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平成23年第３回新十津川町議会定例会 

 

平成23年９月５日（月曜日） 

午前10時開会 

◎議 事 日 程（第１号） 

第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 会期の決定 

第３ 諸般の報告 

     １）事務報告 

     ２）閉会中の委員会所管事務調査結果報告 

     ３）例月現金出納検査結果報告 

     ４）財政援助団体監査結果報告 

     ５）一部事務組合議会報告 

     ６）議員研修報告 

第４ 町長行政報告 

第５ 教育長教育行政報告 

第６ 請願第２号 軽油引取税の課税免除措置など恒久化を求める請願 

         （内容説明まで） 

第７ 議案第43号 平成23年度新十津川町一般会計補正予算（第２号） 

          （内容説明まで） 

第８ 議案第44号 平成23年度新十津川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

          （内容説明まで） 

 第９ 認定第１号 平成22年度新十津川町一般会計歳入歳出決算の認定について 

（概要説明まで） 

第10 認定第２号 平成22年度新十津川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の           

認定について（概要説明まで） 

第11 認定第３号 平成22年度新十津川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について（概要説明まで） 

第12 認定第４号 平成22年度新十津川町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて（概要説明まで） 

第13 認定第５号 平成22年度新十津川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について（概要説明まで） 

第14 報告第４号 平成22年度新十津川町健全化判断比率の報告について 

第15 報告第５号 平成22年度新十津川町資金不足比率の報告について 
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◎出席議員（11名） 

   １番  安 中  経 人 君    ２番  西 内  陽 美 君 

   ３番  青 田  良 一 君    ４番  山 田  秀 明 君 

   ５番  笹 木  正 文 君    ６番  平 沢  豊 勝 君 

   ７番  長 名    實 君    ８番  後 木  幸 里 君 

９番  樋 坂  里 子 君    10番  西 永  勝 治 君 

   11番  長谷川  秀 樹 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

 

◎地方自治法第121条により出席した者の氏名 

町       長   植 田    満 君 

  副   町   長   佐 川    純 君 

教   育   長   熊 田  義 信 君 

  総 務 課 長   藤 澤  敦 司 君 

  住 民 課 長   小 林    透 君 

  会 計 課 長   長谷川  雄 士 君 

  保 健 福 祉 課 長   竹 原  誠 二 君 

  産 業 振 興 課 長 兼 

  農業委員会事務局長   後 木  祥 一 君 

  建 設 課 長   岩 井  良 道 君 

  教 育 次 長   辻 山  直 紀 君 

  代 表 監 査 委 員   山 本    忍 君 

 

◎職務のために出席した者の職氏名 

  議 会 事 務 局 長   加 藤  健 次 君 
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◎黙祷 

○議長（長谷川秀樹君） 皆さん、おはようございます。 

本日の平成23年第３回定例会に先立ち、今回の台風12号によりまして、母村十津川村で犠

牲になられた方、並びに全国で犠牲になられた多くの方々に謹んで哀悼の意を表し、黙祷を

捧げたいと思います。 

 恐れ入りますが、ご起立願います。 

 黙祷を始めます。黙祷。 

〔黙祷〕 

○議長（長谷川秀樹君） 黙祷終わります。ありがとうございました。 

 ご着席ください。 

                                     

◎町民憲章の朗誦 

○議長（長谷川秀樹君） 開会に先立ち、町民憲章を朗誦いたします。 

皆さんご起立ください。 

私が町民憲章と申し上げますので、引き続き、朗誦していただきたいと思います。 

〔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） ただいま出席している議員は、11名であります。 

定足数に達しておりますので、ただいまから平成23年第３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

申し合わせ事頄等がございますので、報告を求めます。 

青田議会運営委員長。 

〔議会運営委員長 青田良一君登壇〕 

○議会運営委員長（青田良一君） 

〔説明の記載省略〕 

○議長（長谷川秀樹君） 議会運営委員長の報告が終わりました。 

                                       

◎開議の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） これより本日の会議を開きます。 
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◎議事日程の報告 

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

項を追って進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

                                       

◎会議録署名議員の指名 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

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

９番、樋坂里子君。10番、西永勝治君。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、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

今定例会の会期は、ただいまの議会運営委員長報告のとおり、本日から９月12日までの８

日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は、本日から９月12日までの８日間に決定をいたしました。 

                                       

◎諸般の報告 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

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

結果報告、４番の財政援助団体監査結果報告につきましては、お手元に配布のとおりでござ

います。 

引き続き、一部事務組合議会報告を願います。 

まず、滝川地区広域消防事務組合の報告を青田良一君より願います。 

〔３番 青田良一君登壇〕 

○３番（青田良一君） それではご指示がございましたので、滝川地区広域消防事務組合議

会の内容について、ご報告をさせていただきます。去る８月１日、第２回の臨時会が召集さ

れました。その内容について説明を申し上げます。 

 一般会計で2,811万１千円の追加予算が計上されまして、承認されたところでございます

が、その内容について説明をさせていただきます。 

すでに計画に上がっておりますけれども、滝川消防団第１、第２、第３分団合同詰所とい

うのが２カ年をかけて建設される予定でございまして、今年度は、その２年次目に当たると

いうことでございます。その中で、滝川青尐年勤労者ホームがございまして、それを市の方

から消防が譲り受けまして、それを解体していくという作業が今年の事業として残っている

ということでございます。その解体の進める中で調査をいたしましたところ、アスベストが

出てきたということで、以前に市の方でも調査したわけですが、調査漏れといいますか、そ
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ういった状況が起きたということで、これらの処理費用等を含めた工事請負費並びに解体に

関する委託料が経常されたという内容でございます。この予算につきましては、全会一致で

可決されたといった内容でございます。 

 以上、広域消防事務組合からの報告とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 次に、空知中部広域連合議会の報告を樋坂里子君より願います。 

〔９番 樋坂里子君登壇〕 

○９番（樋坂里子君） 議長からご指示がありましたので、ご報告いたします。８月29日、

奈井江町にある空知中部広域連合の事務所で、第２回定例会が開かれました。議題は、認定

４件、議案４件で、すべて全員一致で可決されております。一般質問もありました。 

認定４件は、平成22年度の一般会計、介護保険、国民健康保険、障害者保険の決算認定で

す。一般会計で190万5,043円の黒字決算となっております。介護保険では5,787万1,664円の

黒字決算です。国民健康保険では１億4,916万8,922円の黒字決算です。障害者支援事業では

21万9,850円の黒字決算となっております。 

議案４件は、平成22年度決算による黒字決算残高を繰越金として歳入に入れ、一般会計歳

入歳出総額予算が4,414万９千円、介護保険が26億2,743万８千円、国民健康保険の総額が43

億8,516万６千円、障害支援事業会計が851万３千円となっております。 

新十津川町に関係することでは、一般会計の負担金が39万５千円。介護保険の負担金で228

万８千円。障害者保険では３万３千円が減額補正で新十津川町に還付されることになります。

合計で271万６千円となっております。 

以上、報告を申し上げます。資料を事務局の方に収めてありますので、詳細については後

ほどご覧ください。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 最後に西空知広域水道企業団議会報告を、山田秀明君より願いま

す。 

〔４番 山田秀明君登壇〕 

○４番（山田秀明君） おはようございます。それでは議長の指示がありましたので、去る

８月30日に開催されました、第２回西空知広域水道企業団議会の報告を申し上げます。 

 はじめに、企業長より行政報告で業務量に関する件、受託工事の実施状況、発注工事の進

捗状況、徳富ダムの建設工事に関する件の４件についての報告がありました。 

続きまして、議決案件では４件ありまして、報告２件、議案２件でございます。報告第１

号では、平成22年度西空知広域水道事業会計継続費繰越計算書の報告について。58万4,176

円の繰越についての報告を受け、報告済としております。報告第２号では、平成22年度西空

知広域水道事業会計資金不足の審査についてで、資金不足額はなく、資金不足比率について

もバーとの報告を受け、報告済としております。 

次に、議案第８号では、平成23年度西空知広域水道事業会計補正予算（第２号）について。

収益的収入を179万４千円補正し、３億9,934万３千円に、収益的支出を222万１千円補正し、

３億5,951万円としております。内容は、新十津川西部浄水場の管理委託協定に基づく開発

局からの管理費の増額。人事異動等に伴う職員給与費の増額補正によるものでございました。

－5－



原案のとおり議決しております。 

最後に、議案第９号では、平成22年度西空知広域水道事業会計決算認定について。事務局

から22年度の会計決算内容について説明があり、その後、監査委員より決算審査について報

告がありました。 

決算の概要を申し上げます。給水件数4,523件、年間総配水量101万8,209㎥、年間総有収

水量90万9,179㎥。給水人口１万1,847人と、件数、人口及び水量ともに減尐しているとのこ

とであります。この要因は、天気や１戸当たりの使用水量の減尐や建設工事等の完了による

宿舎等の減尐によるものと分析しておりました。 

収益的収支でございますが、収入では予算額３億8,157万３千円に対し、決算額３億8,209

万６千円。支出では予算額３億5,441万円に対し、決算額３億4,628万８千円となり、その結

果、3,323万４千円の純利益を生じ、累積欠損金は5,018万１千円と減尐しております。 

資本的収支では、収入では予算額１億6,947万２千円に対し、決算額１億6,947万２千円。

支出では、予算額３億1,611万７千円に対し、決算額３億1,551万９千円となり、資本的収入

額が資本的支出額に対し不足する額１億4,604万７千円は、過年度損益勘定留保資金より１

億4,399万８千円、及び消費税資本的収支調整額204万９千円をもって補填し、収支均衡させ

て決算としています。また、計画した事業は、すべて完了をしているとのことでありまして、

平成22年度西空知広域水道事業会計決算は、認定しております。 

以上で報告は終わりますが、詳細につきましては議案書とともに事務局にありますので、

お目通しをお願いいたします。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、一部事務組合議会の報告を終わります。 

 引き続き、議員研修報告を安中経人君より願います。 

〔１番 安中経人君登壇〕 

○１番（安中経人君） 議長より指示がございましたので、議員研修について報告いたしま

す。議長の命により議員研修派遣について修了し、帰町しましたので報告いたします。なお、

お手元に報告資料を配布してございますので、ご参照願いたいと思います。 

 研修名は、市町村議会議員政策講座Ⅰ、政策基本コースであります。研修派遣先は、千葉

市市町村中央研修所であります。研修期間は、平成23年８月１日から５日までの５日間にお

いて研修してまいりました。研修者は、私を含めて全国から32名参加し、期別では１期生か

ら６期生まで、非常に幅広い人材の方が仲間として５日間の日程をこなしたものであります。

年齢も25歳から73歳までと様々な略歴の持ち主で、大変ユニークでバランスの取れた仲間で

あったところであります。 

次に、研修カリキュラムでございますが、お手元に配布してあります報告書のとおりであ

ります。研修講義は、分権改革の動向と市町村と題して、中央大学佐々木信夫教授。議会改

革と議会に活性化と題して、法政大学の廣瀬克哉教授。地方税制改革と今後の展望と題して、

神奈川大学青木宗明教授。自治体の経営改革と題して、香川大学佐野修久教授。それから課

題演習には中央研修所の舩越教授と、法政大学の広瀬克哉教授があたっていただきました。

次に、地方財政の現状と課題と題して、総務省自治財政局の財政課長。公会計制度と財政分
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析と題して、千葉大学の大塚成男教授の各氏が講師にあっていただいたところでございます。 

内容につきましては、基本的な自治法に始まり、経営学、現在進められている分権法をは

じめとして、基本的あるいは原理的な部分から入り、それらの応用編、事例について先進都

市の成功例を持ち出し、それをさらに肉付けした講義であったり、財政破綻の都市を上げ、

経営分析を行い、その破綻分析の過程を解析しながら、非常に分かりやすい講義内容であっ

たものであります。半面、残念なことは、講義のそれぞれのコマ割り時間が足りなく、尐し

残念だったような私は印象をもったものであります。 

また、私はせっかくの機会でもあり、全員の先生に対しては、最低１問の質問を試みた者

であり、その結果、内容は懇切丁寧な回答を得て、非常に内容の濃い研修であったと私なり

に評価をするものであります。 

最後にグループ研修において、お互い限られた時間でありましたが、一致協力してテーマ

の作成に共同作業を行なったことが、信頼関係を築く結果となり、今後の議会活動において、

おおいに勉強になったものと感ずるものであります。 

総括しますと、地方議員環境が大きく変化していること、それから二元代表制の大原則に

ついては堅持することが当然でありますが、我々はもとより、執行機関の皆さんもこのこと

は肝に銘じなければならないことと、ここで申し述べておきたいと考えます。また、当然、

一方の当事者である住民の方も、当然このことは承知おき願いたいなということを感ずるも

のでございます。 

最後になりますが、大変貴重な住民の財源をさき、研修派遣を命じていただきました長谷

川議長をはじめとして、議員各位に感謝を申し上げ、研修派遣の報告といたします。 

以上で報告終わります。ありがとうございました。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議員研修報告を終わります。 

以上で日程第３、諸般の報告を終わり、すべて報告済みといたします。 

                                       

◎町長行政報告 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第４、町長行政報告を行います。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） おはようございます。冒頭ですね、黙祷を捧げられましたですけれ

ども、今回の台風12号によって、母村十津川村の亡くなられた方々に対しまして、私の方か

らもあらためてご冥福をお祈り申し上げたいというふうに思っているところでございます。 

 それでは、平成23年第２回定例会以降における行政報告を申し上げます。 

 まず、变勲・褒章関係でございます。春の变勲・褒章で、警察功労として瑞宝双光章を受

章した萩原輝俊氏と、保護司として藍綬褒章を受賞した寺島敏氏の栄誉を讃え、８月の６日

に農村環境改善センターにおいて、関係者162名の出席のもと变勲・褒章受章祝賀会を開催

されました。 

次に、十津川村水害慰霊祭でございます。去る８月の20日、十津川村水害慰霊祭が十津川
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村古ル野森林植物公園において開催をされました。121年目の水害慰霊祭にあたりまして、

長谷川議長、教育長とともに出席をいたしまして、献花を行ってまいりました。 

７月に母村を通過した台風６号は、総雤量840mmに達しまして、村内では、谷からの土砂

流失により道路が塞がるなど、住民生活にも支障を及ぼしたところでございますが、幸いに

して住民の生命及び財産の被害はございませんでした。これは、７月に時点でございます。

これからわずか10日後の、このような事態が発生するということは、本当に予測もしていな

かった状況でございます。まさに122年前の未曽有の大災害をほうふつさせるような災害で

あったように思っております。 

そこで、母村の現在までの、私どもが把握している状況を申し上げさせていただきたいと

いうふうに思っております。台風12号の影響によりまして、村内の風屋の地域気象観測シス

テム（アメダス）でございますけれども、72時間雤量が、観測史上最多の1,070㎜に達して

おります。この数値については、若干増えているような状況下でございますから、ちょっと

時間的なずれもありますがご理解願えればなというふうに思っております。この大雤により

２人が死亡。また、十津川村野尻地区の村営住宅２棟が、増水した川の水に流され、住んで

いた２世帯11人のうち、４歳と１歳の子どもを含む計７名の方が行方不明となっております。

亡くなられた方には、本当にご冥福を心よりお祈りを申し上げますとともに、行方不明とな

っておられる方々については、一日も早い救助を望むものでございます。 

現在、情報の収集に努めておりますけれども、ライフラインの一部が切断されておりまし

て、非常に今心配をしているところでございます。本当にこれ以上被害が拡大しないことを

本当に心から祈るばかりでございます。町としましては、正確な情報を把握し、母村とこれ

から協議を行いながら速やかに支援策を講じてまいりたく考えておりますので、その節は各

議員の皆さん方につきましても、よろしくお願いを申し上げたいというふうに思っていると

ころでございます。 

以上で母村の水害慰霊祭と併せまして、台風12号の被害の状況を現在の段階で承知してい

る状況としてご報告させていただきました。 

次に、農業委員会の選挙でございます。ご承知のとおり任期満了によりまして７月５日に

農業委員会委員が告示になりまして、７月10日の投票日の日程で執行されたところでござい

ますけれども、立候補者が13人で定数と同じでございましたので、全員無投票当選というこ

とになりました。なお、７月22日に第１回農業委員会総会におきまして、会長に松倉寿人氏、

会長代理に村田吉隆氏が選任されたところでございます。 

次に、まちづくり懇談会でございます。まちづくり懇談会ですが、７月15日から徳富区

を最初にいたしまして、延べ14回開催をいたしまして、総勢306名の方がご出席をしていた

だきまして懇談をさせていただきました。地域の方々の忌憚のない意見交換をさせていただ

き、いろんなご意見もあったわけでございますけれども、対応可能な案件につきましては、

できるだけ速やかに対応するように担当課の方に指示をさせていただいたところでござい

ます。 

 次に、地域公共交通関係でございますけれども、実証運行の３年目を迎えた本年度は、徳

－8－

http://www.iza.ne.jp/izaword/word/%25E5%259C%25B0%25E5%259F%259F%25E6%25B0%2597%25E8%25B1%25A1%25E8%25A6%25B3%25E6%25B8%25AC%25E3%2582%25B7%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2586%25E3%2583%25A0/
http://www.iza.ne.jp/izaword/word/%25E5%259C%25B0%25E5%259F%259F%25E6%25B0%2597%25E8%25B1%25A1%25E8%25A6%25B3%25E6%25B8%25AC%25E3%2582%25B7%25E3%2582%25B9%25E3%2583%2586%25E3%2583%25A0/
http://www.iza.ne.jp/izaword/word/%25E3%2582%25A2%25E3%2583%25A1%25E3%2583%2580%25E3%2582%25B9/


富・総進方面における乗合タクシー運行と中央バス、上総進線、ふるさと公園線の路線統合

について、実証運行を行っております。８月１日から９月30日までで、８月末現在の利用登

録者数は63名、延べ利用者数は164名となってございます。これからにつきましては、この

実証運行終了後、これらの運行実績を分析しながら、今後のまちの地域公共交通のあり方に

ついて検討をしてまいる所存でございます。 

次に、わがまちの災害の関係でございまして、７月14日発生の大雤による被害状況につい

てですが、朝方から強い雤によりまして、午前11時までに山間部で、これは单幌加でござい

ますが73mm。平野部では橋本観測所で64mmを記録いたしました。この大雤によりまして河川

被害が３カ所、道路の被害が１カ所、その他15カ所に被害が生じ、被害額は341万２千円と

なってございます。 

 また、８月14日発生の局地的な豪雤は、局地的な豪雤の被害状況でございますけれども、

午後３時頃から降り始めた雤は夕刻より強くなりまして、午前０時までに降り始めからの雤

量が山間部で183mm、平野部で103mmを記録いたしました。单幌加では、１時間当たりの雤量

が64mmと、３時間雤量で142mmが計測されるなど、短時間における急激な増水により被害が

発生をいたしました。 

建物関係については、住居の床下浸水が３棟ございました。 

 農業被害は、水稲の冠水が３カ所、面積20,500㎡、畑の冠水は１カ所、面積2,000㎡で被

害額は204万円というふうに承知をしてございます。 

 土木被害では、樺戸川の河岸決壊をはじめとする河川被害が４カ所、道路の被害が17カ所

となっており、被害総額につきましては8,493万円という状況下でございます。 

 続きまして、９月２日から３日にかけましての大雤の状況でございますけれども、３日午

前６時までに山間部单幌加で150mm。平野部、橋本で144mmを記録いたしました。この大雤に

よりまして、石狩川の水位が上昇したため、町内７カ所に設置いたしております全ての排水

機場のポンプを稼働し内水排除を行いました。また、札幌開発建設部滝川河川事務所に排水

ポンプ車の出動を依頼いたしまして、みどり区内の内水の排除を行うとともに、花月地区で

は、住宅１軒が床下浸水の恐れがあったために土のう積みを行いました。なお、詳しい被害

状況につきましては、被害額は、現在調査中でございます。こういった状況に関係いたしま

して、水防団員が延べ人員で60名が出役をしていただいております。９月２日の21時から９

月３日の21時15分までということでございます。また、役場の関係職員も、排水機場操作員

延べ28名が出役をいたしてございます。 

また、９月４日の午前10時まで24時間雤量は、山間部、平野部ともに83mmを記録いたしま

した。この大雤によりまして石狩川の水位が再度上昇したため、志寸島排水機場のほか、花

月方面の排水機場４カ所、計５カ所の排水機場を稼動し内水排除を行ないました。これに際

しましても、水防団員20名が出役をしていただいております。９月４日の朝８時30分から午

後の10時15分までということになってございますし、同様に、町の職員も排水機場操作員と

いうことで10名の職員が出役をいたしているということでございます。 

こういったようなことで、被害が母村から比べますと、この程度の被害で済んだというこ
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とについては何よりでございますけれども、これから、先ほども申し上げましたように、被

