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 平成２５年第３回平取町議会定例会 （開 会 午前 ９時３０分）

議長 おはようございます。ただいまより平成２５年第３回平取町議会定例会を開会

します。ただちに本日の会議を開きます。本日の出席議員は１２名で会議は成

立します。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第

１２２条の規定によって、５番平村議員と６番松澤議員を指名します。 

日程第２、会期の決定を議題とします。このことについては、２月２７日に議

会運営委員会を開催し、協議をしておりますので、その結果を議会運営委員会

委員長より報告願います。３番山田議員。 

 

３番 

山田議員 

本日招集されました第３回町議会定例会の議会運営等につきましては２月２７

日に開催されました議会運営委員会において協議し、会期については本日３月

４日から３月１５日までの１２日間とすることで意見の一致をみておりますの

で、議長よりお諮り願いたいと思います。 

 

議長 お諮りします。ただいま議会運営委員会委員長より報告がありましたとおり、

会期は本日３月４日から３月１５日までの１２日間とすることにご異議ござい

ませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、会期は本日３月４日から３月１５日までの１２

日間と決定しました。 

日程第３、諸般の報告を行います。監査委員より平成２４年１２月分と平成２

５年１月分の出納検査の結果報告がありましたので、その写しをお手元に配布

しておきましたので、ご了承願います。次に、日高交通災害共済組合議会、日

高西部消防組合議会、胆振東部日高西部衛生組合議会に関する報告がありまし

たので、その写しをお手元に配布しておきましたので、ご了承願います。次に、

郵送による陳情の一覧をお手元に配布しておきましたので、ご了承願います。

次に、閉会中の諸事業について配付資料のとおりご報告します。以上で諸般の

報告を終了します。 

日程第４、行政報告について。教育行政報告について。教育長。 

 

教育長 それでは、平成２４年１２月定例議会以降における、諸般の教育行政について

ご報告を申し上げます。まず学校教育事業等についてであります。１点目の学

校給食モニタリング事業の実施結果についてであります。このことにつきまし

ては昨年１２月定例議会において実施についてご報告申し上げたところであり

ますが、このたび結果が出ましたので、ご報告するものであります。北海道教

育委員会の事業であります、学校給食モニタリング事業につきましては、平成

２４年度より学校給食で提供されました給食１食全体を検査し放射性物質量を
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把握するなかで、安全を確認するとともに、その結果を学校給食用食材の選定

に活用し、保護者等の不安低減を図る目的で実施されたものとなっております。

平取町におきましては、平取小学校及び振内小学校の２校が指定を受け、１２

月２０日に調理いたしました学校給食、この日の献立につきましては、えびピ

ラフ、鶏のから揚げ、ポトフ、そして牛乳でありました。この給食１食分を委

託検査機関であります、北海道薬剤師会公衆衛生検査センターに検体として送

付し、放射性セシウム濃度測定により検査を行ったところであります。結果に

つきましては両校ともに放射性セシウムは不検出となり、異常はないものであ

りました。検査を実施いたしました両校に対し、学校だより等で速やかに保護

者へ公表することを指導いたしましたが、既に学校においてはこれまで周知を

行ったものとなっております。教育委員会といたしましては、平成２５年度よ

り道教委による事業によることなく、同様の検査を定期的にすべての学校にお

いて実施する計画といたし、児童生徒に対し、安全安心の食材の提供に努めて

まいりたいと考えております。続いて、２点目のいじめの問題調査結果につい

てであります。ここ数年北海道教育委員会が５月と１１月の年２回、定期的に

実施しておりますいじめの問題に関する調査となりますが、滋賀県大津市にお

いて発生いたしましたいじめが背景とされる中学生の自殺事案にかかわる学校

等の対応につきまして、社会的に大きな関心、反響を及ぼすこととなり、文部

科学省において、昨年８月に緊急的に各学校の実態把握を行うために、定期的

な調査と同様の調査を行ったところであります。結果といたしまして、平成２

４年度におきましては、学校においては、３回の調査を行ったということにな

りますが、本日ご報告いたしますのは、昨年の１１月において調査いたしまし

た内容についてのものとなります。調査の内容といたしましては、大きく３項

目となっておりまして、一つは、児童生徒に対してのいじめに関するアンケー

ト調査、二つ目が学校でのいじめ実態調査、第三にいじめの問題に対する校内

体制ということになっております。いじめの実態に関しましては、町内７校す

べてにおいて、いじめとして認知してるという事案はない旨の報告となってい

るところであります。いじめの問題に対する学校内の体制につきましても、学

校長を中心といたしまして、教職員が一丸となり、子どもたちが発するサイン

を見逃すことなく、敏感に受けとめるなかで対応するとともに、校内研修の充

実、児童生徒一人一人のケア、並びに、地域保護者からの情報収集等を積極的

に行い、学校全体において、いじめの未然防止と早期発見、そして早期解消に

向けて全力で取り組んでいる状況であります。次に、平成２４年度全国学力・

学習状況調査の結果及び平成２５年度調査への参加についてであります。昨年

の４月１７日に実施いたしました、全国学力学習状況調査の結果につきまして

は、同じく昨年１２月定例議会においてその概要等につきましてご報告申し上

げたところでありますが、設問別における集計等の詳細が公表されたところで

ありますので、改めて結果についてご説明申し上げたいと存じます。本調査に

つきましては、これまでどおり、小学校６年生、中学校３年生を対象に国語、
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算数、数学の教科と、本年度新たに理科を加えて実施されました。北海道全体

