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平成24年第４回新十津川町議会定例会 

 

平成24年12月12日（水曜日） 

午前10時開会 

◎議 事 日 程（第１号） 

第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 会期の決定 

第３ 諸般の報告 

     １）事務報告 

     ２）閉会中における委員会所管事務調査結果報告 

     ３）例月現金出納検査結果報告 

     ４）随時監査結果報告 

     ５）行政監査結果報告 

     ６）定期監査結果報告 

     ７）一部事務組合議会報告 

第４ 町長行政報告 

第５ 教育長教育行政報告 

第６ 一般質問 

第７ 議案第50号 新十津川町暴力団排除条例の制定について 

（内容説明まで） 

第８ 議案第51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（内容説明まで） 

第９ 議案第52号 新十津川町立学校の体育館の開放に関する条例の一部改正について

（内容説明まで） 

第10 議案第53号 平成24年度新十津川町一般会計補正予算（第６号） 

（内容説明まで） 

第11 議案第54号 財産の無償貸付けについて（内容説明まで） 

第12 議案第55号 中・北空知廃棄物処理広域連合規約の変更について 

（内容説明まで） 

第13 議案第56号 土地改良事業の計画の変更について（内容説明まで） 

第14 議案第57号 新十津川町過疎地域自立促進市町村計画の変更について 

（内容説明まで） 
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◎出席議員（11名） 

   １番  安 中  経 人 君    ２番  西 内  陽 美 君 

   ３番  青 田  良 一 君    ４番  山 田  秀 明 君 

   ５番  笹 木  正 文 君    ６番  平 沢  豊 勝 君 

   ７番  長 名    實 君    ８番  後 木  幸 里 君 

９番  樋 坂  里 子 君    10番  西 永  勝 治 君 

   11番  長谷川  秀 樹 君 

 

 

◎欠席議員（０名） 

 

 

◎地方自治法第121条により出席した者の氏名 

  町        長   植 田    満 君 

  副    町    長   佐 川    純 君 

  教    育    長   熊 田  義 信 君 

  総  務  課  長   藤 澤  敦 司 君 

  住  民  課  長   小 林    透 君 

  会  計  課  長   長谷川  雄 士 君 

  保 健 福 祉 課 長   竹 原  誠 二 君 

  産 業 振 興 課 長 兼 

  農業委員会事務局長   高 松    浩 君 

  建  設  課  長   三 谷  和 弘 君 

  教 育 委 員 会 次 長   加 藤  健 次 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   高 宮  正 人 君 
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◎町民憲章の朗誦 

○議長（長谷川秀樹君） 皆さん、おはようございます。 

開会に先立ち、町民憲章を朗誦いたします。 

皆さんご起立ください。 

私が町民憲章と申し上げますので、引き続き、朗誦願います。 

〔町民憲章 朗誦〕 

○議長（長谷川秀樹君） ご着席ください。 

                                       

◎開会の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） ただ今出席している議員は、11名であります。 

定足数に達しておりますので、ただ今から平成24年第４回新十津川町議会定例会を開会

いたします。 

（午前10時00分） 

                                       

◎議会運営委員会の報告 

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

の申し合わせ事項がございますので、報告を求めます。 

青田議会運営委員長。 

〔議会運営委員長 青田良一君登壇〕 

○議会運営委員長（青田良一君） 

〔説明の記載省略〕 

○議長（長谷川秀樹君） 議会運営委員長の報告が終わりました。 

                                       

◎開議の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） これより本日の会議を開きます。 

                                       

◎議事日程の報告 

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

順を追って進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

                                       

◎会議録署名議員の指名 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

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

３番、青田良一君。４番、山田秀明君。両君を指名いたします。 

                                       

◎会期の決定 
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○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。 

今定例会の会期は、ただ今の議会運営委員長報告のとおり、本日から12月14日までの３

日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は、本日から12月14日までの３日間に決定いたしました。 

                                       

◎諸般の報告 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

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

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

結果報告につきましては、お手元に配布のとおりでございます。 

引き続き、一部事務組合議会報告を願います。 

まず、私が関係しております石狩川流域下水道組合議会の報告を申し上げます。 

 去る、11月28日開催の平成24年石狩川流域下水道組合議会第２回定例会の報告をいたし

ます。 

議案の内容は、報告５件、認定１件、議案３件でございまして、報告は専決処分、継続

費精算報告、定期監査報告、例月現金出納検査報告、平成23年度決算に係る資金不足比率

について、事務局長及び宮崎監査委員から報告があり、いずれも報告済みといたしました。 

報告のうち第１号の専決処分につきましては、消費税の納付額に不足が生じたため、下

水道管理費を25万２千円減額し、諸支出金を25万２千円の増額とする、歳出予算の補正措

置について報告があり、承認を求めたものであります。 

認定第１号の平成23年度石狩川流域下水道組合一般会計歳入歳出決算の認定につきまし

ては、決算概要で予算額４億1,959万６千円に対し、歳入決算額４億1,772万6,277円、歳出

決算額３億9,902万7,708円で、差し引き1,869万8,569円の余剰を生じ、黒字決算となった

内容でございまして、原案どおり認定をいたしました。 

 議案第１号の石狩川流域下水道組合負担金の負担割合及び徴収条例を廃止する条例につ

いては、石狩川流域下水道組合規約の変更に伴い、関係市町の負担金の負担割合が明記さ

れたことにより、現行の石狩川流域下水道組合負担金の負担割合及び徴収条例を廃止した

いとするもので、原案どおり可決いたしました。 

議案第２号の副組合長の選任につきましては、美唄市副市長、藤井英昭氏を選任したい

旨の提案があり、これに同意いたしました。 

議案第３号の石狩川流域下水道組合議会会議規則の一部を改正する規則につきましては、

第35条第１項の規定にかかわらず、議長は、組合市町の一部に係るものの表決を採ろうと

するときは、特別議決の宣告をしたのち、問題を可とする者を起立させ、当該事件に関係

する市町から選出されている組合議員の起立者の多少及び全体議員の起立者の多少を確認



 - 5 - 

して可否の結果を宣告するとする条文を新たに見出し、（特別議決における表決の特例）

第35条の２として加えたいとするもので、原案どおり可決いたしました。 

以上で、平成24年石狩川流域下水道組合議会第２回定例会の報告といたします。 

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

よりお願いいたします。 

〔10番 西永勝治君登壇〕 

○10番（西永勝治君） おはようございます。ご指示をいただきましたのでご報告を申し

上げます。 

去る、11月29日、中空知広域市町村圏組合議会第２回定例会が開催され、平成23年度一

般会計、交通災害共済特別会計、交通遺児奨学事業特別会計、ふるさと市町村圏基金事業

特別会計の決算の認定がされました。各会計の決算総額につきましては、次のとおりでご

ざいます。 

 一般会計につきましては、収入が2,044万８千円、支出が1,911万６千円、差し引き133万

２千円の余剰となり、24年度へ繰り越すこととなりました。 

 次に、特別会計でございます。交通災害共済特別会計、収入1,283万４千円、支出1,199

万円、差し引き84万４千円の余剰が出、こちらにつきましても24年度へ繰越となりました。 

ふるさと市町村圏基金事業特別会計でございます。収入が1,948万２千円、支出が790万

５千円、差し引き1,157万７千円が余剰となり、24年度に繰り越すこととなりました。 

詳細につきましては、事務局に資料がございますので、後ほどお目通しをいただきたい

と存じます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 中空知広域市町村圏組合議会の報告を終わります。 

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

〔７番 長名 實君登壇〕 

○７番（長名 實君） おはようございます。去る、12月３日開催されました滝川地区広

域消防事務組合議会第２回定例会の報告をいたします。 

内容につきましては、報告が２件と認定が１件でございました。議案の無い議会は今回

が初めてだったそうでございます。それでは報告いたします。 

 報告第１号につきましては、例月現金出納検査報告でありまして、監査委員より別途配

布の報告書の他に特に説明はないということで、報告済みといたしました。 

 次に、報告第２号、定期監査報告については宮崎監査委員から説明があり、報告済みと

いたしました。 

次に、認定第１号、平成23年度滝川地区広域消防事務組合一般会計歳入歳出決算の認定

について、提案理由を森次長から説明をいただき、決算意見書については、監査委員の宮

崎監査委員から説明をいただきました。結果、認定することといたしました。ちなみに、

歳入については、９億7,959万４千円、歳出につきましては、９億5,722万８千円で、差し

引き、2,236万６千円の余剰が出たところでございます。 

以上で、滝川地区広域消防事務組合議会の報告を終わらせていただきますが、詳しくは
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事務局に関係書類を提出しておきますので、ご覧いただきたいと思います。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、後木幸里君よりお願いいたします。 

〔８番 後木幸里君登壇〕 

○８番（後木幸里君） 去る、11月28日に行われました平成24年中空知衛生施設組合第２

回定例会の報告をいたします。 

日程第１から第８までありましたが、日程第３の行政報告から報告をいたしたいと思い

ます。前田組合長からの報告ですが、４月から11月までの間に、構成市町村の担当課長会

議等々が６回行なわれております。それと、工事の発注関係ですが、滝の川斎苑火葬炉設

備補修工事、施行業者、富士建設工業株式会社、294万円であります。これは来年２月28日

の完了予定です。次に、滝の川斎苑火葬炉霊台車改造工事、富士建設工業株式会社、149万

１千円、これも平成25年２月28日の完了予定であります。次に、滝の川斎苑管理人住宅屋

根・外壁塗装工事、株式会社斉藤組、134万４千円。平成24年11月30日の完工であります。

以上が、組合長からの行政報告でございます。 

続きまして、日程第４、報告第１号、定期監査の報告がありました。続いて日程第５、

報告第２号、例月現金出納検査報告があり内容については、ここでははぶかせていただき

ます。議案第１号、中空知衛生センター設置管理条例の一部を改正する条例。議案第２号、

中空知衛生施設組合一般廃棄物の処理に関する条例の一部を改正する条例。これにつきま

しては、技術管理者の資格に関する改正であります。 

続きまして、平成23年度中空知衛生施設組合一般会計歳入歳出の認定でありますが、こ

れにつきましては、歳入決算額10億9,623万円に対しまして、歳出決算額は10億3,806万円

でありまして、執行率は95.9％で、差し引き5,817万円の余剰金を生じて、黒字決算となっ

ております。次年度に繰り越すことになっております。 

これをもって中空知衛生施設組合の議案についての報告とさせていただきますが、詳し

い内容につきましては、資料を所定の場所に保管してますので、後ほどお目通しを願いた

いと思います。以上をもちまして、平成24年中空知衛生施設組合第２回定例会の報告とい

たします。 

○議長（長谷川秀樹君） 中空知衛生施設組合議会の報告を終わります。 

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

〔２番 西内陽美君登壇〕 

○２番（西内陽美君） おはようございます。去る、11月29日に開会されました、平成24

年空知教育センター組合議会第２回定例会の報告をいたします。 

はじめに、組合長から行政報告がございました。今年度、教育センターの移転が予定ど

おり執行されまして、８月21日にオープニングセレモニーを開催いたしました。また、11

月22日までの事業執行状況につきましては、30講座中26講座を終了し、定員360名のところ

453名が受講されております。講座別の受講率では最高が460％、最低が80％でございまし

て、開催された26講座中100％を切ったものは６講座のみでございます。残りの４講座につ
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きましては、翌年１月末までに開催予定であるとの報告でございました。 

次に、報告第１号、定期監査報告。第２号、例月現金出納検査報告でございます。監査

委員から適正に執行、管理されている旨、書面による報告があり、これを報告済みといた

しました。 

議案は第１号から第３号までございます。第１号、教育委員会委員の任命についてでご

ざいます。教育委員会委員、勝又寛氏が平成24年３月31日で退任、同委員、幕田京人氏が

24年12月４日で任期満了となるために、後任に芦別市教育委員会委員長、兼好哲哉氏、上

砂川町教育委員会委員長、林智明氏が任命されました。 

議案第２号、損害賠償額の決定についてでございます。センター屋根雪の落下による事

故に伴う損害賠償額を17万1,352円といたしました。 

議案第３号、滝川市の条例の準用に関する条例の一部を改正する条例でございます。空

知教育センター組合条例第２号の一部を改正し、第１条中第12号の次に、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例を加え、第１条に第１号、財産の交換、

譲与、無償貸付等に関する条例を加えるものでございます。 

続きまして、認定１号、平成23年度空知教育センター組合一般会計歳入歳出決算でござ

います。歳入1,548万6,613円に対し、歳出953万5,066円で、595万1,547円の剰余でござい

ます。 

認定第２号、研修事業特別会計におきましては、歳入557万831円に対し、歳出485万

9,826円で、71万1,005円の剰余でございます。 

認定第３号、研究事業特別会計におきましては、歳入450万2,548円に対し、歳出361万

4,157円で、88万8,391円の剰余でございます。 

例年になく大幅な剰余が発生してございますが、これは事業の縮小ではなく、今年度に

移転が決まっておりましたので、管理費や修繕費を大幅に節減したものでございます。 

詳細につきましては、すべて承認可決されました議案書を、議会事務局にお届けをして

おきますので、お目通しをいただきたいと存じます。以上申し上げまして、平成24年空知

教育センター組合議会第２回定例会の報告といたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 空知教育センター組合議会の報告を終わります。 

最後に、私が関係しております、中・北空知廃棄物処理広域連合議会の報告をいたしま

す。 

去る、11月29日召集されました、第２回中・北空知廃棄物処理広域連合議会定例会の報

告をいたします。 

議案の内容は、報告２件、認定１件でありました。報告は、定期監査報告、例月現金出

納検査報告でありまして、監査委員より報告があり、いずれも報告済みといたしました。 

認定第１号の平成23年度中・北空知廃棄物処理広域連合一般会計歳入歳出決算の認定に

ついては、決算概要で予算現額23億7,666万３千円に対し、歳入決算28億7,186万9,236円、

執行率120.8％、歳出決算23億7,542万7,297円、執行率99.9％で、差し引き４億9,644万

1,939円の余剰が生じ黒字決算となった内容で、主な要因は、構成市町に交付された震災復
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興特別交付税を市町村負担金として受け入れたことによるもので、原案どおり認定いたし

ました。ちなみに、本町の負担金は、4,431万８千円であります。 

 以上で、平成24年中・北空知廃棄物処理広域連合議会第２回定例会の報告といたします。

なお、議案並びに資料につきましては、事務局の方に届けておきますので、お目通しいた

だきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、一部事務組合議会の報告を終わります。 

 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。 

                                       

◎町長行政報告 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第４、町長行政報告を行います。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） おはようございます。平成24年第３回定例会以降における行政報

告を申し上げます。お手元に資料を配布させていただいておりますけれども、一部補足を

しながら説明をさせていただきたいと思っております。 

まず最初に、総務課の関係から申し上げます。 

 叙勲の関係でございまして、秋の叙勲で、長年にわたりまして滝川地区広域消防事務組

合新十津川消防団員及び第３分団長として、火災のない安全で安心な地域づくりに貢献さ

れた髙木富義様が瑞宝単光章を受章され、11月28日に役場におきまして北海道空知総合振

興局佃地域政策部長から勲章・勲記の伝達が行われたところでございます。三十有余年に

わたりまして、地域の皆さん方の安全安心の確保のためにご尽力をたまわれました。こう

いった功績が認められての今回の受賞でございます。心から敬意を表したいと思っており

ます。 

続きまして、表彰関係でございます。去る11月19日、北海道消防表彰式が札幌市で挙行

され、新十津川消防団の宮井団長、宮井副団長が参列、北海道の多田副知事から章記及び

表彰旗が授与されました。この表彰は、北海道消防表彰規則に基づくもので、防火思想の

普及や消防施設の整備など日頃の活動が特に優秀で、他の模範と認められる消防団に授与

されるものでございまして、本町にとりまして誠に意義ある受章でございました。これを

期に、さらなる消防力を発揮していただけるようご期待をしているところでございます。

また、11月21日には、滝川地区において長年にわたりまして更生保護活動にご尽力された

皆様を讃える、更生保護功労表彰受賞祝賀会が滝川市で開催されました。本町の保護司に

つきましては、新十津川分区長の齋藤俊夫様が法務大臣表彰を、西永勝治様が北海道地方

保護司連盟会長表彰を、秋山誠一様が札幌保護観察所長表彰をそれぞれ受彰されたところ

でございます。犯罪者の更生保護に献身的に努めていただいておりますことに対し、心か

ら敬意を表したいというふうに考えております。また、ご家族の生前の御礼として、多額

の御寄附をいただきました花月区の岡嘉代子様、大和区の山本忍様、さらには、多額の物

品寄附をいただいた、本町総進区ご出身の株式会社クラークプランニング、代表取締役、
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向田幸正様、長年民生委員児童委員としてご活躍され、この度退任されました花月区の谷

口義則様に、それぞれ新十津川町表彰条例に基づき感謝状を贈呈させていただきました。

あらためて、こうしたご好意に対しまして、心から感謝とお礼を申し上げたいというふう

に考えております。 

次に、まちづくり懇談会でございますけれども、９月28日の文京区を皮切りに、全行政

区11回を実施いたしまして、234名の方々と懇談をさせていただきました。今年度は、初め

ての試みといたしまして作成いたしました決算版のまちづくり読本を用いて、昨年度に町

が取り組んだ事業の成果をお知らせさせていただきました。地域の皆さん方からいただい

た忌憚のないご意見については、既に実施しているものもございますし、可能なものから

順次取り組めるよう担当課に指示をさせていただいているところでございます。 

次に、消防関係でございまして、９月から11月までの緊急出動件数は、火災出動はなく、

救急出動は急病などで44件、交通事故で８件となっており、このほか、９月24日には、テ

レビ等でも報道されておりました徳富ダムクレーンの宙吊り事故の救出活動を行っており

ます。このクレーン車につきましては、10月５日に撤去作業を終えております。なお、こ

のことによって徳富ダムへの影響はなく、予定どおり来年の２月から試験湛水が行なわれ

るということでございます。また、９月11日、第一分団に最新の水槽付きポンプ車を配備

し、その配置式を行ったところでございます。消防力の充実、強化が図られたというふう

に思っております。 

次に、住民課の関係でございます。 

まず、人口の動態でございます。11月30日現在の人口動態につきましては、人口が7,055 

人、うち外国人が６人含まれております。前年に比べまして91人の減少となっております。

世帯数では2,955戸で、前年に比べますと13戸減少し、65歳以上の高齢者をみますと、

2,353人ということで、高齢化率については33.4％ということになってございます。また、

出生は、本年９月から11月までの間に９人が誕生し、１月からの出生数は39名ということ

になってございます。 

次に、４ページでございます。戸籍の共同運用システムの関係でございます。中空知５

市５町で共同運用する戸籍システムについては、10月９日に構成市町長による事務委託に

関する協議書の締結の調印式が行われました。現在、本町分の戸籍データの作成作業を進

められているところでございます。来年の秋には実施に向けまして、今順調に作業が進め

られているということでございます。 

次に、交通安全及び防犯の関係でございます。交通事故の発生状況でございますけれど

も、９月１日から11月30日までの発生件数については11件、死者数についてはございませ

ん。負傷者数は12名となってございます。４月23日に発生した交通事故死から11月30日ま

では発生がなかったことから、交通事故死ゼロ221日となってございます。また、９月21日

から同月30日まで秋の交通安全運動につきましては、11月15日から24日まで冬の交通安全

運動を実施しまして、多くの町民の皆様方にご参加をいただいております。また、防犯に

ついてでございますが、８月１日から10月31日までの本町における犯罪発生件数について
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は22件でございまして、窃盗が21件、器物損壊が１件というふうになってございます。夏

