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平成26年第３回新十津川町議会定例会 

 

平成26年９月９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）閉会中における委員会所管事務調査（審査）報告 

     ３）例月現金出納検査結果報告 

     ４）財政援助団体監査結果報告 

     ５）一部事務組合議会報告 

     ６）常任委員会政務調査報告 

第４ 行政報告 

第５ 教育行政報告 

第６ 一般質問 

第７ 報告第５号 専決処分の報告について 

第８ 議案第37号 新十津川町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に

関する条例の一部改正について（内容説明まで） 

第９ 議案第38号 新十津川町廃棄物の減量、適正処理及び清掃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39号 平成26年度新十津川町一般会計補正予算（第３号）（内容説明まで） 

 第11 議案第40号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

（内容説明まで） 

 第12 議案第41号 新十津川町過疎地域自立促進市町村計画の変更について 

（内容説明まで） 

第13 議案第42号 土地改良事業の計画の概要について（内容説明まで） 

第14 議案第43号 土地改良事業に関する事務の受託について（内容説明まで） 

第15 認定第１号 平成25年度新十津川町一般会計歳入歳出決算の認定について 

（概要説明まで） 

第16 認定第２号 平成25年度新十津川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について（概要説明まで） 

第17 認定第３号 平成25年度新十津川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について（概要説明まで） 

第18 認定第４号 平成25年度新十津川町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて（概要説明まで） 

第19 認定第５号 平成25年度新十津川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の

認定について（概要説明まで） 

第20 報告第６号 平成25年度新十津川町健全化判断比率の報告について  
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第21 報告第７号 平成25年度新十津川町資金不足比率の報告について 

 

 

◎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 

   ５番  笹 木 正 文 君    ６番  平 澤 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氏名 

  町       長   植 田   満 君 

  副   町   長   佐 川   純 君 

  教   育   長   熊 田 義 信 君 

  総 務 課 長   藤 澤 敦 司 君 

  住 民 課 長   遠 藤 久美子 君 

  会 計 課 長   乗 松 真寿美 君 

  保 健 福 祉 課 長   長谷川 雄 士 君 

  産 業 振 興 課 長 兼 

  農業委員会事務局長   小 林   透 君 

  建 設 課 長   村 中 忠 夫 君 

  教 育 委 員 会 次 長   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 

  議 会 事 務 局 長   髙 宮 正 人 君 
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◎町民憲章の朗誦 

○議長（長谷川秀樹君） 皆さん、おはようございます。 

開会に先立ち、町民憲章を朗誦いたします。 

皆さんご起立ください。 

私が町民憲章と申し上げますので、引き続き、朗誦してください。 

町民憲章。 

〔町民憲章 朗誦〕 

○議長（長谷川秀樹君） 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26年第３回新十津川町議会定例会を開会い

たします。 

（午前10時00分） 

                                      

◎議会運営委員会の報告 

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

会の申し合わせ事項等がございますので、報告を求めます。 

青田議会運営委員長。 

〔議会運営委員長 青田良一君登壇〕 

○議会運営委員長（青田良一君）  

〔説明の記載省略〕 

○議長（長谷川秀樹君） 議会運営委員長の報告が終わりました。 

                                      

◎開議の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） ただいま出席している議員は、11名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより、本日の会議を開きます。 

                                      

◎議事日程の報告 

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

き、順を追って進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

                                      

◎会議録署名議員の指名 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員の指名につきましては、新十津川町議会会議規則により、議長より指

名いたします。 

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、会期の決定についてを議題といたします。 
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お諮りいたします。 

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

の４日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は、本日から９月12日までの４日間と決定をいたしました。 

                                      

◎諸般の報告 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

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

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

おりでございます。 

引き続き、一部事務組合議会報告を願います。 

まず、私が関係しております中空知広域市町村圏組合議会の報告を申し上げます。 

 第１回中空知広域市町村圏組合議会臨時会は、去る７月15日召集されました。ちなみ

にこの日は、中空知定住自立圏形成協定合同調印式が開催された日でありますが、会期

を１日と決定し、前田理事長より行政報告があり、そののち議案の審議に入ったところ

であります。上程された議案は、１件であります。 

 議案第１号、平成26年度中空知広域市町村圏組合ふるさと市町村圏基金事業特別会計

補正予算（第１号）であります。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ560万円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,197万１千円とするもので、内容は、新規

プロジェクト、なかそらち「食」関連産業育成による地域経済活性化プロジェクトの本

年度事業費567万４千円のうち、地域づくり総合交付金560万円が道支出金として決定し

たことから、事業費に参入し一般財源を減額し、同額を予備費とするもので、原案どお

り可決されました。 以上、報告といたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 引き続き、西空知広域水道企業団議会の報告を、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８月28日に開催されました広域水道企業団議会の内容

について、簡略にご報告をさせていただきます。 

 報告事項の一つといたしまして、毎年、この時期に出てまいりますが、広域水道事業

会計継続費の精算の報告ということで、これは、地方公営企業法に基づく報告でござい

ます。 

報告第２号といたしまして、水道事業会計の資金不足の審査ということで、これにつ

きましても、監査委員の審査意見書が添付されまして、資金不足が無いという報告でご

ざいました。 

議案といたしまして、専決処分の承認ということで、26年度の水道事業会計の補正予

算ということで、これを専決処分をいたしました。内容につきましては、かねてから西

部地区にございます浄水場、これを何とか譲り受けていただきたいという話が進んでお

りまして、これが実現いたしました。それで、これの資産価値が９千万余で、その減価



 - 5 - 

償却分といたしまして1,645万２千円。うちの一般会計で言えば、それは歳入と歳出に補

正をしたということでございます。そういう内容で、議会を招集することが間に合わな

かったというか、調整がつかなかったということから、専決処分という形で補正予算が

承認されました。 

議案第８号といたしまして、これも専決処分でございますけども、本議会にも提出さ

れておりましたけども、公務災害補償組合等の規約の一部変更ということで、これも出

入りがあった時点で、それぞれの議会で承認を取りつけるという内容でございます。 

議案の第９号につきましては、市町村総合事務組合規約の一部変更ということで、こ

れも同様の内容でございます。 

議案第10号でございますけども、これは市町村の退職手当組合規約の変更でございま

すが、これも組合員の出入りがございましたので、このような形の中で決定をしたとこ

ろでございます。 

最後に議案第11号といたしまして、広域水道事業会計の決算認定というのがございま

した。監査委員さんからの決算審査報告書、丁寧な説明をいただきまして、細かい数字

等につきましては省略をさせていただきますけども、純利益といたしまして754万9,239

円が生じたといった内容でございます。これにつきましても、全会一致で認定をいたし

たところでございます。 

一つだけ、特に一般質問というような項目は無かったのですけども、２件につきまし

て、議員さんから意見が出されまして、その意見交換がされた内容の一部につきまして、

議会の方にも報告いたしておきたいと思います。 

 一つは、尐子高齢化という形の中で、水道を利用する人口減は、すなわち、企業団に

とって収益の減になってくるということになってくるのかなと思います。そういった中

で、地中に埋まっている水道を運ぶ部分につきましては、一定のメンテナンスが必要だ

と。それを一体どうしていくのかといった内容の質疑がございました。 

企業団の方では、平成40年度を目途に計画的に管の取り替えを行っていきますと。ま

た、企業長の方からは、なかなかこういった取り替えにつきましては、卖費と言います

か、補助の枠というのはなかなか難しんだと。今、そういったものを何とかお願いをし

て、補助金を活用しながら、あまり利用者の方に負担のかからない方法で、こういった

ものをやっていきたいという話でございました。 

 もう一件は、灯油、石油の値上がりによりまして、今年度、水道企業団は補正しない

で、これを運営していけるのか。こめんなさい、電気料です、失礼しました。電気料の

値上がりをどうやってカバーしていくのかという質問が出されまして、これは、私も知

らなかったのですけども、１年間こういった金額でやりますよという契約をするそうで、

それが電気料の値上がり分については、今年度については影響がないと。しかし、来年

度につきましては、そういった部分を今年度以上の金額が必要になるといったようなご

答弁がございました。 

以上、２点につきまして付け加えまして、企業団からの報告とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 西空知広域水道企業団議会報告を終わります。 

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〕 
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○３番（青田良一君） それでは去る８月の９日に開催されました、滝川地区広域消防

事務組合議会の内容につきまして報告をさせていただきます。 

付議案件は、工事契約の締結が１件と、先ほど説明申し上げましたけども、市町村退

職手当組合を組織する団体の増加、こういった部分につきまして規約の変更の２件が議

案として出されました。 

 工事契約の締結につきましては、赤平の消防庁舎を建てるということでの契約の内容

でございました。契約金額は４億6,008万円、契約の相手方は、村上・鈴木特定建設共同

企業体といった内容でございました。 

これにつきましても一部の議員さんから質問が出まして、契約の方法としまして、制

限付き一般競争入札という内容で実施されたということでございました。消防議会の方

では、１億５千万円以上につきましては議会の議決を要するということから、今回、付

議されたわけでございますが、今後もこの庁舎等を建設、それぞれ構成市町村の建設業

者を中心に指名していくんだといった内容の報告がございました。 

 今、新しい消防庁舎の計画が進んでおりますので、その概要につきまして、簡卖にこ

こでご報告をさせていただきたいと思います。 

整備スケジュールといたしまして、平成26年、新しい消防庁舎の基本設計、地質調査、

敷地測量などを行うということでございます。27年度に庁舎建設の実施設計、高機能指

令センターの実施設計、こういったものが予定されております。それから平成28年度に

は、旧技専校舎解体工事、庁舎の新築工事、それから高機能指令センター工事、こうい

ったものが予定されているということでございます。平成29年には、庁舎の新築工事、

２年かけてやるそうでございますが、これが完成をし供用開始をするといった内容でご

ざいます。今の教育センターのすぐ近くの敷地に、これが実現するという形で計画が進

められているところでございます。 

 以上、滝川地区広域消防事務組合議会の報告とさせていただきます。 

○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、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） 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。８月21日、午後１時半より奈井江町におかれまして第２回定例会

が行われました。議案は８件と認定４件、すべて可決されております。 

議案の２件は専決処分で、先ほどから出ておりますように、各一部事務組合でも出さ

れております北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部変更と、北海道市町村

総合事務組合規約の一部変更であります。 

次の議案４件は補正予算であります。補正予算の一般会計では、町への負担金の返金

が26万８千円あります。介護保険会計では159万５千円の返金であります。障害支援事業

会計では、追加の６千円があります。総額といたしまして、185万７千円が町への負担金

の返納となっております。 

その他の議案では、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更と動産の取得について、

介護保険システム機器の取得で8,125万円が報告され、可決されております。これは、７

千万円以上の物品のための議会の議決が必要ということで提出されております。 
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次に選挙第１号では、空知中部広域連合等選挙管理委員会委員と補充員の選挙につい

てでありますが、新十津川町からは委員として竹原嘉一さんと、補充員として藤原聖也

さんが登録されております。 

次、認定４件は、平成25年度決算の認定で、一般会計では、差引残高が140万1,166円、

介護保険事業会計では1,379万9,252円の黒字です。また、国民健康保険事業会計では３

億1,601万4,409円の黒字決算。障害支援事業会計では32万7,824円の黒字決算となってお

ります。 

以上、空知中部広域連合議会の報告といたします。詳細につきましては、資料を事務

局の方に提出してありますのでご覧ください。以上でございます。 

○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、一部事務組合議会の報告を終わります。 

引き続き、各常任委員会の政務調査報告を願います。 

まず、総務民生常任委員会政務調査報告を、笹木委員長よりお願いいたします。 

〔総務民生常任委員長 笹木正文君登壇〕 

○総務民生常任委員長（笹木正文君） おはようございます。議長の指示をいただきま

したので、去る８月１日に実施いたしました、総務民生常任委員会の管外政務調査の報

告をいたします。 

 今回の政務調査は、毎朝、あいさつで一部にもなっております、とっても気になる天

気について、札幌市中央区にある札幌管区気象台に行って視察をしてまいりました。そ

れともう一つは、本町のまちづくり基本条例の精神でもあります、住民と行政の協働と

いうことについての先進地である、千歳市で研修を行ってまいりました。参加メンバー

は委員会のメンバー５名と議長、そして、議会事務局長、それと住民課職員１名が同行

して行ってまいりました。 

まず、札幌管区気象台につきましては、札幌管区気象台の業務につきまして、気象の

観測、監視予測、そして、地震、津波、火山の監視。また、地球環境の監視とか、航空

機や船舶の安全航行のための情報提供、そして、台風や大雤に対する情報提供など、非

常に多岐にわたる業務が24時間体制で行われておりました。 

気象庁の組織といたしましては、明治８年に発足をいたしまして、５つの管区気象台、

これが札幌管区気象台も含まれております。そして、沖縄の気象台、その下に47の地方

気象台があります。それと、航空地方気象台と海洋気象台が４か所ずつ、それぞれござ

います。そして、その他に速報所が８か所あるというような体制になっておりまして、

気象庁全体では、全国で約5,400名の職員がおりまして、予算的には約700億円の予算で

運営されているということであります。 

広報の職員の説明がありまして、その中で、今年の５月頃の北海道地方の長期予報で

は、当初、エルニーニョの発生で冷夏ということだったのですけども、予想が外れまし

て、日照時間が長く、気温も暖かくなったというようなことでありました。おかげで大

豊作ということで、豊穣の秋を迎えようとしていることができるわけですけども、予想

が外れるということはあると言いましても、本町のように主幹産業が農業である地域に

とっては、本当に日々の天気予報が生活に直結しておりまして、発表される気象情報に

関しましては、農業者にとって欠かすことのできない経済情報ということも言えるので
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はないかと思っております。 

また、農業者のみならず、今年のようにイベントがすべて雤でたたられますと、天気

の良し悪しで楽しみが半減したり、また、倍増したりということにもなります。また、

季節の商品なんかも、売り上げで非常に気候が影響して、経済活動全体にも大きな影響

を及ぼすということにもなるようであります。 

最近では、先に起きました、広島市のゲリラ豪雤などによります土砂崩れ災害など、

気象変動の災害も非常に多くなっておりまして、今後、ますます、この気象庁の気象予

測の精度向上と、それと同時に、気象庁に対する期待がますます高まるのではないかと

思って視察を終えてきました。 

 次に、千歳市の協働事業でありますけれども、これは、本町と比較して自治体の規模

だとか、産業、また、人口構成等が本当に大きくかけ離れているかなというくらい違っ

ておりまして、正直なところ、現時点では参考になるものは尐なかったかなというふう

に考えております。 

千歳市の特徴といたしましては、この実際には、世界一と日本一と北海道一という、

三つのナンバーワンというのがありまして、世界一はですね、新千歳空港での乗降者数、

つまり飛行機の利用者数ですね、これが世界一ということで、日本一は、自衛隊の規模

と隊員数で、東千歳駐屯地、北千歳駐屯地、そして千歳基地で、面積及び隊員の数とも

に日本一でありまして、隊員の数が９千人余りで自衛隊員が勤務しております。これは、

千歳市の９万５千人のうちの、実に自衛隊関係者の人口が約３万人と言われております。

そして最後に北海道一は、平均年齢が北海道の市町村で一番若いということであります。

これは、先ほど申しました自衛隊の隊員の数９千人、これと密接にリンクしているもの

だというふうに思っております。 

協働事業に関しまして、千歳で行なっている協働事業は、市民提案型というのと、市

提案型というのが二つあります。 

市民提案型というのは、市民団体が行ないたい協働事業があれば、書類選考、そして

公開プレゼンという審査を経て、これが認められれば最高100万円までの補助金を受け取

ることができて、協働事業を行うということです。これまで、子育て関係、スポーツ関

係、また、観光、特産品関係の事業は行われてきたようであります。 

次に、市提案型というのは、市が提案した協働事業を市民活動団体や事業所などに公

開募集するシステムがありまして、これは、平成27年から実施を予定しているというこ

とであります。内容としては、市が行うイベントや啓発活動、また、教育、福祉、観光

事業などがその事業になりまして、その補助金については、上限は無いようであります。

これらの事業は、本来、千歳市が行うという性格の事業でありまして、我がまちでもや

っております指定管理的要素の事業も含まれているのかなと思います。ただ、これは27

年度からということになっております。 

このようなことをいろいろ研修したわけでありますけれども、先にも述べたように、

本町のような町内会卖位の協働事業が主な内容となっておりますので、こういう形の中

で自治体と比較しますと、規模的にも内容的にもかなり違うので、なかなか類似点が見

受けられないなというような感じを受けて帰ってきましたけれども、しかしながら、今

後において、この協働事業の一つのマニュアルとしては、参考になることもあるのかな
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という思いもしながら研修を終えてきました。 

以上、簡卖でございますけれども、総務民生常任委員会の政務調査の報告といたしま

す。 

○議長（長谷川秀樹君） 総務民生常任委員会の政務調査報告を終わります。 

続いて、経済文教常任委員会政務調査報告を山田委員長より願います。 

〔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） おはようございます。議長の指示がありました

ので、去る７月30日に実施しました経済文教常任委員会政務調査について報告いたしま

す。概略につき、簡略に報告いたします。 

 研修先は、夕張市と三笠市でございます。始めに夕張ツムラは、東京に本社を置く大

手漢方薬メーカーで、2009年７月北海道に株式会社夕張ツムラ、100パーセント子会社を

設立し、10月には自社農場として市内でセンキュウの栽培を開始。2010年10月には、生

薬加工場、保管倉庫を建設し、自社農場での栽培技術の研究や、種苗生産を行うだけで

はなく、道内27ヘクタールの自社農場のほか、契約農家からも原料を調達して、荒加工

し、保管、そして、最終加工を手掛ける本州の工場に送ります。薬用作物の主要産地、

中国からの輸入価格が値上がりしているため、国内での安定した供給体制を整えるため、

北海道における生薬の増産を目標に、夕張を道内の生薬生産拠点にしたいとのことでし

た。加工場を見学してきましたが、乾燥、粗選、袋詰めされた生薬の香りが体に染み渡

るような気がして帰ってきました。 

 また、滝川市東滝川の旧道立畜産試験場跡地の農地、約150ヘクタールを道から借り受

け、薬用作物の栽培を始めるとのことで、その風が隣まちの我がまちにも吹いてきてほ

しい、そんな気持ちで帰ってきました。 

 次に、三笠市教育委員会で小中一貫教育についてでございます。中学校に進学した段

階で新しい学習環境や生活環境に馴染めず、不登校となったり、学習面でのつまずきや

教科担任制への戸惑いなど、いわゆる、中一ギャップを解消する手段として、義務教育

の９年間を連続したものととらえ、緩やかに移行できるように取り組まれているのが小

中一貫（連携教育）でございます。 

三笠市では、平成17年度から９年間を２、３、４年生に区分したうえで、系統性に配

慮した新たな３教科を設け、岡山萱野小中一貫教育をスタートさせました。一つは国際

化で小学１、２年生での英語で遊ぶことから、小学６年生、中学３年生での自分の気持

ちを交えて会話を楽しむ段階を経て、豊かな国際感覚と積極的なコミュニケーション能

力の育成を目指しています。中学校の学校祭では、全員での英語スピーチがあり、英語

検定の正答率、特にリスニング、これは聞き取りでございます、これに効果があるとの

ことです。 

二つ目は、地域化。これは三笠発見化ということで、三笠に対する興味、関心を深め、

三笠で生きることに誇りを持ち、三笠の未来を考える態度を育成するとして、農家、郷

土史研究家、市長など、地域の人をアドバイザーに迎えており、成果として、子どもた

ちがまちづくりの提言をするまでに至っています。 

三つ目は、選択学習で、何でも実験隊、手作りアニメーション、染め物で小物作りな

ど、中学校の選択授業へのつながりを意識しながら、個性、能力の伸張と基礎学力の定
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着を図ることを目標としています。 

本町でも、相互乗り入れ授業や巡回指導教員活用授業を実施するなど、さまざまな取

り組みの中で、子どもたちの健やかな学びと育ちを促しており、中学校進学後の学力の

安定も実証されているところでございます。 

我々の学校教育なども、どこに行っても恥ずかしくない最先端に近いものを行ってい

るということを、なんとなく実感して帰ってきました。 

以上で、経済文教常任委員会の政務調査報告といたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 経済文教常任委員会政務調査報告を終わります。 

以上で日程第３、諸般の報告を終わり、すべて報告済みといたします。 

 ここで、10時50分まで休憩いたします。 

（午前10時38分） 

                                      

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午前10時50分） 

                                      

◎行政報告 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第４、行政報告を行います。 

町長。 

〔町長 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。行政報告を申し上げます。

議員の皆様方のお手元に行政報告書が届いているかと思います。 

平成26年第２回定例会以降における行政報告を申し上げます。  

各課ごとに何点かずつ抽出させていただきながら、説明をさせていただきたいと思い

ます。 

はじめに、総務課の関係から申し上げます。 

まず变勲の関係でございますけれども、６月の18日、永年、町政の発展にご尽力され

ました、本年２月にご逝去されました元新十津川町長、小畑莊一様のご家族に対し、特

別变勲、旫日双光章を伝達をさせていただきました。本当にこれまでの長い間の町政に

対するご尽力に対し敬意を表したいと思いますし、改めまして、ご冥福をお祈り申し上

げたいというふうに思っております。また、６月の19日には、永年にわたり消防活動に

ご貢献をされました、杉本正人様に瑞宝双光章を伝達させていただきました。これから

も、本町の消防行政の進展になお一層ご指導等を賜ればというふうに思っているところ

でもございます。 

続きまして、開町記念式並びに追悼式でございますけれども、例年実施してございま

す６月の20日、菊水公園におきまして、開町124年の記念式典並びに戦没者・開拓物故功

労者、消防殉職者の追悼式を執り行いました。本年は、母村十津川村からも更谷村長、

松實議長をはじめ、村議会議員の皆さん全員のご出席を賜りました。また、奈良県五條

市の太田市長にもご来町いただくことになりまして、町内外から総勢242名の参列によっ

て、厳粛かつ盛会裡に式典を執行したところでもございます。また、式典の席上、永年

にわたり本町の産業振興にご貢献されましたＪＡ北海道信連会長でございました、菅原
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輝一様に特別功労表彰を、また、それぞれの分野でご貢献されました５人の皆さま方に

功労表彰を授与いたしました。併せまして、米寿の慶節を迎え、60年以上本町にお住ま

いの33人の方に感謝状を贈呈をさせていただいたところでございます。併せまして、高

額寄附をいただきました１社及び５人の方々に対しまして、ご参列の皆さま方にご紹介

をさせていただいたところでもございます。 

続きまして、十津川村の水害慰霊祭でございます。これも例年８月の20日に実施され

ているところでございまして、十津川村水害慰霊祭が十津川村紀伊半島森林植物公園に

おいて開催をされたところでございまして、議会の西永副議長さんと共に出席をしたと

ころでございます。ご尊霊の安らかなるご冥福をお祈りいたしまして、今年の式典には、

奈良県から荒井知事さんがご出席をされましたし、そして、一昨年、本町にもお出でい

ただきました松谷副知事さんもご出席をされておりました。母村の復興に最大限取り組

むというふうな決意を述べられておられました。また、先月母村を襲った台風11号豪雤

では、人的被害はなかったものの、整備中の栗平地区など数か所の土砂ダムから越流い

たしておりまして、こういったような被害が発生したところでもございます。ただ、国

道の通行止めになるなどの被害は受けましたけれども、人の命までに影響を与えるよう

な災害ではなかったというふうな村長からの説明を受けたところでもございます。 

続きまして、ふるさと忚援寄附金でございますけれども、町外の方から新十津川町を

忚援してくださることを目的とした「ふるさと忚援寄附金制度」ですが、今年度から寄

附をしていただいた方に対しまして、新十津川町の特産品をお礼の品とする特典を設け

ましたところ、８月31日現在で全国各地から153人、204万円の寄附が寄せられたところ

でもございます。こうした温かい志に対し、深く感謝を申し上げたいというふうに思っ

ておりますし、執行に当たりましては、適切に執行させていただきたいというふうに思

っております。 

続きまして、定住促進事業でございます。町内に定住していただくことを目的に奨励

金を交付する定住促進事業は、８月31日までに３世帯の住宅取得者からの申請があり、

交付金と合わせまして町内の商店でご利用いただけます、ふれあい商品券を交付させて

いただきました。現在、町内各所で新築住宅の建設が見受けられることから、これから

も年末にかけて申請が増えるものと思われます。現在のところ、委員会でもちょっと報

告させていただきましたですけども、建築確認申請で８件ほどあるようでございまして、

うち６件が町外の方というふうなことのようでございます。 

続きまして、中空知定住自立圏構想でございますけれども、先ほど議長さんからも報

告があったとこでございますけども、第２回定例会で議決をいただきました定住自立圏

形成協定を、７月15日に滝川市及び砂川市との間で締結をいたしました。現在は、共生

ビジョン懇談会におきまして、ビジョン策定に向けた審議をいただいており、圏域住民

からの意見の募集ののち、11月中に策定、公表がなされることになってございます。 

続きまして、４ページの住民課の関係について申し上げます。 

これも毎回報告させていただいておりますけれども、人口動態でございます。８月31

日現在の人口動態については、人口が6,932名でございまして、前年同期に比べまして76

人の減尐となってございます。世帯数は2,968戸と、前年比６戸の増加といったようなこ

とでございます。また、65歳以上の高齢者をみますと、2,469人と対前年同期比で59人増
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加し、高齢化比率は35.6パーセントとなってございます。また、出生につきましては、

本年６月１日から８月31日までの間に６人がお生まれになりまして、１月からの出生数

は22名というふうになっているところでございます。 

続きまして、交通安全及び防犯でございます。この９月の24日から秋の交通安全週間

が始まりますけども、交通事故の発生状況でございますけれども、６月１日から８月31

日までの発生件数は11件で、負傷者数は13人、死者数はゼロとなってございます。今年

８月31日まで交通事故死亡者ゼロは、860日となってございます。更なる交通安全の啓発

等々に努め、死亡事故ゼロを継続させていきたいというふうに思っているところでござ

います。 

続きまして、５ページの環境衛生、塵芥処理でございますけども、これも、環境基本

計画に基づく事業の実施でございまして、衣類、綿製品の回収、そして、廃食用油回収

事業等々を行ってございます。また、昨年の４月から小型家電のリサイクル法施行に伴

いまして本格実施しております、小型家電機器の回収量は、本年４月１日から８月31日

までで5,197キログラムとなっておりまして、これらは、各専門業者において分解され、

電子基盤などに含まれる金、銀、白金などの貴金属や電気コードにある銅を抽出し、リ

サイクルをされているところでもございます。 

続きまして、６ページの保健福祉課の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ども、ふるさと学園大学は、６月に町保健師による

健康講話と笑いヨガ講義を行い、151名の方が受講されました。７月には社会見学が行わ

れ、152人が岩見沢市と栗山町で見学会が行われたということでございます。なお、ふる

さと学園大学は、今年で30年を迎えることになって、節目の年になってございます。こ

うしたことから、記念事業の開催に係る経費を自治会からのご要望等がございましたの

で、今回の定例会の中で予算補正をさせていただくことになってございますので、この

ことも併せて、付け加えて報告をさせていただきたいと存じます。 

続きまして、新十津川長寿を祝う会でございまして、これも、各議員さんの皆さん方

がご出席をされたところでもございますけども、８月27日、改善センターにおきまして、

満76歳の方と満80歳以上の方を対象に、長寿を祝う会を開催いたしました。慶祝対象者

924人中345人と、来賓、世話人の63人が参加して、長寿をお祝いしたところでございま

す。なお、本年の節目対象者は、百歳の方がお二方、白寿が５人、米寿が56人、喜寿が

112人、計175人という状況になってございます。 

続きまして保育園でございますけども、９月１日の入園児童数は68人で、このうち広

域入所者は４人となっており、昨年同期と比べますと12人の増となってございます。ま

た、一時保育の利用状況につきましては、４月１日から８月31日まで延べ５人、16日の

利用がございましたし、延長保育の利用状況につきましては、延べ13人、日数にします

と18日の利用があったところでございます。 

続きまして、９ページの方に移っていただきます。 

高齢者等見守り生活支援事業でございますけども、高齢者及び障がい者が住み慣れた

地域で、安心して暮らせるまちづくりを目指すため、昨年度に引き続きまして、みどり

区と花月区で、見守り生活支援事業を試行実施しております。みどり区では見守り推進

員２人、支援世帯２戸、花月区では見守り推進員３人、支援世帯５戸というふうな状況
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になってございます。 