での結果状況につきましては、本年度も小中学校いずれの教科においても全国

平均より低いという、非常に厳しい状況となっております。平取町の状況とい

たしましては、小学校では、前年度と比較して、全道との差において若干では

ありますが、下回る状況で開いたものとなっております。特に算数が平均より

大きく下回っており、決して算数への関心は低くはないのでありますが、数と

計算をはじめとして、各領域において課題が見られる結果となっております。

国語におきましても、読むこと書くことが十分ではなく、依然として読み書き、

計算が苦手の状態が見られるものとなっております。次に中学校についてであ

りますが、小学校と反対に前年度は全道と比較して平均より下回っていたので

ありますが、２４年度においては、すべての教科で平均より上回っている状況

となっています。経年比較となります小学校６学年時との比較におきましても、

全教科向上しており、設問別の得点分布状況を見ますと、極端な苦手傾向もな

い状況から一定の成果が出ているものと考えるところであります。今後におき

ましては、この結果を踏まえるなかで、各学校においては詳細に分析を行うと

ともに、学校改善支援プランの見直しを図りながら、学力向上に努める取り組

みを行っていくものとなりますが、教育委員会といたしましても、学力向上対

策において支援していく所存であります。なお平成２５年度における調査につ

きましては、４月２４日に実施予定となっておりますが、引き続き当町におき

ましては、全学校参加することとして、教育委員会議において決定を行い、あ

わせて各学校に対し実施参加について周知要請を行ったところであります。ま

た平成２５年度におきましては、本体調査とあわせて追加調査といたしまして、

経年変化分析調査、保護者に対する調査、教育委員会に対する調査が行われる

予定となっております。このうち、保護者に対する調査につきましては、保護

者の教育に関する考え等を調査する内容となっており、抽出校による調査とな

っております。続いて４点目のチャレンジテスト、冬・春トライやるウィーク

の実施についてであります。このチャレンジテストにつきましては、ただいま

ご報告いたしました、全国学力学習状況調査と同様に、学力向上に向けた北海

道教育委員会が独自に取り組みを行っているものとなりますが、平成２１年度

からこれまで全道統一した重点施策といたしまして、すべての小中学校全学年

に参加を募るなかで、国語、算数、数学の２教科を一定の期間において実施す

るものとなっております。平成２４年度におきましては夏のチャレンジテスト

を皮切りに、冬と春にそれぞれ取り組まれており、平取町においてもすべての

テストに全学校全教科に取り組んでいる状況となっております。このチャレン

ジテストの取り組み及び学力・学習状況調査とをあわせまして、児童生徒の学

力における基礎基本の定着を図っていくものとしております。続いて５点目の

ふるさと給食の実施についてであります。子どもたちの食生活を取り巻く環境

が大きく変化し、偏った栄養摂取、また肥満傾向など、健康面において懸念さ

れる点が多く見られる今日におきまして、学校給食は子どもたちが食に関する
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正しい知識と望ましい食習慣を身につけるために重要な役割をはたしているも

のであります。また本年１月２４日から３０日までの１週間は、文部科学省が

全国学校給食週間と定め、この期間中において、児童生徒及び保護者に対し、

改めて学校給食の意義であるとか、役割について、関心を抱いていただく取り

組みといたしまして、全国でさまざまな計画がなされたところであります。当

平取町におきましても、ふるさと給食と称しまして、期間中毎日、地場産の食

材を活用しながら、北海道各地の料理を提供したところであります。続いて６

点目の体罰に係る実態把握調査についてであります。このことにつきましては、

大阪私立高校の運動部顧問教諭から体罰を受けた生徒が自殺した事件を受け、

文部科学省が全国の都道府県と政令指定都市の教育委員会に対し、実態調査の

要請を行い、改めて北海道教育委員会より各市町村教育委員会へ実態把握の調

査依頼があったものであります。調査の概要といたしましては、２段階となっ

ており、まず第１次報告といたしましては、平成２４年４月から本年１月末ま

でにおいて、学校及び教育委員会が体罰をもって懲戒処分を行った教職員の有

無ということになっております。このことにおきましては町内各学校とも該当

する職員はおらず、２月１３日付けて道教委に対しその旨報告を行ったところ

であります。また、第２次報告ということで、道教委から２月１８日付けをも

って、道内公立小中学校、高校、中等教育学校、特別支援学校の教職員、児童

生徒、保護者、スクールカウンセラーの約６０万人を対象に行うことで通知が

なされたところであります。この第２次調査につきましてはアンケートにより

記名をもって回答する方式となっており、２月下旬から今月上旬までの間にお

いて実施となるものであります。この調査における質問項目といたしましては、

第１次報告同様、平成２４年４月以降における事案といたしまして、体罰をし

たり受けたり、見たことがあるか、またその時期、そして具体的な行為という

内容になっております。また中学生、高校生における部活動については、外部

指導者や卒業生等による暴力行為の情報提供を求めるものとなっております。

なお小学生につきましては、直接調査を行わず保護者が代わって回答すること

となっておりますが、中学生、高校生そして保護者は、それぞれ自宅にて記入

をして、封書を厳封のうえ学校に配置しております回収箱へ投函するものとな

っております。学校は回収された調査票を教育委員会へ開封を行わずに提出す

るものといたしまして、教育委員会におきましては、回収された調査票の開封

を行い、その内容を精査するものとしております。その結果において体罰に該

当、または体罰が疑われる回答があった場合は、教育委員会は該当する学校に

対し、詳細な調査を改めて実施するよう指示するものといたしまして、当該学

校におきましては、その時点で教職員、児童生徒、保護者などに事実確認のた

めの調査を再度行っていくこととしております。これらの調査作業につきまし

ては、今週８日までに各学校からの回収を行いますとともに、１５日までに教

育委員会においては、調査票すべての精査を行うものとしております。該当事

案等が発生した場合における詳細調査等については、３月下旬までに終了させ
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るなかで、４月上旬には道教委に報告する予定としております。道教委といた