の灯油盗難の多発を受けまして、滝川警察署と本町の安全・安心推進協会が連携をし、青

色回転灯防犯パトロール隊による夜間パトロールを実施していただきました。そういった

効果がございまして、窃盗件数は減少傾向にありますけれども、これから年末を控えまし

て、さらに防犯パトロールを強化してまいりたいと考えているところでございます。 

次に、保険、医療の関係でございますけれども、11月30日現在の国民健康保険の加入世

帯数は1,107戸でございまして、被保険者数については2,109人で、前年同期比18戸、40人

の減少となってございます。また、後期高齢者医療制度の被保険者数は1,282名でございま

して、前年同期比16人の増加ということになってございます。福祉医療では、乳幼児医療

受給者が750名、ひとり親家庭等医療受給者が213名、重度心身障害者医療受給者が209名と

いうことになってございます。 

次に、ごみ処理施設の関係でございます。さきほど議長さんからも、中・北空知廃棄物

処理広域連合でのご報告がございましたけれども、ごみ処理施設の工事が順調に進められ

ておりまして、平成25年の３月に向けて工事が進んでいるということでございます。11月

で建築及び機械電気設備の工事が終わり、場内の道路や駐車場の整備に着手し、門扉・フ

ェンスの設置工事が行われました。12月には引き続き、道路や駐車場など外構整備を行い

まして、プラントでは機器の調整、焼却炉の乾燥焚きとボイラー及び配管の洗浄並びに最

終点検を行いまして、１月から実際にごみを燃やす試運転に備える予定となってございま

す。 

次に、保健福祉の関係でございます。 

レクワーカーの養成講習会でございまして、昨年度から高齢者の生きがい及び健康づく

りを目的としたレクリエーション活動の指導者を養成するためのレクワーカー養成講習会

を開催いたしました。講習会の内容は、レクリエーションゲーム、クラフト、ダンス、ニ

ュースポーツなど５回の講座を開催しました。参加者は26名の参加で、毎回10名程度の方

が参加されレクリエーションの楽しさや魅力を習得していただいているところでございま

す。肉体的にも精神的にも、こういった活動を通じて健康増進につながっていっていただ

ければ大変ありがたいというふうに考えております。 

次に、保育園の関係でございますけれども、12月１日現在の入園児童数は、０歳児５名、

１歳児８名、２歳児10名、３歳児16名、４歳児９名、５歳児16名の合計64名となってござ

います。滝川市への広域入所児童は１名ということでございます。一時保育の４月から11

月までの利用実績は、延べ人数で18名でございます。１カ月平均で２名ほどが利用してお

り、延長保育の利用実績については、同じく４月から11月までで、延べ25名、33日という

ことになってございます。 

次に、子育て支援センターの利用状況でございますが、４月から11月の開館日数は165日

で、利用者数は、年齢別活動及びサークル活動で1,124名、一般利用が2,556名、子育てス

クールの参加が560名で、合計4,240名の方がご利用していただいております。前年同期比

696名が増となっております。この要因につきましては、サークル活動の行事数が増えたこ
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とによるものでございます。また、子育て中の親の活動を支援するため、子育てボランテ

ィアの協力により、小学校授業参観日の託児８回50名の一時預りを行い、子育てスクール

開催時の託児６回103名の一時預りを行なったところでございます。 

次に、成人保健事業の関係でございますけれども、11月９日に糖尿病の抑制を図るため

に糖尿病講演会を実施したところでございます。この講演会は、北海道健康づくり財団、

新十津川町、北海道滝川保険所の三団体が合同による主催ということでございまして、当

日は市立旭川病院の糖尿病センターの医療部長さん他３名の方によって、糖尿病あるいは

糖尿病にかかった場合どう付き合っていくのがいいのかということの内容のご講演をいた

だいたところでございます。生活習慣病からくる糖尿病ということでございます。受講さ

れた皆さん方はこういった講演を糧にして、糖尿病にならないような方向で進んでいただ

ければ大変ありがたいなと思っているところでございます。 

次に、食育活動でございますが、食生活改善推進員協議会と共催いたしまして学童栄養

教室には新十津川小学校４年生63名が参加していただきました。食生活改善推進員が主体

となって行っている親子クッキング教室には、親子11組23名の方が参加をしていただいた

ということでございます。 

次に、健康づくり対策事業でございまして、ウォーキングの啓発事業として６月から10

月までの５か月間、からだを動かそうウォーキング作戦を実施いたしました。参加登録者

数は年々増加しておりまして、今年度は、昨年度より25名多い218名の参加登録がございま

した。そのうち目標を達成した方は約６割の134名で、達成された方からは、万歩計を付け

ると意識的に歩くようになり、自分の健康について考えるようになりましたという感想が

寄せられております。歩くことから健康増進が図られ、医療費の抑制にもつながるという

ことでございますので、是非、次年度からも大いに参加していただきたいと思っておりま

す。 

次に、産業振興課の関係でございますけれども、農業者の戸別所得補償制度でございま

す。農業者戸別所得補償制度についてですが、まず、畑作物の所得補償交付金の営農継続

支払分は１億755万８千円でございます。９月５日に支払を終えております。さらに、米の

所得補償交付金については、５億1,434万5,500円で、水田活用所得補償交付金１億4,193万

７千円、産地資金分１億3,195万998円、合計で７億8,823万3,498円が11月28日に交付をさ

れております。 

次に、米の出荷状況でございます。昨年に続きまして豊穣の秋を迎えることができまし

た。11月14日現在の出荷量は、農協への出荷確約数量に対しまして107％となりまして、全

体で31万853俵ということになってございます。高品質米については、出荷量の26.4％とい

うことになってございます。以下、出荷状況については表をご覧いただきたいというふう

に考えております。 

続きまして、林業関係でございますけれども、町有林事業については、分収造林奥トッ

プ地拵工事５ヘクタールについて、７月10日着手して10月４日に完了いたしております。

また、分収造林奥トップの作業道新設・地拵及び作業道補修工事についてですけれども、
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７月３日着手し10月の４日完了いたしております。分収造林奥トップの新植工事について

は、９月25日着手、11月９日に完了してございます。また、この度、指導林家としてご活

躍されております有馬権司様、実は今日は農林水産大臣賞の受賞祝賀会もあるということ

になってございますけれども、有馬権司様が優良林業経営者として栄えある農林水産大臣

賞を受賞いたしました。林業の健全な発展に今後も一層寄与されることをご期待するとこ

ろでございます。 

続きまして、商工業の関係でございます。中央商店街環境整備事業として、本年６月か

ら中央地区の商店、事業所等に花を植えたプランター282鉢を設置しておりましたが、10月

17日に商工会女性部の協力を得まして、すべて回収をし、洗浄のうえ収納をしたというこ

とでございます。また、昨年、台風による被害を受けた十津川村の商工観光産業の一日も

早い復旧、復興を支援するということから、町内の商工業の活性化を図るために、十津川

村を訪問した町民の皆さんに対し、ふれあい商品券を交付する事業を実施したところでご

ざいます。77名の方が十津川村を訪問いたしてございます。 

続きまして、観光施設の関係でございますけれども、降雪期を迎えまして、一部の観光

施設が本年度の営業を終了いたしました。青少年交流キャンプ村は、10月末日で本年度の

営業が終了し、本年度の利用者数は3,232名ということです。前年比約5.7％の増加となり

ました。利用内訳は、町内者が565人で全体の約17.5％、札幌近郊の方が1,746名で約54％

ということになってございます。そのほかの市町村在住者が921名で約28.5％ということで

ございます。吉野公園のキャンプ場は、10月末日までの営業を終え、利用件数が171件とな

り、前年の122件に比べまして40％の増加ということでございます。これは隠れたスポット

というか比較的低料金だということから、これだけの多くの方がご利用なされたのではな

いかと思っております。次に、新十津川物語記念館につきましては、本年度の入館者数が

1,135人となりまして、前年に比べまして42.6％の増加ということでございます。グリーン

パークしんとつかわとの連携によって、これだけの伸びをみたということでございまして、

これからもこういった民間との連携を深めながら取り組んでまいりたいというふうに考え

ております。 

次に、建設課でございます。工事の発注状況でございます。11月末における建築、土木、

林業関係の発注済工事は、本数で申し上げますと55本、発注済額は５億8,284万４千円とな

りまして、発注率は本数で98.21％、予算額に対しまして94.86％となってございます。こ

のうち、36本の工事は、検定あるいは現場施工が完了いたしております。また、新十津川

中学校武道場建築工事につきましては、12月20日を工期として予定どおり進んでございま

す。11月末現在の進捗率は、主体工事、電気設備工事及び機械設備工事のいずれも90％以

上ということになってございます。 

次に、住生活基本計画・公営住宅等長寿命化計画について申し上げます。これまでの住

宅マスタープラン・ストック総合活用計画を見直し、今後の住宅政策を進める上で必要と

なる住生活基本計画と公営住宅等長寿命化計画を策定するため、10月１日に総合行政審議

会住民生活部会を開催し、その原案についてご審議をしていただいたところでございます。
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この計画につきましては、年度内に策定を終えるということになってございます。 

次に、除排雪の関係を申し上げます。この冬の除排雪につきましては、246路線188キロ

メートルを実施することといたしてございます。道路排雪は141路線で38.2キロメートル、

歩道除雪は11路線で10.9キロメートルを実施する計画といたしております。11月７日、除

雪センターにおいて安全祈願祭を執り行いました。初雪は、11月18日に観測されておりま

す。12月10日、一昨日までの積雪、降雪の状況を申し上げます。降雪量については171セン

チメートルでございます。前年は156センチメートルでございました。積雪深については50

センチメートル。前年は55センチメートルということになってございます。除雪作業は、

11月21日に初出動いたしまして、11月中に３回出動。昨年は、本年よりも５日早く初出動

し、11月における出動回数は６回ということでございました。 

以上をもちまして、平成24年第３回定例会以降における行政報告とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上をもちまして、町長行政報告を終わります。 

ここで、11時10分まで休憩といたします。 

（午前10時58分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午前11時10分） 

                                       

◎教育長教育行政報告 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第５、教育長教育行政報告を行います。 

教育長。 

〔教育長 熊田義信君登壇〕 

○教育長（熊田義信君） あらためておはようございます。議長のご指示をいただきまし

たので、教育行政報告を申し上げるところでございますけれども、お許しをいただきまし

て一言ご挨拶を申し上げたいと思います。 

先の第３回定例会におきまして、植田町長から教育委員の任命をいただき、議員の皆様

のご同意をたまわりましたことを、あらためて感謝とお礼を申し上げます。大変ありがと

うございました。 

私は、決意を新たにして教育長としての職責を全うしてまいりたいと存じますので、ど

うぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

小学校が統合し、小中それぞれ一校体制になって早３年と８カ月が経過いたしました。

その間、小中学校連携をもとにした長期的な指導計画の策定や指導方法の工夫、改善。地

道でありますけれども長期休業中の学習サポートやまびこの実施など、義務教育段階にお

ける必要な学習内容の確実な定着、更には、望ましい生活習慣の定着のための通学学習な

どの諸事業を行なってまいりました。今後におきましても、子供たちの無限大の可能性の

ある力を引き出すよう、教育関係機関と教職員など役割と責任のもとに、より確かな連携

を図ってまいりたいと考えております。そして、本町の教育の根幹は、母村十津川村から
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の伝統として脈々と継承している文武両道の精神を尊重しながら、継承し発展させなけれ

ばならないと考えております。母村と本町の深い絆を感じられる象徴的な施設として、ま

もなく完成をする中学校武道場を核として、更なる進展をしなければならないと、改めて

責任を感じているところであります。 

本年度からスタートいたしました、第５次総合計画の目指す町の将来像であります、豊

かな自然、あふれる笑顔、みんなで創る、いきいき未来の実現に向け、新十津川町の宝で

ある次の世代を担う子供たちが、笑顔で夢と希望を持てるよう、更には、町民皆さんが住

んで良かったと思えるように、学校教育、社会教育、生涯教育の面でできることを誠心誠

意、全力で有志ある新十津川の教育の充実に尽くしてまいりたいと考えております。 

議員の皆様のご指導ご鞭撻、職員の協力、そして、何より町民の皆様のご理解をいただ

きますようよろしくお願い申し上げ、簡単措辞ではありますけれども、一言挨拶とさせて

いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、引き続き、第３回定例会以降における教育行政報告を申し上げたいと思いま

す。恐れ入れいますが、お手元に資料を配布させていただきますので、主要なものを申し

上げたいと思います。 

最初に教育委員会でございますけれども、三回の定例教育委員会と一回の臨時教育委員

会を開催しております。主だった事項を付け加えさせていただきます。９月14日の定例会

では、平成25年度から使用する小中学校の全教科に係る教科用図書の採択をしております。

11月22日の定例会では、本議会に上程をしております、学校体育館の開放に関する条例に

ついての同意などを協議したところでございます。10月１日の臨時会においては、教育委

員会委員長の選挙を行い、委員長に熊澤定男氏を選任、職務代理者には鈴井康裕氏を指定

いたしたところでございます。 

次に、小中学校関係では、12月１日現在の在籍児童生徒数でございますけれども、９月

１日現在と比べ小学校で２名減少し、小中学校合計で554名となってございます。 

次に、北海道と北海道消防協会が主催しております北海道防火・防災作文コンクールで

新小の５年生の斉藤珠奈さんが最高位の北海道知事賞を受賞いたしました。また、10月27

日、ＭＯＡ滝川児童作品展が開催され、この作品店には滝川、雨竜、新十津川の小学生の

作品が1,195点と数多くの作品が一同に展示されておりまして、その中でチャボの絵を書い

た新小の１年生、薮内風穂さんの感性豊かな作品が、この1,100点に及ぶ作品の中の最高賞

であるＭＯＡ美術館奨励賞を受賞したところでございます。 

次に、２ページをお開き願いたいと思います。 

これもうれしいニュースでございまして、北海道教育委員会では、子供たちの確かな学

力の向上を図る取り組みの一貫として、北海道学び推進月間を４月と11月に定め、標語を

募集しておりました。11月29日に受賞者の決定通知があり、新小の６年生、吉田悠莉さん

が最優秀作品として受賞されました。その標語は、勉強は、夢につながる、第一歩。とい

うものでございまして、日頃から勉強に取り組んでいる前向きな姿勢が表現されており、

学校全体に、この標語を基に勉強につながる良い影響となるものと期待をしているところ
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でございます。 

次に、11月22日には、中学校において父母をはじめ教職員や管内の教育関係者の方々の

参加をいただき、公開研究会が行なわれました。午前中の公開授業では、新学習指導要領

に加わった創作ダンスの授業と数学の習熟度別授業、更には、電流カイロなどの実験を通

じ電流や電圧の理解度を高める理科の公開授業を行い、研究次第にあります、生徒の学習

意欲を高め、基礎、基本の定着を図る授業の構築、それに向け、知識、技能の基盤となる

言語活動の充実のための工夫改善を行い、確かな学力が身につけることができるような実

践、検証を行なったところであります。これらのことは、わかりやすい授業を構築するこ

とを目指し、課題意識や学ぶ意欲を高め、新学習指導要領の基本理念であります、生きる

力を育むよう積極的な研修、研鑽を重ねているところであります。 

次に、学校教育関係の就学児健康診断を10月11日に実施いたしました。現在のところ、

新年度に入学予定する児童数は59名を見込んでおり、今年度の１年生と比べると７名増加

する予定になってございます。 

次に、特別支援教育の関係でございますけれども、本年、農業高校が発達障害の特別的

な支援を必要とする生徒への指導支援に関する研究の調査、協力校に指定されている関係

から、わが国唯一の特別支援教育のナショナルセンターとして設置されております、特別

行政法人、特別支援教育総合研究所の職員が農業高校に来校する日にあわせ、砂川地区特

別支援教育推進協議会が主催となって、去る、11月28日に特別支援教育講演会をゆめりあ

で開催することができました。山田経済文教常任委員長をはじめ、多くの議会議員、そし

て、教育委員、民生児童委員、幼稚園、保育園から高等学校の教職員など148名の関係者に

参集いただき、障害のある子供の一貫した支援のあり方についての正しい知識と、その理

解が深められた意義深い講演内容であったと思っております。 

次に、学力向上でありますけれども、必要に応じ会議、打ち合わせを行い、学力向上対

策を講じているところでございます。ここには掲載されておりませんけれども、今年の全

国学力学習状況調査の結果について報告をさせていただきたいと思います。道教委では、

全国学力学習状況調査の抽出調査と、希望利用調査の合算した結果を11月26日に公表した

ところでございます。今年は従前行なってまいりました国語の基本問題のＡと応用問題の

Ｂ、算数、数学の基本問題のＡと応用問題のＢに加え、理科教科の５教科を実施したとこ

でございます。全道の状況につきましては、新聞などに掲載されているとおり、小中学校

全10教科のうち中学校Ｂの平均回答率が全国平均を0.4％上回ったものの、残り９教科につ

いては全国平均を下回っており、まだ、深刻な状態が継続しているという状態でございま

す。しかしながら、中学校、国語Ａを除く教科で全国平均との差が縮まっており、改善の

兆しが見えつつあるとの分析も出ているところでございます。本町の結果につきましては、

序列化や過度の競争につながらないように配慮しなければならない関係から、概要だけ申

し上げます。 

まず、本町の小学校６年生の児童の結果につきましては、理科教科だけが残念ながら北

海道平均を下回りました。理科教科以外の国語Ａ、Ｂと算数Ａ、Ｂの４教科は北海道平均
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を上回っている状況であり、国語Ｂは全国平均より上という状況になってございます。中

学校も同様の５教科の実施でございまして、本町の３年生の結果は、数学Ｂを除き全道平

均を上回っており、全国との比較では、国語Ａ、Ｂと理科の教科が全国平均を上回ってい

る結果となってございます。一言でいうと、小学校は全道平均レベル、中学校は全国平均

レベルという状況にあります。これらの結果や、毎年行なっている標準学力テストの結果

なども考慮しながら、学力向上に向けて確かな学び推進会議で協議を重ね、長期休業中の

学習サポートのなどを実践し、更に、確かな学力を児童、生徒につけていきたいというふ

うに鋭意努力をしているところでございます。 

次に、給食センター関係でございます。児童、生徒に農業への理解と農産物の重要性、

更には、生産者や食べ物などへの感謝の気持ちを醸成できるように、地元の農産物を始め、

米粉パンや地元産の特産ソーセージなども給食献立に取り入れしているところでございま

す。今年新たな取り組みとして11月８日、母村の特産品であります手延べそうめん、ぶな

しめじ、しいたけと、本町の農産物を組み合わせた親子の絆給食を子供たちに提供したと

こでございます。児童、生徒は、おいしく味わうと共に、母村の食材を通じ母村のことを

学べたことが、更なる交流の拡大につながっていくものと期待をしているとこでございま

す。 

次に、雨竜町との給食業務の共同実施に向けて、11月30日には雨竜町の教育委員の皆様

が視察、来館され、12月６日には雨竜町の理事者並びに議会議員全員の方が給食センター

を視察研修に来られました。今後も、細部にわたり協議や調整をしつつ、雨竜町以外の北

空知の、今日の新聞にも載っていたとおり、広域連携による共同実施時期と同時期に、当

給食センターから雨竜町に給食提供が円滑にできるように計画をしっかりと執り進めてい

きたいというふうに考えているところでございます。 

次に、農業高校の関係でございますけれども、農業クラブ全国大会において２年生の大

平達也君が、昨年の家畜審査協議会の優秀賞に続き、本年度は農業技術鑑定に挑戦し、見

事２年連続の優秀賞に輝きました。農業高校として、２年連続の優秀賞というのは初めて

の快挙ということでござます。 

もう一点、農業高校の３年生33人の進路について申し上げたいと思います。今年は進学

希望が７人、就職希望が26人と、昨年に引き続き就職が圧倒的に多い状況になってござい

ます。現段階では進学希望者はほぼ決定をしている状況にありますけれども、就職希望で

は、今のところ９人が決定をしており、残り17人が今後の状況ということになってござい

ます。経済情勢も厳しく、就職難の時期が毎年継続されているということから、高校側の

積極的な就職のいろんな企業の模索をいろいろしているところでありまして、全員の就職

が決定することを、私としても切望しているところでございます。 

次に、社会教育関係でございます。最初に社会教育委員の会議でございますけれども、

社会教育の実施計画策定に向けて鋭意会議を開催し、積極的に今後の社会教育のあり方に

ついて協議を進めていただいているところでありまして、年内にその計画書がまとまる予

定でございます。 
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次に、通学学習の関係でございますが、広報でも大きく取り上げていただいているとこ

