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平成27年第４回新十津川町議会定例会 

 

                           平成27年12月９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 

    ８）議員研修報告 

第４ 行政報告 

第５ 教育行政報告 

 第６ 一般質問 

 第７ 請願第２号 ＴＰＰ「合意」内容の徹底した情報公開と検証を求める請願 

          （内容説明・委員会付託） 

 第８ 陳情第２号 「介護報酬の再改定を求める意見書」採択についての陳情 

（委員会付託） 

第９ 議案第54号 新十津川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の制定について 

（内容説明まで） 

第10 議案第55号 新十津川町住宅改修促進条例の制定について 

（内容説明まで） 

第11 議案第56号 新十津川町住宅耐震化等促進条例の一部改正について 

（内容説明まで） 

第12 議案第57号 新十津川町税条例等の一部改正について 

（内容説明まで） 

第13 議案第58号 新十津川町行政区自治会館の設置及び管理に関する条例の一部改正

について 

（内容説明まで） 

第14 議案第59号 新十津川町奨学金等貸付条例の一部改正について 

（内容説明まで） 

第15 議案第60号 新十津川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付条例の一部改正
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について 

（内容説明まで） 

第16 議案第61号 平成27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17 議案第62号 平成27年度新十津川町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

（内容説明まで） 

第18 議案第63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19 議案第64号 新十津川町・雤竜町共同事務運営協議会の廃止について 

（内容説明まで） 

 

 

◎出席議員（11名） 

   １番 進 藤 久美子 君    ２番 杉 本 初 美 君 

   ３番 鈴 井 康 裕 君    ４番 小 玉 博 崇 君 

   ５番 白 石   昇 君    ６番 西 内 陽 美 君 

   ７番 安 中 経 人 君    ８番 青 田 良 一 君 

   ９番 長 名   實 君    10番 笹 木 正 文 君 

   11番 長谷川 秀 樹 君 

 

◎欠席議員（なし） 

 

◎地方自治法第121条により出席した者の職氏名 

  町長         熊 田 義 信 君 

  副町長        小 林   透 君 

  教育長        久保田 純 史 君 

  総務課長       寺 田 佳 正 君 

  住民課長       中 畑   晃 君 

  会計管理者      乗 松 真寿美 君 

  保健福祉課長     野 﨑 勇 治 君 

  産業振興課長兼 

  農業委員会事務局長  後 木 満 男 君 

  建設課長       村 中 忠 夫 君 

  教育委員会事務局長  遠 藤 久美子 君 

  代表監査委員     山 本   忍 君 

 

◎職務のために出席した者の職氏名 

  議会事務局長     髙 宮 正 人 君 
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     ◎町民憲章朗誦 

○議長（長谷川秀樹君） 皆さんおはようございます。 

 開会に先立ち、町民憲章を朗誦いたします。 

皆さんご起立ください。 

 私が町民憲章と申し上げますので、引き続き、朗誦願います。 

 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27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、白石昇君。６番、西内陽美君。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11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。 

 従って、会期は、本日から12月11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。 

はじめに、私が関係しております、去る11月26日開催の平成27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２件でございまして、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

組合構成団体の脱退及び加入並びに当規約を左横書きに改めるものでありまして、脱退は

道央地区環境衛生組合、单渡島青尐年指導センター組合、西十勝消防組合、北十勝消防事

務組合、東十勝消防事務組合、单十勝消防事務組合の７組合で、加入は、とかち広域消防

事務組合であります。 

 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、26年度年割額２億2,946万５千円に対し、実績支出済額が２億1,546万円となり、

1,400万５千円の減額執行との報告がありました。 

 報告第３号は、平成26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、一部に改善、検討が必要な事項及び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、平成27年１月から９月までの現金

出納検査報告書をもって、説明は省略されましたが、検査結果はいずれも誤りは認められ

なかったとの内容でありました。 

 報告第５号は、平成26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、いずれも報告済といたしました。 

続きまして、認定第１号は、平成26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９億290万４千円に対し、歳入決算額８億

1,956万182円、執行率90.8パーセント、歳出決算額８億989万4,393円、執行率89.7パーセ

ントで、差引966万5,789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

おり認定いたしました。 

議案第１号は、平成27年度石狩川流域下水道組合の一般会計補正予算第１号で、歳入歳
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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1,425万１千円を増

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億5,474万３千円といたしたいとするも

ので、歳入は、平成26年度の決算額が確定したことによる繰越金の増額によるもの、歳出

は、浄化センター汚泥濃縮機等に係る修繕料の増額が为な内容でございまして、原案どお

り可決されました。 

 議案第２号は、副組合長２名のうち、１名の任期満了に伴う副組合長の選任でありまし

て、美唄市副市長の藤井英昭氏を選任いたしたいとするもので、これに同意をいたしまし

た。 

 以上で、平成27年石狩川流域下水道組合議会第２回定例会の報告といたします。 

なお、議案書、資料等につきましては、所定の棚に置いてございますので、お目通しい

ただければと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で石狩川流域下水道組合議会の報告を終わります。 

引き続き、中空知広域市町村圏組合議会の報告を、笹木正文君よりお願いいたします。 

〔10番 笹木正文君登壇〕 

○10番（笹木正文君） おはようございます。それでは、私より、議長の指示をいただき

ましたので、去る12月１日に行われました中空知広域市町村圏組合議会の第２回定例会の

報告をいたします。 

 定例会に入る前に、前田理事長より行政報告がありまして、行政報告終了後、議案の審

議というふうになりました。 

 報告事項は３つございまして、報告第１号でございますけれども、ただいま議長の方か

ら石狩川流域下水道組合議会の報告第１号とまったく同じものでありまして、これは

ちょっと割愛させていただきたいと思います。 

 そして報告第２号に関しましては、定期監査報告ということで、報告第３号に関しまし

ても、例月現金出納検査報告であります。これは、宮崎監査委員より報告がありまして、

２号、３号ともに、いずれも報告済みということにいたしました。 

 次に議案第１号、平成27年度中空知広域市町村圏組合ふるさと市町村圏基金事業特別会

計補正予算第１号につきまして。これは、道補助金290万円を産業観光振興事業費に充て、

歳入歳出の予算額をそれぞれ4,660万５千円というふうにしたものであります。 

 次に決算認定でありますけれども、決算認定は、１号から４号までございまして、第１

号の平成26年中空知広域市町村圏組合一般会計歳入歳出決算の認定。そして、第２号、平

成26年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。第３号といた

しまして、平成26年度中空知広域市町村圏組合交通遺児奨学事業特別会計歳入歳出決算の

認定。そして、第４号といたしまして、平成26年度中空知広域市町村圏組合ふるさと市町

村圏基金事業特別会計歳入歳出の決算の認定の４つでありますけど、これらの４つの認定

案件にいたしましては、審議の結果、いずれも原案どおりと可決ということに認定になり

ました。 

 議会終了後、議員全員によりまして第１回の理事、議員の連絡会議が行われ、すべての

日程が終わりました。 

 なお、数字等詳細につきましては説明をいたしませんけれども、議案書とともに各会計

歳入歳出決算書の方を事務局の方に預けておきましたので、のちほどご覧をいただきたい
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なというふうに思っております。 

以上をもちまして、中空知広域市町村圏組合議会第２回定例会の報告を終わりといたし

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、小玉博崇君よりお願いいたします。 

〔４番 小玉博崇君登壇〕 

○４番（小玉博崇君） 皆さんおはようございます。議長のご指示がございましたので、

ご報告をいたします。 

 滝川地区広域消防事務組合議会につきまして、去る10月５日召集されました滝川地区広

域消防事務組合議会第５回臨時会のご報告をさせていただきます。 

 まず、議案第１号、平成27年度滝川地区広域消防事務組合一般会計補正予算。こちらで

は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ294万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額

それぞれ39億4,812万１千円とするものであります。内容につきましては、芦別消防新総

合庁舎に防火衣回転式ロッカー一式を購入する経費であります。歳入につきましては、負

担金として、芦別市が全額負担するものであります。 

続きまして、議案第２号、動産の取得についてであります。内容でありますが、滝川消

防署に配備の平成元年式はしご付消防自動車の更新を図るものであります。購入車両の名

称は、35メートル級先端屈折式はしご付消防自動車。契約金額は、２億1,459万６千円で

あります。契約の方法は、随意契約で、契約の相手方は、株式会社モリタでございます。

車両の特徴ですが、現行より５メートル長いはしごに加え、屈折式から狭隘な場所でも非

常に使用に優れており、2,000リッターの放水が可能ということでありました。 

議案１、議案２とも原案どおり可決しております。 

続きまして、11月30日に召集されました、滝川地区広域消防事務組合議会第２回定例会

のご報告をいたします。 

まず、行政報告では、２月27日から11月29日までの報告がありました。 

次に、報告第１号、例月現金出納検査報告では、７月、８月、11月に実施されました出

納保管状況の検査結果の報告があり、いずれも、計数上に誤りはみられないということで

ありました。 

続きまして、報告第２号、定期監査報告では、平成26年度の執行事務についての監査が

行われ、一部、備品出納簿の管理について、改善、検討を指導したとの報告でありました。 

報告第１、第２とも報告済みとなりました。 

 続きまして、議案第１号、滝川地区広域消防事務組合一般会計補正予算についてですが、

歳入歳出予算の総額に477万４千円を加え、歳入歳出予算の総額をそれぞれ39億5,289万５

千円とするものでございます。内容ですが、滝川消防署のはしご車ジャイロテーブル配線

修理に45万円、芦別消防署の職員45名分の共済費の不足に伴い432万４千円を補正するも

のでございます。歳入につきましては、繰越金として、滝川市が45万円、負担金として芦

別市が432万４千円であります。以上が補正予算でありますが、原案どおり可決されてお

ります。 

 続きまして、議案第２号、滝川地区広域消防事務組合消防本部等設置条例の一部を改正

する条例についてですが、本年10月に完成いたしました赤平消防署の住所変更に伴い、項
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中の住所、赤平市大町１丁目５番地を、赤平市大町４丁目５番２号に改めるものであり、

原案どおり可決されております。 

続きまして、議案３号、滝川地区広域消防事務組合職員の再任用に関する条例及び議会

の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について

ですが、これにつきましては、共済年金が厚生年金に統一される被用者年金の一元化に伴

い、滝川地区広域消防事務組合職員の再任用に関する条例の附則第２項中を、地方公務員

等共済組合法から厚生年金保険法に改めたものです。併せまして、議会の議員その他の非

常勤の職員の公務災害補償に関する条例の項中の文言及び保険料率を改めるものでありま

す。いずれも、平成27年10月から施行とし、原案どおり可決されました。 

次に、認定第１号、平成26年度滝川地区広域消防事務組合一般会計歳入歳出決算の認定

ですが、歳入決算額は、19億7,231万７千円で、予算額に対し284万９千円の減額という形

になりました。歳出決算額は、19億1,592万２千円、執行率97パーセントであり、うち新

十津川町地区消防費は、１億5,966万３千円で、全体の8.3パーセントであります。歳入歳

出の差し引きでは、5,632万５千円の余剰を生じました。この点についても、認定済みと

いたしました。 

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

いただきました会議資料につきましては、事務局の方に保管してありますので、ご覧いた

だければと思います。以上で終了します。 

○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、西内陽美君よりお願いいたします。 

〔６番 西内陽美君登壇〕 

○６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日に召集されました第２回中空知衛生施設組合議会定例会の報告をいたします。 

 日程第１は、議席の指定でございます。前臨時会におきまして、前田康吉議員が組合長

に当選されたこと受けまして、新たに滝川市議会選出の舘内孝夫議員を議席１番と指定い

たしました。 

 日程第４は、組合長からの行政報告でございます。８月11日にデータ処理装置改修工事

と発酵処理施設電気設備改修工事の発注、11月５日に滝の川斎苑の炉に関する工事の発注

が済んだ旨の内容でございました。 

 次に、報告第１号、専決処分についてでございます。内容は、北海道市町村職員退職手

当組合規約について、道央地区環境衛生組合、单渡島青尐年指導センター組合、西十勝消

防組合、北十勝消防事務組合、東十勝消防事務組合及び单十勝消防組合の解散脱退、とか

ち広域消防事務組合の加入並びに規約を左横書きに改める事に伴い、一部変更するもので

ございます。 

 報告第２号は、定期監査報告でございます。監査の範囲は、平成26年度の執行事務でご

ざいまして、宮崎英彰監査委員より適正な執行又は管理されている報告がございました。

 報告第３号は、例月現金出納検査報告でございます。監査の対象は、27年１月分から同

年９月分の現金出納保管状況で、書面により報告済みといたしました。 

 続いて、議案第１号、平成27年度中空知衛生施設組合一般会計補正予算でございます。

組合債のごみ処理施設整備事業債に関して、当初予算の6,398万８千円を、各構成市町が
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それぞれより優位な起債を希望したために、各市町の負担金へと科目を変更するものでご

ざいまして、金額の変更はございません。 

 次に、認定第１号、平成26年度中空知衛生施設組合一般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８億1,645万円、歳出決算額７億4,860万円で、差し引き、

6,785万円の歳計剰余を生じております。執行率93.9パーセント、不用額は4,852万円で、

これは、衛生センター費の需用費、委託料で1,781万円、ごみ処理施設費の委託料等で

2,716万円が为なものでございます。 

 参考資料といたしまして、各組合市町の負担金が示されておりますので、その中から、

本町の負担分をお知らせいたします。火葬場費93万８千円、衛生センター費1,915万２千

円、ごみ処理施設費5,922万１千円で、計7,931万１千円でございます。 

本定例会に提案された議案はすべて承認あるいは可決をされまして、閉会いたしました。

なお、議案書におきましては、所定の棚に保管してありますので、のちほどお目通しいた

だきたいと存じます。 

以上で、第２回中空知衛生施設組合議会定例会の報告を終わります。 

○議長（長谷川秀樹君） 中空知衛生施設組合議会の報告を終わります。 

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

〔５番 白石昇君登壇〕 

○５番（白石昇君） 議長の指示を得ましたので、空知教育センター組合の平成27年11月

30日の議会報告をしたいと思います。 

まず、空知教育センター組合議会第２回定例会の報告をいたします。 

はじめに、平成27年２月26日から11月２日までの行政報告がなされました。11月30日、

空知教育センター大会議室で第２回定例会が行われ、報告が３件、専決が１件、定期監査

報告、例月現金出納検査の報告、続いて、議案が１件、教育委員会委員の任期満了に伴う、

新たに奈井江町の萬博文氏と雤竜町の糸谷尚徳氏が任命され、議会の同意があり、新たに

２人の委員が決定をいたしました。 

その後、宮崎監査委員により、報告第１号から報告第２号、報告第３号までが審議をさ

れました。 

報告第１号については、専決処分でございます。北海道市町村職員退職手当組合規約の

変更についてということでありました。第２号については、定期監査報告であります。第

３号については、例月現金出納検査報告についてであります。この報告３件につきまして

は、それぞれ滞りなく事務が処理をされているということで、報告し承認をされました。 

それから、議案に入りまして、第１号議案、教育委員の委員の任命ということで、先ほ

ど申し上げたとおり、２人の議員が任命をされました。 

それから、認定第１号、平成26年度空知教育センター組合一般会計歳入歳出の決算の報

告がありました。それから、認定２号、平成26年度空知教育センター組合研修事業特別会

計歳入歳出決算の報告がありました。それから、平成26年度空知教育センター組合研究事

業特別会計歳入歳出決算の報告があり、監査委員の宮崎さんよりすべて異常がないと、そ

して、すべてが認定をされ、議会が終了いたしました。 

詳しいことにつきましては、事務局の方に資料を提出し、置いてありますので、お目通

しの程をお願いしたいと思っております。 
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私の方から、空知教育センター組合の第２回の定例会の報告を以上で終りたいと思いま

す。 

○議長（長谷川秀樹君） 空知教育センター組合議会の報告を終わります。 

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

す。 

〔９番 長名實君登壇〕 

○９番（長名實君） おはようございます。議長のご指示がございましたので、去る12月

１日召集されました、平成27年第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。 

 まず、選挙がございまして、中・北空知廃棄物処理広域連合議会副議長の欠員に伴いま

す選挙がございました。選挙の方法は、指名推薦ということで、議長より報告がございま

して、深川市の太田幸一議員が当選をしております。 

次に、認定第１号、平成26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

認定についてでございますが、これにつきましては、歳入歳出の差し引きが、468万5,101

円の余剰金が出まして、翌年度に繰越しております。これにつきましては、認定されてお

ります。 

 それから、報告が２件ございまして、１つは、定期監査報告、それからもう１つは、例

月現金出納検査報告についてでありますが、適正に執行されているということで報告済み

といたしました。 

以上で、、中・北空知廃棄物処理広域連合議会の報告といたします。 

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

 以上で、一部事務組合議会の報告を終わります。 

 引き続き、議員研修報告をお願いいたします。 

はじめに、西内陽美君より報告願います。 

〔６番 西内陽美君登壇〕 

○６番（西内陽美君） それでは研修報告を申し上げます。研修名は、政策課題研修課程、

市町村議会議員特別講座、政策立案コースでございます。受講場所は、公益財団法人、全

国市町村研修財団、市町村職員中央研修所、千葉県美浜区にございます。受講期間は、10

月28日から10月30日までの日程でございました。 

研修内容でございます。講義は２本ありました。まず１点目が、地域資源の再発見と地

域づくりでございます。講師は、ふるさと財団地域再生マネージャーの斉藤俊幸氏でござ

いました。 

研修の内容と感想でございますが、斉藤講師によりますと、地方再生のポイントは、創

発とパッション。創発とは、偶然に物事を発見する能力。新しいものを創りだすには、何

かを発見したという現象ではなく、ふとした偶然をきっかけに閃きを得て、探している物

とは別の価値ある物を見つける洞察力が求められるとのことでありました。地域おこし、

まちづくりの成功例として示された数々の自治体に共通するのは、転んでもただでは起き

ないしぶとさ。苦しいところに変異が生まれるのだとしても、様々な試行錯誤の課程には、

必ずチームの存在があり、その意欲、持続力、さらに、リーダーシップが必要であること

に気付かされた講義でございました。 
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講義の２つ目は、議会における政策立案の考え方でございます。講師は、新潟県立大学

国際地域学部准教授、田口一博氏でございます。 

内容と感想でございますが、議会の役割は、公共的団体で総合調整をすることで、どこ

までが行政の領域で、どこからが地域かを常に考えなければならない。何をしたいかは行

政が、どうしたいかを議会の目的として、政策の担い手を想像して立案すること。また、

公聴人や参考人からの聴取を取り入れ、議会の政策案に住民がのってもらえるよう努める

ことが重要であると学んでまいりました。ますます議員間討議を重ねるとともに、議会報

告会や広報を通じ、住民の皆様との意思疎通を図っていきたいと考えさせられた講義でご

ざいました。 

次に、演習でございます。演習は、政策立案討議演習。テーマは、人口減尐社会への対

応と地方創生。講師は、先ほどと同じ、田口一博氏でございます。 

内容と感想でございますが、今回の研修に参加しました受講者63人が12班に分かれ、政

策立案に向け、班別テーマに沿って討議をいたしました。私自身の班のテーマは、地域で

の若年世代対応、就労、結婚、子育て支援。提案する政策名、18歳から25歳までの地元雇

用でありました。 

人口４万人の農業のまちを想定して、若い世代の地元雇用を増やす政策の実施方法とし

て、就労雇用、住居に関するワンストップ窓口の新設、家賃助成、都会に情報発信基地を

設置、雇用促進チームのボランティア人材育成などが挙げられました。政策内容そのもの

よりは、様々な意見を集約する技術を習得する演習でございましたが、他の班から示され

た政策案には、本町に生かしたいものが種々ありまして、今後検証していきたいと考えて

おります。 

研修費用は、６万7,410円。明細は別に添えてございます。資料といたしまして、研修

テキスト、研修履修修了証書も別に添えてございます。 

このたびの研修に際しましては、貴重な財源から研修費用をいただきましたことを、こ

の場をお借りいたしまして、町民の皆さまにお礼を申し上げたいと思います。有難うござ

いました。以上で、研修報告を終わります。 

○議長（長谷川秀樹君） 続いて、青田良一君より報告願います。 

〔８番 青田良一君登壇〕 

○８番（青田良一君） それでは議員研修に行ってまいりました。その内容について、簡

略にご報告を申し上げたいと思います。 

11月の５日、６日、滋賀県の全国市町村国際文化研修所というところで行われた研修で

ございます。 

研修内容の項目につきましては、地方行政をめぐる最近の動向。分権社会における自治

体の取組み。分権時代における問題点。地方分権制度の展望。分権時代における地方議員

のあり方。でプラス演習といった内容でございました。 

すべてを詳細に報告すると時間が足りなくなりますので、１点だけ、総務省の行政課長、

堺さんという方からの講義の内容についての概略を、議員の皆様にもお知らせ申し上げて、

研修報告とさせていただきたいと思います。 

 堺さんからの講義の内容は、第31次地方制度調査会。これの今どういう審議がなされて

いるかといった内容についてのお話がございました。この地方制度調査会につきましては、
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30次の諮問、答申がが終わりまして、簡卖に言いますと、地方分権社会の中での様々な問

題点について諮問を受けて、その解決を図ってきたといった内容でございます。 

今般、審議されている内容につきましては、地方行政体制のあり方。それから、もう一

つが、ガバナンスのあり方ということで、そういった内容の部分が、今審議をされている

ということでございます。 

その基本的な背景となる考え方なのですけれども、やはり問題になっているのは、人口

減尐社会において、これから地方自治体はどうなっていくのかという部分のところに、大

きな視点が当てられているようでございます。いわゆる、三大都市圏、そういった部分に

つきましても、これから介護の問題等、決して猶予できることばかりではないということ

ですね。 

一方、地方においては、非常に人口減尐が進みまして、自治体として、どういったこと

が住民サービスに必要になってくるのかということを、真剣に考えていかないと、その自

治体はダメになってしまいますよというような背景があって、このような形での諮問がな

されているようでございます。 

そこで、今回の中で、どういうことが審議されているかということなのですけれども、

まず一つは、長、首長ですね。これについての基本的な課題については、内部統制のあり

方。つまり、町と議会という２元代表制の下において、地方公共団体の事務を適正に執行

する義務と責任は、基本的に事務の管理執行を有する長にあると。内部体制を整備して運

用する、いわゆる、権限と責任。これも長にあるのだというふうなことでの、今、議論を

深めて、これがどういう形で法制化に結びつくかは、これから注視していかなければなら

ないのかないというふうに思っております。 

もう一つは、監査体制でございます。現状の監査体制について、やはり、良く見直して

いかなければならないというふうな部分の議論がなされているようでございます。これも、

簡卖に申し上げますと、統一的な監査基準の必要性。現行の監査制度においては、監査の

目的や方法論等の共通認識が確立されておらず、監査基準における規定が法令上ないこと

から、それぞれ独自の監査基準によって、あるいは、監査委員の裁量によって監査が行わ

れていることにより、判断基準や職務上の義務の範囲が不明確となっているのではないか

というふうな観点から、この見直しも議論されているところでございます。 

一方、議会でございますが、地方議会、市町村合併の影響もあって、議員数が減尐して

いるということですね。さらには、投票率の低下。それから、選挙が行われない、無投票

当選の割合が増えているということに対して、これは、議会に対する住民の関心が薄れて

いると、低下しているといった現状にあるのではないかというふうなことが議論の柱に

なっておりまして、こういったことを受けまして、議会や議員への理解、こういったもの

をどうやって高めていくかと、どうやって深めていくかというふうなことは、国レベルで

も議論をされているということをご理解いただきたいなと思います。 

そして、この議員の成り手不足をどうやって解消したらいいのかというふうなことにつ

いて、国レベルの方でも議論が進んでおりまして、例えば、尐ない数の議員に、もう

ちょっとお金を与えて、そういう議会を構成してはどうかと。しかし、こういったことを

すると、多数の住民の意見が議会の中に反映されないという欠点もありますよというふう

なことが、話題になっているということでございます。 
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さらに、住民の中から選ばれる議員の中身でございますけども、女性や60歳未満の方々、

こういった割合が地方議会においては、特に尐ないのだと。こういった部分を、やっぱり

課題視する必要があるのではないかといったようなことが議論の柱になっているというこ

とでございます。 

一方、住民の方も先ほど言ったように、一つの考え方として、長、監査制度、それから、

議会、こういったものを、住民が有効に機能しているかどうかをチェックできるようにす

るということが、これからは大事でないでしょうかというふうなことでございます。 

以上、４項目が国において、今、議論をされているということでございますので、私た

ち議会の方も、今言ったような問題は議会の中でも話し合われておりますので、実際に、

これはうちだけの問題でないということも認識を持ちながら、今後も継続して議論を深め

ていく必要があるのではないかということを、しみじみ感じたところでございます。 

内容が、ボリュームがたくさんございますので、資料は事務局の方に渡してありますし、

必要な情報については、逐次、皆さんの方に提供したいなと思っております。 

私のような年寄りを研修に出していただいたことに対して、深く感謝を申し上げまして、

報告とさせていただきます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 続いて、杉本初美君より報告願います。 

〔２番 杉本初美君登壇〕 

○１番（杉本初美君） 皆さんおはようございます。研修報告をさせていただきます。 

開催日は、平成27年11月９日。開催場所、東京都中央区八丁堀１丁目９番８、八重洲通

りハタビル。为催、地方議員研究会。テーマといたしまして、役所を動かす質問の仕方。

講師、樋渡啓祐、元佐賀県武雄市長。内容といたしまして、よりよい一般質問のために。

基礎編と応用編でございます。ユーモアを交えた講演300人の中で、女性議員25パーセン

トの所いらっしゃいますかと言われまして、手を上げて北海道の新十津川ですと言ったの

ですけれども、新十津川ちょっとわからないですねと言われまして、でも、すごいですね、

頑張ってくださいと名刺を交わすことが出来ました。 

 講師のお話の中から、行政とは、議会とは、どうあるべきなのか。どうしていかなけれ

ばいけないのか。一般質問はどうすべきなのか。地方議員の仕事は何なのか。首長はどう

あるべきなのかということでありました。 

講師の奥深いお話によりますと、人の話はたまに聞いても良いが、人の人生に引きずら

れず、革命を起こすのではなく、分かりやすいことからするということです。仕事も人生

も組み合わせが大事。例えば、放置自転車にヤフーネットオークションをかけ、大成功し

たというお話でございます。新しいことをするのには抵抗がある。しかし、それを無視し、

最も大切なのは笑いである。物事に対して共感し、応援し、実行すること。人生は完成力

ではなく、修正力を持ち、人の気持ちを取り上げ、社会を動かし、良い方向へ変えていく

ことが大事である。仕事はうまくいっていることをＴＴＰ、徹底的にパクる。そして、経

営トップランナーで忙しいという人は、１人もいない。忙しさそのものを楽しみ、逆風に

は立ち向かわず、ガードの向きを変え、順風にしてくからだということです。心を無くす

る人は、付き合わないで避けるとハッピーになるそうです。10代、20代、30代、40代と

ずっとスパークした人はいません。やる気のスイッチを押さずにどんどんため込むのが大

事。自分がやりたいという気持ちでスイッチが自動的に入り、ブレイクポイントは必ずく
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るということです。やる気のない人も、卑下する必要はなく、自分を为人公に人の人生で

はなく、自分の人生に自信を持って生きることが大事ということでありました。 

感想といたしまして、数々の教わった教訓とともに、何をどのように学び、そして、進

んでいくか、これからスタートに思えました。一つひとつ理解し、把握しながら第１に人

生経験、自己研修をしなければと考えているところでございます。また、和の大切さを改

めて再認識いたしました。以上です。報告終わります。 

○議長（長谷川秀樹君） 続いて、笹木正文君より報告願います。 

〔10番 笹木正文君登壇〕 

○10番（笹木正文君） それでは、議長の指示をいただきましたので、研修報告をさせて

いただきます。 

11月９日から２日間コースとして、先ほど青田議員が、その後、きっと安中議員もそう

なのですけども、同じ大津市で研修を行ってまいりました。 

お題は、議会改革を考える。先進事例に学ぶ住民参加と情報公開という研修を受けてま

いりました。 

全国から31の都道府県。そして、85の市町村議会から94名の参加がありました。そのう

ち北海道からは、私と蘭越町の方、そして、上川町２人の４名が北海道から行っておりま

した。 

当初、この研修は、50名という募集定員だったのですけれども、予想以上に参加希望が

多くなりまして、募集枠を大幅に増員したということであります。そういった点から申し

ましても、現在、どこの議会でもやはり議会改革という、この必要性が喫緊の課題である

ということ感じ取ることができます。 

それでは、研修の概要と感想について報告をいたします。 

研修内容は、２名の方の講義と２つの議会の事例紹介が为な構成になっておりました。

講師のうち１人は、三重県議会議員、衆議院議員、三重県知事を務めて政権公約のマニ

フェストを提唱し、それを広めた北川正恭氏。そして、もう１人は、マニフェスト研究所

事務局長、中村健氏であります。 

北川氏の講演は、県知事と県議会議員という、双方の立場に立った経験に基づきながら、

地方自治体のあり方、そして問題点について、本当にユーモアたっぷりの講演をいただき

ました。 

中村氏においては、中村氏自身が20代の若さで徳島県川島町長を２期務めたという、そ

の経験談を交えた中で、議会の活性化や議員の資質向上について、これまた求心力のある

講義でありました。 

それと、表題の先進事例紹介においては、岐阜県の可児市議会の前議長。そして、北海

道芽室町の議長の講演がありまして、そのうち、可児市議会の取組みについては、議員の

資質向上のため、大学等の連携を行いながら、議会報告会を行いまして、大学教授、そし

て、その所属ゼミの大学生にもその報告会に参加してもらって、専門的な知見の活用につ

なげているということ。あとは、議会改革のために、住民アンケート調査を行っていると。

また、ＩＴＣを活用した委員会運営も行って、また、地域の各種団体との交流を密にして、

連携を行いながら議会として、その団体等からの意見を基に政策提言ということにつなげ

ていくということであります。 
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もう１つは、公職選挙法改正に伴う、今度、18歳からの選挙権の導入を控えているとい