しましては、全道分の取りまとめを行い、内容の精査確認のもとに４月末まで

に、文科省へ報告を行うものとなっております。いずれにいたしましても、調

査によっては、教師と児童生徒の人間関係等が損なわれることも危惧されます

ことから、調査アンケートにおける取り扱いについては十分配意するなかで、

慎重に行ってまいりたいと考えているところであります。続いて７点目の平成

２４年度平取町教育奨励表彰被表彰者の決定及び授与式の実施についてご報告

申し上げます。本年度における本教育奨励表彰につきましては、関係団体等か

らの推薦をいただくなかで、１月２９日開催の教育委員会議において被表彰者

について決定を行い、去る２月２７日に表彰授与式を実施したところでありま

す。被表彰者につきましては、学校教育奨励、芸術文化奨励並びにスポーツ奨

励における１０個人３団体となっております。学校教育奨励につきましては平

取高等学校であります。同校にありましては、食の大切さ、食物への感謝の心

を育む教育プログラム、フードデザイン学習を行うとともに、地元特産品開発

プロジェクトにおいて、株式会社ローソンとの共同開発のもとに、トマトキー

マカレーデニッシュの発売を行い称賛を得たものであり、学校教育活動を通し

て極めて貴重な調査研究及び実践に基づく表彰事由となっております。芸術文

化奨励につきましては楢の実吟社であります。同会につきましては、設立以来、

４３年が経過し、この間、６巻の句集を発刊するとともに、本年度発刊の売上

金につきましては、社会福祉協議会へ寄付するなど、句会活動はもとより社会

福祉活動も行った実績に基づく表彰事由となっております。続いてスポーツ奨

励表彰でありますが、小学生中学生及び高校生における１０個人１団体となっ

ております。このうち２名の高校生が受賞となっておりますが、ともに平取町

出身でありまして、１名が道内におけるバドミントンでの成績優秀者、１名が

奈良県においてレスリングでの成績優秀者となっております。その他の受賞者

につきましては、小中学生における空手及び剣道での成績優秀者５名、中学生

における陸上、バドミントン及び柔道での成績優秀者３名となっており、団体

につきましては、全国大会へ２度出場を果たしました義経剣心会となっており

ます。次に８点目の日高管内教育実践表彰被表彰者の決定についてであります。

本表彰につきましては、日高管内の学校教育の振興に功績のあった者に対し、

実践表彰並びに特別賞を授与するものでありますが、平成２４年度における被

表彰者について、このたび決定されましたので、平取町関係分についてご報告

申し上げます。平取町における被表彰者につきましては先ほどご報告申しあげ

ました、平取町教育奨励表彰における被表彰者のうち、義経剣心会、平取中学

校３年生平村太幹君、二風谷小学校６年生小山椎名君の１団体２個人となって

おります。義経剣心会につきましては、北海道少年剣道錬成大会小学生団体優

勝のほか成績優秀、平村太幹君は北海道中学校陸上大会４種競技優勝、小山椎

名君は北海道少年剣道錬成大会個人戦小学生男子優勝といたしまして、いずれ

も成績優秀としての特別賞を受賞するものであります。続きまして９点目の教
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育行政懇談会の実施についてであります。学校統合を中心とした懇談会につき

