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平成27年第１回新十津川町議会定例会 

 

平成27年３月10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）一部事務組合議会報告 

第４ 行政報告 

第５ 教育行政報告 

第６ 一般質問 

 

 

◎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職氏名 

町長         植 田   満 君 

   副町長        佐 川   純 君 

   教育長        熊 田 義 信 君 

   総務課長       藤 澤 敤 司 君 

   住民課長       遠 藤 久美子 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 
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   教育委員会次長    野 﨑 勇 治 君 

   会計管理者      乗 松 真寿美 君 

   代表監査委員     山 本   忍 君 

 

 

◎職務のために出席した者の職氏名 

   議会事務局長     髙 宮 正 人 君 
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     ◎町民憲章朗誦 

○議長（長谷川秀樹君） 皆さんおはようございます。 

 開会に先立ち、町民憲章を朗誦いたします。皆さんご起立ください。 

 私が町民憲章と申し上げますので、引き続き朗誦していただきます。 

 町民憲章。 

〔町民憲章朗誦〕 

○議長（長谷川秀樹君） ご着席ください。 

                                     

◎表彰状の伝達 

○議長（長谷川秀樹君） 開議に先立ちまして、報告をいたします。 

全国町村議会議長会表彰規定に基づき、町村議会議員として27年以上在職し、功労

のあった者として、去る２月６日の全国町村議会議長会定期総会において、樋坂里子

君が表彰されました。 

また、同じく町村議会議員として15年以上在職し、功労のあった者として、長名實

君が表彰されました。 

受賞者に表彰状を伝達いたしますので、樋坂里子君、長名實君の両君は、前の方に

お進み願います。 

〔９番 樋坂里子君登壇〕 

○議長（長谷川秀樹君） 表彰状。北海道新十津川町、樋坂里子殿。あなたは町村議会

議員として永年にわたり地域の振興発展及び住民福祉の向上に尽された功績はまこと

に顕著であります。よってここにこれを表彰します。平成27年２月６日。全国町村議

会議長会会長、蓬清二代読。 

〔７番 長名 實君登壇〕 

○議長（長谷川秀樹君） 表彰状。北海道新十津川町、長名 實殿。あなたは町村議会

議員として多年にわたり地域の振興発展に寄与せられたその功績はまことに顕著であ

ります。よってここにこれを表彰します。平成27年２月６日。全国町村議会議長会会

長、蓬清二代読。 

                                     

     ◎開会の宠告 

○議長（長谷川秀樹君） ただ今から平成27年第１回新十津川町議会定例会を開会い

たします。 

（午前10時00分） 

                                     

     ◎議会運営委員会の報告 

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

がございますので、報告を求めます。 

 青田議会運営委員長。 

〔議会運営委員長 青田良一君登壇〕 

○議会運営委員長（青田良一君） 
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〔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。 

                                     

     ◎開議の宠告 

○議長（長谷川秀樹君） ただ今出席している議員は、11名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

                                     

     ◎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。 

 ９番、樋坂里子君。10番、西永勝治君。両君を指名いたします。 

                                     

     ◎会期の決定 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今定例会の会期は、ただ今の議会運営委員長報告のとおり、本日から３月19日まで

の10日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日から３月19日までの10日間に決定いたしました。 

                                     

     ◎諸般の報告 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

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

出納検査結果報告につきましては、お手元に配布のとおりでございます。 

 引き続き、一部事務組合議会報告を願います。 

 まず、私が関係しております石狩川流域下水道組合議会と中・北空知廃棄物処理広

域連合議会の報告をいたします。 

 はじめに、石狩川流域下水道組合議会の報告を申し上げます。２月26日開催の平成

27年石狩川流域下水道組合議会第１回定例会の報告をいたします。 

 冒頭、前田組合長から行政報告があり、関係６市６町の協力の下、ＭＩＣＳ事業処

理施設の建設事業が無事終了し、予定どおり４月から供用開始する見込みであるとの

報告がありました。 

 議案の内容は、報告２件、議案１件でありまして、報告第１号は、工事請負契約の

変更についての専決処分の報告でありまして、石狩川流域下水道奈五江浄化センター
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汚泥等受入施設新築工事の工事内容の確定により、契約金額を494万8,034円増額し、

４億3,257万1,681円に変更するとの報告があり、この専決処分について承認をいたし

ました。 

報告第２号は、例月現金出納検査報告でありまして、平成26年10月分から12月分ま

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

書が提出されたとの報告があり、報告済みといたしました。 

 議案第１号は、平成27年度石狩川流域下水道組合一般会計予算案でありまして、歳

入歳出予算の総額を５億4,049万２千円とするもので、前年度対比で３億3,909万１千

円の減となっております。ＭＩＣＳ事業処理施設の建設事業が終了したことが減額の

主な要因である一方、４月から供用開始される浄化槽汚泥等受入施設の維持管理費が

計上されている内容であり、原案のとおり可決いたしました。 

以上で、平成27年石狩川流域下水道組合議会第１回定例会の報告といたします。 

 引き続き、第１回中・北空知廃棄物処理広域連合議会定例会の報告を申し上げます。

本定例会は、２月27日に開催されました。 

ここでも冒頭、前田連合長より可燃ごみの受け入れ及び焼却処理量等の实績等の行

政報告がありました。議案の内容は、報告１件、議案３件でありました。 

報告１号は、例月現金出納検査報告でありまして、平成26年10月分から平成26年12

月分までの現金出納検査を实施といたし、誤りが認められないとの報告があり、報告

済みといたしました。 

議案第１号は、平成26年度中・北空知廃棄物処理広域連合一般会計補正予算（第１

号）でありまして、歳入予算の補正であります。内容は、繰越金の額が確定したこと

と諸収入のうち、雑入の増加が生じ負担金を減額するもので、発電余剰電力の売電の

単価の高いバイオマス比率が上がったことと売り先の契約変更により、単価の上昇に

より2,172万２千円の増加を生じ、市町村負担金2,783万４千円を減額するもので、原

案どおり可決いたしました。 

議案第２号は、平成27年度中・北空知廃棄物処理広域連合予算案でありまして、予

算の総額を歳入歳出それぞれ５億3,640万８千円とするもので、前年度対比6,899万５

千円の増加となっております。主な要因は、施設建設の広域連合債償還の公債費の増

によるもので、原案どおり可決いたしました。 

議案第３号は、中・北空知廃棄物処理広域計画の変更についてでありまして、計画

期間５年が経過したことから改定するもので、計画の期間を平成27年度から31年度の

５年間と定め、変更案が示され实情に合った文言の変更整理で原案どおり可決されま

した。 

以上報告といたします。なお、いずれも議案、資料等につきましては、所定の棚に

置いておきますので、お目通しいただきたいと思います。 

以上で、中・北空知廃棄物処理広域連合議会の報告を終わります。 

○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、山田秀明

君よりお願いいたします。 

〔４番 山田秀明君登壇〕 

○４番（山田秀明君） 議長の指示がありましたので、去る２月19日に開催されまし
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た第１回西空知広域水道企業団議会定例会の報告を申し上げます。 

 出席者は議員６名のところインフルエンザにより１名欠席の５名。監査委員２名、

企業長、副企業長、事務局及び各町の担当課長でございます。 

会議は、日程表に基づき開催され、会議録署名議員の指名、会期は、１日限りとし

ております。諸般の報告では、監査委員より例月現金出納検査について、議長に報告

のあったものの写しを配布され報告としております。 

次に、植田企業長より行政報告があり、一つ目は、１月末現在での業務实績で、総

排水量81万7,533立方メートルで、執行率83パーセント、総給水件数は４万4,386件で、

執行率82.7パーセント、給水収益２億4,375万４千円、執行率83.5パーセントと、年間

予定の給水収益見込みが下がると予想され、今年度の経常利益を1,565万１千円、当年

度純利益を６万１千円を予定するとの報告でありました。 

二つ目として、建設工事の实施状況で、主な内容として、計量法に基づき検定期間

満了により、量水器の取替工事、３町合わせて680戸分の量水器の交換を10月31日完了

しております。第２次排水管整備事業排水管敶設替え工事は、本町と雤竜町内におい

て实施され、工事総延長で2,191.4メートルで、そのうち新十津川町で实施された分は、

1,271.4メートルを計画どおり10月31日完了したとの報告でありました。浄水場の中央

監視装置制御コンピュータの更新、契約額は2,419万２千円ですが、これも当初予定ど

おり昨年10月31日工事完了し、安定した浄水機の運転管理がされているとのことであ

ります。 

議案は２件ありまして、議案第１号では、平成26年度西空知広域水道事業会計補正

予算、第２号について。収益的収入を243万３千円減額補正し５億3,176万６千円に、

収益的支出を197万４千円減額補正し５億2,473万２千円としております。内容としま

して、給水収益が当初予算より2.7パーセント減と見込まれることと、一般事務費など

維持管理費の執行率による減額補正でございます。資本的収支では、収入を246万３千

円減額補正し、支出では622万１千円減額補正するもので、いずれも各種事業の完了に

伴い精査するもので、原案のとおり可決しております。 

議案第２号では、平成27年度西空知広域水道事業会計予算について。収益的収支の

収入は５億486万６千円、支出では４億9,337万６千円とし、内訳は、給水人口の減に

伴い水道料金収入が昨年度より400万円程度減る見込みと、支出では、電気料金の高騰

による対応として200万円を増額措置するものです。これらのことから、当年度の純利

益は816万８千円を見込んでおります。資本的収支では、収入7,785万９千円で、これ

は構成町からの出資金などを主な財源としております。支出では２億1,087万８千円と

し、主な内容として、老朽管更新のための工事２件、本町においては、国道275号線の

滝新橋付近から南に向けて400メートルの工事で、雤竜地区と合わせて3,377万４千円、

それと、排水管の改良工事として、雤竜地区の基盤整備に伴う敶設替えと、西部地区

の水道管改良工事による敶設替えを合わせて2,869万７千円でございます。この他、す

べての予算について、原案のとおり可決しております。 

なお、詳細につきましては、議案書とともに事務局に置いてありますので、お目通

しをお願いいたします。 

以上で、平成27年第１回西空知広域水道企業団議会定例会の報告を終わります。 
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○議長（長谷川秀樹君） 西空知広域水道企業団議会の報告を終わります。 

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

〔10番 西永勝治君登壇〕 

○10番（西永勝治君） ご指示をいただきましたので、去る２月27日に召集されまし

た中空知広域市町村圏組合議会第１回定例会のご報告をいたします。 

 前田理事長より行政報告のあと、平成27年度各会計予算について審議をいたしまし

たので、順次、その結果をご報告申し上げます。平成27年度各会計予算につきまして

は、議案第１号から第４号まで一括上程をされました。 

 議案第１号、平成27年度中空知広域市町村圏組合一般会計歳入歳出予算について説

明をいたします。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,068万６千円とするもの

であります。歳入の主なものは、負担金及び分担金は1,317万１千円で各市町の負担金

はほぼ前年と同額でございまして、本町の負担金は111万５千円でございます。これに

つきましては、前年同額でございます。他会計繰入金600万円は、交通災害共済特別会

計より300万円、ふるさと市町村圏基金特別会計より300万円、人件費相当分の繰り入

れでございます。繰越金は150万５千円となっております。歳出の主なものは、会議費

114万８千円、総務費1,927万３千円のうち給与等に要する経費が1,720万２千円、一般

管理事務に要する経費が198万８千円となっております。 

 次に、議案第２号、平成27年度中空知広域市町村圏組合交通災害共済特別会計歳入

歳出予算についての説明をいたします。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

1,373万２千円とするものであります。歳入の主なものは、会費748万円で会員１万

8,700名分、加入率17パーセント、会費が１名当り400円で試算をしております。繰入

金600万円は、基金からの繰入でございます。歳出の主なものは、事業費1,050万９千

円で、加入促進に係る経費と事務費等、共済費として共済見舞金778万円は過去５年間

の实績により算出したものでございます。諸支出金312万５千円のうち300万円につき

ましては、人件費相当分を一般会計へ繰り出しするものでございます。 

 議案第３号、平成27年度中空知広域市町村圏組合交通遺児奨学事業特別会計歳入歳

出予算について説明をいたします。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ49万５

千円とするものでございます。歳入の主なものは、財産収入15万４千円、これにつき

ましては基金利子でございます。基金からの繰入れが24万５千円、繰越金が９万５千

円となっています。歳出の主なものは、事業費の中で奨学費22万８千円につきまして

は、奨学金でございまして、小学生２名、高校生２名分となっておりまして、合計４

名に対するものでありますが、本町の対象者はいらっしゃいません。諸支出金15万４

千円につきましては、基金利息相当分を奨学事業基金への積み立てをするものでござ

います。 

 次に、議案第４号、平成27年度中空知広域市町村圏組合ふるさと市町村圏基金事業

特別会計歳入歳出予算について説明をいたします。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ4,370万５千円とするものでございます。歳入の主なものは、財産収入で

1,655万円、国債４億円の金利が２パーセントで800万円、外国債６億円に対して2.850

パーセントで855万円で、為替が円安に転じておりまして１ドル114円で半期分を計上

いたしております。外国債６億円は、平成20年12月から24年12月まで円高のため利子
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が発生しておりませんでしたが、24年度末から円安傾向となりまして、25年６月から

利子が生じており、25年度に428万円の利子が発生し、本年度はさらに円安の進行が進

み、６月の利払い基準日では281万円、12月には1,153万円と、合計で1,434万円と、予

算に対して934万円の増加となったおるところでございます。この外国債６億円の今後

の見通しにつきましては、直近の利払い基準日に判断することで、理事、議員連絡会

議で承認をされております。今後の為替相場の見通しは、証券会社の情報によります

と、為替相場は上下を繰り返すことになりますが、基本的には円安が進み証券会社の

為替予測の最低ラインは、１ドル114円と推測されておりまして、114円は今年６月の

利払い基準日におきまして、早期償還適用の１ドル112円40銭を超えるため、トリガー

条項の適用となりまして、外国債６億円は、６月の基準日において証券会社から早期

償還され解約されるという見通しになっておるところでございまして、先ほど申し上

げましたとおり償還になりますから、外国債の運用は半期分を見ておるということに

なります。繰越金が2,715万４千円でございます。歳出の主なものは、事業費が887万

３千円で、内訳は産業観光振興事業441万２千円、教育文化振興事業で181万３千円、

コミュニティ推進事業で188万９千円、広域連携事業で75万９千円となっております。

諸支出金としては300万円、一般会計へ人件費相当分を繰出すものでございます。予備

費につきましては3,183万２千円となっておりますが、これにつきましては、基金の運

用収入の増加の見込みと道の交付金事業により事業ができることにより、予備費が前

年予算に対して1,498万２千円の増加となる見通しでございます。 

 議案第１号から議案第４号まで一括質疑に入り、何れも原案どおり可決決定をした

ところでございます。 

資料につきましては、事務局に提出しておりますので、この説明書と併せて、後ほ

どご覧をいただきたいと存じます。 

以上で、平成27年第１回中空知広域市町村圏組合議会定例会の報告といたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 中空知広域市町村圏組合議会の報告を終わります。 

 引き続き、滝川地区広域消防事務組合議会の報告を、安中経人君よりお願いいたし

ます。 

〔１番 安中経人君登壇〕 

○１番（安中経人君） 議長よりご指示がありましたので、滝川地区広域消防事務組

合議会について報告いたします。報告は２件ありまして、初めに平成26年12月24日開

催されました、第４回臨時会についてでございます。 

議決案件１件で、議案第１号、平成26年度滝川地区広域消防事務組合一般会計補正

予算、第３号についてであります。歳入歳出にそれぞれ１億2,444万円を追加し、歳入

歳出の総額を19億8,609万２千円とするものであります。補正理由は、芦別消防庁舎建

設にかかるものであります。かかる財源は、すべて芦別市の負担となるものであり原

案のとおり可決したものであります。 

次に、平成27年２月27日開催されました、平成27年滝川地区広域消防事務組合第１

回定例会について。欠席議員１名の中、行政報告のほか報告１件、議決案件６件につ

いて審議をいたしました。 

議案第１号、工事請負契約の締結について。滝川地区広域消防事務組合芦別消防署
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消防総合庁舎建設建築主体工事について。 

議案第２号、同じく芦別消防署消防総合庁舎建設機械設備工事について。 

議案第３号、同じく芦別消防署消防総合庁舎電気設備工事についてでありますが、

３件すべて原案のとおり、請負契約の締結について可としたものであります。 

次に、議案第４号、平成26年度滝川地区広域消防事務組合一般会計補正予算、第４

号について。歳入歳出それぞれ1,092万６千円を減額し、歳入歳出の総額を19億7,516

万６千円とするものでありまして、主な補正理由は、年度末に向けて事業の確定など

から不用額見込みを整理するものであります。歳入の減額1,092万６千円の内訳は、負

担金減額4,377万５千円であります。この中で新十津川町分は本部共通経費で60万５千

円、諸共通経費で279万１千円、単独経費で385万１千円となり、合計724万７千円負担

減となったものであります。繰越金は、増額2,774万８千円であります。この中で新十

津川町分は増額234万８千円となっております。諸収入減額1,671万５千円であり、こ

れは赤平消防庁舎建設における国庫補助対象となったことによる財源の振り替えによ

るものであります。国庫補助金増額2,181万６千円であり、赤平消防庁舎建設事業の中

に二酸化炭素排出抑制対策が国庫補助になったことによる補助金であります。歳出の

減額1,092万６千円の内訳は、消防施設費1,092万６千円で、この中に新十津川消防施

設費、減額150万３千円が含まれております。これは第４分団消防ポンプ車更新の執行

残であります。以上の補正内容のとおりであり、原案可決としたものであります。 

次に、議案第５号、滝川地区広域消防事務組合行政手続条例の一部を改正する条例

について。行政手続法の一部改正する法律の施行に伴うものであり、原案のとおり可

決したものであります。 

次に、議案第６号、平成27年度滝川地区広域消防事務組合一般会計歳入歳出予算に

ついて。歳入歳出の総額を37億1,857万８千円と定め、執行に必要な２事業の地方債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定め並びに一時借入金の限度額を

１億2,000万円としたものであります。主な内容は、議会費から経常経費を初めとして、

消防本部滝川消防署建設实施設計費、芦別消防署、赤平消防署の建設に必要な経費及

びデジタル無線設備導入に関する費用が主な内容であります。なお、新十津川消防支

署に関係するものは、第５分団サイレンの更新及び広報車更新に要するものであり、

提案どおり可決したものであります。 

以上で報告といたします。なお、関係会議資料は、事務局の滝川地区広域消防事務

組合関係ファイルに綴じてありますので、よろしくお願いしたいと思います。以上で

報告を終わります。 

○議長（長谷川秀樹君） 滝川地区広域消防事務組合議会の報告を終わります。 

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

〔５番 笹木正文君登壇〕 

○５番（笹木正文君） 議長の指示をいただきましたので、去る２月26日に行われま

した中空知衛生施設組合議会第１回定例会の報告をいたします。 

 会議は全員出席という形で行われました。まず、会議の初めに前田組合長から行政

報告がありまして、構成市町担当課長会議を行ったという旨の報告がございました。 

次に、報告第１号の例月現金出納検査報告につきましては、配布された書面により
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報告済みといたしました。 

議案は１から３号までありまして、議案第１号の中空知火葬場設置条例の一部を改

正する条例では、火葬場の使用料の減免措置について、母子家庭とともに父子家庭も

加えるという内容であります。 

議案第２号、平成26年度一般会計補正予算については、各市町の負担金の中の3,643

万７千円を歳入予算補正として、分担金及び負担金と繰越金とを振り替えたものであ

ります。 

次に、議案第３号、平成27年度一般会計予算では、総額で歳入歳出とも８億2,349万

４千円で、前年度対比として2,637万８千円増というふうになっております。増額分に

おきましては、歳入の中では、新規の組合債から分担金及び負担金の減尐分を差し引

いた額が主な金額になっております。歳出では、ごみ処理施設費の増額分から衛生セ

ンター費と火葬場費の減尐分を引いた額が、これまた主な金額の内容になっておりま

す。 

これら３つの議案は、全て原案どおり可決されました。 

以上が、中空知衛生施設組合第１回定例会の報告となりますけれども、ここで、４

市町の可燃ごみの量について比較した結果を参考までに申し上げます。 

平成25年10月から平成26年９月まで１年間の可燃ごみの処理实績を見てみますと、

滝川市が8,907トン、赤平市が2,165トン、そして雤竜町が429トンで、本町新十津川町

が932トンになっております。人口１人当たりに換算しますと、滝川市が212キロ、赤

平市が188キロ、雤竜町が159キロ、新十津川町が134キロというふうになっております。

これを見ますと、市街地の持つ市というよりも、農村地区の町の方が可燃ごみの量が

尐なくなっているなというふうに思っておりますけれども、この中で、本町と、そし

て雤竜町では、本町が25キロ尐なくなっております。同条件ということだと思うので

すけれども、地理的には、これきっと考えられるのは、いろんな要因が考えられると

思いますけど、理由の一つとして、きっと、ごみの分別が非常に適切に行われて、可

燃ごみの多くがきっと資源ごみに回っているのかなというふうなことも考えられます。

これから、今後もこのような取り組みを全町的に継続、そして推進して、ごみをでき

るだけ出さない生活習慣を身に着けることが大切なのかなというふうに、この資料を

見て思っております。 

以上のことを申し添えて報告を終わりたいと思います。 

 なお、詳細につきましては、事務局の方に資料を預けておきますのでご覧ください。

以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 中空知衛生施設組合議会の報告を終わります。 

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

〔２番 西内陽美君登壇〕 

○２番（西内陽美君） 議長のご指示がございましたので、去る26日に開かれました

平成27年空知教育センター組合議会第１回定例会のご報告をいたします。議事の内容

は、報告１件、議案３件でございます。 

 報告第１号、例月現金出納検査報告は、宮崎英彰監査委員から一般会計、各特別会

計とも係数上の誤りはないとの報告があり、これを報告済みといたしました。 
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議案第１号、２号、３号は、平成27年度の会計予算でございますが、これに先立ち

まして、平成27年度の空知教育センター運営計画が示されました。第５次３か年計画

の２年次に当ります今年度は、教育の質保証を具現化する、講座「学校経営」を新設

いたします。悉皆の昇任教頭、採用校長に対して、学校ビジョンと戦略を明らかにし、

学校経営力の改善、充实に努めます。 

また、今年度を１年次とする、２年研究課題を、「『確かな学力』の育成を図る学

習指導のあり方」とし、小中学校の課題研究協力員と担当所員で構成する課題委員会

による、検証授業を公開するとともに、研究の成果と発信に努め、空知管内の教員の

資質向上を図るという内容でございました。 

他にも、子供たちの学びに還元されるよう、教職員の資質、能力の向上を目指す

様々な取組みが示されておりますので、後ほど、議案書とともにお目通しいただきた

いと存じます。 

続いて、議案第１号、平成27年空知教育センター組合一般会計予算でございます。

歳入歳出予算の総額は、それぞれ926万４千円で、前年度比較16万９千円の減となって

おります。主な要因は、教育センター管理費の減でございます。構成市町10市14町ご

ざいますが、本町の負担金は20万円になります。 

議案第２号、研修事業特別会計予算でございます。歳入歳出予算総額は、それぞれ

500万６千円で、前年度比較87万１千円の減となっております。主内要因は、事業費の

減でございます。本町の負担金は15万円になります。 

議案第３号、研究事業特別会計予算でございます。歳入歳出予算の総額は、ぞれぞ

れ364万３千円で、前年度比較21万４千円の減でございます。主な要因は、事業費の減

でございます。本町の負担金は、11万７千円になります。 

議案のすべては、原案どおり承認、あるいは可決され、会期を１日限りとする今定

例会を閉じております。 

余談になりますが、空知教育センターは、空知総合振興局所管管内区域の10市14町

で共同で設置されました。教育関係職員が、使命感に満ちた確かな教育实践者を目指

し、資質を高めるということを目標としまして、昭和43年の４月に開設をされており

ます。私は、この任期４年間の、この歴史ある教育機関の組合議会議員の一員として

参加させていただきまして、他で得る事の出来ない様々な事柄を学ばせていただきま

した。私にこのような機会を与えてくださいました、植田町長、熊田教育長、それか

ら長谷川議長をはじめとします先輩議員に皆様方に、この場をお借りして深い感謝と

お礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。 

長くなりましたが、以上で、平成27年空知教育センター組合議会第１回定例会のご

報告を終わります。 

○議長（長谷川秀樹君） 空知教育センター組合議会の報告を終わります。 

 最後に、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） 議長のお許しをいただきましたので、２月23日に行われまし

た、空知中部広域連合議会の第１回定例会の報告をさせていただきます。議案がたく

さんありますが、すべて原案どおり可決されておりますので、最初に報告をしておき
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ます。 

議案は12件と報告１件の計13件であります。その他、広域連合長の行政執行方針と

一般質問が１人です。 

議案は第１号は、専決処分の承認ですが、出産育児一時金の基本額を引き上げ、加

算後の支給総額を現状維持とする改正が行われましたので、当広域連合の国保におき

ましても、改正を行い現行39万円を40万４千円と改めました。 

議案第２号は、一般会計補正予算で70万４千円を追加し、総額を4,630万４千円とし

て、新十津川町の経費負担額は12万７千円です。 

議案第３号は、介護保険事業会計補正予算で9,386万５千円を減額いたし、総額を29

億603万２千円としております。認定審査負担金で、町負担は３万８千円、事務費等の

負担金は減額の64万２千円、介護給付費等の負担金で減額334万６千円、すべて増減で

いきますと減額の395万円となっております。 

議案第４号は、国民健康保険事業会計補正予算で１億8,011万７千円を減額し、総額

を42億5,989万５千円としております。医療給付費分賦金で、本町負担は減額の1,347

万９千円、介護保険分賦金で減額の３万２千円、後期高齢者分布金で減額の96万８千

円となっており、減額総額は1,447万９千円であります。 

議案第５号は、障害支援事業会計補正予算では86万６千円を減額し、総額を813万４

千円としております。本町は41万６千円の減額であります。 

議案第２号から５号の新十津川町の負担は、減額で1,872万１千円となっております。 

議案第６号から９号は、平成27年度の事業会計予算であります。議案第６号は、一

般会計で総額4,950万円の予算で、本町負担は1,023万円です。 

議案第７号は、介護保険事業会計で総額31億5,700万円の予算で、町負担は認定審査

負担金で307万6,211円、事務費等負担金が2,394万7,497円。介護給付費負担金が8,565

万1,096円、離島等のヘルパー分は９万5,715円、地域支援事業負担金119万9,770円、

包括的任意事業分が282万2,915円。負担合計は１億1,679万3,204円となっております。 

議案第８号は、国保事業会計予算で総額42億9,500万円で、町負担金は医療給付分賦

金で３億1,994万２千円。介護保険分賦金は、2,570万３千円。後期高齢者分賦金が

5,515万４千円と、負担合計は４億79万９千円となっております。 

議案第９号は、障害支援事業会計の予算総額は846万円で、町負担は117万９千円で

す。平成27年度の予算に対する町の負担総額は５億2,900万1,204円となっております。 

議案第10号は、空知中部広域連合介護保険総合条例の一部改正で、介護保険料の改

正であります。第５期の介護保険料は月額4,590円でありましたが、第６期分、平成27

年度から29年分は１か月390円の値上げで、１か月が4,980円となりました。介護保険

料の引き上げを抑えるために基金を８千万円取り崩しています。介護保険料の値上げ

のため、各段階で2,340円から１万8,927円と介護保険料の値上げとなっております。 

議案第11号と第12号は、厚生労働省が一律で定めていた関係法律が保険者が条例で

定めることになったことから、本条例を制定するものであります。 

報告第１号は、平成27年度から29年度の介護保険事業計画を策定したものの報告で

あります。 

 以上、空知中部広域連合議会の報告といたします。関係資料は、事務局の方にあり
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ますので、是非、ご確認下さい。以上で終ります。 

○議長（長谷川秀樹君） 空知中部広域連合議会の報告を終わります。 

 以上で、一部事務組合議会報告を終わります。 

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

 ここで、11時15分まで休憩いたします。 

（午前11時03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15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） おはようございます。平成26年第４回定例会以降における行

政報告を申し上げます。お手元に行政報告書を配布させていただいておりますけれど

も、課ごとに何点かずつ朗読をもって報告をさせていただきたいというふうに思って

おります。 

まずはじめに、総務課の関係でございますけれども、地域公共交通の関係でござい

ます。乗合タクシーと乗合ワゴンの運行事業については、平成26年度から事業評価を

行うこととなり、去る１月の28日に第２回の新十津川町地域公共交通活性化協議会を

開催をいたしました。利用者数も全体では増えてきており、今後も实態を把握し利用

促進に向けた取組を行うことで事業評価の承認をいただいたところでございます。な

お、昨年の４月から今年１月までの利用者合計は3,190人で、前年同期と比較いたしま

すと497人が増加してございまして、18.5パーセントの伸び率となってございます。 

次に、国と北海道への要望事項の関係でございます。滝川警察署の老朽化に伴いま

して、滝川市商工会議所が中心となりまして、滝川市と本町の関係する団体によりま

して、滝川警察署改築促進期成会が設立され、早速、２月の２日に北海道警察本部長

に対し、改築の早期实現に向けて第１回目の要望活動を行ってまいりました。なかな

か北海道財政も厳しい状況下にあって、尐し時間がかかるのかなというふうの率直な

感想をもって帰って来たところでございます。また、２月の６日には、陸上自衛隊が

示す、中期防衛力整備計画の中で、滝川駐屯地第10普通科連隊への増強計画が盛り込

まれていることから、自衛隊員増強の際には、本町に隊員宿舎を建設していただくよ

う、自衛隊協力会の立場から真駒内駐屯地第11旅団長及び北部方面総監に対し要望を

行ってまいりました。当日は、長谷川議長さん、そして、笹木商工会長さん、宮本農

業協同組合長さん、そして、続木土地改良区理事長さんも協力会の立場ということで

もって要請をしていただいたとこでございます。なお、隊と宿舎との距離的な制約も

あるようでございまして、こういったことについても解消も含めた中で、今後、粘り

強く要請活動をしていく必要性があるのかなというふうに考えております。 

次に、住民課の関係で申し上げます。 
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人口動態、２ページ目でございます。２月28日現在の人口動態は、人口が6,924人

で、前年同期に比べまして42人の減尐となっております。世帯数は2,971戸で、前年比

13戸の増加ということになってございます。65歳以上の高齢者をみますと2,483人と対

前年同期比で41人増加し、高齢化比率は35.9パーセントとなってございます。前年同

期比で0.81ポイント増ということでございます。また、平成26年４月１日から平成27

年２月28日までの出生数は33人で、前年比１人の増加となってございます。死亡数、

お亡くなりになった方につきましては82名ということでございまして、前年比17人の

増加となっております。死亡者数が前年に比べ17人増加しているにもかかわらず、人

口減尐数は前年の73人から42人となったのは、多様な定住促進施策の効果によるもの

というふうに思っているところでございます。 

次に、交通安全及び防犯の関係を申し上げます。交通事故の発生状況は、12月１日

から１月31日までの発生件数は１件、負傷者数は１人で死者数はゼロとなってござい

ます。平成24年４月23日に発生した死亡交通事故から今年１月19日で、交通事故死ゼ

ロ1,000日を達成をいたしました。このことから、２月の12日に滝川警察署の署長から

交通死亡事故死ゼロ1,000日達成ということでもって、新十津川町と安全、安心推進協

会に対し感謝状をいただいたところでございます。２月28日現在で、交通事故死ゼロ

が1,041日ということになってございます。 

次に、保険医療の関係を申し上げます。保険医療については、２月28日現在の国民

健康保険の加入世帯数は1,022戸でございまして、被保険者数は1,860人で前年同期比

25戸、69人の減尐となってございます。先ほど、空知中部広域連合の時に連合長の執

行方針でもちょっと触れられたということでございますけれども、国民健康保険、今

後のあり方ですけれども、国は平成30年度から財政運営の責任主体を都道府県に移行

するということにいたしてございます。ただ、市町村は現状とほぼ同じ役割を果たす

ということでございますから、そういった状況下にあるということを、ここでご報告

を申し上げたいと思います。福祉医療では、乳幼児等医療受給者が719人、ひとり親家

庭等医療受給者が233人、重度心身障害者医療受給者が207人ということになってござ

います。 

次に、４ページ目の一番下段のＭＩＣＳ施設の関係でございますけれども、これに

つきましても一部事務組合報告もございました。所管の委員会でも２月の24日に現地

視察をされておられますけれども、６市６町で運用する奈五江浄化センター浄化槽汚

泥等受入施設が、平成25年９月の建設開始から約１年半後の２月の９日に完成をいた

しまして、昨年の10月10日から試験搬入を開始しておりまして、浄化槽汚泥等の処理

及び施設運用の検証を行ってございます。今のところ、特に異常がないということか

ら、正式な供用開始につきましては、先ほど、一部事務組合報告でもございましたよ

うに、27年の４月１日から供用が開始されるということになってございます。 

次に、町税等の関係で申し上げますけども、町税等の２月28日現在の収納状況は、

現年度分町税５税合計の収納率は、93.74パーセントでございまして、前年同期比0.70

ポイント低下してございます。滞納繰越分についても4.06パーセントで、対前年同期

比2.65ポイント低下しているという状況下にございます。内訳につきましては、そこ

に記載してございますので、お目通しを願えればというふうに思っております。 
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次に、保健福祉課の関係で申し上げますと、ふるさと学園大学でございます。ふる

さと学園大学は、12月と１月にそれぞれ月に２回開催され、延べ275人が受講いたしま

して、３月の５日に修了式を行い、203名の入学者のうち129人の方が全８講座中６講

座以上出席した修了者となり、そのうち62人の方が全講座を受講した皆勤修了者とな

ったところでございます。こうして向学心に燃えて学園を受講されている皆さん方に

対して、敬意を表したいというふうに思っております。 

続きまして、６ページはとばしまして７ページ目の上段でございます。保育園の関

係でございますけども、２月28日現在の新十津川保育園の入園児童数は、０歳児が８

人、１歳児が５人、２歳児12人、３歳児16人、４歳児は19人、５歳児は15人の合計で

75人ということでございまして、前年同期と比べまして17人の増となってございま

す。このうち、滝川市からの広域入所児童は３人ということになってございます。な

お、平成27年度新十津川保育園への入園申込み児童数は、２月28日現在で67人という

状況になってございます。 

続きまして、８ページ中ほどでございますけども、福祉灯油の関係でございます。

福祉灯油助成事業については、166世帯に対し100リットル分の灯油購入券を交付し、

受付は終了いたしました。申請率については93.3パーセントとなっております。な

お、内訳につきましては、高齢者世帯が122世帯、障がい者世帯が28世帯、ひとり親世

帯が14世帯、高齢者・障がい者の混合世帯が２世帯という状況下になってございま

す。 

次に、８ページ下段の高齢者等の見守り生活支援事業でございますけども、高齢者

等が安心して暮らすことができるまちづくりを推進するために、見守り事業をモデル

として实施してございます。モデル地区のみどり区においては２世帯、花月区におい

ては５世帯に対し、見守り推進員を配置しまして、１週間１回見守りの活動を行って

ございます。事業の運営管理及び評価、検証によりまして、介護予防・日常生活総合

支援事業として位置づけ、検討部会により事業内容の再構築を行って、全町的に導入

する予定でございます。 

続きまして、10ページ目でございます。感染症の予防の関係でございますけども、

子供の法定予防接種は、11月から１月までの間に、ヒブワクチン24人、小児肺炎球菌

ワクチン26人、ＢＣＧが６人、二種混合ワクチン13人、三種混合ワクチン２人、四種

混合ワクチン31人、不活化ポリオワクチン１人、麻しん・風しんワクチン13人、水痘

ワクチン28人、高齢者肺炎球菌ワクチン217人が接種を受けてございます。また、今年

のインフルエンザ予防接種については、高齢者が1,138人と中学生以下及び妊婦629人

の方が接種を受けてございまして、前年よりも若干伸びてきているという状況下にあ

ります。 

続きまして、11ページ目、産業振興課の関係でございます。 

農政の関係を申し上げますと、昨年12月15日、北海道から本町に対しまして、平成

27年産米の生産数量目標１万8,202トン、面積換算でいきますと3,225ヘクタールの通

知がございました。平成26年産米と比較いたしますと1トン、12ヘクタールの減尐とな

ってございます。今回、生産数量の目標の設定に対し、仮にこれだけ生産すれば、平

成28年６月末の民間在庫が過去の平均水準199万トンに近づくこととなるものとして、
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自主的な取り組みを行うことといたしてございます。これを受けまして、２月の24日

に地域農業再生協議会を経て、３月の２日に平成27年産米の生産数量配分会議を開催

いたしまして、配分方法などが各農業者へ示されました。主食用米の配分方法としま

しては、面積の97.5パーセントを一律に配分いたしまして、残り2.5パーセントを傾斜

配分といたしてございます。なお、傾斜配分については１等米、高整粒、低タンパク

及び収量の安定性などの比率を加味した評価基準により、全農業者を５ランクに分け

て傾斜配分率を用いて配分をしたということでございます。 

次に、13ページでございます。 

都市と農村の交流。都市と農村の交流を推進する取組といたしまして、新十津川で

農家の冬生活満喫ツアーを１月29、30日の両日に亘って实施いたしまして、札幌圏在

住の主婦など32人が本町を訪れ、そば打ちや陶芸体験、味噌づくりなどを体験いたし

ました。さらに、３月５、６日も同様に37人の方が参加し实施いたしておりまして、

今年度は３回の体験ツアーで総勢102名の方が来町となってございます。 

次に、最後になりますけども、建設課の関係でございます。 

冬期除排雪の関係でございます。３月１日現在における除雪センターでの降雪量

は、626センチメートルで、昨年よりも52センチメートル尐なく、また、積雪深は62セ

ンチメートルで、昨年より33センチメートル尐なくなってございます。今シーズンの

除雪作業は、11月14日の初出動以降32回で、昨年に比べ３回の減となってございま

す。排雪作業につきましては、１月５日から２月４日までの24日間にわたって实施い

たしました。なお、今シーズンからみどり町有地堆雪場を開設し、みどり区、橋本

区、大和区の順に約２万立方メートルを搬入いたしまして、結果といたしましては、

ダンプカーの運搬時間の短縮に大きな効果がみられ、排雪作業を効率よく進めること

ができたということでございます。また、暴風雪の影響によりまして防災無線の臨時

放送は、12月16日、22日の両日と、１月７日に实施しまして、学校の休校や集団下

校、スキー場の臨時休業、ごみ収集の休止などについて放送いたしたところでござい

まして、併せまして、不要不急の外出を控えるよう呼び掛けをさせていただいたとい

うところでございます。 

次に、公園の長寿命化計画について申し上げます。町内13か所の都市公園と２か所

の条例設置公園を対象にした新十津川町公園施設長寿命化計画を策定をいたしたとこ

ろでございます。この計画は、平成25年度から進めてきた健全度調査を基に日常的な

維持管理に関する基本方針や、公園施設の長寿命化のための基本方針を定め、公園が

健全な状態に保たれることで利用者の安全性や快適性の向上を図ることを目的といた

してございます。計画内容といたしましては、平成27年度から10年間の対策として、

その实施時期について定めており、これに基づいて、必要な予算の平準化を図りまし

て、将来の大きな財政負担を緩和すべく、進めてまいるということにいたしてござい

ます。 

次に、最後でございますけども、国営開発事業の関係でございます。国営土地改良

事業樺戸二期地区の進捗状況についてご報告を申し上げますと、昨年の徳富ダムの供

用開始に引き続きまして、本年は、徳富ダム注水工、総富地川頭首工などの供用開始

が予定されてございます。これにより、本年５月以降から、新十津川町とともに浦臼
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町、月形町、雤竜町へと徳富ダムからのかんがい用水が配水され、深水灌漑対策や、

かんばつ被害の抑制に大きく貢献されるものと思っております。なお、樺戸二期地区

は、平成27年度をもって完了する予定であり、主な工事が既に完了したことから、本

年４月からは、樺戸農業開発事業所の機能が、深川農業開発事務所へ集約されること

となってございます。樺戸農業開発事業所は、平成６年１月に開所いたしてございま

して、概ね20年に亘る本町に樺戸農業事業所があったわけでございますけれども、こ

こに幕を閉じるということになるわけでございます。 

以上をもちまして、平成26年第４回定例会以降の行政報告とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上をもちまして、行政報告を終わります。 

                                     

     ◎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） おはようございます。それでは、議長のご指示をいただき

ましたので、第４回町議会定例会以降の教育行政報告を申し上げます。恐れ入ります

が、お手元に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

上げさせていただきたいというふうに思います。 

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

開いております。一部、内容を申し上げます。２月17日に行われました定例会におい

ては、平成27年度の特別支援学級を、新たに小中学校共に言語障がい学級を設置する

旨、決定をしております。また、今定例会に上程をしております新教育長制度導入に

対応した条例改正に係る意見について、協議をしております。 

 続きまして、小中学校関係の平成27年度の学級編成見込みでありますけれど、普通

学級では、小中学校共に本年度と同様であります。特別支援学級については、前段、

説明申し上げましたとおり、小中学校共に言語障がい学級が増え、小中共に障がい区

分は、知的、情緒、病弱、言語、それぞれ４学級ずつとなります。平成27年度当初の

児童、生徒数につきましては、これから若干の転入転出により異動がありますけれど

も、現在のところ新１年生は、２月４日に行われました一日体験入学のところにも記

載されておりますが、51名でございます。新年度の小学生全体では323名、中学生全体

では196名で、合計で519名となり、現在の児童、生徒数より15名減となる予定でござ

います。 

次に、２月４日、小学校の４年生の総合学習の一環として、亓十嵐威暢さんらデザ

イン関係者からの指導を受けて作成いたしましたランタンを校舎前で、点灯式を行い

ました。当日は、非常に冷え込んだ日でありましたけれども、保護者や地域の方々が

見守る中、それぞれ小学生のグループで作成いたしました花や飛行機、お化けなどの

テーマごとに作成した計300個のランタンにローソクの明かりが灯されました。すると

思い思いに作成した図柄がはっきりと見え始め、子供達など集まっていただいた方々

から歓声が上がったところでございます。これらのことは、子供たちのアートに親し

む良いきっかけになっているものと考えているところであります。 
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次に、２ページになります。 

中学校関係でございます。課外活動で、サッカー部が、１月17日、滝川市で開催さ

れた全道フットサル選手権2015、アンダー14の部で優勝し、去る２月28日、釧路市で

開催されました全道大会へ出場することができました。結果は、予選リーグを勝ち進

み、ベスト８という素晴らしい戦績を収めて帰町したところでございます。このこと

が新年度の中体連、サッカーでの活躍など大いに期待をしたいと思っているところで

ございます。 

 次に、３月９日、昨日でありますけれども、滝川警察署の生活安全課の職員に講師

になっていただき、薬物乱用防止教审を行ったところでございます。 

次に、中学生の高校入試の状況でありますけれど、３年生66名全員が進学を希望し

ております。その主な内訳では、滝川高校13名、滝川西高校33名、滝川工業高校４

名、新十津川農業高校９名などでございます。それぞれ、生徒の将来の目標に向けた

進路希望校となっております。公立高校の入学者選抜の一般入試が先週終わり、一生

懸命に勉強を重ねてきた成果を出し切ったはずでありますから、後は、17日の合格発

表を待つのみとなってございます。既に、推薦入試による生徒については、合格通知

が届いているところでありますが、一昨年、昨年に引き続き、全員が志望校に合格

し、希望満ち溢れた春を迎えるものと信じているところでございます。 

 次に、学力向上についてですが、確かな学び推進会議における学力向上の实践策と

して、冬休み時における補習サポート、やまびこを４回实施いたしました。大勢のボ

ランティアの方々の協力により、個々のつまづきを解消したり、学ぶ喜びを感じても

らうように、工夫をしてもらったところでございます。これらのことが、確かな学力

を向上させるための学び直しの機会や授業以外の学習機会として、着实に浸透をして

いるものと思います。 

 続きまして、４ページをお開き願います。新十津川農業高校関係についてでありま

す。１月22日、23日と、剣淵町で開催されました北北海道学校農業クラブ連盟实績発

表大会に生徒15名が参加をいたしました。環境部門に参加をいたしました４名が、優

秀賞を受賞いたしました。この４名については、２月５日、６日に新ひだか町で開催

されました日本学校農業クラブ北海道連盟、第66回全道实績発表大会に出席をし、そ

の成果を発表したところでございます。 

 続きまして、２月19日、北海道教育委員会の中村教育委員長が、新十津川農業高校

にお越しの上、校長と農生会長に北海道教育实践表彰として、賞状と盾の伝達が行わ

れました。これは、本道の学校教育の向上に大きく貢献をした学校を表彰しているも

のでございまして、道内の高校では２校が選ばれ、その一校に新十津川農業高校が栄

えある学校表彰に決定したところでございます。表彰理由は、ご承知のように、生徒

が中心となり行う地域の素材を活用した農産加工品の製造、販売など、農業高校の特

色を活かし体験を重視した教育活動が、生徒の学習意欲向上やコミュニケーション能

力の育成に大きな成果を上げていることが認められたものでございます。正に、選ば

れる学校として、更なる弾みがつくものであり、町としても非常に嬉しく思っている

ところでございます。 

 次に、去る３月１日に卒業授与式が、厳粙な中に執行され、30名が卒業いたしまし
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た。その卒業生の進学、進路の状況でありますけれども、進学５名、就職25名の希望

でありますが、進学は全員、就職については23名が決定をしているところでありま

す。そのうち、警視庁に就職が決定した生徒もおり、本人が夢と希望を持ち、努力し

てきたことなどがその目標实現のために实ったところであり、学校全体で更にサポー

トをしてきたことなどが、そのように功を奏してきたものというふうに判断をしてお

ります。しかしながら、まだ、就職が決まっていない生徒が２名おりますので、早く

決定することを念願しているところでございます。 

次に、平成27年度の入学選抜出願状況についても、農業高校については49名の希望

ということでありまして、定員の９名オーバーで1.2倍と、非常に、うれしい状況にな

ってございますが、これも試験でありますから、定員を制限しなければならないとい

う悲しい反面もございます。校長を中心として学校全体で、また、地域との繋がりを

しっかり持たせ、農業高校の協賛会などとも連携しながら、地域挙げて総力で、生徒

を成長させ、また、生徒自身もそれに応えた現れだと高く評価をしたいというふうに

思います。今後においても、北海道の基幹産業である農業を支える人材を幅広く育成

する農業高校の役割として、定員の確保維持を継続していけるように、町としても、

特色ある学校づくりの評価を得るように、必要な支援を継続していきたいと考えてい

るところでもございます。 

 次に、給食センター関係でございます。12月19日には、今ほどの農業高校生の発案

のオリジナルパンであります、また、いわみざわパン甲子園で敢闘賞を受賞をいたし

ました、ブレンドカップを給食に提供いたしました。 

次に、１月24日からの全国学校給食週間時期に併せ、２月５、６日の２日間、給食

センターで、町民の方を対象にした試食会を实施いたしました。参加された延べ29名

の方からは、限られた予算の中で、メニューと栄養価などが工夫されている、更に

は、衛生管理が徹底されているなどの評価をいただいたところでございます。また、

子供達が楽しみにしておりますバイキング給食につきましては、２月19日に中学３年

生を対象に、３月５日は小学６年生を対象に、それぞれ、卒業間近の思い出に残る給

食を提供したところでございます。 

 次に、ここに掲載されておりませんけれども、給食費の保護者負担金の関係であり

ますけれども、保護者の理解をいただきながら、担当職員が的確に対応した結果、本

年度も全て完納という結果になりました。これで、平成17年度から10年連続、収納率

100パーセントとなっていることを報告させていただきたいというふうに思います。 

 続きまして、５ページ下段から６ページになりますけども、子ども会育成者連絡協

議会主催による第37回全町子ども会かるた大会が、１月12日、町内の子ども会員37チ

ーム、126名が参加をし、大勢の家族や関係者の応援の下に、本町の冬休み中の一大イ

ベントして盛大に開催をされました。その中で、優勝、準優勝をしたチームが１月31

日に芦別市で開催されました第18回北海道子どもかるた大会空知地区予選に出場し、

中学生の部で出場をいたしました弥生区のチームが、第３位に輝き、２月22日に札幌

市で行われました全道大会へと駒を進めました。結果は、善戦をしたのですが、２回

戦敗退という結果でございました。 

次に、母村交流でありますけれども、新十津川町青年協議会の会員５名が、２月７
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日から10日までの３泊４日の日程で、母村十津川村を訪問し、母村青年団との交流を

通じ、本町誕生の歴史や母村の文化風土を肌で感じるなど、实り多い研修をし、母村

との絆をさらに深めていただきました。 

 次に、平成27年成人式典につきましては、１月11日、該当者71名のうち62名と高い

参加の下、これまた厳かな中で執り行うことができ、その後、新青協主催によります

交流会も和やかなうちに行われたところでございます。 

続きまして、スキー教审でありますけれども、12月13日と14日の２日間の日程で、

小学１年生を対象に開催をいたしました。参加児童は20名で、指導者には、スキー連

盟の指導員の方々に協力をいただき、スキーの楽しさや滑る技術を学び、終了時に

は、リフトを使い、滑られる状況になるなど、それぞれ目まぐるしい上達をみたとこ

ろでございます。 

次に、２月14日、雤竜と本町の親子を対象に、親子ＤＥチャレンジ事業を实施いた

しました。12組の親子に参集いただき、ドッチボールの遊び方などを楽しく過ごさせ

ていただきました。 

次に、新十津川スキー連盟主催によります第８回そっち岳スキー大会が、２月15

日、84名の参加の下、これまた盛大に開催されたところでございます。そっち岳スキ

ー場の利用状況につきましては、２月末現在、リフトの乗車数もリフト料金も、それ

ぞれ前年同期と比べ微増の状況になっているところでございます。スキー場の営業に

つきましては、３月21日までの利用と考えております。 

 続きまして、８ページになります。図書館関係についてでございます。町内の貸出

冊数、貸出人数については、前年と比べ、尐しく減尐傾向にあります。次に、特別授

業でありますけれども、12月28日、初めての取組みとして、年末年始に本を読んでい

ただくために、お薦めの３冊を入れた年越し福袋を、また、１月７日には、新春の福

袋を、それぞれ年代別に分け、読書をより楽しんでいただく企画を設けさせていただ

いたところでございます。また、読書ボランティアによります小学校での読み聞かせ

など、読書啓発活動を行っておりますし、小、中学校への配本につきましても、児

童、生徒の読書活動が円滑に行われるように、学校の図書担当教諭と連携を密にしな

がら、配本をしているところでございます。 

以上申し上げまして、教育行政報告とさせていただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上をもちまして、教育行政報告を終わります。 

 ここで、午後１時まで休憩いたします。 

（午前11時54分） 

                                     

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後１時00分） 

                                     

◎一般質問 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第６、一般質問を行います。 

先例に従い、通告順に進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

９番、樋坂里子君。登壇の上、発言願います。 
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〔９番 樋坂里子君登壇〕 

○９番（樋坂里子君） 皆さん、こんにちは。一般質問をさせていただきます。 

まず１点目ですけれども、医療費の無料化を高校卒業まで拡大してはどうでしょう

かという質問です。 

本町は、早くから医療費の無料化を小学生、中学生の卒業まで行い、子供を持つ親

には大変喜ばれております。最近では、近隣町で高校卒業までの医療費無料化に向け

た取組みを行っております。私は、平成24年の９月の定例会でも同じ質問をしており

ますが、町長の答弁では、女性のがんの子宮頸がんワクチン接種費用の全額助成をし

ているし、本事業は子供達の健康維持、増進管理の充实のため必要と判断される医療

費助成を行い、病気の予防や早期治癒を進めようとするもので、それにより、本町に

おける子育て家庭の保健福祉の向上と、尐子化対策に寄与していると認識している。

義務教育を終えた子供達は、相対的に体力の充实によって病気に対する抵抗力が相応

についている。16歳から18歳の国保での医療費を見ても多額ではなく、健康維持のた

めの取組みを行う必要は薄いと判断されるもので、現状では考えていないという答弁

でありました。 

本町の対象高校生の数は、120人前後ぐらいかなというふうに思いますが、全員が病

院にかかるわけではないし、助成額も小中学生より尐ないと思います。是非、本町で

も取り組んでいただけないものか、再度質問をさせていただきます。前向きなご答弁

を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） 今ほど医療費無料化を高校卒業まで拡大してはというふうな

ご質問でございました。 

乳幼児等医療費助成制度につきましては、まず経緯をちょっと申し上げますけど

も、北海道では就学前の入院及び通院、小学生は入院のみを給付対象として医療費の

助成を实施しておりまして、この部分については北海道から２分の１の補助を受けて

ございます。 

本町では、子供達の健康管理の充实と子育て世帯の経済的負担を軽減するために、

この助成制度に上乗せをする形で所得制限を設けず、平成22年８月から小学生の通院

に加えまして中学生の入院を助成対象として、さらには、平成23年８月からは中学校

卒業までの医療費の無料化を实施してございます。 

そこで、助成制度の対象者を高校卒業までに拡大してはというご質問でございま

す。今ほど樋坂議員さんからお話ございましたように、平成24年の第３回定例会で、

同じような質問を受けているところでもございます。そこで、国民健康保険の加入者

の状況の中で、16歳から18歳までの医療給付状況をみた場合、この年齢層に対しては

健康維持のため取り組みを行うことの必要性が薄いとの回答をさせていただいており

ます、その時は。 

 現状においては、その考え方は変わったのかということでございますけども、その

考え方については変わってはございませんので、ご理解を賜ればなというふうに思っ
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ております。 

しかしながら、国においては、今、地方創生の实現に向けた施策としまして、人口

減尐克服に向けた５か年の地方版総合戦略ビジョンを、平成27年度中に策定すること

といたしてございまして、これは各市町村に義務付けされてきている状況下でござい

ます。そういった中で、総合戦略の中には、子ども・子育て支援の充实対策。要する

に、尐子化対策の抜本的な強化といったことにつながるわけでございますけれども、

これも重要課題として捉えておりますので、これまで取り組んできた施策、今ほど申

し上げましたような、すでに实施している施策。ここに申し上げておりませんけれど

も、それ以外にもございますけれども、そういった施策もしっかりと含めた中で、包

括的にこのビジョンの中でも検討している一つの事項になろうかなというふうに思っ

ておりますので、私が、今、申し上げておりますのは、高校生までについての考え方

は、24年と変わっていないということだけは申し上げ、ただし、今後については、今

ほども申し上げましたように、地方創生の实現に向けた施策として、ビジョンの策定

も必要になってくるわけでございますから、そういった中で検討が加えられるのでは

なかろうかなというふうに思っているところでもございます。 

以上、申し上げまして、ご質問に対する答弁とさせていただきますけれども、ちな

みに、道内の高校卒業までの医療費の無料化を实施している市町村は、16市町村でご

ざいます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 

再質問を許します。 

９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 町長の答弁では、将来的なビジョンの中ではということであ

りますから、是非、前進、良い方に向かって取り組んでいただきたいと思いますが、

近隣市町では、雤竜町、浦臼町、それから今年の４月からは、奈五江町や歌志内市が

高校生の無料化に取り組むといわれております。 

それと、雤竜の現町長さんは、今回の選挙の公約の中で、今年は子供支援に力を入

れるとして給食費、修学旅行費、保育料費、通学のバス券、それから中高生の寮代、

それから学習塾のお金だとか学童保育のお金を２分の１助成するということを謳って

おります。 

本町も尐しずつでは改正されてきておりますが、高校生の医療費の無料化も近い将

来、是非、取り入れていただきたいというふうに思っておりますので、前向きな答弁

を、再度お願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

町長。 

○町長（植田 満君） 今ほど申し上げましたように、24年の考え方とは変わっては

ございませんということは、まず、もう一度申し上げさせていただきたいと思ってお

ります。 

ただ、その中で、今ほど申し上げましたように、地方版総合戦略ビジョンの策定と

いったものが出てきますから、そういった中で、子ども子育ての支援といったものを、

当然、将来とも人口減尐対策の中で考えていく重要な項目になろうかというふうに思
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っておりますから、そういった中で、十分議論、検討をされていくものというふうに

思っております。 

従いまして、私の、今現在で、前向きな答弁ということでございますけれども、24

年の答弁とは全く変わっていないということだけを申し上げておきたいというふうに

思っております。 

それともう一つ、隣の町のお話もされておりましたですけれども、それぞれの町の

事情というものがあるわけでございまして、すべからく、それではうちのまちに全部

それを取り入れるということになりますと、果たしてどうなのかなというふうな思い

もいたしております。 

それは、隣の町は隣の町の事情の中でもって取り組んでいる事項でございます。そ

れでは、雤竜町のお話をされておりましたけれども、雤竜町でやっていないものも、

新十津川町ではやっているということもあるわけでございますから、それはそれとし

て、全て画一的にやれるということにはならないというふうには思っております。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 それでは、次の質問に入ってください。 

〔９番 樋坂里子君登壇〕 

○９番（樋坂里子君） ２番目です、ピロリ菌と胃がん対策の充实についてというこ

とです。 

新年度の予算では、子供達への支援策がたくさん盛り込まれ感謝いたしております。

本町の胃ガンによる死亡率はどのくらいかわかりませんが、テレビ等を見ますと、胃

がんの原因は、胃にピロリ菌があることが一因と言われております。ピロリ菌は、子

供の頃に親などから伝わるようで、小さいうちに検査をしてピロリ菌がいれば薬で治

癒できるようですので、小学校高学年から中学生のうちに１回検査をして、大人にな

ってからの胃がん撲滅に対処してはどうでしょうか。 

道議会でも日本共産党の真下紀子道議が質問をし、道のがん対策担当課長の答弁で、

ピロリ菌陽性者の胃がん発症リスクは、高かったと発表されていること。道としては、

胃がん発生には喫煙、大量飲酒、塩分の多い食事、野菜不足に加えて、ピロリ菌感染

も関連していると認識していると答弁しております。 

本町でピロリ菌検査を取り入れてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。無料

での検査を望みますが、高額であれば一部助成としてでも行ってみてはどうでしょう

か。ご答弁をお願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ２つ目の質問のピロリ菌と胃がん対策の充实ということでご

ざいます。質問の中に、胃がんによる死亡者数の状況が十分把握されてないというこ

とでございますから、まず、そこからちょっとご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、本町の平成19年から23年度までですね、亡くなられている方が、平成19年に

ついては86名です。その内、胃がんというふうに死因がはっきり示されているのが、



- 24 - 

お三方。20年が89名の方がお亡くなりになっておりまして、その内、胃がんという方

は１名です。21年は78名の方が亡くなっておられまして、４人ということでございま

す。22年につきましては、92人がお亡くなりになっておりまして、３人ということで

ございます。平成23年は、81名で２人ということでございまして、このデータにつき

ましては、滝川保健所のデータに基づくものでございます。 

そこで、毎年１人から、今ほど申し上げましたように４人の方が胃がんで亡くなっ

てございまして、先ほど申し上げました、これを比率にいたしますと、1.12パーセン

トから5.13パーセントまでの割合で推移しておりまして、その年によっては変動があ

る状況下でございます。 

そこで、本町の胃がんの検診方法につきましてまず申し上げます。国が定めるがん

検診实施方針に基づきまして、問診と胃のバリウム検査を基本に实施しており、今年

度からは、任意でピロリ菌検査を人間ドックで实施しております。これは、30歳以上

の方ということでございまして、このピロリ菌は、60歳代では80パーセント、50歳代

では50パーセント以上の方が感染者であると言われておりますが、慢性胃炎、胃潰瘍

等を発症する陽性の方は尐ない状況であります。小中学生につきましては、感染の主

要因であります五戸水等の常用が皆無に近い状況であり、ピロリ菌の陽性率は極めて

低いと考えられております。これは、町内の医師の方が、こういったような判断もな

されているということでございまして、我々が小さな頃には五戸水が主流でございま

した飲料水については、今、五戸水が皆無の状況でございますので、極めて低いとい

う状況下にあるということでございます。 

 そこで、国の方の関係でございますけども、現在、厚生労働省は、がん検診のあり

方に関する検討会を設置いたしておりまして、市町村が实施するがん検診の内容、受

診率の向上策等の検討が行われております。本年２月の５日に開催されたこの検討会

において、ピロリ菌検査については、死亡率減尐効果を示す証拠が無いと判断され、

この検査を推奨しないとする方針を示すとともに、新たな胃がん検診方法を調査検討

するといたしてございます。 

本町といたしましては、この国や北海道の動向を踏まえた中で、一体的に胃がん予

防対策に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

胃がんを始め、がん全体の予防対策といたしましては、平成25年３月に策定いたし

ました、各議員さんにも配布されてございますけれども、第２期健康プラン新十津川

の計画に基づき、検診受診による早期発見及び早期治療による重症化予防並びにがん

の発症と関係の深い喫煙、塩分の過剰摂取等の生活習慣の改善及び食生活の改善が重

要であると位置付け、この受診、改善等に取り組むとともに、引き続き、健康教审等

を通じまして、がんの発症予防について、町民の皆様に周知をいたしたいというふう

に考えております。  

また、平成27年度からは、胃がん検診の自己負担金を2,000円から500円、これをワ

ンコイン健診というふうに言ってますけども、2,000円から500円に減額し、胃がん検

診を受けやすい体制を構築するとともに、大腸がん検診等の他のがん検診について

も、すべて500円検診といたしまして、がんの早期発見及び早期治療に向けての対策を

重点強化したいというふうに考えております。 
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以上申し上げまして、２つ目のご質問の答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 

はい、再質問を許します 

樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 今の町長のご答弁では、今年のいろいろな検診で、ワンコイ

ン健診というのですか、そういうのを取り入れていただくということでありますが、

是非、このピロリ菌というのは、町長は水で感染すると言われたのですけれども、こ

の間、テレビを見ておりますと、子供にうつるのは、小さい時に母親が物を口で噛み

砕いて、それを幼い子に与えていると、その中に結局、母親が持っているピロリ菌

が、幼児にうつっていくのが感染経路だというようなこと、テレビでやっていたので

すよね。ですから、小さいうちから検査をすれば、そういうようなピロリ菌による胃

がんの対策は行われるのかなというふうに思いましたので、是非、検査をしていただ

きたいということを申し上げたのですが、今、町長のお考えでいろいろこれからも胃

がんばっかりではなくて、いろいろな検査をやっていくようなことを申されておりま

すので、是非、機会がありましたら、ピロリ菌の方も対象に加えていただきたいとい

うふうに思っておりますので、その点はよろしくお願いいたします。 

 答弁は、べつにいらないです。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは、次の３番目の質問に移って下さい。 

〔９番 樋坂里子君登壇〕 

○９番（樋坂里子君） ３番目は、高齢者の交通安全対策について伺います。 

高齢化が進み、高齢者の車の運転が目立ちます。本町は、高齢者の運転免許証の返

納にあたり、身分証明書になるものを発行し、早期の免許証の返納を促しておりま

す。高齢者が運転免許証を手放したくないのは、自分で自由にあちこちに行かれなく

なる、移動が不自由になるために、なかなか車が手放せない状況にあると思います。 

そこで、運転免許証を返納していただく代わりに、年間利用できるバス券かハイヤ

ー券を発行するか、お金で助成するかして、高齢者の交通安全対策を行ってみてはど

うでしょうか。 

今日の読売新聞をたまたま見ておりましたら、北竜町では、65歳以上の免許証を返

納する方に５万円の交通料というのかな、お金を出しているというようなことが書い

てありました。先ほどの別な問題では、近隣町村は近隣町村の事情があるということ

を言われておりましたが、私は、もしできれば、そういう良い所は真似をしていただ

ければいいんじゃないかなというふうに思いますので、この点についてのお考えをお

伺いしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） それでは、樋坂議員の３つ目の質問にお答えをいたしたいと

思います。高齢者の安全対策についてということでございまして。 

その前に町内の交通事故の状況について申し上げますけども、先ほど午前中の行政

報告で申し上げましたように、本年１月19日をもって死亡事故死ゼロ1,000日を達成し
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たということでございまして、昨年の１月から12月までの１年間の町内における交通

事故発生件数は12件で、傷者数については14人という状況下でございました。その

内、65歳以上の高齢者は４人で、28.6パーセントの割合となってございまして、主要

因は、自転車や歩行者での事故ということになってございます。 

全道的に見ましても65歳以上の高齢者の被害が増加しているというのも事实でござ

いまして、とりわけ自転車や歩行者の被害率が34.8パーセントと目立っているという

状況下でございます。 

町といたしましても、平成24年度から運転免許証を自主的に返納した方に対して、

住民基本台帳カードを無料で交付しておりますが、現在のところ11件にとどまってご

ざいます。先ほど、効果の話も出ておりましたですけれども、この制度による効果で

ございますけれども、明確に申し上げることは出来ませんが、尐なくとも運転をして

交通事故の原因者となることはないものと思っておりますから、そういった面では、

効果が発揮されているのかなというふうに思っております。 

次に、免許返納時に交通費の一部を助成するバス券やハイヤー券を発行する提案に

ついてでございますけれども、もともと運転免許を持っていない高齢者の方や、自主

返納ではなく有効期限満了によって免許証を更新しなかった方との公平性を欠くもの

というふうにも思っておりますから、町といたしましては、車を運転しない方の移動

手段の確保のためには、行政報告でも申し上げましたように、地域公共交通、これも

利用者数が伸びてきているというふうな報告もさせていただきました。地域公共交通

や福祉バスを運行しておりますので、それらを活用していただければというふうに考

えております。 

従いまして、今後においても、交通事故の防止の観点から、運転免許証の自主的な

返納についての周知を行なうとともに、歩行者向けには夜光反射材を無料で配布する

など、広報誌や防災無線により啓蒙活動を实践するとともに、交通安全関係団体等と

も連携を図りながら、交通安全対策に取組んでまいりたいというふうに思っておりま

す。 

先ほど、同じような回答になりますけれども、北竜町の事例を上げておりましたけ

れども、やはり、それはそれなりの町の事情があるわけでございますから、我が町

も、地域公共交通といったような手段を講じながら、住民の皆さん方の足を何とか確

保しようということで努力しているところでもございますから、そのこともご理解を

願えればというふうに思って答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 

はい、再質問を許します。 

９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 今の答弁で、本町で交通事故死亡ゼロが千何日続いて、大し

た良いことだとは思います。交通事故も12件ということで、高齢者が４人という、12

件のうち４人だったら、３分の１の割合があるのかなというふうには、私は思うので

すけれども、尐ないということで、さほど今、私が言ったようなことは考えていない

ということでありますが、是非、これからだんだん高齢化率が進みますと、私の知っ

ている人でも90歳になっても免許の更新をしようかなという方がいるのですよね。と
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いうのは、車で移動すると自由に自分の好きな時間に、好きな所に行ってということ

でできるのですけれども、やはり車が無くなると、なかなか自由に動かれないという

ことで、先ほど言ったように90歳過ぎても、まだ、車の免許更新をしていて乗りたい

という気持ちの人がたくさんいるわけですので、事故にならない前の対策として、是

非、免許証の早期返納における支援というのも、ある程度、これからは考えていく時

期ではないかなというふうにも思いますので、他町のことは抜きにしましても、新十

津川町で、是非、そういういうような取り組みをしていけるように検討をしていただ

きたいというふうに思っておりますので、多分、お答えいただいても同じだと思いま

すので、これも答弁もいりませんので、よろしくお願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 それでは４番目、最後の質問に移っていただきます。 

〔９番 樋坂里子君登壇〕 

○９番（樋坂里子君） グリーンパーク温泉への車の配備をということであります。 

グリーンパークの温泉に行きたいが、乗り物がなく行かれないという高齢者のため

に、町で運行するバスがないのであれば、グリーンパークのバスを各行政区ごとに月

１回程度運行してもらい、その経費を町で助成し、温泉を利用してもらってはいかが

でしょうか。温泉に行きたいが遠くて行かれない高齢者がいるが、何とか車を出して

もらえないだろうかと電話をくれたご婦人の方がありました。地元に温泉があるのに、

遠くて行かれない方々もいると思います。路線バスは走っておりますが、それの利用

もできない方もいるようなので、そういう方々のために何か良い方法を考えてはいか

がでしょうか。 

また、それに併せまして、グリーンパークの入浴券の発行もできないものか。本町

の高齢者対策支援の一つに考えてみてはいかがでしょうかと思っておりますので、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） 樋坂議員の４つ目の質問、グリーンパークへの車の配備をと

いうことでございますけれども、この中で二つに分けて質問されてるというふうに思

っておりますから、それぞれ分けて答弁をさせていただきたいというふうに思ってお

ります。 

 まず、グリーンパークしんとつかわは、今ほどもお話ございましたように、本町唯

一の温泉宿泊施設であり、また、本町観光の中核を担うふるさと公園の中心的な施設

でありまして、従来、国民年金保養施設として運営されておりましたが、国の公共施

設民営化方針により、平成19年からは、民間会社が経営を担うこととなりました。新

しい経営者の下、年間６万人台であった日帰り入浴実数を９万人台まで伸ばすなど利

用者の増加に努めていただいております。ただ最近は、入込実数がやや減尐傾向にあ

りまして、一層の経営努力を期待するところでございます。 

ご質問の、グリーンパークの車両で町内を回り集実をして、それに対して、町から

助成してはどうかということについてでございますけども、集実のための様々な取組
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みについては、これはやはり企業自らが工夫を凝らして進める経営努力の範疇であり

まして、また、運行に対する助成金は運送サービスに対する対価とみなされるため、

道路運送法に規定する自家用車の有償運送禁止に抵触する恐れがあるということでご

ざいました。 

現在のところ、町内巡回送迎車両への助成を行うという、そういった法に抵触する

というふうなこともございますから、そういった考え方はいたしておりません。あく

までも、グリーンパークしんとつかわの経営戦略の一環として、どうやって集実を図

るかということについては、経営戦略の一環として考えていくべきでなかろうかなと

いうふうにも思っているところでございます。 

次に、二つ目の入浴券の配布の関係でございますけども、高齢者に対する入浴券に

つきましては、過去に配布した实績がありまして、平成15年度をもって終了しており

ます。これは、事業の目的に反する、又は相違する入浴券の使用が顕著となりまして、

様々な問題が惹起、様々な問題が起きてきたということでございまして、そういった

ことから発行を取り止めたところでございます。 

現在、高齢者の福祉支援といたしましては、余暇活動の充实支援も重要な位置付け

といたしまして、単位老人クラブへの活動費の支援給付、単位老人クラブごとに、年

１回の町の福祉バスによりましてグリーンパークへの送迎など、様々な事業を展開し

てございまして、高齢者の福祉支援を図っているところでございます。 

今後の高齢者の福祉支援につきましては、余暇活動の充实とともに、高齢者が安全

で安心して生活していくための除雪支援、通院支援等、現在取組んでいる各種事業を

継続するとともに、住み慣れた地域で自分らしく暮らしていただけるよう、現存の生

活支援検討会での協議検討を重ねるとともに、平成27年度に設置を計画いたしており

ます生活支援・介護予防のための協議体、この協議体というのは、社会福祉協議会、

あるいは、ボランティア団体、民間企業、ＮＰＯ法人、病院、商工会さん等によって

構成をしようというふうに考えておりますけれども、こういった協議体を活用するこ

とによって、地域包括ケアの推進に向けた、総合的な対策に取組んでいきたいという

ふうに考えております。 

ですから、先ほど申し上げましたように、過去に实施した経緯があるわけでござい

ますけれども、いろんな問題が出てきたと。要するに、当事者が使わないで家族の方

が使ってきていると、バス券も同様だったのですね。そういったような課題が出てき

たものですから、止むを得ず廃止をしたということでございますから、これをまた同

じように繰り返すということになりますと、同じような事態がまた引き起こってくる

ということが考えられますので、今のところはそういったことについては、考えてお

りませんということを申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 

再質問を許します。 

９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 温泉の方にバスを出すというのはできないというようなこと

を、今、言われましたですが、それは企業経営の努力でもってやっていくべきだとい

うようなことも申してますので、もし、そういうお話の機会があれば、是非、グリー
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ンパークの方に、そういうバスを出していただくようなことを言っていただきたいな

というふうに思いますし、あと、温泉の券を発行した時に、いろいろ不備があったと

いうことで、本人ではなく家族が使用したということを言われていますが、何も条件

を付けなかったら、そういうのは起きるのは当たり前じゃないかなというふうには思

います。 

 それで、もしそういう券を発行するのであれば、やはりお年寄りが利用できるとい

うような条件付きというのか、そういうような券を発行して、利用していただくと、

そういうふうにもっていくべきではないかなというふうに思います。 

 それと、また他町のことを言ったら何か言われそうですけども、温泉のある所では、

お年寄りの人に券を何枚か発行して、温泉の利用を促しております。ですから、新十

津川町にもせっかく民間ではありますが、グリーンパークという立派な温泉があるわ

けですので、是非、何かの機会を得まして、是非、利用していただきたいと思います。 

 それで併せまして、平成26年度の補正予算の中に、ふるさと温泉運営費支援事業と

いうことで、1,600万円が計上されておりました。これは、まだ、これから審議する問

題なんですけれども、国の地方創生先行型で960万とか、過疎地域自立促進特別事業債

というのも利用して交付金を支援するというふうになっております。これらの支援金

でバスの、先ほど言いましたように、バスの運行とか、温泉の入浴券の発行ができる

と私は思います。 

是非、お金を利用いたしまして、この他にもまだ、三百何十万だか出るような予算

がありますので、是非、温泉病院を、せっかくある新十津川の観光の一つでもある温

泉ですので、町民の人が気楽に利用していただける、そういうようなふうにお金を使

っていただきたいと思います。この1,600万円というのは、26年度の補正予算の1,600

万円は、温泉水の加温のためではないですよね。加温のやつは九百何十万町で予算さ

れているので、それに関係ないお金で1,600万を出すのではないかなというふうに思い

ますので、ちょっと予算の方も入れたらダメなのかもしれませんけども、私は、グリ

ーンパークの温泉の車の配置と、是非、温泉券の利用をできるような、そういう町民

に温かい支援を行っていただきたいというふうに思っておりますが、これはもう一度、

ご答弁お願いしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、答弁を求めます。 

町長。 

○町長（植田 満君） まず１点目のバスの運行でございますけれども、日常的にあ

ちらこちらで行っている、温泉に宿泊するときにはバスは保有しているところについ

ては、送迎をやっていただいておりますから、そういったような方法を考えていただ

ければ、それは民間でもって考える範疇ですよということを先ほど申し上げたところ

です。ですから、これは、法律上なんら抵触するものではない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、民間でもってしっかりとその辺を、経営戦略

の一環として考えていただくことが重要でなかろうかなというふうに申し上げたとこ

ろでございます。 

 ２点目の家族の使用について、条件を付けるということでございますけれども、こ

れは今までも、平成15年まで实施したのですけれども、条件が付いていたのですよ。



- 30 - 

条件は付いている中で、なおかつ、そういった問題が引き起こってきたということな

ものですから、本当の老人福祉対策につながっているのかとなると、そうではなかっ

たということであったものですから、それらについては、それまでの反省を踏まえて

廃止をしたということでございますから、条件は付いているんです。 

 それと、26年度の補正予算の関係でございますけれども、ふるさと温泉の施設整備

ということでございますが、これは、補正予算の中でしっかりとご説明申し上げます

ので、議論していただければというふうに思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいでしょうか。 

再々質問を許します。 

○９番（樋坂里子君） 私が今回、最後の一般質問ということで４点させていただき

ました。みんな経費のかかるものばかりを申し上げて、大変恐縮なんですが、次期町

政に引き継がれる時に、是非、今、言われた４つの助成ですね、それを次期町長さん

に引き継いでいくように申し上げていただきたいなというふうに思います。 

 安倍政権は、年度末になりまして、地方消費喚起支援型と地方創生先行型、先ほど

私、予算のことで言いましたけれども、二つの地域住民生活等の緊急支援のための交

付金を閣議決定し、全国に自治体にアメをくれました。私は、選挙があるのでこうや

っているのかなというふうに思いましたので、アメと言わせていただきました。 

新十津川町には、二つ合わせて5,313万２千円の交付金が入るようですので、その後

もまた、先ほど言いましたように、いくらかも入ると思います。私の質問を尐しでも

取り入れて下さることを願っております。 

今までも、いろいろ尐しずつ取り入れていただきましたけれども、これからも引き

続き、私は层ませんけれども、是非、取り入れていただきますようにお願い申し上げ

まして、感謝の言葉とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、樋坂里子君の一般質問を終わります。 

ここで、13時55分まで休憩いたします。 

（午後１時43分） 

                                     

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後１時55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、３番、青田良一君。登壇の上、発言願います。 

〔３番 青田良一君登壇〕 

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

ます。町長におかれましては、最後の答弁ということになろうかなと思いますけれど

も、是非、今の心境を語っていただければなというような観点から質問をさせていた

だきたいなと思っております。 

 さて、みなさんご存じのように、12月の議会で残念ながら引退をされるということ

で、この議会において表明をされました。同僚議員である笹木議員が、２期８年の植

田町長の功績についてはるる説明をして、留任を促すようなことでの努めをしていた

だきましたけれども、決意は固く、残念ながら退任されるという方向の中で、現在進
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んでいるということでございます。 

植田さんにおかれましては、半世紀に亘りまして町政に関わってきたということで、

私も、後輩の立場で心から敬意と感謝を申し上げたいし、お労いを申し上げたいなと

いうふうに思います。 

ちょっと、古い話で申し訳ございませんけれども、私が入った当時の植田さん、本

当に先輩からは良く仕事ができ、気が付く後輩だということで、非常に大事にされ、

私たち後輩から見ると、行政経験、それほど違わなかったんですけれども、知識が非

常に厚くて、常に頼りがいのある先輩でございました。そういったこともございまし

て、若いうちから主要なポストを歴任されまして、ご存じのように、今、町長という

形の中でこの４月にご勇退をされるということでございます。本当に重ね重ねでござ

いますけれども、そのご労苦に対して、私は心から敬意を表したいなというふうに思

うところでございます。 

 さて、先般、水道議会、それから消防議会で植田さんにお会いする機会がございま

した。その中で、非常に表情が穏やかになっておりました。私たちが、職員時代に接

していた頃の植田さんの顔になってきたのかなというふうな印象を持たせていただき

ました。このような変化を見たのは、实は、山口さんが３期目の町長を終えられる寸

前に、たまたまお食事をする機会がございまして、雑談をしていたのですけれども、

その時に見た顔が、そういうような表情でございました。簡単に申し上げますと、非

常に重責が取れて、元の自分に戻れるんだというふうな表情でございました。まさに、

植田さんも、そういうような表情に変わってきて、やっぱり首長さんというお仕事、

そのものが大変な重責だったんだなというふうなことが、表情からも見てとれたのか

なと、私は思いました。 

 すみません、風邪薬飲みまして、ちょっと舌の回りが悪くなりましたけれども、お

聞きぐるしい点はちょっとお許しをいただきたいと思います。 

 そこで、今般、一般質問という形でお聞きすることなのですけれども、ちょうど山

口さんの頃は、本町のインフラ整備といいますか、これからまだまだそういったこと

での成長過程の時期の首長さんでした。植田さんは、どちらかというとインフラ整備

も終わりまして、財政的に非常に厳しい時代に首長さんとして登場されまして、職員

も減っていく、そして、様々な形で地方交付税を含む財源が乏しくなった時期に首長

さんとして登場したわけでございます。そんな中、繰り返しますけれども、同僚議員

の笹木さんが申し上げましたように、様々な实績を上げながら、今日を迎えたんです

けれども、私は、思うのですけれども、そういう实績も十分評価したいと思いますけ

れども、やはり２期８年、そして副町長の時代から含めまして、12年の理事者生活の

中で、自分の思い描いた町政、その中で、やっぱりやり残したようなことがあったの

ではないかなというふうに思うわけでございます。行政は計画的ということになりま

すので、さまざまな計画がありますから、私は、それに則った中で行政を進めている

と言われれば、それまでなんですけれども、やはりいろんな諸事情で、これをやりた

かったというような部分があるのではないかなと思いまして、それはそれで決して非

難するわけではございませんし、次の町政に向けてのひとつの課題だなと、私は思う

わけでございます。 
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従いまして、今般、勇退されるにあたりまして、そういう事項がありましたら、議

会の諸氏にも、あるいは、傍聴されている町民の方々にも、こういった部分について、

残念ながらやり残したんだよというふうな部分をお伝えいただいて、それが、次期議

会の課題でもありましょうし、それから町の課題でもあるのではないかなというふう

に思うわけでございます。 

併せまして、是非、50年余に亘りまして、本町で生活していた感想という言い方お

かしいですけれども、そういうことを踏まえた中で、町民の方々へ、その想いをメッ

セージとして、この場で語っていただければ幸いかなということで、一般質問の形で、

是非、植田町長の、今、言ったような考え方についてお聞きをしたいなと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） まず、青田議員のご質問に対するお答えの前に、今ほど身に