うことで、高校生における模擬議会を開催するという、本当に、それ以外にも多岐にわた

る事例が紹介されました。 

芽室町議会では、これは通年議会制、議会モニター制度、議会サポーター制度、議会の

ネット配信とか、議会だよりの毎月発行というのがありますけれども、芽室町は、本町議

会でも視察研修を行っておりますので、この程度といたします。 

今回、参加して議会改革に関する研修の中では、必ず、議会基本条例ということが内容

に組み込まれております。そして、その都度、栗山町議会が話題になっておりますけれど

も、そのことを考えますと、今回の芽室町、また先進事例として紹介されておりまして、

北海道内の自治体の議会改革の推進度合いは、市町村によって当然大きな差がありますけ

れども、一面的な見方をすれば、北海道は議会改革先進地と言えるのかもしれないなとい

うふうに思って帰ってきました。 

そして、この可児市、そして、芽室町、双方とも議会基本条例が制定されてされており

ます。 

 以前、本町議会でも議会基本条例の発祥ということで栗山町議会に研修に行き、本町議

会内での条例について取り上げたこともありましたけれども、その際、本町議会では、ま

ちづくり基本条例の中に議会と議員の役割が記されているということで、制定には至らず、

できるところから改革に取り組むという道を選択したように記憶しております。 

 議会基本条例の可否は、これはちょっと別といたしまして、その後、本町も２回の選挙

があり、議員も半数以上が入れ替わっているということを考えますと、まちづくり基本条

例の中のたった６項目の中に、総括的に表現された議会と議員の役割の記述に対して、も

う一度、我々議会内で精査し、検証することも必要なのではないかなというふうな感想も

持ちました。 

 しかしながら、現在、本町議会では、できるところから取り組むといった事業の一つで

もあります10月から11月に行った、各行政区の議会報告会で、住民の声に対する取組みが

現時点で課された一番大切な議会活動でありまして、議会活性化の道筋であるというふう

に捉えております。各委員会、精査検討を行っているところでありますので、今後はこう

いった作業を通じながら議会のあり方や方向性について、今回の研修で得た情報や知識を

次のステップに生かせるように、議会活動に反映させていきたいなというふうに思ってお

ります。 

 最後に、今回この研修の参加者の中、特に、町村議員におきまして、各町村では政務調

査費等の制度なんかも無いのですけれども、町村からの参加に対する助成も無いという議

員が、本人実費の負担で研修に参加した方が数人おりました。北海道の蘭越町から参加し

た方も、そのうちの１人でありました。そんな中で感じたのは、２日間、研修のために滋

賀まで実費で参加して、本当にひたむきに議会改革に取り組むという姿勢に対して、非常

に感銘を受けたと。またそれと同時に、それとは別に本町は、今回のように約半数の議員

が公費で研修できるという、町民の理解に対して誇りと感謝というか、そのような気持ち

を感じながら帰町した研修でございました。 

 感想も入れての話ですけども、以上をもちまして、議員の研修報告を終わらせていただ

きます。 
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○議長（長谷川秀樹君） 次に、安中経人君より報告願います。 

〔７番 安中経人君登壇〕 

○７番（安中経人君） 時間が遅いですけども、皆さんおはようございます。議長より議

員研修の報告の指示がありましたので、私の方から報告をしたいと思います。 

 日時は、平成27年11月12日から13日まで。場所は、滋賀県大津市にある全国市町村国際

文化研修所ということでございます。 

当初、定員60名ということでございましたが、希望者が殺到して、全員受け入れるとい

うことで、約160名の中で、当初、想像していた研修と若干、私としては、講師との間の

距離が離れすぎたかなというような感があります。 

テーマは、平成27年度トップマネジメントセミナーの中から、人口減尐社会に対応した

行政運営ということで研修を受けてまいりました。 

研修内容は、２日間で、大きく分けて講義は４講義であります。 

１講義目は、人口減尐社会におけるこれからの行政運営についてということで、講師は、

株式会社野村総研顧問の増田寛也氏であります。いわゆる、増田レポートの資料を使い、

国土交通省、厚生労働省、総務省の資料及び国立社会保障人口問題研究所の資料を分析し

ながらの講義でありました。要約すると、過去１千年の人口データを見ながら、人口変化

トレンドにより、出生数、出生率、転出入の推移、若年人材の移動などから分析したもの

でありました。 

出生数においては、団塊ジュニア世代の出産が落ち着き、現在、出生数は過去最低を記

録を更新する現状。転入人口からは、高度成長期、あるいは、安定期、バブル経済期、バ

ブル崩壊と現在を比較しながら、人口の移動について特徴があったこと。特にバブル崩壊

直後、一時的に地方回帰が見られたが、景気が回復することから、再び三大都市圏に人口

移動が続き、現在に至ってきたこと。 

また、三大都市圏では、これから急速に高齢者人口が増加することから、介護施設の収

容能力に問題発生が出るなど、新たな課題も報告され、そのコストも地方の約２倍、マン

パワーで80万から90万の雇用が必要になってくるようなことも報告され、今後、ＩＣＴや

ロボットの活用、また、資格としては、保育、介護資格の相互に活用できるような、マル

チタスク型人材の必要性も説かれていたような内容でございます。 

 こんなことから、我々の地方創生は、総合戦略策定から、事業の実施推進に一層の努力

と工夫を重ねることが必要であるというような内容の講義であります。また、その手法に

ついては、マトリックスの図解により、分かり易く非常に参考になった講義であったもの

と感じたものであります。 

 ２講義目は、邑单町の挑戦と題して、講師は島根県邑单町町長の石橋良治氏でございま

す。サブタイトルとして、日本一の子育て村を目指してからということから、攻めと守り

の定住プロジェクトの実践報告からの講義でありました。 

 平成の合併で２町１村の合併後、まちを12地区に分けて地域ごとのまちづくりを行って

おり、すべてに公民館を設けて地域の活性化を図る政策で、地域通貨を導入し、自治会、

人材バンク、定住促進などから、相互扶助の実践、特に子育てには力を入れ、医療、保健、

福祉では、日本一の子育て村を目指していたような内容でございます。 

 １例を挙げると、医療においては、公立病院を持ち、24時間この小さなまちで急患受付
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けを行っていると。子供医療では、中学校まで無料化、保育は、第２子から無料、給食の

完全無料化などが挙げられておりました。また、特徴的でございますが、病児保育事業の

実践など、かなり進んだ福祉事業に力を入れていることが伺えたものであります。 

また、生活環境においては、ケーブルテレビの導入、高速インターネットの整備とＩＰ

電話による町内の電話料を無料化するなど、住民サービスに対する時代に相応するような

環境を整えているというような内容から、まちづくりの実践報告がなされたのであります。 

このことにつきましても、我々の町でも、どこかにこういうヒントが存在するのではな

いかなということを、改めて感じたものであります。 

３講義目は、人口減尐に立ち向かう地域経済という内容で、講師は、法政大学の名誉教

授、岡崎昌之氏であります。この内容でございますが、冒頭から人口減尐が不幸なのかと

いう発想でございます。 

フランス、スイスの例を挙げて、山間部の小さなまちが、なぜ、生き残っているかとい

う問題。価値観の持ち方など、個別事業として極端な人口構成は注視しながら、まちづく

りを考えることが必要である。また、世代間リレーをどのようにやっていくか。団塊ジュ

ニアが今、一番時代を支えており、その活用にポイントがあることに着眼することである

というようなことでございます。 

言い換えれば、人口増加社会が幸せとは限らないと。右肩上がり政策の弊害が、現在、

出ていることに問題をきちっと整理しなければいけない内容でございました。 

地域の特性を再確認すること。地域の価値、農山村の価値、自然環境、季節性、生物性

などが挙げられると。こういうような内容でございました。 

地域雇用の課題の明確と課題を解決すること。また、都市との交流、移動などを把握し

て、まずは第１にセイフティーネットの確立が第一優先であるようなことを説いておられ

ました。 

また、この講義の中では、島根県の海士町の取り組みを例に挙げておりました。海士町

高校には、今、全国から入学する生徒が増えていること。又、個人企業家がどんどん進出

している事例を挙げますと、トヨタピルス生産ラインの設計者の方が、社員10名で会社を

立ち上げている。また、トヨタの研修施設も関連して進出するなど、このまちでは、現在、

保育所の新設が必要になっているような大きな変化が起きている内容でございます。 

このように、地域経営を行う中で、人財、人の財産の育成が成功の秘けつになることな

どの内容であったものでございます。 

最後にですが、先生は、余談でありますが、私は、北海道に日本の自治体が初めてワイ

ンを作ったまちがあり、まちづくりのツアー的なことを報告しておられました。当然、池

田町のことでありますが、この先生は、池田町の現在もアドバイザーを務めているという

ような内容でございました。 

私は、そこの当時の町長さんは、新十津川と縁があることを伝えて話を尐しさせていた

だき、もし時間があれば、お呼びしたいので、本町にも来てほしい旨を伝えてみました。 

こういう中で、松田先生と岡崎先生の考え方、非常に違う考え方ですが、どちらも考え

ながら、どこが我々の町に大切かということを、我々は考えなければいけないなという具

合に大変重要な講義だったと、私は思っております。 

最後の４講義目は、岡崎先生の講義に対する質問形式で、受講者との具体的な問題につ
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いてであります。特に、160名という中から、希望者が殺到する中で、なかなかこの中に

割り込めないという、今回、最初に懸念した大きな人数での講義に対して、若干、自分と

しては不満が残ったかなということでございますが、この２日間の時間を与えていただい

て、これからの活動に幾ばくかの力を入れてまいりたいなという具合に考えております。 

なお、資料につきましては、事務局にこれから提出する予定でございますので、お目通

しをいただきたいないということでございます。以上で報告を終わります。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議員研修報告を終わります。 

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。 

ここで11時25分まで休憩いたします。 

（午前11時17分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩をとき、会議を再開いたします。 

（午前11時25分） 

                                       

     ◎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 熊田義信君登壇〕 

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

で、平成27年第３回定例会以降における行政報告を申し上げます。お手元に行政報告書を

配布させていただいておりますので、課ごとに为なものを報告をさせていただきます。 

 はじめに、総務課関係から申し上げます。 

变勲でありますけども、９月16日、ご逝去されました元新十津川町議会議員の鶴田儀夫

様に10月13日付で特別变位变勲、従六位旫日双光章が授けられました。また、長年にわた

り、教育の振興に貢献されました山口侃様が10月１日付で高齢者变勲、瑞宝小綬章を受章

されました。さらに、秋の变勲において、新十津川消防団長を６年間務めるなど、43年

３ヶ月の長きに亘り、町民の安心した生活を守るためにご尽力されました宮井忠士様が、

11月３日付で瑞宝卖光章を受章、11月16日ご来庁にされ、受章の喜びを報告されたところ

でございます。 

 続きまして、表彰であります。今年100歳の長寿を迎えられました花月区、熊田きく様、

眞島キヨ様、中央区、佐藤ハルミ様に、内閣総理大臣から祝い状が届き、９月15日に伝達

をさせていただいたところでございます。10月７日、役場において、６年間に亘り人権擁

護委員としてご活躍されました西川雅浩様に札幌法務局滝川支局長から、法務大臣感謝状

が伝達されたところでございます。また、30年にわたり統計調査員として統計調査の推進

に貢献されました、花月区の林貞雄様が北海道社会貢献賞を受賞し、10月29日、役場にお

いて喜びの報告を受けたところでございます。11月５日には、滝川市において、平成27年

度滝川地区保護司会为催の更生保護功労表彰受賞祝賀会及び退任保護司感謝の集いが催さ

れ、長年にわたる更生保護活動のご功績により、新十津川分区では、西永勝治様が北海道

地方更生保護委員会委員長表彰を受賞されました。併せて、大和区の斎藤俊夫様が24年の

任務を終え、11月30日をもってご勇退をされました。さらには、昭和47年に調理師免許を
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取得以来、ふじ宴観光の店長を務めながら、地域の食文化向上に寄与されてきた天野洋子

様が、調理業務功労者として、厚生労働大臣表彰を受賞。11月30日役場において喜びの報

告を受けたところでございます。 

続いて、寄附の関係でございますけども、ご为人の生前の御礼として多額のご寄附をい

ただきました総進区、狩野信子様、变勲を受章され、多額のご寄附をいただきました花月

区宮井忠士様に、それぞれ新十津川町表彰条例に基づき感謝状を贈呈させていただいたと

ころでございます。 

 次に、母村交流であります。10月21日から23日までの間、町職員３名及び西空知広域水

道企業団職員１名が、そして、11月14日から16日までの間、新十津川尚武会員20名が、さ

らには、11月18日から20日までの間、新十津川消防団員及びご家族計８人が十津川村を訪

問し、村の皆様と懇談され帰町をされたところでございます。また、11月22日、東京都で

開催されました平成27年度関東十津川郷友会総会に、長谷川町議会議長、宮本ピンネ農業

協同組合長、笹木商工会長とともに出席をし、農産物の作柄など本町の近況について報告

をさせていただきました。総会には、前田武志参議院議員をはじめ、会員46名が参加し、

互いに交流を深めさせていただいたとろでございます。 

 次に、消防関係であります。３行目になりますけども、火災出動については、昨年７月

17日の火災以降出動がなく、このまま12月31日まで火災出動がなければ、昭和46年に統計

をとりはじめてから１年間に１件も火災が発生しないことは初めての快挙であり、日頃の

消防職、団員並びに防火啓発に携わる、それぞれの団体の活動成果の表れと感謝をすると

ころでございます。 

 次に、総合戦略の策定であります。これも後段の４行だけ申し上げます。総合戦略の実

施につきましては、限られた財源の中で事業の選択と集中により、人口減尐問題に取り組

んでいきたいというふうに考えており、それぞれ計画書については、議員各位にも配布を

させていただいたところでございます。 

 次、４ページをお開き願いたいというふうに思います。 

 ＪＲ札沼線減便に対する反対要請でございます。平成28年３月のＪＲ北海道ダイヤ改正

に伴う札沼線の減便案については、12月３日、ＪＲ北海道に対し、沿線自治体である月形

町、浦臼町と共同で運行便数の現状維持を要請させていただいたところでございます。 

 次に、住民課関係について報告をさせていただきます。 

 最初に人口動態であります。11月30日現在の人口動態につきましては、人口は6,871人

で、前年同期と比べ49人の減となっております。世帯数は、2,974戸で、前年同期と同数

となっているところでございます。 

 次に、マイナンバー通知カードであります。11月14日に配達を終了いたしました。11月

30日現在の役場への返戻状況を申し上げますと、送付通数2,979通に対し、235通が役場へ

返戻されてございます。返戻率は7.9パーセントとなってございます。 

次に、交通安全及び防犯の関係でございます。これもちょっと後段の方、またから申し

上げさせていただきます。冬の交通安全運動の時期に合わせて、11月11日、寺田安全安心

協会長、さらには、教育長と私で、滝川警察署長宛に町内２か所の交差点信号機設置の要

望書をさせていただきました。設置個所は、この括弧書きで記載されているとおりでござ

います。 
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次に７ページをお開き願いたいと思います。 

 保健福祉課関係でございます。 

 ふるさと学園大学。11月21日に土曜講座として、北海道警察音楽隊コンサートを開催し、

学生と町民合わせて310人が音楽隊の演奏とカラーガード隊によるドリル演奏を楽しんだ

ところでございます。 

 レクワーカー出前講座であります。老人クラブ活動の活性化及びレクワーカーの実践の

ため、老人クラブの例会へ出向いて講座を開催いたしているところでございます。これま

でに８か所の老人クラブで開催し、各クラブ平均20名ほどの方が参加され、身体を動かす

ことの大切さ、レクリエーションの楽しさを伝えることができているところでございます。 

 次に、保育園でございます。12月１日現在の入園児童数は、72人となってございます。

また、一時保育の４月１日から11月30日までの利用実績でございますけども、延べ人数で

14人、１か月平均で1.7人ほどが利用をしております。30分間の延長保育の利用実績につ

いては、同じく４月１日から11月30日までに16日、実人数で12人の利用があったところで

ございます。 

次のページをお開き願いたいと思います。11ページ。 

 高齢者等除雪であります。今年から新規事業として実施をいたします高齢者世帯等の除

雪費助成事業では、12月１日現在で、27世帯が利用申請をしております。また、除排雪業

者の登録は、16件となっているところでございます。 

 12ページをお開き願いたいと思います。 

インフルエンザ予防接種の関係であります。ウイルス感染の予防のため実施をしており

ますインフルエンザ予防接種について、本年度から妊婦並びに中学生以下は無料化として

おりまして、12月１日現在の接種者数は、定期接種高齢者270人、中学生以下91人、妊婦

１人となってございます。 

次、13ページの上であります。 

栄養改善事業であります。食生活習慣の向上と健康づくりのため、９月１日と２日に新

十津川小学校において食生活改善推進員協議会と共同で「野菜をもっと食べよう」をテー

マに学童栄養教室を開催し、４年生56人が参加をしております。また、食生活改善推進員

協議会が为体となって行っております親子クッキング教室には、親子９組20人が参加をし

ているところでございます。 

 健康づくり対策でございますけども、10月３日に、食に関する知識の普及と健康意識の

高揚を目的に、「体脂肪計タニタ社員食堂、500キロカロリーまんぷく定食のコツ」と題

し、タニタヘルスリンク管理栄養士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189人が参加をしているところでございます。また、ウォーキング頑

張るキャンペーンを６月１日から10月31日まで実施をし、１日に5,000歩以上を30日間歩

く目標を達成した方は、166人でありました。 

次のページをお開き願いたいと思います。 

 産業振興課関係でございます。 

 経営所得安定対策につきましては、まず、畑作物の直接支払交付金の営農継続支払金１

億1,433万7,500円が９月４日に交付をされました。さらに、米の直接支払交付金２億

5,073万2,500円、水田活用の直接支払交付金１億2,442万5,000円、産地交付金２億3,379
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万6,200円が12月中旪に交付をされる予定でございます。 

 米の出荷状況でございます。昨年に続き豊穣の年となり、11月30日現在の出荷量は、農

協への出荷確約数量に対し110パーセントとなり、全体で31万6,480俵となってございます。

高品質米の比率は、出荷量の31.7パーセントとなり、５年連続豊作で品質、量、食味とも

に良く、価格面においても上向き傾向にあるというふうに伺っているところでございます。

詳しい内容は、この表のとおりとなってございます。 

 次の16ページをお開き願いたいと思います。 

有害鳥獣駆除対策事業でございます。11月30日現在で、エゾシカ262頭、キジバト57羽、

カラス169羽、キツネ50匹、アライグマ54匹の駆除を行っております。なお、エゾシカ駆

除頭数の内訳については、猟友会員の献身的な協力により、銃により駆除したもの233頭、

町内わな猟免許所持者が設置をして、くくりわな等により駆除したもの29頭ということで、

今年は非常に大きい頭数が駆除している実績となってございます。 

 都市と農村の交流でございます。新十津川丸ごと体験ツアーの３回目を10月１日、２日

に実施をし、札幌圏から26人が来町し、稲刈りや稲架かけ、野菜の収穫体験を行いました。

第４回目は、12月２日、３日に行い、同じく札幌圏から36人がソバ打ちや陶芸体験、さら

にはニシン漬けやしめ縄作りなど農村の冬支度を体験をしてございます。両回とも夕食時

には、しんとつかわで心呼吸。推進協議会の会員の皆様方と歓談をしているというふうに

聞いてございます。 

 建設課関係でございます。18ページをお開き願いたいと思います。 

 住宅関係でございます。新聞でも賑わせております旫化成建材株式会社による杭打ち

データ改ざんの問題につきましては、本町の過去10年間の公共施設建設の施工実績を確認

したところ、平成26年度給食センター増築工事において、施工実績がありました。しかし

ながら杭材工法は鋼管杭であり、問題となってございますＰＣ杭ではありませんでしたの

で、念のため施工報告書を確認しましたが、データ流用等の不正はなく、11月５日に現地

を確認しましたが、躯体には異常もなく、安全性に問題はないことを報告をさせていただ

きたいと思います。 

 次に、冬期除排雪でございます。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12路線で12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25日に観測され、11月24日には風雪による吹き

溜まりが発生したことから、除雪車の初出動をしておりますが、昨年よりも10日遅く、11

月30日までに２回の出動となってございます。11月30日現在の降雪量は36センチ、積雪深

は８センチとなり、前年に比べ、降雪量で１センチの減、積雪深では８センチの増となっ

てございます。本日現在のデータを建設課で確認をさせていただきました。今年度、そし

て、昨年度、そして一昨年とちょっと申し上げたいというふうに思います。降雪量は、今

年度121センチ、昨年度113センチ、一昨年は189センチということでございます。積雪深

は、今年度40センチ、昨年30センチ、一昨年は65センチとなっており、今年度と昨年は積

雪が尐ない、そして一昨年は、多い年となってございますので、今後の積雪の状況がどの

ようになっていくか、また、除雪については、しっかり町民の生活路の確保として、先ほ

ど言った路線をしっかり維持除雪を行ってまいりたいというふうに考えているところでご

ざいます。 
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なお、車両購入として本年５月に発注をいたしましたミニロータリ除雪車が、11月19日

に納車され、安定した除雪作業に向けての充実を図ることができたところでございます。 

 以上を申し上げ、平成27年第３回定例会以降の行政報告とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上をもちまして、行政報告を終わります。 

                                       

     ◎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 久保田純史君登壇〕 

○教育長（久保田純史君） 皆さんおはようございます。議長のご指示をいただきました

ので、第３回定例会以降における教育行政報告をいたします。为な内容について、申し上

げます。 

まず、１ページ目ですが、教育委員会関係では、定例教育委員会を３回開催しておりま

す。９月18日の定例会では、報告３件の説明を行いました。報告第36号で、本年度実施さ

れました全国学力・学習状況調査結果について報告をしております。10月21日の定例会で

は、報告５件の説明を行いました。報告第38号及び第39号では、児童生徒就学援助費受給

者の認定取消し及び同じく就学援助費受給者の審査結果について報告をしております。11

月24日の定例会では、報告４件と議案１件の説明を行いました。報告第45号で、学校給食

センター調理等業務委託について報告しております。また、議案第21号では、アートの森

彫刻体験交流促進施設に係る指定管理者の選定について審議し、教育委員会においては、

公の施設に関わる指定管理者選定委員会からの結果を踏まえ、今年度まで指定管理してい

る、札幌市の一般社団法人風の美術館を指定管理候補者とすることで承認されました。 

 次に、２ページをお開き願います。 

小学校の活動状況ですが、11月17日に、４年生の総合学習として、講師に紙袋ランター

ン発案者である五十嵐威暢先生はじめ、４名のデザイン関係者が指導者となり、児童が思

い思いの絵を描いたランターンのアート作品作りを行いました。年内に計４回の制作学習

が予定されています。 

次に、11月20日、小学校において父母をはじめ、教職員や中空知の教育関係者の方々の

参加をいただき、公開研究会が行われました。研究为題を自分の考えを伝えあい、深め合

う子供の育成として、基礎、基本の定着を基に、それらを活用する力を育む事業の構築を

目指し、言語活動を意図的、計画的に取り入れた授業の工夫について研究を行いました。 

次に、第27回ＭＯＡ美術館滝川・新十津川・雤竜児童作品展が11月21日に、滝川市美術

自然史館で開催されました。１市２町の児童作品、653点の作品が、一堂に集約、展示さ

れました。なお、本町の特別賞は、新十津川町長賞の新小６年太田琉愛さんをはじめ、こ

こに記載の11人が特別賞を受賞されました。また、税に関する絵はがきコンクール、さら

には、火災予防や福祉作文コンクールでも、児童が素晴らしい賞を受けております。 

 次に、３ページに移ります。 

中学校の活動状況でありますが、９月９日、母村中学校３年生が修学旅行として来町さ

れました。１泊２日と短い滞在時間でありましたが、歓迎会や新中での合同合唱など、思

い出に残る楽しい交流をされました。９月28日と29日両日、１年生が総合学習で、町をＰ
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Ｒする初めての試みとして、札幌駅前地下歩行空間とＪＲ札幌駅の２か所で、新十津川産

のお米やミニトマトなどの特産品の販売をいたしました。また、町のＰＲキャラクターの

とつかわこめぞーも出向き、一緒にＰＲしたところでございます。ブースに訪れたお客様

は、新十津川にぜひ行ってみたいという方もいて、学習成果のある２日間となりました。 

続きまして、学校教育関係ですが、10月８日、平成28年度新入学児童予定者54人の就学

児健康診断を実施いたしました。現在では、転出などで２名減尐の52人を見込んでおりま

す。今年度の１年生は、53人入学いたしましたので、比較で１人減となる状況にあります。 

続きまして、４ページをお開き願います。 

新十津川農業高等学校の関係ですが、９月５日から27日まで、岩手県雫石町を会場とし

て行われました、全日本フラワー＆ガーデン選手権2015に出場した、新十津川農業高等学

校３年の大玉彩乃さんと遠藤麻椰さんの作品が、みごと銀賞を受賞いたしました。６月に

札幌市で開かれた北海道農業高校ガーデニングコンテスト、さらには７月に、岩手県雫石

町で開かれたガーデニング甲子園で、それぞれ優勝し、今回の出場権を獲得いたしました。

今回は、アーバンガーデン部門でプロ９作品と、自分達の作品の10作品で競った中での栄

冠であります。このことは、北海道教育委員会が部活動や地域活動など、特色ある活動に

取り組み、成果を挙げている児童生徒から、日ごろの活動の様子を聞くために行なってい

る、がんばる生徒さわやかリポート推進事業に選ばれ、10月６日に大玉さん、遠藤さんと

杉田校長、丹教諭が招かれ、柴田北海道教育長に受賞のお祝いと今後の更なる活躍につい

て激励を受けました。また、10月４日、岩見沢市で開催されたパン甲子園大会では、農業

高校加工専門部会の３名が同高校で採れた野菜を使用した、とろっと人参コロッケバー

ガーが準グランプリを、10月21日に群馬県前橋市で開催された、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で池田奈央さんが、みごと優秀賞を受賞いたしました。

なお、ここに記載しておりませんが、本日現在の農業高校３年生の進路状況についてお知

らせいたします。生徒数は33人で、進学希望者は、そのうち11人でございます。そのうち

10人が内定、就職希望者は22人中17人が内定しており、進学と就職を合わせた内定者は、

27人となっております。内定率にいたしますと、81パーセントでございます。昨年同時期

の内定率は、64パーセントでございましたので、今年は、現在のところ良好な進路状況と

なっております。今後、内定のしていない６人の進路が決定することを願っているところ

でございます。 

次に、学校給食センター関係ですが、給食調理員の安定確保によるおいしい学校給食の

提供や行政改革を進める上で、９月から事務を進めてきました学校給食センター調理等委

託についてですが、９月の29日の告示以降、２事業者からの応募があり、11月11日に新十

津川町、雤竜町、両町の特別職、管理職５名により構成する委託業者選考委員会で、業者

からのプレゼンテーションを受け、13日の第４回委託業者選考委員会で委員の採点により、

予定業者を札幌市の株式会社ニッコクトラスト北海道に決定いたしました。このことにつ

いて、去る11月24日開催されました定例教育委員会、そして、午後に開催されました町議

会経済文教常任委員会で報告をさせていただいたところでございます。 

続きまして、５ページに移ります。 

社会教育関係ですが、まず、通学合宿ですが、11月３日から７日までの５日間、小学６

年生を対象として、20人の参加がありました。家庭を離れ、ふるさと公園のヴィラトップ
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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計るきっかけ作りを目指して実施したところで

ございます。この貴重な体験を引き続き、ご家庭で継続していただきたいと願っていると

ころでございます。 

次に、芸術鑑賞ですが、11月８日にゆめりあホールで催された、「つのだ・くわまん・

冬樹コンサートツアー北海道special」には、314人のご鑑賞がありました。３人によるア

カペラコーラスを中心に、それぞれのソロとトークもあり、至高のライブでありました。 

６ページをお開き願います。次に、10月24日には、恒例の町民音楽祭が盛会に行われ、

10月30日から11月１日までは、文化協会为催の町民文化祭展示部門が改善センターにおい

て、11月１日には15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して、多

くの町民の皆さんの参加と鑑賞をいただいたところでございます。 

次に、アートの森かぜのびは９月30日で、開拓記念館は10月31日で終了しております。

開拓記念館の入館者ですが、昨年より401人増となっておりますが、これは昨年耐震改修

工事の関係で９月21日をもって終了しておりますので、開館日数により昨年の入込が尐な

かったということになります。 

続きまして、体育施設の関係では、温水プールが９月30日に、７ページに移りまして、

サンウッドパークゴルフ場は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きましても、11月14日をもって営業

を終了いたしております。利用人数におきましては、温水プールの利用者が、前年対比

1,240人増えていますが、これは、滝川市のプールが一時期利用できなかったことにより

増えております。その他の施設は、施設によって多尐の増減があるところでございます。 

次に、生涯スポーツ推進事業ですが、９月８日から12月14日までの間で４種目、全16回、

述べ126人の参加及び予約がされております。参加者は、毎回、心地良い汗をかき、健康

づくりに努められております。 

次に、尐年団活動でありますが、記載のとおり、剣道、サッカー、野球、卓球と、それ

ぞれ素晴らしい活躍をしております。 

９ページをお開き願います。下段で尚武会ですが、９月13日、旫川市で第64回北海道団

体優勝剣道大会が開催されました。この大会は、一般の部で一番大きな大会ですが、男子

60歳以上の部で優勝、また、男子五段以下の部で３位という素晴らしい成績を残しました。

次に、10ページをお開き願います。11月15日に先ほど町長の行政報告にもありましたよう

に、母村十津川村におきまして、５年に１度の十津川剣道クラブとの剣道交流大会が開催

されました。尚武会剣士20名が訪問したところでございます。個人戦は、松田悠さんが優

勝、団体戦は、新十津川尚武会が優勝し、両村町の剣を交えた交流が図られました。 

次に、11ページをお開き願います。 

図書館関係でありますが、貸出冊数、一般の貸出し人数は、昨年に比べ減尐しています

が、児童の貸出し人数は424人増加いたしました。これは、11ページ下段から12ページに

かけて記載されている、子供達に楽しく本と関わるよう、工夫をした読書啓発事業の成果

が徐々に現れていることからだと考えているところでございます。 

以上、申し上げまして、第３回定例会以降の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。 
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ここで13時まで休憩いたします。 

（午後０時02分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩をとき、午前に引き続き、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。 

 それでは１番、進藤久美子君。登壇の上、発言願います。 

〔１番 進藤久美子君登壇〕 

○１番（進藤久美子君） 議長のお許しをいただきましたので、一般質問を始めさせてい

ただきます。 

11月21日、北海道新聞に、この冬における福祉灯油についての記事が掲載されており

ました。残念なことに、新十津川町は今年度実施されないと載っておりました。電気料金

の値上げや消費増税も重なり、生活防衛せざるを得ない状態になっている今、灯油１リッ

トル100円以上にこだわることなく、あくまでも冬の生活支援の一つとして、福祉灯油の

実施に向けて、再度、見直すお考えはないか、町長にお伺いをさせていただきたいと思い

ます。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） それでは、ただいま１番議員からご質問のありました件について、

