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平成25年第１回新十津川町議会定例会 

 

                           平成25年３月５日（火曜日） 

                                                午前10時開会 

 

◎議事日程（第１号） 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 会期の決定 

 第３ 諸般の報告 

    １）事務報告 

     ２）閉会中の委員会所管事務調査結果報告 

    ３）例月現金出納検査結果報告 

４）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 請願第１号 ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する請願 

第７ 発議第１号 新十津川町議会委員会条例の一部改正について（内容説明まで） 

第８ 発議第２号 新十津川町議会会議規則の一部改正について（内容説明まで） 

第９ 議案第２号  平成24年度新十津川町一般会計補正予算（第８号）（内容説明まで） 

 第10 議案第３号 平成24年度新十津川町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

（内容説明まで） 

 第11 議案第４号 平成24年度新十津川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

（内容説明まで） 

 第12 議案第５号 平成24年度新十津川町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

（内容説明まで） 

 

 

 

◎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（なし） 
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◎地方自治法第121条により出席した者の職氏名 

  町       長  植 田   満 君 

  副 町 長  佐 川   純 君 

  教 育 長  熊 田 義 信 君 

  総 務 課 長  藤 澤 敤 司 君 

  住 民 課 長  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 

  教 育 委 員 会 主 幹  野 崎 勇 治 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 

  事 務 局 長  高 宮 正 人 君 
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     ◎町民憲章朗誦 

○議長（長谷川秀樹君） 皆さんおはようございます。 

 開会に先立ち、町民憲章を朗誦いたします。皆さんご起立ください。 

 私が町民憲章と申し上げますので、引き続き朗誦してください。 

 町民憲章。 

〔町民憲章朗誦〕 

○議長（長谷川秀樹君） ご着席ください。 

   

     ◎開会の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） ただいまから平成25年第１回新十津川町議会定例会を開会いた

します。 

（午前10時00分） 

   

     ◎議会運営委員会の報告 

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

の申し合わせ事項がございますので、報告を求めます。 

 青田議会運営委員長。 

〔議会運営委員長 青田良一君登壇〕 

○議会運営委員長（青田良一君） 

〔説明の記載省略〕 

○議長（長谷川秀樹君） 議会運営委員長の報告が終わりました。 

   

     ◎開議の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） ただいま出席している議員は、11名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより、本日の会議を開きます。 

   

     ◎議事日程の報告 

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

順を追って進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

   

     ◎会議録署名議員の指名 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

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

 ９番、樋坂里子君。10番、西永勝治君。両君を指名いたします。 

   

     ◎会期の決定 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 
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 今定例会の会期は、ただいまの議会運営委員長報告のとおり、本日から３月15日までの

11日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日から３月15日までの11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番の閉会中の委員会所管事務調査結果報告、３番の例月現金出納検

査結果報告につきましては、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の報告を申し上げます。 

 ２月20日開催の平成25年石狩川流域下水道組合議会第１回定例会の報告をいたします。  

議案の内容は、報告１件、議案３件でございまして、報告の例月現金出納検査報告につ

きましては、宮崎監査委員から報告があり報告済みといたしました。 

議案第１号の平成24年度石狩川流域下水道組合一般会計補正予算（第１号）につきまし

ては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ685万６千円を増額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ４億1,556万９千円といたしたいもので、歳入は、平成23年度決算額が

確定したことによる繰入金の減額及び繰越金の増額によるもの、歳出は、給与等の精査及

び水処理施設の維持管理に係る光熱水費の減額、基金積立金の増額が主な内容でございま

して、原案どおり可決いたしました。 

議案第２号の平成25年度石狩川流域下水道組合の一般会計予算につきましては、歳入歳

出予算の総額を５億9,787万３千円としたいとするもので、前年度予算対比１億8,916万円

の増額となっておりますが、ＭＩＣＳ事業処理施設建設に係る経費を主な増額の内容とな

っており、原案どおり可決いたしました。 

議案第３号の職員定数条例の一部を改正する条例につきましては、常時勤務をする職員

の定数を組合長の事務部局の職員を６人から10人へ、監査委員の事務局の職員１人を書記

長、書記、その他の職員として４人に変更したいとするもので、原案どおり可決しました。 

以上で、平成25年石狩川流域下水道組合議会第１回定例会の報告といたします。 

 次に、２月21日開催の平成25年第１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。内容は議案３件、報告１件でありました。 

議案第１号の平成25年度中・北空知廃棄物処理広域連合一般会計予算につきましては、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億2,870万６千円としたいとするもので、前年度

と比較し約22億1,000万円の減額がでありますが、これは建設中でありました焼却施設建設

工事が完了し、４月１日より供用開始、稼働とすることから建設費がなくなり、主なもの

は、焼却施設運営管理費が増えたもので、原案どおり可決いたしました。ちなみに、本町

負担金は、搬入ごみ量953トンでの計算により1,710万２千円であります。また、現地視察

を常任委員会でもいたしましたけれども、発電施設がございまして、発電量の６割を売電

し、売電収入を2,100万円と見込んでいるところでございます。 
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議案第２号、平成24年度中・北空知廃棄物処理広域連合一般会計補正予算（第１号）に

つきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ600万５千円を減額し、歳入歳出

それぞれ26億3,220万８千円としたいとするもので、循環型社会形成推進交付金、前年度繰

越金等が確定したことから補正するものであり、原案どおり可決いたしました。 

議案第３号、中・北空知廃棄物処理広域連合一般廃棄物の処理に関する条例につきまし

ては、中・北空知廃棄物処理広域連合が一般廃棄物焼却処理施設を設置し行う一般廃棄物

の処理に関し、必要な事項を定めるとする制定であり、原案どおり可決いたしました。 

報告第１号の例月現金出納検査報告につきましては、書面による報告で報告済みといた

しました。 

以上で、中・北空知廃棄物処理広域連合定例会の報告といたします。 

なお、先に申し上げました石狩川流域下水道組合議会並びに中・北空知廃棄物処理広域

連合議会につきましては、議案書その他資料を事務局に届けておりますので、お目通しい

ただければと思います。以上で報告を終わります。 

 引き続き、西空知広域水道企業団議会の報告を山田秀明君よりお願いいたします。 

〔４番 山田秀明君登壇〕 

○４番（山田秀明君） 皆さんおはようございます。議長の指示がございましたので、平

成25年第１回西空知広域水道企業団議会定例会の報告を申し上げます。 

開催日は平成25年２月28日木曜日でございます。出席者は議員６名、監査委員１名、企

業長、副企業長、事務局及び各町の担当課長でございます。会議は日程表に基づき開催さ

れております。日程第１は、会議録署名議員の指名で青田議員と浦臼の中川議員が指名さ

れております。日程第２は、会期の決定で１日限りとしております。日程第３は、諸般の

報告で、監査委員より例月現金出納検査について、議長に報告のあったものの写しを配布

され報告としております。日程第４は、企業長行政報告で業務量に関する件、建設工事の

実施状況、給水装置工事の実施状況、経営に関すること、トップダムの建設工事に関する

件の５件について報告がありました。日程第５は、議決案件で３件と協議事項１件でござ

いました。 

議案第１号では、平成24年度西空知広域水道企業団事業会計補正予算（第２号）につい

て、収益的収入を減額297万９千円補正し、３億6,153万２千円に、収益的支出を減額427万

１千円補正し、３億4,976万２千円としております。内容は、収入では水道料金収入等の減

額補正、支出では、修繕費、工事等の入札減による減額補正によるものでございました。

この結果、平成14年からの累積欠損金も本年度で解消される見込みでございます。資本的

収支では、収入は補正がなく、１億6,035万６千円、支出は減額382万７千円補正し、３億

5,269万６千円となり、補てん財源は、過年度分損益勘定留保資金１億8,830万６千円及び

消費税資本的収支調整額403万４千円でございます。原案のとおり議決しております。 

議案第２号では、水道事業条例の一部改正について、水道法等の改正に基づき、水道敷

設工事、監督者及び水道技術管理者の資格基準等の条項を加えたものでございます。 

議案第３号では、平成25年度西空知広域水道事業会計予算について、収益的収支の収入

では、３億4,597万８千円とし、内訳は、水道料金で２億8,869万２千円。他会計繰入金4,066

万６千円など、支出では、３億4,131万円とし、内訳は、人件費5,780万２千円。動力費1,318
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万円、修繕工事3,702万１千円、減価償却費１億3,360万４千円、支払利息4,783万２千円、

消費税納税額640万６千円等でございます。この結果、純利益を38万２千円見込んでおりま

す。資本的収支では、収入7,091万７千円とし、内訳は、企業債220万円、国庫補助金685万

円。構成町、これは３町でございます、雤竜、新十津川、浦臼でございます、からの補助

金6,186万７千円とし、支出は２億5,366万５千円とし、第４次拡張事業費2,346万９千円、

排水管整備事業費8,076万７千円、浄水機取替費等1,112万５千円、企業債元金償還額１億

3,830万４千円としており、補てん財源は過年度分損益勘定留保資金１億7,911万８千円及

び消費税資本的収支調整額362万円でございます。原案のとおり議決しております。 

最後に、企業団創設当時に敷設しております、継手が糊付けのビニール管の更新計画に

ついて説明がなされております。水道管361㎞のうち46㎞が対象のビニール管で、新十津川

町内には28㎞残っております。工事費のみで６億8,100万円必要とし、経営状況説明からも

15年程度かかる見込みであると、第２次排水管整備事業計画が提示され、平成26年から実

施で了承しております。 

以上で、平成25年第１回西空知広域水道企業団議会定例会の報告を終わります。詳細に

つきましては、議案書とともに事務局に置いてありますので、お目通しをお願いいたしま

す。 

○議長（長谷川秀樹君） 西空知広域水道企業団議会の報告を終わります。 

 引き続き、中空知広域市町村圏組合議会の報告を西永勝治君よりお願いいたします。 

〔10番 西永勝治君登壇〕 

○10番（西永勝治君） ご指示がございましたので、去る２月21日召集されました中空知

広域市町村圏組合議会第１回定例会の説明をいたします。 

まず、前田理事長よりの行政報告の後、議案６件が上程されました。 

議案第１号、中空知広域市町村圏組合職員定数条例の一部を改正する条例でございます。

職員定数の考え方について、これまでは常勤の正職員のみを定数条例に入れておりました

が、常勤勤務をする一般職員に属する職員に併任発令している職員を含むとの解釈から、

他の一部組合と合わされて今回改正したいというものでございまして、現行の職員数に変

更が生じるものではございません。25年の４月１日から施行となっております。 

続きまして、議案第２号、中空知広域市町村圏組合交通災害共済条例の一部を改正する

条例でございます。新しい外国人在留管理制度が平成24年７月９日よりスタートしたこと

による、外国人登録制度が廃止され、住民基本台帳法の適用となることから、共済会の資

格を改める改正でございまして、これは公布の日から施行するということになっておりま

す。 

続いて議案第３号、平成25年度中空知広域市町村圏組合一般会計予算でございます。歳

入歳出の総額をそれぞれ2,013万１千円とするものであり、前年対比1.21パーセントの増と

なっております。歳出の主なものは、一般管理費で1,900万１千円であり、本町の事務負担

金は111万５千円となり、前年と同額でございます。歳入の主なものは、負担金の1,322万

９千円でございます。 

次に、議案第４号、平成25年度中空知広域市町村圏組合交通災害共済特別会計予算でご

ざいます。歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,603万１千円とするものであり、前年対比6.33
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パーセントの増となっております。歳出の主なものは共済見舞金で882万５千円で、前年比

２パーセントの減額でございます。歳入では、対比929万６千円となっておりまして、会員

数２万3,240人を予定しております。 

 議案第５号、平成25年度中空知広域市町村圏組合交通遺児奨学事業特別会計予算でござ

います。歳入歳出予算の総額をそれぞれ62万５千円とするものであり、前年対比4.7パーセ

ントの増額となっております。歳出の主なものは奨学費で28万８千円で、歳入では、基金

の繰入れ35万５千円が主なものとなっております。 

 議案第６号、平成25年度中空知広域市町村圏組合ふるさと市町村圏基金特別会計予算で

ございます。歳入歳出の予算総額をそれぞれ1,802万１千円とするものでありまして、前年

対比6.19パーセントのマイナスとなっております。歳出の主な事業費は751万５千円でござ

いまして、主たる事業は、産業観光振興事業、教育文化振興事業、コミュニティー推進事

業、広域連携事業等でございます。他会計への繰出金は200万円、予備費は868万６千円で

ございます。歳入の主たるものは、利子配当800万円でございます。これは債権を持ってお

りまして、それに対する２パーセント、４億に対する２パーセントでございます。なお、

10億円のうちの６億円のユーロ債に係る利子は見込めないということでございます。繰越

金が1,020万円でございます。いずれの議案も原案どおり可決決定されました。以上で報告

を終わります。 

○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青田良一君よりお願いいたします。 

〔３番 青田良一君登壇〕 

○３番（青田良一君） それでは３月１日に召集されました、滝川地区広域消防事務組合

議会の内容について、搔い摘んでご説明をさせていただきたいと思います。 

 内容は、報告事項が１件、議案が４件でございました。報告事項については、例月現金

出納検査報告ということで、報告済みといたしたところでございます。 

議案第１号につきましては、平成24年度滝川地区広域消防事務組合一般会計補正予算（第

２号）ということでの内容でございました。これにつきましては、歳入歳出それぞれ271万

５千円を減額して、10億561万４千円とするといった内容でございます。この減額の内容に

つきましては、この年に消防車を購入いたしましたので、それの購入額が決定した結果、

不用額が生じたということで、その不用額の減額が主な内容でございます。 

続きまして、議案第２号でございますけれども、議会の議員その他非常勤の職員の公務

災害補償等に関する条例の一部を改正する条例ということで提案をされました。これにつ

きましては、国の法律を受けまして、所要の文言等の整理を行ったといった内容でござい

ます。 

議案第３号でございますけれども、平成25年度滝川地区広域消防事務組合一般会計予算

が上程されたところでございます。歳入歳出それぞれ10億4,589万６千円としたところでご

ざいます。前年比0.6パーセントの増ということでございます。詳細は省略させていただき

ますが、新十津川消防団費として、第２分団のストーブの購入ということで29万３千円が

予算化されております。それから、新十津川消防施設費といたしまして、備品購入で3,025

万５千円、これが計上されてございます。これにつきましては、本町第２分団の消防車を
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新しくするための経費ということでございます。 

それからもう１点につきましては、監査委員の同意人事が提案されまして、これまでの

監査委員さんが任期満了になるということで、宮崎英彰氏、58歳を監査委員にしたいとい

うことでの同意人事が提案されまして、全会一致で了承したところでございます。 

以上、開催された内容につきまして、搔い摘んで説明をさせていただきました。 

なお、関係資料につきましては、所定のファイルに収めておきますので、ご覧になって

いただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 滝川地区広域消防事務組合議会の報告を終わります。 

 引き続き、中空知衛生施設組合議会の報告を笹木正文君よりお願いいたします。 

〔５番 笹木正文君登壇〕 

○５番（笹木正文君） それでは、去る２月の20日に行われました中空知衛生施設組合議

会第１回定例会の報告をいたします。 

 会議の初めに前田組合長の行政報告ということで、業務の執行状況の概要及び中・北空

知のエネクリーンの現状についての説明と報告がございました。次に、報告事項といたし

まして、例月現金出納検査報告につきましては、配布された書面によりまして報告済みと

いたしました。 

 議案は１号から３号までありまして、議案第１号に関しましては、中空知衛生施設組合

の職員定数条例の一部を改正する条例でありまして、これは適正な職員定数に改正するた

めの条例改正を行うという内容であります。 

議案第２号に関しまして、平成24年度一般会計の補正予算でありまして、これは焼却ご

みの搬出先がエコバレー歌志内から中・北空知エネクリーンに変わったことによりまして、

ごみ処理施設費の中の維持管理費が6,600万円減額補正されまして、歳入歳出総額で10億

4,554万円となったということであります。 

次に、議案第３号といたしまして、平成25年度の一般会計予算であります。これは歳入

歳出７億8,065万１千円ということで、前年対比３億3,088万９千円の減となっております。

減額分に関しましては、ごみ処理施設の維持管理費が減尐したというのが主なものであり

ます。これら３つの議案は、すべて原案どおり可決をされました。 

 なお、25年度の予算の中で住民に身近な影響が及ぶ可能性があるという点では、火葬場

の排気筒の耐火物積替工事というのを行いまして、これが約６週間程度かかるようでござ

います。現在４基ある燃焼炉のうち２基ずつを交代で休止するということになりまして、

その際、２基だけの稼働になった場合には不足が生じるということがあるということであ

ります。そういう場合、砂川と深川と芦別の火葬場にお願いをして、調整をするというこ

となので、新十津川の葬儀等におきましても、場合によっては、滝川以外の火葬場を使用

する可能性があるということであります。 

以上の点を付け加えまして、中空知衛生施設組合第１回定例会の報告といたします。詳

細については、事務局の方に資料を届けておきますのでお目通しください。以上でありま

す。 

○議長（長谷川秀樹君） 中空知衛生施設組合議会の報告を終わります。 

 引き続き、空知教育センター組合議会の報告を西内陽美君よりお願いいたします。 
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〔２番 西内陽美君登壇〕 

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

月21日に開催されました平成25年空知教育センター組合議会第１回定例会の報告をいたし

ます。 

 日程第４、前田組合長、小田教育長より行政報告がございました。その中で24年度空知

教育センター研修講座の受講実績が示されましたのでご報告いたします。研修講座が30講

座、合計定員360名に対し503名が受講し、受講率は140パーセントとなっております。ちな

みに23年度は370名定員に対し433名の受講で、受講率は117パーセントでございますので、

比較しますと23パーセントの上昇となっております。管内小中学校数124校の教職員数は、

校長、教頭は248名、教諭1,570名、養護教諭140名、事務職員134名、栄養教諭27名の合計

2,119名でございますので、それに対し503名の受講は23.7パーセントの参加率であったと

の報告でございました。 

 日程第６、平成25年度空知教育センター運営計画でございます。第４次３か年計画の最

終年度となります25年度の運営計画の中から、重点項目をいくつかご報告いたします。 

講座数は30講座から33講座に増やし、定員を360名から470名にいたします。講座の内容

では、一つに小中の枠を外し９か年の教育課程を見通した講座内容とするため、従来、小

中学校別の講座としていた教科の講座を、小中学校の教員が共に受講する講座に変更いた

します。 

二点目、空知管内の一般住民や教員を目指す学生に８講座を開放いたします。 

三点目、いじめ、不登校、自殺等、児童一人ひとりの心のあり方について研究する研究

課題、豊かな心を育む道徳の時間のあり方についての研究をスタートいたします。 

四点目、通常学級における支援を要する子供の教育的ニーズを把握し、適切な指導及び

特別支援方法の工夫を研修する講座を開設いたします。 

亓点目に、国際社会の進展に伴い、学校における国際理解教育の重要性が求められてい

ることから、一般住民も参加可能とする国際理解教育講座を特別講座として新設したしま

す。以上が重点項目でございます。 

 続きまして、議案第１号、空知教育センター組合一般会計予算でございます。以前にも

ご報告いたしましたが、空知教育センター組合所有の旧建物を解体せずに、土地の所有者

である滝川市へ無償譲渡し、発生する解体費用３千万円を６年間で分割して滝川市へ返済

するため、年間500万円を相殺した数字になっております。一般会計歳入歳出本年度予算額

それぞれ987万３千円。前年度比701万２千円の減でございます。本町の負担金額は17万円

で、前年度比１万４千円の減でございます。 

 議案第２号、研修事業特別会計予算でございます。本年度予算額516万６千円。前年度比

25万７千円の増でございます。本町の負担金額は17万円で、前年度比２万１千円の増でご

ざいます。 

 議案第３号、研究事業特別会計予算でございます。本年度予算額435万２千円。前年度比

31万７千円の増でございます。本町の負担金額は14万５千円で、前年度比１万１千円の増

でございます。 

 日程第７、議案第４号、空知教育センター組合職員定数条例の一部を改正する条例でご
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ざいます。事業を円滑に執行するため職員の定数を改正するものでございます。組合長の

事務部局の職員を６名、議会の書記長、書記、その他の職員を４名、監査委員の書記長、

書記、その他の職員を４名、教育委員会の指導主事、事務職員、技術職員、その他の職員

を４名とするものでございます。 

なお、詳細につきましては、議案書とともに議会事務局にお届けしておきますので、お

目通しいただきたいと存じます。 

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

○議長（長谷川秀樹君） 空知教育センター組合議会の報告を終わります。 

 引き続き、空知中部広域連合議会の報告を樋坂里子君よりお願いいたします。 

〔９番 樋坂里子君登壇〕 

○９番（樋坂里子君） おはようございます。議長の指示がありましたので、空知中部広

域連合議会の報告をさせていただきます。２月25日午前10時より、奈五江町にあります空

知中部広域連合事務所において、平成25年第１回定例議会が議員１人欠席で開かれました。 

初めに任期２年の議長の変更で、浦臼の阿部議員が議長に、新十津川の長谷川議長が副

議長に任命されました。審議に入り議案は12件あり、１号から４号は平成24年度の補正予

算、５号から８号は平成25年度の会計予算、９号から10号は条例の制定、11号は条例の改

正、12号は広域計画の変更であります。報告は町に関係する部分だけを報告とさせていた

だきます。 

24年度の補正予算では、一般会計で新十津川町への負担金は、15万４千円の返金であり

ます。介護保険では216万４千円の追徴金。それから国民健康保険では1,567万円の返金、

障害支援事業会計は９万円の返金により、総額で1,375万円の返金、これは新十津川町が受

け取るお金となります。 

次に、平成25年度予算では、一般会計予算が4,600万円のうち、新十津川町が897万９千

円の負担、介護保険予算は28億7,700万円のうち、新十津川町は9,933万6,800円の負担、国

保では41億8,100万円のうち、３億2,113万６千円の負担、障害支援事業会計予算830万円の

うち、本町は198万２千円の負担で、総額が平成25年度予算に対して、本町の負担は４億

1,143万3,800円の負担となります。 

条例の制定については、地域の自主性及び自立性を高める改革の推進を図るため、関係

法律の整備に関する法律が、平成24年４月１日施行され、老人福祉法及び介護保険法の改

正がされ、従来、厚生労働省令で定めていた基準等について、法施行日より起算して１年

を超えない期間内において条例で定めることとなったことから、条例を制定するものであ

ります。 

条例の改正は、障害者自立支援法の法律名が変更となったため、関係条例を改正したも

のです。 

また、広域計画の報告や行政執行方針等の資料につきましては、事務局の方に提示して

ありますので、ご自由にご覧ください。議案は一応すべて可決されております。 

以上で、空知中部広域連合議会の報告とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 空知中部広域連合議会の報告を終わります。 

 以上で、一部事務組合議会報告を終わります。 
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 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。 

 11時00分まで休憩といたします。 

（午前10時51分） 

   

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午前11時00分） 

   

     ◎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） 改めましておはようございます。平成24年第４回定例会以降にお

ける行政報告を申し上げます。お手元に配付させていただいてございますので、その中か

ら何点かずつ朗読をもって報告とさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

 まずはじめに総務課の関係から申し上げます。 

母村・母県交流ということで、１月25日及び26日の両日、十津川村消防団栗栖団長一行

５名が来町され、本町消防団の皆さんと交流をされました。本町の消防団の団員数の定数

103名でございますけれども、母村については333名ということになってございます。また、

２月の９日から２月11日までの３日間、更谷十津川村長、中单十津川村議会議長、橋谷十

津川村十津川剣道クラブ会長をはじめとする同クラブのメンバーなど、総勢23名の皆さん

が、新十津川中学校武道場落成式出席のために来町されたところでございます。なお、そ

こに書いてございますように、詳細につきましては、教育長から後ほど、またご報告があ

ろうかと存じます。 

次に、表彰関係でございます。新十津川中学校武道場落成記念として、武道場には正面

看板と座卓を、新十津川中学校には木製の生徒用学習机と椅子80組を寄贈いただきました。

誠に、感謝にたえないところでございます。母村に対しまして、２月10日に執行されまし

た落成式典の席上におきまして、更谷村長に対し感謝状を贈呈をさせていただきました。

更に、２月20日に、ご家族の生前の御礼として多額のご寄附をいただきました、青葉区の

橘昭夫様に新十津川町表彰条例に基づき感謝状を贈呈させていただいたところでございま

す。 

次に、災害対策関係でございます。２月の25日、株式会社共成レンテム滝川営業所と、

災害時において必要となる仮設トイレや移動式暖房機器、発電機などの各種器具の調達に

関して協定を締結をさせていただきました。誠に、ありがたく感謝を申し上げているとこ

ろでございます。また、今年度において執り進めておりました新十津川町地域防災計画の

改訂作業が終了いたしましたので、去る、２月27日に新十津川町地域防災会議を開催し、

その承認をいただいたところでございます。これまでは、北海道への修正手続きについて

は事前協議であったものが、事後の報告ということから、今回の承認をもって改訂となる

ということになります。 

次に、住民課の関係でございますけれども、人口動態でございます。２月末現在の人口
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動態は、人口が7,039人、外国人は、そのうち６名を含んでございます。前年に比べまして

79人の減尐となってございます。世帯数では2,948戸で、前年に比べますと17戸減尐いたし

ております。65歳以上の高齢者をみますと、2,369人と前年対比で21人増加し、高齢化率は

33.7パーセントとなってございます。また、昨年３月から今年２月までの１年間の出生数

は38人で、前年対比で６人の増加となり、死亡者数は82人で、前年対比で１人の増加とい

ったようなことになってございます。 

次に、交通安全及び防犯の関係でございますけれども、交通事故の発生状況は、12月１

日から１月31日までの発生件数が１件、負傷者数が１人となっており、昨年４月23日に発

生した死亡事故から１月31日までは発生がなかったことから、交通事故死ゼロは283日とな

ってございます。 

次に、犯罪の発生状況でございますけれども、11月１日から１月31日までの本町におけ

る発生件数が９件となっております。また、平成24年中の発生件数は68件でございました。

平成23年中の22件と比べまして約３倍も増加をいたしてございます。この要因は、燃料の

高騰等もあるかと思います。５月から10月にかけまして、農村部におけるホームタンクか

らの燃料の窃盗が多発したといったようなことが増加の大きな要因になっているのかなと

いうふうに思っております。 

次に、暴力団等の排除に関する合意でございまして、昨年の第４回町議会定例会で制定

されました、新十津川町暴力団排除条例に基づき、本町が発注する建設工事等及び公共施

設から暴力団等を排除するため、新十津川町と滝川警察署が緊密に連携することについて、

２月の27日、教育長及び警察署長による合意書の締結の調印式が行われたところでござい

ます。 

続きまして、保険、医療の関係でございますけども、保険、医療につきましては、２月

末現在の国民健康保険の加入世帯数が1,093戸、被保険者数は2,050人で、前年同期と比べ

ますと加入世帯数で40戸の減尐、被保険者数で94人の減尐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1,308人でございまして、前年同期と比べまして51人増加

していると。福祉医療では、乳幼児等医療受給者が756人、ひとり親家庭等医療受給者が228

人、重度心身障害者医療受給者が209人というふうになってございます。 

続きまして、保健福祉課関係について申し上げます。 

ふるさと学園大学でございますけれども、ふるさと学園大学は、12月から２月までに２

回開催され、延べ263名が受講いたしました。109名の方が修了され、そのうち50名の方が

全ての講座を受講し、皆勤修了者となりました。３月７日に修了式を行うこととなってご

ざいます。これからも、多くの学生さんが、高齢者の皆さんが参加をしていただけるよう

に、より魅了のあるカリキュラム等に取り組みまして、参加をより拡大をしてまいりたい

というふうに思っております。 

続きまして、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の関係でございますけれども、

児童手当等についてですが、２月末の児童手当受給対象児童数は、726人となってございま

す。児童扶養手当は、83人で前年同期と比べまして６人増えております。その内７人が父

子家庭でありまして、特別児童扶養手当は20人で前年同期比４人の増ということになって

ございます。 
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続きまして、保育園の関係でございますけれども、２月末現在の新十津川保育園の入園

児童数は66名でございます。前年同期と比べまして２人増えてございます。広域入所につ

きましては、本町から滝川市に通っておられる児童が１名おられます。なお、平成25年度

新十津川保育園への入園申し込み児童数は、２月末現在で53人ということになってござい

まして、今後の日程につきましては、記載のとおり３月の23日に卒園式、４月１日に入園

式が行われることとなってございます。 

次に、福祉灯油の関係でございますけれども、福祉灯油助成事業については、129世帯に

対し100リット分の灯油購入券を交付いたしました。本件につきましては、委員会にも報告

をさせていただいておりますけれども、対象戸数が171世帯でございまして、今回交付され

ているのは129世帯ということで、75.4パーセントということになってございます。交付の

内訳といたしましては、高齢者世帯89世帯、障がい者世帯23世帯、ひとり親世帯が15世帯、

高齢者、障がい者の混合世帯が２世帯ということになってございます。 

次に、健康診断の関係でございますけれども、10月から12月まで実施した人間ドック受

診者につきましては、特定健診が125人、若年者健診が３人、後期高齢者健診12人、胃がん

検診101人、肺がん検診159人、大腸がん検診157人、前立腺がん検診14人、骨粗しょう症検

診４人、エキノコックス症検診が30人、乳がん検診29人、子宮がん検診が22人となってご

ざいまして、特定健診の年間受診者数は、524人となりました。より次年度におきましても、

さらに検診者数の拡大に努めてまいりたいというふうに考えております。 

続きまして、感染症の予防の関係でございますけれども、11月から１月までに実施した

乳幼児予防接種は、各医療機関において110人が接種を受けてございます。また、今年のイ

ンフルエンザ予防接種については、高齢者と中学生以下の子ども及び妊婦も対象として実

施し、高齢者1,047人、中学生以下及び妊婦641人が接種を受けてございます。今年度、特

にインフルエンザ等々も発生をいたしておりまして、小中学校においては学級閉鎖、等々

もあったようでありますが、ようやくインフルエンザの方も下火になったという状況にあ

るわけでございます。 

次に、産業振興課の関係でございますけれども、まず最初に農政関係でございます。昨

年12月13日付けで北海道から平成25年産米の生産数量目標について通知がございました。

これを受けまして、２月20日に地域農業再生協議会を開催し、３月４日に平成25年産米の

生産数量配分会議を開催し、各農業者への通知等を行ったところでございます。本町の生

産数量、配分等については以下のとおりでございまして、面積だけちょっと申し上げます

けれども、生産数量目標１万8,799トンでございますけれども、面積換算にいたしますと

3,344ヘクタールということでございます。第１次の作付希望面積が3,631ヘクタールござ

いました。ですから、配分面積との差が287ヘクタールでございますけれども、うち62ヘク

タールにつきましては、地域間調整でもって作付が可能になるということですから、3,344

に62ヘクタールがプラスされることになります。ただ、今後、地域間調整がなされるとい

うことですから、この面積がそう大きな287ヘクタールが全部埋まるということにはなりま

せんですけれども、3,344ヘクタールに62ヘクタールに、さらにプラス何ヘクタールか加算

をされていくということになろうかというふうに思っております。 

続きまして、母村十津川村の商工観光産業支援事業の関係でございます。一昨年の台風
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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、復興を支援するとともに、

町内の商工業の活性化を図るため、十津川村を訪問した町民に対し、ふれあい商品券を交

付する事業は、81名の方が十津川村を訪問いたしてございます。24年度当初予算では、50

名で計上してございましたけれども、今回81名ということですから、31名分については、

今回の補正予算の中で計上させていただいておりますので、どうかよろしくお願いを申し

上げたいというふうに思っております。 

次に、観光振興の関係でございまして、ふるさとまつり実行委員会主催の第22回しんと

つかわ雪まつりが、１月27日、北中央公園を会場に開催をされました。当日は、各議員さ

んもご出席をたまわりまして、本当に好天にも恵まれまして、町内外から約4,500人の来場

者が訪れまして、新十津川の冬の１日を楽しんでおられました。なお、本年度の主な観光

イベントは、雪まつりで終了いたしてございまして、平成24年度の本町の亓つの観光イベ

ントの入込実績は、合計で２万7,300人ということになってございます。 

続きまして、建設課の関係について申し上げます。冬期除排雪の関係でございまして、

３月１日現在における本町の降雪量は、717センチメートルで、昨年同日の764センチメー

トルより47センチメートル尐なく、また、積雪深は98センチメートルで、同様に、昨年同

日は133センチメートルでございましたから、35センチメートル尐なくなってございます。

道内で３月１日から３日にかけまして、特に、オホーツクの方では、暴風雪による痛まし

い事故が発生いたしております。本当に災害というのは、こういったいつ発生するかわか

らないという状況下でございますので、その体制的なものについては、しっかり今後とも

取り組んでいかなければならないというふうにも思っております。 

次に、排雪作業でございますけれども、全体の排雪はこれまで２回実施いたしておりま

して、また、部分排雪としてバス路線や通学路、交差点等の排雪を行っております。交差

点等の排雪を行うことにより、通行の安全確保に努めてございますけれども、今、特に団

地内の道路が非常に狭くなっているということから、今回の補正予算において除排雪事業

費を追加補正をさせていただくべく、提案をさせていただいておりますので、この件につ

いてもよろしくお願いを申し上げたいというふうに思っております。 

次に、工事の発注状況でございます。年度内に予定した47本の工事は全て発注済みであ

りまして、発注済み請負額の総額は５億3,789万6,100円となってございまして、なお、発

注した工事の殆どは完了しているところでございますが、工期が今年度末になっている道

路維持工事と昨年の９月に被災した志寸川災害復旧工事の２本が未完了となってございま

す。これらの工事は、いずれも３月下旪までに完了する予定となってございます。以下、

そこにそれぞれ発注金額、発注本数等々を記載してございますので、お目通しを願いたい

と思います。 

次に、社会資本の長寿命化ということでございます。多くの社会資本は、近い将来にお

ける更新時期を迎えておりまして、今後、これらに対する維持、修繕、架け替え等に多大

な費用が必要となってまいります。このことから、これに備えるために、橋梁については

橋梁長寿命化修繕計画を１月に策定し、住宅政策においては住生活基本計画及び公営住宅

等長寿命化計画を３月末までに策定する予定となってございます。今後は、これらの計画

に基づきまして、施設の長寿命化と適正な更新事業の実施を図ってまいりたいと思ってお
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ります。 

次に、安心すまいる助成事業でございますけれども、省エネ改修が６件あったものの、

耐震診断及び耐震改修の申し込みはございませんでした。なお、この助成制度は、耐震改

修促進計画に基づき平成27年度までとなっておりますので、住宅の耐震性の向上に当たっ

ては、その重要性を訴えつつ、今後とも継続して取り組んでまいりたいというふうに考え

てございます。 

次に、国営開発事業の関係でございますけれども、樺戸地区につきましては、今年度を

もって完了することとなってございます。ダムに関連する事業は、樺戸（二期）地区とい

うことでございまして、トップダムの湛水試験が２月１日から始まっております。平成25

年度中にダムが完成する予定となっております。注水工につきましても、今後、総富地頭

首工の附帯施設、河川横断部分等の一部未接続区間を施工し、平成27年４月からの供用開

始に向けて工事が進められております。 

以上をもちまして、平成24年第４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。 

   

     ◎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） それでは議長のご指示をいただきましたので、第４回町議会定

例会以降の教育行政報告を申し上げます。恐れ入りますが、お手元に行政報告書を配付さ

せていただいておりますので、主なものを申し上げます。 

 最初に教育委員会でございますけれども、12月定例会以降３回の定例教育委員会を開い

ております。一部内容を申し上げます。１月15日に行われました定例会においては、平成

25年度の設置特別支援学級として、今年度まで配置をしております新十津川小学校の難聴

学級と新十津川中学校の情緒障がい学級を廃止し、新たに新十津川中学校に病弱身体虚弱

学級を設置する旨決定をしております。２月18日の定例会では、本議会に上程をておりま

す、児童生徒就学援助条例の一部改正と滝川市教育支援センターを、本町住民が利用する

に供させることと、雤竜町との学校給食に関する事務の受託についての同意、更には、体

育施設の指定管理者の選定をしているところでございます。 

 続きまして、小中学校関係では、３月１日現在の在籍児童生徒数でありますけれども、

12月１日現在と比べ小学校で１名増加し、小中学校合計で555名となってございます。 

 次に、小中学校の平成25年度の学級編制見込でありますけれども、普通学級では小学校

で、本年と同様でございますけれども、中学校につきましては、１年生が今の予定では71

名でございます。通常は40人学級でありますけれども、１年生だけは２学級以上で１学級

当たりの生徒数が35人を超える学級については、基礎的学力の向上を図るため、１学級増

やすことのできる尐人数学級の実践ができ、中学校１年生については３学級となりまして、

全体で７学級という編成になります。特別支援学級につきましては、小学校が前段で説明

申し上げたとおり、難聴学級が減となり、中学校では知的と病弱の学級というふうな形に
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編成をとらさせていただきます。平成25年度当初の児童生徒数につきましては、これから

若干の異動がありますが、現在のところ新１年生は２月５日の１日体験入学のところにも

記載させていただいておりますが、60名を見込んでおります。ここには記載ございません

けども、新年度の小学校全体では352名、中学校全体では200名を見込み、合計で552名とな

り、現在より３名減の児童生徒数になる予定でございます。 

次に、インフルエンザによる学級、学年閉鎖でありますけれども、小学校では、１月22

日から24日まで３日間、３年２組と６年２組が学級閉鎖、そして、４年生が学年閉鎖で、

中学校では、１月20日から２月１日まで、１年生の学年閉鎖ということになってございま

すけれども、滝川保健所管内では、警報レベルということでございますわりには、意外と

罹患者が比較的尐なかったという状況というふうに判断をしております。このことは、日

ごろから保護者や学校内における対応として、インフルエンザの予防接種をはじめ、手洗

いとうがいの励行の予防対策がしっかりでき、子供たちの体調管理を万全に図った効果と

いうふうに考えております。それから、12月18日、中学校では特設道徳事業を行いました。

講師の荒五さんは、日本ハムファイターズで活躍をしておりました、元プロ野球の選手で、

現在は球団職員として地域に根ざした球団づくりに奔走している方でございます。「夢を

叶えるために」と題された講演では、自身がプロ野球選手になるまでの体験談や失敗談を

交えながら、夢を叶えるためには苦しい経験や、辛い経験が必要というふうに熱く語りか

け、生徒は、自分が本気で全力にやれば人生が変わるということや、仲間の大切さなどを

感想文で書かれていた、意義深い講演会となっ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。中学生の高校入試の状況でありますけれ

ども、３年生67名全員が進学を希望をしております。その主な内訳では、滝川高校17名、

滝川西高校26名、滝川工業高等学校９名というふうになってございます。新十津川農業高

校には６名の希望ということで、昨年より１名増えている状況になっております。それぞ

れ生徒の将来の目標に向けた進路希望校となっておりまして、公立高校の入学者選抜の一

般入試が本日から行われておりまして、今まさに、生徒たちは学力検査の真っただ中で、

今まで一生懸命に勉強を重ねた成果を出し切ろうという状況でございます。すでに、推薦

入試などによる生徒については、合格通知が届いている生徒もおりますけれども、特に、

今年は母村から武道場の落成記念として寄贈をたまわった、香高く温もりのある檜の机で

集中力を持って志望校合格を目指し、義務教育の最後の勉学を修めることができましたの

で、必ずや全員が合格し希望満ち溢れた春を迎えるものと信じているところでございます。 

続きまして、特別支援教育につきましてでありますけれども、文部科学省は、障がいの

有無によらず、誰もが地域の学校で学べるインクルーシブ教育を目指しております。その

ようなことから、12月12日、文部科学省の丹羽調査官が来町され、小学校における特別支

援教育の対応状況の実態を把握するため、現地視察に来られているところでございます。 

次に、確かな学び推進会議における学力向上の実践策として、冬休み時におけ補習サポ

ートとしてのやまびこを４回実施いたしました。参加者数は小学生が137名、中学生が37名、

合計174名ということになっております。大勢のボランティアの方々の協力により、個々の

つまずきを解消したり、学ぶ喜びを感じてもらうように、工夫をして実施をしたところで

ございます。これらのことが確かな学力を向上させるための学び直しの機会や、授業以外
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の学習機会として着実に浸透しているものと思います。 

続きまして、中学校武道場関係でありますけれども、先ほど町長からも話ありましたと

おり、２月10日、澄み切った青空の下に、中学校武道場の記念式典並びに記念祝賀会を開

催することができました。母村十津川村からは更谷村長様、中单議長様、十津川剣道クラ

ブ橋谷会長をはじめとする19名の皆様、更には、釣部道議会議員、道内剣道関係者、そし

て、本町に縁のある方々、総勢120名にご来賓をたまわり盛会に開催することができました。

当日は、尚武会会員によります剣道型にはじまり、小中学生の紅白試合、十津川剣道クラ

ブと本町尚武会会員によります、交流試合が武道場のこけら落としとして執り行われ、お

かげさまで、母村との絆がいっそう深まった歴史と記憶に残るスタートを切ることができ

ました。議員各位にも出席をたまわりましたことに、この場を借りて厚くお礼を申し上げ

たいと思います。大変ありがとうございました。また、町民の方々には、２月15日から17

日までの３日間、一般公開日を設定いたしましたところ、述べ40名の方に見学をいただい

たとこでございます。現在、新しい武道場は小中学生、更には、尚武会の会員の方々が檜

の香りを感じながら利用を始めているところでございます。中学校３年生の武道必修科に

係る剣道の最後の授業につきましても、２月27、28日の両日、それぞれのクラスごとで新

しい武道場で行われました。尚武会７段の有段者の協力を得、最後の締めに剣道型を披露

をしていただきました。生徒たちは改めて礼節の重要性を学ぶとともに、思い出に残る剣

道授業で締めくくりをしたところでございます。 

次に、スクールバスが１月11日に納車され、冬期休業後から児童生徒を乗せ運行を開始

しているとこでございます。 

続きまして、新十津川農業高校の関係でございます。去る、３月１日、卒業授与式が厳

粛の中に執行され、33名卒業が卒業をいたしました。その卒業生の進学、進路の状況であ

りますけれども、進学８名、就職25名でございます。その内、就職で22名が決定をされて

おります。率にすると88パーセントになり、近年にない高い就職内定率になってございま

す。しかしながら、まだ、就職が決まっていない生徒３名がおりますので、早く決定する

ことを念願をしているところでございます。 

次に、平成25年度の入学選抜出願状況についてでありますけれども、36名の出願希望と

いう、ほぼ定員に近い状況にあります。このことは、農業高校の今までの活動実績などが

認識、評価されてきているものと思います。しかし、このことに油断することなく、北海

道の基幹産業である農業を支える人材を幅広く育成する農業高校の役割として、定員の確

保維持を継続していけるように、町としても特色ある高校づくりの評価を得るように、必

要な支援を継続していきたいと考えているところでざいます。 

次に、４ページになりますが、給食センターで町民の方を対象にした試食会を、初めて

の試みとして実施をいたしました。１月24日からの全国学校給食週間にあわせ、１月24、

25の２日間、子供たちがどんな給食を食べているのかを体験し、アンケートを書いていた

だいたところであります。参加をされた述べ36名の方からは、限られた予算の中で、メニ

ューと栄養価などが工夫されているとか、衛生管理が徹底しているなどの評価をいただい

たところでございます。 

次に、子供たちが楽しみにしておりますバイキング給食につきましては、２月23日、中
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学校３年生を対象に、小学校６年生は、本日バイキング給食となってございます。中学生