害箇所がございますので、できるだけ早いうちに復旧を進めてまいりたいというふうに思っ

ているとこでございます。 

次に、消防関係でございますけども、６月から８月までの緊急出動件数は、火災出動が７

月に１件ございました。救急出動は急病で39件など、合わせて53件となっております。また、

８月17日には、滝川地区広域消防事務組合への赤平市の加入について協議し、平成25年度の

加入に向けまして、検討を進めることと確認をいたしました。この件につきましては、去る

８月31日の、すでに新聞等でも報道されているとおりでございますので、今ほど申し上げま

したように、赤平市が25年度加入に向けまして検討しているということでございますので、

ご報告をさせていただきました。 

 次に、住民課の関係でございます。人口動態でございますけれども、８月31日現在の人口

動態についてですが、人口は7,160人で前年に比べまして110人の減尐ということになってご

ざいます。世帯数におきましても24戸の減尐で2,975戸ということでございます。また、65

歳以上の高齢者をみますと2,326人と前年対比で３人減尐し、高齢化比率は32.4％となって

ございます。また、出生につきましては、本年６月から８月までの間に６人がお生まれにな

りまして、１月からの出生数は19名ということになってございます。 

次に、交通安全および防犯でございます。６月１日から８月31日までの交通事故の発生件

数につきましては０件です。死者数及び負傷者数ともにゼロとなってございます。これまで

町内の交通死亡事故は発生しておりませんので、８月31日現在で、交通事故死ゼロは1,989

日を達成したことになります。 

次に、防犯の関係でございますけれども、６月１日から８月31日まで本町における犯罪発

生件数は５件で、すべて窃盗という状況下になってございます。防犯活動におきましては、

７月21日、安全安心推進協会による青色回転灯装着車防犯パトロール出動式が行われまして、

16台の車両が一斉に町内を巡回したところでございます。町といたしましても、安全安心な

まちづくりを推進するため、警察及び安全安心推進協会ほか関係機関、団体と連携を図りな

がら、これからも交通事故死ゼロ2,000日達成に向けまして、交通安全の啓発とともに、防

犯活動の一層の強化を図ってまいりたいといふうに考えてございます。 

次に、保険医療の関係でございますけれども、８月31日現在の国民健康保険の加入状況に

つきましては、世帯数で1,144戸、被保険者数で2,191人ということで前年同期と比べますと、

加入世帯数で36戸、被保険者数で85人の減尐となっております。また、後期高齢者医療の被

保険者数は1,254名で前年同期比34人の増加となってございます。 

国民健康保険の加入世帯数及び被保険者数に大きな変動はございませんが、75歳到達によ

る資格喪失者数が増加することに応じて、国保被保険者数は減尐をしているという状況でご

ざいます。 

次に、後期高齢者医療制度につきましては、現在、厚生労働省によって医療制度改革会議

において、制度改革案を検討中であるということでございます。 

次に、乳幼児医療受給者の関係でございますけれども、乳幼児医療受給者は739名で、前
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年同期比で145人の増加と大幅に増えてございます。これは、本年８月１日から助成対象医

療費の範囲を拡大し、中学生の入院外、歯科、調剤等医療費も対象としたことにより、中学

生104名の新規受給者証交付があったということでございます。 

次に、環境衛生関係でございますけれども、環境基本計画に基づく事業の実施状況でござ

います。綿製品の回収事業については、８月末現在で回収量は19件、約109㎏となってござ

います。また、廃食用油回収事業についても、８月末現在で215ℓを回収してございまして、

それぞれ目的に沿って再利用を図っているところでございます。 

次に、クリーンキャンペーン実施事業については、各行政区で清掃活動啓発用ののぼりを

配布しまして、活動促進を図っているところでございます。 

次に、中・北空知廃棄物処理広域連合の関係でございますけれども、中・北空知廃棄物処

理広域連合では、一般廃棄物処理施設整備の円滑な事業の推進に向けまして、７月29日に環

境省や国土交通省、北海道選出の国会議員等に対しまして財政支援の要望活動を行なってま

いりました。また、８月28日には一般廃棄物焼却処理施設建設工事の安全祈願祭が歌志内市

で行われたということで、本町も議会の議長さんもご出席をしていただいております。 

次に、長寿を祝う会でございますけれども、８月25日に改善センターにおいて、満76歳の

方と満79歳以上の方を対象に長寿を祝う会を開催いたしました。対象者につきましては928

名中409名の参加ということでございまして、来賓、世話人等が76名ということで、総勢485

名の参加によって、長寿を祝う会を行なったところでございます。なお、節目対象者は、百

歳２名、白寿４名、米寿43名、喜寿116名の計165名ということになってございます。 

次に、子ども手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当でございます。８月末現在の子ども

手当受給者数は372名、子ども手当受給対象児童数は720名となってございます。児童扶養手

当受給者数は73名で前年同期と比べまして２名の増、うち父子世帯が６名、特別児童扶養手

当受給者数は17名で、前年同期と比べますと１名の増ということになってございます。 

 次に、保育園の関係でございますけれども、６月24日に新たな児童送迎用バスが納車をさ

れました。８月末現在の入園児童数は61名で、昨年同期と比べますと２名の増となってござ

います。うち広域入所児童は４名ということでございます。また、一時保育の利用状況につ

きましては、４月から８月まで延べ17名、136日の利用がございました。 

次に、９ページ、子ども生活応援事業でございますけれども、８月末現在の特きっずカー

ド交付対象世帯は505件でございます。対象世帯505世帯のうち382世帯に交付をいたしてご

ざいます。 

次に、10ページでございますけれども、介護保険関係でございます。７月末現在の介護認

定者数は332名で、昨年同期と比べますと13名の減でございます。介護の内訳は、要支援１

が10％の34名、要支援２が12％の38名、要介護１が21％の70名、要介護２が20％の65名、要

介護３が14％の47名、要介護４が11％の37名、要介護５が12％の41名という状況になってご

ざいます。 

 次に、健康診査関係でございますけれども、６月に実施いたしました健診では、特定検診

341名、若年者健診60名、後期高齢者健診78名で、昨年同期と比べまして42名の増となって
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いるところでございます。また、がん検診では、胃がん検診321名、肺がん検診418名、大腸

がん検診402名、前立腺がん検診が66名、その他、骨粗鬆症健診64名、肝炎検診75名、エキ

ノコックス症検査294名で、昨年同期と比べ35名の減となってございます。健診結果説明会

では、280名に対し保健指導を行い、特定健診受診者のうち特定保健指導の対象となった、

積極的支援の対象者が17名、動機付け支援の対象者が50名という状況下でございますので、

さらに重くならないような形の中で指導をしていくということでございます。 

 次に、感染症予防関係でございますけれども、予防接種の実績といたしましては、ポリオ

を１回、二種混合を２回、ＢＣＧについては１名、三種混合は39名、麻しん・風しん混合は

15名、ヒブワクチンについては16名、小児用肺炎球菌ワクチンは24名が接種を受けてござい

ます。また、高齢者肺炎球菌接種者は、昨年26名でしたが、今年は８月末で30名が個別接種

を受けてございます。子宮頸がんワクチンは、全国的なワクチン不足によりまして接種が見

合わされておりましたが、ワクチンの安定的に供給がされるということから、現在中学校１

年生から高校２年生までのすべての対象者が予防接種を受けられるような状況となってご

ざいます。これまで13名の方が接種を受けているということでございます。 

 次に、産業振興課の関係について申し上げます。まず、農政関係でございますけれども、

地域農業再生協議会では、７月４日から７月６日まで転作等の現地確認を行ないました。ま

た、水稲の作付面積は、ガイドラインの3,399haに対し、他市町村との地域間調整で66haが

増えまして、最終水稲作付目標面積は3,465haということになってございます。昨年度の実

績比で128haの減ということでございます。 

 次に、適期刈取りの関係でございますけれども、本日、９月５日からでございますけれど

も、本日、９月５日から適期刈取りの現地判定会を町内４カ所で実施することにいたしてご

ざいます。 

次に、農産物のブランド化推進事業では、札幌市の狸小路道産食彩協議会と出展契約をい

たしまして、８月から同協議会で運営するＨＵＧマートへ、本町の農産物、農産加工品など

の展示、販売をいたしてございます。 

ファームステイ関係のでございますけれども、しんとつかわで心呼吸。推進協議会の19

戸の農家が受け入れていただいておりますけれども、５月から８月までの間、道内外修学旅

行者中・高校生徒458名が農業体験を通して、都市と農村との交流を深めていただいてござ

います。 

  次に、建設課の関係でございますけれども、工事発注状況でございます。８月末における

建築、土木、林業関係の工事発注状況は、平成22年度繰越分を含め、発注済み本数で41本、

発注済額は７億7,269万円となり、発注率については本数で78.8％、予算額対比で81.8％と

いう状況になってございます。また、８月末で18本の工事が完成をしており、道路改築舗装

工事等では、西２線の单５号線から单６号線間と单10号線から单11号線間が完了してござい

ます。年内には单６号線から单８号線間の改良が完了することから、走行性の向上と通行の

安全が図られるというふうに考えております。 

次に、青葉団地の公営住宅については、昨年までに28戸が完成してございまして、最終工
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区となる４期目の８戸を現在建設中でございます。現在の工事進捗率については、概ね39％

ということで、今後については11月に完成をし、12月に入居を考えてございます。また、今

後の主な発注工事については、西２線道路改築舗装工事その２、それから北７号線舗装改修

工事を予定してございます。また、７月及び８月の豪雤による被災対応については、軽微な

部分については復旧済みでございますし、卖独災害復旧事業又は公共土木施設災害復旧事業

については、関係機関と協議を行ないながら調査設計を進め、今後、予算措置をした上で対

応してまいりたいというふうに思っております。 

次に、国営開発事業でございますけれども、国営樺戸地区土地改良事業促進期成会では、

樺戸地区、樺戸二期地区の円滑な事業の推進に向けまして、７月８日に北海道開発局の関係

部署と北海道建設部に対しての要請活動を行いました。引き続きまして７月13日には、民主

党陳情要請対応本部、国土交通省及び農林水産省の各省の政務三役等に両省の関係部署に対

しまして、事業の重要性についての説明並びに計画的な予算の配分について、要望活動を行

なったところでございます。 

 以上、第２回定例会以降における行政報告とさせていただきます。どうかよろしくお願い

を申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上をもちまして、町長行政報告を終わります。 

ここで11時５分まで休憩といたします。 

（午前10時54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05分） 

                                       

◎教育長教育行政報告 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第５、教育長教育行政報告を行います。 

教育長。 

〔教育長 熊田義信君登壇〕 

○教育長（熊田義信君） あらためて、おはようございます。それでは議長のご指示をいた

だきましたので、第２回定例会以降の教育行政報告を申し上げます。恐れ入りますが、お手

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

 教育委員会関係では、６月定例会以降８月まで２回の定例教育委員会を開催しております。

主だった協議事頄を付け加えさせていただきます。 

８月の委員会では、平成24年度から使用する中学校の全教科に係る教科用図書を採択して

おりまして、管内の夕張、岩見沢を除く市町で構成する第５採択地区教科用図書採択教育委

員会協議会で決定した内容をもって採択をしたところでございます。また、７月21日には、

教育委員によります、小中学校の訪問を実施しており、併せて小学校の耐震大規模工事の進

捗状況とその工事に伴い、児童が特別教室に移動をし、授業を受けている状況等を確認して

きたところでございます。 
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 次に、７月４日には、前委員長職務代理者でありました萩原洋子様に、永年に亘る教育振

興のご尽力に対し、全国市町村教育委員会連合会表彰の伝達をしております。あらためて、

今までのご労苦に感謝とお礼を申し上げるところでございます。 

 続きまして、小中学校関係の９月１日現在の在籍児童生徒数ですが、小学校合計では375

名で６月１日現在と同数でございます。中学校については187名で６月から１名減り、小中

学校の合計で562人となってございます。 

 次に、児童の学習理解の向上の一助と親子で取り組む読書環境づくりを支援するため、親

子で読む国語教科書を今回初めて全児童に配布をいたしました。読書は、子どもの心を豊か

にし、社会性を育むための大切なものであり、今回配布いたしました図書は、教科書に掲載

された優れた作品とともに、一つ一つ声に出して読みたい日本語等の解説が付けられたもの

となっており、親子で物語を楽しむのに適した内容の構成となっております。この図書をき

っかけに、夏休みを利用して様々な物語を親子で楽しみ、家庭での読書習慣づくりのきっか

けになることを大いに期待しているところでございます。 

 次に、夏季休業期間でございますけれども、今年は小学校の耐震大規模改修工事を円滑に

進めていくこともあり、30日間と通常より５日長く取りました。特に、今年は例年にない猛

暑でありましたので、有効に夏季休業期間を活用されたものではないかと推察をしてござい

ます。加えて、この期間、児童生徒の事故、事件についても一切なかったことを申し添えさ

せていただきたいと思います。 

 続きまして、２ページをお開き願いたいと思います。 

芸術鑑賞事業でございますけれども、８月31日、雤竜町との共同事務の一環ということで、

小学生の鑑賞事業として演劇「子象物語」を、翌９月１日には、音楽「十三・十七・六の魅

楽」をゆめりあホールにて公演しておりまして、雤竜町並びに本町の児童生徒が一緒に芸術

鑑賞をしているとこでございます。 

次に、中学校の体育大会の結果について報告をさせていただきます。今年は、全国大会出

場までの駒を進めるまでの種目はございませんでしたけれども、全道大会出場は、陸上の男

子400ｍと女子の砲丸投げ、さらに卓球男子個人の３名でございました。いずれも１回戦、

もしくは予選敗退でありましたけれども、全道大会という大舞台を経験いたしましたので、

今後その経験を活かしていくものと期待をしているところでございます。 

次に、学校教育関係の学力向上についてでございますが、７月８日には確かな学び推進会

議。７月20日には学力向上推進委員会を開催してございます。過去の全国学力学習状況調査

や標準学力テストの結果をかえりみて、その課題を明確にいたしておりますので、その実行

性ある取り組みとして、義務教育期間を見通し基礎基本を確実に身につけた確かな学力を向

上させるために、学び直しの機会や授業以外の学習機会として、今回初めて長期休業期間中

の学習サポート、「やまびこ」を実施したとこでございます。個々のつまずきを解消したり、

学ぶ喜びを感じてもらうように、会場も学校を離れ、また、指導者も先生以外に教育大の現

役大学生の方々にもボランティアとして協力してもらったとこでございます。８月11日には、

その様子を道教委の高橋教育長が視察に来ていただき、子ども達に夢や希望を持つことなど
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の激励の言葉をいただくほか、学生ボランティアとの懇談をしたところでもございます。な

お、やまびこの参加者の状況は、小学生97名、中学生32名、合計129名で全児童生徒数の割

合では23％という状況でございます。なお、やまびこに参加した児童にアンケートをとった

ところ、参加して楽しかったという回答が73％、勉強が好きになったという回答も53％あり

ましたので、子どもの勉強に関する新たな気持ちと、学習意欲の高まりを感じてもらったよ

うな気がしております。今後、さらに工夫改善を行い、より良い形を作り本町の新たな教育

サポートのスタイルができればと考えているところでございます。 

ここに掲載してございませんが、全国学力学習状況調査の関係でありますが、第２回定例

会の行政報告で申し上げたところでありますけれども、北海道として、今までの学力低下の

状況を脱却していくために、試験の採点、分析調査なども昨年同様に道費で対応することに

なっており、今年の北海道における統一試験日は、９月27日に実施することとなっておりま

すことをお知らせいたしたいと思います。 

次に、英語指導助手でありますデービッド・バーシュさんは、英語指導のみならず、文化

の面でも幅広く活躍をしているところでございますけれども、このたび４年目の再契約をい

たしたところでございます。 

 続きまして、新十津川農業高校の関係では、７月１日、ＪＩＣＡ（国際協力機構）のアフ

リカ研修員10名が、ソーセージ作りなどの農産物加工実習として受け入れ体験をしたところ

でございまして、今後においても、モンゴルの研修員が稲刈りの体験とパン加工の体験に来

る予定になっていることも申し添えさせていただきたいと思います。 

次に、去る８月17日から18日において、旭川市で開催されました北北海道学校農業クラブ

連盟競技大会でありますけれども、農業鑑定競技、生活科学コースでは、最優秀賞に３年生

の村上琴美さんが、家畜審査競技、乳牛コースからは、最優秀に１年生の大平達也さん、そ

して優秀賞に横島朊悠輝さんがそれぞれ入賞し、来る10月25日から長崎県で開催される全国

大会に３名が出場する予定になっておりますので、日頃の練習の成果をしっかり発揮される

ことを切望しているところでございます。また、まちの助成によります資格取得の状況であ

りますが、２級ホームヘルパーの資格を３年生の13人が取得をし、修了証書を受けておりま

すし、アーク溶接、小型フォークリフトの研修には、３年生９名が資格取得をしているとこ

ろでございます。 

次に、社会教育の関係でありますけれど、平成23年度北海道社会貢献賞、青尐年健全育成

功労者として加登康宏さんが、本町の子供会の恒例行事となってございます、下の句かるた

の実施から今日まで27年間の永きに亘る普及指導、さらには学校行事の参加支援、読み手の

協力と指導など、幅広い面で青尐年の健全育成に主体的に関わり、本町の子ども達の心身の

成長に大きく貢献され、献身的に活動されてきたことが認められ、このたび受章が決定をし

たところでございます。９月２日札幌市の、かでる２．７において平成23年度北海道青尐年

育成大会の席上において受章されるところでありますけれども、加登さんの所用により出席

が叶えられませんでしたので、９月13日、本町において伝達交付をされることになってござ

います。長年に亘るご尽力に、改めて感謝とお礼を申し上げるとこでございます。 
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続きまして、４ページをお開き願いたいと思います。 

アートの森「かぜのび」につきましては、委員会で視察をいただいたところでございます

けれども、去る７月17日には、グランドオープンということで五十嵐威暢さんが中心となっ

て執り進めている、滝川市の太郎吉蔵を中核に行なってございますアートフェスタ空知には、

全国各地からデザインやアート、そして設計などの第一人者の方々92名が、一連の工程の中

で「かぜのび」を視察されており、当日は、隣町滝川市長をはじめ、滝川のアートチャレン

ジの会員等が見学をされているところでございます。今後、全校各地から、かぜのびについ

て徐々に発信がされていくものと期待をしているところでありますし、プレーオープンから

３カ月間で516名の方の来訪をいただいております。 

また、小学生４年生を対象にし、自然再発見、映像で伝えるまちの宝物をテーマに、かぜ

のびの指定管理者であります風の美術館の協力により、プロからのカメラテクニックの直伝

などを、子ども達に５回にわたる課外授業を行なうこととしており、今まで２回の授業が終

了しているところでございます。 

次に、アグリクラブでありますけれども、農業高校の畑を活用し、親子での農業体験や収

穫、さらにはバター作りの体験等を楽しみながら、農業の大切さや収穫の喜びを感じてもら

っているところでございます。 

 次に、母村十津川との関係でございますけれども、新十津川から母村訪問については、７

月26日から29日までの４日間ということで、 児童生徒、教職員を含めまして32名が訪問を

いたしております。十津川村の平谷小学校、折立中学校との学校交流をするほか、母村の文

化や自然をはじめ、本町生誕の歴史などを学ぶとともに、竹を使った鉢作りなど、初めての

体験を母村との絆を深めながら交流を行なってございます。 

一方、母村からは、８月の23日から26日までの４日間のうち、本町においては25日までの

３日間ということで、中学生１年生全員の29人、引率の教職員９名、合わせて38人が本町を

訪問していただき、新十津川中学校の生徒との交流や農業高校での芋掘りの農業体験、バタ

ー作り等をしているところでございます。 

次に、親子ふれあい造形教室、子ども絵画教室なども夏休みの時期にあわせた事業を開催

しているところでございます。 

 続きまして、プールの関係では、水中体操体験講座では36名の方の申込みをいただき、６

月23日から７回の講座を開催しておりますし、小学校の初心者水泳教室では、36名の児童の

申込みもいただき、８月３日から２部構成で各５回講座を開催しているところでございます。 

 次に、７月７日に行なわれました第17回ピンネシリ登山マラソンについては、303名とい

う大勢の方々の参加をいただきました。今年も、ファミリーコースに、サッカー尐年団や野

球尐年団の参加を多くいただいたとこでございます。記録につきましては、記載のとおりで

あり、それぞれ力走をしていただいて、素晴らしい結果を修めているところでございます。 

次に、６ページになりますけども、８月８日、商工会青年部主催によります、昨年と同様

に元読売巨人軍の宮本和知さんと橋本清さんの２名の指導者を招聘し、小学校の野球スポー

ツ尐年団ホワイトベアーズの44名と、新中の野球部員19名、さらには札幌、美唄からも参加
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者があり、合わせて105名の児童生徒が直接２人のプロ選手から、走、攻、守などの指導を

受け、野球をする上での基本を真剣に学びとっておりました。そして、全国高校選手権大会

北海道大会においては、滝川高校が昨年の滝川西高校に続き優勝となり、全国大会の出場と

素晴らしい成績につながっているのも、この野球教室の経験を活かした本町の児童生徒が、

その大会に出場し活躍をしていることが商工青年部の主催によるこの野球教室、プロからの

伝授ということが大いに良い影響を与えているということで、あらためて商工青年部に感謝

とお礼を申し上げたいということでございます。 

 次に、ここに掲載されておりませんけれども、７月23日、札幌市で開催されました平成23

年度北海道剣道選手権大会兼第59回全日本剣道選手権大会予選会において、本町出身の後木

顕人君がみごと優勝の栄に輝きました。来る11月３日に開催されます全日本剣道選手権大会

に出場されますので、本町での稽古で築かれた心技体の精神を礎とし、日頃の練磨で身につ

けた技と心を存分に発揮され、自己のベストをつくし最高の試合をしてくれることを願望し

ているところでございます。 

 次に、７ページ、図書館関係でございます。貸し出し状況については、前年に比べ若干の

微減の状況でございますけども、今年、ご案内のとおり図書館の外壁工事を行なっている関

係から、７月まで通常の月曜日休館に加え、火曜日、水曜日の臨時休館をした関係で、開館

日数が14日尐なかったということが、貸し出し状況に若干の微減になったということになっ

ておりますけれども、この状況は、この14日の減という状況からすると、昨年以上の貸し出

し状況になったのではないかなというように考えております。８月末現在の蔵書冊数は、一

般書、児童書、合わせて97,521冊となっているところでございます。 

行事関係では、小学校への学級お話会を授業時間に、さらには読書ボランティアの方々の

協力による読み聞かせなど、本に親しむ環境づくりと読書習慣をつけるべく、読書活動の支

援をしているところでございます。 

以上を申し上げまして、教育行政報告とさせていただきます。 

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

                                       