答弁をさせていただきたいというふうに思います。 

新聞に載っていたとおり、灯油100円を超えた場合は、福祉灯油ということで支援はい

たしますが、今回は70円と低価格になっておりますので、福祉灯油の支援はしないことと

考えております。 

冬の生活支援ということで、お話もありましたけれども、本町の場合は、冬期間の除雪

の拡大など、全般にわたる総合的な高齢者の福祉について、それ相応に対応しているとい

うようなことから、現時点では、福祉灯油の拡大は考えていないということでありますの

で、灯油ばかりではなく、他の電気料、消費税など、いろいろ税金を含めて、非常に経済

という部分では非常に大変かと思いますけれども、このことについては、一定のラインと

いうものが必要でありますので、今、100円を超える場合についてのみ、そのように考え

ておりますので、ご理解をお願いしたいというふうに思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。はい、答弁を許します。 

進藤久美子君。 

○１番（進藤久美子君） 町長の答弁は、十分理解できますが、あえて再質問をさせてい

ただきます。 

 12月１日現在、灯油の価格は現在は安定しているところでございますが、まず１点目と

して、今の町の基準は１リットル100円以上とされておりますが、基準を下げて助成を実
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施するお考えはございませんでしょうか。 

２つ目として、12月の灯油価格で福祉灯油実施を決定していますが、厳寒期の１月と２

月において、灯油価格が基準値を超えた場合、福祉灯油の実施を行うお考えはございませ

んか。２つについて再度質問させていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（熊田義信君） 再質問にお答えしたいというふうに思います。 

 100円の基準を考える、いわゆる見直しをする考えはないのかということと、１月以降

高騰した場合、見直しをする考えはあるのかという、この２点だったというふうに思って

おります。 

 冒頭、答弁させていただいたとおり、100円という基準は、現在のところ見直しをする

予定はございません。 

 それから、今後というのですか、福祉灯油、昨年の例を申し上げますと、昨年は12月１

日現在では、ちょうど100円からちょっと下回ったところでありましたけども、概ね100円

ということで、昨年の場合は状況判断の中で今後100円を超えることも、去年の12月１日

では98円だったと思いますけれども、それを超えることも想定されるということがありま

したので、昨年は支給をさせていただきましたけども、今年度の場合については、原油価

格もどちらかというと、さらに安定をして下がる傾向にあるということでありますから、

そういう高くなる気配は感じられないこともあって、今年については100円の基準は維持

してまいりますので、支給することにはならないということをご理解していただきたいと

いうふうに思いますし、２つ目の質問の中で、１月以降に高くなった場合どうなるんだと

いう、今年については高くならないということが想定されますけども、来年、再来年以降、

今年と同じような状況の中で、極端な話、高くなる場合があるということも想定されます

けども、一定の予算、このように定例議会において予算の措置をしなければならないとい

うことを考えて、町民の方に支援をすることになってまいりますので、やっぱり一定の基

準日ということが必要になってまいります。12月１日という基準日は、12月の補正に間に

合わすということの基準日で、ぎりぎりのラインなわけであります。１月だとか、２月の

基準日にすると、３月の補正になって、これはなかなか支給、この年度内に支給をすると

いうことを考えると、なかなか事務的にも困難になってまいります。予算と支給の対応。

そういったこともあって、12月１日の基準日を定めているということをご理解をしていた

だきながら、１月以降の高騰には対応できないということをご理解をしていただきたいと

いうふうに思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいでしょうか。 

以上で進藤久美子君の一般質問を終わります。 

次に、５番、白石昇君。登壇の上、発言願います。 

〔５番 白石昇君登壇〕 

○５番（白石昇君） 議長の許しを得ましたので、一般質問をさせていただきたいと思い

ます。 

私は、農産物の直売所ということについて質問をさせていただきます。新十津川町総

合戦略では、新規就農者を５か年で50名とするという目標を掲げております。また、農業
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に関する施策では、農業の育成と後継者支援として今後５年後をめどに３か所の農産物直

売所を設置したいとありますが、具体的にどのようなイメージを持っているのかを聞かせ

ていただきたいと、このように思っております。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 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） それでは、５番議員さんのご質問にお答えを申し上げます。 

 先にちょっと説明をさせていただきたいというふうに思います。本年10月に新十津川の

まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定をさせていただいたところであります。その戦略

の重要施策の１つに、今ほど５番議員さんから言われたとおり、農業の育成と後継者支援

というのがございまして、本町は言うまでもございませんけれども基幹産業は、農業でご

ざいます。この基幹産業である農業が潤うことが新十津川の振興発展には欠かせないもの

と考えているところであります。まち・ひと・しごと創生総合戦略では、農業を活性化す

ることにより人口減尐を緩和し、また美しい自然環境を守り育て、活力ある社会づくりを

目指すため、新規就農者の増加と農産物直売所の設置を目標として掲げており、新規就農

者は今ほどあったとおり５年間で50人、直売所の数は３か所を目標値としてございます。

新規就農者につきましては、近年の実績を基に就農者の定着に向けた取組みを進めること

とし、50名としたところであります。 

 また、町内の複数の地域において、直売所があることにより、町民はもとより町外者の

方にとっても利用しやすいことを考慮し、３か所の目標値と定めたところでございます。 

現在、地元農家の農産物を直接購入できる場所は、一部限りがありますので、こういっ

た農産物直売所の設置は、新十津川で収穫された農産物を町内外の消費者に直接販売でき

るとともに、広く農産物のＰＲができるというふうに考えております。また、身近にいる

町民の方々が利用することにより、新十津川で消費する、いわゆる、地産地消を推進する

ことができるということになってまいります。さらには、町民と農業者がつながることに

よって、地元消費者のニーズを捉えて求められるものを生産する、地消地産の動きに発展

する可能性もあり、本町農業の振興発展に大きな期待を持てるというふうに考えておりま

す。 

これらのことから、町では安全安心な農産物を販売することで農業者が潤い、ひいては

本町農業の振興発展につながる農産物直売所の設置について、今後、地域の実情にあった

制度を構築してまいりたいということを申し上げまして、５番議員さんの質問に対する答

弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 

５番、白石昇君。 

○５番（白石昇君） 再質問ということではないのですけれども、新十津川町のこのたび

の総合戦略の中に、多くの農業政策が盛り込まれているということは、農業を基幹産業と

する町にとっては、非常に有意義なことだと、私は思っております。 

この明確に示されたことを実現に向けて、すべての町民が一致団結して、明るい豊かな

まちを創りたいと、そのように考えて、私の質問を終わらさせていただきます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、以上で白石昇君の一般質問を終わります。 
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 次に、６番、西内陽美君。登壇の上、発言願います。 

〔６番 西内陽美君登壇〕 

○６番（西内陽美君） 議長のお許しをいただきましたので、通告書に基づきまして町長

に対して２点一般質問させていただきます。 

まずはじめに一つ目ですね、一般住民ができる農業振興策についての質問でございま

す。本町の農業の振興に、積極的に一般の住民の皆様方が関わっていける仕組みには、ど

のようなものがあるか。 

町民の皆様方からは、本町産のお米や野菜をもっと食べたいと。売っている所や量が

尐ないなどの声をいただいております。議会報告会の中では、農業を営む方々からは、直

売所のようなものがあれば出品したいとか、農業者以外の方からは、もっと農業者の方々

の悩みやお話を聞いてあげて欲しいといった声もあります。農業者以外の方が、農業を心

配している状況を伺い知ることができました。 

そこで、一般の町民の方々が農業を応援するために、どのようなことができるので

しょうか。それはやはり、地元の農産物を積極的にいただくことが一番なのではないかと

いうふうに考えます。 

そこで本町では、地元の農産物をいただくことを促す事業について、どのようなもの

があって、どのように展開をされているのか。ただいまの５番議員さんの質問にも重複す

る部分があるかもしれませんけれども、農業者以外の一般の住民の方々ができる、農業振

興策についての、町長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） それでは、ただいまご質問にありました６番議員さんのお答えを

申し上げたいというふうに思います。 

 今、５番議員さん、６番議員さんと、それぞれ農業を基幹とする町の振興発展のために

必要な手立てという部分でのご質問だったというふうに伺っております。お答えをさせて

いただきたいというふうに思います。 

 日本の食糧自給率は約４割でありますけれども、外国から多くの食糧が輸入され、地元

以外の食材に頼っているのが現状であり、食の安全に対する関心も高まっているところで

あります。 

 今ほどの質問にあったとおり、農業や農家を支えているのは、消費者の皆さんでありま

す。地元で生産されたものを食べていただくことは、地元農家の応援や地域農業の振興に

寄与するだけではなく、町民の皆様にとりましても、地元で採れ、作った人の顔が見える

新鮮なものが食べることが、一番安全で安心な食であるというふうに考えております。仏

教の言葉に、身土不二という言葉があり、地域で採れたものが安全、安心ということにつ

ながっているというふうに考えております。 

 今、新十津川で購入できるのは、ＪＡピンネ女性部が月一度、土曜日、Ａコープ新十津

川で自家野菜の直売を行っていることと、Ａコープ店内には地元農家の方々が野菜を販売

しているという状況になっております。そういったことから、広く町内で生産された農産

物を広められないのかということの質問だというふうに伺っております。 
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 町民の皆様に食べていただく以外、今、他の部分をちょっとお答えさせていただきます

けれども、地元の特産品や農産物をお中元やお歳暮などの贈り物として購入していただい

ておりますけども、これも全国各地に新十津川の農特産物を知っていただく上で、貴重な

ＰＲの機会となっております。ぜひ、多くの皆様方に贈り物として活用いただければとい

うようなことも、まずは１点あるところでございます。 

 また、これに関連して、ふるさと納税という制度も行っておりまして、全国各地から非

常に多くのご寄附をいただいており、現在4,400人、金額にして6,200万円という大きなふ

るさと納税の金額が新十津川にきております。大変有難く、我が町を応援してくださる全

国の皆様に深く感謝をいたしているところであります。 

 このふるさと納税の返礼品としては、農産物が非常に多く、米、玉ねぎ、メロン、椎茸、

スイートコーン、トマトなどを送らさせていただいております。大変、好評をいただいて

おり、返戻品における農産物の取扱件数は、約3,800件と全体の返戻金の73パーセントを

占めており、返礼品の金額も約1,420万円の大きな額となっております。ぜひ、ふるさと

納税のＰＲにも一役かっていただければ、農業の振興にもつながるというふうに思ってお

りますので、いろんな方々へのそういうＰＲもよろしくお願いしたいというふうに思って

おります。 

 町民の皆様に、本町の農産品を安心して食べていただき、自信を持ってお薦めいただく

ためには、生産者とともにＪＡピンネや関係機関、団体が協力して、高品質で安全な農産

品を生産していただいていることはもちろんでありますけども、併せて、広く農村や地域

農業への理解を深めていただければ、なお、大変ありがたいと思っております。 

 これらのことを進めるに当たって、現在、小中学校においては、地元食材を使用した給

食の提供、さらには、食育活動や農業体験活動なども実施をしております。このような取

組みも、必ず将来の新十津川町の農産物のフアンづくり、そして魅力、そういったものに

つながっていくというふうに考えております。 

 いろいろちょっと前後しましたけれども、先ほど、直接町民の方が買える、購入できる

方法ということでは、先ほど５番議員さんが質問をした直売所、これをできる限り早く農

業関係機関、さらには、農業者の前向きな取り組みによって作り、町内の農産物を町民の

方々に食してもらうと。そういったような展開をできるように、先ほど５番議員さんの回

答で言ったとおり、町では支援方策も、今、検討しているということでありますので、直

売所ができた段階には、町民の皆さん方に直売所で販売される農産物を広く消費をしてい

ただき、新十津川の農産物の安全、安心、さらには、農業の高品質、そういったものを味

わっていただきたいなというふうに思っております。 

今後とも、様々な場面において、地元農産物の利用とＰＲにお力添えを賜りますようお

願い申し上げ、お願いするのは回答にはなりませんけれども、全体を申し上げて、ご質問

に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいでしょうか。再質問はございますか。 

再質問を許します。 

西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） ただいま町長からは、町内での農産物をいただく手段として直売

所を検討を始めているというお答えいただきました。私からは、再質問といたしましては、
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尐しでも町内産米、お米を食べる取組みについて、作る側と売る側の向こうに、一般の住

民の方々が見える方策について、２点ほど提案したいと思いますので、それについてのお

考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 １点目は、産業振興に、子育て支援と高齢者福祉を絡めた取組みです。食育を兼ねて、

大人と同じご飯を食べ始めて味覚が形成される頃の２歳半のお子さんと、米寿を迎えた方

へのお祝いにお米を贈呈したらいかがかという提案です。産業振興と子育て支援、高齢者

福祉、三者の連携事業に、おめでたい感を添えて町民全体の共感を募りたいと考えます。 

ネーミングも例えば「初めてごはん」、「ずっとごはん」などというやわらかいイメー

ジや、プレゼンテーターに「とつかわこめぞー」を活用した、おもしろさなどがあれば、

マスコミ等活用して、お米のまち新十津川を町外へＰＲする機会にもなります。幼い子供

さんの前に突然こめぞー君が現れて泣き出したとしても、それはそれで微笑ましい場面で

はないかと思います。 

幸い本町には、すでにお米の袋に新十津川町の名前が入った商品がありますので、そう

いったサイズの小さなもの、詰め合わせを折々のギフト商品として活用もしておりますの

で、こういったことの販売促進の弾みをつける面も期待できると思います。 

 さらに２点目としましては、お米の消費に住民発動を結びつけた提案でございます。米

粉の利用や周知を促すために、ご飯や米粉を使ってパンを作るライスブレッドクッカー、

商品名は申しませんが、ご家庭で米粉や冷ごはんを使ってパンを作る炊飯器のような家電

があります。この機械を産業振興課で購入をして、町内の行政区や町内会、女性の会や子

ども会、ＰＴＡの行事などに貸し出ししてはいかがでしょうかという質問です。 

 米粉で作ったパンは学校給食で、もうすでに取り入れられておりますけれども、まだま

だ一般町民の方には周知されてはおりません。また、お米を作っていらっしゃる農業の

方々でも、朝食はパンという方がいらっしゃいますので、ぜひ、米粉パンを食べてお米の

消費に協力いただきたいというふうに思いますし、また、地域では物珍しさでもって、ど

れで、ご飯でパンを作るのだろうと出かけていらっしゃる方々、外に出かけるきっかけづ

くりにもなると思いますので、以上、２点について、提案させていただきますけれども、

町長はどのようにお考えになられるか、お伺いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（熊田義信君） ただいま再質問で新十津川のお米を違った形でＰＲ、そして、食

して、いろんなアピールする機会を作ってはどうかというような提案型の質問だったとい

うふうに受けております。 

 非常に微笑ましくて、非常に心温まる、そういうタイミングでのお米を食する機会だと

いうふうに思っております。ただ、私の考えでは、そういう「はじめてごはん」。例えば、

２歳半のはじめてごはんというのは、やっぱりお父さん、お母さん、おじいちゃん、おば

あちゃんの役割なんですね。そして、米寿の時にそういうプレゼントするのも、子供さん

だとか、お孫さんの役割。その役割を行政はとってはいけないんですね。やっぱり家族の

温かさ、そして、家族の団らん、そういったものはやっぱり家族の中で形成されることが

一番だと思うのです。 

ですから、このことは広く非常に大切で良いことだというふうに思いますから、家族の
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中で、新十津川のおいしい米を、ぜひ、「はじめてごはん」を、この新十津川のこめぞー

のマークを付いた新十津川のお米の袋、そういったものを大事に保管をしたり、そういっ

た写真を撮ったりだとか、そういう場で、家族でそういうものを満喫するのが一番だとい

うふうに思います。 

これは同じことであっても、行政から持っていくということは、それは決して形は同じ

であっても、温もり感というのが、そういうものが尐し欠落するのではないかなというふ

うに思いますので、こういったことは家族でやっていただきたいというふうに、まず、１

点目のことは考えておりますので、ご理解をしていただきたいというふうに思います。 

 ２点目の米粉、ご飯を使ったパンですね。パンに代えていくという仕組みです。米粉を

使ったパンという意味では、米粉を購入したり、米粉を自分で作ったりしてパンにするこ

とは、うちにはゆめりあに加工室があります。まず、この加工室を使えるかどうか。地域

のグループを作ってパン加工というものを、地域の人方で楽しみながらパン加工をするこ

とも一つの方法だというふうに思っております。 

もう一つ、今、提案されたのは、行政区においてというような形になっているかと思い

ます。これは、地域の行政区の活動を支援する方法としては、町の方では行政区活動支援

交付金がありますので、区長さんが地域の三世代交流だとか、婦人会から子供達にそう

いったものを作って食べさせる方法だとか、いろんな内容は工夫できると思うわけです。 

ですから、そういったものは、行政区の活動としてどのようにことを展開するのかとい

うことを活動支援交付金の内容にうまく合うように提案をしていただくと、そういうこと

が実現になっていくのではないかというふうに思っております。 

ですから、米粉パンをうまく活用するためには、先ほどの冒頭の回答と同じように、

やっぱり行政がすぐやるということでは、ただの物を使うということは、最後はうまく活

用できないんです。ですから、そういう物をどういうふうに活用していくのかということ

は、使う地域の人だとか、そういう人が考えて、そのことを有効に活用していくことがよ

り末永く良い状態でつながっていくのではないかと、私は考えておりますので、今、言わ

れたことは非常に大切なことだというふうに思いますけれども。使い方によっては、行政

が支援をする、支援をするということはできますけれども、使う側を行政区だとか、そう

いうふうな形の中でうまく進めていただくことが一番望ましいというふうなことを考え、

答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいでしょうか。 

それでは、次の質問に入ってください。 

〔６番 西内陽美君登壇〕 

○６番（西内陽美君） ２点目の質問は、家庭での介護者への支援についての質問でご

ざいます。 

在宅でご高齢者を介護されている方への支援についてですが、介護の質を高めたり、介

護者の身体的、精神的負担を軽減させる方策として、無料でホームヘルパーさんらが自宅

を訪れて、介護の実技などを教える訪問レッスンを提供してはいかがかと考えます。 

ご高齢となって、手助けや介護が必要になってくると、ご家族は毎日の生活の中で自然

に介護の仕方を覚えてきます。ただし、それは、介護技術、独学、自分流です。望ましい

介護の知識や技術をマスターすることは、介護をする人の負担軽減はもちろんですが、介
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護される側にとっても、自分自身にある体力や機能をうまく使って、それらを衰えさせず

に介護度が進むのを遅らせるという効果が期待できます。 

介護福祉士やホームヘルパーさんを、レッスンを希望するご家庭に派遣をして、要介助、

なるべく力を使わずに支える技術、特に、今後必要になってくるだろうと思われる入浴介

助や、飲み込む力が弱くなったご高齢者のための、とろみ食の作り方などを無料で提供す

ることで、在宅での介護を充実させてはいかがでしょうか。この点について、お伺いいた

します。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） それでは、在宅介護に対する支援ということで、介護レッスンの

提供をしてはどうかという質問にお答え申し上げたいというふうに思います。 

 今、ご質問のあった介護レッスン、担当の者に介護レッスンを調べさせてみると、千葉

市で先進的な事例をやっているということがわかり、素晴らしい支援方策だなというふう

なことと、介護の技能なり対応の方法の取得、私もこのことは必要だというふうには認識

をしております。 

 まず、本町の状況について先に説明を申し上げますと、要介護１から５までの認定者の

うち、居宅で介護サービスを受けている利用者は、今年の４月１日現在で144人となって

ございます。そして、その対応としては、介護サービスを受けている期間において、担当

ケアマネージャーが尐なくとも月に１回は訪問して、本人の状況を確認した上で、訪問介

護員やデイサービス職員などの介護関係者、また、可能な限り家族の方も加わり、自宅や

通所などでの介護内容や実施方法などを協議しながら、適切な介護の提供をしている状況

になっております。このような協議の場の中において、家族が今質問にあったような、求

めてられている介護に対する助言や技術的な指導を行える状況にあるということでござい

ます。 

 また、専門職である訪問介護員より、高齢者本人の心身状況を的確に把握後、利用者に

適した介護を受ける中で、身体的、精神的に不安を持っている家族の方々に対して、今ほ

どあった食事のとり方などの相談を受けたり、介護の負担軽減の方法を学んだりすること

は、すでに対応できている状況というふうに聞いております。 

その利用者個々の状況にあった訪問介護サービスの対応の中で、家族の負担軽減や介護

の質が高められている状況になっております。このことは、新十津川町内にある、それぞ

れの介護事業所の方々の協力、支援、そして、福祉関係の連携が伴っていることが、この

ような状況になっているものというふうに思っておりますので、以上を申し上げまして、

６番議員さんのご質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

再質問、６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） この需要の調査をしてはいかがかという点で、再質問をいたしま

すが、何でこの訪問レッスンが必要なのかと、また、そのニーズ調査が必要なのかという

根拠から、まず、申し上げさせていただきながら、質問をさせていただきたいと思います。 

 現在の訪問介護、訪問ヘルパーさんによる家族介護支援は、介護サービス事業の中で提
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供されているんでしょうか。 

介護サービスは、要介護者を対象に介護サービス料金が発生する中で提供されるもので、

家族は対象外なんです。対象に入っておりません。介護保険制度導入の際に、家族介護者

への支援については、現金給付のぜひに議論が集中して、支援策全般の構築どころか立案

にもなっていない状態です。家族介護への支援については、地域支援事業の中の一つとし

て位置づけられて現在に至っている状況になっています。 

 本町も来年４月から、新たに要支援１、２に該当するような方は、介護認定を受けずに

チェックリストの判定で、町が事業者となる地域サロンでのサービスを受ける予定になっ

ていますが、来年度から介護保険制度が大きく変わりますけれども、相変わらず国は家族

介護者への支援というのは任意事業として扱っていて、明確に位置づけられていないんで

すね。 

現在、町で要支援１、２の方々がデイサービスに出かけて、入浴や食事の提供を受けて

いますけれども、来年度からは１、２に該当するような方々、新しい方々はデイサービス

には行けなくなって、入浴や食事の提供を受けられないサロンへ行くというふうに、今、

進んでいるようでございます。それを知らない方が、まだ、町にはたくさんいらっしゃる

んですね。 

空知中部広域連合の介護保険事業計画の中では、本町の要支援１、２に認定された方の

人数は、25年度に79人、26年度91人、27年度見込み122人と増えておりますが、28年度見

込みは76人と大幅に減るという推定を示しております。これは介護認定を受けないで、要

支援１、２に該当されないでサロンへ行くという、そういう利用者が増えるというこを意

味しているのではないかというふうに思います。 

このサロン、今町内４か所で展開される予定ですが、では、来年度になって、私もデイ

サービスに行きたいという方がいらっしゃった時に、お向いの奥さん、おとなりの奥さん

がデイサービスに行ってらっしゃるので、私も同じデイサービスに行きたいと言われても、

あなたはデイサービスには行けませんよと。中央地区のゆめりあでやっているサロンへ

行ってください。でも、そこはもう20人定員が一杯なので、週１回しかないですから違う

曜日の時に行ってくださいと。申し訳ありません、そこまた20人で満杯です。ちょっと遠

いのですが花月のサロンへ行ってください。申し訳ありません、そこまた20人で満杯です。

遠くなりますけど吉野活性化センターでのサロンへ行ってくださいというふうになるので

すね。そうなった時に、その方は喜んで吉野活性化センターのサロンへ出かけて行かれる

のでしょうか。二の足を踏まれるのではないかなというふうに思います。 

やはり、サロンの目的としましては、住み慣れた地域で交流されるお仲間と一緒にとい

うことが目的の一つにありますけれども、やはり中央の方が、もしかすると吉野の活性化

センターまで行かなければならないという時に、なかなか進まない状況か心配されます。 

そうしますと、介護認定受けない自宅にいらっしゃる、はじめて介護認定を受けようと

した時に、もうすでに要介護１、２までに進展していたという場合があるということは否

定できないと思います。 

本町が進めています地域支援事業には、介護予防事業と日常生活支援総合事業と包括支

援事業がありますが、その家族介護者への支援というのは、任意事業の中でも努力義務と

しないで、明確に位置づける必要があると思うんです。それも早急に。介護度が進まない
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ようにするという事業は、並行して行わないと結局は、介護保険料の増大につながってい

きます。介護される側の調査ではなくて、介護する側のニーズ調査、ぜひ、行っていただ

きたいと考えているのが、私の今回の質問の根拠であります。 

空知中部広域連合の介護保険事業計画の中では、65歳以上１人暮らしの方が12.5パーセ

ント。ご家族同居が81.5パーセントですので、まだまだ介護まで進まないうちに、ご家族

への支援をきっちり行っていただいて、家族で介護支援する仕組みを整えるためにも有効

な策だと思いますので、ぜひ、こういった家族介護の技術を習得する機会のニーズ調査を

して、この介護サービスの料金の中ではなくて、無料で介護者への家族への支援というか、

視点でもって在宅の介護、本当に困っている方がいらっしゃらないか把握していただきた

いと思います。 

これは、見ようと思わなかった見れないですし、把握しようと思わなければできないこ

とだと思いますので、ぜひ、そこをちょっと考えていただいて、家族介護者への支援、具

体的な導入のためにもニーズ調査だけでもしていただく考えはないかどうかをお聞きした

いと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（熊田義信君） 再質問にお答えをさせていただきたいというふうに思います。非

常に思いの強い質問を受けました。ニーズ調査の関係で、まず、お答えをさせていただき

たいというふうに思います。 

先ほども、ちょっとお話をさせていただきましたとおり、町内の福祉関係事業所のケア

マネージャーさん、それに、訪問介護員さん、そして、福祉の課、うちの職員ですね。そ

ういった関係の者が集まっていろいろ協議をする場があります。当然、来年の事業を進め

るに当たっても、現在も幾度か協議を進めている状況になっております。 

現在のところは、先ほども答弁させていただいたとおり、今現状の中で対応できている

ということを確認をさせていただいておりますけれども、今後も、いろいろ福祉関係の

方々と打合せをしてまいりますから、それぞれの家族におけるニーズの高まりがあった時

には、町としてもそういった部分を考えていく機会があると思いますけれども、現段階で

は、まだそこまでには至っていないというふうに、私ども判断をさせていただいておりま

すので、まずはご理解をしていただきたいというふうに思います。 

それからサロンの話がされました。それぞれの地域で、やっぱり住み慣れた人方が、今

まで築き上げてきたコミュニケーション、それは地域の方々同士が一番スムーズにいく、

仲間づくりがされているというふうに思っております。 

今ほど想定をされる質問の中では、いろんなサロンの、自分の地域から移るのではない

かということを想定をして質問がありましたけれども、私どもは、基本的にはそれぞれの

地域の方々の、そういうコミュニケーションを大切にしたいという考え方でいますから、

基本は、それぞれの地域のサロンの事業展開の中に、それぞれの地域の対象の方々に集

まってもらうということを基本に考えております。 

ただ、対象者、今、増加傾向になっていることもたしかにないわけではありません。た

だ、その以前に、できる限りそういう体づくりだとか、いろんな教室も、楽絡教室だとか

展開しておりますから、そういったことで健康長寿を目指すようなものを一方では展開し
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ていることもご理解をしていただきながら、そして、対象者が仮に増えた時には、それぞ

れの地域の人方のコミュニケーションを大切にして、どのようにサロン事業のあり方を考

えていくのかということは、当然、担当としても考えてまいりますので、人が増えたから

闇雲に、例えば、10人のうち８人しかできないのに、２人を違う地域に転回をするとか、

そういうことは考えておりませんので、十分そのことはサロン事業も、楽しくサロンに行

けることが大事だと思っているのですね。 

前回の総務民生で、徳富区のサロンも視察をしていただきました。そのサロンに参加す

る人方は、やっぱり楽しく介護事業所の人方の親切、丁寧な、そういうケアがあって、そ

して、その場に行きたいという思いが、行ってご理解をしていただいたと思います。 

そういうサロン作りを、今後も各地域で展開をしていくように、福祉関係機関とも連携

して、更に進めていきたいというふうに考えておりますので、ご理解をしていただきたい

というふうに思います。以上を申し上げて答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいでしょうか。再々質問。 

はい、それでは質問を許します。 

○６番（西内陽美君） 家族介護者への支援については、なかなかまだ導入はされていか

ないということで、サロンの話になります。 

 サロンもちょっと、また、私の今回の質問と離れてしまいますし、サロンに関して言及

しますと通告と逸脱してしまいますし、まだまだ発展していきますので、今回はサロンに

は触れないようにしますけれども、やはり家族への支援というのは、これからどうしても

需要が増えていくものでありますので、それを介護サービスの中、ヘルパーさんや介護福

祉さんや社協さんや何か使った、発生しないうちに、介護料の発生にならない時の町の事

業として、訪問レッスンという仕組みを整えていっていただきたいというお話です。 

あくまでも、介護提供を受けている間は、介護者さんへの介護を受ける側のご本人様の

支援ですので、家族への支援は対象に入っていませんし、もちろん、それが訪問ヘルパー

さんの時間の中に組み込まれていくのであれば、利用者さんの時間が減ることになります

ので、これから30分といった短期のヘルパーさんの利用が新しく出来ますけれども、その

中に入っていても困りますので、やはり家族への支援は支援として、別物として考えて

いっていただきたいというふうに思います。以上で、私の一般質問を終わらせていただき

ます。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（熊田義信君） 今の西内議員の質問の趣旨については、十分、私も理解をしてお

ります。やっぱり介護する側、家族はやっぱり、それぞれ適切な対応のする力や知識、そ

して、対応するケアの方法、その介護する家族の側も、尐し介護をする方法を間違えると、

その家族の側が体を、腰を痛めたりだとか、そういう変調を起すことがあるということは

十分承知をしております。 

今の段階では、先ほど、ケアマネージャーがお伺いした段会で、かなりの部分が、その

部分が解消されている。そして、ホームヘルパーさんがお伺いした時には、実際のホーム

ヘルパーさんの対応を見て、かなりの部分ができているという状況になっております。 

ただ、そういうことは今後、いろいろ家族の対応ということが迫られることが見えると
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いうことが今言われておりますので、そのことを十分、その時点に来たら即座に対応でき