の給食の状況は、新聞にも掲載されており、子供たちの明るく楽しくバイキング給食をし

ている状況などが感じ取られたのではないかなというふうに思います。当日、用意をいた

しました19種類に及ぶ献立メニューやデザートのケーキ等、全てを完食し、卒業間近な３

年生の思い出に残る給食となったというふうに思っております。 

続きまして、社会教育関係では、12月20日に第８回の社会教育委員の会を開催し、今後

５か年にわたる社会教育実施計画案をまとめていただきました。 

次に、12月15日と16日の２日間の日程で、小学校１年生を対象にしたスキー教室を開催

いたしました。22名の児童が参加をしていただいたとこでありまして、指導者にはスキー

連盟の指導員の方々の協力をいただき、スキーの楽しさや滑る技術を学び、修了時にはリ

フトを使い滑られる状況になるなどの上達を見たところでございます。 

次に、冬季スポーツ体験事業でございますけれども、１月８日、元オリンピックアルペ

ン選手で活躍をしておりました、滝下靖之さんを招聘し実施することが叶いました。滝下

さんから滑り方のお手本と技術向上のためのポイントを指導をしていただき、子供たちが

メキメキ上達をした有意義な教室となったところでございます。 

続きまして、子ども会育成者連絡協議会主催によります、第35回全町子ども会かるた大

会が１月14日、町内の子供会員45チーム152名が参加し、大勢の家族や関係者の応援のもと

に本町の冬休み中の一大イベントとして、盛大に開催されたところでございます。その上

位チームが空知大会に出場し、弥生区子ども会のチームが見事準優勝となり、本町からは

９年ぶり２回目となる全道大会へと駒を進めることができました。２月の24日、札幌市で

全道大会が開催されたところでありますが、２回勝ち進み３回目で惜しくも破れましたけ

れども、全道でベスト８という素晴らしい成績を修めたところでございます。 

続きまして、青年協議会の活動でありますけれども、２月９日からから12日までの日程

で４名の会員が、母村訪問研修を行ってきてございます。一昨年の台風12号での大きな災

害を受けた爪痕や、その復旧や復興の状況などを肌で感じるとともに、豊かな自然と歴史

文化を研修する実り多いものとの報告を受けております。母村との絆の深まりと青年団相

互の交流が一層結びついたことは言うまでもなく、本町の青年の活動のあり方についても、

良い刺激になったものと思います。 

次に、平成25年成人式典については、１月13日、該当者60名のうち53名の高い参加の下、

厳かな中で執り行うことができ、その後、新青協主催によります交流会も和やかな中に行

われたところでございます。 

次に、６ページになりますが、新十津川スキー連盟主催によります、第６回そっち岳ス

キー大会が、２月17日、70名の参加のもと盛大に開催されました。 

続きまして、そっち岳スキー場の利用状況についてでありますけれども、２月末現在の

リフト乗車数、述べ人数は22万2,038人、リフト利用料金につきましても921万950円と昨年

同期の数値より率にして7.5パーセント、金額にして63万5,850円多い状況にあります。こ

の921万円という金額は、昨シーズンの決算以上の額になっておりまして、特に、ナイター

の利用が多くなってきているのが増えた要因というふうに考えております。なお、スキー

場の営業につきましては、３月20日までの利用と予定をしてございます。 
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次に、尐年団活動でありますけれども、これもいろいろなスポーツ、文化面で活躍をし

てございます。４つ目の項目のガールズエイトジャパン、アンダー12では、北空知地区の

メンバーとして出場をしておりますが、全体で16名のメンバーのうち９名が本町の子供と、

一番多い割合になってございます。このたび、全国大会の出場件を得、２月10日からの河

口湖大会に出場をいたしました。全国の強豪と試合ができ、最高の経験を積んで帰って来

ましたので、この経験が自信となり、これから益々活躍がされるものと楽しみであること

を報告申し上げたいと思います。 

続きまして、図書館関係の貸出冊数、貸出人数についてございますけれども、先の経済

文教常任委員会においての調査事項でもあったところでありまして、全体の数値は減尐傾

向にありますが、町内の利用者は増加していることを報告させていただきたいと思います。

また、読書ボランティアによります小学校での読み聞かせなど、読書啓発活動を行ってお

りますし、小中学校への配本につきましても、児童生徒の読書活動が円滑に行えるように

学校の図書担当教諭と連携を密にしながら、積極的に配本をしていることを申し上げたい

と思います。 

 以上を申し上げまして、教育行政報告とさせていただきます。 

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

 ここで、午後１時まで休憩いたします。 

（午前11時43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） 

   

      ◎請願第１号の上程、説明、委員会付託 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第６、請願第１号、ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する請願

を議題といたします。 

紹介議員であります後木幸里君より、提案理由並びに内容の説明を求めます。 

８番、後木幸里君。 

〔８番 後木幸里君登壇〕 

○８番（後木幸里君）  

〔説明の記載省略〕 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由並びに内容の説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

本件につきましては、新十津川町議会会議規則第92条第１項の規定によりまして、所管

の経済文教常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、請願第１号、ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する請願は、経済文教常任委員

会に付託することに決定いたしました。 
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     ◎発議第１号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第７、発議第１号、新十津川町議会委員会条例の一部改正

についてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

３番、青田良一君。 

〔議会運営委員長 青田良一君登壇〕 

○議会運営委員長（青田良一君） ただ今上程いただきました、発議第１号、新十津川町

議会委員会条例の一部改正について、内容の説明を申し上げます。 

新十津川町議会委員会条例の一部改正について。上記の議案を別紙のとおり、地方自治

法第112条の規定により提出するということでございます。提出者、賛成者は記載のとおり

でございます。別紙にお目通しをいただきたいと思います。 

提案理由でございますが、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、委員の選任

等に関する規定を追加するため、この条例の一部改正について議決を求めるものでござい

ます。 

内容につきましては、議会事務局長よりご説明申し上げますので、ご協議くださいまし

て議決たまわりますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 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。 

議会事務局長。 

〔議会事務局長 高宮正人君登壇〕 

○議会事務局長（高宮正人君） 発議第１号、新十津川町議会委員会条例の一部改正につ

いて、内容のご説明を申し上げます。お手元の新旧対照表も併せてご参照いただきたいと

思います。 

今回の改正は、地方自治法の改正に伴い、委員の選任等につきましては、条例に委任さ

れたことから第７条に規定を追加するものです。 

第１項は、常任委員会ヘの所属義務について。 

第２項は、常任委員及び議会運営委員を選任する時期について。 

 第３項は、特別委員会の委員の選任及び在任期間についてそれぞれ規定したものであり

ます。 

附則といたしまして、この条例の施行日を公布の日からとするものであります。 

本案件につきましては、過日の両常任委員会におきまして審議をいただきました内容を

整理したものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、発議第１号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。 

 

     ◎発議第２号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８、発議第２号、新十津川町議会会議規則の一部改正に

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。 
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３番、青田良一君。 

〔３番 青田良一君登壇〕 

○３番（青田良一君） それでは上程いただきました発議第２号、新十津川町議会会議規

則の一部改正について、内容の説明を申し上げたいと思います。提出者、賛成者は記載の

とおりでございます。別紙、提案理由の方にお目通しをいただきたいと思います。 

提案理由でございますけれども、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、公聴

人会の開催及び参考人の出頭に関する規定を追加するため、この規則の一部改正について

議決を求めるものでございます。 

内容につきましては、発議１号同様、議会事務局長よりご説明を申し上げますので、よ

ろしくご審議の上、議決いただきますようお願を申し上げます。 

○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。 

議会事務局長。 

〔議会事務局長 高宮正人君登壇〕 

○議会事務局長（高宮正人君） 発議第２号、新十津川町議会会議規則の一部改正につい

て、内容のご説明を申し上げます。お手元の新旧対照表も併せてご参照いただきたいと思

います。 

今回の改正は、地方自治法の改正に伴い、本会議においても委員会同様、公聴会の開催

及び参考人の招致ができるようになったため、規定の追加をするものであります。 

まず、最初に目次を追加するものであります。 

次に第17条及び第73条は、地方自治法の一部改正により条番号が変更になったことによ

り改正するものです。 

第14章から第17章までは、２つの章を追加するため、それぞれ２章ずつ繰り下げ、また、

第117条から第123条までは、７つの条文の追加を行うため、それぞれ７条ずつ繰り下げる

ものです。 

次に第13章の次に第14章として公聴会の章を追加し、条文を加えるものです。 

第117条は、公聴会を開催する際の手続きについての規定、第118条は、意見を述べよう

とする者は、文書により申し出ることとする規定、第119条は、公聴会における公述人の選

定についての規定、第120条は、公述人の発言と言動とその対応についての規定、第121条

は、公聴会の質疑についての規定、第122条は、代理公述と文書提示についての規定となっ

ております。 

次に第15章として参考人の章を追加し、第123条は、参考人の出席を求める手続きと、意

見を求める方法等について規定しており、参考人の発言、質疑等は、第120条から第122条

までの規定を準用することとしております。 

附則として、この規則の施行日を公布の日からとするものであります。 

本案件につきましては、過日の両常任委員会において、審議をいただきました内容を整

理したものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、発議第２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２号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第９、議案第２号、平成24年度新十津川町一般会計補正予

算（第８号）を議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第２号、平成24年度新十津川

町一般会計補正予算（第８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４億9,314万５千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ58億9,583万７千円とする。 

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

予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。 

 繰越明許費。 

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

きる経費は、第２表、繰越明許費による。 

 地方債の補正。 

 第３条、地方債の追加、変更及び廃止は、第３表、地方債補正による。 

 なお内容につきましては、副町長より申し上げますので、よろしくご審議の上、議決た

まわりたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

 引き続き、内容の説明を求めます。 

 副町長。 

〔副町長 佐川 純君登壇〕 

○副町長（佐川 純君） それでは上程いただきました議案第２号、平成24年度新十津川

町一般会計補正予算（第８号）となります。内容の説明をいたします。 

 ９ページ、10ページをお開き願います。歳入歳出予算補正事項別明細書。総括。歳入で

あります。補正のある款のみ申し上げます。 

 １款、町税。補正額6,830万３千円、計５億7,815万８千円。 

 10款、地方特例交付金。補正額43万３千円、計173万３千円。 

 11款、地方交付税。補正額２億7,262万７千円、計32億762万７千円。 

 13款、分担金及び負担金。補正額、減額の1,033万７千円、計4,826万２千円。 

 14款、使用料及び手数料。補正額、減額の70万５千円であります、計１億2,874万１千円。 

 15款、国庫支出金。補正額、1,608万８千円、計３億2,856万２千円。 

 16款、道支出金。補正額2,327万５千円、計３億8,702万１千円。 

 18款、寄附金。補正額119万２千円、計119万４千円。 

 19款、繰入金。補正額、減額の7,903万円、計１億1,966万４千円。 
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 21款、諸収入。補正額、減額の316万８千円、計１億4,296万９千円。 

 22款、町債。補正額２億446万７千円、計７億3,556万７千円。 

 歳入合計。補正額４億9,314万５千円、計58億9,583万７千円であります。 

 次に、歳出を申し上げます。 

 ２款、総務費。補正額３億2,486万５千円、計６億9,169万５千円。財源内訳、国道支出

金1,482万６千円、地方債2,570万円、その他財源、減額の870万７千円、一般財源２億9,304

万６千円。 

 ３款、民生費。補正額、減額587万２千円、計６億4,827万円。財源内訳、国道支出金、

減額88万２千円、地方債300万円、その他、減額642万６千円、一般財源、減額156万４千円。 

 ４款、衛生費。補正額1,032万２千円、計５億1,824万７千円。財源内訳、国道支出金、

減額346万９千円、地方債3,710万円、その他、減額1,789万６千円、一般財源、減額541万

３千円。 

 ６款、農林水産業費。補正額1,983万円、計３億6,123万６千円。財源内訳、国道支出金

1,146万２千円、地方債2,250万円、その他55万円、一般財源、減額1,468万２千円。 

 ７款、商工費。補正額、減額169万円、計１億7,890万３千円。財源内訳、地方債1,810万

円、その他170万円、一般財源、減額2,149万円。 

 ８款、土木費。補正額2,704万７千円、計５億6,845万５千円。財源内訳、国道支出金1,623

万８千円、地方債3,820万円、その他、減額８万円、一般財源、減額2,731万１千円。 

 ９款、消防費。補正額、減額1,236万２千円、計２億1,684万５千円。財源内訳、地方債

650万円、その他、減額10万９千円、一般財源、減額1,875万３千円。 

 10款、教育費。補正額、減額2,184万３千円、計５億9,380万２千円。財源内訳、国道支

出金、減額13万円、地方債340万円、その他、減額280万５千円、一般財源、減額2,230万８

千円。 

 11款、災害復旧費。補正額はありません、計1,100万円であります。財源内訳、国道支出

金95万２千円、地方債20万円、一般財源、減額115万２千円。 

 12款、公債費。補正額１億6,825万５千円、計11億6,815万６千円。財源内訳、一般財源

１億6,825万５千円。 

 13款、職員費。補正額、減額1,540万７千円、計８億5,414万３千円。財源内訳、一般財

源、減額1,540万７千円。 

 歳出合計。補正額４億9,314万５千円、計58億9,583万７千円。財源内訳、国道支出金3,899

万７千円、地方債１億5,470万円、その他、減額3,377万３千円、一般財源３億3,322万１千

円。 

 次に７ページをお開き願います。地方債の補正について申し上げます。 

第３表、地方債補正。まず追加であります。起債の目的、道路側溝整備事業債。限度額

1,350万円。起債の方法、普通貸借又は証券発行。利率、５パーセント以内。償還の方法、

政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合には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。道路側溝整備事業債の内容については、農業体質強化

基盤整備促進事業ということで、これの実施に伴うものでありますけれど、事業内容につ
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いては、歳出の中で申し上げます。 

続きまして、過疎地域自立促進特別事業債。限度額１億3,000万円、起債の方法、利率、

償還の方法については、道路側溝整備事業債と同じであります。これについては、過疎法

でのソフト対策事業であります。全部で28事業に充当してあります。内容については、歳

出の中で財源内訳に記載をしております。 

次に、変更であります。これは事業費確定等による限度額の変更でありますので、限度

額について申し上げます。 

新北部地区経営体育成基盤整備事業債、補正前限度額250万円、補正後限度額1,250万円。 

新单部地区経営体育成基盤整備事業債、補正前限度額400万円、補正後限度額990万円。 

新西部地区経営体育成基盤整備事業債、補正前限度額510万円、補正後限度額920万円。 

中学校武道場建設事業債、補正前限度額２億2,340万円、補正後限度額２億1,600万円。 

スクールバス購入事業債、補正前限度額2,310万円、補正後限度額2,230万円であります。 

続きまして、８ページにお願いをいたします。 

現年度発生公共土木施設災害復旧事業債、補正前限度額170万円、補正後限度額190万円。 

臨時財政対策債、補正前限度額１億7,000万円、補正後限度額２億1,976万７千円であり

ます。 

 次に、廃止であります。 

新十津川地区水利施設整備事業債、補正前限度額80万円、補正後はありません。これは

事業費が縮小したため廃止するものでございます。 

 次に、歳出の内容を申し上げます。41ページからとなってございます。 

 ２款１項１目一般管理費。補正額、減額175万１千円、計2,835万４千円。財源内訳、一

般財源、減額175万１千円。内容を申し上げます。７番、職員健康診断事業、減額24万４千

円。実績見込みによるものでございます。９番、人事・給与事務、減額16万９千円。これ

も実績見込みであります。10番、職員研修事業、減額103万１千円。これは、自治大等研修

実績精査によるものでございます。11番、功労者等表彰事業、減額15万９千円。事業費確

定によるものでございます。12番、開町記念式開催事業、減額14万８千円。これも事業費

確定によるものでございます。 

 続きまして、３目財産管理費。補正額１億4,730万４千円、計３億205万７千円。財源内

訳、地方債1,020万円、これは過疎地域自立促進特別事業債、ソフト事業でありますけれど、

1,020万円であります。旧幌加小学校解体工事等経費に充当してございます。一般財源１億

3,710万４千円であります。内容を申し上げます。２番、普通財産管理事務、減額の183万

８千円。これは、旧幌加小、菊水町の町有住宅解体工事入札執行残であります。５番、自

動車管理事務、減額23万１千円。備品購入費見積合せ執行残でございます。７番、庁用管

理事務、減額22万３千円。備品購入費見積合せ執行残であります。８番、役場庁舎耐震診

断事業、減額40万４千円。耐震診断委託料の入札執行残であります。９番、公共施設整備

基金積立金１億5,000万円。これについては、平成25年以降に計画が見込まれております役

場庁舎、行政区会館の改修に対応するため積立をするものでございます。 

 ５目企画費。補正額、減額406万２千円、計2,213万３千円。財源内訳、一般財源、減額

406万２千円。内容を申し上げます。３番、まちづくり人材育成事業、減額50万円。防災士
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養成研修人数確定による減額でございます。次のページとなります、５番、総合行政審議

会運営事業、減額104万３千円。これは、審議会の開催回数の確定による減額でございます。

８番、中央バス運行支援事業、減額251万９千円。事業費確定によるものでございます。 

６目交通安全対策費。補正額、減額293万２千円、計5,006万２千円。財源内訳、国道支

出金1,610万円。これは、地域づくり総合交付金でございます。これは、中央地区市街街路

灯の更新事業への補助でございます。地方債450万円。これは、過疎地域自立促進特別事業

債450万円で、これについては、中央地区街路灯の維持管理事業へ充当したものでございま

す。一般財源、減額2,353万２千円。内容を申し上げます。１番、交通安全施設整備事業、

減額46万２千円。工事入札執行残であります。４番、中央地区市街街路灯更新事業、減額

236万６千円。これも工事入札執行残でございます。６番、新十津川町安全安心推進協会負

担金、減額10万４千円で、これは負担金額の確定によるものでございます。 

７目町有林造成管理費。補正額、減額870万円、計2,118万５千円。財源内訳、その他、

減額850万円。これは森林総合研究所分収造林事業負担金の減額でございます。一般財源、

減額20万円。内容を申し上げます。２番、森林総合研究所分収造林事業、減額870万円。工

事入札執行残によるものでございます。 

 ９目行政区費。補正額、減額351万円、計2,854万４千円。財源内訳、地方債1,100万円。

これは過疎地域自立促進特別事業債、ソフト事業であります。これは、行政区の活動支援

事業に充当してございます。一般財源、減額1,451千円。内容を申し上げます。２番、行政

区自治会館維持管理事業、減額の24万２千円。工事入札執行残であります。４番、行政区

会館耐震診断事業、減額の63万７千円。これも診断委託料の入札執行残であります。５番、

行政区活動支援事業、減額263万１千円。これは、交付金実績見込みによるものでございま

す。 

 10目諸費。補正額２億118万９千円、計２億735万１千円。財源内訳、その他119万２千円。

その他財源については、次のページに載ってございますけれども、ふるさと応援寄附金で

ございます。一般財源１億9,999万７千円であります。内容を申し上げます。９番、ふるさ

と応援基金積立金118万９千円。これは、ふるさと応援基金として寄附いただいた分を積立

するものでございます。46ページになります。11番、北海道市町村備荒資金組合納付金２

億円。これも先ほど公共施設の基金で申し上げました、役場庁舎、行政区会館に対する改

修に向けての積立をいたすものでございます。 

 ４項２目土地改良区総代選挙費。補正額、減額139万９千円、計25万４千円。財源内訳、

その他、減額139万９千円。これは土地改良区からの総代選挙委託金でございます。内容を

申し上げます。１番、土地改良区総代選挙事務、減額の139万9千円。事業費確定によるも

のでございます。 

３目衆議院議員選挙費。補正額、減額127万４千円、計441万円。財源内訳、国道支出金、

減額127万４千円。これについては、衆議院議員選挙費委託金でございます。内容を申し上

げます。１番、衆議院議員選挙事務、減額127万４千円。事業費確定によるものでございま

す。 

 次のページになります、49ページとなります。 

３款１項１目社会福祉総務費。補正額、減額245万４千円、計9,357万４千円。財源内訳、
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国道支出金50万円、これは地域づくり総合交付金でございます。一般財源、減額295万４千

円。内容を申し上げます。１番、総合健康福祉センター管理運営事務、減額43万円。これ

は水道料、電気料の実績見込みによるものでございます。３番、保健福祉支援システム管

理事業、減額29万円。これはシステム更新による旧システムの保守費用の減額でございま

す。７番、保健福祉支援システム更新事業、減額173万４千円。これは、システム購入の見

積合せ執行残でございます。 

 ２目高齢者福祉費。補正額134万７千円、計１億2,855万４千円。財源内訳、一般財源134

万７千円。内容を申し上げます。４番、介護保険事業177万７千円。これは介護保険給付費

の実績見込みによる負担金の増でございます。11番、福祉バス運営事業、減額20万円。燃

料費の実績見込みによる減額でございます。14番、長寿を祝う会開催事業、減額23万円。

事業費確定によるものでございます。 

 ３目障害者福祉費。補正額、減額85万５千円、計２億4,901万１千円。財源内訳、国道支

出金、減額15万３千円。これは国の地域生活支援事業費等補助金が減額の10万２千円。そ

れから道分として、地域生活支援事業費等補助金、減額の５万１千円であります。一般財

源、減額70万２千円であります。内容を申し上げます。２番、地域生活支援事業、減額20

万３千円。実績見込みによるものでございます。10番、地域活動支援センター負担金、減

額41万５千円。事業費確定によるものでございます。11番、こども通園センター負担金、

減額23万７千円。これも事業費確定によるものでございます。 

 続きまして、51、52ページ。 

３款２項１目児童福祉費。補正額、減額391万円、計１億7,713万１千円。財源内訳、国

道支出金、減額122万９千円、国の支出金、子ども手当等交付金、減額105万１千円。道分

として、子ども手当等負担金、減額の17万８千円であります。地方債300万円、これは過疎

地域自立促進特別事業債300万円、過疎ソフト分であります。これは、子ども生活応援事業

に充当をいたしております。その他、減額642万６千円、これは新十津川保育園児童保護者

負担金が60万６千円。それから中空知広域入所児童受入負担金、これは減額244万３千円。

それから、子ども夢基金繰入金、減額458万９千円ということで、過疎ソフト分を充当した

関係でこども夢基金からの繰入を行わないことといたしました。一般財源74万５千円。内

容を申し上げます。１番、子ども手当等支給事業、減額141万円。実績見込によるものでご

ざいます。５番、子ども生活応援事業、減額150万円。これも実績見込みであります。６番、

新十津川保育園管理運営事業、減額100万円。これは保育園の児童数が当初の見込みより尐

なかったことによるものでございます。 

 続きまして、53、54ページとなります。 

４款１項１目保健衛生総務費。補正額、減額433万１千円、計１億7,496万円。財源内訳、

国道支出金、減額277万９千円。これは国の国民健康保険基盤安定事業負担金18万１千円。

それから道分として、国民健康保険基盤安定事業負担金、これは減額243万５千円。それか

ら、後期高齢者医療基盤安定事業負担金、減額の52万５千円であります。一般財源、減額

の155万２千円。内容を申し上げます。３番、後期高齢者医療療養給付費負担金、減額263

万７千円。負担金額確定によるものでございます。６番、国民健康保険特別会計繰出金、

減額60万円。これは法定繰入額の確定によるものでございます。７番、後期高齢者医療特
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別会計繰出金、減額109万４千円。これも法定繰入額の確定によるものでございます。 

 ２目環境衛生費。補正額、減額27万１千円、計677万５千円。財源内訳、一般財源、減額

27万１千円。内容を申し上げます。１番、害虫等駆除対策事業、減額10万５千円。事業費

確定によるものでございます。７番、中空知衛生施設組合負担金（火葬場）分であります、

減額16万６千円。これは負担金の額確定によるものでございます。 

 ３目福祉医療費。補正額はございません。財源更正であります。財源内訳、地方債2,640

万円、これは過疎地域自立促進特別事業債でございます。ソフト分であります。その他、

減額1,616万６千円。これは子ども夢基金繰入金、減額の1,616万６千円。これも過疎ソフ

ト分を充当したことから、こども夢基金から繰入をしないこととしたことによるものでご

ざいます。一般財源、減額の1,023万４千円。内容については、今ほど申し上げました、福

祉医療には乳幼児医療、重度心身障害者医療、ひとり親家庭医療がありますが、財源を過

疎ソフト分を充てることから、こども夢基金の繰入と一般財源を減額するものでございま

す。 

４目予防費。補正額、減額192万円、計1,134万９千円。財源内訳、国道支出金、減額69

万円。道の補助金であります。子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業費補助金、減額の

69万円。地方債は650万円。過疎地域自立促進特別事業債、過疎ソフト分でありますけれど、

これは各予防接種事業に充当をいたしております。一般財源、減額の773万円。内容を申し

上げます。３番、インフルエンザ予防接種事業、減額43万円。事業費確定によるものでご

ざいます。４番、ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン予防接種事業、減額50万円。事業費確定

によるものでございます。６番、子宮頸がんワクチン予防接種事業、減額99万円。これも

事業費確定によるものでございます。 

 ５目健康づくり推進費。補正額、減額484万７千円、計2,081万８千円。財源内訳、地方

債420万円。これについては、過疎地域自立促進特別事業債420万円。基本健診、２次健診、

がん検診、乳幼児健診、その他妊婦健診事業に充当をいたしてございます。その他、減額

102万５千円。成人病検診負担金、減額の17万円。各種がん検診負担金、減額53万円。それ

から後期高齢者医療広域連合受託金、減額29万３千円。後期高齢者健診負担金、減額３万

２千円となってます。一般財源、減額の802万２千円。内容を申し上げます。２番、基本健

康診査事業、減額47万３千円。３番、基本健康診査２次健診事業、減額27万７千円。４番、

がん検診事業、減額322万円。５番、肝炎検診事業、減額20万５千円。７番、エキノコック

ス症検診事業、減額21万３千円。11番、町民健康づくり対策事業、減額12万１千円。16番、

後期高齢者健康診査事業、減額33万８千円。いずれも事業費確定によるものでございます。 

 ２項１目塵芥処理費。補正額、2,393万２千円、計１億8,159万４千円。財源内訳、一般

財源2,393万２千円。内容を申し上げます。４番、一般廃棄物処分場管理事業、減額136万

円。これは修繕料等の見積合せ執行残、それから原材料の実績見込みでございます。５番、

中空知衛生施設組合負担金、減額の1,042万１千円。負担金の確定によるものでございます。

６番、中・北空知廃棄物処理広域連合負担金3,571万３千円。これについては、施設建設費

の財源が連合の地方債から市町の負担金となったものによるものでございます。 

 続きまして、57、58ページ。 

２目し尿処理費。補正額、減額224万１千円、計3,481万４千円。財源内訳、その他、減
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額70万５千円。これはし尿くみ取り手数料の減額であります。一般財源、減額153万６千円。

内容を申し上げます。１番、し尿収集事業、減額80万円。実績見込みによるものでござい

ます。２番、中空知衛生施設組合負担金、減額144万１千円。負担金額の確定によるもので

ございます。 

 続きまして、59、60ページとなります。 

６款１項２目農業振興費。補正額763万２千円、計１億8,356万５千円。財源内訳、国道

支出金836万６千円。道の補助金で、農業経営基盤強化資金利子補給費補助金、減額21万円。

農業者戸別所得補償制度推進事業交付金、減額12万４千円。戸別所得補償経営安定推進事

業交付金870万円であります。地方債330万円。これは過疎地域自立促進特別事業債330万円。

過疎ソフト分であります。これについては、農業経営基盤強化資金利子助成へ充当をいた

しております。その他55万円。これは、いきいきふるさと推進事業助成金を受けておりま

す。農産物ブランド推進協議会負担金への助成でございます。一般財源、減額の458万４千

円。内容を申し上げます。９番、農業振興公社設立事業、減額39万８千円。事業費確定に

よるものであります。12番、農業経営基盤強化資金利子助成金、減額42万円。実績見込み

によるものでございます。16番、農業者戸別所得補償制度推進事業助成金、減額12万４千

円。実績見込みでございます。17番、農地融雪促進事業、減額12万６千円。事業費確定に

よるものでございます。18番、戸別所得補償経営安定推進事業870万円。農地集積化協力対

象者への補助金であります。 

 ５目農地費。補正額2,781万８千円、計１億3,450万８千円。財源内訳、国道支出金1,569

万１千円。道の補助金で食料供給基盤強化特別対策事業補助金1,918万５千円、高度経営体

面的集積促進事業補助金、減額315万８千円。基幹水利施設管理事業補助金、減額33万６千

円であります。地方債1,920万円。これについては、新北部地区経営体育成基盤整備事業債

1,000万円。新单部地区経営体育成基盤整備事業債590万円。新西部地区経営体育成基盤整

備事業債410万円。新十津川地区水利施設整備事業債、減額80万円であります。一般財源、

減額の707万３千円であります。内容を申し上げます。１番、新北部地区経営体育成基盤整

備事業2,027万２千円。２番、新单部地区経営体育成基盤整備事業1,210万６千円。３番、

新西部地区経営体育成基盤整備事業838万８千円であります。この３地区とも実績見込みに

よります負担金額の減額と、国の予備費補正によりましての平成25年度への繰越事業費の

増額でございます。４番、新十津川町地区水利施設整備事業、減額170万円。実績見込みに

よります負担金額の減であります。５番、高度経営体面的集積促進事業、減額574万１千円。

事業費確定によるもにでございます。62ページとなります。６番、大和地区経営体育成基

盤整備事業排水路整備償還金、減額152万３千円。７番、单大和地区経営体育成基盤整備事

業償還金、減額20万７千円。８番、花月第１地区経営体育成基盤整備事業償還金、減額338

万８千円。いずれも改良区において償還金の繰り上げ実施による減額でございます。９番、

花月第２地区経営体育成基盤整備事業償還金17万２千円。負担金確定によるものでござい

ます。12番、基幹水利施設管理事業、減額56万１千円。これは、委託料、見積合せ執行残

でございます。 

 ２項１目林業振興費。補正額、減額1,562万円、計2,913万５千円。財源内訳、国道支出

金、減額1,259万５千円。道の補助金で、未来につなぐ森づくり推進事業補助金、減額168
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万３千円。それから道の交付金、森林整備地域活動支援交付金、減額231万５千円。それか

ら道の北海道森林整備加速化・林業再生事業補助金、減額859万７千円。一般財源、減額の

302万５千円であります。内容を申し上げます。４番、林道維持管理事業、減額13万円。事

業費確定によるものであります。11番、未来につなぐ森づくり推進事業、減額273万６千円。

これも事業費確定によるものであります。13番、森林整備地域活動支援交付事業、減額309

万４千円。事業費確定によるものであります。14番、北海道森林整備加速化・林業再生事

業、減額の966万円。委託料入札執行残であります。 

○議長（長谷川秀樹君） 副町長、休憩をとります。 

 ２時５分まで休憩といたします。 

（午後１時53分） 

   

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後２時５分） 

○議長（長谷川秀樹君） 引き続き、議案第２号の内容説明を求めます。 

 副町長。 

〔副町長 佐川 純君登壇〕 

○副町長（佐川 純君） それでは続きます、63ページ、64ページ。７款商工費から続け

ます。 

７款１項１目商工振興費。補正額21万１千円、計5,160万９千円。財源内訳、地方債1,040

万円。過疎地域自立促進特別事業債1,040万円であります。これは、国・北海道融資制度資

金利子補給事業、それから、地元消費拡大事業、割増商品券発行事業でありますけれど、

その他に、母村十津川村商工観光産業支援事業、これに充当をいたしてございます。一般

財源、減額1,018万９千円。内容を申し上げます。６番、中小企業事業資金保障融資事業、

減額25万円。実績見込みによるものでございます。７番、国・北海道融資制度資金利子補

給事業、減額46万９千円。実績見込みによるものでございます。10番、母村十津川村商工

観光産業支援事業補助金93万円。当初より不足した分を今回補正いただくものでございま

す。 

 ２目観光振興費。補正額、減額190万１千円、計5,923万７千円。財源内訳、地方債770万

円。これも過疎地域自立促進特別事業債、ソフト事業であります。これは、ふるさとまつ

り、それから、雪まつり共催事業、それからイベント開催事業に充当をいたしております。

その他170万円。これについてはコミュニティ事業助成金ということで、観光ＰＲ推進事業

へ充てております。一般財源、減額1,130万１千円。内容を申し上げます。３番、ふるさと

公園維持管理事業、減額77万８千円。委託料及び光熱水費、消耗品費等実績見込みにより

ものでございます。５番、文化伝習館管理運営事業、減額10万円。電気料の実績見込みで

あります。６番、工芸体験事業、減額61万９千円。これは臨時職員の賃金等の実績見込で

あります。７番、新十津川物語記念館管理運営事業、減額21万９千円。電気料の実績見込

みであります。９番、吉野公園維持管理事業、減額18万５千円。実績見込みであります。 

 続きまして、65、66ページ。 

８款２項１目道路維持費。補正額4,164万６千円、計２億642万１千円。財源内訳、国道
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支出金1,650万円。国の補助金で農業体質強化基盤整備促進事業補助金1,650万円。地方債

1,350万円、道路側溝整備事業債1,350万円であります。一般財源1,164万６千円。内容を申

し上げます。１番、道路維持管理事業、減額65万４千円。実績精査によるものでございま

す。６番、冬期除排雪事業1,200万円。これについては、除排雪経費に不足が生じる見込み

でありますので増額の数字でございます。８番、道路側溝整備事業3,030万円。これは国の

予備費による対応するものでございますけれども、平成25年度へ繰越事業であります。２

本あります。弥生西３線排水路改修工事、もう１本は、学園１号排水路改修工事でござい

ます。 

 ２目道路新設改良費。補正額、減額1,058万円、計１億4,512万円。財源内訳、地方債2,080

万円。これは過疎地域自立促進特別事業債2,080万円、過疎ソフト分でありますけれど、道

路整備事業に充当をいたしてございます。一般財源、減額3,138万円。内容を申し上げます。

１番、道路整備事業、減額の1,058万円。工事費入札執行残でございます。 

 ３項１目河川総務費。補正額、減額15万７千円、計815万６千円。財源内訳、一般財源、

減額15万７千円。内容を申し上げます。２番、河川維持管理事業、減額15万７千円。洪水

量調査委託料入札執行残でございます。 

 ４項１目都市計画総務費。補正額、減額174万円、計１億3,241万７千円。財源内訳、地

方債390万円。これについても、過疎地域自立促進特別事業債、過疎ソフト分であります。

安心スマイル助成事業に充当をいたしてございます。一般財源、減額の564万円。内容を申

し上げます。２番、都市整備推進事務、減額20万円。委託料入札執行残であります。次の

ページ、68ページ。４番、下水道事業特別会計繰出金、減額154万円。事業実績見込みによ

るものでございます。 

 ２目公園管理費。補正額、減額49万４千円、計2,088万４千円。財源内訳、その他財源、

減額８万円。これはパークゴルフ場管理協力金の減額であります。一般財源、減額41万４

千円。内容を申し上げます。１番、都市公園等管理事業、減額49万４千円。これは委託料、

工事入札執行残及び実績見込みによるものでございます。 

 ５項１目住宅管理費。補正額、減額の162万８千円、計2,704万６千円。財源内訳、国道

支出金、減額26万２千円。国の交付金で社会資本整備総合交付金、減額26万２千円です。

一般財源、減額136万６千円。内容を申し上げます。１番、公営住宅維持管理事務、減額110

万３千円。工事入札執行残であります。２番、公営住宅等長寿命化計画策定事業、減額52

万５千円。これは委託料の入札執行残であります。 

 ９款１項１目消防総務費。補正額、減額988万３千円、計１億8,722万１千円。財源内訳、

一般財源、減額988万３千円。内容を申し上げます。１番、滝川地区広域消防事務組合負担

金、減額988万３千円。負担金額の確定によるものでございます。 

 ２目水防費。補正額、減額53万６千円、計1,431万３千円。財源内訳、その他、減額10万

９千円。これは救急排水施設操作委託金、減額10万９千円であります。一般財源、減額42

万７千円。内容を申し上げます。２番、救急排水施設管理事業、減額23万３千円。水防団

報酬の実績見込みによるものでございます。３番、農業用排水施設管理事業、減額14万５

千円。これも水防団の報酬の実績見込み等によるものでございます。４番、下徳富第２排

水機場管理事業、減額15万８千円。委託料の見積合せ執行残でございます。 
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 ３目災害対策費。補正額、減額194万３千円、計1,531万１千円。財源内訳、地方債650万

円。これは過疎地域自立促進特別事業債、過疎ソフト分であります。これについては、新

十津川地域防災計画策定事業へ充当をいたしております。一般財源、減額844万３千円。内

容を申し上げます。７番、新十津川町地域防災計画策定事業、減額194万３千円。委託料の

見積合せ執行残であります。 

続きまして、71、72ページ。 

10款１項２目事務局費。補正額、減額154万２千円、計1,594万５千円。財源内訳、国道

支出金、減額17万６千円。国の補助金で私立幼稚園就園奨励費補助金、減額17万６千円。

地方債400万円。これは過疎地域自立促進特別事業債400万円、過疎ソフトでありますけれ

ど、これについては、農業高校教育振興費事業に対し充当をいたしております。一般財源、

減額の536万６千円。内容を申し上げます。８番、私立幼稚園就園奨励補助金、減額154万

２千円。事業費確定によるものでございます。 

 ２項１目学校管理費。補正額、減額36万８千円、計2,691万１千円。財源内訳、一般財源、

減額36万８千円。内容を申し上げます。１番、小学校校舎等維持管理事業、減額22万４千

円。これは備品購入費見積合せ執行残であります。４番、教職員健康管理事業、減額14万

４千円。事業費確定によるものでございます。 

 ２目教育振興費。補正額、減額122万６千円、計1,494万２千円。財源内訳、国道支出金、

減額７万３千円。国の補助金で特別支援教育就学奨励費補助金であります。地方債240万円。

過疎地域自立促進特別事業債、過疎ソフト分で小学校教科担任講師配置事業へ充当をいた

しております。一般財源、減額355万３千円。内容を申し上げます。２番、小学校特別支援

教育事業、減額19万１千円。これは臨時職員の社会保険料の減であります。３番、教育研

究事業、減額37万２千円。実績見込みによるものです。５番、小中学生芸術鑑賞事業、減

額17万３千円。事業費確定によるものであります。６番、小学校就学援助事業、減額49万

円。実績見込みによるものでございます。 

 次のページになります。 

３項１目学校管理費。補正額、減額1,341万５千円、計２億9,225万５千円。財源内訳を

申し上げます、国道支出金、国の交付金で学校施設環境改善交付金15万２千円。地方債、

減額820万円。これは中学校武道場建設事業債の減額740万円と、スクールバス購入事業債、

減額80万円であります。一般財源、減額536万７千円。内容を申し上げます。２番、中学校

運営事業、減額144万６千円。これは予定しておりました臨時職員が道費による雇用となっ

たための減額であります。５番、スクールバス購入事業、減額89万４千円。備品購入費見

積合せ執行残であります。６番、中学校武道場建設事業、減額717万１千円。これは委託料

及び入札入札執行残であります。７番、中学校コンピュータ整備事業、減額390万４千円。

備品購入費見積合せ執行残であります。 

 ２目教育振興費。補正額、減額74万１千円、計1,771万円。財源内訳、国道支出金、減額

３万３千円。国の補助金で要保護生徒就学援助費補助金、減額５千円と、同じく国の補助

金で特別支援教育就学奨励費補助金、減額２万８千円であります。地方債240万円。過疎地

域自立促進特別事業債240万円であります。一般財源、減額310万８千円。内容を申し上げ

ます。２番、中学校特別支援教育事業39万３千円。これについては、平成25年度に１年生
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に入学されます特別支援学級の生徒に対応するため、教室、それからトイレの改修を行う

ものでございます。３番、課外活動事業、減額87万７千円。これは負担金確定と備品見積

合せの執行残であります。６番、中学校就学援助事業、減額25万７千円。実績見込みによ

るものであります。 

 ４項１目社会教育総務費。補正額、減額128万７千円、計2,129万４千円。財源内訳、一

般財源、減額128万７千円であります。内容を申し上げます。７番、児童・生徒母村交流事

業、減額88万７千円。事業費確定によるものでございます。次のページ75、76ページとな

ります。11番、農村環境改善センター管理事業、減額40万円。これは電気料の実績見込み

によるものでございます。 

 ２目文化振興費。補正額、減額102万８千円、計395万円。財源内訳、地方債280万円、過

疎地域自立促進特別事業債280万円でありますけれど、これは芸術鑑賞事業へ充当をいたし

ております。一般財源、減額の382万８千円。内容は２番、芸術鑑賞事業、減額102万８千

円。事業費確定によるものであります。 

 ３目開拓記念館費。補正額、減額29万６千円、計336万１千円。財源内訳、一般財源、減

額29万６千円であります。内容を申し上げます。１番、開拓記念館管理運営事業、減額29

万６千円。これは耐震診断委託料の執行残でございます。 

 ５項３目学校給食運営費。補正額、減額194万円、計7,814万７千円。財源内訳、その他、

減額280万５千円。これは幼稚園の給食費負担金の減額が26万４千円、小学校給食費保護者

負担金が減額88万４千円、中学校給食費保護者負担金、減額72万１千円、高校給食費負担

金、減額86万円。それから給食センター職員給食費負担金、減額16万３千円。それから学

校給食試食代金、これは増でありますけれど８万７千円であります。一般財源86万５千円。

内容を申し上げます。２番、学校給食提供事業、減額154万円。これは給食数の実績見込み、

それから上下水道料の実績見込みによるものでございます。３番、学校給食扶助費交付事

業、減額40万円。これは給食数の実績見込によるものでございます。 

 次のページ、77、78ページとなります。 

11款１項２目現年度災害復旧費。補正額はありません。財源更正であります。財源内訳、

国道支出金95万２千円。国の負担金で現年度発生災害復旧事業国庫負担金95万２千円。そ

れから地方債20万円。これは現年度発生公共土木施設災害復旧事業債20万円であります。

一般財源は減額の115万２千円。これは予備費により対応しておりました、志寸川災害復旧

工事の増額分に国庫負担金及び起債を財源充当したことによる更正でございます。 

 次のページになります、79、80ページとなります。 

12款１項１目元金。補正額１億6,825万５千円、計10億7,687万９千円。財源内訳、一般

財源１億6,825万５千円。内容を申し上げます。１番、地方債償還元金１億6,825万５千円。

これは臨時財政対策債及び補正予算債の繰上償還を行うものでございます。 

 続きまして、81、82ページとなります。 

13款１項１目職員費。補正額、減額1,540万７千円、計８億5,414万３千円。財源内訳、

一般財源、減額1,540万７千円。内容を申し上げます。１番、職員人件費、減額1,540万７

千円。これは人件費の実績見込みによるものでございます。 

 次に、繰越明許費を説明いたしますので、６ページに戻っていただきたいと思います。 
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 第２表、繰越明許費。内容を申し上げます。 

６款農林水産業費、１項農業費、事業名は新北部地区経営体育成基盤整備事業、金額2,3

15万２千円。新单部地区経営体育成基盤整備事業、金額1,300万５千円。新西部地区経営体

育成基盤整備事業、金額1,183万円であります。この３本の事業については、歳出でも説明

申し上げましたけれど、国の予備費対応によるものでございますけれど、事業費増額によ

るものを、平成25年度に繰越するものでございます。 

次に、８款土木費、２項道路橋りょう費、事業名は道路側溝整備事業、金額3,030万円。

同じくこの事業についても歳出で申し上げました、国の予備費対応によるもので、弥生西

３線排水路改修工事と、学園１号排水路改修工事であります。 

 以上で、一般会計補正予算の内容の説明を終わります。よろしくご審議たまわりますよ

うお願いをいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第２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３号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第10、議案第３号、平成24年度新十津川町国民健康保険特

別会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 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３号、平成24年度新十津川

町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）でございます。 

 平成24年度新十津川町国民健康保険特別会計補正予算は、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572万８千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ３億6,063万９千円とする。 

 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ということでございまして、引き続き、

副町長より内容のご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、議決たまわりたくお

願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

 引き続き、内容の説明を求めます。 

 副町長。 

〔副町長 佐川 純君登壇〕 

○副町長（佐川 純君） それでは上程いただきました議案第３号、平成24年度新十津川

町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）となります。内容の説明をいたします。 

 ３ページ、４ページをお開き願います。歳入歳出予算補正事項別明細書。総括。歳入で

あります。補正のある款のみ申し上げます。 

 １款、国民健康保険税。補正額792万９千円、計２億5,511万１千円。 
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 ３款、繰入金。補正額、減額4,514万８千円、計6,243万６千円。 

 ４款、繰越金。補正額４万４千円、計４万５千円。 

 ５款、諸収入。補正額4,290万３千円、計4,304万６千円。これは、諸収入の4,200万につ

いては、広域連合からの平成23年度の精算によるものでございます。これにより、３款の

基金からの繰入金についてはゼロとなります。 

 歳入合計。補正額572万８千円、計３億6,063万９千円。 

 続きまして、歳出。 

 １款、総務費。補正額、減額1,567万円、計３億3,827万２千円。財源内訳、一般財源、

減額の1,567万円。 

 ２款、基金積立金。補正額2,139万８千円、計2,151万４千円。財源内訳、その他３万３

千円。一般会計2,136万５千円。 

歳出合計。補正額572万８千円、計３億6,063万９千円。財源内訳、その他３万３千円、

一般財源569万５千円であります。 

 次に、歳出の内容を申し上げます。11ページ、12ページをお開き願います。 

１款１項２目広域連合負担金。補正額、減額1,567万円、計３億3,751万８千円。財源内

訳、一般財源、減額1,567万円であります。内容を申し上げます。１番、国民健康保険事業

広域連合負担金、減額1,567万円であります。これは本年度の医療費状況等から連合への負

担金が減額となってございます。 

 続きまして、２款１項１目基金積立金。補正額2,139万８千円、計2,151万４千円。財源

内訳、その他３万３千円。これは国保基金の預金利子であります。一般財源2,136万５千円。

内容を申し上げます。１番、国民健康保険事業基金積立金2,139万８千円。これについては

連合負担金の減額と国保税の増収に伴い余剰見込額を基金に積立するものでございます。 

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

す。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第３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４号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第11、議案第４号、平成24年度新十津川町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第４号、平成24年度新十津川