ろでございますけれども、昨年、初めての試みとして３泊４日の日程で実施をいたしまし

たが、本年は本格実施ということで１週間の長い期間、家庭を離れ、ふるさと公園のヴィ

ラトップから学校に通い、朝食や掃除、洗濯などを行い、集団生活の中で規則正しい生活

を通して、生活習慣や学習習慣の見直しを図る目的で実施をしたところでございます。子

供たちの見守りや活動サポートをするボランティアとして、国学院短大から10名と教育大

札幌校から１名の計11名が精力的に協力、支援をいただき、実り多い活動にすることがで

きました。参加をしたのは31名でしたが、途中２名が風邪で体調をくずし、最終的には29

名の児童がこの１週間での貴重な体験を通じ、自分でできることは自分で行なうなど、自

主性、協調性を伸ばすことができた旨のそれぞれの個人の発表もあり、今後の活動、そし

て家庭生活の中から、更に磨きがかかるものと期待をしているところでございます。 

続きまして、４ページをお開き願いたいと思います。 

レインボー講座の関係でございますけれども、10月４日、子育てスクール講座として開

催し、10月10日には老人クラブ交流会に職員が出向き、楽しみながら軽スポーツを行い、

健康にもつながる講座をそれぞれ行なったところでございます。 

次に、芸術鑑賞事業についてでございますけれども、９月25日に、中空知広域圏との共

催で、普段、観劇する機会の少ない歌舞伎の演目、あんまと泥棒を招致し、ゆめりあホー

ルにて180名の方に鑑賞をしていただいたところでございます。 

続きまして、10月27日には11団体の出演にて町民音楽祭が行なわれ、文化協会主催の町

民文化祭関係が11月４日、15団体によります芸能部門の発表が、いずれも、ゆめりあホー

ルで行なわれ、議員各位はじめ、多くの町民の皆さんの参加や鑑賞をいただいたところで

ございます。展示部門は、改善センターにおいて11月２日から４日までの３日間、17団体

７個人が出展を協力いただきました。それぞれ見事な作品に皆さん方も鑑賞をいただいた

ところでございます。 

次に、本年、日ハムイースタンリーグの誘致の関係から、日ハム主催によります大社啓

二オーナー代行が、11月17日に来町され、スポーツ講演会を開催することができました。

日ハムという企業が野球球団をもつ意義や、道民からこよなく愛されるように地域密着球

団としていく熱い想いと、スポーツとまちづくりについて大勢の観客のもとに、貴重な講

演をいただいたところでございます。 

次に、文化団体としてでございますけれども、11月17日、恒例となっておりますアザレ

アコーラスの定期演奏会が行なわれました。小学校の合唱団、更には、スノーグリーなど

との共演もあり、会場いっぱいに心が癒される素敵なハーモニーが流れたところでござい

ます。 

続きまして、アートの森についてでございますけれども、指定管理者風の美術館により

適切な管理運営を行なっていただき、10月末をもって閉館をいたしました。成長していく

文化施設として作品の入れ替え等をし、作品も増やしながら変化をさせ来訪者に楽しみを

与えておりますけれども、来訪者は昨年より、135名少ない713名という結果になったとこ
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ろでございます。今年も小学校４年生を対象に五十嵐威暢先生から直接芸術に係わる課外

授業を行なっていただいたところでございます。来年に向けても今年と同様作品を少しず

つ変化させ、来訪者に喜ばれる施設として相違と工夫を重ねていくというふうに聞いてい

るところでございます。 

続きまして、体育施設の関係でございますけれども、９月30日に温水プールが営業終了

いたしました。滝川市のプールが改装工事中ということもあり、昨年に比べ5,820人多い、

１万3,171人の利用者となったところであります。利用料金につきましても、241万７千円

となり、昨年の2.4倍の使用料収入になったところでございます。 

サンウッドパークゴルフ場は、当初、営業終了予定の11月３日から週末の１日延長した

11月４日まで営業をいたしました。利用者数は、１万3,231名で昨年より481名多い結果と

なりました。また、利用料金についても439万３千円と、昨年に比べ12万５千円であります

けれども若干上回ることになりました。増加している要因は、指定管理者であります体育

協会の適切な施設運営や営業努力、更には、近隣のグリーンパーク、サライなど、いろん

な関係から宿泊とのパークゴルフパックなど、そういったものが功を奏し利用者が増えて

きたものというふうに判断をしているところでございます。 

ピンネスタジアム、ふるさと公園野球場等の屋外体育施設につきましても、11月14日を

もって営業終了いたしました。特に、ピンネスタジアムは、19年ぶりのイースタンリーグ

戦の招致が叶い、3,607人という大勢の観客を迎えることができたのが増加した要因になっ

てございます。 

なお、ここに掲載されておりませんけれども、そっち岳スキー場につきましては、当初、

12月８日にオープンを予定しておりましたけれども、積雪の関係から、明後日の14日、金

曜日のナイターからオープンをいたします。 

続きまして、６ページをお開き願いたいと思います。 

スポーツ少年団の関係では、近年、卓球が全道や全国への大会の出場常連となってきて

おりまして、今回の大会もご覧のとおり素晴らしい優秀な成績を修めております。今後に

おいても、更なる活躍が期待できるという状況になっているこを申し上げたいというふう

に思ってございます。 

 次に、図書館関係でございますけれども、貸出冊数、貸出人数とも昨年に比べ大きく減

じた利用状況になっておりますけれども、内容を分析いたしますと、町内者の利用につき

ましては、前年に比べ微増という状況になってございます。この減じた利用冊数、利用人

数については、町外者の利用が減っているということで、町外者の利用は20％というふう

に大きく減少しているという状況になってございます。これは、今まで言っておりますと

おり、滝川の図書館の関係が大きく影響しているという状況になってございます。 

 行事関係では、秋の読書週間の特別事業として、10月28日に「北の無人駅」からの著者

であります渡辺一史さんの講演会を開催いたしました。道内６つの無人駅を切り口に、農

業、環境、限界集落などの地方が抱える問題を、８年の歳月をかけ取材と執筆活動をした

渾身のノンフィクション作品の想いを語っていただいたところでございます。講演会を終
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えたあと直後に、早稲田ジャーナリズム大賞、更には、サントリー文芸賞・学芸賞とダブ

ル受賞を受けたところであります。本町の終着駅や農業を題材とした栄誉ある受賞と共に、

本町との関わりがこれを期に、更に増えていただくものと期待をしたいというふうに思い

ますし、渡辺さんの更なる活躍を祈念するところでもございます。 

 以上を申し上げまして、教育行政報告とさせていただきたいと思います。 

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

ここで午後１時まで休憩といたします。 

（午前11時26分） 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後１時00分） 

                                       

◎一般質問 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第６、一般質問を行います。 

先例に従い、通告順に進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

１番、安中経人君。登壇の上、発言願います。 

〔１番 安中経人君登壇〕 

○１番（安中経人君） ただ今議長よりお許しをいただきましたので、一般質問の通告ど

おり、私は、熊田教育長に対し質問をいたします。 

小・中学生の健康な体で教育環境の場を提供することが大変大切であると考え、その一

つとして小さなことではありますが口腔衛生があると思います。 

このことについて、その考え方を質問するものであります。子供たちは、出生から健康

な体を維持しながら、長い時間をかけて成人へと成長していくなか、その時々に応じウィ

ルスなど様々な外敵に打ち勝てるような予防接種などにより抗体を作り、日々育ってきて

いると思います。 

そんな中で、人は食物を口から摂取し、生命活動を維持していることから口腔衛生も大

切なことと考えております。歯が健康であること、虫歯により歯の損傷は長い人生を育む

中で大きな問題であります。また、併せて、医療費上昇の抑制からも好ましいものではあ

りません。そのようなことを考える時、歯の健康管理が大変重要であり、普段行なってい

る歯磨きの励行は当然でありますが、新たに口腔洗口も考えられるところであります。 

具体的には、フッ化物、これはフッ化ナトリウムでありまして、この薬剤で洗口を行な

うことにより歯の再石灰化を促進させるという虫歯予防であります。この件は、長い間、

医療会、行政、それから親たちや水道会を巻き込み、様々なところで見解が分かれてきて

いるところでありますが、数多くのテクニカルレポートの蓄積、治験から監督官庁である

厚生労働省も、平成15年各都道府県知事に対しフッ化物洗口について見解を示したもので

あります。その内容は、フッ化物洗口ガイドラインを通達したものであり、このことにつ

いて、今一つ検討の余地があるのではなかと私は考えております。 
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現在進めている、80歳まで健康な歯を20本という歯の健康の標語、８０２０運動を更に

進める上で、フッ化物洗口について、次のとおり教育長の考え方について答弁を求めるも

のであります。以下、三点について具体的に質問いたします。 

まず、一点目は、今までの学校医における歯科健診における虫歯のデータが、全道市町

村比較、あるいは、町における過去と現在とのり患率について、どのようになっているか。

増える傾向にあるのか、あるいは口腔健康の実施により減少しているのか、これを一つ伺

いたい。 

二つ目は、今ほど申し上げましたフッ化物洗口について、現在、町で実施しているかど

うかという点でございます。 

それから三つ目は、フッ化物洗口について、学校や父兄などと過去において議論をした

経緯があるかどうかという内容について、お尋ねしたいのもであります。 

以上、要約して三点について、教育長の考え方をお伺いしたいと思います。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。 

 教育長。 

〔教育長 熊田義信君登壇〕 

○教育長（熊田義信君） それでは、１番議員さんのご質問の小・中学校における口腔衛

生の観点から、フッ化物洗口についてお答えを申し上げたいと思います。 

まず三点あるうちの１点目、虫歯り患者実態でありますが、本町の正確な数値というも

のはありませんけれども、永久歯がほぼ生えそろう12歳、小学６年生の状況を申し上げま

すと、ここ数年、一人当たり平均２本程度というで推移をしておりますが、全国平均では、

平成20年が1.5本、平成23年になると1.2本と減少してきております。ちなみに、全国の状

況の中で新潟県が、このご質問のフッ化物洗口を先駆けて取り組んでおり、先ほどと同じ

12歳では、一人当たり0.68本と、先ほど言った全国平均の約半減という状態で非常に虫歯

の本数が少ないことが確認されております。 

そのようなことから、その他の都府県も追随し、フッ化物洗口に取り組んでいる関係か

ら、全国平均も年々減少する傾向になっているものと推測されております。 

北海道においては、一部でフッ素は健康に悪いという誤解があり、全国的に比べ普及し

ていなかったのが実情かと思われます。 

しかしながら、平成21年第２回の北海道議会において、北海道歯・口腔の健康づくり８

０２０推進条例が議決されております。この条例が、議決されるまでの間、あらゆる観点

からいろいろ道議会において充分に議論が尽くされ、安全性と虫歯予防の効果がある旨、

実証、確認されているところでございます。特に永久歯が生えて間もない幼若な時期には、

歯の表層にあるエナメル質が酸に溶けやすく、また、第１大臼歯は、ステップというのか、

溝があり歯垢がたまりやすいようなことから、虫歯になるリスクが多いと言われておりま

す。歯磨き効果も当然高いのでありますけれども、奥歯の細い溝を守るには、フッ化物洗

口の液体によるうがいが有効であるとされているところであります。 
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 そのようなことから、１番議員さんが申し上げていた８０２０、この運動の目標に向か

っての対策の一環であります、幼稚園、保育園、小学校での虫歯予防として、有効なフッ

化物洗口の実施が急激に増え始めております。中学校においては、ある程度エナメル質で

歯がしっかり守られているということから、小学生以下の段階で増え始めているという状

況になっております。 

全道の状況は、131の市町村が既に実施済みであり、空知管内においては、平成22年度か

ら保健所管内ごとに推進重点地域を指定しながら積極的に推進をしてきており、現在、空

知管内19市町村が実施済みの状況になっております。 

 ２点目のフッ化物洗口を本町が実施しているのかということでありますけれども、現時

点では、未実施という状況にあります。 

 ３点目の学校や父兄などにおける健康管理上の向上から口腔衛生における手法としての

議論についてという質問でありますけれども、実は先月、学校教職員の研修会を済ませて

おりますが、今後においては保護者の皆さんに説明会を開催し、学校現場において集団で

行う公衆衛生の必要性を理解していただき、合意形成と共通理解をいただくよう計画をし

ているところであるということであります。 

以上、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。 

１番、安中経人君。 

○１番（安中経人君） 私も質問要旨の中でフッ化物については様々な議論があるという

ことで、多くの国民の中で意見が大きく分かれております。特に、フッ素というのは、元

素配列ではハロゲン属に属しておりまして、これがメタンとの間に発ガン性物質だとか、

そういうような問題で水道会では非常に考え方が後退したような考え方でおります。 

また、そういう中でもフッ素の有効性というのが、かなり治験的に向上している中で、

今教育長が答弁いただいた中では、少し前向きに私は受け取っております。そういうこと

で、今後、父兄や学校、それから学校医を含めた医師、あるいは所管は違いますけれども、

保健師さんと、あるいは、薬剤師さんと踏まえた中で、そういう中の薬物、フッ化物の安

全性について十分協議をしていただいて、このことについて取り組んでいくように、私は、

お願いしたいと思っております。 

確かに、有毒であるということもありますけれども、物事は使い方によってはそれを有

効に活用しているという、いろいろな分野で用いられておりますので、質問を重複するよ

うな形になりますけれども、今後、父兄や学校とそういう問題について深く安全なもの、

あるいは、扱いが重要であるということをはっきり述べて議論をして、進めていただきた

いなと思います。再度教育長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

教育長。 

○教育長（熊田義信君） それでは１番議員さんの再質問、ご指摘のこともありましたけ

れども、そのことについてお答えを申し上げたいというふうに思っております。 
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 まず、フッ素というものについては、１番議員さんも十分に知られておりまして、フッ

素の元素のことも言われておりました。フッ素については、水道会というのですか、特に

アメリカでは多く水道水にも入れて、歯の虫歯予防ということで使われているということ

になっておりまして、特に、アメリカはいろいろ訴訟というのですか、表現は不適切かも

しれませんがクレームだとか、非常にそういうことが多い国柄でありますけれども、フッ

素を長年入れていて、入れる量も微量でありますけれども、そういう問題も一切無いとい

う状況になっておりまして、フッ素自身が自然環境物質の中にあるということです。いわ

ゆる、我々の生活の中にあるということも十分認識をしていただければなというふうに思

っております。１番議員さんは十分に認識されているかと思いますが、父兄にもしっかり

話をしていきたいというふうに考えております。 

フッ素の量についても、一回わずかな量になってまいりますので、万が一誤飲しても、

全体のフッ素の混入量として問題ないということになっておりますし、誤飲をしないよう

にフッ化物洗口を実施するときには、水からどういうふうにうがいをするのか、低学年も

おりますから、わずかな量でもしっかりブクブクうがいをして、必ず口から吐き出すとい

うことを練習して、子供たちに誤飲をさせないような対応をしていきたいというふうに考

えております。 

 話は前後して大変申し訳ありませんが、保健関係との連携はどのようになっているのか

という質問の趣旨があったかと思います。先ほども、幼稚園、保育園という話もさせてい

ただきました。当然、実施段階では学校の低学年、特に歯の生え変わる時期が重要な時期

ですということも申しましたけれども、その前の、早く歯の生え変わる時期もありますの

で、幼稚園、保育園の園児においても一緒に実施できれば一番望ましいというふうに考え

ております。 

そのためには、当然、町の保健福祉部局、道の保健所、そして、学校関係では、学校薬

剤師、学校歯科医の方々と連携をとって、北海道の８０２０条例の趣旨を踏まえて、しっ

かり北海道の役割、市町村の役割、そして、教育委員会の役割のもとに子供たちの虫歯予

防をして、先ほど言われた80歳になって20本歯がある。元気で長生きをするためには、毎

日食べる、歯の健康がないと元気で長寿、生活にできていかないということになっており

ますので、教育委員会としては、今ほど言った保健福祉関係の町の保健福祉課、そして、

保健所、学校医、学校薬剤師とも連携をし、フッ化物洗口の前向きな実施に向けて協議を

整えております。 

 道の保健所にはいろいろフッ素のそういう内容、歯科医という免許を持っている方もお

りますので、専門的な知識、そして、内容をどういうふうに適正に扱っていくのかという

指導の仕方なども本町の小中学校、そして、幼稚園、保育園に招いて指導もしていただい

ております。 

今度は次の段階として、今ほどご指摘のあった保護者にそういうフッ素の洗口の重要性

を十分説明し、80歳になっても20本歯が残るように説明をして、学校現場である公衆、集

団で行なう公衆衛生が一番望ましいということを説明して実施していきたいというふうに
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思っております。 

一部にはフッ化物洗口を家庭でやれるのではないかというご意見もないわけではありま

せん。ただ、家庭ではいろんな家庭環境もあるので、集団で行なうことが一番虫歯が予防

の効果が高いというふうに言われておりますので、そのように進めていきたいというふう

に考えております。 

 また、もう一つ付け加えてさせていただきますと、本町には学校薬剤師が存置しており

まして、学校薬剤師の協力を得て、学校現場であまり負担にならないように、学校薬剤師

が週１回うがいをするいようなマニュアルなっておりますので、学校現場でスムーズにク

ラス単位で実施ができるように、今、協議を整えている段階でありますので、あとは保護

者の理解を得るようにしっかり説明を行いたいと考えております。以上、質問の答弁に変

えさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再再質問はございますか。 

 １番、安中経人君。 

○１番（安中経人君） 再再質問は、私の疑問に対して教育長の考え方や方向性が非常に

一致しておりますので、疑問点は解消されております。 

質問の一つ目の、本町の虫歯の罹患は全国平均、あるいは全道平均から少し良い状況で

はないということで、大切な子供たちがこれから健康で大人になって次を支えていくため

には、いろんな健康方法があると思いますけれども、一つ歯をとっても、行政がそういう

とこを支えていけるものであれば、支えて健康な体に作っていっていただきたいなという

ことを願いまして、私の質問を終わりたいと思います。 

併せて、今回の質問に対しまして、教育委員会の職員の皆様には、私のために答弁書作

りに、いろいろご尽力をたまわりましたことをお礼申し上げて、私の質問を終わりたいと

思います。ありがとうございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 安中経人君の一般質問を終わります。 

次に、９番、樋坂里子君。登壇の上、発言願います。 

〔９番 樋坂里子君登壇〕 

○９番（樋坂里子君） 議長のお許しをいただきましたので、一般質問を二点ほどさせて

いただきます。 

まず１点目は、東日本大震災から１年10カ月が経っておりますが、東日本大震災と東京

電力福島第一原発での災害復興予算が、被災地の復興と直接関係のない事業に使われてい

ることが判明しております。 

例えば、大企業に対する立地補助金や国民監視を続ける自衛隊の情報保全隊の機材購入

費、また、刑務所の職業訓練経費や内閣府のキャリア・アップ戦略に関する事業費、諫早

湾干拓事業の調査費、反捕鯨団体シー・シェパードの妨害活動に対する安全対策費、核融

合エネルギーの実用化を目指す国際熱核融合実験炉研究支援事業、更には、ベトナムへの

原発輸出に向けた調査費と委託費に対しても５億円も充てております。 

このような復興予算の使われ方について、町長はどのようにお考えでしょうか。私は、
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大震災の復興予算であるならば、東日本大震災原子力災害による被災者に対して生活と生

業の再建、被災地の震災復興に全額を使うべきではないかと思います。現在も多くの皆さ

んが仮設住宅に住み不便な生活を送っております。一日も早い被災者本位の復旧復興を推

進すべきと考えますが、前段で申し上げたような復興予算の使われ方に対して、町長はど

のようにお考えなのかお伺いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今９番議員さんから、東日本大震災に係る復興予算の使途、

要するに、使われ方についてのご質問がございまして、目的外ということで数多く列挙し

ていただいたところでございますけれども、この震災の復興予算につきましては、東日本

大震災復興対策基本法の理念に基づいて予算が編成されたもので、それによりまして執行

された事業は、復興対策基本法の条文にもありますように、被災地の復興とともに活力の

ある日本の再生を目指すことを目的として、適切に行われているというふうに解しており

ます。 

今ほど列挙していただきましたけれども一部マスコミにおいては、震災復興予算で採択

された事業の一部で批判的な報道がなされておりますが、国が復興対策基本法の解釈に基

づき、被災地の復興とともに活力のある日本の再生ということですので、そういった解釈

に基づきまして採択した事業でございます。一自治体の長の私が、どうこうということに

ついてのコメントは差し控えさせていただきたいというふうに思っております。以上でご

ざいます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問ございますか。 

 ９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 町長のお話ですと、国の基本法に基づいて執行された予算である

ので、町長として個人的なコメントは差し控えるということでありますが、私は、今年の

３月の定例会で新十津川町の補正予算が組まれまして、最終日に追加議案として3,660万円

が震災復興特別交付金ということで新十津川町に交付され、５市５町で構成されます中・

北空知廃棄物処理広域連合に９億4,688万円が交付されてくるということでした。これは循

環型社会形成推進交付金という名目で11年度分と、それから12年度の予定額を前倒しとし

て予算化されているものです。これらのお金は震災復興予算の流用であったとこれは先ほ

ど町長が言われましたように、新聞でも報道されました。 

最初は、被災地の瓦礫を受け入れ償却が前提となっていたもので、途中から受け入れし

なくても良いということになりました。復興予算は５年間で19兆円に上るものでありまし

て、ほとんどが所得税や個人住民税の臨時増税でまかなわれていくものであります。所得

税は現行の所得税額に対し、時限的に2.1％の交付税が創設され、2013年１月から2037年ま

での25年間の長きにわたる負担となっております。地方税の個人住民税は均等割りの税額

が時限的に１千円引き上げられ年間５千円となり、これは2014年度から2023年度まで10年
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間の負担ということになります。復興財源は所得税の増税など、国民の負担によるものと