るように、いつでも考えて迅速な対応をその時にはしてまいりますので、しっかりと今、

６番議員さんの意見を尊重していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、西内陽美君の一般質問を終わります。 

 ここで、14時00分まで休憩いたします。 

（午後１時49分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、一般質問を続けます。 

（午後２時00分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 次に、８番、青田良一君。登壇の上、発言願います。 

〔８番 青田良一君登壇〕 

○８番（青田良一君） それでは、なるべく分かり易く一般質問をさせていただきたいと

思います。 

その前に、今回も町民の方々にたくさん議会に訪れていただきまして、議員と町長のや

り取りを傍聴していただくことに対しまして、私は心から嬉しく思います。私が初めてこ

こに来たころは、ほとんど傍聴者なんていないというような感じでございましたけども、

尐しずつこういったことの重要性みたいなものを、町民の方々も理解いただけたものと思

うと嬉しくてなりません。したがいまして、張り切って一般質問をさせていただきます。 

まず一つ目は、ＴＰＰということで、環太平洋パートナーシップ協定ということで、こ

れは、国の話題なので、なかなかお答えになる方も辛いところがあるのかもしれませんけ

ども、あえて質問をさせていただきました。と申しますのは、これは日本という国にとっ

て非常に大事な協定になろうと、私は思っているのです。それで、先般、ＴＰＰの大筋合

意がされましたよという時に、新聞は、一斉に第一面で報じました。 

その社説というのを読み比べてみたのですけれども、朝日新聞は、地域内の繁栄と安定

の礎にというふうな見出しでございました。 

読売新聞は、巨大貿易圏で成長底上げを図れというのが見出しでございました、社説の

ですね。 

毎日新聞は、新貿易立国の姿を描けというふうな表現でございました。 

産経新聞は、自由基盤の秩序を築いたというふうな見出しでございました。 

地方紙であります北海道新聞、それから、東北の方で出ております河北新報ですね、こ

れらはどういうこと書いてあったかというと、北海道新聞は、日本農業の明日が見えない

というような表現でした。河北新報は、内容を精査して国民的にもっと議論しなさいとい

うふうな表現になってました。 

ここからどういうことが読み取れるかと言いますと、中央紙は、やはり日本の経済をど

ういうふうに活性化していくかという、大きな視点に立った時に、日本は簡卖に言えば、

知恵と工夫でもって物を作って、それを売って稼ぎを国民に還元するというふうなことで、

この国を活性化させていかなければならないという考え方に基づくと、今言ったような社

説の中で、このＴＰＰというものが日本の国にとっては、良いんだというような表現と
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なっているんですね。 

一方、農業を为体としている北海道なんかにつきましては、農業への打撃が大きくて、

それが地方経済に及ぼす影響を心配したという発言になっているのですよ。いいですか、

ここまでは良いと思うのですよね。 

そうすると、実際にこのＴＰＰが動き出すのは、そんなに遠い将来のことではなくて、

どんどん、どんどん計画的に進んでいくと思いますね。これからの手続き等については、

町長はよくご存じでしょうから、ちょっと省かさせていただきますけれども、そうすると、

本町といのは、これまで米を作って生きてきた町だということで、どんな角度から行って

も、皆さんがそういうふうにおっしゃいます。 

そうすると、この自由貿易というものが活性化されて、よそから安いものが入ってくる、

農業製品が入ってくるというふうになった時に、どういう影響を受けるか、そういったも

のについて、もうこの時点できちっとした発想を持ってないということは、だめだと私は

思うのです。あえてこういうふうな質問をさせていただいているわけでございます。 

そうすると、結局は、安い農産物が日本に入ってくる。あるいは、北海道にも入ってく

るということになるのですけれども、そうすると、いままでのような農業のやり方をして

いたのでは、ということが発想の第一に浮かんできますよね。だからその農業を続けてい

くのだったら、農業を守るだけでなくて、農業でもってどうやって攻めていかなきゃなら

ないのかという発想を持つべきであろうというふうに思うわけですね。 

さっき地域創生の話で、白石議員さんの方から、ちょっと話がありましたけれども、私

は、あの内容は非常に不満なのですね。これで果たして、本町の農業は大丈夫なのかとい

うふうな見方をしています。 

したがって、そういうことも踏まえまして、このＴＰＰを契機として、新十津川の農業

がどう攻めていかなきゃならないかという部分について、町長の率直なご意見をこの際お

聞きしたいなと思います。 

付け加えますならば、十勝地方なんかは、国内に目を向けていないのですよね、はっき

り言いまして。視察にも行ってまいりましたけども、やはり海外とか、そういう所に目を

向けたような農業の政策の転換をやって、そして、潤っていると言いますか、いわゆるブ

ランド名をきちっと高めて、次の時代に安心して農業を渡せるような形を、形作っている

ということは言えるのではないかなと思うのですよね。 

私は、この一連の流れをずっと見まして、本当に町の農業がこれからどうなっていくの

だろうかということで、心配しております。 

反面、さっき言ったように、これから牛肉だとか米だとかが、どんどん安くなれば、私

たちのような年金生活者は大いに助かるだろうという面も、これも事実として受け入れな

ければならないのですね。その辺の二つの考え方がぶつかり合う、この時期の中で町長が、

くどいようですけども、農業についての考え方について、今の段階でご見識をお聞きでき

ればと思っております。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 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） それでは、８番議員さんの質問にお答えを申し上げたいというふ
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うに思います。私も、いろいろ８番議員さんの言われた内容等については、ほぼ同じ内容

でとらまえております。 

ただ、農業という部分の括りの中では、米中心の農業、畑作の農業、乳牛の農業、肉牛

の農業だとか、幅広く農業の形態があるということは、ご承知のとおりだというふうに

思っております。総じて、農業のことを、今ほど８番議員さんが言われたことと同じよう

に、農業全体では、全国紙のとらまえ方、そして、北海道の農業の実態で、非常にダメー

ジを受けるだろうということは、私も同様にとらまえてはおります。そういった中で、尐

しお答えをさせていただきたいというふうに思います。 

 まず、行政報告で、先ほど報告をさせていただきましたとおり、新十津川は、米中心の

農業というようことなものですから、米の出荷状況にについては、５年連続の30万俵を超

える、今年については31万６千俵、高品質米の割合も約32パーセント、量、質、食味とも

に恵まれたことは、農家の皆様方、さらには、農業関係機関の一致協力、そういったもの

の成果であるというふうに敬意を表したいと思っております。 

 ご質問にございました、ＴＰＰと本町の農業の関係でありますけども、本町は稲作中心

ということでありますから、稲作中心の農業のことについてお答えをさせていただきたい

というふうに思います。 

先ほど８番議員さんが言われたとおり、本年10月にＴＰＰ交渉の大筋合意に至り、その

後、ＴＰＰの影響に対する懸念と不安を払拭し、農産物の重要品目について、意欲ある農

業者が将来にわたり希望をもって経営に取り組める対策を講じるため、政府ではＴＰＰ総

合対策本部を設置したところであります。 

 この本部では、11月25日に総合的なＴＰＰ関連政策大綱を決定し、農政新時代をキー

ワードにし、攻めと守りの農業を提言をしております。この中で米については、国別枠の

輸入量の増加が、国産の为食用米の需給及び価格に与える影響を抑えるため、毎年の政府

備蓄米の運営を見直し、国別枠の輸入量に相当する国産米を政府が備蓄米として買い入れ

るとの方針を示しております。 

このことから、本町農業に対する、稲作農業に対するＴＰＰの影響は、短期的には、さ

ほど大きくないものと考えているものの、農業者だとか、農業関係機関からは、将来への

不安や失望感を抱いている声も伺っております。 

今回示された提言は、ＴＰＰ対策の骨子であり、戦略については来年秋頃までにまとめ

られるということでございます。また、ＴＰＰの発効までには２年程度かかるとの見通し

であり、ＴＰＰによる対策もまだ不透明な部分もございますので、中期的には、現状を維

持しながら、今後出される国の政策を注視し見極めて参りたいと考えております。 

しかしながら、長期的にはＴＰＰの影響とともに、人口の減尐や米離れによる消費の減

尐が大きな影響を及ぼすとの懸念から、全国町村会においては、農林漁業者が希望を持っ

て経営に取り組めるようにと、国内農林水産業の振興、もう１つは、農山漁村の活力の維

持、この２項目を実現をするべく強く政府に求め、農業への影響が極力ないよう、特別決

議をもって国に要請もしているところでございます。 

町卖独といたしましても、農業関係団体及び関係機関とともに、様々な機会を通じ、今

回も陳情要請が来ておりますけれども、国に対しましても将来も農業が安定して継続でき

るように、体質強化と経営安定対策の充実について、強く訴えてまいりたいというふうに
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考えているところであります。 

 今すぐ何かをすべきではないのかという趣旨のご意見、質問の内容かというふうに思い

ますけども、本町の場合は、いろんな農業形態がありますけれども、米中心で考えていき

ますと、今、平均で15町弱のそれぞれの経営面積であります。管内の状況だとか、道内の

状況を見ますとまだ、平均面積ではまだまだというとこまで行きませんけれども、まだ拡

大をできる状況もありつつ、そういった経営をそれぞれ農業者、それぞれの農業関係機関

といろいろ情報を共有しながら、しっかりとこのＴＰＰの対応をしてまいりたいといこと

を申し上げ、８番議員さんの質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 

８番、青田良一君。 

○８番（青田良一君） 一言で言いますと、町長らしい答弁だったというか、そういうよ

うな印象しかございませんけれども、実は、私は、このことを質問をしたのは、やっぱり

町長をリーダーにして、職員の人たちで、もっと危機感を持っていただけないかなという

ふうな部分がありまして、そもそもそういう短期的、中期的、長期的という部分の話がご

ざいましたけども、あまり影響の及ばないこの時期に、しっかりと米をどうするんだとい

う部分についての考え方を、農協、あるいは、町の職員の人たちも汗を流していただいて、

きちっと考えていかなかったら、いろんな課題ありますよね。 

例えば、法律を変えていかないと、大きな集団を作って、会社経営をしたりなんだりと

いう農業にしたいといっても、できないという部分もございますし、せっかくある土地を、

今、国が目指そうという大規模、大規模の中には個人がやるのか、会社がやるのか、ある

いは、新たな方法で行政区当たりが一つにまとまってというふうなことで、効率よく、そ

して、機械化の負担をあんまり感じないような仕組み作りを作りながら規模拡大して、な

おかつ、皆さんがおっしゃっているような、おいしい米を作って、それも、安全で、そし

て、言うなれば安く売らなければならない時代になるんだろうと、私は思うのですよね。

その辺のことを、きちっと考えておいて準備をしておかないと、大変なことになるのかな

というふうな思いから、ちょっと質問させていただきました。 

うちだけの問題でありませんけども、ご存じのように、もう全農は、ＴＰＰに反対だと

いう部分の反対というものを、消し去ってしまいました。これ現実的な対応なんですよね、

やっぱりね。その現実的な対応が、うちの町にどうやって影響を及ぼしてくるかというこ

との予想は、今、町長がおっしゃったより、もっともっと詳しく分析をして、きちっと捉

えておく必要があるんだろうと、私は思っております。 

非常に、町の一般行政と言いますか、そういったものから離れたような質問になって誠

に申し訳なかったのですけれども、これでもって受ける影響を心配する人は、尐なからず

たくさんいるのですよね。そこのところをやっぱり、自身を持って胸を張って、こういふ

うにやっていくんだというようなことを、ぜひ、農業者の方々に、あるいは、それを取り

巻く人たちにも、行政側としてのしっかりした方針と言いますか、柱立てを示していただ

ければ大変有難いなと思います。 

これは、私のつぶやきだと思って聞いていただければ結構でございますので、今後、ま

た、何回か、この議会の場で、そういった考え方の変化の具合については、お聞きしたい

なと、私個人は思っておりますので、今日は、逆にこちらの思いを町長に聞いていただい
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て、この部分の質問については終わりたいと思います。どうぞよろしくお願いしたいと思

います。 

○議長（長谷川秀樹君） ちょっと僕から。非常にこの問題は大きな問題ですし、うちの

町の農業というか、そういった部分で将来的に本当に重要な問題ですけれども、青田議員

もそれなりに持論はお持ちでしょうけれども、今日は多くの傍聴の方が来られている中で、

やっぱりもう尐し分かり易い形の中でやり取りをやっていただければ、もっと、答弁する

側もきちっと質問者に答えるような形が取れたのかなと、そんなふうに思いましたので、

できるだけ分かり易い中で質問していただければ、そんなふうに思いましたので、よろし

くお願いしたいと思います。 

最後に、今の質問に対して、町長の思い、答弁お願いします。 

○町長（熊田義信君） ＴＰＰについては、当初、そういう導入をしないということから

始まって、今、導入することになりました。導入することになるだろうということが、ほ

ぼ決定をしていると。そういった中で、政府は、しっかりそういう農業に不安だとか、そ

ういうことを抱かないように、いろんな交付金の手当てだとか、そういったものを考える

ということになっておりますので、そのことを、やっぱり町としても、しっかりそういう

ことが実現するように、しっかり要請もしていきたいというふうに考えておりますし、

しっかり、そういう不安の無いような状況を早く農業者に伝えられるように、行政として

の役割のできる範囲の中で、しっかり上の方に伝えていきたいと思っております。 

それが一つと、もう一つは、危機感という部分がございました。うちの職員は、ちゃん

と農業に対して危機感を持って鋭意、いろいろ情報収集、そして、どのよう対応すべきな

のか、いろいろ対応しているということだけ、ちょっと申し上げ答弁とさせていただきま

す。終わります。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは、８番議員、次の質問お願いします。 

〔８番 青田良一君登壇〕 

○８番（青田良一君） なるべく分かり易くします。次の質問にしたいと思います。 

とつかわこめぞーという、ゆるキャラとでも言うのですかね、要するに、観光ＰＲに使

いたいということで、着ぐるみという物が作成をされました。私も、表現悪いのですが、

実物を数回見かけましたけども、ここでもう一度、これを作ったのはどういう狙いで作っ

て、その狙いが現在までに、どのように活きてきたのか、この辺について、まず、町長の

実感をお尋ねしたいなというふうに思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） それでは、観光キャラクター、こめぞーについての質問にお答え

を申し上げます。 

 私の実感ということでの質問の趣旨でありましたけども、まず経過についてご答弁させ

ていただきたいというふうに思います。 

 このことについては、観光ＰＲキャラクターということで製作をする経緯、このことに

ついては、新十津川町観光振興計画、そういう計画を作って、その計画に基づいて、それ

ぞれ新十津川のＰＲをどのように広めていくことが良いのか、そういう計画があります。
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その広報宣伝活動の充実施策の一環としてＰＲキャラクターを作成し、新十津川を大いに

町内外にＰＲをしていこうという目的で作ったものでございます。 

 そのようなことから、今年の活動内容について尐し説明をさせていただきますけども、

一部行政報告の中にも記載をされておりましたけども、７月26日には、ふるさとまつりで

のお披露目を皮切りに、８月４日には札幌市の大通公園でのＰＲ活動、８月20日には北海

道大学留学生との交流会、８月30日には青空図書館でのＰＲ、９月４日には札幌市でのＨ

ＴＢいちおしまつり2015に出演、９月28日、29日の２日間は、これも教育長の行政報告に

ありました、新十津川中学校の生徒とともに物販活動に参加をいたしましたし、10月４日

には地元の味覚まつりのＰＲ、それぞれ計８回の活動を今年はしているところであります。 

 今後は、来年１月31日に開催される、雪まつりにおけるＰＲ活動を予定をしているとい

う状況でございます。 

 この、とつかわこめぞーを新十津川のキャラクターとして、新十津川の農産品、特産品、

そういったものをうまくＰＲできるように、今後事業拡大をしていきたいということを申

し上げ、８番議員さんのお答え、答弁とさせいていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいでしょうか。 

再質問、８番、青田良一君。 

○８番（青田良一君） 私は２回ほど見かけただけなんですけども、今、町長のお話によ

りますと、かなりの数が、このこめぞー君が活躍しているようでございます。 

以下については、一つの提言という形でお聞きいただきたいと思うのですけれども、私

は、せっかく作ったのですから、まだまだいろんな活用方法等がございますよというふう

にに考えるわけでございます。それも、卖に観光だけではなくて、もうせっかくここまで

作ったのですから、まちのイメージとして、このこめぞー君をシンボルとして定着させる

ような工夫を、もっと図るべきでないかなというふうに思っているのですよね。 

それで、以下、考えたようなことをちょっと提言させていただきますけども、一つは、

こめぞーという部分のピンバッチですね、こういう物を作って、町の職員がつけるとか、

例えば、農協でも改良区でもいいのですけども、いろんな人と会う機会のある人の所に

やって、あれ、それ何ですかというふうな問いかけの中で、これが新十津川の今のシンボ

ルとなっているこめぞー君ですよ、というふうなことでＰＲを図ってはどうかなというふ

うなことが一つでございます。 

それと、先ほどの行政報告にもありましたけれども、修学旅行生とか農業体験者とか、

町に来て玄関前で団結式というのですか、何か集まってやってますよね。ああいう所に登

場させて、よくいらっしゃいましたよと、私が、新十津川のこめぞーですと、心から歓迎

申し上げますというふうなことで使うべきだと、私は思うのですよね。 

それから、幼稚園とか保育園のイベントにもちょっと顔を出していただいて、小さいう

ちから、こめぞー君の存在を知らせてはどうかなということなんですよね。そう長くいる

必要はないと思うのですけれども、やはりお願いをして、子供達に早くから知ってもらう

という工夫ですね。そういうことに欠けているのではないかなと。 

同じように、小学校の入学式、中まで入れとは言いませんけれども、玄関の所に立って

いて、入学式に訪れた子供達の手を握ってあげるとかというふうなことをしつつ、それも

一つの小さな子供達、住民にＰＲする機会になるのではないかなというふうに思っていま
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す。 

できれば、こめぞー君から何かプレゼントを上げられるようになればより良いかなと、

私は思いますけども、これは予算を伴いますので、それぞれの担当の方で考えていただけ

ればと思います。 

それと、住民が集まる場所としては、文化祭とか、ここの先チャリティーカラオケなん

かございますよね。ああいう所にも出演させていただいて、カーネーションの１本でも、

ティッシュの１箱でも、出演者に対して、こめぞー君の方から渡してもらうということで、

あそこに集まるお客さんは、わりと高齢者の方ですよね。あれを楽しみにしてたくさん集

まってくれます。そういうことも必要かなと思うのですよね。 

それから、もう一つは、こめぞーというやつの、日ハムの写真、選手の飾ってありまし

たよね、役場の所に。あれと同じような物のを作るのですよ。それで、穴を開けるか何か

して、そこに例えば、グリーンパークだとかサライだとかに置いておいて、行事の案内に

使うと、どういう形にするかは別として、徹底して使うことを考えないと、本当の作った

部分にはならないのかなと思うのですよね。それもやったらいいと思うのです、そんなに

お金かからないと思いますよ、そんな物を作ってやるのも。 

もう一つは、本町の協会にカントリーサインという形で、今、フキさんを書いたものが

立っているかと思うのですけれども、思い切って代えたらどうでしょうかということを提

案してみたいのですよね。このこめぞーをまちの顔にするのであれば、遠いところからも

手をつけて、いろんな角度でＰＲをして、それだけお金をかけて観光だけでなくて、町の

シンボルと言いますか、それに近い物として活用したら良いのではないかなと思います。 

これまで、なかなかいろんなことをされてはいるんですけども、徹底されないという部

分での、その部分がやっぱり欠けているのではないかなと。それをやっぱり謙虚に反省を

していただいて、これをありとあらゆる場所で、どうやったら活用できるかという方法論

について、ぜひ、今後、検討していただきたいなと、私の考え方について、やれとは言い

ませんけれども、町長の感想をちょっと聞いて、次の質問に移りたいと思います。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（熊田義信君） 今、とつかわこめぞーの更なる活用策、いろいろ提案をしていた

だきました。 

まず、最初、ご承知だと思うのですけども、こういうこめぞーのファイルだとか、ボー

ルペンだとかシャープペンシルに、こめぞーの付いたものもＰＲをさせてただくように、

物産館の方で、このような愛着を持ったいろんな物がありますので、まずはご理解をして

いただきたいなというふうに思っておりますし、单４号の交差点の所にも１件200万とか

書いてありますけども、この間、新聞にも載っているとおり、こめぞーで200万の新聞記

ことも載せながら、こめぞーと新十津川のまち、そして、定住促進にも、常にこめぞーを、

いろいろ活用をしているということもご理解をしていただければというふうに思います。 

ただ、これは今年は進んでいる途中でありまして、新年度に向けて、当然、８番議員さ

んの言われたとおり、さらに、こめぞーをＰＲをする、していく、そういったことを考え

ておりますので、そのことは今ほど８番議員さんの提案した以外のこともいろいろ検討し、
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更なるこめぞーの宣伝機会、そういったものを多く考えております。 

そして、こめぞーも卖なるこめぞーだけではなく、コンセプトというのですかね、こめ

ぞーの中身、そういったものをつけることによって、より愛着だとか、こめぞーの性格だ

とか、そういったものを知らしめるというのですかね、そういったことを今工夫をしなが

らよりＰＲをしていくように考えておりますので、そのことを、まず、ご理解をしていた

だければなと。そういったことによって新十津川のキャラクターとして、より印象付けで

きる。今８番議員さんの内容もそうだと思うのですけれども、より、こめぞーが新十津川

に合った、新十津川の内容に相応しい物というふうに位置付けをしていきたいというふう

に考えているところであります。 

ただ、カントリーサイン、これも大きな提案の内容でありました。カントリーサインを

変えるには、尐し国道との協議だとか、大きくかかわりますので、そのことについては尐

し時間がかかります。変えるべきなのか、どうなのかということも含めて、そのことにつ

いてもよく検討して、どちらの方がいいのかということも、十分、新十津川の町の形態、

そういったこともありますので、今まで、フキの像が新十津川で長い間浸透してきている、

この新しいこめぞーをどのように活用していくのかということは、別な面でも活用できる

部分もありますので、そのことについては、カントリーサインについては、両面から十分

検討して、どうすべきなのかということを検討してまいりたいということを申し上げ、答

弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですね。 

それでは、最後の質問、８番、青田良一君。 

〔８番 青田良一君登壇〕 

○８番（青田良一君） それでは、次は教育長に質問をさせていただきます。 

今、中央教育審議会という組織がございまして、これは、様々な学校の課題について、

諮問、答申をする機関であろうということでご理解いただきたいなと思います。 

その中で、実は、今、どういうことが起こっているかと言いますと、実は学校の体制と

言いますか、これを変えていこうというふうな流れになってございます。ちょっと詳しく

言うと、学校の中に今までいなかったスクールソーシャルワーカーとかですね、カウンセ

ラーだとか、そういった者を常駐させるとか、あるいは、部活動なんかについても、指導

員を学校の必要な職員というか、そういうようなことで法令に明記していきたいんだとい

うふうな流れが起きてます。 

そこで、今回は、そういった流れの中で、現在の部活動について、教育長の見解をただ

しまして、私はできるだけ、こういう方向になるのが望ましいのだろうという観点から、

質問をさせていただきます。 

通告書を今回書いたので、ちょっと読ましてもらいますけども、世界一多忙と言われて

いる教員にとって、部活動というのは大きな負担になっていると言われております。これ

は2013年のＯＥＣＤ、経済協力開発機構というところの調査によりますと、日本の教員と

いうのは、一週間の仕事時間が非常に長いと、調査した34か国、地域の中で最長であると

いうふうになってございます。これは、中学生教員の勤務状況の国際比較によるものでご

ざいまして、データとして示されておりますので、ご覧になっていただければと思います。 

その中で、部活動など課外活動の指導時間というのが7.7時間と、他国に比べると勤務
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時間が長いという要因の一つとして、というよりも、これが大きな要因だというふうに言

われているわけでございます。 

そこで、そういった部分の教員の勤務時間の長さという観点から、また、もう一つは、

日本体育協会によって調査を行ったところによりますと、部活動の一番の課題をやってい

るということで、先生方に調査をしたところ、自らの指導力不足というものを挙げている

ということなのですね。日本体育協会が、部活動をしている先生に聞いた結果でございま

す。 

そうすると、自らの指導力不足というのはどういうことかというと、簡卖に言うと、一

つの部活があって、何々先生ここお願いしますというだけで、このお願いされた先生が、

実際にその競技を別にしていたわけでも何でもないということなんですよ。だから指導力

も何もないと、それが現状の部活動の姿として中学校ではそういうふうになっているとい

うことです。これは教育長も否定しないと思います。 

ですから、結局、子供達が尐なくなってくると、それに合わせて教員数も減ってくるの

ですね、当然のことながら。そうすると、教員数も減ってくると、より部活動の専門的な

技能を持った先生が赴任してくるという確率がまた下がるわけですよ、いいですね、理屈

はそうなってくるのですね。 

そうすると、本町の中学校の部活の参加率は、たくさん入ってますよということで、

しょっちゅう行政報告で聞きますね、それは良いことだと思うのですよ。内容は今言った

ような現状にあるということの反省を、やっぱり学校も教育行政をやっている人たちも、

きちっと捉えた上で、子供達にどういう部活動を提供したらいいのかということを考える

時期にあるのではないのかなというふうに、私は思うのですね。 

スポーツなんていうのは、中学校だけで、あるいは高校だけで終るのではなくて、でき

れば生涯を通じて、きちんとしたものを続けていけるということの方が良いわけです。そ

ういうことを望んでいるわけですね。 

ところが、小さいうちに基礎、基本をきちっとやらないと、続けていくということに対

する影響というのは、非常に大きいのですよ、これ。ですから、そこのところに、より専

門的知識を持った人たちがあてがわれることが、子供達にとっても幸せであるというふう

な考え方ができるのではないかなというふうに、私は思います。 

そうすると、それを実現させるためにはどうしたらいいかと言うと、やっぱり、競技歴

といいますか、剣道なら剣道をやる人、サッカーならサッカーをやって一定の知識を持っ

た人、こういう方が中学校の部活動の指導者として招へいする仕組みを作っていかなけれ

ばならないというふうに考えるべきだなと思うのですよね。 

それで、やれば全部お金がかかってしまいますから、それをボランティアでやるのか、

本当に競技団体の方から、近間にそういう人がいなければ、お金をかける必要も出てくる

かもしれませんけれども、幸いにして、うちの町には、やっぱりそういった部分での協力

をきちっとすれば、何人かは部活動の指導、一定の経験のある方というのはいらっしゃる

のではないかなという気がするのですね。 

だから、業者さんに委託をするというのも一つの考え方かもしれませんけれども、町内

で過去にそういったことをやっていて退職をなされた先生、あるいは、町内にいなければ

近隣にもたくさんいますよ、そういう先生がね。そういう先生を何とかお願いをして、部
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活の時間だけでも来てもらって、きちっと指導できるような考え方を構築していってはど

うかなというふうに、私は思うのですよね。 

そうすることによって、勝ち負けも大事ですけども、一番大事な時期に子供達に、ス

ポーツの競技の基礎、基本をしっかりと身につけるということができるということになる。

併せて、さっき言ったように、長時間労働で困っているというか、悩んでいるという教員

の負担も軽減できるということですね。 

ただし、そうなってくると、またお金の問題があるし、学校の管理規則と言いますか、

部外者はあまり入れたくないとか、それを直したり、いじったりしなければならない、そ

ういったご苦労も出てくると思うんですけども、その辺も合わせまして、私の考えについ

て教育長の見解をお聞きしたいなというふうに思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

教育長。 

〔教育長 久保田純史君登壇〕 

○教育長（久保田純史君） ただいまの８番議員さんの部活動指導体制の構築について、

答弁をさせていただきます。 

 何点かご質問ありましたが、まず、先ほど全国的な調査の教員の部活動に対する負担で、

部活の指導が大変だという統計になっているということで、私、まず本町の教員、中学校

の教員、全員部活動を担当しておりますけれども、その者に確認はしておりません。本町

の教員においては、そのようなことが無いのではないかなと、現在はですね、確認しては

いないですけども、無いのではないかというふうに思っております。 

それはですね、部活動につきましては、８番議員さんご承知のとおり、学校長のリード

の下、学校の教育目標、あるいは経営方針を踏まえて、教員が人間形成の上で部活動の顧

問なりをやっていっているところでございます。本町の中学校の教員におかれましては、

専門的な野球ですとか剣道ですとか、そういう経験している教員と経験していない、もち

ろん、経験していない教員で部活動を持っている教員もおります。 

しかしながら、経験のない教員においても、生徒と日常、授業ですとか学校生活におい

て、その部員の能力、性格等も踏まえた中で、日々見ておりますので、そのようなことを

踏まえて、今、スポーツの部門ででも、名選手が名監督と、教員においても、実際に部活

をやっていた先生が、自分が部活をやっていた経験のある者が指導するというパターンも

良い場合もありますけれども、何も無い方でも、今、いろいろ部活に合った、その種目に

あった練習方法、あるいは時間等々、今、いろいろ専門書ですとかインターネット等でも

調べた中で、指導に当たっております。 

私も今回、全道のある指導者、勝ち、負けでは関係ないのですけど、ある種目、卓球の

中体連の常勝校の中学校の指導者については、卓球に携わる指導者から聞いたのですけど、

何も経験がないということで、その中で、先ほど言いましたように、いろいろ自分なりに

研究して、今では全国への常勝校へ導いていると。そのような実際、私も具体的にそうい

う先進事例もお聞きしたり、目の当たりにしておりますので、そのようなことはなく、今

ある先生の中で、あくまでも、勝ち、負けではなくて、学校生活の中で人間形成する上で、

教員が担当して部活を指導していくのが一番望ましいと思っております。 

 その中で、どうしても支障が生じた場合については、本町でも今行っているのですけれ
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ども、外部コーチの招へい制度ということで、契約に基づきまして行っております。 