余るお言葉をいただきましたことについて、まずもって、感謝とお礼を申し上げたい

というふうに思っております。ありがとうございました。 

そこで、答弁とさせていただきます。今ほどお話ございましたように、４月の30日

をもって、私の任期は満了となりまして、町長という職を退任いたします。 

２期８年間の在任中は、議員の皆様をはじめ町民の皆様の格別なご理解とご協力を

賜り、町政に携わることができたことを、心より感謝とお礼を申し上げたいというふ

うに思っております。 

今ほどお話ございましたように、いつの時代においても、行政は常に課題を抱えて

ございます。これは、昨年の12月の10日にも同じようなことを申し上げさせていただ

いたところでございます。 

今、地方自治体を取り巻く社会環境は、地方分権と地域主権の進展、尐子高齢化、

人口減尐の進行、安全安心指向の高まり、高度情報化など、時代とともに変化して、

行政は、これまで以上に対応が求められるようになっております。 

行政報告でも申し上げさせていただきましたのですけれども、とりわけ人口の減尐

は、地域経済や町づくりの将来設計に大きな影響を及ぼすものでありまして、重点的

に取り組むべき喫緊の課題であるというふうに考えております。 

 そういった中で、各自治体においては、人口の現状と将来の姿を示す、先ほどの樋

坂議員の質問でもお答えさせていただたきましたのですけれども、地方戦略総合ビジ

ョンの策定といったようなことになりますけれども、人口減尐を克服し将来にわたっ

て活力ある地域社会を实現するために、今ほど申し上げましたような、戦略ビジョン

の策定をすることといたしております。この内容につきましては、我が町にふさわし

い総合的な戦略が策定され、町民とともに、未来に輝くまちづくりが進められること

を確信いたしているところでございます。 

今日は、議会初日でございますから、私の最終的な議会でのごあいさつは、最終日

にさせていただきたいと思っておりますけれども、まず、１期目の時には、「ほほえ

み・気くばり・やる気・やさしさに満ちたまちづくり」、２期目においては、「歴史
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に感謝未来へはばたく」をスローガンに「創造」と「挑戦」を掲げ町政に取り組んで

まいったところでございます。 

この間、掲げた公約や行政課題の解決が100パーセント達成できたというふうには、

私自身考えておりませんが、本町においては、町民の皆様のご理解の下で、行財政改

革に取り組み、健全財政の維持が図られておりまして、また、本町独自のまちづくり

基本条例、住民の皆さんの手によって、まちづくり基本条例が策定されたといったよ

うなこともございます。町民と行政が共に取り組む、こういった住民自治の基礎が出

来上がったというふうにも考えてございまして、本当にこういった面では、住民の皆

さんに対しましてもあつく感謝とお礼を申し上げたいというふうにも思っているとこ

ろでございます。 

そういった中で、結びになりますけれども、先人が残してくれた恵まれた自然環境

の下、歴史に学び、町民同士が支え助け合い、健康で安心安全な町づくりは、将来に

わたって延々と引き継がれていくものというふうに考えております。 

従いまして、こういった考え方の下に、これからも町政が進められていくものとい

うふうに考えておりますので、どうかひとつ、私は、今期でもって終えますけれども、

次期、新しい町長さんの下で、しっかりと町政運営が進められていくものというふう

に確信をいたしておりますので、以上のことを申し上げさせていただきながら、答弁

とさせていただきたいと存じます。 

○議長（長谷川秀樹君） この件については、よろしいですね。 

 それでは、次の質問をお願いします。 

〔３番 青田良一君登壇〕 

○３番（青田良一君） それでは、引き続きまして、教育長にお尋ねをしたいと思い

ます。 

悲しい事件ということで、つい10日前後ぐらいの話なんで、皆さんも記憶に新しい

と思うのですけれども、川崎市で13歳の尐年が刺殺をされました。非常に残念な出来

事でございましたし、多尐なりとも教育関係の仕事に携わった人間としては、本当に、

こういうことはあってほしくないし、なぜ起きたんだろうかという、自分自身が責め

られているような気持ちになっていたところでございます。同じく、罪を犯した方も

17歳、18歳という子供ですね、そういうような状況下だったようでございます。 

 これを考えますと、いろんな形の情報を新聞、テレビ等々で見ますけども、どうも

この亡くなった上村さんという13歳の尐年が、多分いろんなところで身の危険を示す

ようなサインを出していたような気がして、私はならないんであります。 

従いまして、そういったものを社会とか大人とか、あるいは学校等が的確に受け止

めることができて、対処を図っていけば、こういう事件は起きなかったのかなという

ふうなことを思っているところでございます。 

 前から申し上げているように、これは単なる事件ではなくて、滝川市でも新十津川

でもこういった部分について見逃してしまうと、起きかねないような要素というのは、

常に持っているんだということを、お互いに認識しながら、これに対処していく必要

があるのだろうと、私は思います。 

 従いまして、そういったことにつきまして、先ほど教育長からの行政報告もござい
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ましたけれども、やはり、教育行政の責任を持っている立場の中で、そういったもの

をしっかり捉えて、もう一度、こういったことが、本町や、本町も含めてですけども、

起こらないような形にしていくための方策というものを、やはり考えることが、私は

大事だろうなというふうに思うところでございます。 

 いつもおっしゃってますけども、例えば、不登校児、こういった部分について、ど

の時点でどのような対処をするかによって、不登校というか、学校に来る子供たちの

期間だとか、そういったものが、どう変化していくかというようなことも、いろんな

書物を読んでみますと、非常に差がございます。ですから、カウンセラー等が配置さ

れているというふうな話を常々してますけども、そういったものが、そういった子供

たちに、どの時期にどういう作用を起こしているのかということを、やっぱり的確に

捉えながら、問題解決を一日も早く終息させるような形でやっていかなければならな

いのではないかなと思うわけでございます。 

 この事件から、本町の教育委員会、あるいは、教育長さんがどのようなことを感じ、

さらに、メッセージに対して本町の教育関係者に対して、どのようなことをお示しす

るのがこの教訓を生かす術となるのか、その辺について教育長のお考えをお聞きした

いなというふうに思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長 熊田義信君登壇〕 

○教育長（熊田義信君） それでは、３番議員さんからのご質問にお答え申し上げた

いというふうに思います。 

今ほど、３番議員さんからの質問にありましたとおり、今回の川崎市での生徒殺害

事件でありますけれども、被害者が13歳、中学１年生ということで、将来有望な人材

が不幸にして亡くなったということは、誠に残念であり、保護者の心痛を思うとき、

お悔みの言葉もなく、ただただ悲しみに絶えることしかできません。 

そして、今ほど質問にあったとおり、教育関係者、そして、まちの教育行政を責任

ある者として、本当に他人ごとではなく、我が町で起きたという事の事实と同じよう

に鑑みて、しっかり対応しなければならないというふうに常日頃から考え、いろいろ

対応をさせていただいているところでございます。 

今ほど質問の中にあったとおり、いろんなサインが発せられます。家庭でのサイン、

学校でのサイン、そして地域でのサイン、これは、まちの宝である子供達が、それぞ

れ安全で安心に健やかな成長の下に過ごすために、それぞれの大人の責任の中で、い

ろいろ情報共有をしながら、新十津川においては、いろんな方々から情報もいただい

ておりますし、学校の先生は、その子供を守る使命感を持って誠心誠意サインを見逃

すことなく、そして、小さなサインがあった時には、学校全体でその情報を共有し、

そのサインが拡大しないように、しっかり対応をさせていただいております。 

そして、このサインというのは、今は被害者ばかりのことに重視されがちでありま

すけども、これは加害者になるおそれのあるというんですか、いじめを起こすおそれ

のある、そういう方々に対しても、やっぱりサインがあるというふうに、私は考えて

おります。いろんなサインを見逃すことなく、そしてしっかり、それぞれの場で、学
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校で解決でき得ることは学校で解決をし、そして、家庭のサインがあった時には、家

庭のサインを学校の先生が引き取り、しっかり学校の中で解決でき得るものについて

は、学校の中でしっかり解決するような、対応を保護者とも連携しながら、常日頃か

ら対応をさせていただいているところでございます。 

不登校のお話もありました。不登校の子供については、新十津川にも残念ながら何

人か不登校傾向の子供がおります。そして、今ほど話あったとおり差があるんです。

やっぱり、それぞれ個人、個人には不登校の起きた原因だとか、いろんな背景が違い

ます。ですから、個々の例というのは、先にあった他の例というのは、なかなか参考

にならず、それは、個々の対応をしていかなければならないというのが現状だという

ふうに、私は考えております。 

そして、不登校という子供を我々は学校の方に、当然、通常どおり行かせたいとい

うことは、当然あります。ただ、不登校の理由の中で、子供が学校に行きたくない、

その原因を除かないと、学校に行くことには相成らない訳であります。ですから、単

に学校に出そうとした時に、嫌な場所に、その不登校の子供が嫌な場所に行って、余

計嫌になって、更に不登校になるという事があるわけであります。 

ですから、学校に行きたい、行くべき、そういう環境を整える。その子にとって不

安なことを排除する。そして、通常どおり学校に行けるような対応を考えなければな

らない訳であります。 

今ほども話しのあった、スクールカウンセラーだとか、拝聴しながら、その子供の

気持ちを汲み取り、何が学校に行きづらくなっているのか、どういうことなのかとい

う事を十分聞き取りながら、更には、担任の先生の子供をもつ環境、もっている状況

の中で、どういうことをその子供に対して適切に対応し、友好関係、クラスの仲間、

いろいろ部活をやっていれば、部活の仲間の関係、そういったものを取り戻しながら、

しっかり子供を通常の学校に取り戻す。そういうことで、いろんな角度から、その子

供の学校に行きやすい環境を整え、そして、しっかり安全で安心な学校づくりという

もに精力的に取り組んでいるところであります。 

今のお話あった川崎の事件から見ても、いろいろ情報がたくさんあって、何が正し

いのかというのが分からず、いろいろ教育委員会だとか、学校の先生、学校の対応、

そういうものがいろいろ取り沙汰されているのも事实であります。 

ただ、使命感をもって学校の先生は、しっかり子供を守る、見極める、気付く、そ

ういうものをもっていくと、必ずや子供の小さなサインを察知をし、その些細な部分

で早期発見、早期に対応ができる、そういったものができるんではないかなというふ

うに考えております。 

そういった気付きから、先ほど言ったように家庭と保護者、そういったものを連携

しながら、しっかり子供が気持ちよく学校に行ける環境を整えていきたいというふう

に考えているところであります。 

また、このように大きな事件になりそうになった時には、警察の関係がどうしても

出てまいります。川崎の事案は、警察と教育委員会との関係は、私はちょっと承知し

ておりませんけれども、新十津川の場合は、滝川警察署と、そういう事件の時の協定

締結をしており、いじめの関係の部分についても、平成25年にそういう協定も加えて、
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重大事件が起きないように、いろいろ情報共有をし、未然に防ぐ体制が整っていると

ころでございます。 

また、新十津川には、それぞれいろんな安全安心な組織、さらには、交通安全の遵

守をする人、そして、あいさつ運動を町ぐるみでやっており、それぞれ町民の皆様が

子供たちが安全で過ごせるように、朝のあいさつ運動の中で、お子さんの気付きとい

うものも感じ取られている方もおり、一部においては、そういった声を学校に届けて

くれる保護者、地域の方々もいらっしゃいます。そして、そういった情報の中でしっ

かり学校、教育委員会、保護者、何回も繰り返しますけども、そういった連携の中で

子供が安全で安心に生活ができる、そういった学校づくりにそれぞれ大人の責任役割

をもって、しっかり私もその教育行政の責任者として、いろいろ関係機関とも連携を

密にしながら、対応をしてきておりますし、今後もそのようにしっかりと対応してい

きたいというふうに考えていることを申し上げ、３番議員さんに対してのご答弁とさ

せていただきたいというふうに思います。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 再質問はございますか。 

はい、再質問を許します。 

３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） ご丁寧に答弁いただきましたので、質問ということよりも、

もう一回、私の方からもお願いをして質問を終わりたいと思いますけども、子供達の

置かれている状況が、極めて今の大人には理解しづらいぐらい変化しているという部

分が、私はあると思います。その一つの例が、スマホの中でのラインによる、さまざ

まな不特定の人たちのやり取りと言いますか、そういった部分の中で、良い方に感化

されればいいのですけれども、というふうな事も含めまして、そこら辺をやっぱり地

域社会も学校も、あるいは、周りの大人の人たちもしっかり捉えながら、こういう事

態が起きないような事について、努力をしていく必要があるんだろうと思います。 

その変わっているという部分について、私はわりと今の大人の人たちは、子供は昔

の子供のままでいるようなことをちょっと思い過ぎているのではないかなというふう

に思える点が多々ございます。そういった点につきまして、重ねて教育委員会、ある

いは学校等々、力を発揮していただきまして、こういったことが起きないように、こ

の場をお借りしてお願いを申し上げまして、教育長からるるご答弁いただきましたか

ら、それは結構でございますので、本当に、町でこんなことが絶対起きないような形

の中で、いろんな角度から進めていただければ有難いなと思います。 

以上、申し上げまして、一般質問とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、青田良一君の一般質問を終わります。 

これをもちまして、一般質問を終了いたします。 

                                    

◎散会の宠告 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 明日は、午前10時より本会議を再開いたしますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、本日はこれをもって散会いたします。 

どうもご苦労様でした。 
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（午後２時24分） 
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第２ 請願第１号 農協関係法制度の見直しに関する請願（委員会付託） 

第３ 発議第１号 新十津川町議会委員会条例の一部改正について（内容説明まで） 

第４ 発議第２号 新十津川町議会会議規則の一部改正について（内容説明まで） 

第５ 議案第１号 新十津川町中小企業事業資金保障融資条例の一部を改正する条 

例の一部改正について（内容説明まで） 

第６ 議案第２号 新十津川町下水道条例の一部改正について（内容説明まで） 

第７ 議案第３号 平成26年度新十津川町一般会計補正予算（第６号） 

（内容説明まで） 
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（内容説明まで） 

第11 議案第７号 新十津川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基 

準を定める条例の制定について（内容説明まで） 

第12 議案第８号 新十津川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育 

         料に関する条例の制定について（内容説明まで） 

第13 議案第９号 徳富ダム注水工管理条例の制定について（内容説明まで） 
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律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

（内容説明まで） 

第15 議案第11号 教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務専念義務の特例に関 

         する条例の制定について（内容説明まで） 

第16 議案第12号 新十津川町行政手続条例の一部改正について（内容説明まで） 
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 第21 議案第17号 新十津川町英語指導助手の設置に関する条例の一部改正につい 

て（内容説明まで） 

第22 議案第18号 平成27年度新十津川町一般会計予算（概要説明まで） 

第23 議案第19号 平成27年度新十津川町国民健康保険特別会計予算 

         （概要説明まで） 

第24 議案第20号 平成27年度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算 

（概要説明まで） 

第25 議案第21号 平成27年度新十津川町下水道事業特別会計予算（概要説明まで） 

第26 議案第22号 平成27年度新十津川町農業集落排水事業特別会計予算 

（概要説明まで） 
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◎開議の宠告 

○議長（長谷川秀樹君） 皆さん、おはようございます。 

ただ今、出席している議員は11名であります。定足数に達しておりますので、これ

より本日の会議を開きます。 

（午前10時00分） 

                                     

     ◎議事日程の報告 

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

づき、順を追って進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

                                     

    ◎会議録署名議員の指名 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員につきましては、会議規則により議長より指名いたします。１番、

安中経人君。２番、西内陽美君。両君を指名いたします。 

                                     

     ◎請願第１号の上程、説明、委員会付託 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２、請願第１号、農協関係法制度の見直しに関する

請願を議題といたします。 

紹介議員であります平澤豊勝君より、内容の説明を求めます。 

６番、平澤豊勝君。 

〔６番 平澤豊勝君登壇〕 

○６番（平澤豊勝君）  

〔説明の記載省略〕 

○議長（長谷川秀樹君） 内容の説明を終わります。 

 お諮りいたします。 

本件につきましては、議会運営委員長の報告のとおり、新十津川町議会会議規則第

92条第１項の規定によりまして、所管の経済文教常任委員会に付託したいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、請願第１号、農協関係法制度の見直しに関する請願は、経済文教常任

委員会に付託することに決定いたしました。 

                                     

     ◎発議第１号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３、発議第１号、新十津川町議会委員会条例の一部

改正についてを議題といたします。 

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〕 
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○議会運営委員長（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、た

だ今、上程されました、新十津川町議会委員会条例の一部改正について、提案理由と

内容の説明を申し上げます。 

 提出者と賛成者は記載のとおりでございますので、お目通しをいただきたいと思い

ます。 

新十津川町議会委員会条例の一部改正について。 

 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第112条の規定により提出するとあります。 

裏面をお開きいただきたいと思いますが、発議第１号になります、新十津川町議会

委員会条例の一部改正でございます。 

提案理由でございますが、常任委員会の所管事務の追加及び文言の整理を行うとと

もに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、

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あるという

ことでございます。 

新旧対照表がついておりますので、お目通しをいただきたいと思いますが、現行の

部分で、文章化されていたものにつきまして、改正案では、それぞれの所管事務を箇

条書きにして整理をさせていただきました。 

併せて、これまで会計課が、この所管事務の中にございませんでしたので、総務民

生常任委員会の所管事務とするという事について明確に位置付けたところでございま

す。 

それと、後ほど議案説明としてなされると思いますけども、教育委員会の法律の改

正に伴いまして、このような形での整理をさせていただくという内容でございます。 

附則でございますけれども、附則の１項は、この条例は公布の日から施行するとあ

ります。ただし、第19条の改正規定は、平成20年４月１日から施行すると。 

２項といたしまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律附則第２条第１項の場合においては、この条例による改正後の新十津川町議会委

員会条例第19条の規定は適用せず、この条例による改正前の新十津川町議会委員会条

例第19条の規定は、なおその効力を有するとしてございます。 

こういった内容となってございますので、ご審議の上、ご賛同をいただきたくよろ

しくお願い申し上げます。 

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

終わります。 

                                     

     ◎発議第２号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第４、発議第２号、新十津川町議会会議規則の一部改

正についてを議題といたします。 

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、上程をいただきました発議第２号につい

て、内容並びに提案理由の説明を申し上げます。 
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新十津川町議会会議規則の一部改正について。 

上記の議案を、別紙のとおり新十津川町議会会議規則第14条の規定により提出する

ということでございます。 

 提出者、賛成者は、記載のとおりでございます。 

 裏面をお開きいただきたいと思いますが、発議第２号、新十津川町議会会議規則の

一部改正について。 

新十津川町議会会議規則の一部を改正する規則を次のように定めるということで、

提案理由でございますが、議員の議案提出に必要となる賛成者の人数について緩和を

行い、議員活動の推進を図るため、この規則の一部改正について議決を求めるもので

ございます。 

 新旧対照表がついておりますので、ご覧いただきたいと思いますが、これまで２名

以上の賛成がなければ、議案提出権というものが充たされませんでしたが、議員定数

等も削減されまして、現状に合わないということから、その議案提出権の人数を１人

以上のものの賛成がなければならないという文言に改めるものでございます。 

 附則といたしまして、この規則は、公布の日から施行するとなってございます。 

ご審議の上、ご賛同いただきますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で発議第２号について、提案理由並びに内容の説明を

終わります。 

                                     

     ◎議案第１号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第５、議案第１号、新十津川町中小企業事業資金保障

融資条例の一部を改正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） 改めまして、おはようございます。ただ今、上程をいただき

ました議案第１号、新十津川町中小企業事業資金保障融資条例の一部を改正する条例

の一部改正について、提案理由と内容のご説明を申し上げたいと思います。 

 新十津川町中小企業事業資金保障融資条例の一部を改正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。景気の低迷が続いていることから、中小企業者の資金借入

れに係る負担軽減措置を引き続き行い経営基盤の強化を図るため、この条例の一部改

正について議決を求めるものでございます。 

 今回の内容につきましては、附則の第３項中、平成27年３月31日で終えるものを、

更に、３か年の延長をいたしまして、平成30年３月31日までとするものでございます。 

 附則といたしましては、この条例は、交付の日から施行するということでございま

すので、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） 以上で議案第１号について、提案理由並びに内容の説明を

終わります。 
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     ◎議案第２号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第６、議案第２号、新十津川町下水道条例の一部改正

についてを議題といたします。 

提案者の提案理由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２号、新十津川町下水

道条例の一部改正について、提案理由と内容のご説明を申し上げます。 

 新十津川町下水道条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 提案理由でございます。下水道法施行令の一部改正に伴い、除害施設の設置等に係

る下水の水質基準を改正する必要があるため、この条例の一部改正について議決を求

め るものでございます。 

 関係条文については、新旧対照表をご覧いただきたいと思いますけども、第12条第

１項第１号中、除害施設の設置等に係る下水道の水質基準でございまして、0.1ミリグ

ラム、現行で0.1ミリグラムを0.03ミリグラムに改めるということでございまして、こ

れは１リットルにつきカドミウム0.1ミルグラム以下を0.03ミリグラム以下に基準を改

めるというものでございます。 

 なお、町内にはこのような該当施設はございませんので、申し添えさせていただき

たいと存じます。 

 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するということでございますの

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） 以上で議案第２号について、提案理由並びに内容の説明を

終わります。 

                                     

     ◎議案第３号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第７、議案第３号、平成26年度新十津川町一般会計補

正予算第６号を議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今、上程をいただきました議案第３号、平成26年度新十

津川町一般会計補正予算第６号でございます。 

 平成26年度新十津川町一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億9,738万１千円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ63億5,039万６千円とする。 

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。 

繰越明許費。 

第２条、地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用すること
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ができる経費は、第２表、繰越明許費による。 

 地方債の補正。 

第３条、地方債の追加及び変更は、第３表、地方債補正による。 

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

の上、議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

 引き続き、内容の説明を求めます。 

 副町長。 

〔副町長 佐川 純君登壇〕 

○副町長（佐川 純君） おはようございます。それでは上程いただきました議案第

３号、平成26年度新十津川町一般会計補正予算第６号となります。内容の説明をいた

します。 

 10ページ、11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。 

 １款、町税。補正額3,531万６千円、計５億7,446万４千円。 

 10款、地方特例交付金。補正額71万２千円、計201万２千円。 

 11款、地方交付税。補正額１億4,409万１千円、計30億7,909万１千円。 

 13款、分担金及び負担金。補正額、減額の86万６千円、計9,511万４千円。 

 14款、使用料及び手数料。補正額、減額の３千円、計１億2,172万２千円。 

15款、国庫支出金。補正額5,344万８千円、計３億7,541万９千円。 

 16款、道支出金。補正額2,551万７千円、計４億248万円。 

 17款、財産収入。補正額13万２千円、計2,076万円。 

18款、寄附金。補正額303万円、計750万１千円。 

 19款、繰入金。補正額、減額の１億6,215万１千円、計１億2,727万円。 

 21款、諸収入。補正額、減額の４億5,120万７千円、計１億4,208万９千円。 

 22款、町債。補正額１億5,460万円、計12億1,027万３千円。 

 歳入合計は、補正額、減額の１億9,738万１千円、計63億5,039万６千円となります。 

 続きまして、歳出。 

 １款、議会費。補正額、減額の12万５千円、計5,320万８千円。財源内訳、一般財源、

減額の12万５千円。 

２款、総務費。補正額1,772万９千円、計５億1,990万６千円。財源内訳、特定財源

で国道支出金4,205万６千円、地方債4,900万円、その他財源366万２千円、一般財源、

減額の7,698万９千円。 

 ３款、民生費。補正額、減額1,100万６千円、計６億7,900万５千円。財源内訳、特

定財源、国道支出金、減額1,149万８千円、地方債650万円、その他財源、減額421万１

千円、一般財源、減額179万７千円。 

 ４款、衛生費。補正額、減額の1,952万９千円、計４億7,738万３千円。財源内訳、

特定財源、国道支出金61万８千円、地方債3,310万円、その他財源、減額1,888万１千

円、一般財源、減額3,436万６千円。 

 ６款、農林水産業費。補正額499万６千円、計14億1,703万８千円。財源内訳、特定
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財源、国道支出金379万９千円、地方債、減額70万円、一般財源189万７千円。 

 ７款、商工費。補正額3,769万２千円、計２億2,133万５千円。財源内訳、特定財源、

国道支出金3,404万４千円、地方債1,370万円、一般財源、減額1,005万２千円。 

 ８款、土木費。補正額、減額1,541万２千円、計５億6,868万４千円。財源内訳、特

定財源、国道支出金750万４千円、地方債5,860万円、その他財源、減額４万円、一般

財源、減額8,147万６千円。 

 ９款、消防費。補正額、減額629万８千円、計２億79万円。財源内訳、特定財源、地

方債、減額180万円、その他財源30万円、一般財源、減額479万８千円。 

 10款、教育費。補正額、減額3,427万円、計５億3,146万８千円。財源内訳、特定財

源、地方債350万円、その他財源、減額789万２千円、一般財源、減額2,987万８千円。 

 11款、災害復旧費。補正額、減額768万３千円、計1,961万７千円。財源内訳、特定

財源、地方債、減額730万円、一般財源、減額38万３千円。 

 12款、公債費。補正額、減額１億4,806万８千円、計８億204万５千円。財源内訳、

一般財源、減額１億4,806万８千円。 

 13款、職員費。補正額、減額1,540万７千円、計８億2,930万７千円。財源内訳、一

般財源、減額1,540万７千円。 

 歳出合計。補正額、減額１億9,738万１千円、計63億5,039万６千円。財源内訳、特

定財源、国道支出金7,652万３千円、地方債１億5,460万円、その他財源、減額2,706万

２千円、一般財源、減額４億144万２千円。 

 次に地方債の補正を申し上げます。７ページに戻っていただきたいと思います。 

第３表、地方債補正。まず追加であります。起債の目的、過疎地域自立促進特別事

業債。限度額１億9,500万円。起債の方法、普通貸借又は証券発行。利率、５パーセン

ト以内。償還の方法、政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合に

はその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により措置期間及び償還

期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 

これについては、過疎法のソフト対策事業でありまして、全部で26事業に充当して

ございます。内容については、歳出の中で申し上げますけれど、財源内訳で財源更正

をしているという状況になっております。 

次に、変更でありますけれど、事業費確定による限度額の変更でありますので、限

度額について申し上げます。 

起債の目的。行政区自治会館整備事業債、補正前限度額5,220円、補正後限度額

4,810万円。 

新北部地区経営体育成基盤整備事業債、補正前限度額220万円、補正後限度額170万

円。 

新南部地区経営体育成基盤整備事業債、補正前限度額150万円、補正後限度額40万円。 

新西部地区経営体育成基盤整備事業債、補正前限度額160万円、補正後限度額10万円。 

国営樺戸地区土地改良事業地元負担繰上償還事業債、補正前限度額５億9,580万円、

補正後限度額５億9,560万円。 

次に、８ページとなります。 

西２線道路改良事業債、補正前限度額1,250万円、補正後限度額820万円。 
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除雪機械整備事業債、補正前限度額1,760万円、補正後限度額450万円。 

橋りょう長寿命化事業債、補正前限度額1,150万円、補正後限度額1,110万円。 

消防車両更新事業債、補正前限度額2,600万円、補正後限度額2,420万円。 

開拓記念館耐震補強改修事業債、補正前限度額4,570万円、補正後限度額4,480万円。 

学校給食センター整備事業債、補正前限度額5,520万円、補正後限度額5,000万円。 

現年度発生単独災害復旧事業債、補正前限度額200万円、補正後限度額ゼロ。 

現年度発生公共土木施設災害復旧事業債、補正前限度額210万円、補正後限度額380

万円。 

現年度発生林業施設災害復旧事業債、補正前限度額700万円、補正後限度額ゼロ。 

 次に、歳出の内容を申し上げます。44ページからとなっております。補正の主な理

由については大きく３つあります。１つ目として、事業の实績見込み等によるもの、

２つ目として、過疎債、過疎ソフトでありますけれど、これによります財源更正、そ

れから、３つ目としまして、国の臨時的な交付金充当事業でございます。それでは申

し上げます。 

１款１項１目議会費。補正額、減額12万５千円、計5,320万８千円。財源内訳、一般

財源、減額12万５千円です。内容を申し上げます。２番、議会活動運営事業、減額３

万１千円。これについては、費用弁償实績見込みによる減額と臨時職員の賃金不足に

よります増額であります。３番、議会要望事業、減額７万２千円。費用弁償实績見込

みによるものでございます。４番、議会広報発行事業、減額２万２千円。これも、費

用弁償の实績見込みによるものでございます。 

続きまして、次のページ、46ページとなります。総務費であります。 

２款１項１目一般管理費。補正額、減額123万円、計3,414万８千円。財源内訳、一

般財源、減額123万円。内容を申し上げます。４番、变勲等事務、減額45万円。实績見

込みによります減額であります。10番、職員研修事業、減額64万８千円。研修实績見

込みによります減額であります。12番、開町記念式開催事業、減額13万２千円。これ

は、事業費確定によります減額であります。 

 ３目財産管理費。補正額1,914万３千円、計２億1,201万７千円。財源内訳、特定財

源、国道支出金1,318万４千円。これは、地域住民生活等緊急支援のための交付金、地

方創生先行型の分でありまして1,318万４千円であります。地方債690万円、これは過

疎地域自立促進特別事業債、過疎ソフト分であります690万円。その他財源、13万２千

円。公共施設整備基金預金利子であります。一般財源、減額107万３千円。内容を申し

上げます。１番、庁舎管理事務、減額158万１千円。これは、燃料費、水道料等の实績

見込みによるものでございます。２番、普通財産管理事務、減額111万７千円。これは、

工事入札執行残が主なものでありますけれど、この他に、吉野山村留学住宅の解体工

事費に対しまして、財源を過疎債ソフト分を充てたことによります財源更正も、ここ

で行ってございます。過疎債ソフト690万円でありますけれど、これを充当しておりま

す。３番、各施設共通管理事務、減額36万４千円。これは、火災保険料等实績見込み

によるものでございます。４番、町有住宅維持管理事務、減額の54万円。工事入札執

行残であります。７番、庁用管理事務、減額38万７千円。備品購入見積合せによりま

す執行残であります。８番、公共施設整備基金積立13万２千円。定期預金利子の積立
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額を増額するものでございます。10番、町有住宅環境整備事業2,300万円。これは、地

域住民生活等緊急支援のための交付金を使いまして、みどり区にあります町有住宅１

棟４戸を改修するものでございます。この事業については、平成27年度に繰越しで行

うものでございます。 

 続きまして、48、49ページとなります。 

５目企画費。補正額1,015万５千円、計6,956万４千円。財源内訳、国道支出金600万

円。これは、地域住民生活等緊急支援のための交付金、地方創生先行型600万円であり

ます。地方債3,090万円。過疎地域自立促進特別事業債3,090万円であります。その他

財源50万円。いきいきふるさと推進事業助成金でございます。一般財源、減額2,724万

５千円。内容を申し上げます。４番、総合行政審議会運営事業、減額72万５千円。こ

れは、審議会の回数が確定したことによります減額であります。６番、地域公共交通

確保事業88万円。これにつきましては、ＪＲバス代替え路線と言われるもの、北竜線

と滝川浦臼線でありますけれど、この維持負担金の確定によります増額と、もう１つ、

地域公共交通運行のうち、砂川方面へ運行しております乗り合いワゴンの实績見込み

によります増額でございます。15番、若年層人口流入促進事業1,000万円。これは、平

成27年度に見込んでおります定住促進対策事業のうち、世帯主が45歳以下または中学

生の子供がいる世帯を対象としたものを、ここに挙げております若年層人口流入促進

事業として行うもので、これについては国の交付金を財源として、平成27年度に繰越

しして实施するものでございます。 

６目交通安全対策費。補正額、減額431万円、計5,665万６千円。財源内訳、国道支

出金2,330万円。これは、地域づくり総合交付金であります。道からの地域づくり総合

交付金であります。地方債350万円。過疎地域自立促進特別事業債であります。一般財

源、減額3,111万円。内容を申し上げます。１番、交通安全施設整備事業、減額69万２

千円。これは、道路照明改修工事入札執行残であります。３番、中央地区市街街路灯

更新事業、減額361万８千円。これについては、工事入札執行残と道からの支出金であ

ります地域づくり総合交付金2,330万円により財源更正をしてございます。もう１つ、

過疎債ソフト分350万円については、街路灯管理組合負担金に充当いたし財源更正を行

っております。 

７目町有林造成管理費。補正額、減額110万円、計523万３千円。財源内訳、国道支

出金、減額50万５千円。これは道からの町有林保育保護管理事業補助金の減額であり

ます。一般財源、減額59万５千円。内容を申し上げます。１番、町有林保育管理事業、

減額110万円。工事入札執行残等の实績見込みによるものでございます。 

 ９目行政区費。補正額、減額489万６千円、計6,620万９千円。財源内訳、特定財源、

国道支出金112万６千円。これは社会資本整備総合交付金であります。地方債570万円。

１つ目としましては、行政区自治会館整備事業債410万円の減額であります。また、増

額分については、過疎地域自立促進特別事業債980万円であります。一般財源、減額

1,172千２千円。内容を申し上げます。２番、行政区活動支援事業、減額198万８千円。

これについては、活動支援交付金確定に伴います執行残と、過疎債ソフト分980万円を

財源充当することによって更正でございます。４番、行政区自治会館建替事業、減額

70万８千円。設計委託入札執行残であります。５番、大和区自治会館改修事業、減額
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220万円。工事入札執行残であります。 

 次のページとなります。50ページ、51ページ。 

10目諸費。補正額378万円、計2,079万７千円。財源内訳、特定財源、地方債200万円。

過疎地域自立促進特別事業債であります。その他財源303万円。これは、ふるさと応援

寄附金であります。一般財源、減額125万円。内容を申し上げます。５番、税等還付金

75万円。これは福祉関係の国庫負担金の返還等、また、年度末までの税等の還付に伴

いましての不足見込み額をみております。９番、ふるさと応援基金積立金303万円。寄

附金の实績見込みにあわせて、積立金を増額するものでございます。また、過疎ソフ

ト分200万円については、ふるさと応援寄附金推進事業に充当することによる財源更正

をしております。 

 ３項１目戸籍住民登録費。補正額、減額33万５千円、計2,761万円。財源内訳、一般

財源、減額33万５千円です。内容を申し上げます。４番、総合行政システム管理事業、

減額33万５千円。委託料の实績見込みによるものでございます。 

続きまして、４項３目農業委員選挙費。補正額、減額242万９千円、計17万円。財源

内訳、一般財源、減額242万９千円。内容を申し上げます。１番、農業委員選挙事務、

減額242万９千円。事業費確定によるものでございます。 

 続きまして、52ページ、53ページとなります。 

４目衆議院議員選挙費。補正額、減額104万９千円、計347万１千円。財源内訳、国

道支出金、減額104万９千円。これは道からの衆議院議員選挙費委託金の減額でありま

す。内容を申し上げます。１番、衆議院議員選挙事務、減額104万９千円。事業費確定

による減額であります。 

続きまして、54、55ページとなります。民生費であります。 

３款１項１目社会福祉総務費。補正額、減額550万６千円、計8,933万２千円。財源

内訳、特定財源、国道支出金、減額555万円。これは臨時福祉給付金支給事業補助金の

555万円の減額であります。一般財源４万４千円であります。内容を申し上げます。13

番、臨時福祉給付金支給事業、減額555万円。これは、事業確定によります減額であり

ます。対象者1,536人のうち、申請者は1,295人、申請率は84.31パーセントとなってご

ざいます。15番、民生委員推薦会事務４万４千円。これについては、みどり区の民生

委員さんが亡くなられたことによります補充選任に伴いましての経費です。 

 ２目高齢者福祉費。補正額、減額578万８千円、計１億3,822万３千円。財源内訳、

一般財源、減額578万８千円。内容を申し上げます。４番、介護保険事業、減額568万

８千円。事業見込み額確定によります負担金の減額であります。12番、福祉バス運営

事業、減額10万円。实績見込みによります燃料費の減額であります。 

 ３目障害者福祉費。補正額、減額150万１千円、計２億5,401万６千円。財源内訳、

特定財源、国道支出金、減額79万８千円。国の補助金、地域生活支援事業費等補助金、

減額の53万２千円。道の補助金、地域生活支援事業費等補助金、減額26万６千円、一

般財源、減額70万３千円。内容を申し上げます。５番、地域生活支援事業、減額106万

２千円。实績見込みによるものでございます。11番、地域活動支援センター負担金、

減額43万９千円。事業費確定によるものでございます。 

 ２項１目児童福祉費。補正額178万９千円、計１億9,743万４千円。財源内訳、特定
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財源、国道支出金、減額515万円、内訳は児童手当交付金、減額の288万円。子育て世

帯臨時特例給付金支給事業補助金、減額105万円。次のページになります。保育緊急確

保事業費補助金、これは増額であります93万３千円、道負担金、児童手当負担金、減

額65万４千円、同じく道の補助金、子育て支援対策事業費補助金、減額149万９千円で

あります。地方債650万円、これについては、過疎地域自立促進特別事業債650万円で

あります。その他財源は減額の421万１千円でありまして、新十津川保育園児童保護者

負担金、これは増額であります91万２千円。それから保育園送迎費用保護者負担金17

万７千円。それから、中空知広域入所児童受入負担金254万１千円。それから、子ども

夢基金からの繰入金、これは減額であります784万１千円となっております。前のペー

ジに戻っていただきまして、一般財源465万円となっております。内容を申し上げま

す。１番、児童手当支給事業、減額418万５千円。实績見込によるものでございます。

２番、児童館管理運営事業、減額10万円、これも、实績見込みによるものでありま

す。次のページ、５番、子ども・子育て支援事業、減額43万２千円。備品購入入札執

行残であります。６番、新十津川保育園管理運営事業755万６千円。これは、保育園児

数が当初見込みより増加しております。当初は67名を見込んでおりましたけれど、75

名ということで増額と、それから保育単価の改正によるものも、併せて増額となって

おります。この中の増えた園児の中に、定住促進事業により町外から転入した園児５

人がおります。10番、子育て世帯臨時特例給付金支給事業、減額105万円。事業確定に

よる減額であります。支給決定者は702名となっております。この他に、財源更正が２

本あります。子育て生活応援事業に過疎ソフト分650万円を充当いたしたことと、子ど

も夢基金からの繰入金をゼロとしたことによる更正であります。それからもう１つ、

子育て支援センターの管理運営事業に、当初、道の補助金という事で見ておりました

けれど、これは国の補助金に変更になったことによる更正をしてございます。 

 続きまして、58、59ページ。衛生費であります。 

４款１項１目保健衛生総務費。補正額、減額142万７千円、計１億9,425万２千円。

財源内訳、特定財源、国道支出金137万５千円。これは、国民健康保険基盤安定事業負

担金、国からの負担金でありますけれど16万８千円。それから道の負担金、国民健康

保険基盤安定事業負担金193万２千円。それから道の後期高齢者医療基盤安定事業負担

金、これは、減額72万５千円であります。一般財源、減額280万２千円となっておりま

す。内容を申し上げます。３番、後期高齢者医療療養給付費負担金、減額34万５千円。

实績見込みにより減額であります。５番、国民健康保険特別会計繰出金72万８千円。

これは、保健基盤安定繰出分等の確定によるものでございます。６番、後期高齢者医

療特別会計繰出金、減額181万円。これも、法定繰出金の確定によるものでございます。 

 ２目環境衛生費。補正額、減額174万円、計536万１千円。財源内訳、特定財源、国

道支出金、減額40万１千円、これは国補助金で浄化槽設置整備事業補助金、減額40万1

千円であります。一般財源、減額133万９千円。内容を申し上げます。５番、浄化槽設

置整備事業、減額120万３千円。これは、設置实績が当初見込みより下回ったことによ

ります減額であります。６番、中空知衛生施設組合負担金、火葬場分であります。減

額53万７千円。これは、負担金確定によります減額であります。 

３目福祉医療費。補正額はありません。財源更正であります。財源内訳、特定財源、
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地方債2,420万円、これは過疎地域自立促進特別事業債であります。その他財源、減額

1,898万７千円、これは、子ども夢基金からの繰入金を減額するものでございます。一

般財源、減額521万３千円。内容を申し上げますけれど、これは財源更正でありまして、

財源を過疎債ソフト分2,420万円を充当することによる子ども夢基金からの繰入金と一

般財源を減額して更正するものでございます。 

４目予防費。補正額、減額31万８千円、計1,317万１千円。財源内訳、特定財源、そ

の他財源37万１千円。これについては、長寿・健康増進事業補助金、９万１千円の減

額。高齢者インフルエンザ予防接種助成金、減額９万８千円。次のページになります、

高齢者肺炎球菌予防接種助成金56万円。これは増額であります。前のページに戻って

いただきまして、一般財源、減額68万９千円であります。内容を申し上げます。２番、

インフルエンザ予防接種事業、減額31万８千円。实績見込みによるものでございます。 

続きまして、５目健康づくり推進費。補正額、減額318万４千円、計2,263万８千円。

財源内訳、特定財源、国道支出金、減額35万６千円。これは、国の保育緊急確保事業

補助金、これは増額４万８千円。がん検診推進事業補助金、減額32万円。道の補助金、

子育て支援対策事業費補助金、減額８万４千円。地方債890万円。過疎地域自立促進特

別事業債であります。その他財源、減額26万５千円。これは、長寿・健康増進事業補

助金、これは増額29万１千円。成人健康診査負担金、減額18万４千円。がん検診負担

金、減額48万５千円、後期高齢者医療広域連合受託金、減額15万２千円。国保ヘルス

アップ事業助成金、これは増額になります26万５千円です。一般財源、減額1,146万３

千円。内容を申し上げます。２番、成人健康審査事業、減額28万２千円。实績見込み

によります減額であります。３番、成人健康診査２次健診事業、減額47万２千円。实

績見込みによるものでございます。４番、がん検診事業、減額224万４千円。これも实

績見込みによるものであります。５番、後期高齢者健康診査事業、減額18万６千円。

实績見込によるものでございます。その他に財源更正では、過疎ソフト分890万円は、

がん検診、成人健康診査と２次検診、それから妊婦健診、乳幼児健診に充当し、それ

ぞれそれに伴います更正を行っております。 

 ２項１目塵芥処理費。補正額、減額603万円、計１億2,452万６千円。財源内訳、一

般財源、減額603万円。内容を申し上げます。１番、ごみ収集事業、減額183万４千円。

これは、实績見込みによるものでございます。２番、資源回収奨励事業、減額17万７

千円。子ども会等への報償費の实績見込みによるものでございます。４番、一般廃棄

物処分場管理事業、減額106万２千円。光熱水費等实績見込みによるものでございます。

５番、中空知衛生施設組合負担金、ごみ処理施設分であります、減額179万１千円。負

担金額の確定によるものでございます。それから６番、中・北空知廃棄物処理広域連

合負担金、減額116万６千円。負担金確定によるものでございます。 

続きまして62、63ページとなります。 

２目し尿処理費。補正額、減額683万円、計4,577万６千円。財源内訳、一般財源、

減額683万円。内容を申し上げます。１番、し尿収集事業、減額87万１千円。实績見込

みによるものでございます。２番、中空知衛生施設組合負担金、これは、し尿処理施

設分であります、減額の302万９千円。負担金確定による減額であります。４番、汚泥

等処理、ＭＩＣＳ効果促進事業負担金であります、減額293万円。これは、負担金確定
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による減額であります。 

○議長（長谷川秀樹君） 休憩をとります。 

11時15分まで休憩といたします。 

（午前11時00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15分） 
○議長（長谷川秀樹君） それでは休憩前に戻りまして、補正予算歳出、６款農林水
産業費から説明を求めます。 
 副町長。 

〔副町長 佐川 純君登壇〕 
○副町長（佐川 純君） それでは、６款から説明を申し上げます。64、65ページと
なります。農林水産業費。 

６款１項２目農業振興費。補正額2,480万９千円、計２億3,012万１千円。財源内訳、

特定財源、国道支出金2,224万７千円。地域住民生活等緊急支援のための交付金、地方

創生先行型であります、420万円。道の交付金、環境保全型農業直接支払交付金、減額

24万２千円。北海道青年就農給付金事業費補助金300万円。強い農業づくり事業補助金

583万５千円。機構集積協力金交付事業補助金945万４千円。地方債260万円。過疎地域

自立促進特別事業債であります。一般財源、減額の３万８千円。内容を申し上げます。

11番、環境保全型農業直接支援対策交付金、減額48万円。これは、補助金確定による

ものでございます。15番、青年就農給付金事業300万円。これは、国の補正に伴いまし

て経営開始型給付金２件でありますけれど、平成27年度分を前倒しし交付するもので

ございます。17番、経営体育成支援事業583万５千円。これは、対象者及び対象事業費

が増えたための補助金の増額によるものでございます。19番、機構集積協力金交付事

業945万４千円。これは、農地中間管理機構を使っての農地集積協力金として交付され

るものでございます。経営転換分が１戸、それから耕作者集積分が11戸となってござ

います。経営転換１戸、耕作者集積11戸となってございます。20番、農業担い手育成

支援事業700万円。これは、ピンネ農業公社運営経費を地方創生型事業として緊急支援

のための交付金を充当するものでございます。实施については、平成27年度へ繰越し

て執行するものでございます。 

５目農地費。補正額、減額460万５千円、計11億3,198万６千円。財源内訳、特定財

源、国道支出金、減額308万円。道の補助金で食料供給基盤強化特別対策事業補助金、

減額308万円であります。地方債、減額330万円。これについては、新北部地区経営体

育成基盤整備事業債、減額50万円。新南部地区経営体育成基盤整備事業債、減額110万

円。新西部地区経営体育成基盤整備事業債、減額150万円。もう一つ、国営樺戸地区土

地改良事業地元負担繰上償還事業債、減額20万円であります。一般財源177万５千円。

内容を申し上げます。１番、新北部地区経営体育成基盤整備事業、減額57万５千円。

２番、新南部地区経営体育成基盤整備事業、減額135万２千円。３番、新西部地区経営

体育成基盤整備事業、減額251万７千円。10番、国営樺戸地区土地改良事業地元負担繰

上償還事業、減額16万１千円。いずれも实績見込みによります減額であります。 

66、67ページ。 
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 ２項１目林業振興費。補正額、減額1,520万８千円、計3,905万９千円。財源内訳、

特定財源、国道支出金、減額1,536万８千円。これは道の補助金で未来につなぐ森づく

り推進事業補助金、これは増額23万９千円。それから北海道森林整備加速化・林業再

生事業補助金、これは減額1,560万７千円であります。一般財源16万円。内容を申し上

げます。10番、未来につなぐ森づくり推進事業40万円。これは、造林事業量の増によ

る補助金の増額であります。当初、17ヘクタールを見ておりましたけれど、これが、

17.74ヘクタールに増えたというものによるものであります。11番、北海道林整備加速

化・林業再生事業、減額1,560万８千円。实績見込みによります減額であります。 

次のページ、68、69ページとなります。商工費。 

７款１項１目商工振興費。補正額2,325万７千円、計7,598万５千円。財源内訳、特

定財源、国道支出金2,444万４千円。これについては国の交付金、地域住民生活等緊急

支援のための交付金、これは、消費喚起・生活支援型であります2,014万８千円。道の

補助金で消費者行政活性化事業補助金49万６千円。地域ふれあいプレミアム付商品券

発行促進事業補助金380万円。地方債600万円。これは、過疎地域自立促進特別事業債

600万円であります。一般財源、減額718万７千円。内容を申し上げます。７番、国・

北海道融資制度資金利子補給事業、減額74万３千円。これは实績見込みによります減

額であります。11番、プレミアム付商品券発行支援事業2,400万円。これは、国の緊急

支援交付金2,014万８千円をもって消費喚起のためのプレミアム付き商品券発行に支援

するものであります。道の補助金380万円を活用するものであります。事業の執行につ

いては27年度に繰り越して行うものでございます。その他に、財源更正でありますけ

れど、過疎債の600万円については、この内220万円を国・道融資制度利子補給と380万

円を地元消費拡大事業に充当し、また、道の補助金の消費者行政活性化事業補助金49

万６千円ありますけれど、これは、消費生活対策事業に充当して、それぞれ財源更正

を行うものでございます。 

 ２目観光振興費。補正額1,517万８千円、計8,127万７千円。財源内訳、国道支出金

960万円。これは、地域住民生活等緊急支援のための交付金、地方創生先行型でありま

す。地方債770万円。過疎地域自立促進特別事業債であります。一般財源、減額212万

２千円。内容を申し上げます。２番、ふるさと公園維持管理事業、減額82万２千円。

实績見込によるものでございます。15番、ふるさと温泉運営費支援事業1,600万円。こ

れは、地方創生先行型の交付金960万円を活用して、ふるさと公園内の温泉維持と揚水

設備更新を行うものでございます。これについては、執行は平成27年度に繰越して行

うものでございます。それから、財源充当では、過疎債ソフト分770万円については、

ふるさとまつり、雪まつり、イベント開催に充当し更正するものでございます。 

３目地場産業振興費。補正額、減額74万３千円、計6,407万３千円。財源内訳、一般

財源、減額74万３千円。内容を申し上げます。１番、交流促進施設等管理運営事業、

減額74万３千円。備品及び工事入札執行残でございます。 

 続きまして、次のページ、70、71ページとなります。８款土木費であります。 

８款２項１目道路維持費。補正額、減額1,696万８千円、計１億9,585万３千円。財

源内訳、国道支出金、減額520万４千円。これは国の社会資本整備総合交付金の減額で

あります。地方債、減額1,310万円、これは、除雪機械整備事業債であります。一般財
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源133万６千円。内容を申し上げます。５番、冬期除排雪事業、減額43万２千円。实績

見込みによります減額であります。６番、除雪機械購入事業、減額1,653万６千円。入

札執行残であります。 

 ２目道路新設改良費。補正額、減額286万２千円、計１億2,205万円。財源内訳、国

道支出金499万３千円。国の交付金で社会資本整備総合交付金、減額488万９千円。が

んばる地域交付金、これは、増額であります988万２千円。地方債7,210万円。内訳は

過疎地域自立促進特別事業債7,640万円と、西２線道路改良事業債、これは減額であり

ます430万円であります。一般財源、減額7,995万５千円です。内容を申し上げます。

１番、道路整備事業、減額263万８千円。工事入札執行残用によります減額であります。

２番、道路名標識板設置事業、減額22万４千円。入札執行残であります。財源更正で

は、がんばる地域交付金988万２千円を、北８号線西１線道路整備に充当いたし、過疎

債ソフト分7,640万円については、団地内道路南中央、みどり、錦野、この団地内の道

路に充当したことによる更正でございます。 

 ３目橋りょう新設改良費。補正額、減額142万８千円、計2,807万２千円。財源内訳、

国道支出金、減額91万円。社会資本整備総合交付金の減額であります。地方債、減額

40万円。橋りょう長寿命化事業債の減額であります。一般財源、減額11万８千円。内

容を申し上げます。１番、橋りょう整備事業、減額142万８千円。实績見込みによるも

のでございます。 

次のページになります。 

３項１目河川総務費。補正額、減額15万９千円、計577万円。財源内訳、一般財源、

減額15万９千円。内容を申し上げます。２番、河川維持管理事業、減額15万９千円。

实績見込みによるものでございます。 

 ４項１目都市計画総務費。補正額、減額1,619万９千円、計１億961万９千円。財源

内訳、特定財源、国道支出金、減額280万円。国の交付金で社会資本整備総合交付金、

減額250万円、道の補助金であります既存住宅耐震改修事業補助金、減額30万円。一般

財源、減額1,339万９千円。内容を申し上げます。２番、都市整備推進事務、減額357

万１千円。これは、当初、見込んでおりました都市計画変更ができなかったことによ

ります減額であります。３番、安心すまいる助成事業、減額530万円。今年度について

は、申請が無かったことによります減額であります。４番、下水道事業特別会計繰出

金、減額732万８千円。繰出金の確定によります減額であります。 

 ２目公園管理費。補正額、減額59万６千円、計1,399万４千円。財源内訳、特定財源、

その他財源、減額４万円。内容は、都市公園使用料、減額３千円。パークゴルフ場管

理協力金、減額３万７千円であります。一般財源、減額55万６千円。内容を申し上げ

ます。１番、都市公園等管理事業、減額59万６千円。实績見込みによるものでござい

ます。 

 ５項１目住宅管理費。補正額2,280万円、計6,987万８千円。財源内訳、特定財源、

国道支出金1,142万５千円。これは社会資本整備総合交付金であります。一般財源

1,137万５千円。内容を申し上げます。１番、公営住宅維持管理事務2,280万円。これ

は、实績見込みによります減額と、橋本団地公営住宅でありますけれど、この外部改

修工事の増額分の差し引きであります。この橋本団地の公営住宅の外部改修工事につ
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いては、27年度へ繰越して執行するものであります。橋本団地公営住宅改修工事は、

2,319万９千円の予算となっております。 

 次のページ、74、75ページとなります。消防費であります。 

 ９款１項１目消防総務費。補正額、減額589万１千円、計１億7,679万１千円。財源

内訳、特定財源、地方債、減額180万円。消防車両更新事業債の減額であります。一般

財源、減額409万１千円。内容を申し上げます。１番、滝川地区広域消防事務組合負担

金、減額589万１千円。負担金額の確定によるものでございます。 

２目水防費。補正額、減額14万円、計1,566万９千円。財源内訳、一般財源、減額14

万円。内容を申し上げます。２番、救急排水施設管理事業、減額14万円。实績見込み

によるものでございます。 

 ３目災害対策費。補正額、減額26万７千円。計833万円。財源内訳、特定財源、その

他財源30万円。これは地域づくり研修会開催支援金であります。一般財源、減額56万

７千円であります。内容を申し上げます。３番、防災無線管理事業、減額26万７千円

であります。備品見積り合せの執行残であります。財源更正では、地域防災力強化事

業に北海道市町村振興協会よりの支援金30万円を充当し財源更正を行っております。 

次のページ、76、77となります。10款、教育費であります。 

10款１項２目事務局費。補正額、減額132万円、計1,736万４千円。財源内訳、特定

財源、地方債330万円。これは、過疎地域自立促進特別事業債であります。その他財源、

減額132万円。これは、育英事業基金からの繰入金を減額するものであります。一般財

源、減額330万円。内容を申し上げます。２番、育英事業、減額132万円。これは貸付

け实績確定に伴います減額であります。それと、財源更正では、過疎ソフト分330万円

を新十津川農業高校教育振興事業に充当し、財源更正をしております。 

２項１目学校管理費。補正額、減額673万６千円、計5,281万４千円。財源内訳、一

般財源、減額673万６千円。内容を申し上げます。１番、小学校校舎等維持管理事業、

減額655万円。工事入札執行残が主なものでございます。４番、教職員健康管理事業、

減額18万６千円。实績見込みによるものでございます。 

 ２目教育振興費。補正額、減額406万６千円、計1,494万８千円。財源内訳、地方債

350万円。過疎地域自立促進特別事業債であります。その他財源、減額の６万８千円。

鑑賞事業負担金であります。一般財源、減額749万８千円。内容を申し上げます。１番、

小学校教育推進事業、減額83万４千円。实績見込みによる減額であります。２番、小

学校特別支援教育事業、減額33万６千円。臨時職員賃金と社会保険料精査による減額

であります。４番、小学校教科担任講師配置事業、減額132万４千円。講師賃金の精査

によるものでございます。５番、小中学生芸術鑑賞事業、減額27万２千円。实績見込

みによるものであります。６番、小学校就学援助事業、減額100万円。实績見込みによ

るものでございます。 

次のページ、78、79ページとなります。 

７番、学習支援サポーター事業、減額30万円。サポーター賃金の精査によるもので

ございます。財源更正では、過疎債ソフト分350万円は、小学校教科担任講師配置事業、

これに90万円と、学習支援サポーター事業に260万円を充当し、構成してございます。 

 ３項１目学校管理費。中学校費の学校管理費であります。補正額、減額396万７千円、
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計4,032万９千円。財源内訳、一般財源、減額396万７千円。内容を申し上げます。１

番、中学校校舎等維持管理事業、減額250万７千円。燃料費、工事入札執行残が主なも

のでございます。２番、中学校運営事業、減額146万円。これは、臨時事務職員の雇用

が道費による雇用となったことによります減額であります。 

２目教育振興費。補正額、減額265万３千円、計2,265万７千円。財源内訳、特定財

源、地方債90万円。過疎地域自立促進特別事業債90万円。一般財源、減額355万３千円。

内容を申し上げます。２番、中学校特別支援教育事業、減額19万８千円。实績見込み

によるものでございます。４番、中学校教育充实指導講師配置事業、減額180万７千円。

实績見込みによるものであります。６番、中学校就学援助事業、減額64万８千円。实

績見込みによるものであります。財源更正では、過疎債ソフト分90万円は、中学校教

育充实指導講師配置事業に40万円と、学力向上推進講師配置事業に50万円を充当し、

それぞれ構成をしてございます。 

 続きまして、80ページ、81ページとなります。 

 ４項社会教育費１目社会教育総務費であります。補正額、減額110万６千円、計

2,288万円。財源内訳、一般財源、減額110万６千円。内容を申し上げます。７番、児

童・生徒母村交流事業、減額24万２千円。实績見込みによるものであります。11番、

農村環境改善センター管理事業、減額74万４千円。燃料費の減が主なものでございま

す。12番、新十津川アートの森管理事業、減額12万円。实績見込みによるものでござ

います。 

 ２目文化振興費。補正額、減額82万６千円、計384万５千円。財源内訳、特定財源、

地方債190万円、過疎地域自立促進特別事業債であります。その他財源、減額９万円。

いきいきふるさと推進事業助成金の減額であります。一般財源、減額263万６千円。内

容を申し上げます。２番、芸術鑑賞事業、減額82万６千円。これは、实績見込みによ

ります減額であります。それから、この事業に過疎債ソフト分190万円を充当し、財源

更正をいたしております。 

 ３目開拓記念館費。補正額、減額109万８千円、計4,711万７千円。財源内訳、特定

財源、地方債、減額90万円。これは開拓記念館耐震補強改修事業債の減額であります。

一般財源、減額19万８千円。内容を申し上げます。１番、開拓記念館管理運営事業、

減額14万２千円。实績見込みによるものであります。２番、開拓記念館耐震補強改修

事業、減額95万６千円。工事入札執行残であります。 

４目図書館費。補正額、減額63万１千円、計3,126万６千円。財源内訳、その他財源

10万円。これは、森林づくり協賛推進事業交付金であります。一般財源、減額73万１

千円。内容を申し上げます。１番、図書館維持管理事業、減額63万１千円。これは、

燃料費の实績見込みによります減額であります。その他に、その他財源の交付金10万

については、学級本棚購入の財源に充当をいたし、財源更正をいたしております。 

５項２目体育施設管理費。補正額、減額59万１千円、計7,092万１千円。財源内訳、

一般財源、減額59万１千円。内容を申し上げます。１番、町民体育館管理事業、減額

13万７千円。燃料費の实績見込みによるものであります。２番、そっち岳スキー場管

理運営事業、減額20万５千円。これも燃料費の实績見込みによるものであります。 

次のページ、82、83ページとなります。３番、ふるさと公園内体育施設管理運営事
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業、減額24万９千円。これは、修繕料の見積合せによる執行残であります。 

３目学校給食運営費。補正額、減額1,127万６千円、計２億110万６千円。財源内訳、

特定財源、地方債、減額520万円。これは、学校給食センター整備事業債の減額であり

ます。その他財源、減額651万４千円。これは学校給食センター増設事業負担金、減額

388万８千円。学校給食提供事業負担金、給食費保護者負担分であります、これは減額

12万円。学校給食提供事業負担金、運営経費分、減額48万８千円。幼稚園給食費負担

金、減額24万円、小学校給食費保護者負担金、減額10万６千円、中学校給食費保護者

負担金、減額68万８千円、高校給食費負担金、減額94万円、給食センター職員給食費

負担金、減額２万１千円、学校給食試食代金、減額２万３千円。一般財源43万８千円

であります。内容を申し上げます。１番、学校給食センター管理事業、減額459万７千

円。これについては、備品購入及び工事入札執行残によります減額と、修繕料で増額

をみておりますけれど、これは、食缶洗浄機コンベアーの修繕が必要となったことか

ら、その修繕費用253万円を増額をし、減額と増額の差し引き額を補正額としたところ

であります。２番、学校給食提供事業、減額181万８千円。食数の实績精査によるもの

であります。３番、学校給食扶助費交付事業、減額97万３千円。これも食数の实績精

査によるものであります。４番、学校給食センター増設事業、減額388万８千円。工事

入札執行残であります。 

 次のページ、84、85ページとなります。災害復旧費。 

11款１項１目単独災害復旧費。補正額、減額241万４千円。計318万６千円。財源内

訳、特定財源、地方債、減額200万円。これは、現年度発生単独災害復旧事業債の減額

であります。一般財源、減額41万４千円。内容を申し上げます。１番、公共土木施設

単独災害復旧事業、減額241万４千円。实績見込みによるものでございます。 

２目現年度災害復旧費。補正額、減額29万３千円。計1,260万７千円。財源内訳、特

定財源、地方債170万円。現年度発生公共土木施設災害復旧事業債であります。一般財

源、減額199万３千円。内容を申し上げます。１番、公共土木施設現年度災害復旧事業、

減額29万３千円。これは、实績見込みによります減額と地方債、起債に伴います財源

更正であります。なお、事業であります、幌加清水沢線２か所の復旧工事については、

平成27年度に繰越しして行うものであります。 

２項１目農業用施設現年度災害復旧費。補正額、減額100万円、計ゼロ。財源内訳、

一般財源、減額100万円。内容を申し上げます。１番、農業用施設現年度災害復旧事業、

減額100万円。対象事業が無かったことによります減額であります。 

２目林業施設現年度災害復旧費。補正額、減額397万６千円、計382万４千円。財源

内訳、特定財源、地方債、減額700万円。一般財源302万４千円。地方債の内容は、現

年度発生林業施設災害復旧事業債であります。内容を申し上げます。１番、林業施設

現年度災害復旧事業、減額397万６千円。これは、被災した林道の復旧に向けて調査設

計等实施する予定でありましたけれど、地すべりが一部治まっていないことにより、

最低必要な調査等のみの委託に変更したことから、減額をするものでございます。 

次のページ、86、87ページとなります。12款公債費。 

１項１目元金。補正額、減額１億4,806万８千円、計７億3,122万１千円。財源内訳、

一般財源、減額１億4,806万８千円。内容を申し上げます。１番、地方債償還元金、減
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額１億4,806万８千円。これは、当初予定しておりました臨時財政対策債の繰上償還を

しないことによる減額であります。 

 次のページ、88、89ページとなります。13款職員費であります。 

13款１項１目職員費。補正額、減額1,540万７千円、計８億2,930万７千円。財源内

訳、一般財源、減額1,540万７千円。内容を申し上げます。１番、職員人件費、減額の

1,540万７千円であります。これは、当初、積算基礎職員数より１名減によります減額

が主なものでございます。 

 次に、繰越明許費を説明いたしますので、６ページにお戻りをいただきたいと思い

ます。 

 第２表、繰越明許費。内容を申し上げますけれど、ここの２款から７款までの事業

については、地域住民生活等緊急支援のための交付金充当事業であります。 

２款総務費、１項総務管理費、事業名、町有住宅環境整備事業2,300万円。若年層人

口流入促進事業1,000万円。これは、地方創生先行型の分であります。 

６款農林水産業費、１項農業費、事業名、農業担い手育成支援事業700万円。これも、

地方創生先行型分であります。 

７款商工費、１項商工費、事業名、プレミアム付商品券発行支援事業2,400万円。こ

のプレミアム付商品券発行支援事業については、交付金事業の消費喚起生活支援型分

を利用しております。 

次に、ふるさと温泉運営費支援事業1,600万円。これについては、地方創生先行型分

であります。 

８款土木費、５項住宅費、事業名、公営住宅維持管理事務2,319万９千円。これは、

歳出で申し上げましたけれど、橋本団地の公営住宅の修繕であります。 

11款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、事業名、公共土木施設現年度災害

復旧事業1,090万円。これについても、歳出で申し上げましたけれど、幌加清水沢線２

か所の復旧工事の繰り越し分であります。 

繰越総額１億1,409万９千円となっており、これらを平成27年度へ繰り越しして实施

するものでございます。 

以上で、一般会計補正予算の内容の説明を終わります。よろしくご審議賜りますよ

うお願いをいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第３号について、提案理由並びに内容の説明を

終わります。 

                                     

     ◎議案第４号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８、議案第４号、平成26年度新十津川町国民健康保

険特別会計補正予算第２号を議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今、上程をいただきました議案第４号、平成26年度新十

津川町国民健康保険特別会計補正予算第２号でございます。 
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 平成26年度新十津川町国民健康保険特別会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,447万９千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億8,225万７千円とする。 

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。 

なお、内容につきましては引き続き、副町長より申し上げますので、よろしくご審

議の上、議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

 引き続き、内容の説明を求めます。 

 副町長。 

〔副町長 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４号、平成26年度新

十津川町国民健康保険特別会計補正予算第２号となります。内容の説明をいたします。 

 ３ページ、４ページをお開き願います。歳入歳出予算補正事項別明細書。総括。歳

入であります。補正のある款のみ申し上げます。 

 １款、国民健康保険税。補正額72万５千円、計２億1,981万８千円。 

 ３款、繰入金。補正額、減額6,175万３千円、計１億1,563万１千円。 

 ４款、繰越金。補正額240万１千円、計240万２千円。 

 ５款、諸収入。補正額4,414万８千円、計4,440万５千円。 

 歳入合計。補正額、減額1,447万９千円、計３億8,225万７千円。 

 続きまして、歳出。 

 １款、総務費。補正額、減額1,447万９千円、計３億8,117万２千円。財源内訳、一

般財源、減額1,447万９千円。 

 歳出合計。補正額、減額1,447万９千円、計３億8,225万７千円。財源内訳、一般財

源、減額1,447万９千円であります。 

 次に、歳出の内容を申し上げます。13ページ、14ページをお開き願います。 

１款１項２目広域連合負担金。補正額、減額1,447万９千円、計３億7,950万４千円。

財源内訳、一般財源、減額1,447万９千円。内容を申し上げます。１番、国民健康保険

事業広域連合負担金、減額1,447万９千円。これは、平成26年度医療費見込み等から負

担金が確定したことによります減額であります。 

以上で、内容の説明を終わります。よろしくご審議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４号について、提案理由並びに内容の説明を

終わります。 

ここで13時まで休憩いたします。 

（午前11時59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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     ◎議案第５号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第９、議案第５号、平成26年度新十津川町後期高齢者

医療特別会計補正予算第１号を議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今、上程をいただきました議案第５号、平成26年度新十

津川町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号でございます。 

 平成26年度新十津川町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号は、次に定めるとこ

ろによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ518万１千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億357万６千円とする。 

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。 

 引き続きまして、内容につきましては副町長よりご説明を申し上げますので、よろ

しくご審議の上、議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

 引き続き、内容の説明を求めます。 

 副町長。 

〔副町長 佐川 純君登壇〕 

○副町長（佐川 純君） それでは、上程いただきました議案第５号、平成26年度新

十津川町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号となります。内容の説明をいたしま

す。 

 ３ページ、４ページをお開き願います。歳入歳出予算補正事項別明細書。総括、歳

入。補正のある款のみ申し上げます。 

 １款、後期高齢者医療保険料。補正額、減額341万６千円、計7,076万５千円。 

 ３款、繰入金。補正額、減額181万円、計3,256万８千円。 

 ５款、繰越金。補正額４万５千円、計４万６千円。 

 歳入合計。補正額、減額518万１千円、計１億357万６千円。 

 続きまして、歳出。 

 ２款、後期高齢者医療広域連合負担金。補正額、減額518万１千円、計１億230万４

千円。財源内訳、一般財源、減額518万１千円。 

 歳出合計。補正額、減額518万１千円、計１億357万６千円。財源内訳、一般財源、

減額518万１千円。 

 次に、歳出の内容を申し上げます。11ページ、12ページをお開き願います。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合負担金。補正額、減額518万１千円、計１億

230万４千円。財源内訳、一般財源、減額518万１千円。内容を申し上げます。１番、

後期高齢者医療広域連合負担金、減額518万１千円。これは、負担金の確定による減額
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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５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６号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第10、議案第６号、平成26年度新十津川町下水道事業

特別会計補正予算第１号を議題といたします。 

 提案者の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今、上程をいただきました議案第６号、平成26年度新十

津川町下水道事業特別会計補正予算第１号でございます。 

 平成26年度新十津川町下水道事業特別会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ768万円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億7,721万９千円とする。 

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。 

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

議の上、議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

 引き続き、内容の説明を求めます。 

 副町長。 

〔副町長 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６号、平成26年度新

十津川町下水道事業特別会計補正予算第１号の内容の説明をいたします。 

 ３ページ、４ページをお開き願います。歳入歳出予算補正事項別明細書。総括、歳

入。補正のある款のみ申し上げます。 

３款、国庫支出金。補正額、減額35万２千円、計334万８千円。 

４款、繰入金。補正額、減額732万８千円、計１億926万７千円。 

 歳入合計。補正額、減額768万円、計１億7,721千９千円。 

 続きまして、歳出。 

 １款、下水道費。補正額、減額768万円、計4,214万円。財源内訳、特定財源、国道

支出金、減額35万２千円。その他財源、減額732万８千円。 

 歳出合計。補正額、減額768万円、計１億7,721万９千円。財源内訳、国道支出金、

減額35万２千円。その他財源、減額732万８千円。 

 次に、歳出の内容を申し上げます。９ページ、10ページをお開き願います。１款下

水道費。 
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 １款１項１目総務管理費。補正額、減額125万９千円、計740万２千円。財源内訳、

特定財源、その他財源、減額125万９千円。これは、一般会計からの繰入金であります。

内容を申し上げます。３番、下水道事業消費税納付金、減額125万９千円。これは、消

費税納付金額の確定によります減額であります。 

続きまして、２目下水道建設費。補正額、減額60万円、計400万６千円。財源内訳、

特定財源、その他財源で減額の60万円。これも、一般会計からの繰入金を減額するも

のであります。内容を申し上げます。１番、公共下水道整備事業、減額60万円。これ

は、公共枟の設置が無かったことによります減額であります。 

２項１目維持管理費。補正額、減額582万１千円、計3,073万２千円。財源内訳、特

定財源、国道支出金、減額35万２千円。これは国の社会資本整備総合交付金の減額で

あります。その他財源、減額546万９千円。これは公共下水道使用料の減額であります。

内容を申し上げます。１番、下水道管理事務、減額306万８千円。これは、人事異動に

よりましての人件費の精査によるものでございます。２番、下水道施設維持管理事務、

減額80万４千円。实績見込みによるものであります。３番、石狩川流域下水道組合管

理運営負担金、減額194万９千円。これは、負担金確定による減額であります。 

続きまして、13ページ、14ページをお開き願います。 

２款１項２目利子。補正額はありません。財源更正であります。財源内訳の中で、

その他財源でありますけれど、公共下水道使用料、増額の546万９千円、一般会計繰入

金については減額の546万９千円であります。これは、維持管理費の財源を公共下水道

使用料減額によりまして、利子への財源といたしたことから財源更正をいたすもので

あります。 

 以上で、内容の説明を終わります。よろしくご審議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６号について、提案理由並びに内容の説明を

終わります。 

                                     

     ◎議案第７号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第11、議案第７号、新十津川町放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今、上程をいただきました議案第７号、新十津川町放課

後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について。 

 新十津川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を次

のように定めるといたしまして、２枚めくっていただいて３枚目の下段になります、

提案理由でございます、児童福祉法第34条の８の２第１項の規定により、国の基準を

踏まえて市町村が放課後児童健全育成の設備及び運営の基準を条例で定める必要があ

るため、この条例の制定について議決を求めるものでございます。 

なお、内容の説明につきましては、保健福祉課長から申し上げますので、よろしく
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ご審議の上、議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

保健福祉課長。 

〔保健福祉課長 長谷川雄士君登壇〕 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） 議案第７号、新十津川町放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についての、内容の説明を行いま

す。 

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

が平成24年に公布されました。この整備法により児童福祉法が改正され、改正後の児

童福祉法第34条の８の２は、市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営につ

いては、条例で基準を定めなければならないと規定しております。 

 したがって、市町村は、この設備及び運営に関する基準を定める条例を制定する必

要があり、この上程案は、法令の委任を受け、本町における放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準を定めるためのものであります。 

 この整備法による児童福祉法の改正は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行

すると規定されており、この条例の制定時期については、平成27年度から基準の運用

ができるように、平成26年度中に行う必要があると、国からの通知がなされておりま

す。 

 このことは、放課後児童健全育成事業は、経営主体に制限がなく、当該事業の届出

が本町になされた場合は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に適合する

か否かを確認する必要があるとともに、放課後児童健全育成事業の運営費は北海道の

補助事業の支給対象となるものであり、当該経営主体は、補助金給付の確認を受ける

前提として、設備及び運営の基準を満たしておく必要があります。このため、子ど

も・子育て支援新制度の本格施行前に上程するものであります。 

 法令の委任を受け、放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定めるこの条

例は、基準となる厚生労働省令と同様に、本則21条及び附則２項で構成しております。

市町村の条例で定める設備及び運営の基準については、児童福祉法において、放課後

児童健全育成事業に従事する者及びその員数は、厚生労働省令で定める基準に従い定

めなければならないと規定し、その他の事項については、厚生労働省令で定める基準

を参酌し、定めることと規定しております。 

 したがって、この上程しました条例は、厚生労働省令で定める基準に従い、又は参

酌し策定したものであります。 

 続きまして、条例の内容について説明いたします。まず、条例題名の放課後児童健

全育成事業について、説明します。 

 放課後児童健全育成事業とは、子ども・子育て支援新制度に移行する、その支援対

象を小学校６年生まで引き上げた支援事業であって、本町において２年間試行した放

課後児童クラブ事業と同一の事業であり、保護者が共働きなどにより昼間家庭にいな

い小学生を対象に、授業終了後に、施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与え、
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その健全な育成を図る事業をいいます。 

 したがって、この条例は、本町内に存するこの事業の設備及び運営の基準を定める

ものであります。 

 第１条から第４条までは、総則規定として、条例趣旨、定義、最低基準の目的及び

放課後児童健全育成事業者の基準に対する義務等を規定しております。この基準の原

則を規定するとともに、町及び事業者に、最低基準の向上義務を規定するものであり

ます。 

 第５条から第21条までは、改正後の児童福祉法の定めるところにより、条例に委任

された基準を定めるものであります。一般原則、非常災害対策、職員、設備、平等の

原則、虐待禁止、衛生管理、開所時間、日数、保護者等との連携などについての基準

を規定しております。 

 第５条は、当該事業の一般原則として、支援の対象者を、現行の小学校に就学して

いるおおむね10歳未満の児童、すなわち小学校３年生までを、小学校に就学している

児童と規定し、小学校６年生までの児童としております。 

第９条は、事業所の設備基準として、現行の放課後児童クラブガイドラインと同様

に、１人当たり専用区分面積1.65平方メートル以上と規定しております。 

 第10条は、当該事業に設置する職員数、職員の資格要件等について規定し、職員は、

支援単位ごとに２人以上、一定の資格を有する者で都道府県知事の行う研修を終了し

た者でなければならないとしております。ただし、その１人を除き、補助員をもって

これに代えることができます。この支援単位については、児童の視点を重視し、おお

むね40人以下となっております。 

 また、第９条の専用区分面積及び第10条の職員の設置数に係る児童数の考え方とし

ましては、開所日、毎日利用する児童の人数に、一時的に利用する児童の平均利用人

数を加えた数で捉えることとしております。 

 第18条は、事業所の開所時間及び日数の基準としまして、保護者の就労状況、小学

校を含む地域の实情等を考慮し、事業所ごとに定めること並びに開所時間にあっては、

小学校の休業日は１日８時間及び休業日以外の日は１日３時間、開所日数にあっては、

１年につき250日以上を原則とすると規定しております。 

続きまして、附則について説明いたします。附則第１項は、この条例の施行期日の

規定であります。この条例が子ども・子育て支援新制度の執行のために法の委任を受

けて施行するものでありますから、根拠規程でありますこの条例の必要性において説

明しました整備法の施行日、平成27年４月１日から施行すると定めております。 

 附則第２項は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の経過措置規

定であります。第10条に規定する放課後児童支援員の研修修了要件に関する経過措置

として、平成32年３月31日までの間は、研修修了を予定していれば、職員要件を満た

していることとすると定めております。 

 以上で、議案第７号、新十津川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の制定についての、内容の説明を終わります。 

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

終わります。 
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     ◎議案第８号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第12、議案第８号、新十津川町特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の制定についてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 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８号、新十津川町特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の制定について。 

 新十津川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例を次

のように定める。 

提案理由でございます。子ども・子育て支援法の施行及び子ども・子育て支援法及

び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を

改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行による児童福祉法の

改正に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関し必要な事項

を定めるため、この条例の制定について議決を求めるものでございます。 

なお、内容につきましては、保健福祉課長よりご説明を申し上げますので、よろし

くご審議の上、議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

保健福祉課長。 

〔保健福祉課長 長谷川雄士君登壇〕 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） 議案第８号、新十津川町特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の保育料に関する条例の制定についての、内容の説明を行います。 

 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

が平成24年に公布され、平成27年４月１日から施行となります。この整備法により、

現在、保育料の徴収根拠規定としている児童福祉法第56条第３項が改正され、子ど

も・子育て支援新制度の保育の利用に対する保育費用の規定及び徴収根拠規定は、児

童福祉法から削除され、支援新制度の保育の利用に対する保育費用については、平成

27年４月１日から施行となる子ども・子育て支援法の規定により定められることにな

ります。 

 この規定において、子ども・子育て支援新制度の保育の利用に対する保育費用は、

政令で定める額を限度として、当該保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を

勘案して市町村が定めると規定しております。 

 したがって、市町村は、子ども・子育て支援法の定めるところにより、保育の利用

に対する保育費用を定める条例を制定する必要があり、この上程案は、本町における、

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料を定めるものであります。 

続きまして、条例の内容について説明いたします。 

 まず、条例題名の新十津川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料
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について、説明します。 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業とは、平成26年第４回町議会定例会に

おいて議決いただきました、新十津川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業をいい、特定教育・保育施設とは、子ども・子育て支援新制度に移行する施設で

あって、幼稚園と保育所との機能を併せ持つ施設であります認定こども園並びに幼稚

園及び保育所をいいます。 

 特定地域型保育事業とは、子ども・子育て支援新制度に移行する事業であって、保

育者の层宅その他の場所で行う家庭的保育、６人以上19人以下の子供を保育する小規

模保育、子供の层宅において行う层宅訪問型保育又は事業主が雇用する労働者等の子

供を保育する事業所内保育を行う事業をいいます。 

この条例題名は、本町内の子供のこれらの施設又は事業の保育の利用に対して、当

該子供の保護者等が納付する利用者負担額に関する条例であることを示すものであり

ます。 

 第１条及び第２条は、総則規定として、条例の趣旨及び条例の用語の定義を規定す

るものであり、この条例で規定する事項及びこの条例で用いる用語の意義を定めてお

ります。 

 第３条は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の事業者が支払を受ける、

提供した特定教育・保育又は特定地域型保育に対する利用者負担金の額を、子ども・

子育て支援法の定めるところにより、政令で定める額を限度として、規則で定めると

規定しております。 

 第４条は、第３条の保育料について、町長が認めたときに一部を減額し、又はその

全部を免除することができるとする減免規定であります。 

 第５条は、この条例の实施に関する細目的事項を規則で定めるとする委任規定であ

ります。 

 附則は、この条例の施行期日規定であり、子ども・子育て支援新制度が導入される

子ども・子育て支援法の施行日と同一の平成27年４月１日としております。 

 この条例は、子ども・子育て支援新制度に係る保育料の範囲及びその上限額を規定

するにとどめ、現行と同様に、その具体的な金額、世帯の階層分類等については、国

の政策、経済情勢等により基準となる政令が毎年のように変更になることから、規則

に委任しております。 

 この制定する委任規則の主となる内容について、説明いたします。 

 保育料は、子供の属する世帯の所得階層区分ごとに金額が定められます。このこと

は、現行と同様であり、政令でこの階層区分及び区分ごとの保育料の限度額が示され

ます。 

本町においては、政令に基づくとともに、現行の階層区分及び保育料の金額を考慮

し、現行と同様に階層区分を細分化し、かつ、保育料が現行と同一となるように料金

体系を策定し、保育料の額を定めるものであります。 

 したがいまして、子ども・子育て支援新制度に移行しても、保護者が納める保育料

の額は、変更しないとするものであります。 
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 以上で、議案第８号、新十津川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保

育料に関する条例の制定についての、内容の説明を終わります。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第８号について、提案理由並びに内容の説明を

終わります。 

                                     

     ◎議案第９号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第13、議案第９号、徳富ダム注水工管理条例の制定に

ついてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今、上程されました議案第９号、徳富ダム注水工管理条

例の制定について。 

 徳富ダム注水工管理条例を次のように定めるといたしまして、提案理由でございま

す。 

北海道開発局との協定に基づき、徳富ダム注水工を管理するため、この条例の制定

について議決を求めるものでございます。 

内容につきましては、建設課長より申し上げますので、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） それでは、ただ今、上程いただきました議案第９号、徳

富ダム注水工管理条例の制定について、内容のご説明を申し上げます。 

 議員の皆様ご承知のことではございますけれども、徳富ダムにつきましては、昨年

４月に治水と上水が供用開始となりまして、附帯施設でございます注水工も完成し、

いよいよ本年５月より灌漑用水が供用開始となることになっております。 

 付帯施設である注水工は、国との管理委託協定によりまして、浦臼町、月形町、雤

竜町及び本町が受託することになってございまして、また、受託後の管理につきまし

ては、本町と３町との間での規約に基づき、本町が担うこととなっておりますので、

新雤竜注水工を含む徳富ダム注水工を、町営土地改良事業として適正に維持管理する

ため、この条例を制定したいとするものでございます。 

それでは、条例の内容をご説明いたしますけれども、本条例は全文６条と附則で構

成されてございまして、第１条は、条例の趣旨でございまして、徳富ダム注水工の管

理規定を定めることとしてございます。 

第２条は、取水に関する事項としまして、注水工の操作を行う際に考慮すべき事項

を定めてございます。 

第３条は、施設を操作するための必要な機械、器具等の点検整備に関する事項を定

めてございます。 
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第４条は、干ばつ、洪水、その他緊急事態における措置に関する事項を定めてござ