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）でございます。 

 平成24年度新十津川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ230万６千円を追加し、歳入歳出予
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算の総額を歳入歳出それぞれ9,392万８千円とする。 

 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。 

 同様に、内容につきましては副町長より申し上げますので、よろしくご審議の上、議決

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） 上程いただきました議案第４号、平成24年度新十津川町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）でありますけれど、内容の説明を申し上げます。 

 ３ページ、４ページをお開き願います。歳入歳出予算補正事項別明細書。総括、歳入で

あります。補正のある款のみ申し上げます。 

 １款、後期高齢者医療保険料。補正額339万７千円、計6,592万４千円。 

 ３款、繰入金。補正額、減額109万４千円、計2,779万７千円。 

 ５款、繰越金。補正額３千円、計４千円。 

 歳入合計。補正額230万６千円、計9,392万８千円。 

 続きまして、歳出であります。 

 ２款、後期高齢者医療広域連合負担金。補正額230万６千円、計9,309万６千円。財源内

訳、一般財源で230万６千円であります。 

 歳出合計。補正額230万６千円、計9,392万８千円。財源内訳は、一般財源230万６千円で

あります。 

 次に、歳出の内容を申し上げます。７ページ、８ページをお開き願います。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合負担金。補正額230万６千円、計9,309万６千円。

財源内訳、一般財源230万６千円。内容を申し上げます。１番、後期高齢者医療広域連合負

担金230万６千円。これは広域連合負担金額の確定によります増額でございます。 

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

す。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第４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５号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第12、議案第５号、平成24年度新十津川町下水道事業特別

会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 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５号、平成24年度新十津川

町下水道事業特別会計補正予算（第１号）でございます。 
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 平成24年度新十津川町下水道事業特別会計補正予算は、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から歳入歳出それぞれ184万円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１億9,338万５千円とする。 

 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。 

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

上、議決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５号、平成24年度新十津川

町下水道事業特別会計補正予算（第１号）となります。内容の説明をいたします。 

 ３ページ、４ページをお開き願います。歳入歳出予算補正事項別明細書。総括、歳入で

あります。補正のある款のみ申し上げます。 

 ３款、国庫支出金。補正額、減額30万円、計320万円。 

４款、繰入金。補正額、減額154万円、計１億2,441万５千円。 

 歳入合計。補正額、減額184万円、計１億9,338千５千円。 

 続きまして、歳出であります。 

 １款、下水道費。補正額、減額184万円、計4,912万１千円。財源内訳、国道支出金、減

額30万円。その他財源、減額154万円。 

 ２款、公債費。補正額はありません。これについては、その他財源の財源調整のみであ

ります。 

 歳出合計。補正額、減額184万円、計１億9,338万５千円。財源内訳、国道支出金、減額

30万円。その他財源、減額154万円。 

 次に、歳出の内容を申し上げます。７ページ、８ページをお開き願います。 

 １款１項１目総務管理費。補正額、減額134万４千円、計697万９千円。財源内訳、その

他、減額134万４千円。これは一般会計からの繰入金を減額するものであります。内容を申

し上げます。３番、下水道事業消費税納付金、減額134万４千円。これは納付金額確定によ

るものでございます。 

 ２目下水道建設費。補正額、減額69万円、計1,310万９千円。財源内訳、国道支出金、減

額の30万円。これについては国の交付金で社会資本整備総合交付金、減額30万円でありま

す。その他、減額39万円。これは一般会計繰入金を減額するものであります。内容を申し

上げます。１番、公共下水道整備事業、減額69万円。委託料の見積合せ執行残でございま

す。 

 ２項１目維持管理費。補正額19万４千円。計2,903万３千円。財源内訳、その他財源で19

万４千円。これは公共下水道使用料でございます。内容を申し上げます。１番、下水道管

理事務19万４千円。これは実績見込みによる増額であります。 
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 続きまして、２款１項２目利子。補正額はありません。財源調整でございます。その他

財源で公共下水道使用料が減額の19万４千円であります。そして、次のページになります

一般会計からの繰入金、これは19万４千円、これは増額であります。この調整でゼロであ

りますけれど、その他財源の更正でございます。 

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

す。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第５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。 

 明日、10時から本会議を再開いたしますので、定刻までにご参集願います。 

 それでは、本日はこれで散会をいたします。どうもご苦労さまでした。 

（午後２時45分） 
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平成25年第１回新十津川町議会定例会 

 

                          平成25年３月６日（水曜日） 

                                                    午前10時開議 

 

◎議事日程（第２号） 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 町政執行方針 

 第３ 教育行政執行方針 

 第４  議案第６号 新十津川町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 

（内容説明まで） 

 第５ 議案第７号  新十津川町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定について 

（内容説明まで） 

 第６ 議案第８号 新十津川町移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を 

定める条例の制定について（内容説明まで） 

 第７ 議案第９号 新十津川町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関す 

る基準を定める条例の制定について（内容説明まで） 

 第８ 議案第10号 新十津川町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の 

制定について（内容説明まで） 

 第９ 議案第11号 新十津川町行政区自治会館の設置及び管理に関する条例の一部改正 

について（内容説明まで） 

 第10 議案第12号 新十津川町居宅介護住宅改修奨励事業に関する条例の一部改正につ 

いて（内容説明まで） 

 第11 議案第13号 新十津川町一般廃棄物の最終処分場の設置及び管理に関する条例の 

一部改正について（内容説明まで） 

 第12 議案第14号 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につい 

て（内容説明まで） 

 第13 議案第15号 新十津川町下水道条例の一部改正について（内容説明まで） 

 第14 議案第16号 新十津川町児童生徒就学援助条例の一部改正について 

（内容説明まで） 

第15 議案第17号 平成25年度新十津川町一般会計予算（概要説明まで） 

 第16 議案第18号 平成25年度新十津川町国民健康保険特別会計予算（概要説明まで） 

 第17 議案第19号 平成25年度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算（概要説明まで） 

 第18 議案第20号 平成25年度新十津川町下水道事業特別会計予算（概要説明まで） 

 第19 議案第21号 平成25年度新十津川町農業集落排水事業特別会計予算 

（概要説明まで） 

第20 議案第22号 公の施設の指定管理者の指定について（内容説明まで） 

第21 議案第23号 滝川市教育支援センターを本町の住民の利用に供させることについ 

て（内容説明まで） 
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第22 議案第24号 雤竜町からの学校給食に関する事務の受託について（内容説明まで） 

第23 議案第25号 石狩川流域下水道効果促進事業（汚泥等受入施設建設事業）に対す 
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     ◎開議の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） 皆さん、おはようございます。 

 ただいま出席している議員は、11名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

（午前10時00分） 

   

     ◎議事日程の報告 

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

順を追って進めて参りますので、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。 

 １番、安中経人君。２番、西内陽美君。両君を指名いたします。 

   

     ◎町政執行方針 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２、町政執行方針演説を行います。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） おはようございます。それでは、町政の執行方針を述べさせてい

ただきます。 

 平成25年第１回定例会の開会に当たりまして、町議会の皆様、町民の皆様に町政執行に

対する所信と主要施策の一端を申し上げます。 

さて、昨年12月の衆議院議員選挙により政権が交代いたしました。新しい政府は、日本

経済の再生に向けた取り組みを進めるため、平成24年度の緊急経済対策として大型補正予

算を決定するとともに、一体的な予算として平成25年度の予算についても多くの経済対策

を盛り込み、いわゆる、15か月予算を編成いたしております。日本経済は、緩やかに回復

していくことが期待されるものの、欧州債務危機や中国等の対外経済環境を巡る動きは不

確実で、今後も不安定な状況は続くものと思われます。 

 また、消費税率の引き上げ、原発に依存しない社会への転換、環太平洋経済連携協定の

是非など、本町にとりましても直接又は間接的に大きな影響を与える政策が、今後どのよ

うに進められるかにより、自治体に与える影響も大きく、将来に向けてこれらの動きにど

のように向き合うべきかが重要な課題でございます。このような情勢において地方分権の

流れは、地域が自らの問題を自ら解決していくという自律性が求められております。 

私はこれまで、まちづくり懇談会や様々な会合を通じながら町民の皆様からご意見を伺

うとともに、サポーター制度により各行政区と連携し、町民との協働を基本理念に、一貫

して自主自立のまちづくりを進めてまいりました。 

自主自立とは、市町村合併における議論ではなく、いつにおいても私たちが自分自身で
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判断し行動する理念と気概を持ち、町民全員で町の将来を考えるということだと思います。

常日頃から自主自立でやっていくという覚悟と責任を持つことで、どのような社会情勢の

変化にも対応が可能であり、明るく、活気に満ちた体力の備わったまちにつながるものと

確信をいたしております。 

私は、これからも本町における憲法である、まちづくり基本条例を基礎として、町民の

皆様とともに、まちの持続的な発展のため、町政運営に全力を尽くしてまいる所存でござ

います。 

町政執行の基本的な考え方を申し上げます。 

新十津川町が目指す10年後の将来像を、豊かな自然、あふれる笑顔、みんなで創る、い

きいき未来とし、主要な施策を総合的にまとめた新十津川町第５次総合計画を策定してか

ら１年が経過いたしました。２年目となる今年は、第５次総合計画の歩みを確かなものと

するための年であると考えております。 

みんなでつくる住みよいまち、みんなでつくる健やかなまち、みんなでつくる豊かなま

ち、みんなでつくる安心なまち、みんなでつくる学びのまち、みんなでともに歩むまち、

という６つの目標の達成に向けて事業を着実に進めてまいります。また、新しい課題やま

ちの未来に投資する施策に対しましても積極的に取り組んでいく、そのような年にいたし

たいというふうに考えております。 

 町政執行の重点について。 

政府は、緊急経済対策による大型補正予算のほか、大胆な金融政策、機動的な財政政策、

そして民間投資を喚起する成長戦略という３本の矢で経済再生を推し進めることとし、復

興・防災対策、成長による富の創出、暮らしの安心・地域活性化という三つを重点分野と

して、大胆な予算措置を講じることといたしております。限られた予算の中で町民の思い

を実現し、まちづくりのための施策を展開するに当たっては、目標に沿った施策の全てを

着実に執り進めることは大切なことでありますが、政治や経済が激動する今日、将来を見

据えながら国の政策を見極め、適切な時期に適切な選択と集中を行い、施策と予算の重点

化により速やかに事業を推し進めることも重要であると考えております。 

このことから、本年度、取り組まなければならない施策を４つの重点といたしてござい

ます。 

 まず一点目は、環境への取り組みでございます。 

 平成22年３月に策定した新十津川町環境基本計画に基づく、平成25年度から27年度まで

の実施計画を総合行政審議会でご審議をいただきましたので、この実施計画に基づき、住

民、事業者、行政それぞれが取り組むべき行動計画の目標達成に向け、今後、具体的な活

動を促してまいります。特に、排出量が微増傾向を続けているごみの処理量につきまして

は、更に減量化、再資源化を促進をいたします。 

また、適正な管理がされない空き家には、強風による建物部材の飛散などが予想され、

危険であるばかりでなく、有害鳥獣の営巣地となることにより農業被害につながり、生態

系にも影響を与えると考えております。今後、空き家が増加することへの対策のため、新

条例を制定して危険かつ管理のされてない空き家についての対策を進めてまいります。 

 二点目は、農業の振興です。 
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町の基幹産業である農業の振興のため、生産性を確保するとともに農地の多面的機能を

維持し、農業経営の安定と食糧自給率の向上を図ります。また、設立されたピンネ農業公

社を中心にピンネ農業協同組合等の関係機関や農業委員会との連携を図り、農業経営者の

高齢化や担い手育成への対応、また、農地の利用集積や調整を図り、持続的な農業の発展

を推進いたします。 

 三点目は、安心なまちづくりあります。 

災害は、いつどこで発生するか、その予測は困難ですが、災害は常に起こり得ることを

想定し備えなければなりません。まちといたしましても危機管理の重要性を認識し、避難

所である行政区会館の耐震化に取り組むとともに、各行政区と連携して防災体制の強化に

努め、高齢者等の見守り支援体制を充実し、町民の皆様が安全で安心して暮らせるよう取

り組みを進めてまいります。 

また、町内全域の防犯灯及び市街地街路灯のＬＥＤ化を進め、省エネで安全安心の明る

いまちづくりを推進いたします。 

 四点目は、健康づくりの推進です。 

 生活形態の多様化や食生活の偏りなどにより心臓病、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病

が増加傾向にあり、これらの疾病は医療費の増加にもつながっております。このことから、

健康診断の受診を奨励し、自分の健康状態を把握していただくことで、生活習慣の改善や

健康維持の推進に努めます。また、年齢や体力に応じたスポーツの機会を充実し、心と身

体の健康づくりを推進してまいります。 

以上が、平成25年度予算案における４つの重点施策であります。 

まちづくりの施策。 

それでは、４つの重点施策を含め平成25年度の各施策の展開について、第５次総合計画

の目標に沿って説明をさせていただきます。 

 まず一つ目は、みんなでつくる住みよいまち。 

 本町の大いなる資産である豊かな自然環境を守り育て、次世代へとつなげるため、住民

一人ひとりが、環境に対する意識を高めながら、省エネルギー、省資源への取り組みを推

進するため、廃棄物の適正処理やリサイクル等の促進に努め、環境にやさしい循環型社会

の形成を進めて行きます。 

また、住民の皆様が快適に暮らすことができるよう生活基盤の充実を図り、道路環境や

除排雪体制の整備、地域公共交通の確保に努め、誰もが住みたい、住み続けたいと思える

住みよいまちづくりを進めてまいります。 

環境の保全。 

 環境美化の推進では、徳富川ラブリバー推進協議会や河川愛護団体による河川清掃の取

り組みや、各行政区、団体によるクリーンキャンペーン、花の植栽などの取り組みを支援

するとともに、不法投棄の防止に向けた対策を進めてまいります。 

 省エネ・省資源活動の促進では、各家庭のエネルギー使用状況、ＣＯ２排出状況を診断す

る、うちエコ診断を試行いたします。 

まちでは、ごみ減量化・リサイクルの促進に努めておりますが、近年、ごみの排出量は

微増傾向にあります。家庭から排出される生ごみのたい肥化や、資源ごみと可燃ごみの分
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別の徹底により、更なるごみの減量化は図れるものと考えておりますので、小型家電製品

の回収を継続して実施するとともに、引き続き、コンポスト容器や電気式の家庭用生ごみ

処理機器の購入に対する助成を行います。 

また、地域の団体に対し、資源ごみの自主的な回収を奨励し、ごみの排出抑制や再使用、

再生利用等を推進してまいります。 

生活基盤の整備。 

我が国では、高度経済成長期に社会資本が集中的に整備され、本町においても、公営住

宅、公園、上下水道施設、その他公共施設などの社会インフラは、建設後相当の期間を経

過しており、今後も老朽化が進行してまいります。将来のインフラ整備に当たっては、老

朽化の程度や更新のコストを把握し、同時に、人口減尐・高齢社会における時代的な必要

性や地域のニーズを踏まえたうえで、今後の需要を予測しながら、計画に基づく効果的で

効率的な経営管理を行う必要があります。 

そのためには、早期発見、補修による施設全体の予防保全的管理を行うとともに、長寿

命化計画を策定し、トータルコストの縮減を図っていかなければなりません。公営住宅に

おいては、昨年策定いたしました公営住宅等長寿命化計画に基づく維持管理を進めてまい

ります。 

公園については、中央公園及びふるさと公園の遊具を更新する等、良好な公園環境を保

つとともに、都市公園の計画的な維持管理や改善計画のため長寿命化計画を策定いたしま

す。 

また、個人住宅における耐震診断や耐震改修工事、また省エネルギー改修工事に対し費

用を助成する、安心すまいる事業を継続して実施するほか、河川の水質を保全し、良好な

水環境の確保を図るため、公共下水道中期ビジョンを策定するとともに、合併浄化槽の設

置費助成につきましても引き続き行ってまいります。 

交通環境の充実。 

 道路整備につきましては、西２線の改修舗装工事を行うほか、みどり区などの団地内道

路の舗装改修等、道路及び交通安全施設の適正な維持管理と整備を進め、住民の皆様の安

全確保と利便性の向上を図ります。 

 また、冬期の安全な交通確保と生活環境の確保を図るため、除排雪の効率的な作業を進

め、老朽化した除雪車を更新し、除雪体制の充実を図ります。 

平成21年度より３年間にわたって実施した地域公共交通実証運行の結果を踏まえ、本年

度から新しく地域公共交通が運行いたします。乗合タクシーや乗合ワゴンでの運行及び路

線統合等の変更が行なわれますので、住民の皆様への周知を図るとともに事業者と連携し、

日常生活の移動手段として利用しやすい運行を目指してまいります。 

２、みんなでつくる健やかなまち。 

二つ目は、みんなでつくる健やかなまちです。 

尐子高齢化の急速な進行、社会環境の多様化の中、安心して子どもを生み育てることが

でき、高齢者や障がい者が住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができるよう、それぞ

れのニーズに合った多様な福祉、保健、医療サービス体制を整えることにより、住民一人

ひとりが、生涯にわたっていきいきと暮らすことのできる健やかなまちづくりを進めます。 



- 45 - 

 

児童福祉の充実。 

 年尐扶養控除の廃止による子育て世帯の負担を軽減するため、平成20年度から発行して

いる得きっずカードの満点上乗せの額を増額し、新十津川ポイントカード会と連携を図り、

更なる子育て世代への支援を行います。 

 児童館においては、発達障がいや遅滞児童に対する専門的な知識を有するアドバイザー

の相談体制の強化を図るとともに、児童館厚生員の資質の向上を図り、町内児童の放課後

の受け入れ先として、健全な遊びや学習習慣の場となるよう運営体制の充実を図ってまい

ります。 

障がい者福祉の充実。 

 第２期新十津川町障がい者基本計画及び第３期新十津川町障がい者福祉計画に基づき、

障がい者の方が地域の中で心豊かに充実した生活を送ることができるよう、障がい者個々

のニーズに合ったサービスの提供に努めてまいります。また、関係機関との連携により障

がい者の自立や社会参加を支援いたしてまいります。 

高齢者福祉の充実。 

 高齢者の生きがい活動の充実のため、高齢者いきいき応援プログラムの方針に基づき、

高齢者の健康の維持、増進及び学習や趣味活動の助長を図るため、ふるさと学園大学のカ

リキュラムの充実、ゆめりあ部会やシニアいきいきクラブなどの部会活動の支援を行うと

ともに、体験講座を実施し新たな会員の確保に努めます。 

 また、元気づくりの一環として、引き続き、レクワーカー養成講座を開設するほか、北

海道レクリェーション協会が主催する養成講習会への参加経費を助成し、レクワーカーの

育成と資質向上を図るとともに、レクワーカーの地域への派遣にも積極的に取り組んでま

いります。 

 高齢者の介護予防につきましては、身体機能の維持向上を図るため、らくらく運動教室

など、参加しやすく効果的な介護予防事業を実施いたします。高齢者が住み慣れた地域で

安心して暮らし続けることができるよう、緊急通報システム及び救急医療情報キットを希

望する世帯に配置するほか、独居高齢者や障がい者など支援を必要とする対象者の情報を

要援護者台帳として整備し、緊急時や災害時に備えてまいります。 

なお、これら高齢者の生活支援に必要な行政サービスの提供方法につきましては、協議

会を設置し、総合的に検討するとともに、モデル地区に見守り推進員を配置し、高齢者見

守り生活支援ネットワークの構築を目指します。 

健康づくりの推進。 

 疾病予防対策につきましては、ヒブによる髄膜炎及び小児肺炎球菌による疾患を予防す

るため、２か月以上５歳未満の乳幼児を対象に予防接種を実施いたします。 

また、予防できる唯一のがんといわれている子宮頸がんワクチンの予防接種を小学校６

年から高校１年の女子を対象に実施してまいります。 

 高齢者の方の肺炎による死亡率を低下させるため、特に心臓・呼吸器系の慢性疾患者や

基礎疾患を持つ65歳以上の町民を対象に、肺炎球菌ワクチン接種に係る費用の助成を行う

とともに、インフルエンザによる重症化予防を図るため、高齢者と中学生以下の児童生徒、

乳幼児及び妊婦を対象にワクチン接種費の助成を行います。 
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疾病の早期発見や重症化の予防、また、生活習慣の改善や健康維持の推進には、まず自

分の健康状態を把握していただくことが重要と考え、健康診断の受診を積極的に奨励し受

診率の向上に努めてまいります。 

基本健康診査及び国保加入者の特定健康診査については、自己負担額を無料といたしま

す。 

がん検診については、がん対策基本法による受診率50パーセントを目指し、各種のがん

検診を実施し、特に20歳から40歳まで５年ごとの節目年齢の方の子宮頸がん検診、40歳か

ら60歳まで５年ごとの節目年齢の方の大腸がん検診を無料で実施いたします。 

 特定不妊治療については保険適用がなされず、また、１回の治療費が高額であることか

ら、特定不妊治療を受ける方の経済的負担を軽減するため、助成制度を継続して実施して

まいります。また、妊婦健診については、全14回分の健診費用の助成を行い、受診抑制の

防止と異常の早期発見に努め、親と子の心身の健康を維持と増進に努めてまいります。 

 町民の健康づくりでは、本町住民の糖尿病予備群が全道に比較し多い傾向であることか

ら、北海道大学と連携し、食生活、生活習慣等との関係を研究することとし、栄養相談や

健康教室による食生活改善に対する支援を行うとともに、町民の皆様に健康レシピを配布

し、バランスのとれた食生活の啓蒙に取り組んでまります。 

また、積極的に体を動かす習慣づくりのため、ウォーキング作戦を継続実施するととも

に、情報提供や啓発活動を通じ、町民の健康増進に努めてまいります。 

 医療環境の充実。 

 子育て世帯の医療費負担の軽減を図るため、北海道の助成制度を拡張し、０歳から中学

生までの保険医療費の無料化を継続して実施してまいります。また、障がい者やひとり親

家庭等の医療費について、自己負担分の医療費助成を行い負担の軽減を図ってまいります。 

３、みんなでつくる豊かなまち。 

 三つ目は、みんなでつくる豊かなまちでございます。 

 本町の地域経済を支える基幹産業の農業をはじめ、林業、商業、工業及び観光の振興に

向けた支援を行い、地域経済の活性化と雇用の場を確保し、産業間の多様な交流や連携に

より新たな地域資源や産業を創出する、活気あふれる豊かなまちづくりを進めてまいりま

す。 

農業の振興。 

設立されたピンネ農業公社を中心として、ピンネ農業協同組合及び農業委員会と連携し、

農地の利用集積による農業規模拡大、優良農地の確保と効率的利用を図るとともに、農業

経営者の高齢化や担い手育成への対応など、持続的な農業の発展を推進してまいります。 

 また、地域が共同で取り組んできた農地、農業用水等の資源の保全管理活動に加え、農

地周りの水路、農道等の施設の長寿命化のための補修、更新などの活動を行う農地・水保

全管理支払交付金事業に取り組むとともに、地球温暖化防止など、環境保全に効果の高い

営農活動や農薬や肥料の低減など、環境保全型農業に取り組む農業者に対し支援を行って

まいります。 

 さらに、農業生産条件が不利な状況にある中山間地域等における農業生産の維持を図り

ながら、多面的機能を確保するため中山間地域等直接支払交付事業に引き続き取り組んで
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まいります。 

農業基盤の整備のため現在３地区で行われている面的集積事業については、関係機関に

積極な働きかけを行い、早期完了に向け取り組んでまいります。 

 本町の農産物のブランド化を推し進めるため、本町の基幹作物となっている米や推奨産

品のＰＲ活動を積極的に推進するとともに、農業者が農産物の販路を拡大するため、道産

品アンテナショップ等への出店について支援してまいります。 

 平成14年に着工した徳富ダムは、２月からの湛水試験を経て本年度いよいよ完成の運び

となります。徳富ダムによる農業用水、水道水の安定的な確保、そして災害の防止に大き

く寄与するものと考えております。 

 近年、増え続けている有害鳥獣による農業被害への対策として、有害鳥獣駆除の委託を

継続するとともに、アライグマ捕獲用箱わなの購入費用を助成し被害対策を支援してまい

ります。 

林業の振興。 

 町有林・民有林の保護育成では、町有林保育管理事業として幌加町有林の更新伐、準備

地拵工事及び創造の森の補植を行い、森林の適正な管理に努めます。 

 また、森林資源の循環利用や公益的機能の高い森づくりを進め、伐採後の確実な植林や

無立木地への造林を支援するため、未来につなぐ森づくり推進事業に取り組むとともに、

森林経営計画の策定のもと、森林整備地域活動の支援に引き続き取り組んでまいります。 

林道網の整備では、森林整備加速化・林業再生事業を活用し、林道専用道福五士寸線を

新設し、森林整備の循環利用を促進し林業の生産性向上に努めてまいります。 

商工業の振興。 

中小企業等の経営支援では、商店街の環境整備や近代化への取り組みに対する中小企業

等近代化促進事業、また、設備資金や運転資金の融資あっせんを行い利子を補給する中小

企業事業資金保障融資事業を平成26年度まで継続し経営基盤の強化を図ります。 

商店街の活性化支援では、町内の商店の消費拡大と活性化を図るため、商工会が取り組

む花いっぱい運動、イルミネーション事業等の商店街の環境整備やスタンプラリー抽選会

などの地元消費拡大事業に対して支援を行ってまいります。 

観光の振興。 

 観光情報の発信では、観光パンフレット、新十津川町の四季に応じたポスターを作成す

るとともに、ホームページなどを活用し観光施設や特産品などの観光情報、イベント情報

を町内外に積極的に発信し、観光客の誘致に努めます。 

 都市と農村の交流促進では、農村の資源や魅力を知っていただくため、札幌圏で開催さ

れる物産展等に積極的に参加するとともに、農業体験等により交流人口の増加を図ります。 

 また観光施設の拠点であるふるさと公園内の文化伝習館、サンヒルズサライ、青尐年キ

ャンプ村及び吉野公園の施設の老朽化対策や備品の更新など、適正な維持管理に努め、観

光客を満足させるサービス体制の向上とイメージアップを図ってまいります。観光の活性

化につながる観光資源の有効活用を図るため、新たな観光資源の掘り起こしを行い、観光

協会やふるさとまつり実行委員会等と連携し、地域の特色を最大限活用した手作りのイベ

ントを年間通して実施し、活気溢れるまちづくりを進めてまいります。 
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 ４、みんなでつくる安心なまち。 

 四つ目は、みんなでつくる安心なまちでございます。 

 住民の皆様のかけがえのない生命と財産を守るため、これまでの災害の教訓を踏まえ消

防・救急体制や、防災体制の一層の充実を図るとともに、交通安全や防犯、防火を中心と

した日常生活での安全を確保し、子どもから高齢者まで、穏やかに暮らすことのできる安

心なまちづくりを進めます。 

 消防・救急体制の充実。 

 防火については、防火モデル地区の指定、婦人防火クラブや尐年消防クラブの活動の充

実、地域での消火訓練の実施など、幅広く啓蒙活動を進めるとともに、火災等の発生に対

し適切かつ確実な対応を図るため、購入から25年が経過した第２分団の消防車をタンク車

に更新、更には老朽化した消火栓を改修いたします。 

 また、徳富地区での救急救命への対応、国道451号における交通事故や山菜取り等の遭難

事故への対応のため、吉野地区にドクターヘリの離発着場を整備し、救急救命体制の充実

を図ります。 

防災体制の充実。 

大規模な災害が起こった場合、行政だけでは避難救助や災害復旧に十分対応できないこ

とも想定され、自助、共助の中で安否確認や避難所への避難など、自らが自主的に動く防

災体制の仕組みが求められております。 

このことから、引き続き、地域の防災士を養成するための資格取得経費を助成するとと

もに、まちにおいても防災に係る専門研修に職員を派遣し、自主防災組織の設立をはじめ

とする地域の要援護者支援の体制整備を向けた取組みを推進いたしてまいります。 

また、災害発生時において速やかな対応が図れるよう、職員初動マニュアルに基づく、

図上訓練を実施し、災害時における行政体制の強化に努めてまいります。 

役場庁舎は、災害発生時における災害対応の拠点であり、災害対策本部としての機能を

有していることから、昨年実施した耐震２次診断を基に、老朽化した施設、設備の更新等

を含め耐震改修工事について方針を検討をしてまいります。 

 生活安全体制の充実。 

 防犯体制の充実では、行政区が管理する町内全域の防犯灯約950灯をすべてＬＥＤ化し、

安全で安心な明るいまちづくりを推進するとともに、電気料削減による環境負荷の軽減や

行政区の負担軽減を図ってまいります。  

また、昨年から継続して実施する事業として、中央区、文京区及び菊水区の国道沿いの

街路灯をＬＥＤ照明に改修をしてまいります。 

 交通安全の推進では、安全・安心推進協会の活動を支援し、連携して交通安全意識の啓

発に努めてまいります。 

また、高齢者の方などが自動車運転免許証を自主返納したことを申し出た場合、運転免

許証に代わる身分証明書となる住基カードを引き続き無償発行いたします。 

５、みんなでつくる学びのまち。 

 亓つ目は、みんなでつくる学びのまちです。 

本町の明日を担う大切な子どもたちが、心身ともに逞しく育ち、生きる力を育むことが
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できるよう、家庭、地域、学校が連携し、地域に開かれた特色ある教育環境の充実に取り

組みます。 

また、乳幼児から高齢者までが生涯にわたって学習活動や読書活動、文化、スポーツ活

動を行えるよう、場所と機会を提供し自己実現を図ることができる学びのまちを推進いた

します。 

学校教育の充実。 

学校教育環境の充実では、平成23年度から小中学校で行っている特色ある学校づくりを

目的とした、生きる力を育む学校づくり事業に対し支援を継続し、学校教育の充実を図っ

てまいります。 

また、新十津川農業高等学校についても、地域に根ざした高校として、特色を生かした

カリキュラムや活動に対し継続して支援をしてまいります。 

経済的な理由から学用品や給食費などを支援する就学援助については、更に支援を充実

してまいります。学校給食の充実では、地場産品を活用するなど食育を推進するとともに、

給食の安全確保に努めてまいります。 

 社会教育の充実。 

社会教育活動の推進では、生涯学習の中心的な位置づけとして、近年の尐子高齢化、核

家族化、情報化などの社会環境の変化に対応した社会教育活動を推進いたします。 

 読書活動の推進では、図書館の蔵書システムを更新や周辺環境の整備を実施し、本に親

しむための環境を整備いたします。 

 文化活動の推進では、芸術鑑賞の機会を提供するとともに、住民が自主的に取り組む文

化芸術活動を支援いたします。 

 スポーツ活動の促進では、年齢や体力に応じたスポーツ活動機会の充実を図り、心と身

体の健康づくりを推進してまいります。 

 最後に、６、みんなでともに歩むまち。 

 六つ目は、みんなでともに歩むまちでございます。 

町を取り巻く情勢が大きく変化する中、住民と行政が目的や課題を共有し、互いに連携

しながらまちづくりを進めることが求められております。そのためには、情報の公開と共

有を図りながら住民活動の支援を進め、住民に開かれた効率的な行財政運営により、住民

とともに歩むまちづくりを進めてまいります。 

 住民参加の促進。 

広聴活動の推進では、まちづくり懇談会や各種会合において、広く住民の意見を把握す

るとともに、本町のまちづくりの方策を審議する総合行政審議会の意向を尊重し、住民参

加のまちづくりを推進いたします。 

住民活動の支援では、行政と地域との協働により行政区の自治活動への支援を行うとと

もに、自治活動の活性化を図るため、町内会活動の研修機会の提供に努めてまいります。 

また、地域サポーター職員の研修により、地域支援能力の向上を図り、地域活動の支援

に積極的に取り組んでまいります。 

 行政の効率的な運営。 

行政事務の効率化では、各部署における行政システムを計画的かつ適正に導入し、電算
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化コストの軽減を図るとともに事務の効率化、迅速化を目指します。 

行政区自治会館の耐震化につきましては、自治会館が住民活動の拠点となる施設であり、

避難所としての機能も有することから、耐震補強及び老朽化に対する改修方法について、

行政区のご意見を伺いながら、本年度中に耐震改修の方向性を決定いたしてまいります。 

また、安定財政の推進では、町税をはじめとする自主財源の確保、受益者負担の適正化

を進めるほか、常に事務事業の見直しを行い、低コストで効率的な行政を推進するため、

財政状況の推移を注視しながら健全な財政運営に努めてまいります。 

むすびに。 

 以上、平成25年度の町政に臨む私の所信を述べさせていただきました。 

地方自治体の運営は、地方交付税の削減、補助金の廃止や補助率の低下、また制度改正

による負担の増加など、自主財源の乏しい市町村においては厳しい財政運営となってござ

います。 

しかし本町においては、この10年間でまちの貯金である基金残高は増加、まちの借金で

ある町債残高は減尐しており、財政の健全判断比率の数値も改善し、道内でも上位に位置

するようになりました。 

このような財政運営の健全化が図られておりますことが、町民の皆様が自ら主体的に地

域活動に参加していただいていること、また、補助金、負担金等の執行基準の見直しにつ

いてコスト意識を共有していただいたことなど、自立した行政運営と公正かつ簡素で効果

的な公共サービス提供の在り方に、格別なご理解とご協力を賜ったからこそであり、衷心

より感謝とお礼を申し上げるところでございます。 

私たちには、先人から受け継いだまちを守り、育て、次の世代に繋げていく使命がある

と考えております。 

これからも、豊かな自然、あふれる笑顔、みんなで創る、いきいき未来という未来像の

実現に向け、まちの自然環境、歴史や文化を活かし、住民の参画によって一人ひとりがま

ちづくりの主人公となるよう、町政の推進に全力を尽くす所存でありますので、町議会の

皆様をはじめ、町民の皆様に、一層のご理解とご協力を心からお願い申し上げまして、平

成25年度の町制執行方針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、町政執行方針演説を終わります。 

 ここで10時50分まで休憩いたします。 

（午前10時40分） 

   

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午前10時50分） 

   

     ◎教育行政執行方針 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３、教育長行政執行方針演説を行います。 

 教育長。 

〔教育長 熊田義信君登壇〕 

○教育長（熊田義信君） おはようございます。それでは議長のお許しをいただきました
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ので、教育行政執行方針を述べさせていただきます。 

 はじめに。 

平成25年第１回新十津川町議会定例会の開会にあたり、町民の皆さま、町議会議員の皆

さまに、私の所掌する教育行政の執行方針を申し上げます。 

本年は、テレビ放送が始まってから丁度60年を迎えました。当時、テレビは高価なこと

もあり、一般家庭にはなかなか普及しませんでしたが、我が国が経済的発展を遂げ豊かに

なるに従い、テレビはお茶の間の主役になり、今では小型化されポケットにも入るように

なりました。放送のデジタル化に伴ってその機能も増え、高音質で高画質な映像に加え、

双方向サービスなど、多種多様なサービスを伴うメディアとして進化をしております。 

学校においては、昭和30年代に扉が付いた重厚なテレビが配備され、大事に使用されて

いたのを思い出します。これまでの間、日本の先進的な技術や新しきモノづくりへの挑戦

など、ひた向きに取り組んできた努力が、アナログ時代から、各教室に一台ずつテレビが

配備されている現在のデジタル時代に繋がってきているものと考えます。 

 こうした時代の変化やスピードを受け止め、持続的に、そして着実に発展していくため

には、ふるさとを愛し地域の発展に貢献でき、更に先見性、創造性、チャレンジ精神に富

む人材を育成することが大切であります。 

 本町教育の根幹は、母村十津川村から、十津川郷士の精神を受け継ぐ文武両道を継承し

ており、親から子に遺伝するＤＮＡのように、母村から本町へと未来永劫受け継いでいか

なければならないものと考えます。これまでに積み重ねられた先人の偉業を受け継ぎ、学

校、家庭及び地域をはじめ、関係機関や団体などとの連携、協力を一層深めた総合的な教

育行政の推進を図らねばなりません。 

 それでは、第５次総合計画の目標であります、みんなでつくる学びのまち実現のため、

学社融合を図りつつ学校教育の充実と社会教育の充実の２つの政策目標に沿って、平成25

年度の教育行政執行方針を申し上げます。 

 学校教育の充実。 

１、学校教育環境の充実。 

（１）指導体制の充実。 

子どもたちが変化の激しいこれからの社会を生きるために、確かな学力、豊かな心、健

やかな体の知、徳、体をバランスよく育てることが大切であり、自立し生きていくために

は、基礎的・基本的な知識・技能やそれらを活用できる力、すなわち、確かな学力を育む

ことが喫緊の最重要課題であります。 

北海道教育委員会では、教育の機会均等とその水準の維持向上という義務教育の趣旨を

踏まえ、すべては子どもたち一人ひとりのためにとの視点から、基礎学力を保障する取組

として、平成26年度の全国学力・学習状況調査までに全国平均以上にすることを目標に掲

げております。 

本町におきましても、新十津川町確かな学び推進会議にて、学校、家庭及び地域との連

携、協力のもと、児童生徒の更なる学力向上と、学習状況の改善を図る具体的な方策を推

進し、義務教育の一貫性及び地域の特性を活かした特色ある教育活動を積極的に執り進め

ているところであります。 
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 本年度の全国学力・学習状況調査については、国がきめ細かな調査として、しっかい調

査をすることになっておりますので、児童生徒の学力や学習状況を把握、分析の上、教育

施策の成果と課題を検証し、その改善を図るとともに、教育に関する継続的な検証改善サ

イクルを確立し、学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善などに役立

ててまいります。 

 小、中学校の主体的な創意ある取組を一層推進するとともに、尐人数指導、習熟度別指

導、チームティーチング指導など個々の能力を伸ばし、興味、関心や学ぶ喜びを感じられ

るような学習支援を行うことにより、わかる授業を追求してまいります。子どもたちの思

考力、判断力、表現力などを育む視点から、小、中学校の密接な連携のもと、北海道教育

委員会の指定事業として取り組んでまいりました、小、中学校ジョイントプロジェクト事

業は、最終年次となりますので、義務教育段階の学習内容の確実な定着とまとめを行うと

ともに、より専門的な授業実践ができるように小、中学校相互間の乗り入れ教諭の拡大を

推し進めてまいります。 

本町の義務教育９年間の筋道を明確にするために、小、中学校の学校経営計画を１本化

するとともに、保護者に対して学校の情報を積極的に発信し、地域教育力の活用と学校、

家庭、地域の連携による取組を基本とした、特色ある教育課程の編成と実施に努めます。 

更に、各学校に設置された学校評議員や保護者による評価や意見を真摯に受け止め、学

校運営の改善に努めてまいります。 

新十津川小学校の教育目標には、ふるさとを愛し、夢と希望を持つ子どもと掲げられて

います。緑あふれる山々や田園風景などの自然豊かな環境に加え、爽やかな風、脈々と流

れる徳富川、あるいは、冬の厳しき寒さなどの四季の移り変わりを亓感一杯に感じ、子ど

もたちが本町に生まれ育ったことを誇れる教育を展開するとともに、将来の自立に向け、

我慢強く、理想を目指し、学び続ける力を育んでまいります。 

 小学校５年生、６年生の教育課程で、英語が必修化された外国語教育は、ＡＬＴを活用

し、あいさつなどの簡卖な英語表現を通して英語に慣れ親しみ、コミュニケーション能力

の素地を養ってまいります。現任のＡＬＴは本年、任期満了を迎えますので、後任者への

継承と更なる英語指導体制の確立を図り、異文化理解や国際性の涵養に努めてまいります。 

子どもにとっての読書は、読む力や考える力、創造力、判断力、表現力や感性を養い、

豊かな心の形成に大切なもので、学習理解に必要不可欠なものであります。更に、読書を

通して視野を広げ、多くのことを身に付け、学びの成長が促されますので、学校図書室や

図書館蔵書を有効活用し、朝読書の取組を通して読書習慣の定着化を図ってまいります。 

学校教育の成果は、日々児童生徒に接し、人格形成に大きな影響を与える教職員の資質

と能力に負うことが極めて大きいことから、教科指導や生徒指導の専門性はもとより、広

い視野と豊かな人間性を身に付けることや、教育の専門家としての確かな力量など資質の

向上が必要です。 

そのため、職場のチームワークを重視した校内研修を充実させるとともに、自ら資質向

上を図るため、研修と研究成果の公開を進めつつ、教育局指導主事による専門的指導力を

高めるための研修に努める一方、学校職員評価制度などの活用を通して、個々の教職員の

意欲を高めてまいります。 
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学校教育は、日本国憲法をはじめ、学校教育法などの法令を遵守しながら、町民の負託

に応える公教育であります。従いまして、教職員に対し、コンプライアンスの保持徹底と

規範意識の向上を強く指導してまいります。また、教職員一人ひとりが教育公務員として

の自信と誇りを持ち、保護者や地域の信頼に応える魅力ある学校づくりを推進してまいり

ます。 

一方では、時代の変遷や教育課程の充実などの面から、過密になっている教職員の勤務

実態も否めない事実であり、心身共に健康で、児童生徒と向き合う時間を生み出し、教育

活動により専念できるように配意をしてまいります。 

教育活動をさらに充実させるために、部活動やスポーツ尐年団において指導の任に当た

っている教職員に必要な休息の取得と、児童生徒に集中力を培わせるため、実情に即した

休暇の確保について、保護者や地域の皆さまにご理解いただきたいと考えております。 

生涯に亘って、自分の歯で食事をとることは、健康で豊かな日常生活を送るうえで、重

要な役割を果たすものであり、特に学童期における虫歯予防が大変重要とされております。 

その虫歯予防対策として、本年度より新たに小学校において、北海道歯・口腔の健康づ

くり8020条例の趣旨と公衆衛生の観点から、学校歯科医師、学校薬剤師と学校との連携を

密にしながら、保護者の理解をいただいた中で、適確にフッ化物洗口を実施し、歯、口腔

の健康づくりに努めてまいります。 

就学援助制度は、経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者に対し、就学に必要

な費用の援助を行っておりますが、本年度より、課外部活動費、生徒会費及びＰＴＡ会費

などに係る一定の費用の支給枠拡大を図り、制度の充実を期してまいります。 

（２）特色ある学校づくり。 

 学校長が裁量権を持つ、生きる力を育む学校づくり推進事業を有効に活用し、児童生徒

の学力向上と特色ある学校運営に求められているニーズに合わせ、より即効的な対処をし

てまいります。 

 特別支援教育につきましては、特別な支援を必要とする児童生徒に対し、乳幼児期から

成人まで一貫性のある継続した支援を円滑に行うため、保護者と学校や医療、福祉関係機

関との連携を深めてまいります。 

昨年度、整備をいたしました個別の支援ファイルを通し、個々のライフステージに応じ

た一貫した方針に基づき適切な対応を行い、児童生徒の可能性を最大限伸ばすことを目標

に執り進めてまいります。 

また、個別の教育指導計画や支援計画に基づく学習指導の進め方などについて、教育局

に配置されております特別支援教育スーパーバイザーや特別支援学校のパートナー・ティ

チャーなどから、適切な助言、援助を受けながら相互理解と認識を深めた指導の充実に努

めてまいります。 

 なお、特別支援教育支援員並びに介助員につきましては、従前同様継続して配置いたし

ますが、小、中学校全体の支援体制を考慮し、必要な学校に出向きサポートを行ってまい

ります。 

滋賀県大津市における、いじめが自殺の直接的要因だったと結論付けられた事案から、

私たちは学校の対応次第で自殺を防げたという教訓を生かさねばなりません。言うまでも
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なく、いじめは、人間として絶対に許されるものではなく、いじめを受けた児童生徒の学

