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平成28年第１回新十津川町議会定例会 

 

                           平成28年３月７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）閉会中における委員会所管事務調査（審査）報告 

    ３）例月現金出納検査結果報告 

４）一部事務組合議会報告 

    ５）議員研修報告 

第４ 行政報告 

第５ 教育行政報告 

 第６ 議案第５号 新十津川町庁舎建設基金条例の制定について（内容説明まで） 

第７ 議案第６号 新十津川町企業振興促進条例の一部改正について（内容説明まで） 

第８ 議案第７号 新十津川町地域振興基金条例の廃止について（内容説明まで） 

第９ 議案第８号 平成27年度新十津川町一般会計補正予算（第７号）（内容説明まで） 

第10 議案第９号 平成27年度新十津川町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

（内容説明まで） 

第11 議案第10号 平成27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12 議案第11号 平成27年度新十津川町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

（内容説明まで） 

第13 議案第12号 平成27年度新十津川町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

（内容説明まで） 

第14 議案第13号 新十津川町道路線の認定について（内容説明まで） 

第15 選挙第１号 新十津川町選挙管理委員及び新十津川町選挙管理委員補充員の選挙 

について 

 

 

◎出席議員（11名） 

   １番 進 藤 久美子 君    ２番 杉 本 初 美 君 

   ３番 鈴 井 康 裕 君    ４番 小 玉 博 崇 君 

   ５番 白 石   昇 君    ６番 西 内 陽 美 君 

   ７番 安 中 経 人 君    ８番 青 田 良 一 君 

   ９番 長 名   實 君    10番 笹 木 正 文 君 

   11番 長谷川 秀 樹 君 
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◎欠席議員（なし） 

 

 

◎地方自治法第121条により出席した者の職氏名 

  町長         熊 田 義 信 君 

  副町長        小 林   透 君 

  教育長        久保田 純 史 君 

  総務課長       寺 田 佳 正 君 

  住民課長       中 畑   晃 君 

  会計管理者      乗 松 真寿美 君 

  保健福祉課長     野 﨑 勇 治 君 

  産業振興課長兼 

  農業委員会事務局長  後 木 満 男 君 

  建設課長       村 中 忠 夫 君 

  教育委員会事務局長  遠 藤 久美子 君 

  代表監査委員     山 本   忍 君 

 

◎職務のために出席した者の職氏名 

  議会事務局長     髙 宮 正 人 君 
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     ◎町民憲章朗誦 

○議長（長谷川秀樹君） 皆さんおはようございます。 

 開会に先立ち、町民憲章を朗誦いたします。 

皆さんご起立ください。 

 私が町民憲章と申し上げますので、引き続き、朗誦願います。 

 町民憲章。 

〔町民憲章朗誦〕 

○議長（長谷川秀樹君） ご着席ください。 

                                       

     ◎開会の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） ただいまから平成28年第１回新十津川町議会定例会を開会いた

します。 

（午前10時00分） 

                                       

     ◎議会運営委員会の報告 

○議長（長谷川秀樹君） 定例会の運営について、議会運営委員会の申し合わせ事項がご

ざいますので、報告を求めます。 

 青田議会運営委員長。 

〔議会運営委員長 青田良一君登壇〕 

○議会運営委員長（青田良一君） 

〔説明の記載省略〕 

○議長（長谷川秀樹君） 議会運営委員長の報告が終わりました。 

                                       

     ◎開議の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） ただいま出席している議員は、11名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

                                       

     ◎議事日程の報告 

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

順を追って進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

                                       

     ◎会議録署名議員の指名 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員につきましては、会議規則により議長より指名いたします。３番、鈴井

康裕君。４番、小玉博崇君。両君を指名いたします。 

                                       

     ◎会期の決定 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 
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 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３月17日までの

11日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日から３月17日までの11日間と決定いたしました。 

                                       

     ◎諸般の報告 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

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

検査結果報告につきましては、お手元に配布のとおりでございます。 

 引き続き、一部事務組合議会報告を願います。 

まず、私が関係しております石狩川流域下水道組合議会と空知中部広域連合議会の報告

をいたします。 

 はじめに、石狩川流域下水道組合議会の報告を申し上げます。 

２月26日開催の平成28年石狩川流域下水道組合議会第１回定例会の報告をいたします。 

冒頭、前田組合長から行政報告があり、新年度予算の関係で人口減少に伴い処理水量が

対前年度比99.2パーセントの1,426万立方メートルと見込んだこと及び施設供用開始より

30年が経過し、老朽化に伴う維持管理費が増高してきているとの報告がありました。 

議案の内容は、報告１件、議案２件でございました。 

報告第１号は、例月現金出納検査報告でありまして、平成27年10月分から12月分までの

現金出納検査の結果、何れも誤りは認められないとの内容で、監査委員から報告書が提出

されたとの報告があり報告済みといたしました。 

 議案第１号は、石狩川流域下水道組合の議会議員等の議員報酬等及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例でありまして、附則第２項は、議員報酬又は報酬の額の暫定措

置規定でありますが、この暫定措置を今年度いっぱいで終了し、本則を適用すべく改正す

る内容で、施行日を平成28年４月１日からとしてございまして、原案のとおり可決いたし

ました。 

議案第２号は、平成28年度石狩川流域下水道組合一般会計予算案でありまして、歳入歳

出予算の総額を５億4,081万円とするもので、前年度対比で31万８千円の増となっており

ます。増額の要因としては、浄化槽汚泥等受入施設が完成し、昨年４月から供用開始と

なったことに伴い、職員数が１名減となり人件費が減額となっているが反面、平成27年度

処理水量が計画数量より大幅に落ち込む見込みから過年度還付金が増額となっており、

トータルで増額という内容となっており、原案どおり可決いたしました。 

以上で、平成28年石狩川流域下水道組合議会第１回定例会の報告といたします。 

 引き続き、空知中部広域連合議会の報告をいたしますけども、多少ですけど長くなりま

すので、ご了承願いたいと思います。 

 ２月16日に開催されました、平成28年空知中部広域連合議会第１回定例会の報告をいた

します。 

冒頭、北連合長より行政報告、例月現金出納検査報告が書面でなされ、報告済みといた

しました。 



- 5 - 

 

上程された議案は、10件でありました。 

議案第１号は、平成27年度空知中部広域連合一般会計補正予算第３号でありまして、予

算の総額から歳入歳出それぞれ192万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ5,483万２千円とするもので、原案のとおり可決いたしました。主な減額要因は、職員

給与等の減額でありました。 

議案第２号は、平成27年空知中部広域連合介護保険事業会計補正予算第３号でありまし

て、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億2,372万２千円を減額し、歳入歳出総

額を歳入歳出それぞれ30億8,279万６千円とするもので、減額の主な要因は、介護サービ

ス、介護予防サービス等の保険給付金の減額で、原案のとおり可決されました。 

議案第３号は、平成27年度空知中部広域連合国民健康保険事業会計補正予算第２号であ

りまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億1,353万９千円を追加し、歳入歳

出の総額を歳入歳出それぞれ45億7,134万円とするもので、増額の主な要因は、療養給付

金、高額療養給付金等の保険給付費の増額と償還金の増加でありまして、原案のとおり可

決いたしました。 

議案第４号は、空知中部広域連合障害支援事業会計補正予算第２号でありまして、歳入

歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ161万６千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ684万４千円とするもので、原案のとおり可決されました。 

このあと、北連合長より平成28年度の広域連合行政執行方針演説があり、引き続き議案

審議がなされました。 

議案第５号は、平成28年度空知中部広域連合一般会計予算についてでありまして、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,500万円とするもので、前年度対比550万円の増額と

なっており、介護保険事業会計繰出金の増額で、原案のとおり可決されました。 

議案第６号は、平成28年度空知中部広域連合介護保険事業会計予算についてでありまし

て、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32億4,828万３千円とするもので、前年対比

9,128万３千円の増となっております。地域支援事業費の介護予防日常生活支援総合事業

や包括的支援事業に要する経費の増額が見込まれるもので、原案のとおり可決されました。 

議案第７号は、平成28年度空知中部広域連合議会国民健康保険事業会計予算についてで

ありまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ43億4,300万円とするもので、前年

対比4,800万円の増となっております。増額の主な要因は、療養給付費や高額療養給付費

に要する経費の増を見込んだもので、原案のとおり可決されました。 

議案第８号は、平成28年度空知中部広域連合障害者支援事業会計予算についてでありま

して、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ559万７千円とするもので、前年対比286万

３千円の減となっております。一般管理費の職員費の減で原案のとおり可決されました。 

議案第９号は、空知中部広域連合個人情報保護条例の一部を改正する条例についてであ

りまして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施

行に伴い、本連合会が保有する特定個人情報について適正な取扱いを確保、開示、訂正及

び利用停止を実施するために改正を求めるもので、原案のとおり可決されました。公布の

日から施行するとなっております。 

議案第10号は、空知中部広域連合指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に

関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてでありまして、介護保険法の改
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正により、地域密着型サービスの複合型サービスが、看護小規模多機能型居宅介護に名称

を変更並びに利用定員18人以下の居宅サービスの通所介護事業所が、平成28年４月１日か

ら地域密着型サービス事業所へ移行となるため、本条例の一部を改正するもので、原案の

とおり可決されました。 

以上で、平成28年第１回空知中部広域連合議会定例会の報告といたします。 

なお、石狩川流域下水道組合議会と併せて所定の棚の方に、議案並びに資料を置いてお

きますので、お目通しいただければと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上をもちまして、石狩川流域下水道組合議会並びに空知中部

広域連合議会の報告を終わります。 

引き続き、西空知広域水道企業団議会の報告を、鈴井康裕君よりお願いいたします。 

〔３番 鈴井康裕君登壇〕 

○３番（鈴井康裕君） 皆さんおはようございます。それでは、議長の指示がございまし

たので、２月23日に開催されました平成28年第１回西空知広域水道企業団議会定例会の内

容について、ご報告をさせていただきます。 

 まず、企業長行政報告がございまして、業務量に関する件、給水収益の状況、給水装置

工事の実施状況、建設工事の実施状況について報告がありました。いずれも年度末に向け

て順調に執行されているとのことであります。 

 議決案件は２件ございまして、議案第１号といたしまして、平成27年度西空知広域水道

事業会計補正予算第１号が上程されました。収益的収入を減額347万４千円補正し、５億

139万２千円に、収益的支出を減額282万１千円を補正し４億9,055万５千円としておりま

す。内容は、収入では水道料金収入等の減額補正。支出では補償工事の中止。また、精算

による減額補正によるものでございました。資本的収入は減額524万１千円を補正し7,261

万８千円に、資本的支出は減額761万１千円を補正し２億326万７千円となり、いずれも工

事量の減少による補正であります。以上の案件について、原案のとおり議決しております。 

議案第２号では、平成28年度西空知広域水道事業会計予算について。収益的収入では４

億9,404万９千円。支出では４億8,356万５千円としております。この中で一部北電以外の

電力会社と契約を締結し、電気料金を3.5パーセント、約45万円ほど削減予定との発表が

ありました。また、資本的収入は6,476万９千円、資本的支出は２億111万９千円との予算

であります。さらに一般会計から補助を受ける金額は8,246万６千円としまして、以上の

案件についても、原案のとおり議決いたしました。 

最後に水道料金についての質問がなされましたが、安全、安心な水道水の供給のために

は、現在の状況を維持していけば今後10年は黒字経営で料金をそのまま据え置くことがで

き、人口減少を最小限に止められれば経営的にも大丈夫であるとの見通しが示されており

ます。 

以上で簡単ですが、平成28年第１回西空知広域水道企業団議会定例会の報告を終わりま

す。詳細につきましては、議案書とともに事務局に置いておりますので、お目通しをお願

いいたしたいと思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 西空知広域水道企業団議会の報告を終わります。 

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

〔10番 笹木正文君登壇〕 
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○10番（笹木正文君） おはようございます。それでは、議長の指示をいただきましたの

で、去る２月26日に召集されました中空知広域市町村圏組合議会の第１回定例会の報告を

いたします。 

 議案に入る前に前田理事長より行政報告がありました。その説明の中で、以前から話題

になっております６億円のユーロ債の件ですけども、これは償還となりまして、そのユー

ロ債については、今後なかなか新たな運用先として適切なものがないということ。また、

ふるさと市町村圏基金の取崩しが認められたということもありまして、この６億円の基金

は、構成市町の方へ返還して有効活用を行なうということで報告がありました。 

 行政報告終了のあと議案の審議に入りまして、議案は１から５号までの５つの議案があ

ります。 

まず議案第１号といたしまして、中空知広域市町村圏組合の議会議員等の議員報酬等及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例ということで、先ほど議長が石狩川流域下

水道組合の件とほとんど似ているのですけども、議会議員と監査委員の報酬の暫定措置を

廃止するというものでありまして、300円減額されて暫定措置の現行6,500円の報酬及び費

用弁償を6,800円に戻すという内容で、これは原案どおり可決されました。 

 次に、議案第２号から議案第５号までの平成28年度各会計予算については、一括上程と

いうことになりました。 

議案第２号、平成28年度中空知広域市町村圏組合一般会計歳入歳出予算については、歳

入歳出それぞれ2,050万４千円で、前年対比18万２千円の減でありました。歳入の主なも

のは分担金及び負担金で1,314万９千円。歳出の主なものは総務費で1,918万６千円です。 

 議案第３号、平成28年度中空知広域市町村圏組合交通災害共済特別会計歳入歳出予算に

ついては、歳入歳出それぞれ1,324万１千円で、前年対比49万１千円の減であります。歳

入の主なものは会費で763万円。歳出の主なものは事業費の1,003万４千円ということであ

ります。 

 議案第４号、平成28年度中空知広域市町村圏組合交通遺児奨学事業特別会計歳入歳出予

算については、歳入歳出それぞれ32万７千円で、前年対比16万８千円の減であります。歳

入の主なものは財産収入で15万４千円。歳出の主なものは諸支出金ということで、これも

同じく15万４千円であります。 

最後の議案第５号につきましては、平成28年度中空知広域市町村圏組合ふるさと市町村

圏基金事業特別会計歳入歳出予算についてであります。歳入歳出それぞれ4,723万２千円

で、前年対比352万７千円の増であります。歳入の主なものは繰越金で3,851万円でありま

す。歳出では歳出の中の事業費の内容を少し説明すると事業項目が４つありまして、産業

観光振興事業と教育文化振興事業、そしてコミュニティ推進事業、最後は広域連携事業と

いうふうに４つになっております。 

これら一括上程された平成28年度各会計予算については、議案第２号から議案第５号ま

で質疑もなく、いずれも原案どおり可決決定をされました。 

この定例会30分で終りましたので、それに伴う簡単な説明となりましたけれども、以上

をもちまして、平成28年第１回中空知広域市町村圏組合議会定例会の報告といたします。

なお、数字等の詳細につきましては、議案書とともに各会計歳入歳出予算書を事務局の方

に提出しておきますので、後ほどご覧になってください。以上です。 
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○議長（長谷川秀樹君） 中空知広域市町村圏組合議会の報告を終わります。 

引き続き、滝川地区広域消防事務組合議会の報告を、小玉博崇君よりお願いいたします。 

〔４番 小玉博崇君登壇〕 

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

去る２月26日に召集されました平成28年滝川地区広域消防事務組合議会第１回定例会のご

報告をいたします。 

 まず、冒頭に行政報告としまして、平成27年11月30日から平成28年２月25日までの報告

が前田組合長より行われました。ここで本町関係分のみ簡単にご報告をさせていただきま

す。まず12月３日、新十津川町婦人防火クラブ、少年消防クラブ、新十津川消防団の合同

防火餅つきを実施されております。婦人防火クラブ16名、少年消防クラブ14名、消防団８

名が参加しております。12月15日、新十津川地区飲食店の啓発巡回実施。12月25日から29

日、歳末警戒、夜間警戒パトロール実施。述べ出動人員207名。１月７日、平成28年消防

出初式、参加団員109名。２月27日、北海道消防学校消防団員教育女性教育に１名入校と

のことです。 

続きまして、平成27年度の主な契約状況でございます。これも本町のみご報告をさせて

いただきます。工事請負、６月１日、新十津川町消防団第５分団サイレン取替工事200万。

車両購入、６月１日、消防指揮広報車購入374万6,132円とのことです。 

続きまして、報告第１号、専決処分です。平成27年度滝川地区広域消防事務組合一般会

計補正予算第４号でございます。これにつきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ101万６千円を追加し、予算総額それぞれ39億5,391万１千円とするものでございま

す。内容でございますが、平成20年度に配備しました滝川市、新十津川町、雨竜町で運用

しておりました消防緊急通報指令装置地図検索の一部が機能しなくなったための緊急修理

によるものでございます。 

 続きまして、報告第２号、第３号、第４号は関連しますので一括報告とありました。 

こちらも専決処分でございまして、滝川地区広域消防事務組合芦別消防署消防総合庁舎

工事請負契約の変更でございます。第２号につきましては、建設建築主体工事。第３号に

つきましては、建設機械設備工事。第４号につきましては、建設電気設備工事となってご

ざいます。主な理由ですが、気象状況による工期の延長ということで、当初、平成27年３

月３日から平成28年１月29日までの期間を、平成27年３月３日から平成28年２月18日とい

うことで20日間延長するものでございます。これにつきましては契約金額の変更なし、違

約金なしとのことです。 

 続きまして、報告第５号、例月現金出納検査報告がございました。これにつきましては、

平成27年10月分から12月分、書面報告にて報告済みとなってございます。 

 続きまして、議案第１号、平成27年度滝川地区広域消防事務組合一般会計補正予算第５

号でございます。これにつきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億

8,537万２千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ37億6,853万９千円とす

るものでございます。内容ですけれども、まず増額分ですが、人事院勧告に伴う職員給与

に要する経費。それと滝川消防署の備品購入費としての増額1,282万３千円と事業費確定

に伴う減額１億9,819万５千円の差額に伴うものでございます。 

 続きまして、議案第２号、滝川地区広域消防事務組合行政不服審査条例の制定でござい
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ます。内容ですが、行政不服審査法の制定に伴い、審査請求があった場合に組合長に諮問

する第三者機関としての行政不服審査会設置をするための条例を制定するものでございま

す。施行期日につきましては、平成28年４月１日となっております。 

 続きまして、議案第３号、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例です。

平成27年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定に準じ、一般職員の給与を改正するもの

でございまして、給与の改定としましては、初任給、若年層で2,500円。高年層として

1,100円の給与の引き上げ、これにつきましては平成27年４月からの実施。また、勤勉手

当の改正につきましては、平成27年12月の支給につきましては0.1か月分。また、平成28

年６月、12月支給につきましては、それぞれ0.05か月分の引き上げということになってご

ざいます。 

続きまして、議案第４号、行政服審査法の全部改正に伴う関係条例の整備に関する条例

です。これにつきましては、行政服審査法の法律改正に伴う関係条例の整備改正でござい

ます。主な内容は文言整備に加えまして、審査請求の内容を滝川地区広域消防事務組合情

報公開、個人情報保護審査会への答申文言を追加する内容でございます。施行につきまし

ては、平成28年４月１日ということでございます。 

続きまして、議案第５号、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部改正に伴う関係

条例の整備等に関する条例でございます。内容でございますが、人事評価制度の導入によ

り能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図ることを目的とした法律で、平成26年５月に

交付され、その後２年以内に施行することとなっていることから関係条例の整備を行うも

のでございます。 

整備される条例についてですが、職員の分限及び懲戒に関する条例の一部改正。職員の

勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正。一般職の職員給与に関する条例の一部改正と

いうことで、施行につきましては平成28年４月１日施行ということになってございます。 

続きまして、議案第６号、滝川地区広域消防事務組合消防本部等設置条例の一部を改正

する条例でございます。内容ですが、芦別消防署消防総合庁舎新築移転に伴う住所地の変

更でございまして、施行につきましては平成28年３月15日となってございます。 

続きまして、議案第７号、滝川地区広域消防事務組合火災予防条例の一部を改正する条

例でございます。これにつきましては対象火気設置等の位置、構造及び管理並びに対象火

気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、当条

例を改正するものでございます。主な改正内容は文言整備と火気器具にグリル付こんろに

加え、グリドル付こんろを追加するものでございます。施行につきましては平成28年４月

１日となってございます。 

続きまして、議案第８号、滝川地区広域消防事務組合の議会議員等の議員報酬等及び費

用弁償に係る条例の一部を改正する条例でございます。平成17年４月１日より議会議員の

報酬を暫定措置という形で減額措置をしておりましたが、この暫定措置を廃止する改正を

図るものでございます。施行については平成28年４月１日となってございます。 

続きまして、議案第９号、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条

例の一部を改正する条例でございます。これにつきましては、地方公務員災害補償法施行

令の一部を改正する政令の施行に伴う改正により、主に傷病補償年金の調整率の変更が行

われてございます。施行につきましては平成28年４月１日からとなってございます。 
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続きまして、議案第10号、工事請負契約の変更についてです。これにつきましては芦別

消防署消防緊急デジタル無線設備整備工事条件の変更による設計変更及び契約金の変更で

ございます。変更金額ですけれども716万400円の減額でございます。主な理由ですが、当

初、木製電柱の老朽化に伴い既存の木製電柱の間に新たな電柱を建てケーブルを配線する

予定でしたが、北電の方で木製電柱をコンクリート製の電柱に建替したため、電柱の補強

工事のみで対応ができるようになったための変更でございます。これについて工期の変更

はなしということでございました。 

続きまして、議案第11号、平成28年度滝川地区広域消防事務組合一般会計予算について

でございます。これにつきましては本町関係分のみご報告をさせていただきます。まず歳

出の主なものとしまして滝川消防署費、本年度予算６億7,900万５千円。これにつきまし

ては前年度比1.6パーセントの増となっております。そのうち新十津川支署の運営に要す

る経費につきましては432万９千円となっておりまして、主な備品購入として緊急用酸素

吸入器一式、緊急用布タンカー、空気ボンベ１本、パソコン一式を購入予定となっており

ます。 

また、新十津川消防団費としましては本年度予算額2,059万２千円、前年度比1.4パーセ

ントの増となっておりまして、主な備品購入としましてはトランシーバー12台を購入予定

となってございます。 

続きまして、新十津川消防施設費、本年度予算額6,837万１千円。これにつきましては

前年度比5,761万３千円の大幅増となっております。その増額の理由ですけれども、水槽

付消防ポンプ自動車の更新6,496万７千円を計上しております。 

続きまして、歳入の主なものでございますが、まず負担金、本年度予算額18億2,706万

円です。そのうち新十津川町が負担する金額について、ご報告をさせていただきます。本

部共通経費１億6,914万５千円のうち新十津川町が負担する部分は2,267万６千円でござい

ます。 

続きまして、署共通経費６億5,098万１千円のうち新十津川町負担分は１億1,266万２千

円でございます。また、単独経費９億8,723万９千円のうち新十津川町負担分は9,352万８

千円でございます。よって、歳入歳出合計25億1,214万２千円ということで、前年度比

32.4パーセントの減ということになりました。 

以上、報告６件、議案11件について、原案どおり可決承認されたことをご報告し、第１

回滝川地区広域消防事務組合議会定例会の報告とさせていただきます。なお、議案等、会

議資料等につきましては事務局に保管しておりますので、後ほどお目通し願いたいと思い

ます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 滝川地区広域消防事務組合議会の報告を終わります。 

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

〔１番 進藤久美子君登壇〕 

○１番（進藤久美子君） おはようございます。議長のご指示がありましたので、去る２

月26日に行われました平成28年第１回中空知衛生施設組合議会定例会の報告をさせていた

だきます。定例会の内容といたしましては、報告１件と議案４件でございました。 

報告第１号につきましては、例月現金出納検査報告についてです。一般会計歳入歳出ほ

か会計とも計算上の誤りがない旨の報告がされ、報告済みとされました。 
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 議案第１号、中空知衛生施設組合の議会議員等の議員報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例につきましてです。議員の報酬に関しまして１日につき6,500円にし

ていた暫定措置をはずし6,800円にするものでございます。これにつきましては可決され

ました。 

 議案第２号、平成28年度中空知衛生施設組合一般会計予算につきましてです。歳入歳出

それぞれ８億１万７千円となりました。これも可決されております。 

 議案第３号、一般会計補正予算につきましては、各市町負担金の中の6,550万７千円と

動物用小型焼却施設費負担金の34万５千円を歳入予算補正として繰越金に振替えるもので、

科目の変更ですので歳入合計金額に変わりはございませんでした。これも原案どおり可決

されております。 

 議案第４号、中空知衛生施設組合議会行政不服審査条例につきましては、原案どおり可

決されております。 

 以上をもちまして、平成28年第１回中空知衛生施設組合議会定例会のご報告といたしま

す。なお、詳細につきましては、資料を議会事務局に提出してありますので、お目通しく

ださい。以上で、報告を終わります。 

○議長（長谷川秀樹君） 中空知衛生施設組合議会の報告を終わります。 

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

〔５番 白石昇君登壇〕 

○５番（白石昇君） おはようございます。議長の指示がございましたので、空知教育セ

ンター組合議会第１回定例会の報告をいたします。去る２月23日、午前10時より、教育セ

ンター会議室で行なわれました。議会規則により会議署名議員の指名、そして会期の決定、

続いて、前田組合長の行政報告があり、報告第１号、例月現金出納検査報告がありました。

12月31日現在の歳入累計が2,399万279円、歳出累計1,272万2,465円。差引残額1,126万

7,814円が報告され、可決をされました。 

同時に平成28年度空知教育センター運営計画が示されました。運営計画につきましては、

第５次３か年計画の３年目であり、運営テーマといたしまして、学びの心に灯をともし、

未来への責任を果たす空知教育センターと題しまして、運営の方針として、基本方針１、

学校の教育活動の資質向上を目指す。基本方針２、教職員の資質能力の向上を目指す。基

本方針３、管内の教育情報センターを目指すという、以上の３つの方針を示されました。 

次に議案の審議に移りまして、議案第１号、平成28年度空知教育センター組合一般会計

予算歳入934万２千円、歳出、同じく934万２千円。前年度に対して７万８千円の増額とな

りました。 

それから議案第２号に移りまして、平成28年度空知教育センター組合研修事業特別会計

予算歳入482万３千円。歳出482万３千円。前年度対比18万３千円の減額となりました。 

議案第３号、平成28年度空知教育センター組合研究事業特別会計予算歳入358万２千円。

歳出358万２千円で６万１千円の前年度より減額となりました。 

続いて議案第４号、空知教育センター組合の議会議員等の議員報酬等及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例であります。昭和50年空知教育センター組合条例第５号の

一部を改正する。旧法で附則の下に暫定措置がありましたが、それを外して条文の下に加

えるという改正であります。 
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 最後に参考に、新十津川町の教育センターの負担額は一般会計21万６千円、研修事業特

別会計16万２千円、研究事業特別会計14万円で合計51万８千円で、前年度より５万１千円

の増額となっております。 

 以上申し上げまして、空知教育センター組合議会第１回定例会の報告といたします。 

なお細部にわたりましては、事務局の方へ資料をお渡ししてありますので、お目通しをい

ただきたいと思います。以上で報告を終わります。 

○議長（長谷川秀樹君） 空知教育センター組合議会の報告を終わります。 

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

す。 

〔９番 長名實君登壇〕 

○９番（長名實君） 議長のご指示によりまして、去る２月25日、中・北空知廃棄物処理

広域連合議会が開催されました。報告が１件と議案が３件でございまして、報告が例月現

金出納検査報告でございまして、書面により報告されて、報告済みといたしております。 

 次に議案第１号、平成27年度中・北空知廃棄物処理広域連合一般会計補正予算でござい

ますが、歳入歳出それぞれ124万４千円を減額し、総額を５億3,516万４千円とするもので

ございまして、主な変更されたところは、発電によります北電への売電で8,191万の収入

がございました。そこが大きく変わったところでございまして、それぞれの市町の負担金

が変わっております。ちなみに新十津川町は52万１千円減額されまして1,976万１千円で

ございます。 

 次に議案第２号、平成28年度中・北空知廃棄物処理広域連合一般会計予算でございます

が、歳入歳出それぞれ６億9,549万８千円といたすものでございまして、我が町の負担金

につきましては2,652万８千円でございます。これも可決されおります。 

次に議案第３号でございます、今までのそれぞれの一部事務組合にもありましたように、

中・北空知廃棄物処理広域連合議会議員等の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正でございまして、今まで３パーセント減額しておりましたが、これを元に戻すというこ

とで、これも可決されております。 

以上で、中・北空知廃棄物処理広域連合議会の報告といたします。詳しくは事務局に書

類を提出いたしておりますので、お目通しいただければと思います。以上で終ります。 

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

 以上で、一部事務組合議会の報告を終わります。 

 引き続き、議員研修報告をお願いいたします。 

はじめに、白石昇君より報告願います。 

〔５番 白石昇君登壇〕 

○５番（白石昇君） 議長の指示がございましたので、議員研修報告をいたします。 

２月８日、東京御茶ノ水で行われました研修に参加をいたしました。講師は元東京都副

知事で現在、明治大学公共政策大学院大学教授の青山佾（やすし）氏であります。出席者

は午前中が14名で午後からは９名と人数が少なかったので、一瞬も気が抜けないという研

修になりました。 

まず午前中は、これからのまちづくりと自治体の役割と題して４つの項目について講義

が進められました。 
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一つ目は、コンパクトシティとは、こじんまりしたものということではなくて、住宅、

オフィス、商業、サービスが中心街に集中していることで、機能性の高いまちづくりを今

後目指すという講習でありました。 

二つ目は、まちの衰退と老朽化と機能更新というテーマで、世界の事例を挙げて、商業

が衰退すると孤立死、複数死が増すという。商店のない町では、死亡率が高いというデー

タが示され、商店街繁栄の条件は、外国では一つには、まず歩けるということ。それから

歩いていて少し疲れたら座る場所があるということ。それから仕事が終わって帰ってきて、

お買い物にちょっと行けるというそういう夜遅くまで開いている店が少しあるということ。

そういうことがこれからのまちづくりの条件になるのではないかなと、そのような講習が

ありました。 

我が町の議員報告会の中の意見でも老後の買い物が大変に、今から難しくなるという意

見がありましたが、そういう事に対しても一つのまちづくりとして大いに参考になる事で

ありました。 

 三つ目は、観光と商店の振興と農業の活用ということで、日本は都市計画イコールまち

づくり、ＥＵは土地利用計画イコール空間計画、アメリカは成長管理政策イコール総合計

画など、それぞれの国の違いというものの紹介があり、21世紀のまちづくりのキーワード

は、魅力があって快適があり、安全であり、価値観の多様化への対応ができるかどうかと

いうことではないだろうかというようなテーマでのお話がありました。 

 四つ目は、公共事業と都市施設の利用について、国から道へ、道から市町村へ、そして

地域へが目標であるということ。 

以上の４つの項目から成熟社会に栄えるまちとはということで、一つ目には、ストー

リーのあるまちづくりが必要ではないかなと。例えば、移住の歴史と文化遺産の組立てを

するとか。 

それから二つ目には、水と緑のまちづくり。 

三つ目には、先ほど申し上げましたように、商店街に座ってゆっくりとくつろげる施設

が、ちょっとしたそういう空間があるかどうかということ。 

それから四つ目には、安全で清潔で楽しいまち。そしてまた、おいしいものがあるまち。

買い物のできるまち。これらを目指すまちづくりを進める、例えば、協議会とか市民の声

を聴取するというか、そういう事が大切な課題であるというふうな講習を午前中に受けま

した。 

 それから午後に入りまして、今度は福祉政策と自治体の役割についてということで講義

があり、ソーシャルインクルージョン、社会的包容力のある考え方で、現物給付と現金給

付とは何かということ。それから、少子化、介護、バリアフリー化政策の基本課題、福祉

と教育のガバナンス、協治。それから市場原理の協治、協同化についてということで、多

方面にわたっての講義がありました。 

 その中で現在、福祉と教育のガバナンスが、福祉がうまくいかないから教育がうまくい

かないだとか、教育がうまくいかないから福祉に過重な負担がかかっているとか、高度成

長時代に市場原理主義が求められた結果、古きニューパブリックマネージメントの結果を

求めることに問題の先送りをしているんではないかと、そういうところを少し考えたらい

いですよというような事が話されました。 



- 14 - 

 

例えば、バリアフリーにすることによって障害物をすべて取り除くことによって、結果

的にけがをする率がすごく増えているそうです。逆に、障害物を取り除かないで、それを

上手に避けて歩くという訓練をすることによって、家の中で、あるいは施設の中でのけが

の率がぐっと少なくなってくるという、逆なデータも示されました。 

 それから講師の先生は東京都の荒川区の出身でございまして、荒川区の一つの例を出し

まして、給付の罠と題しまして、東京都の老人福祉手当を例に講義があり、昭和47年は月

額３千円の給付で２億円でスタートしたそうであります。昭和54年には月額２万６千円に

なり36億円に給付金が上がりました。そして、鈴木都知事の時代に、16年間で16回の値上

げをし、昭和61年から月１万7,500円から３万５千円まで、約16回の値上げをしたと。そ

れから、平成７年青島知事になり、月５万５千円で据え置きとなったのですけれども、石

原都知事のときに介護保険が開始されて、福祉手当が廃止され、介護５で１か月だいたい

今は43万円から45万円の月額が必要になってきたという例を挙げて説明をされました。 

 仮に例えば、福祉手当だと決められた額で済むが、反面、家族が手当をあてにするとい

う例も中にはあるんだよと。そして一つの例として示されたことが、政権が変わるたびに

福祉が大きく変わるが、まさしくソーシャルインクルージョン、社会的包容力をもって進

めるべきではないのだろうかと。そういうようなことを説かれております。様々な問題を

含んでいる介護制度でありますが、ほかにも派遣労働者の問題とか2013年非正規労働者

1,906万人、全雇用者5,200万人の36.7パーセントで、その中には不本意な非正規労働者が

341万人にも増えている現在であるということを、数字を挙げて述べられております。 

 それから最後の方になりまして教育の問題になりまして、教育についての講義では、荒

川区の例を取り上げて話をされました。今現在、朝食を食べてくる子供と食べてこない子

供との学力の差が明白についているという統計の数字を示されて説明がありました。 

それから2006年の教育基本法の改正で、父母、その他保護者は子供の教育に関して第一

義的責任を有するものであるというふうに教育基本法が変えられましたが、教育基本法の

第10条、家庭教育に父母、その他保護者は子供の教育について、第一義的責任を有するも

のであって、生活のために必要な習慣を身につけさせるとともに、自立心を育成し、心身

の調和のとれた発達を図るように努めるとされております。 

なお、国および地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習

の機会および情報の提供、その他の家庭教育の支援をするために必要な政策を講ずるよう

に努めなければならないと書かれております。教育基本法第10条に、家庭教育が最も問題

であるというように書かれているが、同時に公立学校の教育が充実することが最も重要で

あるのではないかというふうなことを述べられておりました。 

それから教育問題で、ゆとり教育の是正について荒川区では、土曜日に自主教育と題し

て、希望者の能力に応じた教育をしているということであります。それは能力分けをして、

例えば、遅れている子供にはそれなりの教育。それから更に進んでいく子供にはトップク

ラスの教育を指導をするという、休日を利用してやっているということであります。隣に

は開成高校という東大一番の入学率の高い高校があるので、何とかそこに少しでも追いつ

こうということで、こういうことを始めたというふうに話しておりました。 

最後に公共の役割、民間の役割といたしまして、今の日本に必要なのは市民活動の条件

整備であると。新しい行政経営、イ、市場原理。ロ、政策と実施の分離。ハ、結果の重視。
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それから３番目に議会とは、ガバナンス、協治。イ、情報の公用。ロ、参画。ハ、協働に

向けてソーシャルインクルージョン、社会的包容力を目指す架け橋とならなければならな

い。 

だいたいこのような研修でありました。時間いっぱい、それであとは何度か参画してい

る人がいろんな質問をされて、私もなるほどなという大変勉強をさせていただきました。

以上、報告を申し上げまして、私の研修報告といたします。どうも有難うございました。 

○議長（長谷川秀樹君） 次に、小玉博崇君より報告願います。 

〔４番 小玉博崇君登壇〕 

○４番（小玉博崇君） それでは議長のご指示がございましたので、去る２月12日に行わ

れました、議員力、議会セミナーの研修報告をさせていただきたいと思います。会場につ

きましては、先ほど白石議員の報告と同じように、東京の御茶ノ水で行われております。

参加者につきましては午前28名、午後40名ということで40名の午後のテーマに結構人気が

あったような状況になっております。 

 午前中は自治機能としての自治体議会ということで、主に自治体の仕組みに対する議会

の立場。そういったところがうまく具体例を出されてお話がありました。講師については

龍谷大学教授の土山希美枝さんという方で、この方は芦別出身ということで、非常に北海

道から来た私に積極的に当てられるというような状況になりました。 

 まず自治体機能から説明があったのですけれども、私が心に残ったことをまとめて簡単

にご報告をさせていただきたいと思いますが、今、自治体基本条例だとか議会基本条例等

が各自治体で策定されております。実は自治体基本条例よりも議会基本条例の方がものす

ごいスピードで作られているということが分かりました。ただ、この自治体基本条例は、

当初、ニセコ町逢坂町長が、当時、先駆けて行ったのですけども、本来の自治体基本条例

というのは、町長が変わっても自治体の基本スタンスを維持するための条例が自治体基本

条例なのですけれども、ここ最近策定されている自治体基本条例は挨拶条例だとか乾杯条

例など、要は市民自治に踏み込んだ条例が増えてきているという内容がありました。 

 ただ、これについては、本来条例というのは非常に強制力があって、挨拶だとか乾杯だ

とかというのは住民を縛り付けることができないため、多くが理念規程になってしまって

いると。ということから、実は住民憲章とほぼ同じになってしまっているというところで、

この先生はちょっとがっかりなんだというような話をしていました。ただ、なぜそうなる

のかということは、各まちが自分のまちはこういったところを大切にしますという意思を

表明するためということでした。 

一方、議会基本条例の制定は任意なんだけれども、なぜここまで急速に増えるのかとい

うと、僕も、ああそうだなと思ったのは、自治体は放っておいても働いてくれると。町民、

住民も行政になんかかんかちょっと不満は言うのだけれども、なんかかんか働いてくれる

けども、やっぱり議会て何をやっているのかが分からないと。だからそういったところか

ら議会と町民との関係性を再構築しようとする思いが強くて、多くの議会が基本条例を

作っているというようなことが非常に心に残っております。 

また、社会の仕組みのお話に入っていきますと、我々の社会の仕組みは自治体の作る仕

組み、政府セクター。また、企業が作る仕組み、市場セクター。また、住民が作る仕組み、

市民社会セクター。この三つの仕組みで成り立っているということを、すごく詳しく説明
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をしていただいています。 

その中で自治体の役割というのは、地域ごと違ってくる課題を解決するシステム。制度

や政策を整備する必要最低限のシステムを整備するのが自治体の役割であって、その最低

限というのは誰が決めるのかというところで、自治体と議会が協議をして決めていくんで

すよということで、非常に基本的なことなんですけれども分かり易い説明でした。 

また、政策と制度のネットワークというものが昔はそんなになかったと。昔、都市型に

ついてはそういう政策はあったのですけれども、特に北海道だとか田舎には、それほど政

策制度のネットワークが必要なかったか。その例が、なぜ北海道に下水道がなくても大丈

夫だったのかは、人糞を畑の肥料として使っていたからだよだとか、上水道が整備されな

くてもよかったのは、井戸水をみんな飲んでいたからなんだよだとか、非常に昔の日本の

システムと現代社会のシステムと照らし合わせて、なぜ今、自治体が担う制度と政策の

ネットワークの構築の力量というか、そこがすごく大きくなってきたのかということが、

ものすごく分かり易く説明がありました。 

ここで、住民というのは地方自治体のオーナーなんですよと。オーナーなんだけれども、

一つは先ほど言ったような市民活動セクターのように、地域の政策や制度の担い手という

ことで二つの役割を持っていますということでした。 

そういった中で、議会というのは正解のない中での議論をしなければいけないと。議会

の大事なことというのは、その議論をいかに住民に見える化するか。そして、住民をその

議論の中に参加させることができるかということが、議会にとってものすごく大事ですよ

ということを、お話をされました。 

その中で各自治体、多くの自治体の議会が、我が議会と同じように議会報告会を行って

いるんですけれども、多くの議会が議会報告会、非常に心が折れて、やればやるほど真っ

暗くなってしまうと。それで今、議会報告会を止めてしまう議会が出てきているようです。

そこで先生が言ったのは、議会報告会は名前が悪いと。議会が報告するのではなくて、や

はり町民から報告を受ける場というふうにしなければいけない。 

それで、心折れない議会報告会のポイントとしては、一つは議会から報告するのではな

く、町民から報告を聞くというスタンスになることと行政が事業を決定する前に意見を聴

かないと、決定してしまってからいろいろ話を聞くと、その政策制度の不満だとかクレー

ムの嵐になってしまって議員さんが大変で心を病んでしまうと。だから決まる前に意見を

聴く場を設けるべきだということでした。 

議会は町政にないチャンネルで意見を聴く場を作ることができるし、町民参加を行政よ

り議会の方が実現できるので、ぜひ、議員、議会として頑張っていただきたいという強い

うメッセージをいただいております。 

続いて、午後からですけれども、テーマ、質問力を高め議会力に活かすとということで、

特に一般質問をどう議会に活かしていくかというようなことの説明がありました。 

まず一般質問というのは、我々議員にとって政治家としての顔を発揮する一番大事な場

ということでありました。監査機能、政策提言機能ということですが、多くの議員がなか

なかこの一般質問うまくいかないという印象を持っているということです。良く出てくる

のが一回目、二回目と質問、再質問とするのですが、まずおかしくなるのが三回目の再々

質問で質問がぐだぐだになってしまって、最終的に自分は何を言ったかわかんなくなって
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しまうということが多いと。その対策としては、首長、町長等に出す通告書をぼやかすと

期待した答弁が返ってこないので、自分は何を問題意識しているのか、どういうことを意

識してこの質問をしたのかということを明確に伝える必要がありますということでした。 

この一般質問を議員一人で戦うというのは、議員一人の力というのはものすごく小さい

ので、議会がチームにならなければ良い議会活動ができないということで、議会がチーム

力を発揮することが重要。議員一人ひとりを一人ぼっちにしない一般質問というのが大事

だよと。 

その具体的な内容としては、一人の質問内容と関連する質問を複数の議員さんで行って

いく。また、良い質問ができたら議員間で拍手をする。また、一人の質問を取り上げて、

委員会で継続審議を図っていくということで、やはり議会は選挙の時は一人ひとりライバ

ルだけれども、議員になった以上は一つのチームとなって力を合わせて進むべきだという

ような研修の内容でした。 

私も議会議員になってもう少しで１年が経つのですけれども、非常に基本的な内容であ

り、また今後の議会活動、また一般質問のやり方等に非常に参考になる研修内容でした。

大変忙しい中でしたが、このような貴重な研修に行かせていただいたことを感謝申し上げ

まして、この研修の報告とさせていただきたいと思います。有難うございました。以上で

す。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議員研修報告を終わります。 

これをもちまして、日程第３、諸般の報告を終わり、すべて報告済みといたします。 

ここで11時30分まで休憩いたします。 

（午前11時25分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩をとき、会議を再開いたします。 

（午前11時30分） 

                                       

     ◎行政報告 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第４、行政報告を行います。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） 皆さん、こんにちは。それでは、議長のお許しをいただきました

ので、平成27年第４回定例会以降における行政報告を申し上げます。お手元に行政報告の

書面があると思いますので、主なものを説明させていただきます。 

 はじめに総務課関係から申し上げます。 

最初に叙勲でありますけれども、永年にわたり、本町住民の健康と福祉の増進にご尽力

をいただき、昨年12月29日にご逝去されました、勲五等瑞宝章、元新十津川町立吉野診療

所長の野田良様に、１月26日付で特旨叙位従六位が授けられました。 

次に表彰であります。30年にわたり社会福祉協議会理事を務められた功績により、鈴木

喜代子様が全国社会福祉協議会長表彰を受賞し、12月16日ご来庁され、喜びの報告をされ

たところであります。また、林業後継者の育成や各種研修会で講師を務めるなど、地域に

貢献されたことにより、有馬権司様が北海道産業貢献賞を受賞し、同じく12月16日にご来
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庁され、受賞の喜びを報告されたところであります。さらに、北海道指導農業士として14

年にわたり本町農業の振興に貢献されました、乗松政勝様に北海道知事より感謝状が贈呈

され、２月19日にご報告のためご来庁されました。 

続いて、ご寄附の件でございますが、奥様の生前のお礼として多額のご寄附をいただき

ました、みどり区、横林肇様に、新十津川町表彰条例に基づき感謝状を贈呈させていただ

いたところであります。 

次に、平成27年国勢調査結果、概数であります。平成27年10月１日を基準日として実施

をいたしました国勢調査の結果についてでありますけれども、人口につきましては6,840

人で、平成22年国勢調査と比較しますと409人の減となりました。また、世帯数は2,579戸

となり115戸の減となりました。国調と同時期であります住民基本台帳と比べますと、人

口は6,895人で55人の減と大きな差はありませんけれども、世帯数は2,984戸で405戸の減

と大きな差が生じております。これは住民基本台帳では、病院や福祉施設に入院、入所し

ている方をそれぞれ１世帯と数えますが、国勢調査では施設全体を１世帯と扱うことに

よって生じた差でありますので、そのことをご理解願いたいというふうに思います。 

次に３ページです。 

 住民課関係について、報告をさせていただきます。 

マイナンバーカードについてであります。本人の申請によって交付されるマイナンバー

カードでありますけども、本町においては１月18日から本人への交付手続きが始まってお

ります。２月29日現在の交付状況を申し上げますと、申請件数は535件で、本人に交付を

した件数は243件となっております。 

続きまして、４ページをお開き願いたいというふうに思います。 

 環境衛生と塵芥処理の関係であります。環境基本計画に基づく事業の実施状況は、衣服、

綿製品回収事業が、４月１日から２月29日までで342件、回収量は4,163キログラムとなっ

ております。衣服は業者に引き渡した後、輸出ルートに乗り再利用されており、綿製品の

回収品は業者によりウエスとして再製されています。次の２段落を飛ばさせていただき、

平成27年度の一般廃棄物の排出量については、１月31日現在可燃ごみ700トン、生ごみ391

トン、不燃ごみ77トン、粗大ごみ69トン、資源ごみ338トンとなっており、前年同期と比

較しますと、資源ごみを除く全てのごみ種が増加傾向になっているところであります。 

続いて、町税等の関係であります。２月29日現在の収納状況であります。現年度分町税

５税の中では、多少の上昇現象ありますけども、収納５税全体では93.87パーセントで、

滞納繰越分で8.23パーセント、続いて、国民健康保険税の収納率は88.07パーセント。後

期高齢者医療保険料の収納率は86.18パーセントと、それぞれ町民の納税意識の向上があ

り収納率が上昇したところでありますし、担当職員が町民のそれぞれの状況等を踏まえ計

画的に納付ができるように、納税義務の啓蒙啓発の実績であるというふうに思っていると

ころであります。今後においても、さらにこの率が上がるように進めてまいりたいという

ふうに考えているところであります。 

次に保健福祉課関係であります。 

ゆめりあ部会についての活動については、書道、フラダンス部会が小学校の冬休み期間

を利用して、小学生を対象にふれあい体験教室を開催いたしました。書道は14人、フラダ

ンスには10人の児童が参加し、毛筆の使い方やフラダンスの踊り方について指導を受けた
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ところであります。 