続きまして、ちょっと飛ばさせていただきまして11ページでございます。 

２つの給付金でございます。消費税増税に伴う臨時的な給付措置として実施している

臨時福祉給付金と、子育て世帯臨時特例給付金でございますけども、８月31日現在の申

請及び給付状況でございますが、臨時福祉給付金は1,542人の対象見込者に対しまして、

1,191人が申請をし、申請率は77.24パーセントというふうになってございます。また、

８月までに給付決定をした935人に対し、1,283万５千円を給付いたしました。子育て世

帯臨時特例給付金は734人の対象見込者に対し、622人が申請し、申請率は84.74パーセン

トとなってございます。また、８月までに給付決定した515人に対しまして、515万円を

給付いたしたところでございます。 

続きまして、12ページでございますけども、産業振興課の関係でございます。 

地域農業再生協議会でございまして、地域農業再生協議会では、例年実施してござい

ますように、７月１日から７月３日の間、転作等現地確認を行ってございます。平成26

年産の主食用米の配分面積は、当初の3,238ヘクタールから他市町村との地域間調整によ

り73ヘクタール増えまして、最終の作付目標面積は3,311ヘクタールとなってございます。 

続きまして、営農振興対策協議会の関係でございますけども、農業後継者の対策とい

たしまして、８月３日に札幌市で、新十津川町独身農業者と独身女性の交流会を実施い

たしました。札幌市や小樽市などの20代から40代の女性10人と本町男性８人が、札幌ド

ームで野球観戦をしながら交流をいたしたところでございます。良い結果に結びついて、

つながっていければいいなというふうなことで、実は期待をいたしているところでもご

ざいます。 

続きまして、13ページの農地中間管理事業でございます。 

これは、農業政策の改革の四つあるうちの一つでございまして、今年度、国が担い手

への農地の集積と集約化を加速するために創設した農地中間管理機構制度については、

ピンネ農業公社がその業務の一部を担うため、北海道が中間管理機構に指定した公益財

団法人北海道農業公社と、７月17日付けで業務の委託契約を締結いたしました。また、

８月の20日から26日までの間、町とピンネ農業公社の共催によりまして、農地中間管理

事業及び人・農地プラン更新に係る説明会を行いまして、農業者の皆さん方が250人ご出

席をされたところでございます。 

続きまして、14ページでございます。 

ＰＲキャラクターということで、観光の関係でございますけども、観光振興の向上や

本町の更なるイメージアップを図るために、６月２日から８月１日までの間、新たなイ

メージキャラクターを募集しておりました。町内から111点、道内から８点、道外から66

点、合計185点の忚募がございました。今後は観光協会におきまして審査を行って、10

月の中旪頃にＰＲキャラクターを決定することといたしてございます。 

次に、ファームスティ事業でございますけども、ファームスティ事業は、しんとつか

わで心呼吸。推進協議会の15戸の農家が受け入れを行っておりまして、５月から８月ま

での間に、道内外の中学生や高校生等372人が本町に滞在し、農業を体験いたしました。

こうした体験を通じまして、農業とのふれあい、農業に興味を持っていただくことが大

いに期待をされることでございます。また、８月の21日に、しんとつかわで心呼吸。推



 - 14 - 

進協議会の設立10周年の記念交流会が行われたとこでございます。この10年間で、中学

生、高校生の受け入れでございますけども、6,774人の受け入れを行ったとこでございま

す。こういった形の中で、それぞれの農業者の皆さん方に対し、こうして受け入れをし

ていただいたことについて、感謝を申し上げたいというふうに思っております。 

最後に建設課の関係でございますけども、工事の発注状況でございますけども、工事

の発注状況については、順調に推移をしているところでございます。特に、学校給食関

係について申し上げますと、学校給食センターについては、増築に係る内部改修は終了

してございまして、８月の18日から給食を供給しているということでございます。 

続きまして、16ページ。 

救急排水場の関係でございます。８月の５日、主に北空知方面の豪雤によりまして、

石狩川の水位が上昇したことから、下徳富第２排水機場の水防団と、袋地沼救急排水場

の水防団に対して出動を要請したところでございます。幸いにして、大事に至らなくて、

そこに記載してあるとおりの時間に、それぞれ解散をさせていただいたということでご

ざいます。 

次に、災害復旧事業でございまして、これも今ほど申し上げましたように、同じく８

月の４日から５日にかけまして、徳富ダム付近におきまして197ミリメートルの降雤が観

測されまして、この大雤による出水で、徳富川が異常水位に達することなく経過したこ

とから、早速、徳富ダムの、このような集中的に200ミリに近い雤が降ったわけでござい

ますけども、ダムの調節機能が如何なく発揮されたということでございます。ただ、残

念なことに、徳富ダム付近の町道幌加清水沢線では、道路の法面２か所が延べ55メート

ルにわたりまして崩壊をしたということでございます。今ほど申し上げましたように、

集中豪雤や土砂災害は、本当にいつ、どこで起こり得るかわからないというふうな状況

でございますので、そういった面での危機意識を持ちながら、これからも進めていかな

ければならないというふうに考えているところでございます。 

以上をもちまして、平成26年第２回定例会以降における行政報告とさせていただきま

す。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上をもちまして、行政報告を終わります。 

 ここで、11時20分まで休憩いたします。 

（午前10時10分） 

                                      

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午前11時20分） 

                                      

◎教育行政報告 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第５、教育行政報告を行います。 

教育長。 

〔教育長 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２回定例

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

布させていただいておりますので、主なものを申し上げます。 
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まず、教育委員会関係では、６月定例会以降、３回の定例教育委員会と臨時会１回を

開催しております。６月16日においては、児童生徒就学援助費受給者の認定をしており

ます。その認定者の状況につきましては、生活保護、特別支援学級を含めた全体で66世

帯、91名であり、全児童、生徒数の割合では17パーセントであります。７月18日の教育

委員会においては、経済文教常任委員会で報告をさせていただきました、新十津川町い

じめ防止基本方針の決定と、学校給食費の負担金改定について協議をいたしました。 

教育委員の視察研修、学校訪問の関係でありますけれども、６月16日、中学校部活動

の状況を、８月22日には、小中学校を訪問し授業参観の上、それぞれ、学校長を中心に

子ども達に適切に向き合っている状況を視察してまいりました。７月18日には、農業高

校の学校祭が開催され、学年ごとの合唱を鑑賞してきております。また、同日、教育委

員の士気の高揚と資質向上を高めるために、中空知管内の教育委員研修会を歌志内市で

開催しております。教育委員の役割を再認識する研修講義や、同じ地域の在住する教育

委員として、昨今の教育課題に向き合っている悩みを共感しながら、その対忚や解決策

などの情報交換をするものでございます。歌志内市と交流のある山形大学の門馬教授の

講演を聞くなど、未来を担う子ども達のために教育の充実発展に繋がる意義のある研修

をしてきたところでございます。 

続きまして、小中学校関係の９月１日現在の在籍児童・生徒数は、532名でございます。 

次に、夏季休業でありますけども、７月19日から８月17日までの30日間でありました。

夏季休業期間中の児童、生徒の事故、事件については、一切無かったことを申し添えさ

せていただきたいと思います。 

次に、ここに掲載されておりませんけども、９月４日、新十津川神社の例大祭が恒例

に行われてございます。あいにくの雤降りでございましたども、新十津川小学校の特別

クラブであります獅子神楽に児童16名と、中学生６名の忚援参加をいただき、旧北大和

区会館、旧大和区会館、そして、役場前において獅子舞を元気溌剌に披露し、たくさん

の町民の方々から暖かい拍手をいただいたところでございます。 

続きまして、２ページをお開き願いたいと思います。 

中学校の体育大会等の結果について報告させていただきたいというふうに思います。

今年の全道大会出場については、剣道個人男子１名と卓球女子団体と個人戦に３名が出

場権を獲得し、それぞれ、不断の練習の成果を発揮したところでございます。全道大会

では、卓球女子個人戦に出場いたしました２年生の後木玲奈さんが、個人戦５位という

素晴らしい戦績を収めて、２年連続での全国大会出場権を獲得、８月22日から徳島県鳴

門市で行われました全国大会に出場をいたしました。後木さんは、全国各地から勝ち抜

いてきた強豪との対戦で、最後まで善戦をしたのですけれども、接戦の末、１回戦にて

惜敗をしたところでございます。この全国大会の経験が、さらにスキルアップや心身面

での強さを高めることになりまして、別な全国規模の大会や来年に繋がる糧になったこ

とは、間違いないものと確信をしたところであります。 

次に文化面ですが、吹奏楽部においても、空知吹奏楽コンクールにおいて、36名から

50名以内のＡ編成の部で、昨年度の35名以内のＢ編成に引き続き、空知代表として、全

道出場権の付いた金賞受賞を成し遂げ、去る９月６日、札幌のキタラホールで開催され

ました北海道吹奏楽コンクールに出場を果たしたところでございます。 
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３ページの一番上をご覧いただきたいというふうに思います。６月14日に、陸上自衛

隊第11音楽隊21名の方が、パート別に技術指導をしていただきました。この前になりま

すけども、今年１月にも来町の上、同様の指導をしていただいておりますので、合わせ

て２回、吹奏楽のスキルアップのための指導をしていただいたところであります。この

度、新中吹奏楽部がＡ編成をもって、全道コンクールの出場できる成果を収められたの

も、この自衛隊音楽隊員の懇切丁寧な指導の賜物であると感謝をしているところであり

ます。この全道コンクールでは、道内各地区の中学校吹奏楽部のＡ編成に選ばれた21校

のスタートを飾る吹奏楽部の演奏として、課題曲と自由曲の２曲を、顧問の桑島先生と

44名の吹奏楽部の生徒が心を一つにして、日頃の練習の成果を存分に発揮をしたところ

であります。忚援に駆け付けた保護者などを始めとする観客を感動させる素晴らしい演

奏でありました。審査結果は、銅賞でありましたけども、新中の歌声活動と共に音楽の

素晴らしさを通じ、いじめをなくし、仲間づくりに繋がる良き伝統の一つとして定着し、

今後、さらに磨きがかけられていくものと期待をしているところであります。 

次に、芸術鑑賞事業ですけども、例年どおり、雤竜町との共同事務の一環ということ

で、７月の16日、中学校、８月の27日、小学校ということで実施をしているところでご

ざいます。 

続きまして、学校教育関係の学力向上についてでありますけども、個々のつまずきを

解消したり、知識を得る喜びを通じて、学習への意欲を高めることなどを目的に、長期

休業期間中の学習サポート、やまびこを４回実施いたしました。児童、生徒の参加者は、

小学生140名、中学生72名で合計212名となっております。昨年と比較すると、小学生は、

若干減尐しているものの、中学生３年生も含めて増加している状況になってございます。

児童、生徒全体の参加率では、小学生で42パーセント、中学生で36パーセントという状

況でありました。 

次に、ここには掲載されておりませんが、全国学力・学習状況調査の関係であります

けれど、８月25日に全国の結果が発表されました。８月26日の新聞にも掲載されて、ご

覧いただいていると思いますけども、北海道の状況は、全国平均以上を目標に鋭意努力

をしたこともあり、全国平均との差は縮められたものの、小学校で全国44位、中学校で

33位という状況で、全国平均以上の学力とは、未だ隔たりがある結果となっております。

本町の状況はというと、国語Ａ、Ｂ、算数Ａ、Ｂ、中学は数学という、この４科目平均

の状況では、小、中学校共に全国平均以上の結果でありました。このことは、確かな学

び推進会議を核として、学校、家庭、地域が一体となって取り進めてきた成果であると

認識をしております。しかし、学力学習状況調査については、定点調査でありますけど

も、この結果だけにとらわれることなく、それぞれの学年に忚じ必要な学力をしっかり

と身に付けられるよう、学力向上策を継続していきたいと考えているところでございま

す。 

 次に、新十津川農業高校関係についてであります。６月21日から札幌の大通公園で開

かれました花フェスタ2014のメーンイベントであります、農業高校ガーデニングコンテ

ストで、新十津川農業高校の出品作が、来場者から最多得票を獲得し、札幌市民賞を受

賞しました。このコンテスト終了後も農業高校に、感動した素晴らしい作品であった旨

の激励の電話も沢山あったというふうに聞いております。今でも、農村風景をイメージ
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した花やハーブ、野菜などアレンジをした作品が、校舎正面入口で、来訪者を優しく歓

迎してくれるような雰囲気で、彩りを飾ってくれてございます。 

 次に、去る７月25日、旫川市で開催された北北海道学校農業クラブ連盟技術競技大会

でありますけども、４ページをお開き願いたいと思います。農業鑑定競技、生活科学コ

ースから、最優秀賞、優秀賞１席に入賞する素晴らしい成果を収めました。この栄冠に

輝いた生徒２名は、10月22日から沖縄県单部農林高校で開催されます全国大会に出場い

たしますので、練習の成果を如何なく発揮されることを切望しているところでございま

す。また、８月21日から幌加内町で開催されました全道兼北北海道農業クラブ連盟意見

発表大会におきましても、３名の生徒が最優秀賞と優秀賞を獲得、僅差で全国大会出場

は逃がしたものの、出場した生徒の快挙は、農業高校の過去の歴史を見てもはっきりわ

からず、昭和54年以来か、もしくは、初の快挙かという、本当に素晴らしい成果を収め

たところでございます。この意見発表の生徒の一文を、概要として紹介をさせていただ

きたいというふうに思います。 

 中学校時代、何もできなく無気力であった自分が、農業高校に入学してから、様々な

農業体験、販売、地域との交流を通して、感謝の言葉を受け、自分の考えが大きく変化

し、笑顔を通じて、多くの人たちに苦しみや悲しみを乗り越えてもらうための支援をし

ていきたいと、自分の考えをしっかりと持ち、将来目指す仕事の夢を明確にしておりま

す。 

この生徒ばかりでなく、農業高校に来て、心底良かったと言う声を多く発していただ

いております。このことは、一朝一夕にはいかず、今まで在籍をしていただいた校長、

教職員を始めとし、現在も、校長を中心に教師一丸となって、無限大の可能性を秘めた

生徒のことを考え、適切に対忚を続けてきた結果であり、さらに協賛会やＰＴＡなどの

支えをいただきながら、生徒個々の努力などが、このように素晴らしい成果の数々を収

めているものと考えております。まちの政策的な農業高校への支援策が、生徒のために

有効に活用されていることも申し添えさせていただきたいというふうに思います。 

 次に、給食センター関係でありますけども、先ほど町長から増築工事のことについて

触れられたとおり、夏季休業中に工事が予定どおり終了いたしました。今年度中に８回

程度、雤竜町へ給食が円滑に調理でき、配送や回収業務ができるよう時間調整や人的対

忚等も含めながらしっかりできるように確認をすることとしております。その第１回目

として、９月４日に雤竜町へ給食の提供をいたしたところであります。当日のメニュー

は、おにぎり、味噌汁、鮭の塩焼き、もやしの辛子和えでありました。雤竜町の児童生

徒は、非常に美味しく喜んで給食を食べたというふうに報告を受けております。 

続きまして、５ページの下から２つ目のカッコになりますけども、母村交流事業につ

いてであります。今年は残念ながら中学生の参加者はおらず、小学生だけの28名が、母

村訪問交流事業を行いました。母村の文化や自然を始め、本町生誕の歴史などを学ぶこ

とはもちろんのこと、母村の災害復旧、復興で頑張っている状況などを、児童自らの目

で確認をしながら、母村の学校や地域の方々との交流を行い、両町村の絆を一層深めて

きていただいたところであります。その訪問視察の内容を、２ページ上段に記載してあ

りました９月１日開催の地域公開授業参観日に、保護者や地域の方が参観する中で、円

滑な継続ができるよう来年対象となる現４年生を交え、報告会をしていることも申し添
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えさせていただきます。 

続きまして、６ページになりますけども、中程に芸術鑑賞がありますが、７月12日に

陸上自衛隊第11音楽隊ふれあいコンサートを開催したとこであります。議員各位も多く

鑑賞していると思いますけども、当日の演奏曲も開町百年を記念した新十津川町賛歌、

夢は緑よと、母村の中学校校歌、千年の祈りを、さらには、中学校の先ほど説明した、

吹奏楽コンクールの課題曲も演奏していただく配慮を賜り、本当に素晴らしい演奏会を

していただいたところでございます。 

次に、アートの森の関係であります。７月20日、太郎吉蔵デザイン会議2014が、かぜ

のびで開催されました。ナウシカの飛行機メーヴェと同様の無尾翼の飛行機を制作した

八谷和彦さんの制作苦労談を織り込んだトークショーが行われました。現在、実際に飛

行できるメーヴェを、９月16日までかぜのびの体育館に展示されていることをお知らせ

いたしたいというふうに思います。 

次に、７ページになります。マイルカの化石展示、講演会についてであります。既に、

新聞等でご承知のことと存じますけども、本町で、今から50年以上前に発掘されました

化石が、道の開拓記念館に保存されており、年代は正確にわかっていなかったものが、

早稲田大学の村上助手と道の開拓記念館の添田学芸員などの研究グループの調査により、

世界最古のマイルカ化石であることが判明いたしました。今までに発見されたマイルカ

の最古の化石は、イタリアで発見された530万年前の化石でありましたけども、本町で発

掘をされたマイルカは、850から1300万年前の中新世後半でありますから、さらに、320

万年以上前に遡る大発見でございます。化石の学名は、エオデルフィス・カバテンシス

と言い、樺戸地域で産出した暁のイルカと言う意味を持つものであります。専門的には、

さらに研究が進められておりますけども、古生物学だけでなく、生物地理学、形態進化

学など、イルカの進化に関わる重要なものであると聞いております。去る８月24日には、

マイルカ化石の研究に携わった北海道開拓記念館の添田学芸員に来町いただき、特別講

演会を開催したところでございます。現在、道の開拓記念館の特別な配慮をたまわり、

ゆめりあロビーに展示をしておりますことを申し添えさせていただきます。 

 次に、７月６日に行われました、第20回ピンネシリ登山マラソンについては、474名と

言う大勢の方に参加をいただいたとこであります。そのうち完走者は、参加者の97パー

セントにあたる458名ということでございました。なお、今年は20回記念という大きな節

目大会ということもあり、極めて多忙な中、橋本聖子名誉大会長にご臨席の上、参加者

への激励をいただくほか、ゲストランナーとして、日ハムのＢ・Ｂとフリーアナウンサ

ーの高橋麻美さんをお招きし、会場を盛り上げていただきました。また、母村の青年関

係者２名の方にも華を添え、参加をしていただいたところでございます。 

次に、８ページをお開き願います。 

スポーツ尐年団の活躍でございます。最初にホワイトベアーズでありますけども、７

月19日の高円宮賜杯全道大会、７月27日に行われたホクレン旗争奪野球大会、さらには、

８月９日、2014ファイターズジュニア王座決定戦と３つの全道大会に出場を果たし、ベ

スト４、準優勝と素晴らしい戦績を収めたところでございます。このことは、監督や指

導者の適切かつ熱心な指導の下に、尐年団員のたゆまぬ努力などが功を総じており、保

護者の温かい見守りや支援と、さらには、７月22日、恒例となっております商工会青年
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部主催によります野球教室におけるプロ選手からの指導を受けられる配慮が、効果とし

て着実に発揮されているものと考えているとこであります。改めて、商工会青年部の皆

さんと関係各位に感謝とお礼を申し上げるところでございます。 

次に、卓球尐年団についてであります。９月６日に開催されました北海道卓球選手権

大会カデットの部において、14歳以下の部シングルで、後木玲奈さんが見事優勝を果た

しました。11月１日から滋賀県において開催されます全国大会に出場をいたしますので、

先ほどの中体連での悔しさをバネにした活躍を期待しているところであります。 

次に、尚武会関係であります。剣道尐年団もご覧のとおり、いろんな大会で日頃の稽

古が実を結び、優秀な戦績を収めております。特に、８月３日開催されました、第63回

北海道尐年剣道錬成大会、通常赤胴大会と言っておりますけども、見事、団体優勝を成

し遂げ、来る９月14日から大阪で開催されます全国大会に出場をすることとなりました。

もう１つ、ここには掲載されておりませんけども、10月、長崎で開催される国民体育大

会という輝かしい舞台に、本町出身の後木顕人さんが、北海道代表選手として、出場い

たしますので、これまた、持てる力を発揮していただきたいというふうに思っていると

ころでございます。 

次に、９ページの最後に記載をしておりますスポーツ施設の整備の関係でございます。

今年、一般社団法人日本野球機構ですけども、1934年のプロ野球発足から今年が80周年

の年になるのを記念し、野球に親しむ子供たちを育む小学校などに、「壁当て遊び用の

壁」を寄贈する事業を行うことになりました。低年齢層児童を中心に、野球への関心や

楽しさを体験するきっかけを提供するのがこの事業の目的であります。事業名は、プロ

野球、そして、侍ジャパンが、子供たちのあこがれであってほしいという思いを込め、

「ＮＰＢ 未来の侍プロジェクト」という名前になってございます。また、壁の名前は

「ベース・ウォール」と言い、基本という意味もある「ベース」と壁を組み合わせた名

前となってございます。本年度、12球団のフランチャイズ地域に１基ずつ、計12基を寄

贈し、将来的には47都道府県に1基ずつの設置を目指しているとのことでございます。新

十津川小学校の１塁側のグラウンドに設置をすることとなってございます。現在基礎工

事をしており、９月中旪に完成をし、26日に贈呈式を行う予定になってございます。 

 次に10ページになりますけども、図書館関係についてであります。貸出冊数、人数と

もに、昨年同期と比較すると多尐の増減はありますけども、ほぼ同様の状況になってご

ざいます。なお、８月末現在の蔵書冊数は、一般書、児童書合わせて９万7,188冊となっ

てございます。行事関係につきましても、本に親しむ環境づくりと読書習慣を付けるべ

く読書活動を支援をしております。 

以上、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、教育行政報告を終わります。 

ここで午後１時まで休憩といたします。 

（午前11時45分） 

                                      

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後１時00分） 
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◎一般質問 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第６、一般質問を行います。 

先例に従い、通告順に進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

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、議長のお許しをいただきましたので、町長と教育長

に、それぞれ一般質問をさせていただきます。通告したのが教育委員会が先だったもの

ですから、町長を差し置いて、教育長の方からお聞きいたしますので、よろしくお願い

したいと思います。 

まず、全国学力・学習状況調査、属に言う学力テストということですけども、これに

ついて、ご質問させていただきたいと思います。 

従前も何回かお尋ねしたので、また、お前同じことを聞くのかというふうなことかな

というふうになったら困るので、尐し指向を変えてと言いますか、そんなことを考えて

おります。 

なぜ、もう一回、改めてここで質問させていただくかということなんですけども、沖

縄県という所が、実はこのテストで、ずっと最下位だったんですよね。それで、今年、

この学力テストの結果が最下位から脱出できたということで、県の教育長さんがテレビ

に出ました。あのお顔を見て、本当に喜んでいる姿が、そして反面、きちっと努力をし

た成果がこういう形で現れたということで、そういう姿が、私、読み取れました。非常

に感動的でした。やっぱり最下位とか、ビリとかというのは屈辱的な位置ではないかな

というふうに思いますけれども、そういったものから様々な工夫をして、抜け出したと

いうことがテレビで放映されておりました。 

そこで改めて、本町の教育長にも伺いたいんですけども、この学力テストですね。ど

ういう目的で、いつから始まったのかというようなことにつきまして、もう一度、簡卖

で結構ですから、順序立てて、説明をしていただきたいんです。それで、私くらいしか、

子ども学力について議会の場であまりやり取りが無いように記憶しているものですか

ら、もう一回、復習の意味でこの辺につきまして、最初の段階から尐し説明いただけな

いかなと思います。 

そして、この学力テストの最初の頃の結果を、北海道教育委員会は、どのように評価

をして、どのような形でそれを克服しようという取り組みを行ったのかということにつ

いても、教育長の口からお聞きしたいなと思います。 

当然、私たちのまちも、あの頃のテストの結果を見て、これで良しというふうにはな

っていないはずで、本町もこの成績改善への取り組みを行ったというふうに思ってます

けども、これにつきましても、うちの取組みがどのような取り組みを行って学力向上に

つなげようとしたのかという点について、まず、お聞きしたいと思います。 

それと同時に、文科省は、学校間の競争が過度になってはいけないというようなこと

から、学力テストの結果を都道府県のみは公表しますけども、それ以外は公表しないん

だということで進んでまいりました。ところが、大阪の知事なんかは、教育緊急危機宣

言かなんか、そのような名前を出して、冗談でないと、首長として、我が県が、我が府

がこういうふうな状況になるのに、というふうなコメントを出しました。静岡あたりも、
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ご存じだと思いますけども、成績下位の学校長名は公表するんだとか、なんとかという

ことで、首長さん方もその文部省の考え方に対して反旗と言いますか、そういった部分

で反発したんですね。そして、結果、文部省も折れまして、今度は公表することについ

て同意をしたと言ってますが、そういうふうになっているはずです。 

昨日のニュースかなんかでもあったと思うのですけども、北海道の教育委員会の方か

ら、公表するんだけど新十津川の教育委員会はいいでしょうか、どうでしょうかという

ような、お尋ねが多分、きているはずです。そういうふうなことに流れてきてます。 

私は、前から言ってるんですけども、学力というのは、資源も何もないこのまちにと

って、子供たちに親、大人が責任を持って伝えていく一つの大切なことだろうと思って

ます。それが低いということは絶対あってはならないのではないかなと、私は思い続け

てます。従いまして、こういう形で議会の場を通じて、教育委員会の取組みや、教育委

員会の考え方や、学校の行っている様子なんかにつきまして、住民の皆さんに明らかに

していただきたいんだという観点から質問をしているわけでございます。 

以上、そういうようなことにつきまして、ちょっと長い歴史的な話になってしまうの

で、教育長に申し訳ないんですが、かいつまんで分かり易く、その部分を、まず、ご答

弁いただきたいなと思います。 

併せまして、その道教委の対忚に対して、今後、教育委員会が開かれていないので、

お答えするのは難しいのかもしれませんけれども、その辺も含めて、どのように対忚し

ていきたいのか、この点について、まず、お答えいただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長 熊田義信君登壇〕 

○教育長（熊田義信君） それでは、３番議員さんからの全国学力・学習状況調査に係

るご質問にお答えをさせていただきたいというふうに思います。 

冒頭、沖縄だとか、いろんな話もありましたけども、質問の内容については沖縄がど

うの、こうのということではありませんでしたので、まず、粛々とお答えをさせていた

だきたいというふうに思います。 

まず、学力・学習状況調査は、いつから開始をし、その目的についてからお答えをし

たいというふうに思います。この調査については、文部科学省が実施主体で、平成19年

度から始めたものであります。小学６年生と中学３年生を対象に、今までに８回実施さ

れたところであります。 

この調査をするに当たっての目的でありますけども、前段、背景について尐しく説明

をさせていただきたいというふうに思います。文部科学省は、当時の背景として、大き

く３点認識をしておりました。 

一つ目として、学校教育の現状や課題を十分に把握する必要性。 

二つ目として、国際学力調査の結果にみる学力や学習意欲の低下傾向。 

三つ目として、義務教育の質を保証する仕組みの構築の要請などであります。 

これらのことを参酌して、学力・学習状況調査を実施する必要があるというふうに判

断をして行い始めたものでございます。 

この調査の目的は、２つありました。 
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１点目が、全国的な義務教育の機会均等とその水準の維持向上のため、児童生徒の学

力や学習状況を把握、分析することにより、教育の結果を検証し、その改善を図ること。 

２点目が、各教育委員会、学校などが、全国的な状況との関係において、自らの教育

結果を把握し、改善を図ること。というこの２点でありまして、学校における児童生徒

への教育指導の充実や、学習状況の改善等に役立てることを調査の狙いにしていたとこ

ろでありました。 

次に、北海道教育委員会の成績向上を図るために、どのような方策をしてきたのかと

いう質問について、お答えをしたいというふうに思います。 

北海道は、この調査が始まって以来、３番議員もご承知のとおり、全国の最下位ラン

クに低迷していることから、道教委は、平成26年度、本年度でありますけども、全国調

査までに、学力を全国平均以上にすることを目標に掲げ、授業改善と家庭学習を含めた

望ましい生活習慣の定着を図ることが、喫緊の課題と捉え、鋭意取組んできたところで

あります。 

具体的な対忚策を経年推移にて、何点か抽出して説明をいたします。 

平成19年度、これは学力・学習状況調査のスタートをした年でありますけども、道教

委からの５つの提言と言う保護者向けのパンフレットを配布しました。その内容は、こ

れまでに学習した内容が、しっかり身に付いているのか確かめをしませんか。など、５

項目について、保護者に子どもに必要な家庭学習の習慣の意識付けを図る観点のもので

ありました。いわゆる、ソフト的なものからスタートをしているということであります。 

平成21年度からは、北海道、まなび環境づくりプロジェクト事業を立ち上げ、学校、

家庭、地域が一体となった子どものまなびの環境づくりを整えるために、基礎的、基本

的な内容の確実な定着や学習習慣の確立など、子どもの学力向上に向けた取組の一層の

充実を図ることを目的に、チャレンジテストの作成やサポートチームを編成すると共に、

市町村や学校に出向き、助言、指導をする体制など４つのプロジェクトクト事業を立ち

上げ、学力向上に向けた取り組みを充実しながら、実践をしてきたところであります。 

平成23年度から平成25年度までの３か年間においては、今まで取り組んできた内容を、

さらに一層充実強化するものとして、北海道学力向上トリプルＵＰ事業を立ち上げ、本

町も指定を受けました小中学校ジョイントプロジェクトによる指導方法工夫改善などの

対策を講じてきたところであります。 

平成26年度から、本年度からは、全ての子どもに確かな学力が一層身に付くようにと、

北海道学力向上推進事業を立ち上げ、学力調査結果の活用や義務教育９年間を見通した

指導力改善、地域の学力向上支援などを柱にして、小中連携、一貫教育の充実を図れる

ように取り進めているところであります。 

 このように、経年変化を基に説明した道教委といたしましても、年々、学力向上に必

要な対策を増強しながら、全国平均以上にしていくための必要な対策を講じてきている

ということでございます。 

次に、本町での成績改善への取り組み内容はどうだったのかということについて、お

答えをさせていただきたいというふうに思います。 

平成21年に遡り説明をさせていただきたいというふうに思います。 

当時、本町は、ご承知のとおり、４校ありました小学校を１校に統合いたしました。
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町民の負託に忚え、子ども達が明るく、楽しく勉学に励むようにと、ふるさとを愛し、