なります。復興予算と全国防災対策費、その他の東日本大震災関連経費といいながら、防

災対策や東日本大震災に関わりのない経費に使われていると私は思っております。 

町長は、今回の中・北空知廃棄物処理広域連合建設費として支払われた交付金について

も、先ほど言ったように考えているのか。どういうふうに考えているのか、その点につい

てお伺いしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

○町長（植田 満君） 考えているのかというふうに言われますがちょっと理解しづらい

部分もあるのですけれども、中・北空知廃棄物処理広域連合につきましては、今ほど樋坂

議員さんからお話がございましたように、今年の３月の定例会におきまして3,668万３千円

交付を受けておりまして、この金額と同額を中・北空知廃棄物処理広域連合への負担金と

してお支払をしているということでございます。 

当初、瓦礫処理については、中・北空知廃棄物処理広域連合においても、受け入れをす

ることと前向きで検討をしていたということでごいますが、本年の８月において、処理が

可能になって、北海道の方からもそのようなお話がございましたので、受け入れをしなく

ても良いことになっております。先ほど申し上げましたように、活力ある日本の再生とい

う意味合いでの交付金というふうに捉えておりまして、これは被災地の復興とともに活力

ある日本の再生ということを踏まえての交付だというふうに捉えておりますので、これに

ついて、今更どうこうという考え方は今持ち備えておりませんので、そのようなことでご

理解願えればというふうに思っております。 

○議長（長谷川秀樹君） 再再質問ございますか。 

はい、９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 町長が今言われましたように、活力ある日本を目指すということ

で東日本大震災として集められた復興予算が使われるということですが、私はやはり復興

予算ということで集めるのであれば、やはり被災された方のために使われるのが一番ベタ

ーではないかなというふうに思うわけです。今言われたように他の予算に使われることに

対して、大変、私自身は遺憾だと思っているのです。 

ですから、できることであれば、今回、中・北空知廃棄物処理広域連合にいただいた広

域の復興予算も、町村によってはいろいろな考え方あると思いますが、私はできることで

あれば、もらうべきではなかった予算じゃないかなというふうに思うのです。 

それで、特別交付金というのは、返す必要がないというようなことも聞いておりますが、

私は、新十津川町として復興予算はもらわないで、別な方に使っていただくのが良いと思

っております。町長は、先ほど活力あるまちづくりのためにもらったのだから、そのまま

使わせていただいた方が良いというふうに考えるのか、私が言ったように、やはり復興予

算であるのであれば、被災地の方にまわして使うべきではないかなということになるのか、

そこをもう一度ご確認したいと思います。よろしくお願いします。 
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○議長（長谷川秀樹君） 町長の答弁は、おそらく変わらないでしょうけども、町長、答

弁お願いします。 

○町長（植田 満君） 議長さんからおっしゃられたとおりだと思いますけれど、町村に

よって考え方が異なるということは、それは連合のことを指して言っているのかどうなの

か、その辺はちょっと理解できないのですけれども、連合については14の自治体で構成し

てございますけれども、その意思はまったく変わってございません。同じような考え方で

すから、それは、どこでどういうふうな情報を入手したのか分りませんけれども、14で構

成している連合でございます。その考え方は、みんな意思統一はなされているということ

でございます。 

 それと、この交付金については、手続き上はなんら問題ないというふうに判断しており

ますので、それを返還だとかという考え方は、今のところもってはおりません。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは９番議員、次の質問に入ってください。 

〔９番 樋坂里子君登壇〕 

○９番（樋坂里子君） ２番目の質問。シルバー人材センターの仕事についてであります。 

現在の生活状況は、60歳定年でまだまだ若い世代が仕事を求めてシルバー人材センター

に席を置き、仕事をこなしていることは、大変良いことだと思います。新十津川町のシル

バー人材センターにも、多くのみなさんが登録されて、いろいろな仕事をこなしているこ

とと思います。 

そこでお伺いいたしますが、町内、役場関係の仕事でシルバーに仕事を発注している割

合は、どのくらいかということです。金額もそうですけれども。 

それと、中小業者との仕事の関係はどのようになっているのか。仮に、事故が起きたと

きの保障はどのようになっているのか。この三点について、お伺いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ９番議員さんからの、シルバー人材センターの仕事についてとい

うことでのご質問でございました。まず、シルバー人材センターについて、ちょっと前段

ご説明を申し上げたいと思います。 

 シルバー人材センターについてでありますが、60歳以上の高齢者に就業機会を提供する

機関でありまして、業務内容は、清掃や家事援助、施設管理など、臨時的で軽易なものに

限られておりまして、道内では北海道知事の認可を受けた社団法人等のセンターは40箇所

ございます。 

本町におきましては、新十津川町シルバーセンターです。人材が入っておりません。法

人組織ではなく、社会福祉協議会が事務局を担っている任意の団体でございまして、平成

７年に設立されておりまして、現在の会員数は25名です。 

お尋ねの、町が委託している仕事の内容と事業量、金額についてでございますが、平成
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23年度の実績で申し上げますと、ゆめりあ公園及び周辺管理業務としての除草、剪定、木

の剪定ですね、冬囲いなどにつきまして、年間19日、308時間で45人工を要してございまし

て、委託料につきましては24万６千円でございます。 

次に、高齢者除雪の実績でございますが、シルバー会員６名が８件の高齢者宅の生活道

路の除雪を行なっておりまして、稼働時間にいたしましては206時間です。委託料が21万

6,300円ということになってございます。 

シルバーセンター全体の稼動実績は160件で、238万２千円と聞いております。町が委託

している割合は19.4％で、概ね２割ということでございます。 

 続きまして、中小企業者との仕事の関係についてでございますが、稼動日数、時間、金

額からしても、業務が重なり、中小企業者の経営を圧迫するような常時雇用にはつながっ

てはおりません。したがって、良好な関係が維持されているものと考えております。 

シルバーセンターの業務の中で最も多いのが公園の草刈りで、次いで除草、除雪となっ

ておりまして、公園の草刈りについては、事業者からの依頼でセンター会員を派遣してい

るところでもあります。高齢者除雪については、シルバーセンターと町内業者に委託して

おりますが、そのうち、シルバーセンターは２割程度を受け持っております。 

 次に、３つ目でございます。事故があった場合の保障についてでございますが、町が委

託した業務であっても、派遣元のセンター側が対応すべきものと考えてございます。シル

バーセンターでは、傷害者保険と賠償責任保険に加入いたしておりまして、シルバー会員

の作業中の事故や、誤って第三者に損害を与えた場合などの万が一の事故に備えておりま

す。 

また、このような事故に対しては、先にも報道されておりましたとおり、事故があって

も労災が適用されないというふうなケースが多かったことから、シルバー人材センターに

おいても労災保険に加入するように、厚生労働省が協議を進めている段階でございまして、

今後、指導が徹底されることを期待をいたしているところでございます。 

いずれにいたしましても、本町のシルバーセンターといたしましては、あまり危険な仕

事を請け負わない、請けないという方針のもとで進めておりまして、団体の自主性を尊重

しつつ、高齢者の社会参加や就労環境の整備に向けて、今後とも社会福祉協議会と連携を

取りながら進めて参りたいというふうに考えております。以上で、答弁とさせていただき

ます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 

 ９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 今の町長のお話ですと、新十津川町も２割くらいの仕事をしてい

るということと、それから保険も厚生労働省の指導で、これから、今後、労災の方も、今

は入ってないけれども、これからは入るようにしていきたいということですが、私が聞い

たところ、中小零細業者の方々が自分たちの仕事が減って困ったという話を、皆さんが集

まる場所、公衆浴場などで聞いております。 

不況が続く中で仕事が欲しいわけですから、シルバーの人方が仕事をするのが悪いとい
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うわけではありませんが、お互いに共存しながらそういうような関係を築いていければ一

番良いと思いますし、町長が言ったように、労災には入っていないというのも、新十津川

町で一日も早く加入して、事故があったときの保障をするべきというふうに思います。 

一昨年の12月に上砂川のスキー場でリフト撤去していた際に、その下敷きになって亡く

なった方も、シルバーの人材センターから派遣されていた方らしいのですが、その方の場

合は、不幸にも保障は一切されなかったという話を聞いております。もし、新十津川町の

シルバーの人たちが仕事中に事故にあわれた時に保障がされなかったら大変だと思いまし

て質問したわけですけれども、賠償するような保険に入っているということなので、まず

安心をいたしました。 

町長の話ですと、新十津川町の中小零細業者との仕事の取り合いは無いということであ

りますから、零細業者とシルバーセンターとの仕事の内容を把握して仕事を発注していた

だきたいなというふうに思っておりますが、そこら辺、答弁聞いても変わらないかなと思

いますけれども、シルバーと中小零細業者との仕事の関係について町長のお考えをお聞き

したいと思います。お願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

○町長（植田 満君） 先ほども申し上げたとおりでございまして、シルバーセンター全

体からすると２割程度でございますから本当に少ない金額で、むしろ高齢者の皆さん方の

社会参加といった面では大きなウェートを占めているのではなかろうかなというふうに思

っております。 

このことが中小企業者の皆さんの経営が圧迫しているということにはつながっておりま

せんし、私もそういった話はまったく聞いておりません。シルバーの25名の皆さん方は、

それぞれの立場で取り組んでおられるし、中小企業者の皆さん方も、やはりそういった方

向で進んでおられるというふうに考えておりますから、先ほど申し上げました健全な関係

が維持されているというふうに理解をいたしております。 

それと保険の関係につきましては、厚生労働省で労災保険の加入を議論している段階で

ございますので、良い方向に結論が出ること望んでいる次第です。今ほど上砂川町での事

故の例も挙げておられましたですけれども、やはり労災保険もありますし、それについて

は同じ厚生労働省の中で早急に議論をしていただいて、法制化なりにするような方向で進

めてもらうことが望ましいというふうに思っておりますし、そのことを期待をしていると

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。 

 それでは、以上で、樋坂里子君の一般質問を終わります。 

次に、３番、青田良一君。登壇の上、発言願います。 

〔３番 青田良一君登壇〕 

○３番（青田良一君） それでは植田町長に一般質問をさせていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 
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 質問の内容については、事前にお知らせしてあるので、お分かりのことと思いますけれ

ども、こういった質問をする背景をまずちょっとご理解いただければ有難いなと思ってい

ます。 

 明治の時代に奈良県十津川郷から入植して来られた方々によって、このまちが切り開か

れたということは、このまちに住む人が誰もが知っていることだと思います。その当時の

ことを考えますと、まさに未開の大地を開拓していくという時代だったと思います。切り

開いていく時代が、しばらく続いてきたのだと思います。 

そういった時代を経て、戦後、今の民主主義の形ができてきて、ちょうど平成に入る前

後くらいまでは、いろいろと変遷はありましたけれども、新十津川町も著しく発展をして

いく時代を過ごしたのだと思います。こういった発展する時代の中で、様々なインフラ整

備だとか、ありとあらゆる面で行政が核となって進めてきた。そういう流れだったと思い

ます。 

昨今は、どういう時代的な背景になっているかということなのですけれども、少子高齢

化という社会の中で、予算的にも、この著しく景気の良かった時に比べると減少しており

まして、まさに、これから新十津川をどうしていくかということを、今は創造していかな

ければならない時代になっているのだろうという認識を私は持っております。 

そこで、この創造していくという部分については、非常に厄介だといいますか、大変だ

といいますか、相当な努力が必要ではないかなというふうに考えているところでございま

す。 

その新しいまちづくり像として、植田町長になってから美しいまちづくり条例というも

のを制定いたしました。その条例の中に、美しいまちづくりの定義が付されております。

普通は条例ができたら、この条例を具体的にどうにかしていくための施策が展開されてく

るというのが、条例を作る趣旨だろうと思うのですよね。 

そこで、こういった部分についての具体策の方向性がなかなか見えてこないということ

から、今回、是非、この美しいまちづくりという理念を具体化するためにも、私は、行政

の文化化という部分について提言し、町長にそういった考え方の基で、これからの創造す

るまちづくりを進めていただいてはどうかということでの質問でございます。 

なかなか、今まであまりこういう場でも、行政の文化化なんていうことについて使われ

ておりませんので、ご理解のできない方々もおられるかもしれませんけれども、端的に説

明させていただきますが、考え方はいろいろあろうと思うのですが、行政の文化化という

のは、行政の全般にわたってハードとかソフトの両面から、町民に潤いとか安らぎがもた

らされるよう、職員一人ひとりが日常の仕事を見直していくこと、そういったことによっ

て、全体の奉仕者という形であるという認識が高まってくるのではないかなというふうに、

そういうことを言うのだということを、私は思っているのです。 

もっと、それを具体的に申し上げますと、質問書にちょっと書かせていただきましたけ

れども、朝、夕方、中央の方々には聞こえるのだと思うのですけれども、エーデルワイス

という曲が鳴っているのですけれども、これは、朝学校行くときに子供も聴きますし、私
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も朝起きたらこの音楽を聴くことができます。夕方も同じように奏でられているのですけ

れども、これは、行政でやっている仕事だという観点でものを見た時に、何故、この曲を

いつまでも同じものをかけ続けているのかということを、やはり、担当している人間に気

が付いていただかなきゃならないと思うのですよね。 

例えば、夕焼け小焼けではダメなのか、ふるさとではダメなのか、もっと言うならば、

新しく作られた新十津川小学校の校歌は短いフレームでとっても良い旋律だと私は思うの

ですけれども、そういった発想を持っていただかなければ、新しいまちを創造するという

ことにはつながっていかないのではないかなというふうに思えてならないのです。そうい

うことが、行政の文化化という形だろうと、私は思うのです。 

もうちょっと、例を挙げて言わせてもらいますけれども、例えば、橋ができたら必ずそ

こに何とか橋、例えば、植田橋なら植田橋でけっこうですけれども、そういう橋の名前が

書かれますけれども、それは橋の名前を書くのもけっこうですが、多くの方々が俳句を詠

んだり、短歌を詠んだりしているのですけれども、そういうものをちょっと入れてあげて、

歩いた時に、どこどこ区の誰々さんが詠んだ句が刻まれているとか、そういうことですね。

要するに、橋を担当した人たちが、まちの人たちが橋に触れた時に、もう一歩文化的な要

素なり、まちの美しさなりといったものについて感じてもらえるようなことを、これから

やっていかなければならないのではないかというふうに思うわけです。 

私も、議員になってから町民の方々から、そういう観点でものをいろいろ尋ねられるこ

とがあります。さっきもお昼ご飯食べさせていただいて、町の庭にある広葉樹の木に、今

は12月ですから、クリスマスツリーという形で見ても姿形の良い素晴らしい木なのでね。

一時はあそこにライトを灯して、クリスマスツリー的なものをやっていて、多くの人の目

を楽しませていたのだろうと思うのですけれども、行政の効率化といいますか、予算的な

もので止めてしまって、しばらく経ってそのままになっておりますけれども、住民の方々

に対して、あるものを工夫して１年中やれなんて言いませんけれども、この短い期間の冬

の暗い部分の中に光なり、喜びなりという部分を感じてもらえるのかということも考える

べきじゃないかなと思うのです。 

そういったこと例をを上げるとたくさんありまして、できれば教育長さんにも答えてい

ただきたかったのですけれども、今回は、町長だけの質問としますけれども、学校施設に

おいても同じ様な観点でものをいろいろ見ていくと、やっぱりもうちょっと文化化が図れ

て、地域の人たちに喜んでもらえるような部分、そして、それが次の世代に、又次の世代

に引き継いでいけるような、そういう新十津川をつくっていくという部分について、大事

な要素であろうと、私は思うのですね。 

あえてこの時期に、この質問をさせてもらったのは、今言ったような流れの中での新十

津川の置かれた立場、やはり、創意工夫をして、あっ、これぞ、新十津川だという部分の

一つ一つに対する思いやりなり、配慮なり、そういったのもについてもう一度、首長中心

に莫大なお金をかけれという意味ではなくて、もう一度見直していただきながら、考える

時期ではないかなというふうなことを思って質問とさせていただきます。よろしくご答弁
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のほどお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） 今、３番議員さんからのご質問、創造するまちづくりについてと

いうことで、非常に精神論と言ったら大変失礼なのかもしれませんけれども、こういった

ようなご質問の内容でございましたので、なかなか理解できない部分、ただ、具体的に事

例を挙げておられましたので、お答えはできるかと思いますけれども、そう大枠として非

常に難しい質問なのかなというふうに思っております。そういった中で、お答えをさせて

いただくわけでございますけれども、無理というか、何かございましたら後ほどまたご指

摘を願えればなというふうに思っております。 

 これまで進めてきたまちづくりと、青田議員さんの目指すまちづくりに、そんなに大き

な差はないのでなかろうかなというふうに考えております。創造するまちづくり、これら

については、今年度からスタートしております第５次新十津川町総合計画でも、10年先を

見据えたまちづくりをどうしようということで進めておりまして、豊かな自然、あふれる

笑顔、みんなで創る、生き生き未来ということで、こういったタイトルを設定されている

ということでございますから、その趣旨は、第５次新十津川町総合計画の中でも十分表現

されているのかなというふうに、実は思っているところでございます。 

そこで、今ほど申し上げましたように、若干そういった具体的なご指摘もございました

けれども、真摯に受け止める点はしっかりと受け止めながら、また、改善すべきところに

ついては、改善をしながら今後進めて参りたいなというふうに思っているところでござい

ます。 

そこで、美しいまちづくり条例を例に出されましたですけれども、これは、平成17年に

制定されておりまして、条例に前文がございまして、そこでは、私たちの共有財産である

美しい自然、景観及び環境を後世に伝えることが私たちの使命である。一人ひとりの知恵

と創意により、町民と町とが協働して美しいまちづくりを実現するということで定めてお

りまして、自然環境と生活環境を守り育てるために、例えば、従来から実践してきてまい

りました、町民の花の植栽や景観の統一など、こういった事業に加えて、各団体や地域単

位での一斉清掃や美しい通学路づくりなどの活動も拡充されてまいりました。また、地域

活動を支援するための施策といたしまして、行政区提案事業に加えて行政区文化づくりを

創設し、地域からの環境づくりをバックアップしてまいりました。 

このような地道な、そして自主的な活動が、町民一人ひとりの環境に対する意識づけと

結びついているものだというふうに思っております。先般、青田議員も気になったかと思

いますけれども、９月８日、新十津川中学校の学校祭がございました。43回の学校祭でご

ざいまして、中学生の作文発表がございました。新十津川町は美しいまちだというふうに、

非常に評価の高い内容の作文でございました。そういったことを聞きまして、非常に嬉し

く思ったところでもございます。子供たちも、そういう中でそういう評価をし、ただ、そ
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れに満足しているわけにはいかないと思いますけれども、今後、そういった方向で後世に

やっぱりしっかりと残していけるような、そういったようなまちづくりをしていかなけれ

ばならないなというふうに考えております。 

具体的に防災無線から流れるメロディーのことも触れておられましたが、町民の皆さん

一人ひとりの思いや感覚には差がありますので、現状で聞き慣れて落ち着く曲だと感じる

方も多いとも思っておりますし、音楽や色彩、形や大きさ、古き伝統と新規の取組みなど、

どのような物とか事象であっても、その評価は、明らかに極端なものを除いて、個人差の

あることは当然なことでなかろうかなというふうに思っております。これまでも、美しい

まちづくりの推進には、先ほどから申し上げておりますように、住民の皆さんとともに取

り組んでまいりましので、これからもその考え方は変わっておりませんので、そういった

方向で進めさせていただければというふうに思っているところでもございます。 

行政の文化化という考え方から捉えますと、今年度スタートした先ほど申し上げました

ように総合計画、まちづくりのキーワード、先ほど申し上げたとおりでございまして、そ

ういった中で10年後の目標に向けて、一歩一歩進めてまいりたいというふうに思っており

ます。 

非常に、冒頭申し上げましたように、答弁として内容的には、本当にこれがお答えにな

っているかどうかという部分では、自分自身もちょっと疑問な点がございますけれども、

何かご指摘の点がございましたら再度ご質問願えればなというふうに思っております。以

上で答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問ございますか。 

それでですね、青田さんもいろいろ思いは伝わってはくるのですけれども、答弁する側

も大変なので、質問をまとめていただいてストレートに分りやすい形でしていただければ

いいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 青田良一君。 

○３番（青田良一君） 非常に町長には抽象的に聞えてしまったのかもしれませんけれど

も、私が言いたかったことを、もうちょっとだけ付け加えさせていただいて、町長に同じ

考え方にはなれとはいいませんけれども、配慮していただければなというふうに思います。 

 先ほど言ったように、行政の文化化ということについては、かなり前から言われており

まして、これをどう行政に取り組むかということについては、やはり私は、首長さんがし

っかりリーダーシップをとるという部分の観点が必要かなというふうに思います。 

 私の考える行政の文化化というものと、今町長の方がお答えになった発展計画等にまち

の方向性について記載してあるという言い方をされましたけれども、やはり、住民はもっ

と身近に新十津川がこういうふうに変わっていっているのだという部分について、実体験

できるような行政がこれからは必要だろうということで申し上げているわけでございます。 

 そこを少し配意をしていただいて、従来型のというよりも創造していくという部分に重

きを置きながら、今100人の職員ということだと思いますけれども、その方々の能力なり力

なりを十分に発揮させるような仕組みづくりをしながら、町全体が良くなっていくような
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ことで考えていっていただきたいなと思います。 