次に児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の関係についてであります。２月末の

児童手当受給対象児童数は675人となってございます。児童扶養手当の受給者は82人で、

前年同期と比べ３人の減となっており、その内５人が父子家庭でございます。特別児童扶

養手当受給者数は23人となってございます。 

続きまして、７ページの下段であります。 

子ども生活応援事業についてでありますけども、これも２月末現在で得きっずカードを

交付した世帯は対象490世帯中437世帯で、前年同期と比べ、交付率は4.8ポイントの増と

なっております。２月末現在に使用された満点カード枚数は1,067枚となっており、前年

同期と比べ５枚の増となってございます。 

次に、高齢者等除雪サービスについてでございます。在宅高齢者の玄関前とベランダの

除雪サービス事業では、３月１日現在で39人が申請され、前年同期と比べ３人の減となっ

ております。また、本年度から新規に実施をしてございます高齢者世帯等除雪費助成事業

では、３月１日現在で52世帯が利用申請をしております。また、除排雪業者の登録は24件

となってございます。 

次に介護保険関係でございます。１月末現在で417人、要支援１が48人、要支援２が55

人、要介護１が99人、要介護２が71人、要介護３が60人、要介護４が41人、要介護５が43

人という状況になってございます。 

次、９ページの下から２つ目のインフルエンザ予防接種でございます。ウイルス感染の

予防のため実施をしておりますインフルエンザ予防接種について、本年度から妊婦、中学

生以下は無料化としてございまして、接種者数は定期接種高齢者1,111人、中学生以下延

べ820人、妊婦14人となってございます。 

続きまして、産業振興課関係について説明をさせていただきます。 

まず、11ページの上段、農政の関係でございます。昨年12月16日、北海道から本町に対

し、平成28年産米の生産数量目標１万8,896トン、面積換算で3,333ヘクタールの作付配分

の通知がされました。平成27年産米と比較すると108ヘクタールの増加となってございま

す。全道、空知管内ともに作付面積を減少する配分の状況の中にありますけども、本町に

おいては他市町と別格の３桁の面積増となったところであります。このことは、昨年まで

の水田作付面積をしっかり確保していたことや、農業者、農業関係団体、機関の連携の下

にしっかりと構築された生産力のある地域として認められたものだというふうに考えてい

るところであります。今回、生産数量目標の設定に併せ昨年同様に、仮にこれだけ生産す

れば、平成29年６月末の民間在庫が180万トンに近づくものとし、自主的取組参考値が示

されておりますので、この自主的取組参考値を基本に、北海道全体で生産調整に取組むこ

ととなってございます。これを受け２月23日の地域農業再生協議会を経て、２月29日に平

成28年産米の生産数量配分会議が開催され、配分方法などについて各農業者へ通知をした

ところでございます。 

続きまして、12ページをお開き願いたいと思います。 

観光振興についてであります。観光イベントといたしまして、ふるさとまつり実行委員

会主催の第25回しんとつかわ雪まつりが、１月31日、北中央公園を会場に開催されました。

当日は町内外から約4,700人の来場者があり、新十津川の冬の１日を楽しんでいただいた
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ところであります。今回は本町の観光ＰＲキャラクターとつかわこめぞーの出演。また、

特別に日本ハムファイターズのＢＢや陸上自衛隊滝川駐屯地ＰＲキャラクターのジン少尉

が参加し、国際中華鍋押相撲選手権をステージ上で応援するなど、まつりの盛り上げに一

役買っていただいたところであります。本年度の主な観光イベントは、雪まつりで終了い

たしましたが、平成27年度の本町の５大観光イベントの入込実績は、合計で１万8,800人

と、昨年より多くなっているところでございます。 

次にファームスティであります。しんとつかわで心呼吸。推進協議会で中高生の修学旅

行などを受け入れておりますが、今年度の受入総数は大阪、神戸などから22校744人と

なってございます。 

次に建設課関係について、報告をさせていただきます。 

 冬期除排雪等ということで、３月１日現在における除雪センターでの降雪量は８メート

ル27で、昨年より２メートル１センチ多く、また、積雪深は１メートル20と昨年と比べ57

セン多い状況となってございます。今日現在の状況を担当課長から聞き取ったところ、降

雪量は８メートル38と昨年同期に比べ178センチ多い状況となっております。また積雪深

では、昨日雨が降ってかなり低くなりました。１日で19センチ下がったということで99セ

ンチになり、１メートルを下回り、非常に平年に近くなってきたという状況になってござ

います。今シーズンの除雪作業は11月24日の初出動以降43回で、昨年に比べ11回の増と

なっております。排雪作業につきましては１月５日から２月６日までの24日間にわたって

実施し、さらに本年は、例年より、先ほど説明したとおり降雪量が多いことから、第２回

目の排雪作業を２月22日から３月２日までの９日間で実施をし排雪作業が終了をしている

ところであります。なお、暴風雪の影響による防災無線の臨時放送は１月12日に実施し、

不要不急の外出を控えるよう呼び掛け、住民の安全確保に努めさせていただいたところで

ございます。 

最後のページ、14ページをお開き願いたいというふうに思います。 

国営開発事業ということで、国営土地改良事業樺戸二期地区についてご報告をさせてい

ただきます。昨年５月より徳富ダム注水工、総富地川頭首工などの供用開始がされました。

しかしながら、供用開始時に施設の一部不具合が判明し、改修等が必要となったことから、

改修工事の施行時期等の関係により事業完了年を１年延伸し、平成28年度に地区完了とす

ることとなりました。新年度においても引き続き改修工事を実施し、今後の新十津川町、

浦臼町、月形町、雨竜町への徳富ダムからのかんがい用水が、安心で適正に配水されるよ

う、関係機関と協議を進めているところでございます。 

 以上をもちまして、平成27年第４回定例会以降の行政報告とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上をもちまして、行政報告を終わります。 

ここで、午後１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） 休憩をとき、会議を再開いたします。 

（午後１時00分） 

                                       

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

 教育長。 

〔教育長 久保田純史君登壇〕 

○教育長（久保田純史君） それでは議長のご指示をいただきましたので、平成27年第４

回定例会以降の教育行政報告を申し上げます。お手元の教育行政報告により、主なものを

申し上げます。 

最初に教育委員会の開催ですが、12月の町議会定例会以降３回定例教育委員会を開いて

おります。 

12月17日の定例会では報告６件と議案２件の説明を行いました。議案第22号では、行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係規

則の整理に関する規則の制定についてご審議いただきました。議案２件については、原案

のとおり可決承認されました。 

１月15日の定例会では報告２件の説明を行いました。報告第２号で、平成27年度全国体

力、運動能力、運動習慣等調査結果について報告しております。 

２月19日の定例会では報告４件と議案４件の説明を行いました。議案第１号から３号ま

では本町議会定例会に上程し、議決を経るべき議案とすることに同意することについてご

審議いただきました。また、議案第４号の新十津川町長賞の授与については、昨年、ガー

デニング甲子園などで活躍された新十津川農業高等学校園芸専門分会を、新十津川町長賞

授与対象者として町長に上申することについてご審議いただきました。議案４件について

は、原案のとおり可決承認されました。 

次に総合教育会議ですが、町長より通知があり、12月17日に教育委員とともに総合教育

会議に出席いたしました。協議の内容は、平成28年度における教育関係の重点施策につい

て協議を行いました。 

続きまして２ページですが、教育振興寄附として、１月29日に釧路市ご在住の株式会社

総合住研、代表取締役、谷口慶様より100万円を。さらに、２月25日にも小中学生の剣道

の活躍を聞き、中体連などで更にご活躍されるよう、剣道用具の購入などにご活用して欲

しいという趣旨のもと更に100万円。計200万円の高額寄附を町の口座にご入金いただきま

した。今回のご寄附は、谷口様のお父様である同社会長の谷口次雄様が本町の花月出身で

あり、望郷会副会長でもあることから、ふるさと新十津川町の発展を願ってという気持ち

を含めた、この度のご厚情であります。 

続きまして、小中学校関係の平成28年度の小中学校学級編制見込みですが、普通学級及

び特別支援学級とも、小中学校共に本年度と同様を予定しております。 

平成28年度当初の児童、生徒数につきましては、これから若干の転入、転出による移動

などがありますが、現時点では、新１年生は２月２日に行なわれた１日体験入学者53人に

１人を加えた54人を予定しております。新年度の小学生全体では316人、中学生全体では

186人で合計502人となり、現在より16人減の児童生徒数になる見込みでございます。 

次に、１月25日、４年生の総合学習の一環として、デザイン関係の先生の指導により、

自分達が作成したランタンの点灯式を校舎前で行いました。当日は雪が降り気温も低い日

でしたが、保護者などと一緒に自らが作成した図柄を鑑賞し、アートに親しむ楽しいひと

時を過ごしました。 
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次に、３ページに移ります。 

中学校部活動の成績ですが、吹奏楽部が１月16日に岩見沢市において開催されました第

37回空知地区アンサンブルコンクールで３部門において、見事金賞を受賞しました。 

また、剣道部が１月11日に千歳市で開催されました第16回北海道中学校新人剣道大会で、

７年ぶり７回目の優勝を果たしました。また、試合ばかりではなく、参加チームの中で礼

節が最も素晴らしいと評価され礼節賞を受賞いたしました。夏の中体連での活躍を期待し

ているところでございます。 

次に中学生の高校入試の状況ですが、３年生73人中72人が進学を希望しております。１

人につきましては、昨年８月に交通事故に遭遇され、入院治療中のため進学受験を見合わ

せております。中学校では１年後の受験に向けてご家庭と連携を図りながら、誠心誠意支

援をしてまいります。受験校の主な内容では、新十津川農業高等学校10人、滝川高等学校

11人、滝川西高等学校26人、滝川工業高等学校10人などであり、生徒の夢や希望に向けた

進路となっております。公立高校の一般入試が先週終了し、合格発表は16日に行われます。

また、私立高校受験者などすでに合格の切符を受けている生徒もいますが、受験者全員が

希望する学校に合格されるよう念願しているところであります。 

次に、４ページをお開き願います。 

学力向上についてですが、確かな学び推進会議における学力向上対策として、冬休みに

おける学習サポート事業やまびこを４回実施いたしました。大勢のボランティアの方の協

力をいただき、子供達に個々のつまずきの解消や学ぶ喜びを感じてもらうよう指導してい

ただきました。 

新十津川農業高等学校関係についてに移ります。１月19日に旭川市で開催された北北海

道学校農業クラブ連盟実績発表大会に４チーム18人の生徒が出場いたしました。また、２

月４日、５日の両日、67回を数える日本学校農業クラブ北海道連盟全道実績発表大会が本

町では実に22年ぶりに開催され、ゆめりあと改善センターで行われました。残念ながら新

十津川農業高等学校の生徒は出場できませんでしたが、小規模校ながら大会事務局として

教職員及び生徒が一丸となり、立派な大会運営を行ないました。さらに全校生徒が、全道

から選ばれた優秀な発表を見聞できたことは、次年度以降における各種大会での発表の参

考となり、大変有意義であったことと思います。 

次に、去る３月１日に卒業授与式が厳粛な中に執行され、32人が卒業いたしました。 

５ページに移り、卒業生の進路の状況でありますが、進学合格者が10人、就職内定者が

22人と全員の進路が決定しております。 

平成28年度の入学出願状況についてでありますが、40人定員のところ33人の出願希望で

倍率0.8倍の状況です。昨年は1.2倍でしたので、少子化など様々な要因により減少したも

のと思われます。参考までに空知全体における公立高校の平均受験倍率も0.8倍の状況で

す。昨年は0.9倍でしたので0.1倍減少しております。今後も学校全体で、また地域とのつ

ながりをしっかり持たせ、北海道農業を支える人材となる農業高校の役割をしっかりと持

ち、定員の確保維持ができるよう町としての支援を含め、高校と連携を図っていきたいと

考えております。 

次に給食センターの関係であります。新年度からの給食調理等業務委託に向けて、１月

12日には委託予定業者による会社説明会が。１月16日には調理員の個人面談会が行われる
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など、計画的に準備が進められています。なお、現在の調理員につきましては、新年度に

おいても全員が継続勤務の意思表示をいただいていることを報告させていただきます。 

また、１月22日には、昨年の岩見沢パン甲子園で新十津川農業高校が準グランプリを受

賞した、とろっと人参コロッケバーガーを同高校の給食に提供いたしました。 

さらに子供達が楽しみにしておりますバイキング給食は、２月18日、中学３年生を対象

に。２月26日には雨竜町の小学６年生と中学３年生を対象に。３月１日には新十津川小学

校の６年生を対象に行いました。雨竜町教育長からも、とてもおいしく、卒業時の想い出

に残るバイキング給食となりましたということで、お礼の連絡をいただいております。 

続きまして、６ページをお開き願います。 

子ども会育成者連絡協議会主催による第38回全町子どもかるた大会が１月11日、冬休み

中の伝統行事として開催されました。子供会員30チーム、102人が参加し、ご家族や関係

者の応援を受け熱戦を繰り広げました。優勝、準優勝をしたチームが、１月30日に栗山町

で開催されました第19回北海道子どもかるた大会空知地区予選会に出場いたしましたが、

結果は善戦及ばず１、２回戦で敗退いたしました。 

次に母村交流ですが、十津川村青年県外研修団ご一行様６人が、２月の11日から本町に

来町されました。当日はＪＲ新十津川駅で催されていいた鎌倉まつりを見学。さらには、

青年団同士の交流など、限られた時間ではございましたが、想い出に残るひと時をご体験

いただきました。 

次に、平成28年成人式典につきましては、１月10日、町会議員の皆様のご臨席の下、52

人の成人者が出席し、華やかで清々しい中執り行われました。その後、青年協議会主催の

交流会で旧交を深められたところでございます。 

７ページに移りますが、新十津川スキー連盟主催による第９回そっち岳スキー大会が季

節外れの雨模様の中、２月14日に幼児から一般まで57人の参加の下、盛大に開催されまし

た。 

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

及びリフト料金につきましては、天候等の影響により前年同期と比べ減少している状況に

あります。 

続きまして、生涯スポーツ推進事業ですが、各メニューとも幅広い年齢の方にご参加い

ただき、盛況のうちに本年度のすべてのメニューを終了しております。 

８ページに移りますが、少年団活動ですが、１月11日に札幌市で行われた第38回北海道

地区剣道少年団体験発表会で、新十津川小学校６年高橋賢新さんが、稽古から学ぶ世界の

中の剣道と題し、見事優勝され、北海道ブロック代表となり、２月28日に東京都で開催れ

た全国大会に出場されました。全国大会は全国の９ブロックの代表９人で発表を行い、敢

闘賞を受賞いたしました。おしくも最優秀賞は逃しましたが、剣道の稽古を通じた心身の

練磨、交剣知愛の精神による世界平和への願いについて堂々と延べられ、来場された方々

に賞賛されたと、引率の監督から報告を受けています。 

続きまして、図書館関係についてでありますが、児童の貸出人数は増えていますが、貸

出冊数は減少している状況にあります。また、９ページから10ページに記載のとおり、児

童、生徒の読書活動を奨励するために、各種事業を展開しているところでございます。 

以上を申し上げまして、平成27年第４回定例会以降における教育行政報告といたします。 
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○議長（長谷川秀樹君） 以上をもちまして、教育行政報告を終わります。 

                                       

     ◎議案第５号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第６、議案第５号、新十津川町庁舎建設基金条例の制定に

ついてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程をいただきました議案第５号、新十津川町庁舎建設基

金条例の制定について。 

 新十津川町庁舎建設基金条例を次のように定めるといたしまして、提案理由でございま

す。 

地方自治法第241条第１項の規定に基づく基金を創設するため、この条例の制定につい

て議決を求めるものでございます。 

なお、内容につきましては総務課長より申し上げますので、よろしくご審議の上、議決

賜りたくお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

総務課長。 

〔総務課長 寺田佳正君登壇〕 

○総務課長（寺田佳正君） ただ今上程いただきました議案第５号、新十津川町庁舎建設

基金条例の制定の内容についてご説明申し上げます。 

 この基金は、現在、計画の策定を進めております新十津川町庁舎の建設に要する財源を

確保するための基金創設でございまして、第１条に基金の目的を規定しております。 

 第２条は基金への積み立てでございまして、一般会計予算で定める額と預金利子や繰り

替え運用利息などの基金の運用収益、指定寄附金をもって積み立てを行うもので、運用収

益、指定寄附金につきましては、一般会計予算に計上した上で基金へ編入をすることとい

たしております。 

 第３条は基金の管理でございまして、金融機関への預金、その他最も確実で有利な方法

をもって保管することとしており、第２項において、最も確実かつ有利な有価証券に代え

ることができると規定しております。 

 第４条は繰替運用の規定でございまして、確実な繰り戻しの方法と期間及び利率を定め

た上で、一時的に歳計現金として運用できる規定でございます。 

 第５条は基金の処分に関する規定でございまして、基金は第１条の目的達成に必要な資

金に充てる場合でなければ、使用することが出来ないとする規定でございます。 

 第６条は規則への委任規定でございます。 

 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行したいとするものでございます。 

以上、内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第５号について、提案理由並びに内容の説明を終わ
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ります。 

                                       

     ◎議案第６号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第７、議案第６号、新十津川町企業振興促進条例の一部改

正についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程をいただきました議案第６号、新十津川町企業振興促

進条例の一部改正について。 

 新十津川町企業振興促進条例の一部を改正する条例を、次にように定めるといたしまし

て、提案理由でございます。 

企業に対する優遇措置要件を緩和するとともに、支援策を拡充し、企業立地の促進及び

雇用機会の拡大を図るため、この条例の一部改正について議決を求めるものでございます。 

 なお、内容につきましては産業振興課長より申し上げますので、よろしくご審議の上、

議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

 引き続き、内容の説明を求めます。 

 産業振興課長。 

〔産業振興課長 後木満男君登壇〕 

○産業振興課長（後木満男君） それでは議案第６号、新十津川町企業振興促進条例の一

部改正について、内容のご説明を申し上げます。お手元の新旧対照表も併せて参照いただ

きたく存じます。 

 本条例につきましては、町内に企業施設を設置した者に対し、設備投資に応じた助成金

及び固定資産税の課税免除など優遇措置を講ずることにより、企業立地を促進するととも

に、本町の産業振興を目的としております。 

今回の改正につきましては、さらに企業立地の促進と雇用機会の拡大を図るため、優遇

措置の緩和及び支援策の拡充について改正を行うものでございます。 

 条文の内容についてご説明申し上げます。 

第２条第１号アでは、企業施設の分類を本町の企業の形態に合わせ、対象業種を拡大し

定義するものでございます。 

同条第６号では労働基準法の表記に合わせまして、従業員を労働者に、常時雇用される

者を常時雇用される正規雇用者に改めております。 

第３条第１項第１号では、施設の新設の場合、これまでは新規雇用者１人以上の雇用を

伴わなければ優遇措置を受けられないという要件が付されておりましたけれども、この場

合、家族経営などの場合、雇用要件が障害となることがございましたので、雇用の要件を

緩和し、投資額1,000万円以上のみの要件としております。 

第４条第２項では文言の整理を行っております。 

第５条第１項第１号では、企業施設に係る固定資産税の課税免除期間を５年から10年に

延長し、より立地及び設備投資をした企業の事業継続と雇用の安定を図ることとしており
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ます。 

第11条につきましては文言の整理を行っております。 

附則１といたしまして、施行日を公布の日からとしてございます。 

２といたしまして、改正後の第５条第１項第１号の規定については、平成27年４月１日

以後に指定事業者として営業を開始した者に対する固定資産税の課税の免除から適用する

こととしております。 

以上、内容の説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げま

す。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第６号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 

                                       

     ◎議案第７号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８、議案第７号、新十津川町地域振興基金条例の廃止に

ついてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程をいただきました議案第７号、新十津川町地域振興基

金条例の廃止について。 

 新十津川町地域振興基金条例を廃止する条例を次のように定めるといたしまして、提案

理由でございます。 

地域振興に係る事業を円滑に推進するため、国の財源措置を受けて設置した新十津川町

地域振興基金は、その目的を達成したので、この条例の廃止について議決を求めるもので

ございます。 

内容について申し上げます。 

地域振興基金は、平成元年度に国の方針により高齢化社会に備えた福祉活動や生活環境

の充実を図り、自主的な振興策を推進することを目的として、地方交付税による財源措置

額1,831万９千円を受けて設置したものでございます。本町では、主に行政区活動支援の

財源として活用してまいったところでありますが、平成19年度末において、原資残高が30

万円を下回る結果となり、以後、基金活用を行っておらず、条例設置から二十数年経過し

たこともあり、地域振興基金の設置の役割は終了したとして、当該基金の廃止を行いたい

とするものでございます。 

なお、現在この基金の保有している残高は26万２千円であり、この度上程をさせていた

だいております平成27年度一般会計補正予算第７号にて、行政区活動支援事業の充当財源

に全額繰入れすることとしており、残高はゼロとなります。 

附則として、この条例は、平成28年３月31日をもって廃止をしたいとするものでござい

ます。 

よろしくご審議の上、議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第７号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 
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      ◎議案第８号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第９、議案第８号、平成27年度新十津川町一般会計補正予

算第７号を議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程いただきました議案第８号、平成27年度新十津川町一

般会計補正予算第７号。 

 平成27年度新十津川町一般会計補正予算第７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１億2,129万９千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ57億8,141万２千円とする。 

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

出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。 

 繰越明許費。 

 第２条、地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することが

できる経費は、第２表、繰越明許費による。 

地方債の補正。 

第３条、地方債の追加は、変更及び廃止は、第３表、地方債補正による。 

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

決賜りたくお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

副町長。 

〔副町長 小林透君登壇〕 

○副町長（小林透君） ただ今上程いただきました議案第８号、平成27年度新十津川町一

般会計補正予算第７号について、内容の説明を申し上げます。 

 10ページ、11ージをお開き願います。歳入歳出予算補正事項別明細書により、補正のあ

る款のみ申し上げます。総括、歳入。 

１款、町税。補正額966万８千円、計５億3,526万３千円で、固定資産税の収納率が当初

見込みより高かったことと、償却資産の申告が多かったことによる増額でございます。 

６款、地方消費税交付金。補正額1,100万円、計１億2,000万円で、増額見込みによるも

のでございます。 

９款、地方特例交付金。補正額118万７千円、計248万７千円で、交付額決定による増額

でございます。 

10款、地方交付税。補正額３億4,257万７千円、計32億2,860万５千円で、交付額決定に

よる増額でございます。 

12款、分担金及び負担金。補正額78万５千円の減額、計5,360万９千円。 

13款、使用料及び手数料。補正額50万円の減額、計１億2,703万８千円。 
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14款、国庫支出金。補正額4,884万８千円、計３億4,382万円で、国民健康保険基盤安定

事業負担金488万５千円、自治体情報セキュリティ強化対策事業補助金555万円、地方創生

加速化交付金917万９千円、臨時福祉給付金支給事業補助金3,724万２千円などによる増額

から、各事業実績に応じた減額分を差し引いたものでございます。 

15款、道支出金。補正額6,866万９千円、計５億3,997万１千円で、機構集積協力金交付

事業補助金392万６千円、強い農業づくり事業補助金6,091万円などによる増額から、各事

業実績に応じた減額分を差し引いたものでございます。 

17款、寄附金。補正額8,900万円、計9,000万１千円は、ふるさと応援寄附金の増額分で

ございます。 

18款、繰入金。補正額減額の４億825万１千円、計520万９千円で、財源調整による減額

でございます。 

20款、諸収入。補正額523万４千円、計１億5,694万６千円で、地域包括支援センター人

件費負担金808万円、新十津川町・雨竜町共同事務運営協議会決算剰余処分金101万７千円

などの増額から、各事業実績に応じた減額分を差し引いたものでございます。 

21款、町債。補正額4,534万８千円の減額、計４億4,180万円で、自治体情報セキュリ

ティ強化対策事業債550万円、過疎地域自立促進特別事業債１億8,940万円、ごみ処理施設

整備事業債670万円の増額から、行政区自治会館整備事業債820万円、文化伝習館改修事業

債2,360万円、臨時財政対策債２億184万８千円などの減額分を差し引いたものでございま

す。 

歳入合計、補正額１億2,129万９千円、計57億8,141万２千円となります。 

続きまして、歳出。 

１款、議会費。補正額122万２千円の減額、計5,604万６千円。財源内訳は、すべて一般

財源でございます。 

２款、総務費。補正額１億7,233万６千円、計７億6,374万７千円。財源内訳は、特定財

源で国道支出金1,236万７千円、地方債2,560万円、その他8,926万２千円、一般財源は

4,510万７千円でございます。 

３款、民生費。補正額1,973万６千円、計７億2,082万２千円。財源内訳は、特定財源で

国道支出金3,126万円、地方債2,780万円、その他807万３千円の減額、一般財源3,125万１

千円の減額でございます。 

４款、衛生費。補正額6,267万３千円の減額、計４億9,427万５千円。財源内訳は、特定

財源で国道支出金1,157万５千円、地方債3,250万円、その他1,998万７千円の減額、一般

財源は8,676万１千円の減額でございます。 

６款、農林水産業費。補正額5,591万５千円、計４億9,651万３千円。財源内訳は、特定

財源で国道支出金6,037万８千円、地方債340万円、一般財源786万３千円の減額でござい

ます。 

７款、商工費。補正額459万１千円の減額、計２億7,137万５千円。財源内訳は、特定財

源で国道支出金407万２千円、地方債910万円、一般財源1,776万３千円の減額でございま

す。 

８款、土木費。補正額631万２千円、計５億9,532万７千円。財源内訳は、特定財源で国

道支出金371万３千円の減額、地方債3,450万円、一般財源2,447万５千円の減額でござい
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ます。 

９款、消防費。補正額750万１千円の減額、計１億8,586万６千円。財源内訳は、特定財

源で地方債20万円の減額、一般財源730万１千円の減額でございます。 

10款、教育費。補正額3,082万２千円の減額、計３億8,512万６千円。財源内訳は、特定

財源で国道支出金117万円、地方債2,410万円、その他411万２千円の減額、一般財源5,198

万円の減額でございます。 

11款、災害復旧費。補正額628万２千円の減額、計733万５千円。財源内訳は、特定財源

で地方債30万円の減額、一般財源598万２千円の減額でございます。 

12款、公債費。補正額2,000万円、計９億6,436万３千円。財源内訳は、すべて一般財源

でございます。 

13款、職員費。補正額3,990万９千円の減額、計８億999万６千円。財源内訳は、一般財

源3,990万９千円の減額でございます。 

６ページをお開きください。繰越明許費についてご説明を申し上げます。 

電子機器管理事務1,771万２千円は、国の要請に基づく情報システム強靭化に係るシス

テム改修等経費を繰越すものでございます。 

人口流入活性化事業510万７千円は、地方創生加速化交付金を活用する事業経費を繰越

すものでございます。 

年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業3,811万２千円は、国が行う低所得高齢者に

対する１人当たり３万円の給付金支給に係る経費を繰越すものでございます。 

子ども・子育て支援事業88万６千円は、国が行う第３子以降の幼児教育無償化に係るシ

ステム改修経費を繰越すものでございます。 

担い手確保・経営強化支援事業5,057万円は、国が進めるＴＰＰ対策の一環で、農業者

に対し設備、農業機械などの導入等支援に係る経費を繰越すものでございます。 

観光活性化事業407万２千円は、地方創生加速化交付金を活用して、観光の活性化を図

る事業の経費を繰越すものでございます。 

続きまして７ページ、地方債補正についてご説明申し上げます。 

追加についてでございますが、起債の目的。自治体情報セキュリティ強化対策事業債。

限度額550万円。起債の方法。普通貸借又は証券発行。利率。５パーセント以内。償還の

方法。政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協

定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰

上償還もしくは低利に借換えすることができる。これは国の要請に基づく情報システム強

靭化対策に係るものでございます。事業内容は歳出でご説明申し上げます。 

続きまして、過疎地域自立促進特別事業債。限度額１億8,940万円。起債の方法、利

率、償還の方法については、自治体情報セキュリティ強化対策事業債と同様でございま

す。過疎法のソフト対策事業でございまして、対象事業は35事業。具体的な充当事業につ

きましては、歳出の中で財源内訳に記載をしてございます。 

続きまして、ごみ処理施設整備事業債で限度額670万円。起債の方法、利率、償還の方

法は、前の起債と同様でございます。これは中空知衛生施設組合に対するごみ処理施設整

備に係る負担金の一部に充当するものでございます。 

次に変更でございます。これは事業費確定による限度額の変更でございますので、限度
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額について申し上げます。 

行政区自治会館整備事業債。補正前限度額１億8,990万円、補正限度額１億8,170万円。 

除雪機械整備事業債。補正前限度額2,080万円、補正後限度額1,400万円。 

公園長寿命化事業債。補正前限度額760万円、補正後限度額410万円。 

消防車両更新事業債。補正前限度額490万円、補正後限度額470万円。 

スクールバス購入事業債。補正前限度額730万円、補正後限度額480万円。 

現年度発生単独災害復旧事業債。補正前限度額200万円、補正後限度額170万でございま

す。 

続きまして、８ページ、廃止でございます。 

文化伝習館改修事業債。これは過疎地域自立促進特別事業債のソフト事業分に振替える

ため、これを廃止するものでございまして、７ページでご説明いたしました過疎債の中に

含まれてございます。 

次に臨時財政対策債でございますが、これは財源不足が発生せず、借入れをする必要が

なくなったためでございます。 

地方債補正の説明は、以上のとおりでございます。 

続きまして、歳出の補正内容を申し上げます。歳出の内容につきましては、別添の資料

で歳出一覧表を配布させていただいております。資料には右端の欄に補正理由が記載して

ございますので、ご参考にしていただければと思います。 

なお、補正理由欄に実績見込みによる減額と記載してございます事業については、実績

見込みで執行残が発生するため、それを減額補正するものでございますので、一部未執行

など特段の理由があるもの以外につきましては、説明を省略させていただきたいと存じま

す。 

また、補正額はゼロでございますが、過疎債などの充当による財源の繰替えを行なう事

業につきましては、資料に記載しておりますので、ご参考にしていただきたいと思いま

す。 

それでは、44ページ、45ページをお開き願いたいと思います。 

１款１項１目議会費。補正額122万２千円の減額、計5,604万６千円。財源内訳は、すべ

て一般財源でございます。内容につきましては、資料のとおりでございます。 

次に、46ページ、47ページ。 

２款１項１目一般管理費。補正額166万９千円の減額、計3,414万２千円。財源内訳は、

すべて一般財源でございます。内容で主なものを申し上げます。10番、職員研修事業95万

１千円の減額でございますが、これは、昨年、職員の人事異動が６月にございまして、計

画をしていた研修の一部の申込みが、これに間に合わなかったということによる執行残が

主な理由でございます。 

次に、３目財産管理費。補正額１億1,292万４千円、計２億1,933万３千円。財源内訳

は、特定財源で国道支出金835万円は、国の自治体情報セキュリティ強化対策事業555万円

と道の地域づくり総合交付金280万円でございます。地方債550万円は、自治体情報セキュ

リティ強化対策事業債550万円で補正予算債、充当率100パーセント、元利償還金の50パー

セントに対して交付税措置されるものでございます。一般財源は9,907万４千円。内容で

主なものを申し上げます。６番、電子機器管理事務1,582万６千円ですが、昨年、12月25
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日付の総務大臣通知におきまして、各自治体の情報システムを強靭化するための改修要請

がございました。それに対応する補正措置でございます。これは、昨年、自治体の住民基

本台帳データを用いる機関業務システムとインターネット環境を分離する改修を行なった

ところでございますが、これに加えまして今回は、自治体で使用しております一般の業務

システム、これとインターネットを分離してセキュリティを強化する改修を行うというも

のでございまして、インターネットととの分離に必要な機器、それからインターネット用

の端末39台分などを導入するものでございます。この財源には国庫補助金と起債を充当

し、平成28年度に繰越すもでございます。また、特定財減である道の地域づくり総合交付

金は、セキュリティ強靭化とは別に、本町の統合型地理情報システムの改修に対する道の

補助が決定したものを財源充当するものでございます。次に、10番、庁舎建設基金積立金

１億円ですが、これは本年度の決算見込みで一定程度の剰余が見込まれるということか

ら、庁舎建設基金に積立てることとしたものでございます。 

続きまして、５目企画費。補正額953万７千円の減額、計7,360万６千円。財源内訳は、

特定財源で国道支出金510万７千円。これは国の地方創生加速化交付金で、人口流入活性

化事業に充当されるものでございます。地方債1,380万円。これは過疎地域自立促進特別

事業債で、定住促進対策事業に充当するものでございます。一般財源は2,844万４千円の

減額でございます。内容の主なものを説明いたします。６番、定住促進対策事業1,400万

円の減額ですが、これは本年度申請のあった17件のうち、平成26年度第６号補正による地

方創生先行型交付金による若年層人口流入促進事業の繰越分1,000万円を、本年度申請の

６件分に充てたことが主な減額要因でございます。15番、人口流入活性化事業510万７千

円は、地方創生加速化交付金を活用して本町の定住促進策や子育て支援策などＰＲ等を行

うものでございますが、この交付金の採択が３月中旬頃に採択の可否が決定される予定で

ございまして、採択された場合には、次年度に繰越して行いたいと考えてございます。た

だし、採択されなかった場合は、未執行といたしたいというふうに考えてございます。 

 次に、６目交通安全対策費。補正額60万５千円の減額、計757万４千円。財源内訳は、

特定財源で地方債430万円。これは過疎債を財源充当するものでございます。一般財源は

490万５千円の減額でございます。 

 次に、７目町有林造成管理費。補正額63万６千円の減額、計346万２千円、財源内訳

は、すべて一般財源でございます。 

 次に、９目行政区費。補正額1,289万２千円の減額、計２億476万７千円。財源内訳は、

特定財源で国道支出金115万９千円の減。これは国の社会資本整備総合交付金が減額に

なったものでございます。地方債150万円で、これは行政区自治会館整備事業債を820万円

減額し、過疎債を970万円充当したものでございます。その他財源で地域振興基金繰入金

26万２千円を充当してございます。一般財源は1,349万５千円の減額でございます。 

 50ページ、51ページをお開き願います。 

10目諸費。補正額8,900万円、計１億5,551万５千円。財源内訳は、特定財源でその他

8,900万円。これはふるさと応援寄附金でございます。一般財源はございません。内容の

説明を申し上げます。９番、ふるさと応援基金積立金8,900万円。これは、ふるさと応援

寄附金を当該基金に積立てを行うためのものでございます。 

 次に、２款３項１目戸籍住民登録費。補正額86万６千円の減額、計3,037万６千円。財
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源内訳は特定財源で、国道支出金75万７千円。これはここに記載のある３つの補助金の総

額でございます。地方債は50万円で過疎債を充当するものでございます。一般財源は212

万３千円の減額であります。主な内容の説明を申し上げます。３番、住民基本台帳ネット

ワークシステム管理事業183万円ですが、これは全国の自治体が個人番号カードの発行事

務などを委任する地方公共団体情報システム機構に対しまして支払う交付金を計上するも

のでございます。 

次に、２款４項１目選挙管理委員会費。補正額20万円、計111万９千円。財源内訳は、

特定財源で国道支出金16万３千円。これは道補助金で選挙人名簿システム改修費補助金で

ございます。一般財源は３万７千円。内容の説明を申し上げます。１番、選挙管理委員会

運営事業20万円でございますが、これは公職選挙法改正に伴います選挙人名簿登録の変更

を行うための経費31万４千円。これの増額分から選管委員報酬執行残の減額分11万４千円

を差し引いたものでございます。 

 次に、２目知事・道議会議員選挙費。補正額85万１千円の減額、計459万６千円。財源

内訳は、特定財源で国道支出金の知事・道議会議員選挙費委託金でございます。一般財源

はございません。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは２時10分まで休憩いたします。 

（午後２時00分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩をとき、会議を再開いたします。 

（午後２時10分） 

○議長（長谷川秀樹君） 引き続き、３款１項１目社会福祉総務費の説明を求めます。 

 副町長。 

〔副町長 小林透君登壇〕 

○副町長（小林透君） それでは引き続き、ご説明を申し上げます。 

 52ページ、53ページをお開きいただきたいと思います。 

３目町長・町議会議員選挙費。補正額253万２千円の減額、計536万９千円。財源内訳

は、すべて一般財源でございます。 

次に、５項１目統計調査費。補正額20万円の減額、計387万２千円。財源は、すべて一

般財源でございます。 

 54ページ、55ページをお開き願います。 

３款１項１目社会福祉総務費。補正額3,302万１千円、計１億1,961万１千円。財源内訳

は、特定財源で国道支出金3,633万８千円。これは臨時福祉給付金支給事業補助金3,724万

２千円と社会保障・税番号制度システム整備費補助金90万４千円の減額でございます。地

方債は、1,260万円で過疎地域自立促進特別事業債を社会福祉協議会支援事業に充当して

ございます。一般財源は1,591万７千円の減額でございます。主な内容を説明いたしま

す。14番、年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業3,811万２千円につきましては、賃

金引き上げの恩恵が及びにくい低所得の高齢者を支援するため、給付金の支給により個人

消費の下支えを行う国の事業でございまして、１名につき３万円の給付金を支給するため

の経費を増額するもので、支給対象者は1,200人を想定してございます。そのほか支給事

務経費を計上しております。 
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 次に、２目高齢者福祉費。補正額803万２千円の減額、計１億4,983万９千円。財源内訳

は、特定財源で地方債70万円は、過疎債を単位老人クラブ支援事業と老人クラブ連合会支

援事業に充当しております。その他財源で、老人福祉施設入所措置費本人・扶養義務者負

担金12万１千円の減額と通所型介護予防事業利用者負担金11万５千円の減額、一般財源は

849万６千円の減額となります。 

 56ページ、57ページをお開き願います。 

 ３目障がい者福祉費。補正額50万５千円の減額、計２億5,838万１千円。財源内訳は、

特定財源で国道支出金78万６千円の減額。これは国と道の地域生活支援事業費等補助金の

実績見込みによる減額でございます。一般財源は28万１千円。主な内容を説明申し上げま

す。12番、子ども通園センター負担金96万１千円につきましては、本町の子供が利用して

おります砂川市子ども通園センターへの負担金が、臨時指導員の増員によりまして増額と

なったものでございます。 

 次に、２項１目児童福祉費。補正額474万８千円の減額、計１億9,299万１千円。財源内

訳は、特定財源で国道支出金429万２千円の減額。これは児童手当交付金356万９千円の減

額。子育て世帯臨時特例給付金支給事業補助金26万４千円の減額。子育て支援交付金44万

２千円の増額。児童手当負担金90万１千円の減額でございます。地方債は、過疎債1,450

万円を子ども生活応援事業と新十津川保育園管理運営事業に充当したものでございます。

その他財源は、子ども夢基金繰入金783万７千円の減額で過疎債に繰替えるものでござい

ます。主な内容の説明を申し上げます。９番、子ども・子育て支援事業88万６千円です

が、これは国の幼児教育無償化に伴うシステムの改修経費を計上しておりまして、次年度

へ繰越して執行するものでございます。 

58ページ、59ページをお開き願います。 

 ４款１項１目保健衛生総務費。補正額4,494万４千円の減額、計２億1,900万４千円。財

源内訳は、特定財源で国道支出金1,196万４千円で、国と道からの国民健康保険基盤安定

事業負担金と道からの後期高齢者医療基盤安定事業負担金でございます。一般財源は

5,690万８千円の減額でございます。主な内容の説明を申し上げます。５番、国民健康保

険特別会計繰出し金4,517万３千円の減額で、これは基盤安定事業負担金などの確定に伴

う増額による国保特別会計への繰出しが減額となったものでございます。 

次に、２目環境衛生費。補正額73万３千円の減額、計585万５千円。財源内訳は、特定

財源で国道支出金14万１千円の減額で、浄化槽設置整備補助金の減によるものでございま

す。一般財源は59万２千円の減額でございます。 

次に、３目福祉医療費。補正額ゼロ。これは財源更正で、その他財源の子ども夢基金繰

入金を1,918万７千円減額し、過疎債1,780万円を充当するものでございます。 

次に、４目予防費。補正額398万９千円の減額、計1,405万１千円。財源内訳は、特定財

源で地方債30万円。これは過疎債充当。その他で23万４千円の減額は、高齢者インフルエ

ンザ予防接種助成金の減額９万９千円と高齢者肺炎球菌予防接種助成金の減額13万５千円

でございます。主な内容の説明を申し上げます。１番、子ども法定予防接種事業308万６

千円の減額でございますが、子宮頸がんワクチンの接種、それから出生数が当初見込みよ

り少なかったということによる執行残であります。 

 60ページ、61ページをお開き願います。 
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５目健康づくり推進費。補正額39万３千円の減額、計2,469万１千円。財源内訳は、特

定財源で国道支出金24万８千円の減額。これはガン検診推進事業補助金の実績見込みによ

るものでございます。地方債770万円は、過疎債を成人健康診査事業および２次検診事

業、がん検診事業、妊婦健康診査・相談事業、乳幼児健康診査・相談事業に充当するもの

でございます。その他で、ヘルスアップ事業国保助成金６万６千円の減額。一般財源は

777万９千円の減額でございます。 

次に、６目上水道費。補正額124万２千円の減額、計3,147万９千円。財源は、すべて一

般財源でございます。 

次に、２項１目塵芥処理費。補正額798万８千円の減額、計１億3,160万５千円。財源内

訳は、特定財源で地方債670万円。これは、ごみ処理施設整備事業債でございます。一般

財源は1,468万８千円の減額でございます。 

62ページ、63ページをお開き願います。 

２目し尿処理費。補正額338万４千円の減額、計2,132万４千円。財源内訳は、特定財源

でその他50万円の減額。これは、し尿くみ取り手数料でございます。一般財源は288万４

千円の減額でございます。 

 64ページ、65ページをお開き願います。 

６款１項２目農業振興費。補正額5,955万１千円、計４億876万７千円。財源内訳は、特

定財源で国道支出金6,110万１千円。これは道費で多面的機能支払、それと環境保全型農

業直接支払、中山間地域等直接支払の各交付金の減額と道費の機構集積協力金交付金事

業、強い農業づくり事業の補助金の増額分でございます。地方債は過疎債を340万円。農

業経営基盤強化資金利子助成金に財源充当をしてございます。主な内容を申し上げます。

20番、機構集積協力金交付事業392万６千円につきましては、経営転換協力金が１戸、耕

作者集積協力金が３戸の農業者に交付をされてございます。次に、21番、担い手確保・経

営強化支援事業6,091万円につきましては、売上高の拡大や経営コストの縮減などに意欲

的に取組む地域の担い手農業者に経営発展を促進するための農業用機械あるいは農業用施

設の導入を支援する助成金、これを交付する事業でございまして、現在、14の農業者が申

請中でございます。このうち４人につきましては採択が決定いたしまして、平成27年の執

行となりますが、その他につきましては、今月中旬頃に採択者が決定する予定でございま

す。ゆえに、この今月中旬頃の採択決定分については、次年度への繰越しというふうにな

る予定でございます。 

 続きまして、２項１目林業振興費。補正額363万６千円の減額、計1,329万５千円。財源

内訳は、特定財源で国道支出金72万３千円の減額。これは道費で未来につなぐ森づくり推

進事業補助金でございます。一般財源は291万３千円の減額でございます。 

 66ページ、67ページをお開き願います。 

７款１項１目商工振興費。補正額111万３千円の減額、計8,599万５千円。財源内訳は、

特定財源で地方債550万円。これは過疎債を国・北海道融資制度資金利子補給事業と地元

消費拡大事業に財源充当するものでございます。一般財源は661万３千円。主な内容を申

し上げます。５番、中小企業等近代化促進事業29万５千円は、人財育成事業で１社、商店

街景観統一事業で１社が助成を受けたものでございます。 

 次に、２目観光振興事業。補正額122万８千円の減額、計7,833万４千円。財源内訳は、
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特定財源で国道支出金407万２千円。これは地方創生加速化事業として観光活性化事業に

充当するものでございます。地方債は360万円で、過疎債2,720万円を文化伝習館管理運営

事業、ふるさとまつり、雪まつり共催事業に充当するものでございます。文化伝習館改修

事業債2,360万円の減額は、過疎債に振替を行なったものでございます。一般財源890万円

の減額。主な内容を申し上げます。14番、観光活性化事業407万２千円。これにつきまし

ては、地方創生加速化事業といたしまして、こめぞーのキャラクター設定作業、それから

着ぐるみ制作に83万２千円、それと都市と農村交流事業に162万円、特産品開発に162万円

を計上してございまして、次年度に繰越しをして実施するものでございます。 

次に、３目地場産業振興費。補正額225万円の減額、計１億704万６千円。財源内訳は、

すべて一般財源でございます。 

 70ページ、71ページをお開き願います。 

８款１項１目土木総務費。補正額51万円の減額、計2,283万７千円。財源内訳は、すべ

て一般財源でございます。 

次に、２項１目道路維持費。補正額2,371万７千円の増額、計２億7,243万３千円。財源

内訳は、特定財源で国道支出金280万１千円。これは社会資本整備総合交付金でございま

す。地方債680万円の減額につきましては、除雪機械整備事業債の減額分でございます。

一般財源2,771万６千円。主な内容を申し上げます。３番、道路維持車両管理事業30万円

は、車両管理に係る消耗品及び修繕費の不足額を補正計上するものでございます。次に、

５番、冬期除排雪事業2,610万円。これにつきましては、降雪量が今季多いということに

よる除排雪経費を増額するものでございます。 

次に、２目道路新設改良費。補正額209万６千円の減額、計8,442万６千円。財源内訳

は、特定財源で国道支出金61万１千円の減額。これは国庫の社会資本整備総合交付金の減

額でございます。地方債4,480万円は過疎債で、道路整備事業に充当するものでございま

す。 

 続きまして、３目橋りょう新設改良費。補正額120万円の減額、計5,084万７千円。財源

内訳は、すべて一般財源でございます。主な内容を申し上げます。１番、橋りょう整備事

業120万円の減額は、平成橋の設計業務で、滝川市に交付金がつかなかったことから平成

28年度に再計上する予定でございます。 

72ページ、73ページをお開き願います。 

３項１目河川総務費。補正額13万円の減額、計1,452万３千円。財源内訳は、すべて一

般財源でございます。 

 次に、４項１目都市計画総務費。補正額636万９千円の減額、計１億1,269万９千円。財

源内訳で、特定財源は国道支出金190万３千円の減額。これは国庫で社会資本整備総合交

付金が175万３千円の減額。道費で既存住宅耐震改修事業補助金が15万円の減額で両方と

も安心すまいる助成事業分でございます。一般財源は446万６千円の減額。 

 続きまして、２目公園管理費。補正額790万５千円の減額、計2,219万６千円。財源内訳

は、特定財源で国道支出金400万円の減額は、国庫の社会資本整備総合交付金の減額でご

ざいます。地方債350万円の減額は、公園長寿命化事業債の減額でございます。 

 次に、５項１目住宅管理費。補正額80万５千円、計1,536万６千円。財源内訳は、すべ

て一般財源でございます。主な内容を申し上げます。１番、公営住宅維持管理事務80万５
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千円。これは公営住宅の修繕費が不足したことによる増額補正でございます。 