夢と希望を持つ子どもを教育目標に置き、本町のあるべき学校像を目指しました。 

このことは、今も脈々と実践をしておりますけども、４つの地域の特色を生かした活

動と併せ、子ども達に知、徳、体のバランスのとれた健やかな成長であります。 

学力向上策については、３番議員のご指摘のとおり、最重要課題と捉え、これまでも、

直接的、間接的に、あらゆる手立てを講じてきているところであります。 

小学校高学年の理科専科教員の独自配置をし、専門性が高い理科教科の子どもの興味

関心を高めながら、学力向上を高めることと併せ、中１ギャップの解消などを図る対忚

をとってきていることは、ご認識のとおりかと思います。 

そして、特に、小中１校ずつになったことから、小中学校が緊密に連携し、義務教育

９年間を見通した確かな学力を向上させるべく、精力的に対策を講じてきたところであ

ります。 

とりわけ、子どもたちの学力向上や特色ある教育を推進するため、学校と家庭、地域

が課題を共有して、対策を立てていく組織を設けるために平成21年度から組織の設立準

備を計画的に行い、平成22年度に、新十津川町確かな学び推進会議を設立し、標準学力

テストや全国学力・学習状況調査の結果分析を行い、課題を確認し、その改善に向け対

忚してきたところでございます。 

今までに分かった、本町の子どもたちにおける大きな課題は、２点ありました。 

１点目が、基礎、基本を見つけるための授業に工夫をすること。基礎、基本の定着で

あります。 

２点目が、基本的な生活習慣が身に付いていないことでありました。テレビだとか、

ゲームする時間などのことが大きな課題として取り上げております。 

その改善のための実践事例を申し上げたいというふうに思います。 

１点目の基礎、基本の定着については、教職員自らの部分では、スキルアップのため

の研修機会の確保や、自主研修の実践をしておりますし、また、校内体制におきまして

も、校長を中心に教職員が一丸となって取り組んでおります。 

学校における取組状況を一部紹介をさせていただきたいというふうに思います。 

今回の質問でもあります学力学習状況調査結果は、当然活用をしておりますけども、

最高学年の６年生と、中学３年生だけの結果ですので、このことだけではなく、毎年、

町独自の予算で実施している標準学力テスト結果をも活用をしているところであります。

この標準学力テストは、小学２年生から中学３年生まで実施をしておりますので、経年

で進度具合が比較できますし、どこに課題があるのかを全国との状況を確認し、教職員

が課題を共有し、共通理解のもとに子どもたちが課題に対し、着実に克服できるように、

具体的なそれぞれの学年に忚じた指導方法にて、適確に実践を積んできているところで

あります。 

さらに、道教委の小中モデル校の指定事業を活用し、小中連携を深めるために中学校

の教職員が小学校に出向く、巡回指導教員の配置のほか、チームティーチング指導、習

熟度別指導、尐人数指導の実施など、子ども達に学び直しや判り易く教える体制を確保

し、基礎、基本が身に付くように授業改善の実施をしているところであります。 

町独自の政策として、先ほども話しました、小学校の理科専科教員と、中学校の免許



 - 24 - 

外解消教員の配置、そして、学習支援サポーターの配置というものが今年から行ってお

りまして、授業の中でつまずきを解消し、基礎基本の定着を図っているところでありま

す。加えて、道費によります退職教員の活用も積極的に取り入れているところでもあり

ます。人的増員を多く取り入れているということでございます。 

そして、行政報告でも説明をいたしております、長期休業中を活用し、補充的な学習

サポート、やまびこを実施するなど、子どもたちの学力向上を着実に進めているところ

であります。 

 ２点目の課題、生活習慣や家庭学習の改善についてであります。子ども達が毎日目に

するフラットファイルや下敷きに、それぞれの自分の学年の数に付き10を乗じた分卖位

の時間以上、家庭学習を続けることが必要なことであるなどを記載したものを、小中学

生に配布をしております。同時に、テレビやゲームをする時間を尐なくするなどの子ど

も自身の気付きと、保護者の協力による家庭学習の取り組みや、早寝、早起き、朝ご飯

の習慣化を図っているところであります。 

そして、６学年に限定ではありますけども、通学合宿に自主的な参加を促しつつ、生

活改善のきっかけづくりにも資しているということであります。 

このことが主だった、まちの取組みであります。それぞれ地域の方々にも、朝のあい

さつ運動、さらには、先ほど話しました長期休業中のはなまる先生だとか、地域の方々、

さらには、いろんな近くにいる国学院大学生にも積極的に協力支援をしていただきなが

ら、本町の子どもたちのためにということで、精力的に対忚していることを申し上げ、

答弁とさせていただきたいというふうに思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 漏れている部分の答弁、お願いいたします。 

 教育長。 

○教育長（熊田義信君） 失礼しました。成績発表のことですね。学力学習状況調査の。 

 行政報告で、先ほど議会議員の皆さんには報告をさせていただきました。今、一般質

問の中でも、ということでありますので、改めてお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

今回の学力・学習状況調査、新聞では８月26日に大きく報道され、全道は最下位から

若干いろんな対忚をして、尐し改善をされておりますけども、さらに、低位置は改善が

なかなかできていないという状況でありました。 

本町の学力・学習状況調査の結果、国語、数学のＡ、Ｂあります。そこを４つで平均

をいたしますと、小学校、中学校ともに全国平均以上になっていることをお答えをさせ

ていただきたいというふうに思います。このことについては今ほど説明をいたしました、

あらゆる取り組み、地域の支援、そして教育関係機関が総力を上げて対忚をしている成

果であるというふうに考えているところであります。 

以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

再質問はありますか。 

 発言を許します。３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 私も理解しましたし、同僚議員の方々にも理解を得られたとい

うふうに思います。これまでの基礎、基本を定着させるように、予算等にも配慮されて
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おりましたけれども、人的支援の強化をしながら、子どもたちの学力向上に努めてきた

という教育長のお答えでした。 

 もう一方、生活改善につきましても、今、お答えにあったとおりだと思います。 

 そこで、今、結果という形で教育長の方からお話ありましたけれども、私個人として

は、それに満足することなく、欲の深い話かもしれませんけれども、是非、上位にある

秋田県レベルまで、うちの子どもたちの学力の向上について、一層の努力をお願いした

いなというふうに思っています。 

基本的に、昨年でしたかね、教育長のお答えの中で、Ａ問題は良いんだけども、Ｂ問

題の方については若干、というふうなお答があったと。今のお答えだとＢ問題について

も、忚用力といいますか、そういったものもきちっととらえた形で回答するという部分

についても、向上しているという話を聞きました。 

 全国の平均を上回ったということで、それはそれで立派なことで良いのかなと思いま

すけども、一層、その部分について努力をいただくべく、今、この学力テストに関して、

うちの子どもたち、小中学生に関して、どのようなことを課題視したらいいかというこ

とにつきまして、教育長のお考えをお聞きすると同時に、次年度から、それをどうやっ

て改善していこうとするのか、そのお考えがあったらこの場でお聞かせいただければあ

りがたいなと思います。以上です。 

○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） 答弁をさせていただきたいと思います。 

最初に、先ほどの公表のことについて尐し説明が漏れていたというふうに思っており

ますので、公表について、まず、答弁をさせていただきたいというふうに思います。 

学力・学習状況調査の公表については、今年から教育委員会の判断によって公表する

ことができるということになってございます。先ほど質問あにありました、静岡につい

ては、首長が勝手に判断することは文科省が違法行為ということになってございます。

来年からは話がちょっと変わるかもしれませんけども、首長と一緒になった教育総合会

議というふうな形を設けて、いろいろ議論をすることになっておりますけれども、今年

度については、教育委員会が判断をして、公表のあり方については決めれる状況になっ

ておりますので、そのことを最初に説明をさせていただきたいと思います。 

今年、文部科学省の実施要領の中で、配慮事項というものが増えております。個々の

学校名を明らかにした公表を行うことが可能ということになってございますけども、本

町は、それぞれ小中学校１校ずつというようなこともあり、過度な競争だとか序列化に

つながる懸念がある。いわゆる、これは、新十津川とよそのまちとの比較ということで

ありますから、そういうことは懸念がありますので、道教委の考えている序列化、公表

については、しないということを、すでに教育委員会の方で議決決定をしているところ

であります。これは、今年はしないということで決定をしてございます。 

ただし、対外的にはしませんけれども、対内的と言いますか、町内的、いわゆる、こ

のように議会だとか、学校だよりから、保護者だとか地域に対しては、今年の子どもた

ちの状況については、このような状況になっているということは、しっかりと公表し、

また、一部今ほども質問にありました、家庭学習の問題だとかテレビの問題、いろんな
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ことはまだ改善事項として、今後、残っているものがありますので、そういった取り組

みをしてもらわなければならないというものは、しっかりと継続を家庭における取り組

みを、子どもたちにしっかり対忚してもらいたいというふうに考えているところであり

ます。 

今ほどの質問でありますけども、学力というものは、すぐ学力が上がるというのはな

かなか難しいことのであります。冒頭の質問で、沖縄県が非常に上がったということは、

非常に素晴らしいことだというふうに思いますけども、極端に上がるということは、ち

ょっと懸念する部分で、学力・学習状況調査だけに特化した授業だとか、そういうこと

になっていないかどうかということが、尐しく心配する面は無いわけではないんですね。 

これが、学力・学習状況調査の結果と併せて、総合力というんですか、通常の学年に

必要な学力がそれぞれ身に付けられているかどうかということが、極めて大事であると

いうふうに、私は考えております。 

ですから、学力学習状況調査は、年に１回の定点の調査でありますから、その調査は

大事にします。当然、学力が確認できるわけでありますけれども、そればかりではなく、

先ほども答弁をさせていただきました標準学力テストについては、２年生から毎年調査

をしていて、その経年変化がそれぞれ確認をでき、そのことの課題に対して、先ほども

説明したとおり、即座に学年卖位、学校卖位で対忚でき、そして学力・学習状況調査と

勘案しながら、総合的に子供たちの学校内での授業改善に取り組んでいるということで

ございます。 

今後についても、今まで、町独自で対忚した政策的な取り組み、そういったものを永

年的に継続し、子どもたちがいろんな手当を受けて、守られている、授業がしやすい、

そういう体制を整えていくことが、子どもたちにとって非常に有効的な時間の中で改善

できるということが、それぞれ確認ができている状況になっておりますから、人的な配

置というものを継続して、しっかりと対忚することが、この学力向上に速攻的にあるん

だなというふうなことを考えておりますので、今まで行っている対策を、今後も引き続

き強化しながら、そして、小中学校１校ずつですので、そういった９年間の義務教育期

間を小中学校の先生がお互いに共有し、９年間のうちの小学校の部分は６年間ですし、

中学校の部分は３年間を受け持つんだと。新十津川の教員が総力を挙げて子供たちのた

めに知、徳、体のバランス、その中の学力の部分は学力、そして知、徳、体も合わせて、

しっかり子供たちに健やかな体になるように、健全育成をしていきたいというふうに考

えているところであります。 

こういったことを継続していくと、かならずや、道内のトップレベルになるような学

力になるというふうに今年も執行方針に書かさせていただいたところでありますので、

そのように進めさせていただきたいということを申し上げ、お答え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） はい、よろしいですか。 

再々質問はございますか。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、それでは２番目の質問に入ってください。 

〔３番 青田良一君登壇〕 

○３番（青田良一君） それでは、町長に質問をさせていただきたいと思います。 
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「兎追ひし彼の山 小鮒釣りし彼の川」故郷の歌ですけども、歌が上手であれば歌って

聞かせてあげたいくらいですけども、この歌は誰でもが知っているということで、今で

も歌い継がれているという部分ですね。なぜかと言いますと、自分なりには故郷という

語彙と言いますか、言葉がメロディーや歌詞やなんかについても、当然良いから歌いつ

がれてきているんだろうと思うんですけども、非常に故郷をどういうふうにそれぞれ個

人の中に育てていくかということは、大事な仕事になってくるんだろうというふうに、

私は理解をしております。 

そこで、今、ちょっと歌の一節をご紹介したのは、歌というもので故郷、意識とか、

自分の故郷を伝えていくという一つの方法もあるんだろうと思います。そこで、ここに

は書きませんでしたけども、新十津川にも100年の記念の時に、記念を機に作った良い歌

があるんですけども、あまり歌い継がれていないような気がしてならないわけです。こ

ういったものも、是非、工夫をして、何とか歌いつないでいって欲しいなというふうに

私は思うんです。 

どんな歌でしたっけね、夢は緑をでしたっけ。ちょっと題名忘れましたけども。ピン

ネシリの雄大な様子だとか、それから、十津川村との関わりだとかということが詩の中

に盛り込まれてあったはずでございます。もう一つは、民謡調と言いますか、そういっ

た曲で、新十津川は米のまち、新十津川はうたのまちというような、一節があったよう

に記憶してます。 

今はうたのまちなんだろうかというふうなことを考えた時に、この歌を歌い続けるこ

とによって、この開基100年当時の新十津川というのは、歌が盛んだったんだなというふ

うな、一つの文化が検証していけるようなものとして捉えていってはいかがかなという

ふうに思います。 

今回質問したいことは、それと同じようなことなんですけども、菊水公園と中央公園

というのがありますけども、私は、これを一つの公園名にして、ここに書きましたけど

も、開拓だとか歴史だとか、史跡だとかという、こういう冠をかぶして、住民、あるい

は、観光客等にアピールできるような公園名にしてはいかがかなというふうに思いまし

た。 

そのことについて、町長のお考え方を聞きたいなというふうに思います。 

と同時に、あそこの公園には、楡の木があるんですけども、北海道の自然遺産という

んですかね。看板が立って表現されてますけども、北海道の大事な遺産であると同時に、

新十津川の大事な遺産でもあるわけですね。ここに何人か新十津川小学校の卒業生がお

られると思いますけども、新十津川小学校の中央公園にあった頃の新十津川小学校の校

歌というのは、「楡の大樹のうっそうと、古きを忍ぶ菊水に」というような歌詞だった

と思います。その校歌にも楡が歌われていたんですけども、それはやっぱり昔の面影を

感じるような、歴史を感じるようなものとして校歌の中に入れたのではないかなと、私

は推測するんですけども。そういうものを次の世代にも残していく、伝えていくという

方法を考えていただきたいなと。 

そこで、今のままじゃなくて、もう一つレベルを上げまして、そういう大事なものに

つきましては、樹木医などがいらっしゃるはずなので、そういうところと連携を取りな

がら、より長く後生に伝えていけるようなものにしていただきたいなという願いでござ
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います。 

併せまして、ちょうど釣部先生の裏の方にも、中央公園になりますけども、あそこに

も古木、老木が結構ございます。それと、農業高校の所の柳も、是非、見ていただきた

いんですけども。あれも道内でも誇れるような木になるんだろう私はと思います。非常

に立派な柳の木が生えておりますけど、何の表示もされないまま、あそこに立っていま

す。ああいうものを、まちで掘り起こして、推定の樹齢でも計算をして、看板でも立て

て、まち行く人から目につくようにしてあげて、一つのまちの誇りというふうなことで、

後生に伝えて生き続けるような取り組みは、いかがなものかなというふうなことを思っ

ているところでございます。 

併せまして、もう一つ提案したいのは、井上正治さんという方が、新十津川にまつわ

る開村の絵本を書いているんですね。昨日、菊水公園に行って見てきたんですけども、

井上さんの絵本の中に、ちょうと菊水公園のお祭りの表現をしたような場面が、確かあ

ったはずなんです。私は、ああいうものを著作権をお断りして、アクリル板かなんかに

絵をかいて、昔の菊水の開拓の風景というようなことで、子どもにもわかるような表示

をするようなものを工夫していただいて、後生に伝えていっていただけないかなという

ふうに思います。決して、大人だけを対象とするんじゃなくて、教育長もおっしゃって

いるように、文化的な要素、歴史感みたいなものを、子どものうちから、是非、あらゆ

る機会の中で、つながっていくような取り組みをお願いをしたいなというふうに考えて

いるところでございます。 

 提言めいた話をさせていただいて恐縮でございますけども、もう一度私の言ったよう

な場所を、町長と言わずに、関係者等に見ていただいて、まちとして残せるようなもん

だなというご判断がございましたら、いかなる方法でも結構ですから、やはり、長く後

生に引き継いで、故郷というものを、ああいう木があったんだとか、こういう川があっ

たんだとかというふうなことを、印象づけるような工夫を今後していっていただきたい

なというふうに思います。 

 以上、町長に対しての質問をさせていただきました。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今、３番議員さんからのご質問がございました。質問の趣

旨に入ってないこともちょっとあったものですから、ちょっとあれなんですけれども、

故郷に対する想い、これは、全く同感でございまして、今年も先ほど行政報告でも申し

上げておりますように、６月の20日に開町記念式を行っております。これもやはり故郷

に対する想いといったものを、やはり後世に伝えるという意味で、毎年、開町記念式を

行っているということでございますから、そういった面ではいろいろとご意見が過去に

あったようなことも聞かされておりますけれども、それはそれといたしまして、そうい

った中で、毎年、開町記念式をそういったことで継続的に実施をさせていただいている

というこでございます。 

 歌の話も出ておりましたので、ちょっと前段にお話しますけども、開基100年で作られ

た歌は「夢は緑よ」でございまして、先ほど、教育長の行政報告でもございました自衛
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隊の方で、今年の音楽祭でもって演奏もしていただきましたし、そういった面で、それ

と同時に、今年の老人クラブの盆踊りの中でも、音楽をかけて踊っていただいていると

いうふうなこともございます。ただ、本当に、全町的に広くそれが浸透しているかとい

うことになりますと、なかなかその辺については疑問なところもございますけども、そ

れはそれといたしまして、やはり100年に作られた歌。それからまた、その前に作られて

おりますしんとつかわ音頭という、音頭でございまして、こういったようなものも作ら

れておりますけども、ただ、最近、しんとつかわ音頭もあまり歌われてきてはおりませ

んけれども、そういった歌があるのは事実でございますから、何らかの機会で、また、

そういったこともお話をさせていただきながら、町民の皆さん方が何らかの機会に口ず

さんでもらえるようなことになればいいのかなというふうに、実は思っているところで

もございます。 

 そこで、今ほど故郷を後世に伝承する方策の一つといたしまして、まず、公園の統合

化というふうな話でございました。菊水公園につきましては、ご承知のとおり、明治23

年６月に滝川の屯田兵から新十津川町の菊水に石狩川を渡って、新十津川町の菊水の地

に第一歩を踏み入れたと、開拓発祥の地でもございます。園内には、大正４年建立の開

拓記念碑、忠魂碑等があり、開町記念式典が、今ほど申し上げましたように開催をされ

ているということで、言うなれば、歴史的な公園であるというふうに理解をしておりま

して、今、ここで新たにそれを、歴史、あるいは史跡というふうなことで使うのも、ど

うなのかなというふうな、実は思いをいたしております。 

併せまして、中央公園につきましては、旧新十津川小学校の跡地利用のために、都市

計画法に基づく近隣公園といたしまして、昭和57年から７年の歳月をかけまして、補助

事業によって整備をいたしたものでございます。ソフトボールやゲートボールを楽しめ

る公園として、菊水区民はもとより、広く町民にも利用されてきましたし、古くは、役

場、文武館など、本町の歴史上、重要な拠点となった地でもあります。将来に亘って、

町がしっかりと管理しなければならないという意味では、今ほどご質問があったとおり

でございまして、３番議員さんと全く意を異にするものではございません。 

 そこで、双方の公園が、それぞれの特色を持って、歴史を伝承し、町民の憩いの場と

なってございますので、公園施設長寿命計画に即しまして、適正な管理の下で取り組ん

で参りたいというふうに思っております。 

従って、冒頭申し上げましたように、公園の統合及び名称の変更については考えてご

ざいませんので、ご理解のほどをお願い申し上げたいというふうに思っておりますし、

併せまして、ご利用される方々の、それぞれが想いを持ってご利用していただければと

いうふうに思っております。 

 次に、開拓時代前からの巨木の件でございますけれども、菊水公園にある巨木に限定

されたご質問かなというふうに思っていたんですけども、もっと広い範囲のようでござ

いますので、それはそれといたしまして、実は、北海道から新十津川町開拓記念保護樹

木として認定されておりますハルニレでございます。３本ございまして、これは、今、

菊水公園の中でもって、今日まで元気に育ってきているということでございまして、樹

齢が200年以上でございます。その他にも、町民から寄贈されたオンコですとか、ヒバで

すとか、また、望郷会の記念事業として、紅葉、桜、ツツジなどが菊水公園に植栽をさ
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れております。ですから、こういったことも含めまして、先ほどご質問のありましたよ

うに、農業高校の柳ですとか、そういったものも、もう一度、検証してみる必要がある

のかなというふうに思っております。そういった中で、しっかりと今後、その辺の看板

等も併せて考えていきたいなというふうに考えおります。 

その中で、菊水公園の中で、先ほど、井上先生のふるさとの絵本の話をされておりま

した。これは、著作権は町にあるようでございまして、ですから、あそこに野長瀬先生

の詩があったり、それから土岐先生の詩があったりということでございまして、そうい

った面で歴史的な先生方の詩もあるわけでございますから、それは先ほど申し上げまし

たように、そこを訪れた方々が、その想いをもって、そうして利用していただければな

というふうに、実は思っているとこでもございます。 

次に、樹木の管理でございますけども、今現在、定期的な剪定なども行っておりまし

て、適正な管理に努めております。これは、しっかりと後世に残していかなければなら

ないハルニレを始めといたしまして、その他の樹木も、しっかりと今後とも管理してい

かなければならない、そのためには、先ほど樹木医の委嘱というふうなお話もございま

したですけども、随時、北海道にも林業試験場がございますので、林業試験場のそうい

った技術者の方、あるいは本町にも指導林家の方がおられますので、指導林家の方々の

お力をお借りしながら、今後ともしっかりと保護、管理に努めてまいりたいというふう

に考えておりますので、よろしくお願い申し上げまして二つ目の質問の答弁とさせてい

ただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） ３番議員さん、よろしいですか。 

再質問。 

○３番（青田良一君） 町長には今、十分管理されているのは知ってる上でお聞きした

んですけども、土曜日に駅の方を歩いていると、汽車から何人か降りてくるんですよね、

本当に、うちに来てくれるのかなと思って尋ねると、うちに来る人もいるし、ここを素

通りして滝川の方に行く人も何人かおられるんですよ。 

その中で、何をどういうふうに紹介していくのがいいのかと、例えば、滝川に行きた

いという人が、バスの時間があるときに、回った時に、あそこに開拓の記念公園、例え

ばですが、ありますからというふうなネーミングで紹介すると、よその人たちは、菊水

公園とか、中央公園だとかという名称よりも、ずうっとインパクトがあるんでないかと

思うんです。なおかつ、あそこには開拓記念館があり、今、町長がおっしゃったように、

まちの文化人の碑とか、そういったものが建立されていて、歴史の一端を十分に感じ取

れるというふうなことになろうかなと、私は思って、あえてこういう発言をしました。

条例上の問題とか、補助上の問題とかいろいろあるんでしょうから、これ以上言いませ

んけども、あそこはそういう意味で、後生にいろんなものを伝えるのに適した場所だと

いうことだけは、共通の認識ができたようでございますから、何とか観光資源みたいな

ものとして、あそこを活用するような方法を、お考えになっていただきたいなという思

いから、このようなことを申し上げました。 

 井上さんの絵本なんかについても、当時の開拓の様子みたいなものが本から想像でき

て、子ども向けには、大変、私はよろしいかなと思って、訪れてきた人にそういう説明

をできる親の姿なんかを想像すると、非常に微笑ましくて良いのかなというふうに、私
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は思いました。 

 そんなことをこれからの町政の中で、もう一度検証していただきながら、できるもの

は取り組んでいただくように、お願い申し上げまして、改めてご答弁は今いただきまし

たから結構でございますけども、想いだけお伝えして、よろしくお願いしたいなと思い

ます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 町長、再度、答弁いただけますか。 

 今の想いに答える意味で。いいですか。 

 それでは以上で、青田良一君の一般質問を終わります。 

 ここで、２時まで休憩いたします。 

（午後１時50分） 

                                      

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後２時00分） 

○議長（長谷川秀樹君） 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

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） 議長の指示をいただきましたので、通告に基づきまして、町長

に一般質問をいたします。 

通告文が大変長くなってしましました。中には、提案めいたことも書かせていただき

まして、ちょっと失礼かと思ったのですが、できるだけ詳しく書いた方が分かり易いの

ではないかと思いまして、このような形になりましたので、ご理解ください。それでは

よろしくお願いいたします。 

安心して住み続けられるまちづくりの重要な施策の一つとして、冬の暮らしの不安を

軽減、解消するために、除雪施策の充実にどう取り組まれているのかという点を質問い

たします。 

まず、除雪の負担を軽減、解消する方策についてでございます。 

１、除雪で困っている事として、除雪車が玄関前に置いていく重い雪を片付けられな

い。２、道路の片側にばかり雪を寄せて行く。３、敷地内や近くに雪を捨てる場所がな

い。４、屋根の雪下ろしが負担になってきた。この４点が多いようです。 

町は、この現状を把握していらっしゃるのでしょうか。これらを解消する方策を検討

したことがあるのかを伺います。 

具体的に１点目の玄関間口への置き雪に関しましては、除雪車のプラウの角度、プラ

ウと言いますのでは、除雪車の前についている羽根でございますが、その角度の調整や

走行スピードの調整で、雪を置いていかない除雪作業をしている自治体が実際あること。

２点目の雪の片側寄せについては、やはり除雪車のプラウの角度の調整や、走行ルート

を２通り、逆ルートを確保すれば、計画的な除雪が可能であること。３点目の解消法と

して、融雪槽設置への助成と、公園や町有地を雪捨て場として利用すること。４点目の、

屋根の雪降ろしについては、現在町が行っている高齢者サービスを拡充させ、屋根の雪

下ろしも対象にすること。以上４点、それぞれに対し町長はどのようにお考えかをお伺

いしたいと思います。 
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○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） それでは、２番議員さんからご質問のありました、安心して住

み続けられるまちづくりへ、冬の暮らしの不安を解消するための除雪の施策の充実をど

う取り組むのかというふうなことでございまして、まず最初に、除雪の方の実態をご説

明をさせていただき、それからお答えをさせていただきたいというふうに思っておりま

す。 

本町の除雪体制について、ご説明を申し上げます。 

昨年度は、除雪専用車やロータリー除雪車などの町有機械15台と受注業者の借上げ機

械８台の合計23台で、除雪延長は187キロでございます。除雪作業に当たっております。 

作業基準につきましては、深夜に道路パトロールを行い、午前２時時点で概ね10セン

チメートル以上の降雪がある場合又は風雪により道路に吹き溜まりができ、交通に支障

がある場合に出動し、通勤、通学に間に合う午前８時には、すべての路線の作業が終了

できるように効率性を考慮して除雪作業に当たっております。 

そこで、今ほどご質問のありました、除雪車が玄関前に置いていく置き雪の問題から

はじまりまして、道路に片側ばかり雪を寄せていかれるというふうなことでございまし

て、前段にこの２つのご質問に対し、回答を申し上げ、そして後ほどまた、後段の方に

説明をさせていただきたいというふうに思っております。 

まず、除雪車のプラウやスピードを調整して、玄関間口の置き雪を尐なくする方法が

あるのかということでございますけども、本町においても、可能な限りプラウの角度を

調整し、なるべく玄関間口に雪が入らないように受注業者に指示をし、除雪作業に当た

っていただいております。また、間口部分で減速し除雪することは、時間を要すること

となりますし、先ほど申し上げましたように、午前８時までの通勤、通学に間に合わせ

るという時間の一定の制約もあります。ですから、交通確保に支障をきたす恐れもある

とともに、経費、やはり稼働時間が長くなれば、それに伴って燃料費も当然増高すると

いうふうなことでございますし、人件費の問題等もございます。そういったことで増高

にもつながります。現状の除雪体制では、玄関間口に雪が入らないような除雪の方法は、

とても困難であるというふうに思っております。したがって、玄関間口に入った置き雪

の処理は、今までどおり、地先の皆様方にご協力をお願いをしていただければというふ

うに思っております。 

先ほど、事例のお話がございました。担当課の方で調べていただきましたですけども、

やはり、ショベルのプラウを汎用プラウと言いまして、従来まで、こういうふうなプラ

ウを逆に中にＶ字型になるプラウ、そういう汎用プラウなのですけれども、Ｖ字型にし

まして雪を抱え込んで、住宅が張り付いていないところに雪を捨てるというふうにやっ

ていらっしゃるところもあるようでございます。ただ、それについても、いろいろと弊

害がございまして、道路がやはり直線的に確保できないですとか、いろんな面での課題

もあるようでございまして、必ずしもそれが、すべて玄関の間口に雪が入らないという

ことにはなかなかならないということにもつながっているようでございます。ただ、そ

ういったような方法も取り入れているというところも、事実としてあるようでございま
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すから、それはそれとして受け止めると同時に、ただ、状況も課題も多く残っていると

