績を申し上げると、枚挙に

暇がないところであります。特に、植田町長は、故小畑町長の下で助役として町政に携

わり、その時から、かおる園や吉野園の民営化、保育所の指定管理など、本当に困難と

思える難題に立ち向かってまいりました。 

その結果、現在では、これらの施設は利用者や地域住民にも納得する形で受け入れら

れ、順調な運営が行われているところであります。 

また、長年の懸案であった徳富ダムについても、幾多の困難を乗り越え、ついに完成

を見たわけでありますけれども、この間、治水対策や農業における灌漑用水の整備に取

り組み、西空知水道企業団のトップとしても本町と雤竜、浦臼を含む３町の安全な飲料

水の確保に向けて大きな力を注いでこられました。 

これら大きな事業を成し遂げ、その深い経験と高い見識を備えた植田町長の手腕は、

今後、一層問題化する尐子高齢化社会や人口減尐問題など、その他たくさんの山積する

課題の解決にとって不可欠であると考えております。 

そこで私は、植田町長が３期に向けた町政執行の継続を望むところであります。 

また、私のみならず、多くの町民が来年４月の３期目に向けた立起表明を期待し、待

ち望んでいると思われます。 

来春、統一地方選挙まで５か月を切ったこの時、是非とも、力強い立起の決意をいた

だきたく、私の町長への質問といたします。答弁をお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、答弁を求めます。 
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 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今、笹木議員さんから本当に身に余るお言葉をいただきま

して、本当に大変光栄に思っております。 

 今ほどお話ございましたように、私は平成19年４月、新十津川町長選挙におきまして、

今は亡き小畑町長の後を受けまして、図らずも新十津川町長という重責を与えていただ

きました。 

 早いもので、２期８年の任期を４か月余りで終えることとなります。この間、町民の

皆さんをはじめ、町議会議員の皆様、そして、職員の皆様のご支援とご協力に対し、町

長という職を何とか全うすることができたというふうにも思っております。改めて感謝

とお礼を申し上げます。 

 結論から申し上げさせていただきますけれども、平成27年４月の統一地方選挙に当た

りましては、新十津川町長３選の立候補は致す意思は持っておりませんので、ご理解を

賜りたくお願いを申し上げたいと思っております。 

 しっかりと、今後は後進に道を譲ってまいりたいというふうに思っております。今ほ

どは、笹木議員さんから、本当に身に余るお言葉をいただきました。これも私一人でで

き得るものではなく、多くの町民の皆様をはじめ、議員の皆様、そして、副町長、教育

長、そして職員の皆さん方のご支援があって、こういったようなことに相成ったという

ふうにも思っております。 

 ただ一つ、申し上げるならば、本当に自治体の憲法とも言うべき、まちづくり基本条

例を制定できた。このことが、町民の皆さんとともにまちづくりを進めていこうと、そ

ういった気運が醸成されたことにつきましては、本当にこの上なくうれしく思っている

次第でございます。 

 私は、昭和38年に高校卒業と同時に、新十津川町の役場にお世話になり、職員、そし

て町長という立場で、实に50年以上、半世紀に亘りまして勤めさせていただきました。

加えまして、ちょうど今年が、私も70歳、古希という節目を迎えたことでもございます。

こういったようなことから、先ほども申し上げましたように、後継の方に道を譲りまし

て、まちづくりを託したいというふうにも思っているところでございます。 

 今、まちづくりにおいて幾多の課題もあることは十分承知をいたしてございます。人

口減尐、尐子高齢化、教育基本法の改正に伴う総合教育会議の問題、あるいは医療介護

推進法の制定に伴いまして、新たに医療介護事業も自治体で、市町村で实施をしなけれ

ばならないだとか、多くの課題があるわけでございまして、加えまして、こればかりで

はございません。農業についても、商工業についても全く今同様な課題も山積している

のも十分承知をさせていただいているところでございますけども、そういった中で、無

責任であると思われる向きもあるかもしれません。課題については、これはいつの時代

にも存在するなと、これは自分勝手な言い方ではございますけども、課題については、

いつの時でも存在をするのかなというふうにも思っております。 

 こういったことは、後に就いてくれる方が、そして有能な職員がおりますので、しっ

かりと解決をしてくれるものというふうに確信をいたしております。 

 今、申し上げられることは、あと残りの４日月余の職務を、しっかりと全うしてまい
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りたいというふうに思っております。 

 これまで、本当に８年間にわたりましてお世話になりましたことを厚くお礼を申し上

げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 

 はい、再質問を許します。 

 笹木正文君。 

○５番（笹木正文君） 再質問をせずに質問を終えたかったのでありますけれども、期

待に反して尐し残念な答えが返ってきましたので、もう一度、お聞き直ししたいと思い

ます。 

 町長は今、人口問題も挙げていらっしゃいました。そして、いつの時代もという話あ

りましたけれども、昨年の本町の人口は、皆様もご存じのように7,000人を切ってしまし

ました。先ほどの町長の午前中の話でも、11月30日現在で6,920人ということであります。

また、20年後には5,000人を切るとも予想されております。そして、先ほど町長が申して

おりました尐子高齢化も進みまして、65歳の高齢化率が35パーセントを超えたようにな

っておりまして、また、平成30年には40パーセントを超えるという予測も出ております。 

 そんな中、町長は、今年度から大胆な定住促進策を始めまして、町外からの移住者に

対し新築住宅には約200万円の補助金をはじめとする各種住宅取得支援制度、また、それ

と併用して、中学生以下の子供のいる家庭には、１人当たり15万円の商品券を進呈する

といった思い切った施策を行い、現在、町内外から新築住宅の建設や中古住宅の購入が

相次いでいる状態であります。 

 また、先月末、町長、議長、そして釣部道議とともに東京の防衛省に出向き、岩田陸

上幕僚長と面会が叶い要望を行ってきました。今朝、ファックスで私の所にもプリント

も届いたのですけれども、今月、また、第10普通科師団に要望に行くというようなこと

でもあります。これは、自衛隊滝川駐屯地が即応機動部隊になった場合に、200から300

人程度の隊員の増加が予想されることから、その隊員住宅の一部を、是非、新十津川町

へ誘致というようなことの内容の要請で、私は、その時、良い感触を得たなという思い

で帰ってまいりました。 

しかし、これらの案件は、今年動き出したばかりの事柄でありまして、今年度中に答

えが出るものではありません。まして、町の根幹でもあります、先ほど町長申しており

ました人口問題であります。それを考える時、現在、この課題に精通し、方向性を見い

だせるリーダーは、経験と手腕に裏打ちされた植田町長以外、他にはないというふうに

考えるところであります。 

それと、この庁舎においても耐震基準が満たされておらず、改修をするのか、建替え

をするのか、耐震改修最後の大きな要の物件として適切な判断を下すべき、大きな宿題

も残されております。 

そして、平成24年に作成された第５次総合計画も今年でまだ２年目であり、この計画

についても全期間の半分以上の進捗状況を植田町長に見届けてもらうところを望むとこ

ろであります。 

特に、植田町長は、故小畑町長の下で助役として町政に携わり、そのような中で、い

ろいろな場面で国や道、そして自衛隊等において大変良好な関係を築き上げてきました。
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植田町長には、町民は無論のこと、あと１期４年間、町政を担っていただきたいと思う

のは、私だけではないと思います。 

本日、いつもに比較して非常にたくさんの傍聴の方がいらしております。これも皆さ

んそのような思いでないのかなと、そのように察するところであります。 

そんな理由からも、先ほど答弁いただいた考えの再考を、是非、お願いしたいと思っ

ておりますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（植田 満君） はい、再質問につきまして、お答えをさせていただきたいと思

います。 

 先ほど申し上げましたように、本当に多くの課題が残っていることは、本当に重々承

知いたしております。そういった中で、無責任であるというふうなことを言われても、

これは甘んじて受けなければならないのかなというふうにも思っております。 

 ただ、概ね、それなりの道筋はついておりますので、後を継いでくれる方が、しっか

りと取り組んでいただけるものというふうに確信をいたしております。 

 で、なおかつ、先ほど申し上げましたように、有能な職員がしっかりと、その辺はサ

ポートしてくれるわけでございますから、そのことについては何ら間違いなく、我が町

の新十津川町の方向は、間違いなく進んでいくというふうに考えております。 

 そんなようなことで、今ほど申し上げさせていただきましたように、本当に、これま

での８年間、町民の皆さん方に評価をしてもらえればいいわけでございますけれども、

ある程度、自分なりにも責任を果たさせてもらったのかなというふうな思いの中で、こ

れを機に、来年の４月の統一地方選挙には立候補しないという方向で、これからもこの

考え方は変わらないということでございますので、ご理解を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） よろしいですか。 

はい、笹木正文君。 

○５番（笹木正文君） ちょっと、尐々しつこいような形になりますけれども、決して

無責任とは、そんなことは思ってはおりません。 

 確かに、道筋をつけていただきました。今までも、この件に関して、議員という立場、

それ以外の立場でも、町長に何回か同じような要請をさせていただきました。 

 その都度、私と一緒に同行したほかの方々も同じ意見でありまして、何とか、３期12

年をお願いしたいというふうに申し上げてきましたけれども、その際、町長は、私は、

故小畑町長の助役の期間も含めて３期12年と考えるというような答えをいただいたと記

憶しております。 

 はっきり２度、答えをいただいて、その上、非常にせんえつながら申し上げれば、何

か事を成したり、物事のストーリーには起承転結という言葉があります。その言葉を引

用して植田町長にとっては、助役時代が起であり、町長１期目は承であるのかなという

ふうに思っております。そして、現在の２期目が転の時期であると。 

確かに、この転の２期目の３年半余りは国の政権が再び変わったり、先ほどから申し

上げておりますように、本町の人口が7,000人を切ったりと、正に、転である時期であっ
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たのかもしれませんが、そういった意味合いからも、本当は、是非とも植田町長には、