 74ページ、75ページをお開き願います。 

９款１項１目消防総務費。補正額640万２千円の減額、計１億6,396万８千円。財源内訳

は、特定財源で地方債20万円の減額。これは消防車両更新事業債の減額でございます。一

般財源は620万２千円の減額。主な内容を申し上げます。１番、滝川地区広域消防事務組

合負担金640万２千円の減額につきましては、前年度の繰越し分627万６千円が差し引かれ

たものでございます。 

次に、２目水防費。補正額98万６千円の減額、計1,618万７千円。財源は、すべて一般

財源でございます。 

 次に、３目災害対策費。補正額11万３千円の減額、計571万１千円。財源は、すべて一

般財源でございます。 

 76ページ、77ページをお開き願います。 

10款１項２目事務局費。補正額20万円の減額、計2,099万円。財源内訳は、特定財源で

地方債350万円。これは過疎債を充当したものでございます。一般財源は370万円の減額。 

 次に、２項１目学校管理費。補正額360万４千円の減額、計2,450万６千円。財源内訳

は、すべて一般財源でございます。 

 次に、２目教育振興費。補正額570万５千円の減額、計1,814万６千円。財源内訳は、特

定財源で地方債340万円。過疎債を小学校教科担任講師配置事業と学習支援サポーター事

業に財源充当するものであります。一般財源は910万５千円の減額。主な内容を申し上げ

ます。79ページの７番、学習支援サポーター事業228万８千円の減額でございますが、こ

れは３名分の経費のうち１名分については道費に振替えられたこということによる減額で

ございます。 

続きまして、３項１目学校管理費。補正額607万９千円の減額、計4,299万４千円。財源

内訳は、国道支出金117万円で国庫のへき地児童生徒援助費補助金でございます。地方債

250万円の減額は、スクールバス購入事業債の減額でございます。一般財源は474万９千円

の減額。 

 次に、２目教育振興費。補正額293万５千円の減額、計2,885万７千円。財源内訳は、地

方債510万円で、これは過疎債を充当するものであります。一般財源は803万５千円の減額

でございます。 

 80ページ、81ページをお開き願います。 

４項１目社会教育総務費。補正額98万８千円の減額、計2,791万５千円。財源内訳は、

すべて一般財源でございます。 

 次に、２目文化振興費。補正額70万１千円の減額、計853万１千円。財源内訳で、地方

債400万円は過疎債を芸術鑑賞事業に充当しております。一般財源は470万１千円の減額で

ございます。 

 次に、３目開拓記念館費。補正額59万円の減額、計224万３千円。財源内訳は、すべて

一般財源でございます。 

 次に、４目図書館費。補正額90万円の減額、計3,394万６千円。財源内訳は、すべて一

般財源。 

 次に、５項２目体育施設管理費。補正額264万７千円、計7,574万円。財源内訳は、特定
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財源で地方債1,060万円。これにつきましては、過疎債をそっち岳スキー場管理運営事

業、それとふるさと公園内体育施設管理運営事業に充当したものでございます。一般財源

は1,324万７千円の減額。 

 82ページ、83ページをお開き願います。 

３目学校給食運営費。補正額647万３千円の減額、計9,236万４千円。財源内訳は、特定

財源でその他411万２千円。これにつきましては、給食費関係の負担金でございます。主

な内容を申し上げます。２番、学校給食提供事業452万円の減額は、臨時調理員１名の減

員分及び賄材料費の減が主な要因でございます。 

 84ページ、85ページをお開き願います。 

11款１項１目単独災害復旧費。補正額228万２千円の減額、計171万８千円。財源内訳

は、特定財源で地方債30万円の減額。これは現年度発生単独災害復旧事業債の減額による

ものでございます。一般財源は198万２千円の減額でございます。 

 次は、２目現年度災害復旧費。補正額200万円の減額、計ゼロ円。財源内訳は、一般財

源が200万円の減額でございます。 

 次の、２項１目と２目も同様に既定額の全額を減額してございます。 

86ページ、87ページをお開き願います。 

12款１項１目元金。補正額2,560万円、計９億320万５千円。財源内訳は、すべて一般財

源でございます。これは平成27年度の臨時財政対策債を借りずに、平成26年度の過疎債を

繰上償還したものでございます。 

次に、２目利子。補正額560万円の減額、計6,115万８千円。財源は、すべて一般財源で

ございます。 

 88ページ、89ページをお開き願います。 

13款１項１目職員費。補正額3,990万９千円の減額、計８億999万６千円。財源は、すべ

て一般財源でございます。これは平成27年度内の特別職ほか職員の退職者があったことに

よるものでございます。 

一般会計歳出合計、補正額１億2,129万９千円、計57億8,141万２千円、財源内訳で、特

定財源、国道支出金１億1,710万９千円、地方債１億5,650万円、その他5,709万円、一般

会計２億940万円の減額となります。 

 以上で、一般会計補正予算の内容説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第８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９号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第10、議案第９号、平成27年度新十津川町国民健康保険特

別会計補正予算第２号を議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程いただきました議案第９号、平成27年度新十津川町国
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民健康保険特別会計補正予算第２号について。 

 平成27年度新十津川町国民健康保険特別会計補正予算第２号は、次に定めるところによ

る。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,877万８千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億8,388万１千円とする。 

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

出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。 

なお、内容につきましては副町長より申し上げますので、よろしくご審議の上、議決賜

りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

副町長。 

〔副町長 小林透君登壇〕 

○副町長（小林透君） ただいま上程いただきました議案第９号、平成27年度新十津川町

国民健康保険特別会計補正予算第２号の内容をご説明申し上げます。 

３ページ、４ページをお開き願います。 

 歳入歳出予算補正事項別明細書により、補正のある款のみご説明申し上げます。総括、

歳入。 

１款、国民健康保険税。補正額340万８千円、計１億9,778万７千円。これは現年分滞納

分の収納増額分を見込んだものでございます。 

 ３款、繰入金。補正額7,493万５千円の減額、計１億3,305万４千円。これは国民健康保

険基盤安定事業などの額の確定および一般会計からの繰入金の減額によるものでありま

す。 

 ４款、繰越金。補正額93万５千円、計93万６千円。これは前年度の繰越額の確定に伴う

ものでございます。 

 ５款、諸収入。補正額5,181万４千円、計5,210万３千円。これは空知中部広域連合から

の平成26年度精算分でございます。 

 歳入合計、補正額1,877万８千円の減額、計３億8,388万１千円でございます。 

 続きまして、歳出。 

１款、総務費。補正額1,877万８千円の減額、計３億8,276万４千円。財源内訳は、すべ

て一般財源の減額でございます。 

 歳出の説明を申し上げます。９ページ、10ページをお開き願います。 

 １款１項２目広域連合負担金。補正額1,877万８千円の減額、計３億8,202万１千円。財

源内訳は、すべて一般財源でございます。内容は、１番、国民健康保険事業広域連合負担

金1,877万８千円の減でございます。 

 歳出合計、補正額1,877万８千円の減額、計３億8,388万１千円。財源内訳は、一般財源

1,877万８千円の減額でございます。 

 以上、国民健康保険特別会計の補正内容の説明を終わらせていただきます。よろしくご

審議賜りますようお願い申し上げます。 
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○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第９号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 

                                       

      ◎議案第10号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第11、議案第10号、平成27年度新十津川町後期高齢者医療

特別会計補正予算第１号を議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程いただきました議案第10号、平成27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27年度新十津川町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号は、次に定めるところに

よる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ504万４千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億137万３千円とする。 

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

出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。 

なお、内容につきましては、引き続き副町長より説明申し上げますので、よろしくご審

議の上、議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

副町長。 

〔副町長 小林透君登壇〕 

○副町長（小林透君） ただいま上程いただきました、議案第10号、平成27年度新十津川

町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号の内容について、ご説明を申し上げます。 

 ３ページ、４ページをお開き願います。歳入歳出予算補正事項別明細書により、補正の

ある款のみご説明申し上げます。総括、歳入。 

１款、後期高齢者医療保険料。補正額532万４千円の減額、計6,673万７千円。これは現年

分の被保険者の異動などの調定見込みによる減額でございます。 

 ３款、繰入金。補正額22万９千円、計3,447万９千円。これは後期高齢者医療基盤安定

負担金の確定にともなう一般会計からの繰入金の額の確定によるものでございます。 

 ５款、繰越金。補正額５万１千円、計５万２千円。これは前年度の繰越金の確定に伴う

ものでございます。 

 歳入合計、補正額504万４千円の減額、計１億137万３千円。 

 続きまして、歳出。 

１款、総務費。補正額24万円の減額、計74万２千円。財源内訳は、すべて一般財源。 

 ２款、後期高齢者医療広域連合負担金。補正額480万４千円の減額、計１億43万円。財

源内訳は、すべて一般財源でございます。 

 続きまして、歳出の説明をいたします。７ページ、８ページをお開き願います。 
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 １款１項１目一般管理費。補正額24万円の減額、計48万７千円。財源内訳は、すべて一

般財源でございます。内容を申し上げます。１番、一般管理費24万円の減額は、通信運搬

費の減によるものでございます。 

 次に、２款１項１目後期高齢者医療広域連合負担金。補正額480万４千円の減額、計１

億43万円。内容を申し上げます。１番、後期高齢者医療広域連合負担金480万４千円の減

額。これは本町分の負担金の額の確定による減額でございます。 

 歳出合計、補正額504万４千円の減額、計１億137万３千円。財源内訳、一般財源504万

４千円の減額となります。 

 以上、後期高齢者医療特別会計補正予算の内容説明とさせていただきます。よろしくご

審議賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第10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11号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第12、議案第11号、平成27年度新十津川町下水道事業特別

会計補正予算第２号を議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程をいただきました議案第11号、平成27年度新十津川町

下水道事業特別会計補正予算第２号。 

平成27年度新十津川町下水道事業特別会計補正予算第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から歳入歳出それぞれ351万円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１億9,110万８千円とする。 

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

出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。 

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

決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

副町長。 

〔副町長 小林透君登壇〕 

○副町長（小林透君） ただいま上程いただきました議案第11号、平成27年度新十津川町

下水道事業特別会計補正予算第２号の内容を申し上げます。 

 ３ページ、４ページをお開き願います。歳入歳出予算補正事項別明細書により、補正の

ある款のみご説明申し上げます。総括、歳入。 

４款、繰入金。補正額271万３千円の減額、計１億1,180万６千円。これは下水道事業消

費税納付金、公共下水道整備事業および下水道管理事務の各経費の額の見込みに基づく一

般会計繰入金の確定によるものでございます。 
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 ６款、諸収入。補正額79万７千円の減額、計1,020万４千円。これは石狩川築堤工事に

係る下水道移設等に係る補償金の額の確定による減額でございます。 

 歳入合計、補正額351万円の減額、計１億9,110万８千円。 

 続きまして、歳出。 

１款、下水道費。補正額351万円の減額、計5,586万４千円。財源内訳は、特定財源その

他351万円の減額でございます。 

 歳出の内容をご説明申し上げます。７ページ、８ページをお開き願います。 

 １款１項１目総務管理費。補正額102万７千円の減額、計1,210万１千円。財源内訳は、

特定財源でその他102万７千円の減額で、一般会計繰入金でございます。内容を申し上げ

ます。３番、下水道事業消費税納付金102万７千円の減額は、消費税納付金の確定による

ものでございます。 

 次に、２目下水道建設費。補正額223万８千円の減額、計1,794万円。財源内訳、特定財

源でその他223万８千円の減額。これは一般会計繰入金と石狩川築堤工事補償金でござい

ます。内容でございます。１番、公共下水道整備事業223万８千円の減額。これは上徳富

丘陵堤改築に伴う管きょ移設実施設計の減、それと汚水１号観戦新設工事の執行残などに

よるものでございます。 

 次に、２項１目維持管理費。補正額24万５千円の減額、計2,582万３千円。財源内訳

は、特定財源でその他24万５千円の減額で、これは一般会計繰入金の減額でございます。

内容でございます。３番、石狩川流域下水道組合管理運営負担金24万５千円の減額。これ

は、当該負担金の額の確定によるものでございます。 

歳出合計、補正額351万円の減額、計１億9,110万８千円。財源内訳は、特定財源でその

他351万円の減額となります。 

 以上、下水道事業特別会計補正予算の内容説明とさせていただきます。よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第11号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 

                                       

      ◎議案第12号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第13、議案第12号、平成27年度新十津川町農業集落排水事

業特別会計補正予算第１号を議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程いただきました議案第12号、平成27年度新十津川町農

業集落排水事業特別会計補正予算第１号。 

 平成27年度新十津川町農業集落排水事業特別会計補正予算第１号は、次に定めるところ

による。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ51万円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ3,023万円とする。 
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２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。 

 なお、内容につきましては、引き続き、副町長より説明申し上げますので、よろしくご

審議の上、議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

副町長。 

〔副町長 小林透君登壇〕 

○副町長（小林透君） ただいま上程いただきました議案第12号、平成27年度新十津川町

農業集落排水事業特別会計補正予算第１号の、内容をご説明申し上げます。 

 ３ページ、４ページをお開き願います。歳入歳出予算補正事項別明細書により、補正の

ある款のみご説明申し上げます。総括、歳入。 

２款、繰入金。補正額51万円の減額、計2,242万７千円。 

 歳入合計、補正額51万円の減額、計3,023万円。 

 続きまして歳出。 

１款、農業集落排水事業費。補正額51万円の減額、計1,050万７千円。財源内訳は、特

定財源でその他51万円の減額。 

 歳出の内容でございます。７ページ、８ページをお開き願います。 

 １款１項１目維持管理費、補正額51万円の減額、計1,050万７千円。財源内訳は、特定

財源でその他51万円の減額で、これは一般会計繰入金の減でございます。内容を申し上げ

ます。１番、農業集落排水施設維持管理事務51万円の減額ですが、これは花月処理場の修

繕費の執行残を減額補正するものでございます。 

 歳出合計、補正額51万円の減額、計3,023万円。財源内訳は、特定財源でその他51万円

の減でございます。 

 以上で、農業集落排水事業特別会計補正予算の内容説明とさせていただきます。よろし

くご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第12号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 

                                       

     ◎議案第13号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第14、議案第13号、新十津川町道路線の認定についてを議

題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程いただきました議案第13号、新十津川町道路線の認定

について。 

 町道の適正な維持管理を図るため、次のとおり町道の路線を認定する。 

 整理番号、392。路線名、南４号２条通り。区間。起点、町道南４号線。終点、字弥生

７番地16地先。延長114.１メートルであります。 



- 43 - 

 

提案理由でございます。道路法第８条第２項の規定により、議決を求めるものでありま

す。 

 次に内容を説明申上げます。恐れ入りますが、お手元に配布の資料、認定路線位置図も

併せてご覧願います。 

 本上程路線につきましては、平成２年から３年に掛けて、当時、土地開発公社にて文京

工業団地造成に伴い新設された道路で、平成３年９月定例会に路線の認定をすべく執り進

めておりましたが、認定予定の２路線のうち１路線が認定されておりませんでした。 

どのような経緯からこの路線だけが認定されていなかったかは、過去の書類等を確認し

ましたがその経緯は不明でありました。 

敷地は新十津川町であり、造成当時より町道と同様に適正な維持管理をしておりました

し、現在も変わりはありません。 

町道として路線の認定を怠っていたことに対しまして、誠に申し訳なくお詫びを申し上

げるところであります。今後、このようなことが無きよう、十分留意してまいりますので

ご理解いただきたいと思います。 

 以上を申し上げまして、提案理由と内容の説明といたします。よろしくご審議の上、議

決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第13号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 

                                       

     ◎選挙第１号の上程、選挙 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第15、選挙第１号、新十津川町選挙管理委員及び新十津川

町選挙管理委員補充員の選挙についてを議題といたします。 

 議会事務局長より、提案理由並びに内容の説明をさせます。 

 議会事務局長。 

○議会事務局長（髙宮正人君） ただ今上程をいたしました選挙第１号、新十津川町選挙

管理委員及び新十津川町選挙管理委員補充員の選挙について、提案理由並びに内容の説明

を申し上げます。 

 新十津川町選挙管理委員会竹原嘉一委員長より、平成28年２月23日付で選挙管理委員４

名、同補充員４名が、平成28年３月21日をもって任期満了となることから、地方自治法第

182条第８項の規定により、選挙を行うべき事由が発生した旨、議長宛に通知があり、本

日ここに同法第182条の規定により、新十津川町選挙管理委員４名、同補充員４名の選挙

について、ご提案申し上げた次第でございます。 

選挙管理委員及び同補充員の任期につきましては、地方自治法第183条の規定によって

４年となってございます。参考までに議案の裏面に地方自治法の関係条文を記載してござ

いますので、お目通しをいただきたいと思います。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由並びに内容の説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定により、指名推選により行い

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〕 
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○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選によることに決定をいたしました。 

お諮りいたします。 

指名の方法については、議長において指名することといたしたいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

よって、議長において指名することに決定いたしました。 

それでは、選挙管理委員を指名いたします。 

竹原嘉一、昭和28年１月２日生まれ、男性、新十津川町字中央317番地12。 

藤原聖也、昭和37年11月19日生まれ、男性、新十津川町字吉野１番地58。 

吉田則英、昭和26年４月17日生まれ、男性、新十津川町字花月1,529番地１。 

吉田凉一、昭和28年７月25日生まれ、男性、新十津川町字大和107番地12。 

以上の４名の方を指名いたします。 

お諮りいたします。 

ただ今指名した４名の方で選挙管理委員の当選人とすることに、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、ただ今指名した竹原嘉一氏、藤原聖也氏、吉田則英氏、吉田凉一氏、

以上４名の方が選挙管理委員に当選されました。 

 次に、選挙管理委員補充員を指名いたします。 

選挙管理委員補充員には、吉田詔一、昭和34年８月３日生まれ、男性、新十津川町字大

和148番地７。 

速見善雄、昭和21年10月25日生まれ、男性、新十津川町字学園21番地９。 

山形綾子、昭和27年12月17日生まれ、女性、新十津川町字中央37番地１。 

淺野信雄、昭和25年４月１日生まれ、男性、新十津川町字花月467番地１。 

以上の４名の方を指名いたします。 

お諮りいたします。 

ただ今指名した４名の方を選挙管理委員補充員の当選人とすることに、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、ただ今指名いたしました、吉田詔一氏、速見善雄氏、山形綾子氏、淺

野信雄氏、以上４名の方が選挙管理委員補充員に当選されました。 

次に、補充員の順序についてお諮りいたします。 

補充員の順序は、ただ今議長が指名いたしました順序にしたいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがいまして、補充員の順序は、ただ今議長が指名した順序に決定いたしました。 
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◎散会の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

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

それでは、本日はこれをもちまして散会いたします。 

どうもご苦労様でした。 

（午後３時08分） 
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平成28年第１回新十津川町議会定例会 

 

平成28年３月８日（火曜日） 

午前10時開会 

 

◎議事日程（第２号） 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 町政執行方針 

第３ 教育行政執行方針 

第４ 議案第14号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備について 

（内容説明まで） 

第５ 議案第15号 新十津川町行政不服審査会条例の制定について（内容説明まで） 

第６ 議案第16号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整備について（内容説明まで） 
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第８ 議案第18号 新十津川町放課後児童クラブ条例の制定について（内容説明まで） 

第９ 議案第19号 新十津川町介護予防・日常生活総合支援事業利用料徴収条例の制定 

について（内容説明まで） 

第10 議案第20号 新十津川町高等学校等遠距離通学費助成に関する条例の制定につい 

て（内容説明まで） 

第11 議案第21号 新十津川町不妊治療費の助成に関する条例の制定について 

（内容説明まで） 

第12 議案第22号 新十津川町中小企業者応援条例の制定について（内容説明まで） 

第13 議案第23号 新十津川町定住促進条例の一部改正について（内容説明まで） 
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第24 議案第34号 平成28年度新十津川町農業集落排水事業特別会計予算 

（概要説明まで） 
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◎黙とう 

○議長（長谷川秀樹君） 皆さん、おはようござます。 

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

今月11日で５年の節目を迎えます。 

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

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

じます。 

皆様、恐れ入りますがご賛同の上、ご起立をお願いいたします。 

 黙とう。 

〈黙とう〉 

○議長（長谷川秀樹君） 黙とうを終わります。 

ご着席ください。 

                                    

◎開議の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） ただ今、出席している議員は11名であります。定足数に達して

おりますので、これより本日の会議を開きます。 

（午前10時00分） 

                                     

     ◎議事日程の報告 

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

順を追って進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

                                     

    ◎会議録署名議員の指名 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員につきましては、会議規則により議長より指名いたします。５番、白石

昇君。６番、西内陽美君。両君を指名いたします。 

                                     

     ◎町政執行方針演説 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２、町政執行方針演説を行います。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） 皆さん、おはようございます。議長のお許しをいただきましたの

で、平成28年に向けての町政執行方針を申し上げさせていただきます。 

はじめに。 

平成28年第１回定例会に当たり、町民の皆様、町議会の皆様に町政執行への私の所信と

主要施策の一端を謹んで申し上げます。 

昨年の統一地方選挙において、町民の皆様の温かいご支援とご協力の下、町政を担当さ

せていただき、早くも１年が経過しようとしています。 

類稀な歴史と伝統のある郷土新十津川町を守り、未来に向けて発展、飛躍させることが、
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私の使命であると決意しているところであります。 

これまで、町民の皆様にお約束した、豊かなまち、安心なまち、学びのまち、健やかな

まち、住みよいまち、共に歩むまちの実現のため、一歩一歩課題に取り組んでまいりまし

たが、政治や経済が大きく変わりゆく中、地方自治体を取り巻く環境は、依然として厳し

く、険しいものがあります。 

このような中、昨年10月に策定した新十津川町総合戦略は、総合計画を踏襲しつつ、人

口減少の抑制、若者世代の安定した生活、そして、地域の活性化などの課題解決に特化し

た平成31年度までの計画であります。 

本年度を総合戦略実行元年と位置付け、戦略の実現に向け、子育て支援と教育の充実を

核とした、子どもの笑顔があふれるまちを目標に掲げ、町民の皆様と共に力を合わせ、確

実に新十津川町を発展させてまいります。 

私は、この思いを実現するため、４つの課題を重点政策として、誠心誠意これを推進し

てまいります。 

平成28年度の重点政策。 

第１に、地域経済の活性化でございます。 

本町の基幹産業は、水稲を中心とした農業であります。 

農業については、生産性の向上と省力化を図るための基盤整備は、ほぼ終了に向かって

いますが、農業従事者の減少と高齢化による担い手不足は大きな課題となっております。 

これからも本町の農地を守り、後継者の育成支援を進めるため、ピンネ農業公社と連携

を図りながら担い手の育成に取り組んでまいります。 

商工業につきましては、消費購買力の町外流出、商工業者の減少に伴い、町内経済の疲

弊が深刻化しております。このような厳しい状況下にありますが、商工会と連携し町内消

費拡大に努めるとともに、中小企業者を支援する制度の見直しを行い、安定した経営基盤

を確立するための支援策を講じてまいります。 

第２に、人口減少対策でございます。 

本町の人口は、昨年の国勢調査の速報値において6,840人となり、前回調査に比べ409人

減少いたしました。人口減少は、地域の購買力やコミュニケーション機能の低下、財政基

盤の弱体化など、私たちの生活に様々な悪影響を及ぼすことが考えられます。 

子育て支援と教育環境の充実を図り、若者世代の定住を促進させ、人口減少に一定の歯

止めをかける対策を講じてまいります。 

第３に、高齢者支援でございます。 

高齢化の急速な進行に伴い、高齢者のみの世帯やひとり暮らしの高齢者、介護支援を必

要とする高齢者の増加が懸念されます。 

住み慣れた地域で住み続けることができるよう、在宅高齢者の生活支援体制を整備する

ほか、生きがいづくりや学習活動の場を創出し、高齢者が健康でいきいきとした生活が送

れる環境づくりに努めてまいります。 

第４に、健全財政の維持でございます。 

本町は、道内でも有数の健全な財政状況を保つ自治体となりました。これは過去10年に

わたり、町民の皆様と一丸となって行ってきた行財政改革の成果の表れであります。本年

度から総合戦略に特化した政策実現のために、選択と集中を図りながら必要な事業に取り
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組んでまいりますが、今後においても健全財政を堅持するため、行財政改革への取組みを

停滞することなく着実に実行してまいります。 

以上、取り組むべき４つの主要な政策を申し上げましたが、この他にも課題が山積して

おります。その課題解決に向け、町民の皆様と対話を深め、職員の英知と創意工夫を結集

し、町政を推進してまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

それでは、平成28年度の主な事業について、第５次総合計画の目標に沿ってご説明いた

します。 

１、みんなでつくる住みよいまち。 

一つ目は、みんなでつくる住みよいまちでございます。 

本町の豊かな自然を守り育て、次の世代につなぐのは私たちの使命であります。そのた

めには、町民一人ひとりが環境に対する意識を高め、省エネルギー、省資源への取組みや

リサイクル等の推進に努めてまいります。 

また、町民の皆様が住み慣れた地域で快適に暮らすことができるよう、生活環境の充実

を図り、誰もが住んで良かった、住み続けたいと思えるまちづくりを目指してまいります。 

環境の保全。 

危険空き家対策として、町が把握している約100件の空き家について、目視による現地

調査を継続し、危険性が高い場合は、空き家等対策審議会の意見を基に、所有者に対し必

要な措置を講じるよう助言や指導を行ってまいります。 

ごみの減量については、引き続き行政区や子ども会などの資源ごみの自主的な回収を支

援するとともに、家庭での綿製品や小型家電、廃食油の回収を行い、ごみの減量化と資源

の有効活用を図り、循環型社会の形成に努めてまいります。 

霊園の整備については、弥生霊園の墓所を新たに11区画造成し、利用者の需要に対応い

たします。 

生活基盤の整備。 

長年住み慣れた住宅は、風雪等にさらされる中で劣化していくことは否めません。個人

住宅の耐久性を維持し、安心して暮らし続けることができるよう、個人住宅のリフォーム

を支援する、安心すまいる助成事業を実施いたします。 

また、これまで実施してきた耐震診断や耐震改修工事に対する助成措置の限度額を拡充

するとともに、新たに住宅解体費用にも対応した、住宅耐震化等助成事業として支援いた

します。 

定住促進対策事業は、これまでに36世帯、115人が制度を利用し、定住策として一定の

効果を見ておりますので、制度の周知を図りながら継続実施するとともに、助成対象年度

を総合戦略の期間まで延長いたします。また、引き続き共同賃貸住宅建設促進事業を実施

し、若者世代の定住促進を図ってまいります。 

長年の懸案事項でありました青葉区南側の鉄工所跡地は、町内の方が取得され、今後、

有効的な整備が行われるとお伺いしております。取得用地の周辺は、上下水道の未整備区

域となっていることから、必要な管渠整備を行い、周辺住宅地と調和のとれた環境整備に

努めます。 

公営住宅については、公営住宅長寿命化計画に基づき、トップ団地Ａ棟の外壁塗装工事

を計画的に実施いたします。公園管理については、景観、防犯の両面から安心して利用で
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きるよう樹木の剪定を行うとともに、青葉公園の外周フェンスを更新し、安全な公園管理

に努めます。 

交通環境の充実。 

道路、橋りょうの整備につきましては、引き続きふるさと団地や北中央４条通りなど団

地内道路の舗装改修を実施するほか、視線誘導標の更新など、道路付帯施設の適正な維持

管理に努めます。また、橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、夢色の橋及び徳富ダムに通

じる南幌加橋の補修工事を実施し、施設の延命を図ります。 

冬期間の除排雪については、安全な交通と冬期間の生活環境を確保するため、除雪機械

の計画的な更新が必要なことから、除雪専用トラック１台を購入いたします。 

運行開始から４年目を迎えるデマンド型公共交通は、日常生活の足として重要な役割を

果たしていますが、地域の人口減少と相まって利用者は減少しております。今後、運行事

業者と連携を図り、効果的な交通体系を検討してまいります。 

２、みんなでつくる健やかなまち。 

二つ目は、みんなでつくる健やかなまちでございます。 

社会環境の多様化、少子高齢化の急速な進行により、社会全体の仕組みが大きく変わろ

うとしております。安心して子育てができる環境を整備し、高齢者や障がい者が可能な限

り、住み慣れた地域で健やかに暮らせるまちづくりを進めてまいります。 

児童福祉の充実。 

急速に少子化が進む中、子育て支援の充実を図るため、児童館南側の芝生スペースに乳

幼児を対象とした水遊び場を設置し、幅広い遊びの空間を提供いたします。 

第３子以降の支援策として、保育園及び幼稚園の保育料を全額無料化にし、子育て世帯

の経済的負担の軽減を図ります。 

就業と育児が両立できるよう、新十津川保育園に通園する児童を対象に、病気や怪我の

回復期において、滝川市内の看護付き専用施設に預け入れる、病後児保育を滝川市の協力

のもとに開始いたします。 

平成25年から放課後児童クラブを試行的に実施してまいりましたが、安定した運営の体

制が整いましたので、本年４月から小学生を対象に本格実施いたします。 

障がい者福祉の充実。 

総合支援法及び第４期障がい福祉計画に基づき、各種支援を行うとともに、障がい者の

方が自立した日常生活を送ることができるよう、相談支援と障がい者のニーズにあった

サービスの提供に努めます。 

高齢者福祉の充実。 

高齢者の積極的な社会参加を図り、充実した生活が送れるよう、ふるさと学園大学の充

実を図り、ゆめりあ部会やシニアいきいきクラブなど、部会活動の支援を行います。 

冬期間において高齢者が安心して暮らせるよう、除雪作業を行うことが困難な高齢者世

帯に対し、除雪費用の一部を助成し、経済負担の軽減と在宅生活を支援いたします。 

地域包拢支援センターは、これまで雨竜町と共同で進めてまいりましたが、介護予防、

日常生活総合支援事業への移行に伴い、本町単独で運営することにいたしました。今後の

介護予防事業は、高齢化の進行とともに多様な支援が必要となることが予測されますので、

実態に即したきめ細かな生活支援サービスの提供に努めてまいります。 



- 53 - 

 

本年は、老人クラブ連合会が創立50年の大きな節目を迎えることから、記念すべき周年

事業に対し支援するとともに、今後も仲間づくりや地域で支え合う活動の充実を図ってま

いります。 

健康づくりの推進。 

予防接種事業については、日本脳炎の予防接種が本年４月から北海道全域において、定

期接種となることから、本町においても対象者に対して指定医療機関での無料接種を実施

し、感染予防に努めます。また、インフルエンザによる重症化を防ぐため、妊婦及び中学

生以下のインフルエンザ予防接種費用の無料化を継続するとともに、高齢者に対する接種

費用の助成額を拡大いたします。 

成人の健康診査については、各種がん検診や肝炎検診等の自己負担額をワンコインの

500円で実施するとともに、75歳以上の後期高齢者の健診についても、貧血や心電図など

の健診項目を追加し、受診率の向上と疾病の早期発見による重症化予防に努めます。 

母子保健対策として、新たに２歳４か月から７か月の幼児に対する健康相談を追加し、

子どもの健やかな成長を促すため、切れ目のない支援を継続してまいります。 

妊婦健診については、本年度から超音波検査について助成回数を６回から14回に拡充す

ることで、正常な妊娠経過をたどり、子どもを安心して産み育てられる環境づくりに資し

てまいります。 

不妊治療については、治療を受けている方への経済的負担を軽減するため、１回の治療

費が高額な特定不妊治療費助成に加え、一般不妊治療費助成制度を新たに設けます。 

医療環境の充実。 

子どもの医療費助成事業については、子どもを育てる世帯の医療費負担の軽減を図るた

め、保険医療費の無料化の範囲を中学生以下から高校生以下までに拡充いたします。 

３、みんなでつくる豊かなまち。 

三つ目は、みんなでつくる豊かなまちでございます。 

本町は、稲作を中心とする農業を基幹産業として発展してきました。この農業が将来に

わたって着実に成長していくよう努めるとともに、林業、商業、工業及び観光の振興に向

けた支援を行い、地域経済の活性化と雇用の場を確保し、活気あふれる豊かなまちづくり

を進めてまいります。 

農業の振興。 

農業従事者の担い手対策として、北海道やピンネ農業公社と連携を図り、就農を目指す

方を支援するとともに、農作業の省力化と効率化を図る観点から、無人ヘリコプターの免

許取得経費に対し助成いたします。また、現在１名の地域おこし協力隊員が農業支援員と

して活動しており、さらに１名の協力隊員を募集いたします。今後、新規就農や地域の特

産品開発に結び付く取組みに期待するところであります。 

農産物のブランド化については、農業所得の向上を図るため、安全、安心な農産物を町

内外に広くＰＲし、さらなる販路拡大やブランド化への支援を行います。 

林業の振興。 

町有林、民有林の保護育成では、幌加町有林の下草刈りのほか、開町100年、120年を記

念して植樹した学園町有林や創造の森の下草刈りを行い、適正な管理と町民に親しまれる

森林空間の整備に努めます。 
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間伐材などの森林資源未利用材を活用した木質バイオマスの検討については、公共施設

等での事業化について調査研究を進めます。 

林道網の整備では、北美沢線の道路横断側溝が埋塞しているため、側溝清掃を行い適正

な林道管理に努めます。 

商工業の振興。 

中小企業等の経営支援では、ここ数年、事業者の利用が少なかった中小企業等近代化促

進条例を見直し、店舗の新設や直売所の設置、商工観光事業の集客向上のための取組みを

支援するため、新十津川町中小企業者応援条例を新たに制定いたします。また、企業が新、

増設した施設及びその施設のために取得した土地に対する固定資産税の優遇期間を現在の

５年から10年に延長し、企業の負担軽減を図り、事業の安定的な継続を支援いたします。 

 購買力の町外流出を防ぐため、商工会が実施するスタンプラリー抽選会や商工会に加盟

している各事業所を紹介するパンフレットの作成など、地元消費拡大のための取組みに対

し支援いたします。 

観光の振興。 

北海道日本ハムファイターズとのパートナー協定の締結に伴い、本年度、第30回を迎え

るふるさとまつりにおいて、日本ハムファイターズに関連した遊具の設置、ファイターズ

ガールの出演などのアトラクションを用意し、来場者に満足していただけるイベントを実

施いたします。 

本町の観光キャラクターとつかわこめぞーは、町内外のイベントに多くの出演依頼が来

ていることから、出演や参加の機会を増やし、本町の知名度とイメージアップを図ります。 

雇用の創出。 

町内で就農を目指す方を対象に、就農のための研修と就農後の安定した経営が定着する

よう、ピンネ農業公社が中心にきめ細かな支援を行います。また、町内の企業が新規従業

員を雇用するなどの積極的な取組みにも支援してまいります。 

４、みんなでつくる安心なまち。 

四つ目は、みんなでつくる安心なまちでございます。 

昨年、北関東を襲った豪雨災害は、河川に囲まれた本町にとって脅威と不安を感じる出

来事でした。幸いにも、ここ数年、本町では大きな災害がありませんが、全国各地で起き

ている洪水や地震、豪雪による災害を無視することはできません。 

災害と向き合い、事前に被害を最小限にとどめる減災を災害対応の基本理念とし、行政

と地域、町民とが相互に協力し合い、人命尊重を第一に日頃からの防災意識の向上と減災

への取組みに努めてまいります。 

防災体制の充実。 

過去に起きた阪神・淡路大震災や東日本大震災の初期段階においては、地域住民の対応

や行動が被害者数の多寡に大きく影響することが伝えられています。自らの身を守る自助

と近隣住民が互いに助け合う共助が一層重要となります。 

このことから、地域の協力の下、災害時、要支援者の支援体制を整備するとともに、全

ての行政区において自主防災組織が設立されるよう支援いたします。また、防災に関する

意識の高揚ための準備が講じられるよう、住民を対象とした地域防災力強化セミナーを開

催いたします。 
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消防、救急体制の充実。 

防火については、婦人防火クラブや少年消防クラブの活動の充実、地域での消火訓練の

実施など、町民に対し幅広い啓蒙活動を進めてまいります。 

消火対応については、車両購入から25年が経過した新十津川支署の水槽付きポンプ車を

更新いたします。現在の水槽容量３トンを５トンに増やし、泡消火薬剤による消火設備を

装備した車両に更新し、迅速な消火体制を整えます。 

生活安全体制の充実。 

本年２月末で、町内の死亡交通事故死ゼロが連続1,400日を超えました。今後も安全・

安心推進協会及び交通安全指導員との連携により、交通安全意識の啓発に努めてまいりま

す。 

交通安全指導車につきましては、導入から17年が経過し、車両更新を計画していたとこ

ろ、新十津川ライオンズクラブ様から創立50年を記念して、交通安全施設の整備に役立て

てほしいと寄附の申し入れがあったため、車両更新の財源として活用させていただきます。 

５、みんなでつくる学びのまち。 

五つ目は、みんなでつくる学びのまちでございます。 

 昨年、私が主宰となって設置した総合教育会議では、教育委員会と連携を図りながら、

教育に関する施策の大綱を策定させていただきました。平成28年度は、総合戦略の目指す

べき姿として掲げた、子育て支援と教育を核とした子どもの笑顔があふれるまちの実現に

向け、重点的に取り組んでまいります。 なお、教育行政につきましては、教育長の教育

行政執行方針により、詳細に説明がございますので、私からは控えさせていただきます。 

６、みんなでともに歩むまち。 

六つ目は、みんなでともに歩むまちでございます。 

平成23年１月に施行した、まちづくり基本条例の精神のもと、これまでに、協働のまち

づくりを町政の中心に据え情報共有、住民参加によるまちづくりに取り組んでまいりまし

た。 

この間、総合行政審議会委員をはじめ、多くの町民の皆様から、まちづくりに対するご

意見をいただきましたので、これらを真摯に受け止め、町政に反映するとともに、今後に

おいても町民の皆様が町政に参加しやすい環境づくりの推進に努めてまいります。 

住民参加の促進。 

平成18年１月の行政区再編成から10年が経過しました。行政区間の人口変動が生じてい

ることから、実情に即した行政区活動支援交付金の見直しを行うとともに、地域サポー

ター職員制度を継続し、地域活動の支援に積極的に取り組んでまいります。 

また、行政区自治会館の耐震化計画に基づき、本年度は、菊水区自治会館と弥生区自治

会館の建て替えを行いますので、住民活動の拠点の場として、なお一層ご活用いただきた

いと存じます。 

町のホームページは、デザインを刷新するとともに、移住、定住、観光に特化したコン

テンツを作成し、総合戦略推進のための情報発信ツールとしての充実を図ります。 

行政の効率的な運営。 

役場庁舎については、耐震性能を満たしておらず、修繕等の維持経費も年々増大してい

ることから、現在、庁舎建設に向けた検討を行っております。本年度は、多くの町民の皆
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様のご意見を参考に、庁舎建設に係る基本構想を策定するとともに、建設に必要な財源を

確保するために、新十津川町庁舎建設基金を設け、一定額を計画的に積立て、財政負担の

軽減に努めます。 

本年４月からの電力小売全面自由化に伴い、役場庁舎を含めた13の公共施設で新電力を

導入し、行政コストの削減に努めます。 

ふるさと応援寄附金については、これまでに５千人を超す寄附者から８千万円にも及ぶ

寄附金をいただきました。町の歳入の確保はもとより、町内の農産物や特産品の利用にも

大きく貢献しております。本年度は、新たな返礼品を充実させ、より多くの寄附者が募れ

るようクレジット決済を導入し、産業振興の一助として寄与するよう取組んでまいります。 

以上、平成28年度の町政の執行について所信の一端を述べさせていただきました。 

 急速な人口減少と少子高齢化が進行する中、これからの地方自治体は、地域の実情に応

じ、地方の創意と責任で地方創生を推進し、人口減少対策を講じていくことが強く求めら

れております。本町は、これまでしっかりと足元を見つめ、町民一人ひとりの格別なご理

解とご協力のもと、行財政改革を推進し、健全な財政基盤を築き上げてまいりました。 

これまでの健全財政を堅持しつつも、産業の振興、子育て支援、教育環境の充実、そし

て高齢者支援にしっかりと取り組み、町民の皆様が住んで良かった、町外の方から住んで

みたいと思えるまちづくりのため、私は町民の先頭に立って力の限り尽くすところであり

ます。 

町民の皆様、町議会議員の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げ、平成28年度

の町政執行方針の結びといたします。 

どうぞ宜しくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上をもちまして、町政執行方針演説を終わります。 

 ここで10時50分まで休憩いたします。 

（午前10時38分） 

                                     

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午前10時50分） 

                                     

     ◎教育行政執行方針演説 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３、教育行政執行方針演説を行います。 

 教育長。 

〔教育長 久保田純史君登壇〕 

○教育長（久保田純史君） 皆さん、おはようございます。議長のお許しをいただきまし

たので、平成28年度教育行政執行方針演説を述べさせていただきます。 

はじめに。 

平成28年第１回町議会定例会にあたり、町議会議員の皆様をはじめ町民の皆様に教育行

政の執行に関する主要な方針について申し上げます。 

近年、少子化や核家族化、グローバル化、情報化などが急速に進み、我が国の教育を取

り巻く環境は大きく変化しております。このような中、国では21世紀の日本にふさわしい

教育体制を構築し、教育の再生を実行するため、教育再生を経済再生と並ぶ最重要課題に
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掲げ、人づくりは国づくりをスローガンに多様な個性が尊重される教育への転換を進めて

います。 

これを踏まえて、本町の教育は、偉大な先人たちから開拓以来受け継がれてきた文武両

道を基軸に、学校、家庭及び地域が関係団体等との連携を一層深めて、みんなでつくる学

びのまちの推進に取組んでまいります。 

 昨年、町長が主宰する総合教育会議において定めた、教育の振興に関する施策の大綱及

び新十津川町総合戦略に基づき、学校教育の充実と社会教育の充実の２つの柱により、本

年度の教育行政を進める上での主要な政策を申し上げます。 

 学校教育の充実。 

 本町の将来を担う子どもたちが、失敗や困難に屈することなく、前向きに努力を続け、

一人ひとりの夢と希望が叶うよう成長していくためには、家庭、地域及び学校が連携を図

りながら教育環境の充実に努め、確かな学力、豊かな心、そして、健やかでたくましい体

の育成が何より重要であり、なかでも、確かな学力を身につけることを最重要課題として

取組んでまいります。 

１、確かな学力の育成。 

これからの子どもたちには、基礎的な知識や技能はもちろんのこと、これに加えて、学

ぶ意欲や思考力、判断力、表現力など、幅広い学力を育てることが必要です。確かな学力

は、自らが課題を見つけて学び、主体的に判断して行動することで身に付くものであり、

これらを醸成させるには、子どもたちに学習の達成感を味あわせることが極めて大切であ

ります。 

 このことから、小中学校の主体的な取組みを一層推進するとともに、学習支援サポー

ター、学力向上推進講師を積極的に活用し、複数の教諭が役割を分担して指導するチーム

ティーチング指導を実施してまいります。さらに、長期休業中の学習サポートやまびこを

継続して行い、学ぶ喜びをたくさん感じることのできるきめ細やかな学習指導を進めてま

いります。 

本年度は、教育振興会の事業で教諭の学習指導力の向上を図るため、道外における学力

上位小中学校の特色ある取組みや指導方法などを研修する、学力向上先進校視察研修を実

施いたします。 

中学校生徒の英語授業の支援はもとより、小学校児童にも１年生からの学習で、あいさ

つなどの会話から英語に親しみ、外国の生活や文化などの知識を高めるため、外国青年招

致事業を継続してまいります。 

小中学校の特別支援教育は、対象となる児童生徒の実態に応じた支援員を配置し、校内

全体の理解と協力体制を構築し、適切な教育を行います。 

２、豊かな心の育成。 

他人を思いやる心、生命や人権を尊重する心、正義感や公正さを重んじる心、自然や美

しいものに感動する心など、人としてとても大切な情操を養うため、道徳教育の充実に努

めてまいります。 

 特に、中学校の特設道徳授業では、ハンセン病の偏見と差別をテーマにした朗読劇を鑑

賞し、人権を尊重する心を育み、また、芸術鑑賞授業では、芸術を理解し大切にする心や

豊かな感性を育んでまいります。 
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社会問題になっている、いじめは、いじめを受けた子どもの心身の健全な成長や人格形

成に大きな影響を与えるばかりでなく、時として、生命に重大な危険を生じさせるおそれ

があります。 

 いじめは、どの子にも、どこでも起こり得るものとして認識し、雨竜町と共同設置の新

十津川町・雨竜町子どものいじめ対策委員会を開催し、いじめが起きないための取組みに

ついて、情報を共有し万全を期してまいります。 

３、健やかでたくましい体の育成。 

 体力は、人間が発達、成長し、創造的な活動を行っていくために必要不可欠なものです。

昨年度に実施した、全国体力、運動能力、運動習慣等調査の結果では、小学校においては、

男女とも全国平均を上回る項目が多く、中学校では、男子は全国平均を上回る項目が多い

反面、女子が全国平均を下回る項目が多い状況にあります。 

これらの結果は、それぞれの１週間の総運動時間平均と相関関係にあり、運動を継続す

ることが大切であることを証明しています。このことから、今後においても各学校での体

力増進の取り組みや部活動などを支援し、体力の向上に努めてまいります。 

４、安全安心でおいしい給食。 

学校給食においては、米をはじめ、生鮮野菜や加工製品などの地元産食材の使用割合を

高めるなど、学校給食を生きた教材として活用し、正しい食習慣の指導など積極的な食育

の推進に努めます。 

また、本年度から、調理及び洗浄業務を民間業者に委託し、安定的かつより安全な体制

を整えるとともに、栄養教諭の指示の下、民間業者の専門的な知識も取り入れることで、

子どもたちに、よりおいしい給食を提供するよう努めてまいります。 

５、学校図書館の充実。 

 学校図書館は、確かな学力や豊かな人間性を育むための読書活動や授業に沿った資料を

整備する学習拠点等の役割を果たすことが期待されています。 

 児童生徒の読書環境の整備を進め、健全な教養を育成するため、小中学校兼任の学校図

書館司書を１人配置いたします。 

６、スクールバスの安全な運行。 

 スクールバスの運行は、本町の児童生徒が安全に通学する手段として欠かすことのでき

ないものであり、安全運行に努めてまいります。 

本年度は、老朽化した中型スクールバス１台の更新を予定していますが、バス購入の需

要が多く、年度内納車が難しい状況にあることから、平成30年度末までに納車できるよう

準備を進めてまいります。 

 ７、就園、就学の支援。 

 子育ての主役である保護者の皆様が、安心と喜びを感じながら子育てができる環境を整

えるために、就園、就学の支援をしてまいります。 

 ３人以上の子どもを養育されている、いわゆる多子世帯においては、教育費が大きくか

さむことから、幼稚園児においては、第３子以降の子どもの保育料を所得に関係なく、全

額支援します。小中学校の学校給食では、第３子以降の子どもに対する給食費を無料化と

いたします。 

 小中学校の児童生徒においては、世帯の収入に応じ、就学援助事業で学用品費、修学旅



- 59 - 

 