いうことでございます。 

次に、除雪の順路の決め方でございますけども、作業効率が最も高くなるよう工夫し

ておりまして、片寄せによる玄関間口の置き雪量の不公平感を解消するため、過去にお

いて逆回りで実施したこともございます。その時は、不満の声が反対側の住民の皆さん

方から起こりまして、元に戻したという経緯もございます。ですから、冬はやはり、皆

さん雪はいらないのは当然だと思うんですけれども、ただ、北海道に住んでいる以上は

宿命でございますので、なかなかそういった面で、うまくお互いに向かい合って住んで

いる方が、共によくなるような方法というのは、なかなか厳しいのかなというふうに、

実は思っております。夏に近い状況を確保するということは、本町において、本町も豪

雪地帯の指定を受けてございますので、夏に近いような状態を確保するということは、

極めて至難なことでないのかなというふうに、実は思っております。そのようなことで、

逆回りのことも過去に実際は行った経緯はあるわけでございますけれども、逆に、今ほ

ど申し上げたように、反対側の方から苦情もあったということでございまして、また、

元に戻した経緯があるわけでございますから、その辺のこともご理解願えればというふ

うに思っております。 

次に、敷地内や近くに雪を捨てる場所がないということでございますけれども、これ

は、全員の方に共通することにはなかなかならないかと思いますけども、公園敷地や遊

休町有地などへの雪を捨てることについては、町はなんらそれを規制しているものでも

ございません。これは今ほど申し上げましたように、限られた方々に限定されるのかも

しれませんけれども、ご利用していただく分については何ら問題はないというふうに考

えております。ただ、公園等につきましては、遊具や樹木がございますので、こういっ

たものに対して影響を与えないような方策でもって雪を捨てていただければというふう

に思っております。ただ、終わった後、融雪後の雪に交じってゴミだとか、そういった

ものが当然発生するわけでございますから、そういった人たちは、ご利用された方につ

きましては、事後の処理も併せて行っていただければ、環境整備といった面で、非常に

良いことにもなるわけでございますから、そういったことにお努めになっていただけれ

ばというふうに、実は思うところでもございます。 

続きまして、融雪槽の設置と高齢者等の除雪の関係でございますけれども、まず、高

齢者の除雪の関係についての概要を申し上げさせていただきたいと思います。 

 現在、高齢者を対象として実施している施策としては、新十津川町除雪サービス事業

がございます。この事業は、70歳以上の方のみで構成されている高齢者世帯又は身体に

障害をお持ちである方でございまして、除雪が困難である世帯を対象とし、玄関から公

道までの、人が通るのに支障を来たさない幅の間口除雪を実施しているものでございま

して、冬期間の避難路を確保するための福祉的な施策であります。平成25年度は、40人

の方がご利用されておりまして、間口除雪を延べ1,565回、ベランダの除雪を４回実施し

てございます。 

そこで、除雪サービス事業の拡充についてということでございまして、今現在、いろ

いろと住民の皆さん方からも冬の除雪に対する、雪対策についてのご要望もあるわけで

ございますけれども、それらにつきましては、今、関係課と協議をしておりまして、除
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雪全般について総合的に対策を講じなければ、部分、部分にやってもなかなか成果が上

がらないというふうなことにもなりかねませんので、全庁的に関係課と集まって協議い

たしまして、尐しでも冬の生活が快適になるような方策を今、検討しているところでも

ございますので、ご理解を願えればなというふうに思っております。 

 また、そういった中で、今、融雪槽の問題もお話がございましたですけれども、ただ、

これまでも、過去に町も融雪槽の設置について助成制度を設けて実施した経緯があるわ

けでございますけども、今、地下水が出ないというふうな地域が随分、発生をしてきて

いるということでもございます。ですから、今まで地下水が潤沢に汲み上がっていたと

ころが、全く今度は、例えば、隣りが融雪槽を設置したことによって、今まで使ってい

た水が出なくなるといったような弊害も出てきているようでございますので、環境とい

った面を考慮しながら、こういったものも総合的にひとつ検討しながら、判断をしてま

いりたいなというふうに思っております。先ほどからくどいようでございますけども、

冬の生活がより快適になるように、総合的に検討した中で、冬の除雪の対策、雪対策に

ついて、検討してまいりたいというふうに思っているところでございます。 

 以上で、２番議員さんのご質問にお答えとさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） ２番議員さん、よろしいでしょうか。 

再質問。 

 はい、それでは、発言を許します。 

○２番（西内陽美君） 質問の項目がたくさんありましたので、また、再質問も細かく

なりますけれども、まず、置き雪に関してですが、本町でも可能な限りは玄関間口に入

らないような除雪を指示しているということでございますが、それは、実際、除雪のあ

とに役場の行政側で確認をきちっとされているのかどうかということが、まず、１点お

聞きしたいと思います。 

 それと、片寄せなんですが、逆ルートを走った場合に不満が出たということでござい

ますが、そうしましたら、それで元に戻したということは、今、片側ばかり寄せられて、

常に困っているんだというお宅は、また、ずっと同じような状態が続いたということに

考えられるのではないかと思うのですが、どうしてこれが、１年ごととかではなくて、

もっと短いスパンで、一冬のシーズンの間に逆ルート何回かということができないのか

ということが、私にはちょと分からないところですね。逆ルート、いろんな出口、入り

口をつくるだけではなくて、逆から入っていくということができないというのが、ちょ

っと私は、分からないところであります。 

それと、私が提案しました時に、玄関間口に置き雪をしない自治体、いくつか道内で

もあります。その中には、道路に降った雪を玄関や車庫、出入り口以外の道路わきに一

時溜めています。溜めた雪は排雪作業で除去しますので、使用しない間口、塀や花壇付

近に雪を排雪作業まで置かせてくださいという所もおありますし、また、幹線道路、大

きい道路の間口は行政側でしますが、生活道路に面したような住宅の雪、新雪、新しい

雪の時は置いていきます。ですが、硬い雪や重たい雪の時には置かないようにします。

あるいは、高齢者のお宅は、新しい降りたての雪も置かないようにしているという自治

体もあります。中には、お年寄りに除雪をさせないまちづくりというのを提唱している

自治体もありますので、なぜ、本町は頭から取り組めないとおっしゃるのか、全く理解
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できないところでございます。 

除雪費がかかりますということなんですが、本町では車道187キロで、１億２千万、一

シーズン除排雪費用が１億２千万としましても、一人当たり１万７千円の負担になりま

すが、玄関間口をしませんというような自治体でも、安い所では5,700円、あるいは、１

世帯当たり１万６千円という自治体も実際ありますので、是非、そういった所を先進的

な事例を研究してみるですとか、ちょっと、例に出して、検討してみるというようなこ

ともしていただきたいなというふうに思っています。 

それで、また玄関間口の雪ですが、玄関間口の雪はお宅で責任を持っていやってくだ

さいというふうに置いていく自治体ももちろんあります。そっちの方が多いのですけれ

ども、そういったお宅の多いところは、高齢者対策としては、ボランティア活動の推進

を図るとして、町が買った小型の除雪機を町内区、自治会に貸し出しをして、助けたり

ですとか、排雪用のトラックを貸し出ししますですとか、町内会と業者でする生活道路

の排雪費用の一部を助成します。あるいは、町内会で、その高齢者のお宅の世帯の間口

除雪をする場合に、町内会、うちの町ですと行政区と考えられると思いますが、その行

政区の活動交付金事業、福祉活動助成金として扱っている自治体もあります。 

除雪車が置いていく重たくて硬い雪というのを、敷地の奥ですとか車道脇の施設帯に

高く積み上げるといことができないと。やむを得ず、また、間口に寄せてしまうと。そ

うしますと、お隣から除雪車が通ったら、今度はうちの方に余計に雪が入ってくるとい

うふうに苦情を言われるという。冬になるとご近所関係がギクシャクするんだという切

実な声も聴かれるんですね。 

高齢化が進む本町での、やはり、この間口の雪の問題は、まず、頼りにしたい地域の

コミュニケーションづくりの足かせになっていると思うんです。健康で若い方はどんど

んできるんですが、そうではない方、ですから、本町でも間口どうしても雪がきれいに

排除できませんという場合には、そういったご高齢者ですとか、体の不自由な方、ある

いは、ご夫婦揃っていても、たまたま、ご主人が病気で入院されていていらっしゃらな

いお宅ですとか、そういった方々の生活を、しっかりと支える仕組みというのが、他の

自治体では作ってあるんですね。是非その辺も、本町では取り組んでいただきたいこと

の一つにはなってくると思います。 

また、融雪槽なんですが、依然も、融雪槽の設置は助成がありました。今、定住促進

施策が功を奏しまして、転入される世帯が増えつつあります。平成９年から14年度まで

の融雪槽設置助成事業でしたから、約10年経過しました。新しく住宅をこれから建てる

方へ、敷地内の雪は自分で処理してくださいということで、融雪槽設置を義務付けると

いうのは難しいかもしれませんけれども、設置費用の一部を助成することで、さらに、

ＰＲ効果が期待できまして、本町の定住促進人口減対策に一層の弾みがつくのではない

かと思います。 

また、融雪槽設置助成があった当時、10年前ですね、さほど必要性は感じなかったけ

れども、年をとって今になって除雪はやっぱり負担になってきたと。また、助成措置を

始めてほしいという要望が現実に地域から出ております。 

除雪をご近所同士で支え合うというのが望ましいことですが、高齢化が進む本町では、

地域に若い人が尐ないですとか、若い方は勤めに出ているので、時間的な制約があって、
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問題があるということがあって、元気な高齢者が、元気ではない高齢者を助けるという

現状がすぐ迫ってきているということが明らかです。お年寄りが、お年寄りを支えると

いうことを前提とした地域の支え合いが、長続きするわけはないと思います。共助の仕

組みそのものが揺らぐ可能性がありますので、やはり、共助での仕組みを定着させるに

は、無理なく継続できる内容であることが必須条件だと思います。 

融雪槽で除雪の負担を軽くすることで、ご近所どおしの除雪のボランティアにも取り

組めるということだと思います。助成の方法にも、費用の一部助成ですとか、あるいは、

行政が費用を一括負担して設置した住民の方が分割して支払うなど、さまざまな方法が

あると考えられますので、住民の方々の要望が議会報告会にも上がってきています。 

玄関間口の置き雪にしろ、融雪槽の設置にしろ、住民の皆様が希望することとか、こ

うあってほしいと願うことと、行政がやろうとしていることが違いすぎると、人はこの

まちから離れていくのではないかなと思います。 

それには、町長はどうお答えになるのでしょうか。 

また、屋根の雪降ろしを含めまして、除雪の全体的な全般で対策を講じているという

ことでございますが、町長の今年度の執行方針におきましても、屋根の雪下ろしにつき

ましては、今年度中に課題を検討して、来年度に向けて制度化の検討をするというふう

に述べられておりますが、屋根の雪下ろしが負担になっていることや、その屋根の雪下

ろし中の事故などは、本町にも以前からあったことで、その制度設計に今年度いっぱい

というのは、ちょっとかかりすぎではないかなというふうに私は考えます。来年度と言

わずに、是非、この冬から屋根の雪下ろしも取り組んでいただけるように、早急に取り

組んでいただきたいと思います。この点、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） まず、１点目の置き雪の関係でございますけども、先ほど申し

上げましたように、今、皆さん方車をお持ちになってございますが、車社会ですから、

やはり車が通れるような除雪の体制、極端に言えば、圧雪作業をやっていけば間口には

雪は入らないんですよ。圧雪だけやっていけば、間口に雪は入らないんです。そうする

と、硬い雪も出てこないと。ただ、春先になりますと、今度は、それが轍になったりな

んだりしまして、車の走行にも支障をきたすということから、今、国道も道道も同じよ

うな状況でございますけども、轍はできるだけ解消して交通事故の防止に対忚していこ

うということで、ほとんど舗装が露出しているような状態でもって除雪をやっているの

が実態なんです。町道も同じような方法でもって除雪をしているということでございま

すから、先ほど申し上げましたように、夏に近いような状態を、皆さん方想定していた

だくということになりますと、これはなかなかそこまで費用と時間とかかるわけでござ

いますから、そこまではできないということでございます。 

ですから、そういったことも総合的に含めて、全庁的に関係課が集まって、今、もう

一度、先ほどちょっと答弁漏れておりましたですけれども、屋根雪の問題等もそうでご

ざいますけれども、執行方針でもそういうふうに申し上げておりましたですけれども、

ただ、卖品ごとに見てやってもちょっとまずいということで、全体の課題をまず整理し

て、課題を出していただいて、そこで、どういうふうにして解決をし、そしてそれを基
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にして、快適に冬の生活を営んでいただけるかということにつなげてまいろうかなとい

うふうに思っているところでございます。 

 それと、方寄せの問題でございますけども、隔年でやればそれはそれでいいんですよ。

隔年でやったら、それでお互いに相手の所にある雪がうちの方によって来るだとか、逆

の場合もあり得るわけでございますから。ただ、そういったことになりますと、やはり

地域の皆さん方の理解がないと、なかなかできないんですよね。今まで、ずうっと、一

定方向から行ってきているわけですから、それを今になって、急に明日から、違う方向

に変わるとなると、反対側に住んでおられる方については、なぜ、相手側の雪が私ども

の所に来るのというふうな話にもなりかねないんで、ですからそういったことになりま

すと、区内、あるいは町内会ごとでもって、雪対策について十分議論してもらうことが

大事だというふうに思っております。 

ですから、いろいろとお年寄りのおられる方も確かに、おっしゃるとおり、十分理解

はしております。だけれども、そういったようなものがなんら必要がないということで

あれば、そういったような方法も今後考えていく必要性もあるのかなというふうに思っ

ております。 

 ですから、過去に19年度において実施しましたら、そういったような苦情があったと

いったようなことから、本来の姿に戻したという経緯があります。ですから、そういっ

たこともひとつ理解をしていただければなというふうに思っております。 

 あと、玄関間口の雪は、行政区の活動交付金でもって、例えば、除雪車を購入するだ

とか、町が除雪車をもって貸し出しをするだとか、そういったような方策、そういった

ものについても、先ほど申し上げましたように、屋根雪、こういったものも含めまして、

総合的に検討させていただきながら、良い方向に、先ほどから申し上げておりますよう

に、できるだけ町民の皆さん方が冬の生活が快適になるような方策を考えていければと

いうふうにして検討をしている段階でございます。できるだけ早いうちに結論を出せれ

ばというふうに思っているところでございます。 

 それと、融雪槽の関係でございますけれども、先ほど申し上げましたように、やはり

地下水が出なくなってきているという、これも環境上の問題にもつながってくるわけで

ございますから、例えば、地下水を使わない融雪槽も出ているようでもございますから、

そういったようなことも含めた中で、総合的に検討させていただいて、個々にではなく

て、全体を通した中で冬の雪対策について検討してまいりたいというふうに考えてます。

○議長（長谷川秀樹君） ２番議員さん、よろしいですか。 

 再々質問。質問を許します。 

○２番（西内陽美君） 制度化ですが、具体的にいつを目指して取り組まれますか。今

年の冬に間に合いそうでしょうか。そこをお聞きします。具体的な目安を教えてくださ

い。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） 今、課題整理しておりますから、やはり、今までやっている除

雪の問題も含めてですから、今シーズンはちょっと厳しい状況になるかもしれません。

ですから、新たに取り組んでやれば、むしろスッキリして、27年度からですね、ちょっ



 - 38 - 

と１年間継続されて大変な方もおられるかと思いますけども、27年度からそういったこ

とで各課で課題を整理したもので、全庁的に検討して、より良い方策をお示しをしてい

きたいなというふうに考えております。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、それでは次の質問に入ってください。 

〔２番 西内陽美君登壇〕 

○２番（西内陽美君） 続きまして、２点目の質問をさせていただきます。 

地域の皆様方と行政の協働による雪対策について、どのように進めるかをお伺いいた

します。 

 市街地区と農村地区、人口や年齢構成など、それぞれの地域の特徴に忚じた雪対策は、

町民の皆様の生活環境の向上や、安全確保のみならず、効率的な除雪計画につながりま

す。 

そこで、地域の方と行政とで雪への対策を協議する場を設けて、雪に関する問題点の

洗い出しを行い、除排雪への理解、協力を得ること。そして、地域の問題点ばかりクロ

ーズアップさせるのではなくて、この地域では何ができるかということを、住民の皆様

方に、自身に見つけていただくという作業も重要です。問題点を確認して理解、協力し

ながらの継続できる共助と効果的な公助による雪対策協働事業を、町長はどのように進

めていくのが望ましいと考えるのかをお伺いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） 二つ目のご質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 先ほどからも、全てお答えしたような気もいたしておりますけども、もう一度申し上

げますけども、それぞれの地域によって状況も異なってくる、画一的なものではないと

いうふうに思っております。やはり農村部は農村部、市街地は市街地というふうなこと

もありますし、それと、例えば、高齢化率の高い地域と、そうでないとこの地域、行政

区もあるわけでございますから、一概に一定の組織を設けてどうのこうのということは

考えておりません。と言いますことは、協議する場を設けてはということでございます

けれども、やはり先ほど申し上げましたように、町内会あるいは行政区内で、しっかり

と議論をしていただくことが大事なのかなというふうに思っております。 

 そういった中で、冬の雪対策をテーマといたしまして、これらに特化して、そして、

町内会あるいは行政区内でもって議論をして、どうやって除雪をすることが良いのかと

いうことを、しっかりとまとめていただくことが、最も大事なことなのかなというふう

に思っております。ですから、町において、一定の組織を設けてやろうという意思は、

もうとう今のところは考えておりません。 

ですから、各それぞれの地域ごとで、しっかりとそういった対策を、全てがそれに対

忚できるとは限りませんけれども、それは先ほどからくどいようでございますけれども、

それぞれの地域によって状況が異なってくると思います。ですから、そういったことを

含めた中で、地域の中でしっかりと議論をしていただくことが最も大切なのかなという

ふうに思っておりますので、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。 
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○議長（長谷川秀樹君） ２番議員さんよろしいでしょうか。 

再質問。発言を許します。 

○２番（西内陽美君） 除排雪作業への協働ということでございます。行政と除雪セン

ターでは、年毎契約のたびに、受委託の契約の時に作業要綱などを協議して決めている

と思うのですが、その場に地域の住民の方々を加えるということは、いかがなことかな

と思うんです。 

 地域の要望を伝えたりですとか、作業への評価、評価というとちょっと語弊がありま

すが、そういったことを除雪事業者側へフィードバックするということは、作業技術の

向上にもなりますし、たびたび上がってくるクレームの減尐にもなると思います。 

 地域と行政の協働施策、協働事業の一つとして、行政と除雪事業者と地域の住民の方々、

それを取り組まれてはと考えますが、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） 委託については、入札をもって執行してございますので、住民

の皆さんをそこに入れるということになりますと、設計金額が変わってくることになり

ますから、それはそうならないと思います。 

ですから、先ほど申し上げましたように、しっかりと町内会あるいは行政区内で課題

を、雪対策について、こういったものをというふうなものをお示しをしていただければ、

町として、できるものについてはしっかりと取り組んで、そして、設計に取り入れてい

かなければならないものについては、そのようなことで対忚するということは可能かと

思いますけども、発注をしましてから、住民に皆さん方のご要望あって、それを取り入

れるというこになりますと、すでに発注行為も終わってございますから、ですからそう

なりますと、なかなか難しいことにもなりかねません。 

 ですから、くどいようですけれども、前段申し上げましたように、各町内、行政区内

で、雪対策についての課題をしっかりと議論をしていただくということが最も大切です。

それをもって町の方に申し入れをしていただければ、そういったものを参考にさせてい

ただきながら、例えば、町道の除雪のあり方についてですとか、福祉の関係についての

除雪についてですとか、そういったものを総合的に判断をしてまいりたいというふうに

思っております。ですから、先ほど申し上げたように、総合的に今後とも検討をしてま

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） よろしいですか。 

再々質問ですか。発言を許します。 

○２番（西内陽美君） 最初の質問、置き雪のところで、本町でも可能な限りは玄関間

口には雪は入らないように指示をしているという、町長のご答弁がありました。 

 今は、入札を行ってきちんと委託してからの、事業内容を変更というのは勿論無理だ

と思いますが、入札をする前に町民の方々の希望を聞く場というんですかね、そういっ

た場があれば良いなということなのです。 

先ほど、行政と住民の方々の協議するような組織というか、それは作らないというご

答弁ありましたね。町内会、行政区内でやってくださいと。ですからそういったことを

きちんと伝える場ですとか、例えば、その町の方で出前講座というわけではないんです
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が、町の除雪の状態が、例えば、こういうのができないんですよと。今、町長の話あり

ましたような、こういうことは無理なんですということを、きちんと理解していただく

というんですかね、住民の方々に。わりと除雪に関してはどうしても感情論が入ってき

て、冷静にならないというところもあると思いますので、入札の前にですね、委託する

以前に、実際に町民の方々と町の除雪で無理なこと、できることをいろいろ話し合いを

する場を設けていただいて、住民の方々に丁寧な説明をするというというのが大事では

ないかと思うんです。 

ただ、一方的に間口の雪はとれません。それはお宅でお願いしますというような言い

方ですと、高齢者の方で車を持たない方は、私たち車に乗らないのに、どっかり雪をも

ってきて、ここに入れるんだという切実な思いがあるんですね。本当に置き雪というの

は、硬くて重くて手が付けられないんです。ママさんダンプでも入らなければ、スコッ

プでも入らない。玄関から道路までの降ったばかりの雪であればチョコチョコっと寄せ

れるんだけれども、あの雪だけは困るんだよねという声が、やっぱりあるんですね。 

ですから、除雪センターの除雪作業ばかりではなくて、年に１回でも、きちんと行政

区の方々とひと通り、11行政区ありますので、町の現状ですとか、今、除雪の対策に取

り組んでいること、来年度に向けてこんなことしていますということが、サポーターの

方からではなく、やはりきちんとした形で除雪作業はこうなっていますということを、

文書ではなくて、顔の見える協議の場でもってきちんと伝えていただいた方が良いので

はないかなというふうに思います。 

最後、質問にはなりませんけれども、以上で、私の一般質問を終わらせていただきま

す。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは最後の答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（植田 満君） 除雪にあたっては、仕様書というのがありますから、請負った

業者の皆さん方に、こういった形の中で除雪をして下さいと、町からの仕様書を出して

るものですから、その仕様書に基づいてやっていただいておりますので、できるだけ、

先ほどから申し上げているように、間口に雪が入らないような方策でもって除雪をして

いただきたいということで、それらについては１項目入っているということでございま

すから、ただ、先ほどから何回も言っているように、時間的な制約等々もございますか

ら、そういったことも含めた中で、今、除雪をやっていただいているということでござ

いますから、その辺のことも、まず、理解をしていただきたいということが１点。 

 それと、住民の皆さんのご意見をお聞きするということは、ですから、各区長会の中

で、これらのことについては、ひとつのテーマとしまして検討させていただきたいとい

うふうに思っております。なかなか11行政区、先ほどから申し上げておりますように、

状況が異なってくると思います。特に、農村部と市街地については。除雪する機械も違

うんですよ。農村部については、高速車で行って、トラックに羽根を付けたやつで、ま

ち場の中は、あれだけのスピードで走られるということにはならないものですから、タ

イヤショベルですとか、そういったもので除雪をしていると。ですから、状況がそれぞ

れ異なってきてますので、そういったことも含めた中で、近々、また、区長会もござい

ますから、そういた中の一つのテーマとしまして、各行政区の皆さん方、住民の皆さん
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方に区長さんから意見を取りまとめをしていただきながら、やっていただくと、こうい

ったことに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） 以上で、西内陽美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） 皆さんこんにちは、議長のお許しをいただきましたので、一般

質問をさせていただきます。 

まず１点目ですが、新十津川町の高齢者及び乳幼児の状況把握について、町長にお伺

いいたします。 

新聞紙上などによりますと、高齢者の認知症による行方不明者が多数いるようで、施

設に預けられて10年後に身元が判明したとのテレビや新聞の報道がありました。新十津

川町でも過去に不明になった高齢者等の例はあるのか。 

また、乳幼児等の未検診者、小学校入学前の未検診の児童などがあったのか。なけれ

ば幸いでありますが、もしあったとすれば、その時の対忚はどうされたのかなどをお聞

きしたいと思いますので、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） ９番議員さんからの、高齢者及び乳幼児の状況把握についてと

いうことで、あったか、ないかという質問でございますが、無かったということで、一

言で終ってしますのですけども、それはそれでよろしいんでございますか。 

ちょっと、ご説明させていただきますけども、本町の高齢者の行方不明の例につきま

しては、ここ30年程遡っても、ございません。また、警察等からも、このような事案に

ついて連絡も受けておりません。 

 次に、乳幼児健診の未受診状況について申し上げます。本町は、母子保健法の定める

ところによりまして、１歳６か月児健診及び３歳児健診を同時に、年６回実施してござ

います。両健診の未受診者数は、毎年、それぞれ２人ないし３人存在する状況でありま

すが、理由といたしましては、対象乳幼児の病気加療中ですとか、保護者のご都合によ

って、仕事の関係等のご都合によるものでございます。こうした未受診者への対忚につ

きましては、保健師や栄養士が家庭訪問、あるいは、ゆめりあでの相談等を実施し、対

象児の身長や体重の測定、成長発達状況の確認など行い、必要な保健指導及び栄養指導

を適確に行っております。 

 なお、未受診者の所在不明等による保健指導及び栄養指導を行うことができなかった

例は、ございません。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

再質問ですか。発言を認めます。 

○９番（樋坂里子君） 今のご答弁で、新十津川町では無いということでありますので、

安心をいたしました。もし、今後、このような事が起きた時には、是非、全各行政区に

目配りをしていただいて、無いようにしていただきたいと思います。 

 続いて、２番目に行きたいと思います。 
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〔９番 樋坂里子君登壇〕 

○９番（樋坂里子君） ２つ目は、ふるさと温泉維持管理交付金について、町長にお伺

いいたします。 

ふるさと公園にあります、グリーンパークしんとつかわは、昭和63年11月に厚生年金

公社の保養センターとして建てられ経営されておりましたが、厚生年金の危機の時に、

平成の19年10月に民間の北海道軽金属会社に売却され、幸いに営業が継続されてまいり

ました。 

 新十津川町として、ふるさと公園の観光の目玉の一つとして、温泉施設が必要との考

えで厚生年金保養センターの時から、温泉水の温度が低いことで加温のために補助金を

出しておりました。厚生年金保養センターの時は、２分の１の助成ということになって

いたと思います。 

民間経営者に変わり、固定資産税の５年間の無料期間が終了し、平成24年度の予算で

500万円の温泉水加温助成が決算で971万２千円、平成25年度予算980万円で、決算が973

万３千円、平成26年度予算で980万円となっております。 

平成24年度の時の予算500万から決算の971万２千円に上がった時の計算で、今までの

助成２分の１が、４分の３ということで、なぜ、そうなったかとの質問があり、今回、

経済文教常任委員会提出の資料が出されました。それを見ますと、よくわからない計算

式で、決算の数字が出ておりました。 

そこで、お伺いいたしますが、民間経営者との間でいろいろな取り決めの正式な契約

書が取り交わされているのか。その中に温泉水の加温に対する助成等も明記されている

のか。契約書があれば、それの公表もお願いしたいと思います。 

 私は、ふるさと温泉は、現時点で新十津川町には必要であるとは思っておりますので、

町の助成には反対をいたしませんが、やはり、助成の交付金を出すのであれば、町民誰

もが見てもわかるように正式な契約をするべきと考え、町長にお伺いいたします。ご答

弁をお願いいたします。 

○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、ふるさと温泉の維持管理交付金についてのご質問に

お答えをいたしたいと思います。 

質問の内容、二つですよね。 

その前に、厚生年金ではなくて、国民年金でございますから、その辺ちょっと、はい。 

今ほど、９番議員さんから経緯を説明されましたですけれども、もう一度、ご説明を

させていただきたいと思いますけれども、グリーンパークしんとつかわは、国民年金保

養施設として設置されまして、本町唯一の温泉宿泊施設でございまして、国は、行財政

改革の一環で平成17年度に保養施設を売却する方針を示しました。売却方法は一般競争

入札によるものでありまして、落札者の意向によっては温泉施設以外で使用される可能

性もありましたので、入札要件として、町が使用権を有しております温泉井戸２基及び

地下水井戸２基を使用させる代わりに、当該施設を温泉施設として使用することと、井

戸及び配管部分に地上権を設定させることの２つの条件を設定をさせていただいたとこ
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ろでございまして、これに基づきまして、入札管理機関に対して要求し、観光施設の中