 具体的に言いますと、本年度で言いますと、本町で行っているのは、男子バスケット部

の外部コーチ、これは年間通してやってます。あと、卓球については、一時的な時期に外

部コーチというようなこともやってます。それはあくまでも、学校の先生方の中で部活動

を推進していく上で必要となった場合については、そのような形でやっていけばいいので

はないかと思っております。 

また、他の事例と言いますか、他の所の事例でいきますと、学校経営、あるいは部活動

の顧問の先生よりも、尐年団、そういう経験のある外部指導者を招いたことによって、学

校の方針をちゃんと踏まえていないものですから、行き過ぎたと言いますか、そういう指

導によってトラブルが発生しているという事例も、全国であるやに聞いてます。 

そのようなことから、基本は先ほど言ったように学校の先生方に顧問をしていただいて、

必要に応じて外部コーチを招くこともありますし、部活動の時間というのは、いろいろ練

習時間等の関係で決まっております。そのようなことで部活動は部活動、また、尐年団の

ある種目については、尐年団の方の指導者の中で、優れた指導者がそれぞれ町内にいらっ

しゃいますので、尐年団の中でまた体力を向上していただくというのも良いのではないか

というふうに思っております。 

以上を申し上げまして、私の８番議員さんに対する部活動に対する考え方の答弁にさせ

ていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。再質問ですか。 

はい、８番、青田良一君。 

○８番（青田良一君） 今、教育長さんのご答弁については、現状で良いんだというふう

な受け止め方しましたけども、私は、大胆に変わるべきところは変わる。変えるところは

変えるというふうな発想は、尐なくなった子供達に対して、そうすべきだなというふうに

思っています。 

今、事例も示されましたけども、上手に育てる人はいるんですよ、それは。それは、全

く否定しないんですよ、私も。ところが、そうでない人もいるんですよ。そうでない人に

当たった子供達は、もっと可哀相なんですよね、やっぱりね。本当に、基礎、基本を無視

したような形で、試合とかそういうところにだけ目を向けたような練習形態をとっている

人も尐なくないというふうなこともありますので、やはり、長くスポーツを続けていくた

めの方法論を、やっぱり学校長辺りとも話をして、学校は学校の経営でいろいろあると思

うのですけれども、スポーツをどうやって長くさせるかという観点で、やはり、その辺は

一考する価値があることではないかなと思っています。 

そういう絡みの中で、さっき言った、諮問、答申をやっている機関でも、すでにそうい

うことが話題になって検討されているということだろうと思いますね。 

ぜひ、教育長さんも新しくなられたわけですし、子供達の部活の様子もじっくり見てい

ただきながら、補助の先生がすべてだめだなんて言い方はしているわけではございません

ので、他と見比べたりなんだりすると、大体分かるんですよね。本当に、バスケットの基

本ができているとか、バレーボール基本ができているかなんていうのは、大体分かると思

いますけどね。 

そんなようなこともやりながら、やはり、今の部活動のあり方そのものを考えていただ



- 46 - 

 

きたいなというお願いを申し上げまして、回答は同じになるから答えはいりませんけれど

も、ぜひ、考えておくことの一つにしていただきたいということをお願いして、私の一般

質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、青田良一君の一般質問を終わります。 

 ここで、15時00分まで休憩いたします。 

（午後２時50分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、一般質問を続けます。 

（午後３時00分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 最後の質問者になります、４番、小玉博崇君。登壇の上、発言

願います。 

〔４番 小玉博崇君登壇〕 

○４番（小玉博崇君） それでは、議長のご指示がございましたので、私から一般質問を

させていただきたいと思います。 

本日の最後の一般質問となりますが、いよいよ町長が新町長になって約半年ちょっとが

経ったと思います。そういった意味で、いろいろな思いだとか、そういったものがいろい

ろ出てきているかなというふうに思っております。今回、私は二つの質問の中で、ぜひ、

半年を過ぎた町長の熱い思いを聞かせていただければというふうに思いまして、質問をさ

せていただきたいと思います。 

まず、はじめの質問ですけれども、町職員の人材育成と方針について、ご質問をさせて

いただきたいというふうに思います。 

尐子高齢、人口減尐、産業の形態、地方の行政を取り巻く課題というのは、数多く山積

する中、この問題を解決するのは、国でも北海道でもなく、そのまちです。 

まちが本気になって住民が抱える課題を捉えて、まちの将来像をしっかり掲げ、そのま

ちに合った創意工夫の取組みを実践していくことというのが、これからは急務になってき

ています。その要を担うのが町の職員だというふうに思っております。 

そこで質問です。町長が目指すまちづくりを実現するために、町長が考える我がまちの

町職員像と、それに向けての育成方針及び具体的な取組みをご質問いたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） それでは、４番議員の町職員の人材育成の方針について、お答え

をさせていただきたいというふうに思います。 

 尐し私の思いも込めて答弁させていただきますので、ちょっと長くなるかもしれません

けども、ご了承いただきたいというふうに思います。 

今、４番議員さんから言われたとおり、地方自治体を取り巻く社会情勢は大きな変化の

時を迎えており、地方分権、地域为権の進展など、地域自らが为体となって、自立性の高

い行財政運営を進めていくことが求められております。 

 このような状況の中、真に町民の方が満足する行政運営を行うためには、職員一人ひと
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りの能力の向上を図っていくことが何より大切であると考えております。平成18年度に策

定をいたしました、新十津川町人材育成基本方針において、正しい倫理観を備えた職員、

コスト意識、プロ意識を持つ職員、住民の目線で行動できる職員という目指すべき職員像

を掲げ、計画的な職員の育成に努めているところであります。 

職員の育成につきましては、職場外での研修を中心に進めており、職務を遂行するため

に必要となる一般的な知識、技能等を習得する一般研修、専門性の高い分野について学ぶ

専門研修、職員が所掌する事務にとらわれることなく、学びたい時に学びたいテーマにつ

いて学ぶことのできる自为研修を、研修の柱としております。 

とりわけ、自治大学校への派遣は、各種研修機関が実施する研修の最高位に位置するも

ので、全国の地方自治体の中枢を担うべき職員が数多く研鑽をしており、本町からも毎年

数名の派遣を行っております。 

自治大学校によれば、職員数全体における自治大学校卒業者の割合は、全国の市町村の

中でトップに位置しているとのことであります。受講者数の割合は、現時点での指標にし

か過ぎませんけれども、こういった研修を受講した職員が政策形成能力や問題解決能力を

身に付けることにより、将来、必ずや本町の町づくりのかぎとなる人材に育ってくれるも

のと期待をしております。 

一方において、人材の育成は、職場外の研修だけで進んでいくものではございません。 

職場内の研修において、日常業務に取り組む中での業務遂行能力の向上、職員相互が小さ

なノウハウを共有し合う場の設定、あるいは、地域サポーターの職務を担う中での説明能

力の向上など、あらゆる場面を職員研修の場としてとらえ、それらの特徴を生かした総合

的な人材の育成を進めていくべきものと考えております。 

ですから、職員が町民と接する、それがいろいろ町民からも職員が研鑽を受けていると

いうことでありますから、町民の皆さん方にも、そういう職員の意識向上にご貢献をして

いただいていることに、感謝を申し上げたいというふうに思います。 

しかしながら、職場内外に多くの研修制度を整備しても、そこに職員自らの学ぶ意志と

いうものがなければ、研修によって得られるものは非常に尐なくなってしまいます。新十

津川町の職員として、人材育成方針で示す、正しい倫理観、コスト意識、プロ意識、住民

目線を持つ職員を育てていくことは、変わることのない方針ですれけども、この前提とし

て、自らチャレンジ、学ぼうとする意志がなくては、人は、大きくなっていきません。 

米沢藩为の上杉鷹山は「生せは生る、成さねは生らぬ何事も、生らぬは人の、生さぬ生

けり」と、家臣にやる気を大切に説きました。この言葉は、私の座右の銘でもあり、この

思いを込めて私自身、職員に向き合っておりますし、まちづくり基本条例でも、町長の責

務として、町民に信頼される行政の専門職として、職員の育成に努めることが定められて

おります。 

これらのことを踏まえ、多くの職員が自発的に学ぶ姿勢を見せてくれておりまして、職

員として町民のために何をしなくてはならないのか、そのために、自分は何を学ぶ必要が

あるのか、しっかりと職員自身が気づき、心の中で昇華させ、その上で研修に臨んでいけ

るよう、私も機会あるごとに職員に促しているところであります。 

昨今の地方自治体を取り巻く環境は、４番議員の言われたとおり、尐子高齢化、地方創

生、地方分権など、大きな国の変化に職員はいち早く察知しながら、見極め、情報判断に
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迫られ、一方では、町民の意識の変容もあり、その責任は増しております。 

したがって、職員の能力が自治体の能力であると言っても過言でないと考えております。 

したがいまして、職員一人ひとりの能力に磨きをかけていくことは必要不可欠でござい

ます。これらのことを踏まえ、継続的な研修によって、職員一人ひとりの能力を向上させ

ることが、町民の方々の福祉向上、そして、本町のまちづくりにつながっていくものと考

えておりますので、今後とも精力的に研修を中心とした人材育成に努めていく考えである

ことを申し上げ、４番議員のご質問の答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。再質問はございますか。 

４番、小玉議員。 

○４番（小玉博崇君） 今ほど町長の方からの答弁の中に、自治大卒業者がトップ、これ

は全国クラスということを考えますと、我が町の職員の研修制度というのは、かなり充実

しているということが分かりました。 

 先ほど、我々議会の中でも、議員の研修に町からある程度助成をしていただいて行けて

いるという、この姿勢というのは、非常に有難いことだなというふうに思っております。 

 そこで、このあいだの議会報告会でもあったのですが、やはり町民の方は、議員が何を

やっているのかわからないので、活動を定期的に公表すべきだということがあったのです

が、私は、今後、まちづくりをしていく上では、行政と住民というのはパートナーシップ

とよく言われると思います。そういったことを考えますと、やはり町長が目指すまちづく

りに向かって、町の職員がどんな研修を受けていて、どんな努力をしているのか、その辺

を町民に知っていただくということが、非常に大事なんじゃないかなと思っています。 

そういう意味では、ここは、私からの提言にはなるのですが、どのような研修を受けて、

それをどのような事業に反映していくのか、そういったものを、もしかしたら役場内での

研修者の報告会みたいなのあるのかもしれないですが、ぜひ、そういうものを町民に分

かっていただくような仕組みをとってはどうかと思いますが、町長の考えを教えていただ

ければと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（熊田義信君） 今ほどご質問にありましたように、住民とのパートナーシップと

いうのは必要不可欠なものであります。 

 そして、二元代表制となる職員もそうですし、議会議員もいろいろ研鑽を積んで、いろ

いろ議会が、この場で活性化も進んでいることは、やっぱりそれぞれ研修が前向きに進ん

でいるたまものではないかなというふうに思っているところであります。 

 現在、職員の研修の内容につきましては、イントラネットという庁舎内の共有システム

があるのですけれども、その中でそれぞれ職員が行った復命書、そういったものが職員す

べてで共有し、内容を確認することになっておりますし、それぞれの所属課においては、

その課で報告会をするだとか、そういうこともやっているところもございます。 

そういったことから、職員が研修に行かなくても研修の根幹たるものは、先ほど議員さ

んが報告した内容と類似するかもしれませんけれども、同じように職員同士が、その資料

を見ながら、その報告書の内容を確認をし、良いものは吸収をして、そして、職員がそう

いったものを活かして、町民のためのまちづくりに資しているという状況になってござい
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ます。 

職員の研修の内容に尐し触れますと、自治大学校については、今年３名、そして、町村

会の为催の基礎研修、これは職員になって１年目に職員として必要な公務員の基礎、そう

いったものを身に付ける研修だとか、５年目に行く中級職の研修、さらには、自分でいろ

いろ研鑽を高めるために行く自为研修など、様々な研修の場を設けて、自らその研修に手

挙げをして、その先ほど言ったチャレンジする気持ち、それを自らかもし出すような研修

の機会を設けております。この自治大学校に向けて職員約４割、４割が今自治大学校に

行っております。これは自治大学校の校長が、新十津川が日本国内で最高の割合だという

ふうに言ってもらい、１日自治大学校も新十津川に来て開いていただいたくらい新十津川

は、これまでの自治大学校に行っている実績があります。 

 これからさらに、この自治大学校に行く部分では、今まで指名をして、我々が指名をし

て職員に行って研修の機会を設けていたわけでありますけれども、さらに、チャレンジ精

神を抱いてもらうために、その３名以上行く自治大学校の研修の中で、１名は自ら手挙げ

をして若いうちにこの自治大学校に行きたいと、そして、行く職員は、しっかり研修を身

に付けて、そして町民のために還元をしていくと、そういうものを更に高めていこうとい

うふうに考えております。そういう前向きな職員を見る周りの職員は、更に自分も研鑽を

して、その職員に負けない、そして、研鑽を積んでいくという意識が高まっていくものと

いうふうに考えておりますので、そのことを申し上げたいというふうに思います。 

さらに、今ほど町民へのそういう啓蒙だとか、周知については、尐しどのように周知を

していくことが一番いいのかということを、ちょっと考えさせていただきたいと思います。

ちなみに、いろんな研修を含めると、１年間で50人の研修が行ったり、40人の研修の年が

あったりということがありますから、非常に多い研修機会を設けていると。いろんな研修

機会が様々にありますから、先ほど議員さんの行った滋賀県の研修施設、千葉にある市町

村アカデミーだとかもありますので、様々な研修機会を設けているとこでありますから、

この研修内容をどのように町民に方に知らしめることが良いのか、情報も提供することに

よって過大に提供することが、逆にオーバーになって、あまり良い提供になっていかない

ということもありますから、適切な提供をどのようにしていくのかということも、検討し

てまいりたいというふうに思っております。以上を申し上げて答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。再々質問ですか。 

再々質問を許します。 

４番、小玉博崇君。 

○４番（小玉博崇君） 検討いただけるということで、ありがとうございます。やはり、

見えないと、研修なんかも目的を持って行っているものなのか、それとも、順番に行かせ

ているのかというのが分からないということがありますので、ぜひ、その辺、検討を願い

たいなというふうに思っております。 

最後の質問になりますが、先ほどから言っています人材育成というものについてなので

すが、私も、まちの活性化には何が必要なんですかというようなアンケート調査等には、

新たな産業や文化だとか、若者の活躍の場だとか、所得の向上などという項目の中に、必

ず高い位置で人材育成と定着というのが出てきます。この人材育成というのは、あくまで

職員の育成だけではなくて、やはり地域に居る人材の育成というのも、多分含まれている
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だろうなというふうに思っております。 

そこで、職員のレベルの向上というのはたしかに、先ほど町長がおっしゃたとおり、コ

スト意識ですとか、そういったプロ意識、そういった意味でのレベルの向上というのは、

たしかに必要なのですけれども、それと同時に、今お話があった課題ですね。一生懸命学

ぶ機会だとか良いシステムを作っても、学ぶ意識だとかチャレンジ意識が不足していたら、

やっぱり良い研修に行っても身にならなかったりだとか、そういうことを考えると、やは

り町職員の意欲の向上というのもかなり必要になってくるのかなと思います。 

そういう意味では、町の職員が明るくはつらつとすることというのは、やはり地域に

とってはとても良い影響を与えるのと、地域が明るくなる一つの要因になるかなというふ

うに思います。 

ただ、今は、町を活性化したいけれども、なかなか予算がない。また、産業も衰退して

しまう。また、国の援助もなかなか見込めない、そういう厳しい状況があるのかなという

ふうに思います。 

そういった中で、私は、ちょっとお聞きしたいのは、そういう厳しい状況の中、町長は

職員にどんな力を、まず付けてもらいたいのか。そして、どんな実践を取組んで欲しいの

か。その辺ちょっと具体的に聞かせていただき、また町長として、職員の意欲が上がるよ

うな取組みというものを、現在どのようにしているのか、その辺をぜひ、熱い想いを込め

て聞かせていただければなというふうに思ってます。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（熊田義信君） ただいま４番議員のご質問にお答えしたいというふうに思います。 

まず、今、喫緊の課題は、人口減尐、そして、地域創生、10月に作りました計画の実践、

それが今、最重要課題というふうにとらえております。その計画書に乗って、その総合戦

略、そして、人口ビジョンを見極めながら、しっかりそれぞれのセクションで、この仕事

をどのように実践していくことが、自分の与えられたプロ職員として、町民にしっかり還

元できるのかということが、今、最重要課題だというふうにとらえております。 

その中で、やはり職員は明るく元気。職員が明るいと、まちが明るいと言われていると

ころが多くあります。そして、今ほど言った笑顔で、そのことが町民に対しても安心感と

いうのですか、明るい役場に来て、そして、笑顔で挨拶をしてくれるということが、まず、

気持ち的に安心感が抱かれる。そして対話の中で、町民の目線で考える、その情熱と意識、

相手の気持ちを気付く、そういうことが職員として必要だろうというふうに思っておりま

す。 

新年度の予算編成の会議の中でも、今言った内容を、私の方から説明をして、そして、

予算を作るように、そのように職員に喚起もしているというところであります。 

町長としての取組みということに触れたいというふうに思います。私も職員に言うばか

りではなく、私自身も研修に行っております。災害に強いまちづくりという首長の研修が

あり、11月の上旪に、それこそ千葉にあるアカデミーで研修を受けてきております。 

もう一つは、今、喫緊の課題である地方創生。これも地方創生の首長研修会というのが

東京であり、その研修に行って自ら地方創生に必要な首長としてのスキル、そして、首長

としての対応、それぞれ自ら学び、そのことをしっかり首長の責任として職員を守り、そ
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して、町民の方が安心して住める、そういう部分の必要なものを研鑽をして、しっかり職

員にも伝えながら、町民が安心して、そして、末永く住める環境に鋭意努めているという

ことであります。 

今までもいろいろ苦難の時がありました。その時も乗り越えてきた新十津川町の歴史、

それは非常に大切にしていくことが必要だというふうに思っております。歴史は人を作り、

人はまちを作る。これが、人材育成の基本で、まちづくりにつながっていく、そういう想

いを込めて、しっかり職員と一丸となって町民の皆さん方が安心して住める町づくりのた

めには、職員の意識の高揚、研修の拡大、これを鋭意努めながらいきたいということを申

し上げ、答弁とさせていただきます。 

もう一つ、予算がないという部分がありましたけれども、必要なものは、予算はつけな

ければならない。町民の財産である予算。今、積立金もあります。それを使うのも、今の

必要な時代であるというふうに思っております。町民が、やっぱり安心して住める福祉の

部分であったり、子育て、教育の部分もそうです。その部分では職員が考えた予算、そし

て、そういうものをしっかりと議論をし査定をし、そして、議会に向けて提案をすると。

これが我々の責務。そして、議会との二元代表制の中で町民のための予算づくりになって

いくものというふうに考えておりますので、予算はしっかり吟味をしながら、そして必要

なのもをつけていくことも大事だというふうに考えていることを申し上げ、答弁とさせて

いただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは、４番、小玉博崇君。次の質問に入ってください。 

〔４番 小玉博崇君登壇〕 

○４番（小玉博崇君） それでは２つ目の質問に入りたいと思います。 

 ２つ目の質問ですけれども、高齢者が住み続けられるための生活支援について、ご質問

をしたいと思います。 

現在、人口減尐への取組みを掲げた総合戦略ができました。それで、人口ビジョンへの

取組みを策定して、その中にも、住み慣れた場所で継続して生活できる暮らしの確保とい

うのが計画されていると思います。 

しかしながら、まちづくり懇談会でも声を聞いたかなと思いますが、我々議会報告会で

も、多くの方が、やはりこのままでは、この町に暮らせなくなると。実際に具体的な例を

言いますと、車が運転できなくなったら、もうここには住めないと。旦那が居なくなった

ら、私は、もう娘の所に行こうと思っていると。そういったような具体的な声を多く聞き

ました。 

高齢により、生活に困難さを感じた人の流出というのが、これからすごく危惧されるな

というふうに感じております。住みたいけれども、住むことができなくなってしまう。そ

ういった方への具体的な支援について、どのようにお考えかお聞きしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） それでは４番議員さんの二つ目の質問、高齢者が住み続けられる

ための生活支援について、お答えをさせていただきたいというふうに思います。 

今ほど、４番議員さんからも質問の趣旨にありましたとおり、総合戦略の中に、住み慣
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れた場所で継続して生活できる暮らしの確保ということを施策目標に掲げております。こ

れは、今後更に進む高齢化に向けて、５か年間の中で重要な施策として掲げ、町民の方々

が、その人らしく在宅生活を続けていくことの重要性、そして、それをしっかりやってい

く、そういったことでここに書いてあるところであります。 

高齢者の生活行動に着目しますと、身体機能の低下や認知機能の低下により、車の運転

が困難になってきている方が増えている傾向にございます。これに対応するため、次年度

から市町村事業になる介護予防事業の中で、訪問型サービスにおいては、現行型より利用

しやすい、きめ細やかなサービス体系を構築し、また通所サービスは、方面別に生活に身

近な場所で、生活行動や身体機能の向上を図る通所サービスを計画し、閉じこもりを防ぎ、

長く在宅生活を続けられるように、現在、徳富区をモデルに通所型サロン事業、さらには、

楽絡運動教室などを開催し、それぞれ気軽に参加しやすく楽しいひと時を過ごせるような

事業も展開をしているところであります。 

 また、健康長寿を伸ばすためには、運動機能の健康も重要であると言われておりますの

で、目的を身体機能の維持、向上に特化した運動事業を継続しつつ、その拡大を計画的に

進めてまいります。 

この運動機能については、高齢者になってからだけではなく、若い世代からしっかり運

動と親しむ、そういうことが極めて大事だというふうに思っております。 

このような対応をしても、運動機能の低下が現実として起こり得りますので、こうした

町民の方々の移動手段としていくため、交通サービス環境として、高齢者無料巡回バスの

運行、地域公共交通を確保するための乗合タクシー、乗合ワゴンの運行、また、要介護者

がいる独居又は高齢者世帯への通院支援として、タクシーの初乗り支援を実施していると

ころであります。 

私は、町民の方々が、住み慣れた場所で、安心して暮らせるまちを目指したいと考えて

おります。これからは、相互扶助、いわいる互助が必要であると考えております。これは

前回のこの議会で、４番議員からも質問のあった内容であります。 

これまでの公助、共助、自助に、互助を加えた４つの力を合わせた中で、進めて行くこ

とが望ましいというふうに考えており、公助として、介護保険等の公共のサービスを提供

し、共助、互助として、地域の福祉力の向上としての助け合い、自助として、自分らしい

生活が送れるように自ら努力すること、これらのことを念頭に置き、それぞれが共通認識

を持って、地域のニーズに合った生活支援の確立をしていくことを申し上げ、４番議員さ

んの答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 

はい、４番、小玉博崇君。 

○４番（小玉博崇君） 今ほど町長の答弁の中に、来年度から始まる介護予防事業のお話

がありました。先般、我々総務民生常任委員会もいろいろ勉強させていただいているので

すが、ご存じのとおり、介護予防事業につきましては、これまで介護保険の対象であった

要支援者、この方達も、今後は町が考える事業の対象者となります。 

要支援者というと、やはり先ほど私がちょっとお話をした、生活に困難さを感じている

人。要介護になる前の、ある程度支援が必要な人という形にもなっていきます。こういっ

た方達が対象の介護予防サービス。この介護予防事業の目的というのは、介護にならない
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ための予防ということもありますけれども、介護保険料が今、非常にどんどん高くなって

きてますよね。我々、次の介護保険料の改正では、今ぎりぎり５千円を切っている状況で

すけれども、おそらく５千円を超えるだろうと言われています。そういうことを考えると、

この方々というか、介護保険料の高騰というのは、住民にとっては相当大きな問題にもな

る、そういう側面も持っているというふうに思っております。 

そういった意味では、町独自の事業で生活困難者の事業を行っていくという意味では、

やはり、相当なアイディアとマネジメント力というのが、かなり必要になるというふうに

感じています。そういうことを考えると、やはり要支援になっても、逆に要介護になって

も、この町で安心して暮らせる、そういった事業になっていかないと、これはやはり意味

がないのではいかなというふうに感じます。 

今回、総合戦略できましたけれども、本当にこの介護予防事業、私達の町がどのように

行っていくかというのは、ある意味目玉にしていってもいいくらいではないかなというふ

うに、私は思っております。 

今年、長寿を祝う会ということで、我が町必ず慶祝者のお祝いをしているのですが、今

年のデータを見ると、対象者は943人に加えまして、参加者が361人となってます。この介

護予防事業、やはり目をつけなければいけないのは、この361人もそうなのですけれども、

この不参加の582人にどう目を向けるかかなというふうに思っております。 

この中には、やはり何らかの理由で出られなかった方も多くいらっしゃるのではないか

なと、そういうことを考えると、やはり現状の把握というのをしっかりやってもらいたい

なというのを考えております。 

町の高齢者の生活課題の把握。それと、多くの住民や機関の意見を踏まえた上で、柔軟

な町独自の生活支援システムの構築を、ぜひ、進めて欲しいというふうに、私は要望する

とともに、これから地域包括支援センター、雤竜から今回独立するような形になりました

が、町の地域包括支援センターの機能というのが、かなり要になってきます。ここの専門

性というのが、かなり重要になってくると思いますので、ここの機能の充実というのを、

ぜひ、図っていただきたいなというふうに思いますが、町長のご意見をいただきたいなと

思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

○町長（熊田義信君） それでは再質問にお答えをしたいというふうに思います。 

まず介護保険が高くなるのではないかと。これは、高くなっていかざるを得ないのかな

というふうに、ちょっと思慮しております。今、介護報酬、いわゆる介護事業所の運営も

厳しい状況になっておりますし、働き手の手当の部分でも非常に厳しい状況になっており

ます。このままでいくと、介護保険料は高くなっていくのかなと思いますけども、これを

卖に高くするのではなく、今ほど言ったとおり、町独自の施策を講じ、介護にかからない、

いつまでも健康長寿にして、この新十津川に住み続けられるように、創意と工夫を重ねて、

しっかりやっていきたいというふうに考えております。 

このことは先ほどの質問にあった職員の意識啓発ということも重なって、いろいろ研鑽

をしておりますから、地域の実情、そういう実態もしっかり参酌をして、しっかりやって

いかなければならないと思っております。 
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 この命題は、先ほどちょっとサロンの話をしましたけれども、徳富区が高齢化比率が先

んじて高いという状況になっております。みどり区もその次になっていると。そういう地

域の実態を、しっかりそこで住める環境にするためにモデル事業として先に進んでやって

いるということも、この住み続けてもらいたい、住み続けていく福祉の重要な事業として

とらまえて、それを広めていきたいというふうに考えているところであります。 

長寿を祝う会に、対象者と出席者の差があるということがありました。ある程度この差

は、保健福祉課でも把握をしており、端的に言うと入院されている方、それと、元気でい

るんですけども出席していない方だとか、それぞれ都合によって欠席されている方なども

いる実態は、保健福祉課ばかりでなく、それぞれの行政区で案内状を配る時には、ほとん

どの状態が民生委員さんも通じながら、地域の方々が一番承知をしていて、そういう内容

を保健福祉課で概ね捉えているというのが、その実態ではないかなというふうに思い、そ

の一定の把握は、こちらでわかるという状況になっているということでとらえていただき

たいというふうに思っております。 

これから、この福祉の問題、そして新十津川にいつまでも住み続けてもらいたいという

ことは、私も目玉にして、やっぱり重点施策としてやっていきたいというふうに考えてお

り、新年度予算でも、いろいろ創意を屈しながら、しっかり皆さん方にお示しをしていき

たいというふうに考えているところであります。 

そういった中で、地域包括支援センターが重要な機能になると、これはそのような機能

を、よりしっかり持たせるようにしていきたいというふうに考えておりますし、前回もボ

ランティアの話も一般質問であり、しっかり社会福祉協議会がボランティアの機能を持ち

ながら、地域でのボランティアを募る人、そういったものを掌握をしていきたいという話

をさせていただきました。 

そういった中で、地域支え合い推進員、地域生活支援のコーディネーターをしっかり配

置をしていきたいというふうに考えております。このことは、資源の発掘とニーズに対応

する結び付けが行なえるように、それぞれの地域の方々、隣近所の町民が相互扶助の精神

の下、それぞれ支え合っていけるように、また、地域の民生児童委員、そして、福祉の関

係機関、事業所、サービス担当の方々が、より連携をし、多くの方々が、やっぱり新十津

川でずっと住める環境、そういうことを考えているからであります。 

先ほど言ったボランティアセンターの機能も、しっかり社会福祉協議会が充実をするこ

とが期待できますので、更に募集とボランティアの方の資質向上、そういったものをしっ

かり重ねていきながら、地域のニーズに合ったこの生活支援、これが目玉であるし、この

ことをしっかりやっていかないと人口減尐が拍車をかける、歯止めがかからないというこ

とになりますし、このことをしっかりと目玉として新年度も総力を挙げて対応していきた

いということを申し上げ、答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） ４番議員、再々質問はありますか。 

それでは４番議員、再々質問を許します。 

○４番（小玉博崇君） 最後になります、今町長の思いを聞かせていただきました。非常

に期待したいなというふうに思っているところです。 

先ほども、共助のまちづくりというところもありましたが、実際、我々議員として地域

を回ってみると、高齢者が高齢者同士支えている現状は見られるのですね。ただ、やはり
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その支えているのもかなりの高齢者で、お互い不安を感じながら支え合っている。これは、

本当に高齢者が安心して暮らしていると言えるのだろうかというところだと思うのですね。 

先ほど言ったように、すべて公的なサービスで支えていくというのは、まず、無理だと

いうふうに思っています。だからこそ住民だとか、様々な先ほど民生委員さんだとか、地

域の皆さん、行政職員もそうですけれども、そういった方々が一つのチームとなって、こ

の住民の課題に合った独自の取組み、システムを真剣に考えて取り組んでいかなければい

けないと。そして、この問題についてはやはり、相当急がないといけないというふうに

思っております。 

毎日不安で暮らしている高齢者の気持ちを考えると、やはり、いたたまれない部分もあ

りますし、この町をこれまで支えてきた高齢者が、住み慣れたこの新十津川町で暮らし続

けたいという気持ちを、ぜひ、先ほど町長がおっしゃったとおり、実現させて欲しいなと

いうふうに思っております。 

先ほど、本当に力強い言葉がありました。必要な事業には予算を付ける。介護予防の予

算というのは、本当に限られています。先ほど、西内委員長の質問でもありましたが、20

人枠を今は考えておりますが、先ほど言った長寿を祝う会の不参加582名と参加者合わせ

て943名というのは、これはもう80歳以上の方と77歳の方ということを考えると、この人

数の方はもう大方、予防事業の対象になってくるんですね。そういうことを考えると、お

そらくこの枠で足りるのかどうか。そういったことも踏まえて、しっかり実態調査を行っ

ていただいて、ぜひ、この町独自の介護予防事業に力を入れて、ぜひ、予算を付けていた

だきたいなというふうに思っております。 

○議長（長谷川秀樹君） 最後、町長ございますか。 

それでは町長、答弁お願いします。 

○町長（熊田義信君） 改めて回答させていただきたいというふうに思います。 

 今までの答えの総括になるかもしれません。職員がそれぞれ創意と工夫を重ね、地域の

実態を把握をして、福祉の関係機関、そういった方々とも連携しながら、しっかりとした

事業展開をしていきたいと思っております。 

ただ、いっぺんにということにはならないことも場合にはありますので、計画的に町民

の方が、まず、不安だとか、そういう心配の無いような、そういう体制をまずは築いて、

そして徐々に拡大をしていく、そういう内容で、しっかり予算も拡充しながら対応するこ

とを新年度予算で皆さん方に提案をしたいということを申し上げ、答弁とさせていただき

ます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、小玉博崇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。 