行費、体育実技用具費などを支援いたします。 

 また、高等学校等の生徒に対する支援として、本年度から遠距離通学する生徒を対象と

して通学費の一部を助成いたします。 

さらに、大学や専門学校への入学や修学を支援するため、奨学金の無利子貸付を行いま

す。本年度より貸付額の増額と返還期間の延長を行い、若者の夢実現とその家族のサポー

トを行います。 

 ８、農業高校への支援。 

 新十津川農業高等学校は、全国で唯一、農業、生活科を設置する学校として、類型別教

育を独創的に行っており、その成果として、今年の卒業生は、就職進学率が100パーセン

トとなり、さらに、全ての生徒が１回の受験で就職内定、進学合格したのは、十数年ぶり

の快挙であります。 

また、昨年度は、岩手県で行われたガーデニング甲子園での優勝や農業クラブ全国大会

において優秀賞を受賞するなど、多くの方から高い評価を受けました。今後も、校風を生

かした特色ある教育と人材育成を進め、魅力ある高校となるように引き続き支援をいたし

ます。 

社会教育の充実。 

 町民一人ひとりが、郷土新十津川町の歴史や文化を理解し、生涯を通じて自ら学び続け、

必要とする様々な力を養い、その成果を活かすことのできる生涯学習社会が求められてい

ます。 

 誰もが楽しみや生きがいを持ち、豊かに暮らすことができるように、いつでもどこでも

学ぶことができる環境づくりに努めます。 

 また、社会教育団体の支援を行い、各団体の人材がまちづくりの担い手となれるよう、

人材育成に努めてまいります。 

１、青少年健全育成の充実。 

 小中学校やＰＴＡとの連携を図りつつ、地域ぐるみで子どもを見守り、育てる活動の中

核的な役割を担っている青少年健全育成町民会議と連携を図り、青少年健全育成の活動推

進に努めてまいります。 

 子ども会は、行政区ごとに組織された幅広い学年で構成する団体であり、活動を通して

地域のルールや社会性を培うことを目的とした大切な社会教育団体です。 

 近年は、子ども会加入率低下の傾向が続いており、社会教育主事による適切な指導助言

を行ってまいります。 

 また、子ども会ＯＢによるシニアリーダー会、アザレアは、かるた大会などの支援や町

内イベントのボランティアとして多方面で活躍されており、今後においても活動を助長し

てまいります。 

 近年、子どもたちの生活体験や自然体験が少なくなっており、生きる力を身に着けるた

めには、人と人が係わりあうことが重要となります。このため、規則正しい生活習慣の大

切さを気づき、理解するため、生活習慣定着事業の通学合宿による生活体験や、小学生を

対象とした、とっぷ子どもゆめクラブによる自然体験を行ってまいります。 

 ２、読書活動の推進。 

 新十津川町図書館は、開館以来、町内はもとより近隣市町の多くの方々から利用をいた
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だいており、年毎にソフト、ハード両面からの整備充実に努めてまいりました。今後にお

いても、利用者のニーズに合った資料や情報を提供し、レファレンスサービスの充実など、

学習、情報センターとして役に立つ図書館を目ざします。 

 乳幼児期における本との触れ合いが、子どもの成長に大きな効果があるとして、３か月

検診時の乳児に絵本を贈る絵本ふれあい事業に加え、本年度から新たな対象として、２歳

６か月の幼児に絵本を贈る絵本ふれあい事業セカンドを行い、親子が心を通わせる機会の

創出と読書習慣の定着化を図ってまいります。 

 最近の子どもたちの図書館利用実績を見ますと、特定の子どもによる偏りが生じていま

す。学年が上がるにつれ、少年団や部活動、習い事などにより、時間的に図書館利用がで

きない子どももいます。 

 このため、図書館の蔵書管理システムを小中学校の図書館のシステムとネットワークで

繋ぎ、新たに配置される学校図書館司書を介して、学校での図書館蔵書の貸出、返却を容

易にすることで、子どもたちの読書環境の向上を図ってまいります。 

３、文化活動の推進。 

 文化は、広く人々の生活すべてに関わるものであり、とりわけ文化芸術は人々に感動や

楽しさ、精神的な安らぎや生きる喜びをもたらすといわれています。 

 文化協会や音楽協会が主催する文化祭や音楽祭では、日頃研鑽してきた成果を晴れ舞台

で発表され、達成感や充実感を味わっていただいておりますが、さらに多くの方に参加い

ただけるよう活動を支援してまいります。 

 また、伝統と特色ある郷土芸能として、本町の無形文化財第１号に指定した獅子神楽の

一層の保存に努めてまいります。 

 文化拠点施設のアートの森彫刻体験交流促進施設かぜのびは、新たな作品が完成する運

びとなっており、その作品の展示を行うギャラリーの屋根を改修いたします。 

 ４、スポーツ活動の推進。 

近年、健康や体力づくりに対する関心が高まり、気軽に取り組めるウォーキングなどを

はじめ、スポーツに参加する人々が増えています。 

昨年は、試行的に始めた新十津川スポーツクラブで、手軽に楽しめる軽スポーツの教室

を35回開催し、延べ600人の参加をいただきました。 

今後も、幅広い年代の方々に親しんでもらえる種目をメニューに取り入れ、組織運営体

制の方向性を定め、生涯スポーツの定着化を図ります。 

 また、北海道日本ハムファイターズとのパートナー協定に基づき、小学生を対象とした

野球教室やダンス教室を開催するなど、スポーツに親しみやすい環境づくりを目ざします。 

本町の主要スポーツ施設は、ふるさと公園に集約し、指定管理者であるＮＰＯ法人新十

津川町体育協会の管理運営により、多くの皆様にご利用いただいております。しかしなが

ら、多くの施設は、建設後20年を経過しており、計画的に整備修繕を行う必要があります。

本年度は、ピンネスタジアムのスコアボードの塗替えと表示部分をＬＥＤ式に改修し、省

電力化を図るとともに、各種大会や合宿誘致の奨励に努めます。 

 おわりに。 

 以上、平成28年度の教育行政の執行にあたり、主要な政策の一端を申し上げました。 

 今から30年前の昭和60年12月に先人の偉業を受けつぎ、未来をみつめ、豊かな文化を創
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造し、郷土や社会の発展に限りない愛情を持つ人となることを願って、新十津川町教育目

標が制定されました。 

この教育目標に向かい、町民の皆様とより連携を図りながら、生涯にわたり学び続ける

環境づくりに努め、本町教育の充実発展に取組んでまいります。 

 町民の皆様、町議会議員の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上をもちまして、教育行政執行方針演説を終わります。 

                                       

     ◎議案第14号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第４、議案第14号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例

の整備についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程をいただきました議案第14号、行政不服審査法の施行

に伴う関係条例の整備について。 

 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次にのように定めるという

ことで、２枚おめくりをいただき、提案理由をご覧いただきたいというふうに思います。 

行政不服審査法の全部改正に伴い、所要の改正を行う必要があるため、関係条例の整備

について議決を求めるものでございます。 

 なお、内容につきましは総務課長より申し上げますので、よろしくご審議の上、議決賜

りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

 引き続き、内容の説明を求めます。 

 総務課長。 

〔総務課長 寺田佳正君登壇〕 

○総務課長（寺田佳正君） おはようございます。ただ今上程いただきました議案第14号、

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備について、内容のご説明を申し上げます。 

 行政不服審査法は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立て

についての一般法であり、個別法に特別の定めがある場合を除き、国、地方を問わず、行

政庁の処分に幅広く適用されるものでございます。 

 現行の行政不服審査法は、昭和37年に制定、施行されて以降、50年以上、本格的な改正

がありませんでしたが、公正性、利便性の向上等の観点から抜本的な見直しが図られ、平

成26年６月に行政不服審査法関連３法として公布され、平成28年４月１日から施行される

ことから、本町においても、条例の整備を行う必要が生じましたので、関係する条例８本

について、一括して整備を行いたいとするものでございます。 

 最初に、今回の行政不服審査法改正の主な内容について、ご説明を申し上げます。 

 今回の法律改正の大きなポイントは、審理、裁決の公正性の向上を図るということと使

いやすさの向上を図ることの２点となってございます。 

最初の審理、裁決の公正性の向上に関する改正といたしましては、一つ目、審理員制度
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の導入でございまして、処分に関与していない等の要件を満たす職員が、審理員となって、

審査請求人と処分庁の主張を公平に審理することとなります。この件は、法律の規定によ

りますので、条例改正の必要はございません。 

二つ目、審査庁が行う裁決について、有識者で構成する第三者機関が審査庁の判断の妥

当性をチェックすることとなります。これは議案第15号で提案いたします、行政不服審査

会の設置が、この改正によるものです。 

三つ目ですが、審理手続における審査請求人の権利の拡充で、審査請求人は、これまで

の証拠書類等の閲覧に加え、その写しの交付を求めることが可能となりますので、今回の

条例改正により、書面交付に係る手数料を定めたいとしています。 

次に改正のポイントの２点目、使いやすさの向上についてですが、一つ目、不服申立の

類型の一元化でございまして、これまであった異議申立てが廃止され、審査請求に一元化

されますので、関係する条例について文言の修正をしたいとしています。 

２つ目として、審査請求期間が、現行の60日以内から３月以内に延長されますが、この

件は、法律の規定によりますので、条例改正の必要ございません。 

以上が、今回の行政不服審査法改正の主な内容となります。 

次に、条例の内容について、ご説明をいたします。改正部分が多いことから、お手元の

新旧対照表を併せてご参照いただき、こちらを中心に説明させていただきます。 

１ページをご覧ください。 

新十津川町税条例の一部改正でございます。 

 この改正につきましては、異議申立てが廃止されたことによる、審査請求への文言改正

でございます。 

次に、新十津川町手数料徴収条例の一部改正でございます。 

この改正につきましては、審査請求人に対する、関係図書の写しの交付が可能となった

ことに伴い、交付手数料を定めるもので、本町においてコピー機使用料として徴収してい

る額を、手数料徴収条例に追加して規定したいとするものでございます。 

次に、３ページをご覧ください。 

新十津川町行政手続条例の一部改正でございます。 

第３条は、異議申立てが廃止されたことによる文言の改正でございます。 

第19条は、不具合のある表記の改正でございます。 

次に、新十津川町固定資産評価審査委員会条例の一部改正でございます。 

第４条、第６条、第10条及び第11条の改正でございますが、地方税法第432条第２項に

おいて、固定資産課税台帳に登録された価格に対する審査の申出の手続きについては、改

正行政不服審査法の規定を準用する旨の規定がありますので、この規定に基づいて所要の

改正を行いたいとするものであります。 

次に、新十津川町情報公開条例の一部改正でございます。 

６ページ、第２章第３節は、節名の改正でございます。 

第13条の２は、審理員による審理手続に関する規定の適用除外について規定するもので

あります。 

第14条第1項は、条例第８条、公文書の存否を明らかにしないで公文書の公開の拒否を

行う場合の審査請求、又は、条例第10条第１項、公開の可否に係る審査請求については、
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行政不服審査会でなく、情報制度審査会に諮問をしなければならないことを規定するもの

で、第２項、第３項において、情報制度審査会への諮問に関し必要な事項を規定しており

ます。 

次に、新十津川町個人情報保護条例の一部改正でございます。 

第２章第４節の改正でございまして、第26条の２は、審理員による審理手続に関する規

定の適用除外について規定するものであります。 

８ページになります。 

第27条第1項は、条例第18条第１項、個人情報の開示の可否に関する審査請求、又は、

第23条第１項、これは個人情報の訂正等の請求の決定の可否に係る審査請求については、

行政不服審査会でなく、情報制度審査会に諮問をしなければならないことを規定するもの

で、第２項、第３項において、情報制度審査会への諮問に関し必要な事項を規定しており

ます。 

次に、８ページ、９ページでございます。 

新十津川町情報制度審査会条例の一部改正、新十津川町人事行政の運営等の状況の公表

に関する条例の一部改正についてでございますが、不服申立の制度が、審査請求に一元化

されたことによる文言の改正でございます。 

議案の本文にお戻りいただいて、附則でございます。 

附則第１項 施行期日でございますが、行政不服審査法の施行の日から施行したいとす

るもので、法律の施行日は、平成28年４月１日となっております。 

附則第２項から第４項は、経過措置規定でございまして、第２項は、平成28年３月31日

以前にされた処分、不作為については、改正前の各条例を適用させる旨の規定でございま

す。 

附則第３項は、新十津川町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について、平成27年

度までの固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出については、改正前の条例

を適用させる旨の規定でございます。 

附則第４項は、新十津川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例について、平成

27年度における業務の状況報告については、改正前の条例を適用させる旨の規定でござい

ます。 

 以上、内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上

げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第14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15号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第５、議案第15号、新十津川町行政不服審査会条例の制定

についてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程をいただきました議案第15号、新十津川町行政不服審
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査会条例の制定について。 

 新十津川町行政不服審査会条例を次のように定めるといたしまして、裏面をご覧いただ

きたいというふうに思います。提案理由でございます。 

行政不服審査法の全部改正に伴い、同法の規定によりその権限に属させられた事項を処

理する附属機関を設置するため、この条例の制定について議決を求めるものでございます。 

なお、内容につきましては、引き続き総務課長より申し上げますので、よろしくご審議

の上、議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

総務課長。 

〔総務課長 寺田佳正君登壇〕 

○総務課長（寺田佳正君） ただ今上程いただきました議案第15号、新十津川町行政不服

審査会条例の制定について、内容をご説明を申し上げます。 

 この条例は、議案第14号と同じく、行政不服審査法の改正による条例の制定でございま

して、法律の規定により、国の行政不服審査会に相当する機関として、地方公共団体に、

審査庁である地方公共団体の判断の妥当性を審査する第三者機関を設置することとなって

いることから、この機関の組織及び運営に関して、必要な事項を定めるものであります。 

 では、条例の内容についてご説明いたします。 

 第1条は、町長の附属機関として新十津川町行政不服審査会を設置したいとする規定で

ございます。 

 第２条は、審査会の組織について規定するもので、３人の委員をもって組織するもので

ございます。 

 第３条は、委員の選任、任期について規定するもので、公正な判断ができ、かつ、法律

又は行政に関し優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱することとし、任期は、３年

とするものでございます。 

 また、３項、４項に、再任、解任について規定してございます。 

 第４条は、審査会役員の設置の規定でございまして、委員の互選により会長と副会長を

置くものでございます。 

 第５条は、会議の招集と成立及び決議採決の基準規定でございまして、会議の招集は会

長が行い、会議の成立は過半数の出席、議事採決は、出席委員の過半数で決するというも

のでございます。 

 第６条は、委員の守秘義務についてで、委員は、職務上知ることができた秘密を、職を

退いた後も漏らしてはならないことを規定しております。 

 第７条は、審議会の庶務の規定でございまして、庶務につきましては総務課が担当する

こととしています。 

 第８条は、条例規定外事項の委任でございますが、会長が審査会に諮って別に定めるこ

ととしています。 

 附則第１項、条例の施行期日につきましては、法の施行の日から施行するとしており、

政令により、法の施行日は、平成28年４月１日からとなっております。 

 附則第２項は、審査会の会議招集に係る特例について、定めるものです。 
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 以上、内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上

げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第15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16号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第６、議案第16号、地方公務員法及び地方独立行政法人法

の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備についてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程をいただきました議案第16号、地方公務員法及び地方

独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備について。 

 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例を次のように定めるといたしまして、裏面をご覧いただきたいというふう

に思います。提案理由でございます。 

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正

を行う必要があるため、関係条例の整備について議決を求めるものでございます。 

なお、内容の説明につきましては、引き続き総務課長より申し上げますので、よろしく

ご審議の上、議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

総務課長。 

〔総務課長 寺田佳正君登壇〕 

○総務課長（寺田佳正君） ただ今上程いただきました議案第16号、地方公務員法及び地

方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備について、内容をご

説明申し上げます。 

 本条例につきましては、平成26年５月14日に公布された地方公務員法及び地方独立行政

法人法の一部を改正する法律が、平成28年４月１日から施行されることに伴い、地方自治

体においても、国家公務員と同様、人事管理の基礎として、人事評価制度を活用すること

が義務付けられることとなりましたので、関係条例について、一括して整備を行いたいと

するものでございます。 

 法律改正の概要でございますが、一つ目として、人事評価制度を導入して人事管理の基

礎としていくこと。 

 二つ目として、分限事由の明確化を図ること。 

 三つ目として、等級別基準職務表を定めるとともに、等級別に職名ごとの職員数を公表

することなどが主なものでございます。 

これらに関係する条例５本について、所要の改正を行ないたいとするものでございます。 

改正部分が多いことから、お手元の新旧対照表を併せてご参照いただき、こちらを中心

に説明させていただきます。 
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 １ページをご覧ください。 

新十津川町職員の給与に関する条例の一部改正でございます。 

第１条は、地方公務員法の参照条項が、移動したことによる改正でございます。 

 第３条は、これまで規則で定めておりました等級別基準職務表を、給与条例に規定する

改正でございますが、別表の表示順番の関係から、第３条を第３条の３とし、等級別基準

職務表を別表第３として追加しております。別表第３は、２ページのとおりでございまし

て、現在、規則で定めております内容と変更はありません。 

１ページに戻っていただき、第13条の４、勤勉手当でございますが、勤勉手当について

は、人事評価の結果に応じて支給を行うことを規定するものでございます。 

 ３ページをお開き願います。 

職員の分限に関する条例の一部改正でございます。 

第２条第１項に、降任、免職の事由となる場合を、新たに規定するものでございます。 

新十津川町職員等の旅費に関する条例の一部改正と、その下、職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部改正でございますが、ともに、地方公務員法の参照条項が移動したこ

とによる改正でございます。 

次に、新十津川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正でございます

が、任命権者が町長に報告すべき事項に、第２号、職員の人事評価の状況、第５号、職員

の休業の状況を加える改正でございます。 

 議案にお戻りいただきまして、 

 附則、施行期日でございますが、この条例は、平成28年４月１日から施行するものとし

ております。 

 以上、内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上

げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第16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17号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第７、議案第17号、新十津川町多子世帯子育て支援に関す

る条例の制定についてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程をいただきました議案第17号、新十津川町多子世帯子

育て支援に関する条例の制定について。 

 新十津川町多子世帯子育て支援に関する条例を次のように定めるといたしまして、裏面

をお開き願いたいと思います。提案理由でございます。 

多子世帯における養育費の負担軽減を図り、子育て支援を充実させるため、この条例の

制定について議決を求めるものでございます。 

なお、内容の説明につきましては保健福祉課長より申し上げますので、よろしくご審議

の上、議決賜りたくお願い申し上げます。 
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○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

保健福祉課長。 

〔保健福祉課長 野﨑勇治君登壇〕 

○保健福祉課長（野﨑勇治君） ただ今上程いただきました議案第17号、新十津川町多子

世帯子育て支援に関する条例の制定について、内容の説明を申し上げます。 

 この条例は、３人以上の子どもを養育している保護者に対し、第３子以降の児童の子育

てに係る経費の一部を負担し、保護者の経済的負担の軽減を図り、多子世帯の子育てを支

援することを目的としております。 

 第２条、第３条においては、支援する内容として、特定教育、保育施設及び特定地域型

保育事業の保育料、また、私立幼稚園の入園料及び授業料、新十津川小学校、新十津川中

学校での学校給食費負担金を助成または免除の方法で、軽減する内容を規定しております。 

 また、対象となる子どもは、第３子以降の子どもであり、生計を一つとして養育してい

れば、年齢に関わらず、第１子から算定することを規定しております。 

第４条は、対象者についてであり、住民登録されている保護者であること、公租公課を

滞納していない者を対象とする規定であります。 

第６条は、認定通知についてであり、申請に基づき、認定の通知、または理由を付して、

該当でない通知することとしております。 

 第７条は、認定の変更届で、認定の内容を変更した時の手続きと通知についてを規定し

てございます。 

第８条は、決定の取り消しと助成額の返納と支払いついてを規定してございます。 

第９条は、規則への委任であり、保育料、幼稚園就園費補助金及び学校給食費負担金の免

除や助成は、それぞれの規則で実施いたします。 

 この条例では、対象となる第３子以降の児童の認定を行います。 

附則として、この条例は、平成28年４月１日から施行いたします。また、平成32年３月

31日までの時限の期間を実施をいたします。 

以上、議案第17号、新十津川町多子世帯子育て支援に関する条例の制定についての内容

の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上

げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第17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18号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８、議案第18号、新十津川町放課後児童クラブ条例の制

定についてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程をいただきました議案第18号、新十津川町放課後児童

クラブ条例の制定について。 
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 新十津川町放課後児童クラブ条例を次のように定めるといたしまして、１枚おめくりい

ただき、提案理由でございます。 

児童福祉法第34条の８第１項の規定により放課後児童健全育成事業として放課後児童ク

ラブを運営するため、この条例の制定について議決を求めるものでございます。 

なお、内容につきましては保健福祉課長より申し上げますので、よろしくご審議の上、

議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

保健福祉課長。 

〔保健福祉課長 野﨑勇治君登壇〕 

○保健福祉課長（野﨑勇治君） ただ今上程いただきました議案第18号、新十津川町放課

後児童クラブ条例の制定について、内容の説明を申し上げます。 

 この条例は、児童福祉法に基づき、放課後児童クラブの運営に関して必要なことを規定

することとしてございます。 

第２条の事業の目的は、小学校に就学している児童を対象に、その保護者が労働などに

より、昼間家庭にいない者に対し、授業終了後に適正な遊びや生活の場を提供し、健全な

育成を図ることを目的としております。 

第３条は実施の場所を規定しております。 

第４条及び第５条は、それぞれに曜日別の開所時間および閉所日について定めておりま

す。 

第６条につきましては、次ページに渡っておりますので、次ページも併せてご覧いただ

ければと思います。第６条は、対象児童を定めており、保護者が自宅にいない状況の保護

者に対応することを規定しております。 

次ページに移りまして、第７条につきましては、利用定員を定めてございます。 

第８条、第９条につきましては、利用に当たっての手続き、取り消し要件などを規定し

てございます。 

第10条は、利用料を規定しており、児童１人に対して月額3,000円をご負担いただきま

す。 

第11条は、利用料減免を規則に定めることと規定してございます。 

第12条は、損害賠償について。 

第13条は、その他必要な事項は、規則に定めることをそれぞれ規定してございます。 

 附則といたしまして、平成28年４月１日から施行いたします。 

第２項では、平成31年度までは、利用料１人当たり月額1,000円とすることとしてござ

います。 

以上、議案第18号、新十津川町放課後児童クラブ条例の制定について、内容の説明とさ

せていただきます。よろしくご審議いただき、議決賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第18号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 

                                       

     ◎議案第19号の上程、説明 
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○議長（長谷川秀樹君） 日程第９、議案第19号、新十津川町介護予防・日常生活総合支

援事業利用料徴収条例の制定についてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程をいただきました議案第19号、新十津川町介護予防・

日常生活総合支援事業利用料徴収条例の制定について。 

 新十津川町介護予防・日常生活総合支援事業利用料徴収条例を次にように定めるといた

しまして、裏面をお開き願いたいと思います。提案理由でございます。 

介護保険法第115条の45の規定に基づき、町が実施する介護予防・日常生活総合支援事

業における利用料の徴収に関し必要な事項を定めるため、この条例の制定について議決を

求めるものでございます。 

なお、内容につきましては保健福祉課長より申し上げますので、よろしくご審議の上、

議決賜りたくお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

保健福祉課長。 

〔保健福祉課長 野﨑勇治君登壇〕 

○保健福祉課長（野﨑勇治君） ただ今上程いただきました議案第19号、新十津川町介護

予防・日常生活総合支援事業利用料徴収条例の制定について、内容のご説明を申し上げま

す。 

 この条例は、提案理由でも申し上げておりますが、介護保険法第115条の45第５項の規

定に基づき、町独自の介護予防サービスの利用料金について定める内容であります。 

第２条、利用料ですが、別表として次のページに規定しておりますが、この基本的な考

え方は、サービス単価に対する１割から２割の間で負担いただくようになってございます。

また、これまで実施してきた一次、二次予防事業の利用料金を考慮し設定いたしました。 

第３条は、徴収の仕方について規定してございます。 

第４条は、事業を委託で実施するとき、その実施者が料金を徴収し、その後、町に納入

していただく方法を規定してございます。 

第５条は、免除規定であります。 

附則といたしまして、平成28年４月１日から施行いたします。 

以上、議案第19号、新十津川町介護予防・日常生活総合支援事業利用料徴収条例の制定

についての、内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただき、議決賜ります

ようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第19号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 

ここで午後１時まで休憩といたします。 

（午前11時53分） 

                                     

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 
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（午後１時00分） 

                                       

     ◎議案第20号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第10、議案第20号、新十津川町高等学校等遠距離通学費助

成に関する条例の制定についてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程いただきました議案第20号、新十津川町高等学校等遠

距離通学費助成に関する条例の制定について。 

 新十津川町高等学校等遠距離通学費助成に関する条例を次にように制定するといたしま

して、裏面をお開き願いたいというふうに思います。提案理由でございます。 

遠距離の高等学校等へ通う生徒の保護者の負担軽減を図るため、この条例の制定につい

て議決を求めるものでございます。 

なお、内容につきましては教育委員会事務局長より申し上げますので、よろしくご審議

の上、議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

教育委員会事務局長。 

〔教育委員会事務局長 遠藤久美子君登壇〕 

○教育委員会事務局長（遠藤久美子君） それでは議案第20号、新十津川町高等学校等遠

距離通学費助成に関する条例の制定について、内容の説明を申し上げます。 

 第１条は、目的を規定しておりまして、遠距離の高校へ通学する生徒の保護者に対し、

通学費の一部を助成することにより、子どもの教育に係る経済的負担の軽減を図るために

本条例を制定するものです。 

 第２条は交付対象者を規定しておりまして、町民で本町に隣接する市町以外の高校に通

学する生徒の保護者で、生徒が利用する滝川市又は砂川市の駅又はバスターミナルから 

高校の所在する最寄りの駅、バスターミナル又は停留所までの定期券購入費を月額１万円

以上負担している者となっています。ですので、自宅から滝川又は砂川までの移動分につ

いては、助成の対象としておりません。 

 第３条 助成金の額は、定期代の２分の１以内の額とし、１か月の生徒一人当たり限度

額は２万円とします。 

 第４条は、交付期間で、生徒が通学する高校の修学年限を限度とするものでございます。 

 第５条は、交付を受ける場合は、町長に申請しなければならない旨を定めております。 

 第７条は、助成金の交付を決定しない場合を定めております。 

 第９条は、助成金の返還について定めております。 

 附則の第１項は、平成28年４月１日から施行することとし、第２項は、平成32年３月31

日限りで効力を失うこととし、４年間の時限立法としております。 

 以上、新十津川町高等学校等遠距離通学費助成に関する条例の制定につての、内容説明

とさせていただきます。よろしくご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げます。 
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○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第20号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 

                                       

     ◎議案第21号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第11、議案第21号、新十津川町不妊治療費の助成に関する

条例の制定についてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程をいただきました議案第21号、新十津川町不妊治療費

の助成に関する条例の制定について。 

 新十津川町不妊治療費の助成に関する条例を次のように定めるといたしまして、１枚お

めくりいただき、提案理由でございます。 

助成対象となる不妊治療方法を追加し、当該治療を行う夫婦の経済的負担を軽減するこ

とで、少子化対策の推進に寄与するため、この条例の全部改正について議決を求めるもの

でございます。 

なお、内容につきましては保健福祉課長より申し上げますので、よろしくご審議の上、

議決賜りたくお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

保健福祉課長。 

〔保健福祉課長 野﨑勇治君登壇〕 

○保健福祉課長（野﨑勇治君） ただ今上程いただきました議案第21号、新十津川町不妊

治療費の助成に関する条例の制定について、内容のご説明を申し上げます。 

 この条例は、現在ある新十津川町特定不妊治療費の助成に関する条例を全部改正するも

ので、第１条には目的として、不妊治療を受けている夫婦に対し、不妊治療に要する費用

を助成し、夫婦の経済的負担を軽減することで、少子化対策の推進に寄与すること目的し

ております。 

第２条には、用語の定義を規定しており、一般不妊治療と特定不妊治療の定義について

規定してございます。 

第３条には、助成の内容として、一般治療費及びその証明書の発行手数料、特定不妊治

療費を対象にすることを規定してございます。 

第４条には、助成対象者の要件を規定してございまして、次ページをご覧いただきたい

と思いますが、一つには、不妊症の診断があること。二つとして、その治療の開始日の妻

の年齢が満43歳未満であること。３として、住所要件として、引き続き１年以上居住して

いること。４として、所得制限があること。５として、医療保険に加入していること。 

６として、公租公課の滞納がないこと。７として、特定不妊治療の場合は、北海道の助成

の決定を受けていること。７項目を要件としてございます。 

第５条では、助成額でありますが、一般不妊治療は、暦年での１年間の治療費の合計額

を20万円までを限度に助成いたします。特定不妊治療にあっては、道の要綱による決定を
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受けた治療の合計額で、１回当りの治療に対して10万円を限度に助成する規定でございま

す。助成額から除くものとして、食事負担などを規定してございます。 

第６条は交付の回数であり、規則に定めこととしてございます。 

第７条、第８条は、申請により助成すること、申請に対して決定をすることを規定して

ございます。 

第９条は、取り消しと助成金の返還について規定してございます。 

第10条 そのほかのことは、規則に定めることとしてございます。 

附則として、平成28年４月１日から施行いたします。 

第２項として、一般不妊治療費の対象期間を平成28年は、４月１日から12月31日の間に

なることを規定してございます。 

以上 議案第21号、新十津川町不妊治療費の助成に関する条例の制定についての、内容

の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただき、議決賜りますようお願いを申し

上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第21号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 

                                       

     ◎議案第22号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第12、議案第22号、新十津川町中小企業者応援条例の制定

についてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程をいただきました議案第５号、新十津川町中小企業者

応援条例の制定について。 

 新十津川町中小企業者応援条例と次のように定めるといたしまして、１枚おめくりいた

だきたいと思います。提案理由でございます。 

中小企業者に対する支援策を充実し、町内の経済活性化を図るため、この条例の全部改

正について議決を求めるものでございます。 

なお、内容につきましては産業振興課長より申し上げますので、よろしくご審議の上、

議決賜りたくお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

産業振興課長。 

〔産業振興課長 後木満男君登壇〕 

○産業振興課長（後木満男君） それでは議案第22号、新十津川町中小企業者応援条例の

制定につきまして、内容の説明を申し上げます。 

この条例は、現在の中小企業を取り巻く環境の変化やニーズに対応するために、中小企

業者に対し、より効果的かつ適切な助成を行い、加えて、昨年10月に策定いたしました新

十津川町総合戦略に掲げる重要業績評価指標を達成するため、新十津川町中小企業等近代

化促進条例の全部を改正するものでございます。 
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それでは、条文の説明を申し上げます。 

まず、条例の名称につきまして、新十津川町中小企業等近代化促進条例を、新十津川町

中小企業者応援条例に改めるものでございます。国の法律では、昭和38年に制定された中

小企業近代化促進法がございましたが、この法律については平成11年に廃止されておりま

す。現在は、中小企業を支援する関係法、３つの法律を統合した中小企業新事業活動促進

法という法律が平成17年に制定されております。 

現在では近代化という定義が分かりにくいということもございますので、本町の中小企

業を応援する意味から、より分かりやすく名称を新十津川町中小企業者応援条例とするも

のでございます。 

以下、新十津川町中小企業等近代化促進条例を改正前条例、新十津川町中小企業者応援

条例を改正条例と呼ばせていただきます。 

 改正条例は全文14条と附則で構成されておりまして、第１条では、目的を定めておりま

す。 

第２条では、用語の定義を定めております。改正条例では、広く町内の中小企業者へ助

成を行う主旨から、商店街地区に限っていた交付用件を緩和するため、改正前条例にあり

ました商店街、商業地域という定義を定めておりません。 

第３条では、補助の種類及び対象者を定めており、８項目あった改正前条例の補助の種

類を、改正条例では、店舗等整備事業、地場産品開発事業、商工観光活性化事業、人材育

成事業の４項目に整理、統合しております。なお、第３号の商工観光活性化事業は、新た

な補助の種類であり、商工業者や観光事業者が競争力を強化するため、新たに、集客向上

や販売促進などの取組を実施したときは、補助金を交付するというものでございます。 

同条第２項では、補助の対象者は、これまでの取扱いと同様に、町内中小企業者のうち

新十津川町商工会に加入しているものとしております。 

第４条から第７条までは、第３条に定める補助の種類別に補助の内容を定めております。

第８条では、補助金の額につきまして、規則へ委任することとしております。 

第９条では、補助金の申請及び交付の決定に関する事項を、第10条では、事業変更等の

届出に関する事項を、第11条では、事業の承継に関する事項を定めております。 

 第12条では、申請者又は補助事業者から、事業の実施状況の報告の徴収及び立入検査に

関する事項を定めまして、事業の適正な執行と経過について随時確認できることとしてお

ります。 

第13条においては、補助金の減額、返還等に関する事項を定めております。 

第14条は、施行規則への委任規定でございます。 

附則としましては、１として、条例の施行日を平成28年４月１日とし、２として、改正

前条例による補助金の交付に対する経過措置を定めてございます。 

 以上で、議案第22号、新十津川町中小企業者応援条例の制定について、内容の説明を終

わります。よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第22号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 

                                       

     ◎議案第23号の上程、説明 
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○議長（長谷川秀樹君） 日程第13、議案第23号、新十津川町定住促進条例の一部改正に

ついてを議題といたします。 

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程をいただきました議案第23号、新十津川町定住促進条

例の一部改正について。 

 新十津川町定住促進条例の一部を改正する条例を次にように定めるといたしまして、提

案理由でございます。 

失効期限を延長し、中期的な定住人口の増加を図るため、この条例の一部改正について

議決を求めるものでございます。 

 次に、内容の説明を申し上げます。お手元の新旧対照表も併せてご参照願います。 

 本条例は、平成26年４月１日から施行し、平成28年度までの３か年の時限立法として制

定をしておりますが、昨年、策定をいたしました、新十津川町総合戦略に掲げる定住の促

進施策との整合性をとり、より一層の定住人口の増加と町内住宅関連産業の活性化にも寄

与したく、総合戦略の経過期間であります平成31年度までの期間とすべく、３年間延長し

たいとするものでございます。 

 したがいまして、内容の第４条第１項第１号中の住宅の登記完了期限を、平成28年12月

31日から平成31年12月31日へ、条例の失効を平成29年３月31日から平成32年３月31日に改

めるものでございます。 

 なお、附則として、平成28年４月１日から施行したいとするものでございます。 

 以上で、提案理由と内容の説明に代えさせていただきます。よろしくご審議の上、議決

賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第23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24号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第12、議案第24号、新十津川町非常勤特別職職員の報酬及

び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程をいただきました議案第24号、新十津川町非常勤特別

職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について。 

 新十津川町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を、

次のように定めるといたしまして、提案理由でございます。 

非常勤の特別職に属する職員として地域おこし協力隊員の報酬等を定めるため、地方自

治法第203条の２第４項の規定により、この条例の一部改正について議決を求めるもので

ございます。 

 内容について申し上げます。恐れ入りますが、別紙の新旧対照表も併せてご参照願いま
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す。 

 別表に、地域おこし協力隊員の項を追加するものでございます。この地域おこし協力隊

員につきましては、現在、臨時職員として活動を行っているところでありますけれども、

今後の活動を見据えた時、起業準備等のための収益事業に携わるなど、より柔軟な活動が

可能となるよう、地方公務員法の適用を受けない、非常勤の特別職員として定めたいとす

るものでございます。 

 なお、地域おこし協力隊員への支出金額については、これまでと変更はございません。

附則ですが、平成28年４月１日から施行をしたとするものでございます。 

 以上、提案理由と内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、議決賜りた

くよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第24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25号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第15、議案第25号、新十津川町総合健康福祉センターの設

置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程をいただきました議案第25号、新十津川町総合健康福

祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について。 

 新十津川町総合健康福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を、

次にように定めるといたしまして、提案理由でございます。 

貸室の利用目的の一部変更に伴い、当該貸室の廃止並びに新たな貸室の名称及び使用料

を設定するため、この条例の一部改正について議決を求めるものであります。 

なお、内容につきましては保健福祉課長より申し上げますので、よろしくご審議の上、

議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

保健福祉課長。 

〔保健福祉課長 野﨑勇治君登壇〕 

○保健福祉課長（野﨑勇治君） ただ今上程いただきました議案第25号、新十津川町総合

健康福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についての、内容の

説明を申し上げます。お手元の新旧対照表も合わせてご覧いただきたいと思います。 

 改正内容については、総合健康福祉センターの３階にあります社会福祉協議会のボラン

ティアセンターを、平成28年４月から高齢者の生活支援サポートの充実を図るため、１階

の第２研修室に移転し、１階の第２研修室を貸付できる部屋からはずし、３階のボラン

ティアセンターの場所を、貸付できる第３研修室との名称に変更する内容と、１階に設置

していた特殊浴室が、すでに役割を終えていることから、今回使用料を削除する内容であ

ります。 
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 新たに設定する料金は、部屋の面積等勘案し、平成16年12月の改定方針にそった料金設

定としております。 

別表中の１の基本使用料その１の第２研修室の欄を第３研修室とし、１時間当りの料金

を、町内者200円、町外者300円とし、第５項の特殊浴室使用料を削り、第５項を健康体力

増進室器具使用料とするものあります。 

 附則として、この条例は、平成28年４月１日から施行するものでございます。 

以上、議案第25号、新十津川町総合健康福祉センターの設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例についての内容説明とさせていただきます。よろしくご審議いただき、

議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第25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26号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第16、議案第26号、新十津川町下水道条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程をいただきました議案第26号、新十津川町下水道条例

の一部改正について。 

 新十津川町下水道条例の一部を改正する条例を、次のように定めるといたしまして、提

案理由でございます。 

下水道法施行令の一部改正に伴い、除害施設の設置等に係る下水の水質基準を改正し、

あわせて占用料の額等を改正するため、この条例の一部改正について議決を求めるもので

ございます。 

なお、内容につきましては建設課長より申し上げますので、よろしくご審議の上、議決

賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

建設課長。 

〔建設課長 村中忠夫君登壇〕 

○建設課長（村中忠夫君） ただ今上程いただきました議案第26号、新十津川町下水道条

例の一部を改正する条例について、内容のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は２点ございまして、提案理由にもありますとおり、下水道法施行令の一部

が改正されたこと及び占用料の額等で他の条例を準用すべく条文の整理をするために、条

例の一部を改正したいとするものであります。  

お手元の新旧対照表も併せてご覧願いたいと思いますけれども、まず１点目の改正点と

しまして、条例第12条の除害施設の設置等で、第１項第10号のトリクロロエチレン、こち

らの排出基準値を１リットルにつき0.3ミリグラム以下を0.1ミリグラム以下にすることで

ありまして、この基準値を超えて公共下水道に接続し排除しようとする者には、除害施設
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の設置又は必要な措置の義務付けを規定するものでございます。 

次に、２点目の改正点としまして、条例第25条の占用で、占用物件及び占用料につきま

しては、新十津川町道路占用料徴収条例にも規定されておりまして、占用料の統一を図る

とともに、道路占用料徴収条例を準用し運用するのが、事務の効率化が図られることから

条文の整理をするものであります。 

内容としましては、新旧対照表１ページの中段になりますけれども、第１項中、この条

及び次条においてを削り、単純に以下占用物件に改めます。 

第２項は全文削除し、２ページ目になりますけれども、第３項中、町長は、の次に、前

項の占用の許可を受けたもの（以下占用者という。）から、占用料を徴収する。ただし、

を加え、こちらを第２項といたします。 

次に、第４項を削除し、新第２項の次に第３項として、３ページにまたがりますけれど

も、こちらは新十津川町道路占用料徴収条例に規定されている占用料の額、徴収方法、納

期限及び還付について準用する規定でございまして、その準用する際の条文の読み替え規

定でございます。 

また、議案にお戻り願いたいのですけれども、附則といたしまして、第１項では、施行

日を平成28年４月１日からとしてございまして、第２項では、この条例の施行日前に許可

を受けたものの占用料の額、徴収方法、納期限及び還付については、従前の例によること

としています。 

 なお、１点目の改正に関わりますトリクロロエチレン、これにつきましては、主に金属

や繊維の洗浄に使用する溶剤に含まれてございまして、本町では該当する事業所はござい

ません。 

 以上で、議案第26号、新十津川町下水道条例の一部を改正する条例についての内容説明

とさせていただきます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第26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27号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第17、議案第27号、新十津川町児童生徒就学援助条例の一

部改正についてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程をいただきました議案第27号、新十津川町児童生徒就

学援助条例の一部改正について。 

 新十津川町児童生徒就学援助条例の一部を改正する条例を、次のように定めるといたし

まして、提案理由でございます。 

就学援助対象者に区域外就学する者を追加するため、この条例の一部改正について議決

を求めるものでございます。 

なお、内容につきましては教育委員会事務局長より申し上げますので、よろしくご審議

の上、議決賜りたくお願い申し上げます。 
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○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

教育委員会事務局長。 

〔教育委員会事務局長 遠藤久美子君登壇〕 

○教育委員会事務局長（遠藤久美子君） それでは議案第27号、新十津川町児童生徒就学

援助条例の一部改正について内容の説明を申し上げます。 

 お手元の新旧対照表もご参照ください。 

 就学援助は、経済的負担を軽減する必要があると認められる保護者に対し、必要な援助

を行うものでございます。 

 今回の改正は、第２条の定義規定、第１号、児童生徒について、町内に住所を有し、か

つ、町立小学校又は町立中学校に在学する者としておりましたが、本町の学校以外の学校

に就学している者、いわゆる区域外就学する者を加え、義務教育を円滑に受けることがで

きるよう、援助の対象とするものでございます。 

 附則として、この条例は、平成28年４月１日から施行するものです。 

以上、新十津川町児童生徒就学援助条例の一部改正についての内容説明とさせていただ

きます。よろしくご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第27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28号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第18、議案第28号、新十津川町アートの森彫刻体験交流促

進施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程をいただきました議案第28号、新十津川町アートの森

彫刻体験交流促進施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について。 

 新十津川町アートの森彫刻体験交流促進施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例を、次にように定めるといたしまして、提案理由でございます。 

新十津川町アートの森彫刻体験交流促進施設の開館時間を変更するため、この条例の一

部改正について議決を求めるものでございます。 

 内容について説明を加えます。恐れ入りますが、別紙の新旧対照表も併せてご参照願い

ます。 

 第５条中の開館時間を、９時から10時に改めるものでございます。 

従前までただし書き条項により、指定管理者の申請により、教育委員会でこれを承認し、

10時開館としていたところでありますし、加えて、他の施設とも歩調を合わせるため、10

時と条例を改正するものでございます。 

 以上、提案理由と内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、議決賜りた

くお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第28号について、提案理由並びに内容の説明を終わ
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ります。 

                                       

     ◎議案第29号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第19、議案第29号、新十津川町乳幼児等医療費助成に関す

る条例の一部改正についてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程をいただきました議案第19号、新十津川町乳幼児等医

療費助成に関する条例の一部改正について。 

 新十津川町乳幼児等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を、次のように定め

るといたしまして、裏面をお開き願いたいと思います。提案理由でございます。 

医療費助成の対象となる受給資格者の年齢を引き上げることにより、安心して子育てが

できる環境を整え、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図るため、この条例の一部

改正について議決を求めるものでございます。 

 なお、内容につきましては住民課長より説明申し上げますので、よろしくご審議の上、

議決賜りたくお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

住民課長。 

〔住民課長 中畑晃君登壇〕 

○住民課長（中畑晃君） ただ今上程いただきました議案第29号、新十津川町乳幼児等医

療費助成に関する条例の一部改正について、内容のご説明を申し上げます。 

今回の改正は、医療費助成の年齢要件を緩和するため、対象年齢を満15歳から満18歳に

引き上げることを目的としておりまして、それに伴う諸条件の追加や用語の修正等を行う

ものでございます。 

 それでは、主な改正内容につきまして説明させていただきますので、お手元の新旧対照

表と併せてご覧願います。 

 まず、題名の改正でございます。今回の改正によりまして高校生の年齢まで引き上げる

ことといたしますので、題名中の乳幼児等を子どもに改めることといたしております。 

第１条以下においても、同様に乳幼児等という文言を子どもに改めてございます。そし

て、第２条第１号で、子どもの定義を満15歳から満18歳に改めてございます。 

新旧対照表の２ページに入りまして、第３条の改正規定でございますが、第３条本文中、

世帯に属する乳幼児等を保護者の子どもに改めてございます。これは、高校生の場合、世

帯を離れて遠隔地で勉学に励む生徒も存在する可能性がございますので、そのお子さんに

つきましても助成の対象とするための措置でございます。また、第３条には、対象者に含

めないための除外規定が設けてございますが、年齢を引き上げることに伴いまして、新た

に３つの事項を追加することといたしてございます。 

第３号といたしまして、婚姻などをしている場合。 

第４号といたしまして、所得がある場合。 
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第５号といたしまして、住民票を勉学地などに移すことにより、他の市町村の医療助成

制度が適用となる場合。この三つについては対象から除外するための追加としてございま

す。 

最後に、新旧対照表の３ページにございます改正案の第10条についてご説明申し上げま

す。 

新たに、権利の消滅について追加する内容となってございまして、遠隔地で診療を受け

た際は、いったん本人負担分を本人が支払った後に、領収証を添えて役場へ医療費助成の

申請をしていただくことになりますが、その場合の申請期限が明確でございませんでした

ので、その期限を２年とする旨を規定するものでございます。 

主な改正内容につきましては、以上のとおりでございます。 

 最後に、議案に戻りまして附則について申し上げます。 

第１項といたしまして、施行日については、平成28年８月１日からとするものでござい

ます。 

第２項といたしまして、助成の対象は、施行日である平成28年８月１日以後に受けた際

の医療費からとする旨を規定してございます。 

以上、議案第29号、新十津川町乳幼児等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例

についての内容とさせていただきます。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第29号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 

 ここで14時まで休憩いたします。 

（午後１時48分） 

                                     

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後２時00分） 

                                      

     ◎一括上程の議決 

○議長（長谷川秀樹君） ここでお諮りいたします。 

 次に上程されます、日程第20から日程第24までの案件につきましては関連がございます

ので、一括上程をいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがいまして、日程第20、議案第30号、平成28年度新十津川町一般会計予算。日程第

21、議案第31号、平成28年度新十津川町国民健康保険特別会計予算。日程第22、議案第32

号、平成28年度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算。日程第23、議案第33号、平成28

年度新十津川町下水道事業特別会計予算。日程第24、議案第34号、平成28年度新十津川町

農業集落排水事業特別会計予算は、一括議題とすることに決定をいたしました。 

                                       

     ◎議案第30号ないし議案第34号の上程、説明、質疑 

○議長（長谷川秀樹君） それでは議案第30号から議案第34号につきまして、提案者の提
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案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今一括上程をいただきました議案第30号、平成28年度新十津

川町一般会計予算から議案第34号の新十津川町農業集落排水事業特別会計予算までの提案

理由につきまして、ご説明を申し上げたいと思います。 

予算書１ページをお開き願いたいと思います。 

議案第30号、平成28年度新十津川町一般会計予算。 

 平成28年度新十津川町一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ59億5,921万７千円と定める。 

２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

債務負担行為。 

第２条、地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、第２表債務負担行為による。 

 地方債。 

第３条、地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第３表地方債による。 

 一時借入金。 

第４条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、５

億円と定める。 

 歳出予算の流用。 

第５条、地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合に

おける同一款内での、これらの経費の各項の間の流用。 

 続きまして、203ページをお開き願います。 

議案第31号、平成28年度新十津川町国民健康保険特別会計予算。 

 平成28年度新十津川町国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億9,284万３千円と定める。 

２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

一時借入金。 

第２条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

５千万円と定める。 

 次に、221ページをお開き願います。 

議案第32号、平成28年度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算。 

 平成28年度新十津川町後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億291万５千円と定める。 
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２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