ましては、１月２１日振内自治会三役、２月５日長知内自治会役員及び保護者、

２月２６日岩知志自治会役員とそれぞれ意見交換の場を設けたところでありま

す。続いて、学校教育における 後１０点目の振内中学校体育館天井防護ネッ

ト張工事の実施についてであります。１月２６日土曜日となりますが、振内中

学校バドミントン部における練習中において、体育館天井部分よりこれまでに

ない軋む音が発生するとの連絡が教育委員会に入りました。このことを受け、

職員がただちに同校に駆けつけ学校教頭の立ち会いのもとに現場確認を行った

ところであります。私どもが行った後においては、体育館での異常な音はしな

い状況にありましたが、体育館屋根における施設から出る音ということではな

いことは確認をいたしました。天井部分について、改めて目視状態で点検をし

たところ、梁は鉄骨をもって施行されておりますが、さらに梁から梁へと天井

屋根部分を支える角材がございますが、その角材が年数経過とともに亀裂が生

じていることが判明いたしました。その日は土曜日ということもございました

ので、専門業者への連絡がとれなく、１月２８日月曜日に業者への状況報告に

あわせ、現地における点検確認等を依頼したところであります。業者において

はその後現場での点検等を行うなかで、ただちに角材等が落下することはない

とするものではありましたが、学校関係者の安全を確認するうえにおいては、

防護ネットを張りめぐらすことが有効な対策であるということでの判断をいた

だきましたので、学校との協議を行うなかで、早急に実施することを決定した

ところであります。防護ネット設置については、角目１５ミリとする、防災建

築養生ネット幅４．５メートル、長さ１０メートルのものを１２枚張りめぐら

すものといたしまして、２月２２日までに作業は終了した状況となっておりま

す。この間約１か月、体育授業及び部活動に際し大変ご不便、ご迷惑をおかけ

いたしましたことについて、学校長をはじめ教職員そして生徒、保護者へ改め

て深くおわび申し上げる次第であります。なお、体育の事業につきましてはこ

の間、振内青少年会館を利用するとともに、部活動については、振内小学校体

育館を利用させていただいたところであります。また、本事業については規定

の学校予算需要費において執行したところであります。以上で学校教育に関し

ての行政報告を終了いたしまして、続いて社会教育事業等についてご報告申し

上げます。まず社会教育につきましては、教育推進計画及び生涯学習事業等に

基づき、各種事業を展開しているところでありますが、１２月からこれまでに

おきましては、子ども公民館講座において百人一首下の句かるたを始めとして、

合計６回開催をいたしております。また、子育て講座につきましても、２回開

催するとともに、キッズチャレンジＴＨＥあぐりにつきましては、２月１６日

に 終日を迎えたのでありますが、寒締めホウレンソウについてこれまで合計

４回の学習を重ねてきたところであります。次に、ＦＩＴ英会話クラブへの支

援協力についてでありますが、振内町、岩知志、豊糠地区の住民が参加とする

英会話教室が、地域有志により企画され、現在２６名の生徒のもとで実施され
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ておりますが、教育委員会といたしまして、講師の派遣について支援協力を行

っているところであります。１月２１日から３月２５日までの合計１０回の教

室となりますが、いきいきライフを目的とした英会話教室に対し、小中学校外

国語指導助手でありますコール・クリヴォスキについて派遣しているものであ

ります。なおそのほか地域における活動について教育委員会といたしましても

積極的に支援等を行ってまいりたいと考えております。続いて社会体育事業に

ついてでありますが、平取サッカースポーツ少年団と富川サッカースポーツ少

年団合同編成チームでありますエストレヤＦＣが全道フットサル選手権２０１

３Ｕ－１２の部へ出場し好成績を残したところであります。２月２３日、２４

日と札幌市で開催されました本大会において、エストレヤＦＣは予選リーグを

勝ち抜き、続く決勝トーナメントにおいても、ベスト８まで進出いたしました

が、ベスト４を目指した試合において惜しくもＰＫ戦で敗退したところであり

ます。続いて文化財関連についてでありますが、１点目の重要有形民俗文化財

のき損についてであります。このたび二風谷アイヌ文化博物館展示室及び収蔵

庫に保管管理しております重要有形民俗文化財であります二風谷及び周辺地域

のアイヌ生活用具コレクション９１９点のうち、５１点において、キクイムシ

による虫食い穴が生じていること発見し、文化庁長官に対し、き損報告を行っ

たところであります。き損状況といたしましてはイタをはじめ、臼、杵等にお

いて、０．５ミリから１ミリ程度の虫食い穴となっており、数か所から数十か

所となっているものであります。この対処方法といたしましては、２５年度予

算において計上したところでありますが、本年８月に博物館の臨時休館日を設

け、燻蒸処理を行ってまいりたいと考えております。また、燻蒸後においては、

展示室及び収蔵庫における防虫剤等の運用を行いながら、衛生管理等をはじめ、

環境整備に十分配意してまいりたいと考えております。続いて２点目の二風谷

アイヌ文化博物館企画展の実施であります。２月１日より２８日までの１か月

間においてイタ（盆）の造形美をみる－受け継がれてきたアイヌのものづくり

－といたしまして、実施をいたしました。本企画展につきましては、期間中延

べ２７２人の入館者をいただき、伝統美あふれる内容をもって終了することが

できました。以上、大変長くなりましたけれども、昨年１２月定例議会からこ

れまでの主要な教育行政報告とさせていただきます。 

 

議長 以上で行政報告を終了します。 

日程第５、議案第１号職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

総務課長 それでは、議案第１号職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例にかかわります提案理由及び改正条文内容についてご説明申し上げます。

提案理由といたしましては、国家公務員の一般職の職員の勤務時間、休暇等に

関する法律の改正に伴い、本条例の一部を改正するものであります。それでは、
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条例の新旧対照表によりご説明いたしますので３ページをお開き願います。介

護休暇についてでありますが、第１４条第１項におきまして、配偶者、父母、

子、配偶者の父母、その他規則で定める者とは同居して扶養している祖父母、

兄弟姉妹が負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、常時介護、要

介護状態であることが明らかになった場合、介護休暇が取得できることとなっ

ております。今回の改正内容につきましては、第２項において取得できる期間

を定めておりますが、その期間が３か月から６か月の期間内において必要と認

められる期間に改正するものであります。附則といたしまして、公布の日から

施行するものであります。以上で議案第１号についてご説明申し上げましたの

で、よろしくご審議願います。 

 

議長 これから質疑を行います。質疑はございませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はございませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第５、議案第１号職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決しました。 

日程第６、議案第２号平取町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい

てを議題とします。提案理由の説明を求めます。税務課長。 

 

税務課長 ４ページをご覧願います。議案第２号平取町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例についてご説明申し上げます。平取町国民健康保険税条例の一部を次