最後の締めとなる、この起承転結の結の部分の４年間も継続して、町政に携わられるこ

とをお願いしたいところであります。 

 いろいろ答弁をいただきましたので、もう一度、これを言えというのはなかなか言い

ずらいのでありますけれども、私は、もう一度、再考することを期待して、この質問を

終わらせていただきますけれども、町長、何か答えというよりも、おっしゃることがあ

ればお願いをいたしますし、なければないでそれで結構です。私の質問は、以上で終り

ます。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは、最後に笹木議員の想いを受けて、町長、再度、お

願いいたします。 

○町長（植田 満君） 同じような答弁で誠に恐縮とは存じますけれども、今ほど申し

上げましたように、私の考え方は変わらないということでございますので、そのことを

ですね、ご理解を願いたいというふうに思っております。 

 本当に、先ほどから何遍も申し上げますけども、議員の皆様、そして町民の皆様、本

当に職員の皆さん方に対し、感謝を申し上げたいというふうに思っております。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは以上で、笹木正文君の一般質問を終わります。 

これをもちまして、一般質問を終了いたします。 

３時５分まで休憩いたします。 

（午後２時53分） 

＜演台撤去＞ 

                                      

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後３時05分） 

                                      

◎議案第49号の上程 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第７、議案第49号、新十津川町特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたしま

す。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今、上程をいただきました議案第49号、新十津川町特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について。 

 新十津川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例を次のように定めるといたしまして、８枚目をめくっていただければと思います。 

提案理由でございます。子ども・子育て支援法の制定により、特定教育・保育施設の

運営に関する基準及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める必要があるため、

この条例の制定について議決を求めるものでございます。 

なお、内容の説明につきましては保健福祉課長より申し上げますので、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。 
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○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 長谷川雄士君登壇〕 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） 議案第49号、新十津川町特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についての、内容の説明を行

います。 

 子育てをめぐる課題等を解消する子ども・子育て支援新制度を執行するため平成24年

８月に公布されました、子ども・子育て支援法第34条第２項は、特定教育・保育施設の

設置者は、市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従い特定教

育・保育を提供しなければならないと規定し、同法第46条第２項は、特定地域型保育事

業者は、市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い、特定地

域型保育を提供しなければならないと規定しています。 

 したがいまして、市町村は、これらの運営に関する基準を定める条例を制定する必要

があり、この条例案は、法令の委任を受け、本町におけるこれらの基準を定めるための

ものであります。 

 この条例の制定時期については、平成27年度から基準の運用ができるように、平成26

年度中に行う必要があると、国からの通知がなされております。 

 このことは、施設型給付費及び地域型保育給付の支給は市町村の確認が必要であり、

運営基準を満たしていない場合は、確認の取消し等の対象となることから、特定教育・

保育施設及び地域型保育事業の事業者にとっては、施行日前においても手続をとること

ができる給付費の確認を受ける前提として、運営基準を満たしておく必要があります。

このため、子ども・子育て支援新制度の本格施行前の周知期間及び準備期間を考慮し、

今回上程するものであります。 

 法令の委任を受け、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準を定め

るこの条例は、基準となる内閣府令と同様に、３章からなる章立ての、本則52条及び附

則７項で構成しております。市町村の条例で定める運営の基準については、子ども・子

育て支援法において、利用定員並びに小学校就学前の子供の適切な処遇の確保及び秘密

の保持並びに健全な発達に密接に関連するものについては、内閣府令で定める基準に従

い定めることと規定しております。 

 したがって、この上程しました条例は、内閣府令で定める基準に従い、策定したもの

であります。 

 続きまして、条例の内容について説明いたします。まず、条例題名の特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業について説明します。 

 特定教育・保育施設とは、子ども・子育て支援新制度に移行する支援施設であって、

町長が施設型給付費の支給に係る施設として認定する、幼稚園と保育所との機能を併せ

持つ施設であります認定こども園並びに幼稚園及び保育所をいいます。 

 特定地域型保育事業とは、子ども・子育て支援新制度に移行する支援事業であって、

町長が地域型保育給付費の支給に係る事業として認定する、町長が認める家庭的保育者

の居宅その他の場所において、５人以下の小学校就学前子どもに行う家庭的保育、６人
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以上19人以下の小学校就学前子どもを保育することを目的とする施設において行う小規

模保育、町長が認める家庭的保育者が小学校就学前子どもの居宅において行う居宅訪問

型保育又は事業主若しくは共済組合等が設置し、若しくは委託する施設において、事業

主が雇用する労働者若しくは共済組合等の構成員が監護する小学校就学前子どもに行う

事業所内保育を行う事業をいいます。 

したがって、この条例は、本町内に存するこれらの施設又は事業の運営基準を定める

ものであります。 

 第１章、第１条から第３条までは、総則としまして、この条例の趣旨、定義及び一般

原則を規定しています。第３条の一般原則として、適切な環境の確保、子供の意思及び

人格の尊重、関係機関等との連携、人権擁護、虐待防止等のための体制整備、従業者へ

の研修实施等の基準を定めています。 

 第２章、第１節第４条は、特定教育・保育施設の利用定員に関する基準の規定であり

ます。認定こども園及び保育所の利用定員を20人以上と定めています。なお、幼稚園に

つきましては、現行と同様に、利用定員の下限を設けてはいません。 

 第２章第２節、第５条から第34条までは、特定教育・保育施設の運営に関する基準の

規定であります。第６条は、保護者から利用の申込みがあった場合は、正当な理由がな

ければこれを拒んではならないと定めております。第13条は、利用者負担額の規定であ

ります。 

保護者から法定代理受領、これは、町は、保護者が特定教育・保育施設に支払うべき

費用について、施設型給付費として当該保護者に支給すべき額の限度において、当該保

護者に代わり、特定教育・保育施設に支払うことができるというものであります。この

法定代理受理により施設型給付費を受ける場合は、町長が定める利用者負担額の支払を、

法定代理受領によらない場合は内閣総理大臣が定める基準により算定した額の支払を受

けると定めています。その他、保護者、町等に対する事務手続、子供の状況等に対する

措置、小学校等との連携、運営体制、勤務体制等の確保などについての基準を定めてい

ます。 

 第２章第３節、第35条及び第36条は、特例施設型給付費に関する基準の規定でありま

す。これは、特例施設型給付費の支給対象となる特別利用保育及び特別利用教育に関す

る基準を定めるものであります。この特別利用保育とは、子ども・子育て支援法第19条

第１項第１号に規定する３歳以上で保育認定の対象とならない子供である１号認定の子

供に対し保育所から提供される保育のことをいい、特別利用教育とは、同法第19条第１

項第２号に規定する３歳以上で保育認定の対象となる子供である２号認定の子供に対し

幼稚園から提供される教育のことをいいます。 

 特別利用保育に関する基準として、北海道が条例で定める児童福祉施設の設備及び運

営に関する基準の遵守、子供の総数の制限及び運営に関する本章第２節の適用について

定めています。特別利用教育に関する基準として、文部省令の幼稚園設置基準の遵守、

子供の総数の制限及び運営に関する本章第２節の適用について定めております。 

 第３章第１節、第37条は、特定地域型保健事業の利用定員に関する基準の規定であり

ます。家庭的保育事業にあっては１人以上５人以下、小規模保育のうち保育所の分園型

である小規模保育事業Ａ型及び小規模保育の中間型である小規模保育事業Ｂ型にあって
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は６人以上19人以下、小規模保育のグループ型である小規模保育事業Ｃ型にあっては６

人以上10人以下、居宅訪問型保育事業にあっては１人と、利用定員を定めております。 

 なお、事業所内保育事業につきましては、現行と同様に、利用定員の上限及び下限を

設けてはおりません。 

 第３章第２節、第38条から第50条は、特定地域型保育事業の運営に関する基準の規定

であります。特定教育・保育施設の運営に関する基準の規定と同様に、正当な理由のな

い提供拒否の禁止、利用者負担額、保護者、町等に対する事務手続、子供の状況等に対

する措置、他の施設等との連携、運営体制、勤務体制等の確保などについての基準を定

めています。 

 第３章第３節、第51条及び第52条は、特例地域型保育給付費に関する基準の規定であ

ります。これは、特例地域型保育給付費の支給の対象となる特別利用地域型保育及び特

定利用地域型保育に関する基準を定めるものであります。この特別利用地域型保育とは、

１号認定の子供に対し、特定地域型保育事業から提供される保育のことをいい、特定利

用地域型保育とは、２号認定の子供に対し、特定地域型保育事業から提供される保育の

ことをいいます。 

 特別利用地域型保育に関する基準として、本定例会の議案第50号で上程する、本町が

条例で定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の遵守、子供の総数の制限

及び運営に関する本章第２節の適用について定めております。特定利用地域型保育に関

する基準として、同じく議案第50号の町が条例で定める家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準の遵守、子供の総数の制限及び運営に関する本章第２節の適用について

定めております。 

 続きまして、附則について説明します。 

附則第１項は、この条例の施行期日の規定であります。この条例が子ども・子育て支

援新制度の執行のための法の委任を受けて施行するものでありますから、根拠規程であ

ります、子ども・子育て支援法の施行日から施行すると定めております。 

 附則第２項及び第３項は、私立の保育所である特定保育所に関する経過措置規定であ

ります。子ども・子育て支援法附則第６条は、当分の間、私立保育所の特定教育・保育

に要した経費については、施設型給付費制度に代えて委託費の支払とするとしておりま

す。この法規定を受けまして、私立保育所の施設型給付費に係る必要な読み替えを規定

するものであります。 

 附則第４項及び第５項は、施設型給付費等に関する経過措置規定であります。子ども・

子育て支援法附則第９条は、幼稚園に対する、現在の国及び地方の費用負担状況等が都

道府県間における、ばらつきを踏まえまして、円滑な子ども・子育て支援新制度への移

行のため、当分の間、費用負担を義務的経費であります全国統一費用部分と、裁量的経

費であります地方卖独費用分との合計額とするとしております。これを受けまして、幼

稚園の施設型給付に係る必要な読み替えを規定するものであります。 

 附則第６項及び第７項は、小規模保育事業Ｃ型の利用定員の確保及び特定地域型保育

事業の連携施設の確保のための、施行日から５年間に限定する経過措置を定めておりま

す。 

 以上で、議案第49号、新十津川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営



 - 44 - 

に関する基準を定める条例の制定についての、内容の説明を終わります。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第49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50号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８、議案第50号、新十津川町家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今、上程をいただきました議案第50号、新十津川町家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について。 