次に、235ページをお開き願います。 

議案第33号、平成28年度新十津川町下水道事業特別会計予算。 

 平成28年度新十津川町下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億9,759万３千円と定める。 

２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。  

地方債。 

第２条、地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表地方債による。 

 一時借入金。 

第３条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

５千万円と定める。 

 次に、259ページをお開き願います。 

議案第34号、平成28年度新十津川町農業集落排水事業特別会計予算。 

 平成28年度新十津川町農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,396万２千円と定める。 

２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

なお、一般会計から農業集落排水事業特別会計予算案の概要につきましては、副町長よ

り申し上げますので、よろしくご審議の上、議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

 引き続き、各会計の予算概要につきまして説明を求めます。 

 副町長。 

〔副町長 小林透君登壇〕 

○副町長（小林透君） それでは上程いただきました議案第30号から第34号までの平成28

年度一般会計及び各特別会計予算案の概要を申し上げます。 

 お手元の予算案概要説明書、これに基づきまして説明をさせていただきたいと思います。 

まず１ページでございます。平成28年度各会計予算案総括表を載せてございます。 

 一般会計の平成28年度予算額は59億5,921万７千円、対前年度伸び率は12.9パーセント

となってございますが、平成27年度当初予算は骨格予算ということでございましたので、

６月補正後の予算で比較いたしますと8.4パーセントの伸び率ということになります。 

 続きまして、特別会計ですが、国民健康保険特別会計の平成28年度予算額は３億9,284

万３千円、後期高齢者医療特別会計の平成28年度予算額は１億291万５千円、下水道事業

特別会計の平成28年度予算額は１億9,759万３千円、農業集落排水事業特別会計の平成28

年度予算額は3,396万２千円、これら４つの特別会計の合計は７億2,731万３千円となりま

して、対前年度伸び率で0.8パーセントの減となります。 

 一般会計と特別会計を合計いたしますと66億8,653万円となりまして、対前年度の当初

予算との比較で11.2パーセント、６月補正後の合計との比較で7.3パーセントの伸び率と

なってございます。 
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次のページをお開きいただきたいと思います。 

午前中、町長、教育長から、それぞれ執行方針が述べられましたが、そこに示されまし

た取組みも含めまして、一般会計の主な事業について、第５次総合計画の６つの目標に

沿って内容を申し上げます。 

なお、資料の中で、新、（新）とございますのは、新規事業でございます。（拡）とご

ざいますのが、拡大事業を指すというふうにお聞きいただければと思います。 

 一つ目のみんなでつくる住みよいまちに係る取組でございますが、環境の保全の項目で

は、３点目、弥生霊園造成230万円、これは霊園の区画が少なくなったということで、11

区画を追加造成するものでございます。 

 生活基盤の充実の項目について、まず１点目の定住促進対策事業6,154万６千円。これ

につきましては、新築住宅助成28棟分、中古住宅助成７棟分、そのうち子供のいる世帯に

対する商品券助成で25世帯50人分を計上した予算でございます。 

２点目、共同賃貸住宅建設促進事業800万円でございますが、１棟４戸のアパート２棟

分の助成を見込んでおります。 

 ３点目、安心すまいる助成事業2,500万円でございますが、これは新年度の新規事業で

ございまして、一般住宅の増改築リフォーム等に対して１件当りの工事費の５分の１の補

助率で50万円を限度に助成するものでございます。50件分を計上してございます。 

４点目、住宅耐震化促進事業719万８千円でございますが、これは、従前より実施して

おります一般住宅への耐震診断および耐震改修に対する助成、これに加えまして、新年度

より住宅解体工事に対し５分の１の補助率で30万円を限度に助成することを追加したもの

でございます。これにつきましては、10棟分を計上しております。 

 ５点目、青葉公園改修事業900万円、これは公園長寿命化修繕計画に基づきまして、青

葉公園の外周フェンスを改修するものでございます。 

 ６点目、公営住宅外部改修3,304万８千円でございますが、公営住宅のトップ団地Ａ棟、

Ｂ棟の２棟について、これを４年間で外壁塗装を行う計画としてございます。新年度、平

成28年度につきまして、Ａ棟36戸ありますうち平成９年に建設いたしました18戸分の工事

費を計上しております。ちなみに29年度は平成10年建設のＡ棟18戸分、Ｂ棟については、

30から31年度に工事する予定でございます。 

 次に、交通環境の整備の項目です。公共交通確保対策、それから２点目でございまして、

道路整備事業１億1,427万３千円につきましては、ふるさと団地内の道路舗装改修235メー

トル分の改修及び北中央４条通りの道路延長で182メートル分の改修を行う予定でござい

ます。 

３点目、橋りょう整備事業6,810万円ですが、橋りょう長寿命化修繕計画に基づきまし

て、南幌加橋補修工事、それと夢色の橋補修工事などを行なう予算になってございます。 

 ４点目、除排雪関係事業１億8,619万３千円でございますが、これは除雪センターの内

部改修を行なう経費及び除雪専用トラック１台分の購入経費などを計上してございます。 

 次は二つ目、みんなでつくる健やかなまちに係る取組でございます。 

児童福祉の充実の項目では、子育て支援策として新たに事業化するものといたしまして、

従来より実施しております、子ども生活応援事業による、得きっずカードのポイントの割

増のほかに、２点目で、児童館前の水遊び場設置352万１千円を計上してございます。こ
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れは本町児童館の南側に乳幼児が安全に遊べる屋外水遊び場を設置するというものでござ

いまして、大きさは縦3.5メートル、横３メートル、水深は10センチメートル程度と、ご

く浅いプールのような水遊び場を設置する予定でございます。 

３点目、放課後児童クラブ管理運営事業523万２千円でございますが、これは、現在試

行実施しております放課後児童クラブを新年度より本格実施するものでございまして、平

日は午後６時半まで、土曜日、長期休校日、振替休日については午前８時から午後６時ま

で開設するというものでございます。利用料金は、月額3,000円としておりますが、現行

の総合戦略を実践する期間、平成31年度までについては、これを月額1,000円として実施

したいとするものでございます。 

４点目、第３子以降保育料無料化168万７千円でございますが、第３子以降の子どもの

保育料を無料とするものでございます。また、新十津川保育園に通園する児童を対象とし

た病後児保育を、滝川市の協力により、新年度より開始いたす計画でございます。 

次の、障がい者福祉の充実の項目についてでございますが、障がい者自立支援、地域生

活支援に対しまして、合わせて２億3,780万９千円を計上してございます。 

次の、高齢者福祉の充実の項目についてですが、１点目、高齢者除雪事業619万２千円

につきましては、高齢者世帯の間口、それから生活通路確保及び道路除雪による置き雪、

屋根雪下ろしに係る助成経費について計上してございます。 

２点目、生活支援体制整備事業576万８千円につきましては、介護保険制度の改正によ

りまして、各自治体で地域の実情に即した高齢者の生活支援サービスを提供することとな

ります。この具体的な支援について相談、それからサービスのマッチング、地域生活支援

ボランティアの育成、これらを担う地域コーディネーターの活動に係る経費を計上してご

ざいます。なお、コーディネーターの設置、活動等に係る業務については、本町の社会福

祉協議会に委託をして行いたいと考えております。 

４点目、介護予防（訪問・通所サービス、運動）事業3,155万３千円につきましては、

ただ今説明いたしました生活支援体制整備事業、これとともに、介護保険制度の改正に伴

う新たな介護支援、介護予防サービス、それと運動教室などを行うものでございます。 

 次、健康づくりの推進の項目についてでございます。 

１点目、予防接種事業2,331万８千円は、新年度から日本脳炎を追加した予防接種を行

う予定でございます。また、妊婦及び中学生以下のインフルエンザ予防接種費用の無料化

を継続するとともに、65歳以上の定期予防接種に対しまして助成額を拡大しております。 

２点目の成人健康診査事業323万４千円におきましては、後期高齢者の健診において貧

血、それから心電図などの健診項目を追加いたしております。後期高齢者になっても継続

して健診項目を確認することができるという健診項目にいたしております。 

 ３点目のがん検診事業959万３千円では、ワンコイン検診を継続して行い、各種検診に

おける早期発見に努めてまいります。 

４点目、特定不妊治療費助成事業100万円、これは北海道が行う助成に上乗せをして、

１回の治療につき10万円を上限に助成をするものでございます。10人分を計上しておりま

す。 

５点目、一般不妊治療費助成事業100万円、これも一般不妊治療に対して、１年間で20

万円を限度額として助成するもので、５人分を計上しております。 
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６点目、妊婦健康診査・相談事業471万６千円についてですが、これまで妊婦健診時の

エコー検査は６回までを限度に助成していたものを14回までに拡大するというための経費

でございます。また、母子保健の充実として、新たに２歳４か月から７か月の幼児に対す

る健康相談も追加して実施することといたしております。 

次、医療環境の充実の項目についてついてでございますが、１点目、子ども医療費助成

事業2,484万５千円でございますが、医療費等の無料化が中学生から高校生までに拡大を

するというものでございます。 

次に三つ目、みんなでつくる豊かなまちに係る取組みでございます。農業、林業の振興

の項目につきましては、３億3,865万６千円を計上してございますが、６点目、農産物ブ

ランド化推進事業110万円の中で、日本ハムファイターズの札幌ドームでの試合において

各賞を提供するという予定でございます。これは、今月の12日に本町と日ハムがパート

ナーシップ協定を締結するという、その協定に係る取組みの一環として実施をしたいとす

るものでございます。 

 ８点目、町有林保育管理事業265万５千円につきましては、100年の森や創造の森の適正

管理、100年、120年の植樹、植林をした部分を適正に管理して、後年に残してまいりたい

とするものでございます。 

 10点目、森林整備調査研究事業13万５千円につきましては、木質バイオマスの利活用に

ついて、その調査研究を進めて実現化、事業化に向けて検討をしてまいりたいというもの

でございます。 

次、商工業の振興の項目についてでございますが、これまで実施してきた取組に加えま

して、５点目、企業振興促進事業2,046万９千円、これは従来の助成措置を拡大するとい

うものでございます。従来の対象業種に砂利採取業、学術研究、福祉、自動車整備業、機

械等修理業、これらを追加するとともに採択要件の緩和を行うものでございます。また、

固定資産税免除期間が５年間であったものを10年間まで拡大をするものでございます。 

 次、６点目、中小企業者応援事業、これにつきましては、従来の中小企業近代化促進事

業をリニューアルするというものでございます。従来の助成要件を緩和するとともに、店

舗等改装に２分の１の助成率で限度額150万円、直売所の開設に係る助成を新たに設定い

たしまして４分の３の助成率で新築については、400万円を限度とした助成。直売所の賃

借で実施する場合は、年間80万円を限度とした助成など、内容の拡大を行っていくもので

ございます。なお、当初予算には計上してございませんが、申請の都度、これを補正計上

して実施をいたしたいとするものでございます。 

次、観光の振興の項目については、7,796万１千円を計上しておりますが、１点目、観

光ＰＲ推進事業では、観光ＰＲキャラクターとつかわこめぞーのキャラクター設定、これ

をしっかり行った上で、着ぐるみをもう１体分追加制作をして、貸し出してこめぞーのさ

らなるＰＲに努めてまいりたいとするものでございます。各種イベントなどへの機会が増

えるというふうに考えてございます。 

また２点目、各種イベント開催事業では、先にご説明いたしました、日本ハムとのパー

トナーシップ協定に係る取組みとして、ふるさとまつりでのファイターズ遊具の設置ある

いはファイターズガールの出演などを計画してございます。 

 ３点目、ふるさとふれあい通り照明更新事業2,600万円でございますが、ふるさと公園
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のスポーツセンター前の通称チェリーロードと言われている道路の街路灯18基を更新する

ものでございます。 

次、４つ目のみんなでつくる安心なまちに係る取組みですが、消防、緊急体制の充実の

項目について、１点目の消防車両更新事業6,496万７千円。これは、現在、本町消防支署

に配置しております水槽付きポンプ車を更新するものでございます。水槽が３トンから５

トンに、それと包消化薬剤クラスＡというものを使用できると、泡の薬剤と一緒に水を散

布して消化をするタイプの車両に更新するというものでございます。 

 次、防災体制の充実の項目では、１点目、河川維持管理事業1,773万６千円で、創造の

森からの流出土砂の除去や後楽園沼の排水路の改修などを行うものでございます。 

２点目、防災無線管理事業623万円、これは吉野中継局バッテリー交換ほか管理に必要

な経費を計上しております。 

 次、生活安全体制の充実の項目につきましては、２点目、交通安全推進事業448万４千

円でございますが、ライオンズクラブの指定寄附をいただきまして、交通安全指導車両の

更新を計画してございます。 

 次、５つ目、みんなでつくる学びのまちに係る取組みでございますが、学校教育の充実

の項目について、１点目、育英事業3,047万８千円ですが、本町で行っております奨学金

の身利子貸付事業の貸付額を、月額２万円から４万円に、入学金で20万円から28万円など

にそれぞれ増額するとともに、その償還を１年据え置きで７年から10年に延長するという

拡大の内容でございます。 

２点目、高等学校等遠距離通学者支援事業257万４千円でございますが、これは隣接す

る市町以外の高校に通学する生徒の保護者に対し、通学費用の２分の１、月額２万円を限

度に助成をするというものでございます。 

３点目、私立幼稚園就園奨励費補助金、第３子無料化拡充分でございます。1,406万７

千円、これは私立幼稚園に通園する第３子の保育料を無料化するものでございまして、国

の制度も実施される予定でございますが、そこには所得制限がかかっておりますが、本町

においては、それを除外して適用させていきたいと考えてございます。 

 ４点目、学校図書館の充実、司書配置117万２千円につきましては、小学校、中学校の

学校図書館に１名の図書館司書を配置いたしまして、児童生徒の読書環境の充実を図ると

いうものでございます。また、町立図書館との図書システム連携による効果的な蔵書配置、

管理を行っていく予定でございます。 

 次、８点目、学校給食の調理委託2,255万１千円でございますが、これは学校給食の調

理業務を業者委託いたしまして、調理員の安定的確保、業務の効率化を図るというもので

ございます。 

９点目、第３子以降の学校給食費無料化311万１千円でございますが、これは小学校、

中学校を通じ第３子以降の子どもの学校給食費を無料化するものでございます。 

次に、社会教育の充実の項目です。 

５点目、生涯スポーツ推進事業402万１千円は、ライフステージに応じて気軽にスポー

ツを楽しむことができるよう、多彩なスポーツ体験事業を実施することを目的とします新

十津川スポーツクラブの、この設立準備委員会の専任スタッフを１名増員するなどの経費

を計上してございます。 



- 87 - 

 

 ６点目、ピンネスタジアムスコアボード更新4,781万２千円につきましては、このスコ

アボードをＬＥＤ電光掲示板に改修するとともにバックスクリーンの塗装を行うものでご

ざいます。 

次、６つ目のみんなでともに歩むまちに係る取組につきましては、住民参加の促進の項

目について、この２点目、行政区自治会館建替え事業２億1,475万８千円については、耐

震性能を有しない行政区自治会館７か所のうち、平成28年度は２か所の会館の建替えをす

る予定でございます。それと、29年度の建替え予定の３か所の実施設計費も計上をしてご

ざいます。実施設計費についても計上をしてございます。 

 次、行政の効率的な運営の項目についてでございます。１点目、庁舎建設事業１億56万

８千円。これにつきましては、新年度に庁舎建替えに係る基本構想を策定するという予定

でございますが、その内部検討の組織に係る協議及び先進地の視察並びに住民との協議、

これらを行うための経費について計上をしてございます。また、建替え経費を確保するた

め設置いたします庁舎建設の基金に１億円を積立てることとしております。 

 次、４点目、ふるさと応援寄付金推進事業6,773万９千円。これは返礼品の充実と併せ

まして払込み方法にクレジット決済を導入し、希望といたしまして１万1,000件の寄附を

目指してございます。 

 次、５点目、新電力への切替えといたしまして、電力の供給会社との契約変更によりま

して、歳出削減額367万円を見込んでおります。 

 続きまして、主な一般会計の歳入についてでございます。 

町税５億2,417万６千円。これは対前年比0.5パーセントの減で見込んでおります。 

地方交付税29億3,500万円は、伸び率1.7パーセントで見込んでございます。 

国庫支出金３億4,477万１千円、伸び率19.2パーセントでございまして、これは社会資

本整備総合交付金の伸びが主な要因でございます。 

繰入金３億6,854万１千円。これは伸び率240.7パーセントというふうに、数字ではなっ

てございますが、これは骨格予算との比較でございまして、昨年６月補正後との比較では

15.5パーセント程度の伸び率ということでございます。 

諸収入１億7,940万５千円。これは伸び率21.2パーセントでございます。介護保険制度

の改正により介護予防関係事業の負担金が増えたことによるものでございます。 

町債５億8,720万円。これは伸び率29.7パーセントでございまして、起債の主なものに

ついては、行政区自治会館整備事業２億580万円、消防車両更新事業6,470万円、除雪機械

整備事業2,230万円、橋りょう長寿命化事業1,640万円などでございます。 

一般会計については以上でございます。 

 続きまして、特別会計予算案についてご説明を申し上げます。 

国民健康保険特別会計、予算総額３億9,284万３千円。 

歳入でございますが、国民健康保険税２億827万４千円でございまして、まだ所得が確

定しておりませんが、農業所得の一定程度の伸びを勘案して計上してございます。 

繰入金１億8,454万１千円。これは一般会計からの繰入金で、そのうち保険基盤安定分

として5,324万円でございます。 

歳出については、保険者であります空知中部広域連合への負担金で３億9,126万１千円、

平成27年度比較で953万８千円の減となります。 
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 次に、後期高齢者医療特別会計、予算総額１億291万５千円。 

歳入は、後期高齢者医療保険料6,680万６千円、繰入金3,600万３千円でございます。 

歳出は、後期高齢者医療広域連合負担金１億183万６千円で平成27年度比較で339万８千

円の減となります。 

 次に、下水道事業特別会計、予算総額１億9,759万３千円。 

歳入は、使用料及び手数料6,300万１千円でございますが、下水道使用料、繰入金１億

2,757万８千円、これは下水道事業計画変更分、みどり中継ポンプ場等改築分及び管きょ

整備分のほか、人件費分などに係る経費分を繰入れるものでございます。 

歳出は、下水道建設費2,770万２千円、公債費は地方債償還及び利子分で１億2,955万３

千円でございます。 

 次に、農業集落排水事業特別会計、予算総額3,396万２千円。 

歳入につきましては、使用料及び手数料760万１千円、繰入金2,235万９千円でございま

す。施設管理及び公債費償還に係る経費を繰り入れるものでございます。 

歳出は、維持管理費1,423万９千円、公債費1,972万３千円でございます。 

 以上、平成28年度の一般会計ほか４特別会計予算案の概要について申し上げました。よ

ろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第30号から議案第34号までの提案理由並びに概要の

説明が終わりました。 

 これより予算概要についてのみ質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 以上で質疑を終わります。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） お諮りいたします。 

 議案第30号から議案第34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、議長を除く全員による予算審査特別委員会を設置し、これに付託し

て審議を進めるとの申し合わせでございます。 

 本件につきましては、議会運営委員会の申し合わせのとおり、議長を除く全員で構成す

る予算審査特別委員会を設置し、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。 

 したがいまして、平成28年度新十津川町各会計予算の審議は、議長を除く全員による予

算審査特別委員会に付託することに決定いたしました。 

ここで、14時50分まで休憩をいたします。 

休憩中に予算審査特別委員会を開き、新十津川町議会委員会条例第８条第２項の規定に

より、正副委員長の互選を行っていただきます。 

 委員の方は議員控室の方へ移動をお願いいたします。 

 （午後２時40分） 
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○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後２時48分） 

○議長（長谷川秀樹君） 休憩中に、予算審査特別委員会において、委員長及び副委員長

の互選が行われ、その結果報告が議長の手元にまいっておりますので報告いたします。 

 予算審査特別委員会委員長に安中経人君、副委員長に杉本初美君。以上のとおり互選さ

れた旨の報告がありました。 

                                       

     ◎議案第35号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第25、議案第35号、公の施設の指定管理者の指定について

を議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程いただきました議案第35号、公の施設の指定管理者の

指定について。 

 町は、公の施設の管理を代行させるため、次のとおり指定管理者を指定する。 

提案理由でございます。地方自治法第244条の２第６項の規定により、議決を求めるも

のであります。 

内容の説明を申し上げます。 

１、指定管理者に管理を行わせる公の施設の所在地及び名称。樺戸郡新十津川町字大和

208番地８ほか。新十津川町新規就農者技術修得センター。 

２、指定管理者となる団体の住所及び名称。樺戸郡新十津川町字中央６番地29。ピンネ

農業協同組合、代表理事組合長、宮本英靖。 

３、指定の期間。平成28年４月１日から平成30年３月31日まででございます。 

現在の指定期間満了が、今月の３月31日まででございます。これまでの間に指定期間が

満了することから、管理者の公募を行ってきたところ、ピンネ農業協同組合のみというこ

とでございましたので、従前同様に指定管理者として指定したいとするものでございます。

これまで、指定管理者にありましては、適正に管理をしていただいたという経緯から、指

定管理選定委員会において、指定管理者として妥当であるということから、引き続き、平

成30年３月31日までの２年間、指定管理をするということでございます。 

以上、提案理由と内容の説明に代えさせていただきます。よろしくご審議の上、議決賜

りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第35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36号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第26、議案第36号、新十津川町過疎地域自立促進市町村計

画の策定についてを議題といたします。 

 提案者の提案理の説明を求めます。 
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 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） ただ今上程をいただきました議案第36号、新十津川町過疎地域自

立促進市町村計画の策定について。 

 新十津川町過疎地域自立促進市町村計画、平成28年度から平成32年度までを別紙のとお

り定めるといたしまして、提案理由でございます。 

過疎地域自立促進特別措置法第６条第１項の規定により、議決を求めるものでございま

す。 

なお、内容につきましては総務課長より申し上げますので、よろしくご審議の上、議決

賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

総務課長。 

〔総務課長 寺田佳正君登壇〕 

○総務課長（寺田佳正君） ただ今上程いただきました、議案第36号、新十津川町過疎地

域自立促進市町村計画の策定について、内容をご説明申し上げます。お手元に別冊で資料

がいっているかと思います。これに沿ってご説明を申し上げます。 

 最初に、今回の計画策定の経過について、ご説明申し上げます。 

 地域の人口流出の問題、いわゆる過疎問題については、昭和45年に過疎地域対策緊急措

置法が10年間の時限立法として制定されて以来、数回にわたって特別措置が講じられてき

ており、その都度、過疎対策制度の核となる過疎対策事業債を活用するための前提条件と

なる過疎地域の振興計画の策定に取り組んでまいったところであります。 

 現在は、平成22年４月から本年３月までの６年間の計画により、地域の振興に努めてい

るところでありますが、平成24年の過疎地域自立促進特別措置法の改正によって、法律の

期限が平成32年度まで延長されたことに伴い、引き続き有利な過疎対策事業債を活用でき

る環境を整えるため、新十津川町過疎地域自立促進市町村計画を策定することとしたもの

です。 

 計画の策定につきましては、法律の規定により北海道と協議を行う必要がございますが、

平成28年２月24日付けをもって、北海道との協議が整いましたので、計画案を提出させて

いただいたところでございます。 

 参考までに、過疎地域に指定されている団体の状況を申し上げますと、現在、北海道に

おいては、22市、114町、13村、合計149市町村が過疎地域市町村として指定されておりま

す。 

 次に、計画の概要についてご説明申し上げます。 

 計画の期間は、法律の期限との整合性を図るため、平成28年４月１日から平成33年３月

31日までの５か年でございまして、指定地域は、本町の全域でございます。 

 それでは、お手元に配布してございます、計画書の内容を申し上げます。  

 まず、計画書の目次をご覧いただきますと、本町の基本的事項に始まり、２、産業の振

興から10、その他地域の自立支援に関し必要な事項まで９つの課題に対し、現状の分析と

対策、事業計画を掲載しておりますが、これらの項目は、市町村計画を策定するにあたっ
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ての定めなければならない項目でございまして、本町が独自に設定できないこととなって

ございます。 

 なお、計画に掲載の事業につきましては、いずれも、新十津川町総合計画並びにまち・

ひと・しごと創生総合戦略の考え方、事業を踏まえた上で、可能な限り幅広く計画に搭載

するようにしておりまして、これは、冒頭申し上げました財政的に有利な過疎対策事業債

の充当を可能とするための措置でございますので、ご理解をいただきますようお願い申し

上げます。 

11、事業計画は、過疎地域自立促進特別事業分、いわゆる過疎債ソフト事業分でござい

まして、それぞれの分野の事業計画に掲載してあるものを、まとめたものでございます。 

 それでは、９ページをお開き願います。 

表の下の部分、この計画の基本となる、地域の自立促進の基本方針でございます。 

 新十津川町総合計画の基本理念や、今年度策定した、まち・ひと・しごと創生総合戦略

に基づき、子育て支援と教育を核とした、行政の各分野にまたがるハード、ソフト両面に

わたる施策展開を図り、住民一人ひとりが新十津川町の良さを自覚し、誇りを持って暮ら

すことができるまちを創るために、住民と行政との協働による、個性と魅力あるまちづく

りを進めていくこととしています。 

 次に、主な施策について申し上げます。 

 まず、産業の振興といたしまして、11ページから農林業、商工業、観光レクリェーショ

ン分野での現況と課題を分析いたしまして、16ページにその対策をうたっております。 

 農業分野においては、安定生産、安定経営のため農業生産基盤の強化や、担い手となる

認定農業者の確保と地域リーダーの育成、農作業を受委託する集落営農組織や、農業の法

人化などに努めることとしており、商工業分野におきましては、中小企業の近代化促進と

町内消費の拡大、観光資源の創出と都市との交流人口の増加への取組みを進めることとし

ております。 

 また、そのための具体的事業といたしまして、17ページに掲載の39の事業を実施いたし

たいとするものでございます。 

 次に、20ページをご覧ください。２つ目の施策は、交通通信体系の整備、情報化及び地

域間交流の推進でございます。22ページにその対策と、具体的事業を掲載しておりまして、

国道、道道の整備促進を図るとともに、安全性の向上や景観に配慮した町道、農道、林道

の適正な維持管理、住民の日常生活を支える地域公共交通機関の充実等を進めるために、

28の事業を実施したいとするものでございます。 

 続いて、24ページ、生活環境の整備でございます。26ページにその対策と、具体的事業

を掲載しておりまして、ごみの減量化と分別化の推進、リフォーム、耐震工事などによる

住環境の整備支援や住宅取得支援、アパート建設支援などによる定住対策、景観にも考慮

した空き家対策に取り組むこととして、22の事業を実施したいとするものでございます。 

 続いて、28ページ、高齢者等の保健福祉の向上及び増進でございます。29、30ページに

その対策と、具体的事業を掲載しておりまして、高齢者福祉のための各種在宅福祉サービ

スの強化、子育てのステージに合わせた生活環境の整備、支援、疾病の早期発見、早期治

療に向けた検診の推進などを進めていくこととして、16の事業を実施したいとするもので

ございます。 
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 続いて、32ページ、医療の確保でございますが、広域的なネットワークの下で、救急医

療体制の強化を図ることといたしておりまして、対象事業は、１事業でございます。 

 続いて、33ページ、教育の振興でございます。34ページ以降に、その対策と具体的事業

を掲載しておりまして、学校教育では、学習指導要領に沿った学習内容の充実、快適な学

習環境を創出するための施設の改修、遠距離通学者に配慮したスクールバス更新等を進め

ることとし、社会教育においては、ライフステージに応じたスポーツ機会の創出に取り組

み、生涯教育の推進を図ることとして、19の事業を実施したいとするものでございます。 

 次に、37ページ、地域文化の振興等でございますが、郷土芸能の指導者や後継者の確保、

文化、音楽に親しむ心を醸成させるための鑑賞事業の展開などを進めることとしておりま

して、対象事業は、３事業でございます。 

 続いて、38ページ、集落の整備でございますが、地域リーダーの養成や地域が主体とな

る活動の積極的推進、特色ある地域づくりの推進などに取り組んでいくこととしておりま

して、対象事業は、１事業でございます。 

 次に、39ページ、その他、地域の自立促進に関し必要な事項でございますが、その対策

として、若者が定着する総合的な施策展開による定住の促進、まちづくりを担う人材育成

事業等の充実を図ることとし、１事業を計画いたしてございます。 

 40ページ以降が、過疎地域自立促進特別事業分、いわゆる過疎債ソフト事業分の事業計

画でございまして、それぞれの分野の事業計画に掲載してあるものを抽出して再掲載して

おり、全59事業を計画しております。 

 最後に、お手元の計画書の別冊、参考資料と書いたものが配布されてございますが、そ

れをご覧いただきたいと存じます。 

 この参考資料は、計画書本編の中に、事業計画として掲載されている事業に、概算の事

業費と年度別の区分を加えて一覧にしたものでございます。 

 一番後ろのページ、15ページをお開き願います。 

 総計といたしまして、計画期間中の全事業の概算事業費は、107億7,760万円で、このう

ち過疎債ソフト分事業実施分は、30億8,290万円という状況になっております。 

 以上、内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上

げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第36号について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 

                                       

     ◎散会の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

議案調査のため、９日から13日までの５日間、本会議を休会いたしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがいまして、９日から13日まで本会議を休会とすることに決定をいたしました。 

 14日は、午前10時より本会議を再開しますので、よろしくお願いいたします。 
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○議長（長谷川秀樹君） それでは、本日はこれにで散会いたします。 

どうもご苦労様でした 

（午後３時05分）  
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     ◎開議の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） 皆さん、おはようございます。 

ただ今出席している議員は11名であります。定足数に達しておりますので、これより本

日の会議を開きます。 

（午前10時00分） 

                                       

     ◎議事日程の報告 

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

順を追って進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

                                       

     ◎会議録署名議員の指名 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員つきましては、会議規則により議長より指名いたします。７番、安中経

人君。８番、青田良一君。両君を指名いたします。 

                                       

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

 １番、進藤久美子君。登壇の上、発言願います。 

〔１番 進藤久美子君登壇〕 

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

ただきたいと思います。 

札沼線の今後について、町長にお伺いをさせていただきたいと思います。ＪＲ北海道は、

昨年11月27日に札沼線の減便計画を、今年３月のダイヤ改正で実施することを正式に発表

しました。この発表を受けて、熊田町長を初めとして沿線の町長が、現状維持を求める共

同要請書をＪＲ側に出したにも関わらず減便が実施されることとなり、我がまちにおいて

は、朝一往復になるもようです。また、このまま乗客数が伸びない場合は、浦臼、新十津

川間は今後、廃線の可能性がないとは言えません。総合戦略の中でも終着駅しんとつかわ

の魅力発信とあります。また、平成28年度予算においても、終着駅しんとつかわ利用促進

事業が盛り込まれておりますが、今後についてどのようにお考え、取り組まれていくつも

りなのか、町長にお伺いさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） おはようございます。それでは、１番議員さんのご質問にお答え

をさせていたします。 

 少し重なる部分があるかもしれませんが、経過から少しお話をさせていただきます。 

ＪＲ札沼線の減便問題につきましては、昨年の９月30日に公式報道となった３月のダイ

ヤ改正に伴い、新十津川から浦臼間を減便するというもので、総合戦略の策定を目前にし
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た時期でもあり、早速、今ほど質問にありましたとおり沿線自治体である月形町長、浦臼

町長とともにＪＲ北海道本社を訪れ、札沼線の運行便数維持を求める要請活動を行ったと

ころであります。 

ＪＲ北海道側での減便の理由として、平成26年から30年までの５年間で2,600億円を投

じ、札幌圏域や都市間の大量輸送にかかる車両の更新及び安全面での線路の改修を集中的

に行う。そして、輸送密度が低く、１日の駅の利用者が10人以下の線区及び営業係数が極

端に高い線区は減便の対象とするということから、昨年の12月17日にＪＲ北海道の島田社

長が新十津川町に来町された際にも、札沼線の減便への意志は非常に固く、当方の現状維

持と平行線で妥協点が見出せず、結果として３月26日からダイヤ改正を断行する旨、一方

的に報道発表されたところであります。 

ローカル線を減便することは、人口や経済とともに日常の人の流れまでもが札幌に集中

してしまい、地方の過疎化に一層の拍車がかかることから強い憤りを感じているところで

あります。 

そこで、札沼線の今後と総合戦略に掲げた終着駅の活用について、どのように取り組ん

でいくのかというご質問と思いますけれども、そのことについて説明、答弁をさせていた

だきたいというふうに思います。 

今後の札沼線については、現在、医療大学から新十津川間の利用者数は極端に少なく、

年間約３億円程度の赤字を抱えていると拝聞をしております。長期的な存続が非常に困難

な状況にもあるということが伝えられているところであります。 

これらのことを踏まえながら、沿線自治体３町が協力し合い、維持、存続に向け、共同

でＰＲ用のポスターを作製し、札沼線の利用促進につながる取組みを実施してまいりたい

というふうに考えております。 

また、札沼線を活用した地域活性化につきましては、札沼線を利用して本町に来町され

る方を増やすために、到着後の本町の楽しみ方をまとめたマップを作製し、札沼線の利用

促進と併せて、本町の観光にも結び付く取組みを展開してまいりたいと考えております。 

 いずれにしましても、終着駅しんとつかわに札沼線最後の１便が往来しますので、地域

活性化の起爆剤として活用させていただき、一人でも多くの観光客を招き入れるとともに、

１日１便しか来ない終着駅のある新十津川町を全国にアピールしてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上を申し上げまして、１番議員さんのご質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 

再質問を許します。 

○１番（進藤久美子君） 町長による観光のＰＲをしながら札沼線の存続に向けていくと

いうこと、大変良く理解できました。私も、新十津川の駅がどのようになっているのかと

いうふうに考えまして見学に行ってまいりました。札沼線の減便を聞いて、鉄道ファンの

方が４人、若い青年なんですが駅にいらっしゃいまして、その方にちょっとこの札沼線の

ことをいろいろと聞いてみました。 

 その１人の男性によりますと、一往復になると全国で一番最終便が早いという、そうい

う便になるので、ぜひ、それを逆手にとって観光ＰＲにしてみてはいかがですかという貴

重な意見をいただきました。また、ほかの３名の方につきましても、車窓の景色はとても
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素晴らしいものだった。ぜひ、この札沼線が廃線にならないよう、みんなで協力して欲し

いということも言われましたし、鉄道ファンに分かるように、この駅をもっとＰＲしてい

ただきたいということもお話されてました。 

また、２月の11日夜には、住民グループみんなの家の会員と有志の方で、かまくら祭り

が行なわれたり、２月の26日から27日にかけては、町内会から16名の方が浦臼から新十津

川町までの札沼線を利用されて、マラソンとピクニックを合せたマラニックなるものを本

町で開催するため、下見に来られたということも聞いております。この町と路線が多くの

皆さんに愛されいるということを感じさせられました。このような民間の各種団体やボラ

ンティアの方々に協力を得て、町や私達が発想しえないもののＰＲの仕方を学ぶことも大

切なのではないかと考えます。 

今後、駅を町の核として、また、観光ＰＲの拠点として位置づけていくことは、私は大

切なのではないかなというふうに考えております。 

町長も先ほど述べられましたように、観光に力を入れていくというお話もされておりま

した。ある住民の方におかれましては、ふるさと通りの所にツツジや桜を植えて、将来ツ

ツジロード、桜ロードとなるような、そういう観光を目的とした所も、ＪＲとタイアップ

をしてみてはどうかというお話もされております。 

ぜひ、皆様方のご協力を得て、行政、議会、町民が一つになり、路線の存続を求めて頑

張っていきたいと考えておりますが、町民を巻き込んでのいろいろなＰＲの仕方、町長は

どのようにお考えになっていますか。再質問させていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（熊田義信君） それでは１番議員さんの再質問に、お答えをさせていただきたい

というふうに思います。 

今ほど質問の要旨にありましたとおり、町内の有志の方々から新十津川駅、しっかり綺

麗にしていただいたり、存続維持のために多くの力を注いでいただいてます。 

今ほどお話ありましたかまくら祭りについては、ランタンというのですか、灯、その作

る労力たるや、本当にたくさんの人のご努力があって、素晴らしい景観を新十津川駅に

作っていただいたと。その時にも十数人の方が札沼線に乗って来られていて、感動して、

そして、新十津川の歓迎するかまくら祭りを見て、そして心を癒されて、そして違った旅

に出たと。そういった温もりのある新十津川駅になっていっているということは、本当に

有難いことだというふうに思っております。 

今ほど質問のあった点に少しお答えをさせていただきたいというふうに思います。 

新十津川駅は、道内でも数少ない終着駅となり、全国各地から多くの鉄道マニアの方に

利用されるようになりました。利用者の増加とともに、快適に駅を利用していただくため

に、毎年春には、今ほど言った町内のボランティアの方々により、駅舎や周辺の清掃が行

われ、隣接する空知中央病院の職員によるチューリップやコスモスなどの植栽活動、病院

保育所園児による乗客の歓迎や見送り、さらには、駅前の空き地を整備して、町内で飼養

しているポニーの放牧など、駅を愛する多くの方々により、また、企業などの協賛をいた

だき環境整備がなされているところであります。 

町といたしましては、今ほども質問にありましたとおり観光協会と連携し、ニュージー
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ランド発祥のマラソンとピクニックの要素をあわせ持つスポーツ、マラニックを普及させ

ていくために、町内でいくつかのコースを設定したマップを駅舎内に置きたいというふう

に思っております。このマラニックで全国的に普及をしている方が、新十津川にはたくさ

んの美しい所、そして、食べ物のおいしい所、魅力がたくさんあるということで、マップ

のいろんな外から見ての魅力の提供もしていただき、そういったものを参考にさせていた

だきながらマップを置き、そして、新十津川を広くマラニックの利用促進をしていきたい

というふうに考えておりますし、そのマップを見て、気軽にマラニックでマラソンとピク

ニックの体験をしていただき、観光の一助にしていきたいというふうに考えております。 

また、３月25日には３便最後の日というふうになります。夕刻最終便以降においては、

地域おこし協力隊員が今おりますので、その方々や札沼線を応援する有志により、終着駅

到達証明書。その物を発行するよう、今段取りをしておりまして、今ほど１番議員が言っ

た日本一早い最終列車の出る駅。そういったことも到達証明書の中に記載されているとい

う形を聞いておりますので、そういったことを更に新年度においても観光協会と連携を図

り、協力隊員のアイディアだとか地域住民の方々の取組み、そういったものをしっかり支

援して札沼線の魅力、そして、新十津川の観光、そして、魅力も大いに発信をしていきた

いというふうに考えていることを申し上げ、再質問の答弁とさせていただきたいというふ

うに思います、以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 再々質問はございますか。 

それでは再々質問を許します。 

○１番（進藤久美子君） 質問という趣旨ではないのですが、これはお願いとしてという

か、今後の一つの案として申し上げたいと思います。 

 美唄市が今中心となって、海外の方を北海道の空知に観光として連れてくる計画をされ

ていることもテレビとか新聞で報道されていると思います。その海外にも目を向けていた

だいて、新十津川では剣道が盛んでありますので、アジアの方々にも剣道という一つの武

道として、そういうのを体験されるのも観光ＰＲの一つになるのかなということも、地域

の方によりまして、そういうお話をされていたこともありますので、ぜひ、今後、日本だ

けではなく、海外にも目を向けていただいて、この新十津川町をなんとか、みんなの力で

元気に、また札沼線の存続に向けて頑張っていくことを願いながら、この札沼線の今後に

ついての質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございます。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは、２番目の質問に入ってください。 

〔１番 進藤久美子君登壇〕 

○１番（進藤久美子君） ２番目の質問は、人口減少対策について、お伺いさせていただ

きます。 

 町政執行方針にありますように、本町の人口は、昨年の国勢調査の速報値において

6,840人となり、前回の調査に比べて409人減少したとあります。また、２月29日現在の人

口動態をみても、前年同期と比べ67人の減となっています。この間、町としては人口減少

に歯止めをかけるために様々な施策をとってきたにも関わらず、このような結果になった

大きな要因として、町長は何だとお考えになられますか。お伺いさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、答弁を求めます。 

町長。 
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〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） それでは、１番議員さんの２つ目のご質問にお答えいたします。 

 人口減少対策の要因ということで聞かれたと思います。 

人口減少は、まず、地域活力の衰退や労働力の減少、購買力の低下など、私たちの生活

に様々な影響を及ぼすことから、何とか、その減少の幅を小さくしようと、地域生活に欠

かせないインフラの整備やソフト事業の充実など、様々な取組みを進めてきたところであ

ります。 

しかしながら、町政執行方針でも述べさせていただきましたとおり、昨年の国勢調査の

速報値において6,840人となり、前回調査に比べ、今ほどあったように409人の減少、率に

して5.6パーセントのマイナスという結果が出たところであります。 

国勢調査の詳細は、今後、数年の時間をかけて分析結果が公表されていく予定となって

おりますので、現段階において、国勢調査人口の減少理由を読み解くことはできませんけ

れども、厚生労働省の機関である国立社会保障・人口問題研究所が、平成25年に実施をし

た将来推計人口と、今回の国勢調査結果を比較した興味深い報道がされましたので、ここ

でご紹介申し上げます。 

同研究所の人口推計は、平成22年の国勢調査結果を基に行われておりまして、多くの自

治体が総合戦略、さらには人口ビジョンの策定の基礎データとして使用をしているもので

ございます。 

 今回の報道は、中空知管内５市５町の人口推計と国勢調査人口を比較したところ、管内

のトータル人口は、概ね、この研究所の推計どおりに推移をしており、国勢調査結果との

誤差が、僅か54人とほぼ同数であったということが、同研究所が極めて精度の高いことを

うかがい知る結果ということになってございます。 

  そんな中にあって、管内市町の中で、同研究所の推計値を上回る調査結果となったの

が、赤平市、滝川市、奈井江町、そして本町と、４つの自治体だけとのことで、本町は、

この研究所の予測した推計値より60人増という結果でございます。 

 同研究所の推計は、出生率、将来生存率、社会的移動率を加味した手法で行われており、

出生者数、死亡者数に際立った変化がない本町が、推計を上回る結果となったのは、社会

的移動によるものと推測されるところであります。 

  折しも、本町においては、平成26年度から定住促進事業への取組みをスタートさせてお

り、今までも行政報告でお知らせしているとおりでありますけども、いち早く人口減少に

対する取組みを実践しておりますので、その効果が現れたのではないかと分析をしている

ところであります。 

自然減は少子化現象の現れでもあり、一つの自治体が短期間でこの数字を大きく変化さ

せることは難しいものでありますけども、人口移動に直接的に結びつく定住促進対策事業

や共同賃貸住宅建設支援などの定住促進施策を積極的に推進するとともに、これまでも重

要課題として位置づけをしてまいりました子育て支援と教育環境の充実への取組みを一層

発展させ、これを積極的にＰＲすることで、この町で暮らしたいと思う人、住み続けたい

と思う人が少しでも増えていくよう、今後とも取り組んで参るところであります。 

以上申し上げまして、１番議員の２点目のご質問の答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 
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はい、１番、進藤久美子君。 

○１番（進藤久美子君） 町長の答弁、大変良く分かりやすく理解できるところでありま

す。私も、私なりに平成27年３月１日から平成28年２月29日までの人口動態について調べ

てみました。 

社会増減につきましては、転入187件、転出197件とマイナス10件になっています。数字

では減っていますが、町が行なっているいろいろな施策の効果がだんだん現れてきている

のではないかなと思われ、大変評価するところでございます。 

 しかし、自然増減につきましては、死亡者数が残念なことに95名、それに対して出生者

が38名と57人減となっています。今後の課題としては、この出生者数を何とか増やしてい

くことが必要ではないかと考えます。 

町政執行方針にもありますように、妊婦の健診については、今年度から超音波検査の助

成回数を６回から14回に拡充することや、特定不妊治療費助成に加え一般不妊治療費助成

制度を新たに設けるなど、妊婦をはじめとし、子育て支援対策にもいろいろな施策を掲げ

ているところも大きく評価するところでございます。 

 これらを一人でも多くの皆さんにＰＲすることによって、本町に移り住んでいただくこ

とも大切なことだと考えます。それに加え、新十津川町に現在住んでいらっしゃる若者、

その方に素敵なお嫁さんなり、お婿さんなりを迎えて、本町で結婚をしていただき、子供

を産んでいただく、そういう政策もこれからは考えていくべきなのではないかと考えます

が、その点については、町長はどのようにお考えになっているかをお伺いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（熊田義信君） 今ほど１番議員さんの再質問にお答えをさせていただきたいとい

うふうに思います。 

 まず、いろいろ新年度の事業についても認めていただけるような話をしていただきまし

た。やはり、出生数を増やしていく、そのためには子育て支援の環境整備を図っていきた

いということから、新年度も様々な子育て支援環境整備の事業を拡大していくように計画

をしております。 

 今ほど言った以外にも、去年の第４回定例議会で１番議員さんが質問した医療費の関係

についても、高校生以下の医療費についても無料化にしてという事も新年度予算に盛り込

んでいるところでありますので、やはり、安心して新十津川が子育てしやすい、そして地

域の人方に、それぞれいろんな支援、サポートがしやすい環境、そういったことがいろい

ろ自然と増えていくのではないかなというふうに思っております。 

 ただ、子供がすぐ増えるという部分では、これは、一朝一夕にはなかなかいきづらく、

少し時間がかかっていくということになります。今ほど質問に答えたとおり、すぐ増える

部分では、やっぱり定住促進で家を建ててもらったり、アパートを建ててもらって編入を

するということが直接的に人が増えるということになります。 

 長い目で見た時には、先ほど言った前段のですね、そういった環境整備して産みやすい

環境、育てやすい環境、そういったものがそういう出生数の増加につながっていくのでは

ないかなというふうに考えて、いろんな手だてを盛り込んでいますので、そのことについ

てもご理解をしていただいているのではないかなということでありますけども、ただ、死



- 103 - 

 

亡数と出生数を比較すると、やはり高齢化の中でどうしても自然の状態でありますから、

これは私の力ではどうにもならなく、自然にお任せをするしかないわけでありますから、

そのことはやむを得ないということをご理解していただきたいというふうに思います。 

ただ、今、高齢化社会になっておりますけども、これは健康長寿になることによって少

しでもそのことを認めながら長生きしていただきたいなと、安心して長生きしてもらいた

いなということも一つの方法として考えておりますので、ご理解をしていただきたいと思

います。 

 それともう一つ、今、若者が大勢いて、結婚のことについてというか、以前から結婚に

ついては直接的に農業委員さんの力を借りたいだとか、いろんな方法で手だてをしていた

ことがありますけども、町が直接的にやるという分では、なかなか上手くいかなかった経

過もあって、今、ピンネ農業公社が、営農対策協議会等が中心となって客観的に農業後継

者だとか、そういう出会いの場を見出す方法、さらには、空知管内で先日行われた空知全

体の人を集めて、そういう出会いの場を見つける方法ということで、町から少し離れた客

観的なそういう立場の中で、そういう出会いの場を見出していただいております。 

そして今、この同じ産業形態である新十津川の両隣である雨竜町、浦臼町のそれぞれの

議員さんが中心となって、農業者だけではなく、そこにいる人方の若い人、いろんな出会

いの場を見出すというか、そういった機会を創出するように今動き出そうとしております

ので、そういった力を町としては大いに期待をしているところであります。 

直接的なことを町がダイレクトで管理をすると、なかなか今までの経験値からいって、

それが良い事であっても結果として結びつかないことが多いので、そこは違った意味の皆

さん方の力をお借りして、近隣市町村とのタッグを組んで、今、やれるようにとり進んで

いけるというふうに聞いておりますから、その力を期待をしたいというふうに思っており

ます。 

 そして、うちは若い方がたくさんいますので、それぞれ農業にしても、商工業にしても、

役場にしても、それぞれ独身の方がおりますから、そういった方々がうまくそういうふう

に結びついていけるように、側面的にサポートしていきたいということを申し上げ、答弁

とさせていただきたいというふうに思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 再々質問はございますか。 