議長から指摘を受けましたけれども、具体的な例を出していけば細かいこと私も頭の中

に沢山ありますけれども、それも出していくと長くなって、おかしくなってくるというふ

うに取られても困りますので、言いたい事はそういうことを念頭に置きながら、もう一度

まちづくりの視点を、そういった部分の方向性として考えていただきたいなということで

ございます。 

これは、私の思いでございまして、別に俺はそうしたくないということであれば、それ

は結構ですけれども、やはり、創造していくという部分については、是非ご理解をしてい

ただきたいなと。新しい歩みを、この厳しくなった時代の中で創意工夫していくかという

部分が大事な視点であろうと思いますので、その部分だけでも是非ご理解をいただきなが

ら、首長としての今後の方向性について、その点についてだけでもちょっとご答弁いただ

ければ有難いなと思います。以上申し上げまして、私の質問とさせていただきます。よろ

しくお願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは再質問に対して答弁を求めます。 

町長。 

○町長（植田 満君） 先ほどちょっと申し上げればよかったのかもしれません。行政の

文化化、一時は昭和の終わり頃だったと思います。行政の文化化ということで、例えば、

予算については、その１％を文化的な事業に使うというようなこともございました。具体

的に先ほど橋の話も出ておりましたけれども、例えば、橋の中間にバルコニーを作って、

そこにモニュメントを設置するだとか、これもやはり文化だと思います。そういったよう

な取り組みの事例が随分ありましたが、だんだんと国の予算等々も厳しくなってきた段階

で、そういったものはむしろ贅沢品というか、そういったような捉え方にだんだんと変わ

っていき、効率性が求められる。効率性や機能性が高められれば、贅沢なものには踏み込

む必要性は無いんでなかろうかなというふうな中で、最近はほとんど、そういったものに

ついての予算は確保されていないのが実情でございます。 

 ただ、気持ちの上では、そういったような気持ちを持って取り進めていくことは大事だ

と思いますけれども、心の問題と具体的にうまくマッチングするかということになります

と、非常難しい部分もあるのかなというふうに実は思っているところでもございます。 

 今、職員の能力開発的なもののお話もございました。我がまちの100人いる職員について

は、ずべて優秀な職員ばかりでございまして、そういったことはしっかりと持ち備えてお

りますので、また、いろんな予算の策定、25年度の予算の策定の時期にも入っておりまし

て、やはり職員もそういったことに取り組んでいただいているものというふうに理解もい

たしておりますから、25年度の予算については、こういったようなことも出てくることも

あり得るかもしれないと。そういう表現はちょと適切ではないのかもしれませんけれども、

そういったことも考えられるということでございまして、あえて行政の文化化ということ

で大上段に構えていくということについては、果たしてどうなのかなというふうな思いも

いたしております。 

昔は、芸術文化財保護というふうに、大きく二つくらいに分かれて行政の文化というふ

うに言っていたのですけれども、今の社会は、文化化というのは、文化というのはものす
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ごい広範囲になってきておりますので、そういった面では、なかなかこれというふうに限

定、特定すべきようなことにはなかなかなっていかないのかなというふうにも思っており

ますので、そのようなことを含めた中で、ご理解を願えればなというふうに思っておりま

す。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上でよろしいですか。 

 それでは、以上で、青田良一君の一般質問を終わります。 

これから２時25分まで休憩いたします。 

（午後２時10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25分） 

○議長（長谷川秀樹君） 休憩前に引き続き、一般質問を行ないます。 

 ２番、西内陽美君。登壇の上、発言願います。 

〔２番 西内陽美君登壇〕 

○２番（西内陽美君） 議長の許可をいただきましたので、２点質問をさせていただきま

す。１点目は、計画外停電への対策について、町長にお伺いいたします。よろしくお願い

いたします。 

 一つに、先月27日未明から午前にかけて、胆振地方を襲った記録的な暴風雪による停電

は、室蘭市や登別市など17市町の約５万６千戸におよびました。発達した低気圧が一時的

に強い冬型の気圧配置になった影響ですが、室蘭市で11月の観測史上最大の瞬間風速を記

録しました。近頃は、予想外の猛暑や豪雪、北海道らしからぬ長雨など異常気象にみまわ

れることが多くなってきたように思います。 

何が起きるか分らない中、本町でも地震や水害に対する防災対策、防災訓練には取り組

んでおりますが、この度の胆振地方に起きたような、大規模な計画外停電に対するシミュ

レーション対策は講じられているのでしょうか。 

夕張市では11月下旬、民間事業者三社と災害時に必要とする器機の調達に関する協定を

締結いたしております。この協定により仮説トイレや移動式暖房器機、発電機などの調達

について協力を得られるのだそうです。 

 このように、事業者と協定を結ぶ自治体が増えていますが、本町では情報収集や伝達に

欠かせない電力を確保するための移動発電車や、救助や避難誘導を円滑に進めるために発

電機能を持つ照明車の手配などは、お考えになられているのでしょうか。 

計画外停電への対策について、本町ではどのような取組みがなされているのかお伺いい

たします。 

 二つに目に、11月26日には、南空知の４市５町と空知総合振興局によります、南空知災

害総合協力応援に関する協定の調印式が行なわれました。協定市町の区域内で災害が発生

した際、非難などの確保が十分にできない場合に、総合応援により被災者の安全確保を実

施するものだそうです。被災者を安全に非難させる策として、本町におきましても、近隣

市町とお互いに被災者を受け入れる協力関係を構築するための協議などが、現在、実際に
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進められているのかをお伺いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今２番議員さんから計画外停電への対応についてのご質問が

ございました。今ほど具体的に事例も挙げましてのご質問の中身だったと思います。 

そのとおりでございまして、11月末に発生いたしました室蘭、登別両市を中心とした広

範囲の停電は、住民の生活に甚大な影響を及ぼしたところでもございますし、また、それ

から以降にも、道北にも同じような事例が発生をしたということで、まさに異常気象とし

か言いようがないというふうに、やはり自然の恐ろしさというものを感じたところでござ

います。 

そこで、町の対応策ということでございますけれども、計画外停電を想定いたしまして、

今現在、対応を進めております。基本的には、災害対策本部を中心といたしまして対応す

ることと致しております。災害対策本部の各部においては、直ちに対応すべきこととして、

具体的申し上げますと、例えば、土木施設部。これは建設課が中心となりますけれども、

公営住宅のエレベーターの閉じ込めに対する対応。こういったものも大きな問題になって

くるわけでございます。先日の７日ですか、地震がございましたですね。たまたま私ホテ

ルで会議に出ていたのですけれども、館内放送で、エレベーターの使用は直ちに止めてく

ださいというふうな館内放送も入っておりましたけれども、やはり、こういったようなこ

とにつながってくるということでございます。 

そして、住民生活部においては、信号の停止が予想されますので、登下校の児童生徒の

誘導。教育対策部においてはスキー場のリフト利用者の安全確保など、こういったような

今三つほど挙げさせていただきましたけれども、こういった具体的な事例もあるわけです。

こういったことを想定しながら、今取り組みをするということで、その計画を立てている

ということでございます。 

また、これら以外に、各公共施設の利用者に対する誘導や、各施設の水道凍結防止など、

施設の保全に対する措置も必要となってまいります。 

また、町民の皆様に対しましては、随時防災無線による情報提供を行うこととし、停電

が２時間を超えた場合は、避難所開設の準備に取りかかり、停電が半日を超えるような場

合は、災害対策本部を設置いたしまして、避難所の開設と併せまして避難される方々の対

応に当たるように、段階的に職員を配備することといたしてございます。 

そこで、９月の定例会において補正予算をご承認いただきまして、燃料式の発電機８台

を購入させていただきました。併せまして、このほか燃料の携行缶などの機材を購入いた

しましたし、避難所における電灯、ストーブ、テレビなどの必要最小限の電気は確保でき

るようにいたしているところでもございます。 

申し上げたとおり、計画外停電に対し、基本的には新十津川町内における対応策や体制

を整えることが最優先でございまして、現段階では、近隣市町間における避難対応の協議
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は行っておりません。今事例として挙げておられました南空知の関係については、昨年度

の豪雪の関係で、そういったものが、やはり、同じ災害でございますけれども、特に豪雪

を想定しての協定だというふうに理解をしておりますので、ちょっと、この停電とは意味

合いが違うのかなというふうに思っております。それは、それといたしまして、そういっ

たようなことでございます。 

しかしながら、停電となる範囲や期間によりましては、近隣の市町にお願いすることも

出てくるかと思います。これは、人道的な見地からやはり協力体制を整えることが最も重

要でございますので、そういったような事態が発生したならば、近隣の自治体に対して応

援をしなければならない。また、応援も逆にされる場合もあり得るということもございま

すので、そういったことについては、人道的な見地に立って柔軟に対応していくというこ

とにいたしたいというふうに考えております。 

なお、計画外停電に限定した内容ではございませんですけれども、石狩川を挟みまして

新十津川町側の袋地にあります砂川市の北光第２町内会と、砂川市側にあります本町の弥

生区２町内会の住民の避難所につきましては、砂川市と本町との間で、災害時におけるそ

れぞれの市町の避難所を利用できるように協定を締結もいたしております。これは、停電

ではございませんけれども、水害等々が発生した場合については、弥生の２町内について

は砂川市さんの施設に非難をしていただく。そして、北光２町内の方々については、新十

津川町の施設に非難をしていただくと、そういったような協定も取り組みをしているとい

うことも、申し添えさせていただきまして、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、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） お願いします。ただいまご答弁いただきました。 

私が申し上げたかったのは、計画外停電のとき、まず情報が入ってこないと。冬場です

と、特に部屋を閉め切った状態で、カセットコンロで調理をしたり、暖をとったり、ポー

タブルストーブで暖まっているといった行動がテレビでもありましたけれども、実は、こ

れは大変危険な状態です。停電の時には、ポータブルストーブをたいて、カセットコンロ

で煮炊きをするというのは一般的なのですけれども、総務省まとめの今年の１月から６月

までの火災の概要、概数の中で、建物火災１万3,546件の中で、原因が一番多いのがコンロ

ですが、４番がストーブとされております。別の統計では、ポータブルストーブの危険性

は、石油ストーブの10倍とも言われておりますし、トラブル事例では、不完全燃焼による

一酸化炭素中毒や、好ましくない環境でひと夏おかれた変質した灯油による故障や、給油

作業中の事故が挙げられておりますけれども、特にご高齢の方、障害がある方で力が弱く

てしっかりふたを締められなくて、給油タンクを本体から引き抜く時に、引っかかってふ

たが外れたりとかいった火災が沢山ありまして、世帯状況によっては、ポータブルストー

ブの使用を進められないという場合が出てきます。 

ただいま町長からご答弁いただきましたけれども、普通の地震や水害で非難されている

場合には勿論なのですが、この停電といった状況に対するご答弁がちょっと、私にはあま
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り足りないといいますか、はっきりしたお答えがいただけなかったのでないかなと思いま

す。 

災害に備えて普段から非常用食料や懐中電灯、ラジオなどを用意しておくのはとっても

大切で、もし、災害が起きた時には、被害を防ぐ、少なくする基本ではありますけれども、

本町では、やはり高齢化が高いですから、家族と同居して物置にあるストーブを出しても

らえて、懐中電灯で足元を照らしながらトイレへ誘導してもらえて、携帯電話があって、

すぐ隣の家に情報の確認や声かけ人がいるような方々については、そういう自分でできる

方には冷たいようですけれども、ある程度は我慢していただく、しのいでいただくという

のは仕方が無いと思うのですけれども、特に、この停電時には、それができない方々への

支援をどうするかということが大変重要であると思います。 

私、今、二つ質問させていただきましたけれども、一つ目は、どちらかと申しますと電

源の確保について、お聞きしたつもりでおります。 

二つ目は、人への支援、特に停電時についての支援について、お伺いするものでござい

まして、胆振地方の大規模停電時には、暖房を使えない住民のために開設された13箇所の

避難所には、中には、夕方までカイロを抱いて布団に包まって我慢をしていたけれども、

とうとう我慢ができなくなって避難所に身を寄せたなどという方が約260人いらっしゃいま

した。 

やはり、ポータブルストーブをたいて、ご高齢の方がお一人、又は、お二人とかでご自

宅で危険を伴う生活をされるのと、避難所で多少ご不自由はあっても安全に過ごしていた

だきたいと思うものですから、停電に対する時の町の避難誘導ですとか、対策については

どのようなことがあるのかということがお聞きしたかったわけです。 

それで、停電となりますと、わりと広範囲で被害が及ぶのではないかと思いましたもの

ですから、近隣市町村との協定が急がれるのではないかなと思いまして、質問いたしまし

た。よろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

○町長（植田 満君） まず、以前にも一般質問で災害に関係する質問がございまして、

答弁させていただいた時には、まず、災害においては、自助、共助、公助、こういったも

のが連携しないと本来の災害救助ということにつながっていかないというふうなことで、

申し上げさせていただいたところでございます。 

今ほどの質問でございますけれども、どちらかというと公助をというふうな話でござい

ますけれども、それは当然、町の責務としては、やるべきことはしっかりやらなければな

らないと思いますけれども、やはりそういった中で、自助と共助、そういったものはやは

り地域の中でしっかりと確保していただくことも大事なことでなかろうかなというふうに

思っておりますので、まず、そのことを申し上げたいというふうに思っております。 

 そこで、電源の確保でございますけれども、いろいろこう聞いてみますと、むしろ、う

ちのまちが先行しているようでございまして、非常電源というか、先ほど申したように発
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電機ですね、むしろ我がまちが先行しているようでございますので、無いとこにねだって

も、これはしょうがない話でございまして、むしろそういった中で、そういったとこと協

定をしても、果たして、本当に効果的なものなのかどうなのかということもございますか

ら、それは、それとして、しっかりとその辺はわきまえていきたいと。 

ただ、先ほどの答弁でも申し上げましたように、協定をしていなくても、人道的な見地、

これは大事なことでございますので、人道的な見地から協定する、してないに係わらず、

これはしっかりと確保していくことが大事だと。これは人の命が大事なことでございます

から、それは、そういうことで、しっかりと取り組んでいただくと。 

 まず、そのためにも災害対策本部の中で、そういったようなシミュレーションも当然立

てながら、取り組んでまいりたいというふうに考えておりますので、あまり、災害協定に

特化というか、こだわりということの質問でございましたですけれども、そこまではこだ

わる必要性、お互いにそういった機材なりをしっかりと確保されているところであれば、

それは問題ないのでしょうけれども、その辺のことについては、我がまちの中でできるも

のは、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

 それと、人との関係でございますけれども、やはり、先ほども申し上げましたように、

日頃からの共助、隣近所とのそういったようなものも大事でございますので、そういう見

守り隊的なことも、併せて必要になってくるかと思いますから、それはそういう中で、今

後ともしっかりと取り組んでいくことも必要でないのかなというふうに思っております。 

○議長（長谷川秀樹君） 再再質問ございます。 

はい、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） 再再質問ではございませんが、ただ今のご答弁の中では、我がま

ちでできることには、しっかりと取り組んでいただくという力強いお言葉をいただきまし

たし、見守り隊のこれからの取り組みが今始まっておりますので、公助の部分は間違いな

いということで安心をいたしております。あとは、自助、共助ですね。これは、私たち町

民一人ひとりが、普段から身の回りのことを、地域の周りのことを確認して把握していく

必要性を大変感じました。 

それから、新十津川町防災計画の見直しも進んでいると思いますが、私が申し上げるま

でもなく、このまちは奈良県十津川村を母村に持つ町です。十津川村が台風12号の被害に

遭われた時には、町中で応援を致しましたし、役場職員も３名災害復旧に現地入りを致し

ております。職員の方は、被災地では災害対策への常人では思いも及ばないような物、知

恵をきっと持ち帰られていると思いますので、国や道の防災計画に準拠するのは勿論です

けれども、このような小さな町からでも、万全な防災計画を練り上げられるのだというよ

うなものを全国示すぐらいの気合を持って、防災計画の策定に当たっていただきますよう

にお願いを致したいと思います。 

それが、十津川村と新十津川町の先人のご苦労と、もしかすると、２次災害に遭うかも

知れないという覚悟の上で現地入りをした職員の方の勇気に報いることだと思います。よ

ろしくお願いいたいます。町長のご答弁は求めません。 
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○議長（長谷川秀樹君） 次の質問に移ってください。 

〔２番 西内陽美君登壇〕 

○２番（西内陽美君） では、次の質問をさせていただきます。スクールバスの安全な運

行についてを、教育長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

先日、道北の国道で生徒８人を乗せたスクールバスが対向車線にはみ出し、路外に横転

し、生徒８人が軽傷を負うという事故が発生いたしました。運転手は前日の夜に飲酒し、

事故当日の朝、まだ酔っているという自覚があったにもかかわらず、スクールバスの乗務

に就いたものでございます。本町では、そのような事故は絶対に起こらないと確信はいた

しておりますが、今一度しっかりと確認をさせていただきたいと考えまして質問させてい

ただきます。 

一つに、本町のスクールバスの安全運行マニュアルがあると思いますので、その概要に

ついてお伺いいたします。 

二つに、運転者の乗車前の健康状態確認の内容と方法をお伺いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

教育長。 

〔教育長 熊田義信君登壇〕 

○教育長（熊田義信君） それでは、２番議員さんからのご質問でありますスクールバス

の安全な運行について、お答え申し上げたいと思います。 

ご質問の趣旨にありました、道北の猿払で起きた事故については、私も同じような役割

として非常に大きな事故だなというふうに思って拝読させていただき、そのようなことの

無いように常日頃努めているところでありますけれども、今ほど質問がありましたので、

お答えを申し上げたいというふうに思っております。 

まず、運行マニュアルについてお答えを申し上げたいと思います。運行マニュアルにつ

いては、前文と本文と二つの中身になっておりまして、まず、前文には主なものが二つご

ざいまして、１点目が、運行目的というものでありまして、児童生徒の安全安心な登校・

下校をサポートし、乗降時の指導及び公共交通車両としての乗車マナーを身に付け、地域

住民から信頼される運行を行うこととしてございます。 

前文の２点目は、バス運行の心得で、安全安心な運転を行うなどの基本的な姿勢につい

て、間違いなく行われるよう確認をできる内容になってございます。 

次に、その本文の内容でございます。バス運行、経路図及び停車所、更には、緊急時の

対応やバス運行のいろいろな関係の諸規程の４章の区分になって、全体で20ページからな

るものが、このスクールバスの安全運行のマニュアルという形になってございます。概要

ということでありますので、そのポイントだけ申し上げたいと思います。 

まず、本文の中にあるバス運行についてのみ申し上げますと、登校編、下校編と区分さ

れておりまして、始業点検から始まり、出発時刻の確認、バス停での周辺確認、児童生徒

が座るまで出発しない、そして、シートベルトの着用など具体的な事がマニュアルとなっ

ております。全体を通しても、常に、児童生徒の安全安心をモットーにして運行する、そ
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ういうマニュアルになっているものでございます。これが、運行マニュアルの概要という