新十津川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定を次の

ように定めるといたしまして、９枚目でございます。 

９枚目をめくっていただきますと、提案理由でございます。子ども・子育て支援法及

び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改

正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律における児童福祉法の改正によ

り、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める必要があるため、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。 

長い条文でございますけれども、内容につきましては保健福祉課長からご説明を申し

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、内容の説明を求めます。 

保健福祉課長。 

〔保健福祉課長 長谷川雄士君登壇〕 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） 議案第50号、新十津川町家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例の制定についての、内容の説明を行います。 

 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が平

成24年に公布されました。この整備法により児童福祉法が改正され、改正後の児童福祉

法第34条の16は、市町村は、家庭的保育事業等の設備及び運営については、条例で基準

を定めなければならないと規定しております。 

 したがって、市町村は、この設備及び運営に関する基準を定める条例を制定する必要

があり、この上程案は、法令の委任を受け、本町における家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定めるためのものであります。  

 この条例の制定時期については、平成27年度から基準の運用ができるように、平成26

年度中に行う必要があると、国からの通知がなされております。 

 このことは、家庭的保育事業等は、経営主体に制限がなく、当該事業の認可申請が本

町になされた場合は、認可要件の一つとして、家庭的保育事業等の設備及び運営の基準

に適合するか否かを審査する必要があるとともに、家庭的保育事業等は地域型保育事業
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として地域型保育給付費の支給対象となるものであり、当該経営主体は、本町の給付の

確認を受ける前提として、設備及び運営の基準を満たしておく必要があります。このた

め、子ども・子育て支援新制度の本格施行前の周知期間及び準備期間を考慮し、今回上

程するものであります。 

 法令の委任を受け、家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定めるこの条例は、基

準となる厚生労働省令と同様に、５章からなる章立ての、本則49条及び附則５項で構成

しておりまして、市町村の条例で定める設備及び運営の基準については、児童福祉法に

おいて、家庭的保育事業等に従事する者及びその員数並びに児童の適切な処遇の確保及

び秘密の保持並びに健全な発達に密接に関連するものについて、厚生労働省令で定める

基準に従い定めることと規定しております。 

 したがって、この上程しました条例は、厚生労働省令で定める基準に従い、策定した

ものであります。 

 続きまして、条例の内容について説明いたします。まず、条例題名の家庭的保育事業

等について説明いたします。 

 家庭的保育事業等とは、子ども・子育て支援新制度に移行する支援事業であって、町

長が地域型保育給付費の支給に係る事業として認定する、家庭的保育事業、小規模保育

事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいいます。 

 したがって、この条例は、本町内に存するこれらの事業の設備及び運営の基準を定め

るものであります。 

 第１章、第１条から第22条までは、総則としまして、家庭的保育事業等の４つの事業

に共通する条例趣旨、定義、最低基準の原則及び４事業の共通基準を規定しています。

この共通基準は、厚生労働省令で定める基準に従い、一般原則、連携施設の確保、非常

災害対策、職員の一般的要件、利用乳幼児に対する差別、虐待等の禁止、衛生管理等、

食事の提供、健康診断の实施、規程等の整備、秘密保持、苦情対応等の基準であります。 

 第２章、第23条から第27条までは、家庭的保育事業に固有の基準を定めるものであり

ます。家庭的保育事業を行う場所の要件、配置すべき職員及び１人の保育者が保育する

ことのできる乳幼児数、保育時間、保育内容並びに保護者との連絡についての基準を定

めております。 

 第３章、第１節第28条は、小規模保育事業の区分を、本定例会の議案第49号で上程し

ました、先ほどの条例制定議案でありますけれども、新十津川町特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第37条第１項の利用定員の規定

に基づき、保育所の分園型である利用定員６人以上19人以下の小規模保育事業Ａ型、小

規模保育の中間型であります利用定員が同じく６人以上19人以下の小規模保育事業Ｂ型、

小規模保育のグループ型である利用定員６人以上10人以下の小規模保育事業Ｃ型、以上

３区分とすると定めております。本章は、この３区分の類型の特性に応じて、それぞれ

に固有の基準を定めるものであります。 

 第３章第２節、第29条から第31条までにあっては、小規模保育事業Ａ型、第３節、第

32条及び第33条にあっては、小規模保育事業Ｂ型、第４節、第34条から第37条までにあ

っては、小規模保育事業Ｃ型について、それぞれの事業所の設備、職員、保育時間、保

育内容及び保護者との連絡についての基準を定めております。 
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 第４章、第38条から第42条までは、居宅訪問型保育事業に固有の基準を定めるもので

あります。居宅訪問型保育事業者が提供する保育の内容、事業所の設備及び備品、保育

者１人が保育することができる乳幼児数及び居宅訪問型保育連携施設の確保についての

基準を定めるほか、家庭的保育事業の基準の準用により、保育時間、保育内容及び保護

者との連絡についての基準を定めております。 

 第５章、第43条から第49条までは、事業所内保育事業に固有の基準を定めるものであ

ります。事業所内保育事業は、事業所を設置する企業、病院等の従業員の子供のほか、

地域において保育を必要とする子供にも保育を提供することとされているため、利用定

員の設定についての規定を設け、事業所の利用定員の規模に応じて定める数以上の地域

の子供の定員枠を定めなければならないと定めております。 

 また、事業所内保育事業は、利用定員の上限及び下限が定められていないことから、

利用定員の規模に応じて異なる基準を定めております。すなわち、利用定員が20人以上

の保育所型事業所内保育事業については、保育所との整合性を考慮した基準を定めてお

り、利用定員が19人以下の小規模型事業所内保育事業については、小規模保育事業のＡ

型及びＢ型との整合性を考慮した基準を定めています。これらの基準の内容としては、

他の事業と同様に、それぞれの事業所の設備、職員、保育時間、保育内容及び保護者と

の連絡についての基準並びに保育所型事業所内保育事業に係る連携施設の特例について

の基準を定めております。 

 続きまして、附則について説明いたします。 

附則第１項は、この条例の施行期日の規定であります。この条例が子ども・子育て支

援新制度の執行のために法の委任を受けて施行するものでありますから、根拠規程であ

ります、この条例の必要性において説明いたしました整備法の施行日から施行すると定

めております。 

 附則第２項から第５項は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の経過措置

規定であります。食事の提供の实施、連携施設の確保、小規模保育事業Ｂ型及び小規模

型事業所内保育事業の職員の確保並びに小規模保育事業Ｃ型の利用定員の確保のための、

施行日から５年間に限定する経過措置を定めております。 

 以上で、議案第50号、新十津川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定についての、内容の説明を終わります。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第50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51号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第９、議案第51号、新十津川町情報公開条例の一部改正

についてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今、上程をいただきました議案第51号、新十津川町情報公

開条例の一部改正について。 
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 新十津川町情報公開条例の一部を改正する条例を次のように定めるといたしまして、

提案理由でございます。 

電磁的記録による情報公開を可能にするため、この条例の一部改正について議決を求 

めるものでございます。 

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

上、議決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、内容の説明を求めます。 

総務課長。 

〔総務課長 藤澤敤司君登壇〕 

○総務課長（藤澤敤司君） それでは、ただ今、上程いただきました議案第51号、新十

津川町情報公開条例の一部改正について、内容のご説明を申し上げます。お手元の新旧

対照表も合わせてご参照いただきたいと存じます。 

本条例は、公文書の公開により町政に対する理解と信頼を深め、町政に寄与すること

を目的として、平成12年に制定されております。 

以来、10数年を経過いたしましたが、この間の情報化技術の進展により、日常業務で

使用する記憶媒体は多様化してまいりました。 

このことにより、公文書の保管方法も変化してきていることから、情報公開請求に速

やかにかつ省力化を図って対応できるよう、その取扱いについて、条例の一部改正をす

るものであります。 

第２条第２号は、定義規程ですが、公文書の定義に、電磁的記録、これは、電子的方

式、磁気的方式、その他、人の知覚によって認識することができない方式で作られた記

録のことで、ＣＤ－ＲＯＭなどに記録されたものを差します。この電磁的記録を含める

こととして文言の整理をし、関連して、第３号の定義も整理いたしました。 

第12条では、第２項に、公文書の公開方法として、電磁的記録はその種別、情報化の

進展状況等を勘案して規則で定める方法により行うと規定しました。これは、急速な情

報技術の進展により、現時点では予測のできない記億媒体等が出現することも想定し、

その取扱いに対しても柔軟な対応ができるよう規則に委任しているものであります。 

附則として、この条例は公布の日から施行するとしております。 

 以上で、内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議を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51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52号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第10、議案第52号、平成26年度新十津川町一般会計補正予

算（第５号）を議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 
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○町長（植田 満君） ただ今、上程をいただきました議案第52号、平成26年度新十津

川町一般会計補正予算第５号でございます。 

平成26年度新十津川町一般会計補正予算は、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2,920万１千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ65億4,777万７千円とする。 

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

出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。 

地方債の補正。 

第２条、地方債の追加及び変更は、第２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ご説明を申し上げますので、よろしくご審議の