核となる温泉施設を存続させる方策を講じてまいったところでございます。この経緯に

ついては、これまでも所管の委員会等でもご説明させていただいているところでもござ

います。 

公売の結果、現在は、札幌の民間業者の下で運営されているものでございまして、ご

質問の温泉に係る正式な契約書があるのかということでございますけれども、平成19年

の10月の10日付けで、町と経営者との間で基本協定書を締結してございます。その中で

町は、温泉井戸と地下水井戸を使用させること。そして経営者は、施設を宿泊入浴施設

として経営すること及び温泉井戸などがある土地部分に地上権を設定させることを協定

してございます。 

また、同日付けで、温泉及び地下水使用契約書を締結しておりまして、使用料は無料

とすることなどを定めてございます。 

ご質問にございましたように、これらを公表してほしいということでございますが、

契約書等は公文書でございますので、開示請求があれば町の情報公開条例に基づきまし

て、いつでも開示いたします。 

次に、温泉の加温助成についてでございますけども、加温助成は、グリーンパークし

んとつかわが、国民年金保養施設であった平成元年から交付してございまして、これは、

先ほどご質問の中でも触れられておりましたように、町の重要な観光資源でもあります

温泉源が25度程度の低温泉であり、入浴に用いるためには加温することが不可欠でござ

います。町といたしましては、温泉の有効活用と安定供給を確保し、わが町への来訪客

が心地よく温泉につかっていただけるよう、加温経費に対し助成を行っているものでご

ざいます。 

なお、助成額につきましては、加温だけの燃料費を抽出することが物理的には不可能

でございます。温泉の温度が高く加温が不要な同系列の温泉施設、グリーンパークいわ

ないがあるわけでございますけれども、グリーンパークいわないの燃料費に、しんとつ

かわとの面積及び入込客実績の差を係数化して乗じた数字を、しんとつかわの燃料費か

ら減じた金額を加温経費の基本額として計算してございます。平成24年度実績で加温助

成額を計算したところ、助成額がマイナスになる不具合が生じたということがございま

す。ということは、いわないの方が、入込客が著しく下がっちゃったんですね、こうい

ったような弊害が出てきたものですから、平成25年度に算定した方法を見直したところ

でありまして、先ほど申し上げましたとおり、まちの貴重な観光資源である温泉を有効

活用し、安定的に入浴客に提供するということを目的として助成を行っているものでご

ざいまして、樋坂議員さんも助成には反対はしないということでございますけども、こ

れらについては、どなたに見ていただいても明確な算定の基に算出し助成をしているも

のでございます。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） 再質問はございますか。 

明快な再質問をお願いいたします。 

○９番（樋坂里子君） 今の町長の答弁で契約というのか、民間業者との中ではちゃん

とした契約を取り交わしているということなのですが、この間、経済文教に出された資

料は、あまり公表しないようにというようなおふれがついておりましたので、それであ
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ればちょっと何か、ちゃんとした資料でないのかなというふうにも受け取れましたので、

そうでなくて、正式な計算で出されているのであれば、それはそれとして仕方がないか

なというふうには思うのですけれども、民間の業者で岩内と新十津川と二つ経営してお

りますけれども、岩内の方の温泉のことも、町の温泉の計算する時に必要なんでしょう

かね。 

私は、新十津川にある温泉ですので、岩内と新十津川町の差額をどうのこうのしての

計算ということで、先ほどお話ありましたけども、その必要はなくて、新十津川町とし

て温泉の温度が低いために、やはり温泉経営してもらうためにはこれだけの経費が必要

なんだから、新十津川町としてはこれだけのお金を出してあげますよというような、そ

ういうはっきりした内容であれば、スッキリするんですけども、岩内のグリーンパーク

の計算やら、新十津川の計算やらを足したり、引いたり、割ったり、掛けたりで、いろ

いろと計算式がまぎらわしいものですから、それで、私は、もしそういうの補助するの

であれば、新十津川は500万ですよとか、１千万まではしますよというような、お客さん

の入込みによって、新十津川町入湯税いただいております。400万円前後ですね。だから

それに合うような金額、前の国民年金の時には入湯税にあうような補助金ということで

出していたのかなというふうに思ったりしたんですけれども、今回、入湯税の倍以上の

助成金を出しているわけでありますので、私は、先ほど言った、はっきりした計算、町

側から言えばはっきりした計算式なんでしょうけど、我々から見ると、はっきりした計

算式というふうには見受けられないので、はっきりした、これに対する何ぼ出しますよ、

加温にかかったお金がこのくらいかかったので、それの半分を出しますよとかね、先ほ

ど言いった民間になってから４分の３になってますけども、そういうところをはっきり

させるべきでないかなというふうに思います。 

 それと併せまして、新十津川の温泉水、新十津川の権利ですね、それは、今後いつま

でも町として所有をしていくのかどうかということと、それから、温泉の加温の経費を

施設が無くなるまで続けて、ずうっとこれからも何年先になるかわかりませんけれども、

続けて出していくのか、併せて、この点についてお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

○町長（植田 満君） 助成金の算出の方法ですからね、樋坂議員さんがおっしゃるよ

うに、卖純に出す方法もありましょうし、今回このような方法でもって算出している。

あくまでも算出の方法でございますから、それはそのようにして理解をしていただいけ

ればというふうに思っておりますので、卖純に燃料費の例えば、２分の１だとか、４分

の３だとかにした方がというふうな話で、その方がわかりいいんだろうというふうな話

でございますけども、それはそれといたしまして、そういう出し方もあるでしょう。だ

けども町といたしましては、より合理性をいろんなことを考慮しながら、この算出方法

に基づいて算出をした結果でございますので、そのようなことでご理解願えればという

ふうに思っております。 

ただ、岩内につきましては、温泉水については加温する泉源ではないということで、

むしろ、薄めるくらいのような状況でございますから、本町の温泉水とは、まったく異

なってきているということございますから、そのようなことで１点目については、ご理
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解願えればというふうに思っております。 

それと、今後とも温泉水は町で保有していくのかというふうなことでございますけれ

ども、ご承知のとおり、樋坂議員さんも、先ほどから質問の中でも言っておりました、

中核的な施設だというふうに言っておられますので、まさにそのとおりでございまして、

ふるさと公園の中核的な施設になってございます。ですからそういったようなことも含

めて、国民年金の宿泊施設ができたときから温泉源については町で保有してきていると。

で、やはり後世にそれをしっかりもっていこうということで、あのふるさと公園全体の

より活性化というか、そういったものを図っていこうと、その拠点的な施設であるとい

うふうな思いもありますから、そういったようなことで、今後、あれがまったく他の用

途でもって使われるということになりますと、これまたあの状況が一変することにもな

りますから、しっかりとその辺については、町としてしっかりと温泉水の権利だけはし

っかり保有し、すでに地上権も設定してございますから、そういったようなことで今後

とも、それらについては継承してまいりたいというふうに思ってます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいでしょうか。 

 再々質問ですか。発言を許します。 

○９番（樋坂里子君） 地上権ということで、温泉源はいつまでも町の所有としていく

ということでありますが、温泉水は塩分が濃いので、結局、ボーリングしたりなんかす

る機械の部品ですとか、そういう修理代は町でもってましたよね、今でもね。これも、

ずっと温泉の経営して使われている以上は、その分も未来永劫というのか、温泉施設を

使わなくなるまで町として、そういう修理代というのですか、そういうのももっていく

というふうにとってよろしいのでしょうか。その点について。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（植田 満君） 昨年の補正予算でもって、ポンプが２つあるうちの１基が壊れ

まして、そして、その分の費用を町で見させていただいたということでございますから、

その考え方は、今後とも変わっておりません。はい。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは３番目の質問に入っていただきます。 

〔９番 樋坂里子君登壇〕 

○９番（樋坂里子君） ３つ目の質問です。生産者米価の下落をどう考えるかというこ

とであります。 

2014年度産米の刈り入れが始まっております。生産者米価が下落し、コスト割れの低

水準になっていると聞いております。安倍内閣は、農業、農村の所得倍増を言うものの、

現実はその逆になっており、不安と批判の声が出ているのも現実であります。 

稲作農家が、他産業並みの労賃を得て米作りをするには、農水省の調査によりますと、

平均で玄米60キロで１万６千円が必要とされております。しかし、生産者米価の相場と

なる農協が年内に支払う概算金の価格は、千葉県産のコシヒカリが１等米で60キログラ

ムで9,000円と、前年を3,000円も下落しております。その他のお米も軒並み下落をして

おります。北海道も価格の下落が予想されております。この時点ではまだ、新十津川町

の概算金の金額が出ておりませんでしたので、こういう質問をしております。 

下落の背景には、ＪＡ、全農が米卸業者が2013年度のお米の在庫を過剰に抱え、投げ
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売りするような状況にあるわけです。現内閣は、輸入米を増やす環太平洋連携協定、簡

卖に言ってＴＰＰですけども、それを前提に国の需給調整責任を放棄し、農家に自由責

任を迫っております。 

また、2018年度から国によるコメの生産調整を廃止することになっており、生産調整

を達成した農家への交付金も、今年から半減となっております。 

米の消費減や豊作の中で、過剰在庫が生まれやすくなってきております。今年も４年

連続の豊作で、農家にとっては喜びの秋を迎えるはずでありますが、先ほど申し上げた

ように、米価の下落が予想され、その反動は大きいものと思われます。 

米価安定のために政府保有の古米を飼料用米にまわし、過剰な2013年度米を政府が買

い上げることなどで、米価安定を国に求める必要もあるのではないかと思われます。 

以上申し上げました状況の中で、新十津川町の基幹産業である農業経営も、米価下落

の影響は多いと予想されます。収入の安定を図るために、どのような対策をお考えなの

か。また、国の政策でしかたがないとお考えなのかお伺いをいたします。ご答弁をお願

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） あまりにもちょっと大きな話でございますので、うちのまちの

自治体で米価の設定ができれば一番望ましいんですけれども、なかなかそうもいかない

のが実情でないのかなというふうに思っております。その件については、樋坂議員さん

も十分理解しているんでなかろうかなと。そういう上での質問でないのかなというふう

に実は思っておりますけれども。 

まず、前段からご説明をさせていただきたいと思いますけれども、先ほど午前中に委

員会報告で笹木委員長さんから報告がございました。本当に今年は、春先の長期予報は

冷夏というふうな予報でございましたですけども、こういった心配を覆しまして、素晴

らしい天候にも恵まれまして、４年連続の出来秋を迎えられることは本当に喜ばしい限

りでございます。 

 ただ、今ほどお話ございましたように、生産者価格の下落といったものもマスコミ等々

でも報道されているところでもございます。まだ最終的には、どういった形のなって落

ち着くのかは、それはわかりませんですけども、ただ、そういう状況下にあるというこ

とは、事実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、平成26年産米の農協概算金は、コシヒカリをはじめ主力銘柄が１万

円を割っている状況、今ほどご指摘のあったとおりでございまして、米価としては40年

前の水準に落ち込んでおりまして、米価の先導役であるＪＡ、全農新潟においても一般

コシヒカリが前年比1,700円安の12,000円で、過去最低の水準となっているようでござい

ます。今年の大幅下落は、220万トンを超える民間在庫などによる米卸が、平成25年産米

の仕入れを控える一方、産地サイドの売り手側は米を売り切るため、売買契約を進めよ

うと、徐々に産地渡し価格を引き下げて、その低い価格水準が本年度の産相場の目安に

なっていると、そういったことが下落の大きな要因になっているんでなかろうかなとい

うふうに思っております。 
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先ほど政府米の話をしておりましたけれども、政府米は備蓄米については概ね100万ト

ンでございますから、今、その2.2倍ですよね、220万トン民間で保有しているというこ

とですから。そういったような状況下で、米が余っているのも実情でございます。 

そういった中で、本町産米の市場動向については、スーパーなどへの一般消費販売は

好調ではございますけども、弁当などの中食系や外食系への、いわゆる業務用販売が他

との競争で価格が抑えられることなどによって、主力銘柄のゆめぴりかは１万１千円台

半ば、ななつぼしは１万円を割り込む見込みであり、稲作農家の生産意欲の低下が懸念

されるところでもございます。 

米価下落の大きな要因であります多量の民間在庫が生まれてる背景には、米の需要低

迷がございます。米の一人当たり年間消費量は、今から概ね50年前は一人当たりひと月

10キロですから120キロでございました。平成25年になりますと、何キロかと言いますと

57㎏でございまして、米の需要量は大きく低迷をいたしております。 

その要因の一つといたしましては、人口減尐による米消費全体量が減っていること、

第２に尐子高齢化によってカロリー消費量が多い若い世代が減っていること、第３に若

い世代の食生活においてパンや麺類への依存度が高くなっている、などによるものでご

ざいまして、今後の人口動態、あるいは若者の食事志向などを考えますと、米需要の劇

的な向上は見込めないのかなというふうな感じも、実はいたしております。 

そういった中で、本年度産米の生産者米価の下落傾向に対しまして、農林水産省は収

入減尐影響緩和対策、いわゆるナラシ対策の特例措置を講じることといたしておりまし

て、ナラシ対策とは、米などの対象品目の収入を合算し、都道府県卖位で算出した当年

産の収入が標準的収入を下回れば、差額の90パーセントを補てんする制度でございます。

制度への加入には一定の要件が必要でございますけれども、加入できない農家もいるこ

とから、本年度分に限り特例措置を設け、未加入農家に対して正規加入農家より割合は

低いでございますけれども、財源拠出なしで一定の補てんを受けることができるもので

ございます。 

また、金額は半減いたしましたが、10アール当たり7,500円の米の直接支払交付金を含

む経営所得安定対策や、多面的機能支払などの日本型直接支払制度を十分活用していた

だき、本年度の生産者米価下落を乗り切るとともに、来年度に向けた再生産につなげて

いただければというふうに考えております。 

 ご質問で、農業経営を守る対策について言及されておりますけれども、ご説明をいた

しましたとおり、本年度の米価下落は市場取引に係る相場と、近年の米需要の低迷によ

って引き起こされたものでございまして、日本全体の問題であり、これは解決に向けて

は、いち新十津川町の自治体だけでどうこうできるものではございません。 

 先ほど申し上げましたように、非常に厳しい状況下にはあるわけではございますけれ

ども、今、国もナラシ対策も講ずるということでございますし、なおかつ、今回の補正

予算の中でも多面的機能の支払というものも予算計上させていただいているところでも

ございます。そういったことで、来年度以降に向けての生産意欲をより喚起していただ

ければというふうに思うところでございます。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） はい、再質問ですか。 
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発言を許します。 

○９番（樋坂里子君） 今町長から所得補てん策やら、ナラシにつきまして、お話があ

りました。しかし、国がやる分は、今までの３分の１程度しか交付金がされないという

ふうに言われているんですよね。私は、このような状況がずうっと続けば、農業をする

人方が減っていくのではないかなというふうに懸念するんですね。 

それで農家の収入が尐なくなれば、町の所得税でありますとか、国民健康保険税であ

りますとか、そういう収入に影響してくるんじゃないかなというふうに思うんでよね。 

 その影響というのは、前に１万5,000円が7,500円になった時に、収入が何ぼかと、減

ということが出されましたけども、その影響を町としてどうやってまかなっていくのか。

はっきり言って、今まで農家の収入がこんだけあったけども、今のコメの米価が減って

収入が尐なくなると、農家から入る所得税であるとか、国民健康保険税であるとかが減

尐するわけですよね。だから、町の財政のある程度の分を、新十津川町の基幹産業とい

うことで、人口的には今、農家人口尐ないですけども、ある程度の収入に影響している

のが農家でないかなというふうに思っているんですよ。それで、今年の下落による影響、

国に尐し補助金とかいろいろ出して３分の１くらいまでは見てくれるわけですけれども、

そういうふうに収入が尐なくなると、町の収入が尐なくなって、その影響は町がどうな

るのかということが、私心配しているものですから、それで、町としては農家の収入減

になったものを、どのようなふうにして対忚を考えていらっしゃるのかなということを

聞きたいんですけども。よろしくお願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（植田 満君） まず最初に、食糧の安全保障という国は盛んに言っております

ので、やはり私ども生きていくためには、食が基本でございます。無くてはならない、

必要不可欠な物でございますから、これは絶対的に今後とも守り育てていかなければな

らないということは、まず、前提だというふうに思っております。 

 そういった中で、昨年、国は、農林水産業地域の活力創造プランということで、農業・

農村の所得倍増を目指し、若者たちの希望の持てる強い農林水産業を作っていくという

ふうに打ち出してございますので、しっかりとそういったことに国も進んでいただけれ

ばなというふうに、実は思っているところでございます。 

 そういった中で、先ほど町のこともお話ございましたですけども、日本型直接支払制

度につきましては、町も４分の１ですね、25パーセント町が負担をしているということ

でございますから、そういったことで、各農業者の皆さん方には町の一般財源からそう

いったものが出ていっているということも理解願えればなというふうに思っております。 

 最終的には、確かに、いろんなあれでもって、例えば、こればかりじゃないと思うん

です。人口減尐もそうですし、いろんなことがあって税収ばかりでなくて、経済の面も

いろんな面で停滞をするということははっきりしているんです。ですから、農業ばかり

取り上げて今おっしゃったですけども、今盛んに言われております人口減尐についても、

こういったことが税収が上がらない、上がってこないだとか、経済が停滞をするだとか、

いろんなことに波及をしていくことにもなるんですけれども、最終的には入ってきた中

で、収入の中で町を運営をしていかなければならないと思ってますので、そういった中
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で不足分、ご承知のとおり、55パーセントほど地方交付税でまかなってきているのは実

態でございますから、国の方でもって地方交付税の中で交付されるものと同時に、町の

自主財源を基にしまして予算を立てて、そして、今後とも執行していかざるを得ないと

いうふうなことでございますから、あまり背伸びして入ってくるのが尐ないのに、出す

方が大きくなったんでは、これは財政破綻ということにもなりますから、そういったこ

とはできませんので、しっかりとその辺は見極めながら、今後とも予算の執行にあたっ

ていく、予算の編成といったことにつながっていくわけでございますけれども、そうい

ったことに努めていきたい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。 

再々質問。はい。 

○９番（樋坂里子君） 今ほど、いろいろ言いましたように、国の政策も農業イジメと

いうか、私に言わしたらそういうような政策がされておりますので、是非、町として基

幹産業である農業を守るための施策というのか、そういうのを国の方に働きかけていた

だきたいなというふうにお願いをして、質問を終わりたいと思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは以上をもちまして、樋坂里子君の一般質問を終わり

ます。 

これをもちまして、一般質問を終了いたします。 

３時30分まで休憩いたします。 

（午後３時15分） 

＜演台撤去＞ 

                                      

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後３時30分） 

                                      

◎報告第５号の上程、説明、質疑 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第７、報告第５号、専決処分の報告についてを議題とい

たします。 

内容の報告並びに説明を求めます。 

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報告第５号、専決処分の報告に

ついて。 

地方自治法第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項について、

別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

専決第３号。専決処分書でございます。 

物損事故による損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第１項の規定

により、次のとおり専決処分する。 

専決処分月日は、平成26年８月28日でございます。 

１、事故発生日時、平成26年７月の14日。午後３時頃でございます。２、事故発生場

所、新十津川町字弥生148番地17。新十津川町ふるさと公園内陶芸窯小屋でございます。
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３、相手方、【住所◇◇◇◇◇◇◇】、【個人名】。４、事故の概要、ふるさと公園内

の陶芸窯小屋に近接する木が強風により倒れ、当該建物を損壊させたものでございます。

５番目といたしまして、損害賠償額につきましては23万円でございます。 

 よろしくご承認賜わりたく、お願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 内容の報告並びに説明を終わります。 

ただちに質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

以上をもちまして、報告第５号、専決処分の報告についてを終わり、報告済みといた

します。 

                                      

◎議案第37号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８、議案第37号、新十津川町重度心身障害者及びひとり

親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今上程をいただきました議案第37号、新十津川町重度心身

障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正について。 

新十津川町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を

改正する条例を次のように定める。 

提案理由でございます。次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育

成支援対策推進法等の一部を改正する法律の施行による母子及び寡婦福祉法の一部改正

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。 

なお、内容につきましては住民課長よりご説明申し上げますので、よろしくご審議の

上、議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

住民課長。 

〔住民課長 遠藤久美子君登壇〕 

○住民課長（遠藤久美子君） ただ今上程いただきました議案第37号、新十津川町重度

心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正について、内容

の説明を申し上げます。資料の新旧対照表も併せてご覧ください。 

今回の改正につきましては、母子及び寡婦福祉法の一部改正によりまして、次代の社

会を担う子どもの健全な育成を図るため、父子家庭等に対する支援が拡充されたことに

伴い所要の改正を行うもので、法律の題名が改正されたたこと及び父子家庭の定義が規

定されたことによる引用条文の追加でございます。 
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附則で平成26年10月１日から施行いたしますのは、母子及び寡婦福祉法の施行月日に

併せるものでございます。 

以上、新十津川町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の

一部を改正する条例についての、内容説明とさせていただきます。 

よろしくご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第37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38号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第９、議案第38号、新十津川町廃棄物の減量、適正処理

及び清掃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） ただ今上程をいただきました議案第38号、新十津川町廃棄物の

減量、適正処理及び清掃に関する条例の一部改正について。 

 提案理由及び内容の説明を申し上げます。 

新十津川町廃棄物の減量、適正処理及び清掃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、新旧対照表をご覧いただきたいと思いますけども、父

子家庭の追加に伴いまして、児童を扶養している配偶者のいない女子を、児童を扶養し

ている配偶者のいない者に改めるということで、第44条第２項第３号中、女子を者に改

めるということでございます。 

提案理由といたしましては、母子及び寡婦福祉法の改正による父子家庭に対する支援

の拡充に準じ、一般廃棄物処理手数料の減額対象に父子家庭を追加するため、この条例

の一部改正について議決を求めるものでございます。 

なお、附則といたしましては、この条例は、平成26年10月１日から施行するというも

のでございます。 

よろしくご審議の上、議決たまわりたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第38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39号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第10、議案第39号、平成26年度新十津川町一般会計補正予

算（第３号）を議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今上程をいただきました議案第39号、平成26年度新十津川

町一般会計補正予算（第３号）。 

平成26年度新十津川町一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 
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歳入歳出予算の補正。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,297万１千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ65億647万９千円とする。 

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。 

地方債の補正。 

第２条、地方債の変更は、第２表、地方債補正による。 

なお、内容につきましては副町長より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39号、平成26年度新十津

川町一般会計補正予算（第３号）となります。内容の説明を申し上げます。 

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。

補正のある款のみ申し上げます。 

15款、国庫支出金。補正額1,795万２千円、計３億1,333万１千円。 

16款、道支出金。補正額921万円、計３億7,244万３千円。 

18款、寄附金。補正額177万円、計187万１千円。 

19款、繰入金。補正額減額の993万４千円、計２億7,020万７千円。 

22款、町債。補正額4,397万３千円、計10億4,937万３千円。 

歳入合計、補正額6,297万１千円、計65億647万９千円。 

続きまして、歳出であります、９ページ。歳出。 

２款、総務費。補正額1,286万３千円、計４億9,060万１千円。財源内訳、国道支出金

672万９千円、その他財源177万円、一般財源436万４千円。 

３款、民生費。補正額75万７千円、計６億8,718万円。財源内訳、特定財源、国道支出

金17万３千円、一般財源58万４千円。 

４款、衛生費。補正額34万８千円、計４億9,607万５千円。財源内訳、一般財源34万８

千円。 

６款、農林水産業費。補正額2,790万３千円、計14億1,204万２千円。財源内訳、特定

財源、国道支出金921万円、一般財源1,869万３千円。 

８款、土木費。補正額1,900万円、計５億7,909万６千円。財源内訳、特定財源、国道

支出金1,105万円、地方債790万円、一般財源５万円。 

10款、教育費。補正額50万円、計５億6,516万１千円。財源内訳、一般財源50万円。 

11款、災害復旧費。補正額160万円、計1,640万円。財源内訳、一般財源160円。 

歳出合計、補正額6,297万１千円、計65億647万９千円。財源内訳、特定財源、国道支

出金2,716万２千円、地方債790万円、その他財源177万円、一般財源2,613万９千円。 

次に、地方債の補正について説明をいたします。７ページに戻ってください。 

第２表、地方債補正。変更であります。 
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起債の目的、橋りょう長寿命化事業債。補正前限度額360万円、補正後限度額1,150万

円。起債の方法、利率、償還の方法については、変更ありません。これについては、单

幌加橋の補修工事実施のための変更でございます。 

次に、臨時財政対策債。補正前限度額１億７千万円、補正後限度額２億607万３千万円。

起債の方法、利率、償還の方法については、変更ありません。これについては、臨時財

政対策債の発行可能額が確定したことから、変更するものでございます。 

次に、20ページ、21ページをお開き願います。歳出の内容を申し上げます。 

２款１項３目財産管理費。補正額503万７千円、計１億9,287万４千円。財源内訳、特

定財源、国道支出金66万３千円、これについては、社会保障・税番号制度システム整備

費補助金であります。一般財源437万４千円であります。内容を申し上げます。６番、電

子機器管理事務503万７千円。これについては、二つの内容があります。申し上げます。

一つ目は、社会保障・税番号制度、マインナンバー制度でありますけれど、これについ

ては、地方公共団体情報システム機構がクラウド型で整備する中間サーバーを利用する

こととなりますけれど、その整備を利用自治体が案分して負担するものでございます。

財源については、全額国の補助金を充てるものであります。もう一つは、マイナンバー

制度導入に向けて、複雑化する各種システムのセキュリティー対策のため、本町ではこ

れまでについては、パスワードによるパソコンの利用をしておりますけれど、今後は、

本人認証が確実な指静脈認証システムを導入することといたしたための費用でございま

す。 

 10目諸費。補正額327万９千円、計1,089万６千円。財源内訳、特定財源、その他財源

であります177万円、これについては、ふるさと忚援寄附金であります。一般財源150万

９千円。内容を申し上げます。３番、ふるさと忚援寄附金推進事業150万９千円。９番、

ふるさと忚援基金積立金177万円であります。同じ内容でございますので、まとめて説明

をいたします。まず、９番については、８月18日までの寄附金を受けた138名、178万円

の寄附について、これを基金に積み立てしたいとするものであります。町長の行政報告

では、８月31日現在で153人、204万円と申し上げておりますけれど、その前の８月18日

までの分での予算補正でございます。３番については、これの寄附者に対する特典用の

特産品及び送料の補正であります。特典分については今後分、これまで当初については

100件分を見ておりましたけれど、今後の分を含め400件をみましたので、残り300件分の

補正額となってございます。 

続きまして、２款３項１目戸籍住民登録費。補正額454万７千円、計2,794万５千円。

財源内訳、国道支出金606万６千円、これについては社会保障・税番号制度システム整備

費補助金であります。一般財源は、減額の151万９千円であります。内容を申し上げます。

４番、総合行政システム管理事業454万７千円。これについては、社会保障・税番号制度

導入に向けて本町の住民基本台帳、税等の総合行政システムの改修に要する経費であり

ます。当初540万円と見込んでおりましたけれど、改修費用が明確になりましたので、不

足分を補正するというものであります。国からの補助金については、当初見込んでおり

ませんでしたので、一般財源と調整をして一般財源を減額するものでございます。 

次のページ、22、23ページとなります。 

３款１項１目社会福祉総務費。補正額12万５千円、計9,239万４千円。財源内訳、特定
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財源、国道支出金12万５千円。これについては臨時福祉給付金支給事業補助金12万５千