ことで、ポイントだけ説明させていただきたいと思います。 

次の２点目のご質問でございます、乗務する職員の健康状態確認という内容について、

お答えを申し上げたいと思います。 

これは基本的に職場で働く全ての、スクールバスだけではなく、全職員にいえることで

ございますけれども、特に運転業務員は、児童生徒の命を直接的に預かる業務ということ

から、執務前の体調管理は万全を尽くさなければなりません。又、その健康管理という部

分では、単なる自分の健康、いわゆる体調ばかりではなくて、今ほどご心配されておりま

すアルコール摂取のことも充分配慮をしなければならない事項であると考えております。

当然、仕事を預かるものとして自己管理が基本であり、体調管理の励行としては、普段か

らの日常生活の基本的なモラルというふうに考えております。 

ご心配されているアルコール摂取をした翌日にもアルコールが検出され、酒気帯び運転

で逮捕される、これは公務員全体、いろんなことで起きていることでありますけれども、

そういうことも多く発生されていることから、本町の運転業務員がどうなのかという心配

という意味からの質問かというふうに思っております。 

まず、スクールバスの運転業務に携わっている職員は現在５名おります。内訳は、正職

員が２名。スクールバス運転業務に正職員２名は20年前後の勤務年数を有する大ベテラン

であります。正に、正職員がリーダーシップをとって５人の運行体制をまとめていると。

その２人が正職員。そして、残りの３人は臨時職員という形に今なってございます。この

臨時職員３名は、すべて、前職が自衛隊職員ということもあり、正に、国民の生命や財産

を守って、第一線で業務を精励した経験豊富な職員でございます。スクールバスの運転業

務に当たっている５名は、自分の児童生徒の安全をしっかり守らなければならないという

職務を全うする責任と、自覚を持ち合わせている有能な人材であるということも申し添え

たいと思います。 

従いまして、ご心配の前日のアルコール摂取は、次の日の仕事が早番になっている時に

は酒を自粛したり、酒を飲まなければならない時もありますけれども、その時には早く切

り上げて、次の日の仕事に支障の無い体制で、しっかりそれぞれが運転業務員を自覚をし

て、仕事に支障の無い範囲の中で対応をしているという状況になっており、安全運行を励

行する体制になっていることを申し添えたいというふうに思っております。 

また、私自身も責任者として、節目節目の折には訓示をしておりますし、今回の猿払の

事案も含め、他市町村におけるスクールバスでの事故などの事案があれば、そのような類

似した事故も起こりうるということもありますので、即座に今回の場合も含めて、次長か

ら運転業務員を招集させて指導示達をしているということでございます。 

今後も、児童生徒の安全安心を第一に考え、将来を担う我がまちの有能な人材の命を守

る。そして、町民から信頼される運行に努めていくことを申し上げまして、２番議員さん

ご質問の答弁とさせていただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はありますか。 
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 西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） ただ今詳しい内容を説明していただきました。私が聞き逃したの

か、ちょっと勘違いなのか、もう一度確認させていただきますが、運転者の乗車前の健康

状態の確認についてですが、あくまでの自己管理、個人のモラル、個人の自覚に任せてい

るというようなご答弁だったかと思います。正式にきちんとした記録書にして残すような、

例えば、アルコール検知器でアルコールの検査をしているといったようなことが、今の答

弁ではなかったのではないかと思いますが、されているのか、されていないのか、もう一

度確認をさせてください。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

教育長。 

○教育長（熊田義信君） 再質問にお答えをしたいと思います。アルコールの検知は、特

に検知器というものも今売っております。いろんな検知器の精度の高い、精度のあいまい

なものと、いろいろありますし、又、車に今つけるようなそういう器械もできつつあると

いうことも伺っております。特に、青ナンバーというのですか、大型車の免許を持ってい

る方は、ちゃんと検知をしてしっかりしなければならないということが、道公法の改正で、

運行責任者の役割であるということになっておりますけれども、スクールバスの場合は、

そこまでには至っていないのが現実です。 

少ない人数の中で運行しなければなりませんので、自分の責任と自覚ということになっ

ております。まず、ハンドルを持つもの、いわゆる、運転手として、我々も運転手として

ハンドルを持つ時には、公務として飲酒運転が一番重たい責任度ということになってまい

りますし、そこを起こしてはならないということが、役場全体、教育委員会、スクールバ

スを含めて大きな責任のもとに運行しているという状態になってございます。 

当然、いろんな道公法の責任だとか、そういうものの中で、自分の責任において仕事を

守る。そして、子供たちの命を守る。そして、地域からの信頼を守るという意味からも、

それは自分の責任で対応しております。特に今の段階では、アルコール検知器までには至

っていない状況になっておりますことを申し上げて、再質問の答弁とさせていただきたい

と思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 再再質問はありますか。 

 西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） お願いします。ただ今ご答弁にありました、運送事業者にはアル

コール検知器が義務化されている。これは2011年からされておりますけれども、あちこち

の自治体とか官公庁で、最近アルコール検知器を購入しているという所が大変多くなって

きております。運行管理責任者といたしましては、やはり子供の命、安全を守るものです

から、人数が少なくても自己管理に任せるのではなくて、きちんと個人の自己申告ではな

くて、二人以上の第三者の前できちんと自分の今日の健康状態を見ていただく、アルコー

ルもきちんと検査をして、その数値をきちんと記録したものを用紙に残しておくというこ

とが大変重要だと思いますので、その辺りをちょっとご一考くださいますように、お願い
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を申し上げたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 再再質問の答弁を求めます。 

教育長。 

○教育長（熊田義信君） 再質問の答弁をさせていただきたいと思います。先ほど申し上

げましたように、まず運行体制をする職員は５名いるということを申し上げましたけれど

も、朝の運行の状態では３名が各花月、大和、西部方面と分かれて運行しております。３

名の中には必ず職員が１名おり、帰りの便には職員１名配置をするということを基本の形

にしてローテーションを組んでおります。 

ですから、朝確認するのは３名の形の中で、今アルコール検知をした方が良いのではな

いかということかと思いますけれども、今後、いろいろ交通の規制だとか厳しくなってく

ると思いますので、将来においてはそういうことも必要になってくるとお思いますけれど

も、現段階においては、今先ほど申し上げましたとおり、それぞれの職員のモラルの中で

やっておりますし、お互いに規制というのか、自省しあいながらしっかり確認をしている

状況にもなっております。 

ただ、アルコール検知という形にはなっていないということも今現実ありますけれども、

将来、そういうことも見据えながらしっかり対応していきたいというふうに考えているこ

とを申し上げ、答弁とさせていただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君）  それでは以上で、西内陽美君の一般質問を終わります。 

 これをもちまして、一般質問を終了いたします。 

 暫時休憩します。 

（午後２時56分） 

〔演題撤去〕 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後２時58分） 

                                       

     ◎議案第50号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第７、議案第50号、新十津川町暴力団排除条例の制定につ

いてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今上程いただきました議案第50号、新十津川町暴力団排除条

例の制定について。 

 新十津川町暴力団排除条例を次のように定めるといたしまして、３枚目の裏面でござい

ます。 

提案理由でございます。暴力団を排除することにより、町民の安全で安心な生活の確保、
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地域経済の健全な発展及び青少年の健全な育成に寄与するため、この条例の制定について

議決を求めるものでございます。 

なお、内容の説明については住民課長より申し上げますので、よろしくご審議の上、議

決たまわりたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

住民課長。 

〔住民課長 小林 透君登壇〕 

○住民課長（小林 透君） ただ今上程いただきました議案第50号、新十津川町暴力団排

除条例の制定についての内容のご説明を申し上げます。 

 この条例は、平成３年に制定されました、暴力団による不当な行為の防止等に関する法

律、通称暴対法と呼んでおりますが、この法律が、平成20年に暴力団トップの責任を広く

認めるという改正が行われました。これを機に、各都道府県で暴力団排除に関する条例が

制定され始めたところであります。平成22年には北海道においても条例が制定されたこと

によりまして、道内各市町村においても条例化の動きが出てきたものでございます。 

 本町におきましても、暴力団排除に係る取組を進めるため、今定例会におきまして条例

制定について上程をいたしたいとするものでございます。 

本条例は、提案理由にもございましたが、町民の安全で平穏な生活の確保や社会経済の

健全な育成に寄与することを目的として、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供し

ないこと、暴力団を利用しないこと、この３つの基本理念によりまして、町、町民、事業

者および関係機関等の相互連携により、地域全体で暴力団の排除に取り組んでいこうとす

るものであります。それでは、条例内容を説明申し上げます。 

 第１条は、先ほど申し上げましたとおり、条例の目的を規定しているものでございます。 

 第２条につきましては、文言の定義でございまして、第１号に規定しております暴力団

とは、暴対法が規定しております、団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為

等を行うことを助長するおそれがある団体というふうに規定をしてございます。第２号の

暴力団員とは、その団体の構成員でございます。第３号の暴力団員等では、暴力団員およ

び暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者としてございますが、これは暴対法の

改正によりましてトップの使用者責任が認められたことによりまして、近年、これを回避

するという動きが出ております。暴力団員が加入や脱退を繰り返す傾向があることから、

５年間の期間を設けるものでございまして、北海道条例も同様の定義としてございます。 

以下、第８号まで関係する固有名詞についての定義でありますが、第９号では、暴力団

の排除について、暴力団員による不当な行為の防止と暴力団員による町民の活動や事業者

の事業活動に生じた不当な影響を排除することと定義をしてございます。 

次に、第３条は基本理念でございまして、先ほども申し上げましたとおり、暴力団を恐

れない、資金を提供しない、暴力団を利用しないの３つを基本理念としてございます。 

第４条は、町の責務について定めておりまして、町の暴力団排除に関する施策を実施す
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る責務、そして北海道、それから北海道警察及び関係機関等との連携や情報提供などの責

務などを規定してございます。 

第５条は、町は、職員が暴力団員による暴力的要求行為や不当な要求に対しまして、適

切に対応し円滑な執行を確保できる体制等を整備するということを規定してございます。 

第６条は、町民等の責務を定めております。町民等は、町の暴力団排除に係る施策に協

力するとともに情報の提供に努め、町民においては、当該活動に自主的かつ相互に連携し

て取り組み、事業者においては、暴力団との関係を遮断し、その利益とならないようにす

ることを規定してございます。  

第７条は、町が発注する建設工事その他の事務事業におきまして、暴力団等の利益にな

らないよう入札に参加させないなどの措置を講ずるほか、契約の相手方に対し暴力団員等

を下請け等の契約の相手方としないということを義務付けるものであります。また、契約

の相手方に対し、不当要求を受けたり下請事業者が不当要求を受けたことを知ったときは、

北海道警察に通報するとともに、必要な協力を行うことも義務付けております。そして、

これらの規定に違反したときは、町の入札に参加させないなど必要な措置を講ずることと

しております。 

第８条は、公の施設の使用制限等について規定をしておりまして、暴力団等の利益にな

る恐れがあるときは、使用を許可しない、それから許可を取り消すなどができるものとし

ております。 

第９条は、町民等が行う暴力団排除の活動に自主的に取り組めるよう、町は、必要な支

援を行うとともに、安心して活動に取り組むことができるよう、北海道警察と連携してそ

の安全の確保を図ることを規定しております。 

第10条は、町が必要な広報啓発を行うことを規定したものでございます。 

第11条は、青少年に対する措置といたしまして、町は、中学校や地域などで青少年が暴

力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、また、暴力団員による犯罪の被害を受け

ないための必要な措置を講ずるとともに、その育成者に必要な情報提供や支援を行うこと

を規定しております。 

第12条は、町民等が債権の回収や紛争の解決に暴力団の威力を利用してはならないこと

を規定しております。 

 第13条は、暴力団の利用や協力を目的として、金品や財産などの利益を供与することを

禁止しております。 

 第14条は、祭礼等の主催者等は、当該行事に関し暴力団等を利用したり、暴力団員であ

ることを知りながら行事の運営に関与させることを禁止し、暴力団の排除に必要な措置を

講じなければならないとしております。また、町は、主催者等に対し、必要な情報の提供

など必要な措置を行うことを規定してございます。 

第15条は、規則への委任規定でございます。 

以上、条例本文についての説明でございます。 

続きまして、附則の説明をいたしますが、資料の新旧対照表を、併せてご覧いただきた
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いと思います。 

附則の第１項につきましては、この条例の施行日を平成25年４月１日からと定めており

ます。 

附則の第２項以下は関係する10の条例の改正について定めております。 

 まず第２項ですが、新十津川町都市公園の設置及び管理に関する条例の一部改正でござ

います。 

同条例第３条第４項におきまして、暴力団等が都市公園で興行その他の行為を行おうと

する場合、その利益になる恐れがあるときは、これを許可しないことを追加明記したもの

であります。 

第９条の一部削除につきましては、ただ今説明しました第３条第４項と、次に出てきま

す第15条の変更によりまして、条文整理のため削除するものでございます。 

第15条は、公園の監督処分といたしまして、一旦許可を受けた暴力団等に対しまして、

その利益になる恐れがあるとする場合に、承認の取り消しや利用停止、公園からの退去な

ど必要な措置を命ずることができることを規定したものでございます。 

続きまして、附則第３項でございますが、新十津川物語記念館の設置及び管理に関する

条例の一部改正でございます。 

第７条は、現行条文で、設置目的及び管理上適当でないと認めた者に対し、と表現を具

体的に示したものでありまして、その第３号で暴力団等の利益になる恐れがあるときに入

館拒否や退館をさせることができるということを規定しております。 

続きまして、附則の第４項は、新十津川物産館の設置及び管理に関する条例の一部改正

であります。 

第７条第３号で、現行は、暴力団等の利益になると認められるとき、とありますのを、

改正案では、恐れがあるとき、といたしまして、暴力団等の利益になることが予測される

場合に入場拒否や退場をさせることができるというふうにしたものであります。 

第８条では、前条によります利用の制限を受けることが予測される場合には、使用の許

可をしないことを明記したものでございます。 

第11条では、第７条の規定に該当する場合、使用の停止や許可の取り消しを行うことが

できることを規定したものでございます。 

 続きまして、附則第５項でございます、新十津川町ふるさと公園サンウッドパークゴル

フ場の設置及び管理に関する条例の一部改正でございます。 

 第12条第３号は、参照する第15条の号数の変更によるものでございます。 

この条例の第８条というのがございまして、暴力団の利益になる恐れがあるときなどに

は、使用を許可しないことを定めております。それを第15条は、一旦使用を許可した者に

対し、その者が第８条の規定に該当するときは、使用条件を変更したり、許可を取り消す

ことなどができるよう第３号として追加したものでございます。 

附則第６項につきましては、新十津川町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例

の一部改正でございます。 
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同条例も、サンウッドパークゴルフ場の条例と同様の内容で改正するものでございます。 

附則第７項につきましては、新十津川町生産物直売・食材供給交流促進施設の設置及び

管理に関する条例の一部改正でございます。 

同条例第７条第３号は、附則第４項で説明をいたしました、新十津川物産館の設置及び

管理に関する条例と同様に、認められるときから、おそれがあるときに変更しまして、施

設の利用が暴力団の利益になると予測される場合に、入場拒否や退場させることができる

というふうに改めるものでございます。 

第９条は、使用の不許可用件をより具体的に４項目としたものでございます。 

第10条は、カッコ書きによりまして使用者を定義したというものでございます。 

第15条第１項第３号は現行で第９条を参照しておりましたが、第９条の改正によりまし

て、第７条を参照するということになったため改めるものでございます。 

附則第８項、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、そして、

附則第９項、新十津川町体験交流施設の設置及び管理に関する条例並びに附則第10項、新

十津川町ふるさと公園の設置及び管理に関する条例の、それぞれにつきましても附則第７

項の新十津川町生産物直売・食材供給交流促進施設の設置及び管理に関する条例の一部改

正と同様の改正を行なってございます。 

附則第11項でございますが、新十津川町営牧場の設置及び管理に関する条例の一部改正

であります。使用の不許可について定めております同条例第５条に第４号として暴力団等

の利益になる恐れがある時の使用の不許可について加えてございます。 

以上、新十津川町暴力団排除条例に係る制定内容及び附則による関係条例の一部改正に

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、議決たまわりますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第50号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。 

                                       

◎議案第51号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８、議案第51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 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第51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。 

提案理由でございます。スポーツ振興法の全部改正に伴い、体育指導委員の名称の改正

を行うため、この条例の一部改正について議決を求めるものでございます。 
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 内容の説明を申し上げます。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

条例の一部を次のように改正するということで、新旧対照表がお手元にいっているかと思

います。別表第１の体育指導員の文中、体育指導員をスポーツ推進委員に改めるというこ

とでございます。これは、今ほど提案理由で申し上げましたように、法改正に伴っての名

称の改正でございますので、体育指導委員をスポーツ推進委員に改めるということでござ

います。 

 附則といたしまして、この条例は、交付の日から施行するということでございます。 

 よろしくご審議の上、議決たまわりたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第51号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。 

                                       

◎議案第52号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第９、議案第52号、新十津川町立学校の体育館の開放に関

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 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第52号、新十津川町立学校の

体育館の開放に関する条例の一部改正について。 

新十津川町立学校の体育館の開放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。 

１枚めくっていただきまして、裏面でございます。 

提案理由でございます。新たに設置する新十津川中学校武道場施設を町民の利用に供し

て、武道発展に寄与するため、この条例の一部改正について議決を求めるものでございま

す。 

なお、内容の説明につきましては、教育次長より申し上げますので、よろしくご審議の

上、議決たまわりたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

教育次長。 

〔教育次長 加藤健次君登壇〕 

○教育次長（加藤健次君） それではただ今上程いただきました議案第52号、新十津川町

立学校の体育館の開放に関する条例の一部改正についての内容説明を申し上げます。お手

元の新旧対照表も併せてご覧いただきたいと思います。 

 本条例の一部改正の内容については、新たに学校体育施設として中学校武道場が12月20

日に完成いたしますので、学校開放事業活動として、町民が武道活動の場として広く利用

していただくことを目的とするものでございます。 
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 また、現行の条例の第１条のスポーツ振興法がスポーツ基本法と改正となり、スポーツ

基本法については、昭和36年に制定されたスポーツ振興法が全部改正されまして、改正趣

旨については、スポーツに関し基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務、並び

にスポーツ団体の努力などを明らかにするとともに、スポーツに関する施策の基本となる

事項を定めたものが、スポーツ基本法であります。 

 次に、別表第５条の使用料の改正案については、現行の１人１回区分を小学校及び中学

校体育館を、１人当たり及び武道場を新たに追加し、１施設区分で尚武館の現行は、現在

６時間区分でしたが、改正案は３時間区分の施設の面で使用していただくもので、使用料

を600円とするものでございます。 

 次に、附則といたしまして、この条例案の学校開放事業については、平成25年１月１日

から施行するものであります。 

 次に、第１条のスポーツ振興法が、スポーツ基本法については、施行は交付の日からと

いたします。 

次項の現尚武館の廃止条例及び第３項の公の施設の使用料減免条例は、平成25年４月１

日から施行するものでございます。 

 以上、関係条例の附則等の内容を申し上げまして、内容説明とさせていただきますので、

よろしくご審議たまわりますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第52号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。 

                                       

◎議案第53号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第10、議案第53号、平成24年度新十津川町一般会計補正予算

（第６号）を議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今上程をいただきました議案第53号、平成24年度新十津川町

一般会計補正予算、第６号でございます。 

平成24年度新十津川町一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,282万２千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ53億9,993万２千円とする。 

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

予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。 

地方債の補正。 

第２条、地方債の追加及び変更は、第２表、地方債補正による。 

なお、内容の説明につきましては、副町長より申し上げますので、よろしくご審議の上、
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議決たまわりたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