上、議決たまわりたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

副町長。 

〔副町長 佐川 純君登壇〕 

○副町長（佐川 純君） それでは、上程いただきました議案第52号、平成26年度新十

津川町一般会計補正予算第５号となります。内容の説明を申し上げます。 

８ページ、９ページをお開き願います。歳入歳出予算補正事項別明細書。総括、歳入

であります。補正のある款のみ申し上げます。 

13款、分担金及び負担金。補正額２万４千円、計9,598万円。 

15款、国庫支出金。補正額864万円、計３億2,197万１千円。 

18款、寄附金。補正額260万円、計447万１千円。 

19款、繰入金。補正額1,163万７千円、計２億8,942万１千円。 

22款、町債。補正額630万円、計10億5,567万３千円。 

歳入合計、補正額2,920万１千円、計65億4,777万７千円。 

次に、歳出であります。 

２款、総務費。補正額705万６千円、計５億217万７千円。財源内訳、その他財源260

万円、一般財源445万６千円。 

３款、民生費。補正額283万１千円、計６億9,001万１千円。財源内訳、その他財源２

万４千円、一般財源280万７千円。 

４款、衛生費。補正額83万７千円、計４億9,691万２千円。財源内訳、地方債420万円、

一般財源は減額の336万３千円です。 

７款、商工費。補正額200万円、計１億8,364万３千円。財源内訳、一般財源200万円。 

８款、土木費。補正額500万円、計５億8,409万６千円。財源内訳、一般財源500万円。 

10款、教育費。補正額57万７千円、計５億6,573万８千円。財源内訳、一般財源57万７

千円。 

11款、災害復旧費。補正額1,090万円、計2,730万円。財源内訳、国道支出金864万円、

地方債210万円、一般財源16万円。 

歳出合計、補正額2,920万１千円、計65億4,777万７千円。財源内訳、国道支出金864
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万円、地方債630万円、その他財源262万４千円、一般財源1,163万７千円。 

次に、地方債の補正を説明いたします。７ページにお戻りいただきたいと思います。 

第２表、地方債補正。まず追加であります。 

起債の目的、現年度発生公共土木施設災害復旧事業債。限度額210万円。起債の方法、

普通貸借又は証券発行。利率、５パーセント以内。償還の方法、政府資金については、

その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、

町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換

えすることができる。内容については、歳出で申し上げますけれど、今年度発生した災

害復旧に係る起債であります。 

続きまして、変更。 

起債の目的、し尿処理施設整備事業債。変更のところのみ申し上げます。補正前限度

額1,250万円、補正後限度額1,670万円。後の内容は同じであります。内容についてであ

りますけれど、し尿処理を公共下水道施設で行うＭＩＣＳ事業負担金の起債については、

当初予算では限度額の1,250万円しか見込めなかったところでありますけれど、今回過疎

債の起債が見込めるということで、負担金ほぼ全額に変更しようとするものであります。 

次に、歳出の内容を申し上げます。20ページ、21ページをお開き願います。２款総務

費。 

２款１項１目一般管理費。補正額75万６千円、計3,537万８千円。財源内訳、一般財源

75万６千円。内容を申し上げます。５番、規程審査事務75万６千円。これは、マイナン

バー制度導入に伴います町条例等、例規整備及び行政手続き条例整備に係る経費を補正

しようとするものでございます。 

続きまして、６目交通安全対策費。補正額17万９千円、計6,096万６千円。財源内訳、

一般財源17万９千円。内容を申し上げます。４番、中央地区市街街路灯維持管理事業17

万９千円。これについては、街路灯の年間電気料の確定期間は、毎年12月から11月まで

の１年間と決まっておりますけれど、この電気料の確定に伴いまして、不足分の補正を

いたすところであります。理由は、電気料の改定あるいはＬＥＤ改修に伴いまして、こ

の時期が予定と若干違っていたということもあり、また、灯数の追加等により、当初見

込みより、その額より増額したというものでございます。 

10目諸費。補正額612万１千円、計1,701万７千円。財源内訳、特定財源、その他財源

260万円、これは、ふるさと応援寄附金であります。一般財源352万１千円。内容を申し

上げます。３番、ふるさと応援寄附金推進事業352万１千円。これについては、９月の第

３回定例会でも補正いただきましたところでありますけれど、その後も寄附者が増えて、

現予算では特産品の贈呈等経費に不足を生じることから補正するものでありますけれど、

今後の見込みを含めて700件分の特産品及び送料の補正であります。ちなみに、行政報告

でもありましたですけれど、12月５日で見ますと、約400人の500件の申し出ということ

になります。特産品については500件ということになります。続きまして、９番、ふるさ

と応援基金積立金260万円。これは、11月18日現在までの寄附金については339件、447

万円ということでありますけれど、これを基金に積み立てをしようとするための現予算

との差額の補正でございます。 

次のページ、22、23ページ、民生費であります。 
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３款１項１目社会福祉総務費。補正額244万４千円、計9,483万８千円。財源内訳、一

般財源244万４千円であります。内容を申し上げます。14番、福祉灯油助成事業240万円。

これについては、先ほど一般質問の回答でもありましたけれど、昨年度に引き続き、高

齢者世帯等の低所得者世帯に福祉灯油を交付するというものでございます。100リットル

を限度として200世帯を見込んでおります。なお、財源については、一般財源として見込

んでおりますけれど、道の補助金、交付金が確定した段階では、財源調整をするという

ことになります。続きまして、15番、民生委員推薦会事務４万４千円。これは、花月区

の民生委員さん、３名おられますけれど、その内の１名の方から、健康上により辞任さ

れましたので、後任者の推薦手続きが必要なことから、推薦会の経費を補正するもので

ございます。 

 ２目高齢者福祉費。補正額38万７千円、計１億4,401万１千円。財源内訳、その他財源

２万４千円。これは、老人福祉施設入所措置費本人・扶養義務者負担金であります。一

般財源36万３千円。内容を申し上げます。１番、老人福祉施設入所措置事業38万７千円。

これは、歌志内市の老人福祉施設が、市から社会福祉法人に移管されたことに伴いまし

て、事務費支弁額設定方法が変更になり、負担額が増額となったことから、不足額を補

正するというものでございます。この施設については、本町から３名の方が入所されて

おります。 

続きまして、24、25ページ、４款衛生費であります。 

４款１項５目健康づくり推進費。補正額83万７千円、計2,582万２千円。財源内訳、一

般財源83万７千円。内容を申し上げます。６番、健康づくり対策事業83万７千円。これ

は、現在、保健師１名が産前産後休暇を取っておりますけれど、今後、育児休暇の申し

出もありますので、これに伴いまして、代替え臨時保健師の賃金を補正するものでござ

います。 

２項２目し尿処理費。補正額はありません。財源の更正であります。特定財源、地方

債420万円、これは、し尿処理施設整備事業債420万円。一般財源減額の420万円。先ほど、

地方債の補正で申し上げましたＭＩＣＳ事業負担金の財源更正でございます。 

続きまして、26、27ページ、商工費となります。 

７款１項１目商工振興費。補正額200万円、計5,272万８千円。財源内訳、一般財源200

万円。内容を申し上げます。10番、企業振興促進事業200万円。これについては、町内企

業１社が企業振興促進条例の優遇措置を受けられる工場の増設等を行い、工場店舗等の

増設を行い指定業者として確定したことから、条例に基づく助成金を補助するものでご

ざいます。 

 続きまして、28、29ページとなります。土木費。 

８款２項１目道路維持費。補正額200万円、計２億1,282万１千円。財源内訳、一般財

源200万円。内容を申し上げます。３番、道路維持車両管理事業200万円。これは、現在、

町有の車両15台ありますけれど、この車両修理費に不足が見込まれますことから、今後

の必要額を補正するというものでございます。 

５項１目住宅管理費。補正額300万円、計4,707万８千円。財源内訳、一般財源で300

万円。内容を申し上げます。１番、公営住宅維持管理事務300万円。これについては、今

年度に入ってということでありますけれど、公営住宅入退去時の修繕費が当初見込みよ
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り増えていることから、今後の状況を鑑みますと不足するということで、今後の必要見

込み額を補正するものでございます。 

次に、30、31ページ、教育費であります。 

10款５項３目学校給食運営費。補正額57万７千円、計２億1,238万２千円。財源内訳、

一般財源57万７千円。内容を申し上げます。２番、学校給食提供事業57万７千円。これ

については、給食センターの増築工事中でありましても、給食提供のための調理を行っ

てきたところでありますけれど、工事状況もありまして、当初予定勤務時間を延長して

対応してきたことから、賃金に不足を生じるということで、補正をするものでございま

す。 

続きまして、32、33ページであります。災害復旧費であります。 

11款１項２目現年度災害復旧費。補正額1,090万円、計1,290万円。財源内訳、国道支

出金864万円、これは、現年度発生災害復旧事業国庫負担金であります、地方債210万円、

これは現年度発生公共土木施設災害復旧事業債であります、一般財源は16万円。内容を

申し上げます。１番、公共土木施設現年度災害復旧事業1,090万円。これについては、本

年８月４、５日の豪雤によりまして被災した幌加清水沢線２か所の復旧工事費でありま

す。１か所については、復旧延長88メートル、もう１か所については、復旧延長14メー

トルであります。 

 以上で、内容の説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願いをいたしま

す。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第52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53号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第11、議案第53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 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今、上程をいただきました議案第53号、公の施設の指定管

理者の指定について。 

提案理由と内容のご説明を申し上げます。 

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中

央534番地13、新十津川町青年会館。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534番地13、新十津川町青年協議会、会長、新五康平。３、指定の期間、

平成27年４月１日から平成32年３月31日まで。 

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。 

若い青年たちによるまちづくりを進めるうえで、青年達は貴重な財産でございます。

そういった中で、青年会館は、青年の活動拠点として、これまで適正に管理、運営に取
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り組んでいただいております。引き続き、管理者として適当で得あるということから指

定するものでございます。何分、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） 以上で、議案第53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54号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第12、議案第54号、新十津川町・雤竜町子どものいじめ対