１番、進藤久美子君。 

○１番（進藤久美子君） 町長の答弁、ありがとうございます。前向きな答弁いただきま

した。私達も人口減少については、いろいろな町のやっている施策を多くの皆さん普及し

て、分かっていただいて、本町に住んでいただけることを願いながら、この質問を終わら

せていただきたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、進藤久美子君の一般質問を終わります。 

次に、４番、小玉博崇君。登壇の上、発言願います。 

〔４番 小玉博崇君登壇〕 

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

からは３点、質問をさせていただきたいというふうに思っております。 

まず最初に、地方創生に向けた教育方針にということで、二つの質問を教育長にさせて

いただきたいというふうに思っております。 
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まず一つ目ですが、地域を担う人材育成と教育方針についてご質問をしたいと思います。

地方創生には、地域を担う人材育成は欠かせないと言われています。我が町のような地方

と呼ばれるまちは、特に都会への人口流出から、より一層、今後人材不足が懸念さていき

ます。 

本年度の教育行政執行方針では、社会に通用するための確かな学力、豊かな心、健やか

でたくましい体を身につけることを大きな柱としています。力をつけた子供達が、いずれ

まちを旅立ち、日本、世界という舞台で活躍してくれることは何より嬉しいことですが、

我がまちにとって子供達が町に愛着を持ち、いずれこの町で活躍し、そして、この町を

担っていくことを目的とした教育視点も私は必要ではないかと考えます。 

将来の町を支える人材育成としての教育について、どのようにお考えかお伺いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長 久保田純史君登壇〕 

○教育長（久保田純史君） おはようございます。４番議員さんの一般質問に答弁させて

いただきます。 

本町の将来のまちづくりを担う人材は、自分の生まれ育った地域を愛する気持ちが大切

であることは、４番議員さんと私もまったく同じ考えでございます。 

私は、小学校や中学校、農業高校もそうでございますけども、日頃学校行事などの際に、

全員で校歌を斉唱することで自然と郷土愛が育まれていると考えているところでございま

す。 

昨日も議員の皆様にご出席いただき、新十津川中学校卒業式を厳粛に挙行させていただ

きました。校歌には、まちの歴史、自然、また文武など、学校としての教育目標などが歌

詞となっていると、私は考えております。 

また、まちの小学校の教育目標は、ふるさとを愛し、夢と希望を持つ子どもという愛郷

心に基づいた目標となっており、その教育が大切であります。 

例に出しますと、小学校３年生、４年生におきましては、社会科の副読本でまちの歴史、

まちの様子、産業の様子などを学習しております。また、５年生、６年生におきましては、

農業高校、土地改良区、ライオンズクラブなど、町内のいろんな団体の方のご協力、ご支

援をいただきながら、主要作物のお米や野菜の栽培などについて体験学習を行い、さらに

は、収穫した食材を使用した給食を食べていただくなど、食育学習も行っているところで

ございます。 

 このようなことから、今後におきましても、本町のたぐいまれな歴史や先人がこの未開

の大地を開拓し、他に誇れる産業となったこの農業を後世に伝え、自分の生まれ育った地

域を大切に思える心を育む教育を、今まで同様、継承していきたいというふうに思ってお

ります。 

 それぞれ都会の方に進学されて本町に戻る機会が無いという場合もございますけども、

今住んでいる段階におきましては、子供達がしっかりと郷土を愛し、郷土のまち、あるい

は、そういうまちの歴史を大切に書き込まれた教材が脈々と継承されているというふうに、

私は考えております。 

以上、４番議員さんの１点目の答弁とさせていただきます。 
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○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 

再質問を許可します。 

○４番（小玉博崇君） 今ほど教育長からお話があったとおりですが、子供達が我がまち

に残るという意味では、住む場所や仕事をする場所など、また、教育以外でも実際解決し

なければならない課題が多いかなというふうに感じています。 

 しかし、実際、どの程度の子供達が学校を卒業したあと、この新十津川町に住み続けた

いというふうに考えているのか。我がまちでは、まちづくりに関する町民アンケートとい

うのを実施していますけれども、子供達、特に中学生や高校生を対象とした、まちに対す

る意識調査というのを以前実施したことがあるのでしょうか。もしなければ、今後、ぜひ

取組んでいただきたいというふうに考えていますけれども、どのように考えますでしょう

か。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育長。 

○教育長（久保田純史君） 今ほど過去に児童、生徒に意識調査、それについて調査をし

ているかというのは、私、今確認しておりませんけれども、今ほど４番議員さんから言わ

れましたように、そのような意識調査をすることは極めて大切だと思いますし、今後にお

いては、その調査を行って、その意向を踏まえた中で教育の振興に進めていきたいと思っ

ております。以上、４番議員さんの再質問の答弁にさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再々質問はございますか。 

小玉博崇君。 

○４番（小玉博崇君） 私もですね、我がまちの子供達がこのまちに残って、やはり家族

と同じ地域で暮らすことのメリットというのは、人口流出の防止やまちの活性化のみなら

ず、高齢になった家族の支援など、多方面から大きなメリットになると考えます。 

 そういう意味で、教育が地方創生に果たし得る役割は非常に大きいというふうに感じて

おります。 

 我がまちの子供達が、このまちのために頑張りたいと思ってもらえるような新十津川型

教育を、ぜひ、実施して欲しいというふうに要望しまして、次の質問に移らさせていただ

きます。よろしいでしょうか。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは、二つ目の質問に入ってください。 

〔４番 小玉博崇君登壇〕 

○４番（小玉博崇君） それで二つ目の質問に入りたいと思います。 

地域づくりと学校の役割について、お伺いしたいと思います。地域が限界集落に陥る最

大の原因は学校の消滅と言われているほど、地域にとって学校はコミュニティ形成の重要

な場と言います。 

平成21年３月に小学校が統合され、花月、大和、吉野の小学校が新十津川小学校１校に

統合されました。かつては学校と地域が地域密着型の関係性でありましたが、統合後の学

校と地域の関係性は、以前とは少々違うと思っております。 

各地では学校を核とした地域づくりが行われ始めていますけれども、我がまちの地域づ

くりの視点から、今後の学校のあり方について、どのようにお考えかお伺いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 



- 106 - 

 

教育長。 

〔教育長 久保田純史君登壇〕 

○教育長（久保田純史君） ４番議員さんの２点目の質問に答弁させていただきます。 

本町の学校の歴史におきましては、明治24年３月に下徳富簡易小学校と上徳富簡易小学

校の廃校をはじめといたしまして、その後、それぞれの地域が発展しながら学校が設置さ

れ、今日まで地域と協議を重ねながら統合が繰り返され、現在の小学校、中学校、それぞ

れ１校体制になっているところでございます。 

地域の発展と学校が密接に関係していることは、本町の学校の歴史を見ると明らかであ

り、学校が地域づくりにとって重要な役割を果たしていることは、４番議員さんと同じ考

えであります。 

 今後におきましては、小学校、中学校１校体制の中で、より地域と密接な連携を図りな

がら、学校運営、それから地域に愛される学校づくりに努めていきたいと考えているとこ

ろでございます。以上、一般質問の答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 

はい、小玉博崇君。 

○４番（小玉博崇君） 学校は、子供への教育の場だけではなくて、今ほど教育長のお話

にあったとおり、人と人とをつなぐコミュニティの拠点として大変重要視されております。 

 この取組みの一つに、コミュニティ・スクール、学校運営協議会をご存知だと思います。

すべての公立学校が導入、検討されておりまして、市町村教育委員会の努力義務となって

いるところですけれども、道内では、特に空知では、三笠が先駆けて導入されております。 

 その中では、市民の子供に対しする意識が高まるなど、良い効果が今発表されています。

このような地域と連携した、また、地域住民が参画した学校運営のシステム導入について、

どのようにお考えかお聞きしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

教育長。 

○教育長（久保田純史君） ただ今再質問をいただきましたコミュニティ・スクールにつ

いて、私から答弁させていただきます。 

コミュニティ・スクールは、学校と保護者や地域の皆さんが、ともに知恵を出し合い、

地域とともにある学校を導くための仕組みであり、今ほど議員さんの質問にありましたよ

うに、北海道におきましても、北海道総合教育大綱で重点的な取組みとして、コミュニ

ティ・スクールを全道に広めようと、そういう道の教育局の方針でございます。 

現在、空知管内では、今ほどありましたように三笠市で２校実施している状況でござい

ます。このような中で、地域と密着した今後の学校経営の推進というのは、私も極めて大

切だと思ってます。ただ、現在、本町におきましては、学校評議員さんですとか、いろい

ろな委員さんのご意見やご助言を賜りながら、今日も脈々とこの学校経営を運営している

ところでございまして、今現在が衰退しているわけでは全然ございません。脈々とやって

いるところでございます。 

全国の既に取組んでいる事例を見ますと、取組みが保護者や地域にあまり知られていな

いことや、学校における管理職等の負担が大きいというような課題も聞いております。そ

れに、制度面の改善を求める声もあるのも事実でございます。 
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 このことから、本町におきましても、今後、今ある学校評議員さん、いろんな団体ＰＴ

Ａ含めて、そういう学校を支援していただいている皆様と、いろいろ協議を重ねながら相

互に協力していき、28年、29年、２か年程度調査、研究、課題を整理しながら、平成30年

度を目途にコミュニティ・スクールに、今ある組織を移行して、より開かれた素晴らしい

学校経営になるよう取組んでいきたいと考えているところでございます。以上、４番議員

さんの再質問の答弁にさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再々質問はございますか。 

それでは４番、小玉博崇君。 

○４番（小玉博崇君） 非常に前向きな平成30年に取組むというような、前向きの答弁を

いただいて、非常に有難いなというふうに感じております。 

 先ほど言われたコミュニティ・スクール。確かに、各地域では取組み率というと非常に

低い状況にあります。学校評議員制度があるからこのコミュニティ・スクールは必要ない

んじゃないかと、そういうような意見を持っているところは多いのですが、ただ、ここを

ひも解いてみると、やはり我がまちでもやっています放課後子ども教室とか、そういうボ

ランティアをコーディネートして、そしてなおかつ、学校運営に機能方針を承認する等の

参画をしていくという意味では、かなり形は違ってくるなというふうに思っております。 

 ぜひ、取組んでいただきたいのと、私は今、我がまちの青少年健全育成町民会議の副代

表もさせていただいております。この組織は、全町民が会員として、町内にあるすべての

団体が役員として加盟しているということで言えば、全町挙げて子供の育成を推進すると

いう取組みで、こういった取組みは、ほかの自治体ではあまり見られない、かなり独自性

のある取組みだというふうに思っております。ただ、子供達の健全育成をテーマにした団

体に聞いたのですけれども、学校運営と直接な関わりというのは意外と少ない状況にある

というふうに思っております。 

 そこで我がまちの課題は、このような一つひとつを見ると意味のある事業なのですが、

その事業が点で存在して、それを線で結び、最終的には面にしていく取組みが、私は必要

ではないかというふうに考えています。地域にある団体や人材を有機的に結びつける取組

みが、子供を育てる町づくりとなるというふうに思っております。 

 その拠点としての学校運営を、ぜひ、積極的に取組んでいただきたいと思います。今回、

私の質問に対して教育長が私と同じ考えだということは、非常に確認をとれました。そこ

で、今後について、ぜひ、最後に教育長の意気込みを含めて、お話を聞かせていただきた

いというふうに思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

教育長。 

○教育長（久保田純史君） ４番議員さんの再々質問に答弁いたします。 

 私も、今ほど議員さんが言われましたように、青少年健全育成町民会議、いろいろ各種

本町の学校教育、社会教育も含めて、子供達にいろいろ昨年ご支援いただいた団体、たく

さんございます。 

 そのような団体の皆さんとも協議を重ねたり、あるいは連携がはかれるか。点でなくて

面になるように。そういうようなことを踏まえて、２年程度の調査、検討、研究期間が必

要であるのではないかと思います。 
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 その中で、腰を据えてじっくり検討を重ねていくということで、今すぐ新年度できると

か、そういう事ではないという答弁させていただいたところでございます。 

 じっくり検討させていただいて、しかるべき時期にコミュニティ・スクールとして今ま

で以上に町民全体で子供達を育成できる組織となるように努めていきたいと思います。 

また、議員各位にご助言等も賜る機会もあるかもしれませんが、その時もお願い申し上

げ、私の答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは、小玉議員、三つ目の質問に入ってください。 

〔４番 小玉博崇君登壇〕 

○４番（小玉博崇君） それでは最後の質問に移りたいというふうに思います。 

最後の質問は、総合戦略実行におけるまちのＰＲ戦略ということで、まちの移住に向け

たＰＲの具体的な戦略について、町長に質問させていただきます。 

 2040年までに、全自治体の半数が存続の危機を迎えるという衝撃的な言葉でスタートし

た地方創生。人口減少の抑制には、このまちに住み続けたいと思わせる転出抑制の施策と、

このまちに住んでみたいと思わせる転入促進の施策が必要です。 

特に、転入促進では、魅力ある施策と同時に新十津川町を知っていただくというＰＲが

必要不可欠となっています。各自治体が観光誘致や移住促進にしのぎを削る中、我がまち

の総合戦略にもＰＲ強化という展開に力を入れていくことになっておりますが、具体的な

ＰＲ戦略をお聞かせ願いたいというふうに思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） それでは、４番議員さんの私に与えられたご質問をお答え申し上

げたいというふうに思います。 

平成26年４月から開始をいたしました定住促進対策事業は、３月10日現在で37世帯、

119人の方々に利用していただき、利用者の内訳としては、町外からの転入が21世帯59人、

うち中学生以下のお子様が17人、町内者が16世帯60人、うち中学生以下のお子様が19人と

いう内訳となっております。 

先ほど、１番議員さんからの回答で触れましたように、本町の社会増減、そういったも

のについては平成26年度を境に減少率が鈍化しており、一定の効果があったと推測をして

いるところであります。 

本町は、総合戦略に先駆け定住促進策を実施しておりますが、平成27年度から平成31年

度までの総合戦略の中でも、妊娠、出産、乳幼児期から高校、大学を卒業するまで、一貫

した子育てや教育環境を整えることで、子育てしやすいまち、ひいては、町外の方から、

住んでみたいまちとなるよう、集中的に取組んでまいりたいと考えております。 

 そこで、４番議員さんのご質問は、これらの取組みをどのような形で分かりやすく町内

外にＰＲ、発信をしていくのかというご質問かと思います。 

 私は、就任当初から本町の定住策は、中空知圏域だけの人口の取り合いではなく、都市

一極集中を是正する意味でも、札幌圏や旭川、岩見沢などにも目を向けた戦略でなければ

ならないと考えております。 

定住促進のための取組みをＰＲする手法として、これまで行ってきたチラシによる新聞
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折込みを実施するほか、空知新聞社や地域密着生活情報誌ＳＯＲＡへの広告掲載に加え、

新年度においても、全道版の新聞広告の掲載を予定をしております。 

新たなＰＲ戦略としては、子育て､教育に関する情報や定住促進対策事業、住宅リ

フォーム助成事業など、本町独自の支援策､優遇策を一括掲載したパンフレットを作製し、

町内や近隣の市町はもとより、前述で申し上げました札幌市内の金融機関や企業などで配

布する予定であります。 

実は先行して、３月８日より北海道新聞本社のマーケティングセンターの協力を得て、

本社１階の道新ギャラリーにおいてもパンフレットの配布をさせていただいているところ

であります。（別紙配布） 

ちょっと見づらいかも知れませんけれども、このようにカラーで子育て支援情報しんと

つかわということで、しんとつかわこめぞーを全面に出しながら、医療費の無料化だとか

住宅の支援策だとか、この表は各委員会で配布をした年代別のそれぞれの子ども支援の状

況も一覧にして、分かりやすい内容になっているものを自由に取っていただきながら、新

十津川の魅力を感じてもらい、新十津川に住んでもらいたいというパンフレットを配布を

したいということでございます。 

さらには、情報発信ツールでありますまちのホームページをリニューアルし、定住、移

住、さらには子育てに特化したコンテンツを作成し、画面を開くと見やすく分かりやすい

フォームに刷新をすることとしております。この他にも、本町に縁のある企業や望郷会員

などにもチラシやパンフレットを配布し、本町の住みやすさを全面にアピールしてまいり

たいと考えていることを申し上げ、４番議員さんのご質問に対する答弁とさせていただき

ます。 

○議長（長谷川秀樹君） ４番議員、再質問はございますか。 

はい、再質問を許します。 

○４番（小玉博崇君） いまほど、我がまちこれからこのような形でＰＲ戦略をしていく

ということでお話がありましたが、恐らく、ここ数年、もうすでに入ってはいるんですが、

自治体ＰＲ元年というふうに呼ばれているというふうに思ってます。 

我がまち町だけではなくて、各自治体がこの移住促進に向けて必死になって、これから

ＰＲ戦略を練って激化するというふうに考えています。すでにインターネットでまちの動

画配信やフェイスブック、ツイッターでのＰＲなど、多くの自治体が工夫を凝らし、他の

自治体に負けない独自性でＰＲを行っています。そしてこの動きは、益々増えていくとい

うふうに思っております。 

そこで大切なのが、私たちが今後、定住促進に向けてＰＲを行うにあたっては、ＰＲ戦

略のビジョンと、やっぱりコンセプトというのが非常に大事になってくるかなというふう

に感じています。実際、誰をターゲットにするのか。東京首都圏、道外の方をターゲット

にするのか。それと、今ほど町長がお話があったように、札幌、岩見沢、旭川など、道内

の方をターゲットにするのか。 

また、定住の仕方、移住の仕方も、２居住地定住ですね。要は別荘。今ある居住地と、

もう一つ作っていくという考え方の定住の考え方と、まるっきりこっちに移ってくるとい

う考え方、二つあると思います。 

我がまちは、今後、移住という部分の戦略において、どこら辺のビジョンで、どういっ
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たコンセプトで、誰をターゲットにしていくのかというところを、町長のお考えを聞かせ

ていただければというふうに思っています。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

○町長（熊田義信君） それでは４番議員の再質問にお答えをさせていただきます。 

まずターゲットという、ターゲットというのはちょっと言いづらいのですけれども、子

育て世代、親子の家庭を新十津川に移住をさせたい。そのことについては、子育て支援と

教育の充実したまち。これを新十津川、しっかりと築き上げていきたいと。さらに、そう

いったものを高めていきたい。 

そういったことをするために、新十津川は安心して子育てができる。そして、住んでも

地域の皆さん方とともにそういう生活ができたり、いろんな子供の環境というのですか、

いろんな施設もあると。保育園から幼稚園やら児童館、そして図書館。いろんな教育が充

実されていて、スポーツ施設も無料で使えると。そういうまちはなかなか無いと私は考え

おり、そういったものをよりアピールをしていきたいと。そのためには、来ていただきた

いのは、札幌、旭川、岩見沢方面の親子の世帯に来ていただきたいということを、一番念

願をしております。 

その前段としては、やはり今住んでいる人が安心して住めるまちをしっかり築くことに

よって、そのことが道内の首都圏の人が来てもらえる、そういう環境にしていきたいとい

うふうに考えております。 

それで、コンセプトについては、子育て支援と教育の充実したまちであります。今ほど、

未居住、定住などだとか、東京方面、本州方面からという部分でも、来ていただく部分で

は歓迎はいたしますけども、そこを全面的に打ち出すという予定は、今考えておりません。 

やはり、ぶれなく、道内の安心した環境の中で新十津川に来てもらうと。そのことの方

が一番北海道の住んでいる同じ人方でありますから、そして、仮に転勤をする場合におい

ても、住宅を建てて札幌に通える、旭川に通える、滝川にもそういう営業があったり、そ

ういったところもたくさんあります。そして岩見沢にも、そういう大きな官公庁もあった

りだとか、そういった部分では、新十津川という場所的には非常に滝川と隣接をし、各札

幌、旭川にも通いやすい地域だというふうに考えておりますので、そういった部分で札幌、

旭川方面の人方を集中的に宣伝をし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。 

それから、今、最初の質問でＰＲ元年というような話がありました。それぞれ移住対策

については、それぞれ各市町村が競争をしてというのですかね、いろんな工夫をしながら、

それぞれ町の宣伝をしていることがうかがい知れているところであります。 

新十津川においても、今回の補正予算で上程をさせていただきました人口流入活性化事

業というものがあります。副町長の方から一部説明をさせていただきましたけれども、国

の地方創生の加速化交付金を充当して流入対策をやるという事業でありますけども、この

中で動画制作の費用として162万円計上しております。これは、いろんな発信方法がある

のですけれども、ＹｏｕＴｕｂｅの動画配信について、ホームページのリニューアルと合

わせて、本町の自然やまち並み、そして各種イベントなどを紹介する動画。さらには、子

育て支援の充実や教育環境の整った動画。そういったものを配信をして、短時間の中でコ
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ンパクトで分かりやすい。そういったものを配信をする予定となっておりますので、そう

いったことを考えていることも併せて答弁とさせていただきたいというふうに思います。

以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ４番議員、再々質問はございますか。 

はい。 

○４番（小玉博崇君） 今ほど、今後、町の移住ＰＲに向けての方向性というのが少し見

えたかなというふうに思います。また、私もやはりホームページ、また、三笠市でしたか、

テレビでコマーシャルをやるくらい、かなり積極的にまちをＰＲしている様子を見ると、

まだまだ我がまちのＰＲ、非常にまだまだ足りないかなというふうに実感しております。 

私も、あちこち行った時に新十津川町の名前を出すと、意外とやっぱり新十津川町、ま

だ知られていないという状況がうかがわれます。ただ、先ほど進藤議員のお話があったと

おり、新十津川駅は非常に知名度というのは上がってきていると。ただ、新十津川駅は

知っているけれども新十津川町は知らないというような話も耳にしたことがあります。 

そういったことから、やはり他に負けないオリジナリティと積極的なＰＲというのが、

これから、ぜひ、必要かなというふうに思っております。 

先ほどの質問でもありましたが、我がまちの人口推移からみると、定住促進の施策とい

うのは、やはり効果があったのではないかなと、私も評価をしております。特に社会増減

においては、平成26年がプラス４名、平成27年がマイナス３名ということは、他の自治体

が大きく社会増減でも減に転じている中、横ばいという数字はかなり評価ができるかなと

いうふうに思っております。 

ただ、やはり自然増、これは先ほど町長も、なかなか止めることができないと言いまし

たが、私も、ぜひ、ここは積極的にこの自然減を大きく上回る、やっぱり社会増、若しく

は自然増を、私たちは目指していくべきかなというふうに思っております。 

今後、我がまちが国勢調査のデータを思い切りひるがえすような、びっくりするぐらい

の施策を、ぜひ、町長には積極的に、前向きに挑戦をして取り組んでいただきたいという

ふうに思いましいて、最後、町長の意気込みを聞かせていただき、私からの質問を終わら

せていただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（熊田義信君） それでは答弁をさせていただきたいというふうに思います。 

 いろんな新十津川をＰＲする手段があるわけであります。ちょっと出ました三笠市のテ

レビ。これもかなりな費用がかかる。確かに、そういう部分では見られているという部分

がありますけれども、やはり現実的にどのように対応していくのかという部分があって、

やっぱりホームページの活用が一番新十津川に合っているだろうというふうに考えており

ます。 

そして、新十津川はどこにもない、たぐいまれな歴史があります。これは本当に災害か

ら復興した歴史。そういったものでは、十津川村と新十津川町。いわゆる母村というまち

があって、分村。いわゆる親子のまち。これは新十津川の本当に大きな歴史である。その

似たような、例えば、新がつく他のまちはあっても、そういう歴史背景は無い。そして文

武両道のまち。そして、しっかりと母村とつながるまち。そこはしっかりとアピールをし
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ていけるのではないかなというふうに思っています。 

私も、今、いろんな名刺をいろんな部分で配布をしておりますけれども、私自身も新十

津川の営業マンとして、名刺も刷新して新十津川の良い魅力、新十津川の名前を憶えてい

ただくように、今、名刺も刷新するように考えており、そして、いろんな人に新十津川と

いう名前を認識してもらう。そして、新十津川には産業として金滴という、おいしいお酒

があったり、新十津川のお米、特Ａになっているお米の発信はほとんど新十津川なんです。

ゆめぴりかだとか、ふっくりんこ、これも新十津川ナンバーワンの産地であります。そう

いったものも合わせて、新十津川の良さを発信をしていきたいというふうに考えており、

新十津川がどこにも負けない良いまち。そして、人口がしっかり定着するまち。そういっ

たものに私自身も、職員とともに宣伝をしながら、新十津川のオリジナリティというので

すか、新十津川の住みやすい環境を積極的に推進をしていきたいと考えていることを申し

上げ、答弁とさせていただきたいというふうに思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、小玉博崇君の一般質問を終わります。 

ここで、11時25分まで休憩いたします。 

（午前11時13分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午前11時25分） 

○議長（長谷川秀樹君） 一般質問を続けます。 

次に、３番、鈴井康裕君。登壇の上、発言願います。 

〔３番 鈴井康裕君登壇〕 

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

いただきます。 

私は、小中学校の長期休業中の学習サポート、いわゆるやまびこについて、現在の状況

を踏まえて、今後の展望について教育長の方針を伺うものであります。 

夏休み、冬休みの学習サポートとして、たしか５年前、私も委員として設立に携わり、

また、ボランティアとしても参加させていただきました。大学生やＰＴＡ役員、あるいは

教員ＯＢなど、様々な方の協力により基礎学力向上、つまずき解消など、一定の成果を挙

げているのは確かなことです。 

小学生の参加について、直前で140人程という報告をいただきまして、半分近くの児童

が参加しており、楽しく学んでいるように私は感じ取っております。 

しかしながら、最近、中学生については、平成26年の夏休みは72人の参加があったのに、

その後60人、51人、そしてこの前の冬休みは41人と、だんだん10人ずつくらい減ってきて

いるような状況で、参加率も約20パーセントになったとの報告を受けております。 

この原因は何なのか、中学生は部活動も忙しく、また、近隣の学習塾に通っている生徒

もいるようであります。中学生については、もっときめ細かな対応が必要ではないのか。

高校受験に関しましても、今は希望校が多岐にわたり、遠隔地への有名校への進学も増え

てきております。 

このような状況にやまびこは対応していくのか。今までどおりやっていくのか。参加率

が下がった今、今後、どのような方針で臨むのか、教育長のお考えをお聞かせ願いたいと
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思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長 久保田純史君登壇〕 

○教育長（久保田純史君） ３番議員さんの一般質問に答弁をさせていただきます。 

学習サポート事業やまびこにつきましては、今ほど３番議員さんからお話ありましたよ

うに、長期休業中の望ましい学習習慣や生活習慣を身につけ、休業中の過ごし方を自らが

主体的に改善することで、すでに学習して培われた学力の確実な定着を目的として実施し

ているものでございます。 

中学生におきましては、数学と英語の復習を中心に、生徒自らが勉強の内容を考える自

学方式をとっております。 

中学生の参加率につきましては、20パーセントと減少しているということは、今ほど議

員さんのご指摘のとおりでございますが、夏、冬２回のトータルの参加率の５年間の推移

を見ますと、初年度は18.9パーセントでございました。そこから徐々に上がり、26年度に

は33.2パーセント。そして、平成27年度には23.5パーセントということでございます。 

やまびこは自宅ではなく、ゆめりあや改善センターで勉強することで、家での学習環境

と違い、広いオープンスペースや冷暖房設備など快適な学習環境を求める場合や、あるい

は友人と一緒に楽しく勉強したいという生徒の願望が叶うメリットがございます。一方で

中学生、高学年になりますと、一人で集中して勉強をしたい。あるいは、塾等に通ってい

る等の理由で、参加者は減少傾向にあるところでございます。 

 そのような中、多くの子どもたちに参加してもらえるよう授業内容につきましては、毎

回やまびこを行ったあと、事業主体である確かな学び推進会議、あるいは小委員会の学力

向上推進委員会において参加者の意見も取り入れたり、あるいは保護者の意見も取り入れ

たり、毎回アンケートをしておりますので、それらを踏まえて、より良い方向性を模索し

ながら運営をしているところでございます。 

平成27年度、今年度におきましては、冬季休業中のやまびこについて、遠距離から通う

子供達が、なかなかご家族のお仕事の関係やなんかで通いづらいというような要望もござ

いまして、昨年12月に行いましたやまびこからは、スクールバスの運行もすぐ取り入れた

ところでございます。 

このようなことから、そういう今ほど３番議員さんからいただいたご意見も踏まえた中

で、関係機関、保護者等の意見も踏まえた中で充実した内容に進んでいきたいと、努めて

いきたいと、そう考えているところでございます。 

内容につきましては、今までのを中心の中で継続して、改善すべき点をその都度改善し

ていきたいと、そういうふうに進めていきたいというところでございます。 

以上、３番議員さんの一般質問への答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） ３番議員、再質問はございますか。 

 はい、鈴井康裕君。 

○３番（鈴井康裕君） ただ今教育長から、今後のやまびこの方針などについてもご説明

がございました。私も理解しているつもりでございますけれども、かなりの部分、共感す

るところもございますが、今後に向けてちょっとご提案をさせていただきたいなと思いま
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す。 

 一つは、部活動を一生懸命やっている生徒への対応でして、先ほど町長の答弁の中にも

ございましたが、本町は文武両道を掲げて学問も武芸も両方の分野に励むことを目標にし

ているところでありますから、部活で時間的制約のある生徒にも、何らかの援助をしてあ

げたいと、そういうふうに思うのであります。 

 そのためには、部活動の前の時間に勉強をする時間をとってあげるとか、また、中学生

のやまびこ、今のところ午後から設定されているということで、部活で疲れたあとにやっ

て来ると能率が上がらないのではないかと、そんなふうに見受けたこともあります。 

 そして、いろんな機関と先ほど協議をするということですので、学校部活の方とも連絡

をとって、時間帯の調整を図った上で設定していただいて、回数も４回程度ではなくて、

アンケートでおそらく今の現状で良いというようなのが大半だったと思いますけれども、

その辺の時間帯、回数の改善を図ってはどうかと、そういうふうに考えるものであります。 

それと、先ほどやまびこの中では、自学学習といって自分で課題を見つけて、更なる学

力の向上を目指すということがあります。中にはかなり難しい問題に取り組む生徒もおり

まして、手を挙げて、ボランティアの先生にヒントをもらい回答を見つけるといった進め

方だと思います。私もそういう場面に遭遇したことがありますけれども、あまりにも難し

い問題にお手上げとなって、専門の先生に助けを求めるということもございました。ボラ

ンティアに頼っているという現状では、ちょっと難しいのではないかなという、そんな気

もしました。 

そこで解決策として、現役の先生がちょっと応援が足りないということで、その現役の

先生方にも積極的に頼むとか、又は外部講師などを雇って、町独自の塾という形も形成し

てみてはどうかと、このような事も考えてみてはどうかと思います。 

また、これはちょっと難しいことだから、ちょっと責任放棄みたいな感じになりますが、

滝川には民間の塾がかなり充実しております。役割をそこに任せるということで、今現在、

中学３年生の学習塾への通塾率というのは、大手ベネッセの調べによりますと、現在64

パーセント、約３分の２の中３の生徒が通っているという発表もございます。ですから現

在は、学習塾と連携の時代に入っていると言われております。このような塾も充実してい

る中で、新十津川町はどういうふうな対応をしていったらいいのか、教育長はどうお考え

かをちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育長。 

○教育長（久保田純史君） ３番議員さんの再質問に答弁させていただきます。 

まず１点目の部活動の関係による、やまびこの時間変更ということでございますけども、

中学生につきましては、午前中部活動がありますので、午後のやまびこの時間設定をさせ

ていただいているところでございます。 

私は、部活動は極めて大切だというふうに思っておりまして、部活動は体力づくり、あ

るいはチームワーク等々健康の維持のほか、意欲や気力など精神面の充実に関わる活動の

基盤ということで、部活動を奨励することによって集中力が高まったりして、学力の向上

につながるのではないかと。あるいは、学校の授業中ででも集中力がついて、先生の指導

をしっかり聞けるのではないかと。そういった面で部活動は奨励していきたいというのは、
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今までと同様でございます。 

そのような中で、今ご質問ありましたように、習熟度別と言いますか、先ほど、やまび

こにおける難しい問題への対応のご指摘もございましたけど、現在、中学校では、数学と

英語の授業におきまして、学級を習熟度別に３つのグループに分けまして、少人数で授業

を行う方法を取り入れております。１つのグループを少人数により指導することにより、

生徒一人ひとりにきめ細かい指導を行うことが可能であり、習熟の早い子への発展的指導

を行って、学力の向上につながっているというふうに考えております。 

そんな中から、やまびこにおいては、学力の高い生徒、いわゆる習熟度別ということは、

やまびこにおいては、現在のところは私の考えとしては考えていないところでございまし

て、あくまでも学習習慣や生活習慣を身につけるという、休業中の過ごし方を自ら主体的

に改善するということをベースにおいて考えていきたいと思います。 

ただ、今ほど議員さんからの質問にございましたように、塾等に通っている状況が高学

年、３年生くらいになると高いのも事実でございますので、今ほどの意見も参考にしなが

ら、また、確かな学び推進会議、学力向上推進委員会等で検討を重ねていきたいと思いま

すが、今のところは、やまびこについては習熟度別というのは考えてございません。 

以上、３番議員さんの再質問への答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） ３番議員、再々質問はございますか。 

はい、それでは鈴井康裕君。 

○３番（鈴井康裕君） 現在、教育の現場でも学力の二極化が進んできていると言われて

おります。今、教育長の答弁ありましたけれども、私は参加率が下がっているので、幅広

い対応ができる新十津川の教育であってほしいと、そう思っております。 

以前、中学校で不登校であった子が、やまびこには参加してきたと、一緒に勉強してき

たと、そういう例もございます。 

また、特別支援が充実しているのも本町の特徴でありますので、このような一人ひとり

に寄り添った教育環境の構築のために、これからも努力していただきたいと、そう願うと

ころであります。 

 以上で私の一般質問を終わります。教育長への答弁は特に求めません。ありがとうござ

います。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

それでは、以上で、鈴井康裕君の一般質問を終わります。 

それでは、一般質問を続けます。 

 次に、６番、西内陽美君。登壇の上、発言願います。 

〔６番 西内陽美君登壇〕 

○６番（西内陽美君） 議長の許可をいただきましたので、通告に基づき、町長に一般質

問をさせていただきます。 

 質問は、若い世代の転入促進施策に対応する住宅対策についてです。 

 国のまち、ひと、しごと創生法が成立し、自治体は地方版総合戦略を策定することにな

りました。特に若い世代の家族の定住の人口を増やすことが地方創生の大きなカギになる

と言われています。 

 去る３月８日、平成28年度町政執行方針演説の中で、町長は、新十津川町第５次総合計
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画を踏襲した総合戦略の実現のために、人口減少対策を政策の一つとし、子育て支援と教

育環境の充実で、若者世代の定住を促進させると掲げました。 

 本町ならではの手厚い子育て支援や恵まれた教育環境、また、住宅取得に係る定住促進

事業は、すでに町内に住まわれている方の転出に歯止めをかけると同時に、町外から若い

世代を転入させる強力で魅力的な事業でもあります。 

 若い世代が本町への転入を希望した場合、あるいは、町外から本町の事業所に通勤する

方の転入を促そうと考えるとき、受け入れる住宅をどう用意するかの対応が求められます。 

現在、その対策としては新築住宅や中古住宅の取得への助成制度や、共同賃貸住宅建設

に対する助成でアパートやマンションの建設を促進する制度があります。 

しかし、町外から通勤してくる若い方々、結婚して間もなく住宅を取得できるまでにな

い若いご夫婦が、これらの制度に乗ることはなかなか難しいというのは現状です。 

これらの制度以外に、転入してくる若い世代向けの住宅対策について、町長はどのよう

にお考えかを伺います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） それでは、６番議員さんのご質問にお答えをさせていただきます。

 今ほど質問の内容にありましたけども、少し重複する部分があるかもしれませんけれど

も、お許しいただきたいというふうに思います。 

昨年10月に策定をいたしました、新十津川町総合戦略の重要な実践項目であります、子

育て支援と教育環境の充実の着実な推進によって、若い世代の方が暮らしてみたいまち、

子育てしやすいまちとして新十津川町に魅力を感じ、本町を選んでいただくことが、先ほ

どの１番、４番議員さんの質問に対する答弁と重なりますけれども、現在の私の最たる使

命であり、願いでもあります。 

新十津川町を選んでいただいた若い世代の方々が、生涯、本町で暮らしていくためには、

独身時代から結婚、そして、お子さんが小さなあいだは賃貸住宅、そして、お子さんが大

きくなれば戸建ての住宅の購入というふうに、ライフステージに合わせた住宅が必要とな

ることから、町では、それぞれのニーズに合った住宅を選ぶことが出来るよう、その支援

策を整えているところであります。 

とりわけ、住宅購入に当たっては新築のみならず、ご高齢になった方など、住宅を必要

としなくなった方から若い世代の方への住宅の移転、中古住宅購入、改修といったニーズ

にも応えるべく、その支援を進めさせていただいているところでもございます。 

 ご質問にありますように、戸建て住宅を取得するに至らない若い世代の方には賃貸の住

宅が必要となりますけれども、現在、中央地区にある賃貸共同住宅は、公営住宅も含め空

きがない状態であり、公営住宅については、公営住宅等長寿命化計画において建替えの計

画は持っているものの、現段階では公営住宅全体の戸数を増やす計画とはなっておりませ

ん。 

 このような状況の下、民間商工事業者の振興、さらには、活性化を図る観点からも、ぜ

ひ、民間事業者の方の共同賃貸住宅の建設に取り組んでいただき、行政がその支援を行う

ことで、若い世代の方がご自分で住宅を持ち得るまでの間、家族で健やかに生活を営むこ
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とのできる拠点を確保したいと考えております。 

なお、現段階において、新年度２棟８戸の建設の計画がありますので、その支援を行っ

ていく予算も組まさせていただいているところでありますし、今、別の事業者からも建設

の相談をいただいておりますので、何とか、少しでも多くの賃貸住宅戸数を供給できるよ

う、相談、支援を行っていくこととしております。 

以上、６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） ６番議員、再質問はございますか。 

はい、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） ただ今町長のご答弁いただきました。今回、定例会での一般質問

が６人登壇いたしましたけれども、子育て支援、定住促進に関する質問が多くて、重複し

てお答えしづらいのかなとも思いますが、町政執行方針が示されましたことと総合戦略が

提示されたことが相まって、町長がこれから来年度に向けて、どのようなまちづくりを進

めていくかということに議員それぞれ大変関心を持っているところが、今回の質問になっ

たのではないかと思います。 

 定住促進、子育て関連にいたしましても、内容、そしてまた、先ほどはそのＰＲ施策に

関するものがございました。私は、それを受けた、受け入れる住宅に対する質問でござい

ます。 

 再質問は公営住宅を活用して、若い世代への住宅の供給を行っていく方策について、例

を挙げて質問いたしたいと思います。公営住宅を増やすという内容ではありません。住宅

の住替えに対する質問です。 

ただ今公営住宅と一般住宅の間での住替えについては、ご答弁をいただきましたが、も

う１点ですね、公営住宅間で公営住宅に住む方同士での住替えについて、どうお考えにな

るかをお聞きしたいと思います。 

 現在、本町の公営住宅は、間取りが３ＬＤＫから１ＤＫまで５タイプの間取りが揃って

おります。若い世代、子育て世代には、まず、その広い間取りの公営住宅に住んでいただ

いて、お子さんがいずれ巣立って家族数が少なくなると、狭い間取りへの公営住宅に住替

えをするということを義務づけるまでにはいかなくても、それを促すということについて、

どうお考えになるか。 

それと、公営住宅の活用に関しまして、もう１点。 

建替え計画のある公営住宅の工事の前倒しする案というものでございます。建替え計画

があるさくら団地、花月団地、花月もみじ団地は、簡易平屋建てですので、建替え時に２

階建てに変更して、若い世代向けに住居戸数を増やすというものです。以上、住替えに関

する点で１件と、公営住宅の工事前倒しに関する１点に対して、どのようなお考えになる

のかお聞きしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（熊田義信君） まず公住の住替えに対する答弁をさせていただきます。基本的な

こともちょっと触れさせていただきたいというふうに思います。 

公営住宅は公営住宅法により、住宅に困窮する低額所得者に対し低廉な家賃で賃貸し、

生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とするものでございます。この住宅困
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窮者に対するものという趣旨から、本町では、公営住宅間の住替えについては原則認めて

おりませんが、出生などにより世帯人員が増加をした場合、最初２ＬＤＫに入っていて３

ＬＤＫに希望する場合ということですね。そういった場合や身体の障がいによる場合など、

一定の要件に合った場合のみ、その要件に見合う住宅への住替えができると認めてござい

ます。 

しかし、このような場合でも、他の申込者と同様に入居の申込みをしていただき、そし

て優先的に入居させることとはしていない状況になってございます。 

また、本町にある公営住宅につきましては、一部老人世帯向け住宅はありますけれども、

建設目的として、住宅に困窮する低額所得者の方全般に対する住宅の確保を目的として建

設をしておりますので、子育て世帯であるという理由だとか、子育て世帯が住宅に困窮し

ている者とみなして、さらに他の住宅困窮者より優先して入居させることは、今の状態で

は難しいというふうに考えております。 

さらに現状として、本町の公営住宅としては空きが少なく、特に皆さんが求めている

トップ団地、文京団地、青葉団地については、待機者が多い状況になっており、住替えの

受け皿とするための空き屋住宅の確保についても、今ほどの質問の趣旨からすると難しい

状況になってございます。 

ただ、２ＬＤＫから３ＬＤＫの住替え、そういう希望する方の実績としては、わずかな

件数でありますけれども、本人が申込みをして入居される方は、若干おられるという状態

にもなってございます。 

次に、建替え計画の前倒しという答弁をさせていただきたいというふうに思います。 

 公営住宅の建替えについては、平成25年３月に策定をいたしました公営住宅等長寿命化

計画に基づき行うこととしてございます。建替え計画の無い住宅の維持、修繕も合わせて

予算を見込みながら年次的に進めているところでありまして、今のところ計画どおりに進

捗を予定をしており、平成29年度に平成30年度以降の見直しを一度する予定としておりま

すが、現段階では建替えの前倒しや若者向けの住宅の建設については、計画の予定はない

ことになってございます。 

 仮に、建替えを前倒しをするということであっても、今現在入っている入居者のためが

主眼ということになっておりますので、若者世帯向けに特定をした建設建替えということ

ではないことをご理解をしていただきたいというふうに思いますし、今ある戸数の部分の

建替えということを予定をしているということも重ねてお答えをさせていただき、再質問

の答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） ６番議員、再々質問はございますか。 

はい、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） 若い世代への定住は、お子さんが小学校に入学するまでが勝負だ

というふうに言われております。住宅の取得が無理でも、まず、本町に住んでいただけた

なら、本町が近隣市町村に負けない、いかに子育てしやすいまちかということを分かって

もらえますので、若い世代向けの住宅対策を具体的に進めていただきたいというふうに思

います。 

 最後の質問です。最後は民間の力、資金力を活用する方策として挙げる２点に対するお

考えをお伺いいたします。共同賃貸住宅、民間のアパート、マンションに関しての質問で
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す。 

１点目は、子育て世帯向けの共同賃貸住宅建設についてです。低家賃で子育てしやすい

環境の共同賃貸住宅を建築した場合に、建て主への支援を拡充するというものです。建築

設備のハード面、管理、運営等のソフト面の両面から、子育てのしやすいプランニングや

工夫をされているマンションを認定し、費用の一部を助成するという制度を、子育て支援

マンション認定制度として実施している自治体があります。 

若い世代向け、子育て世代向けなど、目的を持った特定優良住宅と指定をして、一定期

間の借上げや家賃引下げ分を建て主に補充をするなどして、建設費用の助成だけではなく

て建設後の不安を取り除くということで、建設を促してはいかがでしょうか。まずこれが

１点です。 

 ２点目は、共同賃貸住宅建設助成事業。町にございますが、その要件の緩和についてで

す。自ら居住するための住宅を建築しようとする方達が組合を結成して、共同して事業計

画を進め、土地の取得、建物の設計、工事、発注、その他の業務を行い、住宅を取得して

管理していく方式で、正式にはコーポラティブ方式と言いますが、この考え方を取り入れ

て、自らが居住しないアパートやマンションにおいても、建設を複数の個人や会社が共同

で行えるというふうに変えてはいかがかと考えます。 

本町の共同賃貸住宅建設助成事業は平成17年から始まった制度ですが、制度利用の実績

は今までに５棟24戸と聞いています。26年度は１戸当たり面積の下限を改めて、単身者向

けに要件を緩和しました。27年度は助成額を増額しました。残念なことに、今だ成果は上

がっておりません。ようやく良い知らせをお聞きいたしまして喜んでいるところでござい

ますが、この制度の有効期限が平成31年度末と、まだ期限がありますので、いっそうの建

設を促進するために、助成事業利用対象者を個人から複数の個人、会社へと、要件を緩和

することについては、どのようなお考えをお持ちになられるか、この点お伺いをして最後

の質問といたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（熊田義信君） それではご答弁させていただきたいというふうに思います。 

最初に本町に住んでもらうきっかけとして、子供の小さい時が良いのではないかという

ことを言われましたけども、私としては、できる限りその前の段階、新十津川に勤務をし

た時、例えば、役場の場合ですと新採用になった場合。農協においても新採用になった場

合。その時にやっぱり新十津川に住んでもらう。福祉施設についても同じタイミングの時

に住んでもらうことが、一番、新十津川に馴染んでいくことだというふうに思っています。

 それで、国の官舎も払下げを受ける物を有効活用をさせていただく。そして、１棟は農

協の職員に４人入ってもらうと。やっぱり採用の段階でできるだけ新十津川に入っても

らって住んでもらう、馴染んでもらって、いろんな仲間と交流をして、そして、仲間の中

で、そこで成就してもいいですし、その仲間のつながりの中でいろんなそういうケースが

あると思うのですけども、やっぱり新十津川に住んでもらうきっかけは、採用の段階が一

番ベストだというふうに、私は思っております。 

そのあと、いろんな経過から、また、新十津川に入る機会がなおあれば、そのことはま

して良い事だというふうに考えておりますけれども、まず早い段階から新十津川に馴染ん
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でもらうことが一番良いというふうに思ってございます。 

非常に子育て支援のいろんな状況を研鑽されて、非常に難しいことなども答弁をさせて

いただければなというふうに思ってございます。 

結果から申し上げて、大変申し訳ないのですけれども、今ほど言った子育て支援型の住

宅については、非常に難しいことから、なかなかそういう支援方策の拡充をすることはで

きないことを申し上げたいというふうに思います。 

家賃設定の部分でも、賃貸住宅の場合は経営の範ちゅうということがありまして、事業

主の裁量によらなければならない。いくら町が支援をしたからといって、その支援が家賃

を軽減させるという部分の支援策ということが、なかなか見いだせない。やっぱり建設を

してもらい、その部分の支援という部分では、今の支援はできるんですけども、その子育

て支援型のいろんな防音装置だとか面積要件だとか、いろんなことを考えも、子育て支援

の環境の良い住宅を造ったという部分であっても、その支援ということが非常に、どっか

のハードルというのか出てきて、難しいのですね。 

だからそのことを考えると、町としてそういった支援、建ててもらいたいことは建てて

もらいたいのですけれども、そこまでの子育て支援策の住宅という部分では、なかなか難

しいということをご理解していただきたいというふうに思います。 

ただ、先ほども質問にあったとおり、面積要件だとかの中では、小さい面積からある程

度一定の子育ての支援のできる面積まで、今の賃貸住宅で可能かなというふうに、こちら

では考えております。最大限使うと子育て支援の住宅にも対応し得るというふうに考えて

おりますから、民間事業者の力で、できる限りこの共同賃貸住宅の制度をフルに活用をし

ていただきたいなというふうに思っております。 

子育て支援のマンション認証制度にについては、調べさせていただきましたけども、大

変好ましいというものでは考えてはおりますけれども、認証基準を満たす建物を建設する

場合、どうしても建設に跳ね返ってくる、そういう部分の多少の助成を行ったとしても、

どうしても建設に結びついていくかという、不安になってくる。そして、助成の支援とい

うこともあって、非常に難しいということで考えております。 

それともう一つ、要件の緩和という部分でも、いま提案したものについては、今、制度

的には認められない状況になっております。今後、いろいろ内容も検討をさせていただき、

まちとして支援制度として拡充していくかどうか十分考えさせていただきたいなというふ

うに思っております。 

もう一つ、質問に、ちょっとできない、できないということを言っていることもあって、

まちとして、公営住宅を増やすことはできないし、民間住宅の力はどんどん発揮をしても

らいたいということは言ってますけども、現実的には、なかなか建設促進にはつながって

いない。今年は２棟８戸は建つ計画になっておりますけれども、そういった状況の中に、

総合的な見地から考えさせている結果、北海道が供給をする道営住宅の中に、住宅に困窮

する子育て世帯に対する良質な住宅供給と子育て支援をするサービスの提供を併せた、道

営子育て支援住宅というものがございます。この住宅の整備について、なんとか要請をし

ていきたいというふうに考えております。 

 この道営の子育て支援住宅とは、北海道として、住宅及び集会所等の共同施設の整備、 

まちとして、その共同施設を活用し、地域の実情に応じた子育て支援サービスの提供をす
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る。それぞれの北海道と市町村の役割があるということになっておりますけども、この道