     ◎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６、請願第２号、軽油引取税の課税免除措置など恒久化を

求める請願を議題といたします。 

紹介議員であります安中経人君より、提案理由並びに内容の説明を求めます。 

１番、安中経人君。 

〔１番 安中経人君登壇〕 

○１番（安中経人君）  

〔説明の記載省略〕 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由並びに内容の説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

本件につきましては、新十津川町議会会議規則第92条第１頄の規定によりまして、所管の
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経済文教常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって請願第２号、軽油引取税の課税免除措置など恒久化を求める請願は、経済文教

常任委員会に付託することに決定をいたしました。 

                                       

◎議案第43号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第７、議案第43号、平成23年度新十津川町一般会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第43号、平成23年度新十津川町

一般会計補正予算（第２号）でございます。 

平成23年度新十津川町一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,399万９千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ53億7,304万９千円とする。 

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

算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。 

地方債の補正。 

第２条、地方債の追加は、第２表、地方債補正による。 

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

決たまわりますようお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

副町長。 

〔副町長 佐川 純君登壇〕 

○副町長（佐川 純君） それでは上程いただきました議案第43号、平成23年度新十津川町

一般会計補正予算（第２号）となります。内容の説明を申し上げます。 

８ページ、９ページをお開き願います。歳入歳出予算補正事頄別明細書。総括、歳入であ

ります。補正のある款のみ申し上げます。 

16款、道支出金。補正額493万５千円、計３億140万８千円。 

19款、繰入金。補正額1,761万４千円、計２億5,119万６千円。 

21款、諸収入。補正額75万円、計１億8,178万２千円。 

22款、町債。補正額70万円、計２億7,350万円。 

歳入合計は、補正額2,399万９千円、計53億7,304万９千円。 
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続きまして、歳出であります。 

２款、総務費。補正額896万７千円、計５億5,679万７千円。財源内訳は、すべて一般財源

であります。 

３款、民生費。補正額493万５千円、計６億7,480万２千円。財源内訳、特定財源でありま

して国道支出金493万５千円であります。 

６款、農林水産業費。補正額150万円、計２億7,259万５千円。財源内訳、地方債70万円、

その他財源75万円、一般財源５万円であります。 

７款、商工費。補正額213万２千円、計１億5,770万３千円。財源内訳、すべて一般財源で

あります。 

９款、消防費。補正額150万５千円、計１億8,981万４千円。財源内訳、すべて一般財源で

あります。 

10款、教育費。補正額138万円、計３億1,035万７千円。財源内訳は、すべて一般財源であ

ります。 

11款、災害復旧費。補正額358万円、計958万円。財源内訳、すべて一般財源であります。 

歳出合計、補正額2,399万９千円、計53億7,304万９千円。財源内訳は、国道支出金で493

万５千円、地方債70万円、その他財源75万円、一般財源1,761万４千円であります。 

次に、地方債の補正を説明いたしますので、７ページに戻ってください。 

第２表、地方債の補正でございます。追加であります。 

起債の目的、新十津川地区水利施設整備事業債。限度額70万円。起債の方法、普通貸借又

は証券発行。利率、５％以内。償還の方法、政府資金については、その融資条件により、銀

行その他の場合には債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及

び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借り換えすることができるということで

あります。事業の内容については、歳出で説明いたします。 

次に、18、19ページをお開き願います。歳出の内容を申し上げます。 

２款１頄３目財産管理費。補正額896万７千円、計２億4,066万５千円。財源内訳は、すべ

て一般財源であります。内容を申し上げます。２番、普通財産管理事務896万７千円。これ

は、現在使用してない、また、今後も使用予定のない旧吉野小の教員住宅３棟４戸と、吉野

にあります職員住宅２棟２戸及び物置を解体するものでございます。 

 続きまして、20、21ページをお開き願います。 

３款１頄２目高齢者福祉費。補正額493万５千円、計１億6,585万円。財源内訳は、国道支

出金、道の支出金であります、493万５千円。これは、地域支え合い体制づくり事業費補助

金493万５千円です。内容を申し上げます。18番、地域支え合い体制づくり事業493万５千円。

これは、現在すでに導入しておりますけれど、統合型ＧＩＳシステムを利用いたしまして、

要援護者マップなどを内容とする要援護者支援システムを導入するものでございます。 

続きまして、22ページ、23ページとなります。 

６款１頄５目農地費。補正額150万円、計6,030万５千円。財源内訳、特定財源で地方債70

万円。これは、新十津川地区水利施設整備事業債70万円であります。その他財源は、食料供
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給基盤強化特別対策事業交付金75万円であります。一般財源は５万円であります。内容を申

し上げます。18番、新十津川地区水利施設整備事業150万円です。これは、造成後40年を経

過いたしております吉野頭首工、吉野駐車公園の前にある施設でありますけれど、これを新

十津川地区水利施設整備事業として、北海道が事業主体となり改修を行うものでございます。

町は、その事業費の10％を負担することとなりますが、その２分の１については、パワーア

ップ事業と同様に、交付金として交付されるものでございます。計画では、工期は23年度か

ら25年度まで。事業費については、１億500万円でございます。 

 続きまして、24ページ、25ページとなります。 

７款１頄２目観光振興費。補正額213万２千円、計5,168万５千円。財源内訳は、すべて一

般財源であります。内容を申し上げます。３番、ふるさと公園維持管理事業としまして213

万２千円であります。これは、繰越明許予算で工事中でありました、創造の森の遊歩道の補

修工事が８月14日の豪雤により被害を受けましたので、追加工事として復旧対応するもので

ございます。 

続きまして、26、27ページとなります。 

９款１頄２目水防費。補正額150万５千円、計2,572万２千円。財源内訳は、すべて一般財

源であります。内容を申し上げます。５番、北海道市町村総合事務組合負担金150万５千円

でございます。これは、東日本大震災で多くの消防団員の方が公務中に死亡または行方不明

となって殉職されておりますが、この方々への公務災害補償の財源処置をするために政令が

改正されております。消防団員それから水防団員の掛金の追加負担として現在、今ほど申し

上げました、公務災害補償の財源とするために追加負担が必要となりましたので、補正する

ものでございます。これは町の水防団員分66名の追加負担をいたすこととなってございます。

消防団員については、後ほど組合消防議会を行ってから補正するということになろうかと思

います。 

続きまして、28、29ページであります。 

10款５頄３目学校給食運営費。補正額138万円、計7,871万６千円。財源内訳は、すべて一

般財源であります。内容を申し上げます。１番、学校給食センター管理事業75万６千円。こ

れは、厨芥処理設備でございます老朽化した破砕機の修繕と、これに関わる排水ポンプの取

り替え及びその他の小破修繕を補正するものでございます。２番、学校給食提供事業62万４

千円。これについては、岩見沢市での給食センターの事故以降、衛生管理指導が強化されて

おります。このため、器具の洗浄や消每については、現在の勤務時間では対応できないこと

から、現在、超勤で対応しておりますが、10月から勤務時間を15分延長いたしまして、現在

６時間45分の勤務時間を７時間として今後対応していくことになりますので、そのための不

足する賃金と、もう一つは臨時給食調理員が退職することに伴いまして、新しい調理員への

引継ぎ期間の賃金というものでございます。 

続きまして、30、31ページとなります。 

11款１頄１目卖独災害復旧費。補正額358万円、計558万円。財源内訳、すべて一般財源で

あります。内容を申し上げます。１番、公共土木施設卖独災害復旧事業358万円。これは、
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７月14日降雤による災害修繕工事の対応をしてない部分と、８月14日の豪雤によります復旧

に関わる修繕工事費等でございます。なお、公共土木施設災害復旧事業については、災害査

定により内容決定後、補正をお願いすることとなります。 

 以上で、内容の説明を終わります。よろしくご審議たまわりますよう、お願いをいたしま

す。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第43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44号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８、議案第44号、平成23年度新十津川町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただいま上程いただきました議案第44号、平成23年度新十津川町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。 

平成23年度新十津川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ32万９千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ8,659万１千円とする。 

２、歳入歳出予算の補正の款頄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。 

引き続きまして、内容等につきましては副町長より申し上げますので、よろしくご審議の

上、議決たまわりたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

副町長。 

〔副町長 佐川 純君登壇〕 

○副町長（佐川 純君） それでは上程いただきました議案第44号、平成23年度新十津川町

後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）となります。内容の説明を申し上げます。 

４ページ、５ページをお開き願います。歳入歳出予算補正事頄別明細書。歳入。補正のあ

る款のみ申し上げます。 

６款、広域連合支出金。補正額32万９千円。計37万４千円。 

歳入合計、補正額32万９千円、計8,659万１千円。 

続きまして、歳出。 

１款、総務費。補正額32万９千円、計137万３千円。財源内訳、その他財源32万９千円。 
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歳出合計、補正額32万９千円、計8,659万１千円。財源内訳、その他財源で32万９千円で

ございます。 

次に、歳出の内容を申し上げます。８ページ、９ページをお開き願います。 

１款１頄１目一般管理費。補正額32万９千円、計102万６千円。財源内訳、特定財源、そ

の他財源32万９千円。これは、後期高齢者医療円滑運営臨時特例交付金でございます。内容

を申し上げます。１番、一般管理費32万９千円。これは、障害者や高齢者への対応といたし

まして、現在、住民課の窓口の一部をローカウンターとしておりますけれど、これを延長し

既存カウンターをローカウンターに取り替え設置するものでございます。 

以上で、内容の説明を終わります。よろしくご審議たまわりますよう、お願いをいたしま

す。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第44号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 

ここで13時まで休憩といたします。 

（午前11時50分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後１時00分） 

                                       

     ◎一括上程の議決 

○議長（長谷川秀樹君） これから上程いたします、日程第９から日程第13までの５件につ

きましては関連がございますので、一括して議題といたしたいと思いますが、これにご異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、日程第９、認定第１号、平成22年度新十津川町一般会計歳入歳出決算の認定

について、日程第10、認定第２号、平成22年度新十津川町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について、日程第11、認定第３号、平成22年度新十津川町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算の認定について、日程第12、認定第４号、平成22年度新十津川町下水道事業特

別会計歳入歳出決算の認定について、日程第13、認定第５号、平成22年度新十津川町農業集

落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定については、一括議題とすることに決定いたしまし

た。 

                                       

◎認定第１号ないし認定第５号の上程、概要説明、質疑、委員会付託 

○議長（長谷川秀樹君） それでは認定第１号から認定第５号につきまして、提案者の提案

理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 
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○町長（植田 満君） ただいま一括上程されました認定第１号から第５号まで各会計の歳

入歳出決算の認定につきまして、提案理由、決算内容のご説明を申し上げます。なお、決算

書の説明につきましては、副町長より申し上げますので、よろしくご審議をたまわりまして

認定されたくお願いを申し上げたいと存じます。 

それでは認定第１号、平成22年度新十津川町一般会計歳入歳出決算の認定について。 

地方自治法第233条第３頄の規定により、次の書類を提出し、平成22年度新十津川町一般

会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

１、一般会計歳入歳出決算書。歳入総額等については、次のとおり。区分といたしまして、

歳入総額、金額63億6,118万9,057円。歳出総額、60億8,114万4,759円。歳入歳出差引残額２

億8,004万4,298円。うち基金繰入額１億4,199万2,298円。２、一般会計歳入歳出決算事頄別

明細書。３、実質収支に関する調書。４、財産に関する調書。５、町債の現在高と償還額、

これらにつきましては、いずれも別冊でございますので、お目通しを願いたいと存じます。 

続きまして、認定第２号、平成22年度新十津川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について。 

地方自治法第233条第３頄の規定により、次の書類を提出し、平成22年度新十津川町国民

健康保険特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

１、国民健康保険特別会計歳入歳出決算書。歳入総額等については、次のとおり。区分、

歳入総額、金額３億1,522万3,385円。歳出総額３億1,449万588円。歳入歳出差引残額73万

2,797円。うち基金繰入額はございません。２、国民健康保険特別会計歳入歳出決算事頄別

明細書。３、実質収支に関する調書。４、財産に関する調書につきましては、いずれも別冊

でございます。 

認定第３号、平成22年度新十津川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について。 

地方自治法第233条第３頄の規定により、次の書類を提出し、平成22年度新十津川町後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

１、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書。歳入総額等については、次のとおり。区分、

歳入総額、金額8,247万2,832円。歳出総額8,242万5,232円。歳入歳出差引残額４万7,600円。

うち基金繰入額についてはございません。２、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事頄別

明細書。３、実質収支に関する調書については別冊でございます。 

認定第４号、平成22年度新十津川町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について。 

地方自治法第233条第３頄の規定により、次の書類を提出し、平成22年度新十津川町下水

道事業特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

１、下水道事業特別会計歳入歳出決算書。歳入総額等については、次のとおり。区分、歳

入総額、金額２億602万2,523円。歳出総額２億602万2,523円。歳入歳出差引残額ゼロ円。う

ち基金繰入額についてもございません。２、下水道事業特別会計歳入歳出決算事頄別明細書。

３、実質収支に関する調書。４、町債の現在高と償還額については、いずれも別冊でござい

ます。 

認定第５号、平成22年度新十津川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい
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て。 

地方自治法第233条第３頄の規定により、次の書類を提出し、平成22年度新十津川町農業

集落排水事業特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

１、農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書。歳入総額等については、次のとおり。区

分、歳入総額、金額4,981万7,129円。歳出総額4,981万7,129円。歳入歳出差引残額ゼロ円。

うち基金繰入額についてはございません。２、農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事頄

別明細書。３、実質収支に関する調書。４、財産に関する調書。５、町債の現在高と償還額

につきましては、いずれも別冊でございます。 

冒頭申し上げましたように、よろしくご審議の上、認定たまわりたくお願いを申し上げま

す。 

○議長（長谷川秀樹君） 引き続き、各会計決算概要について説明を求めます。 

副町長。 

〔副町長 佐川 純君登壇〕 

○副町長（佐川 純君） それでは上程いただきました認定１号から５号までの平成22年度

一般会計ほか４つの特別会計の決算概要について、ご説明を申し上げます。お手元の各会計

決算書１ページをお開き願います。 

１、総括概要。 

平成22年度の予算執行にあたっては、第４次新十津川町総合計画に基づき、町民の皆さん

が本当に望む暮らしを実現するため、また、安心・快適に過ごせるまちにしていくため、効

果的な執行に努めるとともに、先行きの不透明な財政状況の中にあっても、将来にわたって

安定した行財政運営ができるよう、限られた財源の効率的な配分に努めてまいりました。 

まず、歳入については、町税等の適正な課税・徴収、国・道支出金の積極的な導入、財政

支援措置のある地方債の選択等、有利で確実な財源の確保に努めてまいりました。 

一方、歳出については、経費の節減と効率化の徹底を前提とした計画的な事業執行に努め

ながらも、数回の補正を行うなど弾力的な対応も図ってまいりました。 

各会計別の決算の状況は、次に示します、２、会計別決算総括表のとおりであります。 

２ページ、３ページをお開き願います。 

２、会計別決算総括表。 

一般会計。歳入から申し上げます。予算額68億8,487万２千円。調定額63億8,375万8,710

円。収入済額63億6,118万9,057円。不納欠損額1,055万8,411円。収入未済額1,201万1,242

円。収入未済額の内訳を申し上げます。１款の町税で902万6,601円。14款使用料及び手数料

で279万1,992円。これは公住使用料及びし尿汲み取り手数料であります。17款財産収入16

万3,649円。これは町有地の貸付料の未収であります。21款諸収入２万９千円。これは過年

度分給食費であります。表に戻っていただきまして、予算に対する増減。減の５億2,368万

2,943円。執行率は92.4％。収入率99.6％。 

続いて、歳出であります。支出済額60億8,114万4,759円。翌年度繰越額６億3,040万４千

円。不用額１億7,332万3,241円。執行率88.3％。歳入歳出差引額は２億8,004万4,298円とな
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ります。 

続きまして、国民健康保険特別会計。歳入。予算額３億1,488万６千円。調定額３億3,163

万5,088円。収入済額３億1,522万3,385円。不納欠損額79万8,200円。収入未済額1,561万3,503

円でございます。内訳は１款の国保税で1,561万3,503円であります。これは一般退職被保険

者分であります。予算に対する増減、増の33万7,385円。執行率100.1％。収入率95.1％。 

続きまして、歳出。支出済額３億1,449万588円。翌年度繰越額はありません。不用額39

万5,412円。執行率99.9％。歳入歳出差引額73万2,797円。 

続きまして、後期高齢者医療特別会計。歳入。予算額8,293万３千円。調定額8,247万2,832

円。収入済額8,247万2,832円。不納欠損額、収入未済額ありません。予算に対する増減は、

減の46万168円。執行率99.4％。収入率100.0％。 

歳出。支出済額8,242万5,232円。翌年度繰越額はありません。不用額50万7,768円。執行

率99.4％。歳入歳出差引額４万7,600円。 

続きまして、下水道事業特別会計。歳入。予算額２億1,035万７千円。調定額２億770万733

円。収入済額２億602万2,523円。不納欠損額14万3,400円。収入未済額153万4,810円となり

ます。内訳を申し上げます。１款の受益者負担金133万2,800円。２款使用料及び手数料20

万2,010円。予算に対する増減、減の433万4,477円。執行率97.9％。収入率99.2％。 

続きまして、歳出。支出済額２億602万2,523円。翌年度繰越額はありません。不用額433

万4,477円。執行率97.9％。歳入歳出差引額ゼロ。 

農業集落排水事業特別会計。歳入。予算額5,091万４千円。調定額4,982万3,282円。収入

済額4,981万7,129円。不納欠損額ゼロ。収入未済額6,153円。これは、１款使用料及び手数

料で6,153円であります。予算に対する増減、減の109万6,871円。執行率97.8％。収入率

100.0％。 

歳出。支出済額4,981万7,129円。翌年度繰越額はありません。不用額109万6,871円。執行

率97.8％。歳入歳出差引額ゼロ。 

 合計。歳入予算額75億4,396万２千円。調定額70億5,539万645円。収入済額70億1,472万

4,926円。不納欠損額1,150万11円。収入未済額2,916万5,708円。予算に対する増減、減の５

億2,923万7,074円。執行率93.0％。収入率99.4％。 

歳出。支出済額67億3,390万231円。翌年度繰越額６億3,040万４千円。不用額１億7,965

万7,769円。執行率89.3％。歳入歳出差引額２億8,082万4,695円。 

主要施策の成果につきましては、４ページから８ページまでに記載してございますので、

後ほどお目通しをお願いいたします。 

次に、各会計の決算の概要を申し上げます。まず９ページをお開きください。 

まず、一般会計の決算の概要を申し上げます。決算の概要。本会計は、歳入63億6,118万

９千円、執行率92.4％。歳出60億8,114万５千円、執行率88.3％で、差引き２億8,004万４千

円の黒字決算となりました。 

予算の執行にあたっては、適正な財源確保に最大限努力するとともに、消費的経費の節減

など効率的な歳出の執行に努めた結果、所期の目的を達成することができました。 
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歳入歳出の内容につきましては、以下のとおりでありますので、後ほどお目通しをお願い

いたします。 

次に、200ページをお開き願います。 

５、実質収支に関する調書。一般会計。１、歳入総額、金額63億6,118万9,057円。２、歳

出総額60億8,114万4,759円。３、歳入歳出差引額２億8,004万4,298円。４、翌年度へ繰り越

すべき財源、(１)継続費逓次繰越額はゼロ。(２)繰越明許費繰越額3,805万２千円。(３)事

故繰越し繰越額ゼロ。計3,805万２千円。５、実質収支額２億4,199万2,298円。６、実質収

支額のうち地方自治法第233条の２の規定による基金繰入額１億4,199万2,298円。 

 次に、201ページをお開き願います。 

国民健康保険特別会計の決算の概要を申し上げます。本会計は、歳入３億1,522万３千円、 

執行率100.1％。歳出３億1,449万１千円、執行率99.9％で、差引き73万２千円の黒字決算と

なりました。 

以下、歳入歳出の内容については、後ほどお目通しをお願いをいたします。 

 続きまして、222ページをお開き願います。 

国民健康保険特別会計の実質収支に関する調書であります。１、歳入総額３億1,522万

3,385円。２、歳出総額３億1,449万588円。３、歳入歳出差引額73万2,797円。４、翌年度へ

繰り越すべき財源はありません。５、実質収支額73万2,797円。６、実質収支額のうち地方

自治法第233条の２の規定による基金繰入額はありません。 

 次に、223ページをお開き願います。 

後期高齢者医療特別会計の決算概要を申し上げます。本会計は、歳入8,247万３千円、執

行率99.4％。歳出8,242万５千円、執行率99.4％で、差引き４万８千円の黒字決算となりま

した。 

歳入歳出の内訳は、以下のとおりでありますので、お目通しをお願いいたします。 

 次に、238ページをお開き願います。 

後期高齢者医療特別会計の実質収支に関する調書であります。１、歳入総額8,247万2,832

円。２、歳出総額8,242万5,232円。３、歳入歳出差引額４万7,600円。４、翌年度へ繰り越

すべき財源はありません。５、実質収支額４万7,600円。６、実質収支額のうち地方自治法

第233条の２の規定による基金繰入額はありません。 

 次に、239ページをお開き願います。 

 下水道事業特別会計の決算の概要を申し上げます。本会計は、歳入歳出共に２億602万３

千円、執行率97.9％の同額決算となりました。 

歳入歳出の内訳については、下記のとおりでありますので、後ほどお目通しをお願いしま

す。 

 252ページをお開き願います。 

下水道事業特別会計の実質収支に関する調書であります。１、歳入総額２億602万2,523

円。２、歳出総額２億602万2,523円。３、歳入歳出差引額ゼロ。４、 翌年度へ繰り越すべ

き財源はありません。５、実質収支額ゼロ。６、実質収支額のうち地方自治法第233条の２
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の規定による基金繰入額はありません。 