います。 

第５条は、注水工を操作するために必要な気象及び水象の観測に関する事項を定め

てございます。 

第６条は、委任規定で、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めることと

してございます。 

附則といたしまして、施行日を平成27年４月１日と定めてございます。 

以上で、議案第９号、徳富ダム注水工管理条例の制定についての内容の説明とさせ

ていただきます。よろしくご審議の程、お願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第９号について、提案理由並びに内容の説明を

終わります。 

                                     

     ◎議案第10号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第14、議案第10号、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につ

いてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 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10号、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例を次のように定めるといたしまして、裏面の一番下段でござ

います、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の一部を改正する法律の施行に伴い、所

要の改正等を行うため、この条例の制定について議決を求めるものでございます。 

なお、内容につきましては、教育次長よりご説明を申し上げますので、よろしくご

審議の上、議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

教育次長。 

〔教育次長 野﨑勇治君登壇〕 

○教育次長（野﨑勇治君） ただ今、上程いただきました議案第10号、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例の制定について、内容をご説明いたします。 

昨年公布されました、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正施行日が、

今年の４月１日からでありますので、それに対応するために関係する条例を改正する

ものであります。 

第１条は、教育行政の責任の明確化として、教育委員長と教育長を一本化した教育
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長を置くこととなりますので、委員長職、委員長職務代理者の職を廃止することとな

るため、報酬については、委員の月額報酬のみに変更するものであります。 

第２条と第４条は、これまで、教育長の給与等の勤務条件を定める根拠法令が、教

育公務員特例法第16条に基づいていましたが、改正後は、地方自治法第204条の規定に

よる常勤、特別職となりますので、第５条で２本の条例を廃止し、その内容を、第２

条と第４条で新十津川町長及び副町長の給与、旅費を定める条例に、また同じく、給

与に関する特別措置条例に規定するものでございます。金額等の条件は、変更になっ

てございません。 

また、第３条では、教育長の給与を特別職職員報酬等審議会の審議の対象とする内

容でございます。 

附則といたしまして、平成27年４月１日からの適用ではありますが、附則の第２項

で改正前の法律に基づく教育長が在職中は、改正前のとおり適用することを規定して

ございます。 

以上、内容の説明とさせていただきました。よろしくご審議賜りますようお願いを

申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第10号について、提案理由並びに内容の説明を

終わります。 

                                     

     ◎議案第11号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第15、議案第11号、教育長の勤務時間、休日、休暇等

及び職務専念義務の特例に関する条例の制定についてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 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11号、教育長の勤務時

間、休日、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例の制定について。 

教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例を次のよう

に定めるといたしまして、提案理由でございます。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、教

育長の勤務時間等及び職務専念義務の特例に関し必要な事項を定めるため、この条例

の制定について議決を求めるものでございます。 

なお、内容につきましては、同様に教育次長より申し上げますので、よろしくご審

議の上、議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

教育次長。 

〔教育次長 野﨑勇治君登壇〕 

○教育次長（野﨑勇治君） ただ今、上程いただきました議案第11号、教育長の勤務

時間、休日、休暇等の職務専念義務の特例に関する条例の制定について、内容を説明

いたします。 
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改正後の教育長は、特別職として具体的な事務執行を行うことから常勤とし、勤務

時間中の職務専念義務が課されるため、別個に定める条例が必要となりました。今ま

では教育公務員特例法に基づき、一般職の規定で対応してございました。そういった

関係でこの条例を定めるものでございます。 

第２条につきましては、教育長の勤務時間、休暇は、職員の例を準用することして

ございます。 

第３条につきましては、教育長の職務専念義務を免除する場合を決めておりまして、

研修や厚生計画の实施にするときは、職務を離れることができるという内容でござい

ます。これにつきましても、従前と条件の変更はございません。 

附則で、平成27年４月１日からの適用でございますが、附則の第２項で、第２条１

項とあるのは、改正前の法律に基づく教育長が在職中は、改正前のとおり適用するこ

とを規定してございます。 

以上、内容の説明とさせていただきました。よろしくご審議賜りますようお願いを

申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第11号について、提案理由並びに内容の説明を

終わります。 

                                     

     ◎議案第12号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第16、議案第12号、新十津川町行政手続条例の一部改

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12号、新十津川町行政

手続条例の一部改正について。 

 新十津川町行政手続条例の一部を改正する条例を次のように定めるといたしまして、 

１枚めくっていただいて、提案理由でございます。 

 行政手続法の一部を改正する法律の施行に伴い、行政指導に関する所要の改正を行

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、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 藤澤敤司君登壇〕 

○総務課長（藤澤敤司君） ただ今、上程いただきました議案第12号、新十津川町行

政手続条例の一部改正の内容について、ご説明を申し上げます。 

昨年６月に、行政不服審査法関連三法が成立いたしました。行政手続法の一部を改

正する法律は、この関連三法の一つとして、行政不服審査法の全面改正の一環で公布

されたところです。 

javascript:void:(0);
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そこで、行政手続法が守備範囲としない、地方公共団体の機関がする行政指導と条

例、規則が根拠となる処分については、行政手続条例を改正する必要があることから、

今回、当該条例の一部改正について提案するものでございます。 

では、改正の内容について申し上げます。お手元の新旧対照表も合わせてご覧くだ

さい。 

目次では、第４章の次に、第４章の２として「処分等の求め」を追加いたしました。 

第３条は、常用漢字の改定に伴う、用語の改正をするものでございます。 

第33条では、第２項に、「行政指導に携わる者は、行政指導をする際に町の機関が

許認可等又はそれに基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、根拠を示さ

なければならない」という規定を追加するものであります。 

次に、第34条の２として、行政指導の中止等の求めを追加しておりますが、これは、

「法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方から、その行政指導が法律や

条例で規定する要件に合わないと思う場合には、町の機関に対して、行政指導の中止

などを求めることができる」とするものであります。 

次のページになりますけれども、第４章の２処分等の求めです。 

第34条の３を追加し、「法令に違反する事实がある場合は、是正のための処分や行

政指導がされていないと思うときは、誰でも、権限を有する行政庁や町の機関に対し

て、処分や行政指導を求めることができる」としております。 

 次に附則ですが、第１項では、施行日を平成27年４月１日とするもので、第２項か

ら第４項は、本条例改正に関連して対象条項が移動となる３件の条例を一括改正する

内容でございます。 

 以上、行政手続条例の一部を改正する条例の内容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） 以上で議案第12号について、提案理由並びに内容の説明を

終わります。 

                                     

     ◎議案第13号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第17、議案第13号、新十津川町職員の給与に関する条

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13号、新十津川町職員

の給与に関する条例の一部改正について。 

新十津川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるとい

たしまして、裏面の下段でございます。提案理由でございます。 

 昨年８月の人事院勧告に準拠し、職員の給与に関し所要の改定を行うため、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、内容の説明につきましては、前議案同様に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。 
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○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

総務課長。 

〔総務課長 藤澤敤司君登壇〕 

○総務課長（藤澤敤司君） ただ今、上程いただきました議案第13号、新十津川町職

員の給与に関する条例の一部改正の内容について、ご説明を申し上げます。 

 給与に関する条例の改正につきましては、人事院勧告に基づいて給与の改正をした

いとするものでございまして、昨年の11月には臨時会におきまして、基準日前に改定

が必要な内容を議決いただいたところであります。 

 今回は、８月７日に示されました人事院勧告による改正点のうち、２つ目の柱であ

る給与制度の総合的見直しに関わる項目を改正いたしたいとするものでございます。 

内容の説明を申し上げます。お手元に配布しております新旧対照表も合わせてご参

照いただきますようお願い申し上げます。 

 第８条の４第２項は、単身赴任手当が改正されるもので、月額２万３千円が３万円

に引き上げられ、交通距離が一定基準以上の場合の加算が、最大７万円まで引き上げ

るものでございます。 

第13条の４第２項第１号は、勤勉手当総額を算出する率を、平成26年度分は改定に

より12月期のみで調整いたしましたが、通年ベースに戻すもので、現行の100分の82.5

から、６月期、12月期いずれも100分の75に改正し、第２号では、再任用職員の率を

100分の37.5から100分の35に改正するものでございます。 

第17条では管理職員特別手当を定めておりますが、第２項として、災害への対応等

のため臨時又は緊急に、平日の深夜に勤務した場合にも、手当を支給することとし、

第３項第２号において、その場合の額を勤務１回につき、６千円を超えない範囲内で

規則で定める額とするものでございます。 

 次に、第18条第２項各号では、級地区分に応じて、地域手当の割合をそれぞれ引き

上げております。なお、本手当は、通常勤務の場合は本町職員には適用されませんが、

派遣等により対象となる勤務地で勤務する場合を考慮し、規定しているものでござい

ます。 

 附則第５項中、「当分の間」を「平成30年３月31日までの間」に改めるのは、現在、

行政職給料表の６級在級で55歳以上の職員は、月額1.5パーセントの減額をしておりま

すが、給料表の引下げに伴う３年間の経過措置期間が終了するのと同時に、この措置

をなくすものでございます。 

 次に、別表第１と別表第２は給料表でございますが、次のように改めるとして、提

案理由の次のページから記載しております。この見直しは、昨年の人事院勧告が民間

賃金水準の低い地域における官民給与の实情をより適切に反映するためになされてお

り、給料を平均２パーセント引下げて、第18条で改正した地域手当により調整しよう

とする内容です。若年層に考慮し、１級と２級の初任給に係る号俸は引下げをせず、

３級以上の級の高位号俸については、50歳台後半層で最大４パーセント程度を引下げ

るものです。なお、40歳代や50歳台前半層の勤務成績に応じた昇給機会の確保のため

に、５級と６級では号俸が増設されております。 
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 次に、附則でございますが、第１項で、この条例は平成27年４月１日から施行した

いとするものでございます。 

 第２項は、切替日前の異動者の号給の調整について定めております。 

 第３項から第５項は、経過措置で、平成30年３月31日までの３年間は、改正後の給

料月額が切替日前の給料月額を下回る場合に、切替日前の給料月額を支給する内容で、

新たに採用された職員なども必要な場合には同様の取扱いとする内容でございます。 

 第６項は、平成30年３月31日までの間における単身赴任手当の特例でありまして、

３万円を超えない範囲内で、規則で定める額とするものです。 

 第７項として、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることといたしてお

ります。 

 以上で、給与条例の一部改正の内容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） 以上で議案第13号について、提案理由並びに内容の説明を

終わります。 

                                     

     ◎議案第14号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第18、議案第14号、新十津川町職員の寒冷地手当に関

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14号、新十津川町職員

の寒冷地手当に関する条例の一部改正について。 

 新十津川町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

るといたしまして、提案理由でございます。 

昨年８月の人事院勧告に準拠し、職員の手当に関し所要の改定を行うため、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、内容の説明につきましては、前議案同様、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 藤澤敤司君登壇〕 

○総務課長（藤澤敤司君） ただ今、上程いただきました議案第14号、新十津川町職

員の寒冷地手当に関する条例の一部改正の内容について、ご説明を申し上げます。 

本条例も前号同様に、昨年８月の人事院勧告で示された内容でございます。お手元

の新旧対照表も合わせてご覧いただきたいと思います。 

 第２条第１項の表中、世帯等の区分に応じて定められる月額を、扶養親族のある世

帯主が、２万6,380円から２万3,360円に、扶養親族のない世帯主が、１万4,580円から

１万3,060円に、その他の職員が、１万340円から8,800円にそれぞれ改定されるもので
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ございます。 

 寒冷地手当につきましては、平成16年の見直しから10年が経過し、気象庁の新たな

気象データを用いた基準によって支給地域を決定したところ、本町は１級地から２級

地に変更となったことから、本改正を行うものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は平成27年４月１日から施行したいとするものでご

ざいます。 

 以上、改正内容を申し上げました。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） 以上で議案第14号について、提案理由並びに内容の説明を

終わります。 

ここで14時15分まで休憩といたします。 

（午後２時00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15分） 

                                     

     ◎議案第15号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第19、議案第15号、新十津川町保育園の設置及び管理

に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） ただ今、上程をいただきました議案第15号、新十津川町保育

園の設置及び管理に関する条例の一部改正について。 

 新十津川町保育園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定めるといたしまして、裏面に提案理由でございます。 

 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行による児童福祉法

の一部改正に伴い、所要の改正を行うため、この条例の一部について議決を求めるも

のでございます。 

なお、内容の説明につきましては、保健福祉課長より申し上げますので、よろしく

ご審議の上、議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

保健福祉課長。 

〔保健福祉課長 長谷川雄士君登壇〕 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） 議案第15号、新十津川町保育園の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例の制定についての、内容の説明を行います。 

 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
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が平成24年に公布され、平成27年４月１日から施行となります。この整備法により児

童福祉法の一部が改正されるとともに、子ども・子育て支援新制度の創設により、子

育てに関する法令趣旨等の一部が改正されます。 

 したがって、市町村は、児童福祉法を引用する条例規定、子育てに関する条例規定

等の必要な改正を行う必要があり、この上程案は、子ども・子育て支援新制度に移行

する本町の保育園の設置及び管理に関する条例のこれら必要な改正を行なおうとする

ものであります。 

 続きまして、条例の内容について説明いたします。配布しました、条例新旧対照表

を参照していただきたいと思います。 

 まず、第１条の「保育に欠ける」を「保育を必要とする」に改め、第６条及び第７

条の「保育の实施」を「保育の利用」に改め、第７条の「保育費用」を「保育料」に

改める等の改正は、現行の保育の实施、量及び質の確保等の市町村の義務又は責任か

ら、支援新制度の施設等と保育に関する契約を締結する保護者等に対する給付、事業

の提供、事業の利用、保障等の支援責務に法令趣旨が変革となったことによる、支援

新制度の法令に準拠する改正であります。 

 第４条の業務規定の改正につきましては、現行の保育に関する業務として条例に定

め、指定管理者との協定に盛り込み实施しております延長保育及び一時保育について、

保育の業務として条例に明確に規定し、引き続き必要な子育て支援を实施するとする

ものであります。 

 第５条の保育時間の改正につきましては、支援新制度の支給認定の区分において、

開園時間の保育標準時間が11時間と明記されたこと及び求職活動、育児休業等を理由

とする保育必要量の支給認定とした場合の保育時間を８時間とする保育短時間が新設

されたことによる、追加の改正であります。 

 第６条の利用基準の改正は、子ども・子育て支援法が改正され詳細な利用基準が規

定されたことから、この支援法の施行細則を制定し、この規則に法令に基づく詳細な

基準を定めるとともに、支援新制度の柔軟な対応实施を可能とするため、これに委任

する改正であります。 

 なお、この施行細則につきましては、基準をより具体的に規定するにとどまるもの

でありまして、保育の利用認定に対する変更はありません。 

 第７条の保育料の改正は、保育料の根拠規定の変更に伴い議案第８号で上程しまし

た、新十津川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の

定めるところにより、保育料を納付しなければならないとするものであります。 

 第８条以降の改正につきましては、第４条で明記しました延長保育及び一時保育の

实施に係る必要事項を規定する改正であり、現行の延長保育及び一次保育の实施内容

を規定化したものであります。 

 次に附則につきましては、この一部改正条例の施行期日規定であり、子ども・子育

て支援新制度が導入される、子ども・子育て支援法の施行日と同一の、平成27年４月

１日としております。 

 以上で、議案第15号、新十津川町保育園の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の制定についての、内容の説明を終わります。 
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○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第15号について、提案理由並びに内容の説明を

終わります。 

                                     

     ◎議案第16号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第20、議案第16号、新十津川町農業委員会の事務処理

に関する手数料徴収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16号、新十津川町農業

委員会の事務処理に関する手数料徴収条例の一部改正について。 

新十津川町農業委員会の事務処理に関する手数料徴収条例の一部を改正する条例を

次のように定めるといたしまして、提案理由でございます。 

農地法の改正に伴い、農地台帳の公表に係る手数料を徴収するため、この条例の一

部改正について議決を求めるものでございます。 

なお、内容の説明につきましては、農業委員会事務局長より申し上げますので、よ

ろしくご審議の上、議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

農業委員会事務局長。 

〔農業委員会事務局長 小林 透君登壇〕 

○農業委員会事務局長（小林 透君） ただ今、上程いただきました、新十津川町農

業委員会の事務処理に関する手数料徴収条例の一部改正につきまして、内容をご説明

申し上げます。お手元の新旧対照表も併せてご参照願いたいと思います。 

 平成26年４月に施行されました改正農地法によりまして、農業委員会が１筆ごとに

農地に関する事項を記録した農地台帳を作成し、公表することが義務付けられたとこ

ろでございます。 

これに伴い、農地台帳の閲覧や農地に係る記録事項の要約書を交付する手続きが必

要となったことから、手数料徴収根拠となる地方自治法第227条に基づきまして、当該

手続きに係る手数料を徴収することといたし、必要な手数料を明記するためその一部

を改正するものでございます。この改正で新たに追加する手数料は、新十津川町農業

委員会の現行手数料徴収条例の公簿抄謄本交付と同額といたし、閲覧は申請１件につ

き400円、記録事項要約書交付は１筆につき400円とするものでございます。 

附則につきましては、この改正は平成27年４月１日から施行すると定めてございま

す。 

 以上、新十津川町農業委員会の事務処理に関する手数料徴収条例の一部改正につい

ての内容説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、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16号について、提案理由並びに内容の説明を

終わります。 
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     ◎議案第17号の上程、説明 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第21、議案第17号、新十津川町英語指導助手の設置に

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17号、新十津川町英語

指導助手の設置に関する条例の一部改正について。 

新十津川町英語指導助手の設置に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

めるといたしまして、提案理由でございます。 

新十津川町英語指導助手の報酬額の日割りに関する規定について、一般財団法人自

治体国際化協会の規定に準じるため、この条例の一部改正について議決を求めるもの

でございます。 

なお、内容の説明につきましては、教育次長より申し上げますので、よろしくご審

議の上、議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、内容の説明を求めます。 

教育次長。 

〔教育次長 野﨑勇治君登壇〕 

○教育次長（野﨑勇治君） ただ今、上程いただきました議案第17号、新十津川町英

語指導助手の設置に関する条例の一部改正について、内容を説明いたします。なお、

新旧対照表を合わせて、ご覧いただきたいと思います。 

英語指導助手の月額報酬を、日割りにするときに、その基礎を、歴日数から勤務を

要しない日を差し引いた日数とする内容であり、日割りを数える方法について変更す

るものであります。一般財団法人自治体国際化協会の規定に沿った形にするためであ

ります。平成27年４月１日より施行したいとするものであります。 

以上、内容の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し

上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で議案第17号について、提案理由並びに内容の説明を

終わります。 

                                     

◎一括上程の議決 

○議長（長谷川秀樹君） ここでお諮りいたします。 

次に上程されます日程第22から日程第26までの案件につきましては、関連がござい

ますので、一括上程いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがいまして、日程第22、議案第18号、平成27年度新十津川町一般会計予算、日

程第23、議案第19号、平成27年度新十津川町国民健康保険特別会計予算、日程第24、
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議案第20号、平成27年度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算、日程第25、議案第

21号、平成27年度新十津川町下水道事業特別会計予算、日程第26、議案第22号、平成

27年度新十津川町農業集落排水事業特別会計予算は、一括議題とすることに決定いた

しました。 

                                     

◎議案第18号ないし議案第22号の上程、説明、質疑 

○議長（長谷川秀樹君） それでは議案第18号から議案第22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、一括上程をいただきました議案第18号、平成27年度新

十津川町一般会計予算から議案第22号、平成27年度新十津川町農業集落排水事業特別

会計予算のご提案を申し上げます。ご審議の上、議決賜りたくお願いを申し上げます。 

まず最初に、議案第18号、平成27年度新十津川町一般会計予算。 

平成27年度新十津川町一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ52億8,003万１千円と定める。 

２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算

による。 

債務負担行為。 

第２条、地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事

項、期間及び限度額は、第２表、債務負担行為による。 

地方債。 

第３条、地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第３表、地方債による。 

一時借入金。 

第４条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

５億円と定める。 

歳出予算の流用。 

第５条、地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に

係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流

用。 

続きまして、ページは201ページをお開き願いたいと思います。 

議案第19号、平成27年度新十津川町国民健康保険特別会計予算。 

平成27年度新十津川町国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億265万９千円と定める。 

２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算
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による。 

一時借入金。 

第２条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、

5,000万円と定める。 

続きまして、ページは219ページをお開き願いたいと思います。 

議案第20号、平成27年度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算。 

平成27年度新十津川町後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億641万７千円と定める。 

２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算

による。 

続きまして、233ページをお開き願いたいと思います。 

議案第21号、平成27年度新十津川町下水道事業特別会計予算。 

平成27年度新十津川町下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億9,353万２千円と定める。 

２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算に

よる。 

地方債。 

第２条、地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表、地方債による。 

一時借入金。 

第３条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は

5,000万円と定める。 

続きまして、ページ数で257ページをお開き願いたいと存じます。 

議案第22号、平成27年度新十津川町農業集落排水事業特別会計予算。 

平成27年度新十津川町農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

歳入歳出予算。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,074万円と定める。 

２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算に

よる。 

以上、一般会計ほか４特別会計予算についてご提案をさせていただきました。 

なお、各会計ごとの予算案の概要につきましては、副町長から申し上げますので、

ご審議の上、議決賜りたくお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由の説明を終わります。 

引き続き、各会計の予算概要について説明を求めます。 

副町長。 

〔副町長 佐川 純君登壇〕 

○副町長（佐川 純君） それでは、上程いただきました議案第18号から第22号までの
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平成27年度一般会計並びに各特別会計予算案の概要を申し上げます。お手元の予算案

概要説明書に基づいて、説明させていただきます。 

表紙をめくっていただきまして、１ページから申し上げます。 

平成27年度各会計予算案概要。27年度については、統一地方選挙の年でありますの

で、骨格予算となっております。各会計予算総括表、一般会計、平成27年度予算額52

億8,003万１千円。平成26年度予算額は、61億8,453万８千円。対前年伸び率は、減率

の14.6パーセントということであります。特別会計を申し上げます。国民健康保険特

別会計27年度予算額４億265万９千円。26年度予算額は３億9,673万６千円。対前年度

伸び率1.5パーセントの伸びであります。後期高齢者医療特別会計平成27年度予算額１

億641万７千円。平成26年度予算額１億875万７千円。対前年度伸び率は減率の2.2パー

セントであります。下水道事業特別会計平成27年度予算額１億9,353万２千円。26年度

予算額１億8,489万９千円。対前年度伸び率4.7パーセントの伸びであります。農業集

落排水事業特別会計平成27年度予算額3,074万円。26年度予算額3,084万円。対前年度

伸び率減率0.3パーセントであります。小計、特別会計の計は27年度予算額７億3,334

万８千円。26年度予算額７億2,123万２千円。対前年度伸び率1.7パーセント。一般会

計、特別会計合計で、平成27年度予算額60億1,337万９千円。平成26年度予算額69億

577万円。対前年度伸び率減率の12.9パ－セントなってございます。 

それでは次のページ。２ページから一般会計予算案であります。一般会計の主な事

業につきましては、第５次総合計画の６つのまちづくり目標に基づいて区分をしてあ

ります。記載の中から主なものを申し上げます。 

１番、みんなでつくる住みよいまち。 

このうちの環境保全の中では、２番目の不法投棄対策事業を申し上げます。125万６

千円であります。これは、町内４か所に看板付センサー式赤色回転灯を設置するもの

であります。不法投棄対策としてセンサー付き赤色回転灯を設置するというものであ

ります。 

生活基盤の充实から申し上げます。定住促進対策事業5,490万円を上げておりますけ

れど、これは27年度につきましては、新築住宅23件、中古住宅７軒、計30件をみてご

ざいます。 

３番目の青葉公園改修事業であります。1,200万円をみております。これは、設備が

古くなってきている公園の長寿命化修繕計画を作っておりますけれど、これにより都

市公園を順次改修していく計画となっております。青葉公園の改修では、ブランコ等

の遊具、あるいは柵を改修する計画となっております。 

交通環境の整備から申し上げます。２番目の団地内道路舗装改修事業3,010万円をみ

ております。これについては、南中央団地内及び錦野団地内の道路の舗装改修を行う

ものであります。 

続きまして、橋りょう整備事業では、5,120万円をみております。これは、橋りょう

長寿命化修繕計画に基づきまして、27年については、第１樺戸橋等の３橋の工事を行

うものでございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 副町長、申し訳ありません。暫時、休憩をとります。 

 ここで、暫時休憩いたします。 
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〈暫時休憩〉 

                                     

○議長（長谷川秀樹君） 平成23年３月11日に発生し、東日本を中心に甚大な被害を

もたらしました東日本大震災から、本日で４年を迎えます。この未曾有の大災害によ

り犠牲となられました多くの方々に、改めて哀悼の意を表し、黙とうを捧げたいと思

います。 

皆様、恐れ入りますが、ご起立下さい。 

黙とう。 

〔黙とう〕 

○議長（長谷川秀樹君） 黙とうを終わります。 

ありがとうございました。 

ご着席ください。 

                                     

○議長（長谷川秀樹君） それでは休憩をとき、会議を再開いたします。 

 それでは、予算概要につきまして、引き続き説明を求めます。 

副町長。 

〔副町長 佐川 純君登壇〕 

○副町長（佐川 純君） それでは、引き続きまして説明を申し上げます。 

 概要書２ページ。２番目のみんなでつくる健やかなまちから申し上げます。 

 ３番目の高齢者福祉の充实の中の介護予防一次事業、二次事業718万３千円をみてお

ります。これについて説明を申し上げます。これは、介護予防の制度が新制度、市町

村事業に移行するという事に向けて、今後の移行に向けて高齢者サロン事業等を行う

ものであります。 

次の健康づくりの推進から、２番目に成人健康診査事業259万６千円。それから次の

ページの一番上にあります、がん検診事業894万９千円をみておりますけれど、この両

方の健診事業とも本人の負担は各受診とも500円、ワンコイン受診として、今後、受診

者の増加を図っていきたいというものであります。 

 ３番目のみんなでつくる豊かなまちから申し上げます。農業の振興では、一番上の

多面的機能支払交付金１億6,885万４千円をみておりますけれど、これは、27年度から

交付金の流れが、支払方法が変わります、この改正に伴い増額がされたものでありま

す。 

 ４番目の無人ヘリコプターオペレーター養成事業でありますけれど100万円をみてお

ります。27年度については、５名分をみております。 

 有害鳥獣駆除対策事業では364万円を計上いたします。これについては、鹿、アライ

グマの駆除経費でありますけれど、鹿の捕獲見込み頭数は90頭をみております。 

 商工業の振興から申し上げます。一番最後の地元消費拡大事業400万円を計上いたし

ます。これについては、平成26年と同様のスタンプラリーを行う経費を計上したもの

であります。 

 次の観光の振興から申し上げます。観光ＰＲ推進推進事業202万３千円をみましたで

すけれど、これについては、町の歴史をつづった絵本、ふるさと、これは100年の時に
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作ったものでありますけれど、これをＤＶＤに映像化したものを1,000枚購入するとい

う経費などを盛り込んだものでございます。 

 ３番目の文化伝習館屋根改修事業2,367万４千円をみております。これは、屋根が尐

し痛んできていると。雤漏り等の恐れがあるということで、屋根をウレタン防水処理

施工をする経費を計上いたします。 

 ４番目のみんなでつくる安心なまちから申し上げます。次のページ４ページとなり

ます。指揮広報車更新事業511万８千円をみております。これは、新十津川支署に配置

されております指揮広報車の更新を行うものであります。 

 防災体制の充实の中では、地域防災力強化事業として55万９千円をみております。

これは、３年に１回、総合防災訓練を实施しておりますけれど、27年度がその年であ

りまして、現在のところ８月30日の予定をみているところであります。 

 ５番目のみんなでつくる学びの町から申し上げます。学校教育の充实の中では、３

番目の学力向上対策ということで、人員配置と書いてありますけれど、1,254万５千円

みております。各事業を見て、町単独の町独自の講師の配置に要する経費ということ

で、４つの事業を併せて、1,254万５千円を計上したところであります。 

 課外活動事業では、784万２千円をみておりますけれど、平成27年度より中学校のＰ

ＴＡ会費の中で、部活の負担がありますけれど、その分を町費による負担とするとい

うことであります。また、部活での遠征費についても助成をして保護者の負担を軽減

するというものであります。 

 スクールバス購入事業では、更新ということで987万８千円をみております。 

学校給食費の軽減措置ということで、１食当たり50円減額による効果額ということ

で、512万９千円みております。これも子育て支援の一環として４月から給食費の主食

分を町で負担をするという事で給食費の穂御者負担を軽減するというものであります

けれど、これは、予算上、歳出では保護者に補助するというものでありませんので、

予算上は出てきておりませんけれど、効果額ということでここに数字を載せさせてい

ただきました。 

社会教育の充实から申し上げますと、図書館開館20周年事業ということで、80万円

をみたところであります。今年度、27年度図書館が20周年を迎えるという事で、これ

を記念して直木賞作家の講演会等の記念事業を行うというものであります。 

６番目のみんなでともに歩みまちでは、行政区自治会館建替事業ということで、１

億9,989万４千円をみたところであります。27年度から耐震性能を有していない自治会

館７か所を３年間で建替えるという事で、27年度については、橋本区、みどり区の２

つの会館の建設費と、28年度の实施を行う会館の設計費を計上したものであります。 

次、５ページ。ふるさと応援寄付基金推進事業では、571万４千円をみております。

昨年度から26年度から行っておりますけれど、寄附をいただいた方への特産品代、そ

れから送料等の経費をみたところでありますけれど、27年度については、1,000件を見

込んだところであります。 

一応、一般会計の歳出については以上であります。 

次に、一般会計の主な歳入の予算を申し上げます。 

まず町税では、５億2,654万９千円ということで、昨年より2.3パーセントの減率で
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あります。これは、住民税の減額等により農業所得が落ちるだろうという見込みの中

から。昨年度より1,259万９千円減額でみたところであります。 

次に、地方消費税交付金１億900万円ということで、昨年より51.4パーセントの伸び

でありますけれど、平成27年度から地方消費税の税率が１パーセントから1.7パーセン

トに引き上げられることによる増を見込んだところであります。 

地方交付税28億8,500万円、昨年に比較いたしまして1.7パーセントの減率でありま

す。昨年度より普通交付税を5,000万円減額してみたところであります。 

分担金及び負担金5,414万２千円。昨年より43.6パーセント減率でありますけれど、

昨年度の雤竜町からの給食センター増築に伴う負担金が減となることによるものであ

ります。 

国庫支出金２億8,933万１千円。6.3パーセントの伸びであります。社会保障番号制

度システム整備補助金等が増えていることから増額となっております。 

道支出金４億4,070万５千円。22.3パーセントの伸びでありますけれど、多面的機能

支払推進交付金が、すべて町の予算を通すことから増額となっております。 

繰入金１億816万１千円。伸び率43パーセントであります。財調など基金からの繰入

が主なものであります。 

諸収入１億4,804万１千円。75パーセントの減率であります。昨年度の備荒資金から

の還付金が27年度についてはないことから、減額となっております。 

町債４億5,260万円。これも53.7パーセントの減率であります。国営樺戸土地改良地

元負担の繰上償還がないことから、起債も減額となったところであります。 

次に、特別会計の内容を申し上げます。国民健康保険特別会計予算総額４億265万９

千円。歳入では国民健康保険税２億1,382万円みております。農業所得が落ちると思わ

れることから、昨年度より減額して算出をいたしたところであります。繰入金は１億

8,854万８千円。国保の基金残額をすべて繰り入れしても27年度については、不足が生

じると思われることから、不足分を一般会計から繰入をみているところであります。

主な歳出では、国民健康保険事業広域連合負担金４億79万９千円。連合に対する分賦

金であります。 

次に、後期高齢者医療特別会計を申し上げます。予算総額１億641万７千円。これは

歳入歳出ともほぼ昨年を同様の内容となっております。 

次のページ、下水道事業特別会計予算総額は、１億9,353万２千円。この中の歳出で

申し上げます。維持管理費が2,498万２千円、公債費は１億3,524万４千円であります

けれど、ここに記載がありませんけれど、予算書を見ていただければお分かりになる

かと思いますけれど、この他に、上徳富丘陵堤の改築に伴いまして、下水道の管渠を

移設を今後するということもありまして、その移設に係る实施設計1,100万円を会計の

中ではみております。 

農業集落排水事業特別会計予算総額3,074万円。これについても、昨年度とほぼ同額

の予算を計上したところであります。 

 以上、平成27年度の一般会計ほか４特別会計予算の額用について申し上げました。

予算編成に当たりましては、第５次総合計画に基づき、また、事務事業評価により経

費の見直しを行い、編成をいたしたところであります。どうぞよろしくご審議賜りま



- 84 - 

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18号から議案第22号までの提案理由並びに概

要の説明を終わります。 

これより予算概要についてのみ質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

〔「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。 

                                    

     ◎散会の宠告 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

議案調査のため、12日から15日までの４日間、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。 

したがいまして、12日から15日まで本会議を休会とすることに決定をいたしました。 

 16日は、午前10時より本会議を再開しますので、よろしくお願いいたします。 

（午後３時01分） 

                                    

◎教育長あいさつ 

○議長（長谷川秀樹君） ここで熊田教育長より発言を求められておりますので、発

言を許します。 

〔教育長 熊田義信君登壇〕 

○教育長（熊田義信君） 議長のお許しをいただきまして、貴重なお時間をお借りし

て、教育長退任挨拶の機会を得ましたことは、誠にありがたく、衷心よりお礼を申し

上げます。 

それでは、一言、退任のあいさつをさせていただきたいというふうに思います。 

 私は、平成19年５月、理事者、議会議員の皆様のご配慮をいただきまして、教育委

員を拝命して以来、７年10か月余り、教育長としてその職務を執行する立場に服しま

した。 

その間には、児童生徒に関わる大きな事件事故が発生し、議会議員を始め、多くの

町民の皆さまにご心労をおかけしたこともございました。 

 教育に携わる責任者として、忘れることのできない事实として、重く受け止めてお

りますし、二度と同じ過ちをしない、起こさないことを教職員始め教育関係者が責任

と使命感を持ち、一丸となって、子供達の些細な気付きを察知し、迅速かつ的確に誠

心誠意配慮をし、対処するように心掛けておりますので、まずは、このことをご理解

賜りたくよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。 

さて、就任当時、私は、歴代の教育長や先師、諸賢がどこのまちにも負けない教育

として築き上げてこられた盤石な基盤の基に、次の次代を担う子供達が活躍できるよ
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うに全力で由緒ある新十津川の教育の振興、充实に尽くしてまいりたいと考え、粉骨

砕身、その任に当らさせていただきました。 

 約８年前の平成19年度は、ちょうど学校統合の段取りができていて、平成21年度か

ら町内４校を閉校し、対等の統合小学校開設に向け、町民の負託に応える、あるべき

学校像を目指し、教育関係者が共に連携の上、まい進をしてまいりました。 

先日の新十津川小学校の地域参観日、６年生を送る会で、子供が明るく伸び伸びと

行動する姿を見て、本当に統合して良かったと、私に声をかけてくれた保護者の方も

おりました。 

また、朝のあいさつ運動でも、さわやかなあいさつ運動が交わせて朝から気持ち良

い１日を迎えることができ、子供達とこのようにあいさつができてうれしいというふ

うな声も届けていただきました。 

現在は、はつらつとした瞳輝く子供達が、安心して通える学校であると自負をして

いるところであります。 

これまでの間、ハード面におきましては、学校耐震化の整備に向け、計画的に中学

校、小学校と児童生徒の安全な学校施設とすべく、耐震改修と併せて大規模改修工事

や中学校武道場の改築整備などを实施することができました。 

 また、ソフト面においても、小中連携を基本に置きながら、巡回指導教員や学習支

援サポーターの人的配置をし、子供たちのつまずきを出来るだけ早く解消し、学ぶ喜

びをより多く感じられるよう、きめ細かな学習支援を行い、道内でトップレベルとな

るよう学力向上策を図ってまいりました。子供達も努力を重ね、その通り、応えてく

れており、確かな学力が着实に身に付いております。この学力の知のみならず、徳と

体、すなわち、知、徳、体のバランスの取れた生き抜く力をしっかりと身に着くよう

に配慮していきたいというふうに考えておりますし、次の時代を担う子供達が将来、

どんな職業に就こうとも、国内、もしくは世界で羽ばたき活躍できる人材を育ててい

くために、学校、家庭、地域が一体となって取り組んでいるところでもございます。 

 教職員においては、持てる力が発揮し易い環境を整えたことにより、授業力の向上

とあいまって、子供達が学校に行きたいと、ごく当たり前の学校づくりにも資してき

たところでございます。 

 幸いにも、新十津川の教育に対しましては、常に相応の予算措置をしていただきま

して、教育の停滞無きを期していただいたと考えております。 

この場をお借りして、町理事者、議会議員の皆様に心から感謝を申し上げたいとい

うふうに思います。大変、ありがとうございました。 

 これらのことは、正に、開拓先人が子弟の教育を最重視し、進めてきた町づくりが

基盤にあり、文武両道の精神と共に今も脈々と多くの方に受け継がれているものと考

えておりまして、本当に畏敬の念をもって感謝したいと思っております。 

 私は、この度、平成28年９月まである任期途中、さらには、年度末を控え、この様

に定例議会の開催中ではありますが、町長並びに教育委員会の承諾を頂き、３月13日

をもって、教育長の職を辞職させていただくことになりました。 

 在任中は、議会議員の皆様をはじめ、町長、副町長、職員各位、さらには町民の皆

様の格別なるご理解と、ご協力を賜り、教育行政に携わることができましたことを、
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心より感謝とお礼を申し上げます。ありがとうございました。 

 さて、昨今の教育行政を取り巻く情勢は、４月から始まる新教育制度、総合教育会

議の設置、道徳教育の教科化、英語授業の低学年への移行、今、まさに大きく変わろ

うとするターニングポイントの時期にあります。 

 また、文部科学省が近年中に本格的に導入しようとしているアクティブラーニング

を見据えながら、今現在、基礎固めをし、着实に本町の教育の充实を期していく真只

中にありましたので、正直申し上げまして、多尐やり残したこともありますが、この

度、私事的な都合で教育長を辞任する決断をさせていただいたところでございます。 

 退任後は、一町民となりますが、今までに議員各位から数多くのご指導やご示唆、

あるいは、叱咤激励を頂いたことを、大切な財産として、また、これまでの貴重な行

政経験を糧にして、私自身さらに研鑽を重ね、精進をしていきたいと考えております

ので、ご理解を頂ければと思います 

 結びになりますが、新十津川の町政が、また、教育行政がますます発展充实します

ように、そして皆様方のご活躍、ご健勝、ご多幸を心からご祈念申し上げます。甚だ

簡単措辞で意が尽くせませんが、退任、そしてお礼のご挨拶にさせていただきたいと

いうふうに思います。 

 本当に長い間お世話になりました。どうもありがとうございました。 

                                     

○議長（長谷川秀樹君） それでは、本日はこれで散会いたします。 

どうもご苦労さまでした。 

（午後３時10分） 
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     ◎開議の宠告 

○議長（長谷川秀樹君） 皆さん、おはようございます。 

 ただ今出席している議員は、11名であります。 定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

（午前10時00分） 

                                     

     ◎議事日程の報告 

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

づき、順を追って進めて参りますので、よろしくお願いいたします。 

                                     

     ◎会議録署名議員の指名 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員につきましては、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。 

 ３番、青田良一君。４番、山田秀明君。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発議第１号、

発議第２号、議案第１号から議案第17号までの案件につきましては、３月11日の定例

本会議で提案理由並びに内容の説明を終わっております。よって、直ちに質疑に入り

ますので、よろしくお願いいたします。 

                                     

     ◎発議第１号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２、発案第１号、新十津川町議会委員会条例の一部

改正についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより発議第１号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第１号、新十津川町議会委員会条例の一部改正については、原案

のとおり可決されました。 
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     ◎発議第２号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３、発議第２号、新十津川町議会会議規則の一部改

正についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより発議第２号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、発議第２号、新十津川町議会会議規則の一部改正については、原案の

とおり可決されました。 

                                     

     ◎議案第１号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第４、議案第１号、新十津川町中小企業事業資金保障

融資条例の一部を改正する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第１号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１号、新十津川町中小企業事業資金保障融資条例の一部を改正

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２号の質疑、討論、採決 
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○議長（長谷川秀樹君） 日程第５、議案第２号、新十津川町下水道条例の一部改正

についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

 ９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 説明の時に、町内にはこういう施設は無いという説明でした

けども、下水の水質基準が0.1ミリグラムから0.13ミリグラムといったら、かなり厳し

い基準だと思いますが、近隣で該当するような所はあるのかどうかお聞きしたいと思

います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 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。今回、排出基準が

非常に厳しいという数値になりましたけれども、この数値自体につきましては、水質

汚濁防止法というのがございまして、こちらの基準値が改定になったことによって今

回の改定になったという経緯がございます。 

近隣にこういう施設があるかというご質問でございますけれども、一応、このカド

ミウム及びカドミウムの化合物を扱っているという事業所といいますか、こういうも

のについては、一般的なこういうものを作られるというのは、カドミウム電池とかガ

ラスとかの陶磁器の着色、それから油絵具に使うような顔料、それから溶接に使うハ

ンダですね、そういうものを作っているような事業所というのが該当するので、近隣

にもほとんどないのかなというふうには感じますので、以上で、ご答弁に代えさせて

頂きます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第２号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２号、新十津川町下水道条例の一部改正については、原案のと

おり可決されました。 

                                     

      ◎議案第３号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第６、議案第３号、平成26年度新十津川町一般会計補
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正予算（第６号）を議題といたします。 

はじめに１ページから43ページの歳入までについて、質疑はございませんか。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

それでは次に、44ページの議会費から63ページの衛生費までについて、質疑はござ

いませんか。 

２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） ２点あります。総務費の48ページの企画費に関してと、民生

費54ページの社会福祉総務費に関してなんですが、２点ありますけども、最初の１点

目をお聞きします。 

 48ページ総務費企画費、若年層人口流入促進事業につきまして、45歳以下と中学生

以下のお子さんがいらっしゃる世帯への事業というふうな説明がございましたが、そ

の内容をもう尐し詳しく説明していただきたいところがまず１点目です。 

○議長（長谷川秀樹君） 一つずつで。それでは答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（藤澤敤司君） それではただ今の質疑についてお答えいたします。副町

長が申し上げましたとおり、若年層人口流入促進事業という名称を付けておりますが、

これは、国の交付金の対象事業に充てるためのものでございますので、内容的には、

本年度から实施しております定住促進事業と何ら変わる内容ではございません。ただ、

内容的に若年層という名称を付けたというのは、45歳以下という基準を設けて、それ

以下の方のみこちらの事業で対象にするということで、現在行っている事業と差別化

といいますか、違うものですよという事で表現をして対象に充てるということでござ

いますので、内容については、26年度から３年間实施している定住促進事業と交付金、

それから商品券の15万円等々の内容については、全く同じ内容でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 それでは２つ目。 

○２番（西内陽美君） お願いします。民生費です、54ページです。民生委員推薦会

事務についての補正なのですが、ここは欠員が出ておりまして、まだ決まっていない

という事をお聞きしているのですが、ここで選任に伴う経費というのが入ってますが、

これはどういった内容になって、どなたの手に入るのかという事をちょっとお聞きし

たいんですが。お願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） ただ今の民生委員推薦会事務の補正の事について

なんですけども、今年度、花月区で１人辞任されまして、それについては12月に補正

をいただいて、今、推薦事務を進めているところです。 

それと、今年に入りまして、１名の方が实はお亡くなりになった方がいらっしゃい

まして、それで、地元行政区からの推薦を基に、町の推薦委員会を開催し、推薦者に

ついて道への進達等の事務を行うことになりますけども、それの地元行政区からの推
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薦が、今月の10日に上がってきておりまして、この補正の議決をいただきましたら、

３月24日に推薦会の開催をする予定でおります。それの事務に係る補正という事にな

ります。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 47ページ、財産管理費の説明の10ですけども、町有住宅環境

整備事業ということで、みどり区にあります元開発の住宅だったと思うのですけれど

も、あそこを直すという事だったのですけれども、これ２棟あるのですけれども、１

戸だけ今年やって、これを町民に貸すような、そういう施設にするということなのか

どうか。そこら辺についてお聞きしたいんですけど。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（藤澤敤司君） それでは、工事の内容については建設課所管になろうか

と思いますが、今のご質疑については、私の方からお答えしたいと思います。昨年、

１棟をＪＡピンネの方に無償使用貸借という事で、お貸ししてございます。残りの１

棟につきましては、町有住宅でございますので、基本的には町職員が今、利用してい

るわけなのですが、昨年の隣１棟をかなり改修したことで、やはり若者がといいます

か、単身者が相当希望が多くなったという事で、本町も町外から町職員としてなる職

員が多くなってきているものですから、そういった環境整備をして、極力、定住を図

ってもらうために、今のままでは尐し厳しいということから、今回この交付金を活用

して改修させていただきたいという内容でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑。 

 はい、９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 55ページの社会福祉総務費の臨時福祉給付金支給事業という

ことで、減額の555万円になっているのですけれども、1,536人対象者のうち、1,295人

という事ですが、これはあげますよと言っているのに、受けられないという方は、ど

ういう方なのかなと思うのですけれども。お願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） ただ今の臨時福祉給付金支給事業の支給の内容の

関係の質問について、ご質問のとおり対象者1,536人の支給決定が1,295人ということ

で、対象者というのは、事業内容から本町の状況を見て、これらの方がということで

1,536人であろうという数字なんですが、この数字に対して未申告、受けに来なかった

方々が、65歳以上で113名ほどで、あと要介護認定20人とか、単身世帯68人とかという

ような数字が未申告者の内訳になります。それで、それぞれの事情につきましては、

申請に来なかった事情につきましては、明確なことはわからないんですけども、本町

としましては、事業の執行としましては、非課税の通知の案内文に事業の通知の案内

文を同封したり、町広報誌に掲載とか防災無線、ホームページに掲載等行って、事業
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の周知活動には努めたのですが、明確な理由がはっきりはしないんですけども、これ

だけの方が申告に来られなかったという状況としか言えないんですけども。そういう

状況です。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、よろしいですか。 

 ９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 要するに、該当者には皆さんにお知らせしたけども、本人か

らの申し出は無くて来なかったということでいいですね。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） はい、そのとおりです。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

 ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで議会費から衛生費までの質疑を終わります。 

次に、64ページの農林水産業費から73ページの土木費までについて質疑ございませ

んか。 

２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） 商工費です。68ページの観光振興費からお願いします。ふる

さと温泉運営費支援事業なのですけども、ご説明では維持管理費と揚水設備の更新と

いう説明がございましたが、昨年、揚水施設に２基あるうちの１基を修理という事で

補正で上げたのですが、今回はその２本のうちの１本ということなのか、この内訳で

すね、ちょっと教えていただきたいのですけれども。お願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、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、ただ今のご質問にご答弁申し上げます。

２番議員さんおっしゃるとおり２本ございまして、２本のうちの１本、昨年、改修を

いたしました。その残っているもう１本をこの補正で改修するという予定にしてござ

います。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 はい、２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） それでは、この1,600万円のうちの内訳ですね、いくらが維持

費になって、その設備の更新に係る部分がいくらになるかという金額をお願いいたし

ます。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（小林 透君） それでは、ご答弁申し上げます。まず揚水ポンプの

更新に係る経費で400万円、温泉の加温と維持経費に関する部分が1,200万円という予

算を組んでございます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

はい、２番、西内陽美君。 
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○２番（西内陽美君） すみません、またちょっとお聞きしたいのですけれども、こ

の揚水施設というのは、町有の施設だというふうに聞いていたのですね。そうしまし

たら、この1,600万円というのは交付金となっているのですけれども、工事費用とか改

修費は町が工事して、きちんとした物にしてお貸しするというのではなくて、全額

1,600万円を交付をして、その中で向こうで直していただくという事になるのですか。

それをお願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（小林 透君） それでは、ご答弁申し上げます。工事及び加温に関

する支援については、町が行うということでございます。その町が行なった事業に対

して交付金の対象になるという事でございますので、交付金は町の方に入ってくると

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。 

 ほか質疑ございませんか。 

 １番、安中経人君。 

○１番（安中経人君） 66ページ、67ページ。林業振興費。北海道森林整備加速化・

林業再生事業ということで、当初予算で5,400万円、今回減額の補正で1,500万円とい

う事で、３分の１弱減額補正になるわけですけども、当初見込んでいた、この事業が

どれくらいで、減額しなければいけないというのは、面積要件が減ったのかどうかと

いう点をちょっとお願いしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（小林 透君） 当初の設計から一部林道に関する内容については、

一部変更にはなってございますが、基本的な設計方針については、変わらないと。工

事を行っていったという事に関しまして、その分で实際に1,500万円が残ったと。要す

るに、設計に対して实際に实施する部分で、1,500万円残ったという状況でございます。

以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 はい、３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） お尋ねをいたします。65ページになりますけども、15番、19

番、20番の項目で、それぞれ補正が組まれておりますけれども、農業をいずれにして

も振興していくという観点での交付金等だと思いますけども、この中身について、も

うちょっと詳しくお聞かせいただくと同時に、今後も、こういった形でのお金が農業

の方に入ってくるということなのか、今回の一過性のものなのか、その辺についてお

聞きしたいなと思いますし、併せて、こういったことが、本町の農業に対してどのよ

うな影響を与えるのか、感想をお聞かせいただきたいなと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（小林 透君） それでは、ご答弁申し上げます。まず、事業番号15

番、青年就農給付金事業でございまが、これは来年度青年就農給付金事業を受給する
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予定の対象者に対して２名分、１名分が150万円の２名分が前倒しで補正予算によって

交付されるということでございます。これにつきましては、年度内に交付される予定

でございます。 

続きまして、事業番号19番、機構集積協力金交付事業。これは、農地中間管理事業

が实施されておりまして、副町長の説明の中にもございましたが、経営転換協力金。

これは、農業を辞めるという方で、経営を転換するという事に対する協力金で30万円

が１戸該当になってございます。その他は、耕作者集積協力金ということで、これは、

賃貸借をするということで11戸の915万４千円が対象になってございます。 

続きまして、事業番号20番、農業担い手育成支援事業。これにつきましては、ピン

ネ公社が取り組んでおります、農業の担い手の育成支援のための取組みに対しまして、

平成26年国の補正の地方創生先行型事業が対象になるということで、これを平成26年

度の補正予算に組み込んだという内容でございます。 

それで、２点目の質問でございますが、今後もこの交付金は入ってくるのかという

ことでございますが、26年度の補正につきましては、国の経済対策の一環というふう

に認識してございます。ですので、基本的には次年度以降については、このような交

付金は、現在のところはないであろうというふうに考えてございます。 

それと、３点目、本町の農業に対してどのような影響があるのかという事でござい

ます。本年度、農業に関しましては、青死米、それから腹白米等々で非常に農業者が

大変であると、さらには、米価の下落ということで、非常に大変な状況にあるという

ことで、その部分で農業関係の交付金等々が26年度の補正予算内で交付されるという

事に関しましては、農業者の次年度以降の経営に対してプラスにはなっているであろ

うというふうに思います。 

今後においてということでございますが、これを基に27年度以降の農業者の安定し

た農業経営が行われることを期待しているという事でございます。以上、答弁とさせ

ていただきます。 

○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） はい、ありがとうございました。青年の就農の給付金という

のを、後継者が新しく育っていくという形の中での一つのあり方だろうと思うのです

けれども、今の説明だと、今年度にお金が１人150万ずついくんだということなのです

けれども、何をどうやったらいくのかという説明がないものですから、よくわからな

いんですよね。本当に聞きたいのは、こういうお金を使って、うちの町の農業者とし

て根付いていくのかどうかというふうな事が一番大事なんだろうと思うんですよね。

ですから、お金を差し上げるという前提になる部分について、もうちょっと詳しく説

明していただいて、そういう形のものが、例えば、うんとＰＲして道外、道内、ある

いはＵターン、Ｉターンという形の中で、戻ってきてやってくれる要素があるような

内容なのかどうかという部分について、課長の見解をお聞きしたいなと思って質問し

ました。 

 それともう１つは、19番につきましても、一過性の交付金だというふうな事の説明

があったように聞こえたのですが、それは違うのですか。違うのなら結構ですけども、
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これからも農地は動いていくわけでございまして、それが適切な形で集約されること

によって、より効率的な農業という観点になってくるんだろうと思いますので、やは

り、こういった部分の中での資金も、ある程度必要なのかなという考えでおります。 

 それから20番の担い手の育成支援という部分について、今、るる説明がございまし

たけども、この担い手とされる方々に、もう一度確認したいんですけども、支援の内

容についてもうちょっと詳しく説明をしていただきながら、私は議会としてもその内

容が、もうちょっと工夫する余地があるのであれば、こういった場で意見を申し上げ

たいなと思いますので、お金の額はともかくとしまして、以前にも聞いておりますけ

れども、もう一度確認のために、ここでお聞かせいただければ有難いなと思って質問

しました。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（小林 透君） それでは、ご答弁を申し上げます。まず青年就農給

付金事業で、これは今後、どういう内容で、それからうちの町の農業者として根付い

ていくのかどうかという事でございますが、基本的に青年就農給付金を受給するため

には、要件がある程度ございます。基本的には、自立をして農業経営をするというこ

と、それから、年収が250万円未満でなければ250万円以上収入が、所得がある場合は、

該当にはならないという事でございます。ですので、まだ、新規に就農して農業の技

術等々もまだ十分ではないと、それで、経営状況も安定的ではないと。ただし、自分

で自立してやっていくというような方に対して支援をして定着させようというような

事業内容でございます。それで、150万円が該当になるという事でございます。 

 それと、この事業の受給者が根付いていくのかということでございますが、基本的

には、農業後継者ということで、町内に戻ってきて農業をやっていただけるというよ

うな方、この２名ばかりでございますので、今後についても、次世代を担う農業者と

して活躍していただけるものというふうに担当としては考えてございます。 

 次に、19番、機構集積協力金の交付事業でございますが、大変申し訳ございません、

ひとくくりに一時的な交付金だというふうに話をしてしまいましたが、これにつきま

しては、機構集積協力金の交付事業ということで、法律に農地法の改正によって農地

中間管理事業というのが、法律で定められてございます。ですので、今後も、継続し

てこれが進んでいくということになります。３番議員さん、おっしゃるとおり、農地

の集積等、これが進んでいくということでございますが、もう、ちょっと高齢になっ

て農業、これだけの面積ができないというような方が、他に農業で賃貸借を受けて、

耕作をしていただくというようなことをこの事業で進めていくということでございま

す。遊休農地等がおきないように、さらには、その農地の集積を同時に図っていくと

いうような事業の内容のものでございます。 

 それと、事業番号20番の農業担い手育成支援事業の内容が分かりづらいということ

でございます。ピンネ農業公社の経営の報告については、昨年、報告をしてございま

すが、ピンネ農業公社が担い手育成対策という事で取り組んでおりますのが、新規就

農者等の受け入れ窓口、それから相談、調整窓口の機能を有しております北海道の新

規就農者支援センターという道の組織がございまして、出先のような形で道の方の新



- 100 - 

規就農者支援センターで、例えば、新十津川あたりで農業をしたいというようなこと

であれば、ピンネ農業公社の方に連絡等が入るということで、今度は、ピンネ農業公

社の方で、その申し出があった就農者に対していろいろ調整便宜を図っていくという

ような取り組みをしてございます。さらには、農業担い手となっていただくべく、そ

の技術的な指導をしていただける人を探したり、調整、あっ旋をしたりというような

ことをしてございます。もう一つは、その新規の就農者で、まだ、農業に対して全く

知識がないというものに関しましては、例えば、農業学校の方に行くための助成支援

をしたり、あるいは、先ほどの、青年就農給付金と似たような部分がございますが、

その就農を町内で農業を営んでいこうとする者に対して、いろいろな支援の助成金を

用意しているということで、支援をしてございます。当然、農地を取得したい、ある

いは、借りたいという事に関しても相談をしながら、一人前の農業者となっていただ

けるべく、ピンネ農業公社では支援をしていくという内容でございます。以上でござ

います。 

○議長（長谷川秀樹君） ３番、よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで、農林水産業費から土木費までの質疑を終わります。 

次に、74ページの消防費から89ページの職員費までについて質疑ございませんか。 

９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 一つずつでいいですか。３点あるのですけれども。 

 77ページの小学校の教育振興費で、教科担任の予算が半分しか使われていないので

すけれども、当初計画していた配置ができなかったのか。それをする必要がなかった

のかという点。これは、中学校の方も同じなのですけれども、79ページの教育振興費

の４番も関係してますけども、一つずつでいいですか。 

○議長（長谷川秀樹君） できれば、混乱をさけるのに一つずつ。 

はい、それでは、１点目答弁を求めます。 

教育次長。 

○教育次長（野﨑勇治君） それではお答えいたします。77ページの小学校教科担任

講師配置事業ですが、これにつきましては、１名という事でフルタイムで予算化して

ますが、午前中の勤務でこの事業の目的を達成したということで、そのような減額に

なりました。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 それでは中学のもう一度、質疑お願いします。 

○９番（樋坂里子君） 二つ目も大体同じ事だと思うからいいです。 

次、地方債償還元金１億4,800万円、普通ですと繰上償還をして一生懸命公債費を減

らしているのですけど、今回、わざわざ予定していたものをしなかったのは、なぜか

なというふうに思いましたので、その点についてお願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課長。 
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○総務課長（藤澤敤司君） この内容につきましては、副町長が補正の内容の時にご

説明申しあげましたとおり、当初、臨時財政対策債を当該年度に繰上償還するという

予算を組んでおりましたが、備荒資金組合からの４億5,000万円の納付を取りやめて、

そちらは平たく言うと、そのまま預けたままにしておいた方が、金利等の問題から得

策であるという判断をいたしまして、その分資金繰りといいますか、その予算の関係

上、繰り上げ償還を取りやめたという内容でございます。１億7,000万円の当初見てい

たものを取りやめたわけでございますので、その分が町にとって財政上有利であると

いう判断をしたという内容でございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

他に質疑ございませんか。 

３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 77ページの育英事業について、ちょっとお聞きいたしたいと

思います。 

 先般の教育長の行政報告にもありましたけども、今年の中学生の卒業生が66人でし

たっけね。その方々全部がそれぞれの希望の高校を目指して、形上は進学という形で

すね。 

もっと上を見ましても、私たちが聞く範囲では、かなり本町の子供たちも高校卒業

後の進路をいろいろ模索して、大学、あるいは専門学校等へ行っている子がかなりい

るようでございます。 

一方、日本全体を見ると、それぞれの給与がなかなか思うように上がらなくて、学

費を捻出するのに困っているという、あるいは、以前の問題で、そこには進学させる

ことができないというふうな事が、日本全国でかなりの件数が起きているようでござ

います。 

これにつきましては、国会審議等で与野党でやりあっておりますけども、私も、現

实的には母子家庭の方々も、進学はさせたいのだけども、経済的な理由でもってとい

うふうな話を聞くことも尐なくございません。 

そこで、ここで見ますと、100万円ほどが不用額というふうになっているという事は、

これは、せっかく300万円もの予算化していただいて、これを有効に使っていただけれ

ば、本町でそういう該当する方々にとっては、非常に有益な形だろうと思うのですけ

れども、簡単に言いますと、そういう紹介を私もするのですけれども、教育委員会に

行って、お金を貸して下さいというのが、なかなか行きづらいんだと言いますか、そ

ういうような表現をする方も尐なくないのですよね。 

そこで、实際に議員さんにも地域の中でそういうご相談を受ける方もおられるかも

しれませんので、もう一度、育英事業について、どういった形でお金を借りることが

できるのかという部分についての、お話をお聞かせいただくのと、やはり、今の時代

とはちょっと私は逆行しているような数値になっているのではないかなという観点か

ら言いますと、やはり、こういった部分について、より住民の方々にもう一度ＰＲし

て、活動いただくような手段を構築する必要があるかなと、私は思うのですけども、

その点について、担当の委員会としての考え方があればお聞かせいただきたいなと思

います。 
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○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育次長。 

○教育次長（野﨑勇治君） それではお答え申し上げます。まず、育英資金の貸し付

けの手続きの関係でございますけれども、私どもの方は、１月広報にこれを掲載しま

して、３月の段階まで申し込んでいただくようにしておりまして、基本的には、今の

現在では所得制限と成績というような、その２点があります。 

あと、もう１点ですね、保証人を１名付けていただくというような、そんな条件の

中で申し込んでいただいております。 

基本的には、準用保護というか、所得制限がありますけども、基本的には、今、大

体900万円くらいでも申し込みできるような形になってございます。それで、基本的に

は、今、広報等とホームページというようなＰＲの方法になってございます。 

それで、申し込みの尐ない理由という点では、私ども、やはりＰＲ活動がちょっと

弱いのかなというふうな部分をもっておりますので、その辺をちょっと改善していき

たいというふうに考えてございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほか質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで、消防費から職員費までの質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより議案第３号を採決いたします。 

本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号、平成26年度新十津川町一般会計補正予算第６号は、原案

のとおり可決されました。 

ここで、11時まで休憩いたします。 

（午前10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。 

（午前11時00分） 

                                     

○議長（長谷川秀樹君） 先ほど議案第３号は、原案どおり可決されましたけれども、

その中の青田議員からの質問の育英事業の関係で、次長の方からちょっと訂正の求め

がでておりますので、発言を許可いたします。 

 教育次長。 
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○教育次長（野﨑勇治君） すみません、貴重な時間を申し訳ありません。 

 先ほど、私、育英資金の基準で所得900万円というふうに発言したようになってござ

いますが、正確には、所得ではなく、まず年収で答弁させてお答えをさせていただき

たいと思います。 

 夫婦と子供２人の世帯で、年収、給与収入で800万円でも該当になりますということ

で、すみません、申し訳ありません。 

○議長（長谷川秀樹君） ３番議員さん、よろしいですか。 

 それでは、議案３号については、原案どおり可決ということで、よろしいですね。 

                                     

     ◎議案第４号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第７、議案第４号、平成26年度新十津川町国民健康保

険特別会計補正予算第２号を議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第４号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４号、平成26年度新十津川町国民健康保険特別会計補正予算第

２号は、原案のとおり可決されました。 

                                     

     ◎議案第５号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８、議案第５号、平成26年度新十津川町後期高齢者

医療特別会計補正予算第１号を議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 
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 これから議案第５号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５号、平成26年度新十津川町後期高齢者医療特別会計補正予算

第１号は、原案のとおり可決されました。 

                                     

     ◎議案第６号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第９、議案第６号、平成26年度新十津川町下水道事業

特別会計補正予算第１号を議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第６号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６号、平成26年度新十津川町下水道事業特別会計補正予算第１

号は、原案のとおり可決されました。 

                                     

     ◎議案第７号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第10、議案第７号、新十津川町放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

 ２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） 何点かあります。職員に関してが２点と、１単位の支援数に

関して１点と、開所時間についてありますので、先に、職員についての質問をさせて

いただきます。 

 １つ目が、放課後児童支援員と条例の中にあります補助員、この両方に関しまして、

雇用期間ですとか、賃金ですとか、労働条件等に違いはあるかどうかを、まず１点目

をお聞きします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） ただ今の制定条例の職員の規定の関係ですけども、
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補助員と臨時職員につきましては、所定の個々の規定にありますように、所定の資格

を有している者で、そういう補助員ということになりますし、任意としましては、研

修等の関係もありますけども、それの資格に違いはあります。 

 それで、これはあくまでも、育成事業の設置及び運営に関する基準の条例ですので、

賃金とか待遇の関係については、事業を行う事業主の方の方で、雇用の際の条件とい

いますか、その辺で決まってくる形になると思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

はい、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） お願いします。放課後児童教审は、今、現行といいますか、

２年間試行されました。放課後児童クラブをそのまま引き継ぐ形で運営されていくと

思うのですね。そうしましたら、今後、例えば、放課後児童教审が、民間の法人です

とかに指定管理とか何かの場合には事業者というのが民営の方に出てきますが、現在

では公設の児童クラブしかありませんので、その採用する方は、やはり保健福祉課が

担当されていくと思うのですね。それで、支援員と補助員の使われる条件というので

すか。その雇用条件の違いをお聞きしたいのですけれども。もちろん、民間になれば、

民間の方で決める事なのですが、今は公設ですので、その点お聞きします。 

○議長（長谷川秀樹君）答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） ただ今の質問についてお答えします。今までも、

放課後児童クラブということで、２年間試行してまいりました。それで、实は、27年

度も予算付けいただいて試行するという考えで、それは前回の答弁と同じように変わ

っていないのですけれども、その中で、職員の関係の待遇等につきましては、同じよ

うな形で保健師、今、この事業用に保育士の資格を有している者が５名と、経験年数

２年以上というのがあるのですけれども、それをクリアーしている方が１名と、その

方々、实は児童館の関係の事業とかも含めた中で臨時職員として雇用しておりますの

で、同じように27年の試行においても、同じ形で雇用条件等で行う事業を实施する考

えでおります。 

 27年も試行するにあたっては、対象生徒が６年生までとかいろいろあるのですけれ

ども、もちろん、今、言った職員の関係も含めて、場所の関係等は、今度６年生まで

で年齢層の幅も増えますし、どういった事業内容とかということも含めた中で試行を

实施して、28年度からの本格实施も含めた中で施行するというふうに考えております。

以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、２番、西内陽美君 

２番（西内陽美君） それでは、今のところ放課後児童支援員と補助員の雇用条件に

は差がないということですね。契約期間ですとか、賃金にも変わりはないという事で

とらえていいですか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） 27年の試行については、変わりないという事で考

えていただいて結構です。以上です。 



- 106 - 

○議長（長谷川秀樹君） ほかにありますか。 

 はい、２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） 同じような質問で申し訳ないのですけれども、この補助員で

すね、２年間を経過しますと支援員の研修を受けるようにできるということになって

いるのですが、この２年間という期間なのですけども、週に例えば２日、あるいは３

日といった、その雇用に日数によっては一律２年間と定められないと思うのですね。 

その時間を、これからきちっと設定されるとは思うのですが、例えば、この２年間

を経過したあとに、例えば、保健福祉課なり責任者として、町長と名前を出すのはち

ょっと失礼かもしれませんが、そういった町の方で積極的に２年経過後に知事の定め

る研修を受けさせて、補助員から児童支援員というふうに名称を正式なものに変える

というような、そういった積極的な考えというのはありますか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） 今の補助員と支援員の関係についてなのですけれ

ども、経験年数２年で差といいますか、道の行う研修を受けることができるというよ

うな形になりますので、うちの場合、先ほど言いましたように、27年試行なのですけ

れども、もちろん、受けていただくような措置で考えておりますし、その段階で、補

助員から支援員とかという、そうような考えではなくて、もともとそういう資格があ

る方については、支援員ということで考えておりますので、研修ももちろん受けてい

ただくことにもなります。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 はい、２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） 私の質問の仕方が悪かったと思うのですけれども、もちろん、

保育士さんですとか、そういったきちんとした資格を持っている方に関しては、その

方でも道が行う研修を受けなければ支援員となりませんので、そこはそれでいいので

すけれども、補助員として採用されている方ですね、保育士とかそういう免許のない

方が、２年以上の時間数を満たして働いた場合に、そこのきちんとした研修を受けさ

せて、支援員というふうに雇うというそういったお考えがあるかという事をお聞きし

たかったのです。すみません。 

○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） はい、現在も２年経験ある方、補助員とかという

任用の仕方ではなくて、もちろん、臨時職員としての任用でしかないのですけれども、

支援員としての位置づけで、同じように業務等に従事していただいております。 

ですから、新たにそういう方が来た場合については、もちろん、同じように経験年

数によって研修も受けていただきますし、任用についても、支援員という形に資格要

件を満たせば、なるということになると思います。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 それでは、答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 
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○保健福祉課長（長谷川雄士君） 失礼しました。質問を確認しますけども、新たに

２年の实績経験だけある方が、この業務にこの補助員として従事した時に、必要な都

道府県の研修を受けたら支援員ということで発令するのですかというご質問というこ

とですか。 

 それにつきましては、ここで言う基準の職員としての資格要件としてこういう基準

がありますよということになります。それで、もちろん従事するという事できますけ

ども、２年経験と研修を終了して要件を満たすことになりますが、雇用の関係自体、

発令自体は、その時の状況等で支援員にするかどうかというのは別の行為と言います

か、考えで、その時の状況でなると思います。 

 現实的には新年度、27年度試行ですので、そういうようなケースは今のところ現状

の方々においては、ないと思いますけれども、そのような状況です。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 質問は、補助員を２年間経験して研修受けて支援員になった時に、積極的に町とし

ては雇用するのかどうかということですよね。 

○２番（西内陽美君） 国の方で推奨するのは、支援員きちんと２名というのがある

のですが、それが無理な場合には１名を補助員に代えることができるという事がある

のですね。 

町としては、やはり補助員という立場ではなくて、きちんと研修受けさせて、２名

なら２名基準数をきちっとやるのですよと。そのガイドラインは、あくまでも最低基

準ですので、それより上にやれますという事が出てくるのかどうかという事をお聞き

したかったのですね。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） はい、たびたびすみません。27年、本町としまし

ては、町の場合は試行しますので、その中で今、お一人いる経験年数２年で、もちろ

ん道の研修を受けていただきます。それで、この事業、例えば、28年から本格实施す

る場合には、そういう研修も終了している場合は、支援員として位置付けで事業实施

するような形になると思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 ９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 学童保育という事だと思うのですけれども、この条例が事細

かくいろいろ決められておりますが、具体的にお聞きしたいと思うのは、場所をどこ

にするのかというのと、それから、支援員の確保は何人くらいしているのかというの

と、あと、児童は何人くらいいるのか。それから、利用者の保護者が支払うべき金額

というのもあるのですけれども、これらの金額はどのくらいを予定しているのか。具

体的にもし決まっていれば教えていただきたいのですけれども。４月１日から施行な

ので決まっていると思うのですけれども。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川秀樹君） ただ今のご質問についてお答えいたします。この
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条例は、町内で放課後児童健全育成事業、放課後子ども教审とかとされましたけども、

それと基本的に同じなのですが、今度は、新支援制度で放課後児童健全育成事業とい

う名前なのですが、これ町内で事業者が行う場合の設置及び運営の基準ということに

なりますので、場所とか支援員の人数とか、場所については、基準としては町内とい

うことになりますが、支援員の人数というのは、この規模によって40人とかというの

で２人というふうな最低基準あります。そういう基準をクリアーして事業实施してく

ださいという、基準の条例になります。 

それで、人数とか利用者保護者の負担金はどういう考えなのかという事については、

それぞれの事業者の方で定めることに、事業費分も含めて、人数とかも決まりますの

で、定めることになると思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） もう１回、答弁して。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） 放課後児童クラブとしまして、２年間試行してき

ました、この放課後児童健全育成事業の27年度の本町の執行の計画といいますか、そ

の内容につきましては、施行日数は、小学校、今度、３年生というのが６年生までに

なりますので、小学校の長期休業期間、夏、冬、春休みとか、それで43日、それから、

学校行事等で小学校が振替休日になるというのが、８日で、合計で施行日数としまし

ては51日考えております。实施時間は、今までの試行と同じように、８時から18時30

分、場所につきましては、６年生までになりますので、どういう人数とかというのも、

ちょっとわからない面があるのですけれども、同じように、児童館を場所として試行

を实施する考えでいます。利用料金については、今のままで試行と同じように徴収は

しないという考えです。 

 それと職員はもちろん２人以上ということで、２人以上の体制を整えるようにしま

すし、利用の条件としましては、同じように登録制を用いて、保護者の送迎等が必要

だというような条件の中でやっていきたいと考えております。 

利用人数なのですけれども、登録の人数ということになりますが、26年度につきま

しては、これ１年生から３年生まで、概ね10歳までという規定の中で、26年度は37名

が登録しておりまして、延べ利用者数で476人という实績があります。開設した１日当

たり、大体10人程度というような26年度については、そういう試行实績ということに

なります。 

 今度、高学年、６年生まで伸びますので、その辺の人数が２年間試行してますから、

新４年、５年生というのは放課後児童クラブを利用したというか、児童館でやってま

すので、６年生までで放課後児童健全育成事業で、どのくらいの登録になるのかなと

いうのは、ちょっと見当がつかないのですけれども、そういうような状況の中で、４

月１日から試行する考えでいます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

他に質疑ございますか。 

 ２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） 10条の第４項のところでお聞きします。ここ大事な所だと思

うのですが、支援の対象児童者数40人以下とするという後に、ただしという条件が付
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いているのですが、これはどういった状況を想定されてこういう文言が加わったのか

を教えてください。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） 10条第４項で支援単位、基本的には40人以下とす

るということで、この人数につきましては、子供の視点という言い方するのですけれ

ども、人数的に集まった中で、年齢層も違う中で、職員２人でちゃんと見守れるとい

うか管理とか指導できるような、その辺が大体40人というのがあって、その国の基準

に基づいて40人というふうに定めております。 

ところが、ちょっと馴染まないかもしれませんけれども、どうしても希望者が实際

には40人超える場合もありますので、ちょっと６年生まで伸びたので、ちょっとうち

の場合でも試行でしかないのですが、分からないのですけれども、そういうような場

合とか、場所によって職員の体制も含めて、十分希望もあるし、40人超えても大丈夫

だというような場合は、できるだけ子供・子育て支援の考え方に則って、事情があっ

たり、支障がなければ40人を超えても管理運営の基準として認めますという考えから、

そういうただし書きを設けております。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） この人数なのですけれども、40人を超えた場合は、もし状態

化するようであれば、２人といった職員数を３人とかに加配するような含みというか、

そういった可能性はありますか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） もちろん、そのような常態化、人数超過するよう

な常態化になれば、その事業単位自体を２つとか、必要によって３つとかに分けて、

それに応じて、それぞれに２人ずつという事で、職員最低２人ということですので、

配置して实施するようなことになると思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） もし40人増えた場合は、希望の児童数の優先順位とかで40人

を切ることなく、単位２つに分けてでもきっちりと見ていただきたいなというふうに

思います。 

 それと、あとまた開所時間について先ほど質問があるというふうに、冒頭話したの

ですが、それ良いですか、質問しても。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですよ。 

○２番（西内陽美君） 18条についてお聞きします。最低時間平日１日につき３時間

というふうにありますが、低学年の児童への放課後対策としてはどういうふうに対応

していくのかをお聞きします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 
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○保健福祉課長（長谷川雄士君） 開所時間平日３時間という、低学年の対応をどう

するのかという話です。それにつきましては、これで行う事業者が新十津川の方で事

業があれば、この放課後児童健全育成事業の中で行っていただきます。町としまして

も、児童館事業とか行っておりますので、その辺を利用していただくことになると思

います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございますか。 

 ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 私もいろいろと子供のことについて、いろんな角度から勉強

しているつもりなのですけれども、法律の方が先に進むといいますか、なかなかつい

ていけなくて、頭が整理できないで困っていますけども、先だって、長谷川課長さん

の方からあった説明は、誠に丁寧で分かり易い説明でございました。この条例の意図

するところについては、理解ができたと思いますけども、实際には、こういったもの

を作らないとお金の流れがスムーズにこないのだという部分の趣旨の発言が最後の方

にあったように思います。 

 实際には、この条例を見てみますと、こういう設置基準の中で、あるいは運営の部

分について、できるという事になれば、私は町以外にありえないかなと、うちの町の

場合は。新たな事業者が入ってきて、どうのこうのという事はないんでないかなと思

うのですけどども、仮の話ですけども、こういったものが、ちょっと言葉悪いかもし

れないですけども、金儲けの手段に成り得るというふうなことになれば、事業者とし

て参入してくる可能性もないとは言えないのではないかなと思うのですけれども、そ

こで、お金の流れの方の部分について、例えば、複数の施設がうちの町にこういった

ものが生じた場合に、その箇所ごとに道からの助成というのがあり得るのかどうか。 

 ちょっと変な質問になるかもしれませんけれども、そういった観点で、ちょっと情

報があればお聞かせいただきたいなと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） 今まで試行の中でもそうだったのですけれども、

今までは、道の方の基準に基づいて補助金の、なおかつ、事業に基準の中で、それに

見合えば、それぞれの事業主といいますか、その方から道の方に補助申請して道の方

からお金が来るという形です。 

 ４月１日から子ども・子育て支援制度になって、この放課後児童健全育成事業とい

う中で、国の方で最低の基準、それと参酌して決めなきゃならない基準というのを決

めて、その中で、市町村が今回の条例のように管理運営の基準を定めて、町に合った

ような基準を定めて、基準の範囲内で事業主がその町で事業主体となると、市町村が

その基準を満たしていれば事業の認可も、今まで試行の場合は道でやってましたけど、

それも市町村で認可して、事業の運営状況とか实績等も町村の方で確認して、それで

オーケーになれば、事業者が道の方に補助申請するということになりますので、２つ

あった場合は、もちろんそれぞれ申請いただいて、道の方から補助金を受ける形にな

ると思います。 
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○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第７号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７号、新十津川町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

                                     

      ◎議案第８号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第11、議案第８号、新十津川町特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の制定についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

 ９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 第３条に政令で定める額を限度としたということで、保育額

が書かれているのですけれども、新十津川町は以前、国の基準より１つ低いランクの

保育料とっていたことがあったと思うのですよね。今回は、国で定める金額をそのま

んま利用するのか。 

あと、各町村と近隣の町村と比べて、同じくらいというのかな、安くなっていると

か高くなっているとか、そういうような差があればお願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） ただ今の保育料の金額の関係のご質問についてお

答えいたします。保育料につきましては、最初の説明でも申し上げましたとおり、国

の基準を上限というか、基準が階層別に示されておりまして、そこにそれぞれ金額が

示されるのですけれども、それをその国の基準を超えないような中で階層について細

分化して、現在の保育料と同額、変わらない形で保育料を収めていただく形で決定し

ていきます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑は。 

 答弁もれの、後段、はい。 

 答弁お願いします。 
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○保健福祉課長（長谷川雄士君） 近隣と状況はどうかということでございますが、

近隣もそれぞれ確認はしておりませんが、それぞれ条例等で決めていくことになると

思いますので、確認はしてませんが、实際には、近隣の市町村の保育料は、変更にな

らないというふうに聞いております。基準に示す範囲、限度内の中で保育料を同じよ

うになるように定めていくというようなことは聞いております。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 近隣も保育料は変わらないという事ですけど、今まで現在の

差はなかったということでいいですか。新十津川が高かったとか、近隣が安かったと

か、なかったら変わらなかった，ずっと同じだというこでいいのですけども、もし、

現在までで、近隣と町を比べて高いとか低いとかというね、その差というのはあった

のかどうか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） 保育料の近隣との差はどうなのかという質問です

けども、それぞれの市町村で国の示す、今までもそうなのですけども、範囲内で定め

ておりましたので、正直、差はあると思います。 

 本町としましては、国の示す基準の中で細分化とさっきも言いましたように、階層

等を分けて、より今、保育の实施というのですけども、保育の实施にできるように保

護者の負担の方に考慮して、保育料も設定しておりますので、それぞれ調べたわけで

はないので言い方は間違いかもしれませんけれども、決して近隣よりは高い保育料に

はなっていないはずです。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第８号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第８号、新十津川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の保育料に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

                                     

      ◎議案第９号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第12、議案第９号、徳富ダム注水工管理条例の制定に
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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９号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９号、徳富ダム注水工管理条例の制定については、原案のとお

り可決されました。 

                                     

      ◎議案第10号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第13、議案第10号、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につ

いてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第10号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第10号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定については、原案のとおり

可決されました。 

                                     

      ◎議案第11号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第14、議案第11号、教育長の勤務時間、休日、休暇等
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及び職務専念義務の特例に関する条例の制定についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第11号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第11号、教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務専念義務の特

例に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

                                     

      ◎議案第12号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第15、議案第12号、新十津川町行政手続条例の一部改

正についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第12号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第12号、新十津川町行政手続条例の一部改正については、原案の

とおり可決されました。 

                                     

      ◎議案第13号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第16、議案第13号、新十津川町職員の給与に関する条

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。 
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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。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第13号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第13号、新十津川町職員の給与に関する条例の一部改正について

は、原案のとおり可決されました。 

                                     

      ◎議案第14号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第17、議案第14号、新十津川町職員の寒冷地手当に関

する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第14号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第14号、新十津川町職員の寒冷地手当に関する条例の一部改正に

ついては、原案のとおり可決されました。 

                                     

      ◎議案第15号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第18、議案第15号、新十津川町保育園の設置及び管理

に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

 ２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） 先ほどは質問が長くなりまして、すみませんでした。また、
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お願いいたします。 

11条についてなのですが、一時保育の利用料金についてお伺いします。現行では保

護者の方の家庭の状況ですとか、所得の状況によって減免措置がありますが、今回、

この９条以降きちっとこういうふうに一時保育、延長保育が明記されましたので、今

までは、町長は減免措置を行うと書いてありましたが、これからこの条例の制定以降

は、指定管理者がその減免措置をするという事で良いのかどうかという事をお聞きし

ます。 

それに関して、また、保護情報の扱いについてはどのようになるのかという事をお

聞きします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） 保育料の減免という事でよろしいですか。保育料