副町長。 

〔副町長 佐川 純君登壇〕 

○副町長（佐川 純君） それでは上程いただきました議案第53号、平成24年度新十津川

町一般会計補正予算、第６号となります。内容の説明を申し上げます。 

７ページ、８ページをお開き願います。歳入歳出予算補正事項別明細書。総括、歳入。

補正のある款のみ申し上げます。 

15款、国庫支出金。補正額1,392万３千円、計３億1,247万４千円。 

16款、道支出金。補正額635万８千円、計３億6,374万６千円。 

19款、繰入金。補正額974万１千円、計１億9,593万４千円。 

22款、町債。補正額280万円、計５億3,110万円。 

歳入合計、補正額3,282万２千円。計53億9,993万２千円。 

続きまして、歳出であります。 

２款、総務費。補正額25万円、計３億6,683万円。財源内訳、一般財源25万円。 

３款、民生費。補正額2,121万４千円、計６億5,138万２千円。財源内訳、国道支出金

1,590万８千円、一般財源530万６千円。 

４款、衛生費。補正額15万円、計５億792万５千円。財源内訳、一般財源15万円。 

６款、農林水産業費。補正額140万１千円、計３億4,140万６千円。財源内訳、特定財源

で国道支出金45万３千円、一般財源94万８千円。 

８款、土木費。補正額453万９千円、計５億4,140万８千円。財源内訳、一般財源453万９

千円。 

11款、災害復旧費。補正額500万円、計1,100万円。財源内訳、国道支出金392万円、地方

債280万円、一般財源減額の172万円。 

13款、職員費。補正額26万８千円、計８億6,955万円。財源内訳、般財源26万８千円。 

歳出合計、補正額3,282万２千円、計53億9,993万２千円。財源内訳、国道支出金2,028万

１千円、地方債280万円、一般財源974万１千円。 

次に、地方債の補正を申し上げます。６ページに戻っていただきます。 

第２表、地方債補正。まず、追加であります。 

起債の目的、現年度発生公共土木施設災害復旧事業債。限度額170万円。起債の方法、普

通貸借又は証券発行。利率、５％以内。償還の方法、政府資金については、その融資条件

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

り措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。 

次に変更であります。 

起債の目的、現年度発生単独災害復旧事業債。補正前の限度額200万円。補正後の限度額

310万円。起債の方法、利率、償還の方法については、変更ありません。事業の内容につい
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ては、歳出で説明をいたします。 

次に、17ページ、18ページをお開き願います。歳出の内容を申し上げます。 

２款１項１目一般管理費。補正額25万円、計3,010万５千円。財源内訳、一般財源25万円。

内容を申し上げます。17番、母県母村等自治交流事業25万円。これは、来年２月に中学校

の武道場がオープンしますけれど、２月に武道場のオープニングセレモニーを予定してお

りますけれど、その記念事業に剣道大会でありますけれど、来町いたします十津川村剣道

クラブ会員及び十津川村関係者約35名という予定をしておりますけれど、その費用を補正

するものでございます。 

 続きまして、19ページ、20ページであります。 

３款１項３目障害者福祉費。補正額2,121万４千円、計２億4,986万６千円。財源内訳、

国道支出金1,590万８千円。まず国の支出金では、障害者介護給付費等負担金1,000万３千

円。道支出金では、障害者介護給付等負担金500万１千円。同じく道支出金で、障害者自立

支援対策推進費補助金90万４千円。一般財源は530万６千円であります。内容を申し上げま

す。１番、障害者自立支援事業2,121万４千円。これは、障害者自立支援法に基づく障害福

祉サービス費を補正するものでありますけれど、主に療養介護サービスに係る費用が当初

見込みより増加したことによるものでございます。 

続きまして、21、22ページ。 

４款２項２目し尿処理費。補正額15万円、計3,705万５千円。財源内訳、一般財源15万円

であります。内容を申し上げます。３番、石狩川流域下水道協議会負担金。これは、し尿

共同処理分で15万円。現在のし尿処理を平成27年度より石狩川流域下水道施設で処理をす

ることから、この必要施設の建設に向けて負担をいたすものでございます。 

続きまして、23、24ページ。 

６款１項２目農業振興費。補正額90万７千円、計１億7,593万３千円。財源内訳、国道支

出金45万３千円。これは、道支出金であります、環境保全型農業直接支払い交付金45万３

千円、一般財源45万４千円であります。内容を申し上げます。４番、環境保全型農業直接

支援対策交付金90万７千円。これは、環境保全型農業直接支援交付金の申請者及び取り組

み面積が確定したことに伴います補助金の増額補正でございます。 

６款２項１目林業振興費。補正額49万４千円、計4,475万５千円。財源内訳、一般財源で

49万４千円であります。内容を申し上げます。１番、有害鳥獣駆除対策事業49万４千円。

これは、蝦夷シカ捕獲頭数を当初20頭と見込んでおりましたが、現在それを越える状況と

なっておりますので、頭数を40頭とし、増加分の処理手数料を補正するものでございます。 

 続きまして、25、26ページとなります。 

８款２項１目道路維持費。補正額453万９千円、計１億6,477万５千円。財源内訳、一般

財源453万９千円。内容を申し上げます。４番、道路維持車両管理事業453万９千円。これ

は、昨シーズンの大雪によりまして、除雪関係車両に損傷が多数あり、修繕料が年度当初

見込みより増大することから、不足見込み額を補正するものでございます。 

続きまして、27、28ページとなります。 
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11款１項１目単独災害復旧費。補正額はありません。補正額の財源内訳であります、特

定財源、地方債で110万円、これは、現年度発生単独災害復旧事業債で110万円であります。

一般財源は減額で110万円。内容を申し上げます。財源更正でありますけれど、９月の大雨

による単独災害復旧工事、これは４カ所ありまして合計が315万円となっております。これ

は、予算不足を予備費充用により対応いたしたものであり、今回、歳出予算としての補正

計上はありませんが、歳入予算の充用額相当分の地方債の歳入予算を補正するものでござ

います。 

同じく２目現年度災害復旧費。補正額500万円、計700万円。財源内訳、国道支出金392万

円、国支出金では現年度発生災害復旧事業国庫負担金392万円、地方債170万円、これは現

年度発生公共土木施設災害復旧事業債170万円であります、一般財源は減額の62万円であり

ます。内容を申し上げます。１番、公共土木施設現年度災害復旧事業500万円であります。

これは、９月９、10日の大雨により被災しました志寸川の災害復旧工事費が確定したこと

から、工事着手に向けて補正を行なうものであります。それから、当初予算内で執行いた

しました設計費も、地方債発行対象となることから、今回、財源調整を併せて行なうもの

でございます。 

続きまして、29、30ページ。 

13款１項１目職員費。補正額26万８千円、計８億6,955万円。財源内訳、一般財源26万８

千円。内容を申し上げます。１番、職員人件費26万８千円。これは、昨年の東日本大震災

によって発生した、公務災害補償費の給付が多額であったため、本年度に限り職員数に応

じて特別負担をするものでございます。 

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

ます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第53号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。 

                                       

◎議案第54号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第11、議案第54号、財産の無償貸付けについてを議題といた

します。 

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今上程いただきました議案第54号、財産の無償貸付けについ

て。 

提案理由と内容の説明を申し上げます。 

町は、次のとおり財産を無償で貸し付ける。 

１、貸付けをする財産。（１）土地。所在、新十津川町字中央309番地１。種目及び数量、 

宅地、838.30㎡でございます。（２）建物。所在、新十津川町字中央309番地１。種目及び
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数量、診療所、219.92㎡。構造、ブロック造一部２階建て。 

２、貸付けの目的でございます。財産の有効活用を図るため。 

３、貸付けの相手方、新十津川町字中央309番地１。関 茂様でございます、パンダ歯科

の医師でございます。 

４、貸付けの期間、平成25年４月１日から平成35年３月31日まで。 

提案理由でございます。地方自治法第96条第１項第６号の規定により、議決を求めるも

のでございます。 

よろしくご審議の上、議決たまわりたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第54号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。 

                                       

◎議案第55号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第12、議案第55号、中・北空知廃棄物処理広域連合規約の変

更についてを議題といたします。 

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） 上程いただきました議案第55号、中・北空知廃棄物処理広域連合

規約の変更について、提案理由と内容の説明を申し上げます。 

中・北空知廃棄物処理広域連合規約を次のとおり変更する。 

中・北空知廃棄物処理広域連合規約の一部を改正する規約。 

中・北空知廃棄物処理広域連合規約の一部を次のように改正する。 

第６条中、歌志内市字本町1027番地１を、歌志内市字東光30番地17に改める。歌志内市

字本町については、現在の事務所でございまして、歌志内市字東光については、新しく施

設が出来るところでございます。ここに事務所を移転するということでございまして、こ

の規約につきましては、平成25年４月１日から施行するということでございまして、来年

４月１日から歌志内市字東光30番地17で、事務所が開設されるということになるわけでご

ざいます。 

提案理由でございます、一般廃棄物焼却処理施設が平成25年３月31日に完成することに

伴い、事務所を移転する必要があるため、中・北空知廃棄物処理広域連合規約を変更する

ことについて関係市町と協議をしたいので、地方自治法第291条の11の規定により、議決を

求めるものでございます。 

 以上で、提案理由及び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

決たまわ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55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56号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第13、議案第56号、土地改良事業の計画の変更についてを議

題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） 上程いただきました議案第56号、土地改良事業の計画の変更につ

いて。 

土地改良事業の計画を別紙のとおり変更する。 

提案理由でございます。土地改良法第96条の３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、計画の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、

議決たまわりたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

建設課長。 

〔建設課長 三谷和弘君登壇〕 

○建設課長（三谷和弘君） ただ今上程いただきました議案第56号、土地改良事業の計画

の変更について、内容のご説明を申し上げます。 

 土地改良（徳富地区維持管理）事業は、徳富川頭首工の適正な維持管理を目的に、平成

19年度から町が主体となりまして、国30％、北海道30％、地元40％の負担によりまして実

施しているところでございます。 

今回の変更は、徳富川頭首工が徳富川広域河川改修事業によって移築されたことに伴い

まして、平成19年度に定めた維持管理計画書に記載されている内容に変更が生じたため、

これを変更したいとするものでございます。 

 それでは、主な変更の内容につきまして、別紙の変更後の土地改良事業計画概要書に基

づきまして、変更となる事項をご説明申し上げたいと思います。また、別図を添付してご

ざいますので、この別図には頭首工の位置、それから、受益区域が示されておりますので、

併せてご参照いただきたいと思います。 

それでは、ご説明申し上げます。 

まず、第１項でございますが、当該変更の内容について記載しておりまして、頭首工の

位置を現在の位置よりも60ｍ上流に移築するというものでございます。 

第２項には変更の理由について、徳富川広域河川改修事業によって移築される旨を記載

してございます。 

次に、第４項の地域の所在・地籍及び現況では（２）でございますが、オの地域の地籍

及び農家戸数について、この表でございますけれども、この表の中の受益戸数が現状に合

わせて320戸から265戸に変更してございます。 
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次のページになります。 

第５項でございますが、第５項の維持管理の要領につきましては（２）のエの欄でござ

いますが、躯体の表がございます、この表のうち躯体の型式につきまして、フィックスコ

ンクリート固定堰堤から、フローティング可動堰堤に、それから、堰高を2.4ｍから1.5ｍ

に、堰長の可動部を13ｍでございましたが40ｍに変更となってございます。また、土砂吐

でございますが、土砂吐の形式とゲートにつきまして、従来、鋼製ローラゲート２門でご

ざいましたが、可動堰フローティング形式１門に、それぞれ変更になってございます。ま

た、更に、その上部の洪水吐でございますけれども、これにつきましては、新たに可動堰

フローティング形式のゲートを１門も新設しております。 

最後に第７項でございますが、費用の概算について、従来、年間62万７千円でございま

したが、270万円に変更しております。これは施設及び機器の更新によるものでございます。 

主な変更につきましては、以上のとおりでございますが、移築されました頭首工につき

ましては、平成25年４月１日から供用が開始される予定となってございます。 

以上をもちまして、議案第56号、土地改良事業の計画の変更についての説明とさせてい

ただきます。よろしくご審議いただき、議決たまわりますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第56号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。 

                                       

◎議案第57号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第14、議案第57号、新十津川町過疎地域自立促進市町村計画

の変更についてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただいま上程いただきました議案第57号、新十津川町過疎地域自

立促進市町村計画の変更について。 

新十津川町過疎地域自立促進市町村計画を別紙のとおり変更する。 

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７項において準用する同

条第１項の規定により、議決を求めるものでございます。 

計画の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

決たまわりたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

総務課長。 

〔総務課長 藤澤敦司君登壇〕 

○総務課長（藤澤敦司君） ただ今上程いただきました議案第57号、新十津川町過疎地域

自立促進市町村計画の変更について、内容の説明を申し上げます。 
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 議案の次ページにあります別紙で、市町村計画の変更前と変更後を対比して整理してご

ざいますので、こちらをご覧いただきたいと存じます。 

 現在の新十津川町過疎地域自立促進市町村計画は、平成22年４月から平成27年度までの

計画として、議決いただいているところでございます。 

 今回は、その現計画に事業名の追加が生じましたので、過疎地域自立促進特別措置法に

基づいて、議会の議決を求めるものでございます。 

 なお、変更に係ります北海道との協議につきましては、11月22日に了しておりますので

ご報告申し上げます。 

 内容ですが、区分２、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進で、（５）の

電気通信施設等情報化のための施設、防災行政用無線施設として、北海道総合ネットワー

ク改修事業を追加するものでございます。同時に次ページになりますが、区分３、生活環

境の整備の（６）過疎ソフト事業に、地域防災計画策定事業を追加するものでございます。 

 いずれも、本計画に搭載することによりまして、財政的に有利な過疎債を充当すること

が出来ることとなりますので、ご理解をいただきますようお願いを申し上げます。 

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

上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第57号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。 

                                       

◎散会の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

なお、13日は議案審査のため休会となっております。14日は、午前10時より開会いたし

ますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、本日の本会議はこれにて散会いたします。 

どうもご苦労さまでした。 

（午後３時54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、笹木正文君。６番、平沢豊勝君。両君を指名いたします。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２に入る前に、これから提案されます議案第50号から議

案第57号の案件につきましては、12月12日の定例本会議において、提案理由並びに内容の

説明を終わっております。よって、ただちに質疑に入りまのでよろしくお願いいたします。 

                                       

◎議案第50号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２、議案第50号、新十津川町暴力団排除条例の制定につ

いてを議題といたします。 

質疑はございませんか。 

６番、平沢豊勝君。 

○６番（平沢豊勝君） 総務民生常任委員会でも内容について若干説明をいただいており

ますけれども、条例を詳しく見させていただきました。その中で、町民の責務について書

かれておりますし、町民の情報を提供するという項目もございます。そういった中で、他

のまちにおいては、情報提供した市民が被害になっている状況が見受けられますし、暴力

団側からしてみれば、お礼参り等々についての町民の被害も心配されます。警察に即、通

報しても、事件性がなければなかなか警察が動かないというような現状にあります。 

そういった中で、この条例の中で９条でありますけれども、町民に必要な支援を行うと

いうことがございますけれども、どこに、どのような支援をしていただけるのか。そして、

その情報を提供したときに、町民がどういうふうに守られるのかということは、少し明記

されていないような気がします。この９条の中で方策を講じられるのかなと。こんなふう

に思っております。 

そういった部分の、町民の保護される部分、情報を提供した後の保護された部分につい
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て、これからそれぞれ細かく整理されていくのかなと、こういうふうな思いがありますけ

れども、これから進める段階においては、そういうものが是非とも必要でないかなと、私

なりに考えますので、その辺のお考えがあればお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

住民課長。 

○住民課長（小林 透君） それではただ今のご質問にお答え申し上げます。第９条では

町民等に対する支援ということで、第１項及び第２項で定めております。第２項で、その

安全の確保を図るということで、ただ今具体性に欠けるのではないかというご指摘でござ

いました。 

まず、第１といたしましては、この条例を制定いたしました後に、施行するまでの間に

警察の方と協定を結ぶ予定でございます。その中で、町民の保護及び安全の確保に関して

も、一緒に連携をとりながら進めていくというような条文を入れてまいりたいと思います。

やはり暴力団の行為に関しては、警察権力というのがもっとも効果的な支援の方法だ考え

ております。それを第１に進めて参りたいと考えております。 

その他、町としてもできるものについて、今後、施行に向けて、具体的に担当としても

検討をして、必要であればその対応について具体化をし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。 

はい、６番、平沢豊勝君。 

○６番（平沢豊勝君） この条例が道全体で執行されるようになります。そういった中で、

私なりに考えますと、暴力団そのものが完全に無くなるというこは、まず、期待できない

だろうと。尚一層、巧妙な活動がされるのではないかと心配するんですよね。それで、情

報提供する町民側の安全を守るということを、警察側とよく相談しながら条文にしていた

だければというふうに思っておりますので、そのこともよろしくお願い申し上げたいと思

います。 

○議長（長谷川秀樹君） 他に質疑ございませんか。 

 ９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 私のは簡単で、本町に暴力団、暴力団員等というようなニュアン

スの人がいるのか、いないのか。そこら辺どうでしょう。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

住民課長。 

○住民課長（小林 透君） それではお答え申し上げます。正確にちょっと警察の方には、

まだ情報として、我々から要請をして確認はしておりません。いる、いないというところ、

現段階ではお答え申し上げられないのですが、先ほど言いました協定を結んだ後には、そ

れらの情報も確認してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 他に質疑ございませんか。 

 はい、２番、西内陽美君。 
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○２番（西内陽美君） 第11条に関してなのですが、青少年に対する指導のための措置と

ございます。ここの11条の中に中学校というのが入ったのは、この条文は大変素晴らしい

のではないかというふうに評価をいたしております。あまり中学校と入っているものはあ

りませんし、道の雛形といいますか、上の方の条例にはありませんので、大変これは新十

津川が子供を大事にしているということの現れであると思って評価をいたしますが、必要

な措置を講ずるものとするとありますけれども、具体的にどのような指導といいますか、

措置が行なわれるのか、お聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

住民課長。 

○住民課長（小林 透君） それではご答弁を申し上げます。青少年に対する具体的な指

導の措置ということでございますが、まず、この条例の制定と、それから先ほど申し上げ

ました警察署との協定の締結ということで、具体的に情報提供を受けることが可能になる

ということでございます。その中で、従来より非行に対す啓発活動を行なってきていただ

いております新十津川町青少年健全育成町民会議、そして、教育委員会など教育の関係機

関、それから団体等とそういった情報共有をまず進めてまいりたいということで、その部

分の強化を図っていき、青少年への指導に活かしていただくということを考えてございま

す。 

その他、様々な媒体による警察等も図っていくということでございます。 

もう一つ具体的に、ただ今中学校の方といろいろ調整をしているところなのですが、授

業の中でも、非行だとか暴力団に対する指導等を、滝川警察署の方と協力しながら直接的

に中学生の方に教えていければというふうに考えているところでございます。以上でござ

います。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

他に質疑はございませんか。 

 はい、７番、長名實君。 

○７番（長名 實君） 先ほどから警察との提携により情報をいただくということなので

すが、このいただいた情報は、どこまで公表されるのでしょうか。我々町民みんなに公表

されるのか、特定の人だけにその内容を公表されるのかを伺います。 

もう一つ、附則の中に出てくるのですが、施設のことでちょっとお伺いしますが、新十

津川町生産物直売・食材供給交流促進施設とあるのですが、これは、どこを指して言って

いるのでしょうか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

住民課長。 

○住民課長（小林 透君） それではご答弁いたします。警察から得た情報に関しては、

それを使うことに関係する関係団体等への情報提供は可能と考えております。ただし、広

く一般町民に対して、それを周知するというようなことは難しいというふうに考えており

ます。あくまでも情報は、それに関する暴力団の行為に関する排除のための取り組みの一
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環として活用するという、その範疇の中での活用をというふうになると考えます。 

もう一点ですが、施設に関してはサンヒルズ・サライでございます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 はい、長名實君。 

○７番（長名 實君） 先ほどの情報提供の件なのですが、となると先ほど平沢議員が話

したこととちょっと合わないような気がするのですが、町民などが自主的にそういう情報

というか、手を上げるということは、どの人がどうだかわからないので、誰でも彼でも言

ってしまったら、これまた大変なことになるので、その辺はどうなのでしょうか。 

○議長（長谷川秀樹君） 住民課長。 

○住民課長（小林 透君） 先ほどの説明の中では、例えば、町民が情報を警察の方に提

供しただとか、そういった情報を出したという時に、お礼参り等でその提供した個人が攻

撃されるというものに対して、どういうふうに保護していくかということでございました

ので、その部分については、先ほど申し上げたとおり対応してまいりたいということでご

ざいます。 

ただ今の部分については、警察の方から情報をもらった場合に、その情報をどの範疇ま

でというようなご質問だというふうに受け取りましたので、その部分については、排除に

関する取り組みをする範疇の団体等と、それは個人も当然入ること思います。それに関係

するものであれば、個人も入るというふうに考えますが、そのような情報の流れというふ

うに考えております。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 他に質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行ないます。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから、議案第50号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第50号、新十津川町暴力団排除条例の制定については、原案のとおり

可決されました。 

                                       

◎議案第51号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３、議案第51号、新十津川町非常勤特別職職員の報酬及
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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。 

７番、長名實君。 

○７番（長名實君） 今までの体育指導委員をスポーツ推進委員に改めるということなの

ですが、これ何か訳あってこういう改正をしなければならないということなのですか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