次に、253ページをお開き願います。 

農業集落排水事業特別会計の決算の概要を申し上げます。本会計は、歳入歳出共に4,981

万７千円、執行率97.8％の同額決算となりました。 

歳入歳出の内訳は、下記のとおりでございます。 

 266ページをお開き願います。 

農業集落排水事業特別会計の実質収支に関する調書であります。１、歳入総額4,981万

7,129円。２、歳出総額4,981万7,129円。３、歳入歳出差引額ゼロ。４、翌年度へ繰り越す

べき財源はありません。５、実質収支額ゼロ。６、実質収支額のうち地方自治法第233条の

２の規定による基金繰入額はありません。 

以上、一般会計ほか４特別会計の決算の概要についてご説明申し上げました。よろしくご

審査たまわりますよう、お願いをいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、認定第１号から認定第５号までの提案理由並びに概要の

説明を終わります。 

ここで、監査委員より審査の結果報告を願います。 

山本代表監査委員。 

〔代表監査委員 山本 忍君登壇〕 

○代表監査委員（山本 忍君） ご指示がございましたので監査結果の報告を申し上げます。 

平成22年度新十津川町一般会計歳入歳出決算並びに国民健康保険、後期高齢者医療、下水

道事業及び農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算に関する意見書。 

 地方自治法第233条第２頄の規定により、平成22年度新十津川町一般会計歳入歳出決算ほ

か４特別会計の歳入歳出決算の審査を終了したので、その審査結果について、次のとおり意

見書を提出する。 

２、財政状況について。 

平成22年度の一般会計予算は、経常的経費は、一般財源の一定額を配分した包括予算制で

予算編成されたものであります。 

また、臨時的経費については、政権交代による国の政策転換等先の見通せない困難な状況

の中にあって、本町の総合計画を見据えながら前年度からの繰越事業と年度途中の各種臨時

交付金を有効に活用した予算編成となっています。 

職員各位の英知を結集して編成された予算は、健全財政を堅持しつつ、地域経済や住民生

活の向上に主眼を置いた予算編成であることがうかがえます。 

(１)の一般会計、(２)の特別会計の内容につきましては、副町長の方から説明がございま

したので、省略をさせていただきます。 

３、指摘事頄を申し上げたいと思います。 

各種税、負担金、使用料等の収入未済額は、地方経済の厳しい現状の中で、滞納整理事務

局の臨戸訪問や担当者の努力により年々減尐していることがうかがえる。しかしながら、平

成21年度に引き続き、多額の固定資産税の不納欠損処分によるものが大きく、抜本的解決に
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至っておらず、今後の活躍に期待するとともに、納税意識の向上にも努力されたい。 

平成22年度の決算全体では、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は75.0％であり、財政

健全化のため町が取り組んでいる行政改革や起債の繰上償還などが功を奏している。 

しかし、本町の財政は従前に引き続き地方交付税に大きく依存しなければならず、震災の

影響を含め、国の財政事情は極めて厳しい状況を示しており、地方財政は対応を誤れば取り

返しのつかない状況を生み出すことを考え合わせると、町財政は予断を許さないものがあり

ます。 

このような状況の中において、引き続き財政の健全化に努めるとともに、従来にも増して

財政運営に工夫を凝らし、職員一丸となって各種事業の推進を図っていただきたいと思いま

す。以上で審査報告といたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 監査委員の審査報告を終わります。 

これより、決算概要についてのみ質疑を行います。 

質疑のある方は、発言を願います。 

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） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

認定第１号から認定第５号までの審査についてでありますが、先に開催されました議会運

営委員会において、議長、監査委員を除く６名の委員で構成する決算審査特別委員会を設置

し、これに付託して審査を進めるとの申し合わせでございます。 

本案については、議会運営委員会の申し合わせにより、議長、監査委員を除く６名の委員

で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託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、日程第９、認定第１号、平成22年度新十津川町一般会計歳入歳出決算の認定

について、日程第10、認定第２号、平成22年度新十津川町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について、日程第11、認定第３号、平成22年度新十津川町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算の認定について、日程第12、認定第４号、平成22年度新十津川町下水道事業特

別会計歳入歳出決算の認定について、日程第13、認定第５号、平成22年度新十津川町農業集

落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定については、議長、監査委員を除く６名の委員で構

成する、決算審査特別委員会に付託することに決定いたしました。 

それでは、決算審査特別委員会委員６名の選出方法についてお諮りをいたします。選出方

法について、どなたか発言願います。 

６番、平沢豊勝君。 

○６番（平沢豊勝君） 各常任委員会から２名の代表者を選んで、その中で協議をしていた

だきたいと思いますが。 
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○議長（長谷川秀樹君） ただいま６番、平沢豊勝君より発言がございましたが、そのよう

な進め方でご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがいまして、ただいま発言がございましたように、各常任委員会から２名の選考委員

を選出し、決算審査特別委員会委員の選任をすることに決定をいたしました。 

それでは、常任委員会ごとに、それぞれ２名の選考委員の選出をお願いいたします。 

ここで暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

選考委員の報告がまいっておりますので、事務局長より報告させます。 

議会事務局長。 

○議会事務局長（加藤健次君） 報告いたします。総務民生常任委員会より、笹木議員、西

内議員。経済文教常任委員会より、山田議員、安中議員。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ただいま報告がございました方々を選考委員に決定することに、

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがいまして、ただいま選出されました方々を選考委員に決定させていただきます。選

考委員の方々にはお手数を煩わせますが、決算審査特別委員会委員６名の選任をお願いいた

します。 

１時45分まで休憩といたします。 

（午後１時36分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたしたいと思います。 

（午後１時44分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 選考委員の方々に決算審査特別委員会委員の選任をお願いしてい

たところでございます。選考委員を代表して笹木正文君より、選考結果の報告を願います。 

笹木正文君。 

〔選考委員代表 笹木正文君登壇〕 

○５番（笹木正文君） 決算審査特別委員会の委員を選考委員として決めてまいりました。

発表いたします。青田良一議員、安中経人議員、山田秀明議員、西内陽美議員、後木幸里議

員、長名實議員。以上６名ということで決まりましたので、ご報告申し上げます。以上でご

ざいます。 

○議長（長谷川秀樹君） ただいま選考委員を代表して笹木正文君から報告がございました
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方々を、決算審査特別委員会委員に選任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。 

平成22年度各会計歳入歳出決算審査特別委員には、青田良一君、安中経人君、山田秀明君、

西内陽美君、後木幸里君、長名實君の６名を選任することに決定いたしました。 

決算審査特別委員会委員が選任されましたので、引き続き、新十津川町議会委員会条例第

８条第２頄の規定に基づき、正副委員長の互選をしていただきたいと思います。 

１時55分まで休憩をいたしますので、その間に正副委員長の互選をお願いいたします。 

（午後１時46分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後１時52分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩中に決算審査特別委員会の正副委員長の決定をいただきまし

たので、報告いたします。 

決算審査特別委員長に青田良一君、副委員長に安中経人君が互選されましたので、よろし

くお願いいたします。 

                                       

◎報告第４号の上程、説明、質疑 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第14、報告第４号、平成22年度新十津川町健全化判断比率の

報告についてを議題といたします。 

内容の報告を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただいま上程いただきました報告第４号、平成22年度新十津川町健

全化判断比率の報告について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１頄の規定により、平成22年度新十津

川町健全化判断比率について、監査委員の意見を付けて次のとおり報告をする。 

この指標については、平成19年度決算から財政健全化計画の策定の義務付けなどは、平成

20年度から適用されてございます。 

そこで、平成22年度新十津川町健全化判断比率でございます。 

実質赤字比率、これにつきましては、一般会計などの実質赤字の比率でございます。連結

実質赤字比率、すべての会計の実質赤字の比率でございます。実質公債費比率、公債費及び

公債費などに準じた経費の比重を示す比率でございます。将来負担比率については、地方債

残高のほか、一般会計などが将来負担すべき実質的な負担を促す比率でございます。数値を

申し上げる前に、備考欄の方を先にご説明を申し上げたいと思います。 
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実質赤字比率は赤字額がないので、バーで表している。２、将来負担比率は将来負担額よ

り充当可能財源などが大きいので、バーで表している。３、かっこ内は、新十津川町におけ

る早期健全化基準を表しているものでございます。 

そこで実質赤字比率については、バー。連結実質赤字比率についても同様に、バーでござ

います。実質公債費比率については9.7％。将来負担比率については、バーでございます。 

以上で報告第４号につきましての、内容の説明に代えさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君)  内容の報告を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

 総務課長。 

〔総務課長 藤澤敦司君登壇〕 

○総務課長（藤澤敦司君） それではただいま上程いただきました報告第４号、平成22年度

新十津川町健全化判断比率の内容について、ご説明申し上げます。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律につきましては、平成19年から施行している法

律で、都道府県及び市町村等の地方公共団体の財政健全化を進めるために、財政の健全指標、

いわゆる健全化判断比率を設定いたしまして、この数値を超える地方公共団体に対しまして

は、早期健全化や財政再生計画の策定を義務付けるとともに、財政再生団体になった場合に

は、国の管理下において再生するという内容の法律でございます。 

また、国は各年度の決算状況に基づきまして、すべての地方公共団体の財政指標を公表す

ることといたしておりまして、平成22年度決算につきましても、今月末までにすべてを公表

するということになっております。 

健全化判断比率の対象につきましては、一般会計と上水道や下水道などへの公営企業会計

を含めた特別会計、さらには一部事務組合、広域連合等への負担金や分担金、地方公社や第

３セクター等への負担など、地方公共団体の歳出総計すべてが対象となっております。 

今、町長が申し上げましたとおり、健全化指標は４つございまして、実質赤字比率、連結

実質赤字比率、実質公債費比率、そして将来負担比率でございますが、いずれも町の標準財

政規模に対する割合で算出することとなってございます。 

そこで、標準財政規模でございますが、これに関しましては災害等がない場合に、標準的

な状態で通常収入される経常的な一般財源の規模ということでございます。計算式につきま

しては省かせてもらいますけれども、標準税収入額に地方譲与税、地方交付税を加えた額と

いうことになります。平成22年度の本町の標準財政規模につきましては、41億6,382万２千

円という数字が基礎数字ということになります。 

今、町長から説明申し上げましたとおり、実質赤字比率につきましては、一般会計等の実

質赤字額の比率になりますけれども、本年度は本町黒字決算となっておりますので、バーと

いうことでございます。早期健全化基準につきましては、かっこ内で示されたとおり、本町

では15％が適用されるということになっております。 

次に、連結実質赤字比率も、一般会計と特別会計すべての会計を合算した実質赤字の比率

となりますが、これも黒字決算でございますので、バーということでございます。かっこ内
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の早期健全化基準については、20％が適用されております。 

次に、実質公債費比率でございますが、これも公債費及び公債費に準ずる経費を標準財政

規模で除した数字を３ヵ年平均で算出しております。本町は、表にありますとおり9.7％と

なりましたが、昨年に比べまして0.9ポイントの改善ということになってございます。市町

村の早期健全化基準につきましては、25％以上というふうに定められております。 

最後に、将来負担比率でありますけれども、地方債残高のほか職員人件費や退職手当等、

すべての会計が将来負担すべき実質的な負債額を捉えた比率ということで、財政調整基金等

の充当することが可能な財源を差し引いた額、これを標準財政規模で除して算出するという

ことになってございます。結果的に本町は、充当財源の方が上回りますので、マイナスとい

うことになり、表記といたしましてはバーということになります。尚、早期健全化基準につ

きましては、350％以上ということで該当になるということでございます。 

以上、健全化判断比率の内容説明させていただきますが、４指標とも昨年までと同様に基

準をクリアしており、さらにより改善されてることを申し上げまして、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)  内容の説明を終わります。 

ここで、監査委員より、審査の結果報告を願います。 

山本代表監査委員。 

〔代表監査委員 山本 忍君登壇〕 

○代表監査委員（山本 忍君） それでは平成22年度新十津川町各会計に係る財政健全化判

断比率の審査意見を申し上げます。 

 地方公共団体の財政健全化に関する法律に基づく、平成22年度新十津川町一般会計ほか４

特別会計に係る健全化判断比率の審査を終了したので、その審査結果について、次のとおり

意見書を提出する。 

審査の概要。審査の対象、審査期間、審査の手続については、記載のとおりでございます

ので省略をいたします。 

審査の結果について申し上げます。 

１、総合意見。審査に付された次の表の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事頄を

記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

健全化判断比率。(１)実質赤字比率、平成22年度、バー、早期健全化基準、15％。(２)

連結実質赤字比率、バー、早期健全化基準、20％。(３)実質公債費比率、平成22年度、9.7％、

早期健全化基準、25％。(４)将来負担比率、バー、早期健全化基準、350％。 

２、個別意見につきましては、ただ今、総務課長の方から説明がございましたので、省略

をいたします。 

３、是正改善を要する事頄ということで、特に指摘するべき事頄はございません。 

 以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 監査委員の審査報告を終わります。 

直ちに質疑に入ります。 
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質疑はございませんか。 

９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） お聞きしたいのですけどね、19年度から義務付けられて平成20年度

から報告をされているのですけど、それ以前はこういう基準を計算していたのでしょうか。

もし、以前から計算しているのであれば、この基準より上回ったという時期はあったのか、

ないのか。その辺についてお聞きしたいと思いますが。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、総務課長。 

○総務課長（藤澤敦司君） それでは９番議員さんのご質疑にお答えいたします。それ以前

の指数については計算したことはございませんが、上回るというような事態になったことは

ございません。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 以上をもちまして、報告第４号、平成22年度新十津川町健全化判断比率の報告についてを

終わり、報告済みといたします。 

                                       

◎報告第５号の上程、説明、質疑 

○議長（長谷川秀樹君)  日程第15、報告第５号、平成22年度新十津川町資金不足比率の報

告についてを議題といたします。 

内容の報告を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました報告第５号でございます。平成22

年度新十津川町資金不足比率の報告について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１頄の規定により、平成22年度新十津

川町資金不足比率について、監査委員の意見を付けて次のとおり報告をする。 

平成22年度新十津川町資金不足比率。特別会計の名称、下水道事業特別会計、資金不足比

率、バー。農業集落排水事業特別会計、資金不足比率、バーでございます。備考欄に、公営

企業会計において赤字額が無いので、資金不足率は、バーで表しているということでござい

ますので、ご理解をたまわりたいというふうに思っております。 

なお、内容の説明については、同様に総務課長からご説明申し上げます。よろしくお願い

を申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 内容の報告を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

総務課長。 

〔総務課長 藤澤敦司君登壇〕 
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○総務課長（藤澤敦司君） それではただいま上程いただきました、報告第５号、平成22

年度新十津川町資金不足比率の内容についてご説明申し上げます。資金不足比率につきまし

ても、前後同様、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づいて算出するものでござ

います。公営企業は、上水道や下水道、車両運行事業等、地方公共団体が企業として経営す

る事業でございまして、その経営は、営業収入をもって充てるには困難な経費を除いて、原

則的には経営に伴う収入で経営しなければならないことになっております。 

 資金不足比率につきましては、特別会計におけるこの各公営企業の資金不足の比率であり

まして、本町の公営企業会計では、下水道事業特別会計と農業集落排水事業特別会計の２会

計が該当いたしますが、いずれも、資金不足は発生いたしませんでしたので、バーで報告さ

せていただきました。 

 尚、この比率での早期健全化基準につきましては、都道府県、市町村一律に20％以上が該

当いたします。 

以上で資金不足比率の説明とさせていただきます。よろしくご審議をたまわりますよう、

お願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 内容の説明を終わります。 

 ここで、監査委員より、審査の結果報告を願います。 

山本代表監査委員。 

〔代表監査委員 山本 忍君登壇〕 

○代表監査委員（山本 忍君） それでは資金不足比率について。 

平成22年度新十津川町公営企業に係る資金不足比率の審査意見書を申し上げます。 

 地方公共団体の財政健全化に関する法律に基づく、平成22年度新十津川町下水道事業特別

会計及び農業集落排水事業特別会計に係る資金不足比率の審査を終了したので、その審査結

果について、次のとおり意見書を提出する。 

審査の概要、審査の対象、審査の期間、審査の手続については、記載のとおりでございま

すので省略をいたします。 

審査の結果について申し上げます。 

１、総合意見。審査に付された次の表の資金不足比率及びその算定の基礎となる事頄を記

載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

特別会計名。(１)下水道事業特別会計、平成22年度、バー、資金不足比率基準、20％。(２)

農業集落排水事業特別会計、平成22年度、バー、資金不足比率基準、20％。 

２、個別意見につきましては、ただ今総務課長の方から説明がございましたので、省略さ

せていただきます。 

３、是正改善を要する事頄でございますが、特に指摘すべき事頄はございません。 

以上で報告を終わります。 

○議長（長谷川秀樹君） 監査委員の審査報告を終わります。 

直ちに質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 以上をもちまして、報告第５号、平成22年度新十津川町資金不足比率の報告についてを終

わり、報告済みといたします。 

                                       

◎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、６日から９日までは議案審査のため、10日と11日は休日のため休会となっておりま

す。12日は、午前10時より開会し、一般質問から進めてまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

また、一般質問の通告の締め切りは、６日正午までとなっておりますので、この点につき

ましてもよろしくお願いをいたします。 

それでは、本日はこれで散会をいたします。どうもご苦労さまでした。 

（午後２時11分） 

－35－



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治法第123条第２頄の規定によりここに署名する。 

 

 

 

 

議     長 

 

 

 

 

署 名 議 員 

 

 

 

 

署 名 議 員 

 

－36－



平成23年第３回新十津川町議会定例会 

 

平成23年９月12日（月曜日） 

午前10時開議 

◎議 事 日 程（第２号） 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 一般質問 

第３ 委員会報告第２号 経済文教常任委員会審査報告（請願第２号 軽油引取税の課税

免除措置など恒久化を求める請願） 

第４ 議案第43号 平成23年度新十津川町一般会計補正予算（第２号） 

（質疑、討論、採決） 

第５ 議案第44号 平成23年度新十津川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

（質疑、討論、採決） 

第６ 議案第45号 新十津川町教育委員会委員の任命について 

（説明、質疑、討論、採決） 

第７ 議案第46号 新十津川町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

（説明、質疑、討論、採決） 

第８ 議案第47号 平成23年度新十津川町一般会計補正予算（第３号） 

（説明、質疑、討論、採決） 

第９ 認定第１号 平成22年度新十津川町一般会計歳入歳出決算の認定について 

（決算審査特別委員会報告、質疑、討論、採決） 

第10 認定第２号 平成22年度新十津川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて（決算審査特別委員会報告、質疑、討論、採決） 

第11 認定第３号 平成22年度新十津川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について（決算審査特別委員会報告、質疑、討論、採決） 

第12 認定第４号 平成22年度新十津川町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて（決算審査特別委員会報告、質疑、討論、採決）  

第13 認定第５号 平成22年度新十津川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定につい（決算審査特別委員会報告、質疑、討論、採決） 

第14 意見書案第２号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書 

（説明、質疑、討論、採決） 

第15 意見書案第３号 軽油引取税の課税免除措置など恒久化を求める意見書 

（説明、質疑、討論、採決） 

第16 議員の派遣について 

第17 閉会中委員会所管事務調査申し出について 

 

 

－37－



◎出席議員（11名） 

   １番  安 中  経 人 君    ２番  西 内  陽 美 君 

   ３番  青 田  良 一 君    ４番  山 田  秀 明 君 

   ５番  笹 木  正 文 君    ６番  平 沢  豊 勝 君 

   ７番  長 名    實 君    ８番  後 木  幸 里 君 

９番  樋 坂  里 子 君    10番  西 永  勝 治 君 

   11番  長谷川  秀 樹 君 

 

 

◎欠席議員（０名） 

 

 

◎地方自治法第121条により出席した者の氏名 

町       長   植 田    満 君 

副   町   長   佐 川    純 君 

教   育   長   熊 田  義 信 君 

  総 務 課 長   藤 澤  敦 司 君 

  住 民 課 長   小 林    透 君 

  会 計 課 長   長谷川  雄 士 君 

  保 健 福 祉 課 長   竹 原  誠 二 君 

  産 業 振 興 課 長 兼 

  農業委員会事務局長   後 木  祥 一 君 

  建 設 課 長   岩 井  良 道 君 

  教 育 次 長   辻 山  直 紀 君 

  代 表 監 査 委 員   山 本    忍 君 

 

 

◎職務のために出席した者の職氏名 

  議 会 事 務 局 長   加 藤  健 次 君 

 

 

 

 

－38－



                                       

◎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） 

                                       

◎母村十津川村の台風12号による被害の状況と町の対応報告 

○議長（長谷川秀樹君） ここで町長より発言を求められておりますので、これを許可しま

す。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） おはようございます。今ほど議長のお許しをいただきましたので、

母村十津川村の台風12号による被害の状況と町の対応につきまして、概略申し上げさせてい

ただきます。 

 お手元に被害状況などを記載したペーパーを配布させていただいております。これから申

し上げますことは、５日の議会初日に行政報告で申し上げた内容の追加となります。 

天候が回復した５日の午後から、ヘリコプターによる支援物資の供給が始まりまして、行

方不明者の捜索活動とライフラインの復旧が進められました。７日の朝には、一部で電話回

線がつながりましたので、母村との連絡ができるようになりました。その時点で、村役場か

らの情報では、人的被害や家屋などの損壊は報道されております以上には増えておらず、孤

立集落の住宅も全員の安否が確認されたということでございます。８日の朝には、国道168

号の迂回路が開通し、緊急車両や支援物資の車両に限り、通行が可能となったところであり

ます。夕刻には、更谷村長から電話をいただきました。疲れを見せながらも、村民の安全と

日常生活の回復に向けて、昼夜を問わず陣頭指揮を取っておられる様子が伺えました。 

 ところが同日の夜になりまして、土砂ダムの崩壊が懸念されることから、500名を超える

住民の非難指示が出され、避難所で不安な一夜を過ごしておられましたが、幸い大雤の予報

は当たらずに崩壊は免れております。ただ、根本的には、解決には至ってございません。な

お決壊の危険性は依然として残っているということでございます。９日以降も、ライフライ

ンの復旧作業が継続されており、電話、水道は、ほぼ復旧したところでございますが、避難

指示も継続されるなど、元の生活に戻るにはもう尐し時間がかかるものと考えております。 

そこで、新十津川町の対応でございますけれども、９日午後５時から、議会をはじめとす

る町内14機関団体の方にお集まりをいただきまして、緊急支援対策会議を開催させていただ

きました。会議では、町内の皆さんが結束して村を応援していくために、義援金の募集を決

定いただき、各機関や団体ができる支援を取りまとめて、村と調整して可能な限りの応援を

していくことを確認されたところでございます。義援金につきましては、早速本日から振込

みの受付を開始しているところでございます。 
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そこで町の応援としては、県からの要請のありました救援物資を、一昨日に発送いたしま