の減免につきましては、現行どおりひとり親家庭、それから、障害者のいる家庭につ

いて減免、階層別ではありますけどもしますし、それから、災害とか急な看護、所得

関係とか、家庭の事情で町長が認める場合は、減免措置が行うことになります。 

 一時保育の減免につきましても、必要な理由があれば減免の対象になります。 

○議長（長谷川秀樹君） 再度、２番目の質問して下さい。 

○２番（西内陽美君） 質問しなおします。以前はというか、現行は、通常保育も一

時保育の減免も、全部申請は町の方にして、町できちんと所得の状況、家庭環境を把

握をして決められていましたが、今度、改正されますと、通常の保育の分は今までど

おり町が減免措置を行いますが、こちらの11条に定めたように指定管理者がきちんと

決めて、それを町に承認してもらうということになりますと、減免を申請する段階で

一時保育に関しては、部分だけで通常保育は今までと同じで町ですが、一時保育に関

しては、町ではなくて指定管理者の方へ、うちの状況はこうですよという事をお知ら

せをするのですかということをお聞きしたいのです。 

 今までどおり町でするのかということ。そうでなければ、11条のこの文言はちょっ

と整合性が無いなというふうに思うのですが。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

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） 一時保育につきましても、状況の確認は町の方に

行っていただいて、利用料については、指定管理者の方に納めるのは、今までと同じ

ですし、その時に、今まで、これからも、急な時は時間の期間もあるのですけれども、

事前に登録していただいて、一時保育を認めるかどうかということになりますね。そ

れも、町の方に登録の関係の申し出もしてもらうことになります。利用料については、

その实績において、指定管理者の方が収納する形になります。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。今の答弁で。 

○２番（西内陽美君） 今までどおり一時保育も、延長保育も、指定管理者の方へ許

可をというか、申請をするのでなくて、町の方に申請するということでよろしいです

か。 
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○保健福祉課長（長谷川雄士君） はい。 

○２番（西内陽美君） それともう１点ですけども、期間ですが、傷病や災害に関し

ては今は１か月の一時保育で、例えば、ストレスですとかという時には２週間ですが、

そういった期間に関しての変更も無いという事でよろしいですか。 

○議長（長谷川秀樹君） はい、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） 一時保育等の期間の変更もありません。 

○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。 

○３番（青田良一君） お尋ねします。保育園というのは、働く人たちにとって大変

重要な施設だと思います。今日の読売新聞の社説に書いてあった件なんですけども、

国が進めている、子育て支援の絡みの中で、保育士が不足になるのだというふうな記

事が載ってございました。 

 本町におきましては、定員80名の保育園が満員になるような状況にはなっておりま

せんので、そういった意味では受け入れる余裕はあるのかなと思うのですけれども、

今回の条例の一部改正で、保育の標準時間や保育の保育時間というようなことで、時

間が変更になってきてますけども、これに伴う人員の配置といいますか、そういった

部分に関しては、現行どおりの標準の数で賄うという事になっているのかどうかが１

点お聞きしたいと思います。 

 併せまして、保育士の不足という部分について懸念されている内容は、やはり低賃

金なんだそうでございます。子供の面倒を見るというのは、そうそう簡単なことでは

なくて、その激務、あるいは長時間勤務に耐えられなくて、どんどん、どんどん離れ

ていくというふうな要因があるそうでございます。 

従いまして、こういった中で勤務時間が長くなったり、一定の人数に応じた加配が

されなかったりすると、本町でも起こりうるような問題になってきて、实際には、預

ける方々に対してご迷惑がかかるというふうな状況になったら大変なことになります

ので、その辺について、担当課長としてのお話を聞きたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） ただ今の新制度の移行に対する保育士の関係につ

いてのご質問ですけども、子ども・子育て新支援制度に移行しまして、標準時間とい

う１日11時間というのと、おっしゃるとおり８時間という２種類、８時間の方が新設

になりました。現在の現行の基準といいますか、それも、概ね11時間というような形

の中で、本町の新十津川保育園については、10時間30分で運営しておりまして、４月

から11時間に変わるというのが変更として、ほとんどこれくらいしかないかなという

くらいの変更点です。 

 今までも保育士につきましては、国の最低基準をもちろんクリアーして、定員实は

90人なのですけれども、定員の中で十分な理由のある形で、うちの新十津川保育園に

ついては、保育士の配置をして運営しておりますし、退勤時間が30分増えたことに対
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して、それが、保育士の人数に影響するような形ではなくて、もともと十分に足りて

いるというような形で行っております。 

 それと、おっしゃるとおり、全国的に保育士、福祉関係の職員全般に言えると思い

ますけども、保育士が不足しているということで、その要因が、低賃金等の処遇の関

係にあるというふうに言われておりますが、本町の新十津川保育園にあっては、实際

のぞれぞれの賃金というのは、その事業主の方で決めるのですけども、そういうよう

な賃金不足で保育士、職員を配置できないようなことにならないような委託料は十分

支出している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。 

 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第15号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第15号、新十津川町保育園の設置及び管理に関する条例の一部改

正については、原案のとおり可決されました。 

                                     

      ◎議案第16号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第19、議案第16号、新十津川町農業委員会の事務処理

に関する手数料徴収条例の一部改正についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

 ２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） 別表の中でお聞きします。公募、公文書図面等の交付の手数

料の額なのですが、現行は１枚につき400円という規定なのですが、今後は１件につき

というふうになってますので、例えば、図面なんかでも複数枚とられた場合も、１件

400円というふうに算定してよろしいですか。お願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（小林 透君） それでは、ご答弁申し上げます。１件につき

というのは、申請が１件につき400円ということでございます。ですので、その申請書

が求めるものが１件ということでございますので、例えば、今、言われました図面等

であれば図面等、それに相当するものを請求した時に１件というようなことになりま
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す。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第16号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第16号、新十津川町農業委員会の事務処理に関する手数料徴収条

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17号の質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第20、議案第17号、新十津川町英語指導助手の設置に

関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第17号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第17号、新十津川町英語指導助手の設置に関する条例の一部改正

についてついては、原案のとおり可決されました。 

ここで、午後１時まで休憩いたします。 

（午後０時01分） 

                                     

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 



- 120 - 

（午後１時00分） 

○議長（長谷川秀樹君） これより、新年度予算の審議に入りますが、最初に審議の

方法について、ご連絡申し上げます。 

まず第１点目として、歳出は所管の管理職から説明をしていただき、審議に関する

課にあっては主査職以上が議場に入場していただいて結構です。審議に関係のない管

理職においては、明日からの予算審議の間、各職場で待機をしていただきたいと思い

ます。 

第２点目、特定財源に計上されている歳入については、すべて所管する管理職から

その都度説明を願うことといたしますので、よろしくお願いをいたします。 

最後に、議員各位にはすでにご承知のことと存じますが、発言される場合、順を追

って明快に質問をいただき進めていきたいと思いますので、その点をお含みの上、よ

ろしくお願いをいたします。 

予算審議の連絡は以上でございます。  

                                     

 ◎議案第18号の説明、質疑 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第21、議案第18号、平成27年度新十津川町一般会計予

算を議題といたします。 

それでは１款議会費から審議に入ります。１項１目議会費の説明を求めます。 

 議会事務局長。 

〔議会事務局長 髙宮正人君登壇〕 

○議会事務局長（髙宮正人君） ただ今、ご指示をいただきましたので、議会費につ

いてご説明申し上げます。予算書76ページから79ページをお開きいただきたいと思い

ます。 

 １款１項１目議会費。本年度予算額5,606万円、前年度予算額5,299万７千円、比較

で306万３千円の増でございます。増額となった主な理由は、期末手当および共済費の

増によるものでございます。財源の内訳はすべて一般財源でございます。 

 事業内容について、説明欄に基づきご説明申し上げます。１、議会議員人件費5,216

万９千円。これにつきましては、議員11名の報酬、期末手当、共済費でございます。

内容といたしましては、11人の議員に対する報酬として2,688万円、期末手当として

4.05ヶ月分、907万２千円、共済費として1,621万７千円となってございます。前年度

と比較して306万３千円の増額となったのは、期末手当の月数が0.15ヶ月分増えたこと。

議員共済費の負担率が100分の52.8から、100分の63.7になったことによるものであり

ます。給与費の明細につきましては、予算書の186ページに記載しておりますのでお目

通しをお願いいたします。 

 続きまして、２、議会活動運営事業318万５千円でございますが、これは定例会等に

伴う費用弁償、臨時職員の賃金、議長交際費、バス賃借料、空知町村議会議長会の負

担金等でございます。前年度比３万９千円の増額となっておりますが、旅費の精査、

バス賃借料の増額等によるものでございます。なお負担金につきましては、空知町村

議会議長会負担金31万５千円のほか、諸会議負担金を計上いたしております。 

 続きまして、３、議会要望事業18万７千円でございますが、空知町村議会等の中央
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要望に要する旅費及び負担金でございます。前年度比10万７千円の減ですが、空知町

村議町会の中央要望实行運動の随行職員の旅費等を減額したことによるものでござい

ます。 

 続きまして、４番議会広報発行経費43万７千円でございますが、年４回の議会広報

の発行に要する経費でございます。前年度比２万円の減ですが、発行ページ数の見直

しによるものでございます。議会だより１ページ当たりの単価を8,964円とし、４回の

発行で44ページ分を見込んでおります。 

 続きまして、５番、議会議員改選事務８万２千円でございますが、北海道町村議会

議長会主催によります新任議員研修の費用弁償のほか、議場札及び出欠プレートの書

換え手数料等でございます。 

 以上で、１款１項１目議会費の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いい

たします。 

○議長（長谷川秀樹君） １目議会費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

 ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 私たちの任期も４年目を迎えまして、この議会をもちまして

最後となります。それで私たちにとっては最後の予算ということなので、予算の内容

も含めまして、あるいは今、担当している課長さん方のそれぞれの課の課題について

も、予算に反映されていない面から、もうちょっと何点かお聞きをしたいなと思いま

すので、髙宮事務局長の方にもお答えいただきたいなと思っております。 

ひとつはこういった形で例年と同じ予算計上をされております。ありがたいことに

年数回の研修にも派遣をさせていただきまして、議員としての資質向上等に十分役立

つような形での内容となっております。こういったことは、今後も続けていただきた

いと、私は思います。と同時に議員という仕事を通しまして、これだけでは到底足り

ないんだというふうに自覚をいたしております。やはり自分の务っている部分につい

て、自発的にでも研修をするような行為が行われるべきであろうというふうに考えま

す。したがいまして、ここで政治活動費等について改めて要求するわけではございま

せんけれども、今般から、27年度からですが、そういった部分について研修の機会等

について、さらに充实をさせていただけるというような背景を作っていただいたこと

に、この場をお借りして改めて感謝を申し上げたいなと思います。 

そこで、その研修の部分は、そういう形で大変結構だと思いますけれども、实は私

この議会議員に出馬をさせていただくに当たり、議会を変えていきたいんだというこ

とを支援者の方々にお約束をさせていただいて、そして当選をさせていただきました。

そこで、４年間の成果を自分なりに今回、分析をさせていただきました。１年間４回

の定例会がございます。４年間で16回ということになります。その中で調べてみまし

たけれど、この16回のうち10回以上一般質問をした方が、11人の中で３人しかおりま

せん。ほとんどがあと10回以下という形でございます。議会という場所は、やはり議

論を通じて住民の思い等をきちっと伝えていくという場であろうと思います。そのた

めに議員がいるのだという私は自覚を持っているところなんですけれども、こういっ

たその回数等を他町村と比較しても決して多くはございません。私たちの任期がこれ
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で終わりますけれども、やはり議会の活性化という観点から行きますと、この辺につ

いて何とか改善をしていただいて、やはり町政を執行する側と議会側と、いわゆる活

発な議論を通じまして、町の発展につなげていけるということが望ましい議会制民主

主義、二元代表制の形であろうかなというふうに思います。 

そういったことにつきまして、数年間議会事務局長さんをお務めいただきました局

長さんに、こういった議論の場を活性化するための方策等について、やはり必要な研

修なり資質の向上を図っていくような活動を何とか次回から展開していただきたい。

すなわち27年度からそういうことに向かって实現できるように、方策を講じていただ

きたいというお願いを申し上げたいなと思います。あわせまして、議員として委員会

等いろいろな組織がございますので、そちらの方の問題でもあろうかなと思いますが、

そちらの方はそちらの方で、議員同士、やはりまた話し合いを展開しながら進めて行

きたいなと思いますので、と私は思っておりますので、その点も含めましてお考えを

お聞かせいただければありがたいなと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

議会事務局長。 

○議会事務局長（髙宮正人君） それでは私の方から答弁申し上げますが、なかなか

事務局長という立場で議員の皆さん方の活動に口を出すのは、なかなかおこがましい

ことかなという感じもいたしますが、いずれにいたしましても、前に私、申し上げた

とおり、議員活動は数量的なところで判断されるものではなく、中身の活動で評価さ

れるべきだと思っておりますので、今ほど青田議員が言われましたように、研修等の

機会を通じて、議員の皆さんのいろいろなところで知識を習得していただいて、議論

の府でありますから、議会活動の中でいろいろな発言をして、町政の執行にどんどん

寄与していっていただきたいと思います。その中で今年改選期を迎えます。新しい第

18期の町議会議員の皆さんが選ばれますが、そういった新しくなられた方と、また思

いを新たにして、町議会はいかにあるべきかということを折を見て話をしながら、ま

た先ほども申し上げましたように、そういった研修の機会を通じながら、皆さんで力

を合わせて議長を中心とした中で、新十津川の議会はなかなかやるぞというふうな評

価を得られるように取り組んでいきたいと思います。答えになっておりませんが、以

上であります。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、１款１項１目議会費の質疑を終

わります。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費の説明を求めます。 

 総務課長。 

〔総務課長 藤澤敤司君〕 

○総務課長（藤澤敤司君） 議長からご指示をいただきましたので、はじめに、２款

１項１目一般管理費の内容について、ご説明を申し上げます。予算書は80ページから

83ページをご覧願います。 

 本年度予算額3,494万円、前年度予算額3,454万８千円、比較39万２千円の増。財源
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内訳といたしまして、国道支出金が１万７千円、その他財源で100万２千円、一般財源

3,392万１千円でございます。 

 特定財源の内容を申し上げます。国からの自衛隊募集事務市町村委託金が１万７千

円。以下はその他財源で、開町記念式合同懇親会負担金は１人１千円で17万円、生命

保険取扱手数料は保険料を給与等から引き去る際の手数料でありまして31万５千円、

まちづくり・人づくり推進交付金の42万７千円は、全国自治協会から北海道町村会を

通じて交付されるものです。研修受講助成金の９万円は、市町村アカデミー等への研

修派遣に対する北海道振興協会からの助成を３件分見込んでおります。 

 次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。 

 １番の総務事務801万７千円は、総務課及び会計課の臨時事務職員と臨時運転手の賃

金、社会保険料、職員の普通旅費等が主な内容でございます。 

 ４番の变勲等事務71万円は、春、秋の褒章变勲を受賞された方と特別变勲を受賞さ

れた方への記念品、それから東京での授与式への出席負担金について、６名分を見込

みました。 

５番の規程審査事務590万円は、法令集の追録代ほか書籍代と、町条例等の電子化に

伴う例規システム利用料295万６千円に加えまして、マイナンバー制度導入による例規

整備、それから行政不服審査制度の改正による関連例規の整備を一部委託するための

手数料270万円を計上いたしました。 

 ６番の町政渉外事務は、前年と同額で、理事者の普通旅費120万円と町長交際費195

万円であります。 

 ７番の職員健康診断事業247万８千円につきましては、30歳以上の職員83名分の総合

検診とその他のオプション検査、30歳未満の成人病検診は21名分、さらに産業医の委

託料等であります。 

 次に10番の職員研修事業501万６千円でございますが、自治大学校、市町村アカデミ

ー等への指定研修で７名分。札幌での北海道研修センター派遣と、北海道町村会主催

の研修などに21名。専門知識習得のための自主研修が10名。昨年再開いたしました海

外研修に１名。スキルアップ研修に14名、母村親善訪問研修３名分の研修旅費でござ

います。また、雤竜町と合同で实施しております、全職員を対象とする研修での講師

招聘経費も計上いたしております。 

 11番の功労者等表彰事業95万７千円は、特別功労者と一般功労者で９名、88歳を対

象としております永住表彰者で27名の顕彰に係る経費を計上いたしました。 

 次に、12番の開町記念式開催事業113万４千円でありますが、125周年を迎える開町

記念式典に、例年どおり、十津川村長をはじめ多くのご来賓をお招きして、町を挙げ

て祝う形で執行いたしたく計画しております。 

 13番以降につきましては、例年と同様の事業や各種団体への負担金等でありますの

で、説明を省略させていただきます。 

 以上、一般管理費の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し

上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目一般管理費の説明が終わりましたので、質疑に入りま

す。 
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 質疑のある方は発言願います。 

 ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 先ほど髙宮さんの方から人事異動の紙を見せていただきまし

た。新しい職員がまた増えるようでございますけれども、ようやく何といいますか、

うちの町もそういった意味で若い人が入ってくると、人事の年齢的なバランスもだん

だん良くなってくるのかなというような感じがします。そこで問題になっていること

として、非常に公務員の方々の、うちの町だけでない話なんですけれども、いわゆる

その精神的な部分の中でリタイアを余儀なくされるといいますか、という方がかなり

増えているというふうなことでの論評が出てございます。その要因は結局そのある意

味での長時間労働とか、人間関係の中でというふうな、耐えられない部分があってみ

たいなことを書いてあるところもございます。福島とかあちらの方のああいう特別な

状況があった場合については、また、今までにない新たな仕事が発生しているという

ふうな形の中で、精神的に追い詰められてというふうな方もいらっしゃると思います

けれども、そこでその職員の検診体制の部分について、今、言ったようにその従来の

内科等だけではなくて、いわゆるその今時考えるのであれば精神的な部分といいます

か、安定しているかどうかみたいなものも含めて、これからは検査の対象にしていか

なかったらならないのではないかなというふうに思うわけでございます。なかなかそ

の早期発見につながらない場合に、後の治療が長引いてくるというふうな形の中で、

戦力的にもそういったことになるとマイナスになりますから、是非そういう部分につ

きましても、今後検診の内容として考えていっていただきたいなというお願いと同時

に、この中にそういうものが入っているかどうかということについての確認をさせて

いただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

総務課長。 

○総務課長（藤澤敤司君） 今ほど職員健康診断事業の中でご説明申し上げましたと

おり、総合検診そのものにはそのメンタル的なものというのは特別入ってございませ

んが、その際オプションで個人的にその検診センター等で受ける形にはなってござい

ます。あわせまして産業医というのを本町で委託しておりますので、何らかのそうい

った症状もしくは心配事も含めて、あった場合には必ずそういった形で受診できる体

制は整えておりますので、そういった部分については、発生の時には対応できるとい

うふうに考えてございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

 ５番、笹木正文君。 

○５番（笹木正文君） ちょっと簡単に質問しますので、10番の職員研修事業の中で

聞き違いでないけど、海外研修とかというような感じで聞こえたのですけれども、ち

ょっと内容についてよくわからないのと、どれくらい、来年からなのか、過去にいろ

いろやったのか、その辺の内容もちょっと教えてください。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（藤澤敤司君） 説明の中で昨年と申し上げましたが、正確に言うと平成
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26年度、本年度から再開させていただいています。昨年の予算審査特別委員会の中で

も説明させていただきましたが、市町村振興協会が主催する職員を対象とした海外の

研修に応募いたしまして、本年度は１名参加させていただいております。経費につき

ましては、振興協会主催ということで３分の２程度、４分の３程度でしょうか、振興

協会で出していただきますので、町の負担はかなり安価で行けるということで、来年

度もそういった形で予算計上させていただいているということでございます。詳細の

中身につきましては、コースが本年度はヨーロッパ方面だったのですが、次年度はま

だ詳細の計画が出ておりませんので、それに沿った中で研修を希望するものにさせた

いなというふうに考えております。 

○議長（長谷川秀樹君） ７番、長名實君。 

○７番（長名 實君） 16番の母県・母村等自治交流事業ということでお伺いします

が、ここに自治交流ということが書いてあるので、その中身なんですが、我が町ある

いは母村との交流、いろんな団体、いろんなグループがたくさんある、毎年あるわけ

なんですが、この交流事業130万円の中身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。 

 総務課長。 

○総務課長（藤澤敤司君） 定例的に行っておりますのは、本町の開町記念日に母村

からお越しいただく際の経費、それから反対に母村であります水害慰霊祭に本町から

出向いて参列させていただく経費を毎年その分、こちらの方から支出させていただい

ております。これ以外に、議員さんおっしゃったとおり各種団体等で母村に出向くケ

ースの場合のいささかの支援経費、それから母村の方からこちらにお越しいただいた

ときの受け入れ経費、こういったものを計上してございます。青年等で別途計上して

いる経費につきましては、こちらではなく別なところでの経費計上となっております

ので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございますか。 

〔「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、２款１項１目の質疑を終わりま

す。 

 ２款１項２目財政管理費、３目財産管理費の説明を求めます。 

 総務課長。 

〔総務課長 藤澤敤司君登壇〕 

○総務課長（藤澤敤司君） それでは２目財政管理費の内容について、ご説明を申し

上げます。予算書は、82ページ、83ページとなります。 

 本年度予算額223万７千円、前年度予算額224万２千円、比較で５千円の減。財源は

すべて一般財源でございます。 

 主な経費別の事業概要を申し上げます。３番の財務会計管理事務204万８千円でござ

いますが、財務会計システムの利用料でありまして、クラウド型システムの利用料で

あります。 

 次に、３目財産管理費の内容について、ご説明を申し上げます。予算書は、82ペー

ジから85ページでございます。 
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 本年度予算額7,525万８千円、前年度予算額１億8,783万７千円、比較で１億1,257万

９千円の減でございます。減額の要因は、前年計上いたした公共施設整備基金への積

立てを未計上としたことによるものであります。財源の内訳ですが、その他特定財源

で1,035万９千円、一般財源が6,489万９千円でございます。 

 続いて、特定財源の内容を申し上げます。その他財源のうち、主なもののみ申し上

げます。その他町有住宅等貸付料は751万３千円でありますが、詳細につきましては歳

入の説明の際に申し上げます。公共施設整備基金預金利子は0.2パーセントの利率で見

込んでおり、263万５千円としております。自動販売機設置使用料、電話使用料、コピ

ー使用料等は、实績に沿ってそれぞれ計上いたしました。 

 次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。 

 １番の庁舎管理事務2,254万２千円は、役場庁舎の清掃、機械警備、管理業務等の施

設管理委託料、燃料費、電気料などの経費でございます。 

 ２番の普通財産管理事務842万２千円でございますが、主な内訳として、旧吉野公園

のポンプ場上屋解体経費など不要物件の除去で176万１千円を計上いたしました。また、

平成28年度以降に新公会計制度や公共施設マネジメントで必要となる固定資産台帳の

データ整備委託料として478万６千円。このほか例年どおり、町有地の草刈り委託料、

町有施設の除雪経費等、通常の財産管理に必要な経費を計上いたしております。 

 ３番の各施設共通管理事務1,548万１千円ですが、共通管理経費として、電気工作物

の保安管理、定期清掃業務、浄化槽清掃と点検、機械警備の委託などで1,017万４千円、

火災と損害賠償の保険料が409万円でございます。 

 次に５番の自動車管理事務523万３千円は、総務課が管理する車両17台に係る経費で、

タイヤなどの消耗品で51万９千円。このほか車検手数料、損害保険料、燃料費等の経

費を計上いたしております。また、納車後14年を経過いたしました町長車については、

備荒資金組合の制度を利用して更新することといたしております。７ページの第２表

に債務負担行為というのが、表がございますが、そちらで記載のとおり、平成31年ま

での５年間、0.2パーセントの借入れ利率で償還する予定といたしておりまして、初年

度の本年は利息分のみ計上いたしました。 

 ６番の電子機器管理事務1,266万９千円ですが、統合型地理情報システムをクラウド

型で更新する委託料で567万円。ネットワークセキュリティ上必要なウィルス対策のラ

イセンス更新経費などを計上いたしました。また、経常的な経費として、ＬＧＷＡＮ

や地理情報システムの保守業務、光通信回線使用料等が主なものでございます。 

 ７番の庁用管理事務737万８千円につきましては、庁舎内の共通事務用品の購入296

万円、印刷に使用する複合機の借上料で275万３千円を計上いたしました。また、事務

用備品では、多機能電話機10台と事務用イス10脚を更新する経費を計上いたしており

ます。 

 以上、財政管理費及び財産管理費の内容説明とさせていただきます。よろしくご審

議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ２目財政管理費、３目財産管理費の説明が終わりましたの

で、質疑に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 
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 ７番、長名實君。 

○７番（長名 實君） ５番についてお伺いいたします。聞き違いかなとも思うので

すが、町長車を新しくするというお話だったかなと思いますが、この金額では全然そ

ういう話にならないので、聞き違いだったのか、もう一度お願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（藤澤敤司君） 債務負担行為の表で記載のとおりと申し上げましたけれ

ども、備荒資金組合の制度、要するに借り上げて５年間でそれを返済していくという

制度を活用いたしまして、購入したいとするものでございます。そこに債務負担行為

の表に670万円と書いていますが、これは利息分も含めた５年間での返済相当額の上限

というふうにご理解いただきたいと思います。初年度は借り入れ利息、金利のみとい

うことでございますので、27年度は金利のみの返済、28年度以降本体の、いわゆる返

済ということで計上させていただく予定となっております。 

○議長（長谷川秀樹君） ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 考え方を確認させていただきたいのですけれども、これまで

町のというよりも、全国的に自治体の運営が大変で、例えば消耗品なんかも、地元に

業者さんがいても入札を行ってそちらの方から安い方を買うと、これは競争原理にあ

っているかなというふうな部分はありますけれども、一方ではそういうその地元にあ

る中小の零細なところは、どうやってもそういう大手には太刀打ちできないわけであ

りまして、そういったものが今度経営に影響してくるというふうな事態も生じている

ということが、これもあの国会で論戦になっておりまして、そういうことを度外視し

てでも、やはり地元の業者を育成するような方策を自治体は考えるべきではないかと

いうふうなことで、やりとりが行われております。そこで今般も全部の科目に消耗品

等の購入経費がのっておりますけれども、基本的な考え方といたしまして、この27年

度につきまして、こういった消耗品等につきましてどういった考え方で購入を図って

いくのか、一定の基準等があればご紹介いただきたいなと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

総務課長。 

○総務課長（藤澤敤司君） 一定の基準というのは、町財務規則に沿った形でのルー

ルに則って発注というのは現在もしておりますし、これからもそういう形になろうか

と思います。ただ消耗品等になると、やはりそこに満たない尐額のものも多数あるわ

けでございまして、いま３番議員さんがおっしゃったように、単なる数字の比較、見

積価格だけの比較でいくとやはり広範囲にわたって事業を展開している大手の事業者

にかなわないと考えています。今までもそうでしたし、これからもこうあるべきだろ

うと思いますが、やはり指名競争入札でない限りは、やはり地元優先とした形の中で

一定の考え方の中で、それぞれ発注しなければならないと思います。ただやはり１社

への随意契約といいますか、発注となるとやはり競争原理という意味ではふさわしく

ないと思いますので、それは一定のルールの中で町内業者もしくは町に関係のある事

業者等を指名した中での見積り合わせ、入札等が執行されていくべきであろうという

ふうに考えています。 
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○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、２款１項２目財政管理費、３目

財産管理費の質疑を終わります。 

 次に、２款１項４目文書広報費、５目企画費の説明を求めます。 

総務課長。 

〔総務課長 藤澤敤司君登壇〕 

○総務課長（藤澤敤司君） ４目文書広報費の内容について、ご説明を申し上げます。

予算書は、84ページから87ページとなります。 

 本年度予算額562万５千円、前年度予算額457万５千円、比較で105万円の増でござい

ます。財源内訳でございますが、その他財源８万８千円、一般財源553万７千円でござ

います。 

 特定財源の内訳を申し上げます。いずれもその他財源でありますが、町広報購読料

４万８千円は、望郷会関係者など50件、１部80円で計上いたしております。町広報広

告掲載料は２件分で１万円、ホームページ広告掲載料は３万円を見込みました。 

 主な経費別の事業概要を申し上げます。 

 １番の広報誌発行事業277万８千円でありますが、毎月発行する広報しんとつかわの

データ編集作業に加えまして、印刷代、配送料までを含めて１ページ当りの単価、

8,300円で計上し、3,100部で258万２千円を見込んでおります。そのほかに郵券料、広

告料、消耗品費等でございます 

 ２番のまちづくり読本作成事業191万２千円ですが、毎年、予算と決算について町の

財政内容を詳しく住民の皆さまにお知らせしております。本年度は、予算版の発刉を

６月定例会後に予定しておりまして、28年度予算版及び26年度決算版と合わせて、都

合３回、各2,800部を作成する経費を計上いたしました。 

 次に、３番のインターネット・ホームページ運営事業91万８千円ですが、現在のシ

ステムはクラウド型で管理しておりますので、そのサーバー及びシステムの利用料と

保守料、さらには新規ページ作成に係る作業の一部を外注するための手数料を計上い

たしました。 

 次に、５目企画費の内容について、ご説明を申し上げます。予算書は、86、87ペー

ジでございます。 

 本年度予算額7,612万３千円、前年度予算額5,940万９千円、比較で1,671万４千円の

増でございます。増額の主な要因は、定住促進対策事業の対象者数の増であります。

財源の内訳ですが、国道支出金が６万円、その他特定財源12万２千円、一般財源が

7,594万１千円でございます。特定財源は、国土利用計画法に基づく、北海道からの土

地利用規制等対策事業交付金が６万円でございます。ふるさと応援基金繰入金12万２

千円は、使途指定のあった寄附金を事業に活用するものであります。 

 次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。 

 ４番の総合行政審議会運営事業140万４千円でありますが、14名の委員の報酬と費用

弁償を計上いたしました。総合行政審議会は、総務部会と住民生活部会の２部会制に

分かれ、行政評価の外部評価ですとか、福祉、環境施策などの審議を行っております。
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昨年11月に改選され14名の審議委員で構成されましたので、全体会議１回、それから

部会13回の会議を見込んで計上させていただいております。 

５番の地域公共交通確保事業1,735万５千円につきましては、活性化協議会の開催経

費と乗合タクシー及び中央バスの運行負担金でございます。この内訳ですけれども、

活性化協議会への負担金が23万３千円、乗合タクシーと乗合ワゴン車の２路線での運

行負担で574万２千円。中央バスへの負担金としてＪＲ代替２路線分で538万円、ふる

さと公園線の運行維持負担分として600万円を計上いたしました。 

 ６番の定住促進対策事業5,490万円でありますが、人口減尐の抑制と併せて地域経済

に活力を与えるため昨年から制度化したもので、平成28年度までの３年間、新築住

宅・中古住宅の取得者に対して助成するものでございます。今年度は２年目となりま

して、各種媒体で近隣市町へのＰＲも行ってきたことから、その効果を見込んで、新

築住宅で23棟分、中古住宅で７棟分を計上いたしました。また、中学生までのお子さ

んがいる場合に交付するふれあい商品券ですが、こちらは60名分を計上いたしており

ます。 

 ７番の終着駅しんとつかわ利用促進事業12万２千円につきましては、昨年に引き続

きふるさと応援寄附金を活用して、町の観光振興に繋げるため、札幌駅にイベントポ

スターを掲示する経費に活用することといたしました。 

 ８番から12番は、例年どおりの各団体に対する負担金でございますので、省略させ

ていただきます。 

 13番は、吉野地区の難視聴地域の共同受信施設にＮＨＫが光ケーブルを整備する事

業に対し、受益者負担が生じるため、その一部を支援するものでございます。 

 以上、文書広報費及び企画費の内容説明とさせていただきます。よろしくご審議く

ださいますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ４目文書広報費、５目企画費の説明が終わりましたので、

質疑に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

 10番、西永勝治君。 

○10番（西永勝治君） 13番の吉野地区のテレビの共聴施設の補助金ということでご

ざいますけれども、全体の経費がいくらで、地元の方がいくら負担して、そのうち町

がいくらなのかという概算がわかれば教えていただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

総務課長。 

○総務課長（藤澤敤司君） 全体事業費で約130万円ほどになります。１戸当たりの改

修費用が６万4,800円というふうに負担を求められますので、町はそのうち３万円を助

成したいという内容でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

 ８番、後木幸里君。 

○８番（後木幸里君） ５番の地域交通確保事業ということですが、その下の７番と

も多尐関連があるかと思うのですが、中央病院に足の不自由な方も大分役場の停留所

からだと思うのですが、歩いてくる人がかなりいるのですね。そういう人の希望とし
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て、中央病院前あるいは新十津川駅のところに中央バスの停留所を設けてもらえない

ものかという話もだいぶ聞きますので、もし検討してできるものであればそういう形

になってくれれば、利用者のためになっていくのではないかなという気がしています。

そしてあの終着駅に１日に３便ですか、来るのですが、折り返し帰る方もいますが、

滝川方面へ向かって行きたい方が、たまたまあの辺に私いるものですから、停留所を

よく聞かれます。そんなことも考え合わせると、中央病院前に停留所があった方が非

常に便利ではないかなというふうに思いますので、検討を願いたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

総務課長。 

○総務課長（藤澤敤司君） はい、今のご質疑ですが、駅前といいますか、中央病院

前といいますか、そちらを通る経路につきましては、現在中央バスの運行しているの

は浦臼方面へ行くバス、それから上総進方面に行くバスの２路線が可能かと思われま

す。ただこれは中央バスさんのやはり運行の計画というものがありましょうし、陸運

局等の許可も必要になろうかと思いますので、軽々にこの場でお答えするにはいきま

せんけれども、やはりルートを変えるとなると相当ないろいろな通らない場所も出て

きますし、その分余分にかかるというようなこともあって、なかなかバス事業者とし

ては簡単に、はいわかりましたということにはならないかと思いますが、内容として

は理解いたしましたので、何かの機会に中央バスの方にそういった声があるというこ

とはお伝えしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） お願いします。ここに書かれていないのですけれども、多分、

企画費の中で仕事は進んでくるだろうと思いますけれども、今、石破大臣が、今は参

議院ですか、この前は衆議院でやりとりやっていましたけれども、地方創世に向かっ

て地方はユニークなその計画書を作っていただきたいんだと。それには人も派遣する

し、金も出しますよというようなことも付け加えながら議論を進めているようでござ

いますけれども、この企画費の中で一切そういうものが見られないわけなんですけれ

ども、その計画が補正予算ではその方向についての予算が付きましたけれども、27年

度の部分についてはどういうふうにして計画が作られていくのかということと、その

中身をよく見てみますと、国の意向としては是非住民の声をしっかり取り入れて作っ

ていただきたいんだというふうなことをおっしゃっております。そうしますと、いわ

ゆるその総合行政審議会あたりがそういった機能を担っていくというふうなことに、

うちの町で言えばなろうかなというふうに予想されるわけですけれども、先ほどの開

催される回数等を鑑みまして、こういった予算内容でその計画が企画というか、総務

課の中で作られていくとすれば、対応できるのかどうか、あわせてお伺いしたいと思

います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

総務課長。 

○総務課長（藤澤敤司君） 地方版総合戦略につきましては、今、３番議員さんがお

っしゃったとおりでございまして、企画調整グループが主になって27年度に編成して
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いくという形を考えてございます。経費につきましては、人口推計等のビジョンも示

さなくてはいけないということから、一定程度その分は各自治体１千万円という中で、

今回の交付金の中に含まれているという形で、国からは地方に金を渡しているのはそ

ういう言い方だと思うのですが、来ているのは事实でございます。ただ本町はそうい

った形のものを事業の方に使って、計画の方には自前でやっていこうという考え方で

現在おります。総務省の方からも一定程度の人口推計シート的なものの資料をいただ

いておりますので、現在のところこれで行けるであろうという考え方はしております。

ただ、もしかすると、これから２か月間の間にいろいろな事業展開が変わっていって

難しい場合は、やはり外注せざるを得ないという形になった場合には、６月の補正に

そういった経費も見させていただくというようなことがあるかもしれません。議論の

関係につきましては、議員さんおっしゃったとおり総合行政審議会を中心に、住民の

方の声ということでは区長連絡会議もございますので、そういった中でいろいろな声

を確認しながら進めていきたいと思いますし、もちろん議会の方の議論というのは必

要になってまいりますので、適宜委員会、本会議を通じてそういった形の情報等を交

換しながら、計画を詰めて行ければなというふうには考えております。ただ経費的に

は現在のところは、総合行政審議会の委員の皆様方の報酬、費用弁償等の経費しか計

上していないというのは事实でございますので、この中の範囲でやれる分で考えてい

きたいと思いますし、仮に不足であればまた補正予算の中で提案したいなというふう

に考えております。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

 ９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） ７番の定住促進対策事業なんですけれども、先ほど26年度の

若年層の人口流入の経費１千万円ありましたよね、それと5,400万円の中身は別会計と

いうふうに、人口流失のあれで入っているというふうに見ていっていいのですか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（藤澤敤司君） 事業名が違うので疑問に思うのももっともかと思います

が、26年度の補正に上げさせていただきましたのは、先ほどもお答えしたとおり国の

交付金の事業が追加事業でなければ対象とならないということから、ああいった名称

にさせていただいておりますが、中身は一緒でございますとお答えしたとおりでござ

いますので、27年度のこの予算は26年度同様の定住促進のための経費でございます。

内容的には200万円、70万円云々というのは、まったく同じというふうに考えていただ

ければと思います。26年度の分は補正しましたが繰り越しますので、27年の中で先ほ

ど補正議決いただいた内容と、この予算を合算したものということで、内数ではござ

いませんので、最大ここまで見込んでいるということでご理解いただければと思いま

す。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、２款１項４目文書広報費、５目

企画費の質疑を終わります。 
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 次に、２款１項６目交通安全対策費の説明を求めます。 

 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） それでは、２款１項６目交通安全対策費について、予

算内容をご説明申し上げます。予算書86ページから89ページをお開きください。 

交通安全対策費。本年度予算額817万９千円、前年度予算額6,078万７千円、比較

5,260万８千円の減額となります。財源内訳ですが、その他財源で、中空知交通災害共

済事務交付金10万円、交通安全指導員被服購入助成金４万５千円。一般財源は803万４

千円でございます。前年度比較で、5,260万８千円の減額となっております主な要因は、

中央地区市街街路灯更新事業が完了したことによる減額分及び交差点照明38基につい

て、道路照明設備の一元化、効率化を図るため、道路管理者が管理することとし、土

木費に所管替えしたためでございます。 

 主な事業をご説明申し上げます。 

１番、交通安全施設整備事業36万４千円につきましては、町道南４号線と西１線交

差点にあります交通安全誘導路面標示が経年により見えづらくなっていることから、

減速表示を更新する経費26万円を計上しております。 

２番、交通安全推進事業172万７千円につきましては、交通安全指導員17名分の報酬

及び街頭指導、イベント支援などに係る活動経費及び交通安全指導員の制服代、交通

指導車の維持管理経費を計上しております。 

３番、中央地区市街街路灯維持管理事業495万７千円につきましては、街路灯268基

の維持管理を行う中央地区市街街路灯管理組合に維持管理経費相当額を負担金として

計上しております。前年度予算と比較いたしますと158万５千円増額となっております

が、電気料の値上げによるものと、昨年街路灯を13基新設したことによる電気料の増

加を見込んでおります。 

４番、新十津川町安全・安心推進協会負担金113万１千円につきましては、新十津川

町安全で安心なまちづくり条例の理念に基づき、交通安全活動と防犯活動を推進して

おります新十津川町安全・安心推進協会に対する負担金を計上しております。 

以上が、６目交通安全対策費の予算内容でございます。よろしくご審議たまわりま

すようお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） ６目交通安全対策費の説明が終わりましたので、質疑に入

ります。 

質疑のある方は発言願います。 

〔「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、２款１項６目交通安全対策費の

質疑を終わります。 

２款１項７目町有林造成管理費の説明を求めます。 

産業振興課長。 

〔産業振興課長 小林 透君登壇〕 

○産業振興課長（小林 透君） それでは２款１項７目町有林造成管理費についてご

説明を申し上げます。予算書は88ページから91ページでございます。 
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 本年度予算額409万８千円、前年度予算額633万３千円、比較で223万５千円の減額で

ございます。財源内訳は、国道支出金163万２千円、一般財源246万６千円でございま

す。特定財源は、道補助金で町有林保育保護管理事業補助金163万２千円でございます

が、これは幌加町有林等の補植や下刈等に対する補助金でございまして、補助率は68

パーセントでございます。 

 町有林の概要をここで申し上げますと、現在1,433ヘクタールを所有してございます。

また管理を、その分で管理をいたしておりまして、人工林率は53.8パーセントでござ

います。このうち781ヘクタールが分収造林契約を締結して实施しているという状況で

ございます。 

次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。 

１番目、町有林保育管理事業407万円につきましては、町有林の補植及び下刈り工事

で170万円と、その苗木代で131万円。創造の森ほか町有林の下刈り等保育管理経費で

64万円が主な内容でございます。 

 ２番目の森林総合研究所分収造林事業２万８千円につきましては、分収造林事業の

推進調整に係る旅費等の事務費でございます。 

以上、町有林造成管理費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

きますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ７目町有林造成管理費の説明が終わりましたので、質疑に

入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

〔「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、２款１項７目町有林造成管理費

の質疑を終わります。 

 ここで２時10分まで休憩いたします。 

（午後１時56分） 

                                     

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後２時10分） 

○議長（長谷川秀樹君） ２款１項８目公平委員会費の説明を求めます。 

 公平委員会書記長。 

〔公平委員会書記長 髙宮正人君〕 

○公平委員会書記長（髙宮正人君） ただ今、ご指示をいただきましたので、公平委

員会費についてご説明申し上げます。予算書は90ページ、91ページをお開きいただき

たいと思います。 

 ２款１項８目公平委員会費。本年度予算額４万６千円、前年度予算額４万６千円、

比較ゼロでございます。財源はすべて一般財源です。 

 この目は公平委員会の運営に要する経費で、公平委員３名の報酬及び費用弁償とし

て４万６千円を計上いたしました。 

 以上、公平委員会費の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） ８目公平委員会費の説明が終わりましたので、質疑に入り
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ます。 

 質疑のある方は発言願います。 

〔「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、２款１項８目公平委員会費の質

疑を終わります。 

 次に、２款１項９目行政区費、10目諸費の説明を求めます。 

 総務課長。 

〔総務課長 藤澤敤司君登壇〕 

○総務課長（藤澤敤司君） ２款１項９目行政区費の内容について、ご説明を申し上

げます。予算書は、90ページから93ページでございます。 

 本年度予算額２億1,765万９千円、前年度予算額7,110万５千円、比較で１億4,655万

４千円の増でございます。主な増額の要因は、行政区自治会館の建替えに要する経費

でございます。 

 財源内訳でございますが、国道支出金で993万９千円、地方債１億8,990万円、その

他財源38万円、一般財源1,744万円でございます。特定財源は、社会資本整備総合交付

金993万９千円で、行政区会館の耐震対応に交付されるものであります。行政区自治会

館整備事業債として、過疎債で１億8,990万円を予定しております。また、徳富区自治

会館維持管理負担金で38万円、これは定額で受けております。 

 次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。 

 １番の行政区運営事業537万６千円につきましては、行政区長11人分、月額２万４千

円の区長報酬で316万８千円、それから行政区への事務取扱交付金216万円が主な内訳

です。 

 ２番の行政区活動支援事業1,183万９千円でございますが、行政区の自主的活動が活

発となり、地域コミュニティの活性化が図られるよう支援するための交付金でありま

して、行政区への交付金の内訳ですが、活動基本事業分として165万４千円、協働事業

分として528万８千円、提案型事業分として253万円、文化づくり事業分及び環境づく

り事業分として、それぞれ110万円を見込みました。また、行政区自治活動に係る研修

会経費として13万３千円を計上しております。 

 ４番の行政区自治会館建替事業１億9,989万４千円ですが、７か所の自治会館を３年

間で計画的に建替えるよう執り進めております。27年度はみどり区及び橋本区の工事

实施と菊水区及び弥生区の实施設計及び地質調査を予定しております。 

 続いて、10目諸費の内容について、ご説明申し上げます。予算書は、92、93ページ

でございます。 

 本年度予算額1,334万４千円、前年度予算額761万７千円、比較572万７千円の増でご

ざいます。財源内訳でございますが、国道支出金５万円、その他財源で491万５千円、

一般財源が837万９千円でございます。 

 特定財源の内訳を申し上げます。国道支出金の５万円は、人権啓発活動委託金で、

法務局からの委託事業分です。その他財源として、財政調整基金、減債基金、地域振

興基金、ふるさと応援基金の４基金の預金利子として291万５千円を計上いたしており

ます。ふるさと応援寄附金は100万円を、総合賠償保険金は１万円を見込みました。ま
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た、公有物件共済金が99万円でございます。 

 次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。 

 １番の町民葬祭事業63万５千円は、葬儀用の灯篭の賃借料と香典をそれぞれ95件分

計上いたしました。 

 ２番の損害賠償事務100万円でありますが、交通事故や、道路管理の過失に伴って相

手方に賠償するものですが、例年と同額で計上いたしております。 

 ３番のふるさと応援寄附金推進事業571万４千円につきましては、昨年からふるさと

応援寄附金に特典を付与することで、納税額の伸びと地場産品のＰＲを図っていこう

とするものです。国でも地方創生の一助として、この制度を推進しており、税控除の

拡大や納税しやすい手続きとするなどの改善が図られました。本町も、今年度以上に

応援をしてもらえるよう特典の見直しなどの改善を予定しております。なお、寄附件

数につきましては1,000件分を見込みました。 

 ５番の税等還付金200万円は、町税の還付や年度を繰り越して精算される国や北海道

補助金の返還に要する経費であります。 

 ６番から９番までの基金積立金は、27年度中の利息相当を基金に積立てるものでご

ざいますが、詳細につきましては歳入で申しあげます。 

 以上、諸費の内容説明を終わらせていただきまして、９目、10目の説明とさせてい

ただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ９目行政区費、10目諸費の説明が終わりましたので、質疑

に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

 ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 91ページのバスの待合所ということなんですけれども、間違

っていたら質問しませんけれども、バス停を新たに作るということもここに含まれて

いるという考え方で話をお聞きしてもよろしいですか。いいですか。わかりました。 

 实はもうバスなんか何年も乗っていないのであれなんですけれども、朝夕方、町中

を歩いてみますと、かなりの人がバスを利用しているというのが目につきます。私、

一番気になるのは、青葉の会館のところで、夕方、農業高校生が人数にして７、８人

だと思うのですけれども、バスを利用されているようでございます。あそこはベンチ

が置いてあるのですけれども、屋根等はないはずなんですよね。今時の子供たちは傘

があるのかないのかわからないのですけれども、雤に濡れたまま立っているのを何回

か見かけますけれども、そういった部分を、どこから来るかによって人数も変わって

くると思うのですけれども、あそこは会館としての敶地があるので、バスの待合所を

そんな立派なものでなくてもいいと思うのですけれども、簡易的なものでも建てるの

は可能かなと思います。併せまして、あそこのバス停留所を朝方青葉区の人たちが、

これも７、８人ですけれども、多分病院だと思いますけれども、利用しているようで

ございます。 

 似たようなことが、菊水の歯医者さんのところにもあるのですけれども、あの通り

にもバス停があるのですけれども、そこも何もない状況なので、朝やっぱり病院に通

う方々が４、５人立っていらっしゃいます。そういったところは敶地がなくて、バス
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停なんかが建たないような状況下にあるのですけれども、私の見る限りではその待合

場所としての、除雪も十分でない点も多々あるような感じがするわけでございます。

待合所のところを誰がどうやって除雪するのかということになると、またこれひとつ

の課題かなと思うのですけれども、やはりそういうことも含めまして、もう一度その

住民が利用するバスの待合所の全体像について把握していただきながら、やはりその

待っている時間帯等について不便のないような配慮を、これからしていっていただけ

たらなと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） まず、とりあえず１個で。答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（藤澤敤司君） バス停じゃなくてバス待合所ということでよろしいです

ね。いわゆる屋根のついた待合所ということでのご質疑かと思います。实は、あのト

ップ方面に走っていたバス路線がなくなった際に、相当数のバス待合所というものが

出てまいりました。地域の方に必要であればどうぞということと、それ以外にも他の

区等でも必要な場合はということで声かけをしたところなんですが、その際には何箇

所かの必要な分は地元の方で引き取っていただいて、残りは処理したという形になっ

てございます。待合所に関しましては、基本的にはすべて地元の方にお願いしており

ます。がために除雪もそれからバス待合所内のゴミの搬出、それから清掃等も含めて、

すべて地域の方にやっていただいているという状況がございますので、そういう要望

があって、自分たちのところで確实にできますよという話があれば、相談には乗りた

いと思いますけれども、ただ敶地の問題があったりとか、除雪に、道路除雪に本当に

支障にならないかとか、いろいろな問題があろうかと思いますので、今、この場でわ

かりましたという形にはならないと思いますが、区長さん等を通じてそういう要望が

あれば協議というか、検討はすることはやぶさかではないというふうに思っています。 

 菊水の歯医者さんのところというのは、たぶんもう尐し菊水寄りのところかと思い

ますが、そこにつきましても歩道がかなりあそこ幅広い場所ですので、道路上にそう

いう工作物を作るということはいろいろな問題もあろうかと思いますので、この辺も

含めて外から見る目と、实際に地元の方が本当に必要かどうかというものも含めて、

このへんについては検討しなければならないかなというふうに思っています。 

 ひとつだけ参考に、实態として聞いていただきたいのですが、バス待合所はもうい

らんと、非常に管理するのが大変なのでもう撤去してくれという声が、各バス路線の

地域であったことは事实でございますので、そういう声もわかりますが、实態として

なかなか管理するのが大変だという实情もあったということはご理解いただければと

いうふうに思います。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） バス待合所の件については理解をいたしました。いろいろな

ことをクリアしないとなかなか实現できないということもわかりました。 

 93ページ、ふるさと応援寄附金についてお伺いいたします。先日のＮＨＫの特集か

何かだと思いますけれども、实に、この制度を利用して道内で１億円を超える寄附金

を受けて、それが特産物をそのお返ししているということで、その特産物の振興とい
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いますか、そういった部分にも寄与しているという自治体の紹介がございました。う

ちの始まりはあくまでも町づくりの応援をしてくださる方の善意という形でスタート

したという経緯は承知しているつもりでございます。時代が変わりまして、やはりそ

ういうその地域の特色を何とかお届けするという方向の中での、この寄附金に対する

見返りの発想といいますか、見返りという言葉ちょっとふさわしくないかもしれない

ですけれども、非常に私はいいことだなと思っています。併せまして、寄附者にとり

ましては、それがその減税といいますか、税金対策になるというふうな利点もござい

ます。こういったことをやはり推進をしながら、町の持っている特産品をよりいっそ

う幅広くＰＲするような工夫をしていただきたいなと思います。今ほど件数等増えた

話がございましたけれども、中身を、考えている中身についてご紹介をいただきたい

なと思います。その送るものについて。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（藤澤敤司君） それでは、詳細な中身は担当グループ長の小松の方から

答弁させていただきます。 

○企画調整グループ長（小松敬典君） ３番議員さんの質疑に対してお答えいたしま

す。平成26年から始まりました本制度ですけれども、平成27年、２年目になるという

ことで、対象となります新十津川町の特産品、これから絞り込みを行いまして、件数

的にもそれから商品アイテム的にも増やした形の中で、特産品の付与という形でつけ

ていこうというふうに思っております。まだその件数的なものにつきましては、具体

的な内容は煮詰まっておりませんので、今後、農協さんや町内の商店街だとかと協力

し合いながら、新十津川の特産品として何が出せるのかというものを煮詰めていきた

いというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 他に質疑ございませんか。 

 ８番、後木幸里君。 

○８番（後木幸里君） 行政区の会館の建替事業なんですが、もうすでに設計段階を

超えているのかなという感じがするのですが、現实的に我が町は行政区会館何カ所も

もうすでに姿がないところもあります。今後、この尐子高齢化、人口減尐というの私

は自然現象の一部だと捉えているものですから、なかなか人口を増やすということは

もう不可能に近いと思いますね。そんな中で行政区会館の建替えにおいて、そういう

ことを考慮に入れて設計したのか。何かこの資料を見るとほとんど現在と同規模、あ

るいはそれ以上に規模が拡大されているように見えるのですが、それはいたしかたな

いとしても、今後においてこの人口減尐はどうしようもないということを踏まえて、

今後、まだ公共施設とか行政区会館もまだ携わっていくはずですから、その辺も考慮

に入れていくのか、それは別だよというのか、その辺面倒な答弁だと思いますけれど

も、考慮に入れてあったかどうかということもひとつ、そういう人口減尐。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（藤澤敤司君） 行政区会館の建替えにつきましては、昨年の予算審議の

際にも申し上げましたとおり、７か所を基本的には同じようなパターンでの設計にさ
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せていただきたいということでご説明申し上げました。ただ、それぞれの行政区の人

口規模、いま議員さんのおっしゃったとおり、それぞれの人口規模の違いもあります

ので、大きさ、サイズについては２パターン、若しくは３パターンくらいの中で収ま

るような形で検討させてもらいます、ということで説明させていただきました。今年、

橋本区とみどり区を設計いたしましたが、両会館とも同じ規模、同じ形の中で設計を

させていただいております。今の規模とどうなのかということですが、葬儀等の利活

用がほぼ無くなってきている現在、今の規模よりは若干小さめというような形になる

ということで、各行政区長さんのご理解をいただいて、設計を終えたところでありま

す。人口規模というか、行政区のサイズによっては、今、今年やる２カ所よりも当然

小さくなる行政区も出てくると思いますので、そういう意味からは減尐社会といいま

すか、現在の形にあった中で設計を進めさせていただいているということで、答弁と

させていただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 他に質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、２款１項９目行政区費、10目諸

費の質疑を終わります。 

 ２款２項徴税費、１目賦課徴収費の説明を求めます。 

 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） それでは、２款２項徴税費、１目賦課徴収費について

予算内容をご説明申し上げます。予算書92ページから95ページをお開き願います。 

 １目賦課徴収費。本年度予算額964万円、前年度予算額904万１千円、比較59万９千

円の増額となります。財源内訳ですが、国道支出金で道民税徴収事務委託金900万円、

その他財源で公簿閲覧等手数料５万２千円、督促手数料５万円を見込んでおります。

一般財源は53万８千円でございます。 

 特定財源の道民税徴収事務委託金は、市町村に個人道民税の賦課徴収事務経費とし

て、個人道民税納税義務者１人当たり3,000円が委託金として交付されるものでござい

ます。前年度比較で53万８千円の増額となった理由ですが、住民税課税支援システム

の更新によるものが主なものでございます。 

 主な事業を説明申し上げます。 

 １番、町税賦課事務887万１千円につきましては、個人住民税賦課資料整理事務臨時

職員賃金41万３千円、町道民税当初賦課業務、家屋評価システム保守業務等の委託料

332万１千円、年金特別徴収・国税連携サービス及び地方税電子申告に係るサービスの

使用料142万１千円、住民税課税支援システム更新費用220万円、その他印刷製本費や

通信運搬費などを計上しております。 

 以上が、賦課徴収費の予算内容でございます。よろしくご審議たまわりますようお

願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） １目賦課徴収費の説明が終わりましたので、質疑に入りま

す。 

 質疑のある方は発言願います。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、２款２項徴税費、１目賦課徴収

費の質疑を終わります。 

 ２款３項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費の説明を求めます。 

 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） それでは、２款３項１目戸籍住民登録費について、予

算内容をご説明申し上げます。予算書94ページから97ページをお開き願います。 

 本年度予算額2,743万２千円、前年度予算額2,339万８千円、比較403万４千円の増額

となります。増額の主な要因は、社会保障番号制度導入に伴うシステム改修費の増額

でございます。財源内訳ですが、国道支出金1,003万円、その他財源として386万５千

円、一般財源は1,353万７千円でございます。 

 特定財源として、国庫支出金で社会保障・税番号制度システム整備費補助金340万円

については、住民基本台帳、税等のシステム改修に係るもので、同じく社会保障・税

番号制度システム整備費補助金634万円につきましては、国保、後期高齢者等のシステ

ム改修に係るものでございます。同じく国庫支出金で、中長期在留者住层地届出等事

務委託金14万４千円。道支出金で厚生統計調査事務委託金１万１千円と、旅券申請に

係る北海道権限移譲事務交付金13万５千円。その他で戸籍住民登録手数料386万５千円

となっております。 

 主な事業の説明を申し上げます。 

 ２番、戸籍総合管理システム管理事業258万７千円につきましては、中空知５市５町

による戸籍システムの共同運用に係る機器保守委託料10万８千円、システム負担金247

万９千円を計上しております。 

 ４番、総合行政システム管理事業2,258万１千円につきましては、総合行政システム

の保守委託料及び社会保障番号制度導入に伴う総合行政システムの改修委託料1,354万

７千円を計上しております。 

 ５番、誕生記念品贈呈事業86万６千円につきましては、町民の出生に対するお祝い

品として、木製の幼児用組み立て椅子40組分を計上しております。 

 ６番、旅券発給事務13万５千円につきましては、北海道から権限移譲を受け、雤竜

町、浦臼町及び本町が滝川市へ事務委託しているもので、100件分の交付委託料を計上

しております。 

 以上が、戸籍住民登録費の予算内容でございます。よろしくご審議たまわりますよ

うお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） １目戸籍住民登録費の説明が終わりましたので、質疑に入

ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

 ９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） ５番の誕生記念品贈呈ですけれども、去年までは洋服でした

よね。洋服、評判悪くて、議会報告会の時にあちこちから出たということで、今回、

木製椅子と今、説明されたと思うのですけれども、赤ちゃんに木製椅子って危険、危
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なくないのかなとかいろいろ考えるのですけれども、どうしてそういうふうになった

のかという経過をお願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（遠藤久美子君） それでは、ただ今のご質問にお答えいたします。議員

さんおっしゃいますように、本年度までは出生のお祝いとしてベビー服といいますか、

洋服を組み合わせて、男女別にプレゼントしておりましたけれども、いろいろ今まで

いろいろな場で、他に変更してはどうかといういろいろな意見がありまして、来年度

計画いたしましたのは、町にゆかりのある何か品はないかということから、本当はい

ろいろ検討したのですけれども、なかなか妙案がなくて、本町は十津川ともゆかりが

あるということで、今、考えておりますのは、奈良県十津川産のヒノキ材を使った子

供用の椅子を送りたいということで、赤ちゃんが座るということではなくて、私の説

明不足なんですけれども、幼児ということで、大体１歳６ヶ月くらいから座れるかな

というふうに考えておりまして、端的に言いますと、学校ではないですけれども、椅

子なんですけれども、最初からできあがった椅子ではなくて、具材で送られてきたも

のをご自分で簡単に組み立てられるというものです。それでその他にこちらとしては、

出生届がなされてお名前が決まった段階で、その生年月日とお名前を刻印するなり、

打つなりということで、その椅子に入れた上で、乳幼児検診などの機会を利用してお

渡ししたいというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 他に質疑ございませんか。 

 ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 社会保障等税番号制につきまして、ちょっとこの予算審査す

る機会にレクチャーをいただければなと思います。ちょっとよくわからない点がある

ので。それともうひとつは、戸籍の方の共同事務という形で進めていますけれども、

問題があったら困るのですけれども、何か不都合が起きてはいなくて、うまくいって

いるのかどうか。それについてちょっと報告いただければと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（遠藤久美子君） まずナンバー制、いわゆるナンバー制についてのレク

チャーというお話なんですけれども、前の議会でも一部ご質問がありまして、住民に

とって何が大きな違いがあるんだということで、その場でもご説明したのですけれど

も、いろいろな各分野での住民票の添付だとか、所得証明などの添付がいらなくなる

分野が多数あるということで、役所に、皆さん方が役所に出向いてそういうものを取

り寄せる機会がだいぶ減るということがまず１番です。そもそもこれは何に使うのか

ということですけれども、一応社会保障の分野、あと税の分野、あと緊急時の災害対

策で使うという、この３つの分野でしか使わないということで、使うものが決められ

ていおります。 

 それで27年度につきましては、いよいよこれが本格スタートするということで、今

年の10月に国民お一人お一人にあなたの番号は何番になりますという通知文書が送ら

れます。その時に、それはカードではなくて番号を通知するだけのものです。来年の
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１月からになるのですけれども、その個人カードを保有するためには、ご本人が申請

をして、そのカードを作りたいという申請をすることによって、初めてカードが交付

されることになりますので、10月に送られる番号の通知カードと一緒にその申請書が

同封される予定になっておりますので、詳細については、私どももどんな感じで行く

かというのはわかりませんけれども、決められた期間内に申し出していただくことに

よって、あと写真などを用意していただくことによって、その個人番号カードという

のがお一人お一人に作られることになります。 

 それにつきましては、もちろん、先ほど言いましたように、申請主義ですので、黙

っていてはカードはもらえませんので、ですが来年の１月からはお勤めになっている

人などは、毎年１年間働いた給与支払い証明書だとか、扶養申告控除だとかという、

給与をもらっていて源泉徴収などをするときには、事業者も今度からはマイナンバー

がつきますので、その雇用者がＡさんに給料を払っている段階で、そのマイナンバー

を書かなければならないようになります。Ａさんに１年間で300万円給与を支払いまし

たとなったときには、Ａさんの個人番号を付番した上でその源泉徴収票なりを書く。

あと扶養家族が、妻がいて、子供が何人いてとなると、その妻と子供の扶養家族のマ

イナンバーも一緒に記載して、事業所に届け出て、事業所はそれをもとに各层住地の

市町村に通知をするというようなことがありまして、個人番号と併せて、法人番号も

各事業所に付番されることになります。ということでよろしいでしょうか。 

 それで２つ目のご質問にありました戸籍の共同事務を運用して、時間の経過ととも

に不都合なところはないかということですけれども、いまのところスムーズに運用し

ております。特別トラブルになった事例はございません。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 10月に個人番号が通知されるというお話でございますけれど

も、社会保障とか税とか等にその番号が、個人として必要なものになるというにもか

かわらず、何と言うのですか、その申請主義というのですか、作らなければ作らなく

てもいいよというような説明だと思うのですけれども、それが作らなかったらどうな

るのですかと聞き方ちょっとおかしいのですけれども、そのみんなが作って、そうい

うものをうまく活用する社会になればやる意味があるのだろうと思うのですけれども、

作る人は作るし、作らない人は作らないというようなことでは、この何と言うのです

かね、目的を達することが可能なのかどうか、ちょっと今の説明ではよく理解できな

いので、その辺ちょっとお聞かせください。 

○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） カードにつきましては、先ほども言いましたように、

なぜ申請した人にだけで、それで用事が済むのかということなんですけれども、一人

一人の個人番号は、住民票上、国民となっている方にはすべて付番されますので、何

か番号を求められたときには、その10月の時点でお一人お一人に番号がいきますので、

その通知されたものを持っていれば、自分が何番ということがわかりますので、いざ

何かで使うときにはそれがあれば大丈夫です。個人カードは、じゃあ何のために作る

のかということなんですけれども、カードは身分証明の役割を果たしますので、その
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ＩＣチップだったり顔写真が載りますので、いわゆる今でいうところの免許証の代わ

りだったり、ということに使うことができます。あと、今、住基カードというのを出

していますけれども、それと同じような役目になります。自分が自分であることを証

明するためのカードになりますので、ですが、例えば、それを落としたからその情報

がなくなるとか、そういうご心配にはならないように、基本情報しか入っていないの

ですけれども、それをもとに免許証のない方でも、例えばご高齢で免許証がないけれ

ども、身分を証明するときにはそれを使うことができる。そういうことにお使いにな

れますので、基本的にそれがないからといって、カードがないからといって、何かそ

の不都合があるかといったら、そんなに不都合はないはずです。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 他に質疑ございますか。 

 ７番、長名實君。 

○７番（長名 實君） 直接予算には関係ない話なんですが、戸籍の話もでてきたの

で、ちょっとお伺いしたいのですが、最近、個人情報ということで、何を聞かれても

教えてくれないのが多い世の中で、先日、私わからなくて郵便配達さんに聞いたら、

あっさり断られまして、それで役場へ行ったら、例えば遠藤課長の家知りたいのです

といったら教えてくれるものでしょうか。どこへ行ったら、そのわからない場合は教

えてくれるのか、その辺教えていただきたいなと思うのですが。 

○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） 役場でお教えできるのは、地番がわかっていれば、例

えば中央何番地の何はどこでしょうかと聞かれたら、それはお教えできますが、地番

も何もわからないで、誰々さん、例えば、私のうちどこですかと聞かれても、それは

お教えはできません。ご自分が住所と名前をわかっていて、ここの住所のこの人のと

ころに行きたいといえば、それは全然問題ございません。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 他に質疑ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） それでは質疑がないようですので、２款３項戸籍住民登録

費、１目戸籍住民登録費の質疑を終わります。 

 ２款４項選挙費、１目選挙管理委員会費、２目知事・道議会議員選挙費、３目町

長・町議会議員選挙費の説明を求めます。 

 総務課長。 

〔総務課長 藤澤敤司君登壇〕 

○総務課長（藤澤敤司君） ２款４項１目選挙管理委員会費の内容について、ご説明

を申し上げます。予算書は、96ページ、97ページをご覧ください。 

 本年度予算額42万円、前年度予算額44万５千円、比較２万５千円の減でございます。

財源はすべて一般財源です。 

 経費の内容ですが、選挙管理委員会運営事業は、委員４人の委員会や研修会に参加

する報酬及び費用弁償、選管連合会等への負担金を計上いたしました。 

 続いて、２目の知事・道議会議員選挙費の内容について申し上げます。予算書は98、

99ページとなります。 
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 本年度予算額544万７千円、前年度予算額386万３千円、比較158万４千円の増でござ

います。財源内訳は、国道支出金544万７千円で、これは知事・道議会議員選挙費委託

金でございます。 

 平成27年４月12日に執行される知事・道議会議員選挙に必要な経費を計上しており

ます。経費の内訳ですが、選挙管理委員会６回と、期日前投票及び投票日の投票管理

者、投票立会人等の委員報酬と投・開票事務従事者の手当、ポスター掲示場維持管理

委託料、そのほかに臨時職員の賃金、入場券の印刷と郵券料、啓発看板等の消耗品等

を積み上げております。 

 次に、３目の町長・町議会議員選挙費の内容について申し上げます。予算書は98ペ

ージから101ページとなります。 

 本年度予算額790万１千円、前年度予算額ゼロで、皆増でございます。財源はすべて

一般財源でございます。 

 平成27年４月26日に執行される町長・町議会議員選挙に必要な経費を計上いたしま

した。経費の内訳ですが、選挙管理委員会８回と、期日前投票及び投票日の投票管理

者、投票立会人等の委員報酬と投・開票事務従事者の手当、ポスター掲示場維持管理

委託料、選挙運動用はがき郵券代、臨時職員賃金、投票用紙及び入場券の印刷と郵券

料、当選証書等の消耗品ほかでございます。 

 以上、４項選挙費の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し

上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目選挙管理委員会費、２目知事・道議会議員選挙費、３

目町長・町議会議員選挙費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

 ９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 今朝、たまたまテレビを見ていましたら、投票率が下がった

ということで、投票所が遠くにあったと、今までからみると遠くになって、結局そこ

まで投票に行かれない高齢化になってきたわけですね。というので、悩みやなんかが

テレビで放送されていたのですけれども、新十津川も結構投票率が下がってきている

のではないかなというふうに思うのですけれども、投票率を上げるための方策とか、

そういうのなにか検討されているのかちょっとお聞きしたいなと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（藤澤敤司君） 非常に選挙管理委員会としては答えにくいというか、難

しいご質疑であります。その都度、いろいろな媒体を使って投票の呼びかけであった

り、皆さん気軽に選挙できるような雰囲気作りというものに対しての努力はしている

つもりでございますが、いかんせんやはり国政選挙は国政選挙の事情、地方選挙は地

方選挙の事情というものがあろうかと思いまして、そういった状況になっているのは

事实でございます。今、選管としてやっている事業といいますか、啓発は成人式の際

に、新成人の方に投票というものは国民の義務だよということでの呼びかけであった

り、必ず投票に行くようにと声かけはしております。今、報道等では国も法律改正を

提案するということで、18歳に引き下げられるというようなこともございますので、
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今後、また若年層を中心にそういう形はしていかなければならないのであろうという

ふうには思っておりますが、しからば、ではどういう形というのは、この場ではすぐ

ということでは難しいのですが、そういう形で取り組んでいないわけではないという

ことはご理解いただければというふうに思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 他に。 

 ７番、長名實君。 

○７番（長名 實君） 私も、今朝そのテレビ見ていたのですが、今の呼びかけはそ

れはそれでいいのですが、歳を召してそこまで行かれない、あるいは今朝のテレビで

は歩いて３キロだかある投票所だと、それで行けないのだという話なんです。それで

裏はどうであろうとも、表向きだけ親切で、隣のおじいちゃん、おばあちゃん乗せて

いったという場合は、これ違反になるのですか、ならないのですか。車の中でどう言

おうと。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（藤澤敤司君） 投票所に入ることはできないと思いますが、その入り口

までボランティアといいますか、親切で乗せていただける行為はどんどんやっていた

だければと思います。ただ、中で投票の依頼であるとか、そういった形というのは、

やはりいろいろな意味で不都合があろうかと思いますが。 

○議長（長谷川秀樹君） 他に質疑ありますか。 

〔「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、２款４項選挙費、１目選挙管理

委員会費、２目知事・道議会議員選挙費、３目町長・町議会議員選挙費の質疑を終わ

ります。 

 ２款５項統計調査費、１目統計調査費の説明を求めます。 

 総務課長。 

〔総務課長 藤澤敤司君登壇〕 

○総務課長（藤澤敤司君） ２款５項１目統計調査費の内容について、ご説明を申し

上げます。予算書は102ページ、103ページになります。 

 本年度予算額407万２千円、前年度予算額240万４千円、比較166万８千円の増でござ

います。財源内訳でございますが、国道支出金が404万７千円、一般財源は２万５千円

でございます。特定財源の道支出金は、いずれも調査委託金であります。 

 主な経費別の事業概要を申し上げます。 

 ２番の学校基本調査事業と３番の工業統計調査事業は、毎年行う統計調査で、それ

ぞれ５月１日と12月31日を基準日として行うものでございます。 

 ７番の農林業センサス事業３万円ですが、本年２月１日を基準日として实施した調

査の事後調査に必要な消耗品等を計上いたしました。 

 次に、８番の国勢調査事業390万円が、平成27年度の一番大きな統計事業となります。

本年10月１日を基準日として实施される国勢調査に必要な調査員60名、及び指導員８

名の報酬と臨時職員賃金、消耗品等の事務経費を計上いたしております。 

 以上、統計調査費の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し
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上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目統計調査費の説明が終わりましたので、質疑に入りま

す。 

 質疑のある方は発言願います。 

〔「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、２款５項統計調査委費、１目統

計調査費の質疑を終わります。 

 ２款６項監査委員費、１目監査委員費の説明を求めます。 

 監査委員書記長。 

〔監査委員書記長 髙宮正人君登壇〕 

○監査委員書記長（髙宮正人君） ただ今ご指示をいただきました監査委員費につい

てご説明申し上げます。予算書の102ページ、103ページをお開きいただきたいと思い

ます。 

 ２款６項１目監査委員費。本年度予算額170万９千円、前年度予算額141万５千円、

比較29万４千円の増でございます。財源内訳はすべて一般財源です。 

 この目は監査委員２名の監査事務に要する経費で、報酬、費用弁償、空知町村等監

査委員協議会負担金等で170万９千円を計上いたしました。 

 前年度比29万４千円の増額となった要因は、４年に１度出席しております全国町村

監査委員研修会にかかる旅費、負担金を計上したことによるものでございます。 

 以上、監査委員費の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目監査委員費の説明が終わりましたので、質疑に入りま

す。 

 質疑のある方は発言願います。 

〔「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、２款６項監査委員費、１目監査

委員費の質疑を終わります。 

 ここで15時10分まで休憩いたします。 

（午後３時00分） 

                                     

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後３時10分） 

○議長（長谷川秀樹君） ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費の説明

を求めます。 

 保健福祉課長。 

〔保健福祉課長 長谷川雄士君登壇〕 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） ご指示をいただきましたので、平成27年度保健福

祉課所管の予算について申し上げます。３款１項１目社会福祉総務費について、説明

します。予算書は104ページから107ページをお開きください。 

 社会福祉総務費。本年度予算額8,659万円、前年度予算額9,135万２千円、比較476万

２千円の減額であります。減額となった主な理由は、消費税率の引上げに際し、低所
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得者に与える負担の影響に鑑み、暫定的、臨時的措置として、平成26年度に引き続き

实施する、臨時福祉給付金支給事業の支給額が低額に変更されていることが主な要因

であります。 

 財源内訳は、国道支出金1,813万７千円、その他財源224万７千円、一般財源6,620万

６千円であります。 

 続きまして、特定財源の内訳を申し上げます。国庫支出金は、臨時福祉給付金支給

事業補助金1,257万７千円。先ほど申し上げました、臨時福祉給付金支給事業に係る事

務費を含むすべての必要経費を国が補助するものであります。社会保障・税番号制度

システム整備費補助金233万８千円、障害福祉システム及び健康管理システムに関する

当該制度システムの整備補助金であります。補助率は３分の２。国民年金事務費委託

金161万９千円、年金事務についての、人件費などに対する国の算定基準に基づく委託

金であります。道支出金は、民生委員活動費負担金160万３千円、北海道が支出する前

年度同額の活動費負担金であります。その他財源としまして、総合健康福祉センター

使用料150万円、ゆめりあの使用实績を基に見込んでいるものであります。総合健康福

祉センター自動販売機設置使用料15万９千円、ゆめりあに設置しています自動販売機

４台分の使用料であります。地域福祉基金預金利子48万８千円、当該基金の預金利率

を 0.2パーセントで見込んでおります。電話使用料３千円、ゆめりあに設置している

公衆電話１台の電話使用料を計上しております。追悼式供花料３千円、出席団体から

の供花料を見込んでおります。介護予防事業受託金９万４千円、介護事務についての

空知中部広域連合からの受託金でありまして、福祉事務の臨時事務職員雇用経費に充

当するものであります。 

 次に、主な経費別事業概要を申し上げます。 

 １、総合健康福祉センター管理運営事務4,649万１千円。これにつきましては、総合

健康福祉センターの施設運営に要する管理委託料、光熱水費、燃料費、修繕料等であ

ります。委託料としまして、総合健康福祉センターの外壁調査費345万６千円を計上し

ております。これにつきましては、建設後15年を迎え改修措置が必要な状態にある、

ゆめりあの外壁の状況をしっかり調査し、この調査結果に基づき、改修方策及び改修

計画を策定し、外壁の改修を实施したいとするものであります。 

 ２、保健福祉車両管理事務288万５千円。これにつきましては、保健福祉車両５台分

の管理運営経費であり、取得後19年を経過した車両１台の、同一規格での更新経費を

計上しております。 

 ３番、保健福祉支援システム管理事業595万４千円。これにつきましては、健康管理

事務及び障害者福祉事務の処理に欠くことのできない、健康管理システム及び障害者

福祉システムに係るシステム保守委託料、並びに平成29年度から情報連携を開始する

社会保障・税番号制度に対応する支援システムの改修経費を計上しております。 

 ５、福祉事務180万３千円。これにつきましては、保健福祉事務に従事する臨時事務

職員２人分の雇用経費が主なものであります。 

 10、社会福祉協議会支援事業1,267万８千円。これにつきましては、事務局長、事務

局次長及び専任職員の計３人分の人件費を助成し、新十津川町社会福祉協議会が推進

する社会福祉事業等の計画的な執行を支援するものであります。 
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 11、民生委員児童委員協議会活動支援事業320万７千円。これにつきましては、北海

道からの活動負担金と同額を交付することにより、民生委員児童委員協議会の活動に

よる地域福祉の向上等を図るものであります。 

 13、臨時福祉給付金支給事業1,257万７千円。これにつきましては、消費税率の引上

げに際し、低所得者に与える負担の影響に鑑み、平成26年度に引き続き、低所得者に

対する配慮のため給付措置を实施するものであります。財源措置は、すべて国庫補助

金。基準日は、平成27年１月１日。支給対象者、支給手続等は、平成26年度と同一で

あります。平成26年度と相違する事項は、支給額が１人につき 6,000円であること及

び年金等受給者に対する加算金の支給がないことであります。本町としましては、平

成26年の所得が確定していない現段階において、平成26年度の实績を考慮し、支給対

象者を1,600人、事務経費297万７千円を含み、1,257万７千円を計上するものでありま

す。なお、給付金の支給開始は、国の通知により、平成27年10月となる予定でありま

す。 

 以上、社会福祉総務費の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い

申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目社会福祉総務費の説明が終わりましたので、質疑に入

ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

 ２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） 11番の民生委員児童委員協議会活動支援事業についてお聞き

します。これは協議会の方で民生委員さんに支弁しているものですから、町の方では

民生委員さん一人当たり平均いくらくらいとか、例えば受け持ち住民何人当たりいく

らとか、会議費１回出席当たりいくらとか、そういったことはわかるのかどうか、ち

ょっとお聞きします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） 民生委員児童委員支援負担金の関係ですけれども、

道と同額の金額になっていまして、その積算につきましては、活動として半年いくら

とか、そういう計算式はあります。ところが民生委員一人一人にというか、個人にそ

の支給するとかというものではなくて、その協議会の方に活動経費として支援してい

ますので、その实際の活用というか、使い方についてはその協議会の方で予算化する

というか、そういうふうになります。なお民生委員児童委員さんにつきましては、法

令ではっきり無償ということになっておりますので、報酬はないということになって

おりますので、一人一人にいくらとかという考えには立っておりません。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） 私もいろいろこれ調べてみたのですが、道の方のこういった

民生委員等の負担金の取り扱い要項みたいなものが一切見当たらなくて、どういった

基準で各市町村の方に道から下りてくるのかということが、全くわからないままでい

たのですが、これあの町の方で同額を協議会の方に302万円ですか、協議会の方に支援

しているのですが、その同額をするというのは、それはどこの自治体でもそういう決
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まりがあって、それ以上交付するというようなものではないのですか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） ただ今のご質問についてお答えいたします。まず、

あの先ほどもちょっと触れましたが、道の方の積算の指針につきましては、一人当た

り、積算の計算としては一人当たり半年でいくらとかという単価もありますし、その

１地区、担当する地区ごとに半年いくらというのもあります。それとあのいろいろ活

動の中で会議等に出席をいただくことになるのですけれども、会議出席旅費一人１回、

これも半年単位で半年でいくらとかという積算がありまして、うちの場合ですと、こ

の額の支出を受けるということになります。それとそれぞれの市町村で活動経費とし

て支援する額はどうなのかという、それ以上超えてはならないのかというお話ですけ

れども、これにつきましてはそれぞれの市町村の支援する活動に対するといいますか、

その考え方によって違ってくると思います。本町におきましては、会議の関係、北海

道の活動経費と同額を支出するということで、よりいっそう、先ほどいいましたが活

動を支援するという考え方で同額を支給するという決めの中で、こういう金額を支援

しているということとしています。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） 今、お聞きしましたら、同額でなくても、多尐違っていても

構わないというようなお話ですね。そうしましたら、うちの町はやはり高齢化が進ん

でおりまして、例えば高齢化の見守り支援ですとか、何か行事があるたびに、ちょっ

と民生委員さんに相談してみましょうかという事業がどんどん増えてきていると思う

のですよね。結局、高齢者の集いとかに一緒に同行する以外にも、いろいろな事業が、

負担が増えてきているというのは、地元ではやっぱり目に見えてきていることなんで

すね。そうしましたら、この同額の予算ではなくて、例えば将来的には1.5倍になると

か、そういったことというのは可能なんでしょうか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） 議員さんのおっしゃるとおり、民生委員児童委員

さん方の活動内容というのは、本町も特に高齢化とかということで、大変な活動内容

をされているのは分かっているつもりでいますけれども、活動の経費として、本町と

しては同額で、今の段階では十分だというふうに見ているというか、それともちろん

活動の实態等も変化しますでしょうから、将来的に、今はないのですが、民生委員さ

んの協議会の方から増額等の要望があったりしたときは、もちろん検討すべき材料に

はなると思います。変わる可能性は、検討して変わる可能性は十分考えられると思い

ます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） 民生委員さんの方からお聞きしたお話なんですが、協議会の

ことですから、私どもがどうのこうのということではないと思うのですけれども、ま

ずはじめに民生委員さん自腹を切って１万２千円ずつ協議会の方へ会費といいますか、

支払うそうなんですよね。それからもちろんその会議に出たりいたしますと費用弁償
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されますから、もちろん自腹は補填される形になりますが、最初の時点でそのように

１万２千円を支払いするということで、やはりそれで十分間に合っているのかなとい

うところがやはりちょっと心配になるのですね。もし機会がありましたら、是非その

辺りももう一度考え直してくださいますようにということでお願いをしておきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） 協議会、民生委員児童委員協議会の方で、そうい