のように改正しようとするものであります。次ページをご覧願います。このた

びの条例改正に当たりましては、後ほど説明資料でご説明しますけども、第７

条及び第９条、第２３条関係について改正しようとするものであります。なお、

説明につきましては、別紙資料により行いたいと思いますが、６ページから８

ページにつきましては新旧対照表となっておりますので、ご覧いただければと

存じます。それでは、９ページをご覧願います。平取町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。まず、提案理由ですが、

国民健康保険被保険者にかかる後期高齢者支援金等課税額（支援金分）及び介

護納付金課税額（介護分）についてそれぞれの資産割額と世帯別平等割額を引

き下げ、もって被保険者の負担軽減を図ることを目的とするものであります。

次に、１番目の国民健康保険料税率等の改正についてでありますが、１から４

までの分について、その下のですね、保健税新旧比較表でご説明申し上げます。

まず、このたびの改正に当たりましては、医療分は変更はありません。真ん中

の後期支援分についてですが、現行の資産割が２５％から改正案として１４％
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に改正しようとするものであります。また、平等割につきましては、現行７千

円から５千円に引き下げるものであります。それから右側の介護分でございま

すけれども、資産割が現行２５％から９％、それから平等割が７千円から５千

円に下げようとするものです。またその下の２番目の保険税の減額、第２３条

関係ですけれども、７割軽減、それから５割、２割軽減ということで、それぞ

れありますけれども、軽減額の所得の制限につきましては、下のほうに記載し

ておりますのでご覧いただければと思いますけども、まず、後期支援分ですけ

れども、７割軽減につきましては、世帯別平等割額で特定世帯以外で３５００

円、これは４９００円から３５００円に下げるものでございます。特定世帯に

つきましては２４５０円から１７５０円。５割軽減につきましてはこれは世帯

別平等割の特定世帯以外で３５００円から２５００円、特定世帯で１７５０円

から１２５０円。次の２割軽減世帯別平等割ですけども、特定世帯以外で１４

００円から１千円、特定世帯で７００円から５００円に改正しようとするもの

であります。また、右側の介護分につきましては、世帯別平等割１世帯当たり

ですけども、現行４９００円から３５００円、それから５割世帯で３５００円

から２５００円、２割軽減世帯で、１４００円から１千円というふうに引き下

げようとするものでございます。また５ページに恐縮ですけどもお戻り願いま

す。附則につきましては、１項の施行期日ですが、第１項としましてこの条例

は平成２５年４月１日から施行しようとするもので、２項の適用区分につきま

しては、改正後の平取町国民健康保険税条例の規定は平成２５年度以後の年度

分の国民健康保険税について適用し、平成２４年度分までの国民健康保険税に

ついては、なお従前の例によるものとしようとするものであります。このたび

の条例改正につきましては１世帯当たりおおむね５千円程度の引き下げとなり

ますが、これらの提案に際しましては平成２４年１２月５日に開催されました、

国保運営協議会の答申をいただき、また、２月６日の産業厚生常任委員会にお

いてご協議申し上げておりますので、申し添えます。以上、ご説明を終わりま

すので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。２番藤澤議員。 

 

２番 

藤澤議員 

２番藤澤です。大変思い切った、正に生活弱者といいますか社会的弱者といい

ますかそういう方々に対しての配慮がみえる改正内容となっておりますが、な

かなか他町では思い切ったこの数字を出せ得ないようなこの状況のなかで、町

長はどのような財源あるいはやりくりをもって、その信念のほどを伺いたいと

思います。 

 

議長 川上町長。 

 

町長 それでは、お答え申し上げますが、国保税の見直しにつきましては、毎年、景
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気が非常に低迷し、所得も減じているなかで、なんとかそういったかたちで軽

減をしたいということで、これまでの国保会計の推移の状況をみまして、重篤

患者が来ればまたいろんな面で支障がきますけれども、ここ平均３か年ではあ

る程度安定したなかで推移しているということが１点と、もう一つは、基金が

約３千万ほどもってございますので、向こう３年から５年程度はある程度引き

下げをしていきたいということでございますし、また管内的にもですね、少し、

平取町の場合は保険税が高いというようなこともございますので、そういった

かたちで管内並みにですね、何とか、軽減をしながら、推移をしていきたいな

という考え方と、もう一つはやはり、健康予防というかたちのなかで、これか

らさらに、特定健診等を高めながらですね、健康維持をしながら、それに連動

していくなかで、国保会計そのものが安定するようなかたちで合わせて努力を

してまいりたいというふうに考えているところでございます。以上でございま

す。 

 

議長 ほかはございませんか。なければ質疑を終了します。次に討論を行います。反

対討論はございませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第６、議案第２号平取町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決しました。 

日程第７、議案第３号平取町給水条例の一部を改正する条例についてを議題と

します。提案理由の説明を求めます。建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

それでは、議案第３号平取町給水条例の一部を改正する条例について、ご説明

申し上げますが、大変恐縮ですが、一部訂正をさせていただきたいと思います。

１１ページをお開き願いたいと思います。上から８行目になりますが、第７章

布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格というの

が、正式な文言ですが、資格の格という字が一字抜けておりますので、追加を

よろしくお願い申し上げたいと思います。大変ご迷惑をおかけいたしました。

それでは、提案理由でございますが、２月２１日開催の産業厚生常任委員会で

ご説明させていただきましたが、議案第３号から議案第７号までは共通のもの

でありまして、地域主権改革一括法の交付によりまして、地方公共団体の自主

性及び自立性を高めることによって、地方公共団体が自らの判断と責任におい

て行政が運営できるよう、関係法令の整備が図られたところであります。具体

的には国の法律を補完する、政令、省令、いわゆる施行令、施行に当たっての

詳細が明記されているものでありますが、この政令、省令で定められている基

準について、参酌しながら、地域の特性等を判断し、独自に条例で規定できる
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ようになったものでございます。これを受けまして、建設水道課に関係する、