策委員会の共同設置についてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今上程をいただきました議案第54号、新十津川町・雤竜町

子どものいじめ対策委員会の共同設置について。 

新十津川町及び雤竜町は、いじめ防止対策推進法第14条第３項の規定により地域にお

けるいじめの防止等のための対策を实効的に行うため、次のように規約を定め、新十津

川町・雤竜町子どものいじめ対策委員会を設置するということでございまして、裏面に

提案理由でございます。 

新十津川町・雤竜町子どものいじめ対策委員会を共同設置するため、規約を定めるこ

とについて雤竜町と協議したいので、地方自治法第252条の７第３項において準用する同

法第252条の２の２第３項本文の規定により、議決を求めるものでございます。 

なお、内容の説明につきましては教育次長より申し上げますので、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、内容の説明を求めます。 

教育次長。 

〔教育次長 野﨑勇治君登壇〕 

○教育次長（野﨑勇治君） それでは、ただ今、上程いただきました議案第54号、新十

津川町・雤竜町子どものいじめ対策委員会の共同設置について、内容の説明を申し上げ

ます。共同設置の規約の主な条項で説明したいと思います。 

 まず、第１条におきましては、両町の教育委員会に共同して付属機関を設置し、その

機能の１つ目として、教育委員会の諮問に対しまして、いじめ防止に対する有効な対策

についての審議をすることとしてございます。 

２つ目として、いじめ防止対策推進法第24条に規定されている学校や教育委員会が、

いじめの調査を行う際に、助言をいただくということにしてございます。 

３つ目としまして、いじめにより児童生徒に危害が及んだり、長期欠席となったとき、

これを重大事態としておりますが、その際の調査を行うこと。以上の３つが機能でござ

います。 

名称につきましては、第２条に新十津川町・雤竜町子どものいじめ対策委員会と称し

ております。 
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 第３条で、執務場所を、新十津川町農村環境改善センター内としてございます。 

 第４条で、委員会の委員の構成は、５名以内で両町協議の上、選任をいたします。そ

の任期といたしましては、４年とし、委員の欠員後の後任委員は、残任期間としており

ます。 

 第５条で、対策委員会に、委員長、副委員長を置くこととしております。 

 第６条で、補助する事務職員につきましては、新十津川町教育委員会の職員が行い、

先ほど説明いたしました、重大事態に対しては、該当の町の教育委員会の職員としてご

ざいます。 

 第７条で、経費負担につきましては、両町の協議の上、負担割合を決定することとし

てございます。 

 第８条といたしまして、特定の町の案件に係る経費については、別に該当町が負担す

ることしてございます。 

 第９条で、予算につきましては、新十津川町の一般会計で処理することとしてござい

ます。 

 次に、附則でございますが、この規約は、平成27年４月１日から施行するものでござ

います。 

 今後と致しまして、議会の議決後、雤竜町との協議を整えまして北海道に届け出を行

なうということで進めたいと考えてございます。 

 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54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55号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第13、議案第55号、新十津川町・雤竜町子どものいじめ調

査委員会の共同設置についてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） 上程をいただきました議案第55号、新十津川町・雤竜町子ども

のいじめ調査委員会の共同設置について。 

 新十津川町及び雤竜町は、いじめ防止対策推進法第30条第２項に規定する調査を共同

で行うため、次のように規約を定め、新十津川町・雤竜町子どものいじめ調査委員会を

設置するといたしまして、裏面に提案理由でございます。 

新十津川町・雤竜町子どものいじめ調査委員会を共同設置するため、規約を定めるこ

とについて雤竜町と協議いたしたいので、地方自治法第252条の７第３項において準用す

る同法第252条の２の２第３項本文の規定により、議決を求めるものでございます。 

なお、内容につきましては同様に教育次長より申し上げますので、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。 
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引き続き、内容の説明を求めます。 

教育次長。 

〔教育次長 野﨑勇治君登壇〕 

○教育次長（野﨑勇治君） それでは、ただ今、上程いただきました議案第55号、新十

津川町・雤竜町子どものいじめ調査委員会の共同設置について、内容説明を申し上げま

す。共同設置の規約の主な条項で、説明したいと思います。 

 第１条は、いじめ対策推進法による、重大事態の対応について、重大事態とは、いじ

めにより児童生徒に危害が及んだり、長期欠席が起こったときを重大事態としてござい

ます。そのようなことが発生した時は、町長は、教育委員会から報告を受けます。その

後の調査結果も町長が報告を受けることになります。その結果に対しまして、調査を行

う必要があると町長が認めたとき、機能する付属機関でございます。なお、必ず調査を

行うものでありません。このようなことを行うために、附属機関を共同設置するもので

あります。 

名称につきましては、第２条で、新十津川町・雤竜町子どものいじめ調査委員会と称

します。 

 第３条で、執務場所につきましては、新十津川町の役場内としてございます。 

第４条で、委員会委員の構成は、５人以内で両町の協議の上、選任をいたしたいと考

えております。その任期といたしましては、４年とし、委員の欠員後の後任委員につき

ましては、残任期間としてございます。 

 第５条で、対策委員会には、委員長、副委員長を置くこととしてございます。 

 第６条で、事務職員につきましては、新十津川町職員が行ない、重大事態については、

該当の町の職員としてございます。 

第７条で、経費の負担につきましては、両町協議の上、負担割合を決定することして

ございます。 

 第８条で、特定の町の案件に係る経費については、別に該当町が負担することしてご

ざいます。 

 第９条では、予算につきましては、新十津川町の一般会計で処理することとしてござ

います。 

 次に、附則でございますが、この規約は、平成27年４月１日から施行するものでござ

います。 

 今後と致しまして、議会の議決後、雤竜町との協議を整えまして北海道に届け出を行

なう考えでございます。 

 以上で、内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議を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55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。 

なお、11日は、議案調査のため休会となっております。 



 - 55 - 

12日は、午前10時より開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、本日の本会議をこれにて散会いたします。 

どうもご苦労さまでした。 

（午後４時11分） 
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平成26年第４回新十津川町議会定例会 
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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。 

ただいま出席している議員は、11名であります。定足数に達しておりますので、これ

より、本日の会議を開きます。 

（午前10時00分） 

                                      

◎議事日程の報告 

○議長（長谷川秀樹君） 本日の議事日程は、お手元に配布してあります日程表に基づ

き、順を追って進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

                                      

◎会議録署名議員の指名 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員につきましては、新十津川町議会会議規則により議長より指名いたし

ます。 

７番、長名 實君。８番、後木幸里君。両君を指名いたします。 

                                      

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２に入る前に、これから提案されます議案第49号から

議案第55号までの案件につきましては、12月10日の定例本会議において、提案理由並び

に内容の説明を終わっております。よって、ただちに質疑に入りまので、よろしくお願

いいたします。 

                                      

◎議案第49号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２、議案第49号、新十津川町特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたしま

す。 

質疑はございませんか。 

はい、２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） はい、お聞きします。この基準を定めることによって、大きく

変わる点はどこかというところなんですが、利用するご家庭、保護者に視点を置きまし

て、その保護者利用負担額がどう変わっていくかということが１点。 

 39条に正当な理由がなければこれを拒んではならないという条文がありますが、ここ

で言う正当な理由というのはどういうことなのか、この２点お願いします。 

○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（長谷川雄士君） それでは、ただ今の質問についてお答えいたします。 

まず１点目の、この施設型給付費の支給に関わる基準に変わる確認の基準を定めるこ

とによって、現在の保育の实施の事業とどういうふうに変わるかということなのですが、

この子ども・子育て支援新制度に移行することによって、利用負担のことをおっしゃい

ましたが、まず手続き的には、認定行為という１号認定、２号認定、３号認定という行
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為なのですが、その行為が加わるということがあります。これにつきましては、現在は、

保育所入所申請の時、毎年になりますけども、就労証明書を添付していただいて、毎年、

保育の实施が必要かどうかという判断になりますけども、その１号、２号、３号という

認定を行うことによって、子供の年齢３歳で分かれるところもあるんですけども、例え

ば、３歳で認定を受けますと、毎年その状況の報告書を出すことだけで、認定が小学校

就学前まで有効になるという点で、認定するという行為が、まず１点変わるということ

になります。これ实際、保護者の方だとか子供にとってみれば、实質的にはほとんど変

わらないというか、毎年やるのを、１回、まず認定を受けるというような行為に変わり

ます。 

それと、子供にとって保育の实施内容等につきましては、現在も国等の实施の基準に

基づいて行っておりますので、その内容自体は変更になりませんから、实質的には、そ

の辺は変わりません。 

 それと、利用者の負担金の関係ですけども、これにつきましては、新しい子ども・子

育て支援新制度に移行した、例えば、保育所ですと、現在は、国で事業の種類とか規模

とか、保育をする子供の年齢とかで、どのくらいの経費がかかるという運営費が定まり

ます。そのうち町が、国の基準に基づきまして保護者の負担能力といいますか、所得と

かその辺の負担能力に応じまして、市町村が定める保護者負担金、保育料というやつで

すけども、それを町に納めまして、それ以外については、先ほどの全体のいくらかかる

という基準から、それを除いた分については、町が、本来、保育は市町村で行わなけれ

ばなりませんので、町が委託費として負担することになります。 

この支援新制度に移行しますと、国が定める新しく公定価格というふうにいうのです

けども、その金額が決まりまして、同じように保護者の負担については、負担能力に応

じまして町が定めることになります。それを保護者が町に納めていただいて、今度、そ

れを公定価格から保護者負担金を除いた分につきましては、同じように、施設型給付費

という名前になるのですけれども、それの額を現在と同じように、町が施設の方に支出

するような形になります。 

 この实際の保護者の負担金額はどうなるかということなのですけども、实は、まだ、

国が示す公定価格というのが通知されていませんので、それと、同じように町が保護者

の負担額を国の基準に基づいて定めるのですけれども、その基準もまだ实は通知になっ

ていませんので、いくらとか、そういうことはちょっと言えないのですけども、もちろ

ん、先ほど言いましたように、保育の内容等は変わりませんので、現在と同じようなと

いいますか、金額になると思いますので、その辺もほとんど変わらないと思います。 

 それから、２点目のご質問ですが、申込みにあたって正当な理由がなければそれを拒

んではならないということで、正当な理由があれば、拒んでも良いですよという規定な

んですけども、この正当な理由、拒むことができる正当な理由といいますか、それはど

ういうことかといいますと、それぞれの特定教育保育施設には定員というのがありまし

て、それによって対象の年齢の子供とか定員とかが決まって、それで事業を行う認定と

いうことになります。その定員がオーバーした場合ということですね。 

オーバーした場合は、公正な選考方法によって選考するとか、もちろんその時に、保

育を受ける必要性、例えば、保護者の共働きとかの労働によって保育を受けるのだとか、
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保護者が疾病等で保育を受ける必要があるとか、いろんな理由があるのですけれども、