した。この救援物資の中身でございますけれども、これは行方不明者の捜索活動に使うとい

うことで、長い胴付きを50着、送付させていただいております。そして、職員の派遣につい

ても、今具体的な検討に入ってございます。 

また、お見舞い金につきましては、今議会に補正予算の追加提案をさせていただきたく考

えてございまして、見舞金の額でございますけれども、いろいろと多様な考え方もあるでし

ょうが、検討の結果５千万円と決定をさせていただきました。後ほど補正予算書を提出させ

ていただきます。よろしくご審議の上、ご決定いただければというふうに思っているところ

でございます。 

以上申し上げまして、母村十津川村の台風12号による被害の状況と町の対応についてご説

明をさせていただきました。どうかよろしくお願いを申し上げます。 

                                       

◎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、

項を追って進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

                                       

◎会議録署名議員の指名 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員につきましては、会議規則により議長より指名いたします。 

１番、安中経人君。２番、西内陽美君。両君を指名いたします。 

                                       

◎一般質問 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２、一般質問を行います。 

先例に従い、通告項に進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

２番、西内陽美君。登壇の上、発言を願います。 

〔２番 西内陽美君登壇〕 

○２番（西内陽美君） おはようございます。議長のご指示をいただきましたので、子育て

支援政策事業についての質問をさせていただきます。 

 新十津川保育園や児童館において、広汎性発達障害や多動などの発達障がい児やその保護

者に対応できる専門性を有する保育士の加配や、子育て支援アドバイザーの増設について、

町はどのようなお考えでいらっしゃるのかをお伺いたします。 

 通常、発達障がいは、低年齢で発現するものが多く、早期発見、早期対応が重要であると

されております。また、本来の障がい特性に加え、周りの無理解やいじめなどの社会的環境

が原因で二次障害を引き起こし、重症化することはよく知られており、引きこもりや、うつ

病を患ったり、自傷、他害や最悪の場合は、自殺行為にまでおよぶ事例もございます。 

小学校入学後は、特別支援学級の教職員の支援が受けられますが、それ以前の幼児期での

支援も必要でございます。障害のある、無しに関わらず、子どもへの適切な保育内容の提供
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と保護者の的確な対応は、子育て支援の重要な柱であると考えますし、保育園における障害

児支援を整備するためには、障がい児やその保護者に対応できる知識と経験を持ち合わせた

保育士の加配が望ましいのではないでしょうか。 

また、児童館におきましては、今年度から子育て支援アドバイザー設置事業といたしまし

て、発達障がい児や遅滞児幼に対応するために、子育て支援アドバイザーが認容されました

が１日５時間、週３回、１カ月60時間ほどの設置でございます。子育て支援アドバイザーは、

この時間数の中で児童館厚生員の資質向上を図り、保護者の相談援助を行い、児童への対応

をされております。 

児童館の平成22年度の１日平均利用者数は51.1人で、特別支援学級時児童の利用状況は５

名となっております。保育事業ではありませんから、１対１の対応は考えられませんが、集

団生活や異年齢の子ども同士の交流から、良好な人間関系の築き方や、社会生活にスムーズ

に馴染んでいける育ちの部分をしっかりと支えていくには、現在の設置状況では十分である

とはいえません。 

また、児童のみではなく、保護者の不安や相談を常に受け止める体制を整えることで、子

育て支援政策事業が完成されるものと考えますので、子育て支援アドバイザーの常設を検討

されてはいかがという点について、町の方向性やお考えをお伺いたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） それでは２番議員さんからのご質問にお答えをいたします。 

 まず、新十津川保育園の発達障がい児への対応でございますけれども、ご承知のとおり保

育園の管理運営は、指定管理者であります学校法人、華園学園が管理運営を行なってござい

ます。保育士等の人的な配置についても、国の基準に従いまして、指定管理者の裁量によっ

て任用されてございます。 

 現在の保育園における入園者数は、８月末現在で61名でございまして、発達障がいなどの

園児は、うち２名でございます。例年２名程度でございますが、その障がいの内容によって

対応に大きな差も出てくるところでもございます。 

 ご質問の保育士の加配についてでございますけれども、予算面におきましては、その年度

の発達障がい又は遅れのある園児の入園状況など、保育の困難度に応じて、保育園との協議

により障がい児加算を行い、委託料に上乗せをして町が負担をしているということでござい

ます。年度途中の入園などもあり、保育士の確保については、指定管理者も苦慮されており

ますが、集団保育が可能であれば受入れする方針で、慣らし保育等も行い、できるだけ入園

いただけるよう配慮している状況でございます。 

それではどのように発達障がい児への発見や対応をしているかということを申し上げさ

せていただきます。これまでも、町の保健師が行う乳幼児健康相談、１歳８カ月、９カ月の

健康診査及び３歳の１、２カ月の健康診査などを経て、発達の遅れが心配される子どもに対

しては、２市４町の広域で運営する砂川市の子ども通園センターの指導員が行う、個別相談、
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児童相談所の福祉専門員が行う巡回児童相談、また、保護者や保育園などが参加してのケー

ス会議、更には、空知教育局が個別に行う巡回相談なども積極的に行っております。このよ

うな専門機関との連携によりまして、発達障がいの早期発見及び共通認識が図られ、こうし

たことが児童デイサービスの利用者や療育手帳の取得などに結びついており、保護者の理解

をいただいているものと考えております。 

続きまして、ご質問の二つ目でございますけれども、児童館での子育て支援アドバイザ

ーの常設の件でございますが、現在子育て支援アドバイザーは、週３日、13時から18時まで

と小学生の夏休み、冬休み期間においては、数日多く勤務する体制で任用をいたしてござい

ます。 

 アドバイザーの業務といたしましては、児童館厚生員の児童及び保護者対応への指導・助

言、発達障がい児への直接支援及び保護者からの相談業務、また、子どもたちへの学習サポ

ートなど、厚生員では難しい役割を担っており、大いにその重責を果たしているところでご

ざいます。 

 児童館における登録児童数は８月末現在で188名であり、そのうち、発達障がい児への登録

は６名でございます。ここ数年、児童館利用が伸びていることから、子どもたち同士のトラ

ブルも若干ございますが、通常は楽しく遊んでおられます。 

児童館は、先ほどご質問があったように、障がい児を預かる専門的な施設ではございま

せん。専門的な施設でないことから可能な範囲において、発達障がい児を受け入れておりま

すが、基本的には、どの子どもも集団で安全に遊んだり、学んだりできるように、支援をし

たいというふうに考えております。 

子育て支援アドバイザーの常勤体制につきましては、今年度スタートしたばかりでござ

います。その成果や実績等また、課題を見極めて次年度に生かして参りたいというふうに考

えております。必要ならば、更なる充実を図っていくことも必要でないかというふうにも考

えてございます。 

また、保育園及び児童館においては、発達障がいをテーマに外部講師を招いて研修会を

行なったり、職員の資質向上に向けた取り組みも積極的に行っているところでもございます。 

以上申し上げまして、ご質問のお答えとさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はありますか。 

はい、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） 議長の許可をいただきましたので、再質問させていただきます。新

十津川保育園に関しましては、指定管理者側の事情もありますし、契約期間が３年と短期の

こともございますので、難しいことは理解をしておりますが、指定管理者制度が導入されま

して、行政側のメリットといいますのは、財政負担の縮減でございます。ですがそれをそれ

で終わらせるのではなくて、それで生じた財源は子育て政策支援の更なる整備に向けて、よ

り良い保育所づくり、保護者負担の軽減ですとか、地域子育て政策への充実を検討するとい

うところにもってきて、初めて意義あるものと考えますので、これからの町の財政も大変厳

しいと思います。保育や教育の分野だけではなくて、様々な分野で厳しいとは思いますけれ
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ども、公費を投じても子育て支援の充実を指定管理者の方に理解を求めて、新たな加配とい

いますか、障がい児への対応を手厚く対応されるというような取り組みは、今後望めないの

かどうかをお伺いたしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

○町長（植田 満君） ただ今、答弁いたしましたとおり、障がいのある園児の方につきま

しては、だいたい平均しまして２名程度ということでございます。そういったような障害の

方については受け入れをしておりますので、町もその分の障がい児に関係する委託料につい

ては、加算をして指定管理者の負担にならないような方法でもって取り進めているところで

ございますから、その考え方はこれからも変わっておりません。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 質問ありますか。 

以上で、西内陽美君の一般質問を終わります。 

次に、８番、後木幸里君。登壇の上、発言願います。 

〔８番 後木幸里君登壇〕 

○８番（後木幸里君） 議長の指示がありましたので、町長に対し質問をいたします。 

 先に通告申し上げた事頄につきましては、６月の定例議会において、樋坂議員が同じよう

な趣旨の質問をいたしておりますが、町長答弁は、６月時点としては、適切な答弁であった

と受け止めております。その後、政府の対応や、福島原発事故終息への年月、さらには各電

力会社の地域住民への原発設置説明会のありよう、不明瞭な原発推進の歴史などを思うとき、

今私たちに何ができるのか、何をなすべきなのか真剣に考え、議論をし、行動を起すべき時

が来たとの認識を強く持っております。 

その根拠の一つに、平成12年北海道条例第108号における、新エネルギーに対する考え方

が脱原発の視点に立って、新エネルギー促進をすると、そのような条例が10年も前に確立し

ていたことを知り、自分の不徳と、さらには、そのことに対する感動を覚えると同時に、道

民の１人として何ができるのかを考えたところであります。 

今、大切なことは、一人ひとりが声を上げる、何らかの行動を起す、その時と思います。

そのことが、子孫に放尃能の脅威を残さないため、そして福島原発の被災者に対する精神的

な支援にもなると、そのように信じます。町長のお考えをお伺いたしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただいま８番議員さんからのご質問でございます。原子力発電の依

存からの脱却ということでございますけれども、これは、非常に高度な政治的な課題でない

かというふうに思っておりますので、私が、本当に答弁するのがどうかというふうな思いも

あるわけでございますが、６月の定例会で９番議員さんからも同じような質問も受けており

ますので、同じような答弁の繰り返しになるかもしれませんですけども、お許しをいただけ

ればというふうに思っております。 
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 ただ今のご質問は、国民一人ひとりが声を出して、脱原発を訴え、国の政策を動かしては

どうかという意味であると承りました。 

 国民一人ひとりが、自分の考えや主張を訴え、直接あるいは間接的に国政へ参加すること

は大いに行なうべきでありまして、今更申し上げるまでもございません。民主主義の根本で

ございます。なおかつ、当然の行為であというふうに考えております。このことは、地方自

治体に置き換えても同じことと考えております。 

 ただ、この問題は、緩やかに脱原発に向かうのか、それとも国内のエネルギー政策として

最小限度は必要なものと位置づけるのかについては、両論とも各方面で議論されているのも

事実でございます。 

 先日の報道では、野田総理大臣、そして今回職を辞されましたですけれども、鉢呂前経産

大臣とも、将来の脱原発を表明しておりましたが、このことに対しても、産業界や地方自治

体の長、あるいは労働団体などからも反対意見が出されております。このように、どちらが

正しいという結論付けを急ぐのではないというふうには思っております。 

 私の考えは、前回もお答えしたとおり、中長期的には原子力への過度の依存をなくしてい

くことは、これは当然のことだと考えてございます。それよりも当面は福島第１原子力発電

所での事故の終息、そして、国の責任としての安全対策の確立について、国民にやはりしっ

かり示してですね、不安解消に向け取り組むことが今一番求められていることではないでし

ょうか。 

以上で８番議員さんのお答え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、後木幸里君。 

○８番（後木幸里君） 町長のお考えは承りました。その中で、今の新内閣の野田総理の決

意。辞職になった鉢呂経産大臣のこともふれましたが、この原子力発電所が全国に50数箇所

あるというふうに聞いておりますが、今回の事故で、今までは原発は安全ですよということ

で推進を進めてきたわけです。その根拠が今回崩れてしまって、この日本の国土は、地震が

いつどこで起こっても不思議でないような地殻、土地というか、地殻をしておるそうであり

ますから、今後のことを考えると、原発はもう安心だということは、もう言ってはならない

ようなことではないかと。 

そういうことであるならば、私も先ほど申し上げましたように、いつどこで不測の事故、

想定外という言い方されていますが、これは想定されていたことなんです。その想定されて

いたことを言う、言論人達を封じ込める政策というのか、そういうことが強く、強くあった

というふうに今になって思うわけであります。 

 そんなことから、何かやらねばならんということは、今、町長もおっしゃった。私は、微

力ではありますけれども、その一人ひとりの声を日本人は上げないんですね、なかなか。そ

れで、私は無言の声という声もあります。それは、署名活動による声は無言でありますが、

声を上げたに等しい効果があると。そういうことで、私は今後において、その活動を、まず

このまちから始めたいと思っております。このことについては、町長の答弁はいりませんの
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で、以上申し上げて、私の一般質問を終わります。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、後木幸里君の一般質問を終わります。 

 次に、９番、樋坂里子君。登壇の上、発言を願います。 

〔９番 樋坂里子君登壇〕 

○９番（樋坂里子君） おはようございます。お許しをいただきましたので、一般質問を大

きい点で３点ほどさせていただきます。 

 はじめに教育長にお願いいたします。一番目として学力向上作戦についてということであ

ります。今年の夏休みに、小中学生を対象に学力向上と学習状況の改善を図ることを目的と

して、学習サポート事業「やまびこ」に取り組まれました。初めての取り組みとしては126

人の小中学生が参加され、子ども達から喜ばれていると聞き、大変良いことだと思いました。

しかし、町として全体の学力向上を図るのであれば、全小中学生を対象とするのが本当の教

育ではないかと思うのですが、教育長の今後の計画やお考えをお伺したいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

教育長。 

〔教育長 熊田義信君登壇〕 

○教育長（熊田義信君） おはようございます。それでは９番議員さんの１つ目の質問、学

力向上作戦についてお答えを申し上げたいと思います。 

 前段、学校教育については、ご案内のとおり、知・徳・体のバランスのとれた生きる力を

育むことが必要とされており、特に子ども達の確かな学びを充実することが優先されるとこ

ろでございます。 

 本年度は、道教委より義務教育期間を見通した小中学校の連携学力向上のためのモデル事

業の指定を受け、新十津川中学校を拠点校に新十津川小学校とで巡回指導教諭による、小中

連携学力向上事業を実施し、確かな学力向上を図っているところでございます。 

 さて、本町の学力向上の取組につきましては、昨年度、学校と保護者、地域の代表の方も

含めた確かな学び推進会議を設置し、児童生徒の学力向上と小中学校の連携強化を検討して

まいりました。この会議にて、地域や保護者の皆さんの声を受け、長期休業中に個々の児童

生徒のつまずきを解消する取り組みに向けて、早期に取り組んでいくことが確認されたとこ

ろです。 

そのようなことから、確かな学び推進会議を事業主体として、児童生徒の一層の学力向上

を目指し、道教委・小中連携学力向上事業と併せて、学生ボランティア、学習サポート事業

の後援を受け、長期休業中の学習サポート事業「やまびこ」を実施したものでございます。

やまびこは長期休業中の望ましい生活習慣や学習習慣を身に付け、休業中の過ごし方を自ら

が主体的に改善すること、既に学習して培われてきた学力の確実な定着を目的としており、

今ほどは、９番議員から一定の評価を頂いたところでございます。 

 ご質問は、全小中学生を対象とすることが本当の教育ではないかということでございます

けれども、本当の教育という言い方をすると、いろんな捉え方があると思いますが、９番議

員さんの質問の趣旨から考えると、学力向上のための「やまびこ」の作戦をもう尐し高めて
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いくという趣旨で、お答え申し上げたいなというふうに思ってございます。 

やまびこの参加申込者の案内につきましては、小中学生、保護者も含めて全員に行ってい

るとこでございます。結果的には、行政報告で申し上げましたとおり、全児童生徒の23％の

129人の参加となったことで、私としては、始めての試みで、どれくらいの子供達が参加し

てくれるのか一抹の不安もありましたけれども、期待以上の出席人数となったと思っており、

子供たちの勉強に関する新たな気持ちと、学習意欲の高まりを感じているところでございま

す。 

 仮に質問の趣旨にありました全員参加ということになりますと、強制力が働きますし、普

段の授業の延長となり、夏休みがその分短くなると言えることになります。長期休業期間を

利用し、部活や尐年団活動のスポーツ、文化活動あるいは自由研究などに打ち込むことも大

事なことでありますし、また旅行など家族で過ごす計画も持っている家庭もあることでしょ

う。これもまた大変大切なことだと思います。 

 今後の計画でございますけども、今回やまびこに参加した子供たちにはアンケートを取っ

ておりますので、その結果を勘案しながら、近いうちに、確かな学び推進会議を開催し、課

題等を検討の上、さらに工夫改善を行い、より高い目標に近づけるように取り組んで参ると

ころでございます。 

 次回は、冬期休業中に計画しておりますし、今回の夏休みのことを考え、より良い形を作

り上げ、本町の新たな学習サポートのスタイルとして、今後とも継続して取り進めていきた

いというふうに考えているところでございます。 

 以上を申し上げまして、９番議員さんへ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。 

 樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 今、教育長の答弁いただきました。夏休み中の子ども達の勉強とい

うことで、全生徒がすれば夏休みの期間が短くなるというようなことも今申されましたが、

それに、各家庭でのいろいろな行事があるから難しいのではないだろうかということも言わ

れましたけども、今、児童生徒数が昔からみると減りまして、１学年でだいたい六十数名く

らいです。そうであれば、学年ごとに日割りというか、今回は１年生、２年生、３年生とい

うふうに分けて取り組めば良いと考えています。夏休み、冬休みばっかりでなく、今は土曜、

日曜も休みになり、結局そのために、子ども達においては授業数が減ったわけです。ですか

ら、私は、全体として最初に言いましたように、やっぱり、学力向上を目指すのであれば希

望者だけではなくて、できれば全体の中で、全生徒を対象にやるのが、やはり学力向上の一

翼になるんじゃないかなというふうに思っているわけです。 

参加する方は意欲のある方であると思いますし、出たくない子ども達を無理やり出すのも、

また、これは問題あるのではないかという声もあるかもしれません。しかし、私は、全体的

な新十津川町の学力の向上を図るのであれば、やはり、１年間のうちの何日間は、そういう

全体の子ども達を対象にした、計画もされてはどうかというふうに思っております。その点

について、取り組みができるのか、できないのか、ご答弁願いたいと思います。 

－46－



○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

教育長。 

○教育長（熊田義信君） それでは、再質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

まず、学力向上の基本は、学校現場で先生方が子ども達にしっかりと学力向上のための、

基礎、基本を身につけることが一番大事だというふうに考えております。現在も、学校の先

生方が、それぞれの子ども達の状況を見て、授業が終わった後の補習サポート、さらには、

特に中学生は受験を目前にしたときには、いろんな科目の先生方が受験対応といいますか、

そういう部分で幅広く学校の授業時間外での対応をしておりますし、さらには、スポーツ活

動、いわゆる尐年団、部活をやっている前段に、その顧問の先生方が文武両道という基本で、

この新十津川の教育を継続した、そういうものを生かしながら、スポーツをやる前にそれぞ

れの基本の授業を勉強してスポーツに入など、いろんな取り組みをしているという実態もご

ざいます。そのことを、まずご認識をしていただきたいと思いますし、さらには、長期休業

期間中は、教職員のみなさんは、それぞれ尐年団、部活は表面的に見えますけども、それぞ

れ子ども達の確かな学びのために、研修事業にも長期休業期間中に多く出席をしております

し、休業明けの授業が円滑に進められるように、それぞれの準備、計画的な授業体制も整え

ているということも、その長期休業期間中の必要な役割になっておりますので、そのことも

認識されていると思いますけれども、お知らせをさせていただきたいと思います。 

それから、やまびこについては、先ほど答弁で申し上げましたとおり、全児童生徒数に案

内をしておりますから、私どもとしては、全員が参加しても受け入れられるという体制は整

えております。ただ、現実的には、いろんな先ほど言ったように、スポーツ、文化、さらに

は家族、そういうことのことがありますから、対象される人数は二十数％であったというこ

とでありますけども、このことは非常に高い数字だったというふうに考えております。 

そして、やまびこの現実の授業も、小学校の場合は１年生から３年生までを一つの会場、

４年生から６年生までを一つの会場に行なっております。学年ごとにやるのも一つの手立て

としては良いわけでありますけれども、学校での合同クラスという、同じことになりますの

で、今回、１年生から３年生、いわゆる３学年をまとめてそれぞれやったということは、違

った学年とともに学んでいく、それは、やっぱり異学年、そういう形の中で教え、同じ場で

教えを被るということは、非常にこれは今までなかったことで、非常に良いと思いますし、

それぞれ切磋琢磨で学び得る、そういうことも大いにあったというふうに感じております。 

それと、学校の先生も今回は、人数的には全体の割合では尐なかったかもしれませんけれ

ども、応援に駆けつけていただいて、子ども達の授業力、今回の中に参加をしていただいて

おりますし、これからもその部分は拡大していくものというふうに考えておりますし、その

ように取り組んでいきたいというふうに私どもも思っております。 

今回の良かった点は、学校の先生ばかりではなくて、学生のボランティア、さらには地域

の方々がそういう授業に、教えていただく、子ども達の学びの芽ということが非常に伸びて

いるというふうに考えておりますし、まさに、やまびこと名前が響きあうという形でやった

ことが、子供たちが手を上げていろいろ自分の分からない点を教えてもらうと、そういうこ
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とが非常に良かったのではないかなというふうに思っております。 