水道法、公営住宅法、河川法、道路法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律の一部改正に伴いまして、条例の一部改正及び新規制定を行

うものでありますので、よろしくお願い申し上げます。それでは改めまして、

議案第３号平取町給水条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます

ので１０ページをお開き願います。平取町給水条例の一部を次のように改正す

るものであります。この一部改正につきましては地域主権改革一括法の改正に

伴い、政令で定める基準、水道施行例を参酌して、地方公共団体の条例で定め

ることになっていることから、参酌した結果、政令で定める水道法施行令の本

文をそのまま条文化することといたしましたが、既に平取町においては、水道

給水条例が施行されておりますので、関係する部分のみ一部改正するものであ

ります。改正内容についてご説明申し上げますので１４ページの新旧対照条文

表をご覧いただきたいと思います。右欄が現行条文で左欄が改正条文となって

おります。今回の水道法の一部改正により、条例で明文化しなければならない

事項が３点ほどございまして、１点目は地方公共団体が行う水道の布設工事を

条例で定めること。２点目につきましては、布設工事に伴う布設工事監督者の

資格を条例で定めること。第３点目は水道技術管理者の資格を条例で定めるこ

とでございます。このことから改正案のとおり、第１条の条例の目的につきま

しては、下線部分の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格を定めるの文言を追加するものでございます。次に、第７章を追加

するものでありますが、先ほど申し上げました、条文化しなければならない、

３点について明文化したものであります。第４４条において、布設工事監督者

を配置する工事は水道施設の新築及び（１）（２）に記載の増設もしくは改造と

したものであります。第４５条において、布設工事監督者の資格を定めたもの

でありますが、次ページの（１）では大学の土木工学、衛生工学、水道工学を

卒業した者が１年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験があれば、良

いとしたものでございます。（２）においては大学で（１）以外の学科を卒業し

た者は、１年６箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験があれば良

いとしたものであります。（３）においては、短期大学、高等専門学校で土木科

またはこれに相当する課程を卒業した者は２年６箇月以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験があれば良いとしたものであります。（４）においては、

高等学校で土木科又はこれに相当する課程を卒業した者は３年６箇月以上、水

道に関する技術上の実務に従事した経験があれば良いとしたものであります。

（５）においては、学歴にこだわらず、５年以上水道に関する技術上の実務に

従事した経験があれば良いとしたものであります。（６）においては大学院また

は専攻科で衛生工学、水道工学を専攻し（１）の学歴を有する者は、６箇月以

上水道に関する技術上の実務に従事した経験があれば良いとし、（２）の学歴を

有する者は１年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験があれば良いと

したものであります。次ページですが、（７）においては、外国の学校を卒業さ
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れた方の資格基準を定めたものでありまして、（１）から（４）で示している程

度の習得をしていればよいとしたものでございます。（８）においては技術士法

に定める技術士の資格があれば６箇月以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験があれば良いとしたものであります。次に、第４６条において水道技術