教育次長。 

○教育次長（加藤健次君） ただ今のご質問にお答えいたします。これは、スポーツ振興

法がスポーツ基本法に改正ということで、それに基づきまして、名称が変更になったとい

うことでございます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行ないます。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、議案第51号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第51号、新十津川町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52号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第４、議案第52号、新十津川町立学校の体育館の開放に関

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。 

２番、青田良一君。 

○２番（青田良一君） 何点かお尋ねをさせていただきます。まず、新しい武道館が出来

たことは、私は、学校教育の指導要領が変わった時点で、このような措置をとった町長並

びに教育長に敬意を表したいと思います。その中身について、若干整理をさせていただき

たいなと思いますけれども、今回の武道場は、社会教育施設ではなくて、学校教育施設と

いう観点での捉えだということは説明がありました。これに間違いがないと思います。 
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私は、それはそれでいろいろそうしなければならない理由というのがあったのだろうと

思いますけれども、尚武館という名前を、是非、武道館に引き継いでいただくような工夫

をしていただきたいなというふうに思っております。多分、尚武館の設置条例が廃止され

て解体されるのだろうと思うのですけれども、これまでの歴史的な背景を考えても、剣道

をやる場所という形の中で、尚武館というのは一つの固有名詞ではなくて、新十津川の剣

道文化の中心的な存在であろうと私は認識しているのです。 

今般のこの建物を造った時に、あくまでも学校施設ですよというような表現で、そのこ

とについては一切触れられていないということなのですけど、この辺についての考え方を

まず一点お聞きしたいなと思います。 

 何点かありますので、続けてよろしいですか。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは一問一答で、一つずつ、はい。 

答弁もとめます。 

教育長。 

○教育長（熊田義信君） ３番議員の今の質問について、私の方からお答えを申し上げた

いと思います。まず、学校施設ということでは間違いございません。そのとおりでありま

す。 

尚武館という名前を継承してはどうかというご質問の趣旨かと思います。正式名称は新

十津川中学校武道場という形になるのは事実であります。ただ、今３番議員が言われたと

おり、新十津川の剣道という部分、学校の剣道授業、更には、町民に対する学校開放の部

分で剣道をうちの町としての伝統を広めていきたいと。それは３番議員さんと同じ趣旨で、

あれは学校施設で建設しますけれども、社会教育の部分、少年団活動の部分、そういった

部分で幅広く利用をしたい施設になってございます。 

そういった意味からも、３番議員のご指摘のとおり、あの建物の愛称という形になりま

すけれども、看板は尚武館という名前を掛けるように、もうすでに尚武会とも話しをし、

更に、十津川村の剣道クラブから、うちの中学校武道場を建てるという話が伝わっていて、

剣道クラブの方から、今までのそういう尚武館の伝統を引き継ぐ中学校武道場が建てられ

るということから、剣道クラブの方で、ケヤキの木を看板にしてもらいたいというふうに

寄贈の話がありました。中学校武道場という看板と、施設を見ると三角入り口の所に、ち

ょうど大きく看板が表示できる所があって、その看板を母村のケヤキの木が掲げられると

いう形になってございます。 

十津川村から引き継いだこの120年余の新十津川の歴史の中で、文武両道の精神が教育の

中に伝わっているということは、今まで執行方針等でも強く言っているところであります。

その精神を、更に中学校武道場に引き継ぎたいということから、そのケヤキの木の看板を

寄贈していただき、母村の村長に尚武館という字を揮ごうしていただいて、そこが掲載さ

れているということになってございます。今はまだ養生をしている段階でありますので、

見られる段階になってございませんけれども、１月の中旬以降にその養生した看板が外さ

れる予定です。尚武館と十津川の更谷村長が心を込めて揮ごうをしていただいた尚武館の
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看板が、町民各位に見られる状態になっておりますので、そのことを私の方からお知らせ

をし、精神もしっかり繫げていきたいということでありますので、よろしくお願いしたい

なというふうに思います。以上、質問の回答とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

はい、それでは次、青田良一君。 

○２番（青田良一君） はい、お願いします。尚武館の名前が残って継承されるというこ

とは、私もうれしく思います。 

続いて質問させていただきますけれども、新しい施設が学校施設という観点で、これか

ら運営されていくことについては理解しました。 

そこで、使用料の部分についてちょっとお伺いしますが、学校施設という部分で考えて

いきますと、私は極めて低料金で学校施設を開放していたということだと思います。それ

より以前は、スポーツ施設等が無い時代は、むしろ無料で開放してスポーツ振興等に寄与

していたのではないかなと思いますけれども、この条例改正を見ますと、あくまでも現在

の尚武館の料金設定にそのまま当てはめようという考え方だというふうに思うのですけれ

ども、今、教育長がおっしゃったように、学校施設ですけれども、その実態は社会教育施

設として活用していた尚武館と同じ利用料金を取るという、そこら辺に至ったその考え方、

これについてちょっとお聞かせいただけないかなと思います。 

それと、旧尚武館と比べますと、夜間の料金が高くなっているのですけれども、多分750

円だったのではないかなという記憶しますが、床面積も確かに大きくなっていると思うの

で、小中学生以外の人が利用するということになると、ほとんどが夜間や休日が多いと思

うのですが、その時に、従来のような形での使用ができなくなるということについての不

利益といいますか、そういった部分について、尚武会の方々と利用する客対となる方々と、

事前にそういった協議がなされてご理解を得ているのかどうか。私は剣道はできませんか

ら、利用することは無いと思います。本当に一部の限られた方々が、この新十津川の伝統

文化である剣道を守って伝えてきたんだと思うのですけれども、そこのところが現行より

も改正されていくという観点が、私にはちょっと理解できないのですけど、ちょっと説明

をお願いしたいなというふうに思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

教育次長。 

○教育次長（加藤健次君） ただ今の料金の改定のご質問ですけれども、現在、尚武館に

ついては、約454㎡でございまして、面が221㎡ということで、今新しく出来るのが435とい

うことで、約倍の面があります。ということで、積算については倍の金額で設定をしてお

ります。 

今まで９時から６時間ピッチであったものを、３時間ピッチということで、これも約倍

の金額ということで設定をしております。 

時間外の方なのですけれども、１時間当たり500円、これについては３時間以上使わない

だろうということで、１時間で500円の予定をしております。 
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経緯ですけれども、いずれにしても、学校施設でありながら学校開放事業ということで、

主に、尚武会員が練習の場となるということを想定しております。 

それから、事前に協議をしているのかということなのですけれども、ある程度、尚武会

さんとの事前協議は終了しております。それの基で設定をしております。以上でございま

す。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

はい、青田良一君。 

○２番（青田良一君） この武道場は、説明の段階で剣道に適した施設ということで、金

額も２億円を超えることになっていますが、これに関することなのですけれども、私は、

この施設を活用して、いかに町外者にも利用してもらうかというふうな発想も持つべきだ

ろうと思うのですけれども、この基になる条例の中には減免規定というのがありますけれ

ども、例えば、大学等の合宿をここでやって、それで泊まるのはサライだということで、

そういうような条件が整った時に、減免の対象として取り扱っていく考え方が、あるのか

どうかということと。 

 教育委員会としても、これだけ予算を使って建てた施設について、やはり剣道文化を振

興するような利活用について、大いにこれから計画を進めて行くべきだと思うのですけれ

ども、その点について、若干、条例の改正の趣旨から離れますけれども、お考えについて

お聞かせいただきたいなと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁もとめます。 

教育次長。 

○教育次長（加藤健次君） ただ今減免規定ということで、現行では合宿等々については、

減免の対象にはなってはおりません。ここにも書いておりますけど、２の方の２号の中で、

主たるものについての使用ということで、これについても、ある程度主体となる構成の中

で判断していくということになります。新たに議員さんの言われる合宿等々の、要するに、

呼び込みですけれども、それについてまだ減免規定の中には入っておりません。以上でご

ざいます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

ほかに質疑ございませんか。 

９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 私は今まで、無償で尚武館を使っていたのかなというふうに思っ

ていたのですよ。それで、今回、３時間毎ですけれども、３時間で600円という料金で、中

学生以下は無料なのですけれども、大人の人はそれなりに利用料金をもらいますというこ

とですよね。そうすると、今まで使っていた人方に影響が出ないのかなと思うのです。今

までただで使っていたのが、今度600円も払っていくようになるのかなというふうに思うの

がまず一点と。 

 それから、子供たちに剣道を指導している人いますが、そういう人達はどういう扱いを

するのか、その人達も個人で使うわけではないから無料なのか。 
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それから、利用料金をもらうことによって、町では健康を推進するとか剣道の人を増や

すとかというのが目的になっているわけですが、利用料金を払うことによって利用者が減

るのではないかなと私は危惧するのですけれども。三点についてどうでしょうか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁もとめます。 

教育次長。 

○教育次長（加藤健次君） ただ今大人というか、これについては、利用料金はかかって

おります。基本的に。ですから、尚武会ですけれども使うものは使った料金を払うと。管

理は管理でうちの方で払うというような形になっておりますので、それについては変わり

ございません。 

 その料金というか、３時間区分、６時間区分ということで、倍の値段になってますけれ

ども、その中で利用者に対してどうなんだということなんですけれども、それについては、

特段利用方法については問題無いというか、ええ。そういうことで、進めてはいますけれ

ども。それについて利用が減るとかということは想定してません。 

 いずれにしても、尚武会さんの主たる練習場になりますので、これについては、先ほど

もお話しましたけれども、ある程度、事前協議の中で執り進めていますので、はい。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52号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第52号、新十津川町立学校の体育館の開放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53号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第５、議案第53号、平成24年度新十津川町一般会計補正予

算（第６号）を議題といたします。 

質疑はございませんか。 
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９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 私も長いこと議員やっていて、こんな質問したら笑われるかもし

れないのですけれども、10年前にこういう契約をしていたということは、よく覚えており

ませんでしたので、議運の時にもちょっと質問したのですけどね。10年前に町営の歯科診

療所・・・。 

○議長（長谷川秀樹君） ９番、一般会計の補正予算です。 

○９番（樋坂里子君） ごめんなさい。勘違いしてました。 

18ページ、母県母村との自治交流費25万円なのですけれど、最初の予算で130万円ありま

すよね。それに今回25万円の補正をしているのですけれども、来年２月に武道場のオープ

ンの時に剣道の試合してセレモニーをするということですが、十津川村から35名くらいの

人をお呼びするという話だったのですけれども、全員が招待ということで130万円にプラス

した155万円を、全額を招待する人方のために使うというふうに思っていいのか。 

その前に、自治交流事業だから、もう他に使っていて、剣道に来るために、ただ25万円

だけを使うのか。そこら辺ちょっと理解できないので、その点をまず一点と。 

 それから、30ページの職員人件費。去年の公務災害が多かったので、お金が足りなかっ

たから今年、補正するという話だったと思うのですけれども、公務員の災害というのはど

ういうようなのがあったのか。その点についてお聞きしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

総務課長。 

○総務課長（藤澤敦司君） それでは私の方から二点とも総務課の関係でございますので、

お答えいたしたいと思います。はじめの母県母村等自治交流事業でございますが、当初予

算の際にご説明申し上げますとおり、例年は、開町記念式にお越しいただく、若しくは、

こちらから水害慰霊祭に出向いて行くといった行事を中心に、その他何件かの母村との交

流の中でこの経費を使わせていただいております。 

今年もそういう形であったのですが、これから十津川の消防団の方々が来られるという

予定が今のところ入ってございますし、規定の予算では、少し不足するということで、副

町長が説明申し上げました、２月の武道場の落成の際に来られる剣道連盟のご一行様、皆

様も含めて総体的な予算で不足する分を補正させていただいたという内容でございます。 

 二点目の公務災害の関係でございますが、これも、説明の際に副町長申し上げましたが、

東日本大震災で全国の公務員が不慮の災害等でお亡くなりになった方と、けがされた方、

相当数いらっしゃいます。この関係で全国的な組織なものですから、それぞれの加盟して

いる公務員が今年に限り負担率を上げさせていただいて、それらの補償といいますか、そ

ういったものに使ったという内容でございます。 

○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。 

はい、２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） お願いします。24ページです。農林水産業費の中の環境保全型農
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業直接支援対策交付金というのがございますが、確かこれは、今年の予算の時に10ａ当た

り８千円の経費がかかって、半分を町が負担をするというような説明があったというふう

に思いますが、この205万３千円で何件に交付金が支払われて、１件当たりどのくらいなっ

ているのかということをお聞きしたいと思います。と言いますのは、10ａで８千円と聞い

たものですから、単純に面積にすると小さいわけなのですね。それで、先日、両常任委員

会でいただいた資料の中には、大豆の作付け面積がそれ以上にあったものですから、農業

を営んでいらっしゃる方で、あまりこのカバークロップですか、に取り組んでるところが

あるのか無いのかというとこをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

産業振興課長。 

○産業振興課長（高松 浩君） ただ今のご質問ですけれども、この事業の対象になって

ございますのが15件の件数でございます。この事業につきましては、今おっしゃられたと

おり、カバークロップということで、大豆を収穫した後にライ麦、これは秋にライ麦を植

えまして、そして春先、緑肥になったものをすき込んでということで実施する事業でござ

います。その大豆につきましては、通常の栽培の中で農薬及び化学肥料を半分に減らすと、

要は、環境にやさしい作付けをするということを前提とした農法でございます。作付面積

は管内約150haございますけれども、その中で特に化学肥料、農薬を減らして、秋にライ麦

等の緑肥を栽培した農家が対象となりますので、そういった形で面積が少なくなってござ

います。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） お願いします。今の質問に関連してなのですけれども、23年度の

決算で184万円くらいありました。今年のこの予算が114万円とかなり少なくなっておりま

すが、こういう有機農業とか農薬を少なくするという農業は進めていただきたいと思うの

ですけれども、こういった交付金の支払われ方をお聞きしたいのですけれども、農業をさ

れている方がこういうことをしたいので、助成金をお願いしますというふうに申請をして

から出てくるのか、それとも23年度から始まった国の事業ですから、向こうから予算付け

されて割り当てが来るものなのか、その順序をお聞きしたいのですけれども。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。 

産業振興課長。 

○産業振興課長（高松 浩君） この事業につきましては、今おっしゃられたとおり23年

度から実施されております。事業の実施に当たりまして、生産者の方に事業の説明をいた

しまして希望を取りまとめております。この希望の取りまとめに対しまして、希望面積ど

おり実施しております。ただ、先ほど言ったとおり、環境にやさしい農業ということで、

推進はしておりますけれども、取り組みとしては、すぐ全部の方が実施するというわけに

はいきませんので、徐々にというか、希望者に対しまして実施しているところでございま
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す。国からの割り当てとか、そういったことはございませんので、希望者に対しまして実

施してございます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほか質疑ございませんか。 

 ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 20ページの障害者自立支援事業の内容について、お聞きしたいな

と思いますけども、佐川副町長の説明では、福祉サービス費としての入浴介助者の入浴介

護分の不足というような説明があったように記憶しておりますけれども、法律が変わった

のもあるのだと思うのですけれども、もう少し具体的に改正点と、この予算がどういうふ

うに絡むのかについてお聞きしたいし、その対象者等の部分につきましても、どのくらい

の増があったのか、そういう点についてお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

保健福祉課長。 

○保健福祉課長（竹原誠二君） それでは３番議員さんのご質問にお答えを申し上げます。

この事業につきましては、障害福祉サービス費の内の療養介護給付費でございまして、本

年度４月から北海道から市町村に移管されました療養介護、旭川療育園ですとか、小樽の

大倉山学院等の重度心身障害者の施設入所者の介護費や医療費の分でございます。以上よ

ろしくお願いします。対象者は８名でございます。 

○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。 

これより討論を行ないます。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、議案第53号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第53号、平成24年度新十津川町一般会計補正予算、第６号は、原案の

とおり可決されました。 

                                       

◎議案第54号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第６、議案第54号、財産の無償貸付け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。 

９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 先ほどはすみません。 

無償貸与ということで、貸し出すわけですけれども、貸すことによる固定資産税はどう

いうふうになってるのかという点と。 

それと、無償貸付ではなくて、無償譲渡した方が良かったのかなというふうに思うので

すけれども。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

総務課長。 

○総務課長（藤澤敦司君） 先ほど10年前のお話をされておりましたが、10年前にこの場

で議決いただいて、10年間、関さんに貸付していた物件でございます。今回、その期限が

切れましたので、再度10年間無償でということで今回上程させていただいたところでござ

います。 

ご質疑の内容ですが、固定資産税につきましては、町有施設でございますから、もちろ

ん課税されることはございません。 

無償譲渡の件ですが、この10年前の時に、多分、説明したのではないかと思われますが、

無償譲渡になりますと、いろいろ国税等の絡みがございます。発生するということでござ

いますので、当時、関先生が27年間町立診療所を経営していただいた、そのいろんな労苦

があったり、今までの診療所としての医師として町に貢献していただいたという意味から、

無償貸付という形で10年間契約をさせていただいたということで議決いただいたものでご

ざいます。今回はそれを継承していくという考え方で、上程させていただきましたので、

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 他に質疑ございませんか。 

 ７番、長名實君。 

○７番（長名 實君） 貸付けの内容なのですが、あの施設が出来て相当年数経っている

のですが、これから先また10年ということになると、その修繕だとか、そういう面が生じ

た場合、すべて向こう持ちなのか、大きな部分については町の方でという話になるのか、

その辺をお伺いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 総務課長。 

○総務課長（藤澤敦司君） ご指摘のとおり、この建築物、昭和51年の築でございまして、

36年経過してございます。従いまして、ブロック造りなのですが、45年という一応耐用年

数というふうになっております。その中で、老朽化はしておりますが、10年前も契約の時

にお話しておりますが、修繕については使用者の方で、すべてどのような形であっても責

任をもって直していただくという形にしてございます。この後の10年間についても同じよ

うな考え方をもっております。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

他に質疑ございませんか。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行ないます。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、議案第54号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第54号、財産の無償貸付けについては、原案のとおり可決されました。 

                                       

◎議案第55号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第７、議案第55号、中・北空知廃棄物処理広域連合規約の

変更についてを議題といたします。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行ないます。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、議案第55号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第55号、中・北空知廃棄物処理広域連合規約の変更については、原案

のとおり可決されました。 

                                       

◎議案第56号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８、議案第56号、土地改良事業の計画の変更についてを

議題といたします。 

質疑はございませんか。 
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６番、平沢豊勝君。 

○６番（平沢豊勝君） 説明の７番目で、費用の概算のことなのですけれども、非常に新

しくなって年間の金額が高くなったのかなということ。農林水産省との管理受託ですから、

すべて経費としては来るのかなと、こんな考えしてますけれども、その辺と、それから、

高くなった理由が、原因が分れば教えていただければと思ってます。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

建設課長。 

○建設課長（三谷和弘君） ただ今のご質問にお答えいたします。まず、費用が高騰した

内容でございますけれども、今回、移築された施設につきましては、機械設備、それから

電気を使用する設備等の更新がされまして、規模が大きくなっております。その関係で、

まず電気料が増えております。また、先日のご説明の中でも、ゲートの数が増えたのと、

ゲートの規模が大きくなっておりますので、そのゲート自体の定期点検、維持管理費用、

これが増額となっているというのが、まず一つの理由でございます。 

 それと、維持管理のこの費用に対しての国からの補助でございますが、この施設は、基

幹水利事業で、その制度に則って維持管理をしてございますが、実際に係る費用、これの

60％が国からの補助を受けて、残り40％が地元負担ということでございます。以上でござ

います。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

他に質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行ないます。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、議案第56号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第56号、土地改良事業の計画の変更については、原案のとおり可決さ

れました。 

                                       

◎議案第57号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第９、議案第57号、新十津川町過疎地域自立促進市町村計

画の変更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。 

これから討論を行ないます。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、議案第57号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第57号、新十津川町過疎地域自立促進市町村計画の変更については、

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10、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、皆さまのお手元にお配りしてございますが、それぞれの常任委員

会及び議会運営委員会から、地方自治法第109条第９項並びに第109条の２の規定、並びに

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す。 

                                       

◎閉会中特別委員会継続審査申し出について 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第11、閉会中特別委員会継続審査申し出についてを議題と

いたします。 

本件につきましても、皆さんのお手元にお配りしてございますが、特別委員会より、地

方自治法第110条第４項並びに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。 
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◎閉会の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） 以上をもちまして、今期定例会に付議された議件は、すべて議

了いたしました。 

したがいまして、平成24年第４回新十津川町議会定例会を閉会いたします。 

 どうもご苦労さまでした。 

（午前10時55分） 
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