習機会を妨げるなど、その人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格形成に重大な影

響を与えるのみならず、その生命又は身体の安全を脅かせるものであります。いじめや不

登校は、どの子どもにも起こり得るという認識に立ち、学校、教育委員会が、家庭や地域、

関係機関との連携を図りつつ、早期発見、早期対応が解決の最大の近道であることを踏ま

え、その対応に努めてまいります。 

北海道教育委員会によるスクールカウンセラー派遣事業の継続配置を受け、いじめや不

登校の防止など、児童生徒や保護者が抱えている悩みや問題の解決に向け、専門的知識に

基づき適切に指導やアドバイスができるようにしてまいります。なお、カウンセリングや

コンサルテーションが、円滑にできるようにカウンセラー室の環境整備をしてまいります。 

不登校になってしまうきっかけや、克服するきっかけはどこにあるのか分かりづらく、

児童生徒の心の中の不安に向き合う努力や不登校を改善していく環境調整が必要でありま

す。そのために、経験豊富な専門職員が配置されている滝川市適応指導教室を、本町の児

童生徒が利用できるように執り進め、原因克服に向けての学習や集団生活への適切な対応

から、不登校にある児童生徒の一日も早い学校復帰を目指してまいります。 

 新十津川農業高等学校は、生命を育て、心を育て、夢を育てます。をスローガンに掲げ、

地域の基幹産業である農業の将来を担う人材育成する使命を踏まえながら、豊かな人格形

成のための教育活動や地域と連携した魅力ある活動が高く評価を受けてきております。 

 しかし、尐子化の影響から学区内の中学校生徒数も年々減尐してきておりますので、地

域に根ざした農業教育などの特色を活かし、生徒に選ばれる魅力ある高校として存在価値

を高めていくため、介護員養成研修や農業資格検定などの資格取得の助成措置などの支援

を継続してまいります。 

（３）学校環境の充実。 

中学校の武道必修化による剣道授業は、昨年、新たに建設した奈良県十津川村と本町と

の深い絆の象徴である剣道専門の新十津川中学校武道場で授業が執り進められます。ハー

ド面が完備されましたので、今年度は、ソフト面の一層の充実を期し、母村の開村以来受

け継がれてきた文武両道の精神の伝統継承と、相手を尊重する心の育成や礼儀作法の習得

を目指してまいります。 

剣道師範の外部からの招聘につきましては、生徒への適切な指導と安全性を考慮し、引

き続き配置をしてまいります。そして、中学校武道場が、剣道の町、新十津川の新たな伝

統となるよりどころとなり、加うるに、本町の剣道人口が拡大するよう新十津川尚武会と

連携を執りながら取り組んでまいります。 

スクールバス運行につきましては、昨年度１台が更新されましたので、児童生徒の遠距

離通学に対応した、安全かつ安心できる運行管理体制の継続と、関係機関との連携を密に

し、安全運行の指導徹底を講じてまいります。 

２、学校給食の充実。 

（１）地産地消の推進。 

食の安全性がより求められている今日、徹底した衛生管理及び栄養バランスのとれた献

立の提供が必要不可欠であります。使用する食材を厳選し、可能な限り町内の農業生産者
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団体、農業高校などの地場産品の活用を図り、安心かつ安全で美味しい学校給食に努めて

まいります。 

学校給食センターにおける取組内容を地域の皆さんにわかり易く発信するとともに、よ

り理解を深めていただくため、一般町民の方を対象とした学校給食試食会を継続して開催

し、献立の多様性や美味しさの追求を図ってまいります。 

（２）食育の推進。 

学校給食は、子どもたちの食生活や食習慣と密接な関係にあることから、学校、家庭及

び地域との連携を図りながら、食育推進の一翼を担ってまいります。 

 小、中学校において食育の日を設け、本町の基幹産業である農業への理解と農産物の安

全性、生産者などへの感謝の気持ちを醸成するとともに、健康の保持増進に対する意識を

高めてまいります。 

 食に関する正しい知識や望ましい食習慣は、生涯を通して極めて重要なものであります。

栄養教諭による食育授業や給食献立の工夫に加え、児童生徒発案による献立の活用を図り、

給食を残さなくなった、地域の食材への関心が高まったなどの食育実践を推し進めてまい

ります。 

（３）衛生管理の徹底 

 本町の学校給食センターは、築11年が経過いたしました。設備機械の整備計画を作成し、

計画的に機械設備などの修繕及び定期検査の実施など適正な維持管理を行いながら、長寿

命化を見据え対応をしてまいります。 

学校給食センターの適正かつ円滑な運営を行うため、学校、保護者や地域の代表の方々

を構成員とした学校給食推進委員会を設け、衛生管理の徹底や安全性確保に対する提言な

ど、外部の視点からのご意見を取り入れながら、望まれる学校給食の体制整備に努めてま

いります。 

（４）雤竜町との学校給食共同実施。 

雤竜町とは、平成18年度から共同事務運営協議会を設け、両町における学校芸術鑑賞事

業など共通する各種の事務を共同で実施し、効率化やスケールメリットを図ってまいりま

した。 

昨年、北空知圏１市４町による学校給食広域化の検討を契機として、雤竜町から学校給

食業務の共同実施について申入れがなされました。学校給食施設の管理運営に関する業務

を共同で行うことにつきましては、予てからの懸案事項でありましたので、平成27年度か

ら、雤竜町の児童生徒に学校給食を供給するために、必要な施設整備に係る実施設計委託

を執り進めてまいります。 

社会教育の充実。 

１、社会教育活動の推進。 

 社会教育におきましては、新十津川町第５次総合計画のまちづくりの目標の一つである、

みんなでつくる学びの町の展開方針に基づき、昨年度策定いたしました平成25年度から平

成29年度までの第６期社会教育実施計画の豊かな心を育み、ともに学び合う学習活動、生

涯にわたり自ら学ぶ、学びのまちをめざす活動を重点目標に、計画的に事業の展開を図っ

てまいります。 
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２、青尐年の健全育成。 

 青尐年の健全育成につきましては、家庭、学校、地域社会が一体となり全町的な運動と

なっている、あいさつ運動の更なる定着と併せて、児童生徒の登下校時の安全な見守り体

制の充実に努めてまいります。 

通学合宿事業につきましては、参加児童や保護者からも好評を博しており、普段、家族

に頼りきりになりがちな食事づくりや掃除などを、子ども自らが共同で体験することによ

り、基本的生活習慣の確立、集団生活への適応、学習習慣の見直しなどを学ぶことができ

る良い機会になっています。学習や生活のサポートとして、子どもたちの頼れる存在であ

る国學院大学北海道短期大学部をはじめとする学生にご協力をいただき、自主性、自発性

を養うなど、より効果が上がるように執り進めてまいります。 

 青年の活動につきましては、青年や青年団体が社会的役割を果すために必要な学習機会

の確保と情報の提供に努めてまいります。一方、青年個々の具体的な要望に基づく文化、

スポーツ、地域のイベントなどに自主的に参画できるよう支援し、青年が持つ若いエネル

ギーを活かした社会参加促進の意識啓発に努めてまいります。 

３、読書活動の促進。 

読書は､物事に関する興味や関心をもたらし､思考力を高め､表現力や想像力を豊かにし

てくれるものであります。 

乳幼児、児童については、引き続き、絵本の読み聞かせ会をはじめとする読書習慣の定

着化を図るとともに、子育て支援センターとも連携し、親子で喜びと楽しみを共有できる

ような魅力ある行事を行ってまいります。 

 近隣の図書館が整備されて以降、町外利用者が減尐傾向になってきていることで町民利

用者の選書がスムーズに行え、利用し易い環境になっております。図書館を活用した各種

講座や講演会、ロビーギャラリー展示などに工夫を凝らし、多くの町民に図書館に足を運

んでもらうよう、地域に根ざした図書館の運営を行ってまいります。 

４、文化活動の促進。 

 これまで、町民の皆さまに、創造性を育み、その表現力を高めることで、心豊かな社会

を形成するという思いの基に、様々な芸術文化の振興に努めてまいりました。引き続き、

各種文化行事を開催するほか、文化協会を構成する文化団体の活動を支援することで、芸

術文化の裾野を広げていく取組を継続してまいります。また、芸術鑑賞事業につきまして

は、取り組む観点や内容に工夫を凝らし、より多くの町民の方に、身近に芸術文化に親し

んでいただく機会を設けてまいります。 

文化拠点施設でありますかぜのびは、指定管理者による創意工夫ある取組や、建築専門

誌に斬新な改修と展示などが取り上げられ、ゆったりした時間の中でアートを楽しむ心地

良い空間として、全国から見学者が訪れるなど、知名度が高くなってきております。小学

校で実施した総合学習の作品展示や町内文化団体との交流など、一層の連携が深まるよう

にしてまいります。 

 開拓記念館は、本町の特異まれな歴史からなる先人の開拓精神が凝縮された施設であり、

本町歴史の語り部として重要な役割を担うとともに、新天地にかけた大きな夢で綴られた

文化遺産として後世に残さねばなりません。そのため、今年度、貴重な収蔵物を保管、展
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示している開拓記念館の耐震改修設計委託を実施します。 

５、スポーツ活動の促進。 

 スポーツの普及・振興につきましては、子どもから高齢者までを対象にした各種スポー

ツ大会や各種教室を引き続き開催してまいります。 

 本年度、北海道教育委員会から新たに社会教育のスペシャリストであります社会教育主

事の派遣を受け、雤竜町との広域連携による健康増進や地域スポーツの振興と指導体制の

強化を図るとともに、社会変化に対応するスポーツ環境の充実を目指してまいります。 

 体育指導委員は、スポーツ基本法の改正により、スポーツ推進委員と改称され、スポー

ツに関する指導助言に留まらず、スポーツに関する事業への参画や地域住民と行政の橋渡

しなど、連絡調整の職務が法的に規定されましたので、スポーツ推進委員と連携を密にし

て、スポーツ人口の底辺拡大と競技力の向上に努めてまいります。 

スポーツと食育は密接な関係があり、特に、成長期における子どもたちの栄養摂取の大

切さや健康的なバランスのとれた食生活と併せ、健康増進と体力向上などを考えることが

重要でありますので、北海道の地元球団であります北海道日本ハムファイターズの選手の

健康と栄養管理を専門にしている管理栄養士を招聘して、小学校高学年及び中学生と、ス

ポーツや食育に関心のある町民の方々を対象に、食育講演会を開催します。 

スポーツ施設の管理運営については、指定管理者である新十津川町体育協会に、利用者

ニーズの多様化に応え、施設の有効利用が図られるよう柔軟な管理運営を目指してもらい

ます。また、体育施設の計画的な改修整備として、スポーツセンターのメインアリーナの

ウレタン樹脂塗布整備などを実施いたします。 

むすび。 

以上、平成25年度の教育行政の執行に関する主要な方針について申し上げました。 

平成23年９月紀伊半島を襲った大水害から１年６か月が経過しました。あっという間に

時が流れてきた感もありますが、自然災害への脅威は忘れられない、忘れてはいけない記

憶として留めなければなりません。母村十津川村は、これまでの間、村民総ぐるみの迅速

な復旧や復興により、多くの元気を本町はじめ全国へ発信しております。 

とりわけ、中学校武道場落成記念として、本町の子どもたちの教育環境充実のために、

檜材の薫り高い手作りの机と椅子の寄贈をたまわるなど、心温まる配慮に報わなければな

りません。 

 「百年(ひゃくねん)樹人(じゅじん)」という格言に「一年(いちねん)之(の)計(けい)ハ

穀(こく)ヲ樹(う)ウルニ如(し)クハ莫(な)シ 十年(じゅうねん)之(の)計(けい)ハ木(き)

ヲ樹(う)ウルニ如(し)クハ莫(な)シ 終身(しゅうしん)之(の)計(けい)ハ人(ひと)ヲ樹

(う)ウルニ如(し)クハ莫(な)シ」と言われるように、人が一人前に育つには百年かかる、

という意味で、正しく「教育」は「人づくり」であり、それは将来のまちづくりの基盤と

なるものです。 

 将来の新十津川町を支え担う子どもたちが、ふるさとの自然・歴史・風土を感じ、社会

で生きる実践的な力を身に付け、更には、新しい時代に積極果敢にチャレンジする進取の

気性に富む人間となるよう、しっかりと導いていくことが今日の教育に求められておりま

す。 
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歴史と伝統のある本町教育の着実な進展に向け、教育関係者が一致団結し、全身全霊で

邁進することをお誓い申し上げます。 

町民並びに町議会議員の皆さまの一層のご理解とご支援、ご協力を心からお願い申し上

げ、平成25年度教育行政執行方針といたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上をもちまして、教育行政執行方針演説を終わります。 

   

     ◎議案第６号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第４、議案第６号、新十津川町新型インフルエンザ等対策

本部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） ただいま上程をいただきました議案第６号、新十津川町新型イン

フルエンザ等対策本部条例の制定について。 

新十津川町新型インフルエンザ等対策本部条例を次のように定めるといたしまして、裏

面に提案理由がございます。 

新型インフルエンザ等対策特別措置法の公布に伴い、新十津川町新型インフルエンザ等

対策本部に関し必要な事項を定めるため、この条例の制定について議決を求めるものでご

ざいます。  

 なお、内容の説明については、保健福祉課長から申し上げますので、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。 

 保健福祉課長。 

〔保健福祉課長 竹原誠二君登壇〕 

○保健福祉課長（竹原誠二君） それでは、ただいま上程をいただきました議案第６号、

新十津川町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についての、内容の説明を申し上げ

ます。 

 ここでいう新型インフルエンザでございますけれども、毎年流行を繰り返す季節性イン

フルエンザとは異なり、これまで人の間で流行したことのない、インフルエンザウイルス

が、豚や鳥から人に感染し、新たに人から人へと感染することになったもので、新型イン

フルエンザ等特別措置法では、強毒性の鳥インフルエンザの変異を想定しているものでご

ざいます。 

次に、新十津川町対策本部設置の必要性でございますが、まず、新型インフルエンザ等

が発生しましたら、国、道において対策本部を設置し、行動計画に基づき対処方針を策定

したり、先行的なワクチン接種や海外発生時の水際対策を行います。 

 次に、国において新型インフルエンザ等緊急事態宣言が出された場合、国は予防接種の

実施指示やワクチン等の運送要請を行います。 

 道においては、感染拡大を防止するため、学校等の施設や催し物の制限、予防接種の実
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施協力、医療体制の整備などを行います。 

 この段階で初めて、市町村は対策本部を設置し、住民に対する予防接種を行うことにな

ります。 

 なぜ今この条例を制定するのかということでございますが、特別措置法が平成24年５月

11日に交付をされ、起算して１年を超えない範囲において施行するということを定めたと

ころから、本条例制定の趣旨のとおり、市町村義務として制定をするものであります。 

次に、条例の内容でございますが、第２条の組織では、本部長、副本部長、本部員等の

役割、必要な職員を置くことができるとしております。 

第３条の会議では、対策本部会議の招集、国やその他町の職員以外の者の会議への出席

等について。 

 第４条の部の設置では、対策本部に部を設置することや部員等について規定しておりま

す。 

 なお、今後のスケジュールとしましては、平成25年６月以降、国や道においての行動計

画が示され、その後に市町村行動計画の策定を通して、役割が明確になるということが想

定できます。 

 以上、ご審議のほどをよろしくお願い申し上げます。 

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

わります。 

   

     ◎議案第７号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第５、議案第７号、新十津川町道路の構造の技術的基準等

を定める条例の制定についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第７号、新十津川町道路の構

造の技術的基準等を定める条例の制定について。 

 新十津川町道路の構造の技術的基準等を定める条例を次のように定めるといたしまして、 

提案理由でございます。７ページをめくっていただきますと、提案理由がここに書いてご

ざいます。 

地域の自主性及び自立性を高めるため、改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行により道路法の一部改正に伴い、町道の構造の技術的基準及び町道に設ける

道路標識の寸法を条例で定める必要があるため、この条例の制定について議決を求めるも

のでございます。 

 内容的には非常にボリュームが沢山でございますけれども、内容の説明につきましては、

建設課長より申し上げますので、よろしくご審議の上、議決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。 
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 建設課長。 

〔建設課長 三谷和弘君登壇〕 

○建設課長（三谷和弘君） ただいま上程いただきました議案第７号、新十津川町道路の

構造の技術的基準等を定める条例の制定につきまして、内容のご説明を申し上げます。 

本条例は、今まで、町道の技術的基準及び道路標識の寸法に関する基準については、政

令で定められていた基準を準用しておりましたが、提案理由にもございますように、関係

法律の一部が改正され、これらの基準を市町村が条例で定めることとなったことから、同

政令の技術的基準等を参酌し、制定したいとするものでございます。 

それでは、内容のご説明を申し上げます。 

本条例は全文46条と附則で構成されておりまして、第１条は、趣旨でございます。 

第２条につきましては、この条例で使用する用語は、道路法及び道路構造令で使用する

用語を引用するとしてございます。 

第３条は、本条例が規定する基準の対象となる道路の区分を、政令では１種から４種に

区分されておりますが、この条例におきましては、町道については第３種と第４種の道路

としてございます。 

第４条では、町道の新設又は改築における構造の技術的基準を第５条から第45条に定め

るとしておりまして、第５条から第７条までは、設計基準交通量の区分によりまして、車

線の数、幅員等について、第８条は、路肩の設置、幅員等について、第９条から第13条ま

では、停車帯、自転車道等、歩道及び歩行者の滞留スペースなどの路側施設の設置につい

ての基準でございます。 

第14条でございますが、これは除雪を勘案し中央帯等の幅員、また、堆雪幅についてで

ございます。 

第15条は、植樹帯の設置、幅員についての規定であります。 

第16条から第45条までは、道路を設計する場合の基礎となる事項について規定しており

まして、第16条は、道路の構造を決定する重要な要素であります設計速度の区分を、第17

条から第21条までは、道路を円滑に通行するための屈曲部の構造について、第22条は、視

距等についての規定でありますが、この規定につきましては、北海道の基準を参酌してお

りまして、政令で定める視距離よりも拡大して規定してございます。 

第23条から第25条までは、縦断勾配の数値、登坂車線の設置、縦断勾配が変移する箇所

の縦断曲線について定めております。 

第26条、第27条は、舗装についての規定であります。 

第28条の合成勾配は、縦断勾配、片勾配、横断勾配を合成した勾配でありまして、設計

速度により区分してございます。 

第29条では、雤水等を排水するための側溝等について、第30条から第32条までは、道路

と道路、道路と鉄道などが平面交差又は立体交差する場合の規定であります。 

第33条から第40条までは、待避所をはじめ、トンネル、橋などの道路の付属施設につい

ての規定をしてございます。 

第41条から第43条までは、規定が除外される特例について、第44条、第45条は、歩行者

及び自転車の専用道路の設置基準であります。 
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第46条では、町道に設置する案内標識、警戒標識等の寸法については、別に規則で定め

るとしてございます。 

附則といたしまして、第１項は、条例の施行日を平成25年４月１日とし、第２項では、

工事中の町道に対する経過措置を定めてございます。 

以上で、議案第７号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７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８号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第６、議案第８号、新十津川町移動等円滑化のために必要

な道路の構造に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第８号、新十津川町移動等円

滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定について。 

 新十津川町移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例を次のよ

うに定めるといたしまして、提案理由、５枚目でございます。 

提案理由。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行により、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

の一部改正に伴い、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を条例で定める

必要があるため、この条例の制定について議決を求めるものでございます。 

前議案に引き続きまして、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） それではただいま上程いただきました議案第８号、新十津川

町移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の制定につきまして、

内容のご説明を申し上げます。 

本条例は、提案理由にもございますように、関係法令の一部が改正され、市町村が移動

等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めることとなったことから、制定し

たいとするものでございます。 

それでは、内容の説明をさせていただきます。 

 本条例は第１章から第６章までの全文34条と附則で構成されておりまして、第１章、第

１条では、法に基づいて特定道路の新設又は改築を行うときの構造の基準を定めるとして

おります。第２条では、この条例で使用する用語は、法及び省令の用語を引用するとして
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おりまして、この用語のうち、第１条で用いております特定道路の内容についてご説明申

し上げます。特定道路とは、高齢者、障害者等の移動等円滑化が特に必要なものとして国

土交通省が指定した道路でありまして、本町におきましては指定がまだされてございませ

ん。 

続きまして、第２章、歩道等でございますが、ここでは歩道の幅員、構造、規格等につ

いての規定を、第３条から第10条までに定めております。 

第３章の立体横断施設でございますが、これは歩道橋等の立体的施設に関する規定でご

ざいまして、第11条から第16条までは、設置をする昇降設備の構造、通路の幅等について

規定してございます。この昇降設備と申しますのは、エレベーター等の昇降機、傾斜路、

階段等をさすものでございます。 

続きまして、第４章、乗合自動車停留所でございます。第17条、第18条で、車道等に対

する歩道等の高さ、また、ベンチ、上屋を設置することを定めてございます。 

第５章は、自動車駐車場に障害者用駐車施設を設置する場合の規定でありまして、第19

条、第20条では、駐車施設の必要な設置台数、設置の位置、有効幅、及び、停車施設につ

いての設置基準を定めてございます。第21条から第26条までは接続する通路、昇降設備等

についての構造でございます。第27条から第29条までは、障害者用駐車施設に便所を設置

する場合の設置位置、出入口の有効幅等、必要な設備や構造を規定してございます。 

 次に、第６章、移動等円滑化のために必要なその他の施設等では、第30条で、高齢者、

障害者が利用する施設の案内標識、案内するための設備について、第31条から第34条まで

は、歩道や立体横断施設において必要な施設の整備について規定をしてございます。 

附則といたしまして、第１項で施行期日を平成25年４月１日とし、第２項から第６項ま

では、歩道の設置、歩道の幅員などの整備基準についての経過措置となってございます。 

 以上で、議案第８号の内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただき、議

決たまわりますようよろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第８について、提案理由並びに内容の説明を終わ

ります。 

   

     ◎議案９号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第７、議案第９号、新十津川町移動等円滑化のために必要

な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第９号、新十津川町移動等円

滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定について。 

 新十津川町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例

を次のように定めるといたしまして、３枚目の下段に提案理由が記載してございます。 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に
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伴い、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を条例で定める必要

があるため、この条例の制定について議決を求めるものでございます。 

 前議案同様に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） それではただいま上程いただきました議案第９号、新十津川

町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定につ

きまして、内容のご説明を申し上げます。 

 本条例は、提案理由にもありますとおり、関係法律の一部が改正され、市町村が移動等

円滑化のために必要な、特定公園施設に関する基準を定めることとなったことから、制定

したいとするものでございます。 

それでは、内容の説明を申し上げます。 

本条例は、第１条から第14条まで及び附則で構成されております。 

第１条は、趣旨について定めておりまして、第２条は、この条例で使用する用語は、法

を引用することを定めてございます、ここで言います特定公園施設の定義でございますが、

屋根付広場、休憩所、野外劇場、野外音楽堂、駐車場、便所、水呑場、手洗場、管理事務

所、掲示板、標識の公園施設でございます。又、これらの公園施設と公園の出入口の間の

経路となる園路、それから広場、こういう施設について特定公園と定義付けてございます。 

次に、第３条でございますけれども、第３条では、災害等で一時的に設置する場合の適

用除外の規定でございます。 

第４条は、基準が適用となる園路及び広場を定めておりまして、出入口、通路、階段、

傾斜路の幅、床の勾配等及び必要な付帯設備について、第１号から第７号までに規定して

ございます。 

第５条から第12条までは、第２条でご説明いたしました、特定公園施設を設置する場合

に適合しなければならない出入口及び通路の幅、傾斜路の勾配、車椅子の使用に対応した

広さ等の基準を規定しておりまして、第13条は、掲示板及び標識の基準を定め、第14条で

は、特定公園施設を表示する標識の設置についての規定でございます。 

附則といたしまして、この条例は、平成25年４月１日から施工することとしてございま

す。 

以上で、議案第９号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

わりますようよろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第９号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。 

   

     ◎議案第10号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８、議案第10号、新十津川町準用河川管理施設等の構造
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の技術的基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第10号、新十津川町準用河川

管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制定について。 

 新十津川町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例を次のように定めると

いたしまして、７枚目の下段に提案理由を載せてございます。 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による河川法の一部改正に伴い、準用河川管理施設等の構造の技術的基準を

条例で定める必要があるため、この条例の制定について議決を求めるものでございます。 

 同様に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） それではただいま上程いただきました議案第10号、新十津川

町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の制定につきまして、内容のご説

明を申し上げます。 

本条例は、今まで町が管理する準用河川の河川管理施設又は許可工作物の構造に関しま

しては、政令の基準を準用しておりましたが、提案理由にもございますように、関係法律

の一部が改正され、市町村が条例で定めることとなったことから制定したいとするもので

ございます。 

それでは、内容の説明でございます。 

本条例は第１章から第９章までの全文64条と附則で構成されてございます。 

第１章は総則で、第１条は、この条例の適用となる工作物について。第２条では、この

条例で使用する用語の意義を説明してございます。 

第２章の堤防でございますが、第３条から第19条まで、堤防についての規定の適用範囲、

設置する場合の材質や高さなど堤防自体の構造に関する技術的基準、また、堤防を保護す

るために必要な付帯施設に関する基準を定めております。 

第３章は床止めでございますが、床止めの設置について規定してございまして、第20条

から第23条に構造の原則、他の河川管理施設に支障を及ぼさないための必要な施設整備に

つきまして定めてございます。 

第４章は、堰についての規定でございまして、第24条から第27条に構造の原則を定め、

可動堰の可動部に関する規定を、第28条から第30条には可動堰の可動部に設けるゲートの

構造基準を、第31条から第32条は、必要に応じて管理橋などの管理施設や保護施設を設け

ることが規定されてございます。第33条では、適用の特例となる堰についての規定でござ

います。 
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第５章は、水門及び樋門を設置する場合の規定でありまして、第34条から第41条に構造

に関する基準、必要な管理施設等について規定してございます。 

第６章は、揚水機場、排水機場及び取水塔についての規定でありまして、第42条から第

43まではその構造について、第44条では流下物の排除施設の設置規定、第45条は、揚水機

場、排水機場に設置する樋門の構造について、第46条と第47条は、取水塔の構造、護床工

及び護岸に関する規定の準用について定めてございます。 

第７章は、橋に関する規定でありまして、第48条から第52条までは、橋台、橋脚の構造

について、第53条から第55条では、河岸等の保護施設、管理用通路の構造、適用除外とす

る橋について定めております。 

第８章、伏せ越しでございますが、第56条から第60条で、河川を横断する用水施設、排

水施設の構造についての規定でございます。 

第９章、雑則では、第61条から第63条までこの条例の適用除外及び適用の特例について

定めており、第64条は委任の規定でございます。 

附則といたしまして、第１項で、条例の施行日を平成25年４月１日と定め、第２項では、

現に存する河川管理施設等に対する経過措置を定めてございます。 

 以上で、議案第10号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10号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。 

   

     ◎議案第11号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第９、議案第11号、新十津川町行政区自治会館の設置及び

管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由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11号、新十津川町行政区自

治会館の設置及び管理に関する条例の一部改正について。 

 新十津川町行政区自治会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定めるといたしまして、提案理由でございます。 

総進区からの申出によりまして、総進区自治会館を変更するため、この条例の一部改正

について議決を求めるものでございます。 

 内容でございますけれども、今ほど提案理由でも申し上げましたように、総進区からの

申し入れによって、現在地の新十津川町字総進650番地を新十津川町字総進60番地の49に改

めるということでございまして、自治会館の変更ということでございます。 

 なお、附則において、この条例は平成25年４月の１日から施行するということでござい

ます。 

以上、提案理由と内容の説明に代えさせていただきます。よろしくご審議の上、議決た

まわりたくお願いを申し上げます。 
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○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第11号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。 

 ここで午後１時まで休憩といたします。 

（午前11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。 

（午後１時00分） 

   

     ◎議案第12号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第10、議案第12号、新十津川町居宅介護住宅改修奨励事業

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12号につきまして提案理由

と内容の説明を申し上げます。 

新十津川町居宅介護住宅改修奨励事業に関する条例の一部改正について。 

 新十津川町居宅介護住宅改修奨励事業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。地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策

を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行による障害者自立支援法の一部改正に

伴い、所要の改正を行うため、この条例の一部改正について議決を求めるものでございま

す。 

 お手元に新旧対照表がいっているかと思います。法律名が変更になっての今回の改正と

いうことになったわけでございますので、よろしくお願い申し上げたいというふうに思っ

ております。 

 なお、この条例は平成25年４月１日から施行するというものでございます。 

以上で、提案理由と内容の説明に代えさせていただきます。よろしくご審議の上、議決

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12号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。 

   

     ◎議案第13号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第11、議案第13号、新十津川町一般廃棄物の最終処分場の

設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 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13号、新十津川町一般廃棄
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物の最終処分場の設置及び管理に関する条例の一部改正について。 

 新十津川町一般廃棄物の最終処分場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

を次のように定めるといたしまして、提案理由でございます。 

裏面に提案理由。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律の施行による廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴

い、町が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格要件を条例で定める必要が

あるため、この条例の一部改正について議決を求めるものでございます。 

 なお、内容の説明につきましては、住民課長より申し上げますので、よろしくご審議の

上、議決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） ただいま上程いただきました議案第13号、新十津川町一般廃

棄物の最終処分場の設置及び管理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。資料の新旧対照表も併せてご覧願いたいと思います。 

 提案理由にもございますとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部が改正され

まして、これまで廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則により全国一律に定められ

ておりました市町村が設置する一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格基準につきまして、

同省令に定めております基準を参酌して市町村が条例で定めることとなったものでござい

ます。よりまして本条例の第４条に第２項として、技術管理者の資格要件を11項目追加し

たものでございます。 

 なお、附則で、本条例改正の施行を平成25年４月１日としてございます。 

 以上、議案第13号、新十津川町一般廃棄物の最終処分場の設置及び管理に関する条例の

一部改正についての内容説明でございます。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13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14号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第12、議案第14号、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14号、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について。 

 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を改正する条例を次のように定

めるといたしまして、提案理由でございます。 
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による都市公園法の一部改正に伴い、都市公園及び公園施設の設置基準を条

例で定める必要があるため、この条例の一部改正について議決を求めるものでございます。 

 なお、内容の説明につきましては、建設課長より申し上げますので、よろしくご審議の

上、議決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） ただいま上程いただきました議案第14号、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につきまして、内容のご説明を申し上げます。 

今回の改正は、提案理由にもありますように、関係法律の一部が改正され、地方公共団

体が都市公園を設置する場合においては、政令を参酌した上で、その基準に適合するよう

条例で定めることとなり、現条例の一部を改正したいとするものでございます。 

それでは、内容のご説明を申し上げます。お手元の新旧対照表も併せてご参照いただき

たいと思います。 

 主な改正内容でございますけれども、政令で定める都市公園の配置及び規模に関する技

術的基準を現条例に追加するものでございまして、新たに目次を設け、第１章から第６章

までの章立てをしてございます。 

第１章、総則でございますが、第１条では見出しを設置から趣旨に改め、条文の内容を

整理した上で、全文を改めてございます。 

第２章、公園及び公園施設の設置基準では、第１条の２から第１条の５まで追加してご

ざいまして、政令で定める技術的基準を新たに追加したもので、住民一人当たりの公園の

標準敷地面積、区域による敷地面積の標準規模、公園施設として設けられる建築物の建築

面積の制限について、それぞれ規定してございます。 

なお、第１条の３に定める住民１人当たりの公園の敷地面積でございますが、本町にお

きましては、今まで良好な都市環境を形成するために、長期的な観点に立ちまして、都市

公園を計画的に整備してきたところでございまして、区域内の敷地面積につきましては、

標準値10平方メートルに対し37平方メートル、市街地の敷地面積は、標準値５平方メート

ルに対して9.9平方メートルという現状で、いずれも標準値以上となってございます。 

また、第１条の４、第１号から第３号までに定める区域ごとの敷地面積でございますが、

本町の現状は、第１号の街区内については0.26ヘクタール、第２号の近隣では6.5ヘクター

ル、第３号の徒歩圏域内では13ヘクタールで、いずれも標準値以上となってございます。 

次に第３章でございますが、以降の改正内容につきましては、章名を付し、文言を整理

したものでございます。 

附則といたしまして、第１項で施行期日を平成25年４月１日としておりまして、第２項

は、第１条の条文を改めたことにより、新十津川町公の施設の使用料等減免条例、第２条

第１項第３号中、公園に係る文言を改めたものでございます。 

以上で、議案第14号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
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わりますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第14号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。 

   

     ◎議案第15号の上程、説明  

○議長（長谷川秀樹君） 日程第13、議案第15号、新十津川町下水道条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 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15号、新十津川町下水道条

例の一部改正について。 

 新十津川町下水道条例の一部を改正する条例を次のように定めるといたしまして、１枚

めくっていただいて、その次のページに提案理由でございます。 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による下水道法の一部改正に伴い、公共下水道の構造上の基準を定め、併せ

て所要の改正を行うため、この条例の一部改正について議決を求めるものでございます。 

 なお、内容につきましては、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） ただいま上程いただきました議案第15号、新十津川町下水道

条例の一部改正につきまして、内容のご説明を申し上げます。 

今回の変更は、提案理由にもありますように、関係法律の一部が改正され、国の政令等

で定められていた公共下水道の設置等の基準について、市町村が条例で定めることとなっ

たことから、条例の一部を改正したいとするものでございます。 

変更内容の主なものは、政令の下水道法施行規則で規定されておりました下水道の排水

施設に共通する構造の技術上の基準を第３章において新たに規定したものでございます。 

それでは、内容のご説明を申し上げます。お手元の新旧対照表でご説明をさせていたた

きます。 

最初に目次でございますが、第３章、構造の技術上の基準を新たに追加するために、第

２章、公共下水道の設置を第２章、公共下水道の設置、第３章、構造の技術上の基準に改

め、また、第３章を第４章に改めております。以降、順次１章ずつ繰下げて第７章を第８

章に改めております。 

第１条でございますが、第１条は文言の整理と追加を行ってございます。 

第３章は、先にご説明したとおり、第４条の２から第４条の４までの３条を新たに追加

しておりまして、第４条の２は、下水道法の引用を説明してございます。 
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第４条の３は、第１号から第10号までそれぞれの排水施設の構造基準についての規定で

ありまして、第４条の４は、前条の適用しない案件について定めております。 

次からの章の繰下げについては説明を省略させていただきます。 

第９条の３でございますが、団体名及び資格の名称が変更となったことから名称の改め

をしてございます。 

第10条と第11条、及び第12条第１項第６号につきましては、使用している漢字で常用漢

字でない漢字にフリカナを付したものでございます。 

第12条第１項第15号は、国の環境基準が見直されたことで、除害物質の基準値を変更し

てございます。同項第27号につきましては、同様に環境基準の見直しにより、新たに除害

物質を追加し、以下の号を１号ずつ繰下げたものでございます。 

第28条につきましても漢字にフリカナを付してございます。 

附則といたしまして、第１項で施行期日を平成25年４月１日とし、第２項では、この条

例の施行の際、現に存する排水施設に対しての経過措置を定めてございます。 

以上で、議案第15号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を申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第15号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。 

   

     ◎議案第16号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第14、議案第16号、新十津川町児童生徒就学援助条例の一

部改正についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 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16号、新十津川町児童生徒

就学援助条例の一部改正について。 

 新十津川町児童生徒就学援助条例の一部を改正する条例を次のように定めるといたしま

して、裏面に提案理由が記載してございます。 

就学援助の費目の追加、滝川市教育支援センターの適応指導事業を利用する児童生徒の

保護者に対する就学援助の追加その他所要の改正を行うため、この条例の一部改正につい

て議決を求めるものでございます。 

 なお、内容につきましては、教育委員会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） それではただいま上程いただきました議案第16号、新十津川

町児童生徒就学援助条例の一部改正について、内容説明を申し上げます。 
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提案理由にございますとおり、就学援助の費目の追加等でございまして、併せてお手元

の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。内容を申し上げます。 

第１条については、保護者の規定であって、第３条については、平成25年度より新たに

小学校のＰＴＡ会費及び中学校のＰＴＡ会費、生徒会費、課外活動費を準要保護に対して

の就学援助の費目を追加し、第４条については、就学援助の実施を行うための改正となっ

ております。第４条第４号イの規定については、滝川教育支援センター利用のために児童、

生徒が学校適応指導教室に通う際の交通費を支給するために一部改正するものでございま

す。 

以上、新十津川町児童生徒就学援助条例の一部改正についての内容説明とさせていただ

きます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第16号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。 

   

     ◎一括上程の議決 

○議長（長谷川秀樹君） ここでお諮りいたします。 

 次に上程されます日程第15から日程第19までの案件につきましては、関連がございます

ので、一括上程をいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第15、議案第17号、平成25年度新十津川町一般会計予算、日程第16、

議案第18号、平成25年度新十津川町国民健康保険特別会計予算、日程第17、議案第19号、

平成25年度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算、日程第18、議案第20号、平成25年度

新十津川町下水道事業特別会計予算、日程第19、議案第21号、平成25年度新十津川町農業

集落排水事業特別会計予算は、一括議題とすることに決定いたしました。 

   

     ◎議案第17号ないし議案第21号の上程、説明、質疑 

○議長（長谷川秀樹君） それでは議案第17号から議案第21号につきまして、提案者の提

案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただいま一括上程をいただきました議案第17号、平成25年度新十

津川町一般会計予算から議案第21号の平成25年度新十津川町農業集落排水事業特別会計予

算のご提案を申し上げます。十分ご審議をつくしていただき、議決をたまわりたくお願い

を申し上げます。 

それでは、議案第17号、平成25年度新十津川町一般会計予算。 

 平成25年度新十津川町一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ49億7,220万７千円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 
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債務負担行為。 

第２条、地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期

間及び限度額は、第２表債務負担行為による。 

 地方債。 

第３条、地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第３表地方債による。 

 一時借入金。 

第４条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、５億円

と定める。 

 歳出予算の流用。 

第５条、地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を

流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1)各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 続きまして、199ページをお開き願います。 

議案第18号、平成25年度新十津川町国民健康保険特別会計予算。 

 平成25年度新十津川町国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億2,337万５千円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

一時借入金。 

第２条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５千

万円と定める。 

 続きまして、217ページをお開き願います。 

議案第19号、平成25年度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算。 

 平成25年度新十津川町後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,454万円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

続きまして、ページ数で233ページをお開き願います。 

議案第20号、平成25年度新十津川町下水道事業特別会計予算。 

 平成25年度新十津川町下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億8,835万５千円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。  

地方債。 

第２条、地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表地方債による。 

 一時借入金。 
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第３条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５千

万円と定める。 

 続きまして、257ページをお開き願います。 

議案第21号、平成25年度新十津川町農業集落排水事業特別会計予算。 

 平成25年度新十津川町農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,875万３千円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

以上、一般会計予算ほか４特別会計予算についてご提案をさせていただきました。 

 なお、各会計ごとの予算案の概要につきましては、副町長の方からご説明を申し上げま

すので、よろしくご審議をたまわり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、各会計の予算概要について説明を求めます。 

 副町長。 

〔副町長 佐川 純君登壇〕 

○副町長（佐川 純君） それでは上程いただきました議案第17号から第21号までの平成

25年度一般会計並びに各特別会計予算案の概要を申し上げます。 

 お手元の予算案概要説明書に基づきまして、説明をさせていただきます。表紙をめくっ

ていただきまして、１ページから申し上げます。 

平成25年度各会計予算案概要。各会計予算案総括表であります。 

一般会計。平成25年度予算額は49億7,220万７千円。昨年度、24年度予算額については52

億43万５千円ということで、対前年度伸率は減率4.4パーセントということになります。特

別会計、国民健康保険特別会計、平成25年度予算額３億2,337万５千円。平成24年度予算額

３億5,491万１千円。8.9パーセントの減率であります。後期高齢者医療特別会計、25年度

予算額9,454万円。平成24年度予算額9,162万２千円。3.2パーセントの伸び率であります。

下水道事業特別会計、25年度予算額１億8,835万５千円。24年度予算額１億9,522万５千円。

3.5パーセントの減率であります。農業集落排水事業特別会計、25年度予算額2,875万３千

円。24年度予算額3,498万９千円。17.8パーセントの減率であります。 

特別会計合わせますと、25年度予算額６億3,502万３千円。24年度予算額６億7,674万７

千円。6.2パーセントの減率ということで、一般会計、特別会計合わますと、25年度予算額

56億723万円。24年度予算額58億7,718万２千円、4.6パーセントの減率となっております。 

次のページをお開き願います。 

一般会計の主な事業につきまして、第５次総合計画の６つのまちづくり目標に基づきま

して区分してございますので、この記載の中から主なものを申し上げます。 

 １番、みんなでつくる住みよいまちからは、生活基盤の充実ということで、安心すまい

る助成事業530万円。これは、平成24年度から実施しておりますけれど、個人住宅への耐震

診断、耐震改修と省エネ改修への助成事業でございます。交通環境の整備ということで、

地域公共交通確保事業2,403万５千円。これは、これまで町内の公共交通のあり方を検討し

てまいりました。平成24年度で実証実験を終了いたしたところでありますので、平成25年
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４月から本格運行をしようとするものであります。現在、中央バスで運行しております７

路線のうち２路線を廃止して、代わりに町内の民間業者によります乗り合いタクシーとマ

イクロバス運行をするもの、又、２路線を統合１路線として中央バスが運行するものでご

ざいます。 

２番、みんなでつくる健やかなまち。児童福祉の充実、子ども生活応援事業857万１千円。

平成20年度から商工会ポイントカードを活用いたしまして、町内商店を利用する中学生以

下のいる世帯に対しまして、年間で町の上乗せは１万円、カードの分合わせますと１万

2,500円となりますけれど、これを25年度から町の上乗せ年間で２万2,500円、合計でカー

ド分入れますと、２万５千円とするものでございます。高齢者福祉の充実の中では、高齢

者等見守り生活支援事業342万８千円をみております。これは高齢者等が安心して暮らせる

まちづくりを進めるため、検討してまいりましたけれど、25年度から関係団体、地域によ

り見守りネットワークを構築したいと、25年においては、モデル地区を選定いたしまして、

見守り推進委員を配置をいたし進めていきたいとするものでございます。要援護者台帳整

備事業37万１千円であります。これも高齢者に対するのもでありますけれど、災害時に支

援が必要な独居高齢者等の支援情報の整備等を行うとともに、緊急医療キットを世帯に配

置したいとするものでございます。健康づくりの推進からは、一番最後の町民健康づくり

対策事業ということで351万３千円をみております。この中で健康づくりではウォーキング

作戦等を行ってきておりますけれど、25年度よりは、この他に本町においては糖尿病につ

ながるヘモグロビンＡ１Ｃの値が高い方が多いことから、これに対応するために北大等の

連携研究を行い、対策を探っていこうとするものであります。又、食改善への取組みも充

実していくということであります。この健康づくりを推進していくため、組織体制も整え

たいとするものであります。 

 ３番、みんなでつくる豊かなまち。この中では有害鳥獣駆除対策事業180万７千円をみて

おります。これは鹿駆除の経費の他に、アライグマの被害も増えてきていることから、ア

ライグマ捕獲用箱罠の購入に対しまして助成を行うものであります。１台７千円の助成50

台分をみております。商工業の振興では、商店街環境整備事業ということで括弧書きで商

店街イルミネーション設置と書いてございます。175万円をみております。これは中央市街

地の街路灯の更新にあわせまして、各店舗それぞれ特色あるイルミネーションを設置する

ということから、これらに対し助成をしていくものでございます。３番目の地元消費拡大

事業ということであります。町内消費拡大については、これまで商工会が行っておりまし

た割増し商品券の発行に支援をしてまいりましたけれど、25年度については、多数の商店

での利用を促すスタンプラリー抽選会を２回計画しているということでございますので、

その経費に対し助成をするものでございます。 

 ４番、みんなでつくる安心なまち。消防・救急体制の充実ということで、消防車両更新

事業ということで、第２分団のタンク車をみております。3,025万５千円であります。24年

度の第１分団のタンク車に引き続きまして、これまで第２分団についてはポンプ車であり

ましたけれど、これをタンク車に代えて更新をしようとするものであります。緊急用ヘリ

ポート整備事業577万５千円。これは徳富地区での緊急案件に備えるため、ドクターヘリの

離発着場を整備するものでございます。防災体制の充実、地域防災力強化事業123万７千円。
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これはこれまでも進めてきておりますけれど、町民の方による防災士養成を10名分計上を