休憩いたします。15時55分まで休憩いたします。 

〈演台撤去〉 

（午後３時45分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後３時55分） 

                                       



- 56 - 

 

     ◎請願第２号の上程、説明、委員会付託 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第７、請願第２号、ＴＰＰ「合意」内容の徹底した情報公

開と検証を求める請願について、紹介議員であります鈴井康裕君より内容の説明を求めま

す。 

３番、鈴井康裕君。 

〔３番 鈴井康裕君登壇〕 

○３番（鈴井康裕君）  

〔説明の記載省略〕 

○議長（長谷川秀樹君） 内容の説明を終わります。 

 本件につきましては、お手元に配りました請願文書表のとおり、所管の経済文教常任委

員会に付託しましたので報告します。 

                                       

     ◎陳情第２号の上程、委員会付託 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８、陳情第２号、「介護報酬の再改定を求める意見書」

採択についての陳情につきましては、お手元に配りました陳情文書表のとおり、所管の総

務民生常任委員会に付託しましたので報告します。 

                                       

     ◎議案第54号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第９、議案第54号、新十津川町行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関す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 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただいま上程をいただきました議案第54号、新十津川町行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用

及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について。 

 新十津川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を、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。３枚おめくりをいただき、左上をご覧いただきたいと

思います。 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人

番号の利用等に関し必要な事項を定めるため、この条例の制定について議決を求めるもの

でございます。 

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

上、議決賜りたくお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

総務課長。 

〔総務課長 寺田佳正君登壇〕 
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○総務課長（寺田佳正君） それでは、ただいま上程いただきました議案第54号、新十津

川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について、内容のご説明を申し

上げます。 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が平成25年５

月に公布されました。この後は、番号法と呼ばせていただきますが、この番号法の施行に

伴い、国民一人ひとりに付与される12桁の個人番号を利用して、国、地方公共団体等が保

有する個人の情報を連携させることができるようになりました。 

 番号法においては、個人番号及び特定個人情報について厳格な保護措置が講じられてお

り、社会保障、税、災害対策のうち、定められた事務以外での利用、提供が禁止されてお

ります。 

地方公共団体において、これらに類する事務について個人番号の利用等を行う場合には、

条例で規定する必要があることから、本町におきましても、個人番号の利用及び特定個人

情報の提供について、本条例に定めたいとするものでございます。 

 それでは、条例内容をご説明申し上げます。 

 第１条は、条例の趣旨を規定するもので、法第９条第２項と法第19条第９号の規定によ

り、個人番号の利用及び特定個人情報の提供について、必要な事項を定めるものとしてお

ります。 

 第２条につきましては、文言の定義でございまして、この条例に出てくる用語の説明を

定めております。 

 第３条につきましては、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に当たっての町の責務

を定めたもので、国との連携を図りながら、自为的かつ为体的に、地域の特性に応じた施

策を実施するものと規定してございます。 

 第４条につきましては、個人番号の利用範囲を規定するものでございます。 

 第１項でございますが、法第９条第２項において、個人番号を独自に利用する事務等を

定めるものとされていることから、当該事務について規定するもので、次のページ、別表

第１の右欄に掲げる事務及び別表第２の中欄に掲げる事務、町長又は教育委員会が行う法

別表第２の第２欄に掲げる事務がこれに該当することとなります。 

 第２項においては、町が同一の執行機関内において、独自利用事務を処理するための情

報連携について、別表第２に規定しています。 

ただし書きについては、情報提供に際し、情報照会者及び情報提供者は、直接に情報提

供の求めを行うのではなく、情報提供ネットワークシステムが利用できる場合は、当該シ

ステムを介することを原則としていることから、これに該当する特定個人情報の提供につ

いて、除くこととしてございます。 

 第３項において、町長又は教育委員会が、法別表第２に規定する事務を処理する場合に

おいて、自らが保有する同表第４欄に規定する特定個人情報を利用することができるとい

うものでございます。 

ただし書きについては、前項の場合と同様の趣旨の規定となってございます。 

第４項においては、特定個人情報を利用することができる場合において、他の条例等で

特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出を義務付けている場合には、当該書面
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の提出があったものとみなすという規定でございます。 

 第５条につきましては、特定個人情報の提供について定めております。 

 第１項として、法第19条第９号の規定により、同一の地方公共団体における他の執行機

関へ、特定個人情報を提供できる場合を規定するもので、具体的には、町長と教育委員会

との間において、法で規定されている事務及び独自利用事務を処理するための情報連携に

ついて、別表第３により規定しております。 

 第２項については、前条第４項の規定と同様の趣旨の規定となってございます。 

 第６条につきましては、規則委任についてでございまして、この条例の施行に関して必

要な事項を、規則で定めるものでございます。 

 附則でございます。 

附則、施行期日でございますが、この条例は、法附則第１条第４号に掲げる規定の施行

の日から施行することとしており、当該施行日は、番号法の施行期日を定める政令により、

平成28年１月１日と定められております。 

 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10、議案第55号、新十津川町住宅改修促進条例の制定に

ついてを議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただいま上程をいただきました議案第55号、新十津川町住宅改修

促進条例の制定について。 

 新十津川町住宅改修促進条例を、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。１枚おめくりをいただき、右下に書いてございます。 

町内の住宅の改修を促進することにより、町民が安心して住み続けられる住まいづくり

及び居住環境の向上に資するとともに、町内住宅関連産業の活性化に寄与するため、この

条例の制定について議決を求めるものでございます。 

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

上、議決賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

 引き続き、内容の説明を求めます。 

 建設課長。 

〔建設課長 村中忠夫君登壇〕 

○建設課長（村中忠夫君） それでは、ただいま上程いただきました議案第55号、新十津

川町住宅改修促進条例について、内容のご説明を申し上げます。 

 本町の住宅改修における助成制度につきましては、居宅介護住宅改修奨励事業や障害者
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地域生活支援事業に基づく改修の他に、安心すまいる助成事業に基づく耐震、省エネ改修

がございますが、今まで住宅のリフォーム全般に関する助成につきましては、個人資産の

形成につながることから実施してまいりませんでした。 

このたび、まち・ひと・しごと創生法に基づき、10月に町の総合戦略及び人口ビジョン

を策定したことは、午前中の町長の行政報告や、先ほどの一般質問や答弁でもありました

ように、議員各位ご存じのことと思いますけれども、この総合戦略により目指すべき姿の

実現に向け、多くの施策がございます。 

その施策の一つに、住み慣れた場所で継続して生活できるくらしの確保を掲げてござい

まして、住宅リフォーム支援事業の展開を図ることとしてございます。 

このようなことから、安心すまいる助成事業の名称は継承するとともに、省エネ改修工

事も含めた助成内容を拡充し運用するため、新しく条例を制定させていただきたいとする

ものでございます。 

 それでは、条例の内容についてご説明させていただきますけれども、この条例につきま

しては、全文15条と附則で構成されてございます。 

 まず、第１条、目的についてでございますけれども、提案理由にありますとおり、町民

が安心して住み続けられる住まいづくり及び居住環境の向上と、町内住宅関連産業の活性

化を図ることとして定めてございます。 

 第２条は、用語の定義でございまして、第１号では住宅ということで、居住部分を有す

る戸建ての建物とし、居住部分と居住の用に供しない部分が混在している建物について

は、居住部分のみとすることを、第２号では改修工事ということで、増築、改築、修繕及

び模様替えで、規則で定める工事とすることを、第３号では町内建設業者ということで、

町内に事業所等を有する法人または個人で、建設業の許可を受けている者及び建設業の許

可を有せずとも営業できるものとすることを、それぞれ定義してございます。 

 第３条は、第１条の目的を達成するために、予算の範囲内で助成金を交付することを規

定してございまして、この場合、同一の住宅に対して１回限りの交付とする旨を規定して

ございます。 

 第４条から第６条までは、助成金の交付対象要件について定めてございまして、第４条

は、交付対象となる住宅についての規定で、町内にある建築基準法等の法令に違反してい

ない住宅で、かつ、新築後５年を経過している住宅を対象にすることとしています。 

 第５条は、交付対象となる改修工事についての規定でございまして、町内建設業者が行

うもので、かつ、工事費用は税込30万円以上とし、交付認定申請日の属する年度の末日ま

でに完了する改修工事を対象とすることとしています。 

また、次のページになりますけれども、第２項では、助成の要件として30万円以上か否

かを判定する際の工事費用について、他の助成事業等の対象となっている場合は、その工

事費用を含めないとする旨を規定してございます。 

 第６条は、交付対象者についての規定でございまして、対象工事を行う住宅の所有者で

現に居住している者又は改修工事が完了する日の属する年度末までに居住する者で、か

つ、町の公租公課を滞納していない者を対象者とすることとしています。 

 第７条は、助成金の額についての規定でございまして、改修工事費用の５分の１以内

で、上限額を50万円と定めておりまして、第２項では、助成対象になる工事費用につい
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て、他の助成事業等の対象になっている場合は、その工事費用を含めないこととし、第５

条第２項の規定を準用することとしています。 

第８条から第10条は、助成金の交付認定等について定めてございまして、第８条は、認

定を受けるに当たっての申請に関する事項を、第９条は、申請内容の審査と交付認定の可

否の通知を、第10条は、認定内容に変更があった場合の申し出を、それぞれ規定してござ

います。 

次のページになりますけれども、第11条から第14条につきましては、助成金の交付及び

返還に関することについて定めてございまして、第11条は、助成を受けるに当たっての申

請に関する事項を、第12条は、申請内容の審査と交付決定の可否の通知を、第13条は、交

付決定の取り消しを、第14条は、助成金の返還を、それぞれ規定してございます。 

第15条は、規則への委任事項を規定してございます。 

附則では、この条例の制定に伴う必要事項を規定してございまして、第１項は、この条

例の施行日を平成28年４月１日からと定めています。第２項は、この条例の効力は平成32

年３月31日までと定めてございます。 

 以上で、議案第55号 新十津川町住宅改修促進条例の制定についての内容説明とさせて

いただきます。よろしくご審議いただき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55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56号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第11、議案第56号、新十津川町住宅耐震化等促進条例の一

部改正についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただいま上程をいただきました議案第56号、新十津川町住宅耐震

化等促進条例の一部改正について。 

 新十津川町住宅耐震化等促進条例の一部を改正する条例を、次のように定めるといたし

まして、提案理由でございます。１枚おめくりをいただきたいと思います。 

耐震診断等に対する助成制度の有効期限を延長するとともに、当該助成内容の見直し、

拡充等をすることにより、災害に強いまちづくりの更なる推進を図るため、この条例の一

部改正について議決を求めるものでございます。 

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

上、議決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。 

 建設課長。 

〔建設課長 村中忠夫君登壇〕 

○建設課長（村中忠夫君） それでは、ただいま上程いただきました議案第56号、新十津

川町住宅耐震化等改修促進条例の一部を改正する条例について、内容のご説明を申し上げ
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ます。 

 国では、今年度耐震改修法の基本方針を見直しまして、平成27年度から５年後の平成32

年度までに耐震化率を90パーセントから95パーセントに引き上げる方針でございまして、

この方針に基づきまして、北海道では今年度中に耐震改修促進計画を見直す予定でござい

ます。本町におきましても、北海道の計画と整合を図るため、来年度にこの耐震改修促進

計画の見直しを予定してございます。 

従前、安心すまいる助成事業として運用してまいりましたけども、先ほど上程させてい

ただきました議案第55号と関連しておりますことから、助成事業名を変更するとともに助

成内容を見直し、耐震化の促進を図るべく、条例の改正をさせていただきたいとするもの

でございます。 

 大きな改正内容といたしましては、５点ございまして、１点目は、耐震化率に反映され

ない省エネ改修工事を、こちらの助成対象から削除すること。 

２点目は、耐震化率向上のため、助成対象として解体工事を新たに追加すること。 

３点目は、事業者の要件を緩和すること。 

４点目は、耐震改修工事助成限度額を引上げること。 

５点目は、耐震診断等に係る助成制度の有効期限を延長することでございます。 

 それでは、改正の内容についてご説明させていただきますけれども、お手元の新旧対照

表をご覧いただいた方が理解し易いと思いますので、１ページをご覧いただきたいと思い

ます。 

第１条は、先ほど大きな改正点５点を申しましたけども、その内容を反映させるための

文言の改正でございまして、「耐震化及び燃料資源の有効利用のための省エネルギー化」

を「耐震化又は除却」に、「災害に強く、環境にやさしい」を「災害に強い」に、「確保

するとともに、事業者の活性化に寄与する」を「確保する」に、それぞれ改めるものでご

ざいます。 

 第２条の定義では、第３号の耐震改修工事で、括弧内の「昭和56年５月31日以前に着工

された住宅に限る。」これは、新第４条の中で出てまいります助成対象住宅の要件として

整理するため、こちらでは削ることといたしまして、第４号を「省エネ改修工事」に変え

て「解体工事」とし、その定義としましては、住宅の全部を解体し、及び廃棄する工事と

してございます。 

第５号の事業者ですが、町内業者限定型を撤廃するため、条例で定義付けする必要が無

いことから、削除するものであります。ただし、施行規則において、耐震診断等を実施す

る事業者の要件を定めることといたします。 

２ページから４ページにまたがります第３条及び第４条は、「解体工事」が新たに加わ

り、対象住宅及び対象工事等の要件を規定するために、条文の構成の再整理をするもので

ございまして、現行条例第３条の「対象住宅の要件」を削り、現行条例第４条の「助成金

の交付」を第３条に改め、第３条の次に第４条の「助成の対象となる住宅」及び第４条の

２の「助成の対象となる耐震診断等」の２条を加えるものであります。 

 ２ページの第３条、助成金の交付、これは助成の交付要件を定める条文になりますけれ

ども、第１項中「耐震診断等（事業者が実施するものに限る。）」を「耐震診断、耐震改

修工事又は解体工事（以下これらを「耐震診断等」という。）」に改め、「住宅の所有者」
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の次に「（解体工事にあっては、占有者、相続人、財産管理人その他の当該住宅を管理す

べき者を含む。以下同じ。）」を加え、第２項は新第４条の２の中で出てまいります助成

対象工事等の要件に当たりますので、こちらでは削除するものであります。 

第４条の助成の対象となる住宅、これは対象住宅要件を定める条文になりまして、３

ページになりますけれども、第１号では、耐震診断及び耐震改修工事の場合で、アからエ

のいずれにも該当する住宅要件を、第２号では、解体工事の場合で、アからエのいずれに

も該当する住宅要件を、それぞれ規定してございます。 

特に解体工事の住宅要件といたしましては、本町の区域内にあり昭和56年５月31日以前

に着工されたもので、土地収用法に基づく収用物件、その他国または地方公共団体におけ

る公共事業に伴う移転補償物件でなく、町空き家等の適正管理に関する条例の助成措置の

対象となっていない物としてございます。 

 第４条の２の助成の対象となる耐震診断等、これは対象工事等の要件を定める条文にな

りますけれども、第１号は、交付対象認定の申請日の属する年度末までに完了することを、

第２号は、共同住宅の耐震改修工事の場合、規則で定める要件に該当することを、第３号

は、これは４ページにまたがりますけれども、解体工事の場合、解体工事に要する費用が

税込50万円以上であることを、それぞれ規定してございます。 

 第５条の助成金の額で、消費税の取扱いが明記されていなかったことから、「この場合

において、耐震診断等に要する費用の額には、消費税及び地方消費税の合計額に相当する

額を含むものとする。」を加え、第２号の耐震改修工事の助成限度額は「75万円」を

「100万円」に、第３号の「省エネ改修工事」を「解体工事」に、それぞれ改めるもので

ありまして、解体工事の助成金につきましては、解体工事費の５分の１以内で、上限額を

30万円としてございます。 

第11条は、文言整理のため、「若しくは」を削るものでございます。 

 ５ページになりますけれども、制定附則第２項では条例の有効期限を規定しております

が、「平成28年３月31日」を「平成33年３月31日」に改めるものであります。 

 最後に議案の２ページ目をお開き願いたいと思うのですけれども、この一部改正条例の

施行日につきましては、平成28年４月１日といたしまして、この一部改正条例の施行日前

に、改正前の条例により交付決定されたものに係る助成金の交付については、従前の例に

より取り扱うこととしてございます。 

以上で、議案第56号、新十津川町住宅耐震化等促進条例の一部を改正する条例について

の内容説明とさせていただきます。よろしくご審議いただき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56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57号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第12、議案第57号、新十津川町税条例等の一部改正につい

てを議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 
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○町長（熊田義信君） ただいま上程いただきました議案第57号、新十津川町税条例等の

一部改正について。 

 新十津川町税条例等の一部を改正する条例を、次のように定めるといたしまして、提案

理由でございます。３枚おめくりをいただきたいと思います。 

地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、徴収猶予等に関する規定を定めるととも

に、地方税法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴い、番号制度に関する法人番号

等について所要の改正を行うため、この条例の一部改正について議決を求めるものでござ

います。 

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

上、議決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。 

 住民課長。 

〔住民課長 中畑晃君登壇〕 

○住民課長（中畑晃君） それでは、ただいま上程いただきました議案第57号、新十津川

町税条例等の一部改正について、内容のご説明を申し上げます。 

今回の改正は、２つの目的をもって改正する内容となってございます。 

一つ目といたしまして、地方税法の改正に伴い、徴収猶予等に関する規定につきまして、

いくつかの事項を町の税条例で定めることとなってございます。これが改正規定の第１条

の部分でございます。 

二つ目として、第２条になりますけれども、本年９月に公布した新十津川町税条例の一

部を改正する条例、平成27年新十津川町条例第18号でございますけれども、そこで規定し

ていました法人番号に関する事項につきまして、一部を改正する必要が生じましたので、

この二つについて改正を行うものでございます。 

それでは、お手元の新旧対照表によりまして、ご説明をさせていただきます。１ページ

目から順にご覧いただきたいと思います。 

新十津川町税条例の一部改正、第１条関係でございますけれども、右側の欄の現行では、

第８条から第17条までを削除として規定してございましたが、これを左側の欄の改正案と

いたしまして、第８条から第13条までを徴収猶予及び換価の猶予並びに担保の徴取に関す

る規定に置き換えることとしてございます。 

まず、第８条でございますけれども、１ページ目第８条でございますが、第１項につき

ましては、徴収猶予に係る納付の方法については分割により納付又は納入をさせることと

規定してございまして、第２項といたしまして、分割したときの納期限と期限ごとの金額

を、第３項では第２項で定めた期限及び金額の変更を認める場合の規定を設けてございま

す。第４項と２ページに入りまして、第５項でございますが、ここにつきましては、それ

らの内容に対しまして町長の通知義務を規定してございます。 

条文の中に納付及び納入と使い分けてございますけれども、地方税法上では、納付とは、

本来の納付義務者が納める場合に用いておりまして、納入というのは、特別徴収義務者、

つまり会社から給与から天引きされて、会社が納付する場合、特別徴収義務者となるわけ

ですけれども、その方々が納める場合を納入ということで使い分けてございます。 
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続きまして条文に戻ります。第９条でございますけれども、第９条は、徴収猶予の申請

手続きなどにつきまして、第１項では申請書に記載すべき必要な事項を、それから３ペー

ジに入りますけども、第２項ではその申請書に添付すべき書類を、第３項では、法定納期

限から１年を経過した日以後に税額が確定した場合に猶予を受ける際に提出する申請書に

記載すべき事項定めてございます。４ページに入りまして、第４項では、その場合の申請

書や猶予期間の延長を申請する際に添付すべき書類について定めてございます。第５項は、

徴収の猶予期間の延長を申請する際に提出する申請書に記載すべき事項を設けてございま

す。第６項は、災害等による徴収の猶予の場合に添付を要しない書類を規定しておりまし

て、第７項につきましては、これらによって提出された書類に不備があった場合の訂正又

は提出に対する期限については20日以内と定めてございます。５ページに入りまして、第

８項では、これらの申請に対し猶予を認めないとすることができる事項について、規定し

てございます。 

次に、第10条でございますけども、第10条は、徴収猶予の取消しにつきまして、第１項

では取消しの理由となる債務の不履行が生じたときの債権の種類を、第２項では取り消し

をすることができる理由について、それぞれ規定してございます。 

以上までが、徴収猶予に関する規定でございますけども、徴収猶予と申しますのは、納

税者の申請に基づいて行われるものでございまして、要件といたしましては、災害ですと

か盗難、病気等であるとか、あるいは、事業の廃止や休止、事業について著しい損失を受

けたとき等が対象となりまして、徴収猶予を行うものでございます。 

次に第11条及び第12条でございますけども、これは換価の猶予に関する規定でございま

す。換価の猶予の意味でございますけども、換価の猶予とは、納税について誠実な意思を

有する者が、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなど一定の要件に該当

するときは、１年以内の期間に限り、認められる滞納処分による財産の換価の猶予のこと

を言っております。 

これまで、換価の猶予は、町長の職権により行われてきておりましたが、今回の地方税

法の改正によりまして、納税者の申請による換価の猶予制度が創設されたものでございま

す。 

第11条は、従来の町長の職権による換価の猶予の申請手続きなどについて、第１項では

換価の猶予に係る納付の方法については、分割により納付又は納入をさせることと規定し

てございまして、６ページに入りまして、第２項では、分割したときの納期限と期限ごと

の金額やその変更を認める場合の規定としてございます。また、それらの内容につきまし

ての通知については、第８条第２項から第５項までを準用する旨を規定してございます。

また、第３項では、職権で換価の猶予を認める場合などに提出を求める書類を規定してお

りまして、第４項では、換価の猶予の取消しついて、取消しの理由となる債務の不履行が

生じたときのその債権の種類を、第５項では条例により取消しをすることができる事項を、

それぞれ規定してございます。 

 第12条につきましては、これが新たに創設されたものでございますけれども、申請によ

る換価の猶予の申請手続き等につきまして、第１項では申請できる期間を徴収金の納期限

から６か月以内といたしまして、７ページに入りますけども、第２項及び第３項では、申

請による換価の猶予が適当でないと認める債権とその例外について定めてございます。第
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４項は、申請による換価の猶予の方法につきまして、毎月の分割を基本とすることを定め

おります。第５項では、換価の猶予の変更及び通知に関する事項につきまして定めており、

第６項から８ページの第８項までは、申請書に記載すべき事項と添付すべき書類等につい

て定めてございます。第９項は、申請等の内容に不備があった場合の訂正等に対する期限

について定めておりまして、第10項は、申請による換価の猶予又は当該猶予の期間の延長

の申請に対して認めない場合の要件を定めてございます。第11項及び９ページの第12項は、

申請による換価の猶予又は当該猶予の期間の延長の取消しに関する事項を、それぞれ定め

てございます。 

 続きまして第13条でございますけども、第13条は、担保に関する除外規定でございまし

て、猶予に係る金額、期間その他の事情を勘案して担保を徴する必要がない場合の条件に

ついて規定してございます。 

第14条から第17条までは、削除といたしまして、引き続き条名のみの規定となります。 

第18条、第23条、10ページ入りますけども、第51条の改正規定につきましては、このた

びの改正の影響による条文の整理となってございます。 

ここまでが、第１条の関係でございます。 

続きまして、第２条に入りますが、同じく10ページ下段の新十津川町税条例の一部を改

正する条例の一部改正、第２条関係についてご説明申し上げます。 

 法人税の取扱いにつきまして、一部変更がされたことに伴いまして、この右側の欄、現

行にございます第２条、第３号及び第４号で規定していた法人番号に関する改正規定を削

除する必要がございました。改正規定を削除するものでございます。この影響によりまし

て、11ページに入りまして、条例第36条の２から12ページの第149条までにつきましては、

法人番号の定義をそれぞれ加えた改正となっております。 

納付書ですとか納入通知書に法人番号を記載するというようなことで定めていたところ

でございますが、その記載をしなくていいというようなことになったものですから、改正

規定を取り消すというような内容になってございます。 

 次に、新旧対照表から議案書に戻っていただきまして、改正附則についてご説明申し上

げます。 

議案書にお戻りください。附則の方をご覧いただきたいと思います。 

附則第１条でございます。施行期日を定めてございます。柱書といたしまして、この条

例は平成28年４月１日から施行することとしておりますが、第２条の改正規定は、公布の

日からとしてただし書きで定めてございます。 

附則第２条は、経過措置でございまして、第１条の規定による改正後の規定は、平成28

年４月１日以後に申請又は職権で行われる猶予について適用いたしまして、それ以前のも

のについては、従前の例により取り扱うことといたしております。 

また、申請による換価の猶予及び担保に関する規定につきましては、平成28年４月１日

以後に納期が到来する徴収金を対象とする旨を規定してございます。 

 以上、議案第57号、新十津川町税条例等の一部を改正する条例につきましての内容とさ

せていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第57号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。 
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     ◎議案第58号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第13、議案第58号、新十津川町行政区自治会館の設置及び

管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。内容の説明も併せて求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただいま上程をいただきました議案第58号、新十津川町行政区自

治会館の設置及び管理に関する条例の一部改正について。 

新十津川町行政区自治会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定めるといたしまして、下段に提案理由でございます。 

みどり区自治会館の建替えに伴い、住所が変更となるため、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、内容の説明にきましては、新旧対照表も併せてご覧いただきたいと思います。 

新会館が現会館の位置から北側に場所を移したことに伴い、地番が字中央89番地106か

ら字中央89番地12に改めるものでございます。 

附則では、この条例は公布の日から施行することとなってございます。 

以上、提案理由と内容の説明といたします。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58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59号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第14、議案第59号、新十津川町奨学金等貸付条例の一部改

正についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただいま上程をいただきました議案第59号、新十津川町奨学金等

貸付条例の一部改正について。 

新十津川町奨学金等貸付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。 

奨学金貸付制度を拡充するため、この条例の一部改正について議決を求めるものでござ

います。 

なお、内容の説明につきましては、教育委員会事務局長より説明申し上げますので、よ

ろしくご審議の上、議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

 引き続き、内容の説明を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

〔教育委員会事務局長 遠藤久美子君登壇〕 



- 67 - 

 

○教育委員会事務局長（遠藤久美子君） それでは議案第59号、新十津川町奨学金等貸付

条例の一部改正について、内容の説明を申し上げます。 

 お手元の新旧対照表もご参照ください。 

 今回の改正は、経済的理由により修学困難な方に対し、奨学金の額を拡充し、教育の機

会均等を図るものでございます。 

 第５条の改正は、大学等に修学する方への貸付額、月額２万円以内を４万円以内に増額

するものです。 

第６条は、大学等の入学金の貸付額を20万円以内から28万円以内に改正するもので、第

10条第１項は、貸付金の額を増額したことにより償還期間を改正するもので、短期大学、

専修学校等は５年以内を７年以内に、大学等は７年以内を10年以内に、第２項の改正は、

入学金の償還期間を第１項と同様に改正するものです。 

ここで、具体的な償還の金額を申し上げます。 

短大生などは改正前の規定により入学金20万円と月額２万円を借り、５年間で償還する

と月額１万1,330円の償還ですが、改正後の規定により入学金28万円と月額４万円を借り、

７年間で償還すると月額１万4,760円となり、3,430円増額になります。また、大学生など

は改正前の規定により入学金20万円と月額２万円を借り、７年間で償還すると月額１万

3,800円の償還ですが、改正後の規定により入学金28万円と月額４万円を借り、10年間で

償還すると月額１万8,330円となり、4,530円増額になります。 

 附則として、施行期日は、平成28年４月１日でございます。 

 以上、新十津川町奨学金等貸付条例の一部改正についての内容説明とさせていただきま

す。よろしくご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第59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60号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第15、議案第60号、新十津川町合併処理浄化槽設置整備事

業補助金交付条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただいま上程をいただきました議案第60号、新十津川町合併処理

浄化槽設置整備事業補助金交付条例の一部改正について。 

新十津川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付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。 

補助金交付対象人槽を拡充し、町民の生活排水による公共水域の水質汚濁防止、生活環

境の保全及び公衆衛生の向上に資するため、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、住民課長より申し上げますので、よろしくご審議の

上、議決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。 

 住民課長。 

〔住民課長 中畑晃君登壇〕 

○住民課長（中畑晃君） ただいま上程いただきました議案第60号、新十津川町合併処理

浄化槽設置整備事業補助金交付条例の一部改正につきまして、内容のご説明を申し上げま

す。 

 今回の改正は、補助金の交付対象となる合併処理浄化槽の規模について、その範囲を拡

大することを目的としてございます。 

それでは、お手元の新旧対照表によりまして、改正点を説明させていただきます。新旧

対照表の方をご覧いただきたいと思います。 

このたびの改正は、別表の一部を改正する内容となってございます。 

合併処理浄化槽を設置した際の補助金の額は、条例第６条で、設置する合併処理浄化槽

の人槽区分に応じ、別表に掲げる額とすると規定されてございます。 

そこで、新旧対照表の右側の欄の現行では、人槽区分の最大を８から10人槽としてござ

いましたが、今後10人槽を超えるサイズにも対応していくことを可能とするため、これを

左側の欄にありますとおり、８人槽以上と改めるものであります。 

改正内容につきましては、以上でございます。 

最後に、議案に戻りまして附則について申し上げます。 

施行日につきましては、この条例の公布の日からとするものでございます。 

以上、議案第60号、新十津川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付条例の一部を改

正する条例についての内容とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願

い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第60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61号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第16、議案第61号、平成27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 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただいま上程をいただきました議案第61号、平成27年度新十津川

町一般会計補正予算第５号について。 

平成27年度新十津川町一般会計補正予算第５号は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,343万２千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ56億5,908万５千円とする。 

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

出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。 

 地方債の補正。 
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第２条、地方債の変更は、第２表、地方債補正による。 