うものを集め、会費というのですか、集めて、それをどういうふうに活用というか、

支出するのかちょっと分からないものですから、それも含めておっしゃったような内

容について、協議会の方とも確認しながら取り扱いを進めていきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 他に質疑ございますか。 

 ４番、山田秀明君。 

○４番（山田秀明君） 臨時福祉給付金の関係で、前回も、前回というか26年度の補

正予算で減額になっていた時点で、これは申請がなかったという部分で仕方なかった

というような形でさっき返答あったと思うのですけれども、せっかく交付された金額、

金額的には一人にすると尐ないかもしれませんけれども、やっぱり福祉の町として掲

げている以上、ある程度再確認して申請してもらえるような形をとって、それでも来

なかったらそれは仕方ないけれど、来たくても来れない人もいるかもしれないし、そ

の辺もう尐し配慮していったらいいかなと思うのですけれども、その辺どうでしょう

か。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） 臨時福祉給付金支給事業について、今年度につい

ても住民への個別周知とか臨時の窓口を設けたり、各地区、26年３月でしたが、同じ

ように出向いたり、そういうような対応をして、その住民周知に努めながら、また、

事業自体も本年度は２回目という言い方、いいのか分かりませんけれども、それもあ

りますので、この辺を事業の周知の方も、多尐内容も変わっているのもあるものです

から、周知徹底して交付率というのですか、その辺がより対象と考えられる人、多く

の人に支給されるような事務を執っていきたいというふうに考えております。 

○議長（長谷川秀樹君） 他に質疑ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、３款民生費、１項社会福祉費、

１目社会福祉総務費の質疑を終わります。 

 ３款１項２目高齢者福祉費の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〔保健福祉課長 長谷川雄士君登壇〕 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） それでは、３款１項２目高齢者福祉費について説

明します。予算書は106ページから109ページをお開きください。 

 高齢者福祉費。本年度予算額１億5,327万１千円、前年度予算額１億4,304万円、比

較1,023万１千円の増額であります。増額となった主な理由は、介護保険事業における
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空知中部広域連合に対する負担金が、介護保険給付費の増並びに介護保険システムの

整備事業償還金及び社会保障・税番号制度に対応する支援システムの改修経費の追加

により、増額となることが主な要因であります。財源内訳は、国道支出金155万６千円、

その他財源1,158万５千円、一般財源１億4,013万円であります。 

 続いて、特定財源の内訳を申し上げます。国庫支出金は、社会資本整備総合交付金

91万円。助成率65パーセントの国庫交付金でありまして、高齢者除雪事業に充当する

ものであります。道支出金は、老人クラブ運営費補助金64万６千円。道の補助算定に

基づき、単位老人クラブ支援事業に34万５千円、老人クラブ連合会支援事業に30万１

千円を充当するものであります。 

 その他財源としまして、老人福祉施設入所措置費本人・扶養義務者負担金116万４千

円。養護老人ホームに入所されている３人の方の本人負担金であります。通所型介護

予防事業利用者負担金86万４千円。利用者１回当たりの利用料300円を、利用者数及び

開催回数で見込んでいるものであります。高齢者除雪サービス利用者負担金34万９千

円。日常生活路の除雪にあっては１か月２千円、ベランダ等の除雪にあっては１回750

円を基本に負担いただくものであります。楽絡運動教审利用者負担金19万２千円。利

用者に１回200円を負担いただくものであります。高齢者サロン事業利用者負担金12万

円。今年度、年間を通して实施する当該事業の利用者に１回300円を負担いただくもの

であります。介護予防事業受託金600万７千円。空知中部広域連合からの、介護予防事

業实施についての受託金であり、介護予防一次事業にあっては195万５千円、介護予防

二次事業にあっては405万２千円を充当するものであります。緊急通報システム受信機

本体回線使用負担金３万５千円。協定に基づき、雤竜町に当該システムに係る通信費

の半額を負担いただくものであります。シニアいきいきクラブ参加者負担金２万５千

円。材料費を伴うクラブ活動の参加者負担金であります。予算書108ページをお開きく

ださい。長寿・健康増進事業補助金７万２千円。高齢者の健康増進事業に対する北海

道後期高齢者医療広域連合からの補助金でありまして、ふるさと学園大学運営事業に

充当するものであります。地域包括支援センター人件費負担金275万７千円。介護支援

事業に従事する臨時保健師１人分の雇用経費に対する空知中部広域連合からの負担金

であります。 

 次に、主な経費別事業概要を申し上げます。予算書 107ページにお戻りいただきた

いと思います。 

 １、老人福祉施設入所措置事業549万１千円。これにつきましては、養護老人ホーム

入所者に係る入所措置経費であります。現在、歌志内市にあります楽生園に３人の方

が入所されておりまして、当該老人ホームの民営化に伴う給与等改善費を加算してお

ります。 

 ３、高齢者除雪事業297万円。これにつきましては、高齢者等の冬期間における除雪

の不安を解消し、在宅生活の安心・安全を確保するため、除雪困難な70歳以上の高齢

者世帯、障害者世帯等を対象に、日常生活路、ベランダ等の除雪を行う委託経費を計

上しております。 

 ４、介護保険事業１億2,992万６千円。これにつきましては、介護保険の保険者であ

ります空知中部広域連合が实施する、介護保険制度の円滑な实施運営のための空知中
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部広域連合に対する負担金。介護支援事業等に従事する臨時保健師１人分の雇用経費

等を計上しております。なお、空知中部広域連合に対する負担金につきましては、介

護認定者数の増加に伴う介護サービス利用者数の増による介護保険給付経費の増額分、

並びに介護保険システムの平成26年度实施の整備事業の償還金、及び社会保障・税番

号制度に対応する支援システムの改修経費分を含み、980万円ほどの増額となっており

ます。 

 ５、介護予防一次事業226万７千円。これにつきましては、65歳以上の高齢者を対象

に、身体機能の維持及び向上のための運動を行う楽絡運動教审を、10月から３月まで

の間、週５回实施するとともに、保健師及び栄養士による高齢者健康教审を開催する

ものであります。また新介護制度への移行のため、平成26年度に試行的に实施しまし

た通所型事業のサロン事業を、年間を通して、週１回、徳富地区において实施するも

のであります。 

 ６、介護予防二次事業491万６千円。これにつきましては、要支援又は要介護となる

おそれのある方を対象に、機能訓練、レクレーション等を行う元気満点教审を、週４

回を基本に实施するとともに、保健師による訪問型介護予防事業を实施するものであ

ります。 

 12、福祉バス運営事業156万１千円。これにつきましては、60歳以上の方を対象に、

月曜日から金曜日の曜日ごとの５路線を、予約制により無料巡回する福祉バス運行管

理経費を計上しております。 

 14、長寿を祝う会開催事業130万円。これにつきましては、高齢者に対し畏敬の念を

表すとともに、末永い健康及び幸せを願うため、实行委員会方式により開催する長寿

を祝う会の開催負担金であります。 

 以上、高齢者福祉費の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申

し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ２目高齢者福祉費の説明が終わりましたので、質疑に入り

ます。 

 質疑のある方は発言願います。 

 ２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） 質疑ではありませんが、ゆめりあ部会についてお話ししてお

きたいことがありまして、発言をさせてください。ゆめりあ部会、いくつかありまし

て、予算も結構尐ない、この中では尐ないのですが、参加されているご高齢者の方々

にしては、大変喜ばれておりまして、バスでもって送り迎えしていただけて、こんな

いい町はないよねというふうにいつもおっしゃっておられます。ですからこういった

事業は金額は尐ないですが、これからも続けていただきたいというのと、年に１度か

２度は課長ですとか、町長に是非顔を出していただきたいなと、部会に参加されてい

る方は、町長さんにもすごい感謝しているんだよねということをよくおっしゃるので

すね。１回ぐらいは来てもらえたらいいのにということもおっしゃっていましたので、

この機会にお話をしておきたいと思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） ゆめりあ部会、ありがとうございます。そういう



- 152 - 

好評のことも聞いておりますし、しっかり活動しているのも聞いております。顔出し

につきましては、しっかり引き続きますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 他に質疑ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） それでは質疑がないようですので、３款１項２目高齢者福

祉費の質疑を終わります。 

 次に、３款１項３目障害者福祉費の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〔保健福祉課長 長谷川雄士君登壇〕 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） それでは３款１項３目障害者福祉費について、説

明します。予算書は、108ページから 111ページをお開きください。 

 障害者福祉費。本年度予算額２億5,888万６千円、前年度予算額２億5,551万７千円、

比較336万９千円の増額であります。増額となった主な理由は、障害者自立支援事業の

障害福祉サービスの給付において、新たなサービスを受ける方が発生したことによる

障害介護給付費の増額が主な要因であります。財源内訳は、国道支出金１億8,546万円、

一般財源7,342万６千円であります。 

 続きまして、特定財源の内容を申し上げます。 

 国庫支出金は、障害者自立支援医療、更生医療費負担金791万円、身体障害者補装具

給付費負担金100万９千円、障害者介護給付費等負担金１億197万３千円、障害児施設

給付費等負担金928万９千円、障害者自立支援医療、育成医療費負担金10万円。いずれ

も負担率は２分の１であります。地域生活支援事業費等補助金336万８千円、補助率２

分の１を限度額としまして国から配分を受ける、障害者生活支援の補助金であります。

予算書 110ページをお開きください。特別児童扶養手当事務取扱委託金２万９千円、

委託単価 1,389円の当該手当受給児童21人分の事務取扱委託金であります。 

 道支出金。障害者自立支援医療、更生医療費負担金395万５千円、身体障害者補装具

給付費負担金50万４千円、障害者介護給付等負担金5,098万６千円、障害児施設給付費

等負担金464万４千円、障害者自立支援医療、育成医療費負担金５万円。いずれも負担

率は４分の１であります。地域生活支援事業費等補助金164万３千円、補助率４分の１

を限度として配分を受ける補助金であります。 

 次に、主な経費別事業概要を申し上げます。予算書 109ページにお戻りください。 

 １、障害者自立支援事業２億2,497万３千円。これにつきましては、知的、身体又は

精神の障害を持っている方に対する施設入所支援、生活介護などの給付費２億2,252万

６千円、空知中部広域連合で实施している障害支援区分審査会に係る負担金177万９千

円、その他の事務経費であります。このうち、障害者介護給付費につきましては、精

神入院を終えた方を対象とする、日常生活能力の向上のための自立訓練通所施設が、

平成26年滝川市内に新設され、この事業所に通所する方がいらっしゃいますので、こ

れに係る５人分の障害福祉サービス費を新たに計上しております。平成27年２月末現

在の障害者自立支援事業支給対象者数は、児童25人を含みまして、95人であります。 

 ２、障害者自立支援医療、更生医療費給付事業1,584万２千円。これにつきましては、

人工透析を受けている方と新規の申請者を含め、22人分の医療費給付費を計上してお
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ります。平成27年２月末現在の人工透析者は18人で、うち、医療費全額を扶助する生

活保護受給者は２人であります。 

 ４、障害者補装具費支給事業202万円。これにつきましては、障害者が車椅子、補聴

器、眼鏡等の補装具の購入又は修理に係る費用の扶助費であります。平成26年度の支

給实績見込みは、19件であります。 

 ５、地域生活支援事業657万４千円。これにつきましては、障害者自立支援法の定め

るところによる町の必須事業でありまして、障害者に対する移動支援、日中一時支援、

訪問入浴支援などの支援事業委託経費、紙おむつ、ストマなどの日常生活用具の購入

に係る扶助費等を計上するとともに、当該支援法の定めるところによりまして、専門

支援員に委託する総合的かつ専門的相談支援業務経費を計上しております。 

 予算書 111ページをお開きください。11、地域活動支援センター負担金702万３千円。

これにつきましては、町社会福祉協議会が設置していますあざれあ工房に対する運営

負担金、及び砂川市のぽぽろに対する運営負担金の計上であります。あざれあ工房の

利用者は10人で、全員本町の层住者であります。ぽぽろにあっては、本町に住所を有

する利用者は７人であります。 

 以上、障害者福祉費の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申

し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ３目障害者福祉の説明が終わりましたので、質疑に入りま

す。 質疑のある方は発言願います。 

 ２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君）  障害者福祉費全般についてお聞きします。こういった給付型

福祉というのはとっても大事なとところなんですが、例えば地域の中で仕事を見つけ

るとか、そういった就労を支援するとか、そういった仕組みがなかなか見えてこない

というのがあるのですけれども、個人的に雇用をするというのは難しいと思いますが、

例えばその法人とか団体に対して仕事を発注するという、例えばイベントの受付です

とか、図書の補修や蔵書管理といった仕事だったら十分できると思うのですが、そう

いった町の仕事を発注して障害者の福祉に供するというようなことは考えられている

のかどうかお聞きします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） 实は、そういう施設への生産品といいますか、調

達をすることについての新たな法律ができて、本年の４月１日から施行になって、本

町におきましても、それに調達を推進するという方針を立てて取り組むことになって

おります。詳細につきましては、担当の坂本主査の方から説明させていただきます。 

○介護・福祉グループ主査（坂本 剛君）  介護福祉グループの坂本と申します。た

だ今の課長の方から説明のありました、いわゆる物品優先調達法というのが施行にな

ってございます。本町においても、今ほど課長の方から説明があったように、４月１

日からその方針を町としての方針を定めまして、それに向かっていわゆる公費といい

ますか、一般会計予算の中から発注できるものを優先的に発注しましょうということ

で、今、全町的に呼びかけているところでございます。ただし、その法律に基づいて
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方針を決めました、何でもかんでもということではございませんが、障害者支援施設

それからその施設でできるものをピックアップさせていただいて、それを今、全町的

に広めていこうとしている次第でございます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 他に質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、３款１項３目障害者福祉費の質

疑を終わります。 

 次に、３款２項児童福祉費、１目児童福祉費の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〔保健福祉課長 長谷川雄士君登壇〕 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） それでは３款２項１目児童福祉費について説明し

ます。予算書は 110ページから 113ページをお開きください。 

 児童福祉費。本年度予算額１億8,947万２千円、前年度予算額１億9,301万１千円、

比較353万９千円の減額であります。減額となった主な理由は、支給対象児童の減尐に

伴う児童手当支給事業費の減額及び社会福祉総務費に計上しました臨時福祉給付金支

給事業とともに、平成26年度に引き続き实施する子育て世帯臨時特例給付金支給事業

の支給額が、低額に変更されていることが主な要因であります。財源内訳は、国道支

出金8,229万５千円、その他財源2,431万７千円、一般財源8,286万円であります。 

 続きまして、特定財源の内容を申し上げます。国庫支出金は、児童手当交付金6,327

万５千円、児童手当法に基づき、補助率45分の37及び６分の４の交付金であります。

子育て世帯臨時特例給付金支給事業補助金279万円、当該給付金支給事業に係る事務費

を含むすべての必要経費を国が補助するものであります。保育緊急確保事業費補助金

90万円、補助率３分の１の子育て支援の国の補助金であります。道支出金は、児童手

当負担金1,436万９千円、補助率６分の１の北海道の負担金であります。放課後児童対

策事業補助金96万１千円、当該事業に対する補助率３分の２の道の補助金であります。 

 その他財源としまして、新十津川保育園児童保護者負担金1,460万５千円、児童75人

分の保護者負担の保育料であります。中空知広域入所児童保護者負担金32万４千円、

本町から他市町の保育所に入所する１人分の保育料であります。保育園送迎費用保護

者負担金21万６千円、送迎児童６人分の月額 3,000円の負担金であります。中空知広

域入所児童受入負担金91万５千円、他市町から本町への受入れる児童２人分を見込ん

でおります。子ども夢基金預金利子40万３千円、当該基金の預金利率を 0.2パーセン

トで見込んでいるものであります。子ども夢基金繰入金783万７千円、ポイントカード

を活用する子ども生活応援事業に充当するものであります。児童館行事参加負担金１

万円。予算書 112ページをお開きください。子育てスクール参加負担金７千円、それ

ぞれ事業参加に際し、材料費等の応分の負担をいただくものであります。 

 次に、主な経費別事業概要を申し上げます。予算書 111ページにお戻りください。 

 １、児童手当支給事業9,212万８千円。これにつきましては、０歳児から中学校終了

前の児童生徒を対象に、当該児童生徒を養育している方に、３歳未満にあっては月額

１万５千円、３歳以上の第１子、第２子にあっては月額１万円、第３子以降にあって

は月額１万５千円、中学生にあっては月額１万円等の児童手当を、次代の社会を担う
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子供の育成を支援するため、年３回に分けて支給する事業であります。 

 ２、児童館管理運営事業908万３千円。これにつきましては、放課後等の児童に健全

な遊びを与えて、その健康増進及び情操育成を目的とする児童館の管理運営費であり

まして、発達障害などの心配のある児童への対応、保護者に対する相談援助、児童館

厚生員の資質向上等のため、子育て支援アドバイザーの雇用経費及び平成26年度に引

き続き、放課後児童クラブ、先ほど計上しましたが、すなわち放課後児童健全育成事

業の試行实施経費を計上しております。 

 ３、子育て支援センター管理運営事業324万３千円。これにつきましては、乳幼児期

の子育て家庭等に対する育児不安などについての相談指導、子育てスクール等を实施

し、子育て家庭に対する育児支援を目的とする子育て支援センターの管理運営費であ

ります。臨時指導員雇用経費、子育て支援ボランティアだっこの会に対する交付金等

を計上しております。 

 ４、子ども生活応援事業783万７千円。これにつきましては、中学生までの子育て世

帯及び妊婦世帯を対象に、申請により、専用のポイントカードを配布し、町内のポイ

ントカード会加盟店での使用により満点となった場合に、１枚当たり4,500円の割増特

典を付与することにより、子育て世帯の経済的支援を図るものであります。対象世帯

を 500世帯とし、１世帯当たり５枚の配布分を計上しております。 

 ５、新十津川保育園管理運営事業7,297万３千円。これにつきましては、平成27年度

から、子ども・子育て支援新制度に移行し、指定管理者の学校法人華園学園との協定

に基づき保育所事業を实施する、新十津川保育園の管理運営費委託料が主なものであ

り、入所児童75人分の運営費並びに延長保育及び一時保育の運営費、バス送迎費用、

保育園樹木の剪定費用等を計上しております。なお、子ども・子育て支援新制度への

移行に伴う保育園管理運営事業の変更事項としましては、基準に基づきまして、平成

26年度までの開園時間、７時30分から18時00分までの10時間30分が、７時30分から18

時30分までの11時間00分となることをあげることができますが、事業費及び保育料を

含み、大きな変更事項はありません。 

 ６、保育所広域入所負担金101万５千円。これにつきましては、本町から他市町の保

育所に入所する１歳児から２歳児までの児童１人分の入所負担金を計上しております。 

 ８、子育て世帯臨時特例給付金支給事業279万円。これにつきましては、消費税率の

引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支え

を図る観点から、平成26年度に引き続き、社会福祉総務費に計上しました臨時福祉給

付金と同様に、臨時的措置として給付措置を行うものであります。財源措置は、すべ

て国庫補助金。基準日は、平成27年５月31日。支給対象者、支給手続等は、平成26年

度と同一であります。平成26年度の实施と相違する事項につきましては、支給額が１

人につき 3,000円であること、及び平成26年度にあっては、この２つの給付金の要件

を満たした場合は、臨時福祉給付金支給事業が優先し、臨時福祉給付金だけを受ける

にとどまりましたが、平成27年度にあっては、低所得の子育て世帯に対する手厚い措

置の観点から、両方の給付金を受けることができることであります。本町としまして

は、平成26年の所得が確定していない現段階において、平成26年度の实績を考慮し、

支給対象者を 840人、事務経費 27万円を含み、279万円を計上するものであります。
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なお、給付金の支給開始は、国の通知により、臨時福祉給付金と同様に、平成27年10

月となる予定であります。 

 以上、児童福祉費の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し

上げます 

○議長（長谷川秀樹君） １目児童福祉費の説明が終わりましたので、質疑に入りま

す。 

 質疑のある方は発言願います。 

〔「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、３款２項児童福祉費、１目児童

福祉費の質疑を終わります。 

                                     

     ◎散会の宠告 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 明日は午前10時より本会議において予算審議を再開しますので、よろしくお願いい

たします。 

 それでは本日はこれで散会いたします。どうもご苦労様でした。 

（午後３時59分） 
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     ◎開議の宠告 

○議長（長谷川秀樹君） 皆さん、おはようございます。 

ただ今出席している議員は、11名であります。定足数に達しておりますので、これ

より本日の会議を開きます。 

（午前10時00分） 

                                     

     ◎議事日程の報告 

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

づき、順を追って進めて参りますので、よろしくお願いいたします。 

                                     

     ◎会議録署名議員の指名 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員につきましては、会議規則により議長より指名いたします。 

 ５番、笹木正文君。６番、平澤豊勝君。両君を指名いたします。 

                                     

     ◎議案第18号の説明、質疑 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２、議案第18号、平成27年度新十津川町一般会計予

算を議題といたします。 

 昨日に引き続き、内容の説明及び質疑を行いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは４款衛生費から審議に入ります。１項保健衛生費、１目保健衛生総務費の

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） おはようございます。それでは４款衛生費、１項保健

衛生費、１目保健衛生総務費についてご説明申し上げます。予算書114ページ、115ペ

ージをお開き願います。 

 １目保健衛生総務費。本年度予算額２億4,136万７千円、前年度予算額１億9,567万

９千円、比較4,568万８千円の増額となります。財源内訳ですが、国道支出金5,149万

３千円、一般財源１億8,987万４千円でございます。特定財源は、国庫支出金で国民健

康保険基盤安定事業負担金409万７千円、道支出金で国民健康保険基盤安定事業負担金

2,462万４千円、同じく後期高齢者医療基盤安定事業負担金2,277万２千円でございま

す。前年度比較で4,568万８千円の増額となっておりますけれども、主な要因は、国民

健康保険特別会計繰出金が4,332万２千円増加したことによるものでございます。 

 主な事業の説明を申し上げます。 

 １番、救急医療啓発普及事業負担金63万８千円につきましては、休日又は夜間診療

を行う在宅当番医の調整、实施経費などとして、滝川市に対し、滝川市と雤竜町、本

町の人口割13.4パーセントで44万９千円を、空知医師会に均等割30パーセント、空知

医師会会員数割70パーセントで18万９千円を負担するものでございます。 

 ２番、広域救急病院群輪番制運営事業負担金26万９千円につきましては、休日、夜
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間の重症救急患者の医療受診確保を目的とした事業であり、中空知５市５町で均等割

10パーセント、人口割10パーセント、及び参加病院所在市負担割80パーセントとして

負担するものでございます。 

 ３番、後期高齢者医療療養給付費負担金9,889万３千円につきましては、後期高齢者

医療給付に係る本町分の負担でございます。負担金の額は、北海道後期高齢者医療広

域連合の積算によるもので、平成27年度被保険者数見込と１人当たり療養給付費見込

みから計算された対象額に、負担定率12分の１を乗じて積算したものでございます。

計算の基礎となります後期高齢者被保険者見込数は1,415名、１人当たり給付見込額は

85万1,761円でございます。 

 ５番、国民健康保険特別会計繰出金１億727万円につきましては、低所得者などに対

する保険税の７割、５割、２割軽減分を補てんする保険基盤安定繰出分3,829万６千円、

保険者の原因によらない高齢者割合の高さ、所得水準の低さ、病床数の多さを勘案し

て計算した国保財政安定化支援分1,089万円、広域連合事務費繰出分1,200万１千円、

町の国保事務費分74万３千円、出産育児一時金分280万円、ほかに国保会計の歳入不足

を補うための繰出金として4,254万円を計上しております。 

 ６番、後期高齢者医療特別会計繰出金3,425万円につきましては、保険基盤安定繰出

分3,036万３千円、広域連合共通経費繰出分280万９千円、町の事務費等繰出分107万８

千円を合わせた額を後期高齢者医療特別会計に繰出すものでございます。 

 以上が、保健衛生総務費の予算内容でございます。よろしくご審議たまわりますよ

うお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） １目保健衛生総務費の説明が終わりましたので、質疑に入

ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

 10番、西永勝治君。 

○10番（西永勝治君） 今の５番目の国保への特別会計の繰出金１億700万円余り、内

容は今、細かくいっていただきましたので分かるのでありますけれども、どこの部分

で4,000万円ほど多くなる要素があるのか、分かればお願いしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（遠藤久美子君） 国保会計の当初予算を組むに当たりまして、国保基金

の歳入不足を補うためには、まず、国保基金から繰り入れをしているところでござい

ますけれども、27年度につきましては、国保基金を全額繰り入れたとしても歳入不足

が見込まれたということで、一般会計から4,200万円ほどを27年度は特別に、特別にと

いいますか、歳入不足を補うための目的として繰り入れるものでございます。国保会

計の詳しい詳細につきましては、国保特別会計の方でまた説明させていただきたいと

思いますので、以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 他に質疑ございませんか。 

〔「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、４款１項１目保健衛生総務費の

質疑を終わります。 
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 次に、４款１項２目環境衛生費、３目福祉医療費の説明を求めます。 

 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） それでは環境衛生費と福祉医療費について、ご説明申

し上げます。予算書は114ページから117ページをお開き願います。 

 ２目環境衛生費ですが、本年度予算額658万８千円、前年度予算額710万１千円、比

較51万３千円の減額となります。財源内訳ですが、国道支出金101万７千円、その他財

源82万９千円、一般財源474万２千円でございます。 

 特定財源として、国庫支出金で浄化槽設置整備事業補助金89万７千円、同じく社会

資本整備総合交付金12万円。その他財源で墓地使用料８万１千円、弥生霊園使用料59

万４千円、畜犬登録手数料３万円、畜犬注射済票交付手数料12万１千円、浄化槽清掃

業許可手数料３千円を見込んでおります。 

 主な事業について説明を申し上げます。 

 ２番、家庭エコ診断事業８万７千円につきましては、ご家庭に合わせた省エネ、節

約術をアドバイスし、省エネ、二酸化炭素削減活動を推進するためのもので、診断家

庭参加奨励品20件分、診断専用パソコンの借上料等の経費を計上しております。 

 ４番、墓地管理事業85万２千円につきましては、弥生霊園ほか５か所の墓地に係る

仮設トイレ設置借上げ料、水道料、草刈り、樹木伐採手数料などの経費を計上してお

ります。 

 ５番、浄化槽設置整備事業270万９千円につきましては、合併処理浄化槽５人槽２基、

７人槽５基の補助金が主なものでございます。この事業は、循環型社会形成推進事業

により、国から３分の１が交付されるものであります。 

 ６番、中空知衛生施設組合負担金217万２千円につきましては、火葬場維持管理費、

施設費、共通経費を負担金として計上しております。 

 ７番、危険空き家対策事業50万６千円につきましては、解体に係る補助金１件分30

万円と危険空き家に係る緊急安全措置経費10万円、空き家等対策審議会開催経費を計

上しております。 

 以上が、環境衛生費でございます。 

 続きまして、３目福祉医療費ですが、予算書は116ページ、117ページをお開き願い

ます。 

 本年度予算額4,626万６千円、前年度予算額4,652万６千円、比較26万円の減額とな

ります。財源内訳ですが国道支出金1,151万円、その他財源2,270万４千円、一般財源

1,205万２千円でございます。 

 特定財源については、国庫支出金で未熟児養育医療費国庫負担金13万８千円。道支

出金で未熟児養育医療費道負担金６万９千円、乳幼児等医療費助成補助金290万８千円、

同事務費補助金５万９千円、重度心身障害者医療費助成補助金623万６千円、同事務費

補助金59万５千円、ひとり親家庭等医療費助成補助金128万５千円、同事務費補助金22

万円。その他財源として、乳幼児等医療高額療養費保険者負担金11万７千円、重度心

身障害者医療高額療養費保険者負担金287万５千円、ひとり親家庭等医療高額療養費保

険者負担金35万円、未熟児養育医療高額療養費保険者負担金１千円、こども夢基金繰
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入金1,918万７千円、未熟児養育医療費徴収金17万４千円を見込んでおります。 

 主な事業について説明を申し上げます。 

 １番、乳幼児等医療費助成事業2,227万１千円につきましては、中学生までの医療費

を全額助成するための経費を計上しております。３月１日現在の受給者数は719名、こ

のうち小学生の受給対象は287名、中学生の受給者は155名でございます。 

 ２番、重度心身障害者医療費助成事業1,977万１千円につきましては、北海道医療給

付事業に準じて行う医療費の助成に係る経費を計上しております。３月１日現在の受

給者数は、207名でございます。 

 ３番、ひとり親家庭等医療費助成事業377万２千円につきましては、北海道医療給付

事業に準じて行う医療費の助成に係る経費を計上しております。18歳未満の子供を扶

養している配偶者のいない方とその子、及び両親の死亡などにより両親以外に扶養さ

れている18歳未満の子供に対する医療扶助でございます。学生など親の監護にある場

合は、20歳まで助成されます。３月１日現在の対象者は233名で世帯数は91世帯でござ

います。 

 以上が、２目環境衛生費、３目福祉医療費の予算内容でございます。よろしくご審

議たまわりますようお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） ２目環境衛生費、３目福祉医療費の説明が終わりましたの

で、質疑に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

 ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） ２点質問します。１点目ですけれども、115ページの家庭エコ

診断事業でございますけれども、26年度予算に比べますと３分の１ほどになっており

ます。この中身については承知しているつもりでございますけれども、そのやろうと

する理念は確かにわかるのですけれども、住民の方々がそれに応えていただけないと

いうのが予算減の原因だというふうに思うのですけれども、その辺の要因について担

当課としてどのようにお考えになり、今後、この事業について、大事なことであろう

かと思いますけれども、どのようにＰＲしてこれを推進するかという観点をしっかり

持たないと、進んでいかない事業になるのではないかなという懸念を持っております

けれども、その辺のご見解をお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（遠藤久美子君） それでは、ただ今のご質問にお答えいたします。まず、

あの事業費を昨年と比べて減額になっているということで、事業規模が縮小になって

いるのですけれども、实は昨年度、このエコ診断をするためには資格がいりまして、

エコ診断士という資格を持った者しかできないということで、この事業は25年から始

まっているのですけれども、26年度、本年度ですね、その有資格を取ろうということ

で予算を増やして、診断を受ける方も増やそうということで予算を増やしたところで

もあったのですけれども、資格試験の会場が道内で实施されないということで、实際、

資格試験を受験することができなく、１人の診断士によるエコ診断しか实施できなか

ったものですから、３人体制で診断を受診しようとするところが、１人の診断士しか
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いないということで、規模が縮小になりまして、来年度の予算につきましても１人の

診断士で診断するには、やっぱり数にというか、人数に限界があるということで予算

を縮小したところでございます。それでＰＲ、住民に対してのＰＲなんですけれども、

今年度につきましても広報誌に何度か載せていますし、25年度の結果なども大きく誌

面を使って、やった方の感想なども載せるようにして周知しましたし、回覧、パンフ

レット、町内会を通じてチラシも２、３回配らせていただいておりますが、なかなか

そんなに飛びついてくるような魅力のあるというふうな感じではないのかなというの

は实感としてはあります。 

 それで今後の事業展開なんですけれども、实は先ほど言いました診断士の資格が一

度取ったら、今後もずっと資格が付与されるものではなく、３年間限定の資格という

ふうになっておりまして、实は27年度で１名保持している診断士の資格は満了となる

というか、終了してしまいます。それで、今、考えているのは、このエコ診断事業は

28年度以降は今のところではちょっと無理だなというふうに考えておりまして、これ

に変わる地球環境温暖化に対応するような方策を、違う方向で考えていかなければな

らないということで、今、一応再来年度に向けて新たな方策を考えていかなければと

思っておりますが、27年度につきましては、今年度实施した世帯の反響だとか声もも

っと住民に知らしめて、口コミじゃないですけれども、そういうことをやるとこんな

効果があるということをもっとわかっていただいた上で、住民の中で意識を高めてい

ければと思っております。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） では、２つ目。３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 同じく115ページの危険空き家対策ということで、私は個人的

には思うのですけれども、植田町長のやり残した仕事のひとつとして、せっかくいい

条例を作ったのですけれども、なかなかその、条例は作ったのですけれども、实際に

それを何といいますか、国家権力のような形で使うということはなかなかできない、

いわゆるそのいろいろな形での診断を行ったりなんなりして、はじめて有効になると

いう形だと思います。それで具体的にはどの場所を、いつも聞いていますので大体お

わかりだと思いますけれども、青葉とそれから弥生区ですか、間にある建物を何とか

して欲しいという住民の声は長く続いておりますけれども、改善されないという形で

ございます。 

 そこで国の方でも新たにその危険空き家というものについての定義を定めようとし

ていたはずです。定めたのかもしれませんけれども、その中に確か景観を損なうとい

う部分についても、いわゆるその除去の対象になるのだというふうな部分も、表記が

あったように記憶しております。实際にいろいろな角度で調査をして、大丈夫だとい

う部分につきましては、それはそれで納得しますけれども、景観上という観点から考

えますと、そのいわゆるその対象になってくる建物に該当するのかなというふうに私

は思うのですけれども、今後、そのせっかく作った条例を活用して、私は何でもかん

でも壊せといっている意味ではなくて、何とかその上手な活用方法に結びつけば一番

いいことなんでしょうけれども、そこに結びつかない場合は、やはり解体するという

選択肢も勇気を持って行っていかなければならないのかなというふうに思っておりま

す。ただ、事情等については、いろいろな絡みがあるということで、そう簡単ではな
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いということは十分承知しておりますけれども、再度、この作られた条例に基づきま

して、いわゆるその空き家対策について、担当課といたしまして、27年度の取り組み

について、再確認をさせていただきたいと思いますので、お答えをいただければと思

います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（遠藤久美子君） 今、議員さんがおっしゃられたその青葉と弥生区にあ

る大きな工場跡地のことだと思うのですけれども、委員会でも視察して、去年は行っ

ていただいたりして、その時にもお話したかと思うのですけれども、うちで作成した

条例の中では、なかなか实際壊すだとかということになると、またいろいろ簡単には

いかないとは思うのですけれども、一応審議会を条例作成と一緒に、空き家対策審議

会を設けまして、今、今年で２年目ということで、年１回審議会を開催しております。

それで空き家の状況などを实際にご覧いただくというよりも、写真などを見せて審議

していただいたりしております中で、委員さんの中には弁護士さんもいらっしゃいま

して、具体的に今のおっしゃったようなところの話も、会議の中では話は出ておりま

す。ですが今一歩、委員さん、また弁護士さんの立場としての助言もいただきながら、

町としては人の財産だから関係ないとかということにはならず、本当に何かがあった

ときにはそれに対応できる措置をきちっとしていかなければならない。もちろんその

つもりでこういう条例も作っておりますし、町の対応が後手にならないように、万全

を期するようにということで、委員さんの意見をお聞きしながら、私どもも考えてい

きたいと思っております。それで議員さんがおっしゃったように、今、法律が整備さ

れました。それで基本的にはうちが策定した条例と、その条例に相反するようなもの

はないと思いますが、法律で明らかにその固定資産の情報を確認できるだとか、そう

いうことが法律で明記されましたので、そこらへんを法律との整合性を失わないよう

に、今後、法律の状況を見据えながら、もし条例ももしかしたら中身を検討するよう

なことが出てくるかもしれませんけれども、今のところはうちの条例は特に問題ない

ということで、このままで行く予定でおりますので、お答えになるかどうかわかりま

せんけれども、私の方からは答弁、以上とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） 追加答弁で住民課長。 

○住民課長（遠藤久美子君） それでですね、今年度開催しました審議会の中で、町

内にある危険、その危険空き家という位置付けにされている物件はありません。状況

によりけり、経年に伴い、よくなるわけがないので、务化していくということで、い

つの段階でどうなるのかというのは分かりませんけれども、昨年度観察した中ではご

ざいませんということを報告いたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 他に質疑はございませんか。 

 ９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 先ほど、青田さんが言われましたエコ検査の、受けた人の話

を聞いたのですけれども、電化製品、冷蔵庫だったかな、それを新しいのに取り替え

たらすごい電気代が安くなりましたという話は聞いたのですけれども、そのエコ検査

を受けた、受けて結局結果が出ますよね。買った方がいいですよとか、そのままでい
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いですよとか、いろいろ出たときに、うちなんか全部新しいのに替えなさいといわれ

るのではないかなと思って受けられないのですよね。その話を聞いたら、そういうの

が受けられないので。ただ受けてそのままでいいのか、受けた人がお金があれば替え

ると思うのですけれども、そこらへん、そのエコ検査して替えた方がいいですとかと

いうのだったら、そういう助成金が出るとか、そういうようなシステムになればいい

かなというふうに、ただ検査だけでなくて。受けた人の話を聞いた段階ではそんなふ

うに受けたのですけれども、そこら辺、検査だけでなくて尐しプレミアなんか救われ

ないのかなというふうに思いましたので、そこをお聞きしたいのですけれども。まず

ひとつずつ。 

○議長（長谷川秀樹君） それでは答弁を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（遠藤久美子君） 電化製品の話につきましては、今、議員さんがおっし

ゃったようにそのエコな電化製品がいっぱい売っていますので、一番、要するに投資

を考えなければ、一番手っ取り早くというか、電気料の削減をするにはそれを取り替

えるのが一番早いとは思いますけれども、おっしゃるようにそれはそれなりの投資を

しなければならないですから、そんな簡単な話ではないと私も思いますし、ある反面

から言いますと、私どもはごみの減量化だとか、そういうことを言っている側からす

ると、使えるうちには最後まで使うというのもある意味のエコな話なものですから、

そこら辺の考え方いろいろあると思いますけれども、新たな製品をより良いものを買

ったときに助成してはというお話なんですけれども、今の段階ではちょっとそこまで

の考えはございませんので、ご意見として賜りたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） ９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 117ページの未熟児養育の関係なんですけれども、未熟児とい

うのは、１年間に新生児で生まれたときに未熟児であった人だけの対象で、ずっと未

熟児でいるというわけではないので、１年間だけの助成ということなのか、次の２、

３年までそういう対象になるのかということをちょっとお聞きしたいです。 

○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） 未熟児養育医療の該当になる方なんですけれども、あ

くまでも出生してすぐなんですよ。だから、いつまでも未熟児という概念にはならな

いのですけれども、生まれたときに2,000グラム以下や、あと障害が、運動が不安だと

か、けいれんがあるだとか、その排便がないだとか、嘔吐がある、黄疸があるなどの

そういう症状があった場合に、いわゆる保育器に入れるだとかという措置がとられる

と思うのですけれども、そういうときに医師が、これは入院して治療を受けなければ

だめだということで判断した方に、子供に対して助成するものです。ですから保育器

から外れるといいますか、お医者さんがもうこれは大丈夫だなとなった段階で、その

未熟児医療の対象者から外れます。なお、本年度でいいますと、本町で未熟児医療の

助成となった方は、１名でございました。昨年度も１名でございます。以上でござい

ます。 

○議長（長谷川秀樹君） 他に質疑はございませんか。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、４款１項２目環境衛生費、３目

福祉医療費の質疑を終わります。 

 ４款１項４目予防費の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

〔保健福祉課長 長谷川雄士君登壇〕 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） それでは４款１項４目予防費について、説明しま

す。予算書は 118ページ及び119ページをお開きください。 

 予防費。本年度予算額1,618万５千円、前年度予算額1,348万９千円、比較269万６千

円の増額であります。増額となった主な理由は、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事

業において、平成26年10月に法定予防接種となったこと、及び接種料単価のアップに

より事業費が増額となったことが主な要因であります。財源内訳は、その他財源133万

４千円、一般財源1,485万１千円であります。 

 続きまして、特定財源の内容を申し上げます。その他財源としまして、高齢者イン

フルエンザ予防接種助成金33万８千円、空知中部広域連合からの、単価定額による北

海道国民健康保険調整交付金であります。高齢者肺炎球菌予防接種助成金79万６千円、

空知中部広域連合からの、接種対象者100人分の北海道国民健康保険調整交付金であり

ます。すこやか推進事業補助金20万円、北海道後期高齢者医療広域連合からの、すこ

やか推進事業に対する補助金でありまして、インフルエンザ予防接種事業に充当する

ものであります。 

 次に、主な経費別事業概要を申し上げます。 

 １、子ども法定予防接種事業1,060万６千円。これにつきましては、予防接種法の定

めるところにより、感染予防、発症予防、重症化予防及び感染症まん延予防を目的に

行う、子供の法定予防接種の实施経費を計上しております。この法定予防接種の種類

は、ＢＣＧ、ヒブ、小児肺炎球菌、ポリオ、四種混合、三種混合、二種混合、麻し

ん・風しん及び子宮頸がん、水痘の計10種類であります。接種者の自己負担金につい

ては、ありません。 

 ２、インフルエンザ予防接種事業236万４千円。これにつきましては、予防接種法の

定めるところにより、個人の発症予防及び重症化予防を目的に行う、インフルエンザ

予防接種の实施経費を計上しております。この予防接種事業の対象者は、定期予防接

種にあっては、65歳以上の方及び60歳から64歳までの者で心臓、腎臓、呼吸器等に障

害のある身体障害者手帳１級のもの。任意予防接種にあっては、妊婦及び中学生以下

の者であり、接種回数は、13歳未満２回、13歳以上１回であります。接種料に対する

助成額は、１人１回 1,000円であります。ただし、生活保護受給者は、全額となって

おります。 

 ３、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業318万７千円。これにつきましては、予防

接種法の定めるところにより、高齢者の肺炎を起こす最も多い原因菌である肺炎球菌

による発症及び重症化を予防するため行う、肺炎球菌ワクチン予防接種の实施経費を

計上しております。この予防接種の対象者は、任意予防接種を含み、65歳以上の方及

び60歳から64歳までの者で心臓、腎臓、呼吸器等に障害のある身体障害者手帳１級の
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もののうち、当該ワクチンの接種歴がない方となります。实施機関につきましては、

町内のみから、滝川市内及び砂川市内の医療機関並びに雤竜第一病院に拡大いたして

おります。接種者の自己負担金については、ありません。 

 以上、予防費の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げ

ます。 

○議長（長谷川秀樹君） ４目予防費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

 ９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） ３番目の高齢者肺炎球菌ワクチンについてお聞きします。去

年からの予算から見まして、先ほど説明ありましたように、たくさん増えているので

すけれども、26年度、現在どのくらいの人が受けているのか。それによって増やした

のではないかなと思うのですけれども、それをお聞きしたい。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） ただ今の高齢者肺炎球菌ワクチンの26年度の接種

者の人数ですけれども、341人となります。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

 ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 今のと同じような内容なんですけれども、課長の説明の方で

ワクチン接種歴がないものが該当するということでお話がございましたけれども、こ

れ１回打てばもういらないということになるのか、そうではなくてなるべく多くの人

に接種をしていただきたいというねらいの中でそういうことをやっているのか、その

へんちょっとお聞きしたいなと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） 今のご質問につきましては、担当保健師の岡田グ

ループ長から説明します。 

○健康推進グループ長（岡田理恵君） それでは今の質問にお答えいたします。予防

接種法の中ではお一人１回ということでなっているのですが、去年の10月に予防接種

法の中で定期の予防接種になりましたので、今、５年間の中できちんと接種をしてか

ら、厚生労働省の方では、前の時には、任意の予防接種の時には５年以上経てばもう

一度してもいいという見解もあったものですから、今、定期になった段階でもう尐し、

５年間の経過を見てから、発症ですとかそういったことをもう尐し調査をしてから考

えるということの見解が出ておりますが、今のところテレビの放送等もお一人１回と

いうことでＰＲをしているところです。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「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、４款１項４目予防費の質疑を終

わります。 

 ４款１項５目健康づくり推進費の説明を求めます。 
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 保健福祉課長。 

〔保健福祉課長 長谷川雄士君登壇〕 

○保健福祉課長（長谷川雄士君） それでは、４款１項５目健康づくり推進費につい

て、説明します。予算書は 118ページから 121ページをお開きください。 

 健康づくり推進費。本年度予算額2,451万３千円、前年度予算額2,498万５千円、比

較47万２千円の減額であります。減額となった主な理由は、平成25年度健康づくり対

策事業に計上しておりました食生活改善講演会開催経費の削減が主な要因であります。

財源内訳は、国道支出金90万１千円、その他財源421万９千円、一般財源1,939万３千

円であります。 

 続いて、特定財源の内容を申し上げます。国庫支出金は、保育緊急確保事業費補助

金４万８千円、乳児家庭全戸訪問事業に対する国庫補助金であり、乳幼児健康診査・

相談事業に充当するものであります。補助率は、３分の１。がん検診推進事業補助金

35万３千円、働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業实施要綱に基づき实施す

る、子宮がん検診、乳がん検診及び大腸がん検診に対する国庫補助金であります。補

助率は、２分の１。道支出金は、健康増進事業費補助金50万円、健康増進法の定める

ところによる、健康教育、健康相談、基準対象年齢者の健康診査、訪問指導等の事業

に対する補助金であり、成人健康診査事業に充当するものであります。補助率は、３

分２であります。 

 その他財源としまして、総合健康福祉センター健康体力増進审使用料130万円、１回

200円の体力増進审の使用料であります。介護予防事業受託金６万６千円、高齢者食生

活改善事業の实施に対する、空知中部広域連合からの受託金であり、健康づくり対策

事業に充当するものであります。長寿・健康増進事業補助金29万４千円、後期高齢者

健康相談事業の实施に対する、北海道後期高齢者医療広域連合からの補助金で、健康

づくり対策事業に充当するものであります。成人健康診査負担金５万５千円、各種成

人病検診の自己負担金であります。ヘルスアップ事業国保助成金62万円、国民健康保

険加入の若年者基本健康診査事業の实施に対する、空知中部広域連合からの助成金で

あります。がん検診負担金94万２千円、各種がん検診の自己負担金であります。すこ

やか推進事業補助金20万円、北海道後期高齢者医療広域連合からの、すこやか推進事

業に対する補助金であり、がん検診事業に充当するものであります。後期高齢者医療

広域連合受託金74万２千円、高齢者の医療の確保に関する法律の定めるところにより

实施する、後期高齢者健康診査事業の实施に対する、北海道後期高齢者医療広域連合

からの受託金であります。 

 続きまして、主な経費別事業概要を申し上げます。 

 ２、成人健康診査事業259万６千円。これにつきましては、基本健康診査、肝炎検診、

骨そしょう症検診及びエキノコックス症検診の实施経費を計上しております。基本健

康診査につきましては、平成26年度に引き続き、20歳代を健診対象者に加え、より若

い世代からの健診を实施し、健康管理意識及び継続的な健診受診の必要性の啓発を図

ります。各健診受診１回の自己負担限度額を 500円として实施いたします。 

 ４、がん検診事業894万９千円。これにつきましては、胃がん、肺がん、大腸がん、

前立腺がん等のがん検診の实施経費を計上し、がんの早期発見及び知識の普及啓発に
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より、健康の維持及び増進を図るものであります。特定のがんの発症率が高い年齢に

達した方を対象に、がん検診の受診促進を図る経費を計上するとともに、働く世代の

女性支援のためのがん検診受診を推進するため、平成25年度のがん検診推進事業の対

象者で、過去５年間に１度も検診を受診していない方に、無料クーポン券を配布し、

乳がん検診又は子宮頸がん検診の、重要性の認識及び受診の動機付けの醸成及び向上

を図る経費を計上しております。各検診受診１回の自己負担額限度を500円として实施

します。 

 ６、健康づくり対策事業292万４千円。これにつきましては、平成25年度からの計画

期間である、健康増進計画健康プラン新十津川の定めるところにより实施する、町民

の健康づくりのための食生活改善業務、健康増進業務等に従事する臨時栄養士及び臨

時保健師の雇用経費を計上しております。健康づくり啓発事業としましては、料理レ

シピ集作成事業、ウォーキング推進事業等を实施いたします。 

 ８、健康体力増進审管理運営事業275万２千円。これにつきましては、体力づくり、

筋力維持、運動習慣の確立等に寄与し、生活習慣病の予防等に資する、ゆめりあに在

ります健康体力増進审の管理運営経費を計上しております。ボランティア骨太の会の

４人及び臨時職員４人の人員体制で、年間 313日の開审を予定しております。平成26

年度、12月末現在の利用者は、延べ5,776人でありまして、うち町内者は、延べ2,208

人であります。 

 ９、妊婦健康診査・相談事業299万７千円。これにつきましては、妊婦の一般健康診

査費用14回分及び超音波検査費用６回分の助成経費を計上し、経済的負担の軽減を図

り、定期的な受診の機会を確保するとともに、正常な妊娠経過等を支援するための相

談事業を实施し、安心して子供を育てることができる環境づくりを推進するものであ

ります。平成27年度中の出生見込み人数は、35人としております。 

 11、特定不妊治療費助成事業100万円。これにつきましては、不妊治療を受けている

夫婦の経済的負担を軽減するため、１回10万円を上限額として、不妊治療費の助成額

を計上しております。この助成事業の今までの助成实人数は３人でありまして、平成

25年度、１人が懐妊、出産。平成26年度、１人が懐妊し、出産見込みであります。 

 以上、健康づくり推進費の説明とさせていただきます。平成27年度保健福祉課所管

の予算案についての説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ５目健康づくり推進費の説明が終わりましたので、質疑に

入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

 ９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 確認ですけれど、がん検診の、がん検診というより成人病検

診、今までいろいろ肺がんとかやっていましたね。それワンコインということは500円

で全部受けられるということですか。今までは、結構2,000円とか2,500円とかかかっ

たのですけれども。確認です。 

○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） ただ今のワンコインで検診を受けられるのかとい
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うことですけれども、27年度から、今までそれぞれ不妊治療もあったのとか、500円未

満のものとかもあったのですけれども、自己負担の伴うものとか、成人病検診全部で

すけれども、先ほど言いましたように、自己負担最高限度額500円、今まで各種500円

以上のものにつきましては500円、これが自己負担をいただくと。それと今まで26年度

につきましては、節目の肝炎検診とかというのは300円だったのですね。それとか骨粗

しょう症の節目の方は500円、エキノコックス症の検診が１回300円だったのですけれ

ども、この３つにつきましては、自己負担なしということで、27年度から成人病検診

を受けていただくということとして計上している。したがって、成人病検診の各検診

の１回の限度額はゼロ円か500円ということになりますので、、限度額500円というふ

うに言わせていただきますけれども、ワンコイン事業として实施するという事業の計

上であります。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「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、４款１項５目健康づくり推進費

の質疑を終わります。 

 これから11時10分まで休憩いたします。 

（午前10時53分） 

                                     

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午前11時10分） 

○議長（長谷川秀樹君） ４款１項６目上水道費の説明を求めます。 

 建設課長。 

〔建設課長 村中忠夫君登壇〕 

○建設課長（村中忠夫君） それでは４款１項６目上水道費のご説明をいたします。

予算書は、120ページ、121ページでございます。 

 本年度予算額3,272万１千円、前年度予算額2,513万３千円、比較で増額の758万８千

円でございます。増額の主なものにつきましては、旧西部簡水配水管布設替事業に伴

う負担金の増によるものでございます。財源内訳は、すべて一般財源で3,272万１千円

でございます。 

 次に、内容のご説明をいたします。 

 １番目の西空知広域水道企業団負担金2,054万９千円につきましては、西空知広域水

道企業団が实施いたしました第２次、第４次拡張事業及び徳富ダム事業に係る利息分

と、町単独拡張事業に係る企業債の元利償還金の町の負担分でございます。 

 ２番目の旧西部簡水配水管布設替事業負担金1,217万２千円につきましては、平成４

年度に、当時北海道が管理してございました道々滝川浜益線、現在の国道451号の歩道

拡幅に伴いまして移設補償となりました配水管でございまして、学園10号線から吉野

方面の区間でございます。材質が塩ビ管で、管内の水圧と埋設箇所の土質との関連か

ら、管体に生じる応力でクラックが発生し漏水が生じるという事故が、過去４回、特

に昨年につきましては６月と10月に発生してございます。復旧の度に断水を余儀なく

され、利用者の方々に大変ご迷惑をおかけしたところでございます。 
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 この配水管は、平成13年度に町と企業団とで無償譲与契約を締結しておりまして、

財産権は企業団ではございますけれども、契約条項に大規模改修に伴う費用について

は町が負担するとございますので、今回、安全安心な給水のため、より高応力対応の

ポリエチレン管への布設替えに要する経費を計上させていただいたところでございま

す。事業の内容につきましては、口径100mm、延長382ｍの布設替えにかかる实施設計

委託料と工事請負費でございます。 

 以上で、４款１項６目上水道費の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い

申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ６目上水道費の説明が終わりましたので、これから質疑に

入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

〔「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、４款１項６目上水道費の質疑を

終わります。 

 ４款２項清掃費、１目塵芥処理費、２目し尿処理費の説明を求めます。 

 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） それでは塵芥処理費とし尿処理費についてご説明申し

上げます。 

 はじめに、１目塵芥処理費でございます。予算書120ページから123ページをお開き

願います。 

 本年度予算額１億3,449万７千円、前年度予算額１億3,055万６千円、比較394万１千

円の増額となります。財源内訳ですが、その他財源1,614万３千円、一般財源１億

1,835万４千円でございます。特定財源ですが、その他財源で一般廃棄物処理業許可手

数料１万５千円、廃棄物処理手数料1,500万円、資源物売払収入112万８千円を見込ん

でおります。 

 主な事業についてご説明申し上げます。 

 １番、ごみ収集事業4,528万７千円につきましては、指定ごみ袋等作成経費268万９

千円、ごみの収集委託料4,082万４千円、廃棄物処理手数料収納事務委託料150万円な

どを計上しております。 

 ２番、資源回収奨励事業48万円につきましては、ごみの減量と再利用を図るため、

資源回収实施団体に奨励金を交付するもので、回収した資源物に対し、１キロ当たり

３円を助成しております。平成27年度は160トンの回収を目指しております。 

 ３番、不法投棄等対策事業125万６千円につきましては、道路敶地、町有地に不法投

棄された家電品などの処理手数料や、町道で交通事故に遭った犬猫等小動物の遺体処

理料、及び不法投棄抑止のためのセンサー式赤色回転灯４基を新たに設置する費用106

万４千円を計上しております。 

 ４番、一般廃棄物処分場管理事業602万９千円につきましては、施設管理に係る光熱

水費、維持管理委託料などの経費を計上してございます。 

 ５番、中空知衛生施設組合負担金6,103万３千円につきましては、ごみ処理施設の維
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持管理費3,791万９千円、施設費2,279万３千円、動物用小型焼却施設の維持管理費21

万８千円、施設費10万３千円を負担するものでございます。 

 ６番、中・北空知廃棄物処理広域連合負担金2,028万２千円につきましては、３か年

平均のごみ量率4.05パーセントで計算した運営管理費1,678万５千円、均等割10パーセ

ント、ごみ量割90パーセントで計算した建設費349万７千円を計上しております。 

 ７番、家庭用生ごみ処理器購入費助成事業につきましては、当初予定していた事業

实施期間を１年延長しておりましたが、この事業による当初の目的であるごみの減量

及び環境意識の高揚が図られたものとし、平成26年度で廃止するものです。しかし、

申請の受付につきましては購入後６か月以内となっていることから、コンポスト容器

10基分、電気式で２基分の補助金13万円を計上しております。なお、本年度の２月末

の助成实績は、コンポスト容器が16基、電気式は２基となっております。 

 次に、２目し尿処理費でございます。予算書122ページ、123ページをお開き願いま

す。 

 本年度予算額2,470万８千円、前年度予算額5,225万８千円、比較2,755万円の減額と

なります。減額の主な要因は、中空知衛生施設組合がし尿等の受け入れを行わなくな

ったことによる維持管理費分負担金の減額1,329万６千円、及び汚泥等処理効果促進事

業負担金の支出がなくなったことによるものでございます。財源内訳ですが、その他

財源で、し尿汲取り手数料500万４千円、一般財源1,970万４千円でございます。し尿

汲取り手数料につきましては、１リットル当たり７円80銭、基本料金は１便槽当たり

324円で積算しております。 

 主な事業についてご説明申し上げます。 

 １番、し尿収集事業882万円につきましては、し尿汲取り委託料、し尿等の搬入先が

奈五江浄化センターに変更になることから、運搬経費増加分及び事務経費を計上して

おります。 

 ２番、中空知衛生施設組合負担金888万５千円につきましては、滝川市、雤竜町と３

市町共同で行っております、し尿処理に係る施設の維持管理費でございまして、通常

の維持管理費用と平成27年度からし尿等の受入は奈五江浄化センターに変更になりま

すので、衛生センター解体に向け、槽の清掃経費分を負担するものでございます。 

 ３番、石狩川流域下水道組合負担金700万３千円につきましては、６市６町によるし

尿共同処理事業に係る石狩川流域下水道組合への負担金を計上しております。負担割

合はし尿量割で7.269パーセントとなっております。 

 以上が、１目塵芥処理費、２目し尿処理費の予算内容でございます。よろしくご審

議たまわりますようお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） １目塵芥処理費、２目し尿処理費の説明が終わりましたの

で、質疑に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

 ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） ごみの不法投棄対策ということでのご説明いただきました。

赤色灯４基を設置するという話だったと思いますけれども、場所の紹介をいただけれ

ばと思います。 



- 174 - 

○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） 赤色回転灯の設置箇所ですけれども、里見北７線、西

空知広域水道企業団がある町道なんですけれども、そちらの両側の２か所、国道側か

ら行く１か所と町道側の、向こう側の１か所の２か所。それとスキー場のロッジの手

前側に１か所。それと本町の一般廃棄物最終処分場の入り口に１か所。その合計４か

所の予定でございます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「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、４款２項清掃費、１目塵芥処理

費、２目し尿処理費の質疑を終わります。 

 ５款労働費、１項労働諸費、１目労働諸費の説明を求めます。 

 産業振興課長。 

〔産業振興課長 小林 透君登壇〕 

○産業振興課長（小林 透君） それでは５款１項１目労働諸費について、ご説明を

申し上げます。予算書は124ページ、125ページでございます。 

 本年度予算額62万１千円、前年度予算額61万円、比較で１万１千円の増額でござい

ます。財源はすべて一般財源でございます。 

 経費別事業の概要でございますが、１番目の中空知地域職業訓練センター協会負担

金56万５千円につきましては、中空知５市５町および建設協会、技能協会、商工会等

で運営費を負担しているものでございまして、本町では平成25年度におきましては346

人、延べで言いますと1,941人の方が、塗装、それからパソコンなどの訓練、及び各種

講習会を受講しているという状況にございます。なお、利用者数といたしましては滝

川、砂川、赤平に次いで４番目の人数ということでございます。負担金は55万２千円

で、前年度に比較して１万３千円の増額となってございますが、これは算定項目の一

つに利用实績度割がございますので、その部分の増額によるものということでござい

ます。 

 ２番目の新十津川技能協会支援事業４万円につきましては、例年どおりの予算額で

ございまして、現在技能協会の会員数は、昨年と同様の31名ということでございます｡

この協会への助成ということで４万円を計上しているということでございます。当協

会におきましては、会員の技能向上とともに、社会奉仕活動ということで包丁研ぎ、

あるいは高齢者世帯の除雪などを行っていただいているという状況にございます。 

 ３番目の通年雇用促進事業１万６千円につきましては、滝川市、芦別市、赤平市、

新十津川町、雤竜町の３市２町からなります滝川地域通年雇用促進協議会、こちらへ

の負担でございまして、季節労働者が通年雇用として採用されるように、相談窓口等

を設ける取組みを行っているものでございます。本町の平成25年度の季節労働者数は

106名という状況でございます。 

 以上、労働所費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ますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目労働諸費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 
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 質疑のある方は発言願います。 

〔「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、５款労働費、１項労働諸費、１

目労働諸費の質疑を終わります。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費の説明を求めます。 

 農業委員会事務局長。 

〔農業委員会事務局長 小林 透君登壇〕 

○農業委員会事務局長（小林 透君） それでは６款１項１目農業委員会費について、

ご説明を申し上げます。予算書は126ページ、127ページでございます。 

 本年度予算額1,176万３千円、前年度予算額1,191万４千円、比較で15万１千円の減

額でございます。減額の主なものにつきましては、農業者年金事務に要する費用でご

ざいます。財源内訳でございますが、国道支出金320万円、その他財源120万９千円、

一般財源で735万４千円でございます。 

 特定財源の内訳でございますが、農業委員会交付金320万円につきましては、北海道

の定額補助でございます。その他財源の現地目証明、嘱託登記、その他証明手数料に

つきましては、新十津川町農業委員会手数料条例に基づきまして、前年度決算見込み

額を勘案して計上いたしております。農業者年金業務委託料100万９千円につきまして

は、農業者年金基金と町で業務の委託契約を締結してございまして、契約に対する相

応分を計上してございます｡ 

 続きまして、経費別事業概要でございますが、１番目の農業委員会活動事業996万８

千円につきましては、農業委員17名の報酬が主なものでございます。 

 平成26年1月から12月における農地の権利移動の状況でございますが、全体で106件、

前年は92件でございました。土地面積の移動に関しましては338ヘクタール、昨年が

279ヘクタールという状況でございます。その中で権利の移転及び設定が行われたとい

うことでございます。このうち売買面積につきましては32件で99ヘクタール、賃貸及

び使用貸借は74件で239ヘクタールという状況でございます。 

 ２番目の農業者年金事務138万１千円でございますが、受給者432名、それから農業

者年金の被保険者数は140名、これらの資格取得、喪失等の資格管理に要する経費とい

うことでございます。それでこの内訳につきましては、担当職員、臨時職員の賃金が

主なものになっております｡ 

 ３番目の農地基本台帳管理システム管理事業36万２千円につきましては、管理シス

テムの保守管理に要する費用でございます。 

 ４番目の水土里情報システム負担金５万２千円につきましては、農業委員会では、

農地の移動管理などのためコンピュータ上に地図情報や写真情報を重ねあわせた情報

を引き出すＧＩＳシステムというシステムを利用しておりますが、そのシステムに入

れる航空写真データにつきましては、水土里ネット北海道が持っているものでござい

まして、その写真データを利用しているということでございます。これを農業委員会

で利用しているということに対する負担金という内容でございます。 

 以上、農業委員会費についてご説明を申し上げました。よろしくご審議いただきま

すようお願い申し上げます。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%9B%B3
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○議長（長谷川秀樹君） １目農業委員会費の説明が終わりましたので、質疑に入り

ます。 

 質疑のある方は発言願います。 

 ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） １番目の農業委員会の活動事業についてのお話がございまし

たけれども、参考にちょっとお聞かせいただきたいのですけれども、今、お話しした

件数の中で離農者といますか、完全に農業を辞めた方は何人くらいおられて、その面

積について、何といいますか、スムーズに移動したのかといいますか、そういう点に

つてちょっと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。 

 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（小林 透君） それでは３番議員さんのご質問にお答え申し

上げます。離農者ということになりますと、ちょっと完全にその離農者という手続き

をしている方もいらっしゃいますので、ちょっとまだ確定してございません。それで

確定ができたら委員会等で報告をしていきたいというふうに思います。それとそれに

伴う農地面積についても同様のように報告させていただきたいというふうに思ってお

ります。 

 それと農地の移動に関して円滑に行われたかということでございますが、農業委員

さんだとかの斡旋、調停、調整等々、努力をいただきまして、現状においてはすべて

円滑に移動が行われているという状況にございます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、６款農林水産業費、１項農業費、

１目農業委員会費の質疑を終わります。 

 ６款１項２目農業振興費、３目畜産業費の説明を求めます。 

 産業振興課長。 

〔産業振興課長 小林 透君登壇〕 

○産業振興課長（小林 透君） それでは６款１項２目農業振興費につきまして、ご

説明を申し上げます。予算書は128ページ、129ページでございます。 

 本年度予算額３億1,847万６千円、前年度予算額１億7,561万９千円、比較で１億

4,285万７千円の増額でございます。増額の主な理由につきましては、農業の有する多

面的機能の発揮の促進に関する法律が本年４月から施行されることとなりまして、そ

の法律で多面的機能支払が位置づけられてございます。法定制度化によりまして、従

来、北海道農地・水保全管理対策協議会というところで国、北海道、市町村の負担金

を集約して、この協議会から各多面的機能維持活動を行う地域組織の方に交付されて

いたという流れのものが、今度は国、北海道の交付金が市町村の方に入ってくるとい

うことで、市町村からその活動の地域組織の方に支払うことになるという流れになり

まして、その分が大幅に増額になったということでございます。財源内訳でございま

すが、国道支出金が２億3,589万２千円、一般財源は8,258万４千円でございます。 

 特定財源の補助率でございますが、農業経営基盤強化資金利子補給費補助金につき
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ましては補助率が２分の１、次世代農業者支援融資事業利子補給費補助金につきまし

ては10分の10、多面的機能支払推進交付金は４分の３、環境保全型農業直接支払交付

金は４分の３、環境保全型農業直接支払推進交付金は10分の10、中山間地域等直接支

払交付金は４分の３、経営所得安定対策推進事業交付金は10分の10、北海道青年就農

給付金事業費補助金は10分の10でございます。 

 続きまして、経費別の主な事業概要を申し上げます。 

 １番目の農業行政推進事業26万７千円でございますが、これは農政事務全般に係る

消耗品や旅費及び優良品種試験に要する経費。これにつきましては、水稲作況の展示

圃の開設経費でございまして、使用する圃場16アールの管理委託料と農機具の使用料

などでございまして、これを計上してございます。 

 ２番目の営農振興対策協議会支援事業20万円でございますが、営農対策協議会が行

う病害虫防除予察、水稲適期刈取り現地判定、それと婚活セミナー等に係る助成でご

ざいます。この営農振興対策協議会の方には農協も同額の20万円を負担しているとい

うことでございます。 

 次、３番目の農民協議会活動支援事業59万９千円、４番目の北海道農業担い手育成

センター負担金13万５千円、５番目の北海道市町村農業農村振興対策協議会負担金４

千円は、例年どおりの各団体等への負担金でございます。 

 ６番目の水土里情報システム負担金41万４千円につきましては、農業委員会費の方

でも説明したものと同じ内容でございまして、水土里情報システムの利用に伴う負担

金でございます。 

 ７番目の農業経営基盤強化資金利子助成金494万５千円でございますが、これは認定

農業者が規模拡大を図る際に、資金の借入れを起こしたものに対して、道２分の１、

町２分の１で利子補給をするもので、271件分を計上いたしております。 

 ８番目の次世代農業者支援融資事業利子助成金４千円につきましては、農業後継者

が経営移譲を受けるときに、先代が借りた負債を長期資金で借り換えるというような

内容のものでございまして、これに対して利子補給するものでございます。これは27

年度分は１件分ということでございます。 

 ９番目の多面的機能支払交付金１億6,885万４千円につきましては、農業振興費の増

額理由の方で説明申し上げましたものでございまして、事業内容は地域の共同活動に

より水路の泥上げ、それから農道の草刈り等の農地維持支払の分、それと施設の軽微

な補修や植栽による景観形成などを行う資質向上支払、この２本の支払の内容で交付

をしていくものでございます。本町の対象地区は10地区でございまして、対象用地面

積は4,284ヘクタールとなります。 

 10番目の環境保全型農業直接支払交付金510万６千円につきましては、地球温暖化防

止等の環境保全に効果の高い営農活動に取り組むものを支援するものでございまして、

本町では、大豆や長ネギの収穫後にえん麦等の作付けを行うカバークロップという方

法、それから堆肥の施用などの取り組みとして、面積85ヘクタール分で500万円、それ

からそのほか事務経費を計上してございます。 

 11番目の中山間地域等直接支払交付事業１億2,747万８千円につきましては、平成27

年度からこの中山間地域等直接支払制度が第４期対策に入ります。本町の対象地区10
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地区で農地保全や農業生産条件の不利を補正する取組などを行いまして、その活動に

対して１億2,726万８千円を交付するものでございます。 

 12番目の経営所得安定対策直接支払推進事業助成金611万円につきましては、経営所

得安定対策制度の確認事務、申請事務等につきまして、新十津川町地域農業再生協議

会が行う経費を計上しております。 

 13番目の新十津川町農産物ブランド化推進協議会負担金110万円につきましては、農

産物の付加価値向上や販路拡大の取り組みを行う生産者への支援を行うほか、札幌な

どで開催される農産物フェア等への出品、それから対面販売、これらを行っていくた

めの経費あるいは支援するための経費を計上してございます。また、この推進協議会

の負担金の中で地域おこし協力隊の採用の方を計画しているということで、その募集

経費についてもここで計上をしてございます。地域おこし協力隊につきましては、２

名分を募集する予定でございます。 

 14番目の青年就農給付金事業225万円につきましては、平成27年度に予定されており

ます新規就農者１組分を計上してございます。この１組分というのはご夫婦、双方と

も農業者ということで、通常の150万円の1.5倍が、ご夫婦であれば交付されるという

ことで225万円ということになっております。なお、補正の時も申し上げましたが、平

成26年度に当該給付金対象となった２名分につきましては、26年度中に前倒しで交付

されるということでございまして、27年度も継続してこの給付金の対象としてがんば

っていっていただくという予定でございます。 

 15番目の全国中山間地域振興対策協議会負担金１万円につきましては、この協議会

への負担金でございます。 

 16番目、無人ヘリコプターオペレーター養成事業100万円につきましては、無人ヘリ

コプター操縦免許取得助成といたしまして、免許取得経費の３分の１に当たる20万円

を限度とした助成を５名分計上してございます。なお、平成26年度の免許取得助成対

象者は４名でございます。 

 以上が、２目農業振興費の内容でございます。 

 続きまして、３目畜産業費について、ご説明申し上げます。予算書は128ページから

131ページでございます。 

 本年度予算額285万４千円、前年度予算額260万３千円、比較で25万１千円の増額と

なってございますが、増額の主な要因といたしましては、学園牧場維持管理事業の増

によるものでございます。財源内訳ですが、その他財源で50万円でございます。これ

は学園牧場の使用料で、町内の繁殖牛25頭と育成牛５頭の放牧料を見込んでおります。

一般財源は235万４千円でございます。 

 続きまして、経費別の事業概要を申し上げます。 

 １番目の家畜防疫事業69万２千円でございますが、これは中空知農業共済組合に委

託をしているものでございまして、獣医さんによるワクチン接種による伝染病予防と

飼養管理の指導を受ける経費でございます。 

 ２番目の家畜振興事業２万８千円につきましては、畜産事業の事務経費を計上して

ございます。 

 ３番目の学園牧場維持管理事業182万４千円でございますが、当牧場におきましては、
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第１牧区9.99ヘクタール、第２牧区13.35ヘクタールにつきまして放牧に使用しており

ます。主な経費につきましては、牧柵の設置と撤去及び放牧管理に係る委託料でござ

いまして、120万５千円をその部分に委託料として計上しております。なお、平成25年

度の放牧实績でございますが、繁殖牛で25頭、育成牛で２頭、放牧延べ頭数で3,291頭

でございます。１日平均にいたしますと24.2頭が放牧されているという实績でござい

ます。 

 次に、４番目、北海道酪農畜産協会負担金１万円および５番の畜産振興協議会活動

支援事業30万円につきましては、各種団体への負担金及び補助金でございます。 

 以上、２目農業振興費、３目畜産業費の内容についてご説明を申し上げました。よ

ろしく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） ２目農業振興費、３目畜産業費の説明が終わりましたので、

質疑に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

 １番、安中経人君。 

○１番（安中経人君） 農業振興費の13番の農産物ブランド化推進協議会負担金の中

で、地域おこし協力隊、新年度２名募集予定ということになっているのですが、その

協力隊というのは新十津川在住させるのか、あるいはいわゆる遠方地のところから情

報発信をしていただくのか、どういうようなその委託業務になっているのかをちょっ

と詳しく説明してほしいのですが。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（小林 透君） それでは１番議員さんのご質問にお答え申し上げま

す。地域おこし協力隊は、制度といたしまして都市部の方が過疎地域だとか、うちの

町のような地方の方に移住をして、地方の方に住んで、そちらの方でいろいろ活躍を

していただく場を作っていくというような仕組み、制度でございまして、基本的に本

町も都市部の方、全国各地の都市部というところから募集をして、うちの町にまず定

住をしていただくということでございます。１年ごとの契約といいますか、採用の方

針になりますが、最長３年まで更新を延長することができるということでございます。

３年が終わったあとにその地に定住をする意思がある場合、引き続きその町に住んで

いただいて活躍をしていただくと、あるいは自立して事業をやっていただくというこ

とも、もしその人が望めばやっていただくことになりますし、雇用の場がその３年過

ぎたあとにあれば、そちらの方で働いてずっと暮らしていただくということでござい

ます。本町も募集の際には、本町に基本的にはずっと住んでいただける意思がある方、

こういう方を応募するという基本的な考えでおります。ですので私どもといたしまし

ては、永住、定住を前提にこの地域おこし協力隊の事業を進めていきたいというふう

に考えております。なお、地域おこし協力隊の業務の中身でございますが、先ほど２

名ということで、１名につきましては農産物のブランド化や独自産業化の推進を支援

するという役割を担っていただく方が１名、もう一方は農業支援員ということで、農

家の方に出向いていただいて農作業を支援していただく、あるいは自分の農業技術等

を磨いていただくと、こういった業務を担っていただく。この２名分を募集したいと
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いうふうに考えております。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） １番、安中経人君。 

○１番（安中経人君） そういうことになりますと、この13番だけでは語れない部分

がありまして、場合によっては14番にも入ってきますし、そういう方々が入ってくる

ということは、今ブランド化に関連した業務だとか、いわゆる農業の实務の支援とい

うことになってきますと、やはり一定の最低でも所得保障だとか、そういうことを積

み上げていかないとなかなかうまくいかないわけですよね。その辺をどういう具合に

やっていくか。委員会でも若干の説明、情報は受けているのですけれども、そういう

最低限でいわゆる生保者の待遇以下ということはあり得ないわけで、尐なくともそれ

以上の待遇で、いわゆる単身であれ夫婦世帯であれ一定の費用がかかってきますので、

そういうお金を積算した中での保障制度をとっているのかどうかですね。ただ条件ば

かりを提示するのではなくて、提示する中にそういうものを見せているのかどうか。

誠意を持って。その辺について、再度お願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（小林 透君） それでは１番議員さんのご質問にお答え申し上げま

す。今回当初予算で計上させていただきましたものは、募集経費だけということでご

ざいます。それでまだ応募される方、採用される方がまだ確定しておりませんので、

できるだけ早く応募があって、採用ができるように、我々努力をしていきたいという

ふうに思います。もし６月、次回の議会までにそれが確定できれば、６月の２定の時

にその分の予算等々を計上してまいりたいというふうに考えてございます。 

 募集するに当たっては、当然条件等も提示をしなければ応募はないだろうというふ

うに思ってござます。それで国の方はこの地域おこし協力隊の制度に対しまして、年

間400万円の交付金を交付するということでございますので、その400万円の範囲内に

おいて、この条件、給与といいますか報酬等を設定したり、あとは家賃補助等々もそ

れから社会保険等の整備も含めて、条件を提示した上で応募をしてまいりたいという

ふうに考えてございます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（小林 透君） すみません。ちょっと訂正を申し上げます。交付金

ではなくて、特別交付税で交付されるということでございます。申し訳ございません。

訂正いたします。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

 ７番、長名實君。 

○７番（長名 實君） 14番についてちょっとお伺いしますが、青年という言葉がつ

いているのですが、どの範囲内を青年と称するのか。あるいは農業後継者としての場

合と、新たに農業をやるという人がもしあった場合はどういうことになるのかお伺い

します。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（小林 透君） ご答弁申し上げます。まず年齢要件ということでご
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ざいますが、45歳以下ということで、制度的にそのようになってございます。それと

この青年就農給付金事業に関しましては、二つの種類がございまして、経営開始型と

いう型がございます。これにつきましては、实際に農業経営をしながらということで、

この就農給付金を受けるタイプ、これが経営開始型でございます。それともうひとつ

は就農準備型ということで、全く新規で農業に参入したいということで、この給付を

受けることになりますが、この方についてはいろいろな技術の取得、学習等々をして

いくことがその給付金の中でできるということでございます。準備型につきましては

２年間を限度に交付されると。この経営開始型については５年間、最大５年間給付が

受けられるという内容でございます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ８番、後木幸里君。 

○８番（後木幸里君） この予算とは直接関係がずれるかもしれませんが、今後の農

業振興ということでちょっとお伺いしたいのですが、議長よろしいですか。 

 課長はもうすでに情報として持っていられると思うのですが、この頃、新聞等その

他で産業用大麻のことについて記事が出ておりますし、今度の道知事、両候補ともそ

れについては前向きな姿勢を持っているのが伺われるのですね。この産業用大麻が農

業者が作れるようになるとしたら、ものすごい使い道があるということで、農業の振

興発展には大いに寄与していくのではないかという思いがあるのですが、見えてくる

のはほんのわずかで、昨年、上川の東川町で農家の方が試験栽培をして、その発表も

あったところでありますけれども、これについて今後、今年はこの産業大麻について

は知事の許可があれば作れるということに今のところなっておりますので、知事選の

中でそういうことを公約までいっているかどうかちょっと定かではないのですが、考

えているということを聞きましたので、うちらの町の農業の今後について、課長の思

いがあったら聞かせていただきたいなと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（小林 透君） それでは、ただ今のご質問にご答弁申し上げます。

産業用大麻につきましては、私も以前より情報等の収集もしていた部分もあります。

非常に成長が早いということと、繊維製品の一つとして使える、あるいは種子につい

ては健康食品だとか、油脂、油ですね、油を採るのにも使えるということで、非常に

農産物としては非常に使い勝手がある農作物になるということでございます。あるい

はその燃料として、乾かして燃料としても使えるというようなメリットもあるという

ことでございます。それでそういうものがなぜ普及しないのかというと、法律、大麻

法ですね、麻薬取締法等々の制限がやはりまだかかっているということでございまし

て、道の知事の許可があっても栽培の方法だとかに一定の制限、ある程度隔離をしな

ければならないとかというような制限があるという状況もございます。そこら辺をい

ろいろ見据えながら、例えば栽培しやすい、本町内の農家さんが栽培をしやすい形に

なってきたということでございまして、コストをさほどかけなくても栽培できるとい

うような状況になる、あるいはなりそうだというところを見極めながら、そこら辺に

ついて本格的に推奨をしていくかどうかというところを考えていきたいと思います。

現状においては北海道の方が、先ほど８番議員さんが言われましたように、道知事の
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考え方だとか、道としての制度の作り方、そこら辺も見極めて、今後について考えて

まいりたいと思います。作物としては非常に使い勝手のある作物だというふうに認識

はしてございます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございますか。２目、３目について。あります。 

 休憩後、引き続き質疑をやりますので、ここで13時まで休憩いたします。 

（午後12時01分） 

                                     

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後１時00分） 

○議長（長谷川秀樹君） 休憩前に引き続き、６款１項２目農業振興費、３目畜産業

費の質疑を続けます。 

 質疑のある方は発言願います。 

 ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） いつも前段が長いと議長に怒られますけれども、お聞きいた

だきたいのですけれども、大阪出身で本町にお住まいの方で、来年から是非農業をや

りたいということで、挑戦を決意した方がおられます。私は正直言って、本町の農業

の現状を見ていますと、果たしてこの方は成功するのかどうか、ちょっと前向きな勧

め方はちょっとできませんでした。でも本人の意思が非常に堅くて、この地で、この

地で暮らしたいのだという決意で、要するに27年度からチャレンジするということで

ございます。何とか行政側も、あるいは農協の方も含めまして、こういった方々を一

人前にしていただきたいなというふうに、心からお願いを申し上げたいなと思います。

そこでそういう話も受けまして、先ほど小林課長の方から説明ありましたけれども、

新しく農業に就く方の研修といいますか、その方法の一つとして経営開始型とそれか

ら就農準備型とありますという話がございました。その経営開始型というのは２年間

の研修を受けましてというふうな話もござましたけれども、この２年間のあとにさら

に就農準備型というふうな形で、この制度が利用できるのかどうかということをまず

お聞きしたいなと思います。といいますのは、その制度は制度でいいのですけれども、

そう簡単に一人前の農業者になるということはなかなか困難かなと、その間の生活の

いわゆるなんといますか、支援といいますか、保障といいますか、そういったものを

受けながら、志を達成していくということは、これは現实的な選択かなと私は思うわ

けでありまして、まずこのことについてちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（小林 透君） それでは３番議員さんのご質問にお答え申し上げま

す。私の説明がまずかったかと思いますが、準備型というのが新規の就農で勉強等を

するということでございまして、これが２年でございます。経営開始型が５年という

ことでございます。まず準備型２年を受けた後に、農業者として就農していくという

形で今度は経営開始型の方に移行してこの給付が受けることは可能でございます。で

すので最大７年間この交付金を活用することができるということでございます。以上

でございます。 
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○議長（長谷川秀樹君） ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） ありがとうございました。７年間の歳月があれば、私は素人