しております。生活安全体制の充実、中央地区市街街路灯更新事業6,000万円であります。

これについては、昨年度は橋本、みどり地区を更新してまいりましたけれど、25年度につ

いては、物産館前の交差点から西１線交差点までの国道沿いの街路灯をＬＤＥに更新をす

るものでございます。行政区防犯灯ＬＥＤ化事業3,423万円。これは全町の防犯灯のうち、

ＬＥＤ化されていない約950灯をＬＥＤに更新をして、環境負荷の軽減と電気料削減による

行政区の負担軽減を図ろうとするものでございます。 

次のページ、５番、みんなでつくる学びのまちで申し上げます。３番目、学校適応指導

教室負担金56万４千円。これは滝川市の教育支援センターを使用して不登校児童生徒に対

し、学校復帰のため学習活動支援を行えるよう、施設の運営経費負担をするものでござい

ます。学校給食センター増設事業291万８千円。平成27年度から雤竜町の児童生徒に給食を

提供することで進めてきておりますけれど、このための施設改修の実施設計を行うもので

ございます。 

 ６番、みんなでともに歩むまち。これはまちづくり読本作成事業ということで121万８千

円をみております。25年度においても予算版、それから決算版を作成し、全戸配布しよう

とするものでございます。歳出の主な事業は以上であります。 

続きまして、歳入予算の主なものを申し上げます。 

町税５億3,737万８千円。5.4パーセントの伸びであります。これは農業所得増による個

人町民税と新築家屋増によります固定資産税の増額をみております。地方交付税29億3,500

万円。昨年度と同額であります。分担金及び負担金3,118万８千円、22.4パーセントの減率

であります。これについては、分収造林事業負担金が町会計を通らなくなったことによる

ものが大きいものであります。国庫支出金２億8,398万４千円。3.1パーセントの減率であ

ります。中学校武道場補助金の減額などによるものであります。道支出金３億3,366万７千

円。１パーセントの伸びであります。これについては、平成25年度については、参議院議

員の選挙の年でありまして、その費用委託金を計上したことによるものでございます。財

産収入2,489万６千円。22.7パーセントの伸びであります。これは町有林の立木売払い金額

をみたことによるものでございます。繰入金１億2,691万３千円。73.3パーセントの伸びで

あります。子ども夢基金から2,600万円、財政調整基金から9,500万円などを見てございま

す。最後に町債２億4,240万円。53.9パーセントの減率であります。町債の主なものについ

ては、臨時財政対策債１億7,000万円。道路改良債3,800万円。道路改良に伴うもの3,800万

円。消防車両更新に伴いまして2,000万円。以上でございます。 

 続きまして、５ページ、特別会計予算案について説明をいたします。 

まず、国民健康保険特別会計。予算総額３億2,337万５千円。主な歳入であります。国民

健康保険税２億4,804万円。これは昨年度に比較いたしまして、連合への負担金の減額に伴

いまして、昨年より減額となってございます。繰入金7,514万７千円。このうち国保事業基

金から1,033万円の繰り入れをみてございます。主な歳出でありますけれど、国民健康保険

事業広域連合負担金３億2,113万６千円。これは連合の負担金でありますけれど、昨年度に

比べまして当初の比較でありますけれど、3,200万円の減額となってございます。 

 後期高齢者医療特別会計。予算総額9,454万円。このうち主な歳入は、繰入金で2,596万
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１千円をみております。一般会計からの保健基盤安定繰入れが主なものでございます。主

な歳出では、後期高齢者医療広域連合負担金9,334万３千円となっております。昨年度に比

較いたしまして約300万円増加したこととなります。 

 続きまして、下水道事業特別会計。予算総額１億8,835万５千円。主な歳入については、

使用料、手数料、繰入金、昨年とほぼ同額となってございます。主な歳出では、下水道建

設費728万１千円となっております。これは下水道事業計画の変更作業を終えたため、委託

料が減額となったことによるものでございます。 

 農業集落排水事業特別会計。予算総額2,875万３千円。主な歳入では、使用料及び手数料

で820万１千円。繰入金2,055万円となってございます。総額では公債費が減ったことから

歳入歳出とも昨年度より減額となってございます。主な歳出を申し上げます。維持管理費

903万円。これは設備の長寿命化への点検を今後進めるため、委託料を昨年より増額となっ

ております。 

 以上、平成25年度の一般会計ほか４特別会計予算案の概要について申し上げました。予

算編成にあたりましては、第５次総合計画に基づき、又、事務事業評価により経費の見直

しを行い編成をいたしたところでございます。どうぞよろしくご審議たまわりますようお

願いをいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第17号から議案第21号までの提案理由並びに概要

の説明を終わります。 

 これより予算概要についてのみ質疑を行います。 

 質疑のある方いらっしゃいませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 以上で質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第17号から議案第21号までの審査についてでありますが、先に開催されました議会

運営委員会において、議長を除く全員による予算審査特別委員会を設置し、これに付託し

て審議を進めるとの申し合わせでございます。 

 本件につきましては、議会運営委員会の申し合わせのとおり、議長を除く全員で構成す

る予算審査特別委員会を設置し、付託することにいたしたいと思いますが、これにご異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがいまして、平成25年度新十津川町各会計予算の審議は、議長を除く全員による予

算審査特別委員会に付託することに決定いたしました。 

 それでは新十津川町議会委員会条例第８条第２項の規定に基づき、正副委員長の互選を

していただきたいと思います。 

 委員長、副委員長の選任方法についてお諮りをいたします。 

 選出方法について、どなたか発言願います。 

 ６番、平澤豊勝君。 
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○６番（平澤豊勝君） 従前どおり、各常任委員会から２名ずつの選考委員を出して選任

したらいかがかと思います。 

 お諮りいただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） ただいま６番、平澤豊勝君から発言がございましたが、そのよ

うな進め方でご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議がないようですので、ただいま発言がありましたように、

各常任委員会から２名の選考委員を選出し、正副委員長の選任をすることに決定いたしま

した。 

 選考委員の選出をいただくまで、この場で暫時休憩をいたします。 

（暫時休憩） 

   

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

 選考委員の報告がまいっておりますので、議会事務局長より報告をさせます。 

 議会事務局長。 

○事務局長（高宮正人君） それでは選考委員の方のお名前を申し上げます。 

 総務民生常任委員会からは笹木議員、西内議員。経済文教常任委員会からは山田議員、

安中議員。以上４名の皆様です。 

○議長（長谷川秀樹君） ただいま報告のありました４名の議員を選考委員に決定するこ

とにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

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

 選考委員の方々にはお手数をわずらわせますが、予算審査特別委員会の委員長、副委員

長の選任をお願いいたします。 

 休憩をいたしますので、その間に選任をいただきたいと思います。 

 １時55分まで休憩といたします。 

（午後１時49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55分） 

○議長（長谷川秀樹君） 休憩中に予算審査特別委員会の正副委員長の選任をしていただ

いているところでございますが、代表して山田秀明君より結果の報告を願います。 

 ４番、山田秀明君。 

〔４番 山田秀明君登壇〕 

○４番（山田秀明君） それでは選考の結果を発表させていただきます。 

 予算審査特別委員会の委員長には笹木正文議員、副委員長には安中経人議員にお願いす

ることといたしましたので、皆様にご報告申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ただいま報告がございましたように、予算審査特別委員会の委
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員長に笹木正文君、副委員長に安中経人君が選任されましたので、よろしくお願いいたし

ます。 

   

     ◎議案第22号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第20、議案第22号、公の施設の指定管理者の指定について

を議題といたします。 

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第22号、公の施設の指定管理

者の指定について、提案理由と内容のご説明をさせていただきます。 

 公の施設の指定管理者の指定について。 

 町は、公の施設の管理を代行させるため、次のとおり指定管理者を指定するということ

で、提案理由でございます。 

地方自治法第244条の２第６項の規定により、議決を求めるものでございます。 

 内容の説明を申し上げます。 

１、指定管理者に管理を行わせる公の施設の所在地及び名称につきましては、記載のと

おりでございますけれども、朗読をさせていただきます。所在地、樺戸郡新十津川町字総

進187番地２、名称、新十津川町スポーツセンター。樺戸郡新十津川町字総進178番地１、

新十津川町ふるさと公園野球場。樺戸郡新十津川町字総進179番地９、新十津川町ふるさと

公園ピンネスタジアム。樺戸郡新十津川町字総進178番地１、新十津川町ふるさと公園テニ

スコート。樺戸郡新十津川町字総進179番地８、新十津川町ふるさと公園ピンネテニスコー

ト。樺戸郡新十津川町字総進178番地２、新十津川町ふるさと公園サッカーコート。樺戸郡

新十津川町字総進177番地３、新十津川町ふるさと公園サンウッドパークゴルフ場。樺戸郡

新十津川町字総進187番地２、新十津川町温水プール。 

 ２、指定管理者となる団体の住所及び名称。樺戸郡新十津川町字総進187番地２。特定非

営利活動法人新十津川町体育協会、理事長、高宮九州夫。 

 ３、指定の期間。平成25年４月１日から平成30年３月31日までとするものでございます。 

以上、提案理由と内容の説明をさせていただきましたので、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） 以上で、議案第22号について、提案理由並びに内容の説明をお

わります。 

   

     ◎議案第23号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第21、議案第23号、滝川市教育支援センターを本町の住民

の利用に供させること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〕 
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○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第23号、滝川市教育支援セン

ターを本町の住民の利用に供させることについて。 

 町は、地方自治法第244条の３第２項の規定により、別紙協定書によって、滝川市教育支

援センターを町立小学校又は町立中学校の児童又は生徒の利用に供させる。 

 提案理由でございます。滝川市教育支援センターを町立小学校又は町立中学校の児童又

は生徒の利用に供させることについて滝川市と協議をいたしたいので、地方自治法第244条

の３第３項の規定により、議決を求めるものでございます。 

 なお、内容につきましては、教育委員会教育次長よりご説明を申し上げますので、よろ

しくご審議の上、議決たまわりたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

 引き続き、内容の説明を求めます。 

 教育次長。 

〔教育次長 加藤健次君登壇〕 

○教育次長（加藤健次君） それではただいま上程いただきました議案第23号、滝川市教

育支援センターを本町の住民の利用に供させることについては、提案理由にもございます

とおり、滝川市教育支援センターを町立小学校、又は、町立中学校の児童、又は、生徒の

利用に供させるための協定内容であります。内容を申し上げます。 

通常の公の施設利用につきましては、地方自治法第244条の３第２項の規定に基づき、利

用するものであります。事業の利用及び管理運営ついては、滝川市教育支援センター条例

に規定されるものであります。 

第１条は、事業及び利用の規定でございまして、滝川市教育支援センター事業で、学校

適応指導教室を開設し、学習の援助をしながら本籍校に復帰できることを目標に運営して

いる教室で、長期欠席をしている不登校等の児童又は生徒対象に、学籍のある学校とは別

に来年度より本町児童生徒が利用するものです。 

第１条の経費の負担については、年度ごとに町と滝川市とが協議算出した負担額を納付

するものであります。 

第４条、利用期間については、平成25年４月１日から利用開始予定とするものでござい

ます。 

 以上、滝川市教育支援センターを本町の住民の利用に供させることについての内容説明

とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第23号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。 

   

     ◎議案第24号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第22、議案第24号、雤竜町からの学校給食に関する事務の

受託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〕 
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○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第24号、雤竜町からの学校給

食に関する事務の受託について。 

 町は、次のように規約を定め、雤竜町から学校給食に関する事務を受託する。 

 裏面に提案理由でございます。学校給食に関する事務の管理及び執行を雤竜町から受託

するため、規約を定めることについて同町と協議をいたしたいので、地方自治法第252条の

14第３項において準用する同法第252条の２第３項本文の規定により、議決を求めるもので

ございます。 

 なお、内容につきましては、前議案同様教育委員会教育次長よりご説明を申し上げます

ので、よろしくご審議の上、議決たまわりたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

 引き続き、内容の説明を求めます。 

 教育次長。 

〔教育次長 加藤健次君登壇〕 

○教育次長（加藤健次君） それではただいま上程いただきました議案第24号、雤竜町か

らの学校給食に関する事務の受託について、内容説明を申し上げます。 

提案理由にございますとおり、学校給食に関する事務の管理及び執行を雤竜町から受託

をするための規約を定めるためのものであります。お手元の規約をご覧いただきたいと思

います。内容を申し上げます。 

 第１条の委託事務の範囲については、学校給食に関する事務の管理及び執行は、新十津

川町の条例及び規則に規定されたものに、委託されるものでございます。運営形態につい

ては、委託方式で、地方自治法第252条の規定によるものでございます。 

第３条、経費の負担でございますけれども、年度ごとに雤竜町は本町が算出した負担額

を納付するものでございます。 

次に、委託事務の実施年月日でございますけれども、裏面の附則第１項のところをご覧

いただきたいと思います。第１項の平成25年４月１日からは、給食センター施設の増設実

施設計委託及び増設建築の整備事務であって、附則第１項のただし書きについての整備事

務以外の開始日は、給食提供については、平成27年度から雤竜町立学校児童生徒等に給食

の提供を開始する予定となっております。 

以上、雤竜町からの学校給食に関する事務の受託についての内容説明とさせていただき

ます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第24号について、提案理由並びに内容の説明を終

わります。 

   

     ◎議案第25号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第23、議案第25号、石狩川流域下水道効果促進事業（汚泥

等受入施設建設事業）に対する支援に関する事務の委託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〕 
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○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第25号、石狩川流域下水道効

果促進事業に対する支援に関する事務の委託について。 

 町は、次のように規約を定め、石狩川流域下水道効果促進事業に対する支援に関する事

務を滝川市に委託する。 

 裏面に提案理由でございます。石狩川流域下水道効果促進事業に対する支援に関する事

務を滝川市に委託するため、規約を定めることについて同市と協議をいたしたいので、地

方自治法第252条の14第３項において準用する同法第252条の２第３項本文の規定により、

議決を求めるものでございます。 

 なお、内容の説明につきましては、住民課長よりご説明を申し上げますので、よろしく

ご審議の上、議決たまわりたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

 引き続き、内容の説明を求めます。 

 住民課長。 

〔住民課長 小林 透君登壇〕 

○住民課長（小林 透君） ただいま上程いただきました議案第25号、石狩川流域下水道

効果促進事業に対する支援に関する事務の委託についての、内容説明を申し上げます。 

今回、建設を計画しております施設は、社会資本整備総合交付金によって整備するもの

でございますが、この交付金事業は、社会資本の根幹をなす施設を整備する基幹事業と、

その事業の効果を一層高めるための効果促進事業からなっておりまして、効果促進事業を

実施するためには基幹事業が不可欠となります。 

汚泥等受入施設は、下水道の基幹施設ではありませんで、また、石狩川流域下水道組合

自体が下水道の基幹事業を実施していないため、組合の効果促進事業としては対象外とな

りましたが、組合構成市町の中で下水道の基幹事業を実施している自治体があれば、その

自治体の効果促進事業として実施することが可能となりますことから、基幹事業を実施し

ている滝川市が間接補助者となって、交付金の申請や構成市町からの負担金徴収などを行

い、事業主体である石狩川流域下水道組合に交付することといたしたものでございます。 

 今回上程いたしました規約は、間接補助事業者の滝川市に組合構成市町全てが、事務の

管理及び執行を委託するものでございます。 

第１条は、委託の概要でございます。第２条は、交付金事務など委託事務の範囲を定め

ております。第３条は、管理及び執行は滝川市の条例によること。第４条は、経費負担に

ついて。第５条及び第６条は、滝川市における予算、決算の取扱について。第７条は、必

要に応じて連絡、調整の会議を開催すること。第８条は、滝川市の条例の改廃の場合の措

置について定めてございます。第９条は、事務委託の廃止に係る取り扱いを定めているも

のでございます。 

また、附則におきまして、この規約の施行を平成25年４月１日とすることと、規約の告

示の際にあわせて、滝川市の条例が適用されることなどを公表することとしてございます。 

以上で、議案第25号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25号について、提案理由並びに内容の説明を終
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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、明日７日と８日は議案調査のため、９日と10日は休日のため休会となっておりま

す。 

 11日、月曜日、午前10時から本会議を再開いたしますので、定刻までにご参集願います。 

 なお、一般質問の通告の締め切りは、明日７日、正午までとなっておりますので、この

点につきましてもよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日はこれで散会いたします。どうもご苦労さまでした。 

（午後２時15分） 
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平成25年第１回新十津川町議会定例会 
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     ◎開議の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） 皆さん、おはようございます。ただいま出席している議員は、

11名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

（午前10時00分） 

   

     ◎議事日程の報告 

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

順を追って進めて参りますので、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。 

   

     ◎一般質問 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２、一般質問を行います。 

 先例にしたがい、通告順に進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 ６番、平澤豊勝君。登壇の上、発言願います。 

〔６番 平澤豊勝君登壇〕 

○６番（平澤豊勝君） おはようございます。議長の指示がございましたので、町長に一

般質問２点ございますので、よろしくお願いします。 

 まず初めに、旧大和小学校跡地利用について、ご質問、若干、提案もさせていただきま

すので、お答えをいただきたいなと思っております。 

 大和小学校は、統合してから４回目の卒業式を迎えようとしております。その間、ずっ

と空白になっているわけでございます。体育館等については地域の住民等で利用されてい

ることは承知をしております。その他の校舎、グランドについては、依然としてそのまま

の状態であります。 

以前、旧大和小学校の跡地利用について、利用を希望するという企業が現れたというよ

うに報告を受けております。その後、どのようになっているのかお聞かせをいただきたい

と思います。 

また、町のホームページ等についての掲載については、この頃されていないような気が

します。そのことについても、どのようになっているのか。もし、その企業の見通しが無

いのであるならば、新たな利用者、企業誘致等進めるために、学校跡地の存在を広く広報

しながらプロジェクトチームを作り、積極的な取り組みをしてはどうかと、このような考

えをしておりますけれども、町長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 
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〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） おはようございます。ただいま６番の平澤議員からのご質問でご

ざいます。旧大和小学校跡地の利用ということでございまして、旧大和小学校につきまし

ては、平成23年度に予定されておりました新十津川小学校の耐震改修工事の仮校舎として

の利用が想定されていたため、閉校後、跡地利用の募集はいたしておりませんでした。 

その後、仮校舎としての利用が不要となったことから、企業訪問等を行い、平成23年の

５月に札幌の会社から跡地利用の申し出があったところでございます。 

申し出のあった会社は、環境商品の企画開発、販売を手掛ける会社で、農業用ビニール

ハウスにおける新型暖房装置等の実証実験及びその研究施設として使用するため、旧大和

小学校のグラウンドの一部と旧大和診療所の建物について、平成23年の７月から平成24年

の３月まで、土地と建物についての契約を結んでおりました。 

町といたしましても、企業立地という観点に立って事業化されることを期待をいたして

いたところでございますが、その後、事業化への進展はなく、大変残念な結果ではありま

すけども、平成24年の４月に契約の更新がなされず、撤退に至ったという経過でございま

す。 

現在の校舎の状況でございますけれども、町では必要最低限の維持管理は行っているも

のの、やはり使用していないということもございまして校舎の老朽化も進んでおります。 

外壁については汚れが目立っておりますし、屋上の防水シートの务化も進んでおり、ま

た、給排水設備や消防設備など、跡地利用の内容によっては、費用をかけて補修が必要な

ものも考えられるところでもございます。 

こうした状況を踏まえた上で、どのような跡地利用を進めていくべきか、現在、新年度

に向けて方針を検討しているところでもございます。方針が決まりしだい、改めて企業誘

致活動、或いはホームページ等を活用した利用者の募集に努めてまいりたいというふうに

考えております。 

なお、企業誘致活動につきましては、これまでも総務課と産業振興課の職員によってプ

ロジェクトチームによって進めてまいっております。今後も必要に応じて、組織強化とい

うか、そういったことも含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の

で、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

以上、大和小学校の跡地利用についての答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 

 平澤豊勝君。 

○６番（平澤豊勝君） 是非、よろしくお願い申し上げたいと思いますけれども、地元の

思いとしましては、あのような校舎が依然として、あそこに残るということは、極めて寂

しい思いをするわけでございますので、どうか、積極的な取り組みをいただきたい、努力

していただきたいなと、こんなふうに思っておりますし、あそこに警察署があるので、そ

んなに治安的に悪くないのかなと思ってますけれども、長引けば、長引くほど、いろんな

ことが起きてこようかと思いますので、どうか、一日も早く進めていただきたいと、こん

なことを思っております。 

 続けて、２問目、質問したいのですけれども、よろしいですか。 
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○議長（長谷川秀樹君） それでは次の質問に入ってください。 

〔６番 平澤豊勝君登壇〕 

○６番（平澤豊勝君） ２問目ですけれども、旧行政区会館の今後の対応について、ご質

問申し上げます。 

 行政区の再編によって、11行政区になり、町の会館設置条例で11会館と定めております。

それ以外の会館は、平成18年１月１日付の建物使用賃貸契約では、平成27年12月31日を超

えないこととしていると。こういうような契約を結んでおります。 

私の調べたところでは、現在８か所に旧会館が残っているかと思います。行政区や町内

会で管理しながら、有効な利用をしております。農村部が多い会館でありまして、老人ク

ラブ、町内会、農事組合、女性部等が多く活用されております。 

解体の時機を逃してから、27年の12月31日を超えないということですから、その後は解

体するという契約も結んでいるようです。しかしながら、必ずしも、即、解体をするとい

うことにはなっていないようであります。 

それぞれの会館の使用については、費用も各町内会負担で管理しておりますし、期間を

延ばして利用してもらってはどうかというふうに考えております。 

契約どおり会館をすべて解体するということになりますと、膨大な町費が必要となりま

すことから、地域と再度話し合いをしながら、計画的に利用と整理を進めてはどうかと考

えておりますので、町長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） それでは、二つ目の質問にお答えを申し上げたいと思います。行

政区会館の今後の対応についてということでございます。 

まず、行政区会館についての基本的な考え方でございますけれども、経過を踏まえまし

て説明をさせていただきたいと存じます 

町では、平成18年の行政区再編の際に、行政区会館の取り扱いについての基本的な考え

方を取りまとめてございます。その内容については、今ほどもございましたように、すで

にご承知のことと存じますけれども、亓つございます。 

まず一つ目は、再編成後の行政区会館は、１行政区１会館とすること。 

二つ目は、行政区会館以外の会館は、行政区が維持管理を行うこと。 

三つ目は、行政区会館以外の会館の解体は、10年以内までは町が経費を負担すること。 

四つ目は、解体までの維持は、行政区で行うこと。 

亓つ目は、行政区会館以外の会館が災害により被害を受けたときの修繕は、町が保険の

範囲内で対応するということといたしてございます。 

また、行政区会館として指定された会館以外の旧行政区会館は、平成18年の１月１日付

けで、各行政区と町で建物使用貸借契約、今ほどご指摘のあったとおりでございます。町

で建物の使用貸借契約を締結し、貸付期間は平成27年の12月31日を越えることができない

ものとなってございます。 

すでに、各行政区会館を取り壊した行政区もございますので、この解体時期を変更いた
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しますと、混乱を招くということにもなりかねません。 

このことから、旧行政区会館の貸付期間は、平成27年の12月31日までとする、この基本

的な考え方は変更することは考えてはございません。 

しかしながら、耐震診断により７つの行政区会館は耐震補強が必要という結果が出てお

ります。全ての会館の耐震化工事を卖年で実施するということは、極めて困難な状況にも

ありますので、年次的な計画を立てて整備を進めてまいりたいというふうに思っておりま

す。 

また、工事の期間中は、旧行政区会館を代替施設として使用することも想定されます。

旧行政区会館の解体は、工事の終了後となりますので、工事の実施年次により旧行政区会

館の解体が平成27年12月末を超えることは、あり得るものと考えてございます。 

いずれにいたしましても、行政区会館の耐震改修工事及び旧行政区会館の解体の時期に

つきましては、今後とも各行政区と十分協議をさせていただき、計画的に進めてまいりた

いというふうに考えておりますので、よろしくお願いを申し上げまして、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。 

 平澤豊勝君。 

○６番（平澤豊勝君） 耐震の改修までは旧会館は維持できる、使用してもいいというこ

とになろうかと思いますけれども、７つの行政区の会館が、耐震の工事がいつ終わるかと

いうことについては、これから計画立てるのだと思いますけれども、その間は、利用して

もいいということになろうかと思います。そのことでよろしいですね。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、町長。 

○町長（植田 満君） 基本的には、今ほども申し上げましたように、27年の12月の31日

は変えるつもりはございませんということを、先ほど、申し上げさせていただきました。 

そういった中で、次の段階としまして耐震化工事でございます。これはあくまでも、代

替え施設として必要になったところの行政区については、27年の12月31日を超えるという

こともあり得るということでございますので、その辺は区割りをしなければならないので

はないかというふうに思っておりますので、基本はあくまでも、平成27年の12月31日をも

ってという考え方には変わってはございません。 

○議長（長谷川秀樹君） 平澤議員、よろしいですか。 

 はい、再々質問。 

○６番（平澤豊勝君） 地域の活動というのは、大きく11行政区に膨大に広げてしまいま

すと、身近な形の活動が失っていくというふうに考えます。そういったことから、旧会館

は、それなりの拠点として有効に今使われていると思ってます。 

そして、災害時や何かについては、町長がよく自助、共助というお言葉をよく使います

けれども、地域の活動というのは短時間にできるものではなくて、そういった時の強力な

力強い共同というのは、長い年月をかけて培うものでありますから、是非、その会館を拠

点として活動しているものについては、尐し余裕を持った形の中で地元としっかりと相談

しながら進めていただきたいと、このように思っております。 

11行政区に広がった時点から、地域の町内会活動が疎遠になってきているなと、私は見
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方をしています。ですから、そういった旧会館を活用しながら、地域の活動の活性化につ

なげていければというふうに考えておりますので、その辺も配慮いただいて、約束の期限

はわかりますけれども、もう尐し地域の活動を考えながら、地域とよく相談しながら、そ

の解体の時期を決めていいただきたいと、このように思いますけれども、再度、また町長

のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

○町長（植田 満君） 先ほども答弁の中で申し上げさせていただきましたように、すで

に行政区の合併に伴っての自治会館を解体している行政区もあるわけでございますので、

そうしますと、その辺との整合性というか、バランスの問題等々もあるわけでございます。

そういったことで、先ほど申し上げたような答弁の中で、今後とも進めてまいりたいとい

うふうに思っております。 

ただ、コミュニティ活動、これは、我がまちばかりでなくて、相対的にコミュニティ活

動、最近、希薄化しているというのも事実でございます。それは、別な手法として考えて

いくことが必要でないのかなというふうに考えております。何とか、コミュニティ活動も

合わせて、もちろん拠点があることが必要でございますけども、拠点、即イコール、コミ

ュニティ活動が希薄化しているということには、ちょっとならないのかなというふうな感

じもいたしておりますので、それはそれといたしまして、しっかりと今後もそういったコ

ミュニティといった活動については、また別な視点で考えていくようなことで努めてまい

りたいというふうに思っております。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは、以上で、平澤豊勝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） おはようございます。議長のお許しをいただきましたので、一般

質問を３点ほどさせていただきます。 

まず初めは、町長であります。定住促進対策についてであります。町長の執行方針には、

人口増に向けての政策がなかったと思いますが、去年の12月にピンネ農業協同組合や商工

会、建設協会から出された要望書には、ＪＡピンネの職員では町外者も多く、住民税では

町外に年間約400万円も払っていると書かれておりますし、商工会、建設協会でも町外から

通勤されている従業員が多数いるとあります。 

私は、本町にとっては大変もったいないことではないかなというふうに思いました。町

外者の町内定住が進めば、人口減尐の抑制、税収の確保、購買力の向上、将来の住宅建設

など、地域の発展と産業の活性化が期待できると思います。 

町長は、３者の要望書に対する対策を、どのように考えているのか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 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただいま９番の樋坂議員から定住促進対策についてという、ご質
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問がございました。 

人口増加政策に対する内容でありますけれども、後ほど、３番の青田議員さんからも類

似した趣旨でのご質問があるわけでございますので、この場は、定住促進対策についての

み、限定をして答弁をさせていただきたいというふうに思っております。 

昨年末に町内３団体の代表の皆さま方から、町内での定住促進対策に対しての要望をい

ただきました。町内事業所に勤務する方への住宅対策についての一考をしていただきたい

という趣旨でございました。 

ご承知のとおり、町では定住人口の増加を狙いとして、以前から共同賃貸住宅建設促進

事業を進めてまいりました。これは、町が直接的に町有住宅を建設するのではなく、民間

の活力を最大限に生かせるよう助成制度を拡充してきたものでございます。 

町が安価な家賃の賃貸住宅を建設することは、従前から賃貸住宅の経営を行っている事

業者の方々への民業の圧迫となりますし、住宅困窮者対策を目的とした公営住宅施策にも

影響を与えてしまいます。 

したがいまして、間接的に定住対策として効果が上がる、現在の制度を推進してきてい

るところでございます。とは申しながら、現在の制度は前制度から助成額を拡充して２年

が経過いたしましたが、今のところ利用実績はございません。現行制度の期限は平成25年

度末までとなっておりますので、次期対策といたしまして、卖身者住宅の建設なども対象

とできるように、平成25年度中に制度の拡充や見直しの検討をしてまいりたいというふう

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。 

はい、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 町では、今、町長が言われましたように、民間業者への助成であ

りますとか、いろいろやってはおります。しかし、入居者対象者は、先ほど言いましたよ

うに、町内で働いていて、町外から通っているという、人口増に結びつく方々が沢山いる

ということでありますので、公住の促進対策という問題ですけれども、私は、それと合わ

せて人口増も考えていかなければならないんでないかなというふうに思うわけです。 

 それで、入る人方というのは、結構、贅沢な方もおりまして、狭い所いやだとか、汚い

所いやだとか、家賃の安いところがいいという、そういうような要求も沢山あるわけで、

本当に難しい問題ではあるというふうには思っておりますが、先ほど言いましたように、

最も人口増につながることのできる、そういう町外で働く人方を、町内に呼び寄せるとい

う、大変、一番人口増に結びつけることではないかなというふうに、私は、思っておりま

す。例えば、土地を安く売って家を建ててもらうとか、まだ25年度からの計画ということ

でありますけれども、公住を建てるとか、それから、空き家があちこち出てきております

ので、そういう空き家を利用して人口を増やすような、そういう対策、定住促進対策とい

うことで、もう尐し考えられないものかということで、お聞きしたいと思いますが、どう

ですか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（植田 満君） 定住対策そのものは、先ほど申し上げましたように、この事業の
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趣旨として、定住人口の増加を狙いとしてこの事業に取り組んできたということでござい

ますので、先ほど答弁したとおり、この２年間、実績がなかったということでございます

から、それらについては、今後、十分これまでのことを検証しつつ、見直しをしていくと

いう方向で考えてみたいというふうに思っているところでございます。 

 公営住宅と混同されるのもちょっと、あくまでも公営住宅は住宅の困窮者に対する住宅

確保ということでございますので、その辺はひとつ十分わきまえていただいて、要するに、

わきまえてというか、分けて考えていただくことが最も必要でないのかなというふうに思

っております。 

 また、空き家の関係につきましては、昨年から実施してございます、安心スマイル事業

の中で、耐震化と省エネというふうな事業で取り組むこともできるかと思います。そうい

った事業の中で、取り組んでいただくことも必要でないのかなというふうに思っておりま

すから、制度の活用については、それぞれの皆さん方が、お考えになっていただくことが

一番いいのかなというふうに思っているところでございます。 

 したがって、この事業については、くどいようでございますけれども、共同賃貸住宅の

建設促進事業については、これまで２年間の反省を踏まえながら、25年度以降に向けて検

討してまいりたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 町長の言うことはわかりましたけれども、私が他のまちのことな

のですけれども、お話を聞きますと、町内で働く人は町内に住所を移して働いて下さいと

いうことで、人口増も狙ってのことだとは思うのですけれども、そういうふうに言われて、

町外で働く人は、新十津川町からもそちらの方に移住しているという話があるのですよね。 

それで、町外から町内に働きに来ている人が沢山いるという中で、町としては、町長は

町の職員の場合はそういうような方針をとっているのかとは思うのですけれども、その他

の、農協であるとか商工会であるとか、そのところの人方が町外から町内に働きに来てい

る、そういう人方に極力新十津川町に住んでもらう。そういうところも、是非、前向きに

考えて、25年度の計画と言いましたけれども、それも合わせて、是非、もったいない、町

外からわざわざ新十津川町に働きに来ている人方は、町内に住んでもらうということが、

これ一番。若い人もたくさんおりますし、尐子高齢化という中で、子供の対策までずっと

結びついていく、すごい長いスタンスのある考え方でないかなというふうに思っておりま

すので、是非、そういうような定住促進の考えをしていただきたいと思います。先ほど、

農協や商工会、建設協会から出された要望書については、３者には今答弁されたようなこ

とをお伝えしているのか。要望書出されたときの返答というのかな、そういうのはどのよ

うになっているのか、最後にそれ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） 再度、答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（植田 満君） 町内で働く人を町に住居を移しなさいというふうな、そういった

法的な強制力はございませんですから、それはご承知のとおりだと思いますので、あくま

でも、町といたしましては、町の職員については、やはり当然、町に住んでもらうという

方向では話はいたしておりますけれども、法的な拘束力はまったくございませんのはご承
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知のとおりだと思います。 

 それと、３団体に対する要望の時の回答はどうなさったのかという話でございますけれ

ども、例えば、話の中では福利厚生施設として住宅の確保することも、時には必要なこと

もあるんじゃないですかという話は申し上げましたし、もう一つは、先ほど答弁の中で申

し上げたとおり、民業の圧迫といったようなこともありますから、そういった制度改正と

いったものがあるのであれば、どうぞ要望としてお受けいたしますよという話はした経緯

はございます。 

ですから、話の内容としては、今ほど申し上げたようなことであって、あくまでも、例

えば、ＪＡさんでいきますと、農協さんの福利厚生施設として職員住宅の確保といったも

のも一つの方法論ではありませんでしょうか、というふうなお話はさせていただきました。

以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは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点目も町長にお願いいたします。新十津川駅の利用で観光客の

誘致をということであります。 

執行方針の観光の振興では、いろいろと施策が書かれておりました。都市と農村の交流

促進等についてもいろいろと書かれておりましたが、私は、新十津川駅は終着駅という特

色があり、１日３往復ディーゼル車が走っております。朝来て夕方に帰ることができるよ

うに。また、１泊もできるように。農業体験やふるさと公園内の文化伝習館やキャンプ村、

パークゴルフ場などで遊び、昼はサライやグリーンパークなどで食事会、町内めぐり、ま

た、季節によっては、地元産の農産物の販売など、町長が言っている地域の特色を最大限

活用した手作りのイベントの一つに、札幌近郊から観光客の誘致を新十津川駅を利用して

はいかがでしょうか。 

最近、新十津川駅には、空知中央病院の子供たちの送迎や花壇の植栽など、いろいろと

取り組んでいただいていると思いますので、それらも大いに生かしまして、駅の利用をし

てはどうかと思いますが、町長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） それでは二つ目の質問にお答えをいたしたいと思います。新十津

川駅の利用で観光客の誘致をということでございまして、この質問と同じような質問が昨

年の９月の第３回の定例会で、後木議員だったと思いますけれども、ご質問があったこと

でございます。ほとんど、重複するかと思いますので、そのようなことでご理解を願えれ

ばというふうに思っております。 

 新十津川駅につきましては、今ほどお話あったように、ＪＲ札沼線として札幌方面との

利用を始め、終着駅となっていることから、多くの鉄道ファンの方々が全国各地から来町

しているところでございます。 

ＪＲを利用する人や観光客の方々が快適に駅を利用していただく為に、町内のボランテ

ィアの方々によって、今ほどお話がございました、駅舎の清掃や駅前広場の花の植栽、除
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草など大変ご苦労をいただいているところでもございます。こういった行為に対しまして、

本当に深く敬意と感謝を申し上げたいというふうに思っているところでございます。 

昨年の夏には、駅前の空地を整備いたしましてポニーが放牧され、また、隣接の保育園

児が春から秋までの間、朝の列車の発着時に合わせまして歓迎や見送りを行って、乗客の

心をなごませていただいております。こういったことはテレビ等々でも報道されていると

ころでもございます。 

このようなことが、今ほど申し上げましたように、新聞やテレビで取り上げていただい

たこともあり、民間の旅行会社がツアーを組みまして、札幌からＪＲで新十津川駅に降り、

駅を観光し、それからバスで他の観光地へ移動する。またはバスで来て、駅を見て新十津

川駅からＪＲで札幌へ行くといったようなツアーが行われております。 

町といたしましては、多くの方々が本町に来ていただけるよう、これは新十津川駅の利

用での観光客に誘致に限らず、観光振興といった観点に立ちまして、新年度に観光振興計

画を策定することといたしております。こういったことに先駆けまして、今年度はホーム

ページへの掲載、観光ポスターを作製するなど、ＰＲに努めてまいりたいというふうに考

えております。 

なお、昨年の11月にＪＲ北海道本社に駅舎の屋根の改修についての要望も行ってまいり

ました。できるだけ早く、周辺も環境を整えていただいいておりますので、駅舎そのもの

も環境部化に協力をしていただきたいということで、ＪＲ本社にお願いをしてきたところ

でもございます。以上で、新十津川駅の利用での観光客の誘致についての答弁とさせてい

ただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 

 はい、９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 先ほど町長が言われましたように、後木議員が何回か駅を利用し

ての観光ということで質問はしております。それは聞いておりました。私も良いことだな

というふうに思っておりましたが、なかなか町長の答弁は、駅を利用してというのがあま

りなかったように思いましたので、私も、再度、駅を利用しての観光誘致に力を入れては

どうかなということで、質問をさせていただきました。 

 そこで、駅の屋根の改修ということを申請したということでありますが、ＪＲ側から見

まして新十津川駅をどのように考えているのかなということの、考え方はないのか。終着

駅ということで、駅がＪＲとしてはいらないという考えがあるのか。それとも、新十津川

としては、あれを目玉として残しておいてほしいという気持ちがあるのか。そこら辺はど

うでしょうか。その点について、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（植田 満君） 基本的には駅舎は存続していただきたいということでお話はして

おりますが、それは、変わっておりません。駅舎をなくすということにはならないと思い

ます。ということは、保線の方の休息の施設も、あそこ今兼ねているということもござい

ますから、一般の方々がご利用されること以外にも、駅舎の中で保線の方々が休息をされ

る場所にもなっているということなものですから、あの建物はなくなるということにはな
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らないと思っております。はい、以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） それであれば、ＪＲが駅舎を綺麗にしてくれるのはいつのことに

なるかちょっと分かりかねると思うのですけれども、町として尐し補助を出してでも駅舎

を綺麗にしていきませんかということで申し入れをして、あそこをもう尐し綺麗にしてい

った方がいいかなというふうに思うのですけれども、町としてはそこまでは考えられない

のか。最後にお聞きしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（植田 満君） 先ほども申し上げましたように、昨年の11月に要望をしたのは、

全体的な、例えば、あそこにトイレも整備されていないということなものですから、トイ

レの整備ですとか、そういった駅舎全体でなくて、関連するのですけれども、そういった

ことも含めて整備をしていただいて、より利用客の皆様方の利便性の確保に努めていただ

きたいという要望をしてまいりましたので、あくまでもＪＲ北海道の財産でございますか

ら、そういった形の中で今後とも要望し、努めてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは次の質問に移ってください。 

〔９番 樋坂里子君登壇〕 

○９番（樋坂里子君） ３点目は教育長にお願いいたします。新十津川中学校の部活動へ

の支援について、お伺いいたします。 

 中学生になると、部活動への参加が言われ、多くの生徒が部活動に入り、教育長の教育

行政報告にもありましたように、多くの部がいろいろと活動しております。 

 そこでお伺いいたします。平成25年度より就学援助制度への支援策が拡大され、部活動

日も支援の対象とされ大変喜んでおります。そこで、１として就学援助制度に該当しない

生徒への、部活動の支援策はどのようになっていくのかということをお聞きしたいと思い

ます。 

 ２点目は、部活をしますと、町外への練習試合が必ず発生いたします。その時の交通費

などはどうなっているのでしょうか。夏場は親同士が目的地まで子供を送迎しているよう

でありますが、冬期間においては事故などを考えまして、バスをチャーターして目的地へ

行っているようであります。そこで１回、親、子供一人に対して２千円のバス賃を出して

いるそうあります。それで、土曜日に行って勝ちますと、また日曜日に行かなければなら

ない。そうすると、また、２千円そこで払わなければならないということで、大変な負担

になっていると聞いております。学校の方で何とか交通費に対する支援はできないものか

ということをお伺いします。 

 ３点目ですが、冬場、遠隔地から部活動に、学校に通う子供たちの交通手段の対策はで

きないものかということであります。夏は中学生になりますと自転車で学校まで行って、

部活はできるようでありますが、冬期間は、親が車で送迎を行っているようです。しかし、

全部の生徒の親が子どもを送迎できるわけではないと思います。時々、親の都合で部活に

参加したいけれども、休まざるをえない生徒もいたと聞いております。また、朝、親が送

って行っても、帰りは迎えにいかれない。そうすると、先生が送ってくれるそうでありま
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すが、先生も毎回家まで送るということもできないようであります。そこで、冬期間も部

活をやるのであれば、学校側での交通手段の支援策は考えられないものか、お伺いしたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長 熊田義信君登壇〕 

○教育長（熊田義信君） おはようございます。それではただいま９番議員さんからの質

問のありました、部活動への支援についてお答えをさせていただきたいと思います。 

 最初にまず、部活動については、スポーツや文化に親しませ、学習意欲の向上や責任感、

連帯感の涵養等に資するものであり、基本的には、生徒の自主的、自発的な参加によるも

のということでございます。 

私としても、ほとんどの生徒が参加し、異年齢集団によって行われている部活動が、学

年が進むに従って下級生から上級生までの異なる立場で様々な状況に出会い、その中で責

任感、協調性、思いやりの心などを自然に身に付けていき、将来、社会人として生き抜く

基礎となる力が育まれている意義を強く感じております。中学生についても、９割方の子

供たちが部活動に参加をしているという状況になっていることも申し添えたいというふう

に思います。 

ご質問の部活動の支援につきましては、教育活動としての部活動が円滑に行えるよう、

教育委員会として、まず利用施設の安全性を始め、必要な備品、消耗品など、それぞれ議

会の議決をいただいた予算の中で、支障なく対応をしているところでありますので、まず

その辺ご理解をいただきたいというふうに思います。 

また、本町の体育施設につきましては、町長の子育て支援策により、すべてのスポーツ

施設が無料で利用できることもご承知のとおりかと思います。 

 ９番議員さんのご指摘では、この度、就学援助制度、今まで９番議員さんが幾度となく

一般質問、更には予算の委員会でもお話をいただいた点でありますけれども、今回上程を

させていただいております。これは以前からお話しておりました、近隣の町村の状況も勘

案した中で、就学援助制度の拡大をするように、今、上程をさせていただいたところであ

ります。 

しかしながら、今お話のいただいた就学援助制度以外の生徒についてということであり

ますけれども、このことについては、誰も彼も際限なく援助をしてはというふうな趣旨に

も聞こえる点もあって、私は、生徒のやりたいことに対して必要な負担は親としての責務

であり、子供が親から物心両面での支援や応援をいただいたことに感謝し、必ずや、将来

親孝行という形に変えていくというふうに思っておりますし、これが、良き世代交代とな

る循環サイクルであって、子供が親になったときに、当時、親がしてくれた有難さを感じ、

今度は、我が子に愛情を注いでいくものいうふうに考えております。 

従いまして、経済的理由による必要な援助は、条例に従って行いますけれども、それ以

上は、できかねることを申し上げたいというふうに思っております。 

ただ、予算では、それぞれの部活動が支障なくできるように、しっかり予算中で対応さ

せていただいていることを、もう一度申し上げたいというふうに思っております。 
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次の質問であります、練習試合等の送迎に係る交通費の支援でありますけれども、中学

校における通常の部活動として考えますと、基本的には学校施設内で部活動ができるとい

うことになります。練習試合については、生徒自身などによる意志で、部活動のレベル向

上とチームの総合力を目指して行われていることを捉えていただきたいというふうに思い

ますので、その送迎などの必要経費についても、当然、保護者になってくるということを

ご理解願いたいというふうに思います。 

最後、３つ目の質問でありますけれども、冬期休業中のスクールバスの部活便を出して

はという趣旨かと思いますけれども、現在、部活動の始まる９時に学校に到着するよう、

そして、部活が終わった12時には下校便として、現在３方面に運行できる体制をとってお

りますので、そのことを申し上げて９番議員さん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） 再質問ございますか。 

 はい、９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 教育側の支援としては、就学援助の場合はそのようになっている