円であります。内容を申し上げます。13番、臨時福祉給付金支給事業12万５千円。これ

については、臨時福祉給付金を口座振替により支給するための振込手数料で、通常、町

の公金については振込経費は指定金融機関が負担しておりますけれど、今回については、

国から通常公金と区分して振り込みするよう指導があり、費用については全額補助とさ

れることから、補正するものでありまして、１件100円の1,150件分を見ております。 

２目高齢者福祉費。補正額58万４千円、計１億4,362万４千円。財源内訳、一般財源58

万４千円。内容を申し上げます。８番、ふるさと学園大学運営事業58万４千円でありま

す。先ほど、行政報告の中で町長も申し上げておりますけれど、ふるさと学園大学は、

本年で開校30周年を迎え、ふるさと学園大学の自治会では、記念事業として講演会を企

画し、開催することとなったことから、その費用を負担するものでございます。 

３款２項１目児童福祉費。補正額４万８千円、計１億9,564万５千円。財源内訳、特定

財源、国道支出金４万８千円。子育て世帯臨時特例給付金支給事業補助金であります。

内容を申し上げます。10番、子育て世帯臨時特例給付金支給事業４万８千円。これは、

社会福祉総務費の臨時福祉給付金と同様に、子育て世帯への臨時特例給付金の振込手数

料でございます。440件分を補正するものでございます。 

次のページとなります。24、25ページであります。 

４款２項２目し尿処理費。補正額34万８千円、計5,260万６千円。財源内訳、一般財源

34万８千円であります。内容を申し上げます。１番、し尿収集事業34万８千円。これに

ついては、平成27年度、来年度からでありますけれど、し尿処理は奈井江町の公共下水

道処理施設でＭＩＣＳ事業として処理されることとなりますけれど、現在、設備がほぼ

出来上がり、10月中旪より試験運転が始まります。このため、町のし尿についても、奈

井江町に搬入することとなりますけれど、処理施設までの運搬距離が長くなることから、

その経費を増額し委託するものでございます。 

続きまして、26、27ページとなります。 

６款１項１目農業委員会費。補正額121万円、計1,312万４千円。財源内訳、特定財源、

国道支出金121万円。これは道の支出金であります。農地台帳システム整備事業補助金121

万円であります。内容を申し上げます。５番、農地台帳システム整備事業121万円。農地

法の改正により、農地台帳及び地図の公表が法定化されたことから、農地一筆情報の入

力項目が増えたことから、農地台帳管理システムの改修を行うものでございます。 

２目農業振興費。補正額2,669万３千円、計２億531万２千円。財源内訳、特定財源、

国道支出金800万円。内訳を申し上げます。経営所得安定対策推進事業交付金500万円。

強い農業づくり事業補助金300万円であります。一般財源1,869万３千円であります。内

容を申し上げます。10番、多面的機能支払交付金1,869万３千円。これについては、新た

な農業・農村政策のうち、日本型直接支払制度の中の農業の多面的機能の維持発揮のた

め創設された農地維持支払と、名称が変わりました、資源向上支払いの対象面積の精査

が完了したことから、不足分を補正するものであります。町負担は、交付卖価の４分の

１で道の協議会に負担をするというものでございます。13番、経営所得安定対策直接支

払推進事業助成金500万円。これについては、経営所得安定対策の直接支払のための推進

業務や作付面積の確認を行うシステム準備費用で、道より追加交付があったことから増



 - 55 - 

額補正するものでございます。17番、経営体育成支援事業300万円。これについては、経

営体育成支援事業の融資主体補助型経営体育成支援事業で、農業用機械等を融資を受け

て整備する際の補助金でありまして、最大10分の３の補助で、最高額が300万円の補助が

受けられるという制度でありまして、今回の対象農家は１戸であります。 

 続きまして、28、29ページ。 

８款２項３目橋りょう新設改良費。補正額1,900万円、計2,950万円。財源内訳、特定

財源、国道支出金1,105万円。社会資本整備総合交付金であります。地方債790万円。橋

りょう長寿命化事業債であります。一般財源５万円。内容を申し上げます。１番、橋り

ょう整備事業1,900万円。これは、橋りょう長寿命化修繕計画に基づくもので、单幌加橋

の補修工事でありまして、社会資本整備総合交付金が決まりましたので、工事費を補正

するものでございます。 

続きまして、30、31ページ。 

10款５項１目保健体育総務費。補正額50万円、計276万３千円。財源内訳、一般財源50

万円。内容を申し上げます。６番、スポーツ大会参加助成事業50万円であります。これ

については、本年度は、これまで野球尐年団の、先ほど教育長の行政報告にもありまし

たけども、野球尐年団の３回の全道大会出場等に助成しておりますけれど、剣道尐年団、

尚武会尐年団でありますけれど、９月中旪に開催されます大阪での日本都道府県対抗尐

年剣道優勝大会の出場が決まるなど、今後の助成見込みを予測いたしますと不足するこ

とから、補正するものというものでございます。 

続きまして、32、33ページとなります。 

11款１項１目卖独災害復旧費。補正額160万円、計560万円。財源内訳、一般財源160

万円であります。内容を申し上げます。１番、公共土木施設卖独災害復旧事業160万円。

これについては、８月５日の豪雤によります災害のうち、国庫負担の対象とならない１

か所60万円未満の修繕、手数料でありますけれど、既定予算の残額では対忚できないこ

とから、不足分を補正するものというものであります。対象箇所は13か所でございます。 

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

す。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第39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40の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第11、議案第40号、北海道市町村職員退職手当組合規約の

変更についてを議題といたします。 

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただいま上程をいただきました議案第40号、北海道市町村職員

退職手当組合規約の変更について。 

北海道市町村職員退職手当組合規約を次のとおり変更するということで、提案理由と

内容のご説明を申し上げます。 
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北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を次のように変更するということで、新旧

対照表をご覧いただきたいと思います。 

別表の中標津町他２町葬祭組合を中標津町他２町葬祭組合、根室北部廃棄物処理広域

連合に改めるということでございまして、新たに中標津町他２町葬祭組合と、根室北部

廃棄物処理広域連合が新たに誕生したということでございます。 

提案理由でございます。根室北部廃棄物処理広域連合が新たに加入することに伴い、

北海道市町村職員退職手当組合規約を変更することについて構成団体と協議したいので、

地方自治法第290条の規定により、議決を求めるものでございます。 

なお、附則といたしましては、この規約は、地方自治法第286条第１項の規定による総

務大臣の許可の日から施行するということになっていございます。 

よろしくご審議の上、議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第40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41号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第12、議案第41号、新十津川町過疎地域自立促進市町村計

画の変更についてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今上程をいただきました議案第41号、新十津川町過疎地域

自立促進市町村計画の変更について。 

新十津川町過疎地域自立促進市町村計画を別紙のとおり変更する。 

提案理由でございます。過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項において準用する

同条第１項の規定により、議決を求めるものでございます。 

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

上、議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

総務課長。 

〔総務課長 藤澤敦司君登壇〕 

○総務課長（藤澤敦司君） ただ今上程いただきました、議案第41号、新十津川町過疎

地域自立促進市町村計画の変更について、内容をご説明申し上げます。 

 議案の次ページにあります別紙で、市町村計画の変更前と変更後を対比して整理して

ございますので、こちらをご覧いただきたいと存じます。 

 現在の新十津川町過疎地域自立促進市町村計画は、平成22年度から６年間の計画とし

て議決いただいているところでございます。 

 今回は、計画策定後に追加又は変更となった、６件のハード事業及びソフト事業につ

いて整理したものでありまして、今回の変更に係る北海道との協議につきましては、事

前に了しております。 
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 内容を申し上げます。変更箇所は、アンダーラインで示しております。 

 初めに、区分１、産業の振興では、（９）過疎地域自立促進特別事業、いわゆるソフ

ト事業として、特産品販売促進事業を追加するものです。 

 次に、区分２、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進では、（１）に橋

りょうを加え、橋りょう長寿命化修繕事業を追加いたしました。 

次に、区分３、生活環境の整備の事業名に、（３）廃棄物処理施設 し尿処理を加え、

汚泥等処理（ＭＩＣＳ）効果促進事業を追加するものであります。同じく（６）過疎地

域自立促進特別事業の安心すまいる助成事業に定住促進事業を加えたことから、事業内

容を住環境整備事業に名称変更いたしました。 

 最後に、区分６、教育の振興の（１）学校教育関連施設等に給食施設を加え、学校給

食センター整備事業を追加いたしました。また、（３）集会施設、体育施設等として行

政区自治会館整備事業を追加するものでございます。 

 いずれも事業内容につきましては、予算説明等で説明してございますので省略させて

いただきますが、本計画に搭載することにより、事業実施の際には、財政的に有利な過

疎債を充当することが出来るようになりますので、この点についてご理解をいただいて、

ご審議いただきますようお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第41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42号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第13、議案第42号、土地改良事業の計画の概要についてを

議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今上程をいただきました議案第42号、土地改良事業の計画

の概要について。 

土地改良事業の計画の概要を別紙のとおり定める。 

提案理由といたしまして、土地改良法第96条の２第２項の規定により、議決を求める

ものでございます。 

なお、事業計画の概要につきましては建設課長より申し上げますので、よろしくご審

議の上、議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

建設課長。 

〔建設課長 村中忠夫君登壇〕 

○建設課長（村中忠夫君） ただいま上程いただきました議案第42号、土地改良（徳富

ダム地区維持管理）事業の計画の概要について、内容のご説明を申し上げます。 

 先ず、概要の内容説明の前に、概要を定める必要性についてご説明申し上げます。 

徳富ダムは、議員の皆様ご存じのとおり、本年４月から治水と飲料水源の確保につい
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て供用開始されたところでございますけれども、本年度中には附帯施設でございます注

水工が完成いたしまして、来年度からは灌漑用水施設としての機能が発現される予定と

なってございます。 

徳富ダムの維持管理とその操作につきましては、北海道、西空知広域水道企業団及び

北海道開発局の共同事業３者の管理協定によりまして、北海道が担うこととなってござ

いますが、その費用につきましては、当該管理協定によりますと北海道が42パーセント、

西空知広域水道企業団が1.2パーセント、北海道開発局が56.8パーセントの割合をもって

負担することとなってございます。 

さらに、北海道開発局は、基幹水利施設管理事業としまして維持管理が可能となる徳

富ダム及び附帯の注水工については、受益の自治体でございます新十津川町、浦臼町、

月形町及び雤竜町の４町と管理協定を締結いたしまして、この４町に維持管理とその費

用負担を求めることとしてございます。 

したがいまして、徳富ダムにつきましては56.8パーセント、附帯の注水工につきまし

ては、すべて農業施設でございますので、100パーセントの管理費用を４町が共同で負担

することとなります。 

その額につきましては、のちほどご説明させていただきますけれども、基幹水利施設

管理事業を実施した場合には補助金が交付されまして、地元負担といたしましては約半

分程度に軽減されることとなります。補助率は60パーセントで、国が30パーセント、道

が30パーセントでございます。 

以上のことから、平成27年度より当該施設を基幹水利施設管理事業にて実施すべく、

その採択を申請するに当たり、町は土地改良（徳富ダム地区維持管理）事業の計画の概

要を定める必要があるものでございます。 

 それでは、計画概要の内容についてご説明させていただきますけれども、お手元の別

紙概要書をご覧いただきたいと思います。 

 先ず最初に、事業の目的でございますけれども、施設の適正な維持管理のもと、生産

性の向上と安定経営を図るとともに、多面的な機能を発揮させるということでございま

す。 

次に、地域の所在・地籍及び現況でございますけれども、受益面積は9,508ヘクタール

でございまして、その内訳につきましては、次のページのオに記載されているとおりで

ございます。 

次に、３番目の徳富ダム維持管理の要領につきましては、先ず、管理者は、先ほど説

明したとおり４町でございまして、管理すべき施設につきましては、ダム及び付帯施設

の注水工で、各々の施設概要につきましては、エ及びオに記載されているとおりでござ

います。また、維持管理の方法は、貯留及び放流は河川管理者でございます北海道が行

うこととなってございまして、取水については次のページになりますけれども、灌漑期

間を５月１日から８月31日までとしまして、各期別の取水量についてはこの表のとおり

でございます。その他、干ばつ時、それから洪水時の措置も記載してございます。 

４番目の環境との調和につきましては、各町の田園環境整備マスタープランとの整合

を図ることといたしてございます。 

５番目の費用の概要でございますけれども、これはあくまでも平成27年度概算要求時
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の数字でございまして、ただし書きにもありますように、物価の変動、それから施設の

補修等の増減でこの費用につきましては変動いたします。 

６番目の効用につきましては、最初の事業の目的に沿った内容となってございます。 

最後に、次のページの概要図で、非常に小さくて見づらくて申し訳ないんですけれど

も、ピンク色で着色されている部分が受益の区域となりまして、先ほど申しました9,508

ヘクタールでございます。 

ダム注水工設備から総富地川注水口までが、徳富ダム注水工でございまして、その途

中にございます新雤竜分水工から尾白利加川注水口までが、新雤竜注水工でありまして、

これの延長等につきましては、先ほど説明申し上げました施設概要のエ及びオに記載さ

れているとおりでございます。また、警報局につきましては、洪水時放流のサイレン設

備でございまして、その他に管理事務所といたしましては、ここに示されてございます

けれども、ここは札幌建設管理部の滝川出張所でございます。 

以上で、議案第42号、土地改良（徳富ダム地区維持管理）事業の計画の概要について

の内容説明とさせていただきます。よろしくご審議いただき、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第42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43号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第14、議案第43号、土地改良事業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〕 

○町長（植田 満君） ただ今上程をいただきました議案第43号、土地改良事業に関す

る事務の受託について。 

町は、次のように規約を定め、浦臼町、月形町及び雤竜町から土地改良事業に関する

事務を受託するといたしまして、提案理由でございます。 

土地改良事業に関する事務の管理及び執行を浦臼町、月形町及び雤竜町から受託する

ため、規約を定めることについて各町と協議をしたいので、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建設課長より申し上げますので、よろしくご審議の

上、議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

建設課長。 

〔建設課長 村中忠夫君登壇〕 

○建設課長（村中忠夫君） ただいま上程いただきました議案第43号、土地改良事業に

関する事務の受託について、内容のご説明を申し上げます。 
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 これにつきましては、今ほどの議案第42号に関連いたしますけれども、徳富ダム地区

を基幹水利施設管理事業にて実施する上で、管理者は４町でございます。しかしながら、

実際のダム管理者である北海道や、注水工の操作を担うこととなる新十津川土地改良区

との連絡調整を円滑に推進するためには、施設所在地でございます新十津川町が、当該

事業に関する事務の管理及び執行を一括して行うことが合理的でございますことから、

関係町との協議のもと規約を定めるものでございます。 

 それでは、規約の内容についてご説明させていただきますので、お手元の資料をご覧

ください。 

まず、第１条は、４町でこの土地改良事業を実施するに当たり、基幹水利施設管理事

業に関する事務を円滑に進めるため、浦臼町、月形町及び雤竜町の３町は徳富ダムの所

在地である新十津川町に当該事務を委託し、新十津川町がこれを受託する旨を規定して

います。 

第２条は、３町から新十津川町が受託する事務の範囲について定めおりまして、第１

号では、国からの管理委託協定によって生じる維持管理に関する事務、第２号では、基

幹水利施設管理事業の補助申請、補助金の受領、実績報告等の事務に関すること、第３

号では、前２号を遂行するために必要となる事務全般に関することをそれぞれ表してご

ざいます。 

第３条は、委託事務を遂行する際に適用する条例等につきましては、新十津川町の条

例を適用する旨を規定してございます。 

第４条から第６条までは、経費の負担と予算の執行方法について定めてございます。

第４条第１項は、各々の町の受益に忚じて負担する費用について、新十津川町に交付す

ることを規定してございます。同じく第２項は、それぞれの町の負担額と交付の時期に

つきましては、協議して定めることとしてございまして、負担額につきましては、予算

を措置する必要があることから、事前に通知することとしています。 

第５条は、予算の管理と執行を明確に区分する旨を規定してございます。具体的には、

一般会計予算において農林水産業費の中に事業名を明確にして計上する予定でございま

す。 

第６条は、あらかじめ交付を受けた負担金に余剰が生じた場合の処理方法について規

定してございます。 

次のページになりますけれども、第７条は、地方自治法の規定により決算の要領につ

いて住民に公表した際に、委託事務に関する部分を３町に通知する規定でございます。 

第８条は、委託事務の管理及び執行について調整を図るため、連絡会議を開催するこ

とといたしまして、その開催方法について定めてございます。 

附則では、この規約の制定に伴う必要事項を規定してございます。第１項は、この規

約の施行日を平成27年４月１日からと定めてございます。第２項は、規約で定める事務

に適用する条例等について公表することを規定してございます。第３項は、規約の廃止

に伴う清算方法について規定をしてございます。 

以上、議案第43号、土地改良事業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。よろしくご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、議案第43号について、提案理由並びに内容の説明を
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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。次に上程いたします、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、一括して議題といたした

いと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、日程第15、認定第１号、平成25年度新十津川町一般会計歳入歳出決算の

認定について、日程第16、認定第２号、平成25年度新十津川町国民健康保険特別会計歳

入歳出決算の認定について、日程第17、認定第３号、平成25年度新十津川町後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第18、認定第４号、平成25年度新十津

川町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第19、認定第５号、平成25

年度新十津川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定については、一括議題と

することに決定をいたしました。 

                                      

◎認定第１号から認定第５号の上程、概要説明、質疑、委員会付託 

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

提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今、認定第１号、平成25年度新十津川町一般会計歳入歳出

決算の認定から、認定第５号の平成25年度新十津川町農業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定を、一括上程していただきましたので、各会計ごとに提案理由を申し上げ

ますので、よろしくご審議の上、認定くださいますようお願いを申し上げます。 

それでは認定第１号、平成25年度新十津川町一般会計歳入歳出決算の認定について。 

地方自治法第233条第３項の規定により、次の書類を提出し、平成25年度新十津川町一

般会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

１、一般会計歳入歳出決算書、別冊でございます。歳入総額等については、次のとお

りでございます。区分、歳入総額、金額57億3,291万4,163円。歳出総額55億1,421万9,005

円。歳入歳出差引残額２億1,869万5,158円。うち基金繰入額２億1,465万9,158円。２、

一般会計歳入歳出決算事項別明細書、別冊。３、実質収支に関する調書、別冊。４、財

産に関する調書、別冊。５、町債の現在高と償還額についても、別冊でございます。 

続きまして、認定第２号、平成25年度新十津川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について。 

地方自治法第233条第３項の規定により、次の書類を提出し、平成25年度新十津川町国

民健康保険特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

１、国民健康保険特別会計歳入歳出決算書、別冊でございます。歳入総額等について

は、次のとおりということで、区分、歳入総額、金額３億4,082万4,285円でございます。

歳出総額３億3,842万2,968円でございます。歳入歳出差引残額240万1,317円でございま
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す。うち基金繰入額については、ございません。２、国民健康保険特別会計歳入歳出決

算事項別明細書は、別冊でございます。３、実質収支に関する調書、別冊でございます。

４、財産に関する調書も同様に別冊でございます。 

続きまして、認定第３号、平成25年度新十津川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について。 

地方自治法第233条第３項の規定により、次の書類を提出し、平成25年度新十津川町後

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

１、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書、別冊でございます。歳入総額等につい

ては、次のとおりでございます。区分、歳入総額、金額9,679万8,408円でございます。

歳出総額9,675万2,308円でございます。歳入歳出差引残額４万6,100円でございます。う

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

項別明細書は、別冊でございます。３、実質収支に関する調書も同様に別冊でございま

す。 

認定第４号、平成25年度新十津川町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について。 

地方自治法第233条第３項の規定により、次の書類を提出し、平成25年度新十津川町下

水道事業特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

１、下水道事業特別会計歳入歳出決算書、別冊でございます。歳入総額等については、

次のとおりでございます。区分、歳入総額、金額１億8,232万8,474円。歳出総額、金額

１億8,232万8,474円でございます。歳入歳出差引残額は、ございません。うち基金繰入

額についても、同様にございません。２、下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細

書、別冊でございます。３、実質収支に関する調書も同様に、別冊でございます。４、

町債の現在高と償還額についても、同様に別冊でございます。 

続きまして、認定第５号、平成25年度新十津川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算の認定について。 

地方自治法第233条第３項の規定により、次の書類を提出し、平成25年度新十津川町農

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

１、農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書、別冊でございます。歳入総額等につ

いては、次のとおりでございます。区分、歳入総額、金額2,883万7,509円でございます。

歳出総額2,883万7,509円でございます。歳入歳出差引残額は、ございません。うち基金

繰入額についても、同様にございません。２、農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

事項別明細書、別冊。３、実質収支に関する調書、別冊。４、町債の現在高と償還額に

ついても、同様に別冊でございます。 

なお、総括概要につきましては、会計別決算総括表等については、副町長よりご説明

を申し上げますので、先ほど申し上げましたように、よろしくご審議の上、認定くださ

いますようお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 引き続き、各会計決算概要について説明を求めます。 

副町長。 

〔副町長 佐川 純君登壇〕 

○副町長（佐川 純君） それでは、上程いただきました認定１号から５号までの、平

成25年度一般会計ほか４つの特別会計の決算概要につきまして、説明申し上げます。お
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手元の各会計決算書１ページをお開き願います。 

１、総括概要。 

平成25年度の予算執行にあたっては、第５次新十津川町総合計画に掲げる10年後の町

の将来像である「豊かな自然、あふれる笑顔、みんなで創る、いきいき未来」を念頭に

置きながら、目の前に横たわる多くの課題を解決するために４つの重点施策を設定して、

効果的な事業執行が図られるよう努めました。 

日本経済は、穏やかな回復基調が続いているとされていますが、地方においては、い

まだ停滞感が否めない状況であります。そのような先行きの不透明な状況の中で、地域

経済に波及効果をもたらすための積極的な公共投資と、安定した行財政運営の維持を両

立するため、限られた財源の効率的な配分を行うとともに、基金への積立や繰上償還に

よる地方債残高の削減など、将来を見据えた財政基盤の強化に努めました。 

歳入については、町税等の適正な課税、徴収、国、道支出金の積極的な活用、財政支

援措置のある地方債の選択等、有利で確実な財源の確保に努めました。 

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

とともに、国の経済対策財源を最大限活用できるよう補正予算により後年度事業の前倒

しをするなど、弾力的な対忚も図ってまいりました。 

各会計別の決算の状況は、次に示します、２、会計別決算総括表のとおりでございま

す。 

２ページ、３ページをお開き願います。 

２、会計別決算総括表。 

一般会計。歳入。予算額57億4,448万７千円。調定額57億4,738万8,803円。収入済額57

億3,291万4,163円。うち還付未済額ゼロ。不納欠損額27万8,660円。収入未済額1,419万

5,980円。これの内訳を申し上げます。１款町税1,130万57円。14款の使用料及び手数料

276万274円。これについては公営住宅使用料であります。17款財産収入13万5,649円。こ

れについては、過年度分の町有地の貸付料であります。 

表に戻っていただいて、予算に対する増減、減の1,157万2,837円。執行率99.8パーセ

ント。収入率99.7パーセント。 

続きまして、歳出。支出済額55億1,421万9,005円。翌年度繰越額7,665万６千円。不用

額１億5,361万1,995円。執行率96パーセント。歳入歳出差引額２億1,869万5,158円。 

続きまして、国民健康保険特別会計。歳入、予算額３億3,891万６千円。調定額３億4,750

万6,043円。収入済額３億4,082万4,285円。うち還付未済額ゼロ。不納欠損額ゼロ。収入

未済額668万1,758円であります。これについては、国民健康保険税の収入未済額であり

ます。表に戻っていただきまして、予算に対する増減、増の190万8,285円。執行率100.6

パーセント。収入率98.1パーセント。 

歳出、支出済額３億3,842万2,968円。翌年度繰越額ゼロ。不用額49万3,032円。執行率

99.9パーセント。歳入歳出差引額240万1,317円。 

続きまして、後期高齢者医療特別会計。歳入、予算額9,748万８千円。調定額9,679万

8,408円。収入済額9,679万8,408円。還付未済額、不納欠損額、収入未済額については、

ありません。予算に対する増減、減の68万9,592円。執行率99.3パーセント。収入率100

パーセント。 
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歳出、支出済額9,675万2,308円。翌年度繰越額、ゼロ。不用額73万5,692円。執行率99.2

パーセント。歳入歳出差引額４万6,100円。 

続きまして、下水道事業特別会計。歳入、予算額１億8,533万５千円。調定額１億8,369

万7,590円。収入済額１億8,232万8,474円。還付未済額、ゼロ。不納欠損額、ゼロ。収入

未済額136万9,116円。これについては、分担金及び負担金が122万400円、使用料及び手

数料が14万8,716円であります。予算に対する増減、減の300万6,526円。執行率98.4パー

セント。収入率99.3パーセント。 

歳出、支出済額１億8,232万8,474円。翌年度繰越額、ゼロ。不用額300万6,526円。執

行率98.4パーセント。歳入歳出差引額ゼロであります。 

次に、農業集落排水事業特別会計。歳入、予算額2,931万円。調定額2,886万6,006円。

収入済額2,883万7,509円。還付未済額、ゼロ。不納欠損額、ゼロ。収入未済額２万8,497

円。これは、使用料及び手数料であります。予算に対する増減、減の47万2,491円。執行

率98.4パーセント。収入率99.9パーセント。 

歳出、支出済額2,883万7,509円。翌年度繰越額、ゼロ。不用額47万2,491円。執行率98.4

パーセント。歳入歳出差引額、ゼロ。 

 合計で歳入予算額63億9,553万６千円。調定額64億425万6,850円。収入済額63億8,170

万2,839円。還付未済額、ゼロ。不納欠損額27万8,660円。収入未済額2,227万5,351円。

予算に対する増減、減の1,383万3,161円。執行率99.8パーセント。収入率99.6パーセン

ト。 

歳出合計。支出済額61億6,056万264円。翌年度繰越額7,665万６千円。不用額１億5,831

万9,736円。執行率96.3パーセント。歳入歳出差引額２億2,114万2,575円。 

主要施策の成果につきましては、４ページから９ページまでに記載しておりますので、

後ほどお目通しをお願いをいたします。 

次に、各会計の決算の概要を申し上げます。11ページをお開き願います。 

まず一般会計の決算の概要を申し上げます。本会計は、歳入57億3,291万４千円、執行

率99.8パーセント、歳出55億1,421万９千円、執行率96.0パーセントで、差引き２億1,869

万５千円の黒字決算となりました。 

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

節減など効率的な歳出の執行に努めた結果、所期の目的を達成することができました。 

歳入歳出の内容につきましては、以下のとおりでありますので、後ほどお目通しをお

願いをいたします。 

次に、198ページをお開き願います。 

５、実質収支に関する調書。一般会計。１、歳入総額57億3,291万4,163円。２、歳出

総額55億1,421万9,005円。３、歳入歳出差引額２億1,869万5,158円。４、翌年度へ繰り

越すべき財源(１)継続費逓次繰越額、ゼロ。(２)繰越明許費繰越額403万６千円。(３)

事故繰越し繰越額、ゼロ。計403万６千円。５、実質収支額２億1,465万9,158円。６、実

質収支額のうち地方自治法第233条の２の規定による基金繰入額２億1,465万9,158円。 

次に、199ページをお開き願います。 

国民健康保険特別会計の決算の概要を申し上げます。本会計は、歳入３億4,082万４千

円、執行率100.6パーセント、歳出３億3,842万３千円、執行率99.9パーセントで、差引
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き240万１千円の黒字決算となりました。 

以下、歳入歳出の内容については、後ほどお目通しをお願いをいたします。 

 続いて、218ページをお開き願います。 

４、実質収支に関する調書。国民健康保険特別会計。１、歳入総額３億4,082万4,285

円。２、歳出総額３億3,842万2,968円。３、歳入歳出差引額240万1,317円。４、翌年度

へ繰り越すべき財源はありません。５、実質収支額240万1,317円。６、実質収支額のう

ち地方自治法第233条の２の規定による基金繰入額はありません。 

 次に、219ページをお開き願います。 

後期高齢者医療特別会計の決算の概要を申し上げます。本会計は、歳入9,679万８千円、

執行率99.3パーセント、歳出9,675万２千円、執行率99.2パーセントで、差引き４万６千

円の黒字決算となりました。 

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

 次に、234ページをお開き願います。 

４、実質収支に関する調書。後期高齢者医療特別会計。１、歳入総額9,679万8,408円。

２、歳出総額9,675万2,308円。３、歳入歳出差引額４万6,100円。４、翌年度へ繰り越す

べき財源はありません。５、実質収支額４万6,100円。６、実質収支額のうち地方自治法

第233条の２の規定による基金繰入額はありません。 

 次に、235ページをお開き願います。 

 下水道事業特別会計の決算の概要を申し上げます。本会計は、歳入歳出共に１億8,232

万８千円、執行率98.4パーセントの同額決算となりました。歳入歳出の内訳は、下記の

とおりでございます。 

 次に、248ページをお開き願います。 

４、実質収支に関する調書。下水道事業特別会計。１、歳入総額１億8,232万8,474円。

２、歳出総額１億8,232万8,474円。３、歳入歳出差引額はありません。４、翌年度へ繰

り越すべき財源はありません。５、実質収支額もありません。６、実質収支額のうち地

方自治法第233条の２の規定による基金繰入額はありません。 

次に、249ページをお開き願います。 

農業集落排水事業特別会計の決算の概要を申し上げます。本会計は、歳入歳出共に

2,883万８千円、執行率98.4パーセントの同額決算となりました。歳入歳出の内訳は、下

記のとおりであります。 

 続いて、258ページをお開き願います。 

４、実質収支に関する調書。農業集落排水事業特別会計。１、歳入総額2,883万7,509

円。２、歳出総額2,883万7,509円。３、歳入歳出差引額、ゼロ。４、翌年度へ繰り越す

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

条の２の規定による基金繰入額はありません。 

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

くご審査賜りますよう、お願いをいたします。 

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

要の説明を終わります。 

ここで５時まで休憩いたします。 
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（午後４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５時00分） 

                                      