でよくわかりませんけれども、かなりの就農技術といいますか、身につけた形で行く

のではないかなと思いますけれど、いろいろな意味でのご支援をお願いしたいなと思

います。 

 もうひとつは、ここの予算はあくまでも行政としまして、国道から来る様々な補助

金等を予算化して、しかるべきところにお支払いをするといった内容でございますけ

れども、私はここでちょっとお聞きしたいのですけれども、今の自民党も、それから

前政権を担当しました民主党も、要するに国政レベルでは農業は成長産業ですよとい

うふうな表現の下で、様々な支援を行ってまいりました。これは事实だと思います。

その内容がどのように評価されているのか私はわかりませんけれども、現实的に本町

の農業者の方々を外から見させていただきますと、成長産業だというふうな形で胸を

張った形での農業収入を行っているようにはちょっと見えません。したがいまして、

これは行政だけの問題ではなくて、営農指導等を行う農協等とも深く関わってくるの

だと思いますけれども、何とか私としても、この農業がいわゆるその成長産業だとい

うふうになるようにするには、本町はどうしたらいいかということを私なりにいろい

ろ考えているのですけれども、それはそれでまたここで言うと長くなりますけれども、

今、担当なさっているこの農業問題について、そういう国がお示ししているような方

法の中で、今後考えられるようなもののアイデアがありましたらお聞かせいただきた

いなと思いますし、なければないで結構でございますけれども、私は尐なくとも、そ

ういう観点で常にこの農政、農業関係を担当するものについては、前向きに企画力と

いいますか、そういったものを持ちながら行政に携わっていただきたいないう願いを

込めまして、ちょっとお聞きしたいなと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（小林 透君） それでは３番議員さんのご質問にお答え申し上げま

す。まずあのアイデアはということで、なかなかそれは一言で言うと難しいところが

ございますが、まず基本的に私の方で考えておりますのが、農業というのは食糧生産、

国の方の食糧の自給を確保していく重要な国策であろうというところは、まず認識し

てございます。そのためにどのような形で食糧を国内で確保していくかというところ

が、まず大前提としてあるのであろうというふうに思っております。それを前提とし

た上で、産業、経済産業としての側面も当然いまの経済社会の中では求められている

ということで、農業が成長産業であるべきだというような政策を国の方ではとってい

るというふうに考えてございます。国の方におきましては、コストの４割削減及び農

業収入の倍増ということで、今の政府は提唱をして、それに向かっていろいろな施策

を打っているという状況の中で、なかなかそれが見えてこないということでございま

す。一番昨今で大きいのが米価の下落というようなことでございます。基本的には米

に関しましては、需給バランスがとれなくなったというようなことで、今の状態が出

ているということでございます。市場経済に起きましては、自由取引等々で市場が進

んでいきますので、致しかたないところでございますが、この部分については緊急的
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な対策が政府の方でも進めていくべきだというふうに思っております。 

 それでご質問の本題といいますか、農業を進めていく上での何か新しい取り組み、

企画はということでございますが、まず農業に関しましては、その食糧生産を食糧自

給というのを基本と考えて行きたいというふうに冒頭で述べました。その部分につい

ては、本町は土地利用型の農業が主でございます。まずそれをしっかりとした基盤づ

くり等々を進めていかなければならない。その上で本町が農作物の産地を形成すると

いう確固とした形を固めて行ければというふうに考えております。その上で一番必要

なのが、消費者が求めているもの、求めている農作物、これを作っていかなければ市

場経済に乗っかていけないだろうと。要するに生産者側の視点も必要なのでございま

すが、もっと重要視していかなければならないのは、要するに消費者の視点、考え方、

それから需要、ここら辺をしっかりと分析、それから検討をしていきながら、それに

対する取り組み。消費者が求めるような農作物をいかにして作っていくかという考え

方で取り組みを進めてまいりたいというふうに考えてございます。私の考え方として

は、ちょっと具体的にはまだどういう企画をというところはございませんが、基本的

な考え方としては、そのような考え方で進めてまいる必要があるのではないかという

ふうに考えてございます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（植田 満君） 今の件について、ちょっと補足的に説明させていただきます

けれども、ご承知のとおり今年で我が町は125年を迎えまして、入植時から米作りに精

励をしてきたということでございまして、当時は玉置坊主を主にして米の栽培をして

きたということでございまして、これは長い間の歴史でこうして米作り、要するに今

ほどお話あったように土地利用型農業というのは、米作りを主として实施してきたと

いう経緯があるわけでございまして、この形態は変わらないというふうに思っており

ます。そこで今、農協の方でも、实は米の集荷に当たって、市場に出荷する段階にお

いては、９段階という、ほかの他の農協ではやっていないような差別化したような受

け入れ体制をとって、それぞれ精粒歩合なり、タンパクだとか、そういったような中

で９段階でもって取り組んでやっているということでございますから、そういった面

では非常に市場性は高いというふうに思っております。ただ今ほど、お話ございまし

たように、食糧の自給率、消費の状況ですね、お米の消費の状況は今ほど、前にもち

ょっとお話ししましたけれども、一人当たり58キロですか、以前からしますともう半

分になっている、30年前から比べますと半分になっているという状況下でございます

から、そういった中で今後の米作りの在り方というのは、当然考えていく必要がある

かと思いますけれども、基本はあくまでも米を主として栽培、農業経営を営んでいく

ということは、この方針は今後とも変わっていかないというふうに思っています。た

だそういった中で、いかにしてあと米、プラス的に、プラスアルファ的にどうやって

やるのかというふうなことにつきましては、これから大きな課題となってくるわけで

ございますけれども、やはり労働力の問題等々もございます。そういったことを十分

加味しながら、これからの農業経営といったものに、取り組んでいっていただくこと

になろうかなというふうに思っています。 
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 それは今、あの、これまで農協さんの、近々農協さんも総代会がございますから、

そういった中で27年度に向けての取り組みといったことについては、示されることに

なるわけでございますけれども、ちょっと残念な思いもしているところもあるのです、

实は。例えば、具体的に申し上げますと、アスパラが重点作物あたりから取り除かれ

たりというふうなことになってくると、長い間栽培してきた歴史的な経緯もあって、

そして市場にアスパラあたりも市場性も高いというふうな状況下にある中で、これが

重点作物から除かれたというのはちょっと残念な気がしているわけでございますけれ

ども、それはあくまでも農業者の収入との所得との関係になって、そういうことにも

なったのかなというふうな思いもいたしておりますけれども、ちょっとそういった面

では残念な思いも实はいたしております。 

 ですからやはり今、米を主体にしながら、より安全安心な米を提供していくという

ことと併せまして、やはりその品質的なものは他に負けないようなものを現实に市場

に出荷している農協でございますから、そういった面はしっかりと今後も取り組んで

いっていただけるものというふうに思っておりますし、あとその今後の米の消費がど

んどんと落ちてくるという状況下の中で、今後どういった取り組みをしていくかとい

うことについては、その市場の状況なり、それから今、米もずいぶん海外にも出てき

ているようでございますから、そういったようなことも、これは１農協だけではロッ

ドの問題等もあってなかなか難しいところもあるわけでございますけれども、これは

ホクレンあたりが中心となって取り組んでいくことも、一つの方策なのかなというふ

うな实は思いもいたしております。今、米の、日本の米の消費800万トンといっている

のですけれども、以前はですね。今、780万トンくらいに下がってきている状況下でご

ざいますから、やはり人口減尐そして尐子高齢化といったものが、こういった米の消

費を下げてきている要因、それといま米価の問題も触れられましたですけれども、な

かなかこれも市場の状況によって非常に乱高下するというか、そういったような状況、

今日の新聞にも出ておりましたですね。一時そういった情報が蔓延してしまうと、即

米価が下がるというふうな話にもなってきているようでございますので、そういった

ようなことにも惑わされないような強い農業といったものが、今後、求められていく。

そのためにはどうしていくかということになると、やはり米をベースにしながら、我

が町においては米をベースにしながら、そしてあとプラスアルファ的にどういうふう

なものに取り組んでいくかといったことにつながってくるのかなというふうな思いも

いたしております。 

○議長（長谷川秀樹君） ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） すみません、長くなります。町長の方からも補足いただきま

して、アスパラの話なんかもしようかなと思っていましたけれども、いろいろと残念

な面も多々出てきているなという部分がございます。私が言いたかったのは、現状は

現状として捉えながら、ここをどうやったら打破できるかという部分について、考え

ていかなければならないだろうなと思っております。そのことはもう終わりにします。 

 もうひとつお願いしたいのは、畜産業費の予算ですけれども、これはご存じのよう

にいわゆるその畜産業の人たちに対する支援等について載っているのですけれども、

私はこの作った肉が町内の中になかなか出てこないというか、いろいろな流通過程の
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部分があってそうなるんだろうと思いますけれども、もう一度この農業を見直すとき

に、やっぱり住民すべてが地産地消的な発想の中で、一緒になって動くということが

大事かなと思います。一般質問の中で米を町民に、皆さんに差し上げてはみたいな話

をさせていただきましたけれども、同じような発想になりますけれども、この何とか

町内でとれているもののおいしさを非農家の人たちに体験してもらうようなことを、

今まで以上により積極的にやることができないかどうかという部分のお願いなんです

ね。ひとつはその肉牛等の消費も含めた形で、新十津川の産業フェアみたいなものを

期間限定で、今、もうお店といっても農協さんと三枝さんくらいしかないわけですか

ら、そこで集中的に買っていただけるようなことを工夫をするとか、商工業とも関わ

りが出てくるのですけれども、何とかそんな工夫をしていただきながら、いわゆるそ

の生産者と消費者が地元のものを相互に買う、あるいは食べるといいますか、そうい

った行動がなされるような仕組み作りを私は考えていただけないかなというふうに思

うのですね。安いもの、滝川のスーパー等に行けばかなり出回っております。そうい

ったものに負けないように、より安心で安全な地元産の食べ物を供給できる機関とい

いますか、いった部分について今後お考えいただきたいなと思います。これは別に答

弁はいりませんけれども、一般質問みたいな形になって申し訳ありませんけれども、

やはり本当にそういうことをこれから考えていかなかったらいけない時期にあるんだ

ろうなと思いを込めて申し上げました。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） その件について、何かありますか。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（小林 透君） 非常に本町の畜産業に関してご心配をいただいてい

るということで、感謝を申し上げたいというふうに思っております。現在うちで産出

する牛を味わっていただくというのは、イベントの時には丸焼きということで、ある

意味あのインパクトは大きいとは思いますが、そういったイベント等で食べていただ

く機会を持っているということでございます。それにも増してということでございま

すので、今後いろいろな畜産振興協議会ともいろいろ協議をしながら、そういう機会

が作れないかというようなことについても、ちょっと検討課題としてあげていきたい

というふうに考えてございます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） それでは質疑がないようですので、６款１項２目農業振興

費、３目畜産業費の質疑を終わります。 

 次に、６款１項４目国営開発事業推進費の説明を求めます。 

 建設課長。 

〔建設課長 村中忠夫君登壇〕 

○建設課長（村中忠夫君） それでは６款１項４目国営開発事業推進費のご説明をい

たします。予算書は、130ページ、131ページでございます。 

 本年度予算額14万５千円、前年度予算額14万５千円、比較０円であります。財源内

訳は、すべて一般財源で14万５千円でございます。 

 次に、内容のご説明をいたします。 
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 １番目の国営土地改良事業推進事務７万３千円につきましては、国営事業樺戸２期

地区の事業推進を図るための事務費と、北海道補助ダム促進協力会負担金でございま

す。なお、樺戸２期地区につきましては、平成27年度で事業完了の予定でございます。 

 ２番目の国営樺戸地区土地改良事業促進期成会負担金７万２千円につきましては、

樺戸２期地区の国営事業推進に係る期成会の運営にかかる経費でございまして、負担

金の内容につきましては、土地連への負担金及び事務局経費でございます。なお今ほ

ど述べましたように、樺戸２期地区については、平成27年度で事業完了ということで

ございますけれども、10月中旪頃には、期成会主催によります完工式、それから完工

祝賀会を予定してございます。 

 以上で、６款１項４目国営開発事業推進費の説明とさせていただきます。よろしく

ご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ４目国営開発事業推進費の説明が終わりましたので、質疑

に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

〔「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、６款１項４目国営開発事業推進

費の質疑を終わります。 

 ６款１項５目農地費の説明を求めます。 

 産業振興課長。 

〔産業振興課長 小林 透君登壇〕 

○産業振興課長（小林 透君） それでは６款１項５目農地費について、ご説明を申

し上げます。予算書は130ページ、131ページでございます。 

 本年度予算額5,968万９千円、前年度予算額11億3,652万１千円、比較で10億7,683万

２千円の減額となります。減額の要因は、平成25年度で事業完了いたしました国営樺

戸地区土地改良事業に伴う、地元負担に係る繰上償還経費、これは10億6,100万円でご

ざいましたが、これを平成26年度計上していたことによるものでございます。財源内

訳は、国道支出金3,226万３千円、その他財源1,059万３千円、一般財源1,683万３千円

でございます。 

 特定財源で、国営造成施設管理体制整備促進事業補助金997万９千円につきましては、

道支出金で、国が50パーセント、道が25パーセントの計75パーセントの補助率でござ

います。基幹水利施設管理事業補助金2,228万４千円につきましては、道支出金で、国

が30パーセント、道が30パーセントの計60パーセントの補助率でございます。その他

財源の基幹水利施設管理費負担金、これは徳富ダム地区でございますが、1,045万７千

円につきましては、負担割合に基づいた雤竜町、浦臼町、月形町からの負担金でござ

います。同じく、その他財源の国営造成土地改良施設防災情報事業負担金13万６千円

につきましては、新十津川ダムに設置されております地震計に係る電気料及び通信費

で、札幌開発建設部からの負担金でございます。 

 続きまして、経費別の事業概要を申し上げます。 

 １番目の21世紀高生産基盤整備推進協議会事業費負担金240万円でございますが、土

地改良区が主体となり推進しております基盤整備事業に係る人件費等の事務費につい
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て、北海道からの受託金を控除した額の40パーセントを町が負担するものでございま

す。 

 ２番目の国営造成施設管理体制整備促進事業1,330万６千円でございますが、農業水

利施設が有する多面的機能を適切に維持し、またその機能を発揮させるべく、ダム・

頭首工・幹線水路などの一体的用水施設の適正な維持管理に対する強化支援と、事業

の啓蒙、ＰＲ活動に対する推進活動に要する経費で、土地改良区への委託料及び補助

金を計上しております。なお、本事業につきましては、平成12年度より实施しており

まして、平成22年度より第３期として、平成26年度までの５ヵ年間の实施期間であり

ましたが、平成29年度まで延伸となっております。 

 ３番目の基幹水利施設管理事業、これは新十津川地区・徳富地区でございますが、

1,029万９千円ですが、大規模農業施設である新十津川ダム及び徳富川頭首工について、

防災面及び水辺空間創出などの環境保全に対する公共・公益的な機能を適正に発揮さ

せるべく、両施設の適正管理に要する経費を計上しておりまして、平成19年度から本

事業を实施してございます。 

 ４番目の基幹水利施設管理事業、これは徳富ダム地区で、3,368万４千円でございま

すが、平成25年度に徳富ダムが完成し、既に治水、上水が供用開始となっております

が、灌漑用水については、平成26年度通水試験等を終え、平成27年度から供用開始の

運びとなります。徳富ダムの維持管理は河川管理者であります北海道が担うこととな

っておりまして、その負担割合は協定書に基づき、農業、国が56.8パーセント、河川、

道が42.0パーセント、上水、これは西空知水道企業団が1.2パーセントで、さらに農業

分につきましては、国との管理委託契約に基づき雤竜、浦臼、月形、本町の４町で維

持管理をし、その事務については、本町が３町より委託をされてございます。このよ

うなことから、徳富ダム並びに附帯施設であります徳富ダム注水工及び新雤竜注水工

の適正管理に要する経費を計上しておりまして、平成27年度から基幹水利施設管理事

業にて实施するもので、内容としましては、注水工の電気料及びこの管理に係る改良

区への委託料、その他に北海道に対する負担金でございます。 

 また、新北部地区、新南部地区、新西部地区の経営体育成基盤整備、これは面的集

積事業についてでございますが、平成27年度におきましては、当該事業に係る促進費

を取り入れることで町の負担がゼロになることから、予算には計上してございません。 

なお、事業完了予定年度は新北部で29年度、新南部、新西部で28年度の予定となっ

てございます。 

 以上、農地費につきましてご説明申し上げました。よろしくご審議いただきますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ５目農地費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

〔「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、６款１項５目農地費の質疑を終

わります。 

 次に、６款２項林業費、１目林業振興費の説明を求めます。 

 産業振興課長。 
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〔産業振興課長 小林 透君登壇〕 

○産業振興課長（小林 透君） それでは６款２項１目林業振興費について、ご説明

を申し上げます。予算書は、130ページから133ページでございます。 

 本年度予算額1,060万４千円、前年度予算額5,426万７千円、比較で4,366万３千円の

減額でございます。減額の主な要因は、北海道森林整備加速化・林業再生事業により

施工しました林道の福五士寸線の整備が終了したことによるものでございます。財源

内訳は、国道支出金で211万２千円、その他財源で90万２千円、一般財源は759万円で

ございます。 

 特定財源のうち、道の未来につなぐ森づくり推進事業補助金は、民有林造林計画事

業費の16パーセント分、その他財源の北美沢線林道協定負担金は、北海道との協定に

よる負担金で、道が負担するのは64パーセント分でございます。有害鳥獣駆除負担金

は、有害鳥獣のシカ駆除に要する費用の２分の１をＪＡピンネに負担していただくも

のでございます。 

 続きまして､経費別の事業概要を申し上げます。 

 １番目の有害鳥獣駆除対策事業364万円でございますが､これは新十津川町の猟友会、

現在会員数は12名でございますが、これに対しまして、カラス、キツネ、鹿等の駆除

を委託する経費、それとヒグマ駆除のための駆除員延べで９名相当の報酬、旅費を計

上してございます。シカの捕獲頭数は平成26年度78頭でございまして、このうち、わ

なによる、くくりわなによる捕獲は19頭でございます。年々わな駆除、わな捕獲につ

きましては、尐しずつ増加傾向にあるという状況にございます。シカ捕獲処理手数料

は90頭分を計上させていただいてございます。 

 ２番目の林野火災予消防対策事業13万円でございますが、森林組合に委託をする火

災予防巡視員で、これは延べで120回分を計上させていただいております。また、森林

管理巡視、山林における不法投棄についての通報も併せて委託業務としてございます。 

 ３番目の鳥獣害防止施設等整備事業でございますが、これは民有林の野鼠駆除のた

めのヘリコプターによる薬剤散布に要する経費でございまして、対象面積は人工林で

180ヘクタールを予定しておりまして、総事業費から国庫補助分を引いたものの50パー

セント分が町の負担分となります。 

 ４番目の林道維持管理事業294万８千円につきましては、林道５路線、５路線は北美

沢、三輪、泉、学園沢、総学の各線の30.3キロメートルの草刈、路面整正、排水整備

等の維持管理に要する経費でございます。なお、平成27年度及び28年度の２箇年で横

断側溝、これは全体の172か所分でございますが、それの清掃を計画しておりまして、

平成27年度においては三輪、泉、学園沢線の３路線76か所を清掃し、スムーズな排水

により大雤時の路面洗掘防止を図るということで考えてございます。その他に、昨年

５月地滑りによりまして被災を受けました北美沢線、及び学園沢線の地滑り工事につ

きましては、北海道の方で平成27年度に实施する予定となってございまして、工事に

より地滑りが終息した後でなければ、林道災害としての申請が出来ないということで

ございますので、林道の復旧としては早くても平成29年度というふうになる見込みで

ございます。 

 ５番目の北海道森と緑の会負担金から、８番目の北海道造林協会負担金につきまし
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ては、いわゆる公的団体への活動負担金でございまして、それぞれ負担割合に応じて

計上してございます。 

 ９番目の森林整備担い手対策推進負担金５万６千円でございますが、これは林業の

担い手となる従業者の共済掛金を北海道と町、そして事業主と本人がそれぞれ分担す

るもので、３名分の共済掛け金分を負担するものでございます。 

 10番目の未来につなぐ森づくり推進事業343万２千円でございますが、これは民有林

で伐採後、木を植えていない、いわゆる無立木地の造林を实施し、森林機能を高める

ための事業でございます。平成27年度は19ヘクタールの造林経費に対しまして、北海

道の上置き分の16パーセントと、町負担分の10パーセントを合わせた26パーセントの

相当分を計上してございます。 

 以上で、林業振興費の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目林業振興費の説明が終わりましたので、質疑に入りま

す。 質疑のある方は発言願います。 

〔「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、６款２項林業費、１目林業振興

費の質疑を終わります。 

 ７款商工費、１項商工費、１目商工振興費の説明を求めます。 

 産業振興課長。 

〔産業振興課長 小林 透君登壇〕 

○産業振興課長（小林 透君） それでは７款１項１目商工振興費につきまして、ご

説明を申し上げます。予算書は134ページから137ページでございます。 

 本年度予算額5,137万５千円、前年度予算額4,966万７千円、比較で170万８千円の増

額でございます。増額の主な要因は、商工会支援事業および企業振興促進事業の増加

によるものでございます。財源内訳ですが、国道支出金123万２千円、その他財源

3,001万３千円、一般財源2,013万円でございます。特定財源につきましては、道の消

費者行政活性化事業補助金で10分の10、その他財源で中小企業事業資金保障融資預託

金の元金と利息でございます。 

 続きまして、経費別の事業概要を申し上げます。 

 １番目の商工業振興事業13万５千円につきましては、商工業振興委員会の経費が主

なものでございまして、当委員会は商工業の振興に関する制度の調査、あるいは諮問

に応じて提言を行うという機関でございまして、委員は７名でございます。 

 ２番目の商店街環境整備事業31万６千円でございますが、これは商店街前の国道の

植樹枟に花を植栽しまして、商店街の環境美化向上を図るという取組みでございます。

花の苗代や肥料代などが主な経費でございます。 

 ３番目の消費生活対策事業123万２千円につきましては、町の消費者相談窓口業務の

充实を図るために、臨時職員１名分の賃金116万６千円と、啓発に係る経費を計上して

ございます。ちなみに町の相談、町が直接相談を受けた件数は４件でございまして、

すべて助言解決をしてございます。 

 ４番目の滝川地方消費者センター負担金31万５千円につきましては、滝川市が運営



- 191 - 

いたします滝川地方消費者センターへの業務委託に係る負担金を計上してございます。

これは浦臼町、雤竜町、奈五江町、新十津川町で応分を負担するものということでご

ざいます。なお、本町の住民でセンターに相談があった件数は17件、これはすべて助

言あるいは斡旋により解決をしたということでございます。 

 ５番目の中小企業等近代化促進事業11万円につきましては、新十津川町中小企業等

近代化促進条例に基づきまして、経営者の方が取り組む商店街の近代化事業に対して

助成するものでございます。これまでに施設を新設等した際に借入をいたしました資

金に対する利子補給でございまして、２件分を計上してございます。 

 ６番目の中小企業事業資金保障融資事業3,098万２千円でございますが、事業資金の

融資と当該融資にかかる利子補給分でございます。金融機関への預託金3,000万円と利

子の全額を補給するため91万８千円を計上してございます。新年度の対象事業者数は、

継続で運転資金５社、設備資金８社、新規で５社を見込んでございます。なお、この

事業におけます利子の全額補給補助は26年度で終了する時限措置でございますので、

先般全額補給をさらに３年間延長するという改正条例を上程させていただき、議決を

いただいたところでございます。 

 ７番目の国・北海道融資制度資金利子補給事業294万４千円につきましては、新十津

川町中小企業融資制度資金利子補給規則によりまして、中小企業の方が国や北海道の

融資制度資金を借入した場合にその利息の一部を補助しようとするものでございます。

利子補給額は、1社につき返済利子額の２分の１以内で、上限は50万円を設定してござ

います。26年度につきましては、国の融資制度の利用が８社、北海道の融資制度の利

用が14社で、町内の中小企業等からの融資の利用があったということでございます。

平成27年度につきましては23件分を見込んでございます。なお、本事業も先ほどの中

小企業事業資金保障融資事業と同様に、26年度で終了する時限措置であるということ

でございますので、規則を改正いたしまして、補給補助をさらに３年間延長したいと

いうふうに考えてございます。 

 ８番目、新十津川町商工会支援事業でございますが、これは商工会活動における商

工会員への経営改善普及指導事業に対します支援策として、事務局長設置費を含めた

職員人件費および青年部、女性部の活動費に対して補助金1,004万円を交付するもので

ございます。なお、27年度におきましては、商工会活動の１つとして行います、商工

会館の前审を地域住民の休憩所やギャラリーとして開放するという取組に対して支援

をするために、その冷暖房など光熱水費ほか解放に係る経費に対しまして、月額６万

円の12か月分の補助金72万円を計上してございます。現在、商工会の会員数は134名と

いうことでございます。 

 ９番目、地元消費拡大事業400万円につきましては、町内店舗の買物で行えますスタ

ンプラリーの抽選会事業を年２回实施することに伴う助成として、昨年同様400万円を

計上してございます。 

 10番目の企業振興促進事業58万１千円につきましては、新十津川町企業振興促進条

例に基づき、事業所が施設の新設や増設等を行った経費の20パーセントを助成するも

のでございますが、単年度、１年間での助成額が限度200万円というふうになってござ

いまして、平成26年度に増設を行った事業者の助成額が200万円を超えてございました
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ので、その超えた分の助成分58万１千円につきまして、27年度に計上させていただい

たというものでございます。 

 以上で、商工振興費の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目商工振興費の説明が終わりましたので、質疑に入りま

す。 

 質疑のある方は発言願います。 

 ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 商工会長もいらっしゃるのであれなんですけれども、一応確

認の意味でお話をお聞きしたいのですけれども、そのお金を動きやすくするための利

子補給というのですか、そういった部分の手当されていますけれども、そういった部

分の利用者の数といいますか、それが順調にその手を上げてくれる人がおられるのか

どうかということが１点です。さらに補正でも審議されましたけれども、その住民の

購買力を向上するためにプレミアム付きの商品券等のあれを行っていますけれども、

实際にその行政側と商工会側との交流の中で、そういったものが商工業者にきちっと

した形で利益を、利益という言い方が妥当なのだと思うのですけれども、もたらして

いるのかどうかという部分について、何回かやっておりますので、そのことも含めて

資料をお持ちであればお答えいただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 以上、２件、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３番議員さんのご質問にお答え申し上げま

す。まず融資事業に関しまして、順調に利用の件数が伸びているかということでござ

います。これにつきましては、委員会等でもご報告申し上げて、経済対策の实績とい

うことで、ご報告申し上げてございます。その分で見ましても、中小企業の事業資金

の保障融資事業、これは100パーセント、全額助成の部分でございますが、平成24年度

につきましては、斡旋件数、この斡旋件数というのが新規に申し込みがあった件数、

平成24年度で４件。利子補給の件数、以前からの継続も含めた件数として12件でござ

います。平成25年度が斡旋件数が２件で、利子補給件数が13件でございます。平成26

年度のこれは見込みとなりますが、ほぼ確定の数値となりますが、斡旋件数は４件で、

利子補給件数が15件ということで、順調に推移としておりますが、この制度を利用し

ている件数はでこぼこがない形で推移しているということでございます。尐しずつで

すが利用者数も徐々に増えているというふうに見込んでございます。国道の融資制度

の利子補給事業、これは２分の１の事業でございますが、これにつきましても平成24

年度27件、平成25年度35件、平成26年度32件ということで、利用の件数としては順当

に推移しているというふうに考えてございます。 

 もうひとつの質問でございますが、プレミアム付き商品券の経済効果、町内に対す

る商工業への効果ということでございますが、これにつきましては、町内でまずあれ

だけの額が消費されるということを考えましても、直接効果としても発行した枚数分

は尐なくとも効果があると。それに応じてプレミアム付き商品券はおつりなどは出ま

せんので、プラスして最低限買い物をしていただけるだろうということでございます。
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さらにそれに付帯した買い物も行われているだろうということを勘案いたしますと、

本町に対しては発行額以上の効果が見込めるというふうに考えてございます。以上で

ございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、７款商工費、１項商工費、１目

商工振興費の質疑を終わります。 

 ここで午後２時５分まで休憩いたします。 

（午後１時51分） 

                                     

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後２時05分） 

○議長（長谷川秀樹君） ７款１項２目観光振興費、３目地場産業振興費の説明を求

めます。 

 産業振興課長。 

〔産業振興課長 小林 透君登壇〕 

○産業振興課長（小林 透君） それでは、７款１項２目観光振興費につきまして、

内容のご説明を申し上げます。予算書は134ページから137ページとなってございます。 

 本年度予算額7,692万７千円、前年度予算額6,100万３千円、比較で1,592万４千円の

増額でございます。増額の主な要因につきましては、文化伝習館の屋根改修工事費に

よるものでございます。財源内訳でございますが、地方債で文化伝習館改修事業債

2,360万円、その他財源で施設使用料、生産物売り払い収入、体験講座材料代などでご

ざいます。 

 続きまして、主な経費の内容を申し上げます。 

 １番目の観光ＰＲ推進事業202万３千円でございますが、橋本広告塔の電気料、イベ

ントテントの修繕部品費などのほか、本町の歴史を綴った絵本「ふるさと」を映像化

したＤＶＤ、1,000セット分の購入費108万円を計上してございます。このＤＶＤにつ

きましては、本町のＰＲのために頒布または配布をするということで予定をしてござ

います。 

 ２番目のふるさと公園維持管理事業1,555万８千円につきましては、公園施設全体の

維持管理に要する費用でございまして、公園の管理委託を始め、芝生の維持管理に要

する種子、肥料、目土などの消耗品から、公園の電気料など光熱水費等を経常的経費

のほか、擬木柵の修繕、それと擬木アーチの解体撤去経費などを計上してござます。 

 ３番目の青尐年交流キャンプ村管理運営事業343万６千円につきましては、施設の清

掃管理委託134万６千円、臨時職員賃金58万２千円などキャンプ場の維持管理費用のほ

か、キャンプ村内にあります東屋の解体撤去費41万１千円を計上しております。 

 ４番目の文化伝習館管理運営事業3,003万６千円につきましては、副館長１人、受付

事務で１名、計２名の人件費248万４千円、施設清掃管理委託料63万５千円、光熱水費

182万４千円などの経常的経費のほか、屋根改修工事経費2,367万４千円を計上してご

ざいます。 
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 ５番目の工芸体験事業556万６千円につきましては、文化伝習館における染織及び陶

芸などの体験にかかる経費でございまして、陶芸講師１名、染織及び陶芸指導員５名

の人件費と体験講座の助手、これは延べで100人日分を計上してございますが、これに

係る人件費466万３千円のほか、消耗品90万３千円を計上してございます。 

 ６番目の新十津川物語記念館管理運営事業184万３千円につきましては、管理委託料

129万２千円のほか、光熱水費など維持管理経費を計上してございます。 

 ７番目の吉野地区活性化センター管理運営事業687万７千円につきましては、維持管

理経費のほか、温泉水とメタンガスを分離する屋外設備がございまして、それの施設

設備を雪などから保護する屋根を付けてございますが、この屋根が修繕が必要になり

まして、その修繕経費を37万円計上させていただいております。そのほか温泉ろ過装

置の修繕費47万６千円、冷暖房审内外機修繕費26万円を計上しております。 

 ８番目の吉野公園維持管理事業335万５千円につきましては、吉野公園3.5ヘクター

ルの管理経費でございまして、管理委託料285万円ほか光熱水費等を計上してございま

す。 

 ９番目の吉野駐車公園維持管理事業38万３千円につきましては、園地1.2ヘクタール

の草刈など、管理委託料36万７千円などを計上してございます｡ 

 10番目、ふるさとまつり・雪まつり共催事業につきましては、前年同額の負担金700

万円を計上しております。 

 11番目のイベント開催支援事業75万円につきましては、内訳といたしまして、陶芸

まつりでテント設営等準備作業に係る経費の５万円を増額いたしました45万円、それ

と味覚まつりで30万円を計上した金額75万円を計上させていただいております。 

 12番目の新十津川町観光協会支援事業10万円につきましては、観光協会の活動支援

として前年と同額を計上させていただいております。 

 以上が、観光振興費の概要でございますが、26年度の各観光施設の入り込み实績の

資料につきましても配布させていただいてございますので、ご参照願うことを付け加

えまして、説明とさせていただきます。 

 続きまして、３目の地場産業振興費につきまして、ご説明を申し上げます。予算書

は136ページから139ページでございます。 

 本年度予算額6,790万９千円、前年度予算額6,481万６千円、比較で309万３千円の増

額でございます。増額の主な理由は、交流促進施設等管理運営事業による施設運営委

託料の電気料値上げ相当経費分、それとサンヒルズサライの外部塗装工事および冷暖

房設備改修工事に係る経費、それと備品購入費の増額によるものでございます。次に、

財源内訳でございますが、その他財源で2,086万５千円、一般財源で4,704万４千円で

ございます。 

 特定財源は、その他財源で、新十津川物産館使用料でございますが、物産館の一部

事務所をピンネ農業公社が使用することから、その使用料85万９千円、これを計上し

てございます。また、総合振興公社事業資金貸付金元利収入でございますが、総合振

興公社への貸付金の元金2,000万円と利息の６千円でございまして、３月末に返納され

るものでございます。 

 事業内容の概要を申し上げます。 
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 １番目、交流促進施設等管理運営事業4,790万９千円につきましては、総合振興公社

が指定管理者として、物産館とその前庭にあります公衆トイレの管理分、これで1,248

万１千円、学園にあります加工センターの管理分で163万７千円、交流促進施設サンヒ

ルズサライとコテージの管理分1,413万７千円を委託料として計上してございます。ま

た、工事経費として、サンヒルズサライの外壁塗装工事975万３千円、同じくサライの

冷暖房設備改修工事3,679万６千円、それと加工センター真空包装機、及び軽貨物車両

など備品購入経費667万８千円も合わせて計上いたしてございます。 

 ２番目の新十津川総合振興公社事業資金貸付金につきましては、公社事業の運転資

金として貸し付けるものでございますが、前年よりも500万円減額して2,000万円とし

てございます。 

 以上で、観光振興費及び地場産業振興費の説明とさせていただきます。よろしくご

審議いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ２目観光振興費、３目地場産業振興費の説明が終わりまし

たので、これより質疑に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

 １番、安中経人君。 

○１番（安中経人君） 観光振興費で伺いたいと思います。まず、あの新十津川の観

光ということで、ふるさと公園という大きなエリアがあって、その中にはキャンプ村

があり、サライの宿泊施設があり、グリーンパークがあり、そしてグリーンパークは

温泉も出ると。その中には体験型の文化伝習館もあるということで、非常にその滞在

型から見ると、非常に中身があると思うのです。ただ、ここずっと見ていますと、そ

の人の入り込みなどが横ばい状態、あるいは下降気味というような中で、特に人気の

あるのはワンデイイベントのふるさとまつりだとか、雪まつりだとか、そういうとき

には爆発的に人の集実力があるのですけれども、滞在型をもう尐し充实していくため

には、一定のお金をかけなければいけないのですけれども、どういう具合に考えてい

るのかということなんですよね。 

 私は非常に創造の森だとか、袋地沼、それからピンネの登山道だとか、いま先ほど

質問しようとして止めたのですけれども、林道の総学線、あそこも途中まで私行って

きているのですが、非常にその景色のいいところで、空知川を見渡せるというような、

立派なその観光資源を持っているわけです。だから今の人の動線をどういう具合に変

えていくか、そのことによって魅力ある新十津川、特に新十津川はやはり自然が売り

物ですから、創造の森へ行きますと野草があり、野鳥があり、あるいは昆虫、そうい

うものが非常にいる。ピンネの登山道についても、私、去年半年間ずっと見て歩いて

いるのですが、スキー場から奥、登山道の入り口まで、かなりの距離はあるのですけ

れども、あるいはああいうところを歩いて渓流を見ながら、非常にそのお金はかけな

くても人が見て魅力ある、やはり自然を見て歩くというか、情操的には非常にいいも

のがあるのですよね。そういうことを踏まえて、観光の見直しをやっていけば、私は

いい新十津川の売り込みになるのではないか。そのことによって人の入り込みが増え

てきて、そういうところをフットパスなりなんなりの計画をして、そういうマップを

作ってやっていくと、非常にいい形で観光産業として私は成り立つと思うのです。そ
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れに加えて、例えば農家の奥さんたちが野菜を作って産直をやってそこで見てもらう。

あるいは新十津川のお米を食べてもらう。非常にその幅広く物事が見ていけると思う

のです。 

 そこであの課長に聞きたいのは、そういうようなことを１回レイアウトしてみて、

今回はその骨格予算でなかなかないのですけれども、じっくり腰を据えて、そういう

企画をしてみて、できるできないは別にしても、人の動線を変えて新十津川を変えて

いくというやり方、そのことによって例えば人の定住促進にもなりますし、そういう

ようなことを予算縦割りではなくて、横に串を入れてみて、考えて見てはどうかなと

思うのですけれども、そのへん、漠然としているのですけれども、観光から見た町づ

くりということで、一言答弁願いたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（小林 透君） それでは１番議員さんのご質問にお答え申し上げま

す。今あの１番議員さんの方から、今ある資源、自然資源それから観光資源等々も含

めて、一回再度再構築といますか、レイアウトし直してみて、今まで取り組んでいな

かったような形の企画を考えていってはどうかということでございまして、それにつ

きましては非常に私も同様に考えている部分がございます。ですので、一昨年、観光

振興計画というのを策定いたしまして、現在それに基づいて観光振興を進めていると

いう状況でございますが、新たな本町内の観光資源を発掘するというようなものも、

その中には含まれてございます。あるいは現在ある資源を有効的に活用したりしてい

くというようなことも含まれてございますので、そこら辺しっかりとプランニングを

していくべく、新年度から取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 

 具体的にちょっと２点ほど申し上げますと、まず１点目は、植田町長の方からもち

ょっと指示があった件でございますが、せっかく先ほどのふるさと公園というのが非

常にいい機能がそろっているということでございます。町長の方からはそれが連携し

ていないと、ばらばらに機能していると、それをうまく連携するような形で進めてい

くようにという指示がございまして、先般、ふるさと公園近辺の民間のカレー屋さん

だとか、そば道場等々も含めた中で、関係者を一同に集まってもらって、連携をして

新しい取り組みの形をちょっと作っていきませんかということで、会合を持たせてい

ただきました。その中で非常に皆さん前向きに考えていただいて、それではそれぞれ

のいいところをまず知っていこうやというような取り組みから始めようと。あまりに

も近いのだけれどもよく内容を知らないということもあって、まず知った上でその連

携を考えて、いろいろなコラボを推し進めていこうということに話がなりまして、新

年度本格的にそういったコラボレーションが实現していくというふうに進んでいくこ

とになるかと思います。これがまず１点の取り組み。 

 もう１点の取り組みにつきましては、本町内に住んでいる人間はなかなかその本町

内でいいところというのを、なかなか発見できないところがある。我々ただ単に歩い

ていって、普通に感じているところが、町外の方あるいは本州の方あるいは外国の方

が見ると、これはすごいよ、貴重だよというようなふうに見る見方もあるということ

で、そういった視点も本町の中で取り入れて、いいところを発見してもらうというよ
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うな取り組みをしていきたいというふうに考えてございます。これも新年度、今ちょ

っと準備等をしてございますが、大学等と連携をした中で、そういった新しい観光資

源等の発掘についても取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。この新

しい取り組みとしては、現在具体的なところについては今の２点でございますが、全

体的なプランニングというのも、新年度においては進めてまいりたいというふうに考

えてございます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） １番、安中経人君。 

○１番（安中経人君） 非常にあの私と方向性が、進む方向性で答えが一致しており

ますので、尐し向きが変わって、動きが変わるかなというふうに思っています。私も

任期があと１ヶ月しかありません。またここに来れるかどうかもまだわかりませんけ

れども、まず集めるデータ収集については、札建の樺戸農業開発事業所が持っている、

徳富ダム建設時に作った環境影響調査の資料があります。それは徳富ダム地域だけで

すけれども、そこには鳥、動物、植物、水性類、昆虫、それらのものがすべてありま

す。その中にはレッドデータブックに載っているものも何点かあります。貴重なもの

です。それは樺戸事業所が閉鎖する前に何とかコピーをいただいて、そういうものを

まずバックデータとして備えて欲しいなと。例えば大学の先生と話している時でも、

そういうものが必要になってくるかもしれませんし、せっかくのものですからわざわ

ざお金かけなくてもそういうデータが入ってくると。それと私も危険箇所だとか、い

い場所だとかも結構見ておりますので、もしそういうデータが欲しければ提供します

ので、写真でも収めております。そういうものがあればいいなということであれば、

私も資料を提供いたしますので、そういうところは協力するところは私も協力してい

きたいと思いますので、ぜひ前向きに、６月予算で本格化したときにはさらに進めて

欲しいなと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） それではほかに質疑ございませんか。 

 ７番、長名實君。 

○７番（長名 實君） 観光振興費の７番の吉野地区活性化センター、これはそれこ

そ離れていますので利用することもないので、あまりわからないのですが、先ほど温

泉水の中にメタンガスという言葉が出てきたのですが、この分離したメタンガス、量

にもよるのですが、これ風呂を沸かすときに使うのか、ただ空気中に放出するように

なっているのか、そのへんの説明をお願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（小林 透君） それでは７番議員さんのご質問にお答え申し上げま

す。分離施設は、基本的に温泉水を利用するにあたって不要となるメタンガス、危険

物を分離するというような装置でございます。ですので屋外にこれは設置してある設

備でございまして、屋外の空気中にメタンガスとして排出をしているということでご

ざいます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ７番、長名實君。 

○７番（長名 實君） そこでそれを利用するほどの量は出ないということなんです

か。 



- 198 - 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（小林 透君） 燃料として使えれば非常に有効活用できるかと思い

ますが、現状ではそれほどの、燃料としては使える量ではないということでございま

す。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございますか。 

 ８番、後木幸里君。 

○８番（後木幸里君） ただ今、課長から新しい観光資源についても考えていきたい

というようなお話があったかと思うのですが、今あの国道451の里見峠のカーブ、いま

あのカーブを緩めようということで去年から測量等にかかっておりまして、いつその

仕事ができるのか、完了するのかわかりませんが、相当大幅にあのカーブを緩くする

ようなことでないのかなというふうに思います。そんな中で、あそこに植田現町長が

課長時代かその辺だったと聞いておりますが、あのカーブに階段を付けて、峠の上の

方まで階段で上がっていけるようなことをして、展望台というか、東屋も設置したと

いう過去があるわけですね。それで今度道路改良によって、その階段等をまた付けて

もらうような話をするのかどうなのか、その辺も今後の問題として、今ある階段はも

うすでに、当時は利用したと思うのですが、今は利用はひとつもされておりません。

そんなことで国道改良工事の中で、その階段をどうしていくのか。 

 それと里見峠の上からの、前の昔の展望台があったときの景色ですね。あれは新十

津川ではただひとつの吉野方面まで望めると、前は徳富川が足下から出てくる。そし

て新十津川の平野が一望に見渡せる。そしてその眺望は砂川の火力発電から丸加山く

らいまでの眺望があると。これを私は今後の観光資源のひとつに考えていったらどう

かなという感じがするわけです。そんなことでせっかくある観光資源になり得る可能

性があると私は見ているので、以前に言っていいかどうか、町職員を辞して札幌で事

業をやられている職員の方がいましたが、あの人が在職中に里見峠、峠の上から徳富

川の堰堤のあたりまで一連の図面を書いて示してくれたことがあったので、そのこと

をまだ私忘れていないのですが、今後、新しい観光を考えて行こうというのであれば、

里見峠の眺望も考慮に入れながら考えていただけたらなというふうに思うのですが、

その辺どのようなお考えを持っておられるか、ちょっと伺いたい。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（小林 透君） それでは８番議員さんのご質問にお答え申し上げま

す。里見峠付近の国道に関する線形改修については、従前から線形改修の要望、開発

要望等々で要望しているという状況で、いつそれが改修が行われて、いつ完了するか

というのはちょっと私把握してございません。ただし、基本的にちょっと考えますの

は、線形改修というのは交通安全のために、あそこを通行する車両等が安全に通行す

るための改修であるというふうに認識をいたすところでございますので、そのまずそ

のための改修だということであれば、人身等も含めてまず交通の安全がしっかり確保

できるということをまず大前提に考えなければならないだろうというふうに考えてい

ます。その上で、もしそういった観光資源として活用ができることが、その可能性み
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たいなものがあるということであれば、その部分についても、その次の段階で考え、

検討をしていくことになるかなというふうに考えてございます。私の方からは以上で

ございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 国道451の線形改修の見通しというか、今の状況、建設課長

の方から説明願えますか。 

 答弁をお願いします。 

○建設課長（村中忠夫君） 451期成会ではいろいろと活動しているところでござます

けれども、８番議員さんもご存じのとおり、昨年一応線形のその概略調査といいます

か、やりまして、地権者さんの方にあらかたこういう形での平面線形になるというご

説明を、札幌開発建設部の方からされたかというふうに思うのですけれども、これか

ら詳細の实施設計が入って、用地が確定して、それから工事という流れになるので、

实際にはまだまだ年月的にはかかるかと思うのですけれども、早くても、どうしても

その地権者さんとの用地交渉が整わない限りは工事にはかかれないというところなも

のですから、なんともその、いつまでにかかれるというお話はちょっとここではでき

ないかなというふうに思います。そういうところでございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ８番、後木幸里君。 

○８番（後木幸里君） あそこの話をするのは、たまたま私があそこに木を植えたり、

桜を植えたりして、自分の土地もあるもので、ちょっと言いづらいところがあるので

すが、先だって駅前の寺子屋に橋本区のご婦人の方が初めて見えられまして、いろい

ろな話の結果、あの峠の上に１回上がって眺めてみたい、新十津川を眺めてみたいと

いうお話をした方がありましたので、私もそのことは町内であそこへ上がって眺めた

人はもう何パーセントもいないだろうなと思っているのです。それでせめて町民の皆

さんがあそこから新十津川を眺めて、ああいいところだというか、そういう感じを１

回持ってもらえればいいのではないのかなということを気にしますし、それから私あ

そこから眺める会でも作るかというようなことを考えておりますけれども、町が新し

い観光資源として考えてくれるのであればありがたい話ですが、これたまたまそうい

う別のお実さんの話ですが、今年そのモンゴルから研修生が６名とか、６ヶ月間やっ

てくるそうです。それでそのことをお話しする江部乙の方なんですけれども、必ず今

年はその研修生を何回かあの峠に連れて上がるという話をしてくれております。それ

は外国人があそこへ上がるわけですから、それはそれとして、せめて町の住んでいる

方が１回でも上がってみてくれたら、ああ新十津川っていいところだねというのが、

なおわかるのではないかなと、そんな感じがして申し上げました。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） それでは質疑がないようですので、７款１項２目観光振興

費、３目地場産業振興費の質疑を終わります。 

 次に、８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費の説明を求めます。 

 建設課長。 

〔建設課長 村中忠夫君登壇〕 

○建設課長（村中忠夫君） それでは８款１項土木管理費、１目土木総務費のご説明
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をいたします。予算書は、140ページ、141ページでございます。 

 本年度予算額2,334万７千円、前年度予算額2,344万８千円、比較で減額の10万１千

円でございます。財源につきましては、すべて一般財源で2,334万７千円でございます。 

 次に、内容のご説明をいたします。 

 １番目の土木管理事務21万５千円につきましては、土木事業推進に要する事務費で

ございまして、打合せ等に係る旅費及び参考図書等の消耗品の他に、研修会等への参

加負担金を計上させていただいてございます。 

 ２番目から５番目につきましては、町が加盟しております各団体への負担金でござ

います。 

 ６番目の農業集落排水事業特別会計繰出金2,293万７千円につきましては、新十津川

町農業集落排水事業特別会計の中でご説明いたしますので、省略させていただきたい

と思います。 

 以上で、８款１項１目土木総務費の説明とさせていただきます。よろしくご審議の

ほどお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目土木総務費の説明が終わりましたので、質疑に入りま

す。 

 質疑のある方は発言願います。 

〔「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、８款１項１目土木総務費の質疑

を終わります。 

 次に、８款２項道路橋りょう費、１目道路維持費の説明を求めます。 

 建設課長。 

〔建設課長 村中忠夫君登壇〕 

○建設課長（村中忠夫君） それでは８款２項道路橋りょう費のご説明を申し上げま

す。８款２項１目道路維持費のご説明を申し上げます。予算書は、140ページから143

ページでございます。 

 本年度予算額２億804万２千円、前年度予算額１億8,212万９千円、比較で増額の

2,591万３千円でございます。増額の主なものにつきましては、ミニロータリ除雪車の

更新に係る費用の増額分でございます。財源内訳ですが、特定財源は、国道支出金で、

社会資本整備総合交付金800万円。これにつきましては、雪寒指定路線の除雪分にかか

るもので、補助率は３分の２でございます。次に地方債で、除雪機械整備事業債2,080

万円。これにつきましては、ミニロータリ更新分で、充当率は100パーセントでござい

ます。その他で、新竜大橋道路管理費負担金13万４千円。これにつきましては、雤竜

町の負担分でございます。一般財源は、１億7,910万８千円でございます。 

 次に、内容のご説明をいたします。 

 １番目の道路維持管理事業3,785万７千円につきましては、町道349路線、延長380km

の交通安全確保や走行性改善のための維持管理に要する経費でございまして、道路照

明電気料、道路維持に係る管理委託及び街路樹の管理委託業務の他に、道路及び付帯

施設の維持補修工事等を計上させていただいてございます。維持工事では、例年实施

してございます舗装補修及び区画線標示、町道施設維持工事の他に、老朽化して損傷
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している視線誘導標及び警戒標識の更新を、昨年に引き続き計画してございます。 

 主な工事の内容でございますけれども、お手元に配布済みの主要工事一覧と箇所図

を併せてご参照願いたいと思います。 

 主要工事一覧表の番号13番、これ位置図の方には落ちてはいないのですけれども、

道路付属物改修工事、これにつきましては、平成25年度から継続して实施している工

事でございまして、平成27年度につきましては、弥生・総進方面の視線誘導標150本と

警戒標識７基の更新を予定してございます。 

 また、予算書の方に戻っていただきたいのですけれども、２番目の道路台帳管理事

業108万２千円。これにつきましては、前年度の道路整備に伴い変更が生じた路線の調

書及び台帳図の修正を行うもので、修正延長1.1㎞、対象路線３路線、他に維持工事・

承認工事等での変更が生じた21か所の修正を予定してございます。 

 ３番目の道路維持車両管理事業1,598万３千円につきましては、夏期、冬期の適正な

道路維持管理を实施する為の、町が所有します建設機械14台とパトロール車１台、計

15台の管理費用でございまして、車両本体及び装置の修繕、それから付属部品の交換

及びタイヤ購入の他に、定期整備や10台分の車検を予定してございます。 

 ４番目の除雪センター管理事業29万６千円につきましては、町有建設機械の保管及

び管理の為の除雪センターに係る維持管理経費でございまして、例年の維持管理の他

に、天五クレーン及びオーバースライダーの点検を予定してございます。 

 次に、５番目の冬期除排雪事業１億2,863万７千円につきましては、冬期間の安全で

快適な生活を確保するべく、町道等の除排雪を实施するものでございまして、除雪は

248路線、187キロメートル、排雪は141路線、38キロメートル、歩道除雪は11路線11キ

ロメートル、公共施設26か所の除排雪を計画してございます。スノーポール等の消耗

品、それから昨年度造成いたしましたみどり町有地雪捨場の草刈り、そのほかに町道

除排雪業務委託料の他に、平成通り0.7キロメートル、それから美沢中央線1.2キロメ

ートルを、例年と同様に滝川市と雤竜町に業務委託する予定でございます。 

 ６番目の除雪機械購入事業2,418万７千円。これにつきましては、平成13年度に購入

いたしましたミニロータリ除雪車の更新に係る経費でございまして、老朽化に伴う修

繕費の抑制と除排雪体制の強化のため、更新しようとするものでございます。 

 以上で、１目道路維持費の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上

げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目道路維持費の説明が終わりましたので、質疑に入りま

す。 

 質疑のある方は発言願います。 

〔「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、８款２項１目道路維持費の質疑

を終わります。 

 次に、８款２項２目道路新設改良費の説明を求めます。 

 建設課長。 

〔建設課長 村中忠夫君登壇〕 

○建設課長（村中忠夫君） それでは８款２項２目道路新設改良費のご説明をいたし
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ます。予算書は、142ページ、143ページでございます。 

 本年度予算額4,546万２千円、前年度予算額１億1,961万２千円、比較で減額の7,415

万円でございます。減額の主な要因といたしましては、西２線道路改築舗装事業、そ

れからみどり団地内舗装補修事業が昨年終了したことと、骨格予算に伴う減でござい

ます。財源内訳でございますけれども、特定財源は国道支出金で、社会資本整備総合

交付金650万円。これにつきましては、道路名標識板設置事業分でございまして、補助

率は65パーセントでございます。一般財源は、3,896万２千円でございます。 

 次に、内容のご説明を申し上げます。 

 １番目の道路整備事業3,446万２千円につきましては、走行性の向上とともに、通行

に対する安全・安心な道路網確保のため、計画的な町道の整備を实施してございまし

て、打合せ旅費並びに積算に係る図書及び積算システムの使用経費の他に、町単独事

業の工事２本を予定してございます。また、昨年北中央４条通りの調査設計を实施し

たところではございますけれども、現地の石杭と地図が一致していないことが判明し

たため、農協裏からカトレア団地までの区域内地籍等を確認いたしまして、道路敶地

を確定させるための経費も計上させていただいております。 

 次に、工事の内容についてご説明いたします。また、お手元の主要工事一覧と箇所

図をご覧いただきたいと思います。 

 工事番号14番、南中央団地内舗装補修工事。これにつきましては、舗装の経年务化

によります路面状態が悪化していると、それから平坦性が損なわれていることから、

舗装の強化及び一部排水施設の改善を図るとともに、层住環境の向上を図るため、平

成25年度から实施してございまして、今年度で終了の予定でございます。対象路線と

しましては、南中央１条、２条、それから３号通りの３路線を实施いたします。 

 次に、工事番号15番、錦野団地内舗装改修工事。これにつきましては、団地の宅地

造成から30年以上が経過いたしまして、排水施設及び舗装の务化が顕著であることか

ら、排水施設の改修及び舗装の強化を図るとともに、层住環境の向上を図るため、昨

年度より实施してございまして、今年度で終了の予定でございます。路線としまして

は、錦野１号通りの１路線でございます。 

 それからまた予算書の方に戻っていただきたいと思うのですけれども、２番目の道

路名標識板設置事業1,100万円。これにつきましては、道路利用者の利便性及び道路環

境の向上を図るため、平成22年度から社会資本整備総合交付金の効果促進事業によっ

て实施してございます。今年度が最終年でございますけれども、弥生、花月方面30か

所の道路名標識板と、役場及びふるさと公園の２か所でございますけれども、観光案

内板の設置を予定してございます。この事業によります道路名標識板につきましては、

全体で138か所設置されたということになります。 

 以上で、２目道路新設改良費の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほど

お願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ２目道路新設改良費の説明が終わりましたので、質疑に入

ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

 ７番、長名實君。 
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○７番（長名 實君） 予算には直接関係ないのですが、せっかくですから、庁舎前

の残雪なんですが、あれあのまま置いておけば消えるのは間違いないのですけれど、

ちょっとロータリで積み上げてくれれば、相当の面積の駐車場が広がるのではないか

なと、そんなふうに思うので、もしやれるというか、やれないといえば別ですけれど

も、ロータリ車が空いていればお願いしたいと思います。 

 それからもうひとつ、今、道路名標識板設置事業という、これよそから来た人によ

く聞かれるのですが、新十津川の住所というか、地番というか、日本一わかりづらい

と｡日本一も行ったことがある人がいるのかなと思うけれど、私も思います。一番地が

菊水にあってみて、私は菊水の中で300何番地、非常にわかりづらい地番で、伺えばこ

れを直すといったら大変なことになるのだというお話なんですが、この今の標識板、

立ててくれるの結構なんですが、よそから来た人がわかりやすくなるような標識板な

のか、ただ地元の人がわかるだけのものなのか、その辺、これから付けるのであれば

誰が見てもわかりやすいような標識板にしていただきたいなと、そんなふうに思いま

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１番目の庁舎前庭の雪山の処理の件でございますけ

れども、一応今週の土日にかけて排出する予定ではおります。裏の部分もだいぶ狭く

なっている部分もあるものですから、それもあわせてできればなというふうには思っ

ています。ただ本年度の除排雪の予算の部分の絡みもございますので、全部が全部取

り切れるかどうかというのはちょっと定かではないかもしれませんけれども、最低限

前庭だけは全部排出したいというふうには考えてございます。 

 それとあの道路名標識板の件でございますけれども、一応今年度で最終年というこ

とで、それに変わるもので何か表示ということではちょっと今回の事業ではできない

のですけれども、一応これを付けた目的といたしましては、一応その町内の方もそう

でございますけれども、町外の方が町道等で事故、もしくは雪で道路が閉鎖して、こ

の路線なんだというような、そういう方々が情報といいますか、提供をしてくれるこ

とで、私たちも対応ができるという目的で、今回これを平成22年度から設置している

というようなことでございますので、ご理解願いたいというふうに思います。ただ先

ほどいわれました、町内の住所の番地のところについては、ちょっと私の方の所管で

はございませんので、ご勘弁願いたいと思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） 副町長。 

○副町長（佐川 純君） それではあとの方の住所が非常にわかりづらいという話で、

そのことについては、たぶん去年だったかと思いますけれども、同じような回答をさ

せていただいておりますけれども、確かに区画整理だったり、農業の基盤整備等によ

って地番が変わってといいますか、たぶん昭和45年だったと思いますけれど、全面変

更の時に地番も昔の上徳富、下徳富から、今の字名等ともなって番地も直したところ

であります。その時は非常にわかりやすくて、当然一番地からずっとあって、その順

番になっていたのですけれども、今、申し上げましたとおり、区画整理がありまして、

中央ですと300番台、あるいは500番台というのが、こういう区画整理事業に伴っての
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新しい地番が付けられたことによって、その間に２桁の番号の中に、地番の中に、３

桁が入るというような状況になっているのは事实であります。そういう意味でわかり

づらいといいますか、非常に順番になっていないということではそういうようなこと

であります。非常にそういう意味では致し方ない面があるのですけれども、そこでそ

の次の問題として、ではそれを解消するのにどうしようかという話なんですけれど、

よくありますように何条何丁目のようにこういう方法もあります。ただこれは法に基

づいてやることになるわけですけれど、その経費たるものは非常に計り知れないとい

いますか、なかなか一町村でやるということになると、当時の字名変更の時もそうだ

ったかと思いますけれど、非常に莫大な時間と経費を要するということもありまして、

前回もお答えさせていただいておりますけれど、現在の中ではなかなか難しいと。何

とか違う方法でわかりやすい方法はないのかということも検討しなければならないと

は思いますけれど、現在のところ、なかなかいい方法がないというのが現状でありま

すので、どうぞご理解をいただきたいというふうに思います。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ござますか。 

〔「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、８款２項２目道路新設改良費の

質疑を終わります。 

 それでは８款２項３目橋りょう新設改良費の説明を求めます。 

 建設課長。 

〔建設課長 村中忠夫君登壇〕 

○建設課長（村中忠夫君） それでは８款２項３目橋りょう新設改良費のご説明を申

し上げます。予算書は、142ページ、143ページでございます。 

 本年度予算額5,120万円、前年度予算額ゼロ円、比較で増額の5,120万円でございま

す。前年度予算額ゼロ円ではございますけれども、实際には補正予算を計上させてい

ただいてございます。財源内訳でございますけれども、特定財源のうち、国道支出金

2,470万円は、社会資本整備総合交付金で、補助率は65パーセントです。地方債2,650

万円は、橋梁長寿命化事業債で、充当率は100パーセントでございます。一般財源は

120万円でございます。 

 次に、内容のご説明をいたします。 

 橋梁整備事業5,120万円につきましては、今後、老朽化する橋梁の増大に伴い、計画

的な修繕を实施し､費用の縮減及び安全な交通の確保を図るため、平成26年３月に策定

いたしました橋梁長寿命化修繕計画に基づき、平成25年度から社会資本整備総合交付

金の基幹事業にて、实施してございまして、今年度は西１線の樺戸川に架かっている

第１樺戸橋、それから花月台中央線の高田５号線川に架かっている清仁橋、それと幌

加の徳富川に架かっている南幌加橋、この３橋の補修工事と、それから滝川市が管理

しているのですけれども平成橋、こちらの調査設計に係る本町負担分を計上させてい

ただいてございます。 

 工事の内容についてご説明いたします。また、お手元の主要工事一覧表と箇所図の

方をご覧いただきたいと思いますけれども、工事番号17番、第１樺戸橋上部架換え工

事。これつきましては、現況の床版が波型鉄板、これの上に砂利がのったというもの
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で、その波型鉄板が経年による腐食で穴が開きまして、路盤が抜け落ちるというよう

な状況になってござますので、桁の補強と併せましてコンクリートの床版に形式を変

更したいとするものでございます。 

 次に、工事番号18番の南幌加橋修繕工事。これにつきましては、平成26年度から实

施してございますけれども、調査設計の結果、当初想定しておりました補修内容の他

に、補修が必要な項目が確認されたために、平成26年度で实施を予定してございまし

た伸縮装置の交換、それから地覆、高欄等の補修を、平成27年度で实施したいとする

ものでございます。 

 それと工事番号19番の清仁橋修繕工事。これにつきましても、これは平成25年度の

繰越事業で平成26年度に实施してございますけれども、こちらも南幌加橋と同様に、

調査設計の結果、当初想定していた補修内容の他に、補修が必要な項目が確認された

ために、平成26年度で实施を予定しておりました伸縮装置の交換、それと橋面の防水

を今年度实施したいとするものでございます。 

 以上で、８款２項３目橋りょう新設改良費の説明を終わります。よろしくご審議の

ほどお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ３目橋りょう新設改良費の説明が終わりましたので、質疑

に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

〔「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、８款２項３目橋りょう新設改良

費の質疑を終わります。 

 ここで産業振興課長の方から、７款１項３目地場産業振興費の答弁のところで訂正

したいという発言を求められておりますので、発言を許します。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（小林 透君） それでは議長のご指示がございましたので、たいへ

ん申し訳ございません、説明誤りを訂正させていただきたいと思います。７款１項３

目地場産業振興費の中の説明の中で、本年度予算額と前年度予算額の増額分の主な理

由として、サンヒルズサライの冷暖房設備改修工事にかかる経費と申し上げましたが、

これにつきましては、今後、検討しなければならない案件でございましたが、ここに

説明として載せてしまいました。これを削除していただきたいというふうに思います。

同時に事業内容の説明の中でも、サライの冷暖房設備改修工事3,679万６千円というふ

うにご説明申し上げましたが、これも同様の理由で削除していただきたいと思います。

金額につきましては、これを削除いたしましても、事業費の4,790万９千円については、

変わらないということでございます。数字に誤りはございませんが、この部分につい

て削除を願いたいというふうに思います。大変申し訳ございません。よろしくお願い

いたします。 

○議長（長谷川秀樹君） よろしいですか。 

                                     

     ◎散会の宠告 

○議長（長谷川秀樹君） それでは、以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 
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 明日は午前10時より本会議にて、予算審議を再開いたしますので、よろしくお願い

いたします。 

 それでは本日はこれで散会いたします。どうもご苦労様でした。 

（午後３時03分） 
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     ◎開議の宠告 

○議長（長谷川秀樹君） 皆さん、おはようございます。 

ただ今出席している議員は、11名であります。定足数に達しておりますので、これ

より本日の会議を開きます。 

（午前10時00分） 

                                     

     ◎議事日程の報告 

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

づき、順を追って進めて参りますので、よろしくお願いいたします。 

                                     

     ◎会議録署名議員の指名 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員につきましては、会議規則により議長より指名いたします。 

 ７番、長名 實君。８番、後木幸里君。両君を指名いたします。 

                                     

     ◎議案第18号の説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２、議案第18号、平成27年度新十津川町一般会計予

算を議題といたします。 

 昨日に引き続き、内容の説明及び質疑を行いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは８款３項河川費から審議に入ります。１目河川総務費の説明を求めます。 

 建設課長。 

〔建設課長 村中忠夫君登壇〕 

○建設課長（村中忠夫君） あらためまして、おはようございます。今、ご指示がご

ざいましたけれども、昨日の説明の中で、ちょっと不適切な説明がございましたので、

訂正して申し上げたいと思います。 

 昨日最後に８款２項３目橋りょう新設改良費の、予算書は142ページになりますけれ

ども、財源内訳の部分で、私、一般財源120万円ということで説明申し上げたところで

ございますけれども、この一般財源ございませんので、訂正してお詫び申し上げます。

誠に申し訳ありません。 

 それでは８款３項河川費、１目河川総務費のご説明をいたします。予算書は、144ペ

ージ、145ページでございます。 

 本年度予算額671万３千円、前年度予算額592万９千円、比較で増額の78万４千円で

ございます。増額の主なものにつきましては、１号線川支流の土砂上げに係る費用の

増によるものでございます。財源内訳ですが、特定財源のうち、国道支出金125万１千

円につきましては、道支出金で道費管理河川樋門・樋管操作業務委託金であります。

その他23万３千円は、水と緑のまちづくり推進基金預金利子10万８千円と、水と緑の

まちづくり推進基金繰入金12万５千円でございます。一般財源は、522万９千円でござ

います。 

 次に、内容のご説明をいたします。 
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 １番目の樋門樋管管理事業104万３千円につきましては、道費管理の７河川に56か所

設置されてございます樋門、樋管の操作に係る経費でございまして、全額委託料でご

ざいます。 

 ２番目の河川維持管理事業528万５千円につきましては、町管理河川の河道内堆積土

砂の除去及び土砂溜桝の土砂上げ、それから倒木処理などの維持管理経費と、町内各

地域で河川環境の維持・向上と災害の未然防止活動を实践している河川愛護13組合に

対して、活動経費の一部を負担してございます。 

 ３番目の河川環境整備促進事務２万７千円につきましては、河川整備に係る事務費

と、北海道河川環境整備促進協議会負担金でございます。 

 ４番目と５番目につきましては、町が加盟し活動しております各団体への負担金で

ございます。 

 ６番目の徳富川ラブリバー推進協議会支援事業12万５千円につきましては、河川に

対する潤いのある水辺空間の形成を図ることを目的としまして、河川敶地の清掃、花

壇の花植えなどの活動をしてございます同協議会に対し、活動費の一部を交付するも

のであります。 

 ７番目の水と緑のまちづくり推進基金積立金10万８千円につきましては、徳富川ラ

ブリバー事業を円滑に進めるための積立金でございます。 

 以上で、８款３項１目河川総務費の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願

い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目河川総務費の説明が終わりましたので、質疑に入りま

す。 

 質疑のある方は発言願います。 

 １番、安中経人君。 

○１番（安中経人君） 河川維持管理事業の中の河川愛護組合の助成ということなん

ですが、13組合があって、昨年から今年を見ると予算的に約半額になっているわけで

すよね。それで組合の解散したところがあってこういうことになったのか、あるいは

積算仕様が変わって予算が下がったのか、その辺伺いたいのですが。 

○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） １番議員さんのご質問にお答えいたします。組合数とし

ては昨年度と変わりませんけれども、農地・水保全管理支援交付金の率が変わったこ

とによりまして、要はあの昨年までこちらの部分が25パーセントカットになっていた

部分が元に戻ったということで、その戻った部分が愛護組合側の支出の分で減額にな

ったという内容になってございます。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

 ８番、後木幸里君。 

○８番（後木幸里君） 水と緑のまちづくりということで、いろんな預金というので

すか、お金も積んでいるような中で、今年から徳富ダムが完成しまして利用されるよ

うになりました。それで徳富ダムにはおそらく魚がいると思うのです。それでその上

流にも確か釣り人に聞けば、ずっと奥に魚を追っていけば、いろんな魚が捕れるとい
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う話を聞いておりますので、このダムができた機会に、この新十津川の観光資源のひ

とつとしてダムを活用していくという中から、釣り人がダムへあるいは上流へ行って

入り込んでくると、そういうようなことも用意したらいかがなものかなと。それとダ

ムも結構見応えのあるダムになりましたから、そういう意味でダムを見る、そしてダ

ムで釣りをする。そういうことも含めて今後、考えることがいいのではないのかなと。 

それで吉野には小学校跡に立派な彫刻の館ができておりますし、ダムへ行くのであ

れば道中になるので、それでそれがもしか人が入り込んで、吉野の小学校跡へ入って

見物してくれるようになって、それがまた内外に宠伝されるようになれば、観光実の

入り込みとしてはいいのではないのかなという感じがするわけで、ダムとその上流の

河川を活用していくという視点も必要かなと思うので、その点についてお考えがあれ

ば聞きたいと思います。 

○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） ただ今のご質問にお答えいたします。一応、徳富ダム自

体は観光資源のひとつとなる可能性は十分にあるかというふうに私も思いますけれど

も、ただその釣りという形の中では、ダムに冠水した部分ではその上流に行けないと

いうような状態になるということがありますので、もし釣りをするということであれ

ば、湖面に船なりなにかを出した形の中でやらないとできないのかなというふうには

思いますので、そこらへんは検討の余地があるのかなというふうには思いますけれど

も、現段階では直接そのすぐという形にはならないかと思います。ただ、あのもうひ

とつかぜのびのことも言われたかと思うのですけれども、そういうところとの連携が

とれるかどうかというのは何ともわかりませんけれども、町場の方から行ったとして

も、また浜益側から来たとしても、どちらにしてもそのかぜのびの部分としては、途

中経過という形になるかと思いますので、そこら辺もＰＲできればというふうには思

いますけれども、答弁になっていないかもしれませんけれども、以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、８款３項１目河川総務費の質疑

を終わります。 

 ８款４項都市計画費、１目都市計画総務費、２目公園管理費の説明を求めます。 

 建設課長。 

〔建設課長 村中忠夫君登壇〕 

○建設課長（村中忠夫君） それでは８款４項都市計画費のご説明を申し上げます。

まず、１目都市計画総務費からご説明いたします。予算書は、144ページから147ペー

ジでございます。 

 本年度予算額１億1,798万２千円、前年度予算額１億2,581万８千円、比較で減額の

783万６千円でございます。減額の主な要因といたしましては、安心すまいる助成事業

及び下水道事業特別会計繰出金の減によるものでございます。財源内訳ですが、特定

財源のうち、国道支出金222万８千円。これは国庫補助金で社会資本整備総合交付金

200万円は、住宅の耐震診断、改修及び省エネ改修助成事業分で、補助率は２分の１以
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内でございます。道支出金で、既存住宅耐震改修事業補助金15万円は１戸分を見込ん

でいます。それから建築基準法事務委託金６万８千円、建設リサイクル法業務委託金

１万円でございます。一般財源は、１億1,575万４千円でございます。 

 次に、内容のご説明を申し上げます。 

 １番目の建築事務20万６千円につきましては、建築事務を進めるための旅費及び積

算参考図書購入費の他に、積算の為の単価データ使用料及び建築関係の講習会参加負

担金でございます。 

 ２番目の都市整備推進事務19万３千円につきましては、都市計画審議会１回の開催

に係る経費と、都市計画事務推進のための旅費及び消耗品の事務費でございます。前

年度と大きく減額になっている要因といたしましては、都市計画変更図書作成業務分、

昨年計上していたのですけれども、この分が今年度計上していないということによる

減でございます。 

 ３番目の安心すまいる助成事業415万円につきましては、町内の民間住宅に対して、

耐震化及び省エネルギー化を促進し、安全・安心な生活基盤を確保するとともに、町

内建設事業者の活性化を図るべく、平成24年度から平成27年度までの４年間の事業で

ございます。助成の内容でございますけれども、耐震診断、耐震改修、省エネ改修の

各々に助成を行うものでございまして、耐震診断は、補助率３分の２で、限度額は４

万円、これの10戸分を見込んでいます。それから耐震改修は、補助率５分の１で、限

度額75万円の1戸分を見込んでございます。それから省エネ改修につきましては、補助

率５分の１で、限度額30万円、これの10戸分を見込んでございます。過年度の助成实

績といたしましては、平成24年度が６件、平成25年度が２件で、いずれも省エネ改修

だけということでございまして、平成26年度については、どの助成についても实績が

ございませんでした。平成27年度までの事業ですので、ＰＲ等に努めてまいりたいと

いうふうに考えてございます。 

 ４番目の下水道事業特別会計繰出金１億1,343万３千円につきましては、新十津川町

下水道事業特別会計の中でご説明申し上げますので、省略させていただきます。 

 以上で、１目都市計画総務費の説明を終わりまして、次に、２目公園管理費のご説

明をいたします。予算書は、146ページ、147ページでございます。 

 本年度予算額3,010万１千円、前年度予算額1,459万円、比較で増額の1,551万１千円

でございます。増額の主な要因といたしましては、公園長寿命化計画に基づく、青葉

及びみどり公園の改修に係る経費の増によるものでございます。財源内訳ですが、特

定財源のうち、国道支出金650万円。これは社会資本整備総合交付金で、青葉及びみど

り公園の改修事業で、補助率は２分の１でございます。地方債760万円は、公園長寿命

化事業債で、充当率は100パーセントです。その他47万７千円は、都市公園使用料２万

７千円と、パークゴルフ場管理協力金45万円でございます。一般財源は、1,552万４千

円でございます。 

 次に、内容のご説明を申し上げます。 

 都市公園等管理事業3,010万１千円につきましては、都市公園13か所、花月農村公園、

その他公園１か所の計15公園、それと国道275号植樹帯等の維持管理に要する経費でご

ざいまして、肥料、除草剤、花壇用花苗等の消耗品、それから光熱水費や遊具等公園
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施設の小破修繕料の他に、業務委託では、公園管理、遊具点検及び公園樹木の剪定な

どの費用を計上してございます。また、先ほど増額要因でも申しましたけれども、本

年１月に策定いたしました公園長寿命化計画に基づきまして、青葉公園及びみどり公

園の改修に伴う設計委託料と、青葉公園の改修工事経費を計上させていただいており

ます。 

 青葉公園改修工事の内容でございますけれども、主要工事一覧表と箇所図の工事番

号20番になりますけれども、老朽施設、ブランコ、それからシーソー、外周柵、こち

らの更新とともに、水はけの悪さを解消するために暗渠排水の整備も計画してござい

ます。 

 以上で、４項１目都市計画総務費と２目公園管理費の説明とさせていただきます。

よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目都市計画総務費、２目公園管理費の説明が終わりまし

たので、質疑に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

 10番、西永勝治君。 

○10番（西永勝治君） 都市計画総務費の中の４番目、安心すまいる事業で、説明が

あって内容はよくわかったのでありますけれども、この当時、この事業が進められた

ときに、来年、27年度もう１年余裕は、１年間の期間はありますけれども、当初耐震

化率が70パーセントにしたいよと、失礼しました、90パーセントにしたいよと、そう

いう目標があったのでありますが、現在その耐震化については全く利用がないという

ようなことなのでありますけれども、これやはり利用、あまり地域の住民の皆さんに

耐震化をするというその考え方があっても、高額な工事費なので、現在のこの内容で

はちょっと利用される方が尐ないのではないかと、もっと中身を弾力的に変更すると

いったら語弊がありますけれども、使いやすいものにしなければ一般の人方は、業者

の方もそうですけれども、需要が発生しないと業者の方にも仕事が回ってきませんで

すし、その辺このまま、90パーセントを消化するというの、１年で挽回するというの

は不可能でございますから、その辺どのように考えておられるのかお聞きしたいと思

います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（村中忠夫君） それでは10番議員さんのご質問にお答えいたします。当

初これの制度を作ったときに、耐震化率が確か77.9パーセントということで、それを

27年度までに90パーセントに上げるという目標の下に、この制度が発足したような形

の中で、耐震化率だけ申しますと、既存の住宅、要はあの昭和56年の６月１日以前の

建物がたぶん新耐震基準を満たしていないであろうということであれなんですけれど

も、今年の２月末現在で推測すると、79.1という形で1.2パーセント、耐震化率は上が

っているような形なんですけれども、この要因といたしましては、要は新築物件の数

が増えたということで、分母分子両方とも上がった形の中で若干上がったということ

にはなっているのですけれども、先ほど議員さんが言われましたように、目標に向か

っての制度内容の検討ということで言われましたけれども、我々、担当者といたしま
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しても、やはりまず第１段階は耐震の診断を受けていただかないと、この耐震の改修

につながらないというところなものですから、どちらにしても耐震の改修につきまし

ては、本当に議員さんが言われるように高額なお金がかかるということで、築後その

何といいますか、35年とか、それくらい経っている家に、今更、お金をかけてという

ような、そういうお考えの方も多々いらっしゃるのはお聞きしますので、どちらにし

ましても、国自体もそのこの耐震化率が同年次で90パーセントという目標にはしてい

ますけれども、到底達していないという中で何だかの方策をまた講じるものと思われ

ますので、それを見据えた中で検討をしてまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 10番、西永勝治君。 

○10番（西永勝治君） 十分話わかるのでありますが、国の対策を待たずに、ぜひ先

取りをしてやっていただければと思います。答弁はいりません。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

 ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 予算書にちょっと外れるかもしれないですけれども、こうい

う土地があります。課長のところではいわゆる建築基準法に基づいて、この中に家を

建てる部分について許可するのだというふうに思いますけれども、私は新十津川の事

情を考えますと、こういう土地の中に個人が自由に立てるの結構なんですけれども、

必ずここに道路が面しているわけですね、都市計画区域。そうするとこの人の雪を道

路に出してはいけませんよという案内はいつもやっているのですけれども、この建て

方の中で何とか宅地内でこの自分の家に降る雪を処理するようなことを、建築確認申

請を来たときに、何といいますか、強制はできないまでも、やはりあなたの宅地内で

の雪をどういうふうに将来処理しようと思っているのですかというふうな、指導的助

言といいますか、そういったものをこれから加えていきながら、何とか建て主には自

分の中で処理をしてもらうようなことを、これから心がけていかなかったらならない

のではないかなと思うのですよね。あわせて除雪も担当しているわけですから、やは

りこの辺とこう両方かみ合わせるような形の中で、行政の仕事としてやっていってい

ただきたいなと思います。 

 併せまして、そのどうしても自分の家に雪だけ積んでおくということの限界もあり

ますので、やはりこういう融雪の方法がありますよというふうなものもあわせて、家

を建てる方にご紹介をしてあげて、何とかその新築住宅とあわせまして、融雪対策も

一緒に考えていただくような形での指導をお願いして、お互いにいやな思いをしない

で、地域の中で暮らしていけるような部分で考えて行っていただけたら、私はありが

たいなと思います。そのなかなか個人の物に対して行政がという部分については、十

分それは理解できますけれども、同じ町民として生活する中で、どういう形でそのお

互いに協力していけるかというふうな観点から、一度そういう対応を考えていただけ

ればありがたいなと思いますが、いかがでしょうか。 

○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） それでは３番議員さんのご質問にお答えいたします。建
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築確認等で申請書が出てくるときには、建築事務所さんが代行して持ってくるような

形なものですから、直接その建て主さんにこちらのその意図する部分がなかなか、建

築士さんを通しての、又聞きみたいな形で建て主さんに伝わるというところで、うち

らが意図するような内容が本当に建て主さんに伝わるかというのが、ちょっと難しい

部分があるのかなというようには思いますけれども、今、言われたような、どちらに

してもうちは雪国でございますので、冬場のその雪の処理というものは、どうしても

個人に降りかかってくる形なものですから、そこら辺は確認申請等が出てきたときに、

業者さんの方にそういう説明を加えるなりして、今後は進めてまいりたいというふう

に思います。 

 それからあの間口の除雪等に関わってくる部分になるかもしれませんけれども、ど

ちらにしましても、昨年の一般質問でも出ていましたように、来年度、27年度のシー

ズン前までには、何らかのその全町的な見解といいますか、ある程度できる部分、で

きない部分というのを色分けしながら、方向性を見いだしていきたいというふうに思

いますので、ご理解を願いたいというふうに思います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ５番、笹木正文君。 

○５番（笹木正文君） 安心すまいるの件で、耐震と省エネということで、耐震に関

しては先ほど西永議員もいっていましたけれども、56年以前ということで30年以上の

建物ということになりますので、ある人が耐震やるよりもしっかりとした地震保険を

かけて、壊れたときにしっかり直した方がいいかななんて、そんな話をしていました

ので、なかなかそうならないのは必然性があるのかなというふうに思いますけれども、

一方、この省エネの方なんですけれども、24年が６件、25年が２件ということなんで

すけれども、この省エネの中のメニューというのか、どんな内容で省エネの工事をや

ったのか、その内容ですね。それわかる範囲で結構なので教えていただきたいのと、

いろいろな省エネがあると思うのですけれども、これやっぱり省エネということなの

で、できれば本町としても促進したらいいのかなと思うので、それを何らかの形でメ

ニューとして、こういう省エネがありますよとかというふうに、促進するために周知

してはどうかというふうに思っていますけれども、そうするとやはり改修ということ

になりますと、省エネも地元いろいろ業者さんもございますのでいいのかなと思いま

すので、そのへん周知しているのかどうか。広報なんかを使えばそれも方法かなと思

うのですけれども、その辺の件数に対する内容と、周知をしているかどうか。その辺

ちょっとお聞かせをお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（村中忠夫君） 省エネ改修の対象というのは、一応断熱性能が高い資材、

それから企画を用いて行う窓の改修、それから外壁、屋根、天五または床の断熱の改

修工事が対象という形になってございます。それで、これは56年以前とかいう建物が

特に対象ということではないので、断熱効果等を高めるための改修等を希望される方

については対象でございますので、是非とも制度を利用していただきたいというふう

に思います。ただあの広報誌等を使ったＰＲも昨年はやってはいます。27年度につい

ても広報誌のみならず、毎月開催されます役員会等にチラシ等を作ってＰＲの方をさ
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せていただきたいというふうに思います。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、８款４項１目都市計画総務費、