１番目の、最初の最後に言いましたけども、今回のことは、完全ではないというふうに我々

も思っております。今後、創意工夫をしたり、さらに改善をしてやっていこうというふうに

考えておりますので、そのことを再度申し上げまして、答弁とさせていただきたいと思いま

す。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 今の、全体の取り組みの前向きなご答弁いただきましたので、今後

とも、是非、一部でなくて、できれば全体の教育の向上の推進のための、そういう取り組み

に計画を立てていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 次の質問に入ってください。 

〔９番 樋坂里子君登壇〕 

○９番（樋坂里子君） ２番目です。人口増、若者への定住促進についての取り組みについ

てということで、質問いたします。 

はじめに町長にお伺したいのは、町の人口を増やすための計画や考えがあるのかどうかを

お聞きしたいと思います。 

町長は、雇用の場があれば若者も定住しやすくなるということをいつも言っております。

昨今の状況では、企業誘致も難しく、雇用で若者の定住は望みが薄いのではないかと思われ

ます。私は、新十津川町の子どもの医療費の中学生までの無料化や、保育所の充実、幼稚園、

児童館、図書館、子育て支援策など、若者が子育てしながら暮らすには大変良い条件が、こ

の新十津川町には整ってきていると思います。それをＰＲしまして、また、若者の住みやす

い居住地、例えば、安い宅地を提供するとか、家賃の安い公住を造る。また、家を建てた人

には、何らかの税金というか固定資産税というか、何かを何年間か免除したり、尐しでも負

担を尐なくして町内外の若者を、町内に住んでもらうことではないかと思います。 

昔から、ことわざに「損して得取れ」という言葉があります。私は人口の減尐は全国的な

ものでありますが、新十津川町も毎年人口が減ってきております。自然減、異動減を尐しで

も減らすために、何らかの手立てが必要だと考えるところです。町長の人口増への対策計画

をお伺したいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） 今ほど２つ目の質問ですね、若者への定住を促進し人口の増加を図

ってはどうかというふうなご質問でございます。 

これまでも、一般質問でもこういった質問も受けておりまして、同じような回答をするこ

とになるかと思います。ご指摘のとおり、企業誘致、今こういったような道内経済ばかりで

はなくて、日本経済、非常に円高というふうなそういったようなことも要因となって、なか

なか働きたくても働く場がないというふうなのが実情でございます。そういった中で、本町

も企業誘致には、これまでも努力してきているわけですが、なかなか企業が立地をしないと
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いうものも状況でございます。 

そこでそういった中で、居住環境だけを整備してはというふうな話で受け止めるのですけ

れども、なかなかやはり居住環境だけでは、なかなかそうはいかない部分が出てくるのでな

かろうかなというふうに思っております。やはり、働く場があって、そして尚且つ、そこに

居住をする。今ご指摘ありましたとおり、本町については非常にお褒めの言葉もいただきま

した。子育て支援、あるいは学校教育、その他もろもろの要するに住環境というか、環境に

ついては良好な状況にあるというふうなことでございますから、それをもう尐しアピールす

ればというふうなことでございますけれども、それはご指摘のとおりでございますから、そ

ういった面は今後、アピールしていくことも必要なのかなというふうに考えております。 

ただ、問題なのは、今ほども申し上げましたように、働く場が一番重要なことでございま

して、その働く場、平行して居住する場といったようなことにつながっていくのかなという

ふうに思っております。 

ただ、居住の関係につきましては、今、町でもって共同賃貸住宅の建設も促進をしてござ

います。こういったことは、平成16年度から実施しているのですけれども、今年度からその

制度の中味をよりレベルアップをさせていただいておりまして、そういったものも積極的に

ＰＲをしながら、これからも進めていかなければならないなというふうに思っておりますの

で、非常に企業の誘致、雇用の場の確保といったものについては厳しい状況下にあることに

は間違いはございませんが、一層努力をしながら、そして住環境については、先ほど申し上

げましたように、共同賃貸住宅の建設も、今さらに制度的にも内容を改善をしてございます

から、そういったことも含めた中で、そして尚且つ、ＰＲに勤めてまいりたいというふうに

考えてございます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 

はい、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 人口増の問題だとか、住宅の問題を出しますと、いつも町長とぶつ

かるのは賃貸住宅のことでございます。私は、町としては、賃貸住宅に今回も、また条例継

続してお金をたくさん出すというようなことをされるようにはなっておりますが、私は、賃

貸住宅というのは、個人の資産ですので、建てた人は儲かるわけですけれども、入る人方の

家賃は私は、賃貸住宅はそんな２万や３万では入れるものではないんじゃないかなというふ

うにいつも思っています。多分、５万とか６万とか、そういうような高額な家賃で入るしか

ないんじゃないかなというふうに思っておりますので、私は、賃貸住宅よりも安い公住を建

てるとか、月に５万も６万も払うのであれば、将来的に30年払えば自分の物になるというこ

とを考えれば、家を建てるというようなことも考える人がいるのではないかなというふうに、

私は思うのです。 

それで、今、国の土地、あそこ橋本町も土地空いていたり、みどり会館の横の土地も町で

買っているけど、そのまま畑になっております。土地はあるわけです。だから、そういう所

を買った土地の値段よりも高くして儲けを取るというのではなく、安い地代でそこを提供す

れば、町外の人が仕事は滝川や砂川とか、新十津川から30分くらいで働きに行く時間はそん
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なにかからないわけですので、そういうところの方達を呼び寄せるというようなことで、若

者の定住のＰＲをした方が良いんじゃないかということです。 

最初に言いましたように、新十津川町は環境だとか教育だとか、いろいろな面で他の町村

から見ると、私は優れていると思っております。そういうのを大々的に宣伝をすれば、仮に

家を建てようかなと思って探している人がいれば、新十津川はそういう条件があるし、土地

も安く買えるし、結構、何人かは新十津川にも住んでいただけるのではないかなという、と

らぬ狸の皮算用と言われればそうですけれども、私は、町としてやはり、尐しでも、本当に

人口増というのは、今、全国的に先ほど言いましたように減ってきております。近隣でも全

部減ってきております。だからそれを、人口もう増やして今までよりプラス何十人とかって

いうふうにはなりませんけれども、１人、２人減るところを、１人、２人増やすという、そ

ういうような考えをもってはいかがかと思っております。 

ですから、もう尐し前向きに、賃貸住宅ではなくて、本当に前向きなご答弁がいただけま

せんでしょうか。 

○議長（長谷川秀樹君） 再度答弁を求めます。 

町長。 

○町長（植田 満君） 公営住宅の話については、公営住宅の建設については、以前からも

申し上げておりますように、住宅の困窮者対策でございますから、それはしっかりと、その

所得に応じた今の制度がございますから、その制度にのって青葉の公営住宅については、今

年度で終わりますけれども、そういった方向で進めていこうというふうに思っております。 

ただ、今後の公営住宅の建設については、今のところ就任させていただいた時にも申し上

げておりますように、今後は考えておりません。今期の青葉の36戸をもって、一応、５つの

計画の区切りといたしたいというふうに思っております。 

 それと、土地の空き地の関係ですけれども、橋本町にあるのは、これは防衛省の職員の官

舎であって、自衛隊も規模が縮小されまして、滝川駐屯地の隊員も大幅に減尐になった、尐

なくなってきているということから、あそこの住宅が廃止をされたということでございます。 

今管理しておられるのは、財務局が管理しておりまして、橋本のように市街地の中心で空

き地になっているのは、非常に見てもあまり良い環境ではないということは、これはご指摘

のとおりでございます。私も、そう思っておりますけれども、じゃ、あそこに町が買い取り

をするという考え方は今のところ思っておりません。 

町も、あちらこちらに財産を結構持っておりますので、それは今後の中で利活用を考えて

いくということにはなるわけでございますけれども。ただ、言いたいことは、菊水、そして

文京の区画整理。これは全部、その土地がふさがっているわけではないのです。ですから、

町がまたそういう土地を提供するということになりますと、民間の方の一生懸命これまで頑

張ってきていただいたことの足を引っ張るということにもなりかねませんので、そういった

ことは、慎重に対処していくことが必要でないのかなというふうに思っております。以上で

す。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、よろしいですか。 

－50－



 次の質問に入ってください。 

〔９番 樋坂里子君登壇〕 

○９番（樋坂里子君） それでは、３番目の質問に入ります。被災者受け入れの準備につい

てです。３月11日の大地震による天災から始まり、先日までのゲリラ豪雤、台風による被害

が日本列島を襲いました。母村十津川村においても120年前の水害、被害と同じ災害が起き、

心よりお見舞いを申し上げるところであります。 

 私は、地震、原発、津波、水害等により、被災された方々の受け入れを、本町も受け入れ

をする予定はしているようでありますが、受け入れの態勢としてはどの位まで考えているの

かお伺いします。 

 例えば、具体的には、住宅、それから住宅の中の電化製品であるとか、寝具だとか、生活

必需品、それから、その後の、越してきて収入が無くなった方への生活の糧になるものをな

んぼか出すとか、そういうところまでを考えていらっしゃるのかどうかということについて、

お伺したいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） それでは、９番議員さんの３つ目の質問にお答えをいたしたいと思

います。 

本年３月11日に発生した東日本大震災、本当に千年に１度とも言われておりますけども、

東北地方を中心に甚大な被害をもたらしてございます。又、今ほど母村十津川村の被害のこ

とについてもお話をしていただきました。東日本大震災については、昨日ではや半年が経過

したということでございます。私といたしましても、一日も早い復興と原発事故の終息を願

っているところでございます。 

この東日本大震災によって現在も８万人以上の方が全国に避難をしているというふうに

伺っております。うち道内には約3,200人、空知管内では146人の方が避難をしているという

状況にあるようです。 

町の被災者の受け入れにつきましては、第２回定例会においてお答えしたように、町営住

宅２戸、町有住宅３戸等を、現在も引き続き確保いたしておりまして、いつでも入居できる

状況にあります。この住宅支援につきましては、町並びに北海道のホームページに掲載をし、

被災された方に情報の提供を行っているところでございます。 

また、被災者の方が入居される場合には、必要とする生活用品、家電製品、家具等につき

ましては、北海道が行っている、被災避難されている方へ生活家電・家具提供の支援を行う

マッチングサイト、これは「助け合い北海道」ということのようです。を活用して調達し、

不足分につきましては、町の方で対応していく考えでございます。 

生活面の支援について申し上げますと、避難されて来た方の当面の生活費については、北

海道社会福祉協議会が実施しております、生活福祉資金緊急小口資金制度を活用していただ

こうというふうに考えております。 
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また、就労支援につきましては、新十津川建設協会から10名程度の雇用受入れの申し出の

あったところでございます。こちらの方も町並びに北海道のホームページを通じて、情報の

提供を行ってございます。 

このように町といたしましては、被災者の受け入れについてはホームページによって情報

を提供し、各種の制度や取組みを活用しながら対応をしていく考えですが、残念ながら今の

ところ、本町への避難の申入れはない状況であります。 

しかしながら、今後も継続して受入れ体制を整えていくことが大切でございますので、皆

様のご理解とご協力を引き続きお願いするところでございます。 

以上で、３つ目の質問に対するお答えとさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問ございますか。 

はい、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 今の、町長の答弁で被災した方がいれば、生活必需品とか、色々な

物が提供されるということを聞きましたので安心をいたしましたが、先日、町民から言われ

たのですが、親戚の人を町に呼ぼうと思って役場にうかがったところ、あまりにもそっけな

い返事だったので止めましたということで、私怒られました。 

それで、町としてどの位の対応をされているのかということで、お聞きしたのですけれど

も、今、町長が言われましたように、いろいろな面で対応がなされるのであれば、今後、も

しそういう方がいらした時には、前向きに、大いに受け入れをするような態勢をとっていた

だきたいというふうに思いますので、それを申し添えておきます。答弁はいらないです。以

上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、樋坂里子君の一般質問を終わります。 

ここで11時15分まで休憩いたします。 

（午前11時05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13分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 引き続き、一般質問を行ないます。 

次に、５番、笹木正文君。登壇の上、発言願います。 

〔５番 笹木正文君登壇〕 

○５番（笹木正文君） あらためまして、おはようございます。議長の指示をいただきまし

たので、震災に備えた建物の耐震化と、それに合わせた住宅リフォームの助成制度について

の質問をいたしたいと思います。 

 東日本大震災での東北地方、そして、今回の台風12号の豪雤による母村十津川村にも見ら

れるように、災害は本当に、いつ、どこで起こるか分からないということであります。 

町長の平成23年度の町政執行方針の、この冊子でありますけれども、これの１ページ目の

一番最初に、安全・安心に暮らせるまちづくりの推進ということを挙げられております。特
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に、先の阪神淡路大震災、そして、今回の東日本の大震災を見ても、津波の被害とはまた別

に建物の耐震化は、安全安心の担保として必要なことが明らかになりました。実際、本町で

も中学校の耐震改修が終わりまして、現在、小学校の改修が行われている状況であります。 

道の調査によりますと、北海道の一般住宅において、現在まだ、新耐震基準を満たしてい

ない住宅は約20％程度あるようであります。住宅の耐震化に対しまして、改修工事の費用を

助成する自治体が全道で58市町村に上っております。しかしながら、去る７月29日の新聞報

道によりますと、現状では耐震の助成制度だけではほとんど利用がなく、なかなかこの周知

も行き届かないと言えることであります。 

 そこで、ここで一般リフォームという助成制度をメインに行ないまして、その中でこの住

宅の耐震化も行って、して耐震性の必要性も一緒に周知してはどうかというふうに考えてお

ります。これは、同時に民間建設工事の受注増にもつながり、町内の建設関連業者の救済や、

先ほどもちょっとありましたように、民間企業の雇用者減の歯止めにもつながっていくかな

と思われております。景気低迷で受注減を強いられている町内の各企業の活性化や、就労人

口減による、まちの人口減尐に対しましても、多尐の効果は期待でき、同時にこれは、町民

の快適で安心な住環境整備にも寄与することになり、まさに、相乗効果も兼ね備えた施策と

私は考えておりますけれども、町長の考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） それでは、５番議員さんのご質問にお答えをいたしたいと思います。 

 ただ今、安全・安心な暮らしを守るための住宅の耐震化が必要という視点で、耐震化を含

めたリフォーム助成制度の創設についての考え方でございました。 

 今さら申し上げるまでもなく、安全・安心な暮らしは、住民生活のこれは最も基本とする

ものでございます。私も２期目に臨む今ほどご指摘のありましたように、２期目に挑む公約

の一つとしても、安全で安心なまちということを政策として掲げさせていただいております。 

 特に地震災害に対しては、阪神淡路大震災、新潟県の中越沖地震、そして今回の東日本大

震災とわずか15年ほどの間に巨大地震が３度も発生しておりまして、今後30年以内に起こる

可能性が高い東海・東单海沖などのほか、北海道においても危険地帯が多いとの定説が一般

的となってございます。 

 昨年度、町が耐震改修促進計画を策定いたしました。公共施設の耐震化を計画的に進める

ための前提となるものでありまして、来年度以降にも具体化を検討しているところでござい

ます。住民の暮らしの基本となる住宅では、当然ながら耐震化が必要と考えております。し

かしながら、各家庭の状況によっては、なかなか対応ができていないのも事実でございます。

それ以前に耐震性の判断さえできていないのが一般的かと思われます。 

 現在、北海道では図面があれば、木造住宅の耐震診断を無料で行なっております。また、

図面が無い場合でも、町の助成があれば国からも補助する制度があります。そして、その結

果、耐震化工事が必要と判断された場合には、工事費に対して一定の補助を受けることも出
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来ますので、これらの制度化については、今、検討を行なうように担当課の方に指示をして

ございます。 

 つい先日のまちづくり懇談会においても、同じような質問をいただきました。同じような

趣旨で回答をさせていただきましたですけども、これからそれのことに触れさせてもらいま

すけれども、耐震化を含めたリフォーム助成制度についてですが、昨年、一昨年と９番議員

さんからも、このような２回にわたって質問を受けてございまして、この時についてもお答

えをしておりまして、この考え方は私も変っておりません。 

そこで、第２回定例会で議決をいただきました共同賃貸住宅助成制度の拡大から、まだ２

か月ほどしか経っておりませんので、この事業のＰＲの強化に努め、町内での定住増を図る

アパート建設に向けての呼び水になっていただければというふうに考えております。 

 まとめて申し上げますけども、住宅耐震化に対する制度の創設につきましては、前向きに

検討していること。そしてリフォーム助成に関しては、以前から申し上げておりますとおり

でございます。ただ、これも以前から申し上げておりますように、高齢者や身体障がい者の

住宅での生活を継続する上での住宅の改修費用については、これは、制度ができております

から、この制度はこれからも続けていくということになりますけれども、今ほど申し上げま

したように、リフォームの助成制度については、以前から申し上げているとおりでございま

すので、その考え方は変わっておりませんので、ご理解を願えればというふうに思っており

ます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 

はい、笹木正文君。 

○５番（笹木正文君） 今、おっしゃられたように、何度も類似の質問ということで、申し

訳ないのですが、この住宅リフォームに関しましては、実は、私が議員になって最初の一般

質問として、平成19年の３回目の定例会で質問いたしました。これだけではなく、それに関

連したこととして質問いたしました。 

 それ以外には、植田町長が助役時代、平成18年にも出てますし、21年や22年、そして今回

と今町長がおっしゃるように出ております。その時の答えとしては、18年は当面先送りとい

うことで、私が質問した19年は、在宅介護者に対する改修の助成、今ほど申し上げられまし

た共同賃貸住宅の助成というようなこと。そしてあとそれ以外に関しては、個人資産を形成

はしないというような回答をいただいております。 

先日ですか、青年団体との懇談会でも同様の質問が出たことも承知しております。この中

で町長もお察しのとおり、私は商工会員という立場でありまして、本当はこのリフォームと

いうことを一番に臨んでいるところでありまして、そこで、滝川、雤竜、砂川、奈井江、深

川、赤平など、いろいろどこのまちもリフォームの助成を行なっております。９月６日の新

聞で、深川市の議会で深川市長が、住宅リフォーム助成事業の通年化ができないか真剣に検

討したいというような答弁が載っておりました。それは他の自治体の話でありまして、よそ

はよそで、うちはうちという考え方、私は本当嫌いじゃないんで、それは本当にそれで結構

なのですけども、新十津川が行なわない一番の理由というのは、個人資産の形成ということ
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でいいのかなと、それをもう１回確認したいのと思います。先ほど町長も言われましたけど

も、耐震改修のこの中では、やっぱり地震災害から町民の生命と財産を守るため、町内の住

宅及び建築物の耐震化に向けて計画的に進めるというふうに書かれております。これは交付

金を使って210万円の予算を使って作られた冊子であり、冊子というよりも計画であります。

これから前向きに進めていきたいということでありますけれども、検討途中でこれを聞くの

も申し訳ないかなと思うんでありますけれども、何か具体的な部分がもし聞かれることがで

きるのであれば、お答えいただきたいなと、そのように思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

○町長（植田 満君） たびたびですね、住宅のリフォームの問題については、幾度か質問

を受けております。一貫して、その考え方は変わっておりません。今もって変わっておりま

せんので、あくまでも個人資産の助成については考えてはいないということでございます。 

他の自治体で、助成があるという、まあまあ、それぞれの町の独自性を発揮してやってお

られることであって、全てがそれを是とするものでもないでしょうし、他の自治体のことを

批判する何者も無いんですけれども、それはそれとして、その自治体の中で取り組んでいこ

うということですから、それはそれとして良いというふうに思っておりますけれども、ただ、

全てが同じような政策を取り込んでいるということにも限らないわけでございますから、そ

れはその自治体、その自治体の考え方に沿って進んでおられるということですから、ただ、

私は、この住宅のリフォームの問題については、以前から申し上げているとおりでございま

して、個人資産の形成については考えていないということは、今もって変わっておりません。 

それと、２つ目の質問でございますけども、耐震化の問題については、これ今、やはり地

震ということでございますから、やはり直接、人の命等々にも関わってくることでもござい

ますので、先ほど答弁の中で申し上げましたように、この制度化について担当課の方に、今、

支持をしている段階でございますので、なるべく早いうちに、遅くならないうちに、そうい

ったものの制度化について取り組んでいければなというふうに思っております。以上でござ

います。 

○議長（長谷川秀樹君） 再再質問はございますか。 

はい、笹木正文君。 

○５番（笹木正文君） 耐震化に関しましてですね、これから取り組んでいくということで

そのとおりだと思います。できるだけ、先ほど、申し上げましたように、なかなか利用が尐

ないということなんで、新十津川に関しては、大きな利用を促進できるような形で具体化し

てほしいなというふうに思っております。 

 この住宅リフォームに関しまして、私２回目の質問に立ったわけでありますけれども、最

後に、私の思い、希望をちょっと長く述べさせて、質問を終わりたいと思います。 

 耐震だけで喚起しても、それだけで需要の無いのは新聞報道のとおりであり、また、仮に、

住宅リフォーム併用の助成制度を作ったとしても、どんどん申込みがあるというわけではな

いと思っております。ただ、住宅改修を考えて迷っている人の背中を押すことになるのかな
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と思っております。 