○議長（長谷川秀樹君） ここで、監査委員より監査の結果報告を願います。 

山本代表監査委員。 

〔代表監査委員 山本 忍君登壇〕 

○代表監査委員（山本 忍君） 議長のご指示をいただきましたので、監査結果のご報

告を申し上げます。 

平成25年度新十津川町一般会計歳入歳出決算並びに国民健康保険、後期高齢者医療、

下水道事業及び農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算に関する監査意見書。 

地方自治法第233条第２項の規定により、平成25年度新十津川町一般会計歳入歳出決算

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

り意見書を提出する。 

 監査の概要ですが、監査の対象、監査の期間及び監査の手続きについては、記載のと

おりでございますので、省略をいたします。 

監査の結果について申し上げます。 

決算書の係数についてですが、審査に付された一般会計及び４特別会計の歳入歳出決

算書、歳入歳出事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書の計数は、

それぞれの関係諸帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認める。 

次に財政状況について申し上げます。 

最初に一般会計ですが、決算額等につきましては記載のとおりでありますので、省略

いたします。 

収入及び支出は、いずれも法令等に従い合法的に行われており、支出に伴う一時的な

資金不足に対しては、一時借入れを行わず基金の運用により計画的に対処するなど、財

政運営についても健全を維持しているものと認める。 

予算の執行にあっては、予算編成及び町政執行方針に基づき財政健全化に留意され、

総じて各事業及び施設維持管理経費の一層の節減に努められており、全体的に収支の均

衡が保たれた決算と判断する。 

次に特別会計ですが、平成25年度の特別会計の決算額を合計すると歳入総額６億4,878

万8,676円、歳出総額６億4,634万1,259円、差し引き244万7,417円の黒字決算となってお

り、各特別会計の事業執行は、全体的に良好なものとなっております。 

 次に指摘事項を申し上げたいと思います。 

町税等の一部の税目では、収入未済額がやや増加しているが、担当者の昼夜を問わな

いきめ細やかな対忚や滞納整理事務局の臨戸訪問等により、厳しい経済状況の中にあり

ながらも未納者数は減尐し、特に軽自動車税においては、現年度課税分の収納率が100

パーセントとなるなど、自主財源の確保に向けた努力が窺い知れます。 

だが、一部の使用料においては、収入未済額が増加していることから、今後とも引き

続き収入未済額の徴収に一層努められるとともに、収入未済のうち滞納処分できないも
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のについては、法令等の規定に基づき適正に処理されたい。 

 最後に総括意見を申し上げます。 

新十津川町第５次総合計画の２年目となった平成25年度は、環境への取組み、農業の

振興、安心なまちづくり、健康づくりの推進という４つの重点施策に基づき、意欲的に

事務事業に取り組んでいます。 

一方、財政環境については、長引くデフレからの早期脱却と経済再生を最優先課題と

して、日本銀行による大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦

略からなる三本の矢を一体として強力に推進してきたことにより、緩やかに回復しつつ

あるが、地方においては、従前からの景気低迷の影響などから、依然として厳しい状況

下にあります。 

このような状況の中、本町においては、財政調整基金を取り崩すことなく、実質収支

で黒字を達成しているのは、財政健全化のため、町が取り組んでいる行財政改革、繰り

上げ償還による地方債残高の削減などによるものと考えます。 

また、財政分析指標においても、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は70.0パーセ

ント、実質公債費比率は卖年度2.4パーセント、過去３年平均4.8パーセントと、昨年度

に増して低い数値を示しており、健全財政を裏付けています。 

しかし、本町の財政は、従前に引き続き地方交付税に大きく依存しており、また、国

は、中期財政計画に沿って、民需主導の経済成長と財政健全化目標の双方の達成を目指

し、メリハリのついた予算とするため、施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して排

除しつつ、予算の中身を大胆に重点化するよう進めており、これら国の政策が、地方財

政へ与える影響は大きく、町財政を取り巻く情勢には予断を許さないものがある。 

地方財政は、対忚を誤れば取り返しのつかない状況を生み出すことを考え合わせると、

継続的に財政の健全化に努めるとともに、本町の目指すまちの将来像である、豊かな自

然、あふれる笑顔、みんなで創る、いきいき未来を実現するため、新十津川町第５次総

合計画に定められた各種施策の推進を図るとともに、住民ニーズの変化や時代の要請に

的確に対忚できるよう、創意と工夫を凝らし、住民福祉がより一層増進されることを強

く期待するものである。以上、監査報告といたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 監査委員の監査報告を終わります。 

これより、決算概要についてのみ質疑を行います。 

質疑のある方は、発言願います。 

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） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

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

会運営委員会において、議長、監査委員を除く９名の委員で構成する決算審査特別委員

会を設置し、これに付託して審査を進めるとの申し合わせでございます。 

本案については、議会運営委員会の申し合わせにより、議長、監査委員を除く９名の

委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託することにいたしたいと思い

ますが、これにご異議ございませんか。 
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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、日程第15、認定第１号、平成25年度新十津川町一般会計歳入歳出決算の

認定について、日程第16、認定第２号、平成25年度新十津川町国民健康保険特別会計歳

入歳出決算の認定について、日程第17、認定第３号、平成25年度新十津川町後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第18、認定第４号、平成25年度新十津

川町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第19、認定第５号、平成25

年度新十津川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定については、議長、監査

委員を除く９名の委員で構成する決算審査特別委員会に付託することに決定をいたしま

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。 

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。 

５時20分まで休憩いたします。 

（午後５時10分） 

                                      

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後５時20分） 

○議長（長谷川秀樹君） 決算審査特別委員会の正副委員長の選任につきまして、代表

して山田議員から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、議長の指示でございます。別室、議員控室で慎重に

審議した結果、委員長には安中経人議員、副委員長には青田良一議員ということに満場

一致で決まりましたので、報告いたします。 

○議長（長谷川秀樹君） ただ今報告がございましたように、決算審査特別委員会委員

長に安中経人君、副委員長に青田良一君が選任されましたので、よろしくお願いいたし

ます。 

                                      

◎報告第６号の上程、説明、質疑 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第20、報告第６号、平成25年度新十津川町健全化判断比

率の報告についてを議題といたします。 

内容の報告を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今上程をいただきました報告第６号、平成25年度新十津川

町健全化判断比率の報告について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成25年度新

十津川町健全化判断比率について、監査委員の意見を付けて次のとおり報告する。 

平成25年度新十津川町健全化判断比率。 
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実質赤字比率、バーでございます。連結実質赤字比率も同様でございます。実質公債

費比率4.8パーセント。将来負担比率、バーでございます。 

なお、内容の説明につきましては、総務課長より申し上げますので、よろしくご審議

の上、ご承認賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君)  内容の報告を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

 総務課長。 

〔総務課長 藤澤敦司君登壇〕 

○総務課長（藤澤敦司君） それでは、ただいま上程いただきました報告第６号、平成

25年度新十津川町健全化判断比率の内容について、ご説明申し上げます。 

 平成19年に施行された、地方公共団体の財政の健全化に関する法律では、都道府県及

び市町村等の地方公共団体の財政健全化を進めるために、財政の健全指標となる健全化

判断比率を設定いたしまして、この数値を超える地方公共団体に対しては、早期健全化

計画や財政再生計画の策定を義務付けるとともに、財政再生団体になった場合には、国

の管理下において再生するという内容を定めております。 

 さらに、国では各年度の決算状況に基づいて、すべての地方公共団体の財政指標を公

表することとしておりまして、平成25年度決算につきましても、９月末までに公表する

こととなっております。 

 健全化判断比率の内容は、毎年３定で説明しておりますので、具体的な内容について

は簡略に申し上げたいと思います。健全化判断比率の対象ですが、一般会計と特別会計

に、一部事務組合や広域連合への負担金、分担金、さらには第３セクター等への負担も

含め、地方公共団体の歳出総計すべてが対象となっております。 

 この４つの健全化指標は、いずれも町の標準財政規模に対する割合で算出するもので

あります。標準財政規模の求め方につきましては、標準税収入額に地方譲与税と地方交

付税、臨時財政対策債発行可能額を加えた額になります。平成25年度の本町の標準財政

規模を計算しますと、41億5,493万６千円となり、これが４指標を計算する分母となりま

す。 

 初めに、実質赤字比率ですが、これは一般会計の実質赤字額の比率でございます。連

結実質赤字比率は、特別会計も全て含めた合計の実質赤字の比率となっております。い

ずれも黒字決算ですので、なしとなります。括弧内は、早期健全化基準ですが、それぞ

れ15パーセント、20パーセントが適用されるものであります。 

 次に、実質公債費比率ですが、４指標で唯一数字の入っている指標でございます。こ

れは、一般会計の公債費や特別会計の起債償還に充てた繰出金、一部事務組合等の起債

償還に充てた分の負担金の合計額を、標準財政規模で割った数字を３か年平均で算出し

たものです。今年度は今町長が申し上げたとおり4.8パーセントとなりまして、前年度に

比べて2.1ポイント改善されております。この指標の早期健全化基準は、25パーセント以

上とされております。 

 最後の将来負担比率でございますが、起債残高のほかに、債務負担行為に基づく支出

予定額、職員退職手当の見込額などの、将来負担しなければならない実質的な負債額か

ら、基金残高などの充当可能な財源を差し引いて、これを標準財政規模で割って算出す



 - 70 - 

るものでございます。こちらも４年連続で、充当財源が負債額を上回りますのでマイナ

スとなり、表示上は、なしとなります。この指標の早期健全化基準は、350パーセント以

上となっております。 

 以上、簡卖でございますが、健全化判断比率の説明とさせていただきます。よろしく

ご審議を賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君)  内容の説明を終わります。 

ここで、監査委員より、監査の結果報告を願います。 

山本代表監査委員。 

〔代表監査委員 山本 忍君登壇〕 

○代表監査委員（山本 忍君） それでは、平成25年度新十津川町各会計に係る健全化

判断比率の審査結果について申し上げます。 

 地方公共団体の財政健全化に関する法律に基づく、平成25年度新十津川町一般会計ほ

か４特別会計に係る健全化判断比率の監査を終了したので、その監査結果について次の

とおり意見書を提出する。 

 監査の概要ですが、監査の対象、監査の期間、監査の手続きについては、記載のとお

りであります。 

監査の結果について申し上げます。 

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

項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認める。 

健全化判断比率の４指標について述べます。 

実質赤字比率の早期健全化基準は、15パーセントとなっておりますが、平成25年度の

一般会計等における実質収支額は、黒字決算となっておりますので、実質赤字比率は、

算出されておりません。 

次に、連結実質赤字比率ですが、早期健全化基準は、20パーセントとなっております

が、平成25年度の一般会計、特別会計を合わせた実質収支額は、連結黒字決算となって

おりますので、連結実質赤字比率は、算出されておりません。 

 次に、実質公債費比率の早期健全化基準は、25パーセントとなっておりますが、平成

25年度の実質公債比率は、4.8パーセントであり、大きく基準を下回っております。 

最後に、将来負担比率ですが、早期健全化基準は、350パーセントとなっておりますが、

実質的な将来負担額がないことから、将来負担比率は算出されておりません。 

（２）個別意見につきましては、記載のとおりでございます。 

（３）是正改善を要する事項につきましては、特に指摘すべき事項がないことを報告

いたします。以上で各会計に係る健全化判断比率の審査報告とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 監査委員の監査報告を終わります。 

直ちに質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 以上をもちまして、報告第６号、平成25年度新十津川町健全化判断比率の報告につい
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てを終わり、報告済みといたします。 

                                      

◎報告第７号の上程、説明、質疑 

○議長（長谷川秀樹君)  日程第21、報告第７号、平成25年度新十津川町資金不足比率

の報告についてを議題といたします。 

内容の報告を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今上程をいただきました報告第７号、平成25年度新十津川

町資金不足比率の報告について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定により、平成25年度新

十津川町資金不足比率について、監査委員の意見を付けて次のとおり報告する。 

平成25年度新十津川町資金不足比率。 

特別会計の名称、下水道事業特別会計、資金不足比率はございません。農業集落排水

事業特別会計、資金不足比率、バーでございます。備考欄に書いてございますように、

公益企業会計において、赤字額がないので資金不足比率はバーで表しております。した

がいまして、資金不足率については、いずれもバーということでございます。 

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

承認賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 内容の報告を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

総務課長。 

〔総務課長 藤澤敦司君登壇〕 

○総務課長（藤澤敦司君） それでは、ただいま上程いただきました報告第７号、平成

25年度新十津川町資金不足比率の内容について、ご説明申し上げます。 

 資金不足比率につきましても、前号と同様に、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律に基づいて算出するものでございます。 

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

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

原則的には事業経営に伴う収入で経営しなければならないこととされております。 

 この資金不足比率は、特別会計における各公営企業の資金不足の比率でありまして、

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

該当となりますが、いずれも資金不足は発生しておりませんので、なしとなります。 

 この指標での早期健全化基準につきましては、都道府県、市町村とも20パーセント以

上が該当となります。 

 

 以上、簡卖でございますが資金不足比率の説明とさせていただきます。よろしくご審

議をいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 内容の説明を終わります。 

 ここで、監査委員より、監査の結果報告を願います。 
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山本代表監査委員。 

〔代表監査委員 山本 忍君登壇〕 

○代表監査委員（山本 忍君） それでは、平成25年度新十津川町公営企業に係る資金

不足比率の審査結果について申し上げます。 

 地方公共団体の財政健全化に関する法律に基づく平成25年度新十津川町下水道事業特

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

監査結果について、次のとおり意見書を提出する。 

 監査概要ですが、監査の対象、監査の期間、監査の手続きについては、記載のとおり

でございます。 

 監査の結果について申し上げます。 

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

を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認める。 

 下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計ともに資金不足比率基準は、20パー

セントとなっておりますが、平成25年度の実質収支額はともにゼロとなっておりますの

で、資金不足比率は算出されておりません。 

（２）個別意見につきましては、記載のとおりでございます。 

（３）是正改善を要する事項につきましては、特に指摘すべき事項がないことを報告い

たします。 

 以上で公営企業に係る資金不足比率の監査報告とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 監査委員の監査報告が終わりました。 

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。 

 以上をもちまして、報告第７号、平成25年度新十津川町資金不足比率の報告について

を終わり、報告済みといたします。 

                                      

◎散会の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

決算審議のため、９月12日午後３時まで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、９月12日午後３時までは決算審議のため休会とし、午後３時から本会議

を再開いたします。 

なお、本会議休会後、引き続き、決算審査特別委員会を開催いたします。 

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５時33分） 
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平成26年第３回新十津川町議会定例会 

 

平成26年９月12日（金曜日） 

午後２時30分開議 

◎議事日程（第２号） 

第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 議案第37号 新十津川町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に

関する条例の一部改正について（質疑、討論、採決） 

第３ 議案第38号 新十津川町廃棄物の減量、適正処理及び清掃に関する条例の一部

改正について（質疑、討論、採決） 

第４ 議案第39号 平成26年度新十津川町一般会計補正予算（第３号） 

（質疑、討論、採決） 

第５ 議案第40号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

（質疑、討論、採決） 

第６ 議案第41号 新十津川町過疎地域自立促進市町村計画の変更について 

（質疑、討論、採決） 

第７ 議案第42号 土地改良事業の計画の概要について（質疑、討論、採決） 

第８ 議案第43号 土地改良事業に関する事務の受託について（質疑、討論、採決） 

第９ 議案第44号 新十津川町教育委員会委員の任命について 

（説明、質疑、討論、採決） 

 第10 議案第45号 新十津川町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

（説明、質疑、討論、採決） 

第11 委員会報告第３号 決算審査特別委員会審査報告 

第12 認定第１号 平成25年度新十津川町一般会計歳入歳出決算の認定について 

（討論、採決）  

第13 認定第２号 平成25年度新十津川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について（討論、採決）  

第14 認定第３号 平成25年度新十津川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について（討論、採決） 

第15 認定第４号 平成25年度新十津川町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて（討論、採決） 

第16 認定第５号 平成25年度新十津川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の

認定について（討論、採決） 

第17 意見書案第４号 軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書 

（説明、質疑、討論、採決） 

第18 意見書案第５号 林業、木材産業の成長産業化に向けた施策の充実、強化を求

める意見書（説明、質疑、討論、採決） 

第19 閉会中委員会所管事務調査申し出について 
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◎出席議員（11名） 

   １番  安 中 経 人 君    ２番  西 内 陽 美 君 

   ３番  青 田 良 一 君    ４番  山 田 秀 明 君 

   ５番  笹 木 正 文 君    ６番  平 澤 豊 勝 君 

   ７番  長 名   實 君    ８番  後 木 幸 里 君 

９番  樋 坂 里 子 君    10番  西 永 勝 治 君 

   11番  長谷川 秀 樹 君 

 

 

◎欠席議員（０名） 

 

 

◎地方自治法第121条により出席した者の氏名 

  町       長   植 田   満 君 
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  教   育   長   熊 田 義 信 君 
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  産 業 振 興 課 長 兼 
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◎職務のために出席した者の職氏名 

  議 会 事 務 局 長   髙 宮 正 人 君 
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○議長（長谷川秀樹君） 決算審査特別委員会に引き続きということで、大変ご苦労さ

まです。 

（午後２時30分） 

                                      

◎議会運営委員会の報告 

○議長（長谷川秀樹君） 会議に先立ちまして、議会運営委員会より報告がございます。 

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） それではちょっと異例なことになりますけども、議

会運営委員会の方から、皆さんにお願いを申し上げたいと思います。 

 本日11時50分から急遽、議会運営委員会を開催いたしました。 

 出席議員等は記載のとおりでございます。協議事項といたしまして、本日の最終日に

上程する議員提案による意見書、軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書と、

林業、木材産業の成長産業化に向けた施策の充実、強化を求める意見書の２件とすると

いうことで決定をいたしました。 

 なお、議会初日に意見書につきましては、３本ということでお話をしてございました

が、諸般の事情等、それからもう１件の意見書につきましては、なお、慎重な意見書文

面の精査が必要ということの判断から、議長預かりの形にして、次回の定例会にという

ことで決定を見ました。 

 私、委員長の不手際から議員の皆さんに大変ご迷惑をおかけしますけども、ご理解と

ご協力をお願い申し上げまして、議運からの報告といたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 議会運営委員長の報告が終わりました。 

                                      

◎開議の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） ただいま出席している議員は、11名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより、本日の会議を開きます。 

                                      

◎議事日程の報告 

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

き、順を追って進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

                                      

◎会議録署名議員の指名 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員につきましては、新十津川町議会会議規則により議長より指名いたし

ます。 

１番、安中経人君。２番、西内陽美君。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37号から

議案第43号までの案件につきましては、９月９日の定例本会議において、提案理由並び
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に内容の説明を終わっております。よって、ただちに質疑に入りまので、よろしくお願

いいたします。 

                                      

◎議案第37号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２、議案第37号、新十津川町重度心身障害者及びひと

り親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行ないます。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから、議案第37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37号、新十津川町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の

助成に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 

                                      

◎議案第38号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３、議案第38号、新十津川町廃棄物の減量、適正処理

及び清掃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。 

これから討論を行ないます。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、議案第38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38号、新十津川町廃棄物の減量、適正処理及び清掃に関する条例

の一部改正については、原案のとおり可決されました。 
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◎議案第39号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第４、議案第39号、平成26年度新十津川町一般会計補正

予算（第３号）を議題といたします。 

質疑はございませんか。 

９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） ２点、お願いいたします。 

 23ページの説明の社会福祉のところの臨時福祉給付金支給事業について、対象者はど

のくらいで、受けた方は何人かということ。それと、児童福祉費の10番ですけども、子

育て世帯臨時特例給付金もどのくらいの対象の方がいて、その時点でどのくらいの方が

受けていらっしゃるのか。 

 それと27ページの農業振興費のところで、17番の経営体育成支援事業ということで、

300万を融資を受けて整備をするという説明だったのですけれども、１件ということなん

ですけど、経営体育成支援の内容、300万の、それお願いします。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） ただ今の臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付

金の支給状況、それから支給の対象見込み数ということについてのご質問ですけども、

これについてお答えします。 

これにつきましては、今回、開催当初の行政報告で報告した数字でしかないんですけ

ども、報告済みなんですが、臨時福祉給付金につきましては、支給対象見込み者数1,542

人で、８月末現在なんですけども、受付済者数が1,191人、この対象見込み者数に対する

比率で、77.24パーセントとなっております。８月末現在で、交付決定者に対して実際に

支給済みとなった者の数が、935人いらっしゃいます。 

 続きまして、子育て臨時特例給付金につきましては、支給対象見込み者数が734人、８

月末現在の受付者数が622人で、見込者数に対して84.74パーセント、給付金の支給済者

数が８月末で515人となっております。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは、次の質問、答弁を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（小林 透君） それでは27ページの経営体育成支援事業の内容につい

て、ご説明を申し上げます。 

 まず、これにつきましては、農産物の高付加価値化というのを目途にいたしまして、

経営体が機械等の導入を図る際に助成が行われるというものでございます。説明の中で

は、農業系の資金を借りた上で、その資金を借りた部分に対して、借りたことによって

助成を受けることができるというものでございます。対象農家は１件で、内容について

は、高度の乾燥装置一式を導入したと、２基分ですけども大小ございますが、それを導

入したことに対する助成金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。 

ほかに質疑はございませんか。 

３番、青田良一君。 
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○３番（青田良一君） 21ページになりますけども、この社会保障全般の制度システム

の整備ということで、予算が補正されておりますけども、私、ちょっとこの内容が勉強

不足でよくわからないのですけれども、住民にとってこういったことが実現されると、

どういうメリットが生じてくるのか、あるいはデメリットがあるとすれば、どういうこ

となのか、何も変わらないのか、その辺のところをちょっとお聞かせいただくとともに、

機械処理と言いますか、そういった形の中でやっていくんだと思うんですけども、決算

でもお話したんですけれども、ネットにつながれていない部分は情報漏れの心配がない

というようなことでのご答弁だったんですけども、私はちょっと違う観点で、職員のモ

ラルと言いますか、そういったものも含めてセキュリティーがどうなっているのかとい

うふうなことを含めて、お聞きしたかったわけでして、改めて、こういったことについ

ての情報が漏えいするというふうな、例えば、持ち出すとか、何かに入れたものを持っ

て行って無くすとか、というふうなことが起こらないように、管理職等と言いますかを

含めて、職場内でどのようなセキュリティー対忚をなされてるのかを含めて、お尋ねし

たいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

住民課長。 

○住民課長（遠藤久美子君） それではただ今のご質問のまず、住民にとってどのよう

なメリットがあるかという質問に対してお答えいたします。 

 住民にとってのメリットは、役所だとかいろんな所で手続きをする時に、いろんな役

所を回るだとか、住民票を添付するだとか、例えば、所得証明をとらなきゃならないだ

とかという、いろんなものを添付したり、いろんな所を回らなきゃならないようなこと

が、これの導入により尐なくなると言いますか、１か所で済んだりとか、そもそも回ら

なくてもよくなるということがあります。あとは、住民ではなくても、法人にも番号が

今度付されますので、事業者にとっても役所にわざわざ届け出をしなくてもいいだとか、

要するに、出向いて行って何かをするということが、格段に減るというふうになる予定

でございます。 

 後段のセキュリティーの関係につきましては、総務課長の方からお答えさせていただ

きます。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、答弁を求めます。 

総務課長。 

○総務課長（藤沢敦司君） それでは３番議員さんの二つ目の質疑に対してお答えいた

します。 

セキュリティーの問題ですが、自治体だけではなく、民間も含め非常に今注目されて

るというか、この辺に関しては、どこの企業も自治体もそれに取り組んでいることと思

います。 

先だっても大企業であのような事件があったということで、明日は我が身と言います

か、そういうことの無いようにしなきゃならないというふうには思っております。 

 ソフト面、ハード面両方から、やはりこれに関しては取り組まなければならないとい

うことで、本町では情報セキュリティー規定というのがございますので、ヒューマンエ

ラーの無いように、上司も含めて、そういった形での取り組みというのはすでに規定さ
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れておりますので、それによって情報漏えい等が無いように、職員個々にはやっていた

だいているつもりですけれども、そうは言ってもやはり、いろいろな間違いがあったり、

そういった漏れとかというものが無いとは言えませんので、これらに対忚するために、

今回補正で提案させていただきました、指静脈認証管理システムというものを導入いた

します。 

これは、従来パスワード、画面に向かって自分の暗記したパスワード等でそれを打ち

込まないとログインできないという形なんですが、これだとやはり、ずっと同じものを

使い続けるとこれが漏れるということも無いわけではないために、指静脈、その人本人

でなければ絶対にアクセスできないというような形のシステムにしたいということであ

ります。 

 これを何故導入するかというと、今議員さんの質疑にあったとおり、番号制度に先駆

けて、その前からセキュリティーシステムを強化しようという目的でございます。さら

に、一人個々のソフト的な問題としては、職員一人ひとりに、今情報セキュリティーの

研修というのを義務付けております。これは、職員だけではなくて、常に業務に携わっ

ております臨時職員も含めて、今、今年中ということでございますが、研修を受けてい

ただいております。今後もさらに、こういった形は強化していかなければならないであ

ろうというふうには思っていおります。 

さらに、番号法の関係で言いますと、仮に、こういった情報漏えいした場合、今まで

は組織体等の罰則があったんですが、今度は個々にも、職員個々に罰則がくるというよ

うな法律にもなっておりますので、これらも十分周知した上で、職員のモラル向上、そ

してセキュリティー規定の順守ということで、徹底したいというふうに考えております。

以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいでしょうか。 

３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 同じページなんですけども、66万３千円の負担金の部分につい

て、副町長の説明を聞き漏らしましたので、申し訳ございませんもう一回、その部分の

ご説明いただけますでしょうか。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、答弁を求めます。 

総務課長。 

○総務課長（藤沢敦司君） これは同じく番号制に関わります中間サーバーというもの

に係る自治体の負担ということになってございまして、日本全国すべてこのネットワー

ク組まれますので、それを一つの大きなサーバーに各自治体から繋げて、別の自治体に

持っていくという形のものでございます。 

東日本、西日本で２か所設置するらしいんですが、本町が属するのは東日本の方だと

思いますが、それを、構成自治体ですべて人口割等々の要件で割り返して、各自治体が

負担するという内容になっております。 

それで、本町の負担は66万３千円。これを負担しなければならないということから、

今回、予算補正に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。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行ないます。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、議案第39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39号、平成26年度新十津川町一般会計補正予算（第３号）は、原

案のとおり可決されました。 

                                      

◎議案第40号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第５、議案第40号、北海道市町村職員退職手当組合規約

の変更についてを議題といたします。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

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40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40号、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更については、原

案のとおり可決されました。 

                                      

◎議案第41号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第６、議案第41号、新十津川町過疎地域自立促進市町村

計画の変更についてを議題といたします。 

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。 

これから討論を行ないます。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、議案第41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41号、新十津川町過疎地域自立促進市町村計画の変更については、

原案のとおり可決されました。 

                                      

◎議案第42号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第７、議案第42号、土地改良事業の計画の概要について

を議題といたします。 

質疑はございませんか。 

１番、安中経人君。 

○１番（安中経人君） 徳富ダム関連ということで、本年から治水と上水が供用開始し

て、いよいよ平成27年度から完全供用ということで、残されていた農業水利について供

用開始するわけですが、先般のこの説明の中でいろいろ伺っているわけですが、両委員

の間でも、先般お話の中でも、管理費用についてどういうことかということで、非常に

それぞれが認識についてなかなかばらつきがあって、再度、ここで質問をしたいわけで

す。 

 まずは、今回の維持管理すべき施設、字徳富１番地の10番、９番ということで、おそ

らくこれは左右岸のダム軸の位置を示しているのではないかなと思います。その中で今

回やろうとしていることは、基幹水利施設にするための管理費用、これの区分がどの部

分に発生してくるのかということですね。徳富ダムに農業水利を本町としてのるという

議決を過去にあったと思います。それから相当数時間も要してますので、ここで管理費

用の算出根拠、あるいは、どういう部分についてということを再確認を含めて、再度、

詳しく説明をしていただきたいなということでございます。 

 まず、ダム本体を含めて、左右岸湛水面のダムの財産に関する部分の維持管理費につ

いて、どうなるのかという部分ですね。 

 それから、取水口から農業施設の分岐した注水工呑み口から総富地川の吐け口までの

間、これが今、基幹水利施設に申請しようとしているわけですが、これの費用の概要と

いうことで右のページの費用の概要の５番の中で、物価の変動、施設の補修等の増減に

より変更することがあるということですが、もっと丁寧に、どういう場合、あるいは、

保全工事、修繕工事、それに寄りがたい場合は、おそらく災害となるかと思います。そ

れを含めて、ダム本体の湛水面を含めた中での水利施設としての費用発生する部分につ

いて、再度、説明をいただきたいなと、こういう具合に思います。以上です。 
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○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

建設課長。 

○建設課長（村中忠夫君） ただ今のご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 まず、ダム本体の維持管理に関わる部分の費用負担の部分でのご質問かと思うのです