営住宅整備については、昨年の第１回定例会の予算審議においても、質疑でも前町長から

答えているとおり、道財政も厳しい中、道営住宅の新規建設というものがなかなか進まな

い状況であり、非常に高いハードルということにはなってはおります。 

ただ、整備に向けても関係機関に対する要請活動を進めておりますので、なんとかこの

ハードルをクリアできるかどうか。まちとしても、そういうことを整備するように全力で、

いま、ちょっと協議を進めている状況をお答えをさせていただきたいなというふうに思い

まして、再々質問の答弁とさせていただきたいというふうに思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、西内陽美君の一般質問を終わります。 

ここで、13時まで休憩いたします。 

（午後０時08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） 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

５番、白石昇君。登壇の上、発言願います。 

〔５番 白石昇君登壇〕 

○５番（白石昇君） 議長の許しを得まして、私は二つの質問をしたいと思っております。 

まず一つ目は、基幹産業でありますこのまちの農業を、今後どのようにして守りぬいて

いくかという質問であります。 

もう一つは、町長の町政執行についての質問でございます。 

まず最初に、本町の農業を守り育てるにはということで、農業を取り巻く環境が、大変、

変化をしていく中で、本町の農業をどうして守って、育てていくのかという、大変難しい

課題ではありますけども、これをクリアしなければ、我が町の発展も何も無いと、そのよ

うな気持ちの中で、質問をいたしたいとそのように思っております。 

去る、２月５日付けの全国農業新聞の報道を見ますると、１月25日において安倍総理大

臣が議長をする産業競争力会議において、成長戦略の進化のためにということで、今後の

検討方針が示されております。 

項目は一つから六つの項目を示されております。その中で、第１番目においては、農地

中間管理機構を通じた農地の集積と集約化ということであります。二つ目については、米

政策改革の着実な実施。そして三つ目には、生産性の向上とブランド力の活用と。そして

四つ目には、農林漁業成長産業化支援機構の機能の強化。五つ目には、農林水産物、食品

輸出の戦略的推進と。最後には、林業、水産業の成長産業を進めるとなっております。 

 また、我がまちの農業委員会では、今年度、農業委員会の制度改正による新たな農業委

員の選出を含めた改革案を策定中であります。今月中にその改革案が町長に対して示され

て、粛々とこれに従って進めていくという形になっております。これは、今後の農地、農

業の政策を決めていく大変重要なことであります。 

 併せて、ＴＰＰ対策という、民主党政権下で10アール当たり１万５千円という所得政策

がなされたわけでありますが、政権が変わり、それが半減化して、その後、廃止と。そし

て新しい基準値の中で、相対取引価格において、５年間の平均をとって、そして上下二つ
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を切って３年間で価格の補償をするという保険制度を導入しようという、そういう案が今

進行中であります。 

 大変、案としては良い案なんですけれども、低価格が５年間続いた時の補償となってく

ると、あるいは補償になるのかなという、そういう有識者も、私達も新聞等を読んでいて、

そういう心配もされるわけであります。 

 こういうことは、きちんと整理をされて安定的な生産をできるという政策を国が打って

いただいて、それに対して、まちも補助した形の中で、いろんな機関と協定をしながら進

めていくというのが農業政策だと、私は思っておりますので、そうしたことに対して、強

い農業を作るという、そういう町長の決意のほどを、まずお伺いをいたしたいと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） それでは、５番議員さんの一つ目の農業に対する質問にお答えを

させていただきます。 

 今ご質問に趣旨にもあったように、政府は、去る３月８日にＴＰＰの承認案とＴＰＰの

締結に伴う関係法律の整備に関する法律案を閣議決定しました。これまでも多くの農業政

策の転換期があり、その都度、制度の変遷がございましたが、本町の農業は、農業者や関

係団体が連携し、その時代時代の制度を的確かつ有効に活用し、持続的に発展をしてまい

りました。 

平成24年にはピンネ公社を設立し、農地の利用集積や利用調整、後継者など担い手の育

成、生産性の向上などに努めており、また、農作業の省力化と効率化を図るための無人ヘ

リコプターの免許取得経費の助成、農作物の不作が深刻な年には種籾の助成など、独自の

支援策にも取り組んできたところであります。 

 ＴＰＰへの対策につきましては、まだまだ不透明な部分がございます。また、国におい

ては、農業経営安定対策などの制度の見直しが続いており、今ほど農業委員会制度も大き

く改正されることとなっておりますので、農業委員会制度につきましては、農業委員さん

の、今現在やっている声をしっかり聞いて、そして、まちに合った農業委員の制度に構築

をしていきたいというふうに考えているところであります。 

将来に対する農業者や農業関係者の不安については、私も理解をしているところであり

ます。非常に今動いていて、何がどういうふうになっていくのかと、不安ばかりで先が見

えないという状況になっているのは承知しているとおりであります。 

 現在のＴＰＰ対策における農業機械購入等の助成制度は、本町のように、今まで先んじ

て農地の集積が進んでいる地域では、生産規模の拡大、コストの低減や生産性の効率化な

ど、採択要件が非常に厳しいものになっております。このことから、町といたしましては、

町村会及び農業関係団体と連携を図りながら、農業者が安定して農業を継続できるように、

経営安定対策、体質強化などの助成制度の採択要件の緩和と見直し、さらには、その充実

について国等に対し強く訴えてまいりたいというふうに考えおります。 

 今ほど収入保険の話もありましたけれども、これがどのようになっていくのかというこ

とも、ちょっと見極めていかなければなりませんし、先に畜産の方が最初にその制度が出
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てくるのかなと、それに類似した制度が出てくるのかなというふうに考えておりますけど

も、しっかり国の動向を見極めて、どのように市町村として共同して要請をしていくこと

が良いのかということを考えているところであります。 

 １番議員さんの質問の趣旨にあったとおり、基幹産業である農業の成長を無くして、ま

ちの発展はないものとの考えは、私も共有するところであり、５番議員さんと同感であり

ます。 

本町の誇れる農業が将来に渡って、今後も変わることなく基幹産業として着実に成長を

続けられるよう、しっかり守り、発展させていくことが、私の使命であるというふうに考

えているところであります。 

また、この新十津川の農地は、先人の方々が並々ならる苦労をして開拓した農地であり

ます。そして、改良区が中心となって今の大規模区画化、農業用排水の完備、さらには、

農業用水に心配のない徳富ダムの整備が進んでおりますし、また、たゆまぬ努力をしてい

る農業者、そして、安全、安心な農産物を安定した価格にて販路拡大に鋭意努力している

ＪＡ、さらには、消費者ニーズに則した対応もされている農業関係機関、そういった方々

と連係をとり、全身全霊で前向きに、私も、私の使命として、しっかり取り組んでまいり

たいということを申し上げ、５番議員さんの質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） ５番議員、再質問はございますか。 

５番、白石昇君。 

○５番（白石昇君） 再質問ということではありませんけれども、ただ今、いろんな方面

にわたってしっかりとやるというご答弁をいただきました。 

特に、私が感じたことは、基盤整備事業の空知の管内では、一番先進的に進んでいると。

そしてまた、徳富ダムの水利、安定的に水田を作っていくということに対しては、揺るぎ

ない整備がされていると。さらに、そういうことに加えて、町の姿勢が、基幹産業を守る

という姿勢があるということは、まさしく町民も、あるいは農業者も安心して農業を続け

ていけると。そしてまた、安心の上にさらなる取組みを進めていける。そういう大きな要

因になるのではないかと思いまして、答弁はいりませんので、私のそういう思いをくみ

取っていただきたい。 

そして最後に、先人の作ったこの農地を守り育てていくのがまちの使命であり、熊田町

長の使命だという、そういう心強いお言葉を聞かせていただいて、私はこの質問を終わり

たいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは、次の質問に移ってください。 

〔５番 白石昇君登壇〕 

○５番（白石昇君） それでは、次の質問に移りたいと思います。 

町政執行方針についてということでありますが、現在の定住及び子育て支援対策に対す

る将来の展望ということで、ご質問をしたいと思います。 

町政執行方針について、平成28年度を総合戦略元年と位置づけられました。また、町民

と対話をし、職員の英知を結集し、創意工夫による地域経済の活性化、人口減少対策、高

齢者の支援、健全財政の維持を進めるとされて四つの政策課題が掲げられております。 

予算の中でも決意の程が伝わる、それぞれの部門の数字を見させていただきました。 

まず最初に、まちのインフラの整備。間違いなく壊れたものは直すと。新たに作らなけ
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ればならないものは作っていくという、そういう予算組みだと、そういうふうに私は受け

止めております。 

さてそこで、子育てと教育に関する予算が中でも分かりやすく説明をされており、特に、

多子世帯における養育費の負担軽減を図ると。そういう支援を充実させるために第３子以

降の子ども子育てに関する条例や遠距離通学に対する条例を制定して、定住促進につなが

る長期展望の持てる政策を28年度は展開をしていくという、そういう予算組みであると思

います。 

 そしてまた、不妊治療という助成についてでありますが、この支援制度によって複数の

お子様が我がまちに誕生したという、本当に喜びの声も聴かれております。そしてまた、

スポーツにおいては、各種スポーツに大変良い成績が発揮されたと、修められたというか、

そういうニュースを聞いて、あるいは伝え聞かれて、多額な、スポーツ振興に役立ててく

ださいというご厚志をいただいたという、そういう最初の日の報告がありました。本当に

有難いことだと思っております。 

 こうした一連の政策が、こういう結果に実を結んで、そういうところにまで発展し、さ

らには、ふるさと納税なども徐々にではありますが増えてきているという現実を見た時に、

間違いのない政策を進めてこられたというふうに感じているわけであります。 

さらに、少子化に歯止めがかかるように、このまちに住んで良かったなと言われるよう

なまちづくりの将来の展望について、今回はこの部分の一般質問が大変多くて、私の答え

はもうすでにもらったような感じはするわけでありまするが、改めて、ご答弁をいただき

たいと、そのように思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

〔町長 熊田義信君登壇〕 

○町長（熊田義信君） それでは、５番議員さんの２点目のご質問にお答えをさせていた

だきます。 

 最初に、私の政策や予算付けにご理解いただいている旨の発言をいただき、有難く思い

ますし、このことについては、今まで、前町長からしっかり子育て支援、教育の充実に向

けて、当時の議員各位の協賛をいただいて、さらに、そのことを拡充していきたいという

ことから、私も、新年度に向けていろいろそういうことを手だてをしているところでござ

います。 

私も就任後、今回の新年度の予算は初めての本格予算ということで、編成をさせていた

だきました。 

この間、国の地方創生の推進に伴い、町民の皆様、議員各位のご協力を得て、昨年10月

に新十津川町総合戦略と新十津川町人口ビジョンを策定をいたしました。 

戦略には、人口減少の抑制と子育て環境の充実、地域の活性化を大きな柱に掲げ、この

柱を念頭に置き新年度予算の編成に当らせていただいたところであります。 

新年度の予算は、将来に向けて、町を存続させていくための私の決意を表したものであ

り、今までの取組みを継続しつつ、子育て支援と教育の充実した町を全面的にアピールし、

さらには、住んでいる町民の方々が安心して住み続けられる環境を考えた予算とさせてい

ただいた思いでございます。 
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町民の皆さんが、安心して暮らすことができ、住んで良かったと思える、そして温もり

も実感できるまちづくりこそが、良い意味で町外の方にも波及し、住んでみたいまち新十

津川になるよう、人口減少の抑制に全力で取り組んでまいりたいというふうに思ておりま

す。 

この子育て支援と教育の充実については、何人もの議員さんから、今一般質問を受けさ

せていただいております。私の基本的な考え方をちょっとここで触れさせていただきたい

というふうに思います。 

実は、選挙の公約の時から考えていたことでありますけども、私の考え方で、政治を行

うについて問うた、私の座右の銘一つでありますけれども、孔子の言葉に、近き者説べば、

遠き者来たらんという言葉があります。このことは、近い地域に住んでいる人々が、いわ

ゆる町民のことを指すわけでありますけれども、町民が喜びあふれる日々を過ごしていて

くれれば、それを見て遠い地域の人が住んでくれる、慕って自ずとやってくるという考え

方です。 

私も、この考え方を非常に大切に思い、しっかり新十津川にそれを入れて、近き者、い

わゆる町民がそれぞれ、それぞれの年代の方が安心して住み続ける。そういうまちづくり

をしっかり目指してまいりたいと。そのことがしっかりと足元を見て、将来の方向性を見

定め、今の総合戦略、そういった目標に向かって着実に一歩一歩を進めていくことが新十

津川のあるべき姿であるというふうに考え、予算にも、子育て支援と教育の充実に反映を

させていただいたところであります。 

いずれにしましても、今後、今の新年度予算も含め、議員各位のご理解を賜り、新年度

の執行方針を着実に進めてまいりたいと考えていることを申し上げまして、５番議員さん

のご答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） ５番議員、再質問はございますか。 

５番、白石昇君。 

○５番（白石昇君） それでは１点だけ、再質問をさせていただきます。 

先ほど小玉議員に対する答弁の中で、全国的に定住を進めるのかというような、それに

対して町長は、まずは足元からという、そういう答弁だったと思います。 

このことは、まさしく我がまちの120年余りの歴史の裏付けをするような答弁でなかっ

たかなと。大きく風呂敷を広げるのではなく、まずできるところから着実にやるという、

我がまちの本当に特徴を表した答弁を考えていたわけではないと思いますけれども、私の

中ではそういうふうな受け取り方をさせていただきました。 

さて、そのことと多分関係をすることだと思いますが、子供達が大人になって、このま

ちに帰ってくる。まちのために、地域のために、自分が帰らなければ誰が帰るんだと。そ

ういう教育、そういうまちづくり、そういう子育て、すべてが関連したというか、例えが

良いか悪いか、ちょっと山手線のように出発の駅が終着駅だよと。出発は新十津川から出

発したけれども、終着は間違いなく新十津川に帰りたいんだと思えるようなまちづくりを

進めていただきたいなと。そのように実は思っております。 

そういった立派な政策が延々として続けられるような、そういう決意の一言をお伺いを

いたしたいと思います。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 
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 町長。 

○町長（熊田義信君） ５番議員さんの質問にお答えをさせていただきたいというふうに

思います。 

 今ほど山手線の出発、いわゆる丸い環状線がうまく回ってくるようにという質問の趣旨

だったのかなというふうに思います。 

今回は、私に向けてと教育長に向けての教育、総合的に新十津川に対する子育ての仕方

から新十津川を発展させていく人づくり、総合的にそういうふうに質問の趣旨を捉えさせ

ていただきました。 

 教育長は教育長の役割で、しっかり教育の充実。これ私も、この教育の充実を図りたい

がために、そのように教育行政は教育長に委ねて、しっかり教育の充実をさせていただい

ております。それは人材育成もそうですし、愛着心もそうですし、そういった部分をしっ

かり総合的にお互い連携しながらちゃんとやっていく。そのために、今戻ってくるときに、

どう戻って来れるかという部分では、やっぱり職場が少ないことがやっぱりちょっと懸念

される部分であります。 

まず、戻って来れる環境を作る。そういう部分では、今、農業のことで特化をさせてい

ただくと、やっぱり農業が安心して継続できるということを、やっぱり皆さんに理解をし

てもらうと。そうすることによって、後継者の方が少なからず離農という道ではなく戻っ

て来たいというふうに思えるような環境を作る。そこがやっぱり、私の使命だというふう

に思っておりますし、そういうふうにまちとしても、しっかり基幹産業を守っていく政策

も必要に応じて手だてをしていかなければならないというふうに考えております。 

ただ、それだけではまちの現状維持だけになりますから、発展にはつながらないという

ふうに思います。今、やっぱり町のいろんな米にしても、特産品にしても、そこを更に６

次産業だとかブランド化だとか、そういったものが必要になってまいります。直売所の設

置も含めて少しずつではありますけれども、まちのそういった良い物をやはり皆さん方の

それぞれの努力も必要になってまいりますけれども、いろんな方々が直売所を出していた

だく工夫をする。これも総合戦略の目標になっておりますので、そういった目標を手だて

をする、町は支援をしますけれども、農家の方々がそういう直売所に協力をしていただき

たいし、そして６次産業についても、農家の方、そして、６次産業に関わる、やっぱりい

ろんな関係の方、そしてうちには協力隊がいたり、そのアイディアも融合して、そういっ

たものを一朝一夕にはすぐできませんけれども、この31年までには、しっかりそこをやっ

ぱり今、製品化を目指してやっていく、少なくともそういう思いがないと、そういうもの

はなっていかないというふうに思います。 

そういう思いを大切にしながら皆さんに話をして、しっかりそういう道を開いてあげる

ということが行政としての使命だというふうに思っておりますので、そういったことを進

めることによって、帰って来る人も６次産業に道を開きたい人がいたり、直売所のそうい

う店を更に広げて食べる物に展開する人がいたりだとか、新十津川に戻ってきた中で新十

津川に有る素材を活かして、ちゃんと営業展開なり、そういう仕事の場としてでき得るも

のがあるのではないかなというふうに思っております。 

農業が元気であると、商工業、そして、建設業にもつながるというふうに私は考えてお

りますから、まず農業の方をそういうふうにいろんな形は徐々にではありますけれども、
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しっかりいろんな人が帰って来るように、これは子育て支援にもつながってまいるという

ふうに考えておりますけれども、そのことをしっかりと構築し、政策として継続的に打っ

てまいりたいことを申し上げ、答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） ５番議員、よろしいですか。 

 終わりに当って一言。 

○５番（白石昇君） それでは、大変丁寧なご答弁をいただきました。 

ひと、まち、仕事。これも一つのスローガンにあったかなと思います。私は、これにプ

ラスして、元気とやる気のある、そういう行政にしていきたいなと思っております。どう

ぞよろしくお願いいたします。これで、私の質問を終わります。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、白石昇君の一般質問を終わります。 

 次に、８番、青田良一君。登壇の上、発言願います。 

〔８番 青田良一君登壇〕 

○８番（青田良一君） それでは一般質問をさせていただきたいと思います。 

熊田町長の初めての本格予算ということで、町長にも３、４点聞きたいことがあったの

ですけれども、たくさんの方が、こういう時期だから質問するんだろということで、ご遠

慮申し上げましたという言い方おかしいと思うんですけども、今回は、特に、学力の向上

という部分について、教育長の方に２点にわたってちょっと質問をしたいと思いますでの、

よろしくお願いいたいと思います。 

たくさんの議員さんが、総合戦略の観点の中で子育て支援、さらには学力の向上という

件について、いろんな角度から質問していたと思います。私は、より具体的に今やってい

ないことについて、子供達の学力を向上させていくための手段として検討していただけな

いかなという観点から、お話をさせていただきたいと思います。 

情報通信技術、ＩＣＴということで、今、新聞でこういった言葉を見ない日が無いくら

い、日本はこういった方向に向かって進んでおります。そういったものが、果たして学校

現場でどういうふうに取り入れられているかということを眺めてみますと、やはり学校現

場というのは、私はちょっと遅れているのではないかなという気持ちがしてなりません。 

なぜ遅れているのか。これは、やはり行政が予算を付けないから遅れているのだという

ことだろうと思います。ですから、しっかりこの分野で必要があるという観点で予算付け

をすれば、まだまだいろんな角度で学校の近代化と言いますか、ものが進んでいくんだろ

うというふうに考えられるわけでございます。 

役場の職員なんかも、職場にパソコンがあるだけではなくて、各家庭にもパソコンがあ

りますし、そして、そのタブレット等もあって、家庭の中で自由にそういった物を持ち歩

きながらいろんな情報を流したり、もらったりというふうなことをやっているわけでござ

います。そういったものが、なぜ学校の中に取り入れられてこないのかということを疑問

に思っている一人でございます。 

そこで、学校の中にも、こういったタブレットみたいなものを１クラス分くらいでも入

れまして、そして、私が調査したところによりますと、こういったものを活用した様々な

教育ソフトも開発されているわけでございまして、決して現場の先生方の力が無いという

意味のことを言っているわけではなくて、子供達にどういう環境を与えることによって、

より学習意欲が高まるかというような観点も考え合わせますと、ぜひ、こういったものが
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今の学校には必要ではないかなというふうに思うわけでございます。 

議会といたしましても、実は、笹木さんが委員長だった時だと思いますけども、道東の

方に視察に行きまして、すでにこういったものを学校に取り入れて活用しているところを

見てきました。私は、こんな議会で言わなくても、一生懸命子供達を育てようという、あ

るいは学力を高めようという意欲のあるまちだから、率先してやるんだろうなと思ってま

したけど、なかなかやっていただけません。 

ですから、教材はいろいろあろうと思いますけれども、子供達が今どういう社会に生き

ているかと。あるいは、どういう社会で生きていかなければならないかということを考え

ますと、黒板とチョークというのは、あまりにもちょっと古すぎるのではないかなという

ふうに思うわけでございます。 

その辺につきまして、まず、１点目の質問といたしまして、教育長にお考えをお聞きし、

そして、ＩＣＴこういった部分の進む世の中をどう認識されているか、併せて伺いたいと

思います。これが１点目の質問でございます。まずこれををよろしくお願いしたいと思い

ます。 

○議長（長谷川秀樹君） １点目という言い方ですけど、通告には関連した形の中での後

段の部分も、あれですか、分けた方がいいですか。 

○８番（青田良一） 分かりやすく、また新たに。 

もう一つの方は、これも子供の学力の向上という形の中でお聞きしたいのですけれども、

先ほど鈴井さんがちょっと奇しくも、そういった観点での質問をなされましたけども、私

は、より現実的に、この中学生、あるいは小学生もでしょうけども、学習塾を活用してい

る子供達の数が異常に増えているという現状を、やはり認識しなければいけないというふ

うに思うんですよね。 

その中で、なぜ学習塾に行くのかという部分についても、教育委員会も学校もしっかり

と分析しなければいけないと思います。その上で言うならば、生活者というか、お父さん、

お母さんのことを思うのであれば、非常に高額なお金がこれにかかるという現実もあるわ

けですね。加えまして、バスの便等もあまりよくなくなってきましたので、送迎だとか、

そういったことも含めますと、家庭にかかる負担というのは計り知れないものがあるのか

なというふうに思ってます。 

 何人か職員の方にもお聞きしましたけども、そういう子供さん達を持っているところは、

かなりの数で学習塾に通っているようです。実際にその負担もばかにならないというふう

な現状をお聞きしますと、子育て支援、あるいは、学力の向上といった部分を考えた時に、

先ほど鈴井さんが言ったような割合も考えますと、これを支援の方策の一つとして考える

時期かなというように、私は思うんですよね。 

 ですから具体的には、授業料をどうのこうのということについては予算も伴いますから、

一つのヒントとして、行政側の中で実態を調査しながら検討していただければなと思いま

す。併せまして、こういった条件の整っていない地域がたくさんあるんですね。要するに

簡単に言うと、学習塾が無いような地域があるんですよね。そこはどういう施策を打って

いるかというと、これは多分、私の質問を通告したから教育委員会でもお調べになったこ

とだと思いますけども、いろんな形で取り替わる方法として、補助を出したり、あるいは、

大手の予備校等々と連携をとりながら、まちの中で遅れた学習を補うような取組みがなさ
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れているという事例がたくさんございます。それらは、あくまでも子供達の学力を向上さ

せて、志望する高校に確実に合格させてあげたいという親の願いと、その支援をして欲し

いという、そういうものに対して行政が答えた形で行っているのだというふうに、私は理

解するんですね。 

 ですから、今言ったようなことにつきましても、かなり早い時期で、今年の予算には計

上されてませんけれども、検討する価値のある問題かなというふうに思っています。 

 とりあえず、それだけここに書いていることについてのお話でございますので、お答え

いただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長 久保田純史君登壇〕 

○教育長（久保田純史信君） ８番議員さんの一般質問に回答させていただきます。 

まず１点目の情報ＩＣＴの関係でございましたけども、現在、本町の状況、すでにご承

知だと思いますけども、確認の意味で説明させていただきたいと思います。 

平成21年度に小学校コンピュータ室のコンピュータ、平成24年度には中学校コンピュー

タ室のコンピュータを更新し、さらに、平成25年度、平成26年度に小中学校の普通教室に

実物投影機を導入しており、その他、校務用コンピュータを教員１人１台、光回線による

インターネット接続など、本町の第２期教育振興基本計画で目標とされている水準に近い

状態で整備をさせていただいているところでございます。 

先ほど質問のございましたタブレットの導入につきましては、教育再生実行会議の第７

次提言で、１人１台の整備を推進するというふうになってございます。本町におきまして

も、タブレットの導入の是非につきましては検討すべきものと考えております。 

ただ、先進的に導入した道内の自治体等の状況でございますけども、やはり共有の活用

がなかなかできないことによりまして、子供にうまく授業で取り入れられないというよう

な事案も実際にはあるところでございます。 

本町におきましても、ＩＣＴを活用した授業の現状把握や他自治体の事例なども十分調

査をいたしまして、学校での活用方法や授業構想などを踏まえた中で、今後、導入するか

どうかを検討、判断をし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。 

 続きまして、２点目の個人学習、いわゆる塾等への支援でございますけれども、私は、

現在のところは、結論から申し上げますと、考えてございません。 

 全国学力・学習状況調査によりますと、例年、中学３年生の生徒の約半数が学習塾で、

本町の場合も勉強をしているということで、塾の利用している割合は高いというふうには

認識しているところでございますけども、先ほど３番議員さんの質問にもありましたよう

に、やまびこで基礎学力の定着を進めるために、やまびこを実施しておりますし、学校に

おいては、北海道教育委員会の事業で教職員の加配を受けたり、町独自で教科担任講師や

学力向上推進講師を配置したりということで、子供達の基礎基本の学力の定着のほか習熟

度別の細かい指導を行っているところでございます。 

 私は、先の教育行政執行方針でも述べさせていただきましたけども、本町においては、

今まで教職員については、遅ればせながら道内の先進地視察しか研修行っていなかったの

ですが、道外の学力上位小中学校の、まずは取組みをしっかりと教員に勉強していただい
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て、その研修に行った教諭が、町内の小中教職員による公開研究会やなにかで、その発表

をし、自分ら研鑽をして、学力向上を図っていただきたいと思っております。 

また、小中学校図書館に兼任の学校図書館司書を配置して、児童生徒の教養を育成する

ための環境整備の充実を図るということで考えてます。まず、学校内の授業の中での先生

のスキル、あるいは環境の整備、そのようなとこを進めるのを最優先ということで考えて

おります。 

以上を申し上げまして、８番議員さんの一般質問の答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問。 

はい、青田良一君。 

○８番（青田良一君） 近代化と言いますか、情報通信技術等々につきましては、ひとつ

前向きに考えていただきながら、どの子も同じようにコンピュータが使えたり、タブレッ

トが操作できたりということも、ひとつの学習だと思うんですよね。これはお金が解決す

る問題であり、そして、私が言ったように、例えば、九九だとか漢字の書き方だとかとい

うソフトもたくさん開発されているので、例えば、授業だけに使わなくても、休み時間に

そういう物に触れながら自分で勉強するとか、いろんなことの可能性を秘めている部分が

ありますから、いろんな先行きのこともあるんでしょうけれども、やはり、時代にマッチ

したような内容に学校を変えていくというのも大事なことかなと、私は思います。 

 今朝、ここに来る前に発展計画読んできましたけども、書いてあるでしょう。学校環境

の整備が10年の中にするんだよということ、書いてあるんですよね。それはどういう事か

と具体的には書いてないんですよ。具体的なことに一つとして、こういうことも必要じゃ

ないかという話を、どんどん、どんどん積み上げていかないと、10年間でどういう学校に

変わるのかなんていうのは、言葉は書いてあるけど、僕らは分からないんですよ。やっぱ

りね。 

 そこは、現場の教育長として、やはりこういうふうになっていくんだというものを具体

的にやってきていただければ、その話もつじつまが合うというか、よく理解できると思い

ます。 

施策は評価しているんですよ。執行方針に書かれてあったようなことについての施策は、

よそのまちでやっていないことをもう十分やっていますから、その部分についての評価は

してます。 

それ以外のことについて、やっぱりもうちょっと大胆に発想していかなければ、学校環

境も他に誇れるような整備をしていこうというようには、とても見受けられないというふ

うな事になるんではないかなというふうに思います。 

 それと塾の問題ですけども、私個人は、今教育長がおっしゃったように、基本的には学

校の中でしっかりと学力を身に付けていただければ、そういう産業も起きないし、行く必

要もないんですよね。現実は違うんですよ。実際に調べてもらったらわかると思うんです

けども、やはり高校入試等々に不安を抱える子供達も相当の数の人達が、そういうところ

に行って、次の目標に向かうための手立てとして使っているんですよね。 

その現実をやっぱり無視しないで、じゃあ教育長がおっしゃったように、いろんなよう

に学校環境を整備すれば、うちの子供が学習塾行かなくて済むようになるのかどうかとい

うことですね。そうはならないんですよ、やっぱりね。 
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 そこんところをやっぱりもうちょっと考えていただいて、例えば、いろんな子育ての中

で学習塾にやれない親も出てくるかもしれないというふうな背景を考えながら、一部支援

というふうな方法もあり得るのではないでしょうかというのが、私の考え方なんですよね。 

ですから、それはその細かいデータ持ってないのでなかなか分かりませんけれども、相

当な数の人が行っているという現実は間違いないです。 

併せて、総合計画の中の目標値が、子供の学力が、たしか、今の全国一斉学力テストの

平均値を上回るというふうな表現になっていたというふうに思うんですけども、やはり、

私は全道一とか日本一とかに書き換えるべきだと思うんですよね。そうしなかったら、高

いレベルに合わせて一斉に努力するような仕組みを作っていかなかったら、なかなか学力

の向上というか、学校レベルと言いますか、そういったものが上がってこないんでないか

なという気がしてならないんですよね。 

 それは掲げたもので、議会も総合計画については承認しているわけですからあれなんで

すけどね。今の新しい計画もそうなんですね。そういうふうな目標値になってまして、

ちょっとなんか学力というものに対する考え方が、いっぺんには無理なんでしょうけども、

ちょっとゆっくりした歩みになっているような気がしてならないんですよね。 

そこをもう一度、考えて、例えば、数値目標として、あるいは考え方として出すんだっ

たら、新十津川の子供は一人も塾にはやらないくらいの目標を掲げて、教育をやっていた

だければ有難いかなと思うんですよね。 

それで初めて平等なんですよね。お金のある人も無い人も、学校の中できちっとした手

当てをしてもらえれば塾なんていうところに行かなくて済むわけですから、できればそう

いうふうにしていただきたいなと思います。 

 それともう１点だけ、ぜひ、この場でお願いしておきたいんですけども、父母の願いは、

今もう高校がほとんど全入に近いんですね。今報告ありましたよね。レイコンマ何パーセ

ントだというふうなことで。１点何倍とかないくらいになっているんですよ。高校の進学

率の、競争率がね。 

でも、父母の方々、いろんな方に聞きますと、大学につながるような高校に入れたいと

いう願いは強いんですよ、やはりね。それも北海道でたぶん12校くらい国立大学、国公立

あったと思うんですけども、できればそういうところに進学させたいんだという願いを

持っている父母、非常に強いんですよね。 

そうなると、やっぱり自ずと高い高校を目標とするということになると、学校の底上げ

と、そこを狙う人たちのためのフォローというのは、何らかの形で中学校時代にしてあげ

るというのが、私は必要かなと思うんですよ。 

それで、前回お話ししたのは、学校の先生方、部活動を外して勉強させたらいいんじゃ

ないかという意味のことを言ったんです。部活動は大事だとおっしゃいましたけど、それ

は外の人にやらせて、先生方は一生懸命子供達に勉強を教える環境を作ってあげたらどう

ですかと言ったのが前の質問なんですよ。 

そういう事も含めまして、何とか子供達にしっかりとした学力を付けてあげさせていた

だいて、なおかつ、父母の願いのその部分をどうやって叶えてあげられるかという部分に

ついて、高校は関係ないとかと言わないで、そこのところまで見通したようなことを考え

てあげていただければ、私は有難いと。それが本当の学力向上に向けた施策というか、考
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え方ではないかなと。その点を再質問とさせていただいて、質問を終わりたいと思います。

教育長の心あるご答弁をお願いできればと思います。よろしくお願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、それでは答弁を求めます。 

教育長。 

○教育長（久保田純史君） 再質問に答弁させていただきます。 

 １点目のＩＣＴにつきましては、私も近い将来必要であるということでタブレットにつ

いてもですね、そのようなことも抜群な面もありますので、その辺については協議を重ね

て、今後、進めていきたいということで、決して後ろ向きではなくて、検討を重ねていき

たいということで、ご理解をいただきたいというふうに思っているところでございます。

その辺、学校現場ともう一回、いろいろと協議をさせていただきたいというふうに思いま

す。その中で考えていきたいということでございます。 

 ２点目の学習塾に支援ということで、貧困の件につきましては、また町長部局との検討

も出てくるかと思うのですけれども、私は、一番教育で、部活動の関係も思っているので

すけれども、文武両道。先ほど午前中の質問にもありましたけれど、基本的に学力向上を

私も教育行政執行方針で掲げさせていただいております。その時、体力向上というのも必

要だと。それはやはり先ほど言ったように、精神力、気力、集中力というようなことが大

切なので、部活動との併用は大切だということで、説明させていただいたところでござい

ます。 

 その中で、やっぱり塾となりますと時間外ということになりますけれど、楽しい、自分

が興味を持った部活動を行うと。それは大変体力的にも、家に帰ってからの時間も少なく

なるんですけども、部活動をやっていない子供と比較しますと、少なくなるかもしれませ

んけど、そこで子供達は考えると思うんです。時間がなかったらどうしようかと。宿題を

どうしようかと。家での勉強をどうしようかと。その中で、そしたら自分は楽しい部活動

をやらなければならないので、授業時間に集中しましょうと。学校の授業で集中できるか

できないかということが、一番大切だと私は思っています。 

 先日の中学校の学校長の学校便りに載りましたように、学校時間に集中できるか、でき

なかったら授業をちゃんと聞かなかったら３倍家に帰ってからの勉強を苦労すると。その

中で、やはり私は、普段の朝登校してから下校時までのその中での学校体制の整理、教員

のスキルも含めてやっていくと。その中で精神面も良くなってくるんではないかというふ

うに思っております。 

 また、一流の高校、大学、もちろんそうでございます。私は、そのあとに就職なりした

時に、社会的に、本町という意味ではなくて、全国的に、せっかくそれぞれの皆さんが高

校なり大学を出て、自分に合った就職先に就職されても、続かないで５年以内に辞める方

がかなりいるというような情報もございます。 

 ですからやはり、創意工夫の中で、いかに自分らが努力をして学力を向上して授業に集

中するか。その授業時間の向上に最善を期したいと思います。その後、また、今言ったご

意見もありますので、それらを参考に、それらについてはまた第２弾として考えていきた

いと思いますけど、新年度においては、一般質問の最初に８番議員さんの質問に答えたと

おり、学校環境の整備で全力を尽くしたいと、そう考えているところでございます。以上、

再質問の答弁とさせていただきます。 
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○議長（長谷川秀樹君） 青田議員、よろしいですか。 

 以上で、青田良一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。 

２時５分まで休憩いたします。 

〈演台撤去〉 

（午後１時55分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後２時05分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３に入る前に、これから提案されます議案第５から議案

第13号までの案件につきましては、３月７日の定例本会議で、提案理由並びに内容の説明

を終わっております。よって、ただちに質疑に入りますので、よろしくお願いいたします。 

                                       

     ◎議案第５号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３、議案第５号、新十津川町庁舎建設基金条例の制定に

ついてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） はい、お聞きいたします。第２条についてなんですが、第２条は、

積み立てるものの列記になっています。ただ、町長の町政執行方針にありますように、一

定額を計画的に積み立てるということをお聞きしましたし、また、27年度補正と28年度の

当初予算でそれぞれ１億円を計上しておりますので、条例の中には、毎会計年度に積み立

てるという条文がないのですけれども、それを考えますと、毎会計年度に必ず積み立てる

ということと、積み立てる金額は毎年１億円というふうに捉えていいのかというところが、

まずお聞きしたいところと、もう１点は、その指定寄附金についてなのですが、ふるさと

納税の指定４種類あるのですけれども、それ以外に指定寄附金というのが、私がちょっと

思いつかないものですから、ありましたら教えていただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（寺田佳正君） はい、ただ今の６番議員さんのご質問にお答えいたします。 

 基金への積み立ての件でございます。先般の庁舎建設特別委員会で概要を申し上げてお

りますので、詳細は省略させていただきますが、現段階においてまず、庁舎の建設費とい

うものは、今後において策定いたします基本設計、こういったものによって詳細な金額と

いうものが導き出される計画となってございます。現段階におきましては、建替えか、あ

るいは耐震化を判断する時に計算をしておりました約16億から17億円というのが、現段階

における庁舎建設費の目安となります。 

 今後におきまして、基本構造の策定等を踏まえまして、その中で防災機能、あるいはコ

ミュニティ機能、あるいは庁舎の車庫等の附帯建設、こういったものがどのようになって

いくかによって事業費も変わってくるかと思います。 
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 また、今後においては消費税率の改定、建設単価の上昇なども見込まれることから、建

設後の財政負担を極力なくすという意味も込めまして、目標額といたしましては現段階で

10億円規模を想定してございます。 

 積立ての方法、計画でございますが、補正予算あるいは新年度予算にも提案させていた

だいておりますが、毎年度の当初予算で財政状況にもよりますが１億円規模を積み立てる

と。そして、いろいろ財政運営を駆使しながら、年度末決算剰余において１億円程度積み

立てることができれば、５年のうちには10億円くらいを達成できるかなというふうに考え

てございます。以上が１点目のご質問への回答でございます。 

 もう１点、指定寄附というものでございますが、町民あるいは関係ある方からご寄附と

いうものを、毎年、町もいただいているわけですが、今後、こういった計画が明らかに

なっていった場合に、庁舎建設の一助としてお役立てくださいというような、そういった

寄附をいただく場合もございますので、その場合にここに積ませていただくとするもので

ございます。以上、回答とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第５号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５号、新十津川町庁舎建設基金条例の制定については、原案のとお

り可決されました。 

                                       

     ◎議案第６号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第４、議案第６号、新十津川町企業振興促進条例の一部改

正についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

 ６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） はい、附則の部分についてお聞きいたします。 

 附則の改正が適用される27年４月１日から交付の間ですね、この間に営業を開始して免

除されるものの数とその金額についてお聞きいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

産業振興課長。 

○産業振興課長（後木満男君） 平成27年４月１日に遡ってということですね。遡って適
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用されるのは、27年度に指定事業者となりました２件が対象になります。金額は２千万円

です。 

○議長（長谷川秀樹君） ６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） 固定資産税もですか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

産業振興課長。 

○産業振興課長（後木満男君） 固定資産税につきましては、課税免除につきましては、

最初に到来する賦課期日の属する年度の翌年度となりますので、平成27年に免除を受けて

１月１日に賦課期日を迎えたものについては、29年度からの免除となりますので、この部

分については遡って適用にならないということになります。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

これより議案第６号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６号、新十津川町企業振興促進条例の一部改正については、原案の

とおり可決されました。 

                                       

     ◎議案第７号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第５、議案第７号、新十津川町地域振興基金条例の廃止に

ついてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第７号を採決いたします。 



- 136 - 

 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７号、新十津川町地域振興基金条例の廃止については、原案のとお

り可決されました。 

                                       

     ◎議案第８号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第６、議案第８号、平成27年度新十津川町一般会計補正予

算第７号を議題といたします。 

 はじめに、１ページから43ページの歳入について、質疑を受けます。 

 質疑ございませんか。 

３番、鈴井康裕君。 

○３番（鈴井康裕君） ご質問します。37ページ、給食事業費収入ですけれども、小学校、

中学校についてはそれほど歳入差がないのですが、高校給食費の負担金がかなり128万円

減となってますが、この原因について教えていただきたいなと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（遠藤久美子君） 高校給食費の負担金が減額になった大きな要因

につきましては、予算当初では、給食に牛乳も含まれて積算しておりましたけれども、平

成27年度から高校は牛乳を提供しないということになりまして、予算時にはそれを予算と

しては見ておりましたけれども、実際は給食の提供がなかったことにより、その分が大き

く減少したということでございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで、１ページから43ページの歳入までの質疑を終わります。 

次に、44ページの議会費から63ページの衛生費までについて、質疑を受けます。 

質疑ございませんか。 

はい、８番、青田良一君。 

○８番（青田良一君） 57ページ、障害者福祉費の12、子ども通園センター負担金という

ことで、説明では、職員が増額したので予算を増やしたといった内容でございますけども、

この子ども通園センターにつきまして、ちょっとどのくらいの該当者がこれを利用してい

るのか、職員数が何人いるのか等々について、ちょっと詳しくお聞かせいただければと思

います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（野﨑勇治君） それではお答えを申し上げます。子ども通園センターに

つきましては、２市４町で協定に基づき、その負担割合をしているところであります。年

間の利用見込みということで1,563人の利用者がございます。職員数につきましては、
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ちょっと手元に資料がございませんので、後ほど調べてお答えしたいと思います。申し訳

ありません。 

 先ほど申し上げた1,563人という延べ人数につきましては、全体の利用者人数でござい

まして、うちの利用者については423人となってございます。これも延べであります。 

すみません、職員数については、後ほどお答えしたいと思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） そんなことでよろしいでしょうか。 

６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） ４つありますので、いっぺんに聞いてもよろしいですか。 

 まず56ページです。障害者福祉費の中の地域生活支援事業で減額102万６千円とありま

すが、事業メニューの中で、特に利用が減ったようなサービスは何だったのかということ

が、まず１点。 

予防費ですね、高齢者肺炎球菌ワクチンがありますが、接種された方の人数と、本町の

60歳以上の方々の人数からすると、だいたい何パーセントくらいの方々が接種をされたの

かということがあります。 

 それと、インフルエンザ予防接種事業につきましては、予算よりやはり減っているので

すけれども、妊婦さんと中学生以下の接種費用を全額補助というふうに補正予算として、

対象者数の70パーセントを見込むというふうにありましたが、結果がどうだったのかとい

うことをお聞きしたいのと、またその結果、総額からはちょっと計れないので、情報があ

ればお聞きしたいのですが、ワクチンの接種費用が上がったことで、ご高齢者の方々が接

種を控えるというようなことがなかったかどうかということをお聞きしたいと思います。

65歳以上１千円助成しているのですが、だいたい滝川市立病院ですと、２回接種でこの１

千円くらいアップになっていますので、そういったことの影響があったかどうかというこ

と、もしお耳にしていれば教えていただきたいと思います。以上４点です。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（野﨑勇治君） まずは１番目の地域生活支援事業のサービス状況でござ

いますけども、これにつきましては、移動支援、日中支援、訪問支援を実施してございま

す。この中で、日中支援事業がありますけども、これについては、別の経費の自立支援事

業の放課後デイサービスの方で対応いたしまして、当初、日中支援については、ここで見

ていたんですが、全く利用がなかったことから、102万６千円の減額となってございます。 

 続きまして、高齢者肺炎球菌ワクチンにつきましては、65歳以上の方々を定期で250人、

任意で150人の400人接種見込みを考えておりました。それで、最終的にこれが326人とい

うことで、実際、昨年より若干減ってございまして、２年目のことで接種者が減額となっ

たというふうに、こちらの方では見込んでございます。全体の数字では抑えてございませ

んので、その回答であります。 

 次に、インフルエンザ予防接種ですが、まずは子供、妊婦につきましては、当初70パー

セントということで見込んでおりました。そして結果的には、子供、妊婦合わせて約60

パーセント、子供は13歳未満２回打ちますので、その部分を含めて60パーセントの実績と

なりました。高齢者につきましては、52パーセントという計画でございましたけども、42

パーセントという数字におさまりました。両方ともワクチン料が値上がりしましたけども、
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両方とも今シーズンは、インフルエンザの流行が遅かったことで、接種率が下がったのか

なというふうな見込みを立てております。あと、金額の上がった影響については、ちょっ

とそういった声もお聞きしていますけども、そのようなところまでちょっと結びつけは、

今の段階ではしてございません。以上、答弁といたします。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） それでは質疑なしと認めます。 

これで議会費から衛生費までの質疑を終わります。 

次に、64ページの農林水産業費から73ページの土木費までについて、質疑ございません

か。 

８番、青田良一君 

○８番（青田良一君） 71ページの冬期除排雪事業が増額になってございます。雪が多

かったので当然かなと思いますし、除雪回数の説明も受けて、なるほどなということで理

解をしております。 

私達も議会の報告会という形で、地域を歩いた時に、やっぱり除雪の問題でいろいろと

ご意見もらいました。今年の冬の雪の多さの中で、実際に除雪を担当している課の方に、

いろんな形での苦情等が来ていれば、そういった内容について、一部で結構でございます

ので、ご紹介いただければなというふうに思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（村中忠夫君） それでは８番議員さんのご質問にお答えいたします。今ほど

言われていましたように、今シーズンは非常に雪が多かったというところで、例年１回で

済んでいる排雪の部分も２回ということでやらせていただきました。 

 その中で、直接役場の方にも来られた苦情とか、あとは除雪センターの方にも入った苦

情とかということで、うちの方でやっぱり把握している部分といたしましては、どうして

も間口への置き雪というところが、やっぱり苦情の件数としては多かったかなと。ただ、

厳密に何件あったかというところまでの把握はしてございませんけれども、やはり、置き

雪の部分の苦情が多かったなというのが実情でございます。 

 あと、今シーズン、朝１回出動して、昼間降っている段階で昼から走らないのかという

ような、そういう問い合わせも何件かあったのも実情でございます。昼から出ますと、今

度、また、置いていった雪の処理が出てくるとかということで、一概にやらなくてもいい

という人もいますし、やって欲しいという人もいますので、一長一短でなかなか難しいと

ころがありまして、基本的には、郊外部分は出ますけれども、市街地部分については、昼

からは極力出動しないというような体制で今シーズンは臨まさせていただいたところでご

ざいます。 

質問の内容と答弁の内容がちょっと食い違っている部分もあるかもしれませんけども、

ご容赦願いたいと思います。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。ありませんか。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、質疑なしと認めます。 