それらのことを、程度、家族状況等を勘案したり、もちろん保護者の希望とか、その辺

を十分斟酌してといいますか、勘案して選考することになりますけども、それにしても

定員というのがありますので、それがオーバーした場合については、そこで保育等を行

う基準になっておりませんので、その場合につきましては、先ほど言いました認定にも

基づきまして、町は、他の認定に該当するような施設について、広域入所も含めまして

調整したり、入所の要請をしたりということで、必要な保育を受けることができるよう

に行なうことになります。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 はい、２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） すみません。確認のためにもう一度聞かせてください。 

 そうしますと、事務手続きの方は、かなり煩雑といいますか、大きく変わりますけれ

ども、利用されるご家庭に関しては、特段、保育料が高くなるですとか、手続きが難し

くなるといった、そういった不具合と言いますか、そういったことがないというふうに

考えていいのかということが一つと、その正当な理由によって定員とありましたが、今

現在、町の方でも待機児童とかありませんし、定員がもうギリギリいっぱいという状態

ではないものですから、今後も特別、急に人数が増えるということも考えられませんの

で、条文はこういうふうにありますけれども、だいたい今の現状維持でもって、進めら

れていくというふうに考えてもよろしいですか。 

○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（長谷川雄士君） それではお答えいたします。事務手続き的には、保

護者の方については、ほとんど変わらないというふうになります。それはもちろん、こ

の子ども・子育て支援新制度の目的が、説明でもありましたが、その待機児童との課題

との解消ということで、今ある幼稚園、保育園、それから認可外保育といいまして、３

歳未満の子で、今､厚生労働省で作成しています家庭的保育ガイドラインというものに基

づいて行っている保育事業と、それらを全部新しい制度に含めてというんですかね、そ

れでそういう課題を解消しようとする考えですので、その時に、子供とか保護者の方で、

大きく変えてとかということにはなっておりませんので、ほとんど変わらないと思いま

すし、町の現状としましては、今、おっしゃられたとおり、この辺では待機児童は存在

してませんので、それと、先ほど認可外とかと言いましたけど、ここで言う特定地域型

保育事業等では、事業所内保育所というのは１か所ありますけども、ほとんどありませ

んし、この新しい子ども・子育て支援新制度に、新十津川保育園については、施行と同

時に移行する考えでいますけども、实際の子ども・子育て支援の、この教育、保育の関

係につきましては、現状を適正に維持していくという考えでいます。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。 

これで質疑を終わります。 
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これから討論を行ないます。 

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49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49号、新十津川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める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50号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３、議案第50号、新十津川町家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める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。 

これから討論を行ないます。 

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50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50号、新十津川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める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51号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第４、議案第51号、新十津川町情報公開条例の一部改正

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。 
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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、議案第51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51号、新十津川町情報公開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52号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第５、議案第52号、平成26年度新十津川町一般会計補正

予算第５号を議題といたします。 

質疑はございませんか。 

９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 何点かあるのですけれども、まとめて言っていいですか。 

 まずページ数、21ページ。ふるさと応援基金の説明の３と９、関連しているのですけ

れども、ふるさと応援寄附金を送ってくれる方々は、新十津川町にゆかりのある方が多

いのか、または、特産品の魅力で寄附をする方が多いのかという点と。 

それから、ふるさと応援寄附金より、この数字からいきますと、ふるさと応援基金の

推進事業の方が、今、金額が多くなっているわけですけれども、最終的には寄附金いく

らについて何ぼの贈答品ということだから、寄附金の方が多くなるのではないかなと思

うのですけれども、現在では、推進事業の方が金額が多いので、最終的にどういう結果

になるかということがお聞きしたいのですけれども。 

 それから､その次の23ページの老人福祉施設入所措置事業、金額は別なんですけども、

本町から他の市町の施設に入居した場合は、住所変更というのは行わないんでしょうか。

前に聞いたことがあるのですけれども、温泉病院、病院とは違うのかなと思うのですけ

れども、温泉病院の時に長期入院すると、住所を変更して新十津川町の住民になるので、

国民健康保険税が高くなるというような話を聞いたことがあったのですけれども、施設

の場合は住所を変更しなくて、そのまま、今回のこれも歌志内に３人入っている人の不

足分ということで出されているのですけれどもね、そこら辺、施設と病院との違いとい

うのかな、その点についてお聞かせ願いたいと思います。 

 それから､29ページの建設課の公営住宅維持管理、この金額とこれには関係ないのです

けれども、今､公営住宅のお風呂にシャワーを取り付けている工事をしているという話を

聞いたのですけれども、何年計画で全ての公住に取り付けるという計画なのか、そこら

辺ちょっとお聞きしたいなと思うのですけれども。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは順を追って、答弁を求めます。 

総務課長。 

○総務課長（藤澤敤司君） それでは､私の方から２点質疑にお答えいたします。１点目

ですけれども、送っていただいている方につきましては、ほとんどが町にゆかりの無い
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方ということで、議員さんのおっしゃる特産品といいますか、そういった形の目当てで

あろうというふうに判断は致しております。もちろん中には町にゆかり、出身の方であ

ったり、関係者という方もいらっしゃいますけれども、先日、副町長が申し上げたとお

り約400名の方から、今、いただいておりますが、おそらく１割にも満たないくらいの人

数であるというふうの考えております。 

 ２点目ですけれども、实際にいただく寄附金につきましては、現在のところ448万４千

円ということで補正させていただきましたが、これにかかります経費、いわゆる特産品

の進呈は、概ね半分というふうに理解していただければと思いますので、このままでい

くと現在では220万円くらいの経費がかかっていますが、今後の寄附によっては、これが

大きく伸びていくというふうにご理解いただければと思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、次の質問に答弁。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） はい。それでは民生費の老人福祉施設入所措置事業

の補正に関するご質問にお答えいたします。 

 福祉施設の入所につきましては、入所されている方の住所が、住んでいる所と異なる

施設に入所されている方は、住所を移動する場合と移動しない場合があるのですけれど

も、その方には、住所地特例と言いまして、以前に住んでいた、直前といいますか、市

町村がその施設の措置費を負担するというか、執行するという、そういう制度がありま

して、それで今回の歌志内の方に入所されている３名の方については、住所地特例とい

うことで、本町の方で措置費の措置をしているということです。 

それと、病院につきましても、住所地、移さない方も多いのですけれども、移しても

移さなくても、病院の入院の関係で一部、先ほど言いました住所地特例という措置に該

当する場合もあります。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、次に建設課長。 

 建設課長。 

○建設課長（村中忠夫君） それでは、先ほどのシャワーの絡みでのご質問だったと思

うのですけれども、シャワーの部分に関しましてはリースということなものですから、

業者さんのリースの期間といいますか、それの更新の時期に合致すれば、付けていく形

になるのかなというふうに思うのですけれども、いつまでに全部をシャワー付けるかと

いう計画については、今のところは把握してございません。 

ただ、古い団地の部分につきましては、今後の長寿命化の修繕計画といいますか、そ

ういう所での建て替えの部分もございますので、そこら辺との兼ね合いはあるかという

ふうには思いますけれども、ご質問に対するちょっと答弁にはなってないかもしれませ

んけれども、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、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 今のシャワーの件なのですけれども、大和の公住にシャワーを

付けたそうなのですよね。それで、住んでいる方が希望してそれを付けているのか、そ

れとも町が進んでなのか、今の公住のお風呂というのはシャワー付いていないんですよ

ね。それで、順次、シャワーを付けていくような計画でもって、今回、大和の方に付け
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たのかどうか。そこら辺、お聞きしたいと思ったのですけども。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

建設課長。 

○建設課長（村中忠夫君） 今、大和の団地のことを言われましたけれども、あくまで

も、個人のご希望ということで結構だと思います。 

○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。 

はい、２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） はい、29ページ、土木費のところでお願いします。 

 道路維持車両管理事業で、先日、内容説明の際には、町有の15台の修理費にというこ

とのお話で、内容はあまり詳しくはなかったのですが、こういったお金が、町内業者に

まんべんなく落ちているかという点でお聞きしたいのですけれども、こういった修理を

出す時には、町内事業者に限って出しているのか。それと、業者さん、工場というので

すかね、会社はローテーションというのか、何かそういった決めがあるのかどうかとい

うところをお聞きします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

建設課長。 

○建設課長（村中忠夫君） ただ今のご質問にお答えいたします。建設機械は、あくま

でもメーカーというのがございますので、特殊なロータリー等でございますと町内の業

者では修繕ができないので、そこの入ったメーカーに修繕を出すような場合の方が多い

のでございます。 

ただ、専用車等で町内の業者でできるところもありますので、町内でできる部分につ

いては、なるべく町内の業者さんに頼んでいる部分が多いという状態でございます。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。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行ないます。 

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52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52号、平成26年度新十津川町一般会計補正予算第５号は、原案の