なお、内容につきましては、副町長より説明申し上げますので、よろしくご審議の上、

議決賜りたくお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

副町長。 

〔副町長 小林透君登壇〕 

○副町長（小林透君） ただいま上程いただきました議案第61号、平成27年度新十津川町

一般会計補正予算第５号について、内容をご説明申し上げます。 

 ８ページ、９ページをお開き願いたいと思います。歳入歳出予算補正事項別明細書によ

り、補正する款のみ申し上げます。総括、歳入。 

12款、分担金及び負担金。補正額25万２千円、計5,439万４千円。 

14款、国庫支出金。補正額302万円、計２億9,497万２千円。 

15款、道支出金。補正額81万９千円、計４億7,130万２千円。 

18款、繰入金。補正額5,647万円、計４億1,346万円。 

20款、諸収入。補正額17万１千円、計１億5,171万２千円。 

21款、町債。補正額270万円、計４億8,714万８千円。 

歳入合計、補正額6,343万２千円、計56億5,908万５千円。 

続きまして、右側、歳出でございます。 

２款、総務費。補正額2,886万４千円、計５億9,038万３千円。財源内訳、特定財源、国

道支出金464万５千円、一般財源2,421万９千円。 

次、３款、民生費。補正額826万７千円、計７億108万６千円。財源内訳、特定財源で、

その他25万２千円、一般財源801万５千円。 

４款、衛生費。補正額1,170万３千円、計５億5,694万８千円。財源内訳、特定財源、そ

の他で17万１千円、一般財源1,153万２千円。 

６款、農林水産業費。補正額57万円、計４億4,059万８千円。財源内訳は、特定財源で

国道支出金57万円。 

７款、商工費。補正額1,000万円、計２億7,596万６千円。財源内訳は、一般財源1,000

万円です。 

８款、土木費。補正額193万３千円、計５億8,901万５千円。財源内訳は、特定財源で国

道支出金188万５千円の減、地方債270万円、一般財源111万８千円。 

10款、教育費。補正額209万５千円、計４億1,594万８千円。財源内訳は、特定財源で国

道支出金50万９千円、一般財源158万６千円。 

歳出合計、補正額6,343万２千円、計56億5,908万５千円。財源内訳で特定財源、国道支

出金383万９千円、地方債270万円、その他42万３千円、一般財源5,647万円でございま

す。 

次に、地方債の説明を申し上げます。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。変更でございます。 

起債の目的、橋りょう長寿命化事業債。補正前限度額2,650万円。補正後限度額2,920万

円。起債の方法、利率、償還の方法については、変更はございません。これは、社会資本
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整備総合交付金として追加工事が可能となった清仁橋補修工事に係る財源として充当する

ため及び当初予算計上額に比較して188万５千円尐ない配当額となりました社会資本整備

総合交付金の代替財源とするため、過疎債270万円を追加補正するものでございます。 

次に、歳出の内容を申し上げます。22ぺージからになります。 

２款１項１目一般管理費。補正額37万１千円、計3,581万１千円。財源内訳は、すべて

一般財源でございます。内容を申し上げます。１番、総務事務37万１千円。これにつきま

しては、人事異動後に業務上必要となりました臨時職員の増員によりまして、本年度末の

見込みで不足となる賃金分を計上するものでございます。 

次に、３目財産管理費。補正額2,799万４千円、計１億555万９千円。財源内訳は、特定

財源で国道支出金439万６千円、これにつきましては社会保障・税番号制度システム整備

費補助金で国から10分の10の補助となってございます。一般財源は2,359万８千円。内容

を申し上げます。６番、電子機器管理事務2,799万４千円。これにつきましては、内訳２

つございます。まず一つ目がマイナンバー制度導入に伴いまして、他の機関との個人情報

の照会や提供につきましては、個人番号とは別の符号を用いて行われることになります

が、この運用に必要な中間サーバーというものが必要になりまして、その構築運用に係る

経費の本町分負担金439万６千円を計上するものでございます。先ほど、特定財源で申し

ましたとおり、国から10分の10が補助金として充当されるというものでございます。 

二つ目につきまして、役場の通常業務で使用しておりますコンピューターシステムに係

るサーバーの更新経費2,359万８千円を補正計上するものでございます。これにつきまし

ては、本年度100万人を超える年金情報がインターネットを介して漏えいしたということ

件を契機にしまして、国は各自治体に対し、住民基本台帳データを扱っている機関業務シ

ステム、これと、インターネットの利用環境を完全に分離するよう指導を行ってございま

す。本町におきましても、この国の指導に基づいて当該システム改修を行ったところでご

ざいますが、この改修を行ったことによりまして、本町が構築しているシステム構成の関

係上、機関業務系の端末35台分を一般業務系サーバーで受け持たざるを得なくなったとい

うことでございます。その改修以降、一般業務系サーバーに想定以上の負荷が係ることと

なりまして、例えば、ワープロソフトだとか表計算ソフトを使っていますと動かなくなっ

たと、あるいはサーバーの再起動を余儀なくされてしまうというような状況が頻繁に起こ

るようになってございます。その結果、通常業務にも非常に支障をきたす状況になってい

るということでございます。対処療法的にではございますが、現在考え得る工夫を行って

対処をしてございますが、それでもなお問題の解決には至ってはいないということでござ

いまして、今回、新たに能力の高いサーバーを導入したいとするものでございます。な

お、現在使用しております一般業務系のサーバーにつきましては、メールサーバー及び指

静脈認証システムサーバーとして利用をいたします。 

次に、４項選挙費。１目選挙管理委員会費。補正額49万９千円、計91万９千円。財源内

訳、特定財源で国道支出金24万９千円。これは、道の補助金で選挙人名簿システム改修費

補助金でございます。２分の１の補助率になります。一般財源は25万円。内容を申し上げ

ます。１番、選挙管理委員会運営事業49万９千円。これは、選挙年齢引き下げに伴う公職

選挙法改正に対応するため、選挙システム改修に係る委託料を計上するものでございま

す。 
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次に、24ページ、25ページをお開き願いたいと思います。 

３款２項１目児童福祉費。補正額826万７千円、計１億9,773万９千円。財源内訳、特定

財源で、その他25万２千円、一般財源は801万５千円。その他財源につきましては、新十

津川保育園児童保護者負担金でございます。内容を申し上げます。２番、児童館管理運営

事業62万４千円でございますが、これにつきましては、本年10月から放課後児童クラブを

試行実施しております。それに伴い児童厚生員を１名増員して対応しておりますことか

ら、その人件費として不足する賃金を補正計上するものでございます。次、５番、新十津

川保育園管理運営事業630万３千円。これにつきましては、当初見込んでおりました入園

児に対して保育料卖価の高いゼロ歳児１人、３歳未満児６人が増え、また、入園に係る問

い合わせもあることから、不足が見込まれる保育園の委託料を補正計上するものでござい

ます。６番、保育所広域入所負担金134万円。これにつきましては、当初予算で１人分の

広域入所負担金を見込んでございましたが、１人増え、現時点で２人が広域入所している

という状況でございまして、その増加分の負担金を補正計上するものでございます。 

次に、26ページ、27ページをお開き願います。 

４款１項１目保健衛生総務費。補正額633万７千円、計２億6,394万８千円。財源内訳

は、すべて一般財源で633万７千円ございます。内容を申し上げます。３番、後期高齢者

医療療養給付費負担金633万７千円。これにつきましては、平成26年度の後期高齢者医療

療養給付費の確定に伴いまして負担金が増額となったことにより、その不足分を補正計上

するものでございます。 

次に、５目健康づくり推進費。補正額27万円、計2,508万４千円。財源内訳は特定財源

で、その他17万１千円、これにつきましては後期高齢者医療広域連合からの受託金でござ

います。一般財源は９万９千円。内容を申し上げます。２番、成人健康診査事業10万円。

これにつきましては、エキノコックス検査の無料化、骨粗しょう症検査の節目の方の無料

化、あるいは、この節目以外のワンコイン化など検査受診のしやすさが効果を出しており

まして、受診者が増えたということにより、その不足分を補正計上するものでございま

す。次に５番、後期高齢者健康診査事業17万円でございます。これにつきましては、北海

道後期高齢者医療広域連合から委託を受けて実施しております、春と秋に行う集団健診の

積極的勧奨によりまして健診受診者が増えたということでございまして、これに係る増額

補正でございます。 

次、２項１目塵芥処理費。補正額509万６千円、計１億3,959万３千円。財源内訳は、一

般財源509万６千円でございます。内容を申し上げます。５番、中空知衛生施設組合負担

金、ごみ処理施設509万６千円でございますが、これにつきましては、中空知衛生施設組

合のごみ処理施設において、データ処理装置と高速メタン発酵処理施設電気設備改修工事

を行ったことから、これに係る本町分の負担金を補正計上するものでございます。 

次に、28ページ、29ページでございます。 

６款１項２目農業振興費。補正額57万円、計３億4,921万６千円。財源内訳は、特定財

源で国道支出金57万円。これにつきましては、道からの交付金でございまして、経営所得

安定対策推進事業交付金でございます。内容を申し上げます。12番、経営所得安定対策直

接支払推進事業助成金57万円。これにつきましては、本町地域農業再生協議会が行ってお

ります経営所得安定対策直接支払推進事業に係る事務として、収入減尐影響緩和交付金一
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括申請事務というのが追加になったということでございまして、これに係る地域農業再生

協議会に対する補助金を増額補正するものでございます。 

次、30ページ、31ページでございます。 

７款１項１目商工振興費。補正額1,000万円、計8,710万８千円。財源内訳につきまして

は、すべて一般財源でございます。内容を申し上げます。10番、企業振興促進事業1,000

万円。これにつきましては、町企業振興促進条例に基づき、町内に建設されました木材バ

イオマス燃料生産施設に係る設備等設置経費に対する助成金を補正計上するものでござい

ます。なお、当該施設整備に係る助成対象経費といたしましては、機械設備に7,440万

円、建物整備に2,930万円の合計１億370万円が対象経費となりまして、助成額について

は、その20パーセント、上限は3,000万円ということになりますので、2,074万円が助成金

の総額となります。ただし、１年で支出できる上限を1,000万円としてございますので、

本年度分は1,000万円ということで、来年度、また、1,000万円、再来年、74万円を助成す

るという見込みとなってございます。 

次、32ページ、33ページでございます。 

８款２項３目橋りょう新設改良費。補正額84万７千円、計5,204万７千円。財源内訳

は、特定財源で国道支出金188万５千円の減。地方債270万円。この特定財源につきまして

は、国道支出金につきては、社会資本整備総合交付金でございます。188万５千円の減で

ございます。地方債につきましては、過疎債でございまして、橋りょう長寿命化事業債が

270万円でございます。一般財源は３万２千円。内容を申し上げます。１番、橋りょう整

備事業84万７千円。これにつきましては、当初予算は第１樺戸橋、单幌加橋及び清仁橋の

３橋に社会資本整備総合交付金を充当して整備する予定でございましたが、その充当率が

85パーセントと下がってしまったこと及び第１樺戸橋の改修費が嵩んだことによりまし

て、やむなく清仁橋の整備を次年度以降に行うことといたしました。しかし、交付金の事

業調整によりまして、若干の交付金の増額が可能となったということから、清仁橋の事業

促進を図るために補正していただくものでございます。なお、特定財源の社会資本整備総

合交付金188万５千円の減額につきましては、当初見込んでいました交付金が減額した

分、その分でございまして、交付金以外の特定財源として過疎債270万円を充当するとい

うものでございます。 

次、４項１目都市計画総務費。補正額108万６千円、計１億1,906万８千円。財源内訳

は、すべて一般財源でございます。内容を申し上げます。４番、下水道事業特別会計繰出

金108万６千円。これにつきましては、下水道事業特別会計における人件費対象職員の人

事異動に伴いまして、給与等の増額をする必要がございまして、その必要となる経費分を

下水道事業特別会計繰出金に増額をするものでございます。 

次に、34ページ、35ページでございます。 

10款１項２目事務局費。補正額69万５千円、計2,119万円。財源内訳は特定財源で、国

道支出金50万９千円、これにつきましては国庫補助金で私立幼稚園就園奨励費補助金でご

ざいます。補助率は３分の１以内ということでございます。一般財源18万６千円。内容を

申し上げます。１番、教育委員会事務局活動事業39万２千円。これにつきましては、出産

前に休暇を取得する職員がおりまして、その代替といたしまして臨時職員を雇用すると。

そのための人件費１名、３か月分を補正計上するものでございます。次、７番、私立幼稚
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園就園奨励補助金30万３千円。これにつきましては、私立幼稚園就園奨励費に該当する園

児が２名増えたということ、また、今後の該当者の増加も見込めるということでございま

して、それに係る奨励費補助金を補正計上するものでございます。 

次に、５項１目保健体育総務費。補正額140万円、計627万１千円。財源内訳は、すべて

一般財源でございます。内容を申し上げます。６番、スポーツ大会参加助成事業140万

円。これにつきましては、本町の小、中学生尐年団活動におきまして、今後、全道及び全

国の選抜大会、あるいは、招待大会に参加する見込みの大会参加経費に対する負担金を補

正計上するものでございます。なお、今後出場が見込まれるのは、剣道の全国選抜大会が

１件で、この負担割合は10分の10、全国招待大会が３件で、負担割合が３分の１、全道選

抜大会が１件で、負担割合は２分の１という内容になります。 

歳出合計、補正額6,343万２千円、計56億5,908万５千円、財源内訳で、特定財源、国道

支出金383万９千円、地方債270万円、その他42万３千円、一般財源は5,647万円でござい

ます。 

以上で、内容の説明を終わります。よろしくご審議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61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62号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第17、議案第62号、平成27年度新十津川町下水道事業特別

会計補正予算第１号を議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただいま上程をいただきました議案第62号、平成27年度新十津川

町下水道事業特別会計補正予算第１号について。 

平成27年度新十津川町下水道事業特別会計補正予算第１号は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ108万６千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億9,461万８千円とする。 

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

出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。 

 なお、内容につきましては、副町長より説明申し上げますので、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。 

副町長。 

〔副町長 小林透君登壇〕 

○副町長（小林透君） ただいま上程いただきました議案第62号、平成27年度新十津川町

下水道事業特別会計補正予算第１号について、内容をご説明申し上げます。 

 ３ページ、４ページをお開き願いたいと思います。歳入歳出予算補正事項別明細書によ
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り、補正する款のみ申し上げます。総括、歳入。 

４款、繰入金。補正額108万６千円、計１億1,451万９千円。 

歳入合計、補正額108万６千円、計１億9,461万８千円。 

右側、歳出でございます。 

１款、下水道費。補正額108万６千円、計5,937万４千円。財源内訳は、特定財源で、そ

の他108万６千円でございます。 

歳出合計、補正額108万６千円、計１億9,461万８千円。財源内訳は、特定財源、その他

で108万６千円。 

次に、歳出の内容を申し上げます。７ページ、８ページになります。 

１款２項１目維持管理費。補正額108万６千円、計2,606万８千円。財源内訳は、特定財

源、その他で108万６千円。これは、一般会計繰入金でございます。これにつきまして

は、先ほど、一般会計８款４項１目都市計画総務費の補正で説明申し上げましたとおり、

下水道特別事業会計繰出金を繰入れるものでございます。内容を申し上げます。１番、下

水道管理事務108万６千円。これにつきましては、下水道事業に従事する職員の人事異動

によりまして、給与等が増加したということでございまして、その増加分の補正でござい

ます。 

歳出合計、補正額108万６千円、計１億9,461万８千円。財源内訳は、その他財源108万

６千円でございます。 

以上で、内容の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申

し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第62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63号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第18、議案第63号、公の施設の指定管理者の指定について

を議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただいま上程いただきました議案第63号、公の施設の指定管理者

の指定について。 

 町は、公の施設の管理を代行させるため、次のとおり指定管理者を指定するといたしま

して、提案理由でございます。 

地方自治法第244条の２第６項の規定により、議決を求めるものでございます。 

内容の説明を申し上げます。 

この件につきましては、旧吉野小学校をアートの森彫刻体験交流促進施設として整備を

し、平成23年度から指定管理者により施設の管理を代行させているものであり、このたび、

５年の指定管理期間を経過することから公募を行ったところであります。その結果、これ

まで管理をしてまいりました一般社団法人、風の美術館のみでございましたので、これま

での実績等を考慮し、引き続き、アートの森彫刻体験交流促進施設、通称かぜのびの管理
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を委託するというものでございます。 

内容について説明申し上げます。 

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吉野

100番地４。新十津川町アートの森彫刻体験交流促進施設。 

２、指定管理者となる団体の住所及び名称。札幌市北区北９条西４丁目７番地４。一般

社団法人、風の美術館、代表理事、藤島保志。 

３、指定の期間。平成28年４月１日から平成33年３月31日までの５年間でございます。 

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63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64号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第19、議案第64号、新十津川町・雤竜町共同事務運営協議

会の廃止についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただいま上程をいただきました議案第64号、新十津川町・雤竜町

共同事務運営協議会の廃止について。 

 町は、平成28年３月31日をもって新十津川町・雤竜町共同事務運営協議会を廃止するた

め、雤竜町と協議する。 

提案理由でございます。地方自治法第252条の６の規定により、議決を求めるものでご

ざいます。 

内容の説明を申し上げます。 

本協議会は、平成18年度から雤竜町と共同で設置をし、地域包括支援センターを運営し

てきたところでございます。平成26年６月地域医療介護推進法の成立により、要支援事業

が市町村事業に移行することなどを踏まえ、雤竜町と幾度も打ち合わせをし、共同事務運

営協議会を廃止することが、より地域にあった独自サービスにつながっていくことを確認

したところでございます。なお、運営協議会を廃止するデメリットはないことなど、去る、

８月26日開催の総務民生常任委員会においても説明と報告をさせていただいているところ

でございます。 

よろしくご審議の上、議決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第64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、10日は、議案調査のため休会となっております。 

11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、本日の本会議はこれにて散会いたします。 
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どうも、大変ご苦労さまでした。 

（午後５時32分） 
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平成27年第４回新十津川町議会定例会 

 

                          平成27年12月11日（金曜日） 

                                                    午前10時00分開議 

 

◎議事日程（第２号） 

 第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 委員会報告第４号 経済文教常任委員会審査報告 

（請願第２号 ＴＰＰ「合意」内容の徹底した情報公開と検

証を求める請願） 

第３ 委員会報告第５号 総務民生常任委員会審査報告 

（陳情第２号 「介護報酬の再改定を求める意見書」採択に

ついての陳情） 

第４ 議案第54号 新十津川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の制定について 

（質疑、討論、採決） 

第５ 議案第55号 新十津川町住宅改修促進条例の制定について 

（質疑、討論及び採決） 

第６ 議案第56号 新十津川町住宅耐震化等促進条例の一部改正について 

（質疑、討論及び採決） 

第７ 議案第57号 新十津川町税条例等の一部改正について 

（質疑、討論、採決） 

第８ 議案第58号 新十津川町行政区自治会館の設置及び管理に関する条例の一部改正

について 

（質疑、討論及び採決） 

第９ 議案第59号 新十津川町奨学金等貸付条例の一部改正について 

（質疑、討論及び採決） 

第10 議案第60号 新十津川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付条例の一部改正

について 

（質疑、討論、採決） 

第11 議案第61号 平成27年度新十津川町一般会計補正予算（第５号） 

（質疑、討論及び採決） 

第12 議案第62号 平成27年度新十津川町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

（質疑、討論及び採決） 

第13 議案第63号 公の施設の指定管理者の指定について 

（質疑、討論及び採決） 

 第14 議案第64号 新十津川町・雤竜町共同事務運営協議会の廃止について 

（質疑、討論及び採決） 

第15 意見書案第７号 ＴＰＰ「合意」内容の徹底した情報公開と検証を求める意見書
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（提案理由、内容説明、質疑、討論及び採決） 

第16 意見書案第８号 介護報酬の再改定を求める意見書 

（提案理由、内容説明、質疑、討論及び採決） 

第17 閉会中委員会所管事務調査申し出について 
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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。７番、安中経人君。８番、青田良一君。両君を指名いたします。 

                                       

◎委員会報告第４号の報告、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２、委員会報告第４号、経済文教常任委員会審査報告。 

請願第２号、ＴＰＰ「合意」内容の徹底した情報公開と検証を求める請願を議題といた

します。 

本件につきましては、審査結果が議長宛に報告されていますので、所管の経済文教常任

委員会から報告を求めます。 

経済文教常任委員長、安中経人君。 

〔経済文教常任委員長 安中経人君登壇〕 

○経済文教常任委員長（安中経人君） おはようございます。ただいま議長から指示があ

りましたので、委員会報告第４号について、経済文教常任委員会審査の結果についての報

告をいたします。 

本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので、新十津川町議会

会議規則第77条の規定により報告いたします。 

議案の番号、請願第２号。件名、ＴＰＰ「合意」内容の徹底した情報公開と検証を求め

る請願についてであります。審査の結果については、採択すべきものと審査を行いました

ので報告いたします。各位のご同意をよろしくお願いしまして、報告といたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 経済文教常任委員長の審査結果報告を終わります。 

本請願の委員長報告に対する質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
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○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより請願第２号を採決いたします。 

請願第２号について、委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、請願第２号、ＴＰＰ「合意」内容の徹底した情報公開と検証を求める請願

は、委員長報告のとおり採択することに決定をいたしました。 

                                        

◎委員会報告第５号の報告、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３、委員会報告第５号、総務民生常任委員会審査報告。 

陳情第２号、「介護報酬の再改定を求める意見書」採択についての陳情を議題といたし

ます。 

本件につきましては、審査結果が議長宛に報告されていますので、所管の総務民生常任

委員会から報告を求めます。 

総務民生常任委員長、西内陽美君。 

〔総務民生常任委員長 西内陽美君登壇〕 

○総務民生常任委員長（西内陽美君） おはようございます。委員会報告第５号。総務民

生常任委員会審査報告書に基づきまして、ご報告を申し上げます。 

本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、新十津川町議会

会議規則第77条の規定により報告いたします。 

記書き。議案等の番号、陳情第２号。件名は「介護報酬の再改定を求める意見書」採択

についての陳情でございます。審査結果は、採択すべきもの。以上で報告といたします。

議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 総務民生常任委員長の審査結果報告を終わります。 

本陳情の委員長報告に対する質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 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。 

これより陳情第２号を採決いたします。 

陳情第２号について、委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、陳情第２号、「介護報酬の再改定を求める意見書」採択についての陳情は、

委員長報告のとおり採択することに決定いたしました。 
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○議長（長谷川秀樹君） ただいま、採択と決定しました請願第２号及び陳情第２号につ

きまして、意見書を審議する必要がございます。 

議案配布のため暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

＜議案配布＞ 

○議長（長谷川秀樹君） 休憩をとき、会議を再開いたします。 

                                       

     ◎日程の変更 

○議長（長谷川秀樹君） ここで事務局長より日程の変更を申し上げます。 

 議会事務局長。 

○議会事務局長（髙宮正人君） それでは議事日程の変更について申し上げます。皆様に

お配りしております議事日程をご覧いただきたいと思います。 

日程第15の閉会中委員会所管事務調査申し出についてを日程第17とし、日程第14の次に

日程第15として、意見書案第７号、ＴＰＰ「合意」内容の徹底した情報公開と検証を求め

る意見書。日程第16として、意見書案第８号、介護報酬の再改定を求める意見書を追加し

ていただきまして、ご審議くださいますようよろしくお願いいたします。以上でございま

す。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 日程第４に入る前に、これから提案されます議案第54号から議

案第64号までの案件につきましては、12月９日の定例本会議において、提案理由並びに内

容の説明を終わっております。よって、ただちに質疑に入りますので、よろしくお願いい

たします。 

                                       

     ◎議案第54号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第４、議案第54号、新十津川町行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関す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。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第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〕 



- 83 - 

 

○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、新十津川町行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

制定については、原案のとおり可決されました。 

                                       

     ◎議案第55号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第５、議案第55号、新十津川町住宅改修促進条例の制定に

ついてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

 ６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） 助成金の交付対象となる改修工事費の費用についてお伺いします。 

30万以上というふうに書かれてあります。また、その助成金の上限が50万円とあります

ので、そこから逆算しますと工事費は30万円から250万円の中の改修工事が対象となって

おります。将来に備えて、例えば、手すりをつけようと考えた時に、30万円を超えないよ

うな工事は、この条例の対象外になると思います。そこで、その30万円とした根拠をお知

らせいただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

建設課長。 

○建設課長（村中忠夫君） それでは６番議員さんのご質問にお答えいたします。一応、

今回、最低の対象工事費を30万円とした理由ということで、お聞きかと思うのですけれど

も、実際には、他の町村でいろいろとこういう助成制度は導入されているわけでございま

すけれども、他の自治体におかれましては、だいたい50万以上というのが助成対象工事の

最低工事費という形で設定はしているのですけれども、今回、うちの町におきましては、

この工事費を30万ということで、なるべく広く助成制度を利用できるようにということで

設定をさせていただいたところでございます。ただ、この改修に当りましては、同一の住

宅については１回限りの助成という形で設定させていただいておりますので、改修に当り

ましては、慎重を期していただきたいなということで、これから制度等の周知をしていか

なければいけないところでございますけれども、極力、最低限度額の30万を超えるような

改修内容の工事でやっていただければなということでお願いをしたいということで、ご理

解を願いたいと思います。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、６番、西内陽美君。 

○６番、（西内陽美君） はい、続けて、それについての追加と言いますか、続けてなの

ですが、そうしましたら、手すり以外に、例えば、ちょっとした玄関の段差を解消するで

すとか、そういった小さい工事をいろいろ組み合わせて30万円を超えれば、それはそれで

良いということですね。確認します。 

○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） 今のご質問にお答えしますけれども、もろもろの改修いろい

ろあるかと思うのですけれども、すべて組み合わせた中で30万を超えれば、対象にさせて

いただくという考えでございますので、そういうことでございます。 
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○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 ８番、青田良一君。 

○８番（青田良一君） ２点お聞きいたします。１点は、町長になろうかなと思うのです

けれども、これまで前町長は、議会の方で何回か一般質問あった中で、個人の財産形成に

つながるようなものについては、助成は致しかねるという形で、かたくなにといいますか、

そういう言い方の中で実現してこなかったのですけども、私、この条例に反対しているわ

けではなくて、非常に良いことだなと思うのですけども、ただ、ちょっと方向性として、

今後、住宅だけでなくて、個人に関わる様々なこういう部分の問題が出てくると思うので

すけれども、これはある程度、ケースバイケースで町の方は、個人の財産形成等について

支援するものはするという方向で舵を切ったというふうに理解してよろしいのかどうか。

それが１点です。 

 それともう一つは、住宅ということを考えると、私なりに、ちょっと読みこなしてみた

のですけれども、住宅を建てます、改修します、古くなれば解体しますという流れの中で、

次の条例にも関わってくるのですけれども、私は、この解体の部分については、この議案

第55号の中に含めた形で条例制定しておいた方が、住民には分かり易いのかなというふう

に思って、これをちょっと読ませていただきました。 

 この辺の次の部分については、また別な観点で説明があったはずなのですけども、その

辺、次の条例に書かれている件の部分と関連して申し訳ないのですけれども、この条例を

組立てた考え方、その辺についてちょっとお聞きしたいなと思います。２点お願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

○町長（熊田義信君） それでは８番議員さんの１点目の質問にお答えを申し上げたいと

いうふうに思います。本条例の制定の目的、そこにも書いてあるとおり、町民が安心して

住み続けられる町、そういったことを考えてこの条例を制定いたしました。今、新十津川

町では、人口減尐ビジョン、他市町村から人口減尐の歯止めをかけるために、いろいろ政

策をしておりますけども、その政策を進めるに当たっては、まず、新十津川にお住まいの

方が安心して住み続けられる、これは、子供から高齢者まで含めて、そういったことをま

ずだいいちに考えていくことが定住促進につながると、そういうこともあって、今回、こ

の様に舵を切らせていただき、今、住んでいる人方に安心して住み続けられる、そういう

環境を整備をするための条例を制定させていただいたと。そのことを説明し回答とさせて

いただきます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、２点目。 

建設課長。 

○建設課長（村中忠夫君） それでは８番議員さんの２点目のご質問にお答えいたします。 

今ほど、解体工事の部分を、なぜ、こちらの方の条例側に入れなかったのかというよう

な趣旨の質問だったと思うのですけども、実は、次の条例の耐震化ということで、対象に

しているのは、昭和56年の５月31日以前に着工された建物の解体に対する助成ということ

で、交付金の交付要綱に基づいた補助制度、交付金の事業に乗りたいというところで、今

回、解体工事の方は、耐震化の方で対象に盛り込んだという中身になってございますので、
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こちらの住宅の改修促進の方では、こういう交付金の対象という形にはなってございませ

んので、そこの住み分けの部分で解体工事については、こちらの方の改修の促進条例側に

は盛り込まなかったということでご理解を願いたいと思います。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいでしょうか。 

 ８番、青田良一君。 

○８番（青田良一君） この条例の趣旨は分かったのですけども、町としての方向性につ

いて、そういう課題が出てきたときに、町は、柔軟に対応していくのかという部分につい

て、お伺いしたかったのです。この条例の中身については、よく読ましていただきました

から分かりましたけども、そこのところのちょっと意味が分かっていただけましたでしょ

うか。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいでしょうか。答弁を求めます。 

町長。 

○町長（熊田義信君） この条例の趣旨については理解をしていただいたということであ

ります。去る、一昨日の一般質問の中でも高齢者だとか、福祉の部分でも、それぞれ４番

議員、６番議員からも質問があったとおり、それぞれ、今、新十津川に住んでいる人方の

環境整備を必要に応じ整備をしていくということで、ご回答をさせていただいたところで

あります。それぞれ個々の案件によっては、それぞれの個々で判断をさせていただくとい

うことがありますけども、それぞれ住んでいる人方の環境整備、そして、福祉の充実とい

うことは、これから前向きに検討をし、整備促進を図っていきたいということを申し上げ、

回答といたします。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ８番議員、よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 ９番、長名實議員。 

○９番（長名實君） この町内建設業者ということがあるのですが、この建設に対しても

いろいろな職種があると思います。それで、町内にある業者の数、およそいくらくらいあ

るのかということと、もう一つは、この文面の中で、法人又は個人ということがあるので

すが、例えば、建設業者に勤めていて、もう退職したと。それで、自分でその仕事はやれ

るんだけど、自分でやった場合はどうなるのかということをお伺いしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