けれども、まず、ダム本体と言いますか、今回、対象にしている部分は、国営のかんが

い排水ということで造成されたものですから、これの建設費の部分につきましては、ま

ず地元負担はございません。まず、これについては地元負担ございません。 

 それで、今回この施設が出来上がったことによっての、農業分の基幹水利施設管理事

業で管理をしていこうとする部分の負担につきましては、ダム本体から新雤竜分水工ま

での分については、あくまでも新十津川、浦臼、月形、雤竜の４町で負担する形になり

ます。新雤竜分水工から総富地川注水口までの部分につきましては、これは、新十津川、

浦臼、月形、この３町で負担する形になります。新雤竜分水工から尾白利加川注水口ま

でについては、これについては、もう完全に雤竜のみの負担という形になります。 

負担の割合につきましては、今年１月に４町及び４土地改良区で覚書を交わしてござ

いますので、その率については、ちょっと省かさせていただきますけれども、その他に、

今回、概要でお知らせしている額でございますけれども、一忚、北海道の方ではじいて

いただいている形なんですけれども、トータル額としては、とりあえず27年度は5,100

万円というようなことで、北海道の方で考えてございますけれども、そのうち農業負担

分の割合であるのですけれども、ダム本体の部分がこの前言いましたように、農業分の

負担、それと注水工の部分は、これは農業サイドのみですので100パーセントという形で

なってございます。ですのでダムの部分については約2,800万円ほど、それと注水工の部

分については、約400万円程度が来年度の基幹水利の管理対象経費というような形になり

ます。 

ここでいうただし書きの部分での、今後の危機等の補修等が出てきますと、当然その

部分も基幹水利施設管理事業としてやっていかなければいけない形になりますが、そう

いうところは年度計画的なものを作った中で対忚していくようなことになるかと思いま

す。 

最後に、災害等の関連で、規模によりけりかとは思うのですけれども、大規模なよう

な災害が起きたような場合につきましては、直轄災といいまして、国がやるということ

になります。それ以外の部分でございますと、やっぱり管理者であります４町になりま

すけれども、管理者の方で実施をしていくというような形になろうかと思いますけれど

も、いずれにしましても、そういう災害が起きたような場合につきましては、国等に対

して一報入れた中で対忚していくというような形になろうかと思います。以上でござい

ます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいでしょうか。 

ほかに質疑ございませんか。 

はい、６番、平澤豊勝君。 

○６番（平澤豊勝君） 関連で教えていただきたいのですけれども、先ほどの説明の中

で、改良区との協定も交わされているとのことでありましたけれども、大きな農業用水

という形の中で、４町の土地改良区の存在というのはかなり重要視されていくのかなと
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いうように、私は考えています。 

そういった形の中で、今後、この事業を運営していく中で、４町の土地改良区の協定

協議会みたいなのができているのか、それとも、町独自の協定を交わしながら改良区に

その後の管理、それから委託、水利の配分等をお願していくのか、その辺聞かせていた

だきたい。 

それから、すでに貯水の方法等が書いていありますけれども、まだ供用開始されてお

りませんから、実際の立方メートルの数字というのは見えないのかなというような、私

なりに判断してますけれども、これは大きなデータの基で出しているとは思いますけれ

ども、この貯水量については、利用に忚じて変更が可能なのか、可能でないのか、その

辺もお聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（村中忠夫君） まず、改良区との絡みかもしれませんけれども、今、概要

を作った段階で、今度、基幹水利施設管理事業の中で、ちょっと名前が間違ったら申し

訳ないのですけれども、地区管理強化委員会みたいな形の中で協議する部分もあります

し、また、ここでは連絡調整会議というものを設ける形にはしてますので、改良区との

協議についても進めていく形になろうかと思います。 

ただ、実際に総富頭首工から浦臼、月形に行く部分については、完全に新十津川の土

地改良区が管理していくような形になるかと思うのですけれども。 

それと、今の貯水量の数値等についての部分については、ちょっとこれについては、

変わらないものというふうに考えます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいでしょうか。 

 はい、それでは７番、長名實君。 

○７番（長名 實君） ちょっと教えてほしいのですか、５番に施設の補修等という言

葉が出てきて、それで、こういうあのような施設のことはさっぱりわかりませんので、

車でも家でも電機製品でも保証期間というのがあると思います。それで、ああいう施設

の場合、引き渡された日からこちらに責任があって、補修等の場合、元請というか造っ

た施行者の方には全然責任ないのですか。あるとすれば、何年間くらいは造った方が責

任持ちますよというようなことになっているものでしょうか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（村中忠夫君） ただ今のご質問にお答えいたします。通常、瑕疵というの

がやっぱりありますので、多分、瑕疵の期間としては１年かなというふうには思うので

すけれども。ただ、先ほど１番議員さんのご質問でもございましたように、補修等につ

いては、出来たばかりでまずそれほどありえないのかなというふうには思うのですけれ

ども、今後、老朽化に伴いまして、こういう施設が修繕が必要だとか、補修が必要だと

いうような場合については、ここの額の部分については変わりますよということでの、

このただし書きになっておりますので。 

○７番（長名 實君） それはわかります。全然わからないから、そういうものは保証

期間というものがあるものですか、無いものですかということを伺っているのです。 
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 電気製品でもなんでも保証期間というのはあるよね。そういう面で、ああいう構造物

はあるものか、ないものかということを聞きたいのです。 

○建設課長（村中忠夫君） 通常の工事請負でやっている形にはなってございますので、

契約書上でのかしという部分は、契約書上ございますので。ただ、先ほど３年というふ

うに私言ったかもしれませんけれども、もしかすると３年でないかもしれませんけど、

そこら辺はちょっと、間違えましたらご了承願いたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、よろしいですか。 

 １番、安中経人君。 

○１番（安中経人君） １回で聞けばよかったのですけれども、４番のこの基幹水利施

設を計画することにあたって、各関係する町の田園環境整備マスタープランというのが

あるのですけれども、これとの整合を図るということで、各関係４町について、田園環

境整備マスタープランというのが、それはどういうプランであるものか、各町の長期計

画10か年のあれの中に含まれている、その田園スタイルを持って、それと整合している

かだとか、あるいは、別にマスタープランを立ち上げて、これと整合させるのか、その

辺のことを伺いたのです。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（村中忠夫君） それではただ今のご質問にお答えいたします。４番目の田

園マスタープランとの整合の絡みでございますけれども、これは各町で、もうすでに作

られているというふうには思いますけれども、本町の場合につきましては、22年の６月

に、一忚このマスタープランは更新されてございます。その上で、農業用水に関しまし

ては、環境保全の基本的な考え方の中で、優良農地を維持していくことや、住宅地への

被害を防止、住民が安心して暮らせるようにするため、徳富ダムの整備などを目指すと

いう形で記載をしてございまして、環境保全の目標、基本方針の中では、農業用水は生

活用水、防火用水、環境用水などの役割や、潤いある農村空間を創造するためにも必要

な施設という形で位置づけてございますので、本土地改良事業の実施にあたっても、他

の事業と合わせまして、多面的な農業用水の活用を推進する、普及活動に努めるという

いようなふうに考えております。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほか質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○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42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42号、土地改良事業の計画の概要については、原案のとおり可決

されました。 

                                      

◎議案第43号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８、議案第43号、土地改良事業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。 

これから討論を行ないます。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、議案第43号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第43号、土地改良事業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44号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第９、議案第44号、新十津川町教育委員会委員の任命に

ついてを議題といたします。 

それでは提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今上程をいただきました議案第44号、新十津川町教育委員

会委員の任命について。 

新十津川町教育委員会委員に次の者を任命したいので、同意を求める。 

住所、樺戸郡新十津川町字中央505番地７。氏名、新田右子さんでございます。生年月

日、昭和45年12月16日生まれ。 

提案理由でございます。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規

定により、同意を求めるものでございます。 

新田様におかれましては、これまで新十津川小学校のＰＴＡの役員としてご活躍され

たほか、現在は、子ども育成会や剣道尐年団父母の会にも献身的に取り組んでいただい

ております。また、人格も高潔でございまして、学校教育、社会教育に対する造詣も深
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く、さらには、保護者の立場ということで、今回ご勇退されます木下留美子教育委員さ

んの後任として、適任であると考え任命いたしたくご同意をいただきますよう、お願い

を申し上げる次第でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由並びに内容の説明が終わりました。 

ただちに質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、議案第44号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 

〔「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44号、新十津川町教育委員会委員の任命については、原案のとお

り同意することに決定をいたしました。 

                                      

◎議案第45号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第10、議案第45号、新十津川町固定資産評価審査委員会

委員の選任についてを議題といたします。 

それでは提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今上程をいただきました議案第45号、新十津川町固定資産

評価審査委員会委員の選任について。 

新十津川町固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任をしたいので、同意を求める。 

住所、樺戸郡新十津川町字中央514番地１。氏名、長谷川優様でございます。生年月日、

昭和18年５月27日生まれ。 

提案理由でございます。地方税法第423条第３項の規定により、同意を求めるものでご

ざいます。 

議員の皆さん方もご承知だと思いますけれども、長谷川様におかれましては、これま

で２期６年にわたりまして、固定資産評価審査委員会委員をお努めになっていただいて

おります。常に、中立公正な立場でもって業務を遂行していただいてまいりました。よ

って、引き続き、固定資産評価審査委員会委員に選任いたしたく、同意を求めるもので

ございます。何とぞ、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由並びに内容の説明が終わりました。 
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ただちに質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより議案第45号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第45号、新十津川町固定資産評価審査委員会委員の選任については、

原案のとおり同意することに決定をいたしました。 

ここで、14時55分まで休憩いたします 

（午後２時45分） 

                                      

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後２時55分） 

                                      

◎委員会報告第３号の報告、質疑 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第11、委員会報告第３号、決算審査特別委員会審査報告

を議題といたします。 

本件につきましては、９月９日の定例本会議におきまして、決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、決算審査特別委員長よりお願いいたします。 

決算審査特別委員長、安中経人君。 

〔決算審査特別委員会委員長 安中経人君登壇〕 

○決算審査特別委員長（安中経人君） ただ今、議長よりご指示がありましたので、決

算審査特別委員会から平成25年度各会計決算の報告を申し上げます。 

本委員会に付託された、認定第１号、平成25年度新十津川町一般会計歳入歳出決算の

認定について、認定第２号、平成25年度新十津川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について、認定第３号、平成25年度新十津川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定について、認定第４号、平成25年度新十津川町下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、認定第５号、平成25年度新十津川町農業集落排水事業特別会計歳

入歳出決算の認定についての、決算の審査の結果について、新十津川町議会会議規則第

77条の規定により報告いたします。 

１、審査の経過、平成26年９月９日開会の第３回定例会で当委員会に付託された、平

成25年度新十津川町各会計歳入歳出決算の認定については、平成26年９月９日から12日
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までの４日間にわたり、所管担当課の説明を受け、審査を行いました。 

２、審査結果、全ての項目において認定すべきものとするということに決定しており

ます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 決算審査特別委員長の審査結果報告を終わります。 

これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

                                      

◎認定第１号の討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第12、認定第１号、平成25年度新十津川町一般会計歳入

歳出決算の認定についてを議題といたします。 

討論はございませんか。 

それでは、原案に反対の方の討論を許します。 

９番、樋坂里子君。 

〔９番 樋坂里子君登壇〕 

○９番（樋坂里子君） 議長のお許しをいただきましたので、反対討論をいたします。 

認定第１号、平成25年度新十津川町一般会計歳入歳出決算の認定について反対討論を 

行います。 

 私の記憶するところによりますと、私が議員になって平成25年度の予算は、初めて反

対をしなかったひとつの予算でありました。本当ならば反対しないで賛成をしてあげる

べきではないかなというふうに思いますが、決算審査特別委員会の副委員長が、何とし

ても賛成討論をしたいそうなので、反対討論があった方がいいのではないかということ

で、反対をします。 

 それと併せまして、今年の決算の反対討論の内容が、平成27年度の予算に反映されま

すことを願って討論をしたいと思います。 

 まだまだ地方財政が景気回復をしていない中、限られた財源の中で基金の積み立てや、

繰上償還による地方債残高の削減など認めるところがあります。そして、みんなで創る

を強調した６つの施策を作り、実施に向けての取組みの成果もあったものと思います。 

私がいつも決算討論で言うことは、不用額が今回１億5,361万1,995円と多いことで、

光熱水費や節約による不用額の多いことは良いことだとは思いますが、支援金や助成金

等は予算額に見合ったお金の使い方をすべきで、富の配分ではないので、税等の未納者

には権利がないとの考えは、何だかの原因があるのであれば大目に見られても良いので

はないかと思います。需給対象者との連絡を出すのであれば、滞納があってお金が出せ

ない時は、文章等にそういう旨を書いて出して上げていただきたいと思います。窓口に

来られていた方が、その場で恥をかくようなことがあってはかわいそうだと思います。 

除排雪について、いろいろ申し上げましたが、普段はいつも大変綺麗に除雪されてお

りますが、やり方によっては気くばり、心配りが必要だと思います。安心して暮らせる

まち、特に、高齢者になると雪の塊をみるとガッカリいたします。時間がない、オペレ
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ーターがいないで片づけるのではなく、もう一度見回りをして対忚すべきと思います。 

来年度予算では、町長、議長の交際費、大分不用額がありました。この不用額を見ま

して、来年度の予算額は尐し減額にしてはどうでしょうか。また、各科目の不用額を多

くしないために、一部流用もたくさんありましたが、補正予算も、その都度の補正予算

も考えるべきだと思います。 

また、ふるさと温泉加温に対する助成も誓約書ではっきりしておいた方が良いと思い

ます。 

平成25年度は、町職員の給与に関する条例の一部改正、町廃棄物の減量適正処理及び

清掃に関する条例の一部改正、町生産物直売食材供給交流促進施設の設置及び管理に関

する条例の一部改正等に、消費税の絡みの条例で反対をしております。 

質問するのを忘れたのですが、ここで付け加えさせていただきたいのが一つあります。

ふるさと公園でのイベントでありますが、この間、ほっこり村祭りがあったのですが、

あの時、午後９時を過ぎても花火をやって、その後、また音楽をジャンジャン鳴らして、

大変うるさくて、団地の方は寝られないし、大変だったから何とかしてほしいというと

いう事を言われておりましたが、それを聞くのを忘れましたので、イベントをする方々

には、なるべく午後９時過ぎまで騒がないようにということをお伝えしていただきたい

と思います。 

以上、申し上げました。よって、認定第１号、平成25年度新十津川町一般会計歳入歳

出決算について反対といたします。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。以

上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに、原案に対して反対の方の討論ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） それでは次に、原案に対し、賛成の方の討論を許します。 

３番、青田良一君。 

〔決算審査特別委員会副委員長 青田良一君登壇〕 

○決算審査特別委員会副委員長（青田良一君） 樋坂さんのお心遣をいただきまして、

賛成討論できることになりました。ありがとうございました。 

 ちょっと樋坂さんに、原稿なしなので、思い付くまま25年度の予算を振り返りながら、

自分の想いを聞いていただいて、議員各位のご賛同をいただけたらなというふうに思う

ところでございます。 

 まず、細かい数字につきましては、お二人の監査委員さんが詳細にご報告をいただき

ましたので、あまり細かい部分については省略をいたしますけれども、それにしても黒

字決算という形の中で25年度会計が終えられたことは、それなりの努力があったという

事で高く評価したいなと思います。 

 まず財政面でございますけども、ここ数年、地方公共団体の財政の健全化に関する法

律という何か難しい名前のやつがございまして、そちら側で聞いているとなかなか理解

できないような比率の数字が出されますけれども、私、改めて勉強させていただきまし

たけれども、そういった部分から見ましても、うちの町は、財政的には極めて健全な数

字を示しているという事で、お互いに理解しようではありませんか。 

そういったことの中から、予算の中身について若干触れていきたいなと思います。大
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雑把に申し上げますけども、民生関係でございますけども、皆さんのところに決算審査

の参考資料というのが届いていると思いますけども、実に幅広く子供から高齢者にかけ

まして、事業を実施しているという数字が読み取れるのではないかなと思います。そし

て、医療費等の助成につきましても、中空知管内のどの町をとっても、決して見务りす

ることのないような形の中で支援が行き届いているように思います。一部、隣りまちが

高校生まで医療費の無料というような情報がありましたけれども、いろいろな観点から

考えまして、上を見ればきりがないわけでございまして、一定のレベルは十分クリアし

ているのではないかなという事が、こういった内容から読み取っていくことができるの

ではないかなと思います。 

また、課題になっている子育て支援等につきましても、実にきめ細かに行われている

という事で、評価をいたしたいなと思います。時々、児童館等に行って未満児と言いま

すか、３歳前後くらいの子どもがいるお母さん方とお話をさせていただくのですけども、

あの場所が有効的に活用され、なおかつ、保健師等が非常にきめ細かに発育相談等に忚

じてくれるんだというふうな話をしておりました。 

併せまして、向かいにある図書館では、本当に小さい子ども、まだ字の読めない子供

たちを相手に読み聞かせ等の教室と言いますか、講座を開きまして、そこにも結構な数

の子どもたちが来ております。健康面も大事ですけども、子どもたちの情操面をいかに

育てていくかという観点の中から、そういった取り組みが実施されていることに、私は、

非常に有難く、また、うれしく思うところでございます。 

一般の方々に対する健康づくりの面につきましても、各種データから鑑みても、非常

に多町村と見务りしないような形の中で、そういった事業が展開されていると言っても

いいのではないかなというふうに思います。 

ちょっと飛ばしまして農業でございますけども、農業につきましても、計画的な基盤

整備事業等を展開いたしまして、後世に農地をきちっと引き継いでいくという部分につ

いて、確実にできているのではないかなというふうに思います。残念ながら、後継者の

問題等について課題は多いようではございますけども、尐しずつではありますけども、

農業をやりたいという方々の声が聞かれつつあるということは、うれしいことではない

かなというふうに、私は思っております。 

それから土木関係でございますけども、この25年以前は、非常に土建業者にとりまし

ては、公共事業の出方が尐ないという事で、それはそれでそういう観点からは、非常に

困った日が続いたのではないかなと思いますが、この25年度につきましては、皆さんご

存じのように、国が所得を向上させようと、底上げしようという事で、各種交付金等を

各自治体に交付されました。それを受けて、うちのまちも計画を前倒ししたような形の

中で舗装を直すとか、そういった各種土建業の方々も仕事がたくさん増えて、むしろこ

の25年の年は、忙しくて困ったというふうな声を聞いた記憶がございます。そういった

意味でこの業界につきましては、25年度会計が生きたお金として使われ、一定以上の成

果があったのではないかなと、私は判断いたします。 

続きまして、飛びますけども、学校教育の教育委員会の部分でございますけども、非

常に厳しい予算の中で、昨年も申し上げたと思うのですけども、障がいをもつ方々への

支援体制、介助員の確保、それから、子どもが減ってきて定員内ではなかなか先生が確
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保できないような部分につきまして、町費をもちまして手当をして、子どもたちの学習

の健全化を確保しているというのは、大変立派なことだと思います。これにつきまして

も、近隣の市町村でいろんな角度で聞きましたけども、なかなか卖費をもって教職員の

手当てというのは、そう簡卖にできないんだというふうな話を聞きました。本町の場合

は、非常勤教職員のお金の問題は別といたしまして、非常にそういった意味で、きちっ

と意を注いでおられることに対して、非常に有難く思います。 

加えて、今般の一般質問の中で教育長の方からお話があったように、私だけかもしれ

ませんけれども、心配した学力も徐々に向上しつつあるといううれしいお話を聞きまし

た。それでも、気を緩めることなく現状の体制の中で、さらに一層、教育の振興等にご

尽力をいただきたいものだというふうに思います。 

社会教育の部分では、私は、非常に良かったのは、母村へ行って、お正月にマラソン

をやってきたという話、予算が計上されました。これは、村長さんを迎えた、議員さん

を迎えたというのも良いのですけども、やはり町民、村民同士が交流し合うような機会

を、今後とも提供しながら母村との絆を深めていっていただきたいというのが、私の願

いでございます。 

さらに社会教育の中でも、子どもたちの今务っている部分について、宿泊学習等で補

うような、つまり家庭学習の習慣だとか、朝早く起きたり、夜決まった時間に寝るとか

といった部分について、必要なんだよということを１週間の卖位の中で、何とか身に着

けさせようという形で努力している事業についても、非常に良いのではないかなと思い

ます。今後も続けていっていただきたいなという事を考えております。 

加えて、ちょっと戻りますけども、子どもたちのための音楽だとか、演劇だとかを含

めてたそういった鑑賞事業をやっている市町村というのはあまりないんですよね。こう

いう苦しい予算背景の中にあって、非常にそういった部分も継続的に展開されているこ

とに対して、私は有難いなと思います。 

加えまして、ゆめりあという素晴らしい施設を活用することによって、札幌や旫川の

文化ホール等で鑑賞するのと、決して务らない条件化の中で優れた芸術に触れるという

事は、うちのまちの特徴であり、それは素晴らしいことではないかなというふうに思っ

ているところでございます。 

以上、かいつまんで気がついた点だけ申し上げまして、終わりにしたいと思いますけ

ども、ただ、残念なことは、ここに座っている管理職の方々の給与が上がらない。25年

度は加えまして、国の施策等をのみながら給与を下げられたと、私たち議員も同じ痛み

を味わいましたけども、そういうこともございました。それはそれで、ひとつの流れの

中でやむを得なかったかなという部分でございますけども、そういった意味で、この25

年度の予算は、近年にない素晴らしい予算であったし、その使われ方についても、各観

点から評価する点がたくさんあるというふうに、私は考えました。 

従いまして、今般、審査されましたこの25年度の一般会計については、全会一致で承

認をしたいなという事で考えているところでございます。 

以上、つたない説明になりましたけども申し上げまして、賛成討論とさせていただき

ますので、議員各位のご理解とご支援をよろしくお願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに、原案に対して賛成の方の討論ございませんか。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、認定第１号を採決いたします。 

この採決は、起立によって行います。 

本決算に対する委員長報告は、認定すべきものです。 

委員長報告のとおり、認定することに賛成の方は、起立願います。 

〔「賛成者起立」〕 

○議長（長谷川秀樹君） 着席ください。 

起立多数です。 

したがって、認定第１号、平成25年度新十津川町一般会計歳入歳出決算の認定につい

ては、委員長報告のとおり認定することに決定をいたしました。 

                                       

◎認定第２号の討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第13、認定第２号、平成25年度新十津川町国民健康保険

特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、認定第２号を採決いたします。 

本決算に対する委員長報告は、認定すべきものです。 

委員長報告のとおり認定することに、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、認定第２号、平成25年度新十津川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定については、委員長報告のとおり認定することに決定をいたしました。 

                                       

◎認定第３号の討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第14、認定第３号、平成25年度新十津川町後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、認定第３号を採決いたします。 

本決算に対する委員長報告は、認定すべきものです。 

委員長報告のとおり認定することに、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 
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したがって、認定第３号、平成25度新十津川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定については、委員長報告のとおり認定することに決定をいたしました。 

                                       

◎認定第４号の討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第15、認定第４号、平成25年度新十津川町下水道事業特

別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、認定第４号を採決いたします。 

本決算に対する委員長報告は、認定すべきものです。 

委員長報告のとおり認定することに、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、認定第４号、平成25年度新十津川町下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定については、委員長報告のとおり、認定することに決定をいたしました。 

                                       

◎認定第５号の討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第16、認定第５号、平成25年度新十津川町農業集落排水

事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、認定第５号を採決いたします。 

本決算に対する委員長報告は、認定すべきものです。 

委員長報告のとおり認定することに、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。  

したがって、認定第５号、平成25年度新十津川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算の認定については、委員長報告のとおり、認定することに決定をいたしました。 

                                             

◎意見書案第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第17、意見書案第４号、軽油引取税の課税免除措置の継

続を求める意見書を議題といたします。 

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

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、ただ今上程いただきました意見書案第４



 - 96 - 

号につきまして、内容の説明をいたしたいと思います。                               

 提出者、賛成者は、記載のとおりでございます。 

 題名といたしまして、軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書。 

このことについて、新十津川町議会会議規則第14条の規定により、別紙のとおり提出

をいたします。 

 意見書の内容は、朗読をもって説明とさせていただきます。 

軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書。 

 軽油引取税については、平成21年度の地方税法の改正により、道路特定財源としての

目的税から普通税へ変更されたことで、平成23年３月末をもって課税免除措置が廃止さ

れる予定となっていたが、索道事業者等からの強い要望により、３年間の延長措置が認

められ、平成27年３月末での適用期限を迎えることとなります。 

 索道事業では、スキー場のゲレンデ整備に使う圧雪車の燃料、降雪機の動力源として

使用する軽油について免税となっており、この制度がなくなれば、スキー人口の減尐等

から現在でさえ大変厳しい経営環境をさらに圧迫し、スキー場の経営は一層厳しいもの

となり、北海道の観光及び経済にも大きな打撃を与えることが危惧されます。 

 当町におきましてもスキー場において、安全、安心かつ快適なゲレンデを提供するた

め雪面整備に圧雪車等を使用しており、利用者の減尐等厳しい環境にあるスキー場の経

営維持に軽油引取税の免税措置は不可欠なものとなっております。 

 よって、国においては、索道事業者、農林水産事業者、鉱物採掘業者等の経営が圧迫

され、地域経済を支えている産業の衰退を招くことのないよう、軽油引取税の課税免除

措置を継続するよう強く要望いたします。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書として提出する。 

日付は、９月12日、長谷川議長の名前で、提出先が衆議院議長、参議院議長、内閣総

理大臣、財務大臣、総務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣でございま

す。 

議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案者の提案理由並びに内容の説明を終わります。 

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〕 
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○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、意見書案第４号、軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書は、

原案のとおり可決されました。 

提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、農林水産

大臣、経済産業大臣、国土交通大臣といたします。 

                                       

◎意見書案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第18、意見書案第５号、林業、木材産業の成長産業化に

向けた施策の充実、強化を求める意見書を議題といたします。 

提案者の提案理由並びに内容の説明を求めます。 

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意見書案第５号の内容に

ついてご説明を申し上げます。 

題名につきましては、林業、木材産業の成長産業化に向けた施策の充実、強化を求め

る意見書ということでございます。 

関係条例等は、先ほどの説明と同じでございますので、裏面をお開きいただきたいと

思います。 

意見書内容の朗読をもちまして、説明とさせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

林業、木材産業の成長産業化に向けた施策の充実、強化を求める意見書。 

 本道の林業、木材産業は、山村地域を支える基幹産業として発展し、雇用の確保、地

域経済の活性化などに大きく寄与してきた。 

 しかし、山村では、人口の減尐と高齢化が急速に進みつつあり、近い将来、集落はも

とより、自治体の存続自体が危ぶまれる事態も想定されている。 

 一方、地球温暖化が深刻な環境問題となっている中で二酸化炭素を吸収、固定する森

林、木材に対し大きな関心と期待が寄せられているが、我が国においては、化石燃料へ

の依存が高まっており、森林や木材が果たす役割はこれまで以上に重要となっている。 

 国は、こうした現状を踏まえ、平成21年に森林・林業再生プランを策定し、10年後の

木材自給率を50パーセント以上とする目標を掲げ、豊かな森林資源を活用して効率的、

安定的な林業経営の基盤づくりを進めるとともに、木材の安定供給、利用拡大に必要な

体制を構築することとした。 

 このような中、北海道では、平成21年度に国が創設した森林整備加速化・林業再生基

金を活用し、間伐や路網の整備、高性能林業機械の導入、さらには、木材加工流通施設、

木造公共施設の整備、木質バイオマスのエネルギー利用施設の整備など、森林資源の循

環利用の実現に向け、川上から川下に至る地域のさまざまな取組みを支援してきたとこ

ろである。 

 この結果、トドマツやカラマツなど、人工林を主体とする森林の整備や、森林の整備

に伴って産出される木材の有効利用が進み、本道の木材自給率は全国の２倍以上の約６

割に達している。 
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 今後、人工林資源が本格的な利用期を迎える中、こうした取組みを更に加速させ、地

域の特性に忚じた森林の整備、保全を着実に進めるとともに、森林資源の循環利用によ

る林業、木材産業の成長産業化を実現するための施設の充実、強化を図ることが必要で

ある。 

 よって、国においては、次の事項を実現するよう強く要望する。 

 記といたしまして、１、森林の整備から木材の利用促進といった地域の多様な取組み

を支援するため、森林整備加速化・林業再生基金の継続、または、これに代わる恒久的

な支援制度を創設するなど、林野関連施策の充実、強化を図ること。 

２、国際的な気候変動対策の枠組みの合意ルールである森林経営による森林吸収量の

算入上限値3.5パーセント分を最大限確保するため、地球温暖化対策のための税の使途に、

森林吸収源対策を追加するなどし、森林整備の推進等のための安定的な財源を確保する

こと。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するということでございます。 

日にちは、９月12日、議長名におきまして、提出先につきましては、衆議院議長、参

議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産

業大臣、国土交通大臣、環境大臣、復興大臣となってございます。 

 議員各位のご賛同をよろしくお願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 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、意見書案第５号、林業、木材産業の成長産業化に向けた施策の充実、強

化を求める意見書は、原案のとおり可決されました。 

提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学

大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、復興大臣といたします。 

                                       

◎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19、閉会中の委員会所管事務調査申し出についてを議

題といたします。 
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本件につきましては、皆さんのお手元にお配りしてございますが、それぞれの常任委

員会及び議会運営委員会から、地方自治法第109条第８項及び新十津川町議会会議規則第

75条の規定に基づき、申し出がございますので、これを許可することにいたしたいと思

いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、本件につきましては、申し出のとおり許可することに決定いたしました。 

                                       

◎閉議の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） 以上をもちまして、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。 

 会議を閉じます。 

                                       

◎閉会の宣告 

○議長（長谷川秀樹君） 平成26年第３回新十津川町議会定例会を閉会いたします。 

 どうもご苦労さまでした。 

（午後３時35分） 
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