とおり可決されました。 
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◎議案第53号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第６、議案第53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。 

これから討論を行ないます。 

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53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53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。 

                                      

◎議案第54号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第７、議案第54号、新十津川町・雤竜町子どものいじめ

対策委員会の共同設置についてを議題といたします。 

質疑はございませんか。 

はい、３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 国で作ったいじめ防止対策推進法、これに基づきまして、前回

だったか、前々議会だったか、ちょと忘れましたけども、基本方針が示されまして、学

校、それから教育委員会と主にそういう形で作られたのは承知しているところでござい

ますけども、確認の質問という意味でさせていただきたいのですけども、このいじめ対

策委員会を作るというのは、このいじめ防止対策推進法の中に義務付けられているのか

どうかということを、まず１点、確認したいなと思います。 

 それでその上で、雤竜町と共同事務をやっているのも承知しておりますけれども、こ

ういった第三者委員会といいますか、みたいなものは初めてではないかなと思うのです

けども、そこに至った経緯といいますか、考え方ですね。もうちょっと突っ込んだ中身

について確認をさせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。 

 それと、これができる事によって、教育委員会ですね、学校、これらが、私はいじめ

に関しては第一義的に対処しなければならないんだろうと思うのですけれども、どうも

頭にピンとこないのは、地方の自立という考え方を盛んに言われている中で、地方は地

方なり、町は町なりのこういった対策をきちっと講じて進めておけば、国から、あるい

は道からといいますか、そんなに、表現はちょっとあれでないですけど、とやかく言わ
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れるような筋合いまではないような気がするのですけれども、その辺も併せてご確認を

したいなと思います。 

 それと、第１条の１項にありますけども、両町の教育委員会の諮問に応じ、で、最後

の方に、専門的見地から審議を行うという表現になっています。この専門的な見地とい

うことになりますと、先ほど言ったように、学校もそういったものを兼ね備えた機関だ

と理解しますけども、それをより上回るような人たちが、この委員会の中に置かれると

いう考え方になってくるんだろうと思いますけども、私が見たところでは、町内の中に

特別そういった技能知識を持った方が、そう多くはおられるようなことはないのですけ

れども、そうなると、こういった考え方に基づいて、町外からでも人をお願いをすると

いうような仕組みになってくるのか、その辺についてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

教育次長。 

○教育次長（野﨑勇治君） それでは、お答えを申し上げます。まず１番目の対策法で

義務づけられているのかというところのご質問でございますが、基本的には設置するこ

とができるという部分と、あと、設置しなければならないということで、調査について

は設置しなければいけないというふうになってございます。 

 次に、第三者ということで、教育委員会において、雤竜町との共同の関係でしたね。

第三者機関を置くことということで、これまでも雤竜町と共同事務を行ってきたところ

でございますけども、その中で、中空知、北空知の共同の考え方もあろうかと思います

けども、中空知においては、今、滝川市が先行して進んではいるところでございますけ

ども、他はなかなか進んでいない状況であります。そんな中で、いじめに関するプライ

バシーに関する問題でございますので、これまでの共同の２町で運営することが適当で

あるということで、雤竜町との共同事務を考えたところでございます。 

 ３点目の教育委員会の一義的な対処ということで、地方の自立というような部分での

ご質問だと思いますけども、これにつきましては、基本的には国の方針に基づきまして、

それぞれ学校に基本方針、そして、教育委員会で地方の基本方針を作りました。それで、

子供たちの安全、安心に対して、きちっと対処していくべき、万が一そういったいじめ

の重大事態等が起こった時に、きちっと対処できるように、国の基準に基づいて設置し

たところでございます。 

 ３番目の専門的な所でございますけれども、議決後、考えて協議していく中で、どの

ような専門的な委員さんということでいきますと、今、診療心理士さんというところと、

あと、保護司さんと人権擁護委員さんというような、そんなところでの第三者機関とい

う意味での、その辺に重きをおいてこの委員会を設置するというようなことを考えてお

りますので、ご理解いただければと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいでしょうか。 

はい、３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 専門的見地からということでの人選の内容について説明があり

ましたけども、非常に、いじめの要因で重大事故が起きるというふうなことになった時

の原因究明というのは、私が考えるのですけども、なかなか大変な仕事でありまして、

むしろこういうものこそ中空知の広域圏あたりで、きちっとそういうポジションをつく



 - 68 - 

って、そして、より専門家という言い方おかしいかもしれないですけれども、もっと高

い見地から検証できる方々をご依頼するような組織づくりが必要かなというふうに、私

は、ちょっとこれを見ながら思ったのですね。 

ですから、教育委員会に出てきたものに対して別に反対する気はないのですけども、

やっぱりこういうものを、より発展させて広域できちっと行えるような仕組みづくりと

いうのを、できれば今後、考えていった方が良いのではないかなということを申し添え

て、質問といいますか、終わりたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） その点についての答弁を求めます。 

 教育次長。 

○教育次長（野﨑勇治君） 今後、雤竜町との共同で進めていくように考えてございま

すので、ご理解をいただければと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） ほか質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はございませんか。 

〔「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54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54号、新十津川町・雤竜町子どものいじめ対策委員会の共同設置

については、原案のとおり可決されました。 

                                      

◎議案第55号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８、議案第55号、新十津川町・雤竜町子どものいじめ

調査委員会の共同設置についてを議題といたします。 

質疑はございませんか。 

３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） お尋ねします。先ほどの部分に引き続いて次長の話だと、ちょ

っとこの調査委員会は義務づけられているというふうに聞き取りましたけども、それで

よろしいかということでございます。 

 それで、この調査委員会の部分については、ここに書いてあるように教育委員会では

なく、首長の所に置くというふうになっているんだというふうに思いますけども、議案

の説明は教育次長がされ、これはどちらに質問したらいいのかわからないのですけれど

も、その辺のことを確認したいと思うのですけども、形上は首長の所に置くのだけども、

实際は、教育委員会がこの仕事をするというふうに理解していいのか、そうじゃなくて、
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あくまでも首長の所でこの仕事をやるということの理解でいいのか、それをちょっと確

認したいなというふうに思います。 

 併せて、ここで言われているような委員さんの内容でございますけども、これにつき

ましては、先ほどの対策委員会とどういうふうに人選の内容が違ってきて、より高い見

地からの調査を行うというふうなことを考えておられるのか、もうちょっと詳しくこの

辺について説明をお願いしたいなと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育次長。 

○教育次長（野﨑勇治君） それではお答えいたします。まず１番目の設置する義務づ

けの話ですけども、これにつきましては、設置できるというような法文になってござい

ますので、それに向かって万全を期するために、万が一のために設置するということに

してございます。 

 あと、担当部署の話ですけども、これにつきましては、やっぱり委員会がまたそちら

に絡むと、公平性というか、また違った見地での詮索ができないということで、町長部

局が担当する考えでございます。 

 あと、委員さんの選任については、議決後考えてございますのは、まずは弁護士の先

生、そして、法務局の専門の職員、それと、大学教授等を選任する考えで、今後、雤竜

町と協議していく考えでございます。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。 

これから討論を行ないます。 

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55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55号、新十津川町・雤竜町子どものいじめ調査委員会の共同設置

については、原案のとおり可決されました。 

                                      

◎意見書案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第９、意見書案第６号、国民健康保険に対する国庫負担

の増額を求める意見書を議題といたします。 

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

３番、青田良一君。 
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〔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、ただ今上程をいただきました意見書案第

６号について、内容の説明を申し上げたいと思います。 

提出者、賛成者については、記載のとおりでございます。 

国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見書。 

このことについて、新十津川町議会会議規則第14条の規定により、別紙のとおり提出

するとなってます。裏面に意見書案が載っておりますので、朗読をもって説明に代えた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見書。 

国民健康保険料が高く、国保加入者の生活を圧迫し、困難を極めています。国保財政

に占める国庫負担金の割合は、1983年には総医療費の45パーセントから医療給付費の50

パーセントに変更されました。これは総医療費の38.5パーセントへの引き下げとなり、

自治体と国保加入者の負担が増大した要因となりました。2013年度では、自治体国保財

政への国庫負担金は20パーセント台にまで引き下げられ、一層厳しくなっています。 

 2010年の通常国会予算委員会で、当時の鳩山首相は、国庫負担の削減が、高い保険料

（税）となっています。の原因になっている事を認めると共に、「財源の確保に努力し

たい」と答弁しています。 

 国民健康保険法第４条は、国の責務として、「国は国民健康保険事業の運営が健全に

行われるように努めなければならない」と規定しています。 

この趣旨に照らしても、全国的に苦しい財政運営を余儀なくされている国民健康保険

に対する国庫負担を増額するべきです。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 

12月12日の日付で、議長名によりまして、提出先は衆議院議長、参議院議長、内閣総

理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣となっております。 

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） 以上で意見書案第６号について、提案理由並びに内容の説明

を終わります。 

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、意見書案第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〕 
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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、意見書案第６号、国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見書

は、原案のとおり可決されました。 

提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働

大臣といたします。 

                                             

◎意見書案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第10、意見書案第７号、必要な介護サービスを受けられ