建設課長。 

○建設課長（村中忠夫君） それでは９番議員さんのご質問にお答えいたします。１点目

の町内業者さん、どのくらいあるかということでございますけれども、一応、商工会の工

業部会の会員、それから、建設協会の会員等を確認させていただいた中では、だいたい今

回の工事で対応できそうな業者さんというのは、25社程度あるかなということで考えては

いますけれども、ただ、個人で経営されている方というのは、特別まだ商工会に入られて

いない方もいらっしゃいますでしょうから、その数、実際どのくらいいるかというのは、

ちょと私の方では把握しきれておりませんので、ご理解を願いたいというふうふうに思い

ます。 

 それと、今まで業者さんに居て、退職されて、自分の住宅を直すということが対象にな

るかどうかというご質問だったと思うのですけども、そこの部分については、あくまでも、
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先ほど言った対象工事費に満たされば、対象という形になろうかということでございます

ので、ご理解を願いたいというふうに思います。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 10番、笹木正文君。 

○10番（笹木正文君） 今の件ですけどね、個人資産がどうこうという話はね、定住促進

策の時点で私はもう、個人資産の関係は突破したなというふうに考えておりましたので、

今回も、この提案理由の中に住宅関連産業活性化という、先ほど町長は言わなかったけれ

ども、そんなことかなというふうに考えております。それはそれといたしまして、今回、

申請は、申請者本人が提出するということになると思います。そんな中で内容については、

今もちょっと話あったけども、当然、建設業者が見積りを行って提出ということになるの

ですけども、その審査の流れだとか、認定までの経緯というか、その辺ちょっとここらに

当然条例にはあまり書かれていないので、分かる範囲でよろしいんでお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

建設課長。 

○建設課長（村中忠夫君） それでは10番議員さんのご質問にお答えします。あくまでも

申請は、申請人本人という形になります。それで、実際に業者さんが代行みないな形で申

請を上げてくるというケースの方が多いのかなというふうには思いますけれども、他の申

請と同じように、あくまでも個人申請という形になります。それで、交付認定等から交付

決定等の申請の流れということかというふうに思いますけれども、まず、実際に改修工事

をしたいということでございましたら、その工事を始める前には、必ず交付認定の申請書

を上げていただくという形で、14日以内というようなことで決めさせていただいておりま

す。それで、上がってきたものについて、当然、改修の工事の内容と、それに合った見積

書を添付してもらう形にはなりますけれども、それをチェックいたしまして、実際に先ほ

ど言った30万以上に該当するかしないかで、そこで認定の可否を決めるという流れになり

ます。それから実際に、認定後に現場の方にかかっていただくという形になりまして、す

べての工事が終わった段階で、今度は助成の方に対する交付申請を出していただくという

形でございまして、それについては、工事完了後30日以内に出していただくという流れで

ございまして、ただ、それがどうしても助成の支払いの部分で年度内という形でございま

すので、そこら辺の縛り、年度末に関しての縛りはちょっと付けさせてはいただいてござ

いますけれども、そういう流れでいきまして、ただ、交付申請時には、実際に着手前と改

修後のですね、対比写真を付けていただくとか、実際に業者さんからの請求書の写しだと

か、もしくは、領収書の写しだとか、そういう物を添付していただいた中で、申請を上げ

ていただいて、それをチェックして助成に至るという流れになってございますので、そう

いうことでございます。以上ございます。 

○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。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 
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 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

これより議案第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、新十津川町住宅改修促進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56号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第６、議案第56号、新十津川町住宅耐震化等促進条例の一

部改正についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第56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56号、新十津川町住宅耐震化等促進条例の一部改正については、原

案のとおり可決されました。 

                                       

     ◎議案第57号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第７、議案第57号、新十津川町税条例等の一部改正につい

てを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） 今回の改正によりまして、徴収の猶予や換価の猶予が新たに申請

者、町民の方々、納税者の方からできるようになったというふうに変わりますが、これを

町民の方々にどのように周知していくかということです。積極的にお知らせするというの

もなんかちょっとおかしいかと思いますが、例えば、督促状の中にリーフレットを入れた

りですとか、町の広報に分かり易い形で周知するとか。そういった能動的といいますか、
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どのように周知を図っていくかという点をお知らせください。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（中畑晃君） それでは６番議員さんの質問にお答えいたします。今回、新た

な制度として、申請による換価の猶予ということでございますが、これまでも納税が困難

になった方、あるいは納期が遅れる方については、納税相談を受けていただいていると。

こちらから、受けていただくようにお願いすることもありますし、相手方から、実はこう

こうこうでということで来られる方も、そういうケースもございますけども、そういった

中で、今後どのようにしましょうかということが基本と考えております。 

従来は、町長の職権による換価の猶予しかございませんでしたから、最終的には、担当

の方で判断をさせていただいて、町長の決裁をいただいてということになるわけですけど

も、今後においては、納税相談の中で申請による換価の猶予もございますよということで、

そこで手続きの種類を説明した中で、最良の方法を選択していただくということで進めた

いなと考えております。積極的に猶予は可能ですよ、申請してくださいということはなか

なか私どもも申し上げにくいものですから、あくまでも、納税相談を前提に今後とも取り

組みたいというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 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57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57号、新十津川町税条例等の一部改正については、原案のとおり可

決されました。 

                                       

     ◎議案第58号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８、議案第58号、新十津川町行政区自治会館の設置及び

管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

 ６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） この場でお聞きするのが相応しいかどうかちょっと分からないの

ですけれども、うちの町は、本当に住所の地番が分かりづらいと、よく言われます。今回
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も、みどり区自治会館が北側に40メートルずれただけです。間に建物も何も無い状態で、

なぜこの106番から12に代わるのか、本町の住所の地番の振り付け方ですね、何か基準で

すとか慣例なようなものがありましたら、教えていただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（中畑晃君） それでは６番議員さんの質問にお答えをいたします。地番につ

いては、まず親番がございます。それで、それが１筆の場合には、親番だけの土地となる

わけですが、分筆登記というものがございまして、細分化したいときには、法務局の方に

分筆登記をすることで、親番の１、親番の２ということで、２つに分ける場合には、子番

がつきます。それは分筆登記の順番になりますから、例えば、親番の２に、２をさらに細

分化すれば、親番の２から親番の３に分かれるということですけれども、あくまでも、そ

れは分筆する時の場所で順々についていくものですから、土地の並び順ではないというこ

とで、今回の場合は、百十幾つに分筆されているということでご理解いただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 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58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。 

 従って、議案第58号、新十津川町行政区自治会館の設置及び管理に関する条例の一部改

正については、原案のとおり可決されました。 

                                       

     ◎議案第59号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第９、議案第59号、新十津川町奨学金等貸付条例の一部改

正についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

 ３番、鈴井康裕君。 

○３番（鈴井康裕君） それでは質問させていただきます。この貸付条例によって、就学

する学生にとっては非常に朗報かと思いますけれども、大学４年の場合に関しては、月４

万になって、４年間で総額220万という、今までの倍に近い貸付になるかと思います。現

在、日本学生新機構でも、そのような形で貸付を行っているわけですけれども、今の就職



- 90 - 

 

難、又は、離職によって返還が困難になっているそういう若者が多くいるということも聞

いております。そこで、今、町では今までの例では返却が滞っていないのかどうなのか、

また、この倍近い貸付によって、今後、滞るようなことが起こった場合、どういう措置を

とられるのか、その辺をちょっとお聞きしたいなと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（遠藤久美子君） それでは、ただいまの３番議員さんのご質問に

お答えいたします。まず、１点目の貸付した返却ですね。返却が滞っているのか、いない

のかというご質問なのですけれども、現在、貸付が滞っている方は、いらっしゃいません。

予定どおり償還されております。 

それでもう１点、今後、返却額が高額になるということと、返却期間も長くなるという

ことで、そこら辺は、私ども、多尐、危惧がないわけではございませんけれども、こちら

の制度につきましては、保護者又は保証人を立てていただきまして、返却をしていただい

ているということもありまして、その返却状況、毎年、毎年、計画的に返還するわけです

けれども、毎年、状況確認の上、年度、年度の納付書を発行させていただき、返還につい

ての確認をしておりますので、管理は複雑になるし、長くなるということで、しっかりし

ていかなければならないと考えておりますけれども、そのような措置で対応してまいりた

いというふうに考えております。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

ほかに質疑ございますか。 

７番、安中経人君。 

○７番（安中経人君） 今の鈴井議員の関連した中ですが、確認したいのは、大学の場合

４年であるのかどうか、ということ。今、大学なんかでも特に法学部というのは、４年で

所期の目的を達せないというで、マスターコース、ドクターコースという、最低でもマス

ターコースというのが大学の法学部辺りは進めているわけですね。専門コースということ

で。そうなった場合に、鈴井議員も言われたように、借入負担が大きいということは別と

して、さらに、２年、あるいはプラス２年といった場合に、これが特例か何かで借りれる

のかどうかという部分について、伺いたいです。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（遠藤久美子君） ただいまのご質問にお答えいたします。大学の

期間が４年を超えて就学する方につきましては、現在、奨学金等貸付条例がございまして、

その中で、学術研究に適すると認められる者、または、町長が特に必要があると認める者

に対しましては、金額を超えて奨学金を貸し付けることができるというふうに、条例は整

備されておりますので、場合によっては、可能であるというふうに考えております。以上

です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

ほか質疑ございませんか。 

６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） いまの答弁ですと、大学院もオーケーですよというふうに捉えて
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よろしいんですか。条例の中には、大学までしかありませんので、大学院はまた別の扱い

になると思いますが、新たに大学院を加えてよろしいのかどうか、お聞きします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（遠藤久美子君） 条例、ご覧になっていただけてるということな

ので、学校教育法で定めるところの大学という言い方しておりまして、その高等学校まで、

いろいろ細かく書いておりますけれども、先ほど、私言いましたが、第５条の第２項に学

術研究の時には必要であると認めた時には貸し付けることができるというふうに考えてお

ります。大学院となった時に、期間も伸びるし、何年かということと、総額が大きくなり

ますので、状況判断した上で決定させていただくことになると思います。以上でございま

す。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） もう１点なんですけども、こちらの奨学金はどなたが償還するの

か。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（遠藤久美子君） うちの第７条の規定にあるのですけれども、保

護者または奨学生に対して貸付を行うとなっておりますので、どちらでもかまわないので

す。実際に返還される、償還されるのが、奨学生ご本人なのか、又は、親御さんなのかと

いうのは、家庭によっても違ってきますので、一応、それだけはお伝えします。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） この奨学金貸付、奨学生を募集をする際に、広報ですとかホーム

ページに掲載されておりますけれども、早めに応募してくださいというふうに書いてあり

ます。予算が一杯になった時には使えないという記載があるんですね。ぜひ、その記載を

外していただいて、いままでは溢れる方はいらっしゃらなかったと思いますけれども、や

はり奨学金を借りてでも進学したいという方を、応援するという意味では、そういった記

載を外して、何人来ても大丈夫ですよという姿勢を見せていただきたいというふうに思い

ます。いかがですか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（遠藤久美子君） 一応、予算の枠がありまして、そういう関係も

ありまして、そういうふうに募集を行っているところです。今回、この条例が可決されま

したら、枠の拡大、金額の拡大ということで一応考えてはおりますけれども、３月の予算

で貸付金を、だいたい何名くらいということで計上させていただきますので、基本的には、

その枠内で収まるようになるか、議員さんおっしゃるように広く、せっかくの意欲のある

方、機会均等ということなので、趣旨に沿った形でということで、ちょっと今後、予算編

成も含めまして、検討させてというか、考え方をしっかりしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは、８番、青田良一君。 



- 92 - 

 

○８番（青田良一君） 子供が貧困のために向学心がありながら上に進めないというのは、

一つの社会問題になってます。そういった中で、行政側で、これまで以上のこういう貸付

金の条例を作ってくれたことを、私は高く評価したいなと思います。 

 お子さん達も、こういったものも他にもいろいろありますけども、これを活用しながら、

自分の志を何とか実現してというふうな世の中になって欲しいものだなというふうに思っ

ております。 

 そこで問題は、要するに貸付金額を２倍にしたわけですから、予算がどうなるかという

ことが一つの課題になると思うのですよね。なおかつ、償還の期限を延ばすということは、

貸したお金がいままでよりも遅く還ってくるという流れになります。そこで、現在、持っ

ているお金はどのくらいで、せっかく作ったのですから、従来の４人や５人でなくて、枠

はやっぱり10人とか15人とか広げた形で予算を組んでいただければ、なお、この条例が生

きたものになるのだろうと思うんですよね。その時に、関わってくるのが予算ということ

なんですよね。 

ですから、現在の基金の中だけでできなければ、例えば、一般財源を持ってきて、基金

を増やす形にして安心感を与えながら、この事業を展開するというふうな流れになるのか

どうか。ちょっと先の見通しなんで、よく分かりませんけれども、その辺ちょっとお聞き

したいなと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（遠藤久美子君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたしま

す。この貸付につきましては、ご存じのとおり、育英事業の基金を使って財源として運用

しております。それで、今現在の育英事業の基金につきましては493万5,122円ということ

で、あまり財源が、基金が潤っているという状況ではございません。 

それで、来年度予算編成時におきましては、貸し付ける金額が、今現在ですけども10人

とか、議員さんおっしゃったように、10人くらいのことで考えた時に、とても今現在の基

金では賄いきれないというふうに考えておりまして、基金の積み立てる金額と貸し付ける

金額を計上しなければならないというふうに考えております。 

そこで、全体の中で、町全体の中で、じゃ、どのくらいを貸し付けるかとか、そういう

ことはこれから具体的に検討して予算編成にいく状況になっておりまして、今現在、具体

的なことは申し上げられませんけれども、枠を増やすということは必要だと考えておりま

すので、それに見合う財源を確保するべく、考えていきたいというふうに考えております。

以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

ほか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〕 
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○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第59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59号、新十津川町奨学金等貸付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60号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第10、議案第60号、新十津川町合併処理浄化槽設置整備事

業補助金交付条例の一部改正についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第60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60号、新十津川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付条例の一

部改正については、原案のとおり可決されました。 

ここで、11時まで休憩いたします。 

（午前10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。 

（午前11時00分） 

                                       

     ◎議案第61号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第11、議案第61号、平成27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。 

８番、青田良一君 

○８番（青田良一君） ２点お願いします。１つは、話題になっているマイナンバーとい

いますか、その部分について、22、23ページ、システム整備のための補助金が入ってきて
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というふうな話の中で、サーバーの更新が必要なのでというふうな説明がございましたけ

ども、ちょっと分かり難いので、もう一回説明いただきたいということと、うちの住民も

マイナンバーをどういうふうに管理してくれるのかという部分について、やっぱり懸念し

ている向きも尐なからずありますので、こういったものの予算との絡みの中で、もう一度、

そこら辺の安全性というのですかね、安心というのですか、担当者の方からご説明をいた

だきたいなと、これが１点です。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（寺田佳正君） それでは８番議員の質疑にお答えいたします。 

先だって、副町長から補正内容について申し上げたところでございますが、今一度ご説

明を申し上げます。 

 23ページにあります電子機器管理事務ということで、2,799万４千円でございますが、

内容につきましては、２つの内容が含まれてございます。 

まず、１点目でございますが、今ほどありましたように、マイナンバー制度の導入に係

るものということで、他の機関との個人情報の照会、提供には、個人番号、マイナンバー

というものを使いますが、この運用を行うにあたりまして、中間サーバーというものが必

要になります。地方自治体の私どもの持っている情報と、国の情報ネットワークシステム

をつなぐもの、これを中間サーバーといいます。全国に２か所、東日本、西日本というこ

とで設置されることになってございます。 

このサーバーを現在構築しているところでございまして、それに必要な経費が439万６

千円ということになります。この経費につきましては、100パーセント国庫補助が充当さ

れるというふうな内容になってございます。 

もう１点でございますが、もう１点は、庁舎内のサーバーの更新ということになります。

私ども職員が使用しているサーバーの更新ということで、年金機構の個人情報の漏えい事

件、これに端を発して、インターネットと住民基本台帳を扱っているパソコン、住民課、

保健福祉課の職員の分が該当するのですが、この職員の使っているパソコンをインター

ネットと分離して扱うようにすべしというような国の方針が示されました。 

本町におきましても、国の指導に基づいて当該システムの改修を行ったところでありま

す。それに伴って、本町がすでに構築しているシステムの構成の関係上、住民課、保健福

祉課の職員分35台分を、私ども通常の一般業務をしているパソコンのネットワークに組み

込むわけなんですが、そうした時に、想定以上の負荷が係るという事態が発生してしまい

ました。35台を一般業務のパソコンに組み込んだ関係上、負荷が掛りまして、通常業務に

使っておりますワープロソフト、表計算ソフト等が動かなくなる、あるいは、サーバーが

停止してしまうといった状況が発生しておりまして、対処療法をいろいろ講じてはみたも

のの、サーバーの能力が当初想定していない35台をつなげておりますので、事務に非常に

支障をきたすということで、今回、新たに能力の高いサーバーに更新したいというふうに

するものでございます。 

なお、現状のサーバー、まだもう尐し使うことが可能でございます。これにつきまして

は、メールサーバー、メールのやり取りをするサーバーと、セキュリティ保持のために指

静脈認証というシステムを、私ども職員は使ってございます。個人個人が、人のパソコン
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に勝手にログインできないように、そういったセキュリティ対策を施しておりますが、そ

ういったシステムのサーバーとして活用していく予定としてございます。以上説明といた

します。 

○議長（長谷川秀樹君） 住民課長。 

○住民課長（中畑晃君） 引き続き、管理方法について、私の方から説明させていただき

ます。 

今申上げたとおり、マイナンバーに関するシステムは、インターネットと完全に切り離

されているという中で、もう一方で、マイナンバーというのは、その番号でいろんな税情

報であったり、福祉の情報であったり、その番号で探し当てていくことは可能なんですが、

それぞれの、税は、税でのシステム、福祉は、福祉でのシステムと独立しております。で

すから、芋づる的に何でも探しに行けるという状態にはおかれておりません。 

 もう一つは、今、総務課長から申し上げました、指認証等により担当者でないと開けれ

ないようなシステムになっていますから、職員間でも税を担当しているからといって、福

祉のところまで覗きにいけるかというと、そういうことになってございません。承認の下

でないと進めないというようなことになってございます。ですから、外部からも入れない

し、職員間でも簡卖には見られないというようなことになってます。 

 もう一つ、番号の漏えいの関係ですけども、今、通知カード届きまして、それを他人に

教えないでくださいよということは言われておりますけども、一方で、お勤めの方につい

ては、事業所へその番号を届けなければならないということで、事業所へ通知カードと共

に提出しなければ、通知カードで確認してもらいながら番号を届け出なければならないわ

けですが、こういったことで事業所の皆様へということで、もうすぐ始まるマイナンバー

準備はお進みですかというところでも、マイナンバーの取扱いについては注意する旨のと

ころを、今、総務省の方で周知していただいているというところでございます。 

 いずれにしましても、住民票のシステムの所にマイナンバーも登録されてますが、そう

簡卖に番号が分かればどんどん入っていけるというものではないと、二重、三重のブロッ

クをかけながら管理をさせていただいているということでご理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

それでは、ほかに質疑ございませんか。 

８番、青田良一君。 

○８番（青田良一君） 次に、31ぺ―ジの商工振興費について、ちょっとお尋ねしたいと

思います。副町長の予算の説明では、木材バイオマス工場へというふうな支援をしていく

んだという話がありましたけども、もうちょっと丁寧に説明をしていただかないとという

部分があって、簡卖に言うと、何のことか全然分からなかったというふうな中身になりま

すので、条例はあるのは知ってますし、条例が必要に応じて動かして、必要な支援がされ

るということについて、それも理解しております。 

だけど、相手先がどういう状況なものなのかということについて、ちょっと一切周知と

いうか、承知していないものですから、もう尐し丁寧に説明していただきたいなと思いま

す。どういう企業内容なのであるか、そして、将来の展望がある程度開けているのか、い

ないのか。雇用がどの程度見込まれるかというふうなもの等々を、きちっと整理をした上
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で決定をしたんだろうと思いますけども、その辺について、説明をいただきたいというふ

うに思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（後木満男君） それでは８番議員さんのご質問にお答えいたします。 

 今、８番議員さんおっしゃられたように、今回の補正予算につきましては、企業振興促

進条例に基づきます助成金でございます。それで、対象とされている企業につきましては、

町内の木質バイオマスのチップを生産する施設でございます。 

事務の流れを若干申し上げますけども、まず、補助を受けるためには、指定の申請をし

ていただくことになっております。これにつきましては、事業を実施する前、平成26年の

１月に既に指定の申請ということで、概算の見積りのもとで申請をしていただいておりま

す。それにつきまして、事業が進みまして、今年11月に工場、あと設備が完成いたしまし

て稼働しているとこでございます。 

 その稼働が認められるということで、今回、補正という流れになったのですけれども、

今後、その施設ですとか設備の契約書、支払いの関係の書類を添付していただいて、その

申請に基づいて実際に助成金を支払うという流れになります。 

それで、実際のこの事業の内容でございますが、一つひとつ金額等については申し上げ

られないのですけれども、木質バイオのチップを作るための工場の設備としまして、破砕

機ですとか研磨機、あと搬送するベルトコンベアー等の施設、あとそれに付随する建物等

について、約１億の事業費がかかっているということで、これにつきましては、前々から

お知らせしてあったとこですけども、それに対する補助、上限の３千万、それについての

卖年度の上限が１千万ということで、今回、１千万円の補正予算を計上させていただいた

ということでございます。 

 なお、この事業所におきましては、江別にあります発電施設に安定的にバイオマスの

チップを納入できるということで、今後、将来にわたって契約が結ばれているようでござ

います。 

 あと、雇用につきましても、現在２名雇用者を雇用して事業を進めているということで

伺っております。この雇用者につきましては、町外の方が雇用されているのですけれども、

町内の方に住んでいただくような動きで、今、事業者も考えられているということで報告

を聞いております。以上説明とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

ほか質疑ございませんか。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 



- 97 - 

 

 これより議案第61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61号、平成27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。 

                                       

     ◎議案第62号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第12、議案第62号、平成27年度新十津川町下水道事業特別

会計補正予算第１号を議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第62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62号、平成27年度新十津川町下水道事業特別会計補正予算第１号は、

原案のとおり可決されました。 

                                       

     ◎議案第63号の上程、説明、質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第13、議案第63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。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第63号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第63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64号の上程、説明、質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第14、議案第64号、新十津川町・雤竜町共同事務運営協議

会の廃止についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

９番、長名實君。 

○９番（長名實君） これを見ますと、雤竜町と協議をするとなっているのですが、一方

的に、うちの方でこれ議決して、向こうも同じような形でなるんでしょうか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（野﨑勇治君） それでは９番議員さんの雤竜町の動きについてというよ

うなことだと思いますが、雤竜町においても同じような形で、新十津川町と協議するとい

うような内容で、議会の提出の予定になってございます。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。 

 討論はありませんか。 

〔「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64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64号、新十津川町・雤竜町共同事務運営協議会の廃止については、

原案のとおり可決されました。 

                                       

 ◎意見書案第７号の上程、説明、質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第15、意見書案第７号、ＴＰＰ「合意」内容の徹底した情

報公開と検証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。 

７番、安中経人君。 

〔経済文教常任委員長 安中経人君登壇〕 
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○経済文教常任委員長（安中経人君） 議長のお許しをいただきましたので、意見書案第

７号について、提案の説明をいたします。 

提案者は、私、安中でございます。賛成者は、ここに記載のとおり、鈴井議員以下３名

でございます。 

内容について。ＴＰＰ「合意」内容の徹底した情報公開と検証を求める意見書について

でございます。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。 

朗読をもって、提案理由を申し上げます。 

表題は、ＴＰＰ「合意」内容の徹底した情報公開と検証を求める意見書。 

 ＴＰＰ交渉は、10月５日に米国アトランタの閣僚会合において、大筋合意に至ったと発

表されました。政府の「合意」内容によると、農林水産物は全体の８割が即時もしくは段

階的関税撤廃の対象となり、聖域とされた米や麦、牛肉・豚肉、乳製品、砂糖・でん粉の

重要５品目についても３割が関税撤廃となっています。しかも、関税が残った重要品目も

無税又は低関税の特別輸入枠が設定されるなど、我が国において、かつて経験したことの

ない高い水準の農畜産物市場の開放がなされる結果となっています。 

 農林水産業が基幹産業である我が町においては、ＴＰＰ「合意」の結果に対し、農業者

をはじめ多くの人々は「不信・憤り・不安」を抱え、失望感が漂っています。 

 さらに、国会決議との整合性が問われる「高い水準の市場開放」によって、農業の担い

手が将来にわたり、意欲と希望を持って営農を継続できるかどうか途方に暮れており、家

族農業を中核とした我が町の農村社会及び地域経済の疲弊を招きかねません。 

 これでは、「地方創生」、「１億総活躍」どころか、「地方崩壊」、「家族農業凋落」の道を

たどることになり、本当に国益を守り、国会決議を順守したと言えるのか、疑義を抱かざ

るを得ません。 

 ＴＰＰは、関税など物品市場アクセスだけでなく、食の安全・安心や投資、サービス貿

易、金融サービス、政府調達、知的財産などの分野にまたがる広範な経済連携協定である

にもかかわらず、政府は守秘義務を盾に、情報の開示や国民的議論が一切なされぬまま、

「合意＝批准」が既成事実かのように国内対策の論議を進めています。 

 しかしながら、徐々に公表されつつある「合意」内容をみると、国会決議違反と言わざ

るを得ない農産物関税の扱い、さらには衛生植物検疫措置や医療制度、ＩＳＤＳ条項など、

国民の暮らしに係る懸念事項に関しても、疑念は完全に解消されていません。 

 つきましては、今後、政府においては、国会における承認手続きに入る前に交渉過程を

含めた徹底した情報公開を行い、ＴＰＰ合意内容の全容と影響などについて国民各層に対

する説明責任を果たすこと。また、国会においては、衆参両院の農林水産委員会における

国会決議との整合性について真摯に徹底した検証を行うこと。その結果、国会決議に違反

すると判断された場合は、速やかにＴＰＰ合意を撤回し脱退することを強く要望します。 

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 

提出年月日は、本日、平成27年12月11日を予定しております。提出者は、北海道樺戸郡

新十津川町議会議長、長谷川秀樹。 

提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、ＴＰＰ担当大臣、農林水

産大臣ということで予定しております。よろしくご審議の上、ご協賛お願いいたします。 
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○議長（長谷川秀樹君） 提案者の提案理由並びに内容の説明を終わります。 

ただちに質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 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、ＴＰＰ「合意」内容の徹底した情報公開と検証を求める

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、外務大臣、ＴＰＰ担当大臣、農林

水産大臣といたします。 

                                       

 ◎意見書案第８号の上程、説明、質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第16、意見書案第８号、介護報酬の再改定を求める意見書

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。 

６番、西内陽美君。 

〔総務民生常任委員長 西内陽美君登壇〕 

○総務民生常任委員長（西内陽美君） ただいま、議長のご指示をいただきましたので、

意見書案第８号について、ご説明いたします。 

 介護報酬の再改定を求める意見書。 

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。 

 提出者は、新十津川町議会議員、西内陽美。賛成者は、新十津川町議会議員、小玉博崇、

同じく長名實、同じく笹木正文、同じく杉本初美。 

 この意見書の説明につきましては、朗読をもって説明に代えさせていただきます。次の

ページをお開きください。 

介護報酬の再改定を求める意見書。 

 平成27年４月より実施された介護報酬は、介護サービスの充実にプラス0.56パーセント、

処遇改善プラス1.65パーセントを除くとマイナス4.48パーセントの大幅なマイナス改定と

なりました。施設関係では、特別養護老人ホームが基本報酬で５パーセントを超える引き

下げ幅となり、小規模デイサービスでは約10パーセント、予防通所介護・予防通所リハビ
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リに至っては20パーセントを超えるマイナス改定となっており、事業の継続が困難になる

ほどの下げ幅となっています。 

 全国各地では、既に採算の合わない事業所の閉鎖、撤退が始まっており、地域によって

は介護報酬の引き下げが、住民から介護サービスを奪う事態となっています。 

社会保障の充実を理由に消費税を８パーセントにしたにもかかわらず、今回のマイナス

改定は断じて許されません。 

 厚生労働省は、今回の大幅切り下げの理由として社会福祉法人の内部留保を挙げていま

すが、地域住民の介護を守るほとんどの介護事業者は、改定前の介護報酬の中でさえ、内

部留保どころか介護労働者の賃金確保で精いっぱいの状況です。都市部で利益を上げる一

握りの事業者を例に挙げ、「介護は儲かっている」との判断は明確な誤りです。広大な過

疎地を抱える北海道では利用者確保も難しく、事業所の撤退が相次ぎ、訪問看護などいく

つかのサービスが利用できない自治体もあります。 

 また、処遇改善加算は介護職だけを対象にしていますが、介護現場には看護師、ケアマ

ネージャー、事務職、リハビリ技師、調理職など多様な職種が働いています。介護職場全

体のバランスの取れた処遇改善には、加算だけではなく介護報酬自体の引上げが必要です。 

住民の介護を守り、地域の介護資源を維持させるためには、介護経営の維持と、確保が困

難である介護労働者の大幅な処遇改善が実施可能な、利用者負担に拠らない介護報酬の大

幅プラス改定での見直しが不可欠となっています。 

 以上の実態を踏まえ、次年度予算編成に向け、誰もが安心して利用できる介護制度の実

現を基本にした、介護報酬の見直しが必要です。 

 上記の趣旨から、以下の事項について要望します。 

記書き１、平成28年度予算において、介護事業所と介護労働者が充実したサービスを提

供できるよう、介護報酬のマイナス改定を見直すこと。 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 

平成27年12月11日。提出者は、北海道樺戸郡新十津川町議会議長、長谷川秀樹。 

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。以上でございます。よろしくご審議いただき、ご決定くださいますようお願い申し上

げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案者の提案理由並びに内容の説明を終わります。 

ただちに質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 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。 
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本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、意見書案第８号、介護報酬の再改定を求める意見書は、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、厚生労働大臣、財務大臣、総務大

臣といたします。 

                                       

◎閉会中委員会所管事務調査申し出について 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第17、閉会中委員会所管事務調査申し出についてを議題と

いたします。 

 本件につきましては、皆さんのお手元にお配りしてございますが、それぞれの常任委員

会及び議会運営委員会から、地方自治法第109条第８項及び新十津川町議会会議規則第75

条の規定に基づき申し出がございますので、これを許可することにいたしたいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本件につきましては、申し出のとおり許可することに決定をいたしました。 

                                       

     ◎閉議の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） 以上をちまして、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27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34分） 
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