管理者の資格を定めたものでありますが、（１）においては前４５条で定めた布

設工事監督者の資格を有していれば良いとしたものであります。（２）において

は大学で土木工学以外の工学、理学、農学、医学、もしくは薬学に関する学科

を修めて卒業した者は２年以上、第４５条（３）に規定する短大、高等専門学

校を卒業した者は３年以上、（４）に規定する高等学校を卒業したものは４年以

上水道に関する技術上の実務に従事した経験があれば良いとしたところであり

ます。次ページでありますが、（３）においては、学歴にこだわらず、５年以上

水道に関する技術上の実務に従事した経験があれば良いとしたものでありま

す。（４）においては、前条４５条（１）（３）（４）において工学、理学、農学、

医学、もしくは薬学以外の学科目を卒業した者で、大学卒業者は２年６箇月、

短大、高等専門学校卒業者は３年６箇月、高等学校卒業者４年６箇月以上水道

に関する技術上の実務に従事した経験があれば良いとしたものであります。

（５）においては外国の学校を卒業された方の資格基準を定めたもので、（２）

に規定する学科を習得していれば良いとしたものであります。（６）においては

厚生労働大臣の登録を受けた者が行う、水道の管理に関する講習の課程を修了

した者で良いとしたものでございます。次に、第７章を第８章とし、第４４条

を第４７条に改正したものであります。改正本文の１１ページにお戻りいただ

きたいと思います。平取町給水条例（平成１０年平取町条例第１１号）の一部

を改正しようとするものでありますが、改正内容につきましては、新旧対照条

文のとおりでありますので、省略させていただきます。附則として、この条例

は平成２５年４月１日から施行するものであります。以上で説明を終わらせて

いただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第７、議案第３号平取町給水条例の一部を改正す

る条例については原案のとおり可決しました。日程第８、議案第４号平取町営

住宅整備基準に関する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を

求めます。建設水道課長。 
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建 設 水 道

課長 

はい。それでは議案第４号平取町営住宅整備基準に関する条例の制定について

ご説明申し上げますので１８ページをお開き願います。平取町営住宅整備基準

に関する条例を次のように制定するものでございます。１９ページをお開き願

います。平取町営住宅整備基準に関する条例本文でありますが、第８条から第

１６条までで条文化しております。この条文につきましては地域主権改革一括

法の改正に伴い、国土交通省令で定める基準、公営住宅等整備基準を参酌して、

地方公共団体の条例で定めるとなっていることから、参酌した結果、国土交通

省令で定める公営住宅等整備基準の本文をそのまま条文化することといたしま

した。ただし、国土交通省令で定める公営住宅等整備基準のなかに適切に図る

ための措置が講じられていなければならないという条文がいくつかありまし

て、平取町としては、この具体的な内容の扱いとして、北海道が定める住基本

計画のなかにある基準を運用してきた経緯があることから、条例文のなかでは、

町長が別に定める措置が講じられていなければならないという文言に置きかえ

たところであります。町長が別に定めることがある内容については北海道が定

めている住基本計画のなかにある基準を運用し、平取町営住宅整備基準に関す

る条例施行規則で定めておりますので、ご理解いただきたいというふうに思い

ます。それでは条例本文で国土交通省令で定める公営住宅等整備基準と文言が

変わったところのみ説明させていただきますが、第８条住宅の基準の第２項、

第３項、第４項、次ページいきまして第５項、第９条の住戸の基準の３項、そ

れから第１０条住戸内の各部、それから第１１条共用部分で町長が別に定める

措置が講じられていなければならないとしておりまして、具体的な内容につい

ては、平取町営住宅整備基準に関する条例施行規則で定めており、国土交通省

令の定める評価方法基準を満たす措置となってございます。附則といたしまし

て、この条例は平成２５年４月１日より施行するものであります。以上で説明

を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは、採決を行います。本案について原案のとおり

決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第８、議案第４号平取町営住宅整備基準に関する

条例の制定については原案のとおり可決しました。 

日程第９、議案第５号平取町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定に

ついてを議題とします。提案理由の説明を求めます。建設水道課長。 

 

建 設 水 道 それでは、議案第５号平取町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定に
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課長 ついてご説明申し上げますので、２１ページをお開き願います。平取町道路の

構造の技術的基準等を定める条例を次のように制定するものであります。２２

ページをお開き願います。平取町道路の構造の技術的基準等を定める条例本文

でありますが、第１条から第４１条までで条文化してございます。この条文に

つきましては地域主権改革一括法の改正に伴い、道路の構造の基準について政

令で定める基準、道路構造令を、道路標識の設置については、国土交通省令の

定める基準、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令を参酌して地方公共

団体の条例で定めることになっていることから、参酌しながら、地域の特殊性

を考慮し、条例化したものであります。それでは条例本文で政令で定める、道

路構造令と条文等が変わったところのみご説明させていただきたいと思います

が、２２ページ第４条、町道の構造の技術的基準でありますが、今までは道路

構造令では一般国道の構造の一般的技術的基準しか定められておらず、都道府

県道及び市町村道においては、基準がなく、一般国道の基準を都道府県道及び

市町村道に読みかえて運用してきた経緯があることから、今回、町道の構造の

技術的基準を次条の５条から４１条で定めることを条文化したものでございま

す。２３ページ、第６条路肩において、９項、１０項の２項目を追加しており

ますが、第２項で規定する、路肩の幅員を定める場合の規定を明文化したもの

でございます。第７条停車帯において町道においても必要があれば停車帯を設

けることができるとしております。２４ページ、第１０条歩道でありますが、

第３項において特別な理由によりやむを得ない場合においては歩道幅を１．５

メートル以上でも設置できるとしております。２５ページ、第１２条堆雪幅で

ありますが、除雪を勘案して堆雪幅を確保できるよう、路肩歩道の幅員を定め

ていくものとしたものでございます。２６ページ、第２０条視距等の第１項に

おいて、道路構造令では視距の 低値は視距の欄の右欄の数値になっておりま

すが、北海道は積雪寒冷地ということから視距の欄の左欄の数値を 低数値と

することにいたしたものでございます。２７ページ、第２１条縦断勾配であり

ますが、道路構造令では縦断勾配欄の左欄と右欄の 低値しか定められており

ませんが、北海道は積雪寒冷地ということから、冬期の状況を考慮した場合は、

真ん中の欄の数値を縦断勾配の 低数値とすることにしたものでございます。

第２３条の縦断曲線でありますが、道路構造令では縦断曲線半径欄の右の欄の

数値を 低値として定めておりますが、北海道は積雪寒冷地ということから冬

期の状況を考慮して左欄の数値を縦断曲線の 低数値とすることにしたもので

ございます。３１ページ、第４１条町道に設ける道路標識の寸法でありますが、

国土交通省令の定める基準、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令につ

いてそのまま条文化したものであります。３５ページ、附則１といたしまして、

この条例は平成２５年４月１日より施行するものであります。附則の２といた

しまして、このうち条例の施行の際、現に工事中のもの、また継続事業で行う

ものについては、この条例の第５条から第４１条までの規定に適合しない部分

がある場合においては、当該旧道路構造令の規定の例によることとしておりま
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す。以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 

 