るよう求める意見書を議題といたします。 

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

３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、ただ今、上程いただきました意見書案第

７号について、内容の説明を申し上げたいと思います。                               

 提出者、賛成者につきましては、記載のとおりでございます。 

 必要な介護サービスを受けられるよう求める意見書。 

このことについて、新十津川町議会会議規則第14条の規定により、別紙のとおり提出

するとなっております。一枚お開きいただきたいと思いますが、朗読をもちまして内容

の説明といたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

必要な介護サービスを受けられるよう求める意見書。 

６月の通常国会で「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係

法律の整備等に関する法律」医療介護総合法というふうに呼ばれております、が可決さ

れました。 

要支援者の訪問介護と通所介護が、介護予防給付から外されます。これは、多くの利

用者、介護事業所、現場職員、自治体などから法案提案前の段階で反対意見が強く出さ

れたため、要支援者の介護保険サービス全てを取り上げる案を取り下げた経緯がありま

す。 

また、特養への入居、入所も要介護３以上に制限するとしています。認知症の利用者

では「軽度」の方が徘徊するなど介護する上で大変な事例はよく見られることです。「軽

度」のうちに適切な介護を受けることで心身の機能が維持されることは、多くの介護現

場で認められているところです。 

他にも一定以上の収入のある方の利用料２割負担への引き上げ、低所得者の施設入所

の居住費、食費を軽減する補足給付を制限するなど、これまでにない負担と給付制限が

加えられようとしています。 

つきましては、これまでどおり介護福祉士など専門性を持った職員のサービスを継続

して受けられるよう要望するものです。 

また、多くの介護事業所で賃金労働条件の厳しさから介護、看護職員の人手不足が深

刻化しています。特に広大な過疎地を有する北海道では、看護師、理学療法士などの専

門職を確保することは困難になっており、必要な処遇改善とそのための国庫からの援助

を強く要望するものです。 
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誰もが必要な介護サービスを受けられるように、介護保険料の負担を軽減し、介護サ

ービスの基盤整備を図られるよう自治体に必要な財源を援助する必要があると考えます。 

よって、次の事項を要望します。 

 ３点記載されております。１、要支援者、要介護者へのすべての介護サービスを、こ

れまでどおり保険で継続すること。 

２、介護報酬を大幅に引き上げるとともに、国の責任で介護職員の確保、処遇改善の

ための施策を早急に講じること。 

３、介護保険料の値上げを抑え、介護の基盤整備を推進するため国は自治体に必要な

財源を援助すること。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 

日付は、本日付でありまして、議長名で、提出先は衆議院議長、参議院議長、内閣総

理大臣、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣となっております。 

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） 以上で意見書案第７号について、提案理由並びに内容の説明

を終わります。 

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、意見書案第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、意見書案第７号、必要な介護サービスを受けられるよう求める意見書は、

原案のとおり可決されました。 

提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣、総務

大臣といたします。 

                                       

◎意見書案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第11、意見書案第８号、土砂災害防止対策の推進に関す

る意見書を議題といたします。 

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

３番、青田良一君。 

〔議会運営委員長 青田良一君登壇〕 
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○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意見書案第８号につ

いて、内容の説明を申し上げたいと思います。 

提出者、賛成者につきましては、記載のとおりでございます。 

土砂災害防止対策の推進に関する意見書。 

このことについて、新十津川町議会会議規則第14条の規定により、別紙のとおり提出

するとなっております。裏面をご覧いただきたいと思います。 

 土砂災害防止対策の推進に関する意見書。 

 本年８月に発生した豪雤災害は、広島県をはじめ全国各地に甚大な被害を及ぼし、北

海道においても、８月24日に道北地方を襲った大雤は、50年に一度という記録的な豪雤

となり、礼文町では土砂崩れにより２名の尊い人命が失われました。 

洪水や土砂災害などに備えた災害防止対策が喫緊の課題となっているが、北海道にお

ける土砂災害危険箇所は約１万2000か所あり、道民の安全、安心を確保するためには、

土砂災害警戒区域等の指定や市町村によるハザードマップの作成が急務となっている。 

よって、国においては、土砂災害に対する警戒避難体制の整備について、一層、取り

組みの推進が図られるよう、次の事項について強く要望する。 

 ２点記載されております。１、土砂災害警戒区域等を指定するために实施する基礎調

査に係る国の負担割合を引き上げるなど、地方負担の軽減措置を図ること。 

２、土砂災害警戒区域等の早期指定に向けた土砂災害防止法の改正を行うこと。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するとなってございます。 

本日付で、議長名をもちまして、提出先につきましては、衆議院議長、参議院議長、

内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣となっております。 

 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） 以上で意見書案第８号について、提案理由並びに内容の説明

を終わります。 

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、意見書案第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、意見書案第８号、土砂災害防止対策の推進に関する意見書は、原案のと

おり可決されました。 
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提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣といた

します。 

                                       

◎意見書案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第12、意見書案第９号、私学助成制度に係る財源措置の

充实強化に関する意見書を議題といたします。 

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

３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、ただ今、上程いただきました意見書案第

９号について、内容の説明を申し上げたいと思います。 

提出者、賛成者につきましては、記載のとおりでございます。 

私学助成制度に係る財源措置の充实強化に関する意見書。 

このことについて、新十津川町議会会議規則第14条の規定により、別紙のとおり提出

するとなっております。裏面をお開き願いたいと思います。意見書案が載っております

ので、朗読をもって説明に代えたいと思います。 

 私学助成制度に係る財源措置の充实強化に関する意見書。 

 私学は、建学の精神と独自の教育理念に基づき、郷土のかけがえのない宝である子供

たちを、北海道の将来そして日本の明日を託すたくましい社会人に育てるために、懸命

の努力を重ねてきた。 

激動の今日にあって、時代の変化や社会のニーズを的確に捉えて、きめ細かな教育を

柔軟かつ迅速に提供していくことは、私学に課せられた重要な役割である。 

私学が、将来とも円滑に社会的役割を果たすためには、教育経営基盤の安定が何より

も大切であるが、現实的には、尐子化や経済雇用情勢の低迷等により、極めて厳しい状

況に直面している。 

今年度から「高等学校等就学支援金制度」の拡充や新たな給付金制度の導入が行われた

が、経済的な理由により、自分の希望する私学に進めなかったり、学業の中断を余儀な

くされることのないよう、制度の一層の充实が図られなければならない。 

また、公立との格差も依然として大きく、これ以上広がらないようにしなければなら

ない。 

加えて、東日本大震災の教訓から、子供たちの生命を守り安全を確保するためには学

校施設の耐震化が急務であり、対応が遅れている私学に対し、国公立学校と同水準の助

成を急がなければならない。 

公教育の将来を考えるとき、公私協調による教育体制が維持されてこそ、子供たちの

健全な発展が可能となり、個性化、多様化という時代の要請にも応え得るものである。 

そのためには、私立学校振興助成法第１条に規定するとおり、教育水準の維持向上と

保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、私学の経営の安定性を高めていくことが一

層強く求められている。 

よって、国においては、私学が置かれている厳しい経営環境にしっかりと目を向け、

国の助成制度の改善や耐震化促進の一層の支援、充实、都道府県が实施する私学助成制



 - 75 - 

度に対する財源措置の一層の充实強化を図るよう強く要望する。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

本日付をもちまして、議長名で、提出先が、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、

財務大臣、総務大臣、文部科学大臣となっております。 

 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） 以上で意見書案９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、意見書案第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、意見書案第９号、私学助成制度に係る財源措置の充实強化に関する意見

書は、原案のとおり可決されました。 

提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学

大臣といたします。 

                                       

◎意見書案第10号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第13、意見書案第10号、魅力ある地方創生へ向けた施策

の推進を求める意見書を議題といたします。 

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

３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、ただ今、上程いただきました意見書案第

10号の内容の説明をいたしたいと思います。 

提出者、賛成者につきましては、記載のとおりでございます。 

魅力ある地方創生へ向けた施策の推進を求める意見書。 

このことについて、新十津川町議会会議規則第14条の規定により、別紙のとおり提出

いたします。裏面をお開きいただきたいと思います。内容の説明につきましては、朗読

をもって説明に代えたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

魅力ある地方創生へ向けた施策の推進を求める意見書。 
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 国の経済政策で、一部の地域や業種では再び力を取り戻しつつあるが、景気回復を全

国津々浦々で实感できる状況にはなく、北海道経済はいまだ厳しい現状にある。 

そのような中、さらなる日本の前進に向けて、本年６月24日、「日本再興戦略・改訂2014」

が閣議決定された。 

そこで述べられているとおり、企業収益力の強化やその担い手育成はもちろんのこと、

成長の成果を全国に波及させることが極めて重要であるが、長引く不況や大都市圏への

人口流出で、地方経済は疲弊しており、新たな雇用の場の創出や、若い世代が安心して

暮らし子育てしやすい環境づくり、魅力あふれる地方の創生などによって地方への人の

流れをつくり、地域活性化を迅速に進めることが喫緊の課題となっている。 

よって、国においては、次の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。 

 記といたしまして５点が記載されております。１、立法、司法、行政をはじめ、経済、

金融や研究、学術の機関などを全国の地方都市に分散させること。 

２、地域活性化施策をワンパッケージで实現するプラットフォームを構築し、地域を

支える中小企業など地場産業に集中投資を行うこと。 

３、定住自立圏構想については中心市指定要件を緩和し、地域の使いやすさを重視し

て事業の再編や予算の拡充を行うこと。 

４、大都市圏から全国へ、大都市から地方への人の流れを生み出せるよう、Ｕターン

Ｉターンの促進や地域おこし協力隊、新・田舎で働き隊を推進するとともに、都市高齢

者の地方への住替えを容易にする支援措置の拡充等に取り組むこと。 

５、地方における企業誘致や起業を促進するために必要な財政上、税制上の措置を講

ずること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

本日付け、議長名をもちまして、提出先が、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、

財務大臣、総務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、地方創生担当大臣となっておりま

す。 

 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） 以上で意見書案第10号について、提案理由並びに内容の説明

を終わります。 

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、意見書案第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。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、意見書案第10号、魅力ある地方創生へ向けた施策の推進を求める意見書

は、原案のとおり可決されました。 

提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、農林水産

大臣、経済産業大臣、地方創生担当大臣といたします。 

                                       

◎閉会中委員会所管事務調査申し出について 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第14、閉会中の委員会所管事務調査申し出についてを議

題といたします。 

本件につきましては、皆さ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。 

 会議を閉じます。 

                                       

◎閉会の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） 平成26年第４回新十津川町議会定例会を閉会いたします。 

 どうもご苦労さまでした。 

（午前11時11分） 
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