けれども、他の人方は裁量なしに誰でも彼でもするわけにはいかないということでありま

すが、部活をしていて、ある程度、親の負担というのが、先ほど交通費のことで２千円ず

つかかるということを言ったのですけれども、そこら辺を、私は、学校の校長先生に裁量

権をわたす形の、25年度は70万ですか、そういうのを出すようになってますね。 

ですから、そういうのを、もし部活にどのくらいかかるのかというのが、先生方からお

話を聞いて、それで足りないようであれば、裁量権内のお金をもう尐し増やして、校長先

生の裁量権内の金額から、そういうバスを出す。部活は町内の施設を利用するというのが

原則なようなことを言われましたけど、ある程度練習をしてますと、やはり他流試合とい

うのか、他の所に行ってどのくらいの実力があるのかというようなことも、試してみたい

というのはわかると思うのです。 

 そこで、そういう時にも、結構、親の負担というのが大きいということで聞いておりま

すので、何とかそこら辺だけでも、もう尐しバスに、部活もいろいろありますから、その

試合全部が行けば相当なお金になるかもしれませんけれども、全部が全部でなくて、ある

程度範囲内の、３回行けば１回分だとか、そういうような細かいことですけど、何回分か

は学校の方でもって連れて行きますよというようなことを、できれば良いかなというふう

に、私は思っているのですけれども、そこら辺についてもう一度お伺いしたい。 

それから、３番目のは、各方面、休みの時も９時から12時までは、各地域回って集めて

あるいているのですか。そしたら、遠くの人もその時間帯のバスに乗れば学校には来れる、

そして、帰りもできるということなのですね。私が聞いた人は、親に送って行ってほしか

ったのだけれども、親が車もないし、送って行かれないから、その日は部活を休みたくな

かったのだけれども、休みなさいという話を聞いてましたので、なるべくそういうような

ことがない、楽しみに行っている部活であれば、全員が参加できるような、そういうよう

な体制も何とか考えていってほしいなというふうに思っておりますので、そこら辺につい

て再度お願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育長。 
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○教育長（熊田義信君） それでは再質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

部活をするために他市町村の部活動をしている交流試合をするということは、先ほども

説明したとおり、いろんな意味で意義はあると思います。ただ、その費用を、今の９番議

員さんの再質問によりますと、校長の裁量予算を使えないかというふうな観点からの再質

問があったと思います。 

校長裁量予算については、町長の政策予算でついているものでありまして、その目的は、

やはり今、特に喫緊の課題である学力向上対策、いわゆる、学力向上をしっかりするため

に必要な予算を速攻的に使えるものということが、一番大きな柱になっております。 

そしてもう一つは、学校授業の中で新規的な授業というのか、新しい奇抜な授業という

意味の中で、校長が考える自由な発想の中で使える、そういったものを主に目的にして、

校長裁量予算を渡しているということになっておりまして、その予算が、部活動の送迎に

転用という言葉はちょっと申し訳ないですけれども、そちらの方に使うということになる

ことには、教育委員会としても認めるわけにはいかないということになりますので、そこ

は一線引いて、校長裁量予算は、学力向上だとか、そういう学校運営のために必要な予算

というふうにしていくということは、一線、そこで確認をしていただきたいというふうに

思っております。 

 ただ、送迎の費用についてということになりますと、これは別に手だてができるのはな

いかということになってくるかもしれませんけれども、今、教育委員会としては、当然そ

こは予算はみておりませんし、当然、いろいろバスだとか個人の車等を使っているという

ことは聞き及んでいるところありますけれども、そこは、やっぱり親の負担の中で、いろ

いろ子どもたちの延ばせる力を育んでいただきたいというふうに考えておりますので、そ

の辺は、ご理解を願いたいと思います。 

 中学校には、スポーツ、文化、８つのクラブがあります。それぞれいろんな活動をやっ

ていて、学校内の中でほとんどがおさまっている部活動もありますし、それぞれ、いろん

な活動についてはちょっと違った部分がありますので、送迎の点については、保護者の負

担でお願いをしたいということでございます。 

 それから、最後のスクールバスの関係であります。スクールバスは、９時の学校到着、

そして、終わる12時ということで、１便、生徒の希望を聞いて学校側で調整をして運行し

ております。ただ、先ほども答弁の中で申し上げたとおり、やっぱり各学年によって、そ

れぞれ対応が違いますから、例えば、中学校１年生で考えると、やっぱりそれぞれ部活動

の準備だとか、先輩等も含めながら円滑に部活動をするためには、そのバスに乗らないで

親に送ってもらって、先にいろんな準備をするということも聞いておりますので、それは

それぞれ実態が、一応、スクールバスは動いておりますけれども、その子供たちだとか、

部活動の活動の中での実態という部分では、乗れる子どもと乗らないで親に送ってもらう

子供がいるという実態にあるかもしれませんけれども、教育委員会としては、最低限やれ

る範囲の中で、小刻みにスクールバスを動かすわけにはいきませんので、３方面に一定の

時間で活動ができるように、スクールバス運行しているということを申し上げて答弁とさ

せていただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 再々質問。 
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 はい、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 新十津川の教育は、文武両道だというふうに思うのですよね。そ

れで、教育長の話では、校長先生の裁量の範囲は、学力向上一本槍のような言い方がされ

たのですけれども、私は、そうではなくて、スポーツやっている人も一生懸命勉強してい

るわけですから、やはり、そういう点では、是非、前向きにこれから検討されて、予算の

計画はありませんという、ズバッと言われましたけども、そこら辺もう尐し予算を組める

ようなことをして、部活動を一生懸命やっている子供たちがもう尐し元気に伸び伸びとで

きるようにということで、前向きに進んで学力向上ばかりではなくて、スポーツの方にも

力を入れて予算化していただきたいというふうに思いますので、そこら辺、もう一度答弁

をお願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、答弁を求めます。 

教育長。 

○教育長（熊田義信君） お答えしたいと思います。文武両道は、私の執行方針にもある

とおり、文武両道はしっかり教育の要だというふうに考えております。ただ、校長裁量予

算については、先ほど説明したような趣旨で対応をさせてもらうということになっており

ます。 

 ただ、文武両道の中で、しっかり、部活動が活動に支障なくという部分では、教育費の

中の予算の中で、しっかり先ほども説明した備品だとか消耗品、予算を計上させていただ

いているところであります。この近隣の市町村のデータも職員に調べさせてもらいました。

そういったところを見ると、うちのまちは、よそのまちに決して务ることなく、しっかり

部活動の予算が出ておりますので、こういった言い方したら変かもしれませんけれども、

他の市町村からみると、他の市町村はもっと多く、きっと保護者の負担がないと、この部

活動が運営できないのではないかなということも考えに及びます。 

 うちのまちは、しっかり議会議員の皆さん方の予算の議決をいただいて、しっかりでき

ておりますから、子供たちにそういった部分では、親の負担としては、そういう備品だと

か消耗品に及ぶことはなく、しっかりできてることは、活動が安定的にできるということ

になっておりますので、そういった意味ではほとんど消耗品等の親の負担は尐ないのかな

というふうに考えております。ただ、口に触るものだとか、いろんなものが多尐の親の負

担は出てくるのはありますけれども、そういった中で活動ができている。そういった中に

ありますので、やっぱり送迎については、先ほど説明した部活動の中では、学校の中でで

きるということが基本にあって、それは自分たちのレベル向上だとか、違ったチーム力だ

とかという部分になってきますから、そこは親の負担で対応願うしか今のところないとい

うことを申し上げたいというふうに思っています。以上で、お答えとさせていただきたい

と思います。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですね。 

それでは、以上で、樋坂里子君の一般質問を終わります。 

 ここで11時10分まで休憩いたします。 

（午前11時02分） 
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○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午前11時10分） 

○議長（長谷川秀樹君） 引き続き、一般質問を行います。 

８番、後木幸里君。登壇の上、発言願います。 

〔８番 後木幸里君登壇〕 

○８番（後木幸里君） 議長の指示がございましたので、教育長に対し一般質問をいたし

ます。 

この度、新築完成いたしました武道場の今後について、一、二点お伺いをいたします。

新築になりました武道場は、本町と母村の強い絆の新しい象徴であると思います。今後、

この道場を通じ更なる歴史と伝統を築くべく、毎年、母村の剣士を招き交流と技の向上を

目指しながら檜造りの香り高い道場を大いに内外にＰＲしてはどうか、そのようなことを

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） それではただいま８番議員さんからの質問のありました武道場

の今後についてお答えをさせていただきたいと思います。 

新たに建設をいたしました中学校武道場を、今後、いろんな意味で大いにＰＲをしては

という８番議員さんの質問の趣旨と、武道場に対する思いとは、きっと私の考えとほぼ同

様であり、執行方針にも、今後、ソフト面の充実を図っていきたい旨、述べさせていただ

いております。 

 まず、中学校武道場の名称については、ご承知のとおり、正面に尚武館という従前の名

称を愛称にし、今まで培ってきた歴史と伝統を引き継ぎ、更に剣道のまちを拡大したいと

いう思いを込め、更に、その新しい道場を基にして発展させる意味から、母村の更谷村長

に揮ごうをいただき、母村との深い、深い絆を持つ、道内屈指の象徴的な施設になったと

いうふうに考えております。 

 ご質問の趣旨では、村の剣道クラブ等を迎えての試合を毎年実施してはということでご

ざいますけれども、村の剣道クラブと本町の尚武会との相互の親善交流試合は、ご承知の

とおり昭和35年、本町の開町70年を迎えた折に、十津川剣道クラブの方が訪問するのが契

機となり、その後５年おきにお互いが訪問しあい、交流試合をすることになってきており

ます。 

この開町70年、昭和35年から既に50年を超えた交流となっており、当時の剣道の交流が

本町の各団体にも良い刺激になり、青年や児童生徒を始めとする各種団体にも、その交流

が広がり、両村町の親交をより深めたものであるというふうに考えております。 

その母村との交流の絆を深めるキッカケとなった剣道の交流が、毎年来ていただき、こ

れが継続していただくことは有難いこととも思いますけれども、この交流事業は、町だと

か教育委員会が主催しているものではなく、それぞれの会やクラブでの自主的な交流事業

でございます。そして、相手側の都合だとか受け入れ側の態勢のことも考えなければなら

ないこともあり、また、本町の尚武会が、本家である母村に出向いて交流試合することも
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大切で意義深いものであるというふうに考えております。 

現在、行っております５年の節目、節目となる年限での交流試合は、中身の濃い交流で、

剣道を通しての母村と本町の絆が深まっていくものと考え、これからも従前どおり継続し

ていってほしいものと念願をしているところであります。 

ですから、私の考えているのは、母村から来るのではなく、また、別な方法というふう

に考えておりまして、その母村ではなく武道場のＰＲや利用促進については、一朝一夕に

はいかないかもしれませんけれども、この度、落成記念式典には道内の剣道関係者や本町

所縁の方に大勢お越しいただき、武道場を見ていただくことができました。 

道内の剣道施設の中で比べてはおりませんけれども、剣道専用施設で試合コート２面が

設置されており、また日本古来の武道をするに相応しく木材をふんだんに利用した剣道施

設であることから、来訪者からも高く評価をいただいております。 

既に、尚武会は、この道場を開く知らしめ、多くの方々に利用させたいという私と同じ

くする考え方から、中空知錬成会を先日新しく出来た道場を活用をしておりますし、今後

とも尚武会と連携を密にとりながら、道内での大会や剣道講習会などを工夫して開催して

いきたいというふうに考えているところであります。以上、申し上げまして、８番議員さ

んの答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 

 はい、後木幸里君。 

○８番（後木幸里君） ただいまの答弁は理解いたしましたが、毎年交流というのはなか

なかこれが大変かなという気もするのですが、例えば、青尐年、小中学生、これらの人た

ちというか、子供たちを招聘するということは、母村との交流の中で非常に良いこと。そ

して、母村も剣道については、かなり深い練習等々もやっておるようでありますので、私

は、小中学生を対象に道場に招いて、剣士を招いて、中学生というのは３年間で高校へ行

ってしまうわけで、１年、１年メンバーが変わってくるわけですね。先ほどのお話の５年

にいっぺん交流を行っていると。これは剣道クラブの関係だと思いますけれども、子供た

ちは毎年新しく入ってくるわけで、その子供たちの剣道の交流と、その先祖、先輩がこの

まちへ来て、最初に開いたまちはこのようになっておると、そういうのを見ていただく、

そういう趣旨を考えれば、毎年の交流はできるのではないかと。 

それともう一つ、成人の剣士のことでありますが、これは、人数によっては大変、今回

19名も来られたそうですが、毎年の交流ではそのようなことは考えずに、１人で２人でも、

あるいは希望者、そういう方々を対象に毎年の交流を目指すということが、いろんなこと

に今後つながっていくであろうと、それが、我がまちの剣道道場の伝統と歴史を築いてい

くことになるであろうと思うので、多尐、大変な面はあろうとも、毎年続けるということ

を何とか青尐年、青年を含めて考慮いただきたいなと、そういうふうに思います。 

そういうことで今後、夢として、十津川村の尐年剣士、新十津川町の尐年剣士が、ある

いは全国大会で顔を合わすこともあると、無いとは言い切れない、ある方が言い切れると

思いますので、そのような将来のことを考えた時に、是非とも続けていただきたいと、そ

ういうふうに思いますし、これは、付け足しではありますけれども、この武道場は、北海

道においては、誇るべき立派な道場だと思いますので、そういう伝統を守りながらやって



- 102 - 

 

くことによって、道内からも関心を持たれ、そうしてこの道場で一回試合をさせていただ

きたいとか、見物させてください、見学させてくださいと、そういうことにつながると思

いますので、難はあると思いますけども、一つ今後考えていただきたい。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 再度、答弁求めます。 

教育長。 

○教育長（熊田義信君） それでは、再質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 先に、最後に８番議員さんが言われました全国大会等の両村町というのですかね、十津

川村、そして、新十津川の特に中体連だとか水戸の大会では、水戸の大会については、も

う毎年のように母村の剣道クラブ、そして、母村の小学生、そして、新十津川の小学生が

本当に毎年ずうっときている伝統のある大会に出場していたのが実績であります。ただ、

ここ数年は何年おきということが本町の場合ありますけれども、そういう大会には母村と

新十津川の子供たちが出場しておりますし、中体連の全国大会においても、新十津川の中

学生、そして、母村の中学生が同じ全国大会に出場していたということも過去何回か、私

も、その場で確認をさせていただいておりますので、そういう時に母村の子供たち、そし

て、新十津川の子供たちが共に全国大会に出場が出来たということは、本当に剣道のまち、

それぞれ母村が脈々と引き継いだ文武両道、そして分家である新十津川町がその意思をつ

ないで、その大会に出てこれたというのは非常にうれしく思います。 

 今後は、夢としては、是非、決勝戦で新十津川と母村のそれぞれの中学生、小学生が戦

える、そういう場面を夢として私は願っているというふうに考えております。そのことを

まず、申し上げたいなというふうに思っております。 

 それと、毎年の交流の中で、小中学生の交流ができたら良いのではないかということで

あります。そのことは、本当にできることは非常に良いことになってきますけれども、距

離的なこと、そして費用的なこと、日数、そういうことを考えていくと、非常に難しいも

のが沢山ございます。特に今、限られた夏休みの期間があっても、中体連のそれぞれ大会

が８月の上旪にありますので、それに向けてうちの子供もそうですけれども、母村の子供

たちも一生懸命、特に中体連に向けて頑張っております。そして、８月には違った全国規

模の大会もありますので、それも、それぞれ、大会に向けて小学生、中学生がそれぞれ自

分の持てる力を全国大会の出場を願ってやっているということがあります。 

そういった大会の目前に新十津川の道場に来て、そういう大会が練習を兼ねてできると

いうことならば、非常に喜ばしいことでありますけれども、その大会は北海道で、なかな

かそういう大会はないのも事実でありますので、そこに北海道に来て練習をして、全国の

大会が違ったとこにあると、それは逆に練習は良くても、疲れだとかいろんな部分でなか

なか難しいのも事実であります。 

もう一つ付け加えさせていただきたすと、毎年中学１年生が新十津川に訪問をしており

ました。これは分村の交流ということで訪問していたのですけれども、これもやはり、今

の学習指導要領の授業時数の確保だとか、修学旅行との面がいろいろ考え合わすと、それ

が、二つ北海道に来ることがなかなか難しい。修学旅行と北海道の新十津川に来ることが

難しいということから、平成26年度に中学校の修学旅行と合わせて、いままで母村訪問、

母村から中学生が来ていたものが１回にして、北海道、新十津川に訪問いただくというよ
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うな、効率的な旅行日程も考えられているということが、できれば、そういう意図も私も

願ってはおりますけれども、それはなかなか現実的には非常に難しいということがありま

すので、そのことをまず申し上げたいなと思います。相手側の都合もありますので、これ

は、うちの方からではなく、相手側とのいろいろな話し合いも必要になってまいりますの

で、そのことは相手側から是非ということになれば、また、別な形になりますけれども、

これは、なかなかうちからどうぞということには、なかなかなりづらいのが現実であると

いうことを、まず申し上げたいというふうに思います。 

 それと、成人、一般の方の交流も人数に制限はなく、１人でも２人でも、１チームでも

という趣旨なのかもしれませんけれども、これも、やはり何人か来る前段の、全道規模の

大会だとか、新十津川での武道場を使ったいろんな形が先にないと、卖なる練習試合だと

かになると、向こうはなかなか来づらいのが現実ではないかなというふうに思います。そ

のためには、いろいろ北海道のいろんな大会だとか、農業の大会だとか、そういうものを

この道場でやることが、まず、先決になってくるのかなというふうに思います。そういっ

た中で、向こうの都合がうまくついて叶えば、そこにそういう大会にふさわしく、農業の

大会で母村に来てもらうということにはなりませんので、そういう大会にふさわしい大会

の中で母村の方に来てもらうことが叶うことになれば、そのことは念願することになりま

すけれども、そのこともなかなか難しいのが実態なのかなというふうに思います。 

 まずは北海道新十津川の道場で、いろんな大会だとかそういうものをするのが、まず、

第一だというふうに考えておりますので、前段、回答した中でも申し上げましたけども、

尚武会といろいろ連携をとりながら、そういう大会だとか、そういうものを構築をしてい

きたいということを申し上げて、答弁とさせていただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、後木議員よろしいですか。 

はい、再々質問。 

○８番（後木幸里君） 今のお話を聞くと毎年的な交流は難しいというふうでございます

が、このことはおそらく母村の剣道関係者と話したこともないと思いますので、母村の剣

道関係者と話をしながら知恵を絞って、経費のこともありますが、うちらのまちは基本的

には明治の大災害があります。あのことを思えば今尐々のことは耐えられるし、超えられ

ると思います。 

今、東日本のこともありますが、あそこで耐えてる人たちのことを考えれば、幸せすぎ

るほど幸せなのですが、工夫をして、知恵を絞って、そういうことが継続できるように希

望いたしまして、私の質問を終わります。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは次の質問に入ってください。 

〔８番 後木幸里君登壇〕 

○８番（後木幸里君） それでは町長に対し、一般質問をいたします。尐子高齢化時代の

中での今後のまちづくりについて質問をいたします。 

本町のまちづくりの基本条例第４条には、町は、まちづくりの主体である町民参加の下、

町政を推進しますと、こう定められています。 

現在、国内外の状況は先行き不透明な時代との認識は多くの人々が共有していることと

思われます。このような時こそ、町政執行機関のトップによる町民への呼びかけによって
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周知を集め、それらを土台に今後まちの発展方策を探ってみてはどうかと、そういうこと

でございますので、町長のお考えを伺いたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） それでは、８番、後木議員のご質問にお答えを申し上げたいと存

じます。尐子高齢化時代の中で今後のまちづくりということでございます。 

 昨年も、住民のまちづくり参加に関してのご質問をいただきまして、その際にお答えを

いたしてございます。住民自らがまちづくりに参加し、郷土新十津川町をみんなで創りあ

げていくという考えについては、今もっていささかのブレもございません。 

 まちづくりの先進事例として取り上げられる自治体には、行政からの誘導ではなく、自

らが仲間を募り、企画から実践まで情熱を持って、いわゆる、まちおこしに取り組んでい

る方々が必ず存在しています。そこには、老若男女の壁はございません。 

本町でも、古くは、まちづくり青年会や、数年前まで活動しておりました、まちづくり

パートナーなどのグループにより、行政とともに自主的な活動が行われていました。 

残念ながら、経年とともに参加者の意欲が減退いたしておりまして、人数も尐なくなり

自然消滅といったような実態となってございます。しかし、このことを行政側からは責め

るつもりは毛頭ございません。 

現在、行政が取り組んでいる住民の意見反映のための手法といたしましては、11行政区

に出向いてまちづくり懇談会やレインボー講座がありまして、そこで町民の皆さまのご意

見やご要望を直接伺って、各種の施策に活かしております。また、自薦による町政への参

加手段として、募集人数など一定の制約はありますが、総合行政審議委員会などの方法も

開かれております。このような状況から考えて、私自身がまちづくりへの協働を町民に呼

びかけたとしても、なかなか後木議員さんがおっしゃられるような思いを描くことにはな

らないのかなというふうにも思われます。 

今まで進めてきたスタイルを踏襲しつつ、時流に合わせまして、その時の状況に合わせ

まして、改善すべき点は真摯に改善をし、みんなで創るいきいき未来というものを目指し

て、まちづくりを進めてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いを

申し上げたい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。 

 後木幸里君。 

○８番（後木幸里君） ただいまの答弁では、現在、過去についていろいろと申されまし

たし、行政区を通じて皆さんのご意見、お話も聞いているということでございますが、今

の時代、過去というか以前は、経済的にも豊かで、まちにおいてもいろんなものがきちっ

と整備されて良い時代でした。 

 でも、これからそういくかどうかという、先ほど申しましたが不透明な時代であります

ので、ここでやはり町民の意見、あるいは考え方を一つまとめた中での今後の発展につい

て、行政区の懇談会は町議会も出向いてやっておりますから、いろんな話は聞くのですが、

やっぱりテーマを絞って、このまちの、例えば、観光はどうしたらいいのか。職について
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はどうしたらいいのかと、突っ込んだ話をやっぱりできる塊が欲しいのですね。今、その

塊は、私は抜けられないので、やっぱりトップによる皆さんどうですか。 

 その方法は、町長が考えるべきことで、いろんな方法で周知を集める核を作ることはで

きると思うので、その核をまず作って、そして深い町民のご意見を聞いて、参考にして今

後に使うと、そういうようなこと１回やって欲しいのですよね。 

 三人寄れば文殊の知恵と昔から言われてますので、どういうふうな形がいいのか、私な

りの考え方はありますけれども、まず、町長から呼びかけて、それはどういう形でやるの

かわかりません。公募なのか、指名なのか、いろいろあると思います。そんな中で、まち

づくりをしていく上での参考にしていただきたいなと思うので、再度、そのことを申し上

げて第２回目の質問といたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

○町長（植田 満君） ご質問の趣旨は、随分、形に拘っているような考え方にどうも聞

こえてなりませんですけれども、先ほど申し上げましたように、テーマを決めるというこ

とであれば、まちづくり懇談会でもでテーマを決めて、過去にやった経緯もあるわけです。

テーマを決めまして。なかなかそういったようなことでも、特にはございましたけれども、

やり方そのものは、今ある既存のまちづくり懇談会、それから先ほど申し上げましたよう

に、総合行政審議会の委員というふうな立場で、いろんな発言をする機会があると思いま

す。ですから、そういったような機会を活用させていただきながら、これからのまちづく

りを進めていきたいというふうに思っておりまして、あえて、形に拘ってどうこうという

考え方は今のところもっておりません。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、後木幸里君。 

○８番（後木幸里君） その形についてはお伺いいたしましたが、私が提案したいのは、

提案というか申し上げたいのは、今後のまちづくりについて町民のご意見があると思うの

ですよね。それで、その大勢いる懇談会形式の中では、生まれてこないと思うのです。や

っぱり数名なり、数十名なりの人たちが、まちづくりに関心のある方が集まっていただい

て、ああだこうだという議論を重ねた上で、何かを発見していくというような、今までや

ってないと思うのです、そういう形は。 

それで私は、今そういうことが必要な時代でないのかなというふうに思います。そんな

ことでございますけれども、どういう集約がそういう思いに対してできるのか、町長のお

手並みを拝見したいなというような感じでございます。以上であります。。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは三番目の質問に入ってください。 

〔８番 後木幸里君登壇〕 

○８番（後木幸里君） 食育についての質問を、教育長に対し、いたします。 

食育については、町政執行方針においても触れられておりますし、教育執行方針では、

項目を挙げて取り組まれております。食べる側と食べられる側の本当の意味と、日本人の

食の歴史等を考えると、子供たちの食が今日のあり様でよいのかどうか、大人が真剣に考

えなければならない課題となる時がきたと思うが、教育長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 
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 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８番議員さんから、３点目の食育に対する、私の質問

についてお答えをさせていただきたいと思います。ちょっと質問がコンパクトで尐し大局

的な視点というようなこともあり、お答えになるかどうかわかりませんけれども、私の考

えを８番議員さんにお答えをさせていただきたいなというふうに思います。 

 まず最初、食育について、尐し前段触れさせていただきたいというふうに思います。平

成17年の６月に食育基本法が施行されました。これは、教育の範囲だけではなく、国民全

体のことになり、私の答える範囲を超えるところもありますけれども、この法律の目的は、

きっと８番議員さんのお考えになっていることと同じような趣旨がありまして、近年にお

ける国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、豊かな人間性を育むための食育を推進する

ため、現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と、豊かで活力ある社会の実現に

寄与することというふうになっておりますから、きっと、そのような趣旨かなというふう

に思います。 

生活の多様化と併せ、便利で豊かになった一方、近年、朝食をとらない子供と若者が増

え。反面、家族と楽しく食卓を囲む機会が尐なくなってきており、卖独世帯の増加に伴い、

外食に依存する簡便化志向が高まり、一人で食べる弧食、孤独の弧で食べる、孤食という

部分があるのですけれども、孤食などによって脂質の過剰摂取などの栄養の偏りなど食事

のバランスが崩れて高血圧、糖尿病などの生活習慣病が増加をしている状況にあります。 

食育活動を先駆けているアメリカでは、体調だとか体重管理は、ビジネスマンにとって

不可欠であり、社会の敗者とも成りかねず、栄養バランスの優れた日本型食生活が、世界

的にも取り入れられているところでもございます。米を中心とし、多様な副食から構成さ

れた栄養バランスの良い日本型の正しい食生活をすることにより、自然と生活習慣病を防

ぐことに繋がっていくと言われております。 

尐し前置きをさせていただきましたが、これらのことと時代の変遷を考慮しつつ、私の

所掌する教育の分野から食育基本法の趣旨を踏まえながら、答弁をさせていただきたいと

思います。 

 まず、食生活を取り巻く社会環境が大きく変化し、食生活の多様化が進む中で、朝食を

とらないなど子どもの食生活の乱れが全国的に指摘されており、子どもが将来にわたって

健康で生活していけるよう、栄養や食事のとり方について正しい知識に基づいて自ら判断

し、食をコントロールしていく食の自己管理能力や望ましい食習慣を子どもたちに身につ

けさせる必要があります。 

 そのようなことから、本町では平成19年度から小学校に栄養教諭を配置しております。

その栄養教諭が中心となり、どんなものを食べたら安全か、健康になれるかということを

子どものうちに身に付けさせるために、食育指導計画に載った食育授業や給食を通じなが

ら指導をしているところであります。 

ご承知のとおり、地場産物を活用して積極的に給食の食材として取り入れておりますし、

併せて、肥満や偏食などの食に関する指導を実施をしていることをご理解していただきた

いというふうに思います。 



- 107 - 

 

ご質問の、大人が真剣に考えなければという質問でありますけれども、執行方針でも述

べさせていただいており、現在行っている一つの例として、小中学校では年２回、食育の

日を設けております。この機会に尐し話をさせていただきたいと思います。 

食育の日は、給食を提供せずに、弁当持参していただいているのでありますけれども、

この趣旨は、生きるための大切な食について、親子で考えてもらう機会としてもらうべく

捉えており、学年などに応じ、低学年は買い物を一緒にするとか、ある程度できる子供は

台所に一緒に立つとか、中学生になると自分の力だけで弁当を作るとか、普段、当たり前

に食べている食事から、食に関することについて考えてもらうよう動機付けをしていると

ころであります。 

 そのことで、本町の食文化を理解したり、食べ物を大切にしたり、そして生産者、料理

や加工販売をするそれぞれのいろんな人が関わって、自分たちの命が育まれていることを

家族のコミュニケーションやふれあいの中で考えてもらう機会として考えて設けていると

ころでございます。親子で、生涯、食べ物との関わりを持って生活をするわけであります

から、食事を賢く選び、どう食べるかによって、人生と生活の質は決まると言っても過言

ではないと思います。 

これまでに説明をいたしましたことを含め、食育の重要性について、児童生徒をはじめ、

保護者には、給食だよりを通して、従前同様に情報を提供しながら食育活動を推進してい

ることを申し上げますとともに、今後も相違と工夫を重ねながら継続していく考えでござ

います。私は、食育が基本にあって始めて、学校教育の知育も体育も徳育も伸びるものと

考えております。 

 もう１点付け加えさせていただきますと、執行方針でも述べさせていただいております

けれども、スポーツと食育の関係は密接にあるということから、バランスのとれた食生活

と併せて、健康増進と体力向上を考える機会として、日本ハムの選手の健康と栄養管理を

している管理栄養士を招聘し、子供向けと一般向けの食育講演会を開催することも、併せ

て申し上げまして、８番議員さんの答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問ございますか。 

 後木幸里君。 

○８番（後木幸里君） ただいまの答弁は、この食について重要な認識を持たれておると

いうことで、敬意を表したいなと思うわけですが、この食育についてですね、行政の中で、

町政の中で取り上げるということは、素晴らしいことだなと思います。 

ちなみに、昔というか、日本の歴史を考えたら、おそらく今日のような多様な食べ物を

食べた時代は戦前においては考えられなかったのではないかと。例えば、戦国時代にあの

鎧兜20キロもあると言われている物を身に着けて、そして戦場で動いたということ、事実

ですね。その時の食事を私は調べるということはしてませんが、想像するには米のご飯と

おそらく地場で採れた野菜と、沿岸で獲れた魚くらいであったろうかなと。それでそうい

う重労働というか、すごいのに耐えたということが歴史上ありますし、敗戦によって一気

に日本の食が変わった。そして、敗戦の時には食うものがなくて何でもよかったわけです

ね。 

そんな中で小麦が入ってきたりした歴史はあるのですが、学者の説によると、長い歴史
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の中で日本人の腸の長さは、肉食中心の西洋人よりは長いと言われています。これはやっ

ぱり長い歴史の食文化がそうさせたのであろうと。であるならば、今、そのこと等も考え

ながら、これでいいのかという洋食については。今教育長のお話では、これは子供たちで

なく、その父兄、大人も巻き込んでの食育だというふうに聞いておりますので、そういう

範囲の中で、我がまちでできることもあると思います。国内とか全国とか言わなくても、

そういう自分の腸の長さにあった食事があったんだという、そういう勉強。 

それから、ここに最初に書いてある食べる側、食べられる側の真の意味というのは、子

供たちに話せばわかるのです。食べる側、子供たちも我々も、食べられる側は全部すべて

命のあったもの。命があったものを我々いただいて、そして成長なり生活しているわけで、

これは根本的な大事な話であります。子どもにはそれとなくこういうことも指導してあげ

ていただきたい、そういうふうに思いまして、我がまちでやれる部分があったとしたらや

っていただきたいなということを申し上げて、質問を終わります。 

○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） 再質問のお答をさせていただきたいと思います。今の日本の歴

史からいろいろ質問の内容に触れられていったと思います。今、８番議員さんが言われた

とおり、日本の過去においては米と身土不二というのですかね、地元に近い食べ物を中心

に食されていたということであります。昔の食べ物は、聞くところによると硬いものが非

常に多かったということから、咀嚼という、いわゆる、噛む回数が非常に多くて顎が強く、

そして消化を促す唾液だとかを多く出していたということもありました。 

 今は、どちらかというと柔いものが非常に多くて、やっぱり噛む回数が非常に尐なくな

ってきているということが体に影響を及ぼしている、いわゆる、悪い影響をですね、及ぼ

していることもあって、よく噛んで食べるということも昔の食事を例えにして、栄養教諭

がそういう学年に応じて食育授業もしているということも付け加えさせていただきたいと

思いますし、戦後の話もされました。 

戦後、特に肉製品、そして油物、そしてスナック菓子だとか増えて、そういう生活習慣

病が増えてるということも、これも同じように食育の授業を通しながら学校で説明をして、

そういう食育の必要性、そしてどういうふうにして食べたらいいのかということも説明を

加えているところであります。 

 そして、命をいただくという部分で、ちょっとお話があったと思います。このことにつ

いては、給食の時にいただきますを通じて、いただきますの意味は、私が言うまでもなく、

８番議員さんよく承知をされておりますから、そこは言いませんけれども、そういうこと

を栄養教諭だとか、担任からいただきますを通じて、いろんな人方からの感謝だとか、命

をいただくという部分を、これも合わせて学校内でできることは、ちゃんとしております

ので、その辺、意を酌んでいただければなというふうに思います。 

 また、ちょっと私の答える範囲を超えますけれども、今月初めにも町長部局の保健福祉

課の管理栄養士がおりますので、管理栄養士が子育て支援センターに出向いて、就学前の

子供に対してどういう食事がいいのかということを、保護者向けに管理栄養士が説明して

いることも行っております。 
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 それぞれ教育委員会でやるべきことは教育委員会でやっておりますし、町長部局でやる

べきことは町長部局でも精力的にいろいろやって、町民のそれぞれの年代に応じた食育を

通じて、しっかりできる対応をしていることをお答えして、私の再質問の答弁とさせてい

ただきたいと思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ８番議員さんよろしいですか。 

それではもう１点、空き家対策についての質問があるわけですけれども、休憩後に受け

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、午後１時まで休憩といたします。 

（午前11時53分） 

 
○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後１時00分） 

○議長（長谷川秀樹君） 午前中に引き続き一般質問を行います。 

８番、後木幸里君。登壇の上、４番目の質問をお願いしたいと思いますけれども、ちょ

っと確認しておきますけれども、一般質問１人の持ち時間が、質問、答弁合わせた中での

１時間となっております。そういった中で、今回休憩挟んでおりますけれども、後木議員

の持ち時間は15分とさせていただきますので、その辺ご理解の上、よろしくお願いいたし

ます。それでは、よろしくお願いします。 

〔８番 後木幸里君登壇〕 

○８番（後木幸里君） それでは町長に対し質問いたします。 

空き家対策については、町は条例を制定し対策に取り組むようですが、家屋等を壊す時

に生じる事物によっては、利用可能な物も多々あると思われます。現代社会の環境問題等

を考慮するとき、一考を要する要素もあると思うが、どのようにお考えかお伺いいたしま

す。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） それでは、８番議員さん、後木議員さんの四つ目の質問にお答え

をいたしたいと存じます。 

空き家対策についてということでございまして、今ほどお話あったように、空き家対策

については、６月に向けて条例化をいたしたいということで、今、取り進めている段階で

ございます。そういったことから、現在、今ほど申し上げましたように、条例化に向けて

検討をいたしておりまして、老朽危険空き家等の適正管理に関する取り組みは、住民が安

全に安心して生活ができるよう、生命、身体及び財産に害を及ぼす原因となりうる空き家

の所有者にその除去等を促していこうとするものでございます。 

実際に空き家を取り壊す場合の処理方法は、重機や人力で取り壊しながら木材、金属、

ガラスなど細かく分別され、産業廃棄物として搬出後、中間処理施設において有価物はリ

サイクル、再資源化に回され、最終的に残ったものが、最終処分場で埋め立て処分される

こととなってございます。このように形は変わりますけども、有価物はリサイクルされる
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場合もあります。 

空き家を取り壊す時に発生する各部材などを有効利用すべきとの意見ですが、廃棄物の

有効利用つきましては、その減量化や環境保全の観点から有意義なことであると認識して

おりますが、老朽危険空き家といえども、個人の財産である以上、有価物が生じても、所

有者本人の考え方を尊重することは言うまでもありません。 

 町といたしましては、廃棄物の減量化に資する３Ｒ運動、要するに、発生の抑制、再使

用、再資源、３Ｒ運動の啓発を継続し、廃棄物の有効活用を図り、減量化を進める立場に

ありますので、空き家の適正管理に関する取り組みの過程において、所有者に対し助言等

は可能であろうというふうにも考えております。 

このようなことで、条例の制定化に向けて今後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、以上申し上げまして、ご質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問ございますか。 

それでは、以上で、後木幸里君の一般質問を終わります。 

次に、２番、西内陽美君。登壇の上、発言願います。 

〔２番 西内陽美君登壇〕 

○２番（西内陽美君） 議長の許可をいただきましたので、町長に２点、教育長に１点、

質問をさせていただきます。 

初めに町長にお伺いいたします。役場庁舎の耐震改修についてでございます。昭和40年

代に建設された役場庁舎は、本町行政の中核施設として風雪や酷暑に耐え、町民の福祉向

上やまちの発展に寄与してまいりました。建築基準法の改正を受け、耐震診断を実施した

結果、耐震性能の不足、設計基準強度も必要強度の不足が指摘されました。 

耐震改修の方法等につきましては、関係委員会において説明がなされましたが、いずれ

の方法もしかるべき経費と期間を要するとのことでありました。 

25年度の予算には、庁舎改修計画の予算他はなく、実施までに数年を要することなどを

考慮すると、鉄筋コンクリート建築物の耐用年数に限りなく近づくものと思われます。 

地震災害の多い我が国の現状を思う時、また、役場庁舎の重要性を鑑みても、早急な対

応を決断すべきと考えます。 

また、ご決断に当たっては、本町の人口減尐や職員数の現状にも配慮すると、建て替え

の選択も強く意識すべきと考えますが、町長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただいま２番議員の西内議員からの、役場庁舎の耐震改修につい

てのご質問があったところでございます。 

このことにつきましては、議員協議会と、それから所管の委員会それぞれご説明をさせ

ていただいているところでもございます。そういった中で、答弁の内容は重複するかと思

いますけれども、お許しをいただきたいというふうに思っております。 

役場庁舎の耐震の２次診断は、昨年の12月５日に報告をいたしましたとおり、残念なが

ら、耐震補強が必要な施設であるとの結論でございました。 
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耐震改修工事にあたっては、方向性が決まった後に基本設計と実施設計が必要で、改修

工事は早くても平成27年度以降になるというふうに思っております。議員の皆様方にもこ

の旨を報告をさせていただいているところでもございます。 

 更に、役場庁舎は、昭和45年に建設され、40年以上を経過しておりますので、老朽化に

伴う改修や省エネ改修なども必要であると考えております。改修工事にあたっては、どの

ような工法であっても、仮庁舎への移転が必要になろうかと思いますし、町民の皆様への

サービスの低下とならないような配慮も必要となってくるわけでございます。 

そのようなことから、耐震化の検討のために、職員によるプロジェクトチームを立ち上

げましたので、近々、第１回目の会議を開催する運びとなってございます。 

今後、プロジェクトチームの検討を踏まえ、庁舎改修等の方向性を決めて参りたいとい

うふうに考えております。方向性が決まりましたならば、議員の皆様方にご報告をさせて

いただきますので、よろしく検討たまわりたくお願いを申し上げるところでございます。

以上、西内議員に対する質問の答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問ございますか。 

 はい、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） ただいま耐震診断結果に対します、町長のご判断をお伺いいたし

ましたが、次にお聞きしたいことがございますので、お願いいたします。 

庁舎の役割に関して申しげますと、災害時の指揮、情報伝達の要として防災、減災の拠

点の機能を有するものでございます。また、復興への活動の拠点にもなります。もし災害

時に被害があれば、災害対策の実施に大きな混乱と支障をきたすと考えられます。 

また、庁舎内には、消防本部も入居しておりますので、防災、減災拠点の機能と合わせ

て、復興活動への拠点を確保するという視点では、どのようにお考えになられますか。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） おっしゃられるとおりでございまして、やはり災害時における、

特に拠点的な施設になることは間違いのない事実でございまして、そういった中で、ただ、

いろんな面で資金的な面やら、いろいろなことで一朝一夕に解決できる問題ではないとい

う考え方に立ってございまして、先ほど申し上げましたように、今、プロジェクトチーム

を立ち上げましたので、この第１回目の会議を踏まえた中で、１回では終わるということ

にはならないと思いますけれども、こういったプロジェクトチームで十分検討させていた

だいた上で、今ほどお話のあったようなことも当然、含めた中で検討させていただくとい

うことになろうかと思いますので、そのようなことでご理解を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） よろしいですか。 

 西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） お願いいたします。ただいまの資金面を考えるとというお答をい

ただきました。改修と建替えのコスト比較というのを費用対効果で考えますと、やはり、

短期的に、建替えの方が当然一時的に高くはなるのですけれども、中長期に考えますと、
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補修した後に一定期間ごとに維持修繕費がかかるということを考えますと、一般的には改

修を続けていく方が、新築をして鉄筋コンクリートで約60年か65年持つのに比べると高く

なるという傾向が出ております。 

また、この庁舎も、この４階だけを見ましても、かなり無駄なスペースもあると思われ

ますし、省エネ効果もかなり低いと思いますので、できましたら、その維持管理費を考え

ますと、もう尐し省スペース化を図ってコンパクトな庁舎に変えて、光熱費や電気料など

がかからないような、そういった面からもプロジェクトチームの方でお考えいただきたい

なというふうに思いますので、ご答弁は、あればお願いしたいと思いますが。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

○町長（植田 満君） 先ほど申し上げたようなことで、そういったことも十分参酌をし

ながら、プロジェクトチームの中で検討してまいりたいというふうに考えておりますので、

はい。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは、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） それでは、２点目の質問でございます。東日本大震災への間接的

支援についてでございます。 

 平成24年予算において、母村十津川村への間接的経済支援方策といえる施策が予算化さ

れ、計画を上回る実績となり、不足額は補正予算で対応することとなりました。その額約

250万円であります。十津川村観光産業にとっては、わずかな金額だったかもしれませんが、

村民との交流や励ましの言葉は、復旧、復興に尐なからず貢献できたものと評価いたしま

す。 

 さて、今日、11日で、東日本大震災から２年が経ちました。復興への３年目を迎えます。

報道を通じてですが、被災地の復旧、復興の遅れや、避難民の生活体験に困難を極めてい

る様子を知ることができます。 

北海道もそうでありますが、本町にも東北と縁のある方が多くおられます。震災直後、

議会として見舞金をお届けした経緯があり、町や社会福祉協議会も義援金や支援物資の取

りまとめを町民に呼びかけ、しかるべき成果をお届けしたと聞いております。 

国も国民から復興目的の税負担を法制化するなど、専門学的な復興予算確保に努めてお

ります。 

このようなことから、日本全国が被災地の復旧、復興の起因を低下させないよう努力す

べきではないかと考えます。 

本町が母村十津川村に実施した取り組みは、自己判断により計画したものに、後日、町

が個人にキックバックする方法であり、本町の商工業振興にも貢献できるメリットがある

施策であったと思います。 

東北常磐線など海岸線の鉄道が一部復旧しておらず、鉄道利用には今だ不便があり、直

接、被災地訪問には課題もありますが、近郊観光地で消費することにより、東北地方の振

興に寄与できると思います。 

岩手県、宮城県、福島県の東北３県への訪問支援について、町長の勇気あるご決断をお



- 113 - 

 

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） それでは、二つ目の東日本大震災への間接的な支援ということで、

ご質問を受けました。 

東日本大震災につきましては、今ほど、ご指摘のあったとおり、本日で丁度、３年目を

向かえることとなりました。たぶんこの後、２時46分だったですか、黙とうが奉げられる

ことになろうかというふうにも思っておりますけれども、被災された方々に対しましては、

心からお悔みとお見舞いを申し上げるとともに、今なお、30万人を超える方々が避難生活

を余儀なくされているということでございまして、一日も早く復興し、本来の生活に戻っ

ていただけることを願うところでもございます。 

また、今ほどお話ございましたように、同年の９月には紀伊半島を襲った台風12号によ

り、母村十津川村にも甚大な被害がもたらされまして、母村の基幹産業であります観光産

業に大きな打撃を受けました。このことから、町といたしましては、一刻も早く、復興を

していただきたいというふうなことから、平成24年度に小学生以上の町民が、母村を訪問

し宿泊、滞在された場合には旅費の一部の助成をさせていただいたところであり、今ほど

ご指摘のとおり50名が、81名ということで、大勢の方が母村に訪問していただいて、激励

やら、そして、観光産業の振興発展のためにご尽力をいただいたというところでもござい

ます。 

そういったことの中で、東日本大震災への訪問支援についてのお尋ねでございますが、

この度の災害は、今ほどご指摘のとおり、岩手、宮城、福島県の３県にまたがっておりま

して、被害も広範囲になってございます。特に、福島県については、震災と併せまして、

原発、放射能汚染というか、こういったようなことにもなってございまして、こういった

ことにつきましては、二重の苦しみを味わっているというふうなことでございます。 

また、ご指摘のとおり、テレビ、新聞等でも報道されておりますように、復旧、復興に

当たってのスピード感がないとも言われておりまして、こういったことが、今、報道され

ているところでございますけれども、このことを受けまして、先の国会において総理大臣

は、避難生活を強いられている人たちの声を聴いて、復興を加速しなければならないと言

っておられます。まずは、国においてしっかりとした環境整備を進めることが最も大事な

ことでなかろうかなというふうに思っております。 

このことが、進むことによって生活基盤の整備の確保、あるいは地域経済の活性化にも

つながっていくというふうにも思っておりますので、町といたしましては、今ほどご質問

のあったような趣旨には、今現段階では、全く考えておりませんことを申し上げさせてい

ただきたいと思います。 

ただ、いずれにいたしましても、被災された皆さん方には強い自立心を持っていただい

て、一日も早く日常生活に戻っていただけるように祈るばかりでございます。以上、申し

上げまして、答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問ございますか。 
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 西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） お願いします。国の復興予算の使われ方が様々言われましたが、