また、耐震改修のほかにエコだとか、バリアフリー等の設備を併設、併用したり、また、

先日から若干問題になっております、空き家の解体等、その辺も含めると住民の生活環境の

整備や、保全の支援にもつながるのかなんていう思いもしております。 

また、建設関係にいたしましては、最近まで建設関係は、経済対策、危機対策臨時交付金

とか、光をそそぐ交付金とありまして、ここ数年は特別交付金によって受注が確保されてき

たようであります。しかし、今後、この震災復興以外の公共事業に関しての発注増は困難で

あると、私は思っております。こんな時こそ、今こそ、建設業界が公共事業依存体質の脱却

が必要でもあると思うし、その時、こういった助成制度をきっかけに、建設業界が町内の民

間からの受注の方法を見直して、自ら体質改善を行い、事業の継続にいわゆる自助努力をし

ていけたらいいのかなと思っております。 

その建設協会の会員は、先ほどの、各種特別交付金の中であっても、平成19年と比較しま

して、25社から19社と、６社減っております。うちのまちだけではないのですけれども、こ

ういう小さなまちは下請け業者が非常に多くて、こういうようなリフォーム関係の制度を設

けますと、下請けの業者が依頼者から直に受注できるという利点もあります。 

また、震災の報道の中で、うちのまちでも水防団ということで建設協会が主力になってお

りますけれども、今回被災した東北の避難所で、実際に非難地の事業所や大工さん、また、

給排水の技術屋さんなんかが、被災者のための風呂作りをやって、すぐ風呂がはいれるよう

になったとか、また、避難所での各いろんな体育館等の設備の営繕を行なって、この下請け

といわれる小さな事業所が大変活躍して、大きな力になったという報道もされておりました。 

また、資金面でも、これは民間の資金活用ということで、１割から２割の補助で８割、９

割の民間資金を利用して事業が行えるということで、それによって景気対策、住民の住環境

整備、町内の環境整備、環境美化、快適な暮らしというふうにつながっていくのかなと思っ

ております。 

最後に、今回22年度の決算、決算委員の方、本当にご苦労さまでございますけれども、２

億4,200万弱の黒字会計でありましたけれども、これは、無駄なく支出が、本当に無駄な支

出が無くて、非常に健全な財政を維持しているということでは、首長である町長の手腕だと

思って、私本当に敬朋しております。 

ただ、そんな中でも、もしもこの黒字部分の２％程度の支出が可能であるなら、この助成

制度がこの２％、約100万、500万くらいですか、上を見ないで十分実行できるかなという気

もしますので、やらないということで、それはそれで決定でいいのですけれども、前向きで

も、後ろ向きでも、一度だけ検討して欲しいものだなという私の希望はあります。とは言い

ましても、ただ卖にこの住宅リフォームが一つの方法で、仮に助成が行われたとしても、基

本的な問題解決にはならないということは十分承知しております。 

しかしながら、建設業を筆頭に新十津川の各産業が衰退状態であることは明らかでありま

して、これを議員各位の皆さまにも認識していただきたく、何度も同じような質問をすると

思われるかもしれませんけれども、今回、再度一般質問をさせていただきました。 
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私の方からは、この質問に関しては３度目は絶対ありませんので、今後、基幹産業である

農業が更なる発展し、また、同時に各産業の活性化を信じて私の質問を終わりたいと思いま

す。答弁はいりません。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、笹木正文君の一般質問を終わります。 

これをもちまして、一般質問を終了いたします。 

暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

〔演題撤去〕 

                                        

◎委員会報告第２号の上程、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２号、経済文教常任委員会審査報告、請

願第２号、軽油引取税の課税免除措置など恒久化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、山田秀明君。 

〔経済文教常任委員長 山田秀明君登壇〕 

○経済文教常任委員長（山田秀明君）  議長の指示でございますので、委員会報告を申し

上げます。 

委員会報告第２号。経済文教常任委員会審査報告書。本委員会に付託の請願を審査した結

果、次のとおり決定しましたので、会議規則第77条の規定により報告いたします。 

記。議案の番号、請願第２号。件名、軽油引取税の課税免除措置など恒久化を求める請願。

審査結果、採択すべきもの。以上でございます。 

○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〕 

○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号については、委員長報告のとおりに決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがいまして、請願第２号、軽油引取税の課税免除措置など恒久化を求める請願は、委
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員長報告のとおり採択することに決定いたしました。 

                                       

     ◎日程の変更 

○議長（長谷川秀樹君） ただいま採択と決定した請願第２号につきまして、意見書を審議

する必要がございます。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（加藤健次君） 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の表をご覧いただきたいと思います。お配りしており

ます日程表の日程番号14、意見書案第２号、森林・林業・木材産業政策の積極的な展開に関

する意見書の次に、日程15として、意見書案第３号、軽油引取税の課税免除措置など恒久化

を求める意見書を追加していただきまして、現在の、日程15を１つ繰り下げていただきまし

て、日程15、議員の派遣についてを16、閉会中委員会所管事務調査申し出については日程17

というふうに変更していただきまして、ご審議していただきます。よろしくお願いいたしま

す。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは13時まで休憩といたします。 

（午前11時40分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後１時00分） 

                                       

○議長（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43号と議案第

44号の案件につきましては、９月５日の定例本会議において、提案理由並びに内容の説明を

終わっておりますので、ただちに質疑に入ります。よろしくお願いいたします。 

                                       

◎議案第43号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第４、議案第43号、平成23年度新十津川町一般会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

質疑はございませんか。 

９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） ２点ほどお願いします。21ページ、民生費の説明欄の18、地域支え

合い体制づくり事業493万５千円。説明では、要援護者支援システムを導入するというよう

な説明だったと思うのですけども、もう尐し詳しく内容をお聞きしたいと思います。それと

委託料ですが、どこに委託するのかという点。 

 ２点目が31ページの、卖独災害復旧の公共土木のところの12、役務費の４、手数料という

のがあるのですけれども、この予算の中で手数料が一番大きいわけですけども、手数料とい

うのはどういう意味なのか、その点についてちょっとお聞きしたいと思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは答弁を求めます。 
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はい、保健福祉課長。 

○保健福祉課長（竹原誠二君） それでは９番議員さんのご質問にお答えを申し上げます。 

 地域支え合い体制づくり事業の補正額493万５千円の詳しい内容をということでございま

す。すでに導入をしております住民課にございます、固定資産税の統合型ＧＩＳシステム、

地理情報システムといいますが、これを活用しまして、要援護者の個人情報、相談記録等を

戸別シート化すると。併せて、障がい者等の要援護者情報を入力をして、要援護者の情報と

して把握をし、マップ化をするということでございます。また、マップ化につきましては、

災害対策事務局との連携によりまして、災害時の要援護者の把握、支援に活用し得るものと、

このように考えております。 

それと、支出先でござますけれども、現在、住民課固定資産税の統合型ＧＩＳシステムを

導入しております企業を中心に、委託料支出を考えているところでございます。以上でござ

います。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、建設課長。 

○建設課長（岩井良道君） それでは31ページの災害復旧の関係でございますが、この手数

料、それから原材料、その他の部分につきましては、卖独災害に該当しない部分。卖独災害

につきましては13万円から60万円ということでございまして、そのほかに維持管理の範疇と

みなされるものというものにつきましては、災害復旧の対象にならないというふうなことか

ら、今回のこの手数料につきましては、法面崩落の土砂上げ、道路にかぶってきた部分の土

砂上げですとか、排水路埋塞のための土砂上げ、そういうふうなことの部分に係る手数料で

ございます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

７番、長名實君。 

○７番（長名 實君） 19ページの吉野小学校の住宅の解体ですが、吉野ですから、あまり

便利の良い所ではないんですが、先ほど冒頭に、母村の災害の件で町長のお話ですと、母村

ではなく東日本含めてなんですが、４戸の方の住居は予定してるというお話だったんですが、

その後、この間の母村の話になって、もし、母村の方からそういうお話があった場合、４戸

でなく５戸、６戸となると余裕があるのかないのか。あるいは、この吉野小学校、壊すのは

簡卖ですが、そういうことを考えたらどうなのかなと思いますので、お伺いたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

総務課長。 

○総務課長（藤澤敦司君） ご質疑の内容でございますが、旧吉野小学校の教員住宅、それ

から職員住宅につきましては、かなり老朽化が進んでございまして、ちょっと冬も何シーズ

ンか過ぎたものですから痛みが激しいということで、本来であれば年度途中にということで

考えておりました。ただ、かぜのびの関係者が、そこを尐し改修してでも使える可能性があ

るのであればということで、若干、期間をおいていたところではございますが、その場合に、

一定の経費がかかるということで、その場合は町がということではなくて、相手方がという

ことで考えておりました。で、今回、それは利用できないということで、明確にそういう回
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答がきたものですから、当初の予定どおり解体するというふうな考え方に至ったものでござ

います。 

 なお、被災者等の非難的にといいますか、一時避難的な意味での住宅につきましては、今、

用意しているものの他に、吉野地区には公営住宅等もまだございますので、そういった意味

で、まだ、今、明確に出している戸数よりも若干の受け入れの余裕はあるということで、そ

の辺はご理解いただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行ないます。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから、議案第43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43号、平成23年度新十津川町一般会計補正予算（第２号）は、原案の

とおり可決されました。 

                                       

◎議案第44号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第５、議案第44号、平成23年度新十津川町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、議案第44号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第44号、平成23年度新十津川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）は、原案のとおり可決されました。 

ここで日程第６に入る前に議案の配布がありますので、暫時休憩をとります。 

（暫時休憩） 

〔議案配布〕 

                                       

◎議案第45号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第６、議案第45号、新十津川町教育委員会委員の任命につい

てを議題といたします。 

本案件につきましては、人事案件でございますので、この点につきましてご配慮の上、対

応をしていただきたいと思います。 

それでは提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第45号、新十津川町教育委員会

委員の任命について。 

新十津川町教育委員会委員に次の者を任命したいので、同意を求める。 

住所、樺戸郡新十津川町字大和59番地１。氏名、鈴井康裕。昭和35年５月19日生まれ。 

提案理由でございます。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１頄の規定に

より、同意を求めるものでございます。 

鈴井氏におきましては、平成19年の10月から新十津川町教育委員会委員を勤めていただき

まして、この４年間にわたりまして、本町の教育行政の振興発展にご尽力をたまわっており

ます。引き続き、再任をいたしたく、ご同意をいただきますようお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

ただちに質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

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45号を採決いたします。 

本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 
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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45号、新十津川町教育委員会委員の任命については、原案のとおり同

意することに決定をいたしました。 

                                       

◎議案第46号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第７、議案第46号、新十津川町固定資産評価審査委員会委員

の選任についてを議題といたします。 

本案件につきましても、引き続き人事案件でございますので、この点につきましてはご配

慮の上、対応していただきたいと思います。 

それでは提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただいま上程いただきました議案第46号、新十津川町固定資産評価

審査委員会委員の選任について。 

新十津川町固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいので、同意を求める。 

住所、樺戸郡新十津川町字中央514番地１。氏名、長谷川 優。昭和18年５月27日生まれ。 

提案理由でございます。地方税法第423条第３頄の規定により、同意を求めるものでござ

います。 

 長谷川氏は、平成20年10月から１期３年間固定資産評価委員を務めていただきまして、平

成22年の11月からは委員長代理としてその職に当たっていただいております。非常に公平な

立場で持って、公平、公正な立場で持って固定資産の評価の任に当たっていただいておりま

す。引き続き、選任をいたしたいとするものでございますので、何卒、ご同意たまわります

よう、お願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

ただちに質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

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46号を採決いたします。 

本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 
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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46号、新十津川町固定資産評価審査委員会委員の選任につきましては、

原案のとおり同意することに決定をいたしました。 

                                        

◎議案第43号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８、議案第47号、平成23年度新十津川町一般会計補正予算

（第３号）を議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） 議案第47号、平成23年度新十津川町一般会計補正予算（第３号）で

ございます。 

本件につきましては、本日議会の開会前の冒頭に、奈良県十津川村の台風12号の災害によ

ってのご報告をさせていただきました。これに関連する補正予算でございます。では、内容

の方にいきます。 

平成23年度新十津川町一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,250万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ54億2,554万９千円とする。 

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

算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。 

内容の説明につきましては副町長より申し上げますので、ご審議の上、議決たまわりたく

お願いを申し上げまして、説明に代えさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

副町長。 

〔副町長 佐川 純君登壇〕 

○副町長（佐川 純君） それでは上程いただきました議案第47号、平成23年度新十津川町

一般会計補正予算（第３号）となります。内容の説明を申し上げます。 

７ページ、８ページをお開き願います。歳入歳出予算補正事頄別明細書。まず総括、歳入

であります。補正のある款のみ申し上げます。 

19款、繰入金。補正額5,250万円、計３億369万６千円。 

歳入合計、補正額5,250万円、計54億2,554万９千円。 

続きまして、８ページ歳出であります。 

２款、総務費。補正額5,000万円、計６億679万７千円。すべて一般財源であります。 

11款、災害復旧費。補正額250万円、計1,208万円。これも、すべて一般財源であります。 
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歳出合計、補正額5,250万円、計54億2,554万９千円。財源内訳は、すべて一般財源であり

ます。 

次に、歳出の内容を申し上げます。11ページ、12ページをお開き願います。 

２款１頄10目諸費。補正額5,000万円、計１億5,621万１千円。財源内訳は、すべて一般財

源であります。内容を申し上げます。13番、十津川村災害見舞金5,000万円。これは、申し

上げました台風12号で大きな被害のあった、母村十津川村へのお見舞いをするものでござい

ます。 

なお、職員の派遣につきましては、現在、検討中でありますが、具体的な内容が決まれば

予備費を持って対応したいというふうに考えております。 

続きまして、13ページ、14ページとなります。 

11款１頄２目現年度災害復旧費。補正額250万円、計450万円。財源内訳は、すべて一般財

源であります。内容を申し上げます。１番、公共土木施設現年度災害復旧事業250万円であ

ります。お手元に道路、河川の被害個所図があろうかと思います。９月２日から４日にかけ

ての大雤で被害のありました、道路、河川のうち３個所、これは志寸川２個所、河岸決壊と

町道学園８号单線、法面崩壊でありますけれど、この３個所の災害復旧工事に向けての設計

委託をするものでございます。 

なお、維持管理として対応範囲の箇所、30個所程ありますけれど、これについては予備費

をもって項次復旧してまいりたいというふうに思っております。 

また、そのほかに農業施設等でもありますけれど、これについては、関係機関と協議中で

あります。以上で、内容の説明を終わります。よろしくご審議たまわりますよう、お願いを

いたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案者の提案理由並びに内容の説明を終わります。 

直ちに質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

はい、５番、笹木正文君。 

○５番（笹木正文君） 十津川村の義援金の件ですが、今回の定例会の最終日にこの議案が

上程されてということは、被害の甚大さ、また、緊急性を考えると、間に合って良かったな

と本当に思っております。 

 ５千万円ということで、この金額が尐ないのか、多いのかということは、それぞれの判断

だとは思うのですけれども、10日の新聞報道で、先ほど町長が言ってましたように、14団体

で十津川村緊急支援対策会議ということでありまして、人的支援、物的支援、そして、個人

１口１千円、法人１口５千円という内容で、義援金を募ると載っておりました。 

 また、町から見舞金がこれ５千万ということなのですけれど、見舞金５千万円で、だいた

い一般会計当初予算でいくと１％くらいかなと。町民１人当たり７千円ということで、前回

の東日本に関しては、議会が30万、町が100万ということでありました。 

今回は母村であって、まして被災した村民のことを考慮すると、当然、この金額以上とい

うふうには言えても、その逆で異を唱えることにはならないとは思うのですけれども、ただ、
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議会が承認する以上、先ほど、町長の方から検討した結果５千万円ということでありました

けれども、多い、尐ないは別としまして、５千万円という金額の基準というか、根拠があれ

ば、もしくは、要請があったか、ないか、そんなことも含めまして、その辺の基準みたいな

ものを聞かせ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（植田 満君） まず、最初に母村からの要請があったか、どうかというお話でござ

いますが、それはまったくございません。あくまでも新十津川町の自発的な行為でございま

すから、その辺はまず、申し上げておきたいというふうに思っております。 

 金額につきましては、冒頭申し上げましたように、やはり多様な意見があるというふうな

ことは重々わきまえております。内部でいろいろと検討させていただきました。 

この根拠につきましては、道内のいろんな姉妹市町村というか、そういったような事例も

ございました。そういったこともある程度参考にさせていただきましたし、それから、併せ

まして、明治22年の10月に被災された方が北海道に移住をするということで、内帑金として

２千円を承って、こちらの方に移住をしているということでございます。そういったような

費用を、当時の２千円を、今から122年前でございますけれども、今のお金の貨幣価値にし

ますと、いくらくらいになるのかなということで算出した金額が、今回の５千万円というこ

とにさせていただいたということでございます。 

 今ほど、５番議員さんからご指摘のありましたように、金額の多寡についてと、根拠につ

いてはということなのですが、非常にそういった面では、確固たるものはございませんが、

そういったことも参考にさせていただきながら、今回の金額を決定させていただいたという

ことでございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 十津川村と新十津川町の関わりということで、この台風12号が起こ

ったあとに、ラジオ、新聞、テレビ等で新十津川のまちは、十津川村の災害に遭った方々が

移住してつくられたという経緯がのっておりました。加えまして、十津川村のことを母なる

村、母村と呼んで、そういった関係の中での付き合いが続いておりますというコメントが読

み上げられておりました。確かに、そのとおりだと思っております。従いまして、今回この

ような災害が起きまして、いわゆる分村である我がまちが、母なる村に対してできることを、

皆さんが集まって考えたという部分については、高く評価をいたしたいと思いますし、その

スピード感についても、私は、非常に早くこういった対応ができたということで、個人的に

は喜んでおります。 

 今、笹木さんがおっしゃったのと若干似通うのですけども、そういう関係がいろんな形の

中でＰＲされたとはいえ、現状の新十津川町民７千人の中で、果たして、こういった関わり

に対して、どの程度の理解がもたれるのかということになりますと、今、議会議員という立

場でこのことを考えますと、非常に危惧される部分がございます。 
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 従いまして、やっぱりお金の問題とか、送るという根拠につきまして、非常に大事であろ

うというふうなことが考えられます。 

そこで、もう一度、町長にお尋ねしたいのは、困ったから助けるというだけではなくて、

その十数名の方々が集まって話された内容等について、十津川村と新十津川の関係というの

が、十分に熟知された上でこういった結論が出たのかどうかという部分について、やはり後

ろに住民がおられると思って、そういう部分についてもお話をいただけないかなと、私は思

います。 

 それと、もう1点。こういったことにつきまして、やはり、私は子どもも参加させるべき

ような問題ではないかなというふうに思います。村の歴史、まちの歴史をどうやって子ども

達に伝えてくのか。それは大事な問題だろうと思うのですよね。120年前に、168名の方々が

亡くなったという災害に匹敵するようなことが起こったわけですから、私たちのまちの子ど

も達にも、その痛みというものを考えていただいて、子ども達の中でどういった支援ができ

るかというふうな部分についても、大人として投げ掛けるということが、私は大事でないか

なと思うのです。それが、子どもにとっての一つの、自分のまちを思う心をつくっていくこ

とになるのではないかなというふうに考えます。 

 従いまして、子どもにお金を出せとかっていう意味のことを言っているわけではなくて、

生徒会あたりで、そういったものを考えて、自分達でできることを想像させてというふうな

ことが、大事なふるさとを学習していく中で必要なことではないかなと思います。町長が行

かれるか、教育長が行かれるか、それは別として、学校の先生方に任すのではなくて、一緒

にまちをつくっていこうというふうな考え方で、様々な取り組みをしている本町の姿勢とし

て、やはり子どもも、そういったものに参加させる、参加していただくというふうなことを、

こういう機会にどんどんやっていくべきだと、私は思うのですね。是非、こういった部分の

中で、そういったものも考えていただいて、是非、町民上げてこのお見舞いをしていくとい

う行為に対して、心からそういった思いを持てるような土壌をつくっていただきたいなと、

私は思います。 

 加えまして、お世話になっている五條市等にも、非常に甚大な被害があったというふうに

伺っております。今は、こういった形で十津川村だけの予算でございますけども、やはり、

单紀といいますか、全般を町長に見ていただいて、私たちのまちは災害を契機としてこうい

うふうに立ち直ったまちなんですから、その災害の痛みといいますか、まちの持つ矜持みた

いなものをどういう形で、そういった部分に示していくかということもこの機会に考えてい

ただいて、この５千万円は、十津川村に行くという部分で提案されましたが、それは、それ

で結構だと思いますけども、やはり、そういった被害に遭われた部分についても、目を向け

ていただくように住民の方々への周知等についてご配慮いただいて、困った時にはお互いに

助け合うといいますか、支援し合うと、そういう日本の国になっていくような、一助になっ

ていただくような努力をしていただきたいなということをお願いしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 
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○町長（植田 満君） まず、最初の質問でございますけれども、お断りしておりますよう