２目公園管理費の質疑を終わります。 

 ８款５項住宅費、１目住宅管理費の説明を求めます。 

 建設課長。 

〔建設課長 村中忠夫君登壇〕 

○建設課長（村中忠夫君） それでは８款５項１目住宅管理費のご説明をいたします。

予算書は、148ページ、149ページでございます。 

 本年度予算額1,456万１千円、前年度予算額4,407万８千円、比較で減額の2,951万７

千円でございます。減額の主な要因といたしましては、昨年实施いたしました橋本団

地外部改修工事請負費の減によるものでございます。財源内訳ですが、特定財源のう

ち、その他1,377万円につきましては、公営住宅使用料1,284万３千円、公営住宅使用

料滞納繰越分１千円、公営住宅駐車場使用料86万５千円、公営住宅駐車場使用料滞納

繰越分１千円、公営住宅共同施設整備基金預金利子２万４千円、公営住宅敶金預金利

子３万６千円でございます。一般財源は、79万１千円でございます。 

 次に、内容のご説明をいたします。 

 １番目の公営住宅維持管理事務1,450万１千円につきましては、公営住宅375戸及び

特定公共賃貸住宅６戸、計381戸の維持管理経費でございまして、住宅及び付帯施設の

一般修繕及び入退层時の修繕、それから使用料徴収に係る郵券代及び口座振替手数料、

空き住宅の管理に係る休栓料及び雪止め手数料の他に、エレベーターなど設備の保守

点検委託料、それから電気料などでございます。なお、３月10日現在の入层状況を申

しますと、357戸でございまして、政策空家の17戸を含めまして空家は24戸となってご

ざいます。 

 ２番目の公営住宅共同施設整備基金積立金６万円。これにつきましては、公営住宅

共同施設整備基金及び公営住宅敶金利子の積立金でございます。 

 以上で、８款５項１目住宅管理費の説明とさせていただきます。よろしくご審議の

ほどお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目住宅管理費の説明が終わりましたので、質疑に入りま

す。 

 質疑のある方は発言願います。 

 ６番、平沢豊勝君。 

○６番（平沢豊勝君） ただ今、あの公営住宅の状況についてご説明いただきました。

この中にまだ十分入れるという住宅がたくさんあるわけですけれども、すでにもう入

层しても無理だという住宅もかなりあるのかなと、こんな思いで調べているところな

のです。それで過去に道営住宅の要請をした経緯があるかと思いますけれども、今後、

植田町長の考えの中では、今までは町営住宅は一切財政的に無理だろうというような

発言もございました。道営住宅に関しての要請をしていただきたいと、このように思

いますけれども、いかがでしょう。 
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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） それでは６番議員さんのご質問にお答えします。道営住

宅の建設に関わりましては、平成15年、16年くらいだったとは思うのですけれども、

一度その道に対して何とかできないかということで、要請活動等をした経緯はござい

まして、その段階で道の見解といたしましては、町営住宅には待機者が多すぎて、町

営の住宅も建設促進しています。そういうスタンスでないと、建ててなおかつ待機者

が多数いるという中でないと、道営住宅の建設は非常に厳しいということで、断念し

たという経緯がございまして、今、現状を考えますと、そのスタンス自体はやっぱり

道としても変わらないと思いますので、今の公営住宅の長寿命化計画に基づく整備が

先にあってという形にはなるかと思いますので、もしその道営住宅の建設等の要請を

かけたとしても、非常に厳しいのが現实かなというところでございます。以上でござ

います。 

○議長（長谷川秀樹君） ６番、平沢豊勝君。 

○６番（平沢豊勝君） 町の今までの政策の中で、定住促進事業という非常にこう住

所が多くなってきて、さらにまた若輩、それから低所得者の希望もかなり多いだろう

という点を私は想像しています。総務課でも町有住宅についての改修をして、若者を

入れようという提案もありましたけれども、私はこの４年間、今後４年間というのは

重要な要素を持っているというふうに私は思っております。ですからきちっとそうい

うルートを通じながら、要請をしていただければ、何とかその道が開けそうな気はす

るわけなので、ぜひそのことについても重要な課題としてご検討いただいて、要請を

していただきたいと、このように思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○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） 道財政も厳しい中で、道もその道営住宅自体の新規の建

設というのはなかなかないというのが現实でございますけれども、ただ今のご意見を

承りまして、今後は要請等の活動といいますか、そういう形では臨みたいというふう

に思います。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

 ５番、笹木正文君。 

○５番（笹木正文君） 今、長寿命化計画の件でちょっと伺いたいのですけれども、

ダイニングはいいとして、キッチンとバス関係なんですけれども、今、時代がこんな

時代なので、前もシャワーがついていないとかついているとかという、以前にそんな

話がありましたけれども、今、入れ替わった時とかそういうことで、その辺をきちっ

と、きちっとというかグレードを上げるというか、最近のものにしないとなかなか今、

人は入らないと思うのです。特にキッチンとバスですね。この辺だと思うのですよ。

リビングに関してはそれぞれ自分でいろいろ方法を考えて、寒くなければ過ごせると

いうことだと思うのですけれど、その辺のところをこの長寿命化の中でどういうふう

に考えているのかなと思うのです。それでそのユニットバス的な感じで寒くないバス

だとか、キッチンにしても比較的最近のその設備が整ったと、そういうふうになって
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いくと、本当に入る側での長寿命化というのができると思うので、その辺の考え方と

いうか、どういうグレードで行くのかという、そこをちょっと教えていただきたいで

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） ５番議員さんのご質問にお答えいたします。公営住宅の

長寿命化計画につきましては、平成25年の３月に策定したところでございまして、一

応平成25年から平成34年という10カ年での計画でございます。それで平成29年度が中

間年にあたるような形の中で、これについては毎年見直していく形でまいりはします

けれども、今、言われましたように、そのキッチンとバスというか、特にお風呂のか

らみについては、前にもちょっとお答えしたようにリース物件という形の中で、その

機器の耐用年数とその更新の時期が合わないと、なかなか更新が図られないのかなと

いうところで、こちらから積極的にそのリース会社の方に投げかけるという形といい

ますか、ご相談を申し上げたいということでは考えてはございます。ただ、あのこの

長寿命化の今の10カ年の計画の中では、既存の住宅の内部の部分での改修といいます

か、そういう部分は今回の計画の中ではちょっと含まさっていないという形なもので

すから、見直しにあわせた中でそういうところも検討できればというふうに考えます

ので、以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございますか。 

 ７番、長名實君。 

○７番（長名 實君） 先ほどの説明で、空き部屋というか、空いている戸数は20数

戸あるというお話でしたが、その空いている、空くというなんか原因というか、ハー

ドルがあって入れないというのか、聞けば結構新十津川も住宅がないという噂、ある

いは町でも若い人たちの方を考えるという話でいますが、この20数戸については何か

原因があって空いているというふうに考えるのですか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（村中忠夫君） 先ほどの住宅の空き家戸数、トータル24戸というふうに

ご説明申し上げましたけれども、うち政策空き家が17戸ということで、この政策空き

家の定義といたしましては、老朽化してもう建て替え事業を行うとか、あとその住戸

の改善事業を行うために、既存住宅の新たな入层募集を停止しているということで生

じている空き家でございまして、どこに空き家があるかと、その政策空き家を設けて

いるかといいますと、総進団地、それから学園、それと南吉野団地、この３団地が一

応、今、住んでいる方もいらっしゃいますけれども、ここはもう募集をしていないと

いう形になります。实質その７戸空いている形のところはどこかといいますと、花月

が２戸、それから花月もみじが１戸、それと大和が４戸というような状況になってい

ます。ですので、その入层申し込みをするにしても、やっぱりあの役場近くといいま

すか、中央ということでの申込者が多いものですから、实際に今、花月、大和が空い

ていますよというふうにご紹介申し上げても、ちょっとご遠慮するとかいう、そうい

う結果で空き家が生じているというような状態になっています。以上でございます。 
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○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） それでは質疑がないようですので、８款５項１目住宅管理

費の質疑を終わります。 

 ９款消防費、１項消防費、１目消防総務費の説明を求めます。 

 総務課長。 

〔総務課長 藤澤敤司君登壇〕 

○総務課長（藤澤敤司君） おはようございます。９款１項１目消防総務費の内容に

ついてご説明申し上げます。予算書は150ページ、151ページをお開き願います。 

 本年度予算額１億7,037万円、前年度予算額１億8,268万２千円、比較1,231万２千円

の減でございます。減額の主な要因は、前年購入した消防ポンプ車購入費の減による

ものです。財源内訳でございますが、地方債が490万円、一般財源は１億6,547万円で

ございます。地方債は、消防車両更新事業債で、過疎債を見込んでおります。 

 事業概要を申し上げます。 

 滝川地区広域消防事務組合は、昨年、平成26年度から芦別市、赤平市が加わり、３

市２町で消防、救急業務を行っております。組合への負担金の内訳を申し上げますが、

まず、組合本部共通経費分が2,314万２千円。これは構成市町で均等割、人口割、財政

割により負担割合を定めておりまして、本町の負担割合ですが10.231パーセントでご

ざいます。前年度より増となりましたのは、更新したデジタル無線の償還が始まった

ことによるものであります。 

 次に、消防署共通経費分といたしまして、これはほとんど職員人件費でございます

が、１億1,070万１千円。新十津川支署費として527万４千円。この中にレスキュー訓

練用人形と消防演習で使用するポンプ操法用の標識、この購入費を計上いたしており

ます。新十津川消防団関係の単独分経費ですが2,030万円、消防団の装備充实を期して、

各分団の消防車に２年計画でトランシーバーを配備いたします。新十津川消防施設費

といたしまして1,075万８千円でありますが、計画的に实施しております老朽消火栓の

更新では、本年度も６か所改修いたします。また、支署の指揮広報車が配置から20年

を超え、緊急出動の際に支障が生じる懸念がありますので、更新する経費としていた

しまして511万８千円を見込みました。 

 現在の、職、団員の人数でございますが、新十津川支署に勤務する職員は14名で変

わりありません。消防団員数は定数の103名に対して102名と、充足率が99パーセント

となっております。 

 また、今年度の広域消防事務組合の演習は、本町を会場といたしまして、７月12日、

日曜日に開催される予定でございます。 

 以上、消防総務費の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し

上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目消防総務費の説明が終わりましたので、質疑に入りま

す。 

 質疑のある方は発言願います。 

 ２番、西内陽美君。 
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○２番（西内陽美君） 今、職員数14名というご説明がありましたが、この中で女性

の職員は何名いらっしゃるのかを教えてください。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（藤澤敤司君） 職員はすべて男性でございまして、女性は一人もいらっ

しゃいません。 

○議長（長谷川秀樹君） ２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） 今年度と昨年度、町の事業ではないのですが、滝川消防署の

方から防火の集いということで、２つの行政区で２年続けて行いました。その際女性

の職員だと思っていたのですが、消防団員なんですね、その方が２人いらっしゃって、

地域の方に救急時の対応の仕方ですとか、人工呼吸ですとか、ＡＥＤの使い方をいろ

いろ詳しく説明していただきまして、住民の方々も大変熱心にお話を聞いて、よかっ

たという意見がありました。それでこれからなお高齢化が進んでまいりますし、子供

たちへの避難訓練とか、防災教育も兼ねて、そういった女性がお宅にお邪魔をして危

ない箇所や、例えばそのたこ足配線を見つけるですとか、台所周りの注意をするです

とか、そういったことをしていただきたいと、女性のそういった活躍を期待している

ところなんですね。それで女性をきちんとした形でこれから採用していくというお考

えはないのかどうなのかを、ちょっとお聞きしたいのですが、町の方向性としては。

お伺いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（藤澤敤司君） 申し上げましたとおり、滝川地区広域消防事務組合とい

うことで、一部事務組合でございますので、採用等の裁量権は町にはございません。

ただ２番議員さんのおっしゃったとおり、女性団員という形で現在も本部の方に、本

部分団という形で女性の方が数名いらっしゃいまして、様々な活躍をしていただいて

いるところでござますので、この辺に関しては消防庁の方からもいろいろな通達等が

ございますので、消防としては、おそらくこちらを充实していこうという考え方は持

っていると思っておりますが、職員に関しましては、今、申し上げたことですので、

私の方からは答えられないということでご理解いただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） ２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） 滝川本部の方では確か記憶ですと、女性団員という分団がひ

とつありまして、そういった婦人防火クラブというのはまた別にあるのです。新十津

川の方は婦人防火クラブはきちんとあるのですが、女性分団という特別なものがあり

ませんで、今後そういった女性団員の方への処遇というのですか、きちんとした形で

長く勤めていただいて、活用していただくというのですか、地域の方たちのためにも

働いていただけるようになることを取り組んでいっていただけないだろうかと思いま

す。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「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、９款消防費、１項消防費、１目
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消防総務費の質疑を終わります。 

 ９款１項２目水防費の説明を求めます。 

 建設課長。 

〔建設課長 村中忠夫君登壇〕 

○建設課長（村中忠夫君） それでは９款１項２目水防費のご説明をいたします。予

算書は、150ページから153ページでございます。 

 本年度予算額1,717万３千円、前年度予算額1,580万９千円、比較で増額の136万４千

円でございます。増額の主な要因といたしましては、農業用排水施設に係る機器の整

備及び交換の増によるものでございます。財源内訳ですが、特定財源のうち、国道支

出金463万３千円につきましては、道補助金の基幹水利施設管理事業補助金で、補助率

は60パーセントであります。その他270万１千円は、下徳富第２排水機場管理費負担金

87万１千円が、浦臼町の負担分で、負担割合は受益面積割で24パーセントでございま

す。また、救急排水施設操作委託金183万円につきましては、札幌開発建設部からの委

託金でございます。一般財源は、983万９千円でございます。 

 次に、内容のご説明をいたします。 

 １番目の水防活動管理事業77万１千円につきましては、水防団の組織強化及び活動

に係る経費でございまして、昨年度までは他の事業の中で計上してございましたけれ

ども、新たな事業として集約したものでございます。内容につきましては、安全講習

会に係る報酬及び旅費、それから公務災害時の補償掛け金の他に、団員の資格取得に

要する負担金を計上させていただいております。 

 ２番目の融雪出水対策事業30万円につきましては、春先の融雪出水災害の未然防止

を図るべく、河川の雪割作業の实施に要する経費で、全額手数料として計上させてい

ただいております。 

 ３番目の救急排水施設管理事業100万８千円につきましては、新十津川、袋地沼、下

徳富、３か所の救急排水施設の管理と救急排水訓練の实施に係る経費でございまして、

機材点検、訓練に係る報酬及び旅費の他に、機場周辺の草刈手数料を計上してござい

ます。 

 ４番目の農業用排水施設管理事業684万円につきましては、志寸島、弥生、下徳富第

１の３排水機場の維持管理経費でございまして、５月から10月までの月１回操作員に

よる定期点検の報酬、電気料、水道料、周辺草刈と緊急時の機械調整手数料の他に、

機器の正常な稼働を維持するための点検整備委託料を計上してございます。また、修

繕料といたしまして、下徳富第１排水機場の吐水槽ゲート開閉器整備の他に、原動機

関連部品、それから自家発蓄電池、燃料貯油槽メータの更新を予定してございます。 

 ５番目の下徳富第２排水機場管理事業825万４千円につきましては、基幹水利施設管

理事業によりまして浦臼町と共同で維持管理を行なっている排水機場でございます。

農業用排水施設と同様に、操作員による定期点検の報酬、電気料、水道料、オーバー

スライダー保護のための冬囲い手数料の他に、機器の正常な稼働を維持するための点

検整備委託料を計上してございます。また、年点検整備時に、補助継電器盤内の電磁

接触器の交換、それからシーケンサ装置の予備基盤の整備も計画してございます。 

 以上で、９款１項２目水防費の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほど
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お願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ２目水防費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

  １番、安中経人君。 

○１番（安中経人君） この水防費の中で質問がなじんでいるかどうかわからないの

ですけれども、なじまないのであれば取り下げいたしますが、一応聞きたいと思いま

す。实は私、総務の委員会におりましたが、前期の時に、経済文教の時に出水災害と

いうことで現地調査を行ったときに、浦臼町との境、樺戸境川ですか、そこに浦臼町

の農業用水を取水するためにシートパイルでオビ工でかさ上げして落差工のようにし

て、要するに取水確保のためにオビ工でかさ上げしていたわけですね。それが慢性的

に上流側、新十津川の農地の冠水被害を起きている大きな原因になっていたというこ

とで、当時の説明では、今回のいわゆる徳富ダムの農業用水の供用開始に伴って、そ

れは撤去するということで伺っていたのですが、その辺の整理を浦臼町の方との間で

は了解して、すでに撤去されているのかどうか伺いたいのですが。 

○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１番議員さんのご質問にお答えいたします。そ

の施設自体はいま灌漑用水も供用開始になるというところで、27年度中に撤去という

ことになってございます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ほか質疑ござますか。 

〔「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、９款１項２目水防費の質疑を終

わります。 

 ９款１項３目災害対策費の説明を求めます。 

 総務課長。 

〔総務課長 藤澤敤司君登壇〕 

○総務課長（藤澤敤司君） ９款１項３目災害対策費の内容についてご説明申し上げ

ます。予算書は152ページ、153ページをご覧いただきたいと思います。 

 本年度予算額582万４千円、前年度予算額859万７千円、比較277万３千円の減でござ

います。財源内訳でございますが、その他財源で１万円、一般財源は581万４千円でご

ざいます。特定財源の内容ですが、災害時非常用食料品売払収入として１万円を見込

んでおります。 

 次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。 

 １番の災害用備品等管理事業51万４千円。これは災害対策本部や避難所で必要なＬ

ＥＤの投光器などを整備する内容でございます。 

 ３番の防災無線管理事業443万７千円でございますが。円滑に使用できるよう防災無

線の基地局のバッテリー交換をいたします。なお個別無線機の貸し出し台数ですが

2,811台となっております。車載用の移動系無線は昨年同数38台でございます。 

 次に、４番の地域防災力強化事業55万９千円ですが、今年度は３年ごとに实施して

いる総合防災訓練を計画いたしております。住民参加の下に避難所への誘導訓練、避
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難所の設置訓練などを取り入れるもので、現在の予定で８月30日の日曜日、スポーツ

センターで行う予定といたしております。 

 ５番と６番は例年どおりの内容となっております。 

 以上、災害対策費の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し

上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ３目災害対策費の説明が終わりましたので、質疑に入りま

す。 

 質疑のある方は発言願います。 

 ２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） ただ今の３年に１回の総合防災訓練についてお聞きします。

２年前にも避難訓練がありました防災センター前ですね、その際に参加された方々の

中からは、实際にこういうところに参加できるのは元気な者だけだなというお話が出

たのですね。今回、お話聞きましたら、避難の誘導とか、まさにその時の住民の方々

から不安だという点を今回きちんと対応したような訓練になるかなというふうに期待

できるのですが、この際にそういった足腰が弱いですとか、そういった方々も、例え

ば想定されるような訓練内容になるのかどうかということをお聞きします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（藤澤敤司君） 新年度に入りましてから、こういった詳細の計画は立て

てまいりますが、今、２番議員さんおっしゃったような形で、担当としても、今おっ

しゃったように元気な方ばかりではもちろんありませんので、そういった方たちも一

緒にできる訓練を想定はいたしたいと考えております。ただし、やはり住民の方の率

先した参加というのが前提となりますので、区長さんを中心に自主防災組織の構成さ

れているところもありますので、この辺に呼びかけながら、町民一丸となってやれる

ような訓練を目指していきたいというふうに考えてございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほか質疑ございませんか。 

 ９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 防災センターなんですけれども、あれ機能しているのかどう

かというの、予算的には15万５千円なんですけれど、いつもあそこなんか使われてい

ないような気がして、いつも通っているのですけれども。年間で何度かあそこの防災

センターというのは使われているのでしょうか。内容、使われていたら、その内容を

お願いしたいですけれど。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（藤澤敤司君） 設置目的は災害時の現地災害対策本部というような位置

付けで設置いたした施設でございます。したがいまして、災害がない場合は使わない

というか、必要ないというのが現状ではございます。今、使われているかといいます

と、災害の備蓄物資であったり、北海道の方で消波ブロックといいますか、専門的に

いいますと災害時に投入するブロックなんですが、そういったものを置いてあります。

それから土砂の堆積所、そういった形で利用しております。さらにご存じのとおり、
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ヘリポートにもなってございますので、緊急の際の活用という形では、あそこを防災

ステーションという形での一体化した計画を持っている施設でございます。建物自体

が实際にそんなに使われていないというのは事实でございますが、今、冒頭申し上げ

ましたとおり、あくまでも災害時のためのという形でございますので、これについて

は使われない方が住民にとっては一番安心なのかなというような考え方ももってござ

います。 

○議長（長谷川秀樹君） 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） それでは質疑がないようですので、９款１項３目災害対策

費の質疑を終わります。 

 ここで11時20分まで休憩いたします。 

（午前11時05分） 

                                     

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午前11時20分） 

○議長（長谷川秀樹君） 10款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、２目7事

務局費の説明を求めます。 

 教育委員会次長。 

〔教育委員会教育次長 野﨑勇治君登壇〕 

○教育次長（野﨑勇治君） 議長から指示をいただきましたので、はじめに10款１項

１目教育委員会費の内容について説明申し上げます。予算書は154ページ、155ページ

をご覧いただきたいと思います。 

 本年度予算額262万３千円、前年度予算額263万３千円、比較１万円の減でございま

す。すべて一般財源でございます。 

 内容は、教育委員会活動事業ですが、教育委員の活動経費として、４名の委員報酬

及び費用弁償と旅費、交際費などを計上しております。 

 次に、２目事務局費の内容について、ご説明を申し上げます。予算書は、154ページ

から157ページでございます。 

 本年度予算額1,952万８千円、前年度予算額1,868万４千円、比較で84万４千円の増

でございます。財源の内訳ですが、国・道支出金が214万３千円、その他特定財源で

431万３千円、一般財源が1,307万２千円、でございます。 

 続いて、特定財源の内容を申し上げます。国庫支出金として、私立幼稚園就園奨励

費補助金214万３千円で、補助率は３分の１以内となってございます。その他特定財源

は、新十津川町、雤竜町子どものいじめ対策委員会運営負担金８万円、育英事業基金

預金利子１万円、育英事業基金繰入金296万円、奨学資金貸付金収入126万３千円でご

ざいます。 

 次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。 

 ２番、育英事業423万３千円は、新規貸付分４人と、継続貸付分５人分と合わせて

296万円、償還金による基金積立金127万３千円を計上してございます。 

 ３番から５番、及び８番については、諸団体等への負担金でございます。 
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 ６番、新十津川農業高等学校教育振興事業400万円ですが、中・北空知管内唯一の全

日制の農業高校である当校は、地域に密着した活動を特徴としており、北海道教育实

践表彰を受けるなど、今までの地道な取組みが評価されております。引き続き、魅力

ある学校づくりに資するため、遠距離通学生徒への通学費助成や農業クラブなどの各

種大会活動、及び資格取得に対する支援分として、計上させていただきました。 

 次に７番、私立幼稚園就園奨励費補助金1,037万３千円につきましては、本町に住所

を有して私立幼稚園に通園している、３歳から５歳の園児を持つ保護者への経済的な

軽減を図る目的で、保育料などを減免する幼稚園設置者に対して交付するものでござ

います。国の補助制度に沿って、所得状況に応じた額を交付しております。対象者は

72人を見込んでございます。 

 ９番、新十津川町・雤竜町子どものいじめ対策委員会運営事業16万２千円につきま

しては、いじめ対策の検討審議としての開催経費と、いじめにより児童生徒の生命や

心身に重大な被害があったとき、事实関係を調査、審議するための開催経費を計上し

てございます。 

 以上、事務局費の説明とさせていただきます。 

 次の教育財産管理費でありますけれども、単独でいままで目を設けておりましたが、

教員住宅の管理経費のみでありますので、今年度より、小学校費、学校管理費にて計

上しております。 

 教育総務費の１目から２目までの説明といたします。よろしくご審議のほどお願い

申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目教育委員会費、２目事務局費の説明が終わりましたの

で、質疑に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

 ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） ２点、ご質問させていただきます。様々な教育改革がいま進

んでおりますけれども、その中のひとつとして教育委員会制度改革というのですか、

それがなされています。ここで改めてどのように変わったのかを、次長の方からご説

明いただきたいなというふうに思います。もう一点はのちほど。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会次長。 

○教育次長（野﨑勇治君） それでは３番議員さんのご質問にお答えしたいと思いま

す。まずは教育制度改革ということで、昨年、地方教育行政改正がありまして、今年

の４月１日より施行されるということになってございまして、まず条件といたしまし

ては、現在の教育長が不在になった段階で、まずは施行される部分の委員の関係の部

分を申し上げたいと思います。それにつきましては、まずは現委員長と教育長を合せ

た、責任性を明確にするために、合せた新教育長ということで、これからは町長の選

任により議会の同意ということで、教育長として同意を得て選任するというような形

になります。それとあと次に、総合教育会議というものが設けることになってござい

まして、これにつきましては、町長と教育委員会がある程度教育の方向性をお互い確

認しながら、協調を図りながら進んでいくということで、別組織の中で今まで来てお
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りましたけれども、そういった機会を設けるような会議となってございます。これに

つきましては、町長と教育委員会とがということで、教育委員さん全員と新教育長が

入って、まずは教育に対する行政大綱を作成していくというようなことが一番の目的

かと思います。それといろいろな形で予算がどうだとか、そういったところで、町長

と教育委員会が調整協議していく場ということであります。そういったところの中で、

今後、制度が４月からスタートします。これにつきましては、総合教育会議について

は４月からのスタートになりますので、そのように取り図る計画をしてございます。

以上、説明とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 事務局費の方、補正予算の時にもちょっとお聞きしましたけ

れども、育英事業についてでございますけれども、私は上の学校を志す人、なるだけ

進学していただきたいなと思いますけれども、各種情報を見ますと、こういうその育

英資金等をお借りした人が返せないというふうな事態も起こっているというようなこ

ともありますし、その以前に進学をあきらめてしまうというふうなことも多々報道さ

れております。この育英事業といいますか、その進学のための資金というのはうちだ

けでなくて、例えば交通遺児の方々のための育英資金等も、いろいろな形の中で本当

はあるはずなのでございますけれども、そういったものがうまく活用されないままと

いいますか、進学を断念しているような子供たちがかなりおられるということは、非

常に残念なことだと思っております。 

 そこでその本町の教育委員会もこの育英事業に関しまして、その前向きに取り組ん

でいただきながら、例えばその利息の問題をどうするとか、償還期間をもっと長く考

えるとか、そういった部分の工夫をしていただきながら、なんとかその公的な制度と

いいますか、そういったものを活用しながら進学の道を实現できるように、支援をし

てやっていただきたいなというふうに思います。この育英事業というのは、基金は町

費も入っていますけれども、いろいろな方からの寄付等もこの中に入って、そういっ

た善意が何とか活かされるような形の中で、その育英事業そのものの制度改革につい

て、教育委員会の中でやっぱりもうちょっと論議をしていただきながら、あわせてＰ

Ｒといいますか、そういったものも積極的にやっていただいて、できるだけこういっ

たものを利用しやすい方法の中で、再度ご検討いただけるようお願い申し上げたいな

と思います。この件について、考え方があればご答弁をいただきたいなと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。  

 教育委員会次長。 

○教育次長（野﨑勇治君） それでは３番議員さんにお答えします。育英事業につき

ましては、条例がございまして、経済的理由で就学な困難なものに対して教育機会の

均等というようなことでなってございまして、これに沿った形で今後も進めていきた

いと思います。それで前段の方のいろいろな形の貸付事業がございますので、そうい

った部分も含めた形でＰＲ等もしていければと思います。それでどこに問題があるの

かというような認識も、ちょっと今後も考えていきながら検討していきたいというふ

うに思っております。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございますか。 
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 ７番、長名實君。 

○７番（長名 實君） ４番の砂川地区特別支援教育推進協議会、これについてお伺

いいたします。この砂川地区ということは、エリアとしてどの自治体というか、どの

範囲まで入っているのかということと、もうひとつこの協議会の場所はどこに所在し

ているのでしょうか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会次長。 

○教育次長（野﨑勇治君） それでは７番議員さんにお答え申し上げます。まず地区

につきましては、砂川市、歌志内市、上砂川町、浦臼町、奈五江町、新十津川町の６

市町になってございます。場所につきましては、事務局自体は砂川市にございます。

以上、お答えを申し上げたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

 ４番、山田秀明君。 

○４番（山田秀明君） さっきあの青田さんの言った教育委員会の制度改革の中で、

教育長さんの話はわかったのですけれども、委員さんは、今現在の委員さんもすべて

４月１日で変わるということですか。その辺ちょっと教えてください。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会次長。 

○教育次長（野﨑勇治君） それでは４番議員さんにお答えします。現教育委員で在

職というか、任期がある方についてはそのまま任期まで就任していただく法律になっ

てございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） ４番、山田秀明君。 

○４番（山田秀明君） それともうひとつ９番の事務局費の新十津川町、雤竜町のい

じめ対策委員会の関係ですけれども、これさっきの説明ではなんか事案が起きてから

活動するようなふうに聞こえたのですけれども、いじめ対策というのは起きてからの

対応ではなく、その前の対応の方が大事だと考えているのですけれど、その辺どうい

うような内容になっているのかお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育次長。 

○教育次長（野﨑勇治君） それではお答えを申し上げます。まずは教育委員会なり

が校内でいろいろな対策を講じておりますので、そういった対策について、この対策

委員会にご説明を申し上げ、協議する会と、開催をする予定を計画してございます。

その場でもっと有効な対策はどうとかというようなご意見もいただく予定をしてござ

います。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「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、10款教育費、１項教育総務費、

１目教育委員会費、２目事務局費の質疑を終わります。 

 次に、10款２項小学校費、１目学校管理費、２目教育振興費の説明を求めます。 

 教育委員会次長。 
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〔教育委員会教育次長 野﨑勇治君登壇〕 

○教育次長（野﨑勇治君） それでは２項小学校費、１目学校管理費の内容について、

ご説明を申し上げます。予算書は、156ページから159ページをご覧いただきたいと思

います。 

 本年度予算額2,811万円、前年度予算額5,955万円、比較して3,144万円の減でござい

ます。財源は、その他財源332万５千円、一般財源2,478万５千円でございます。前年

度との比較でございますけれども、校舎の屋上防水工事と体育館照明改修が終了した

ことでの減額となったものでございます。続いて、特定財源の内容を申し上げます。

その他財源で、13戸分の教員住宅貸付料として328万５千円、電話使用料が４万円でご

ざいます。 

 主な経費別の事業概要を申し上げます。 

 １番の小学校校舎等維持管理事業2,318万２千円でございますけれども、燃料費、光

熱水費、修繕料、管理委託料など、学校管理上の経常的な経費と刈り払い機１台を更

新する経費でございます。 

 次に、２番の小学校運営事業220万７千円につきましては、学校運営に関する事務経

費と臨時事務職員１名の人件費、電話、郵券代等の通信費でございます。 

 ３番、小学校保健活動事業168万５千円ですが、学校保健安全法に基づいて学校医、

学校歯科医、学校薬剤師を置いておりまして、３人の報酬及び費用弁償のほか、検診

委託料や学校内での事故等に対応する災害共済掛け金でございます。 

 ５番、小中学校教員住宅等維持管理事業は、昨年度まで教育財産管理費として単独

で目を設けておりましたが 今年度より小学校費、学校管理費に計上しております。

教員住宅として管理している小学校５戸、中学校８戸、合計13戸分に係る小破修繕等

の維持管理経費でございます。 

 次に、２目教育振興費の内容について、ご説明を申し上げます。予算書は、158ペー

ジから161ページでございます。 

 本年度予算額2,355万６千円、前年度予算額1,901万４千円、比較で454万２千円の増

でございます。前年度との比較ですが、教科書改訂に伴う教師用教科書購入と学習支

援サポーター事業を充实することにより増額となったものであります。財源の内訳で

すが、国・道支出金が７万８千円、その他特定財源で20万円、一般財源が2,327万８千

円でございます。 

 続いて、特定財源の内訳を申し上げます。国庫支出金として、要保護児童就学援助

費補助金２万1千円と特別支援教育就学奨励費補助金５万７千円で、いずれも補助率は

２分の１でございます。鑑賞事業負担金20万円につきましては、芸術鑑賞事業を共同

事業で实施することで、雤竜町から児童、生徒数に応じて負担いただく額でございま

す。 

 次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。 

 １番の小学校教育推進事業799万８千円は、体育用備品の跳び箱、光回線対応ルータ

ー等の購入、また生きる力を育む学校づくり推進事業と、学校適応指導教审に通う児

童生徒の負担金などを計上してございます。 

 ２番、小学校特別支援教育事業313万６千円ですが、本年度の特別支援学級は、４学
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級９人の児童で編成する予定でございます。臨時支援員の２名を配置いたします。そ

の人件費と授業で必要な消耗品等を計上いたしました。 

 次に、４番、小学校教科担任講師配置事業247万２千円につきましては、確かな学力

の向上を目指すとともに、中学校での教科担任制への移行をスムーズに進めるため、

５、６年生の理科を対象として、教科担任の配置を行うものであります。 

 次に、６番、小学校就学援助事業256万４千円ですが、経済的理由で就学困難な児童

と特別支援学級で就学する児童の保護者に対して、必要な支援を行う制度でございま

す。要保護、準要保護、特別支援を合わせまして71人分を計上いたしました。 

 ７番、学習支援サポーター事業でございますが、509万９千円ですが、小学校１、２

年生の授業を主として、２名の教員免許所有者の臨時講師を、授業内で学習支援を行

い、学ぶ意欲をより多く感じながら、確かな学力を身に付けさせたいとするものでご

ざいます。そのほかに講師１名分を計上しております。昨年は道費で対応しておりま

した３年生以上の算数の複数指導のための講師となってございます。 

 以上、小学校費の学校管理費、教育振興費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ますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目学校管理費、２目教育振興費の説明が終わりましたの

で、質疑に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

 ２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） 小学校特別支援教育事業についてお聞きします。中学校の教

育振興費の部分でも出てくるのですけれども、特別支援に関わる臨時職員さんの雇用、

契約期間ですとか、賃金の状態とかをちょっと教えてください。こういった支援教育

に関わる職員さんというのは、やはり毎年毎年変わるわけではなくて、そのお子さん

が学校にいらっしゃる間、ずっと継続して見ていただくのが一番だと思うのですが、

その契約の期間などについて教えてください。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会次長。 

○教育次長（野﨑勇治君） それでは２番議員さんにお答えします。特別支援教育支

援員さんにつきましては、臨時雇用という形で雇用をしております。契約期間につき

ましては、１年の契約でございます。そういった形の中で雇用をしてございます。あ

とは出勤につきましては、当然子供が休みの長期休業中についてはお休みしていただ

いてございます。以上で、お答えといたします。 

 賃金の時給単価ということで申し上げますと、本年度、27年度は930円ということで、

１日勤務は６時間45分の勤務で見てございます。そのような計画をしてございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ２番、西内陽美君。 

○２番（西内陽美君） 今のに続いてなんですが、その契約、１年契約とお聞きしま

したが、契約そのスタートする時点で、契約はもちろん臨時ですから１年契約ですけ

れども、できれば何年もというようなことは、町の方からお願いをして雇用をされて

いるのかどうかお聞きします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 
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 教育委員会次長。 

○教育次長（野﨑勇治君） 児童生徒に対応する部分でありますので、こちらとして

は１年の契約ですけれども、今後も続けて見ていただくようなお話はしてございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございますか。 

 ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） たいした話ではないのですけれども、昨年、新小で体育館の

改修にあわせてＬＥＤを採用したというふうに理解しております。町の方も、話飛び

ますけれども、防犯灯等すべてＬＥＤ化しまして、大雑把に約半額で電気料が済むよ

うになったというご報告を受けたと記憶しております。初期投資はかかりますけれど

も、長い目で見れば、そのような形で電気料が節約されてくるという事实が発生した

わけでございまして、それでは果たして学校のＬＥＤ化がどの程度進んでいるのか、

そのへんについてお聞きしたいと思いますし、電気料も原発等の話があって、なかな

か安くならないで高止まりのまま推移をするという現状から鑑みまして、やはり早急

に手を打って、日常かかる経費については、初期投資は仕方がないとしても、安くあ

げるような工夫をすべきだなと私は思うのですけれども、その点についてお聞きした

いなと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会次長。 

○教育次長（野﨑勇治君） それでは３番議員さんにお答え申し上げます。ＬＥＤ化

につきましては、今ほどおっしゃるとおり、体育館については照明器具の改修ととも

にＬＥＤを小中ともいたしました。それで電気料については全体の契約の中で、使用

料とか金額とかきますので、若干効果があるのかなというような認識でございます。

それで今後、まだ照明はたくさん学校内についてございますけれども、蛍光灯につい

ては、毎年予算時期になると器具の値段等を検討してございまして、まだちょっと改

修というか、すぐにはいかないような形で、それでどうしてもネット等ではなんか安

いものは出ているのですけれども、どうしてもそういったものは信頼性がおけないと

いうような部分もありまして、いま現在で信頼性のできるものを購入すると、まだち

ょっと時期が尚早かなというような判断を毎年、今後も検討していきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

 ９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 毎回同じことを言っているのですけれども、就学援助ですね。

ぜひ予算通りましたら、それのお金は予定されていると思いますので、修学旅行です

とか、多額のお金がかかる場合に、必ず個人で先に負担をして、あとから返ってくる

ような方式でずっときているのですよね。それでその就学援助をいただいている方と

いうのは、悪いけれども、そういうお金の余裕がない人で就学援助をいただいている

わけですので、そういうそのまとまった修学旅行のお金だとかといいますと、小学校、

中学校、５万とか７万とかかかるのですよね。それでその分を前もって修学旅行に参

加するというのがわかれば、修学旅行の費用だとか、研修費だとか、そういうお金を

出してあげることはできないのでしょうか。私、何回もずっと言ってきているのだけ

れど、实現されていないのですけれど、もしできればそれを实現するような方向に持
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って行っていただきたいなというふうに思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会次長。 

○教育次長（野﨑勇治君） 昨年もそのようなご質問があって、昨年もちょっと検討

させていただきました。そうしますとお金が行ったり来たりという、实績額で支払う

ことになっているので、ちょっと行ったり来たりするので、そういった形はちょっと

お互いに受け取る側も煩雑になるかなというような結果でございましたので、今後も

そういうことを検討しながら、27年度については实績額をなるべく速やかに支払う手

続きをとっていきたいと思いますので、ご理解いただければと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） １番、安中経人君。 

○１番（安中経人君） いまの旅行費の精算ということで、お金のことで細かいこと

になるのですけれども、支払いの工夫はいろいろできると思うのですよね。例えば10

万、それは概算払いで７割概算で精算してあげるとか、あとは实績にするだとか、い

ろいろとそういう検討ができるのではないかなと思うのですけれども、その辺の工夫

はどう考えたらいいか、次長の方でちょっとお答え聞きたいのです。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会次長。 

○教育次長（野﨑勇治君） 多尐ちょっと流れを説明したいと思いますが、４月の段

階で申請をいただきまして、５月の上旪に決定をいたします。そういった中で次の支

払い手続きとなりますと、それで修学旅行については、すでに中学校は５月に終わっ

てございまして、小学校については６月の末というようなことで、ちょうど期間が短

い部分で、結局概算で払って、そしたらまた戻してください、追加で払いますよとい

うような、そういった部分もありますので、今はそのようなお答えをしましたが、確

かにもう尐し工夫の余地があるのかなと思いますので、今後も検討していきたいと思

います。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございますか。 

〔「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、10款２項１目学校管理費、２目

教育振興費の質疑を終わります。 

 ここで13時まで休憩いたします。 

（午前11時54分） 

 

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

（午後１時00分） 

○議長（長谷川秀樹君） 休憩前に引き続き、予算審議を進めます。 

 それでは10款３項１目学校管理費、２目教育振興費の説明を求めます。 

 教育委員会次長。 

〔教育委員会教育次長 野﨑勇治君登壇〕 

○教育次長（野﨑勇治君） それでは議長の指示がございましたので、それに基づき

ご説明をいたしたいと思います。それでは10款３項中学校費、１目学校管理費の内容
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について説明を申し上げます。予算書は、160ページから163ページをご覧いただきた

いと思います。 

 本年度予算額4,907万３千円、前年度予算額4,429万６千円、比較で477万７千円の増

でございます。前年度との比較でございますけれども、体育館の照明及び窓ガラス改

修が減となりましたが、スクールバスの購入が増額となった要因でございます。財源

は、国道支出金で250万円、地方債で730万円、その他財源で４万５千円、一般財源が

3,922万８千円でございます。 

 特定財源の内容を申し上げます。国庫支出金として、へき地児童生徒援助費補助金

250万円。これはスクールバス１台購入に対する定額補助であります。地方債としまし

て、スクールバス購入事業債730万円。その他財源では、電話使用料が４万５千円です。 

 主な経費別の事業概要を申し上げます。 

 １番、中学校校舎等維持管理事業2,160万９千円でございますが、学校管理上必要な

燃料費、光熱水費、修繕料、管理委託料などの経費のほかに、中学校武道場の燃料費、

光熱水費、管理委託料と、体育館のバレーボール支柱用基礎改修、音楽审のストーブ

の更新の経費でございます。 

 ４番、スクールバス運行管理事業1,490万６千円ですが、小中学校の登下校、校外授

業、諸行事、特別クラブ、部活動など、きめ細かく運行している４台のスクールバス

の運行にかかる燃料費、消耗品及び車検費用等の法定経費と、臨時運転技術員３名の

人件費を計上しております。また、正職員２人、臨時職員３人、計５人でスクールバ

スを運行しており、利用する４方面の児童生徒数は、117人を予定してございます。 

 ５番、スクールバス購入事業987万８千円ですが、平成10年度購入のスクールバスを

１台更新する経費で、座席数22席、補助席6席の、計28席を備えたマイクロバス型のス

クールバスを計画してございます。 

 次に、２目教育振興費の内容について、ご説明を申し上げます。予算書は、162ペー

ジから165ページでございます。 

 本年度予算額3,149万７千円、前年度予算額2,531万円、比較で618万７千円の増でご

ざいます。主な増額の要因は、教育推進事業における理科備品などの授業用備品の購

入、課外活動事業における備品購入、保護者負担軽減の部活動への負担経費、学力向

上推進講師配置事業の充实に係る経費によるものであります。財源の内訳ですが、

国・道支出金が328万円、一般財源が2,821万７千円でございます。 

 特定財源の内容を申し上げます。国庫支出金の、特別支援教育就学奨励費補助金５

万４千円、理科教育設備整備費等補助金50万円、要保護生徒就学援助費補助金７万７

千円でありますが、いずれも補助率は２分１以内です。特別支援教育支援体制構築事

業委託金264万９千円であります。 

 次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。 

 １番の中学校教育推進事業709万６千円は、いのちの大切さや、生きることの素晴ら

しさを理解するために特設道徳授業の講師経費、そして備品購入で理科用備品、光回

線対応ルーター等の購入、また小学校費と同様に、生きる力を育む学校づくり推進事

業と、母村中学３年生が修学旅行で本町に１泊２日の訪問の受入経費を計上してござ

います。 
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 次に２番、中学校特別支援教育事業424万７千円は、中学校に支援員１名と、３年目

となる文科省の委託事業のインクルーシブ事業として今年度も継続して、合理的配慮

協力員の謝金経費等を計上してございます。 

 次に、３番、課外活動事業784万２千円ですが、体育、文化系の部活動に必要な消耗

品、北空知中体連出場負担金や全道大会に出場する経費に加え、吹奏楽部の楽器購入

費、中学校武道場に、剣道指導員１人を配置する経費、保護者負担である部活動経費

を一部助成する経費を計上しました。 

 ４番、中学校教育充实指導講師配置事業247万２千円につきましては、教員配置基準

数では不足する教員の免許外指導を減らし、生徒の学習環境を向上させる授業ができ

るよう、専任の指導講師の配置を行うものであります。 

 ５番、外国青年招致事業447万円は、外国語教育の充实と国際交流の推進を図るため

に、中学校に配置し、また新学習指導要領に沿った小学校での英語指導助手として、

さらには一般住民を対象とした英会話教审を継続するため、ＪＥＴプログラムによる

外国青年を招致する経費であります。現在のＡＬＴの任用期間は、８月４日までで、

その後も継続する予定でございます。 

 次に６番、中学校就学援助事業286万８千円は、小学校と同様に必要な支援を行うも

ので、要保護・準要保護、特別支援を合わせまして41人分を計上いたしました。 

 ７番、学力向上推進講師配置事業250万２千円は、数学及び国語の教科を中心に、個

別支援を必要とする生徒への学習支援を行うため、２名の臨時講師を配置する経費を

計上いたしました。昨年道費で配置していた１人分が、うち数として今年度町費で計

上しているための増額でございます。 

 以上、３項中学校費の学校管理費、教育振興費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ますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目学校管理費、２目教育振興費の説明が終わりましたの

で、質疑に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） それでは質疑がないようですので、10款３項中学校費、１

目学校管理費、２目教育振興費の質疑を終わります。 

 10款４項社会教育費、１目社会教育総務費の説明を求めます。 

 教育委員会次長。 

〔教育委員会教育次長 野﨑勇治君登壇〕 

○教育次長（野﨑勇治君） それでは10款４項社会教育費、１目社会教育総務費の内

容について、ご説明を申し上げます。予算書は、164ページから167ページございます。 

 本年度予算額2,776万円、前年度予算額2,398万６千円、比較で377万４千円の増でご

ざいます。主な増額の要因は、農村環境改善センターの非常用照明改修費によるもの

であります。財源の内訳ですが、国道支出金が93万３千円、その他財源で96万７千円、

一般財源が2,586万円でございます。 

 特定財源の内容を申し上げます。道支出金で、学校支援地域本部事業補助金が93万

３千円でありますが、補助率３分の２以内の補助であります。その他財源の内訳です



- 235 - 

が、改善センター使用料60万円、改善センター自動販売機設置使用料６万円、ふるさ

と応援基金繰入金30万円、電話使用料４千円、社会教育体験教审参加者負担金３千円

でございます。 

 次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。 

 ２番の学校支援地域本部事業187万９千円につきましては、生涯学習推進アドバイザ

ーを中心に、青尐年健全育成活動など地域と学校を結びつけていけるよう、各種の事

業展開を図るものであります。 

 次に、４番、体験学習推進事業77万３千円ですが、各種体験事業のほかに、望まし

い生活習慣定着に向けて、小学６年生を対象に、５泊６日の通学合宿を实施する経費

でござます。 

 ６番、青尐年文化スポーツ元気事業65万円は、子供たちが心身ともに健康で明るく、

文化やスポーツ活動に取り組めるよう、活動への支援とユニフォーム購入への助成を

継続するものでございます。子供達のためにと各方面からいただいた寄附金を、ふる

さと応援基金に積み立てており、その繰入金をユニフォーム購入助成に充ててござい

ます。 

 ７番、児童・生徒母村交流事業168万３千円につきましては、母村の小中学生や地域

の方々との交流を中心として、十津川村の歴史や伝統を学んでもらうために小学５年

生と中学１年生を対象とした、合計28人を募集し、本年度も３泊４日の日程で訪問い

たします。予定は、７月21日から24日であります。 

 ８番、青年母村交流事業32万１千円は、継続して实施している母村交流事業で、今

年度は、母村十津川村の青年を受け入れる経費を計上してございます。 

 10番、青年会館管理運営事業51万９千円は、指定管理者制度で青年協議会に委託す

る経費のほかに、開館より21年経過し、壁や天五を塗装するなどの修繕経費を計上い

たしました。 

 11番、農村環境改善センター管理事業1,876万３千円は、維持管理経費のほかに、非

常用照明の改修、放送設備の更新などの経費でございます。 

 12番、新十津川アートの森管理事業45万４千円は、アートの森周辺の環境を維持す

る経費で、草刈委託や害虫防除のための消耗品費でございます。 

 13番以降は、各団体への活動支援でございますので、省略させていただきます。 

 以上、社会教育総務費の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきます

ようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目社会教育総務費の説明が終わりましたので、質疑に入

ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

 ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 恐れ入りますけれども、２番の学校支援地域本部事業、この

詳細についてもうちょっと詳しくご説明いただきたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会次長。 

○教育次長（野﨑勇治君） それでは３番議員さんに答弁につきましては、担当の池
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田主査より代わって説明させますので、ご了承いただければと思います。 

○社会教育グループ主査（池田雄介君） 社会教育グループ主査の池田です。それで

は説明させていただきます。学校支援地域本部事業についての詳細ということですが、

現实は近年社会がますます複雑多様化しまして、家庭や地域の教育力の低下が指摘さ

れているところでございますが、子供たちの健やかな成長を学校だけではなくて、家

庭や地域を含めた社会全体で支援していくことが求められている背景がございますが、

平成23年度からそういった活動に対して、国・道の補助事業となりまして、現在に至

っております。学校支援地域本部という本部を立ち上げているのですが、以前から活

動しておりました青尐年健全育成町民会議を学校支援地域本部と位置づけまして、内

容としてはこれまでの活動を軸に、学校、家庭、地域で情報を共有するとともに、登

下校のパトロールですとか、あとはＰＴＡ連合会と連携しまして、青尐年健全育成の

つどいの实施など、活動をしております。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「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、10款４項１目社会教育総務費の

質疑を終わります。 

 10款４項２目文化振興費、３目開拓記念館費の説明を求めます。 

 教育委員会次長。 

〔教育委員会教育次長 野﨑勇治君登壇〕 

○教育次長（野﨑勇治君） それでは10款４項社会教育費、２目文化振興費の内容に

ついて、ご説明を申し上げます。予算書は、166ページから169ページでございます。 

 本年度予算額673万２千円、前年度予算額467万１千円、比較206万１千円の増でござ

います。主な増額の要因は、鑑賞事業の公演の経費によるものであります。財源の内

訳はその他財源10万円、一般財源663万２千円でございます。特定財源の内容を申し上

げます。その他財源で、鑑賞事業負担金、音楽に親しむ機会づくり事業費負担金とい

うことで10万円でございます。 

 次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。 

 ２番、芸術鑑賞事業576万４千円は、町民に優れた音楽や文化芸能の鑑賞機会を提供

し、文化意識の高揚と豊かな情操の涵養に資するため、文化協会や音楽協会と協力し

て、安価な料金で多くの町民に楽しんでいただけるように、４回の鑑賞事業を計画し

てございます。 

 次に３番、４番の団体活動支援事業は、伝統芸能の伝承活動や各文化団体の活動に

対して助成するもので、それぞれの助成額を計上してございます。 

 以上、文化振興費の説明とさせていただきます。 

 続いて、３目開拓記念館費の内容について、ご説明申し上げます。予算書は、168ペ

ージ、169ページをご覧いただきたいと思います。 

 本年度予算額283万３千円、前年度予算額4,821万５千円、比較4,538万２千円の減で

ございます。減額の主な要因となったのは、建物の耐震化改修工事が完了したことに

よるものであります。財源内訳ですが、その他特定財源で７万９千円、一般財源が275

万４千円でございます。特定財源の内容を申し上げます。その他特定財源は、開拓記
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念館入館料７万９千円でございます。 

 次に、主な経費別の事業概要を説明いたします。 

 １番の開拓記念館管理運営事業費283万３千円は、施設の受付管理業務委託と光熱水

費などの施設運営上の経常的経費のほかに、今年度は改修工事後の開館でありますの

で、リニューアルオープンにふさわしい特別展を計画してございます。その経費とパ

ンフレットを印刷する経費を計上してございます。そのほかに、常設展示に加えて、

週に１回は収蔵庫展示にも対応できるような運営体制を考えてございます。 

 以上、開拓記念館費の内容説明を終わらせていただきます。２目、３目の説明とさ

せていただきます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ２目文化振興費、３目開拓記念館費の説明が終わりました

ので、質疑に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

 ７番、長名實君。 

○７番（長名 實君） 文化振興費の３番の伝統芸能継承団体、この団体というのは

いくつくらいあるのでしょうか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会次長。 

○教育次長（野﨑勇治君） それではご答弁申し上げます。獅子神楽保存会と踊り保

存会ということで、２団体でございます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ５番、笹木正文君。 

○５番（笹木正文君） 芸術鑑賞事業ということですけれども、よく人が集まってい

るのを見るのですけれども、これずっと今までの経緯の中で、実数が伸びているのか

なというそういうデータ等々の、１公演当たりの入り数だとか、そのへんの推移、そ

してその年間のその公演、鑑賞事業の数ですか、その辺の推移ですか、簡単で結構で

す。お願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会次長。 

○教育次長（野﨑勇治君） 昨年の实績ですが、ちょっと数字的なものは、ありまし

たので。昨年は４本实施しました。音楽的なものでいきますと、自衛隊の音楽隊、あ

と民謡で香澄のコンサート、それとアコースティックデュオということで、音楽系が

３本。それとイリュージョンといいますか、エンターテインメントするようなそうい

う舞台演出ですが、そういうものが１本ということで、合計４本、昨年は实施しまし

た。それで予算的には予算の審議の中で、200名規模を想定して予算額を計上させてい

ただいておりまして、我々の目標は340くらいの席がありますので、それを目指した形

の中で、作品の４本の平均については278人というようなことに、实績になってござい

ます。次年度につきましても、そのような形で予算積算以上の、300超えを満席を目指

して、公演を实施していく考えでございます。以上、説明とさせていただきます。 

○議長（長谷川秀樹君） ５番、笹木正文君。 

○５番（笹木正文君） 推移、年々増えているのかどうなのか。そのへんわかります

か。 
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○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会次長。 

○教育次長（野﨑勇治君） それではご答弁申し上げます。昨年200何人ということで、

順次増の傾向にありますので、これを維持していくようにがんばりたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑はございませんか。 

 ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 開拓記念館についてお伺いいたします。個人的には開拓記念

館という建物も、それから中にあるものも、町の歴史等を後世に伝えていくために大

事なものであろうと思います。しかしながら、ここに記載されているようにお実さん

の数等についてはあまり芳しくないという現实だろうと思いますけれども、しかしも

う一方の保存をしていく、伝えていくという機能は十分に果たしていっていただきた

いということを思う次第でございます。そういった観点からも含めて、開拓記念館が

新しくなったということで、ちょっと私まだ現場を見ていないからちょっとわからな

いのですけれども、以前の開拓記念館のことを思い起こしますと、かなりあの収蔵物

が収納しきれないというか、保存しきれないというか、そういう状況下にあったはず

です。そういったものを解消されて、いわゆるその収納庫も兼ねるというふうな形の

中で、今回リニューアルされたようでございますけれども、その中で十分今ある物品

の管理が、新たにリニューアルされた場所を使って収納が可能であるかどうかという

ことが１点。 

 もう１点は、先ほど申し上げましたように、住民の様々な生活用具等を次世代に引

き継ぐようなことをしていただきたいということを考えますと、例えば使われなくな

った、いまもうパソコンの時代ですけれども、ワープロというのもありました。それ

から電話なんかも携帯電話なんかももう著しく変化してきますけれども、何かそうい

うものもやはり住民のご協力をいただきながら、きちっと保存をして、次の世代に引

き継ぐような、いわゆるその収集方法というか、そういった部分についての計画がき

ちっとお持ちであるのかどうかを伺いたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会次長。 

○教育次長（野﨑勇治君） それではお答え申し上げます。まずは昨年の改修の内容

についてご説明を申し上げます。まずは２階の展示审につきましては、展示内容はそ

のままに床と天五を張り替えたというような形になってございます。そして１階に当

たる部分ということで、ここに耐震壁がつきましたので、あわせて囲むように壁を増

設しまして、収蔵庫を増やしたという形になってございます。そんな中で、今別の場

所にあるものをそちらの方にまずは移転させていきたいと。そしていままでの収蔵庫

についても、きちっと整備されておりますけれども、通路等がふさがってございます

ので、そのへんの配置等も検討していきたいというふうに考えてございます。それで

今後の収蔵計画なんですけれども、開拓記念館ということで、なかなか現代風のそう

いった、今、話題に出たワープロ、電話等については以前からありますので、今後の

昭和の終わりから平成については、ちょっと今、計画を持っていないので、今後、ち

ょっとどのようにするか検討していきたいというふうに思っています。 
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○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ござますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君）  それでは質疑がないようですので、10款４項２目文化振興

費、３目開拓記念館費の質疑を終わります。 

 10款４項４目図書館費の説明を求めます。 

 教育委員会次長。 

〔教育委員会教育次長 野﨑勇治君登壇〕 

○教育次長（野﨑勇治君） それでは10款４項４目図書館費の内容について、ご説明

を申し上げます。予算書は、170ページから173ページをご覧いただきたいと思います。 

 本年度予算額3,484万６千円、前年度予算額3,142万３千円、比較342万３千円の増で

ございます。増額の主な要因は、開館20周年記念事業経費や自動ドア改修、冷房機設

置などの設備の改修費であります。財源の内訳といたしましては、その他特定財源105

万円７千円、一般財源が3,378万９千円でございます。 

 特定財源につきましては、その他特定財源として、図書館自動販売機設置使用料４

万２千円、ふるさと応援基金繰入金100万円、電話使用料６千円、資源物売払収入９千

円。なお、ふるさと応援基金繰入金につきましては、図書購入費に指定寄附をいただ

いているもので、23年度から５年間、児童図書購入に充てる財源として計上してござ

います。 

 次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。 

 １番の図書館維持管理事業1,327万８千円でございますが、これは、施設の維持管理

に必要な燃料費、光熱水費、施設管理修繕料、委託料等であります。自動ドアの修繕、

ビデオルームの冷房機設置、清掃業務と敶地内管理の委託、蔵書管理システムの保守

などの経費を計上してございます。 

 ２番、図書館運営事業1,972万７千円は、臨時司書４名と臨時事務員４名に係る人件

費、蔵書資料購入費、雑誌新聞等購入費、回転書架の購入費が主な経費でございます。

年間の図書購入予定冊数でございますが、一般書が約1,700冊、児童書が約1,200冊を

予定してございます。なお、現在の蔵書数は、約９万8,800冊となってございます。 

 次に、３番、図書館利用促進事業171万５千円でございますが、開館20周年記念事業

として、道内出身の直木賞受賞作家、桜木紫乃さんのトークショーを始めとする、図

書館の良さを知ってもらい、本に親しむ機会を増やすために、子供向け人形劇公演、

ギャラリー展示などの行事を实施してまいります。併せて、新入学児童への図書バッ

クの購入費、また幼児連れの親子が利用しやすい環境を整えるためのブックカートを

配置いたします。 

 ４番、絵本ふれあい事業12万６千円につきましては、今年度は、新生児45人分の図

書バックと絵本セットの予算を計上いたしました。また、乳幼児健診の機会を利用し、

絵本に親しむ大切さを理解いただけるよう、読み聞かせを行なったり、お知らせと啓

発をしてまいります。 

 以上、図書館費の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いを申し

上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ４目図書館費の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 
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 質疑のある方は発言願います。 

 ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 大変財政の厳しい中にあって、700万余の蔵書購入費を予算化

されていることに、本好きの私としては大変うれしく思いますし、住民の方々もお喜

びになるのではないかなというふうに思います。そんな中で図書館、もう20年もなる

んだなということで思いますけれども、住民の方々からの評価もお伝えしておいた方

がいいかなと思っているのですけれども、本だけでなくて、その展示スペースがある

のですけれども、非常に工夫されて年間を通じて様々な展示がされております。そし

てその中には図書館の利用者のいわゆる創意工夫みたいなものを取り入れた工夫がさ

れていて、よくお邪魔するものにとっては大変ありがたいことだなと思いますし、い

わゆるその町の創造をしていくというような文化活動にも十分寄与しているのかなと

いうことで、これも高く評価していきたいなというふうに思っております。今後、で

きるだけ空かしておかないで、あのような事業が継続されるように、職員の方々も努

力していただければありがたいなと思います。 

 ほかにもたくさんあるのですけれども、ここは予算審議の場面なので、そのことは

また何かの機会にお話ししますけれども、ひとつだけ、今年雪が尐なかったのですよ

ね。雪が尐なかったものですから、図書館の近辺が氷状態のままがしばらく続いてお

りました。子供たちはどんな状況でもゆっくり歩くなんてことはしないで、けっこう

走って歩くのですよね。何回か危ない場面も見受けたのでございます。したがいまし

て、何が言いたいかといいますと、中の管理も大事なんですけれども、アクセスして

くるその階段周りだとか、そういった部分についても十分目配りをしていただきなが

ら、雪が多ければそんな心配はないですけれども、尐ないために氷状態になっている

というようなことは、事故にもつながりますし、これはぜひ、図書館いま職員がいな

いような状況の中でなされているのだと思うのですけれども、やっぱりそれは目配り

をしていただきながら、きちっとした対応をしていただきたいなと、心から思うとこ

ろでございます。 

 それとあのもうひとつだけお願いしたいのですけれども、この間いないいないばあ

という絵本を書いた作家の人が亡くなりました。私は個人的にはあれは名作だと思う

のですけれども、ぜひ乳幼児を含めた小さな子供たちに対して、良質な絵本をどのよ

うにして提供するかということについて、もう一度その基本から検討していただきま

して、読書計画の素案は読ませていただきましたけれども、それはそれで置いておき

ますけれども、もうちょっと検討の必要な部分が私はあろうかなと思いますので、ぜ

ひ絵本を配っているからいいとかということではなくて、やはり今一度、その部分に

ついて、教育委員会というか図書館を担当する方々の努力をぜひお願いしたいなとい

うふうに思っています。この絵本について、何か感想があればご意見いただければと

思いますけれども、一応申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会次長。 

○教育次長（野﨑勇治君） それでは絵本についてということでございますけれども、

子ども読書計画の中でも、絵本の部分でまずは、先ほど事業内容４番でも説明いたし
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ましたけれども、そういった中で絵本をこちらから配る事業もございますので、そう

いったところとあと絵本、良き選書というのですか、そういった部分できちっと司書

が研鑽できるように研修機会等も予算計上してございますので、そういった形の中で

対処していけるかなというふうに考えてございます。 

 あとちょっとそのひとつ前の危機管理の問題で、確かに雪庇があったりとか、夏場

でもあの公園の近所で子供たちが遊んで、危険な場面も見受けられることから、この

へんについても意識、こちらの方も危機意識を持っておりますので、図書館の職員あ

るいはまた、ほかにスクールバスの運行時間がないときに、そういったところで対処

していけるように考えていきたいというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

 ９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） ４番の絵本ふれあい事業ですけれども、毎年対象者が何人か

あがっているのですけれども、全員にそれが当たっているのかということを聞きたい

のです。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会次長。 

○教育次長（野﨑勇治君） 基本的には検診の時にお呼びしてお配りしているのです

けれども、来られない方もいらっしゃるので、その部分については後日配布というこ

とで、全員に配布になってございます。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「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、10款４項４目図書館費の質疑を

終わります。 

 10款５項保健体育費、１目保健体育総務費、２目体育施設管理費の説明を求めます。 

 教育委員会次長。 

〔教育委員会教育次長 野﨑勇治君登壇〕 

○教育次長（野﨑勇治君） それでは、10款５項１目保健体育総務費の内容について、

ご説明を申し上げます。予算書は、172ページから173ページをご覧いただきたいと思

います。 

 本年度予算額185万９千円、前年度予算額226万３千円、比較40万４千円の減でござ

います。財源内訳ですが、その他特定財源といたしまして18万１千円、一般財源が167

万８千円であります。特定財源につきましては、その他特定財源として、小学校使用

料１千円、中学校使用料18万円。これは学校開放事業の使用料です。 

 次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。 

 １番のスポーツ推進委員活動事業28万４千円につきましては、７名のスポーツ推進

委員の活動に要する経費でございます。 

 ３番、スポーツ体験学習推進事業22万６千円でございますが、小学１年生の初心者

のためのスキー教审などの開催経費でございます。 

 ６番、スポーツ大会参加助成事業80万円は、予選の激戦を勝ち抜いて、全国・全道

大会に出場する経費の一部を支援するものでございます。 
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 ７番、体育協会支援事業21万６千円は、体育協会本部事業と加盟団体の活動に対し

ての支援でございます。現在の加盟数につきましては12団体、会員数440名余となって

ございます。 

 以上で、保健体育総務費の説明とさせていただきます。 

 続いて、２目体育施設管理費の内容について、ご説明を申し上げます。予算書は、

172ページから175ページをご覧いただきたいと思います。 

 本年度予算額6,411万７千円、前年度予算額7,151万２千円、比較739万５千円の減で

ございます。減額の主な内容でございますが、昨年度、スキー場の圧雪車の整備、リ

フトの制動機などの整備、温水プールのプール槽内の塗装などがあり、今年度は、ス

ポーツセンターのバスケットボード交換、屋外排水修繕などで、箇所数が尐なくなっ

たためでございます。財源の内訳といたしまして、その他財源として961万２千円、一

般財源が5,450万５千円であります。 

 特定財源につきましては、その他特定財源として、町民体育館使用料25万８千円、

スキー場リフト使用料930万７千円、スキー場管理棟使用料４万５千円、電話使用料金

２千円です。 

 次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。 

 ２番、そっち岳スキー場管理運営事業1,437万７千円でございますが、施設管理に必

要な燃料費、光熱水費、また、施設や機器の修繕料を計上しました。スキー場運営は、

今年度より、リフト運行やゲレンデ整備の業務に窓口業務を合わせた委託業務での管

理を計画してございます。 

 ３番、ふるさと公園内体育施設管理運営事業4,826万６千円につきましては、８つの

体育施設を管理しているＮＰＯ法人新十津川町体育協会への委託料4,437万７千円を計

上いたしました。このほかに、施設管理といたしまして、スポーツセンターのバスケ

ットボード取替、屋外排水修繕、移動観覧席や吊物装置の保守点検を实施する経費を

計上し、より安全で安心して利用できる施設管理をしてまいります。 

 以上、保健体育総務費、体育施設管理費の説明とさせていただきます。よろしくご

審議のほどお願いをいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） １目保健体育総務費、２目体育施設管理費の説明が終わり

ましたので、質疑に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

〔「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、10款５項保健体育費、１目保健

体育総務費、２目体育施設管理費の質疑を終わります。 

 10款５項３目学校給食運営費の説明を求めます。 

 教育委員会次長。 

〔教育委員会教育次長 野﨑勇治君登壇〕 

○教育次長（野﨑勇治君） それでは10款５項３目学校給食運営費の内容について、

ご説明を申し上げます。予算書は、174ページから177ページをご覧いただきたいと思

います。 

 本年度予算額9,883万７千円、前年度予算額２億1,180万５千円、比較１億1,296万円
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８千円の減でございます。減額の主な要因は、昨年度、施設の増設事業、食器等の新

規購入、機器修繕や更新などの事業が完了したことによるものであります。財源の内

訳といたしましては、その他特定財源で6,006万６千円、一般財源が3,877万１千円で

ございます。 

 特定財源につきましては、その他特定財源で、学校給食運営事業負担金834万円。こ

れは、給食提供に必要な消耗品、燃料費、電気料等施設管理などと、調理員の人件費

や被服費、上下水道料などの運営に係る経費の雤竜町の負担分であります。給食提供

に必要な全体の２割負担としています。学校給食提供事業負担金21万５千円。これは

当初建設費の起債償還が33年度まであるため、今年度からの償還額の２割分を雤竜町

が一括で負担するものであります。幼稚園給食費負担金686万６千円、小学校給食費保

護者負担金1,321万６千円、小学校給食費教職員負担金162万３千円、中学校給食費保

護者負担金925万９千円、中学校給食費教職員負担金132万７千円、高校給食費負担金

725万９千円、給食センター職員給食費負担金116万５千円、学校給食試食代金29万９

千円、給食費保護者負担金滞納繰越分１千円、小中学校給食費保護者負担金、雤竜町

分1,049万６千円でございます。 

 町内の小学校保護者負担金と中学校保護者負担金については、一部減免として、主

食相当分の50円を減じた単価で収入を積算してございます。小学生については255円の

ところを205円、中学生は293円のところを243円で積算してございます。 

 次に、主な経費別の事業概要を申し上げます。 

 １番、学校給食センター管理事業1,539万９千円につきましては、学校給食提供に必

要な経費として、施設の燃料費、電気料、機械設備の保守点検委託料等でございます。

新十津川町８割、雤竜町２割の分担経費となっております。なお、安全で安心な給食

を提供するため、文部科学省が定める学校給食衛生管理の基準に基づきまして、絶対

に食中毒等の事故を起こさないよう、安全意識を常に持ち続け、機械設備備品類の整

備、修繕により、衛生管理と安全対策の徹底に最善を図ってまいります。 

 ２番、学校給食提供事業7,940万３千円ですが、小中学校、幼稚園、高校、雤竜町小

中学校に提供する、１日当たり約1,170食の調理業務を、10名の臨時調理員で計画して

おり、その人件費と消耗品費、賄材料費、ガス代、上下水道料などの経費でございま

す。これらの経費の内、賄材料費や配送車両維持経費などを除きまして、新十津川町

８割、雤竜町２割の分担経費としてございます。また、地産地消の推進や、給食費の

引上げに対応した、一層のメニューの工夫に取り組んでまいります。 

 ３番、学校給食扶助費交付事業403万５千円につきましては、準要保護世帯への給食

費扶助でございます。小学校で59人、中学校で34人を見込んでございます。 

 以上、学校給食運営費の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い

を申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） ３目学校給食運営費の説明が終わりましたので、質疑に入

ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

 10番、西永勝治君。 

○10番（西永勝治君） 給食の運営費の中で、その他財源で滞納繰越分１千円という
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のは、わずかなことなんですけれども、確か滞納は現在発生していないというふうに

聞いていたのですが、それでも数字あわせで予算のうえでは計上しなければならない

のかどうなのか、そのへんおたずねしたいのですが。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会次長。 

○教育次長（野﨑勇治君） 滞納繰越分１千円につきましては、仮置きの１千円とい

うふうにお考えいただきたいと思います。それで現在の状況でございますけれども、

過年度の滞納繰り越しについては数年前に解消になってございますし、本年度につき

ましても現在のところ完納したというようなことになってございますけれども、予算

上はどうしてもちょっとそれに間に合った形になっていないので、このようなことで

１千円を置かせていただいていますので、ご理解いただければと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

 ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） いまほど給食費が安くなるという話での説明がございました

が、それはそれで私は結構だと思いますけれども、その理屈か屁理屈かよくわからな

いのですけれども、結局長年据え置いた給食費を本議会で上げるという決意をしたは

ずなんですね。それを、それは必要だからそういう決定をしたのであって、普通はそ

れを下げるだけの余裕があるのであれば、その決めた条例をまた元に戻し、下げれば

いいのではないかなと思うのですけれども、その今の割引をしていくというようなお

話というのは、単年度だけの考え方なんでしょうか。継続するのであれば、何という

のですか、ちょっとその辺、考え方がちょっとよく整理ができないというか、理解が

できないのですけれども。決して給食費安くなることがだめだといっているわけでは

ございませんので、その辺のものの考え方といますか、ちょっと説明していただけま

すでしょうか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会次長。 

○教育次長（野﨑勇治君） それではお答え申し上げます。まずは値上げにつきまし

ては、10何年来値上げしていない部分で、消費税の動向とかという形の中で、致し方

なくこれ以上賄い材料の部分を落とすわけにもいかないというようなところで、値上

げの決定をさせていただいたところでございます。それで基本的には学校給食という

ことでありますので、一部いろいろな形で委託契約とかをしながら、ほかの部署にも、

幼稚園なり、農高なりに供給しているわけですけれども、まずは運営上、賄い材料と

して運営できる適切な額をお願いさせていただいたというふうにご理解いただければ

と思います。その後において減免をしたというようなことだと思いますけれども、基

本的には保護者の子育て支援というか、保護者の負担軽減を考えての軽減でございま

すので、これについては小中学校のみというような整理をしておりますので、そうい

った説明の中でご理解いただければと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

 ９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） １日の給食が1,170食といったのですけれども、雤竜町の配送
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分いくらですか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 教育委員会次長。 

○教育次長（野﨑勇治君） いま現在計画しているのは、雤竜町分は小中学校、教職

員あわせて約200食の予定になってございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） それでは質疑がないようですので、10款５項３目学校給食

運営費の質疑を終わります。 

 ここで14時15分まで休憩します。 

（午後２時01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15分） 

○議長（長谷川秀樹君） 11款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、１目単独

災害復旧費、２目現年度災害復旧費、２項農林水産施設災害復旧費、１目農業用施設

現年度災害復旧費、２目林業施設現年度災害復旧費の説明を求めます。 

 建設課長。 

〔建設課長 村中忠夫君登壇〕 

○建設課長（村中忠夫君） それでは11款災害復旧費のご説明を申し上げます。予算

書は、178ページ、179ページでございます。 

 まずは１項公共土木施設災害復旧費、１目単独災害復旧費からご説明申し上げます。 

 本年度予算額400万円、前年度予算額400万円、比較０円でございます。財源内訳は、

特定財源で地方債200万円、一般財源200万円でございます。地方債は、現年度発生単

独災害復旧事業債でございます。 

 経費の内容でございますけれども、公共土木施設単独災害復旧事業400万円につきま

しては、国庫負担の対象とならない尐額工事、１か所が60万円未満でございますけれ

ども、これの復旧に係る工事請負費、それと手数料でございます。 

 次に、２目現年度災害復旧費のご説明をいたします。 

 本年度予算額200万円、前年度予算額200万円、比較０円でございます。財源内訳は、

すべて一般財源で200万円でございます。 

 経費の内容でございますけれども、公共土木施設現年度災害復旧事業200万円につき

ましては、災害発生に当たり早期に復旧するための調査設計費用でございます。 

 続きまして、２項農林水産施設災害復旧費、１目農業用施設現年度災害復旧費のご

説明をいたします。 

 本年度予算額100万円、前年度予算額100万円、比較０円でございます。財源内訳は、

すべて一般財源で100万円でございます。 

 経費の内容ですが、農業用施設現年度災害復旧事業100万円。この経費につきまして

も、早期復旧のための調査設計費でございます。 

 次に、２目林業施設現年度災害復旧費のご説明をいたします。 
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 本年度予算額100万円、前年度予算額100万円、比較０円でございます。財源内訳は、

すべて一般財源で100万円でございます。 

 経費の内容ですけれども、林業施設現年度災害復旧事業100万円。この経費につきま

しても、早期復旧のための調査設計費でございます。 

 以上で、11款災害復旧費の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願

い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

〔「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、11款災害復旧費、１項公共土木

施設災害復旧費、１目単独災害復旧費、２目現年度災害復旧費、２項農林水産施設災

害復旧費、１目農業用施設現年度災害復旧費、２目林業施設現年度災害復旧費の質疑

を終わります。 

 12款公債費、１項公債費、１目元金、２目利子の説明を求めます。 

 総務課長。 

〔総務課長 藤澤敤司君登壇〕 

 ○総務課長（藤澤敤司君） 12款１項１目元金の内容について、ご説明を申し上げま

す。予算書は、180、181ページをご覧いただきたいと思います。 

 本年度予算額８億7,760万５千円、前年度予算額６億8,488万９千円、比較１億9,271

万６千円の増でございます。財源内訳でございますが、特定財源は、その他特定財源

5,578万８千円、一般財源は８億2,181万７千円でございます。その他財源は、公営住

宅使用料です。 

 地方債償還元金の内訳ですが、通常の約定元金償還が５億153万２千円、繰上償還が

26年度と27年度の臨時財政対策債分で３億7,607万３千円を予定しております。 

 続いて２目利子の内容について、ご説明を申し上げます。予算書は、同じく180、

181ページでございます。 

 本年度予算額6,675万８千円、前年度予算額7,082万４千円、比較で減額の406万６千

円でございます。財源内訳は、特定財源として、公営住宅使用料1,158万９千円を見込

み、一般財源は5,516万９千円であります。 

 １番の地方債償還利子は6,625万８千円でございますが、14種類の事業債の償還利子

です。 

 ２番の一時借入金利子50万円でございますが、借入限度額５億円の1か月分、利率

1.2パーセントで計上いたしております。 

 続きまして、一般会計の公債費の状況を申し上げますので、恐れ入りますが198ペー

ジ、199ページをお開きください。 

 地方債の前々年度における現在高並びに前年度及び当該年度末における現在高の見

込に関する調書であります。 

 最初に、この一般会計の調書に公共下水道特別会計と農業集落排水特別会計を含め

ました平成27年度末の合計残高見込でございますが、65億1,000万円程度になる見込で

ございます。 
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 それでは、一般会計分の合計額を申し上げますけれども、表の199ページの一番下に

なります。26年度末現在高は、54億5,390万９千円となっております。次に27年度中の

増減見込額でございますが、年度中起債見込額の合計が４億5,260万円でございまして、

この内訳について申し上げます。 

 戻りますけれども、８ページをお開きいただきたいと思います。 

 ここに、第３表地方債を掲載しておりますが、27年度の起債予定でございます。ま

ず行政区自治会館整備事業債が１億8,990万円、文化伝習館改修事業債が2,360万円、

除雪機械整備事業債が2,080万円、橋梁長寿命化事業債が2,650万円、公園長寿命化事

業債が760万円、消防車両更新事業債が490万円、スクールバス購入事業債が730万円、

現年度発生単独災害復旧事業債が200万円、臨時財政対策債が１億7,000万円。合わせ

まして４億5,260万円を予定いたしております。 

 恐れ入ります。もう一度199ページへお戻りいただきたいと思います。 

 次に27年度中の元金の償還見込額でございますが、８億7,760万５千円でございます。

27年度中利子償還見込額は6,625万８千円となっております。したがいまして、27年度

末の現在高見込額としては、一般会計で50億2,890万４千円となる見込でございます。 

 前のページ、198ページの当該年度中起債見込額でございますが、まず３番の災害復

旧事業債で200万円計上してございます。これは今ほど説明のありました、現年度発生

災害の仮置きの数値で計上させていただいております。次に199ページ、６番の過疎対

策事業債でございますが、２億8,060万円の起債を予定しております。先ほど８ページ

の地方債の説明で申し上げました内容のうち、災害復旧事業債と臨時財政対策債を除

く事業に充当するものでございます。８番の臨時財政対策債が１億7,000万円。これは

普通交付税とセットで措置されるものでございます。 

 続きまして、本年度に予定している起債の充当率と普通交付税への算入率について

説明申し上げます。 

 まず３番の災害復旧事業のうち、単独災害復旧事業債は100パーセント充当の47.5と

いう算入率になっております。６番の過疎対策事業債につきましては、充当率100パー

セント、70パーセント算入であります。８番の臨時財政対策債、これは充当率、算入

率の両方とも100パーセントでございます。 

 以上、公債費の内容について申し上げました。よろしくご審議いただきますようお

願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） １目元金、２目利子の説明が終わりましたので、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） 質疑がないようですので、12款公債費、１項公債費、１目

元金、２目利子の質疑を終わります。 

 次に、13款職員費、１項職員費、１目職員費、14款予備費、１項予備費、１目予備

費の説明を求めます。 

 総務課長。 

〔総務課長 藤澤敤司君登壇〕 
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○総務課長（藤澤敤司君） 13款１項１目職員費について内容を申し上げます。予算

書は182、183ページになります。 

 本年度予算額８億4,990万５千円、前年度予算額８億3,747万３千円、比較1,243万２

千円の増で、財源内訳はすべて一般財源でございます。 

 ここでは、特別会計を除く一般職職員98名分と特別職3名分の給与等を計上いたして

おります。本年４月１日の予定ですが、一般職の人数は、この98名と特別会計職員１

名、他の公的機関への出向職員４名を加えると、103名になる見込みであります。 

 内訳でありますが、186、187ページをお開きください。 

 特別職３名の給料につきましては、2,363万３千円、手当等851万９千円、共済費

1,386万１千円の、計4,601万３千円。職員の給料は３億7,222万９千円、職員手当等２

億2,620万９千円、共済費２億545万４千円の、合計８億389万２千円でございます。 

 給与費の明細を申し上げます。 

 まず特別職につきましては、前年度と比較いたしまして、人数では、その他の特別

職等で44人、合計額では247万９千円の増となってございます。主な要因ですが、国勢

調査統計調査員及び選挙に係る投開票立会人の増でございます。 

 一般職でありますけれども、本年度は98名ということになります。内訳は、25年度

末で自己都合退職した１名を含めて退職者が４名、それから新規採用による増が６名

となります。 

 給料につきましては、対前年比で134万２千円の増でございます。職員手当につきま

しては1,002万８千円の増でございます。共済費は351万７千円の減額となっておりま

す。職員手当の内訳で、期末・勤勉手当が増、寒冷地手当が減額となっておりますが、

これは人事院勧告に基づく給与等改定の影響によるものでございます。 

 188ページは増減額の明細でございますので、省略をさせていただきまして、190ペ

ージになります。 

（3）給料及び職員手当の状況を申し上げます。 

 はじめに、アの職員１人当たり給与でございます。給与月額は、給料に諸手当をプ

ラスした分となります。２月１日現在で、一般行政職につきましては、平均年齢43歳

10か月で、平均給与が41万4,174円であります。税務職につきましては、平均年齢40歳

6か月で、平均給与月額が37万7,629円。技能労務職は運転技術員ですが、平均年齢55

歳3か月で、36万3,456円でございます。医療職、これは保健師でございますけれども、

38歳８か月で35万8,391円ということになっております。教育職は社教主事ですが、31

歳2か月でありまして、36万5,164円ということになっております。平均給料月額が、

すべての区分で前年度よりも上回っておりますのは、前年は国家公務員の水準に合わ

せた給与引き下げを实施しておりまして、その影響によるものということでございま

す。 

 次に、イの初任給でありますけれども、参考に国の制度も掲載をしております。本

町は税務職も教育職等も、すべて一般行政職員枞で採用いたしておりますので、医療

職以外はすべて同額となっております。 

 次、191ページでございますが、上段に等級別の職員数とその比率、下段には等級別

の職務内容を掲載いたしております。到達できる給料につきましては、役職によりま
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して上限が定められておりまして、すべて職務給ということになっております。 