本町にも瓦礫を処理できる施設を建築するということで、予算をいただきた経緯がござい

ます。これは国の判断で正当にいただいたものですから、それに関して云々ということで

はございませんけども、人道的な見地から申しますと、本町は十津川村の復興災害から生

まれたまち、この真実を忘れてはいけないと思います。  

他のまちなら、まあともかく、本町だからこそ東日本大震災の被害者の方々の現状を見

過ごしてはいけないのではないかと考えるのですが、町長はどのようにお考えになります

か。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

○町長（植田 満君） 今ほど西内議員のご指摘のあった件、それは、誰しもが町民皆さ

んが久しく思っていることだと思います。被災者に対する思いというのは、これは私ばか

りでなくて、町民の皆さんがすべてがそういう思いにしたっているということは間違いな

く言えるかと思います。 

 今、国の予算、24年度予算でちょっと数字をあるところから入手しましたけども、岩手

県で2,062億、福島県で3,300億、宮城県で4,592億ですね、約１兆円のお金が24年度から25

年度に繰越になっているのです。24年に消化できないということになってしまっているの

です。ですから、先ほど申し上げましように、１日も早いこういったものの予算があるわ

けですから、復旧、復興に向かって進んでもらいたいというのが、私の一番の思いでござ

います。 

 ですから、正当に予算がすでにあるわけですから、その予算を確実に地域の住民の皆さ

んに沿うような予算の使われ方をもって進められるべきでないかなというふうに思ってお

りますから、先ほど申し上げましたように、国がしっかりと取り組むことによって、こう

いったのもをある程度解消されていくのかなというふうに思っておりまして、それ以外に、

先ほどご指摘もあったように、議会、それから町民の皆さん方も、この大震災に対しまし

てはお見舞金を差し上げておりますから、その意思は十分伝わっているかなというふうに

も思っております。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 再々質問ございますか。 

○２番（西内陽美君） ございません。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは最後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） 三点目は教育長にお伺いいたします。学校図書館の充実について

でございます。 

 言語活動の充実を主眼とする新しい学習指導要領は、昨年度からは小学校で、今年度か

らは中学校で、来年度からは高校へと、順次実施されていきます。 

国は学校図書館図書標準を定め、その実現を後押しするため、学校図書館、図書整備５

か年計画を策定して実施してきました。学校図書館は、子供たちが読書の魅了に触れ、本

を読む力を養い、読書を習慣づける中核を担っております。また、多くの情報源を探し出
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し、比較し、評価し、自分なりの考えを組み立てる情報活用能力の育成の場であるとも思

います。 

 平成24年度からの新しい５か年計画には、初めて学校図書館への新聞配備費が予算化さ

れました。読む、書く、聞く、話す力の育成に、新聞活用が求められ、教科書にも多く登

場し、新聞を活用した授業も多く紹介されております。 

 今年度からの図書整備５か年計画は、図書整備のための200億円、５年で１千億円、新聞

配備には15億円、５年で75億円、学校司書配備に卖年度で150億円を地方交付税として措置

されたと聞きます。 

 ですが、交付される税金は、地方自治体に使い道が委ねられているのです。教育長の執

行方針では、学校図書館充実や学校司書配置に進展がみられませんでしたが、今後の方向

性についてお伺いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 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番議員の質問に対してお答えを申し上げたいと思

います。 

 最初に学校図書室の整備について、ご存じのことと思いますけれども、尐し説明をさせ

ていただきたいと思います。小中学校の学校図書室は、それぞれ小中学校の耐震補強大規

模改修工事に併せ、それぞれ学校図書室にふさわしい環境や雰囲気が整った書架、そして

内装、備品等を改修整備をいたしたところであります。その改修時期と同時期に、新十津

川望郷会や北門信用金庫などから学校図書、児童図書の充実を願っての多額の寄付をたま

わりましたので、その浄財も活用しながら学校図書室の図書、図書館に配備されている児

童図書を購入し、その充実を図ってきたところでございます。 

学校図書室については、経済文教常任委員会においても調査事項として視察を願ったと

ころであり、図書室には古くなって使えなくなった図書は無い状況も確認願えたのかなと

いうふうに思っているところであります。 

児童生徒に読んでもらいたい図書などを、学校の図書担当教諭と図書館職員が連携を密

にして、吟味をしながら必要な配本をしている状況にあることを、まず、ご認識いただき

たいというふうに思います。 

また、執行方針に方向性が見えないというような言い方でありましたけれども、私の執

行方針の６ページに、子どもにとっての読書は、読む力や感性を養い、豊かな心の形成に

大切なもので、学習理解に必要不可欠なものであり、更に、読書を通して視野を広げ、多

くのことを身に付け、学びの成長が促されるよう読書習慣の定着化を図ってまいります。

というふうに述べさせていただいておりますので、まず、そのことを見ていただいている

と思いますけれども、もう一度言わさせていただきたいと思います。 

それともう一つ、平成22年になりますけれども、子供の読書活動推進計画というものを

策定をしております。これは、平成26年までの５か年の計画でありますけれども、子供の

読書活動に必要な方向性や施策については、この計画書に基づいて計画的に対応している、

そういうことも理解をしていただきたいなというふうに思っております。 
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昔から、読み、書き、そろばんが基本であると言われているとおり、読みを促すための

読書は、重要でしっかりと習慣付け、進展させていかなければならないと考えております。

そのことを確認をさせていただきたいと思います。 

 それから、今ほどご質問の中でご指摘のありました、学校図書の５か年計画、こういう

パンフレットもあるんですね。そういうパンフレットをホームページなどでいろいろ調べ

られて、今のご質問だというふうに思っております。去年からこのように学校図書の整備

がしやすくなったと、交付税措置がなったので有効に活用しなさいという、今ほど西内議

員、２番議員のご指摘のとおりであります。 

 ご質問の趣旨にありましたとおり、交付税は一般財源、特定財源ではないのですね。で

すから、それぞれの市町の実情に応じて、この今議会で一般会計の予算がいろいろ市町村

の実情に応じて吟味されているわけでありますから、その一般財源の使途だとかそういう

ものについては、いろいろまちの状況がそれぞれ違いますので、うちのまちの場合は、特

に小中学校と図書館がちょうど中間にあって、非常に小中学校の児童生徒が図書館で利用

しやすい環境にあるということになっていることを、まず、認識されていると思いますけ

ども、まず、その前段として説明をさせていただきたいと思います。 

それから、もう一つ付け加えさせていただきますと、学校司書の話も今質問にありまし

たけれども、まず、学校司書という部分で言いますと、ここで言う交付税措置の司書と別

に学校司書という配置については、学校図書館法というものがあって、１校当たりの学級

数が11学級以下の場合は、司書教諭を置かなくていい規定になっております。小学校につ

いては12学級ありますので、司書教諭を任命をしており、その司書教諭を配置していとい

う状況にあるということを、まず、前段、説明をさせていただきたいというふうに思いま

す。中学校は、６学級ということになっておりますので、基準数に達していないから、司

書教諭の任命はなく、図書室担当の教諭を決めていろいろ図書館と連携を取っているとい

うことになっておりますので、まず、そのことも説明をさせていただきたいと思います。 

 新十津川の図書館には、図書館司書の免許を持っている方が４名いますので、その４名

と今ほど説明をした小学校は、学校司書、中学校は図書室担当の教諭と連携を密にしなが

ら読書活動が円滑に進められるように対応をしている状況になっております。 

２番議員さんの質問の中にありました、学校図書館が使いやすくなるように、学校司書

が配備できるよというように書いてありますけれども、ここの司書は、そういう正式な司

書ではなくて、ボランティア的な司書なのですね。今、金額、質問の中にありましたけれ

ども、新十津川の学校に置き換えると、２校につき１人が配置できる。ここもよく読んで

みると書いてあるのですね。２校のうち１人が配備できて、うちの場合２校ありますから、

その１人が配備できて年間100万円くらいの、そういう交付税があるというものなのです。

ですから、ここで言うと、学校に１人臨時職員が配備できるような交付税となっていると

いう状況になっております。 

ただ、うちのまちで言うと、調べ学習、その司書というのは児童生徒がスムーズに調べ

学習の資料の提供だとか、読み聞かせなど、子供たちが本に接しやすくなるようないろん

な工夫をする役割なんですね。ですが、うちの小学校図書館の職員には、それぞれ学校司

書という正式な小学校にはおりますし、中学校には、司書担当教諭もおりますし、図書館
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の職員、更には小中学校には図書委員という方もおります。そういった方がしっかり児童

生徒の本に触れる役割、本を紹介する役割、そういうものをしっかり持ちながら対応して

おりますし、その他に読書ボランティアという方も、新十津川の学校に来てくれるボラン

ティアの方もおりますので、いろんな方々が献身的に子供たちの本に触れる環境を支えて

いっていただける環境になっております。 

ですから、交付税でいっている学校司書を配置しなくても、今いる役割の方がしっかり

対応しているので、問題なくそれぞれ学校図書館も運営できている状況にあるということ

から、学校司書を置かなくていいということで判断をしていることになっていることをご

理解願いたいというふうに思います。以上申し上げまして、２番議員さんの答弁とさせて

いただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 

 はい、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） ではまず学校司書に関してなのですが、ただいま学校司書は置か

なくてもいいということが、学校図書館法で定められているというようなお話が今ありま

したけれども、これは、置かなくてはいいではなくて、置くことを義務付けるというもの

で、ただしと、附則でもってその猶予期間を定めているだけでありますので、置かなくて

もいいということではないと思っております。 

 それで、今お話しの中でもいろいろ言葉が出てきましたけれども、図書担当職員はいる

けれども、学校司書がいない、また、学校司書はいるけれども、中学校では司書教諭がい

るとか、ちょっとごちゃごちゃになっていたのですけれども、その辺りがちょっとうまく

よくわかりませんが、私が調べたところによりますと、小学校の学校司書というのがいら

っしゃらなくて、司書教諭というのですか。普通の学校の先生が通常授業ですとか学級経

営をしながら、その傍らで図書館の運営に携わっているというふうに把握しておりました

が、それは違いますか。そこからでないとまだ質問が先に進みませんので、お願いいたし

ます。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは答弁を求めます。 

教育長。 

○教育長（熊田義信君） 今２番議員さんの言ったとおり、司書教諭というのが正式な名

前です。ただ、学校の図書館の運営を司るというのか、運営をスムーズにするための司書

教諭として任命をしているのが小学校です。中学校には、司書の教諭はいなくて、司書の

学校図書室の担当教諭が学校運営上必要に定められている、うまく運営する上で定めた方

がいいので、そのように指名をして行っているという状況になっております。まず、それ

だけお答えいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 はい。 

○２番（西内陽美君） ただいま小学校では、司書教諭が図書室の運営を任されていると

いうふうに説明でございました。子供たちのさまざまな興味や関心ですとか、いろんなニ

ーズに答えて適切な指導を行うという業務には、相当な専門性が求められてくると思いま

す。 
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ですから、養護教諭ですとか栄養教諭のように、やはり専門性にたけた方をきちんと置

くべきだと思います。また、まちの図書館との連携云々とありましたけれども、図書館の

司書というのは、社会教育の中に置かれているものでして、学校教育の中の学校図書館と

は、ちょっとまた役割が違ってくると思うのですね。私は、やはり学校と社会教育の融合

といいますか、重なっている部分にはきちんとした学校司書、専門的な方がもっぱらそこ

に従事する方がいらして、そして、図書館からの情報と学校からのいろんな子供たちの要

望や、また、教職員の要望なんかもきちんと取りまとめたコーディネート役として専門的

な方が１人いらっしゃるのが理想ではないかなと思います。 

また、その学校司書がいなくてもいいですよという流れでしたが、今回の図書５か年計

画におきましては、標準を達成するために必要な財源をきちんと措置されてますので、こ

の機会に、このチャンスにやはり利用して、もっと学校図書館を整備するような方向には

いかないものかと思いますが、どうお考えになりますか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めますけれども、再々質問なので最後になりますので、

前段の今後の方向性というか、その辺もきちっと答弁していただきたいと思います。 

教育長。 

○教育長（熊田義信君） それではご答弁させていただきたいと思います。まず、司書教

諭、これはしっかりと司書教諭という免許のある人なのです。ですから、子供が興味、関

心だとか、図書に精通した免許を持っている人しかなれないのです。ですから専門のある

先生なのです。普通の先生ではなくて、栄養士と同じような、資格を持っている先生が小

学校にいるということでご理解していただきたいと。普通の先生から、みんな同じ先生で、

その人がたまたま司書やれと、いわゆる、免許のない人がやれということではなくて、司

書教諭という免許を持った人が小学校にいて、その先生が図書館の運営をしているという

ことですから、そこは、ご理解をしていただきたいと思います。 

中学校は、そうではなくて、学校の、いわゆる司書の免許は持っていませんけれども、

国語の先生で読書活動、いわゆる言語活動ですね、これから必要になっている言語の活動

がスムーズにしやくすなるように、国語の先生がその役割を持っていて、それが、免許は

ありませんけれども、国語の資格を持っている先生ですから、内容にも精通して、子供た

ちと読書を通じて、どういうふうに本に親しんでもらったり、読んでもらったり、そうい

うふうな一番現実的な精通をしている先生ということになっておりますから、小学校も中

学校も精通した先生が、図書館の役割を担っているということになっております。 

学校の司書を置くのに、この交付税があるから、それをチャンスにしてやったらどうだ

ろうという話ですけれども、今ほど説明した、精通したそれぞれ小学校には資格を持って

いる人、中学校には精通したそういう国語の先生で、子供の状況をよく考えて対応してい

る司書がいるので、そこまでうちのまちでは置くことがなく、他の図書館と図書館の司書

とうまく連携をとってやっていると。 

図書館だけ見れば社会教育かもしれません。ただ、私の執行方針の一番最初にも書いて

おります、学社融合を図りつつと書いてありますから、学校教育だから学校だけというこ

とではなくて、社会教育から学校教育、そういうふうに連携をしてやっていくことが、私

は一番いいと思っておりますので、ですから、学社融合した中で、図書館の司書も学校に
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出向いていろいろ対応して、子供の読書活動がスムーズにできる環境をとっているという

ふうに私は考えておりますし、これからもしっかり子供たちの読書活動、本を読む読書啓

発がしっかりできるように、図書館の職員とうまく連携をしてやっていく。年に数回です

ね、図書館司書の職員と学校のそういう担当教諭と連携打ち合わせ会議もしておりますし、

図書の配本についても、いろいろどういう配本がいいのかということも適切に対応をして

おります。 

もう一つ付け加えさせていただきますと、５か年計画の標準冊数というものがあって、

ちょっとここにはすぐ出てきませんけれども、小学校では交付税上は7,960冊、小学校に配

備しなさい。それで、経済文教常任委員会でお話したのは3,035冊しかない。これは尐ない

のではないかと、きっとそういうご指摘もあるのかなと思いますけれども、その経済文教

常任委員会で、４月から１月までの図書館から学校に、学級だとか学年、図書室に持って

いった本が6,147冊、これはまだ１月までですからね、２月、３月入れてまだ増えるのです

けれども、これまでの6,147と、学校に置いてる3,035冊を足すと、9,187冊になりますよね。

ですから、図書館の標準の7,960よりも多いし、更に図書館が近いですから、そこに置かな

くても子供たちが行きやすい環境になっているということをご理解していただきたいと思

います。 

中学校は若干標準のものより尐ない状況になっていますけども、中学生も図書館が近く

にあるので、それが利用しやすい環境になっているというようなことで、標準冊数、小中

合わせるとトータルで標準冊数並みがちゃんと整備されたり、新しい本が行くのですね。

図書館から回転していきますから、だからいつも置きっぱなし、古い本はありませんから、

新しい本が回転していって子供たちに新鮮なニーズにあった本が巡回サークルの中でいっ

ているということになっています。 

私ども、しっかり子供たちに読書環境、そして新しい本を読んでもらうように精力的に

図書館職員が学校に出向いて、いろいろ調整をさせていただいてますので、以上申し上げ

まして、お答えとさせていただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、西内陽美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） それでは町長に対して質問させていただきたいと思います。樋坂

さんと後木さんも似たようなと言いますか、心根は同じ観点から表現が違ったというふう

に思いますけれども、いずれも、我がまちをもっと良くしていきたいという部分からの質

問であったろうと思います。従いまして、私の質問も似たような質問になってしまいます

ので、大変、町長には申し訳ないなと思うのですけれども、そういう観点からの質問だと

いうことで、ご理解をいただければなというふうに思ってます。 

 私たちのまちの課題は、何かということでございますけども、大きな問題として、どう

しても頭から抜けないのは、この尐子高齢化、この部分に対してどのように対応しクリア

していったらいいかということについて、具体的な方策が見えないまま進んでいるという

ことではなかろうかなと、私は思っております。 

 これは、別に植田町長だけが悩んでいるのではなくて、隣のまちも向かいの市も、あっ
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ちこっちが同じようなことでどうしたらいいのかということで、悩み苦しんでいるという

ことは、そうであろうというふうに思うところでございます。 

 そこで、まず、日本人の知恵と言いますか、そういったものをもう一度活用して、組織

的にクリアしていくような方法を考えていかなければならない時期にきているのかなとい

うことから、今回のような質問の趣旨になったわけでございます。 

 先用後利という言葉がございます。せんは先っぽの先です、ようは利用の用、こうり、

後ろの利用の利ですけれども、これは、必要なことを先にやる。そして、その後に利益が

果実がついてくるという考え方でございます。これの代表的な例が、越中富山の薬売り屋

さんです。町長も年齢的にご存知だと思いますけれども、あの薬屋さんは、最初に薬を買

ってくださいと来るわけではないんですよね。薬を置かしてくださいというふうに来て、

そこから無くなったものを補充していくというふうな形の商売の方法でございます。そう

いった先人の知恵と言いますかね、やり方というものを十分考えて、今、今ですね、今、

非常に不合理化も知れないけども、この先に新十津川に利をもたらすというふうなことを、

何としても考えていかなければならないのではないかというふうに思っているところでご

ざいます。 

 何かというと、費用対効果ということで、住民からいただいた税金をしかるべき方法で

活用して、そこに、しかるべき効果がなければ、行政のやっていることが失敗だと、やや

もするとそれは正しいのだろうと、私は思いますけれども、そのことだけを思いつめて進

めいくと、先ほど言ったような考え方とは結びつかないのですね。先用後利という部分の

後利というのは、日本全国でこれまで日本人の知恵として、いろんな場面で活用されてき

た部分でございます。 

従いまして、私は、前から言っているように、子供が100人を切った時点から、何とかし

なかったら大変なことになりますよということで、いろんなところで言ってきましたけど

も、それが80人になり、70人になり、50人になりというふうになってきております。これ

を防ぐためには、どうしたらいいのかということですね。 

そこを、結論から言いますと、やはり、町長の下で優秀な人間が100人働いておりますか

ら、そういう人たちの知恵を集めて、何とか我がまちなりの方法の中で、そういった若い

人たちに住んでもらえるようなことを施策として打ち出していくべきではないかなという

ふうに思っております。 

誰に聞いても、新十津川は空気がおいしい、それから人間性についても非常に良いもの

を持っていると、もっと具体的に言うのだったら、除雪でも、何でも他のまちよりうんと

優れている、インフラ整備も十分進んでいると私は思いますよ。図書館もあればプールも

あればというふうなことで、何にも自慢できないというふうなことはなくて、むしろ、他

のまちの人口規模の部分と比較しても、誇れるような材料はたくさんあるのですよね。し

かも、旫川にも札幌にも、こうやって考えてみるとわずか１時間前後で大都市にも出向い

ていけるという立地性にも恵まれているということから考えて、後は、知恵を出せば何と

かなるのではないかなということが、私の考え方でございます。 

非常に抽象的な質問というふうに受け取られるかもしれないかもしれませんけれども、

議会側としても、やはりこの問題に注視すべきだということで、委員会等で何とかこうい
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った方策を解決していくための方法論について、議論をしております。 

それに併せまして、町側も、もっともっと前向きにそこの部分について取り組んでいた

だければ、この危機といいますか、課題について何らかの打開方法があるのではないかと

いうふうなことを考えるところでございます。 

再質問とはいたしません。この１点につきまして、町長の考え方をお聞きして、私の一

般質問とさせていただきます。どうぞ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） ただいま３番議員の青田議員さんから、人口減尐への対応策につ

いてということでのご質問でございました。 

 ご承知のとおり、我がまちも尐子高齢化。先般の行政報告で申し上げましたように、高

齢化比率は、33.7パーセントというふうな状況下にもなってございます。これは、我がま

ちばかりではなくて、今ほどご指摘あったように、周辺の自治体ということですけど、周

辺の自治体ではなくて、日本全体の話でございまして、今50年先には４千万人も日本の人

口が減尐するというふうにも言われております。そうしますと、今、１億２千万ですから、

もう８千万人台の人口というふうなことになろうかというふうに思っておりますので、や

はり国家的にもこういった尐子高齢化の問題について、いろいろ検討されているようでご

ざいますけれども、基本的な特効薬的なものはまだ見出されていないというのが、実状で

ないのかなというふうに思っております。 

そういった中で、質問にあったことについて内容に沿ってお答えを申し上げたいという

ふうに思っております。 

昨年の１定でも、同じようなご質問を受けたところでございますけれども、やはり総合

計画に沿って事務事業、各種施策に取り組んでいくことが大切である旨の答弁をさせてい

ただいたところでございまして、また、先ほど９番の樋坂議員さんから、定住促進対策に

関するご質問もありました。12月の所管委員会の調査事項に取り上げられました、人口減

尐抑制施策の取り組みの中でも、決定的に有効な事業や手段は難しく、行政全般に亘って

の対策を行うことで、尐しでも人口減尐を抑制していく方向性といったものが、私の決意

を示させていただいたところでもございます。 

先日申し上げました平成25年度の執行方針の中で、ご質問の趣旨の人口減尐への対応の

表記があまり記述されていないというふうなご指摘もございました。確かに、即効性のあ

る事業計画にするには苦慮いたしておりますし、直接的な表現では対応策をお示しはして

おりません。これは、昨年の答弁と同じこととなりますが、各般に亘っての施策の展開が、

その効果を生むことになることと、卖年で実効性を求めることは極めて困難だということ

によるものでもあります。 

一例を挙げて申し上げますと、医療費の無料化や得キッズカードの拡充による子育て世

帯への支援、受診しやすい健診体制を進めていくことで健康づくり、また、地域で安心し

て暮らせるための防犯灯や街路灯の整備など、今ほども除雪の話もございました。すべて

我がまちに住みたいと思っていただくための施策となってございまして、こういったこと
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について、よく近隣の住民の皆様方からお褒めの言葉もいただいているのも事実でござい

ます。 

ただ、それはそれといたしまして、本町の行政組織は、政策審議会と政策研究会が設置

されておりまして、まちの中長期的課題への解決を図るため、定期的に、また必要によっ

ては臨時的に協議の場が持たれておりまして、企業誘致や庁舎の耐震化などの特定課題に

は、プロジェクトチームが有効と思われますので、町政の推進の根幹をなす課題について

は、これらの組織で対応することが当然であるというふうに考えておりまして、尐子高齢

化の急激な進展と人口減尐は、先ほど申し上げましたように圏域内もそうですし、空知管

内、しいては北海道、日本というふうなことになろうかとも思います。そういったような

ことで、どこでも悩みを持っているところでございます。 

ただ、悩みばかり、悩んでばかりいてはいけないというふうな思いもいたしております

ので、先ほどのそういった行政組織も十分に今後活用しながら、今後のあり形についても

検討して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。 

そういった中で、特色あるまちづくりを、平成25年度だけではなくて持続的に進められ

るよう取り組んでまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくご理解のほどを

お願いを申し上げたいというふうに思っておりますし、また、先ほど優秀な職員というふ

うに言っていただきました。本当に優秀な職員がたくさん確保されておりますので、そう

いったものもまた、政策審議会と政策研究会、こういった場においては、やはりそういっ

た職員の意向も沿った中で、やはりそういった会に臨まれるということになろうかと思い

ますから、そういった組織の中で、今後人口の減尐、尐子高齢化といったような大きな問

題についての解決の糸口がうまく図っていかれて、そして、そういった方向に進んでいく

ことになれば、非常に良い方向に向かっていくのかなというふうに思っているところでも

ございます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

以上で、青田良一君の一般質問を終わります。 

 ここで２時10分まで休憩いたします。 

（午前１時56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２時10分） 

○議長（長谷川秀樹君） 引き続き、一般質問を行います。 

４番、山田秀明君。登壇の上、発言願います。 

〔４番 山田秀明君登壇〕 

○４番（山田秀明君） 議長の指示がありましたので、２点について質問いたします。始

めに、公営住宅等長寿命化計画について、町長に質問いたします。 

 先の２月22日に開催されました委員会の中で、公営住宅の入退去状況と現状ということ

で説明を受けました。その中の質問で、はっきりとした回答の得られていない部分があり

ましたので、あえて質問させていただきます。 

現在、公営住宅の管理戸数は379戸あり、政策空き家が７戸ということでした。それに対
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し、入居希望待機者数が、町内外含めて42名で、あじさい団地、トップ団地、文京団地、

青葉団地と市街地に希望者が集中している現状であり、このような状況の中で、年内に入

居できる件数は10戸以内とのことで、30名ほどの人たちが慢性的な待機者として残ってい

くような形になります。 

 公営住宅建設も平成23年の青葉団地を最後に、その後は考えていないとのことでした。

町長の執行方針では、昨年策定した第５次総合計画の中で公営住宅等長寿命化計画に基づ

く維持管理を進めていくとありますが、既存のままのもので対応していくということにな

ると、耐用年数というのか、耐用年限を超過したものもある程度あります。戸別卖位です

るのか、また、棟ごとにするのかはわかりませんが、どちらにしても改修、改善と手を加

えていかなければならないと考えます。 

そのためには、現在居住している人たちの仮住居といいますか、そういうものの確保が

必要になってくると思います。その辺のことは、この計画の中でどのような位置づけにな

っているのか、また、内容になっているのかを伺います。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 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） それでは、４番の山田議員さんの公営住宅等寿命化計画について

のご質問に対しお答えを申し上げたいと存じます。 

 まず、公営住宅の今ほどもお話ございましたように、公営住宅のまず管理状況でござい

ますけれども、本町が管理する公営住宅は、特定公共賃貸住宅と合わせまして、18団地、

385戸であります。建設年次が最も古い学園団地で昭和33年の建設、最も新しい青葉団地で

平成23年建設となっており、建設後の経過年数を見ますと、耐用年限を経過した住宅もあ

り、今後の適正な維持管理のため、長期的な維持管理計画が必要となってまいります。 

このことから、現在、公営住宅等長寿命化計画の策定をいたしておりまして、既存公営

住宅の従前までの整備、管理、修繕等の履歴データを住棟ごとに把握し、整理を行い、長

寿命化に関する基本方針を定め、今後の維持管理・改善計画とその効果について検討を進

めております。 

この計画は、計画期間を平成25年度から平成34年度までの10年間とし、住宅の維持管理

の方法を選定するもので、その判定の進め方は、国が示す方法に基づいて、３段階で行っ

ております。 

まず第１次判定では、経過年数や需要の状況、高度利用の可能性、住棟卖位等での社会

的特性による判定、その後、建物の安全性、居住性等の物理的特性を勘案した２次判定を

行い、更に第３次判定では、１次、２次の判定の結果を踏まえ、まちづくりの観点や財政

面を考慮し、総合的に検討し、最終判定となります。 

この判定の結果、維持管理の方法といたしまして、建替え、修繕対応、用途廃止などに

区分されるということでございます。 

今後は、この判定区分に基づいて、公営住宅の維持管理を計画的に進めて参りたいと考

えておりますが、修繕対応と判定された住宅は、屋根や屋上の改修、外壁の塗装について

計画的に実施する予定でありますので、入居者が居住している状態での工事は考えており
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ません。従って、これまで同様の施工方法で進めてまいりたいというふうに思っておりま

す。 

また、住戸内での大規模な修繕が必要な場合については、現入居者が退去した際、次の

方が入居するまでの間に住戸ごとに実施することといたしておりまして、現に居住してい

る入居者の一時的な仮移転というものについては、考えておりません。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 

 はい、山田秀明君。 

○４番（山田秀明君） 今の答弁で、居住中の部分は考えていないということでしたけれ

ども、実際に対応年限を超えて、ある程度早急に取り掛からなければならない部分の場所

もあるように思います。さっきの話では、どっちにしても25年から10年間ということでし

たけれども、もし、結構災害も大きくなってきている部分で、急がなければならない部分

について、どういうふうな形というか、そういうふうなことを考えている部分がありまし

たらお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（植田 満君） 今ほど答弁させていただきましたとおり、住棟ごとにその状況を

把握し、ということは、先ほど申し上げましたように、屋根、屋上の改修、外壁塗装と、

こういったものを取り組んでいくということでございますから、これはあくまでも住棟ご

とでございます。 

今ほど、住戸の話をされておられたようでございますけれども、住戸については、先ほ

ど答弁させていただいたとおりでございまして、あくまでも居住している段階については、

改修の予定はない。 

ただ、給排水等々で一時的に立ち入って改修するということはあり得るかもしれません。

けれども、一般論としては、ありえないということでございますので、その旨、ご理解を

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） 山田議員よろしいですか。 

 それでは次の質問に移っていただきます。 

〔４番 山田秀明君登壇〕 

○４番（山田秀明君） 続きまして、教育委員会の方に、学校図書についての質問をいた

します。 

 昨年の執行方針の中で、家読の推進を進めるとありました。家読というのは、家族皆で

週に１回、または２週間に１回程度、曜日を決めて好きな本を読んで、内容を話し合うと

いうもので、読書の習慣を共有しコミュニケーションを図るというもので、大変良い取り

組みだなと思っていました。しかし、今現在、デジタル化が進み本離れが進んでいるのが

現状でないかと考えます。 

今年の方針の中に、朝読の部分が入っていなかったので、実際にどれくらいの実績とい

いますか、成果があったのか、結果が出ていればお聞かせください。 

それと、今回の執行方針の中で、朝読書の取り組みを通して読書週間の定着化を図って

いくとあります。朝読とは授業の始まる前の短い時間を利用して、子供たち全員が好きな



- 125 - 

 

本を選び読む取り組みだというふうに考えます。 

先だっての委員会の説明では、図書室の開館は、昼休みと放課後ということで、朝の時

間が入っていなかったと思います。先だっての説明の中で、そういうふうに聞いていたの

で、どういうふうな形でするのか、新しく取り組む部分なので、ひょっとしたら朝の授業

の中に取り入れていくのかななんてそんなふうにも考えていたのですけれども、その辺ち

ょっと、前回の家読の部分と、今の朝読書の部分について、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。 

 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、４番議員からの学校図書についてのお答えをさせて

いただきたいと思います。 

 今日は、２番議員と４番議員、読書活動についていろいろご心配をいただいて、質問を

していただいております。先ほども、ちょっと２番議員さんの質問の方向性の関連と今の

４番議員さんの方向性という部分で、最初に、先ほどもちょっとお話させていただきまし

たけども、子供の読書推進計画というのがあるのですね、この中に、家読、そして朝読、

そして学校図書の関係も触れられているという趣旨になっておりまして、そういった意味

から、この計画書に基づいてお答えをさせていただきたいと思っております。 

今、４番議員さんからのご指摘にあったとおり、家読というのは、いえ、どくと書いて、

うちどくと読むのですけれども、非常に、家庭で一緒に親子で同じ本を読んだり、また、

違った本でも一緒の時間を読書に費やすということは、非常に重要なことだと思います。

そのようなことから、家読を進めていきたいというふうに考えておりますけれども、家庭

で本を読むのに、直接、教育委員会が出向いてこの本を読む時間を設けてくださいとか、

なかなかできないのですね。テレビを切ったり、そういうふうにしていかないとなかなか

家読というのは進んでいかないのかなと。ですから、教育委員会としては、啓蒙だとか普

及活動を進めているのがまず一つです。 

そして、そのきっかけ作りのために、平成23年度に全児童に親子で読む国語の教科書と

いうものを全員に配本しております。そこの本を基に親子で本を読むきっかけ、各学年ご

とにふさわしい本の内容が書いてありますので、それを読みながら、それをうまく家庭で

伸ばしていってもらいたいというような、そういうきっかけで配本しておりました。 

一度、23年度に全児童に配本をさせていただきましたので、平成24年度からは、新１年

生に家庭での読書環境づくりの支援のために、親子で読む国語の教科書というものを配本

をして、家庭で家読がしやすい環境という部分で推奨をさせていただいているところであ

ります。 

 また、図書館事業におきましても、町長の子育て支援施策の一環として、絵本ふれあい

事業というものを行っております。その内容は、乳幼児を持つ親に対して手造りのバック

とともに絵本２冊を入れてプレゼントをする、いわゆるブックスタートという事業でござ

います。乳幼児の健診の時に合わせて、図書館司書から保護者に対して絵本と一緒に入れ

てある読書啓発チラシなどを利用して、家庭での読書の必要性や親子でのふれあいの大切

さを説明の上、家庭で小さい子でありますから絵本を読む環境づくりに努めて、家読の読
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書習慣の推進を図ってきているところでもございます。 

ご質問にあります実績という点では、データとしては確認はありませんけれども、図書

館職員が、図書館に訪問をする利用者等の状況を聞くところによりますと、絵本を渡した

親御さんが図書館に、また違った絵本を借りに来てくれた。または、乳幼児を持つ親子を

対象にしている、おはなしころりんミニというのがあるのですけれども、そういった事業

に参加をしてくれている等という状況を把握をしておりますので、一定の効果はあるもの

と判断をしているところであります。 

教育委員会といたしましては、なかなか直接活動ができない、先ほども言いましたとお

り、直接家に行って活動ができないということでありますので、今まで説明をいたしまし

た啓蒙や推奨活動、更には、きっかけ作りに誠意努力をしているところでございます。 

４番議員さんのお考えのとおり、家庭での読書環境づくりは、子どもと家族のコミュニ

ケーションづくり、親子の絆づくりにものすごく効果がありますので、今後も、積極的に

啓蒙活動やその手助けをする活動を講じてまいりたいというふうに考えているところであ

ります。 

 この一般質問に関する議会だよりなどをとおして、子供をお持ちの家庭で、家読による

本に接する機会が増えていくような良きＰＲと啓蒙になっていければありがたいなという

ふうに感じるところであります。 

次に、２点目の学校図書の件でありますが、先日も経済文教常任委員会で、それぞれ調

査事項として確認をしていただきました。それで、朝読書の取り組みという部分では、読

書を習慣づける目的でありますので、授業時間ではなくて、今ご質問のあったとおり、授

業の始まる前、始業時間前の朝学習の時間10分間を活用し、曜日や期間を定めて読書の時

間を設けているところであります。朝読書は、皆で同じ条件で取り組む公平さが基本にあ

り、児童、生徒の読む力を育むことが期待され、好きな読む本を子ども自身に選ばせるこ

とは自分発見にもつながり、主体性を育みながら、楽しく朝のひと時を過ごすものと考え

ております。 

 今ほどご質問の本につきましては、朝の限りある時間の中で速やかに選書をしなければ

ならないということもあります。そういったことから、朝読書をする図書については、図

書館から教室だとかに事前に配布をしている。それぞれの学年に応じて配本をしている授

業に関わる本、読んでもらいたい本、興味関心を抱かせるような本を、だいたい40冊程度

配本をしておりますので、教室の中からすぐ本を取って朝の10分間、この本が読みやすい

環境に努めているということでございます。 

また、教室に配本されている本でなく、自分で読みたい本があれば、事前に図書館や学

校図書室から借りてきて本を朝自分で読む。そういうふうに対応していることも申し添え

させていただきたいと思います。以上を申し上げまして、４番議員さんの答弁とさせてい

ただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問ありますか。 

 山田秀明君。 

○４番（山田秀明君） どうもありがとうございます。この読書に関しては、本当に大き

くなってしまってから本に馴染むというのはなかなか難しいことで、学校に入る前、今、
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うちの町内でもやっております、さっき言われた部分なんかは、本当に良いことだと思い

ます。やっぱり小さいうちから親と一緒に図書館に通えるような、そんなような形の方策

を作っていっていただきたいと思います。 

 ちょうど、教育長も見ているかもしれませんが、ちょうど朝読書のことを調べていたら、

ちょっといい文章があったので、読み上げて質問の最後にいたします。 

 読書は実に大切である。最近のＩＴ革命により、人間は自分の欲する情報は簡卖に得ら

れるようになった。ところがそれは、報、ほうという字ですけれども、しらせるという意

味だと思います。だけで情が抜けてしまうことが多い。それに比して、読書は書き手の情

も込みで、生き方全体が伝わってくるよさがある。そして、読み手も自分の好みに応じて、

早く読んだり遅く読んだり、自分の主体をそこにかかわらせることができる。 

切り売りの知識や、外から押しつけられたものはすぐ消え去ってしまう。しかし、自ら

の力で獲得したものは長く残り、その人の人格形成に大いに役立つのである。この運動の

さらなる発展に期待している。ということです。 

これは、臨床心理学者、河合隼雄先生の朝の読書の勧めの中の一部です。 

これからも、子供たちのために、素晴らしい発想のもと取り組んでいっていただきたい

と思います。ありがとうございました。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、山田秀明君の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩いたします。 

〈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。 

   

◎発議第１号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３、発議第１号、新十津川町議会委員会条例の一部改正

についてを議題といたします。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより発議第１号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、発議第１号、新十津川町議会委員会条例の一部改正については、原案のと

おり可決されました。 
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◎発議第２号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第４、発議第２号、新十津川町議会会議規則の一部改正に

ついてを議題といたします。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより発議第２号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、発議第２号、新十津川町議会会議規則の一部改正については、原案のとお

り可決されました。 

それでは２時45分まで休憩いたします。 

（午後２時35分） 

  

◎黙とう 

○議長（長谷川秀樹君） 皆さんに申し上げますけれども、平成23年３月11日に発生し、

東日本を中心に甚大な被害をもたらせた東日本大震災から本日で２年を迎えます。この未

曾有の大災害により犠牲になられた多くの方々に、改めて哀悼の意を表し、黙とうを奉げ

たいと思いますので、皆様、恐れ入りますが、ご起立をお願いいたします。 

 黙とう。 

〈黙とう〉 

○議長（長谷川秀樹君） ありがとうございました。 

 ご着席ください。 

  

○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45分） 

   

      ◎議案第２号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第５、議案第２号、平成24年度新十津川町一般会計補正予

算（第８号）を議題といたします。 

 はじめに１ページから40ページまでの歳入について質疑をお受けします。 
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 質疑ございませんか。 

 ９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） １点お願いいたします。ページ数11、12ページの町税のところで

あります。固定資産税の当初予算が２億4,241万４千円でありまして、今回補正で1,681万

１千円が入っているのですけれども、これは、増税になっているのは、途中この年度に特

別家を建てたとか、そういうので固定資産税が増えているのかどうかという点をお聞きし

たいと思うのですが、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９番議員さんのご質問にお答え申し上げます。固定

資産税につきましては、今回補正で基本的に収納率が多尐アップしたという要素、それと、

家屋の見込みとして新築があまり見込めないだろうという見込みがありましたけども、そ

れがだいたい例年ベースで新築があったということ。それと、償却資産の申告が多かった

ということで、これによりまして固定資産の増額というふうになりました。以上でござい

ます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） ないようですので、１ページから40ページ、歳入の質疑を終わ

ります。 

 次に、41ページの総務費から58ページの衛生費までについての質疑をお受けします。 

 質疑ございませんか。 

 はい、３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） まず最初に、今回の補正予算で光熱水費等の減額補正というのが

あまり見られませんでしたけれども、北電がお願いしますといってた冬の節電でございま

すけれども、本町において、わかる範囲で結構なのですけれども、どういう成果をみたの

かということが一つでございます。 

 それともう一つは、42ページの職員研修事業の減額部分なのですけれども、ちょっと佐

川さんの説明がちょっと上手に聞き取れなかったのですけれども、個人的には非常に400万

円もの予算をつけていただいて、職員に研修機会を与えていただいたという意味で、非常

に評価をしたいと思っていたのですけれども、このように100万余り残るという部分につい

て、ある逆の見方をしますと非常に残念だなというふうに、むしろ足りないくらいになっ

た方がいいのかなというふうに個人的には思うしだいでございます。 

やはりこれから、職員の人たちにとって研修機会というのは、非常に重要になってきま

すし、この金額の多寡によりましては、やはり自治体の姿勢といいますか、職員を育てよ

うとしているのかどうかというようなことについて、伺い知ることができるのかなという

ことで、個人的にはこの金額について興味を持っております。 

従いまして、この減額の部分について、お分かりであればお示しをいただきたいと思い

ますし、できましたら、今言った観点で次年度からは、こういった部分についての減額が

ないような形で、より計画的に執行していたければと思います。 
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それから、44ページでございますけれども、総合行政審議会、ここの部分につきまして

約半額が減額されております。私の記憶では、各種審議会を一緒にして、総合的にといい

ますか、総括的にといいますか、あらゆる角度で行政情報を住民に提供しつつ、いわゆる

町長がおっしゃっているように、一緒にまちづくりを考えていこうという観点でつくられ

たものだと思います。これが、半分しか使われていないという現状は、非常に疑問に感ぜ

ざるを得ないということになります。これこそ、新しい条例を作って住民と一緒に新しい

自治を形成していこうという観点で考えたときに、残るのはおかしいというふうに言わざ

るを得ないのですけれども、これについても、内容について、減額したのをどうとかこう

とかではなくて、総合行政審議会というものをつくった趣旨に鑑みますと、どうしても理

解できないというふうに私は思いますので、そこのところをちょっとご説明いただきたい

と思います。以上よろしくお願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは３点について、答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（藤沢敤司君） それでは３番議員さんのご質疑にお答えいたします。３点ご

ざいます。まず１点、順番にまいります。 

光熱水費の減額がないということでございますが、今おっしゃったとおり、電気料につ

きましては、一定程度の節電効果がございまして、当初予算より下回った形で今推移はし

てございます。ただ、燃料費が高騰してきているようなことから、今後のまだ卖価の動向

が見極められないということで、今回は減額をしていないという理由によるものでござい

ます。手元に北電の節電要請に対しての結果というもの、持ち合わせございませんので、

必要であれば後ほどと思いますが、５パーセントの目標に対して一定程度の効果は出てい

るというふうに判断はしてございます。 

 次に、職員研修の100万円余りの減額ということなのですが、この一番大きな原因は、自

主研修という制度がございまして、これに基づいて、本人の申請に基づいて審査上で研修

に出している状況でございます。それで、予算当初の段階では、一定程度、全国的に東京

であったりとか、その他の地域も含めてそういう研修があるであろうということで予算を

組んでございますが、今年に関しましては、比較的札幌圏での研修を受講する職員が多か

ったということによって、件数そのものはそんなに尐なくないのですが、研修旅費として

は尐なくなったということによるものでございます。決して、当初の研修を計画したとお

りやっていないという意味ではありませんので、この辺をご理解いただければというふう

に思います。 

 ３番目の総合行政審議会の関係でございます。これにつきましても、当初総務部会と住

民生活部会という部会がございまして、更に全体会議という形で進めております。一定程

度、飛び込みの案件もあるだろうということで、回数を見ていたわけなのですが、そこま

で至らず、全部で16回の会議という形で見込んでおります。回数も当初まで至らなかった

ということが１点と、委員さんの中でやはりいろんなやむを得ない事情で欠席されるとい

う方もいらっしゃいますので、そういった中で報酬が不用になったということでございま

して、これも当初予定していました、例えば、外部評価であったり、それから、住民生活

の環境計画に対する審議、こういったものに関しましては、十分に議論を尽くしていただ
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いているというふうに理解をしてございます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 ７番、長名實君。 