これで農林水産業費から土木費までの質疑を終わります。 

それでは、先ほど８番議員さんに答弁漏れでありましたことにつきまして、保健福祉課

長より答弁お願いします。 

○保健福祉課長（野﨑勇治君） 通園センターの職員体制ということで、常勤が５名、そ

れと今、臨時１人ということで、６名の体制で行ってございます。以上です 

○議長（長谷川秀樹君） それでは、次に、74ページの消防費から89ページの職員費まで

について、質疑を受けます。質疑ございませんか。 

８番、青田良一君。 

○８番（青田良一君） １点だけお願いします。79ページ。これは教育振興費、７番、学

習支援サポーター事業ということで、説明の中では、道費が充当されたので町費を削りま

したよというご説明だったと思いますけども、削られることは良いんですけども、道費の

支出と町費の支出と、これが支出の内容がイコールであったのか、あるいは道費が高くて

町費が安かったとかということがあったのかどうか、その辺の部分について、ちょっとお

答えいただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（遠藤久美子君） はい、それではただ今のご質問にお答えいたし

ます。教員を町費で雇う場合と道費で雇う場合ですけれども、やっぱり一番大きな違いは、

雇用する賃金単価になります。それで、町は教員の場合は千何十円、ちょっと細かいとこ

ろ言えないんですけれども、道費の方が単価としては、やっぱりだいぶ、倍とは言いませ

んけれども、倍くらい、時間給については高いです。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 はい８番、青田良一君。 

○８番（青田良一君） そしたら道費の分の先生は、時間単価高く支払いしたという答え

でいいんですか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（遠藤久美子君） はい、直接的に町が間に入っておりませんので、

実際のやり取りについては、勤務の状況を教育委員会から道の方に報告などをしておりま

すけれども、そのように道の方から直接、教員の方に支払われているというふうに認識し

ております。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

ほかに質疑ございませんか。 

３番、鈴井康裕君。 

○３番（鈴井康裕君） 77ページ、４番の教職員健康管理事業で25万８千円の減とありま

すが、約３分の１ぐらい余していますが、先生方で受けていない先生がいるんでないかと

心配するんですけれど、どうでしょう。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 
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 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（遠藤久美子君） はい、ただ今のご質問にお答えいたします。教

員の健康診断ですけれども、教員につきましては、全教員が受診をしております。受けて

いない教員はおりません。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 はい、３番、鈴井康裕君。 

○３番（鈴井康裕君） 減額の原因は、何でしょうか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（遠藤久美子君） 教員の場合は、年齢構成によって何の受診をす

るかが違います。年齢の高い人は、私どもでいう人間ドック。若い先生は、健康診断。何

と言いますかメニューがちょっと違って、単価が違うということもありまして、余裕を

持って見ていたところですけれども、一応、年齢構成などで診断の単価も違うということ

もありまして、不用額を生じたということになっています。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいでしょうか。 

ほかに質疑ございませんか。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで消防費から職員費までの質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第８号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第８号、平成27年度新十津川町一般会計補正予算第７号は、原案のと

おり可決されました。 

                                       

     ◎議案第９号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第７、議案第９号、平成27年度新十津川町国民健康保険特

別会計補正予算第２号を議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

 ６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） すみません、ちょっと教えていただきたいのですけれども、７

ページの繰入金のところです。基金繰入金が減額になりました。国民健康保険の基金が底

をついたということで、かなり心配をしていたのですけれども、これで単純に、この

2,976万２千円が基金に残りましたということでよろしんでしょうか、お願いします。 
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○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（中畑晃君） はい、６番議員さんのご質問にお答えいたします。基金繰入金

につきましては、減額ということで、この大きな要因といたしましては、一番下の広域連

合支出金の方が増えたというところが大きなところでございます。この影響によりまして、

基金の方、若干残すことができたということで、最終的には、決算を迎える時に、また、

この金額より更にというところで、今、考えているところでございます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第９号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９号、平成27年度新十津川町国民健康保険特別会計補正予算第２号

は、原案のとおり可決されました。 

                                       

     ◎議案第10号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８、議案第10号、平成27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。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第10号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 
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 したがって、議案第10号、平成27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。 

                                       

     ◎議案第11号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第９、議案第11号、平成27年度新十津川町下水道事業特別

会計補正予算第２号を議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第11号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第11号、平成27年度新十津川町下水道事業特別会計補正予算第２号は、

原案のとおり可決されました。 

                                        

     ◎議案第12号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第10、議案第12号、平成27年度新十津川町農業集落排水事

業特別会計補正予算第１号を議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第12号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第12号、平成27年度新十津川町農業集落排水事業特別会計補正予算第

１号は、原案のとおり可決されました。 
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◎議案第13号の質疑、討論及び採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第11、議案第13号、新十津川町道路線の認定についてを議

題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第13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13号、新十津川町道路線の認定については、原案のとおり可決され

ました。 

                                       

 ◎散会の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

予算審議のため、17日午後３時まで、本会議を休会いたしたいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがいまして、17日午後３時まで予算審議のため、本会議を休会とすることに決定い

たしました。 

  17日は、午後３時より本会議を再開いたします。 

 それでは、本日はこれにて散会いたします。 

どうもご苦労さまでした。 

（午後２時42分）  
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平成28年第１回新十津川町議会定例会 

 

平成28年３月17日（木曜日） 

午後２時35分開会 

 

◎議事日程（第４号） 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 発議第２号 新十津川町議会委員会条例の一部改正について 

第３ 議案第14号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備について 

（質疑、討論及び採決） 

第４ 議案第15号 新十津川町行政不服審査会条例の制定について 

（質疑、討論及び採決） 

第５ 議案第16号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整備について（質疑、討論及び採決） 

第６ 議案第17号 新十津川町多子世帯子育て支援に関する条例の制定について 

（質疑、討論及び採決） 

第７ 議案第18号 新十津川町放課後児童クラブ条例の制定について 

（質疑、討論及び採決） 

第８ 議案第19号 新十津川町介護予防・日常生活総合支援事業利用料徴収条例の制定

について（質疑、討論及び採決） 

第９ 議案第20号 新十津川町高等学校等遠距離通学費助成に関する条例の制定につい

て（質疑、討論及び採決） 

第10 案第第21号 新十津川町不妊治療費の助成に関する条例の制定について 

（質疑、討論及び採決） 

第11 議案第22号 新十津川町中小企業者応援条例の制定について 

（質疑、討論及び採決） 

第12 議案第23号 新十津川町定住促進条例の一部改正について（質疑、討論及び採決） 

第13 議案第24号 新十津川町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正について（質疑、討論及び採決） 

第14 議案第25号 新十津川町総合健康福祉センターの設置及び管理に関する条例の一

部改正について（質疑、討論及び採決） 

第15 議案第26号 新十津川町下水道条例の一部改正について（質疑、討論及び採決） 

 第16 議案第27号 新十津川町児童生徒就学援助条例の一部改正について 

（質疑、討論及び採決） 

 第17 議案第28号 新十津川町アートの森彫刻体験交流促進施設の設置及び管理に関す

る条例の一部改正について（質疑、討論及び採決） 

第18 議案第29号 新十津川町乳幼児等医療費助成に関する条例の一部改正について 

（質疑、討論及び採決） 

第19 委員会報告第１号 予算審査特別委員会審査報告 

第20 議案第30号 平成28年度新十津川町一般会計予算（討論及び採決） 
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 第21 議案第31号 平成28年度新十津川町国民健康保険特別会計予算 

（討論及び採決） 

第22 議案第32号 平成28年度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算 

（討論及び採決） 

第23 議案第33号 平成28年度新十津川町下水道事業特別会計予算 

（討論及び採決） 

第24 議案第34号 平成28年度新十津川町農業集落排水事業特別会計予算 

（討論及び採決） 

第25 議案第35号 公の施設の指定管理者の指定について（質疑、討論及び採決） 

第26 議案第36号 新十津川町過疎地域自立促進市町村計画の策定について 

（質疑、討論及び採決） 

 第27 閉会中委員会所管事務調査申し出について 

 

◎出席議員（11名） 

   １番 進 藤 久美子 君    ２番 杉 本 初 美 君 

   ３番 鈴 井 康 裕 君    ４番 小 玉 博 崇 君 

   ５番 白 石   昇 君    ６番 西 内 陽 美 君 

   ７番 安 中 経 人 君    ８番 青 田 良 一 君 

   ９番 長 名   實 君    10番 笹 木 正 文 君 

   11番 長谷川 秀 樹 君 

 

◎欠席議員（なし） 

 

◎地方自治法第121条により出席した者の職氏名 

  町長         熊 田 義 信 君 

  副町長        小 林   透 君 

  教育長        久保田 純 史 君 

  総務課主幹      媚 山 孝 裕 君 

  総務課主幹      小 松 敬 典 君 

  住民課長       中 畑   晃 君 

  会計管理者      乗 松 真寿美 君 

  保健福祉課長     野 﨑 勇 治 君 

  産業振興課長兼 

  農業委員会事務局長  後 木 満 男 君 

  建設課長       村 中 忠 夫 君 

  教育委員会事務局長  遠 藤 久美子 君 

  代表監査委員     山 本   忍 君 

 

◎職務のために出席した者の職氏名 

  議会事務局長     髙 宮 正 人 君 
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     ◎開議の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） 皆さん、予算審査特別委員会大変ご苦労様でした。 

ただ今出席している議員は11名であります。定足数に達しておりますので、これより本

日の会議を開きます。 

（午後２時00分） 

                                       

     ◎議事日程の報告 

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

順を追って進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

                                       

     ◎会議録署名議員の指名 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員につきましては、会議規則により議長より指名いたします。９番、長名 

實君。10番、笹木正文君。両君を指名いたします。 

                                       

◎発議第２号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２、発議第２号、新十津川町議会委員会条例の一部改正

についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

 ８番、青田良一君。 

〔議会運営委員長 青田良一君登壇〕 

○議会運営委員長（青田良一君） それでは、新十津川町議会委員会条例の一部を改正す

る条例の制定について。 

上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条の規定により提出いたしますというこ

とで、提出者については、記載のとおりでございます。裏面をお開きいただきたいと思い

ます。 

 発議第２号、新十津川町議会委員会条例の一部改正について。 

新十津川町議会委員会条例の一部を改正する条例を、次のように定めるとしてございま

す。 

 提案理由でございますけども、新十津川町議会の広報及び広聴活動の充実強化を図ると

ともに、文言の整理を行なうため、この条例の一部改正について議決を求めるものである

ということでございます。 

 新旧対照表をご覧いただきたいと思います。右側が現行、左側が改正案となっておりま

す。右側に常任委員会に３として、広報広聴常任委員会10名を加えるものでございます。

この常任委員会の仕事の中身としましては、議会広報誌の編集及び発行。それから、議会

広報及び広聴の実施に関する事項。３つ目が、議会広報及び広聴の調査及び研究に関する

事項となってございます。 

 今までの懸案でございました特別委員会を少し格上げいたしまして、常任委員会とする

といった内容でございます。 
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 なお、文言につきましては、アンダーラインで示してありますけども、何々に関する事

務というのを、何々に関する事項というふうに改めるものでございます。 

 また議案の方に戻っていただきまして、この条例は、平成28年５月１日から施行すると

なってございます。これにつきましては、現在置かれております特別委員会の方が４月末

までとなっておりまして、これが終わりましてから新たな条例に基づいた組織が発足する

といった内容でございます、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） 提案理由並びに内容の説明を終わります。 

ただちに質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより発議第２号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、発議第２号、新十津川町議会委員会条例の一部改正については、原案のと

おり可決されました。 

                                        

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３に入る前に、これから提案されます議案第14号から議

案第29号までの案件につきましては、３月８日の定例本会議で提案理由並びに内容の説明

を終えておりますので、よって、ただちに質疑に入りますのでよろしくお願いいたします。 

                                       

     ◎議案第14号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３、議案第14号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例

の整備についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 
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 これより議案第14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14号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備については、原

案のとおり決定されました。 

                                       

       ◎議案第15号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第４、議案第15号、新十津川町行政不服審査会条例の制定

についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） まず２つ質問があります。第２条の審査会を構成する委員につい

て質問いたしますけれども、この審査会にかけられる案件というのが、かなり専門性が高

くて多岐にわたると思いますが、これ読みますと、その都度、委員が集められるわけでは

なくて、最初にもう委員が構成されますので、どういった方々を想定をして、この３人を

指名されるのか教えてください。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課主幹。 

○総務課主幹（媚山孝裕君） それではただ今の６番議員さんのご質問にお答えいたしま

す。委員の委嘱につきまして、専門性を必要とするということで、どのような人を委員を

委嘱するのかという質問でございますが、まず今回の条例第３条で、公正な判断をするこ

とができ、かつ、法律又は行政に関し優れた識見を有する者を委嘱するというふうに規定

しております。 

この審査会は、町長など執行機関が行う処分の妥当性を判断するものでございますので、

まずはその処分の根拠となる法律、条例等に関し識見を有していることが必要と考えられ

ます。また、第三者の立場から、町が行う処分の妥当性を判断するという役割を担ってい

ることから、その処分を客観的、かつ、公正的に判断することができる力を有する者を考

えております。以上で回答を終わります。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） すみません、丁寧に説明していただいたんですけれども、それは

３条の中で分かるんですが、例えば、中に固定資産税のかかるんでしたら固定資産の方の

審査会から一人入ってくるだとか、具体的にどういった方を、今の説明は３条で分かるん

ですが、例えば、弁護士を考えているとか、何かを考えているとか、そういった具体的な

ものがありましたら教えていただきたいと思って質問いたしました。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課主幹。 

○総務課主幹（媚山孝裕君） 具体的にどういった方ということは、これから先ほど申し

上げた方を人選するわけなんですが、現在、情報制度の審査会がございまして、その今

担っていただいている方については、そういった識見を持っているということで、妥当で
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はないかなというふうには考えておりますが、これはまだ決定というか、決めておりませ

んが、そういうような方を考えております。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ２つ目ありますか。 

 はい、６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君）２つ目は、５条についてです。招集する場合にですね、 過半数と

いうふうにありますけれれども、委員が３人いて、過半数というと会長を含めて委員がも

う一人の二人で、もう開催できる事になりますけれども、そういった審査会が二人で大丈

夫なのかなと。ここには全員出席とは書いていないものですから、委員が二人いて、可否

同数だと議長が決するというと、うまくそれで機能するのかということがちょっと心配な

んですね。条例のこういった作る時には、当然、ひな形のようなものがきちんとあって、

間違ってはいないんですけども、実際、稼働する時に二人だけの審査会で、それでありな

のかなというところがちょっと疑問に思ったものですから、質問させてもらいました。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課主幹。 

○総務課主幹（媚山孝裕君） それでは、私の方からお答えいたします。今回の委員につ

いては、３名ということで規定しておりまして、今１名欠員した場合、過半数以上という

ことで、２名の場合もあるかと思いますが、２名の場合、可否同数になった場合は、一応

規定上では、議長の議事で決するということになります。しかし、これは、やむを得ない

想定をしているものでございます。この審査会につきましては、６番議員さんおっしゃる

とおり、非常に大事な審査でございますので、開催に当たっては全委員の出席ができるよ

うに、事務局の方で開催日時等について十分調整を図って開催したいと考えておりますの

で、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第15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15号、新十津川町行政不服審査会条例の制定については、原案のと

おり可決されました。 

                                       



- 151 - 

 

     ◎議案第16号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第５、議案第16号、地方公務員法及び地方独立行政法人法

の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

 ８番、青田良一君。 

○８番（青田良一君） 予算の時に降格と言いますか、その部分についての説明は受けた

ので分かりましたけども、第２条の中に、やはり書いてあるんですけども、人事評価又は

勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくないことが明らかな場合に、職員の降

任又は免職するというふうな形の書いてありますけども、免職ということになると、なか

なかちょっと重たい処分ということになるんですけども、具体的に表現は悪いですけども、

普通の人よりも能率が上がらない仕事をしているということで、免職まで持っていけると

いうような、そういうような表現に読み取られると大変なことになってしまうんですけど

も、この辺の文言の中身といいますか、具体的にこうなった場合は、このくらいになるん

ですよというようなものがお持ちであればお示しをいただきたいですし、お金を使い込ん

だとか、そういう場合についての取扱いとはちょっと違うような感じがするんですけども、

いかがなもんなんでしょうか。ちょっとご説明いただければと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課主幹。 

○総務課主幹（媚山孝裕君） ただ今の８番議員さんの質問に対してお答えいたします。

第２条のところで、免職という部分なのですが、人事評価において、それを基に分限とい

うことに規定はされているんですが、実際、業績評価、いろいろな評価がありまして、そ

れぞれの評価で通常で考えれば、そういった免職というまでにはならないかと思います。 

一応、考えられることは、今、職員で病的な休暇による長期休暇ですとかによる部分だ

とか、そういう事が長く続いたり、大きく勤務に対して影響を及ぼす、そういった部分に

ついては、そういったことになってくるのかなというふうには考えますが、なかなか評価

で分限に至るというまでには、至らないのかなというふうには考えておりますが。はい。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは副町長の方から。 

○副町長（小林透君） それでは８番議員さんのご質問に対して、若干加えて答弁申し上

げたいと思います。まずこの今問題とされている人事評価の部分について、能率が上がら

ないとかというような職員がいた場合、首になるのかと、ちょっと端的な表現ですけども、

ということでございますが、これについては基本的にそういうふうには、まずならないと

いうことでございます。 

 当然、管理者側、私どもの方でも指導、それから研修をその職員にしてもらって、しっ

かりと職務の遂行をしてもらうということを、まずやるということでございます。懲戒処

分を受けるような違法行為等々があった場合には、地方公務員法に照らし合わせて処分を

するということはありますが、基本的に職務、業務をしていく中で、その評価において、

その免職等の処分をするというようなことは、基本的には考えてはございません。以上で

補足説明とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） ８番議員、よろしいでしょうか。 

 ８番、青田良一君。 
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○８番（青田良一君） そういうことであれば、条文に書かなきゃいいんだと思うんです

けども、人事権を持っている人が、こういう条文に書いてあって、独断の判断でこういう

ことをされたらというふうなことを、この条例から読み取ってしまわれたら大変なことに

なると思うんですよね。 

ですから、例えば、上位の法律等でこういう表現になっているから、町も同じようにし

たとかね、そういうようなことの中で実際にはあり得ないんだとかということであれば、

よく分かると思うんですけども、もうちょっと丁寧に説明していただきながら、職員の身

分というのは守られていくんだよということの方を、私は確認したくて言っているわけで

ありましてですね、もう一度お答え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。 

副町長。 

○副町長（小林透君） 説明が不足して申し訳ございません。８番議員さんの指摘すると

おりで、上位の法令がこのような規定をしたということでございまして、それに合わせて

本町の条例についても整備をさせていただいたということでございます。職員に対する職

務に係る指導等については、従来と同じような方針で、私ども進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） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第16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16号、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整備については、原案のとおり可決されました。 

                                       

     ◎議案第17号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第６、議案第17号、新十津川町多子世帯子育て支援に関す

る条例の制定についてを議題といたします。 

質疑はございませんか。 

６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） 第３条についてお聞きします。助成及び免除の内容ですが、給食

費全額無料にするというふうにお聞きしたんですけども、この中で全部若しくは一部とい
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うのが書いてあるのですが、ここどういう理解をすればいいのか教えてください。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（野﨑勇治君） それでは６番議員さんのご質問の免除の一部、又は、助

成の一部というような表現はどうなんだということですが、まずは特定保育教育の保育施

設の保育料の関係の条例、あるいは、幼稚園の入園料、それと、給食費については、それ

ぞれの中で額が制度的に全額から半額という表現があったり、あとは免除する、一部免除

するというような表現がありますので、正確に法律で記載すると、このような一部又は全

額というような、そういった表現をせざるを得ないということで、それで、結論的という

か、最終的な料金については全額無料になるというような、そういった解釈になります。

以上お答えといたします。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいでしょうか。 

ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第17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17号、新十津川町多子世帯子育て支援に関する条例の制定について

は、原案のとおり可決されました。 

                                       

     ◎議案第18号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第７、議案第18号、新十津川町放課後児童クラブ条例の制

定についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） 第11条についてお聞きします。利用料の減免ですけれども、どう

いった基準で減免をされるのかをお聞きしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（野﨑勇治君） それでは６番議員さんのご質問にお答えをいたします。 

規則の方で今予定しているのは、まずは生活保護を受給している世帯につきましては、

負担金の全額を免除すると。そして、準要保護の世帯については、半分の負担金を1,500
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円の免除をするというような、そういった規則を考えてございます。以上で答弁といたし

ます。 

○議長（長谷川秀樹君） ６番議員、よろしいですか。 

ほかにありますか。 

はい、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） その利用料の徴収の方法なんですが、例えば、減免された場合、

ほかのお子さんだとか、保護者に分からないような形で徴収されるのかということをお聞

きしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（野﨑勇治君） ほかの保護者の方に分からないのかということですね。

はい。それにつきましては、申請に基づき納付書等を交付することになるので、基本的に

は分からないようになると思いますけれども、質問の趣旨は、そういった世帯に配慮をす

れというような内容かと思いますので、そういった配慮をしていきたいと考えてございま

す。以上、答弁といたします。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 ４番、小玉博崇君。 

○４番（小玉博崇君） 第２条なんですけれども、利用されるお子さんの保護者が、労働

等による昼間に家庭にいない者に対しということなんですが、この保護者が、昼間居るか、

居ないかとかという証明というんでしょうか、そういったものはどういった形でとるよう

な形になるかを教えていただきたいんですが。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（野﨑勇治君） それではお答え申し上げます。昼間居ないというような

部分で、今こちらの方でお願いしようと考えているのは、労働によるということで、就労

証明、いつからいつまで勤務していますよというような会社等の就労証明ですね、そう

いったところを把握して対応していき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） よろしいですか。 

 ４番、小玉博崇君。 

○４番（小玉博崇君） ただ今の件でちょっと追加ですが、農業者の場合は、どのような

形になるでしょうか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（野﨑勇治君） はい、それではお答え申し上げます。現在、保育園の方

では、民生委員さん等の証明とかという形でなってこようかと思いますので、基本的には、

そういったところと同等のことで整備していき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） よろしいですか。 
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 ほかに質疑ございませんか。 

 ８番、青田良一君。 

○８番（青田良一君） 放課後児童クラブですね、とても良い事だと思って、私は評価し

ているんですけども、評価すると同時に、この条例を作ることによって、こういう言い方

おかしいんですけども、子供の世界ですからね、あの子も行く、私も行きたいと、こうな

る要素だって十分あるわけでしてね、その辺をこういった条例の中で固めてしまって、あ

んたはだめですよというのは、ちょっといかがなものかなと感じはするんですよね。 

ただし、条件がありますからね、ここでは40名なら40名という数が限られているわけで

すから、例えば、25人しかいなかったというふうな場合に、やっぱり条例で定める枠を超

えて受け入れるくらいの許容範囲というのを持っていただければ、子供の居場所の一つと

して、この放課後児童クラブが、より有効的に使われるかなという感じがするわけです。 

ちょっと条例決めて、曲げるというふうな答弁はいただけないかと思うのですけれども、

実際の運用の段階で、ぜひ、そういう部分についても、多少なりとも配慮をしながら、子

供の喜ばれる、親も安心できる施設として運用していっていただきたいなと思います。 

これについてはご答弁いりませんので、私の思いをちょっと聞いていただきながら、ぜ

ひ、よろしくお願いしたいなと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、わかりました。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 ５番、白石昇君。 

○５番（白石昇君） 青田さんの今のことに関連するんですけど、今年はこの周辺に水遊

び場というのかな、あれを設置するということで、今のような、私も行きたい、僕も行き

たいという、そういう子供達が増えてくる可能性があるというので、そのとこら辺を

ちょっと頭の中に入れての運用をお願いしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、それでは併せて、含めた中で今後進むということで。 

 ほかよろしいですか、質疑。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） それでは質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第18号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第18号、新十津川町放課後児童クラブ条例の制定については、原案の

とおり可決されました。 
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     ◎議案第19号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８、議案第19号、新十津川町介護予防・日常生活総合支

援事業利用料徴収条例の制定についてを議題といたします。 

質疑はございませんか。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第19号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第19号、新十津川町介護予防・日常生活総合支援事業利用料徴収条例

の制定については、原案のとおり可決されました。 

                                       

◎議案第20号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第９、議案第20号、新十津川町高等学校等遠距離通学費助

成に関する条例の制定についてを議題といたします。 

質疑はございませんか。 

６番、西内陽美君。 

○６番（西内陽美君） この議案につきましては、予算審査特別委員会の中でもいろいろ

と話をさせていただいたんですけれども、前回のお話の中では、予算を通してしまってか

らお聞きするのもおかしいんですが、Ｌ特急だと利用対象になると。でも、普通列車を

使った場合はならないという話もありました。この中でですね、規定が普通列車分をみる

とか、Ｌ特急もみるとか、曖昧になっているんではないかなと思うんです。それで実際に

ですね、ご家庭も納得して、ご本人も望んで遠い学校へ進んでいる方への配慮はされてい

ると思うんですけど、そうじゃなくてですね、本当に大変でＬ特急は乗れない、かよエー

ルは使えないけれども普通列車やバスで通いなさいと、あるいは自転車でっていった家庭

に対する配慮がちょっと欠けているんではないかなというところが思ったものですから、

その交付をする助成の対象ですね、何でもありなのかなというところ、普通列車でもあり、

特急料金でもあり、何でも良いのかなというところをちょっとお聞きしたいんですけれど。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（遠藤久美子君） それでは、ただ今６番議員さんのご質問にお答

えいたします。公共交通機関を使って通学をするっていうことで、ＪＲだとか、またはバ

ス、ＪＲでなければバスということが考えられます。それで、ＪＲでまず乗る場合につい
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ては、特急または普通電車、どちらに乗るかは特に何を使っても公共交通機関であれば、

極端な話、滝川のターミナルから岩見沢のターミナルまでバスでも構いませんし、最寄り

の学校まで乗り換えて高校までのバス停までのバス賃ということで、予算審査特別委員会

で申しました。 

もし、普通のＪＲで乗って、定期で買って、学校の近くまでバス利用したとき、例えば、

深川西高でしたら対象にはなりますが、今うちで試算しておりますのは深川クラーク高校

という高校がありまして、そちらは駅降りてからバス乗車しなくても行けるところに高校

があるということで、その場合は普通ＪＲを乗り継いで行きますと１万円に達しないとい

うことで対象外なんですけれども、ほかの高校、ある程度通えるだろうという、例えば、

美唄などはＪＲの普通に乗車したとしてもバスも使いますし、今回のこの助成制度の対象

にはなります。ということで、何を選択して何を使って学校まで通うかまでは、ここでは

規定しませんで、あくまでも、想定されるのは公共交通機関ですので、滝川または砂川か

ら先の公共交通機関を使っていただければというふうに考えております。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいでしょうか。 

ほかに質疑ございませんか。 

 ９番、長名實君 

○９番（長名實君） 高等学校等となっているから、専門学校なんかも良いんではなかろ

うかなと思うんですが、その辺はいかがものでしょう。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（遠藤久美子君） 高等学校等、第１条の方に規定しておりますよ

うに、ここで記載していますように、一般的に高等学校と特別支援学校と言いますのは、

体の不自由な方が通う高等学校、それと高等専門学校を指しております。以上でございま

す。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいでしょうか。 

ほかに質疑ございませんか。 

10番、笹木正文君 

○10番（笹木正文君） 先ほど西内さんが言われたとおり、予算委員会でも同じような質

疑をしたんですけれども、私言ったのは、遠距離は下宿だとか寮だとかアパートに入らざ

るを得ない方々も出てくるということを言いました。札幌とか苫小牧、実際に行かれる方

もいるんでね。 

それで住民票の件もありますけど、あまり住民票を移す方もいないのかなと、そんな話

もしました。 

本当に管外の高校に行きたくても、家庭の事情でなかなか親の経済的事由で止まること

を余儀なくされるということもあると思います。経済的理由っていう面では、公租公課を

滞納している場合は該当にならないというけれども、子供にとっては教育を受ける権利と

いう面では、公平が保障されていなければならないんで、親がお金がなくて払えないこと

が即、子供の教育の受ける権利を、公平を損なうということにはならないのかな。そこま

でいくとそういう話にもなるんですけれども、先ほど話ありました特急がどうのこうのと

いう。一方では、先ほども出ていますけど、自転車でね、花月から滝川とかそういう子供
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達もいると。ちょっとそこに違和感を感じております。 

意見の中には制度を使う、使わないは、それぞれの自由だという考え方がありますけど、

これ対象が子供だけに、できるだけ公平なことが大前提であるのかなとそんなことも思っ

ております。 

そうなってくると、すべていろんなことに補助金をすべて出すのか、制度を行わないの

かとか、距離だとか、いろんな基準でまた換算するのかとか、そういう考え方も出てくる

と思いますけど、ただ、予算を通っているんで、あと、今５か年の総合戦略に基づいてこ

れが定住促進というそれに併用して出てきたものと考えますと、この制度によって該当す

る子育て世代の子供がいて、その子供達の負担が軽減されるということになれば、予算は

通ったんで、やっぱり適用されることを優先せざるを得ないのかなと思っております。 

予算も257万４千円ですか、もう付いてますんで、私最初に予算委員会でそういう話を

したので。ただですね、だからといって良いよということにはなかなかならないんで、今

後ですね、意に合わない点だとか、また運用上、非常に不合理な点が出てきたときに、早

急に修正及び改正というものをやっぱり、そういうのを前提において通すというのも変な

話ですけど必要なのかな。そんな感じがしております。 

実際に乳幼児医療費はこれから出てきますしね。先ほどの第３子のあれもね、今まで該

当してなかった人をこれから該当していくと、そういうことも中にはあるようなんで、で

きればそういうような改正をしろとか、修正をしろではないですけど、その先々の状況に

応じて対応していただけないのかなという、その辺をちょっと質問といえば質問ですね。

以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（熊田義信君） 私の方から、総合戦略の関係もあるので、お答えをさせていただ

きたいというふうに思います。先に公租公課の関係は、どちらかというと事務的なことに

なってくるんですけれども、これはいろんな条例ほとんどに、この公租公課、やっぱり納

税の義務。そこをしっかり守ってもらうということが、やはり条例として必要になってま

いりますので、それは公平な部分ということで考えているところでありますので、これに

限らず、ほとんどの部分がこれに入ってますので、まずはその点についてはご理解をして

いただきたいというふうに思います。 

それで総合戦略にも載っているんだろうということのご質問の趣旨にもありましたとお

り、総合戦略に掲載されている事業であります。総合戦略については、議会議員の皆さん、

そして、町民の皆さんから幅広く声を聞いて総合戦略を策定をさせていただきました。そ

して、その総合戦略のときの大目標が子育て支援と教育の充実。そして、子供の笑顔が輝

くまちと、そこにつながってまいります。 

それはくどいことで大変申し訳ないんですけれども、そういった中で教育の充実の中で、

前回８番議員さんも言われた学力の向上が喫緊の課題であって、教育委員会としては、学

校現場といろいろ連携しながら対応しております。 

そういった中で、やはり今現場での対応というのが、徐々にではありますけど、非常に

学力の高いお子さんが多く出てきております。確かに平均点はそこまでいっておりません

けれども、それぞれ個々の差がありますから、そういった高いお子さん方については、そ
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の目標とする、例えば、国立大学であったり、専門の技術系のものだとか、私立の専門の

とこ、物づくりのものだとか、いろんなそれぞれのお子さんの夢や希望があります。そう

いった中では、本当は空知北学区の中にもいろんな学校がありますから、そういった中で

十分選択できる部分はないわけではないんですけれども、より違った部分、先を見据えて

るっていう部分があって、そのお子さんは保護者と十分協議をして、その北学区以外の遠

い学校、通学の苦労、時間の苦労だとか、いろんなものをしながら将来自分の目指す夢や

希望の実現のために、そういったところを目指していきたいというところの中で、町とし

ては10番議員さんの言われた、いろんな支援方策があるだろうという部分は、町当局でも

いろいろ検討させていただきました。 

それで町当局の方でも、まず出来得る部分からということで、まず通学費をやっていこ

うということで、通学費の支援をこういうふうに総合戦略も出しておりますし、その実践

をしっかり今年進めていきたいということで、予算の方で計上させていただいたところで

あります。 

それで10番議員さんの言われたとおり、いろんなそういう下宿だとかいろんなこともあ

りますけど、現段階としては通学支援をして、10番議員さんの言われたとおり、将来的と

いうのか近い将来というのか、本当に今年のうちにでもという気持ちもあるんでしょうけ

ども、そういった部分でいろいろ教育委員会に指示をしながら連携して、ちゃんと研究を

させて、今の通学費の実態も６月ではちょっと出ないのか、９月くらいには出てくると思

うんですけれども、そういう実態を見ながらですね、次に向けてどういう子育て支援環境

というのか、保護者の負担軽減だとか、そういったものをさらに研究を深めていくように

考えておりますことを申し上げ、10番議員さんのお答えにさせていただきたいというふう

に思います。私の方からは以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございますか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 原案に対して反対ですか。 

それでは原案に対して反対の方の討論を許します。 

 ３番、鈴井康裕君。 

〔３番 鈴井康裕君登壇〕 

○３番（鈴井康裕君） 議長のお許しをいただきましたので、議案第20号に対する反対意

見を述べさせていただきます。 

この条例の提案理由として、遠距離の高等学校等へ通う生徒の保護者の負担軽減を図る

ということで、このような条例が出されたわけではありますが、先ほど町長の答弁にもご

ざいましたように、総合戦略の一環だということは、私も理解しているところでございま

す。 
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ただ、高校生の子供を持つ親の一人としては、ちょっと公平性を欠くものではないかと

いう印象があります。昨日の予算審査特別委員会で事務局の方からですね、今年度の該当

生徒は13名との報告を受けました。仮に予算総額257万４千円をこの13名で分配しますと

１人当たり20万円、月２万円が限度ということですので、最大24万円年間助成が受けられ

るということになります。 

遠距離の通学費が過大であるということもよく分かるんですが、先ほどの答弁の中にも

ありましたが、特急を使ってもその料金の半額を補助するというのは、ちょっと庶民感覚

からすればちょっとかけ離れるのではないかという危惧もしております。助成対象となら

ない親の不公平感は拭えないものがあるのではないかと思います。 

通学に要する親の負担は距離の遠い近いに関わらず、かなり大きいものです。今回、仮

にこの条例が制定され実行されたときに、平等な環境が損なわれたということで親の不満

等も出てくるおそれがあると心配しているところでございます。 

できれば、もっと新十津川の高校生全員、今年ですと73名の卒業生に、なるべく全体で

支援できるような施策を考えていただけるものをお願いするところでございます。 

予算が通りましたので、この話は通っていくのかなと思いますけれども、先ほど10番、

笹木議員の話からもありましたように、条例の見直しをいろいろと検討していただくとこ

ろを要請しまして、今後の実態をきちんと把握した上で、きちんとした対応をしていただ

くということでお願いしたいわけでございますけれども、基本的には、この20号の議案に

対しては、私の立場といたしまして反対ということで申し上げたいと思います。以上で終

わらせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 原案に反対の立場での討論を終わります。 

原案に賛成の方の討論ございますか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） ４番、小玉博崇君。 

〔４番 小玉博崇君登壇〕 

○４番（小玉博崇君） ただ今、議長のご指示がございましたので、私の方からは議案第

20号、新十津川町高等学校等遠距離通学費助成に関する条例の制定について、原案賛成の

立場で討論いたします。 

 今回の条例は、遠距離の高等学校等へ通う生徒の保護者の負担軽減を図るためのもので

あります。未来を担う子ども達が、夢を叶えるために、その一歩として、より高い教育を

受けることは素晴らしいことでありますが、そのためには、保護者においては大きな経済

的負担を負うこととなることから、その軽減を図るということについて、その主旨につい

て私は、充分に理解でき、賛同するものであります。 

しかし、その一方で、近隣市町の高等学校等に通う生徒は対象とならず、また、本町を

離れ町外に下宿し、勉学に励んでいる生徒の保護者に対しての支援はない状況です。 

行政の基本的原理の一つとして、公平性が挙げられますが、少しその基本的スタンスか

らは、離れているのではないかという思いもあります。 

しかしながら私は、今後、この条例がより良き方向で進むであろうことを期待し、教育

行政方針にありますように、子育ての主役である保護者の方が、安心と喜びを感じながら

子育てができる環境を整えるため、この条例の制定について、原案のとおり賛成するもの
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であります。議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第20号を採決いたします。 

 この採決は起立によって行います。 

 それでは、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（長谷川秀樹君） 着席ください。 

 起立多数ですので、したがいまして、議案第20号、新十津川町高等学校等遠距離通学費

助成に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 ここで、３時40分まで休憩いたします。 

（午後３時30分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後３時40分） 

                                       

◎議案第21号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第10、議案第21号、新十津川町不妊治療費の助成に関する

条例の制定についてを議題といたします。 

質疑はございませんか。 

〔「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21号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第21号、新十津川町不妊治療費の助成に関する条例の制定については、

原案のとおり可決されました。 

                                       

◎議案第22号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第11、議案第22号、新十津川町中小企業者応援条例の制定

についてを議題といたします。 
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質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第22号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第22号、新十津川町中小企業者応援条例の制定については、原案のと

おり可決されました。 

                                       

◎議案第23号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第12、議案第23号、新十津川町定住促進条例の一部改正に

ついてを議題といたします。 

質疑はございませんか。 

〔「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23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23号、新十津川町定住促進条例の一部改正については、原案のとお

り可決されました。 

                                       

◎議案第24号の質疑、討論、採決 

○議長 長谷川秀樹君） 日程第13、議案第24号、新十津川町非常勤特別職職員の報酬及

び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

質疑はございませんか。 

５番、白石昇君。 
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○５番（白石昇君） 費用20万円ということですけれども、この給料をもらいながら自分

が将来自立するために、例えば、作物を作って収益を上げたとか、そういう場合には、こ

の報酬というのか、これが減額されるとかそういうことはありませんか。これは、保障さ

れているものですか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（後木満男君） それでは５番議員さんのご質問にお答えしたいと思いま

す。この報酬につきましては、ほかに収入がございましても減額されることはございませ

ん。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第24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24号、新十津川町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

                                       

◎議案第25号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第14、議案第25号、新十津川町総合健康福祉センターの設

置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第25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25号、新十津川町総合健康福祉センターの設置及び管理に関する条

例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

                                       

◎議案第26号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第15、議案第26号、新十津川町下水道条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第26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26号、新十津川町下水道条例の一部改正については、原案のとおり

可決されました。 

                                       

◎議案第27号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第16、議案第27号、新十津川町児童生徒就学援助条例の一

部改正についてを議題といたします。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第27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27号、新十津川町児童生徒就学援助条例の一部改正については、原



- 165 - 

 

案のとおり可決されました。 

                                       

◎議案第28号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第17、議案第28号、新十津川町アートの森彫刻体験交流促

進施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

質疑はございませんか。 

１番、進藤久美子君。 

○１番（進藤久美子君） この条例では開館時間が９時から10時というふうに変わったと

思うのですが、その要因として、何か利用者が少ないとか、そういうのでこの時間変更に

なったものなのか、理由をお聞かせ願いますか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（遠藤久美子君） それでは、ただ今１番議員さんのご質問にお答

えいたします。提案した提案理由の説明の時にも町長の方から申しましたけれども、ほか

の類似施設との兼ね合いもありまして、ほとんどが10時からの開館ということで、実際、

５年前からこの施設をオープンしておりまして、９時となっておりましたけれども、実際

の運用として、指定管理者の方から10時に繰り下げて開館していたというこもありまして、

実際の運用に合わせて、今回10時に改正するものでございます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 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28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28号、新十津川町アートの森彫刻体験交流促進施設の設置及び管理

に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

                                       

◎議案第29号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第18、議案第29号、新十津川町乳幼児等医療費助成に関す

る条例の一部改正についてを議題といたします。 

質疑はございませんか。 

10番、笹木正文君。 
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○10番（笹木正文君） この条例に対してどうこうということではないのですけれども、

ちょっと気になったのは、乳幼児等という表現なんですけども、これもう高校生まできて

しまうと何かミスマッチのような気がするので、今、もうこれ出てきたので、これはこれ

で結構なんですけども、やはりさっきも申しましたけども、定住とかそういうことをやっ

ているのであれば、高校生までやっているよというようなインパクトのあるような条例名

というか、それも一つではないかなと思うので、どうでしょうかね。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（中畑晃君） それでは10番議員さんのご質問にお答えいたします。 

 この条例始まった当初は、小学生までというところで、乳幼児と小学生というところか

らスタートいたしまして、その後、中学生まで拡大されたという時には、そのままの題名

とさせていただいておりました。 

今回、高校生までに拡大する中で、私の説明不足もあったかと思いますが、まず、改正

条例の一番最初に題名中、乳幼児等を子どもに改めるということで、改正後は、子ども医

療費助成に関する条例ということでさせていただいておりますので、ご理解のほどよろし

くお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第29号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第29号、新十津川町乳幼児等医療費助成に関する条例の一部改正につ

いては、原案のとおり可決されました。 

                                       

◎委員会報告第１号 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第19、委員会報告第１号、予算審査特別委員会審査報告を

議題といたします。 

 本件につきましては、３月８日の定例本会議におきまして、予算審査特別委員会に付託

してございますので、審査結果の報告を予算審査特別委員会よりお願いいたします。 

予算審査特別委員長、安中経人君。 

〔予算審査特別委員長 安中経人君登壇〕 

○予算審査特別委員長（安中経人君） 議長の指示により委員会報告をいたします。 
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 委員会報告第１号、内容は予算審査特別委員会審査報告について。 

本委員会に付託された議件を審査した結果、次のとおり決定したので、新十津川町議会

会議規則第77条の規定により報告します。 

議案等の番号。議案第30号、平成28年度新十津川町一般会計予算について。審査結果、

原案可決すべきもの。 

 議案第31号、平成28年度新十津川町国民健康保険特別会計予算について。審査結果、原

案可決すべきもの。 

 議案第32号、平成28年度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算について。審査結果、

原案可決すべきもの。 

 議案第33号、平成28年度新十津川町下水道事業特別会計予算について。審査結果、原案

可決すべきもの。 

 議案第34号、平成28年度新十津川町農業集落排水事業特別会計予算について。審査結果、

原案可決すべきもの。以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 予算審査特別委員長の審査結果報告を終わります。 

                                       

     ◎議案第30号の討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第20、議案第30号、平成28年度新十津川町一般会計予算を

議題といたします。 

 討論はございますか。 

 反対の方の討論ありますか。 

 なければ賛成の方の討論ございますか。 

 ８番、青田良一君。 

〔８番 青田良一君登壇〕 

○８番（青田良一君） それではなるべく短めに、平成28年度一般会計予算について、賛

成の立場で意見を言わせていただきたいと思います。 

 東北の民謡に、蝶よ花よと育てた娘、明日は他人に嫁いでいきますという民謡がござい

ます。その２番目の歌詞には、今度帰って来る時は、孫を連れてきて帰って来てください

というふうな歌がございます。つまり私が言いたいのは、新十津川町というのは、町に住

むすべての子供達に高い次元の視野から子育て政策を打ったというふうな事を評価したい

なと思います。 

 医療費の部分につきましても、18歳までですね、病気をしないでくれれば一番いいんで

すけれども、制度を改革して医療費を出してくれるということになりました。 

なおかつ、家庭の中でお母さんが働いていたり、お父さんが働いていたりして、夕方ま

での間どうやって過ごそうかという課題があったのも、これについても、職員を付けるよ

うな形で放課後児童クラブという部分を開設していただきました。 

述べますとたくさんございますけども、そういうような目で、この町の子供達が安心し

て成長できるように、しかも、健康で一定の能力もきちっと身に付けてというふうなこと

に配慮した予算になっていると思っております。 

 また、高齢者につきましても、懸案でありました要支援、要介護、こういった部分につ

きましては、社会福祉協議会との連携をきちっととりながら、訪問通所サービス、あるい
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は、健康のための運動機能等を増強させるようなことでの取組みをしていただきました。 

 併せて、住民の健康に関係がある保健師さんも増員されるというふうなことでの話もお

聞きいたしました。このような形の中で子供、そして、高齢者の方々もある意味で安心し

て暮らせるようなという観点での予算措置がなされたということにつきまして、高く評価

をいたしたいなと思います。 

 言いたいことはたくさんありますけども、主だったところの紹介をさせていただきなが

ら、職員が一体となりまして、住民の福祉向上のためにこの予算が有効に機能するように

期待をしつつ、賛成討論とさせていただきます。議員各位のご賛同をよろしくお願いしま

す。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに討論はございませんか。 
〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第30号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものであります。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（長谷川秀樹君） 着席ください。 

起立多数です。 

 したがって、議案第30号、平成28年度新十津川町一般会計予算は、原案のとおり可決さ

れました。 

                                       

     ◎議案第31号の討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第21、議案第31号、平成28年度新十津川町国民健康保険特

別会計予算を議題といたします。 

討論はございますか。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第31号を採決いたします。 

 この採決につきましても起立で行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものです。 

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（長谷川秀樹君） 起立多数です。 

 着席下さい。 

したがって、議案第31号、平成28年度新十津川町国民健康保険特別会計予算は、原案の

とおり可決されました。 
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     ◎議案第32号の討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第22、議案第32号、平成28年度新十津川町後期高齢者医療

特別会計予算を議題といたします。 

 討論はございませんか。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第32号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものです。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（長谷川秀樹君） 着席ください。 

起立多数です。 

 したがって、議案第32号、平成28年度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算は、原案

のとおり可決されました。 

                                       

     ◎議案第33号の討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第23、議案第33号、平成28年度新十津川町下水道事業特別

会計予算を議題といたします。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第33号を採決いたします。 

 この採決も起立により行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものです。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（長谷川秀樹君） 着席ください。 

起立多数です。 

 したがって、議案第33号、平成28年度新十津川町下水道事業特別会計予算は、原案のと

おり可決されました。 

                                       

 ◎議案第34号の討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第24、議案第34号、平成28年度新十津川町農業集落排水事

業特別会計予算を議題といたします。 

 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。 



- 170 - 

 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第34号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものです。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（長谷川秀樹君） 着席ください。 

起立多数です。 

 したがって、議案第34号、平成28年度新十津川町農業集落排水事業特別会計予算は、原

案のとおり可決されました。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 日程第25に入る前に、これから提案されます議案第35号及び議

案第36号の案件につきましては、３月８日の定例本会議で提案理由並びに内容の説明を終

わっております。よって、ただちに質疑に入りますので、よろしくお願いいたします。 

                                       

     ◎議案第35号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第25、議案第35号、公の施設の指定管理者の指定について

を議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第35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35号、公の施設の指定管理者の指定については、原案のとおり可決

されました。 

                                       

     ◎議案第36号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第26、議案第36号、新十津川町過疎地域自立促進市町村計

画の策定についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 
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 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36号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第36号、新十津川町過疎地域自立促進市町村計画の策定については、

原案のとおり可決されました。 

                                       

     ◎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27、閉会中委員会所管事務調査申し出についてを議題と

いたします。 

 本件につきましては、皆さんのお手元にお配りしてございますが、それぞれの常任委員

会及び議会運営委員会から、地方自治法第109条第８項及び新十津川町議会会議規則第75

条の規定に基づき、申し出がございますので、これを許可することにいたしたいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本件につきましては、申し出のとおり許可することに決定をいたしました。 

                                       

◎閉議の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） 以上をもちまして、本定例会に付議された議件は、すべて議了

いたしました。 

 会議を閉じます。 

                                       

     ◎閉会の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） 平成28年第１回新十津川町議会定例会を閉会いたします。 

 どうもご苦労さまでした。 

（午後４時07分） 
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