 次に、192ページをお開きください。エの昇給でございます。昇給日につきましては、

毎年１月１日ということになっております。標準的には、１年に４号給の昇給となり

ますが、この表の中で平成27年度は、98名中、昇給に係る職員が85名であります。13

名が昇給しない訳でございますが、この理由は、役職相応級の最高号給にすでに到達

している職員は、それ以上の上位役職に昇任しない限り給料が上がらないこととなり

ます。また、55歳以上の職員につきましても、人事評価に基づいて標準的な成績では

昇給いたしません。３号給昇給という枞がありますが、欄がありますが、そこは４月

採用の職員が該当となります。 

 次に、オの期末手当・勤勉手当でございますが、支給率につきましては、国の制度

に準拠いたしております。 

 193ページ、カの定年退職及び勧奨退職に係る退職手当でございますが、こちらもす

べて国の一般職に準じて、３年間で引下げ措置が取られてまいりましたが、本年４月

からの改正後の数値ということでございます。勤続年数35年以上の場合に、最大支給

率の49.59か月となります。その他加算につきましては、希望による早期退職や退職を

勧奨するための制度により、45歳以降では、２パーセントから45パーセントまで加算

される内容となっております。 

 以上、給与費の明細についてご説明を申し上げました。 

 次に、14款１項１目予備費について申し上げます。予算書は184、185ページになり

ます。 

 本年度予算額、前年度予算額ともに3,000万円であります。財源はすべて一般財源で

ございます。 

 予備費は、地方自治法第217条に歳計予算の義務化が規定されております。予算外の

支出又は予算超過の際の支出に充てるために、計上しなければならないことになって

おりまして、予見し難い緊急を要する事務事業に対応して支出することといたしたい

とするものでございます。 

 以上、職員費及び予備費の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願

い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 職員費、予備費の説明が終わりましたので、質疑に入りま

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） 186ページの特別職のことについてお聞きしたいのですけれど

も、特別職という名前のつく職、いくつくらいあるのですか。今回もしあれば本当は

一覧表みたいなものをほしいのですけれども、今年44人増えているのが、選挙の関係

と統計調査員の関係ですといったのですけれども、毎年増えているような気がしたの

ですけれど、どんなのが特別職になってきているのかなというふうに思うのですけれ

ども。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課長。 
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○総務課長（藤澤敤司君） その他の特別職等というのは、町の方で委嘱申し上げて

いる方でございますので、多岐に渡っております。今、調べにまいりますので、尐々

お時間をいただきたいというふうに思います。それから毎年増えているとおっしゃい

ましたけれども、そんなことはございません。減る年もございますので、いろいろ単

年によって、今年度は今、申し上げたとおり国調の調査員の数であったりとか、選挙

等があるときはそういう数が増えますが、もちろん来年その分は、その人数は減りま

すので、そこいらへんは誤解のないようにお願いしたいと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） それでは質疑がないようですので、13款職員費、１項職員

費、１目職員費、14款予備費、１項予備費、１目予備費の質疑を終わります。 

 以上で、平成27年度一般会計予算歳出の内容の説明と質疑を終わります。 

 引き続き、平成27年度一般会計予算歳入の内容の説明及び質疑に入ります。 

 それでは１款町税の説明を求めます。 

 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） それでは一般会計歳入、１款町税について、ご説明申

し上げます。予算書は、12ページから15ページになります。 

 １款町税、１項町民税、１目個人。本年度予算額２億1,518万１千円、前年度予算額

２億2,169万９千円、比較651万８千円の減額となります。 

 １節現年度課税分は２億1,488万１千円。内訳は、均等割1,029万円、所得割２億459

万１千円でございます。 

 本税の算定につきましては、課税標準額を農業所得以外は平成26年度の95パーセン

ト、農業所得は70パーセントとして算定し、収納率を98パーセントと見込んでおりま

す。 

 ２節滞納繰越分は、30万円を計上させていただいております。 

 ２目法人。本年度予算額1,631万５千円、前年度予算額1,723万９千円、比較92万４

千円の減額となります。 

 １節現年度課税分は1,631万４千円で、均等割は、26年12月１日現在の法人数の９割、

収納率99パーセントとして1,100万１千円、法人税割は、税率12.1パーセント、収納率

99パーセントとして531万３千円を見込んでございます。 

 法人税割の税率は、平成26年10月１日以降開始の事業年度から2.6パーセント下がっ

ていることから、前年度と比較し、減額となっております。 

 ２節滞納繰越分は、１千円を計上いたしました。 

 ２項固定資産税、１目固定資産税。本年度予算額２億3,872万４千円、前年度予算額

２億4,456万７千円、比較584万３千円の減額となります。 

 １節現年度課税分は２億3,862万４千円で、土地及び家屋については、平成27年度の

評価替えの影響により減額、償却資産は新規設備投資がないと予測し、前年度から５

パーセント減額して試算しております。なお、収納率は97パーセントを見込んでおり

ます。 
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 ２節滞納繰越分は、10万円を計上いたしました。 

 次に、２目国有資産等所在市町村交付金。本年度予算額38万１千円、前年度予算額

38万７千円、比較６千円の減額です。 

 内訳は、町内に所在する国及び北海道の土地、家屋等に対し、固定資産税相当分が

交付されるもので、国からは札幌開発建設部官舎分などで４万４千円、北海道は農業

高校公宅、警察署等の土地家屋分で33万７千円となっております。 

 ３項軽自動車税、１目軽自動車税。本年度予算額1,866万９千円、前年度予算額

1,703万７千円、比較163万２千円の増額となります。 

 １節現年度課税分は1,866万８千円を見込んでおります。 

 課税対象となります軽自動車のうち、４輪乗用の自家用軽自動車の登録台数は伸び

る傾向にありまして、平成26年度の課税台数は1,348台で、前年度と比較しますと２パ

ーセント増加しております。なお、原動機付き自転車及び二輪車に係る税率につきま

しては、平成27年度から改正することとしておりますけれども、平成27年度税制改正

により、施行期日を見直しその適用開始時期を１年延長し、平成28年度からとする改

正が見込まれております。法律が改正されましたら、条例も改正し、併せて予算につ

きましても見直しをさせていただく予定でございます。 

 ２節滞納繰越分は、１千円を計上いたしております。 

 ４項町たばこ税、１目町たばこ税。本年度予算額3,307万９千円、前年度予算額

3,391万９千円、比較84万円の減額となります。 

 たばこの販売本数が2.5パーセント程度減尐するとし、標準品は604万本、旧３級品

は52万本と見込んでおります。なお、たばこ一箱当たりの税収は、標準品で105円24銭、

旧３級品で49円90銭となります。 

 ５項入湯税、１目入湯税。本年度予算額420万円、前年度予算額430万円、比較10万

円の減額となります。入湯税の対象はグリーンパークしんとつかわですが、一般入湯

実は一人当たり150円で6,000人、日帰り入湯実は一人当たり100円で33,000人として積

算しております。 

 以上、１款町税の説明とさせていただきます。よろしくご審議たまわりますようお

願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） １款町税の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

 ９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 町民税についてお聞きします。去年と比べまして、減額にな

っているのですけれども、これは農業者を70パーセントに見ているということなんで

すが、去年の農業所得がそれだけ全体として減ってきているというふうに見ていいの

かどうか、その点についてお願いします。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（遠藤久美子君） 昨年の収入については、いま確定申告が終わりまして、

今、集計している段階なので、正しいというか確定した数字というのはまだこちらで

もつかみきれていないのですけれども、情報といいますか、傾向といたしましては、
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やはり農業所得が落ちているということで、この予算を作成したのは昨年の12月頃で

したので、だいたい予測で先ほど申しましたように70パーセントで積算しております

けれども、今の段階でこれが正しい読みなのか、若干どうなっているかというのはち

ょっといまでも確定したことは、正しいことはちょっとつかめておりません。以上で

ございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） それでは質疑がないようですので、１款町税の質疑を終わ

ります。 

 それではここで先ほどの職員費で質疑があった分の答弁漏れの部分を、これから答

弁させます。 

 総務課長。 

○総務課長（藤澤敤司君） お時間を取らせて申し訳ございません。結論から申し上

げますと32種類という形でございますが、主な方を紹介いたしますと、農業委員さん、

それから行政区長さん、総合行政審議委員さん、スポーツ推進委員さん、こういった

形で32種類といっていいかわかりませんが、今年度は計上させていただくということ

でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 次に、２款地方譲与税、３款利子割交付金、４款配当割交

付金、５款株式等譲渡所得割交付金、６款地方消費税交付金、７款自動車取得税交付

金、８款国有提供施設等所在市町村助成交付金、９款地方特例交付金、10款地方交付

税、11款交通安全対策特別交付金まで、一括して説明を求めます。  

 総務課長。 

〔総務課長 藤澤敤司君登壇〕 

○総務課長（藤澤敤司君） それでは２款地方譲与税から11款交通安全対策特別交付

金までの説明を申し上げます。予算書は16ページから35ページまでとなります。 

 歳入予測に当たりましては、政府が２月17日に閣議決定した地方財政計画の見込値

を参考として、予算組みをいたしております。 

 はじめに２款１項１目自動車重量譲与税でございますが、本年度予算額7,100万円、

前年度予算額7,400万円、比較300万円の減でございます。 

 これは、自動車重量税の1,000分の407を市町村に譲与されるもので、市町村道延長

割と道路面積割、各２分の１が配分されて交付を受けるものでございます。地財計画

では前年度比97.3パーセントでございますので、同じ率を見込んだ上で100万円単位の

整理をいたしまして、7,100万円の計上といたしました。以下、同様の考え方で予算見

込みをいたしております。 

 ２項１目地方揮発油譲与税でございますが、本年度予算額2,700万円、前年度予算額

2,800万円、比較100万円の減であります。 

 これにつきましては、ガソリン等の揮発油に課税されております地方道路税の100分

の42相当額を市町村が譲与を受けるものでございまして、これも前項同様に道路延長

と道路面積に応じて、それぞれ２分の１ずつが配分されるものです。 

 18ページになります。３款１項１目利子割交付金。本年度予算額、前年度予算額と
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もに100万円、比較ゼロでございます。 

 利子割交付金につきましては、道民税の利子割分ということで、利子課税額の５分

の３相当額を、町民の個人道民税額で按分して交付を受けるものでございます。 

 20ページをお開きください。４款１項１目配当割交付金でございます。本年度予算

額20万円、前年度予算額20万円で、比較ゼロです。 

 これは上場株式や公募型の証券投資信託の配当に対して、北海道が市町村分も含め

て、26年１月からは５パーセントで課税をいたしております。この額の1,000分の594

を、個人道民税額で按分したものが交付されるものです。 

 次に、22ページの５款１項１目株式等譲渡所得割交付金でございます。本年度予算

額30万円、前年度予算額10万円、比較20万円の増であります。 

 これも、４款の配当割交付金と同様の方式で計算されまして、特定株式の譲渡所得

の按分額を受けるものでございます。地財計画では、前年比305パーセントと大きく伸

びておりますので、その分を見込んでおります。 

 24ページになります。６款１項１目地方消費税交付金でございます。本年度予算額

１億900万円、前年度予算額7,200万円、比較で3,700万円の増でございます。 

 平成26年度から消費税と地方消費税の税率が合わせて８パーセントに引き上げられ

まして、地方消費税は1.0パーセントから1.7パーセントとなりました。地方消費税交

付金のうち市町村分となる、1.7パーセントの２分の１に相当する額について、本町の

人口と事業所統計の従業者数を基礎数値といたしまして、それぞれ計算されて交付を

受けるものでございます。地財計画上は152パーセントの伸びでありますので同率の増

を見込んでおります。 

 26ページの７款１項１目自動車取得税交付金でございます。本年度予算額1,400万円、

前年度予算額1,400万円、比較ゼロでございます。 

 これは、道税の自動車取得税の66.5パーセント相当の交付を受けるということで、

交付基準は、２款の地方譲与税の計算と同様でございます。 

 次、28ページとなります、８款１項１目国有提供施設等所在市町村助成交付金でご

ざいます。本年度予算額、前年度予算額ともに30万円で、比較ゼロでございます。 

 これは国からの基地交付金でございまして、総進の射撃場の土地と建物に対しまし

て交付を受けております。 

 30ページになります。９款１項１目地方特例交付金です。本年度予算額、前年度予

算額ともに130万円、比較ゼロでございます。 

 平成20年度に創設された住民税の住宅ローン減税分の計上となります。地財計画で

は前年比99.7パーセントのため、同額といたしております。 

 次に、32ページ。10款１項１目地方交付税。本年度予算額28億8,500万円、前年度予

算額29億3,500万円、比較で5,000万円の減でございます。 

 普通交付税が28億円、特別交付税が8,500万円という内訳でございます。地方財政計

画では、出口ベースで前年度対比0.8パーセントのマイナス、金額では1,307億円の減

額となる16兆7,548億円という予算になっております。 

 今年度の特徴ですけれども、まず入口ベースでは、交付税原資の安定性の向上、充

实を図るために、地方交付税の法定率が見直されることとなりました。所得税及び法
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人税はそれぞれ33.1パーセントに、酒税は50パーセントに改正されまして、総額では

900億円程度が増額となる見込みでございます。また、出口ベースでは、前年度の「地

域の元気創造事業費」というのがありました、これが3,500億円を取り込みまして、総

額1兆円の「まち・ひと・しごと創生事業費」というのが創設されました。この中では、

地域の元気創造事業費が500億円増額の4,000億円程度、人口減尐等特別対策事業費分

で6,000億円程度が、行革努力ですとか、人口増減などの指標に基づいて、都道府県分、

市町村分として算定されます。 

 このようなことから、算定の影響額とさきほど説明申し上げました地方消費税交付

金の増、これを勘案いたしまして、普通交付税は、前年比1.8パーセント減の28億円で

計上したところでございます。一方、特別交付税につきましては、災害や地域の特殊

事情に対して交付されるものですけれども、27年度までは交付税全体額の６パーセン

トが維持されることとなっておりますので、前年同額の8,500万円を計上いたしたとこ

ろでございます。 

 なお、普通交付税の財源不足のため、地方で発行が認められている臨時財政対策債

につきましては、地財計画では19.1パーセントの減となりましたけれども、72ページ

に掲載のとおり、前年までの实績等から見込みまして、前年度同額の１億7,000万円で

計上させていただいております。 

 次に34ページをお開きください。11款１項１目交通安全対策特別交付金でございま

すが、本年度予算額100万円、前年度予算額140万円、比較40万円の減でございます。 

 これは交通違反反則金の３分の１から、指定都市分を控除した額を、市町村が按分

して交付を受けるものでございまして、過去２年間の人身事故件数とＤＩＤ人口、そ

して改良済道路延長の按分で計算されるものです。地財計画では若干の伸びですが、

前年度实績から推計し、100万円と見込んでおります。 

 以上、２款から11款まで歳入の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほど

お願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 歳入の２款から11款までの説明が終わりましたので、質疑

に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

〔「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、歳入の２款から11款までの質疑

を終わります。 

 なお、12款から15款、20款から21款の歳入につきましては、関係する歳出の際に説

明が終わっておりますので、次に16款財産収入、17款寄附金、18款繰入金、19款繰越

金について、一括して説明を求めます。 

 総務課長。 

〔総務課長 藤澤敤司君登壇〕 

○総務課長（藤澤敤司君） それでは16款から19款までの歳入の内訳を申し上げます。

予算書54ページ、55ページ。 

 16款１項１目財産貸付収入でございます。本年度予算額1,524万５千円、前年度予算

額1,460万９千円、比較で63万６千円の増でございます。 
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 この内訳ですけれども、土地につきましては、实勢価格を基本といたしまして、固

定資産税の評価額を0.7で割り返しますと、实勢価格が出ますので、これに100分の４

を乗じて、年額の貸付料を算定いたしております。家屋の貸付料につきましては、建

物の評価基準に基づきまして、物件ごとに貸付料を算定いたしております。 

 まず１番の北海道警察職員住宅敶地貸付料から７番の札幌管区気象台吉野観測所敶

地貸付料までは、前年度と同じ内容でございます。８番の樺戸農業開発事業所敶地貸

付料171万円でございますけれども、土地貸付けと合わせまして、本年度で貸付期間終

了となるため、下水道受益者負担金相当の繰上分も含めております。10番、その他土

地貸付料150万円でありますが、樺戸セレモニーホールの敶地が主なものでございます。

11番の教員住宅貸付料でありますが、これは13戸中12戸の入层を見込み、328万５千円

としております。最後に12番の、その他町有住宅等貸付料につきましては、751万３千

円を見込んでおりますが、町有住宅が17戸分の使用料で441万８千円。樺戸セレモニー

ホールが187万９千円。そらち森林組合事務所が78万円などとなっております。 

 続きまして、１項２目利子及び配当金でございますが、予算書は54ページから57ペ

ージまでとなります。本年度予算額658万４千円、前年度予算額597万６千円、比較で

60万８千円の増でございます。これは10本の基金の利子を計上いたしておりますけれ

ども、預け入れ金融機関を北門信用金庫とＪＡピンネの２か所といたしておりまして、

金利は0.095パーセントから0.20パーセントで計上いたしております。 

 10本の基金ですが、27年３月末の基金残高は、約46億6,000万円を見込んでおります。

これに、北海道備荒資金組合の納付金も27年３月末で見込みますと、まだ利息が未確

定でありますけれども、普通納付が１億2,029万円、超過納付が12億9,134万円ありま

すので、合計で14億1,163万円となります。先ほどの基金と合わせますと、概ね60億７

千万円を保有していることとなります。 

 次に56ページの、２項１目の不動産売払収入でありますけれども、本年度予算額、

前年度予算ともに２千円、比較ゼロでございます。土地売払収入・建物売払収入は、

科目存置で計上いたしております。 

 ２項２目の物品売払収入でありますけれども、本年度予算額、前年度予算額ともに

１千円で、同様に科目存置であります。 

 次に、２項３目の生産物売払収入ですが、本年度予算額３万円、前年度予算額４万

円、比較１万円の減で、文化伝習館の製品販売収入を見込んでおります。 

 次に、58、59ページをお開きください。17款１項１目一般寄附金1千円。これも予算

科目の存置ということでご理解をいただきたいと思います。 

 １項２目総務費寄附金。本年度予算額100万円、前年度予算額10万円、比較90万円の

増であります。ふるさと応援寄附金は26年度の实績から判断いたしまして、一定程度

の寄附が見込まれますが、当初予算では100万円を計上いたしております。 

 60ページ、61ページになります。18款１項１目基金繰入金。本年度予算額１億816万

１千円、前年度予算額7,557万８千円、比較で3,258万３千円の増でございます。 

 基金からの繰り入れにつきましては、一般財源の不足を補てんするというための措

置でありますけれども、1番の財政調整基金の繰入金につきましては7,663万円でござ

います。２番の育英事業基金繰入金、これは教育費の育英事業貸付金に充当するもの
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でございまして、296万円計上いたしております。３番の水と緑のまちづくり推進基金

繰入金につきましては、徳富川ラブリバー推進協議会の事業に充当するものでござい

まして、前年同額12万５千円でございます。４番のふるさと応援基金繰入金、これは

図書館の図書購入に100万円、小中学生の文化スポーツ活動のユニフォーム等の補助に

30万円、しんとつかわ駅利用促進に12万２千円を計上いたしました。５番の子ども夢

基金繰入金2,702万４千円でございますけれども、これは福祉医療費の乳幼児等の助成、

それから子ども生活応援事業に充当するものであります。 

 最後に、62、63ページになります。19款１項１目繰越金でございます。本年度予算

額、前年度予算額ともに１千円でございまして、予算編成上の科目存置でございます。 

 以上、16款から19款まで歳入の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほど 

お願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 歳入の16款から19款までの説明が終わりましたので、質疑

に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

 ７番、長名實君。 

○７番（長名 實君） 財産貸付収入について、６番の中央団地駐車場敶地貸付料、

これほかの団地にも駐車場はついてはいるのですけれど、この中央団地だけというの

はどういうわけなのですか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（藤澤敤司君） ほかの公営住宅につきましては、公営住宅の貸付料とい

いますか、使用料の方で計上いたしております。ここは普通財産という扱いなもので

すから、こちらの方で中央団地の駐車場のみ、こちらの方で別途計上させていただい

ているということでございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございますか。 

〔「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、歳入の16款から19款までの質疑

を終わります。 

 これで歳入の質疑を終わります。 

 以上で、平成27年度新十津川町一般会計予算の質疑を終わります。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

                                     

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第18号を採決いたします。 

 この採決は起立によって行います。 
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 本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（長谷川秀樹君） 着席ください。 

 起立多数です。 

 したがって、議案第18号、平成27年度新十津川町一般会計予算は、原案のとおり可

決されました。 

                                     

     ◎散会の宠告 

○議長（長谷川秀樹君） 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 明日は午後１時より、本会議にて予算審議を再開いたしますので、よろしくお願い

いたします。 

 それでは本日はこれで散会いたします。どうもご苦労様でした。 

（午後３時10分） 
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     ◎開議の宠告 

○議長（長谷川秀樹君） ただ今出席している議員は11名であります。定足数に達し

ておりますので、これより本日の会議を開きます。 

（午後１時00分） 

                                     

     ◎議事日程の報告 

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

づき、順を追って進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

                                     

    ◎会議録署名議員の指名 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員につきましては、会議規則により議長より指名いたします。 

 ９番、樋坂里子君。10番、西永勝治君。両君を指名いたします。 

                                     

   ◎議案第19号の説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第２、議案第19号、平成27年度新十津川町国民健康保

険特別会計予算を議題といたします。 

 それでは歳入と歳出を一括して、歳出から説明を求めます。 

 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） それでは国民健康保険特別会計の予算内容説明に際し

まして、まず、本年２月末日現在の国民健康保険加入状況をご報告申し上げます。加

入世帯は1,022世帯、被保険者数は1,860名でございます。加入者の全人口に占める割

合は26.9パーセントとなっております。 

 はじめに歳出からご説明いたします。予算書212ページから217ページになります。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。本年度予算額26万９千円、前年度

予算額25万２千円、比較１万７千円の増額。財源はすべて一般財源でございます。国

保の旅費、参考図書等の事務経費を計上してございます。 

 ２目広域連合負担金。本年度予算額４億79万９千円、前年度予算額３億9,398万３千

円、比較681万６千円の増額。財源はすべて一般財源でございます。国民健康保険事業

空知中部広域連合分賦金ですが、内訳は医療給付分賦金で３億1,994万２千円、介護保

険分賦金で2,570万３千円、後期高齢者支援金分賦金5,515万４千円となっております。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費。本年度予算額38万５千円、前年度予算額132万９千円、

比較94万４千円の減額となっております。前年度比較で94万４千円の減額となってお

ります要因は、国保システムの改修費用が発生しないためでございます。財源は、そ

の他財源で督促手数料１千円、一般財源38万４千円でございます。国保税賦課事務で

は、納税通知書発送代ほか賦課徴収に係る事務経費を計上しております。 

 ３項審議会費、１目審議会費。本年度予算額８万９千円、前年度予算額８万７千円、

比較２千円の増額となっております。財源はすべて一般財源でございます。こちらに
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つきましては、国保税審議会の開催経費で、審議委員６名、２回分の開催経費を計上

してございます。 

 ２款基金積立金、１項基金積立金、１目基金積立金。本年度予算額26万５千円、前

年度予算額23万３千円、比較３万２千円の増額となります。財源はすべてその他財源

で、国保基金預金利子でございます。これは基金積立金として預金利子をそのまま積

み立てるもので、預金利率は0.2パーセントで計上しております。 

 ３款公債費、１項公債費、１目利子。本年度予算額１千円、前年度予算額１千円、

比較０円。こちらは科目存置でございます。 

 ４款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金。本年

度予算額60万円、前年度予算額60万円、比較０円。すべて一般財源でございます。 

 ２目退職被保険者等保険税還付金。本年度予算額５万円、前年度予算額５万円、比

較０円。すべて一般財源でございます。 

 ２項繰出金、１目一般会計繰出金。本年度予算額１千円、前年度予算額１千円、比

較０円。すべて一般財源で、こちらは科目存置でございます。 

 ５款予備費、１項予備費、１目予備費。本年度予算額20万円、前年度予算額20万円、

比較０円。すべて一般財源でございます。 

 次に、歳入についてご説明申し上げます。予算書206ページから211ページになりま

す。 

 国民健康保険税につきましては、平成26年度の調定額を勘案し算定しておりますが、

まだ、平成26年の所得が確定しておりませんので、確定後に本算定を行い、補正予算

をご提案させていただきます。 

 １款国民健康保険税、１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税。本

年度予算額２億568万４千円、前年度予算額２億2,441万３千円、比較1,872万９千円の

減額であります。 

 １節医療給付費分現年課税分１億5,227万７千円、２節後期高齢者支援金分現年課税

分3,484万円、３節介護納付金分現年課税分1,808万７千円、４節医療給付費分滞納繰

越分43万円、５節後期高齢者支援金分滞納繰越分４万円、６節介護納付金分滞納繰越

分１万円でございます。現年度分につきましては、収納率98パーセントで試算してお

ります。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税。本年度予算額813万６千円、前年度予算額999

万８千円、比較186万２千円の減額でございます。 

 １節医療給付費分現年課税分568万６千円、２節後期高齢者支援金分現年課税分122

万円、３節介護納付金分現年課税分121万円、４節医療給付費分滞納繰越分１万８千円、

５節後期高齢者支援金分滞納繰越分１千円、６節介護納付金分滞納繰越分１千円を見

込んでおります。現年度分につきましては、収納率98パーセントで試算しております。 

 ２款使用料及び手数料、１項手数料、１目総務手数料。本年度予算額１千円、前年

度予算額１千円、比較０円でございます。１節督促手数料１千円で、こちらは科目存

置でございます。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金。本年度予算額１億727万円、

前年度予算額6,394万８千円、比較4,332万２千円の増額でございます。 
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 １節保険基盤安定繰入金3,829万６千円、２節その他一般会計繰入金6,897万４千円

でございます。この繰入金につきましては、一般会計の保健衛生総務費から繰出され

るものを受けるもので、１節は保険税の７割、５割、２割軽減世帯の減額補填をする

保険基盤安定繰入金でございます。なお、平成27年２月末日現在の軽減世帯数及び人

数は、７割軽減が362世帯、477名、５割軽減が171世帯、309名、２割軽減が111世帯、

212名となてございます。 

 ２節は、保険者の原因によらない高齢者割合の高さ、所得水準の低さ、病床数の多

さを勘案して計算した国保財政安定化支援分1,089万円、広域連合事務費分1,200万１

千円、町の事務費分74万３千円、出産育児一時金分280万円、歳入不足を補うための繰

入金4,254万円でございます。 

 一般会計、４款１項１目保健衛生総務費で、国民健康保険特別会計繰出金のうち、

国保会計の歳入不足を補うための繰出金についてのご質問をお受けいたしましたので、

ここで内容について申し上げます。 

 国保会計の歳出の主なものは、空知中部広域連合分賦金で平成27年度につきまして

は、前年比681万６千円増額となっております。その主な要因は、前期高齢者交付金で

ございまして、前期高齢者交付金は、65歳から74歳までの医療費を加入率や医療給付

費に応じて財政負担を調整する仕組みで、２年前の概算分と、その２年後に实際の確

定値を用いて算出する精算分がありまして、平成27年度予算におきましては、平成25

年度の精算として7,406万６千円戻さなければならないことが影響しております。 

 その理由といたしましては、団塊の世代が前期高齢者になることで、多くの方が国

保に入ると見込みましたが、見込みより加入者が尐なかったためでございます。 

 本来、国民健康保険特別会計は、保険税、国庫負担、法律で定められた一般会計の

繰入金で賄うことが大前提でございます。本町では、基金を積み立て、国保財政の資

金不足に充てることとしております。しかしながら、平成27年度当初予算は、国保基

金を全額取り崩しても、なお、歳入不足となったことから、一般会計から繰り入れを

するものでございます。 

 続きまして、２項基金繰入金、１目国民健康保険事業基金繰入金。本年度予算額

8,127万８千円、前年度予算額9,811万８千円、比較1,684万円の減額でございます。 

 ４款繰越金、1項繰越金、1目繰越金。本年度予算額１千円、前年度予算額１千円、

比較ゼロ円で、こちらは科目存置でございます。 

 ５款諸収入、１項延滞金及び過料、１目一般被保険者延滞金、２目退職被保険者等

延滞金、３目過料。ともに本年度予算額１千円、前年度予算額１千円、比較ゼロ円で、

科目存置でございます。 

 ２項預金利子、１目預金利子。本年度予算額26万５千円、前年度予算額23万３千円、

比較３万２千円の増額で、国保基金の預金利子分でございます。 

 ３項雑入、１目滞納処分費。本年度予算額２万円、前年度予算額２万円、比較ゼロ

円。滞納処分費の受入分でございます。 

 ２目広域連合支出金。本年度予算額１千円、前年度予算額１千円、比較ゼロ円で、

科目存置でございます。 

 以上、国民健康保険特別会計歳入歳出予算の説明とさせていただきます。よろしく
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ご審議たまわりますようお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

 ９番、樋坂里子君。 

○９番（樋坂里子君） 今、あのいろいろ説明いただいたのですけれども、基金から

の繰り入れをしながら、収支を合わせているのですけれども、先ほど説明ありました

ように26年度の決算がはっきりしていないので、何と言ったらいいかな、私聞きたい

のは、これから５月か６月に、補正、改正やるのですけれども、その時に値上げをし

なくてもやっていけれるような状態なのかどうかというのをちょっとお聞きしたいの

ですけれども。 

○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） 今のは国保税を上げるかどうかというご質問だと思う

のですけれども、前年度の所得が確定いたしまして、６月頃にだいたい数字が出ます

ので、それをもとに再度国保税がいくら確保できるかという試算をいたしまして、今、

当初予算と比較しまして、もし国保税がこれ以下に下がるとすれば、保険税を見直す

必要があるとかないとか、もしかしたら国保税が増額する場合もありますので、一概

に下がるともいえないのですけれども、どちらにいたしましても国保税審議会を開催

する予定でございますので、審議会の意見を踏まえながら、税率については検討させ

ていただくことがあるということを、ここでお答えさせていただきます。以上でござ

います。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

 ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） 予算についてはよく理解をいたしましたが、ちょっと先の話

ですけれども、先だって副町長の方から説明がございましたけれども、その件につい

てちょっと確認をしておきたいなと思うのですけれども、いわゆるそのこれだけ高齢

化が進むということが、この制度ができた時点ではたぶん予想していなかったんだろ

うと、私は思います。ですから国保税を納める方々は安定した数値が確保されるとい

う前提の中で作られた仕組みだというふうに思うのですけれども、非常に高齢化が進

み、なおかつ税を納める対象者も減ってきているという中で、この仕組みそのものが

大変な時代になってきているのだろうというふうに思います。そういった中で、副町

長さんから説明ありましたように、もう自治体単独では無理だから、道が頭になって

こういった部分をやっていくのだというふうなことでの制度が変更されていくという

流れだと思うのですけれども、ちょっとお尋ねしたいのですけれども、そういう流れ

の中で、私たちが納める税が増えるということについては、多尐は今みたいに自治体

単位でやっていれば、それは納得せざるを得ないかなというふうに思うのですけれど

も、その北海道全体を見てもなんといいますか、国保の部分が安定しているという表

現はおかしいかもしれないですけれど、そういう町は尐ないように思うのですけれど

も、果たして道全体でやったときに、国等からのてこ入れが今まで以上にあって、安

い保険料で安心してお医者さん等にかかれるような形になるのかどうか。ちょっと先
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の話で申し訳ないのですけれども、副町長、この税のことに大変詳しいので、この辺

についてちょっと議会の場でお聞きしたいなと思いまして、発言させていただきまし

たので、持ちうる情報で結構でございますので、ある程度先の見通しの話で申し訳な

いですけれども、お聞かせいただければと思います。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 副町長。 

○副町長（佐川 純君） それではお答えをいたします。私が答えれということであ

りますので、知っている情報といいますか、状況についてお話をさせていただきます

けれども、今ほど３番議員さんからお話あったとおり、どこの市町村も、全国の市町

村の中でその国保の財政といいますか、国保の運営については非常に厳しいものがあ

るということで、国が平成30年から都道府県単位とした広域連合にして運用していく

という方向に決まって、その進んでいくことになるわけですけれど、ただ当初は全体

的なものを全部移して、広域連合の中で、都道府県単位でというような予測もあった

のですけれど、ここに来て国の方といいますか、言っているのは、都道府県単位を持

って国保財政の安定的な運営のためにということで、都道府県単位の連合は広域連合

の運営については、財政を安定させる運営のためにやっていくという言い方をしてお

りますので、基本的に市町村が持っている、今やっているような業務についてはほと

んど変わらないということで思っております。 

 そこでご指摘のとおり、その中で被保険者の国保税についてはどうなるかというこ

とでありますけれど、全体の財政安定ではありますけれど、被保険者の市町村ごとの

被保険者の国保加入世帯といいますか、その方々の税までを均一化してやろうという

ところまでには、多分ならないと思いますので、それぞれ市町村単位で必要な割り当

ての、分賦金割り当ての税をどのように割り振りをして、納付していくかということ

になろうかと思いますので、現在、新十津川町が入っております中部広域連合のやり

方を、都道府県単位の規模に直したということだけになろうかと思います。 

 そこで議員おっしゃられるとおり、全道の中にはいいところもあれば悪いところも

あるわけですから、それらが合わさって、全部プールにしてということには多分なら

ないというふうに、今、申し上げましたとおり、そういう状況でありますので、いい

ところはいいなりに、また非常に厳しいところはそういう状況になるかと思います。

ただ、国の方は、先ほど申し上げましたように、財政安定というようなことを言って

おりますから、今よりは国保会計、運営に対して国の支出といいますか、国の負担と

いうのは多くなるというふうには見ておりますけれど、ちょっと長くなりますからあ

れですけれど、基本的には医療費だけで申し上げますと、病院で３割を負担をして、

残り７割については国がその半分を見ます。その半分についてはそれぞれの被保険者

が保険者単位で、その半分については持つというのが基本でありますから、100からい

えば35パーセント、70の内の半分ですから35パーセントを被保険者が相互において割

り振りをするわけですから、そのあと税率についてはどういうふうにしていくかとい

うのは、それぞれの保険者単位でありますけれど、そういう基本ルールの中でありま

すから、どういうふうに今後、国が面倒見るといっても、どこまで見ていただけるか

わかりませんけれど、そういう基本的なものは変わらないというふうに思っておりま
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す。 

 30年までですから、もう３年ほどありますので、その中で具体的にどのような負担

になるかというのが明確になるかと思いますけれども、残念ながら私どもの知り得て

いる範囲では、現在のような、今申し上げましたようなところまでしかわかっており

ません。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） ３番、青田良一君。 

○３番（青田良一君） ありがとうございました。結局、今の話を聞いてみますと、

今後も国保会計については、新十津川はそれなりに努力をしていかなければならない

というお話でなかったかなというふうに思います。そうしますと、ある程度こういっ

た状況化の中で、町民みんなが協力した形の中で、これを支えていかないとどうにも

ならないかなというふうに、私は考えたところでございます。いわゆる一般行政の方

でやっている、なるべく病気にかかったりなんかしないようなことを、日常生活の中

で实践しながら、お互いに国保のお世話にならないようにと言い方が正しいのかどう

かわかりませんけれども、そういう形を展開していかなければ、現在は下回ってくる

ことはないのだということではないかなというふうに理解しましたので、こちら側も

行政側の皆さんも一緒になってがんばっていかなければいけないということではない

のかなと思います。変なことをお聞きして申し訳なかったですけれども、一応そうい

うことで質問を終わります。 

○議長（長谷川秀樹君） ほかに質疑ございませんか。 

 10番、西永勝治君。 

○10番（西永勝治君） ちょっとあのお尋ねしたいのですけれども、先ほど国保会計

の中で、冒頭２月末の世帯が1,022世帯という話でありました。さらにまた保険基盤安

定繰入金が７割から20パーセントまで減免されている方が、それぞれ362、171、111世

帯というふうにお伺いしたのですが、これでいきますと減免されている方が644世帯と

いう考え方でよろしいですか。 

○議長（長谷川秀樹君） 答弁を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（遠藤久美子君） そのとおりです。それで補足いたしますと、平成26年

度の減免世帯は先ほど申し上げたとおりですけれども、所得の分布、やはり所得の低

い方が多いということが、先ほどの軽減の数を見れば一目瞭然だと思いますけれども、

税金につきましても、ですから１世帯当たりの税額につきましても、年額５万円未満

という方がやっぱり337世帯、これはある一時点の状況ですけれども、常時変動してい

るものですから変わりますけれども、おおむね一番分布が多いのはそこの層になって

おります。以上です。 

○議長（長谷川秀樹君） ほか質疑ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑がないようですので、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〕 
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○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第19号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（長谷川秀樹君） 着席ください。 

 起立多数です。 

 したがって、議案第19号、平成27年度新十津川町国民健康保険特別会計予算は、原

案のとおり可決されました。 

                                     

     ◎議案第20号の説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第３、議案第20号、平成27年度新十津川町後期高齢者

医療特別会計予算を議題といたします。 

 それでは歳入と歳出を一括して、歳出から説明を求めます。 

 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） それでは、後期高齢者医療特別会計について、ご説明

申し上げます。 

 本年２月末日現在の後期高齢者医療保険加入状況についてですが、後期高齢者医療

被保険者数は1,397名で、前年同期1,354名ですので、43名の増加となっております。

加入者の全人口に占める割合は20.2パーセントとなっております。 

 はじめに歳出からご説明申し上げます。予算書228ページから231ページとなります。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。本年度予算額72万７千円、前年度

予算額76万６千円、比較３万９千円の減額。財源内訳は、一般財源で72万７千円でご

ざいます。支出の内容は、参考図書や郵券代などの事務経費を計上しております。 

 ２項徴収費、１目徴収費。本年度予算額25万５千円、前年度予算額25万４千円、比

較１千円の増額でございます。財源内訳は、その他財源で督促手数料１千円、一般財

源25万４千円でございます。支出の内容は、徴収に係る事務経費でございます。 

 ２款後期高齢者医療広域連合負担金、１項後期高齢者医療広域連合負担金、１目後

期高齢者医療広域連合負担金。本年度予算額１億523万４千円、前年度予算額１億748

万５千円、比較225万１千円の減額となります。減額の主な要因は、保険料分で212万

円減額すると見込んでおります。財源はすべて一般財源でございます。 

 支出の内容は、被保険者から徴収します保険料分で7,206万２千円、低所得者の保険

料軽減分を北海道が４分の３、町が４分の１負担し補填する基盤安定負担金分で3,036

万３千円、広域連合共通経費分で280万９千円でございます。 

 ３款諸支出金、１項繰出金、１目一般会計繰出金。本年度予算額１千円、前年度予

算額５万２千円、比較５万１千円の減額であります。こちらは科目存置でございます。 

 ２項償還金及び還付加算金、１目償還金及び還付加算金。本年度予算額10万円、前

年度予算額10万円、比較ゼロ円でございます。財源は、すべてその他財源の保険料還
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付金で、過年度分還付金に充てるものでございます。 

 ４款予備費、１項予備費、１目予備費。本年度予算額10万円、前年度予算額10万円、

比較ゼロ円で、財源は一般財源でございます。 

 次に、歳入についてご説明申し上げます。予算書224ページから227ページとなりま

す。 

 １款後期高齢者医療保険料、１項後期高齢者医療保険料、１目後期高齢者医療保険

料。本年度予算額7,206万１千円、前年度予算額7,418万１千円、比較212万円の減額で

ございます。 

 １節現年度保険料7,206万円、２節滞納繰越分１千円でございます。保険料は、北海

道後期高齢者広域連合が本町の平均被保険者数を推計し、1,417名として、平成26年度

の賦課实績などを加味して算出したものでございます。 

 ２節滞納繰越分１千円ですが、こちらは科目存置でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項総務手数料、１目総務手数料。本年度予算額１千円、

前年度予算額１千円、比較ゼロ円。１節督促手数料１千円。こちらは科目存置でござ

います。 

 ３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金。本年度予算額3,425万円、

前年度予算額3,437万８千円、比較12万８千円の減額でございます。  

 １節保険基盤安定繰入金3,036万３千円は、一般会計の保健衛生総務費から繰出しま

した軽減世帯の減額補填をする基盤安定繰出金をこの科目で受けるものでございます。

軽減対象者数ですが、７割軽減の暫定措置で９割又は8.5割軽減者が680名、５割軽減

者は154名、２割軽減者は87名、社会保険の被扶養者９割軽減者は77名でございます。 

 ２節その他一般会計繰入金388万７千円は、広域連合共通経費分280万９千円、町の

事務費分107万８千円となっております。 

 ４款諸収入、１項延滞金及び過料、２項雑入の各目につきましては、科目存置でご

ざいます。 

 ３項償還金、1目保険料還付金は、本年度予算額10万円、前年度予算額10万円、比較

ゼロ円で、保険料還付金を見込んでおります。 

 ５款繰越金、1項繰越金、1目繰越金につきましては、科目存置でございます。 

 次に、広域連合支出金につきましては、本年度予算額０円、前年度予算額９万２千

円、比較９万２千円の減額となります。これにつきましては、後期高齢者医療制度設

立時に北海道後期高齢者医療広域連合が特例基金を財源として、被保険者への細やか

な相談体制の整備等のため市町村に交付金を交付し、实施してまいりました。その基

金残高が残り尐なくなり、事業の継続が困難であることから、平成26年度で終了する

ため、今年度については予算計上をしておりません。 

 以上、後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算の説明とさせていただきます。よろし

くご審議いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑のある方は発言を願います。 

〔「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、これで質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第20号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（長谷川秀樹君） 着席ください。 

 起立多数です。 

 したがって、議案第20号、平成27年度新十津川町後期高齢者医療特別会計予算は、

原案のとおり可決されました。 

                                     

     ◎議案第21号の説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第４、議案第21号、平成27年度新十津川町下水道事業

特別会計予算を議題といたします。 

 それでは歳入と歳出を一括して、歳出から説明を求めます。 

 建設課長。 

〔建設課長 村中忠夫君登壇〕 

○建設課長（村中忠夫君） それでは、平成27年度新十津川町下水道事業特別会計予

算の内容をご説明申し上げます。 

 最初に歳出からご説明をいたします。予算書は244ページ、245ページをお開き願い

ます。 

 １款下水道費、１項下水道整備費、１目総務管理費ですが、本年度予算額1,312万８

千円、前年度予算額866万１千円、比較で増額の446万７千円でございます。増額の主

な内容といたしましては、下水道事業消費税納付金の増によるものでございます。財

源内訳は、すべてその他財源で1,312万８千円。内容は、現年度受益者負担金39万５千

円、受益者負担金滞納繰越分１千円、一般会計繰入金1,273万２千円でございます。 

 次に、内容のご説明をいたします。 

 １番目の下水道総務事務21万５千円につきましては、下水道事業推進に係る旅費、

消耗品などの事務費と、町が加盟する下水道団体への負担金でございます。 

 ２番目の受益者負担金徴収事務８万７千円。これにつきましては、新規賦課２件分

に係る前納報奨金、それから徴収にかかる郵券料、口座振替手数料、及び電算システ

ム保守点検委託料でございます。 

 ３番目の下水道事業消費税納付金1,282万６千円につきましては、今年度に納付する

消費税でございまして、平成26年度分の第３期中間申告分、それと確定申告分、それ

と平成27年度分の第１期、第２期の中間申告分、計４回の納付という形になります。

先ほど増額要因で申しましたけれども、昨年４月に消費税が８パーセントにアップし

たことに伴いまして、課税売上げ、要は下水道の使用料でございますけれども、これ
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が伸びたこと、それと課税仕入れ、控除時の特定収入、これが多会計繰入金とか、補

助金になるのですけれども、こちらの分の税額の分が伸びたことによりまして、昨年

度より40万円ほど増額ということになってございます。 

 次に、２目下水道建設費でございますけれども、本年度予算額2,017万８千円、前年

度予算額460万６千円、比較で増額の1,557万２千円でございます。増額の主な内容に

つきましては、上徳富丘陵堤整備に伴いまして、下水道管渠移設に係る設計委託料、

それとみどり区自治会館建替えに伴います下水道管渠新設に係る工事請負費の増によ

るものでございます。 

 財源内訳につきましては、国道支出金で190万円。これは社会資本整備総合交付金で

交付率は２分の１。地方債で380万円。これにつきましては流域下水道事業債で、充当

率は100パーセントでございます。その他財源で1,447万８千円。一般会計からの繰入

金347万８千円と、石狩川築堤工事補償金1,100万円でございます。 

 次に、内容のご説明をいたします。 

 １番目の公共下水道整備事業1,590万円。これにつきましては、先ほど増額要因でも

述べましたけれども、上徳富丘陵堤整備に伴う下水道管渠移設に係る設計委託料と、

みどり区自治会館建替えに伴う下水道管渠新設に係る工事請負費。その他に、新築な

どにより新規に下水道へ繋ぎ込む為の公共桝設置費用でございまして、２件分を計上

させていただいております。 

 なお、下水道管渠新設工事の内容でございますけれども、主要工事一覧表と箇所図

をご参照願いたいと思います。位置図としては、下の方に四角で囲ってある部分の、

みどり区の会館建替えのところと一緒に印がついているのですけれども、みどり区の

会館自体が、現在の会館よりも北側の方に40メートルくらいずれるような位置に建設

されるものですから、そこには公共枟自体がついておりません。それでここは北１線、

町道名は北１線になるのですけれども、本管自体は入っていっても８メートルくらい

深い位置に入っているものですから、その公共枟からの取り付け管が直接本管に取り

付けるのがちょっと無理だという中で、浅い位置にサービス管を設けるような形で、

この会館の汚水を処理するというような中身になってございます。それでφ150ミリの

塩ビ管57メートルを布設することとしてございます。 

 ２番目の石狩川流域下水道建設負担金427万８千円につきましては、石狩川流域下水

道が实施いたします下水道施設整備に係る本町の負担分でございまして、市町村負担

予定総額につきましては、１億42万２千円で、そのうち本町の負担率は、処理場3.3パ

ーセント、管渠が3.8パーセントとなってございます。ちなみに石狩川流域下水道の27

年度の事業内容といたしましては、処理場では水処理施設にかかるケイ藻設備の更新、

管渠の部分に関しましては滝川及び砂川中継ポンプ場の機器更新を予定しているよう

でございます。 

 続きまして、２項下水道維持費のご説明をいたします。予算書は246ページから249

ページになります。 

 ２項下水道維持費、１目維持管理費ですが、本年度予算額2,498万２千円、前年度予

算額3,655万３千円、比較で減額の1,157万１千円でございます。減額の主な内容とい

たしましては、職員の異動に伴います人件費の他に、公共汚水桝修繕料、それとみど
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り中継ポンプ場等長寿命化計画策定経費の減によるものでございます。財源内訳は、

すべてその他財源で、公共下水道使用料2,498万２千円でございます。 

 次に、内容のご説明をいたします。 

 １番目の下水道管理事務917万３千円につきましては、下水道使用料の徴収事務に係

る人件費１名分、及び口座振替手数料、並びに西空知広域水道企業団への使用料賦課

事務委託料、それと電算システム保守料でございます。 

 ２番目の下水道施設維持管理事務402万２千円につきましては、管渠及び中継ポンプ

場、マンホールポンプ所などの施設の維持管理及び運転管理に要する経費でございま

す。 

 ３番目の石狩川流域下水道組合管理運営負担金1,178万７千円につきましては、６市

４町で構成しております石狩川流域下水道組合が維持管理をしてございます、奈五江

浄化センターの維持管理に要する経費の内、本町の共同負担及び水量負担分を計上さ

せていただいております。 

 続きまして、２款公債費、１項公債費のご説明をいたします。予算書は248ページ、

249ページでございます。 

 ２款１項１目元金ですが、本年度予算額１億315万６千円、前年度予算額１億52万１

千円、比較で増額の263万５千円でございます。財源内訳は、すべてその他財源で、内

訳は、公共下水道使用料593万円、公共下水道使用料滞納繰越分１千円、一般会計繰入

金9,722万３千円、前年度繰越金１千円、延滞金１千円でございます。 

 次に、内容のご説明をいたします。 

 １番、地方債償還元金１億315万６千円。これにつきましては、平成４年度債から平

成21年度債の償還元金でございまして、地方債の年度末における現在高の見込みにつ

きましては、256ページをお開き願いたいと思うのですけれども、こちらに地方債の現

在高の見込みに関する調書、こちらをご参照願いたいというふうに思います。 

 次に、２目利子ですが、本年度予算額3,208万８千円、前年度予算額3,455万８千円、

比較で減額の247万円でございます。財源内訳は、すべてその他財源で、公共下水道使

用料3,208万８千円でございます。 

 次に、内容のご説明をいたします。 

 １番目、地方債償還利子3,207万１千円につきましては、平成４年度債から平成26年

度債の起債償還に係る利子でございます。内訳は、1目元金と同様に、256ページの調

書をご参照願えればというふうに思います。 

 ２番目、一時借入金利子１万７千円。これにつきましては、資金の一時借入が必要

となった場合の利子でございます。 

 歳出合計、本年度予算額１億9,353万２千円、前年度予算額１億8,489万９千円、比

較で増額の863万３千円でございます。財源内訳は、国道支出金190万円、地方債380万

円、その他財源１億8,783万２千円でございます。 

 続きまして、予算書250ページをお開き願いたいと思います。給与費の明細でござい

ます。 

 （１）総括。職員数は、本年度につきましても前年と同じく、１人でございます。

給与費のうち、給料は前年対比127万３千円の減、職員手当は23万２千円の減でありま



- 272 - 

して、計 150万５千円の減となり、共済費 75万４千円の減と合わせまして、合計、前

年対比225万９千円の減額となっております。なお、職員手当の内訳は下段の表、給料

及び職員手当の増減額の明細は、251ページ（２）の表のとおりでございます。また、

給料及び職員手当の状況につきましては、252ページでございますが、（３）の表アの

職員１人当たり給与は、平成27年２月１日現在で、平均給料月額18万9,200円、平均給

与月額23万2,139円、平均年齢25歳5ヶ月でございます。次の、イの初任給から、255ペ

ージのケ、その他の手当までは、一般会計と同じでございますので 省略をさせてい

ただきます。 

 次に、歳入の方のご説明を申し上げます。予算書は、240ページから243ページにな

ります。 

 １款分担金及び負担金、１項受益者負担金、１目受益者負担金ですが、本年度予算

額39万６千円、前年度予算額１千円、比較で増額の39万５千円。これは、現年度賦課

対象２件分による増額でございます。 

 １節現年度負担金39万５千円。これは２件分823平方メートルに係る受益者負担金で

ございます。 

 ２節滞納繰越分１千円につきましては、科目存置のためでございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料、１目下水道使用料ですが、本年度予算額6,300

万１千円、前年度予算額6,100万１千円、比較で増額の200万円。 

 １節現年度使用料6,300万円は、公共下水道使用料でございまして、過去の实績及び

平成26年度見込み額を勘案し、計上させていただいております。 

 ２節滞納繰越分１千円につきましては、科目存置のためでございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道整備補助金ですが、本年度予算額190

万円、前年度予算額370万円、比較で減額の180万円。 

 １節下水道整備補助金190万円につきましては、みどり区自治会館建替えに伴う下水

道管渠新設に係る社会資本整備交付金で、補助率は２分の１でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目他会計繰入金ですが、本年度予算額１億1,343

万３千円、前年度予算額１億1,659万５千円、比較で減額の316万３千円でございます。 

 １節一般会計繰入金１億1,343万３千円。これは一般会計からの繰入金でございます。 

 次に５款繰越金でございますけれども、242ページ、243ページをお開き願いたいと

思います。 

 ５款繰越金、１項繰越金、１目繰越金ですが、本年度予算額、前年度予算額1千円、

比較ゼロです。この繰越金につきましても、科目存置のためでございます。 

 ６款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金ですが、本年度予算額、前年

度予算額とも１千円、比較ゼロで、これにつきましても、科目存置のためでございま

す。 

 次に、２項雑入、１目雑入ですが、本年度予算額1,100万円、前年度予算額０円、比

較で増額の1,100万円。 

 １節雑入1,100万円につきましては、先ほどの増額要因でも申しましたけれども、北

海道開発局札幌開発建設部で進めております、石狩川の上徳富丘陵堤整備に伴います

下水道管渠移設に係る設計分の補償費で、全額札幌開発建設部からでございます。 
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 ７款町債、１項町債、１目下水道事業債ですが、本年度予算額380万円、前年度予算

額360万円、比較で増額の20万円。 

 １節下水道事業債380万円につきましては、補助事業分に対する流域下水道事業債で、

充当率は100パーセントでございます。 

 歳入合計。本年度予算額１億9,353万２千円、前年度予算額１億8,489万９千円、比

較で増額の863万３千円でございます。 

 次に、地方債についてご説明をいたします。予算書236ページにお戻りください。 

 第２表、地方債。起債の目的、流域下水道事業債。限度額、380万円。起債の方法、 

普通貸借又は証券発行。利率、5.0パーセント以内。償還の方法、政府資金については、

その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。た

だし、町財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、又は、繰上償還もしく

は低利に借換えすることができるとしてございます。 

 以上で、平成27年度新十津川町下水道事業特別会計予算の内容の説明とさせていた

だきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

〔「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、これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第21号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（長谷川秀樹君） 着席ください。 

 起立多数です。 

 したがって、議案第21号、平成27年度新十津川町下水道事業特別会計予算は、原案

のとおり可決されました。 

                                     

 ◎議案第22号の説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第５、議案第22号、平成27年度新十津川町農業集落排

水事業特別会計予算を議題といたします。 

 それでは歳入と歳出を一括して、歳出から説明を求めます。 

 建設課長。 

〔建設課長 村中忠夫君登壇〕 

○建設課長（村中忠夫君） それでは平成27年度新十津川町農業集落排水事業特別会

計予算の内容のご説明をいたします。最初に、歳出の内容について、ご説明申し上げ
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ます。予算書は、264ページ、265ページでございます。 

 １款農業集落排水事業費、１項下水道維持費、１目維持管理費ですが、本年度予算

額1,101万７千円、前年度予算額1,111万７千円、比較で減額の10万円でございます。

財源内訳は、すべてその他財源で1,101万７千円。内容は、現年度使用料780万円、使

用料滞納繰越分1千円、一般会計繰入金321万６千円でございます。 

 次に、内容のご説明をいたします。 

 １番目、農業集落排水施設維持管理事務1,100万２千円につきましては、大和・花月

にございます排水処理施設に係る電気料・修繕料、汚泥処理、施設維持管理業務など

に係る経費を計上しておりまして、特に今年度は、花月地区処理場内の反応槽曝気ブ

ロア１台と予備曝気ブロア２台のオーバーホールを予定してございます。 

 ２番目、農業集落排水事業使用料徴収事務１万５千円。これにつきましては、使用

料徴収に係る金融機関への口座振替手数料でございまして、計105件分を予算計上させ

ていただいております。 

 続きまして、２款公債費、１項公債費のご説明をいたします。予算書は264ページか

ら267ページでございます。 

 ２款公債費、１項公債費、１目元金ですが、本年度予算額1,521万１千円、前年度予

算額1,491万１千円、比較で増額の30万円でございます。財源内訳は、すべてその他財

源で、内訳は、一般会計繰入金1,521万円、前年度繰越金１千円でございます。 

 次に、内容でございますけれども、地方債償還元金1,521万１千円につきましては、

平成７年度債から平成12年度債の償還元金でございます。 

 次に266ページ、267ページをお開き願います。２目利子ですが、本年度予算額451万

２千円、前年度予算額481万２千円、比較で減額の30万円でございます。財源内訳は、

すべてその他財源で、内訳は、一般会計繰入金451万１千円、延滞金１千円でございま

す。 

 次に内容でございますけれども、地方債償還利子451万２千円につきましては、元金

同様、平成７年度債から平成12年度債の起債償還に係る利子でございます。 

 なお、地方債の現在高及び見込み額の内訳につきましては、次のページ、268ページ

になりますけれども、地方債の現在高の見込みに関する調書をご参照願えればという

ふうに思います。 

 歳出合計。本年度予算額3,074万円、前年度予算額3,084万円、比較で減額の10万円

でございます。財源内訳は、すべてその他財源で3,074万円でございます。 

 次に、歳入の方のご説明をいたします。予算書は、262ページ、263ページをお開き

願います。 

 １款使用料及び手数料、１項使用料、１目下水道使用料ですが、本年度予算額780万

１千円、前年度予算額800万１千円、比較で減額の20万円。 

 １節現年度使用料780万円につきましては、大和、花月両地区の農業集落排水事業下

水道使用料で、これにつきましても過去の实績及び平成26年度見込み額を勘案して、

計上させていただいております。 

 ２節滞納繰越分1千円につきましては、科目存置のためでございます。 

 ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目他会計繰入金ですが、本年度予算額2,293万７
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千円、前年度予算額2,283万７千円、比較で増額の10万円。 

 １節一般会計繰入金2,293万７千円につきましては、一般会計からの繰入金でござい

ます。 

 ３款繰越金、１項繰越金、１目繰越金ですが、本年度予算額、前年度予算額とも１

千円、比較ゼロ円。これにつきましても、科目存置のためでございます。 

 ４款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金ですが、本年度予算額、前年

度予算額とも１千円、比較ゼロ円。こちらにつきましても、科目存置のためでござい

ます。 

 歳入合計。本年度予算額3,074万円、前年度予算額3,084万円、比較で減額の10万円

でございます。 

 以上で、平成27年度新十津川町農業集落排水事業特別会計の予算の内容の説明とさ

せていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑のある方は発言願います。 

〔「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、これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議案第22号を採決いたします。 

 この採決は起立により行います。 

 本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（長谷川秀樹君） 着席ください。 

起立多数です。 

 したがって、議案第22号、平成27年度新十津川町農業集落排水事業特別会計予算は、

原案のとおり可決されました。 

 ここで２時15分まで休憩いたします。 

（午後２時03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15分） 

                                     

◎委員会報告第１号の報告、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第６、委員会報告第１号、経済文教常任委員会審査報

告。請願第１号、農協関係法制度の見直しに関する請願を議題といたします。 

本件につきましては、審査結果が議長宛に報告されていますので、所管の経済文教

常任委員会から報告を求めます。 
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経済文教常任委員長、山田秀明君。 

〔経済文教常任委員長 山田秀明君登壇〕 

○経済文教常任委員長（山田秀明君） 議長の指示でございます。審査報告を申し上

げます。 

委員会報告第１号。経済文教常任委員会審査報告書。 

本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したので、新十津川町

議会会議規則第77条の規定により報告します。 

議案の番号、請願第１号。件名、農協関係法制度の見直しに関する請願。審査結果、

採択すべきもの。以上でございます。 

○議長（長谷川秀樹君） 経済文教常任委員長の審査結果報告を終わります。 

本請願の委員長報告に対する質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより請願第１号を採決いたします。 

請願第１号について、委員長報告のとおり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、請願第１号、農協関係法制度の見直しに関する請願は、委員長報告の

とおり採択することに決定をいたしました。 

                                     

     ◎日程の変更 

○議長（長谷川秀樹君） ただ今、採択と決定いたしました請願第１号につきまして、

意見書を審議する必要がございます。 

議案配布のため、暫時休憩いたします。 

〈暫時休憩〉 

                                     

○議長（長谷川秀樹君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

ここで事務局長より日程の変更を申し上げます。 

 議会事務局長。 

○議会事務局長（髙宮正人君） それでは議事日程の変更について申し上げます。皆

様にお配りしております議事日程の表をご覧いただきたいと思います。 

日程表の日程第11、閉会中委員会所管事務調査申し出についてを日程第12とし、日

程第10の次に日程第11として、意見書案第４号、農協関係法制度の見直しに関する意

見書を追加していただきまして、ご審議いただきますようよろしくお願いいたします。
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以上でございます。 

                                     

     ◎諮問第１号の説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第７、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦につい

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諮問第１号、人権擁護委員候

補者の推薦について。 

人権擁護委員の候補者に次の者を推薦いたしたいので、意見を求める。 

住所、樺戸郡新十津川町字中央323番地10。氏名、高瀬裕二。昭和26年４月30日生ま

れ。 

提案理由でございます。人権擁護委員法第６条第３項の規定により、意見を求める

ものでございます。 

 ここで、高瀬裕二氏のお人柄等につきましてご説明をさせていただきたいと思いま

す。この度、平成21年から２期６年間の長きに亘り、人権擁護委員としてご活躍いた

だいております西川雅浩様が９月の任期満了をもって退任したい旨の申し入れがござ

いました。後任といたしまして、菊水区ご在住の高瀬裕二様をご推薦するものでござ

います。 

 高瀬様は、昭和49年より教職員として勤務されておりまして、平成22年４月から平

成24年３月まで２年間本町の新十津川中学校の校長として勤務していただいておりま

す。同校退職後、平成25年４月からは滝川市に設置されております空知教育センター

において所長として勤務され、教職員の研修並びに教育に関する調査研究機関の責任

者として現在、活躍をしていただいているところでございます。このように教育者と

しても人格識見も高く、人権擁護委員としての理解も十分備えていることから、適任

者であると考え推薦するものでございます。 

何卒、ご同意くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案理由並びに内容の説明を終わります。 

本案件は適任、不適任の議決であります。 

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。 

討論を省略いたします。 

これより採決いたします。 

諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦については、本議会として適任の意見とい

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〕 
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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、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦については、適任とすること

に決定をいたしました。 

                                     

     ◎意見書案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第８、意見書案第１号、農業委員会改革に関し慎重な

議論を求める意見書を議題といたします。 

提案者の内容の説明を求めます。 

６番、平澤豊勝君。 

〔６番 平澤豊勝君登壇〕 

○６番（平澤豊勝君） 上程をいただきました意見書案第１号、農業委員会改革に関

し慎重な議論を求める意見書について内容の説明を申し上げます。 

 本案の提出者の賛成者は、西内陽美議員であります。以下、意見書の朗読をもって

説明といたします。 

 農業委員会改革に関し慎重な議論を求める意見書。 

 政府は、成長戦略の一つに「農業委員会等の一体的改革」を掲げ、平成26年６月24

日には、農業委員会等の見直しなどを盛り込んだ「規制改革实施計画」を閣議決定し

たほか、農林水産業・地域の活力創造本部が決定した「地域の活力創造プラン」の改

訂版に、農業委員会等の改革を盛り込むなど、その方向性を示している。 

 今回の農業委員会の見直しは、農業者、担い手から見て、農業委員会が良くなり、

地域の農地利用の最適化を進めることを目的に検討が進められてきたところである

が、大規模かつ専業性の高い農業を展開してきている本道においては、担い手への農

地集積率は、80パーセントを超え、耕作放棄地の占める割合も、1.6パーセントと非常

に低い水準にあるなど、全国的に誇れる成果を实現してきたところである。 

今後も本道の農業が、我が国の食料安定供給に重要な役割を果たしていくためには、

地域の实情に合った農業政策が必要であり、農業委員会等の見直しの検討に当たって

は、当事者である農業委員会や農業者など、関係者の意見を広く聞き、地域の实情を

十分把握した上で、慎重な議論を尽くすことが求められる。 

 よって、国においては、農業委員会制度、組織のあり方を見直すに当たり、次の事

項に十分留意し、慎重かつ丁寧な検討を行うよう強く求める。 

 記。１、農業委員の選出については、農業者から選ばれた代表として、その信任を

得ている農業委員の实情を踏まえ、地域や農業者の声を十分に反映でき、公選制に匹

敵した透明性の高い選出プロセスによる代表制を担保する仕組みとすること。 

２、農業委員の定数については、一律に削減するのではなく、尐人数の農業委員会

が存在する实態を踏まえ、定数基準については柔軟性を持たせること。また、農地利

用最適化推進委員については、地域の实情に応じて必要数を決めることができること

とするなど、弾力的な適用が可能となる仕組みとすること。 

３、都道府県、全国段階の組織については、農業委員会の業務の効率化や一層の質

の向上、法人経営等担い手の組織化及びその経営発展の支援、農業、農村の発展のた

めの行政庁への建議等を行う農業委員会のネットワーク組織として、法律に基づくも
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のとすること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 

本日付をもって、議長名をもちまして、提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣

総理大臣、農林水産大臣、規制改革担当大臣としておりますので、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） 提案者の内容の説明を終わります。 

直ちに質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、意見書案第１号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、意見書案第１号、農業委員会改革に関し慎重な議論を求める意見書は、

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、農林水産大臣、規制改革担当

大臣といたします。 

                                     

 ◎意見書案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第９、意見書案第２号、外形標準課税の中小企業への

適用拡大時期等について慎重な判断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。 

６番、平澤豊勝君。 

〔６番 平澤豊勝君登壇〕 

○６番（平澤豊勝君） ただ今、上程をいただきました意見書案第２号、外形標準課

税の中小企業への適用拡大時期等について慎重な判断を求める意見書について、内容

の説明をいたします。本案の提出者も同じく西内陽美議員であります。以下、意見書

案の朗読をもって説明といたします。 

外形標準課税の中小企業への適用拡大時期等について慎重な判断を求める意見書。 

現在、外形標準課税は、資本金が１億円を超える企業を対象とし、従業員に支払う

給与総額や建物の賃料、資本金等の額などに応じて課税され、平成26年度において

は、全国で6000億円程度の税収を見込んでいるところであるが、平成26年６月、政府
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税制調査会は、外形標準課税の趣旨に沿って、創業会社や中小法人への配慮を行いつ

つも、付加価値割及び対象法人の拡大を検討すべきとの法人税改革案を示した。 

 この改革案については、平成27年度税制大綱で具体案が決定されることとなるが、

本道経済は、急激な円安に伴う輸入原材料等の上昇といったマイナスの影響や、さら

には、全国で唯一となる電気料金の再値上げによる影響も加わるなど、中小企業を取

り巻く経営環境は非常に厳しく、先行きの不透明感が増している状況にあります。こ

うした経済情勢下において、外形標準課税の対象を資本金１億円以下の法人にまで拡

大することは、本道経済の活力を奪うことになるものと懸念される。 

 よって、国においては、本道の中小企業が置かれている現状を十分に認識し、現在

の経済情勢下においては、外形標準課税の中小企業への適用拡大を行わないことを強

く要望する。 

 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 

この案件につきましても、本日付をもって、議長名で、提出先は、衆議院議長、参

議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、経済産業大臣としておりますので、

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） 提案者の内容の説明を終わります。 

直ちに質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、意見書案第２号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、意見書案第２号、外形標準課税の中小企業への適用拡大時期等につい

て慎重な判断を求める意見書は、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、経済産

業大臣といたします。 

                                     

     ◎意見書案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（長谷川秀樹君） 日程第10、意見書案第３号、地域雇用政策に関する施策の

充实・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。 

６番、平澤豊勝君。 
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〔６番 平澤豊勝君登壇〕 

○６番（平澤豊勝君） ただ今、上程をいただきました意見書案第３号、地域雇用政

策に関する施策の充实、強化を求める意見書について、内容の説明をいたします。本

議案につきましても、賛成者は、西内陽美議員であります。以下、意見書案の朗読を

もって説明といたします。 

地域雇用政策に関する施策の充实、強化を求める意見書。 

我が国の経済は、緩やかな回復基調が続いているものの、消費税率の引き上げ等に

伴う駆け込み需要の反動の長期化が懸念され、企業生産の減尐や設備投資に弱い動き

が見られるところである。 

このような中、本道では、円安の影響などによるエネルギー価格や原材料費の上昇

に加え、人口減尐や人口流出による労働力不足が経済の活性化の大きな阻害要因とな

っており、これらへの対応が喫緊の課題となっている。 

さらに、今後、地方の人口減尐等に歯止めをかけ、労働力不足に対処していくため

には、地域の中小企業の育成強化を図りながら、経済再生の核となる若者や女性など

の多様な人材の潜在力を引き出す環境整備に速やかに取り組む必要がある。 

このため、今後の地域経済の一層の脆弱化や悪化を回避し、地域の再生に向けて

「経済の好循環」の流れを確かなものとするためには、緊急雇用創出事業臨時特例基

金事業を活用し、消費の喚起とともに、多様な人づくり等を通じた賃金の上昇や家計

所得の増大などを進めることが不可欠であり、さらには、「しごと」づくりなど、地

方が直面する構造的な課題にも速やかに対応していくことが必要である。 

 よって、国においては、地域の实情に応じた地域の創意工夫による効果的な雇用の

場の創出と多様な人づくりを地域自らが強力に推進するため、現在検討している経済

対策において、現行の緊急雇用創出事業臨時特例基金の枞組みを継続の上、積み増し

や期限の延長を行うとともに、雇用の面からの人口減尐や人口流出に対する総合的な

取り組みや地域の主体的な人づくりの取り組みが行えるよう、内容の拡充を図ること

を強く要望する。 

 以上、地方自治法第99条の規定により提出する。 

 この案件につきましても、本日付けをもって、議長名をもち、提出先は、衆議院議

長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、地方創生担当大臣として

おります。 

議員各位のご賛同をよろしくお申し上げます。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案者の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〕 
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○議長（長谷川秀樹君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、意見書案第３号を採決いたします。 

本案は、原案のとおり、決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

したがって、意見書案第３号、地域雇用政策に関する施策の充实・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、厚生労働大臣、地

方創生担当大臣といたします。 

                                     

    ◎ 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11、意見書案第４号、農協関係法制度の見直しに関

する意見書を議題といたします。 

提案者の内容の説明を求めます。 

４番、山田秀明君。 

〔経済文教常任委員長 山田秀明君登壇〕 

○経済文教常任委員長（山田秀明君） 議長の指示がありましたので、ただ今、上程

をいただきました意見書案第４号、農協関係法制度の見直しに関する意見書について、

内容の説明を申し上げます。 

 本案の提出者、賛成者につきましては、記載のとおりでございます。以下、意見書

案の内容につきましては、朗読をもって説明といたします。 

 農協関係法制度の見直しに関する意見書。 

昨年６月、政府は「規制改革实施計画」を閣議決定し、ＪＡグループに自己改革を

求める内容を示しました。 

これを受け、ＪＡグループ北海道は、11月に「ＪＡグループ北海道改革プラン」を

策定し、「組合員の所得向上」と「農村地域の活性化」による「持続可能な北海道農

業」と「豊かな地域社会」の实現を目指し、自己改革の具体的实践に着手したところ

であります。 

また、年明け以降、与党、政府内での検討が進められ、去る２月９日に農協法制度

等の骨格案が決定されたところでありますが、最終的な法案の制定までは、継続的な

意見反映が必要であります。 

さらに、生産現場などからも、ＪＡグループ北海道の自己改革が尊重されない農協

改革では、農協系統組織の持つ機能が損なわれ、本道農業や地域の持続的発展に支障

を来たすおそれがありとの懸念の声が上がっております。 

今後、農協法改正案の取扱いに当たり、地域農業、農村の持続的発展を図るため、

次の事項について強く要望する。 

 記。１、食料の安定供給、地域の振興については、農協法の目的に明確に位置付け

し、事業目的の見直しに当たっては、協同組合の基本的性格を維持すること。 

２、准組合員は、農業や地域経済の発展をともに支えるパートナーであり、人口減
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尐への対応や雇用の創出など「地方創生」のためにも、准組合員の利用制限は行わな

いこと。 

３、ＪＡ・連合会の協同組合としての事業、組織を制約する一方的な事業方式、業

務執 行体制、法人形態の転換等は強制しないこと。 

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 

 本日付け、議長名をもちまして、提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、農林水産大臣としております。 

 議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（長谷川秀樹君） 提案者の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〕 

○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、農協関係法制度の見直しに関する意見書は、原案の

とおり可決されました。 

提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣といたします。 

                                     

◎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12、閉会中委員会所管事務調査申し出についてを議

題といたします。 

 本件につきましては、皆様のお手元にお配りしてございますが、それぞれの常任委

員会及び議会運営委員会から、地方自治法第109条第８項及び新十津川町議会会議規則

第75条の規定に基づき、申し出がございますので、これを許可することにいたしたい

と思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（長谷川秀樹君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本件につきましては、申し出のとおり許可することに決定をいたしま

した。 

                                     

◎閉議の宠告 
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○議長（長谷川秀樹君） 以上をもちまして、本定例会に付議された議件は、すべて

議了いたしました。 

 会議を閉じます。 

                                     

◎町長あいさつ 

○議長（長谷川秀樹君） ここで植田町長より発言を求められておりますので、発言

を許します。 

〔町長 植田 満君登壇〕 

○町長（植田 満君） 議長から発言の機会を与えられましたので、ここに深く感謝

の意を込めてご挨拶を申し上げます。 

 平成27年度予算案につきましては、３月16日以来、慎重に審議されまして、昨日、

そして本日の本会議において承認可決をいただき、滞りなく成立したことにつきまし

て、厚くお礼と感謝を申し上げます。 

 さて、すでに昨年の12月10日の定例会におきまして、私の進退につきまして表明い

たさせていただきました。来る４月の統一地方選挙に当たりましては、新十津川町長

３選の立候補はいたしませんので、本予算の編成こそは、不詳、私が新十津川町長と

して町民の信頼と付託に応え、その重い責めを果たすための最後の作業でございまし

た。 

 従いまして、この予算に盛り込まれた諸施策を实施に移すことは、あげて後任町長

に委ねるものでありますが、私は、その識見と熱意に信頼し、住民生活の安定と福祉

の増進に優れた行政实績を示されるものと確信をいたしております。 

 さて、私の任期は、４月の30日をもって満了となります。従いまして、本日この席

で退任のご挨拶を申し上げることは、いささか次期尚早の帰来なしといたしませんが、

本議場において、議員の皆様にお目にかかる機会は本日をおいてほかにないと考えま

して、議長のお許しをいただいたところでございます。 

 平成19年４月、今は亡き小畑町長の後を受け、図らずも６代目の新十津川町長の責

を与えていただきましたが、早くも８年が経過いたしました。この間、町民の皆様は

もとより、議会議員の皆様、副町長、教育長をはじめ職員の皆様のご支援、ご協力に

より町長という職責を果たすことができました。改めて、感謝とお礼を申し上げます。 

 振り返ってみますると、沢山の思い出があるわけでございますけども、その中で思

い出に残るというか、記憶に残る事業につきまして何点か申し上げさせていただけれ

ばというふうに思っております。 

 まず、まちづくり基本条例が制定されたことでございます。住民の皆様の代表者に

よって、時間をかけ、そして他の自治体にない本町独自の自治体の憲法ともいうべき

条例が制定されたことであります。まちづくりは行政と住民の皆さんとが協働でつく

っていくものであるとの理念の下、条例制定後は住民の皆様方に浸透、理解を示して

いただいておりますことについて、本当に嬉しく思っている次第でございます。今後

ともこういったような形を、なお、持続、発展していっていただければというふうに

思うところでございます。 

 二つ目は、平成22年の開町120年という節目を迎えまして、６月の20日の開町記念式
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には、奈良県窪田副知事、そして北海道から多田副知事がお出でをいただきました。

両県の理事者がお出でをいただくのは、100年以来ということでございまして、そうい

ったような記念すべき年に、両県の副知事がお出でをいただきましたし、もとろん、

母村十津川村から更谷村長をはじめ、議長さんもお出でをいただきまして、厳粙のう

ちに式典が行われたということでございます。また、120年に合わせた記念事業といた

しまして、町民の皆様の参加を得て、記憶に残る記念事業も实施できたということは、

大変うれしく思った次第でございます。 

 次に、残念な結果でございますけども、母村十津川村において、あの明治22年８月

の災害を彷彿する平成23年の台風12号襲来による大災害でございます。このことによ

って、尊い人命が失われたことは痛恨の極みでございます。今でも災害の傷跡は残っ

ておりますけども、村民の生活は災害を受ける前に戻ったとの報告を受けております

ので、今は安堵しているところでございます。このようにいち早く復興されたのも、

不撓不屈、一致団結、質实剛健の精神が、村民の皆様方の間に脈々と息づいている証

であるというふうにも思っております。改めて、安全安心なまちづくりが強く求めら

れるということも思い知らされたところでございます。 

 ４つ目は、国営樺戸２期地区土地改良事業に伴う徳富ダムが、平成26年３月に完成

したことでございまして、平成14年７月から着手いたしまして、概ね516億円の巨額の

お金が投資されましてダムが完成したということでございます。このことによりまし

て、本町はもちろんのこと、浦臼町、月形町、雤竜町への灌漑用水が確实に確保され

ること、さらには、西空知広域水道企業団の水源が確保されたということでございま

す。又、加えまして、当ダムは治水対策の機能を保持してございまして、災害防止の

観点から、安全安心なまちづくりに大きく寄与されるということでございます。そう

いった面では、本当にこのダムの効果といったものは、今後大きく発揮されていくも

のというふうに期待をし、確信をいたしているところでございます。 

 そして最後に、名誉町民でございました渋川元町長、山口元町長、そして小畑町長

が他界されたことでございます。このお三方につきましては、今日の新十津川町の礎

を築いていただきました。本当に感謝の念でいっぱいでございます。改めてご冥福を

お祈り申し上げたいというふうに思っております。 

 結びになりますけども、歴史と伝統のあるまち、新十津川町の限りない発展、そし

て、町民の皆様の幸せ、町議会議員の皆様の一層のご健勝、ご多幸をお祈り申し上げ

まして、挨拶とさせていただきます。 

この８年間、誠にありがとうございました。お世話になりました。 

                                     

◎議長あいさつ 

○議長（長谷川秀樹君） それでは高い所ではございますけれども、お許しをいただ

いて閉会に当たりまして、私からも一言ごあいさつ申し上げたいと思います。 

 私どもにとりまして、今任期中最後となります平成27年第１回定例会３月10日に召

集されまして、本日、ここに今、定例会に付された件の全てを議了し、閉会を迎える

ことが出来ました。これもひとえに、議員各位をはじめ、理事者、管理職の皆様方の

特段のご配慮とご協力の賜と心より感謝を申し上げるところでございます。 
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 この任期中、我々議員一同は、身近な議会、開かれた議会の实現を目指し、議会改

革に取り組み、議会運営に努めてまいりました。今、地方自治体は、地方分権改革の

下、自らの判断において地域の諸問題に取り組む責任が課せられることになり、その

果たす役割は大きくなっております。町議会といたしましても、町政を取り巻く環境

の変化を的確に捉え、直面する課題を把握し、町民の福祉の向上と町政の発展に寄与

しなければならないと考えるところでございます。 

 そのためにも、しっかりと住民に向き合い、まちの将来を共に見つめていくため、

その一つの方策として平成24年から議会報告会を实施してまいりました。全議員が地

域に出かけ、いろいろなご意見に耳を傾けながら、議会活動に取り組んできたところ

でありますが、しかしながら、まだまだ足りぬところがあり、期待に沿えていない部

分もあろうかと思います。 

また一方、地方自治体には、厳しい財政状況と尐子高齢化の急速な進展等により地

域社会の活性化への対応がますます厳しくなってきております。そのため、今まで以

上に的確な分析力と長期的将来的な施策が必要とされ、過大になる意欲的な取り組み

と挑戦が求められておりますが、町議会といたしましても、行政の監視機能や議決機

関としての役割だけではなく、本町の将来に向かってまちづくり基本条例に定められ

た町議会の責務、町議会議員の責務を果たし、引き続き、議会改革に取り組みながら

次世代に夢をつないでいくまちづくりに取り組んでいきたいと願うところでございま

す。 

 今季４年間という年月は矢のように過ぎ去り、多くの出来事がありましたけれども、

中でも平成23年９月、母村を襲った未曾有の災害は、悲しい出来事として思い起こさ

れます。しかし、その悲しみは、同時に、それに打ち勝とうとする人間の強さと絆の

大切さを教えてくれました。その時に寄せられたたくさんの想いは、やがて強い想い

となり、そして、それは復興に向けての想像もできないような大きな原動力となって

いたことを、我々としても決して忘れてはならないと思うところでございます。 

 さて、今期をもちまして、勇退されます議員の皆様には、長年に亘って町政の振興、

発展にご尽力いただきましたことを心より感謝と敬意を表します。 

 また、今後もご厚誼、ご鞭撻をお願い申し上げる次第でございます。 

 また、再選を目指す議員の皆様におかれましては、どうか全員の方が当選され、本

町の振興、発展に引き続きご尽力いただきたいと思います。 

 終わりに、この４年間、私は、議長という大役を担うことになったわけでございま

すけれども、力が及ばずいろんな点で皆様にはご迷惑をおかけしたと思いますけれど

も、本当に、温情ある皆さん、仲間のご支援をいただきながら、何とか大過なくこの

任を終えるところまできました。そういった所から、本当に、皆様に対しまして心か

ら感謝を申し上げるとともに、お礼を申し上げたいと思います。 

 今期最後の定例会に当たりましてのごあいさつにさせていただきます。本当にどう

もありがとうございました。 

                                     

     ◎閉会の宠告 

○議長（長谷川秀樹君） それでは、会議を閉じます。 
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以上をもちまして、平成27年第１回新十津川町議会定例会を閉会いたします。 

 どうもご苦労さまでした。 

（午後３時58分） 
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