○７番（長名 實君） 44ページの交通安全対策費、６番の新十津川町安全安心推進協議

会負担金というのは、金額は小さいのですが、やった事業に対して負担金を出すというこ

となのでしょうか。最初に協会に出してしまえば、それで終わるような感じがするのです

けれども。どういうことでこういう形になるのですか。 

○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７番議員さんのご質問にお答え申し上げます。議員

さん言われましたように、これ推進協議会への負担金で、活動に資する経費ということが

基本にございます。ただし、今回、夜光反射材の導入に係る経費についても、推進協会の

方の負担金の中に補正として入れさせていただいております。それで、協会が購入した際

に、購入経費が安かったということで残った分、それは町の方に返しますということにな

りましたので、この残額が執行残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。 

 それではないようですので、総務費から衛生費までの質疑を終わります。 

 次に、59ページ、農林水産業費から68ページの土木費までについて質疑をお受けいたし

ます。 

 質疑ございませんか。 

 ９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 64ページの、さっきも出てました、母村十津川に行った時の商工

の50人の予算から81名分ということで、説明あったのですけれども、これは今年３月31日

までが期間ですよね。だから、その分も全部含めての81人分なのか、今まで出した分が81

人なのか、そこら辺がどうなのかという点が１点。 

○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） はい。この事業につきましては、対象が３月31日までに

母村に行かれた方を対象にしてございます。ただ、申込みにつきましては、１月31日まで

に申し込んで、３月31日までに行くということでございまして、１月31日までに申し込ま

れた方すべて入っておりまして、実際に、１月31日までに申し込まれた方が81名で、２月、

３月につきましては、行くという申し込みはございませんでした。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。 

 はい、３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 説明が欲しいなと思うのですけれども、ちょっと詳しくという意

味ですけれども、60ページの個別所得補償経営安定推進事業870万円とありますけれども、
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この時期の道からの交付金という表現になってますけれども、この辺の流れがちょと理解

できない部分があるのですけれども、これについてちょっとご説明いただけますでしょう

か。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（高松 浩君） ３番議員さんのご質問にお答え申し上げます。ここで18

番、戸別所得補償経営安定推進事業でございますが、この事業につきましては、農地の貸

付をする方、農地の出し手の方に対しましての補助でございまして、これは24年度新たに

補助事業として新設になりました。ということで、当初予算の時につきましては、まだ、

明確になってございませんでしたので、この度、事業を実施することが確定されました農

家分につきまして、国費相当分を追加補正ということでさせていただきました。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、農林水産業費から土木費までの質疑を終わります。 

 次に、69ページの消防費から82ページの職員費までについて、質疑はございませんか。 

 ７番、長名實君。 

○７番（長名 實君） 74ページの中学校費の中の学校管理費ですが、２番の中学校運営

事業、それと、７番の中学校コンピュータ整備事業、これ予算より非常に使わなくて良か

ったと言えば良かったのですが、どうも腑に落ちないんで、この数字を見てどういうふう

にお考えでしょうか。 

○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） ただいまのご質問にお答えいたします。中学校の運営事業に

ついては、光熱水費等の節減でございます。 

あと７番のコンピュータの整備事業で、390万４千円ということで、これについては、コ

ンピュータの備品購入時期について、メーカーの機種の入れ換え時期が重なりまして、購

入費が大幅に安くなったということが執行残となっております。 

 中学校の運営費については、賃金で道費があたったものですから、そのまま賃金が執行

残となっております。 

 それから、今言った、コンピュータの関係ですけれども、これについては、備品購入で

当初７百何十万円計上してましたけれども、購入時期がメーカーの機種の入れ換え時期が

重なりまして、大幅な執行残となってます。機能的には特に問題はございません。以上で

ございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 ９番、樋坂里子君。 
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○９番（樋坂里子君） さっきちょっと言いかけたのですけれども、過疎地域自立促進特

別事業債というのがあちこちに出てきているのですけれども、72ページの所で、農業高校

への支援だとかという話があったように思ったので、それで、過疎債というのですか、こ

れを使った方がいいのか、特権があるのかどうか、そこら辺についてお聞きしたいと思う

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（藤沢敤司君） それでは過疎地域自立促進特別事業債、いわゆる、過疎ソフ

トと呼んでいる部分でございますが、副町長が説明申し上げましたとおり、この事業につ

きましては、皆様にご承認いただいております、市町村計画でそれぞれの対象となるソフ

ト事業というのを決めてございまして、それに該当する事業については、過疎ソフト債が

認められるという内容でございます。 

なぜ、優位かと言いますと、過疎債、通常のハードと同じように起債を許可されたもの

に関しては、元利償還70パーセント交付税参入されますので、準卖独で、例えば100万の事

業をするよりも、この起債100万借りることによって、70万円は交付税に算入されるという

ことから、その対象事業となるものは、すべてこれでみれるような形に３月の段階で財源

調整しているという内容でございます。 

総額につきましては、当初9,290万円程度の見込みでありましたが、全国的な調整のうち

現在１億３千万円まで認められるだろうということで、今回、こういう形での調整をさせ

ていただいて、補正計上させていただいております。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで消防費から職員費までの質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第２号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２号、平成24年度新十津川町一般会計補正予算（第８号）は、原案

のとおり可決されました。 

   

     ◎議案第３号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第６、議案第３号、平成24年度新十津川町国民健康保険特
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別会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第３号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３号、平成24年度新十津川町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）は、原案のとおり可決されました。 

   

     ◎議案第４号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第７、議案第４号、平成24年度新十津川町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

 ９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） ５ページ、６ページなのですけれども、後期高齢者医療保険339万

７千円増額になっているのですけれども、北海道でやっている広域のところの税の滞納者

がたくさんいるみたいで、それの取り立てに大変厳しいというようなことが言われている

のですけれども、それに対して本町、新十津川町の税の滞納状況だとか、それによる短期

証だとか、新十津川町の状況はどうなっているのかなというのが知りたかったのだけれど

も。それはわかりませんか。 

○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９番議員さんのご質問にお答え申し上げます。後期

高齢者医療の医療保険につきましては、北海道の方で賦課しておりますが、徴収の方につ

いては、町の方でしてございます。特別徴収等も多いですので、滞納というのは基本的に

非常にほとんどないということでご理解いただければと思います。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。 

 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４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４号、平成24年度新十津川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）は、原案のとおり可決されました。 

   

     ◎議案第５号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８、議案第５号、平成24年度新十津川町下水道事業特別

会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第５号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５号、平成24年度新十津川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）

は、原案のとおり可決されました。 

   

     ◎議案第５号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第９、議案第26号、平成24年度新十津川町一般会計補正予

算（第９号）を議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第26号、平成24年度新十津川

町一般会計補正予算（第９号）。 
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 平成24年度新十津川町一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,270万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ59億4,853万７千円とする。 

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

予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。 

 繰越明許費の補正。 

 第２条、繰越明許費の追加は、第２表繰越明許費補正による。 

 地方債の補正。 

 第３条、地方債の追加は、第３表地方債補正による。 

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

議決たまわり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） それではただいま上程いただきました議案第26号、平成24年度

新十津川町一般会計補正予算（第９号）となります。内容の説明を申し上げます。 

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

あります。補正のある款のみ申し上げます。 

 15款、国庫支出金。補正額3,489万７千円、計３億6,345万９千円。 

 19款、繰入金。補正額500万３千円、計１億2,466万７千円。 

 22款、町債。補正額1,280万円、計７億4,836万７千円。 

 歳入合計。補正額5,270万円、計59億4,853万７千円。 

 続きまして、歳出であります。 

 ８款、土木費。補正額5,270万円、計６億2,115万５千円。財源内訳、国道支出金3,489万

７千円、地方債1,280万円、一般財源500万３千円であります。 

 歳出合計。補正額5,270万円、計59億4,853万７千円。財源内訳、国道支出金3,489万７千

円、地方債1,280万円、一般財源500万３千円。 

 次に、７ページをお開き願います。地方債の補正について申し上げます。 

第３表、地方債補正。追加であります。 

起債の目的、除雪機械整備事業債、限度額1,280万円、起債の方法、普通貸借又は証券発

行。利率、５パーセント以内。償還の方法、政府資金については、その融資条件により銀

行その他の場合には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、繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。内容は、

歳出の中で申し上げます。 

 16、17ページをお開き願います。歳出の内容であります。これは、国の24年度補正、２

月に決定されたものでありますけれど、これに対応するものでございます。 

 ８款２項１目道路維持費。補正額5,270万円、計２億5,912万１千円。財源内訳、国道支
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出金3,489万７千円。国の交付金で社会資本整備総合交付金3,489万７千円。次に、地方債

1,280万円。これは除雪機械整備事業債でございます。一般財源500万３千円であります。

内容を申し上げます。これは、平成８年購入のロータリー除雪車でありますけれど、16年

経過し老朽化によりまして修繕費が高騰することから、更新をするというものであります。

これは、これまでも要望してまいったところでありますけれど、なかなか決定がなかった

というもので、今回の補正にあわせて該当するというものであります。10番、橋りょう点

検調査事業970万円。これについては、町管理の橋りょう136橋のうち、点検未実施の43橋

の点検を行い、今後の長寿命化修繕計画の基礎資料とするものでございます。続きまして、

11番、道路付属物点検調査事業400万円。これは、町道の照明及び橋りょう照明の安全点検

と今後の更新を計画的に進めるため調査を行うものでございます。 

 次に、繰越明許費を説明いたしますので、６ページをお開き願います。 

 第２表、繰越明許費補正。追加であります。 

８款土木費、２項道路橋りょう費、事業名、除雪機械購入事業3,900万円、橋りょう点検

調査事項970万円、道路付属物点検調査事業400万円、歳出で事業内容を申し上げましたけ

れど、先ほど申し上げました国の平成24年度補正予算の事業内容に該当するものでありま

すけれど、事業の実施については、平成25年度へ繰越し実施するものであります。以上で、

一般会計補正予算の内容の説明を終わります。よろしくご審議たまわりますようお願いを

いたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第26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、本日午後３時25分から予算審査特別委員会を開催するわけでございますが、例年

予算審議は実質３日間の日数を要しておりますので、３月15日、午後１時まで予算審議の

ため、本会議を休会いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、３月15日、午後１時まで予算審議のため、本会議を休会いたします。 

  ３月15日は、午後１時から本会議を再開いたします。 

 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20分） 
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平成25年第１回新十津川町議会定例会 

 
                          平成25年３月14日（木曜日） 
                                                   午後３時10分開議 
 
◎議事日程（第４号） 
 第１ 会議録署名議員の指名  
 第２ 委員会報告第１号 経済文教常任委員会報告（請願第１号 ＴＰＰ交渉参加断固 

阻止に関する請願） 
第３ 意見書案第１号  ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する意見書 

  
 
◎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（なし） 
 
 
◎地方自治法第121条により出席した者の職氏名 
  町       長  植 田   満 君 
  副   町   長  佐 川   純 君 
  教   育   長  熊 田 義 信 君 
  総 務 課 長  藤 澤 敤 司 君 
  住 民 課 長  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 
  事 務 局 長  高 宮 正 人 君 
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     ◎開議の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） 皆さん、ご苦労様です。予算審査特別委員会開催途中ではござ

いますが、緊急を要する案件がございますので、ただいまより本会議を開きたいと思いま

す。 

ただいま出席している議員は11名であります。定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

（午後３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。 

   

◎委員会報告第１号の上程、報告、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２、委員会報告第１号、経済文教常任委員会報告、請願

第１号、ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する請願を議題といたします。 

本件につきましては、審査結果が議長宛に報告されていますので、所管経済文教常任委

員会から報告を求めます。 

経済文教常任委員長、山田秀明君。 

〔経済文教常任委員長 山田秀明君登壇〕 

○経済文教常任委員長（山田秀明君） 議長の指示がありましたので、報告いたします。 

委員会報告第１号。経済文教常任委員会審査報告書。本委員会に付託の請願を審査した

結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定により報告いたします。 

記。議案等の番号、請願第１号、件名、ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する請願。審査結

果、採択すべきもの。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 経済文教常任委員長の審査結果報告を終わります。 

本請願の委員長報告に対する質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 
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これで討論を終わります。 

これより請願第１号を採決いたします。 

請願第１号について、委員長報告のとおりに決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがいまして、請願第１号、ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する請願は、委員長報告の

とおり採択することに決定をいたしました。 

                                       

○議長（長谷川秀樹君） ただいま採択と決定をした請願第１号につきまして、意見書を

審議する必要がございます。 

議案配布のため暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

＜議案配布＞ 

○議長（長谷川秀樹君） 休憩をとき、会議を再開いたします。 

                                       

     ◎日程の変更 

○議長（長谷川秀樹君） ここで事務局長より日程の変更を申し上げます。 

 議会事務局長。 

○議会事務局長（高宮正人君） それでは議事日程の変更について申し上げます。 

皆様にお配りしております議事日程の表をご覧いただきたいと思います。お配りしてお

ります日程表の日程第３として、意見書案第１号、ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する意見

書を追加していただきまして、ご審議をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上です。 

   

◎意見書案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３、意見書案第１号、ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する

意見書を議題といたします。 

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

４番、山田秀明君。 

〔経済文教常任委員長 山田秀明君登壇〕 

○経済文教常任委員長（山田秀明君） 議長の指示でございます。説明をいたします。 

意見書案第１号。提出者、賛同者は記載のとおりでございます。ＴＰＰ交渉参加断固阻

止に関する意見書。 

 このことについて、新十津川町議会会議規則第14条の規定により、別紙のとおり提出す

る。朗読をもって、説明とさせていただきます。 

ＴＰＰは、関税をすべて撤廃することが原則であり、我が国の農林水産業や農山漁村に

これまでにない壊滅的な打撃を与え、わが国の食料安全保障を根底から揺るがし、食料自

給率を低下させ、地域経済、社会の崩壊を招く恐れがあります。 

また、ＴＰＰは、一次産業のみならず、医療、公共事業、金融、食の安全、雇用など様々
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な分野に影響が及ぶ可能性があり、国民生活の根幹にも関わる極めて重大な問題でありま

す。 

このため、多くの国民や道民、地方議会と自治体首長は、ＴＰＰ協定交渉への参加に反

対、慎重な対応を強く求めてまいりました。 

つきましては、ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関して、次のとおり要望いたします。 

 記。１、ＴＰＰ交渉への不参加。ＴＰＰは、一次産業のみならず、医療、公共事業、金

融、食の安全、雇用など様々な分野に影響が及ぶ国益を損なう極めて重大な問題であり、

到底国民の合意を得られる問題ではないことから、政府は、事前協議を含めた一切のＴＰ

Ｐ交渉参加に向けた取組みを断念すること。 

２、多様な農業の共存を明確に位置付けた貿易ルールの確立。わが国の貿易政策の基本

として、多様な農業の共存、林業・水産資源の持続的利用が可能となるルールの確立を明

確に位置付け、これに基づき、重要品目については必要な国境措置を維持すること。 

以上、地方自治法第99条の規定により、提出いたします。 

平成25年３月14日。北海道樺戸郡新十津川町議会議長、長谷川秀樹。 

提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、外務大臣、経済産

業大臣、厚生労働大臣、財務大臣、内閣府特命担当大臣。以上でございます。 

議員の皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案者の提案理由並びに内容の説明を終わります。 

直ちに質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、意見書案第１号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、意見書案第１号、ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する意見書は、原案のとお

り可決されました。 

提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、外務大臣、経済産

業大臣、厚生労働大臣、財務大臣、内閣府特命担当大臣といたします。 

   

     ◎閉会の宣告 

○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。 
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 なお、明日、３月15日午後１時まで予算審議のため本会議を休会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、３月15日午後１時まで予算審議のため本会議を休会といたします。 

明日は午後１時から本会議を再開いたします。 

それでは、本日の本会議をこれで散会いたします。どうもご苦労さまでした。 

（午後３時23分） 
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平成25年第１回新十津川町議会定例会 

 

                          平成25年３月15日（金曜日） 

                                                     午後１時00分開議 

 

◎議事日程（第５号） 

 第１ 会議録署名議員の指名  

 第２ 議案第６号 新十津川町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 

（質疑、討論、採決） 

 第３ 議案第７号 新十津川町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定について 

（質疑、討論、採決） 

 第４ 議案第８号 新十津川町移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を 

定める条例の制定について（質疑、討論、採決） 

 第５ 議案第９号 新十津川町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関す 

る基準を定める条例の制定について（質疑、討論、採決） 

 第６ 議案第10号 新十津川町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の

制定について（質疑、討論、採決） 

 第７ 議案第11号 新十津川町行政区自治会館の設置及び管理に関する条例の一部改正 

について（質疑、討論、採決） 

 第８ 議案第12号 新十津川町居宅介護住宅改修奨励事業に関する条例の一部改正につ 

いて（質疑、討論、採決） 

第９ 議案第13号 新十津川町一般廃棄物の最終処分場の設置及び管理に関する条例の 

一部改正について（質疑、討論、採決） 

第10 議案第14号 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につい 

て（質疑、討論、採決） 

第11 議案第15号 新十津川町下水道条例の一部改正について（質疑、討論、採決） 

第12 議案第16号 新十津川町児童生徒就学援助条例の一部改正について 

（質疑、討論、採決） 

第13 議案第17号 平成25年度新十津川町一般会計予算 

（予算審査特別委員会報告、討論、採決） 

 第14 議案第18号 平成25年度新十津川町国民健康保険特別会計予算 

（予算審査特別委員会報告、討論、採決） 

 第15 議案第19号 平成25年度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算 

（予算審査特別委員会報告、討論、採決） 

 第16 議案第20号 平成25年度新十津川町下水道事業特別会計予算 

（予算審査特別委員会報告、討論、採決） 

 第17 議案第21号 平成25年度新十津川町農業集落排水事業特別会計予算 

（予算審査特別委員会報告、討論、採決） 

 第18 議案第22号 公の施設の指定管理者の指定について（質疑、討論、採決） 
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 第19 議案第23号 滝川市教育支援センターを本町の住民の利用に供させることについ 

て（質疑、討論、採決） 

 第20 議案第24号 雤竜町からの学校給食に関する事務の受託について 

（質疑、討論、採決） 

 第21 議案第25号 石狩川流域下水道効果促進事業（汚泥等受入施設建設事業）に対す 

る支援に関する事務の委託について（質疑、討論、採決） 

 第22 議案第26号 平成24年度新十津川町一般会計補正予算（第９号） 

（質疑、討論、採決） 

第23 意見書案第２号 平成25年度地方財政対策に関する意見書 

第24 閉会中委員会所管事務調査申し出について 

  

 

◎出席議員（11名） 

   １番 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 
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     ◎開議の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） 皆さま、ご苦労様でございます。ただいま出席している議員は

11名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

（午後１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。 

 ７番、長名實君。８番、後木幸里君。両君を指名いたします。 

 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２に入る前に、これから提案されます議案第６号から議

案第16号までの案件につきましては、３月６日の定例本会議で提案理由並びに内容の説明

を終わっております。ただちに質疑に入ります。よろしくお願いいたします。 

   

     ◎議案第６号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２、議案第６号、新十津川町新型インフルエンザ等対策

本部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。 

 ７番、長名實君。 

○７番（長名 實君） 対策本部を設置するというすごく大がかりなことなのですが、こ

の本部に属する本部長以下、部員というか部下というのはどれくらいを予定しているので

すか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（竹原誠二君） それでは、７番議員さんのご質問にお答えを申し上げま

す。現段階で考えておりますのは、本部長、副本部長、あるいは本部員という形の人員配

置を考えてございます。具体的には国の行動計画が示されてからです。それぞれ道や市町

村の役割が決定をしてくると。その中で協議をして決定をしていきたいと、このように考

えます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ７番、長名實君。 

○７番（長名 實君） その中という言葉なのですが、ということは、国や道からの人た

ちと相談して決めるということで、我がまちでどういう形をとるということではないとい

うことなのですか。 
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○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） 具体的な行動計画の中で示されているものに基づいて、

市町村で決定をするという、そういう流れになろうかと思います。よろしくお願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第６号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６号、新十津川町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定につい

ては、原案のとおり可決されました。 

   

       ◎議案第７号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３、議案第７号、新十津川町道路の構造の技術的基準等

を定める条例の制定についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

 ９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 今回の条例の制定は趣旨に書いていありますように、新築及び改

築ということなのですが、本町の今の現状とみまして、この新しい条例と大分違うのか、

その点についてお答えください。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（三谷和弘君） お答えをいたします。現状ということは、今の基準というこ

とでよろしいですか。国の基準を参酌してということなものですから、基本的には、国の

基準に合わせて新たに町の基準としているということでございますが、一部分、国の基準

よりも緩和した部分がございます。まず、12条の歩道でございますけれども、国では２メ

ートル以上の幅員を必要とするというふうに規定してございますけども、本町は1.5メート

ルとしております。これは、北海道の構造基準にあわせたものでございます。それと、も

う１点、視距の部分でございます。第22条でございますけども、この22条で、設計速度に

あわせた見える範囲という、目視できる範囲ということでございますけれども、この数値



- 149 - 

 

につきましても、この表の一番右側の数値まで緩和できるというふうにしておりまして、

真ん中の数値が国の基準となってございます。この緩和した数値につきましても、北海道

の基準に合致させてございます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 ７番、長名實君。 

○７番（長名 實君） ただいまの答弁の中で、幅員の件なのですが、私は聞く前までは

本州は狭くて、北海道は雪があるので広いのかなと思ったら、それ逆だというのはどうも

おかしいと思うのですけれども、課長どう思いますか。 

○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） お答えいたします。ちょっと本州の方の基準というのが私ど

も把握しておりませんけれども、あくまでも国の基準ということなものですから、国道以

下国で区分している道路の種別に対しての基準ということなものですから、この基準にな

ってございます。ちょっと本州の方の幅員については把握しておりません。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、長名實君。 

○７番（長名 實君） 国ということは本州も入ってくるかなと思うので、どうも本州よ

り北海道が狭いというのが不に落ちないというか、この豪雪地帯でね、幅員を確保すると

いったら広くなければ当然だめなのに、それを黙っている方がおかしいんじゃないかなと

思いますが。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、答弁を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（三谷和弘君） お答えいたします。確かにこれは最低基準ということでござ

いますので、その地域の状況、その道路の路線の状況によって必要な幅員を確保しなけれ

ばならないのは、これは原則でございます。また、北海道という特殊性がございますので、

雪の堆積するスペース、この辺も考慮して幅員を決めるということになってございますの

で、あくまでも基準上は、最低基準ということでご理解いただきたいと思います。以上で

ございます。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、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。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第７号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７号、新十津川町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定に

ついては、原案のとおり可決されました。 

   

     ◎議案第８号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第４、議案第８号、新十津川町移動等円滑化のために必要

な道路の構造に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

 ２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） この条例の策定に当たりまして、パブリックコメントは募集して

いないのはわかるのですが、直接この条例の利用対象となりますご高齢の方ですとか、障

がいを持っている方たちへの諮問ですとか、協議等は持たれたのでしょうか。 

○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） お答えいたします。今回は、特にそういうような関係の所と

の協議等は行ってございません。というのは、この条例の基準につきましても、国、北海

道の基準と同等のものとして、今回は変えている、緩和なり、その逆のものもございませ

ん。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 はい、２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） 条例の制定には条例の性格上、いろいろなものがありますので、

今回も国というか、上からまっすぐ降りてきたものを、それにならって町で制定するとい

う仕組みはよくわかっているのですが、本町は、まちづくり基本条例を持っているまちで

す。これはどこにでもある条例ではありませんし、これの制定に対しましては、本町の町

長には深く敬意を表したいと思いますし、併せて、まちづくり基本条例を策定するに携わ

った方たちの膨大な時間と労力を考えますと、今年度予算でもまちづくり基本条例の啓蒙

活動に予算取っておりますが、一方では、そういった啓蒙活動をしながら、こういうふう

な今回の上程されている条例のように、直接、町民が利用したりですとか、利便性を享受

するという性格の条例に対して、意見を公募しないというのが、どうも一方では啓蒙しな

がら、一方でなされていないということが、まちづくり基本条例の理念とか経緯を考えま

すと、ちょっと残念だなという思いがいたします。 

それで、これから採決するわけですが、ちょっと中の方、今のような意見を前提にしま

して、私自身が不備があるのではないかなというところがありますので、ちょっとそこの

ところをお伺いしたいと言いますか、述べさせていただきたいのですけれども、ページめ

くりまして、第５章、自動車駐車場のページ、第19条です。 

第19条、自動車駐車場には障害者が円滑に利用できるというふうになっておりますが、

この障害者の後に等という文字を加えていただきたいと思います。自動車駐車場には、障

害者等がというふうに、と言いますのは、この条例の元々になりますバリアフリー新法の
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中の本法の２条の方には、きちんと高齢者、障害者で日常生活又は社会生活に体の機能上

の制限を受けるもの、その他というふうに、その他という条文がきちんと書かれておりま

すから、この障害者等という、等の中には、けがをされている方ですとか、妊娠されてい

る方も含まれるのですね。そこのところをこの19条に入れていただきたいと思います。19

条の第３項の（３）番にもありますが、表示方法ですね。１ページの部分ですが、障害者

用である旨を見やすい方法により表示することというところにも、障害者等と入れていた

だきたいと思います。同じく20条にも、同じ箇所がありますので、そこに配慮をしていた

だきたいなと思います。 

よく車いすの表示がされている看板ですとか、路面に書いてあるのありますが、もう尐

しバリアフリー化が進んでいるところ、もっとユニバーサルデザイン化されているところ

は、ご高齢の方のマークですね、杖がついた絵ですとか、お腹の大きい女性の絵ですとか、

そういった方にも配慮した看板がありますので、そういった方達も気兼ねなく車いす専用

の駐車帯に止められるような配慮をしていただきたいと考えるのですが、どのようにお考

えになりますか。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、答弁を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（三谷和弘君） お答えいたします。大変説明不足で申し訳なかったのですが、

議案の内容の説明させていただいたときに、この条例の該当する対象道路として、特定道

路という言葉を使ってございます。その説明の中で、特定道路とは卖純に言えば国土交通

省、国が指定した道路と規定してございまして、本町では、今の時点で指定された道路と

いうのが該当がございません。 

それで、この条例につきましては、今現在、該当する道路がないのと、今後も、今のと

ころですが、この特定道路として整備していく計画が実はございません。ただ、こういう

条例を先ほどの話ではないのですけれども、国から一律規定しなさいというようなことで

ございましたので、国の指示に基づいて条例は制定させていただいております。というこ

とよろしいでしょうか。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） すみません、私の勘違いといいますか、失礼いたしました。そう

しますと、国道にこの駐車帯なんかは、国道に面した駐車場にもかかわらないということ

ですか。お願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（三谷和弘君） お答えいたします。今現在、国から指定を受けている道路と

いうのが、北海道では札幌市の行政区域内にある道路で、ちょっと場所は特定できており

ませんけども、126キロメートルの指定はされてございます。それで、そのうちの整備延長

が23年度までですけれども、108キロメートルということになってございまして、北海道で

は、この札幌市の区域内だけでございます。ですから、国道という、国道すべてが特定道

路という指定にはなってございません。 
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○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第８号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第８号、新十津川町移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する

基準を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

   

     ◎議案第９号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第５、議案第９号、新十津川町移動等円滑化のために必要

な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

 ７番、長名實君。 

○７番（長名 實君） まずお伺いしますが、この特定公園施設、これ本町に関係がある

ことなのか、無いことなのか、まず、伺ってから進みたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（三谷和弘君） はい、お答え申し上げます。特定公園施設ということでござ

いますので、公園そのものではなくて、特定公園施設というのは、屋根つきの広場、休憩

所、野外劇場、野外音楽堂、駐車場、便所、水飲み場、手洗い場、管理事務所、掲示板、

標識等の公園に設置する施設のことを意味しておりまして、当然、新十津川町の公園にこ

の種類の施設を設置する場合には、この基準に基づいて設置するということになります。

以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 現在は該当する施設は。 

○建設課長（三谷和弘君） 該当する施設というのは、例えば、中央公園のトイレ、これ

が該当する施設となります。 

○７番（長名 實君） 菊水公園のトイレは。 

○建設課長（三谷和弘君） 菊水公園は、今、都市公園として指定してはいないはずなの

で。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 
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 はい、補足、建設課長。 

○建設課長（三谷和弘君） ちょっと説明不足、本当に申し訳ございません。あくまでも

新設、改築をする際に、この基準に合わせましょうということなものでございますから、

施設としては該当しますけれども、今すぐそれを直さなきゃならないというようなものの

基準ではございません。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ７番、長名實君。 

○７番（長名 實君） それではちょっとお伺いしますけど、今の説明だと、建物だとか、

私はまた勘違いして公園そのものを考えていたもので、後から出てくる、出入り口だとか、

通路という言葉について伺いたかったのですが、それは該当しない話なのですね。建物の

出入り口だとか通路ということであって、公園内に遊歩道だとか、そういうことは関係な

い話なのですね。 

○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） なかなか表現が難しくて申し訳ないのですが、例えば、公園

の中にこの特定公園施設があった場合に、その施設と施設を結ぶ沿路だとか、そういうも

のは、この基準に該当するということになります。それと、その公園そのものにアプロー

チする、行くための通路、こういうものを整備する際には、この基準に基づきますよとい

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） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第９号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９号、新十津川町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置

に関する基準を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

   

     ◎議案第10号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第６、議案第10号、新十津川町準用河川管理施設等の構造

の技術的基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
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○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第10号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第10号、新十津川町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める

条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

   

     ◎議案第11号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第７、議案第11号、新十津川町行政区自治会館の設置及び

管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第11号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第11号、新十津川町行政区自治会館の設置及び管理に関する条例の一

部改正については、原案のとおり可決されました。 

   

     ◎議案第12号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８、議案第12号、新十津川町居宅介護住宅改修奨励事業

に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 
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 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第12号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第12号、新十津川町居宅介護住宅改修奨励事業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13号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第９、議案第13号、新十津川町一般廃棄物の最終処分場の

設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

 ９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 本町の処分場の現状を教えてほしいなと思うのですけれども。管

理人を置いているのか、置いてないのとか、そういうことをお願いします。 

○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９番議員さんのご質問にお答え申し上げます。本町

の処分場の現状でございますが、管理人等を常駐はさせてございません。通常は、他の者

が入られないように門を施錠等をしているということで、必要に応じて職員が行ったり、

あと、管理を委託してございますので、随時といいますか、毎週処分場の方に入りまして、

管理及びおかしいところがないかというチェックをしてございます。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、９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 管理を委託しているという話だったのですけれども、どこに管理

を委託されているのかお願いします。 

○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） それではお答え申し上げます。どこに管理を委託しているか

ということでございますが、空知環境株式会社の方に管理の委託をしてございます。以上

でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
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○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第13号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第13号、新十津川町一般廃棄物の最終処分場の設置及び管理に関する

条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

   

     ◎議案第14号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第10、議案第14号、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についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第14号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第14号、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

については、原案のとおり可決されました。 

   

     ◎議案第15号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第11、議案第15号、新十津川町下水道条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 
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 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第15号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第15号、新十津川町下水道条例の一部改正については、原案のとおり

可決されました。 

   

     ◎議案第16号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第12、議案第16号、新十津川町児童生徒就学援助条例の一

部改正についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第16号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第16号、新十津川町児童生徒就学援助条例の一部改正については、原

案のとおり可決されました。 

   

      ◎一括上程の議決 

○議長（長谷川秀樹君） ここでお諮りいたします。 

 次に上程されます日程第13から日程第17までの案件につきましては、関連がございます

ので、一括上程いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 
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     ◎議案第17号ないし議案第21号の報告、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） したがって、日程第13、議案第17号、平成25年度新十津川町一

般会計予算、日程第14、議案第18号、平成25年度新十津川町国民健康保険特別会計予算、

日程第15、議案第19号、平成25年度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算、日程第16、

議案第20号、平成25年度新十津川町下水道事業特別会計予算、日程第17、議案第21号、平

成25年度新十津川町農業集落排水事業特別会計予算は、一括議題とすることに決定いたし

ました。 

 本件につきましては、３月６日の定例本会議におきまして、予算審査特別委員会に付託

してございますので、審査結果の報告を笹木正文予算審査特別委員長よりお願いいたしま

す。 

〔予算審査特別委員長 笹木正文君登壇〕 

○予算審査特別委員長（笹木正文君） 本委員会に付託された議件を審査しました結果、

次のとおり決定いたしましたので、会議規則第77条の規定により報告をいたします。 

 議案第17号、平成25年度新十津川町一般会計予算、原案可決すべきもの。 

 議案第18号、平成25年度新十津川町国民健康保険特別会計予算、原案可決すべきもの。 

 議案第19号、平成25年度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算、原案可決すべきもの。 

議案第20号、平成25年度新十津川町下水道事業特別会計予算、原案可決すべきもの。 

 議案第21号、平成25年度新十津川町農業集落排水事業特別会計予算、原案可決すべきも

の。以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 予算審査特別委員長の審査結果報告が終わりました。 

 これより討論に入ります。 

 日程第13、議案第17号、平成25年度新十津川町一般会計予算について、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第17号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 

委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（長谷川秀樹君） 起立多数です。 

 したがって、議案第17号、平成25年度新十津川町一般会計予算は、原案のとおり可決さ

れました。 

 日程第14、議案第18号、平成25年度新十津川町国民健康保険特別会計予算について、討

論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 
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 これで討論を終わります。 

 これから議案第18号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 

 本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第18号、平成25年度新十津川町国民健康保険特別会計予算は、原案の

とおり可決されました。 

 日程第15、議案第19号、平成25年度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算について、

討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第19号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 

 委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第19号、平成25年度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算は、原案

のとおり可決されました。 

 日程第16、議案第20号、平成25年度新十津川町下水道事業特別会計予算について、討論

を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第20号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 

 本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第20号、平成25年度新十津川町下水道事業特別会計予算は、原案のと

おり可決されました。 

 日程第17、議案第21号、平成25年度新十津川町農業集落排水事業特別会計予算について、

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。 
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 これで討論を終わります。 

 これから議案第21号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、原案可決すべきものであります。 

 本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第21号、平成25年度新十津川町農業集落排水事業特別会計予算は、原

案のとおり可決されました。 

 日程第18に入る前に、これから提案されます議案第22号から議案第26号までの案件につ

きましては、３月６日及び３月11日の定例本会議で提案理由並びに内容の説明を終わって

おりますので、ただちに質疑に入りますので、よろしくお願いいたします。 

   

     ◎議案第22号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第18、議案第22号、公の施設の指定管理者の指定について

を議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

 ５番、笹木正文君。 

○５番（笹木正文君） 体育協会の方に指定管理になって、もう何年か経つのですけれど

も、スキー場の件なのですけれど、スキー場以前、リフトの資格の問題があって、スキー

場は指定管理にしないのだという話があったのですけれども、これもし体育協会が、そう

いう資格を持ったらできるのかなという気もしますけれども、それ方向性として、そっち

に行くのか、行かないのか、その辺も含めて回答お願いいたします。 

○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） それでは私の方からお答えをさせていただきたいと思います。

スキー場の件については、今５番議員さんから言われたとおり、以前もこの議会でお話を

させていただいた経緯があります。３年のスキー場の、いわゆる、リフトの索道免許の資

格、経験年数が必要ということから、今、体育協会にスキー場のリフトの運行業務委託と

いうことで、新年度予算でも今まで、そういう経験を積み重ねることをしております。 

それで、今25年度までで３年経過をするということになっておりますので、その状況を

みて体育協会と協議をして、スポーツ施設すべてを体育協会に委託をする方向は、以前お

話したとおりで、その経験年数を今蓄積をしているという状況になっていることをお知ら

せしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 体協さんの方に体育施設が委託をされてから、使う者の立場で評

価させていただきたいのですけれども、パークゴルフ場なんかは、町が直営でやっていた

よりも非常に管理が行き届いてきているように思っております。これは、体育協会の力な
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のか、パークゴルフ協会の力なのか、詳しいことはわかりませんけれども、値段も下がり

ましたし、非常に良い方向に向かっているというふうにして評価させていただきたいと思

います。 

 その中で、教育委員会とすり合わせが必要なのだと思うのですけれども、住民のスポー

ツ体育の振興という観点から、この指定管理者がどういう役割を担うのか、ちょっと私に

はまだ明確に見えてこないところがあるのですけれども、管理は今言ったような形で素晴

らしくなると思うのですけれども、ここを利用させて、今言ったような方向に向けていく

ための方策と言いますか、その点について、どのような形での協議が行われて、また、こ

の公の施設の指定管理者に期待する部分はどういう点があるのか、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。 

 教育長。 

○教育長（熊田義信君） ３番議員さんにお答えをしたいと思います。まず、パークゴル

フ場の話、前段ありましたので、パークゴルフ場の話をさせていただきたいと思います。

料金については、教育委員会で提案をさせていただいて、議会で承認をいただいたという

ことでありますので、行政側の料金設定ということで、まず、ご理解をしていただきたい

と思います。 

その内容については、やっぱり利用のパークゴルフ協会だとか体育協会と、利用促進が

図れるという部分も、それは当然協議をした中にあることを、まず、お知らせをしたいと

思います。 

 それと、パークゴルフ場の利用に際して、非常にきれいになっているという部分ありま

すけれども、これは体育協会と体育協会の傘下にあるパークゴルフ協会と相連携し、それ

ぞれの役員だとか、パークゴルフ協会の会員の方が、それぞれ日夜努力しながら利用する

人方の、利用しやすい環境ということで、清掃活動、さらにはいろいろＰＲ活動に努めて

いただいているところであります。 

利用の状況におきましても、この非常に厳しい状況にありながら、利用が維持している

ということは、やはり体育協会、パークゴルフ協会の、そういう啓蒙活動などが功を奏し

ているものということで、我々もこの公の施設の指定管理者に体育協会が担っていただい

ている、そういう役割が利用者の視点に立った、いろんな管理運営が即座にできていると

いうふうに判断をしているところでありますし、非常に、教育委員会としては、ありがた

いというふうに考えているところであります。 

 それから、住民の体育施設の利用の観点から、いろいろ教育委員会と体育協会とのすみ

分けというような視点の質問かと思います。体育協会には、これまで３年間体育施設の指

定管理者として管理委託をしていただきました。今までは、どちらかというと管理面を中

心に管理委託ということで行っていただいたのが実態でありまして、この３年間の中で、

より教育委員会と体育協会の今後の方向性というのは、それぞれの役割を考えていきたい

年度ということも、お互いに協議をしてやってまいりました。 

これからは、いままでもそうであったのですけれども、これからは特に管理、運営とい

うようなことを、体育協会の方に委託をして、町民がいろんな新しいスポーツだとか、健
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康増進だとかに資するそういう運営面も、体育協会に担っていただくように、管理委託を

していただくというふうになっ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） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第22号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第22号、公の施設の指定管理者の指定については、原案のとおり可決

されました。   

   

     ◎議案第23号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第19、議案第23号、滝川市教育支援センターを本町の住民

の利用に供させること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） ちょっとお伺いします。教育センターの利用、交通手段並びに誰

がどのような方法で行うのか、その辺お伺いします。 

○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） 交通については、保護者が送り迎えというようなかたちにな

ります。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 ２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） この条例に関しましては、不登校のお子さんに対しての、今不登

校の切っ掛けというのが全く分からないような状態が多いですよね。例えば、いじめであ

ったりですとか、そういった子供さんたちに、辛かったら学校に行かなくてもいいんだよ

と言えるという、教育を受けさせる立場としては、なかなか言いづらいことだと思うので

すが、そこをご決断してくださったということに対しましては、大変評価をしたいと思っ
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ております。 

 子供さんの居場所を作る上で、子供さんの教育を受ける権利というのをきちんと守って

いいただいてくれているというのが、このセンターの利用の意義だと思うのですが、と同

時に、学校では授業以外に学校行事ですとか、そういった行事、体験活動を通して得られ

るものですとか、社会性というのですか、そういったものを培う場なのですが、そこを同

時に失うことにもなるのですね。そういったことに対するご配慮などかは、どのように考

えていらっしゃいますか。 

○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） 今２番議員さんのお答えをさせていただきたいと思います。勉

強の部分では、今ほど２番議員さんから言われたとおり、そういうふうに学校に通う子供

と同じような尐ない人数でありますけれど、学力はつけることができます。 

そこで、社会性の部分で、今ご質問あったかと思いますけれども、中に入っている適用

教室には、まだ、人数が尐ない状況になっておりまして、施設の中には隣接して体育館が

ありますので、そこで軽スポーツができることになっておりますので、そこで軽スポーツ

をやる時間を設けているのと、囲碁だとかオセロだとか、将棋だとか、そういうような尐

人数でできる娯楽的なというのか、そういうものを通じながら、先生方が社会性を尐しず

つ蓄積できるように工夫をしながら対応しているという状況になっております。 

いつまでも、この適用教室にいるのではなくて、そこは、通過点ということで、徐々に

学校に出向くように、前回の予算審査特別委員会でもお話したとおり、担任の先生方だと

か、この適用教室の先生方が学校に来てもらって、双方いろいろ協議をさせていただいて

おりますので、また保護者ともいろいろ協議をさせていただいておりますので、そういっ

たことで学校に出向くように最大限調整をさせていただい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） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第23号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第23号、滝川市教育支援センターを本町の住民の利用に供させること
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については、原案のとおり可決されました。 

   

     ◎議案第24号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第20、議案第24号、雤竜町からの学校給食に関する事務の

受託についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第24号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第24号、雤竜町からの学校給食に関する事務の受託については、原案

のとおり可決されました。 

   

     ◎議案第25号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第21、議案第25号、石狩川流域下水道効果促進事業（汚泥

等受入施設建設事業）に対する支援に関する事務の委託についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第25号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第25号、石狩川流域下水道効果促進事業（汚泥等受入施設建設事業）

に対する支援に関する事務の委託については、原案のとおり可決されました。 
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◎議案第26号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第22、議案第26号、平成24年度新十津川町一般会計補正予

算（第９号）を議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第26号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第26号、平成24年度新十津川町一般会計補正予算（第９号）は、原案

のとおり可決されました。 

   

 ◎意見書案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第23、意見書案第２号、平成25年度地方財政対策に関する

意見書を議題といたします。 

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

３番、青田良一君。 

〔議会運営委員長 青田良一君登壇〕 

○議会運営委員長（青田良一君） それではただいま上程いただきました意見書案第２号

について、内容のご説明を申し上げたいと思います。 

平成25年度地方財政対策に関する意見書。 

 このことについて、新十津川町議会会議規則第14条の規定により、別紙のとおり提出す

るということでございます。提出者、賛成者は記載のとおりでございます。裏面をお開き

いただきたいと思いますけども、意見書案が記載されておりますので、朗読をもちまして

説明とさせていただきたいと思います。 

 平成25年度地方財政対策は、一般財源総額が前年と同水準で確保されており、これまで

地方税財源の安定的な確保について強く要請してきた地方の声を理解していただいたもの

と、関係各位のご尽力に対し、敬意と感謝の意を表するところである。 

 しかしながら、国の財政再建を目的とした三位一体改革によって、市町村は地域間格差

が拡大し、厳しい財政運営を強いられ、深刻な経済、雇用状況と相まって、地域の疲弊が

深刻化していることに加えて、地方税制は、地方の自主的な根幹をなすにも関わらず、平
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成25年度税制改正大綱では、地方の声が十分に反映されたものとはいえないなど、地方は、

将来の財政運営に大きな不安を抱いている。 

 このような状況において、国家公務員の給与減額支給措置に準じて地方公務員の給与削

減を求めるために地方交付税を削減したことは、その根拠が極めて不明確な上に、厳しい

財政事情から国に先駆けて、給与の独自削減や定数削減を行っていた地方の努力を踏みに

じる極めて不合理な措置であり、同時に、地方交付税制度の「地方公共団体間の財源の不

均衡を調整する財源調整機能」及び「どの地域に住む住民にも一定の行政サービスが提供

できる財源保障機能」を無視した、税源が乏しく財政基盤の脆弱な団体ほどその影響は大

きく受ける不公平な政策である。 

 特に、地方との十分な協議を経ないままで、国の政策を地方に一方的に押し付けるため

に、地方固有の財源である地方交付税を削減したことは、これまでの国と地方の信頼関係

を大きく損なう非常に理不尽な措置で、極めて遺憾であると言わざるを得ない。 

 よって、国は、今回のような措置を二度と繰り返さないように強く要望する。 

 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 

平成25年３月15日。議長名で、提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財

務大臣、総務大臣となっております。議員各位のご理解をたまわりたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案者の提案理由並びに内容の説明を終わります。 

直ちに質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、意見書案第２号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、意見書案第２号、平成25年度地方財政対策に関する意見書は、原案のとお

り可決されました。 

提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣といたします。 

   

◎閉会中委員会所管事務調査申し出について 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第24、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、皆様のお手元に配布してございますが、それぞれの常任委員会、
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議会運営委員会及び特別委員会から、地方自治法第109条第８項の規定、また新十津川町議

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いたしました。 

   

     ◎閉会の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） 以上をちまして、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25年第１回新十津川町議会定例会を閉会いたします。 

 どうもご苦労さまでした。 

（午後２時08分） 
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