に、この金額については、いろんな意見があるでしょうというふうなことを最初にお断り申

し上げております。そういったことで、金額の多寡については、見かたによってはいろんな

言い方もあるでしょう。先ほど申し上げましたように、５番議員さんからのご質問で答弁さ

せていただいたようなことで、これまでの道内の姉妹都市の提携をしている所の参考、ある

いは、先ほど申し上げましたように、明治22年の10月、そういったことの金額等も参考にさ

せていただきながら、今回の金額を決めさせていただいたということでございます。 

 それと２つ目の質問でございますけれども、子どもを参加させるべきだということは、ち

ょっとどういうふうに参加させるべきというか、例えば、お見舞金を持って行く時に参加さ

せるべきなのかというふうなことにも、ちょっと聞こえるわけでございますけれども、ただ、

今日、実は、奈良のフリーライターの方、奈良の日日新聞に務めておられて、今現在フリー

ターをやっておられるのですけれども、たまたま札幌まで来られる用事があって、本町にも

今回の十津川村の災害といったことについて、新十津川町の考え方をしておられるのかとい

うことで取材にも来られました。 

その記者の方は、中学校にもすでに行っておられまして、子ども達も、やはり何とか母村

の子ども達にも頑張ってもらいたいというふうなメッセージを、中学校の生徒さんも書いて

おられるということですから、そういった意味では、子ども達もやはり母村の思いをしっか

りと、我々以上に考えておられるのかなというふうな思いもいたしておりますので、お話あ

ったようなことについては、すでに参画をしているのかなというふうに思っております。 

 ただ、先ほど冒頭申し上げましたように、参加の意味というのが、例えば、お見舞金を持

って行くときに参加させるべきなのか、どうなのかというふうなことにもちょっと聞き取れ

た部分もあったのですけれども、それは、子ども達も学校の行事と学習がありますから、そ

れらについては、これは今何とも申し上げられる段階ではないと思っております。多分、気

持ちの上で伝えていただけることが一番、また、母村の子ども達に対する励みにもなるのか

なというふうに思っているとこでございます。 

 それと、３つ目の五條市の関係につきましては、これは、被災を受けられたとこについて

は、これは大変お気の每に思いますし、心からお見舞いを申し上げたいと思っておりますけ

れども、まだ、被災の状況も分かっておりませんですし、直接的な新十津川物語を書かれた

著者であります川村先生がお住まいになっておられた所であるということは、間違えのない

事実でございますけれども、今のところは、五條市までについては、そこまで考えは及んで

はおりません。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ２つ目の質問、教育長。 

○教育長（熊田義信君） 今ほど町長からも、２つ目の質問の回答をしていただいたところ

でありますけれども、私の方からも、若干、お話をさせていただきたいと思います。 

 子ども達に、こういう環境を、土壌がないからその周知してはどうかということであった

かと思いますけれども、学校祭、昨日、一昨日というふうにあったと思いますけれども、ご

覧になっていただいて、議員の皆さん方も学校に行った時に、スピード感を持って子供たち
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が自ら母村の被災を受けた方々にメッセージを送ろうということで、各所にそういうメッセ

ージの箱がおいてありました。そのことを今、町長が奈良の日日新聞の元記者が来られた時

のお話をされたわけであります。 

子供たちが町長をはじめ、子ども達もそのテレビの放映に関わって、今までの母村訪問を

した、まじかな経験をした人が、母村の痛みを本当に肌で感じております。本当に、うちの

子供たちが母村のことを真摯に考えていて、今、学校祭の時には、そういうメッセージを自

ら発して動いておりますし、このほかも、生徒会、児童会もいろんなそういう母村に対して

の支援をどうしていこうかというふうに、自発的に考えている、本当に、子ども達は立派だ

というふうに思っております。 

さらには、学校関係では、農業高校もいろいろ母村の生徒が来て、本当に、農業体験をし

て楽しんで帰ってきているということから、農業高校としても何か支援をしていきたいとい

うふうに言葉としてもいただいておりますし、どういう支援の形になるかわかりませんけれ

ども、それぞれの学校の関係機関が自発的に動いている、児童会、生徒会も自発的に動いて

いるということになっております。 

このことは、きっと社会科の副読本、さらには、母村訪問の交流などから自ら奈良県十津

川村を母村というふうに、今３番議員さんも言われた、母なる村というふうに感じて、学校

で学んだことを実践していこうという形になっておりますので、私どもから、直接学校に出

向いて、この災害をどうしたらいいのかということを言う必要はない状態にあることを申し

上げ、答弁とさせていただきたいと思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに。 

 はい、町長。 

○町長（植田 満君） ９日の会議の関係ですね、ちょっと先ほど答弁からもれましたが、

冒頭報告申し上げましたように、町内の14の団体の代表の方がお集まりいただきまして、こ

ういった状況、被災の状況をご説明申し上げまして、早く、何とかしてやれというふうな、

全体の意向は、総意はそういう方向にございましたので、これは、しっかりと町民の皆さん

方も、そういう方向で考えてくれているものだというふうに考えておりますので、早く、お

見舞いに行くべきでないかというふうなご意見もございました。ただ、状況が、今、迂回路

の関係についても、まだ、被災を受けているような状況でもございますので、逆にご迷惑を

かけるようなことにもなりかねないということから、もう尐し時間をおいた中で、また、母

村の方に訪問をさせていただくということで、させていただいておりますので。確かに、貴

重な予算でございますから、そういったものを町民の皆さんに理解を得るということが、勿

論大切でございますけれども、そういった中で、９月の９日にこういったような会合を開か

せていただきまして、住民の皆さん方、町民の皆さん方の理解を得たという方向で、これか

らこういった支援活動に取り組んでまいりたいというふうに思っているところでございま

す。 

○議長（長谷川秀樹君） ほか質疑ございませんか。 

 ４番、山田議員。 
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○４番（山田秀明君） 今まで、皆さん言っておられましたけども、母村に対する見舞金の

ことなどはよろしいのですけども、向こうの災害も確かに人的災害もあり、本当に大変大災

害といっていいほどのものなのですけれども、地元新十津川でも、この地図を見るように、

三十何個所からの被害なりを受けている中で、実際に、今回の補正で250万ほどはつけてお

りますけれども、実際に、それだけの予算で見合うものなのか。 

そして、今、町長言われたように、尐しでも多くの皆さんの理解を得て見舞金も送りたい

という中で、地元の被害をどういうふうな形で、これだけのもので、見舞金に対して理解を

得られるだけの、我がまちの災害に対しての復旧もこれで良いのかなと、そんな気がしまし

たので、この辺についてどうお考えかお聞かせください。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

建設課長。 

○建設課長（岩井良道君） それでは４番議員さんのご質問にお答えをさせていただきます。 

 今回、７月14日、それから今回の補正に上程をさせていただきましたのは、９月２日の分

ということでございますが、その以前に８月14日、７月14日ということで、３回の災害に私

どものまちも遭ったということで、全体の箇所数からいたしますと、今の時点、９月８日と

いうことで、若干古いんですが、その時点では、78箇所ということで、押さえてございます。

それから、被害額といたしましては、正確ではございませんが、今災害査定等に申請をする

というふうなことで、調査中ということもありますから、全体的なものははっきりした数字

は最終的には変わってこようかと思いますけれども、１億円は超えていくであろうというふ

うに考えてございます。特に、この中で大きいものについては、公共土木災害ということで

７箇所、今予定をしておりますが、その部分に関わる部分がほとんどということでございま

して、それらに係る人的なもの、それから費用的なものでございますが、費用的なものにつ

きましては、公共土木災につきましては、国の補助を受けれるということになってございま

すので、その内の８割程度は国の助成を受けていけれるのではないかというふうに考えてお

りますし、その国の補助につきましては、被害額の80％が負担されると、残りの部分も現年

度、平成23年度内に実施をしていけば起債が充当されまして、その部分につきましても、95％

がまた交付されるということですから、若干の費用負担で進めると、復旧がなされるという

ふうな状態にあるということでございますので、お答えをさせていただきたいと思います。

以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行ないます。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 
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これで討論を終わります。 

これから、議案第47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47号、平成23年度新十津川町一般会計補正予算（第３号）は、原案の

とおり可決いたしました。 

                                       

◎一括議題の上程 

○議長（長谷川秀樹君） お諮りいたします。 

次に提案されます日程第９から日程第13までの５件につきましては、関連がございますの

で、一括して議題といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第９、認定第１号、平成22年度新十津川町一般会計歳入歳出決算の認定

について、日程第10、認定第２号、平成22年度新十津川町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について、日程第11、認定第３号、平成22年度新十津川町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算の認定について、日程第12、認定第４号、平成22年度新十津川町下水道事業特

別会計歳入歳出決算の認定について、日程第13、認定第５号、平成22年度新十津川町農業集

落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定については、一括議題とすることに決定いたしまし

た。 

                                       

◎認定第１号ないし認定第５号の報告、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 本件につきましては、９月５日の定例本会議において、決算審査

特別委員会に付託しており、審査結果が、議長宛に報告されておりますので、審査結果を青

田決算審査特別委員長より報告願います。 

〔決算審査特別委員長 青田良一君登壇〕 

○決算審査特別委員長（青田良一君） それでは議長のご指示がございましたので、決算審

査特別委員会報告をいたします。 

本委員会は次の認定議案について、会議規則第77条の規定により報告いたします。 

認定第１号、平成22年度新十津川町一般会計歳入歳出決算の認定について、認定第２号、

平成22年度新十津川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第３号、平

成22年度新十津川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第４号、平

成22年度新十津川町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第５号、平成22

年度新十津川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、この５本について

審査をいたしたところでございます。 

審査経過についてでございますが、平成23年９月５日開会の第３回定例会で当委員会に付
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託された、今読み上げました平成22年度新十津川町各会計歳入歳出決算の認定については、

平成23年９月７日から９日までの３日間にわたり、所管担当課の説明を聴取しつつ審査を行

いました。 

審査結果でございます。１号から５号までの部分については、いずれも認定すべきものと

するということで決定をいたしましたので、ここにご報告をさせていただきます。以上でご

ざいます。 

○議長（長谷川秀樹君） 決算審査特別委員長の報告が終わりました。 

これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

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。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） これより日程第９、認定第１号、平成22年度新十津川町一般会計

歳入歳出決算の認定について、討論を行います。 

討論はございませんか。 

まず、原案に対し、反対の方の討論を許します。 

９番、樋坂里子君。 

〔９番 樋坂里子君登壇〕 

○９番（樋坂里子君） 議長のお許しをいただきましたので、認定第１号、平成22年度新十

津川町一般会計歳入歳出決算認定について、反対の立場で討論させていただきます。 

厳しい財政状況の中でも、新十津川町は報告にもありましたように、健全な財政運営を行

なっていることへの努力は認めるところであります。私は、今回の決算特別委員会には出て

おりませんから、詳しいことはわかりませんが、歳入で見ますと、固定資産税で前年の収入

未済額より多く不納欠損金として落としておりますが、何故でしょうか。 

歳出でいえば、予備費から消防費、教育費で流用しているのに、不用額が流用額よりも多

いところがありました。これらを見ると、補正予算が詳しく見積もりされていないのではな

いかと思われました。赤字決算より黒字決算で残高が多くなることは良いことかもしれませ

んが、例えば、医療費の抑制を求めるのであれば、健康診断を安くして全町民が受けやすく

するとか、学校給食費を無料にして子ども支援に力を入れ、子どものいる家庭の流入を図る

とか。また、先ほど、一般質問にもありましたように、建設関係者への仕事の確保のために、

リフォーム制度をつくるとか、抜本的な改革をしてはどうかと思ったりもいたしました。以

上申し上げましたが、予算のとり方に疑問があるために、一般会計決算認定には反対とする

ものであります。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 次に、原案に対して、賛成の方の討論を許します。 

１番、安中経人君。 

〔決算審査特別副委員長 安中経人君登壇〕 
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○決算審査特別副委員長（安中経人君） 議長のお許しをいただきましたので、認定第１号、

平成22年度新十津川町一般会計歳入歳出決算の認定について、私は、原案の賛成の立場から

討論を行ないます。 

決算審査特別委員会では、９月７日から９日までの３日間にわたり、主要施策の実施状況、

事業執行内容、事業効果などについて詳細かつ慎重に審議をしてまいりました｡ 

平成22年度の一般会計予算は、経常的経費は、一般財源の一定額を配分した包括予算制で

編成され、臨時的な経費は、まちの総合計画を見据えながら、前年度からの繰越事業と年度

途中の各種臨時交付金を有効に活用した予算編成されたものであります。 

この結果、平成22年度における一般会計の決算額は、歳入総額63億6,118万9,057円、歳出

総額60億8,114万4,759円となり、２億8,004万4,298円の黒字となっております。 

また、この裏づけとして、地方公共団体の財政健全化に関する法律に基づく財政分析指標、

健全化の判断比率おいて、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は75％であり、実質公債比

率は、卖年度8.8％、過去３年平均9.7％と、健全化の全ての比率基準を下回っており、良好

な数値としての健全財政を裏付けたものと確認したものであります。 

総じて、各事業及び施設維持管理経費の節減に努められており、経費の執行については、

法令に基づき地方公共団体が取り組まなければならない事業は当然であり、全体的に収支の

均衡が保たれた決算であります。 

以上申し上げて、私は、原案のとおり賛成するものであります｡議員各位のご賛同をお願

い申し上げ、賛成討論といたします｡よろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに討論はごさいませんか。 

〔「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、認定第１号を採決いたします。 

この採決は、起立により行います。 

本決算に対する委員長報告は、認定すべきものです。 

委員長報告のとおり、認定することに賛成の方は、起立願います。 

〔「賛成者起立」〕 

○議長（長谷川秀樹君） はい、着席ください。 

起立多数です。 

したがって、認定第１号、平成22年度新十津川町一般会計歳入歳出決算の認定については、

委員長報告のとおり認定することに決定をいたしました。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 日程第10、認定第２号、平成22年度新十津川町国民健康保険特別

会計歳入歳出決算の認定について、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、認定第２号を採決いたします。 

本決算に対する委員長報告は、認定すべきものです。 

委員長報告のとおり認定することに、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、認定第２号、平成22年度新十津川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定については、委員長報告のとおり認定することに決定をいたしました。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 日程第11、認定第３号、平成22年度新十津川町後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算の認定について、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、認定第３号を採決いたします。 

本決算に対する委員長報告は、認定すべきものです。 

委員長報告のとおり、認定することに、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、認定第３号、平成22度新十津川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定については、委員長報告のとおり認定することに決定をいたしました。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 日程第12、認定第４号、平成22年度新十津川町下水道事業特別会

計歳入歳出決算の認定について、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、認定第４号を採決いたします。 

本決算に対する委員長報告は、認定すべきものです。 

委員長報告のとおり認定することに、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、認定第４号、平成22年度新十津川町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

については、委員長報告のとおり、認定することに決定をいたしました。 
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○議長（長谷川秀樹君） 日程第13、認定第５号、平成22年度新十津川町農業集落排水事業

特別会計歳入歳出決算の認定について、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、認定第５号を採決いたします。 

本決算に対する委員長報告は、認定すべきものです。 

委員長報告のとおり認定することに、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、認定第５号、平成22年度新十津川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定については、委員長報告のとおり、認定することに決定いたしました。 

                                             

◎意見書案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第14、意見書案第２号、森林・林業・木材産業施策の積極

的な展開に関する意見書を議題といたします。 

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

３番、青田良一君。 

〔議会運営委員長 青田良一君登壇〕 

○議会運営委員長（青田良一君） それでは意見書案第２号の内容について、ご説明を申し

上げたいと思います。 

提出年月日は、23年９月12日となっております。提出者、賛同者については記載のとおり

でございます。 

森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書。 

 このことについて、新十津川町議会会議規則第14条の規定により、別紙のとおり提出する

ということでございまして、裏面に内容がございますので、朗読を持って説明に代えたいと

思います。 

森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書。 

 近年、地球温暖化が深刻な環境問題となっている中で、森林は二酸化炭素の吸収源として、

大きな関心と期待が寄せられているところである。 

 しかしながら、本道の森林・林業・木材産業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあ

り、引き続く経済の低迷は、経営基盤の脆弱な林業・木材産業に深刻な影響をもたらしてい

る。 

 このような厳しい状況の中、森林整備を着実に推進し、森林の多面的機能を持続的に発揮

するとともに、林業の安定的発展と山村の活性化を図っていくためには、「森林・林業再生
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プラン」に基づき、森林施業の集約化、路網の整備、人材の育成等を積極的に進めるととも

に、道産材の利用促進により、森林・林業の再生を図ることが重要である。 

 また、先般の東日本大震災により、東北地方を中心に未曽有の大被害をもたらしたところ

であるが、その復旧・復興が必要であるため、以下の頄目を実現するよう要望する。 

 １といたしまして、東日本大震災の速やかな復興に向けて、被災した森林や木材加工施設

等の早期復旧に加え、復興木材の供給に向けた被災地域及び全国における森林・林業再生を

加速化すること。 

２、今後導入される地球温暖化対策のための税の使途に森林吸収源対策や木材利用促進を

位置付けるなど、森林整備推進等のための安定的な財源措置の確保による、森林経営対策を

推進すること。 

３、木伐等森林整備の推進、持続可能な森林経営の確立に向け、森林管理・環境保全直接

支払制度による搬出間伐の推進、路網整備等経営基盤の整備、担い手育成確保対策の強化を

図るとともに、森林施業の集約化や機械化の推進、森林整備経費の定額助成の導入など効率

的施業の推進と所有者の負担軽減を推進すること。 

４、低炭素社会の実現に着目した公共建築物や民間住宅・事務所等での地域材の利用を推

進するとともに、新たなエネルギー政策の転換の検討に当たって、木質バイオマスエネルギ

ーを最大限活用するなど国産材の利用拡大を推進すること。 

５、森林整備加速化・林業再生事業の拡充・延長により、川上・川下が一体となった森林・

林業の再生に向けた取り組みを推進すること。 

６、国民共有の財産である国有林については、一般会計により、公益的機能の一層の発揮

を図るとともに、森林・林業政策の推進に貢献するため、国による一体的な管理運営体制を

確立すること。 

以上、地方自治法第99条の規定により提出するということでございます。 

提出先については、衆参両院議長、内閣総理大臣、以下、記載のとおりでございます。ど

うぞ、よろしくお願いをいたします。 

○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。 

ご訂正いただきたいのですけれども、議案名が、森林・林業・木材産業政策というふうに

なっていると思うのですけれども、施策に訂正願いたいと思います。議案のところが間違っ

ているので、意見書は正しいのですけれども、議案が政策になってるいかと思うので、施策

に訂正願いたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは、質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はございませんか。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、意見書案第２号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、意見書案第２号、森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書

は、原案のとおり可決されました。 

提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土交通

大臣、文部科学大臣、経済産業大臣、環境大臣といたします。 

                                       

◎意見書案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第15、意見書案第３号、軽油引取税の課税免除措置など恒

久化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。 

４番、山田秀明君。 

〔経済文教常任委員長 山田秀明君登壇〕 

○経済文教常任委員長（山田秀明君） 議長の指示がありましたので、意見書案第３号につ

いて説明を申し上げます。 

新十津川町議会議長、長谷川秀樹様。提出者、賛成者につきましては、記載のとおりでご

ざいます。 

軽油引取税の課税免除措置などの恒久化を求める意見書。 

 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。

内容等につきましては、朗読を持って説明とさせていただきます。 

農業など各産業分野の発展に貢献してきた軽油引取税の課税免除措置（免税軽油制度）が、

平成24年３月末に期限切れを迎え廃止される予定である。 

経営規模が大きい北海道の農業は、トラクター等の大型農業機械を使用し、燃料として免

税軽油を使っている。また、漁業の船舶や鉄道輸送などあらゆる産業分野で活用され、基幹

産業の育成や地域経済の活性化に貢献してきた。 

平成21年度において道内で活用された免税軽油の量は42万７千ｋℓにのぼり、免税額にし

て137億円に達し、このうち農業分野の使用量は17万３千ｋℓ、免税額で56億円、船舶関係で

は７万１千ｋℓ、免税額23億円、鉄(軌)道関係８万２千ｋℓ、免税額は26億円などとなってい

る。 

他方、農林漁業用Ａ重油に対する石油石炭税の特例措置の恒久化も求められている。農林

漁業用Ａ重油は、農業用ハウスの暖房や船舶などの燃料に幅広く使用され、本道の基幹産業

である農林水産業の振興に大きく貢献している。 
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燃料価格が高止まり状態の中で、免税軽油制度や農林漁業用Ａ重油に対する特例措置が廃

止されると、農林水産業など幅広い分野で大きな経済的打撃を受けることになる。 

このため、軽油引取税の課税免除措置及び農林漁業用Ａ重油に対する特例措置の恒久化な

どについて下記事頄を要望する。 

記。１、軽油引取税の課税免除措置（免税軽油制度）を恒久化すること。 

２、農林漁業用Ａ重油に対する石油石炭税の特別措置を恒久化すること。 

３、地球温暖化対策税については、農業者の負担が増えることのないよう万全の措置を講

ずること。とくに、燃料への課税は、油種に関わらず負担増を回避すること。 

以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 

平成23年９月12日。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、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、

農林水産大臣でございます。 

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） 提案者の提案理由並びに内容の説明を終わります。 

直ちに質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、意見書案第３号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、意見書案第３号、軽油引取税の課税免除措置など恒久化を求める意見書は、

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、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、

農林水産大臣といたします。 

                                       

     ◎議員の派遣について 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第16、議員の派遣についてを、議題といたします。 

事務局長より、内容の説明をさせます。 

議会事務局長。 
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○議会事務局長（加藤健次君） それでは議員研修の派遣承認について、ご説明申し上げま

す。 

全国市町村国際文化研修所の主催であります研修内容については、市町村議会議員研修で

ございます。場所は滋賀県大津市で、日程は10月の17日から21日の５日間で、研修派遣議員

は、長名實議員でございます。経費につきましては、概算で９万２千円です。以上、議員の

派遣承認明細でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ただいま議会事務局長より説明のあったとおり、派遣することに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、新十津川町議会会議規則第121条の規定により、派遣要求のあったとおり、

許可することに決定いたしました。 

                                       

◎閉会中委員会所管事務調査申し出について 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第17、閉会中の委員会所管事務調査申し出についてを議題と

いたします。 

本件につきましては、皆さまのお手元にお配りしてございますが、それぞれの常任委員会

並びに議会運営委員会から、地方自治法第109条第９頄及び第109条の２の規定、また、新十

津川町議会会議規則第73条の規定に基づき、申し出がございましたので、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す。 

                                       

◎閉会の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） 以上をもちまして、今期定例会に付議された議件は、すべて議了

いたしました。 

したがいまして、平成23年第３回新十津川町議会定例会を閉会いたします。 

 どうもありがとうございました。 

（午後２時18分） 
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