議長 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第９、議案第５号平取町道路の構造の技術的基準

等を定める条例の制定については原案のとおり可決しました。 

日程第１０、議案第６号平取町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定め

る条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。建設水道

課長。 

 

建 設 水 道

課長 

それでは、議案第６号平取町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める

条例の制定について、ご説明申し上げますので、３６ページをお開き願います。

平取町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例を次のように制定

するものであります。３７ページをお開き願います。平取町準用河川管理施設

等の構造の技術的基準を定める条例本文でありますが、第１条から第４８条ま

でで条文化しております。この条文につきましては、同じく地域主権改革一括

法の改正に伴い、政令で定める基準、河川管理施設等構造令を参酌して、地方

公共団体の条例で定めることになっていることから、参酌した結果政令で定め

る河川管理施設等構造令の本文をそのまま条例化することといたしました。た

だし、平取町が管理する準用河川はオバウシナイ川の１河川だけでありますの

で、政令で定める河川管理施設等構造令全７７条のうち、必要とする条項４８

条を抜粋し条文化したところでございます。それでは、条例本文で政令で定め

る河川管理施設等構造令と文言が変わったところのみご説明させていただきま

すが、３７ページの第１０条管理用通路で堤防に設ける河川の管理のための通

路の基準を河川管理施設等構造令施行規則で定める基準で明文化したところで

あります。附則といたしまして、この条例は平成２５年４月１日より施行する

ものでございます。以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

議長 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 
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討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１０、議案第６号平取町準用河川管理施設等の

構造の技術的基準を定める条例の制定については原案のとおり可決しました。

日程第１１、議案第７号平取町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係

る道路の構造に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。提案

理由の説明を求めます。建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

それでは、議案第７号平取町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る

道路の構造に関する基準を定める条例の制定について、ご説明申し上げますの

で４６ページをお開き願います。平取町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に係る道路の構造に関する基準を定める条例を次のように制定するもので

あります。４７ページをお開き願います。平取町高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準を定める条例本文でありますが、

第１条から第２２条までで条文化しております。この条文につきましては、同

じく地域主権改革一括法の改正に伴いまして、国土交通省令で定める基準、移

動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準を定める省令を参酌して、

地方公共団体の条例で定めることになっていることから、参酌した結果、国土

交通省令で定める基準、移動等の円滑化の促進にかかる道路の構造に関する基

準を定める省令全３７条のうち、必要とする条項、２２条を抜粋し、条文化し

たところでございます。それでは条例本文で国土交通省令で定める移動等の円

滑化の促進に係る道路の構造に関する基準を定める省令と文言が変わったとこ

ろのみ説明させていただきますが、第５条舗装等において、歩行者の安全確保

のために第３項の条文を追加したものであります。５０ページ、附則１といた

しまして、この条例は平成２５年４月１日より施行するものであります。附則

の２経過措置といたしまして、第３条に規定する歩道を設けるとされている道

路区間のうち、歩道のないところについては、高齢者、障害者等の安全確保の

ために、自動車を減速させるための措置として、車道に狭さく部、屈曲部等を

設けることができるとしたものであります。附則の３といたしまして歩道の幅

員については、第４条１項の規定にかかわらず、１．５メートルまで縮小でき

るとしたものであります。附則の４といたしまして、歩道等の車道等に対する

高さは基準を適用することが適当でない場合においては、第８条第１項の規定

によらなくてもよいとしたものでございます。附則の５といたしまして車両乗

入れ部も幅員を第１０条の規定によらず１メートルまで縮小することができる

としたものであります。以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 
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（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１１、議案第７号平取町高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準を定める条例の制定につい

ては原案のとおり可決しました。 

日程第１２、議案第８号及び日程第１３、議案第９号につきましては、関連が

ありますので、一括議題といたしたいと思います。日程第１２、議案第８号平

取町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例

の制定について、日程第１３、議案第９号平取町指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の制定についてを一括

議題とします。提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

それでは、議案書５１ページ及び１３２ページをご覧ください。議案第８号平

取町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例

並びに、議案第９号平取町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営の基準等に関する条例の制定につきましてご説明申し上げます。議

案書５２ページ以降をお開きください。ご覧のとおり、この二つの条例、合計

で２９４条、１２４ページにわたる膨大な条例案でありますことから、２月２

７日に開催されました議会運営委員会におきましてご承認いただきましたの

で、本日は、別にお配りをいたしました、概要版をもちまして、ご説明を申し

上げます。それでは、地域主権改革一括法等に基づく地域密着型サービスに係

る条例制定について、（概要）１ページをご覧ください。ここでおそれ入ります

が、資料中一部文言の追加をお願いをいたします。１ページの１、条例制定の

背景でありますが、本文６行目に、平成２５年３月３１日までに制定・施行す

ることとありますが、このなかで制定の後の点の次に「４月１日から」という

文言の挿入をお願いします。したがいまして、平成２５年３月３１日までに制

定・４月１日から施行することとされており、ということにご訂正をお願い申

し上げます。お手数をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。それで

は、１ページ。まずはじめに、１、条例制定の背景でありますが、いわゆる地

域主権改革一括法、正式名称は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革

の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」でありますが、これが制定

されたのを受けまして、国は介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の

一部を改正する法律、介護保険法の一部改正を行い、これに伴って、法律や省

令等で全国一律に定められておりました介護保険サービス事業者の指定等に関

する基準につきまして、都道府県や市町村の条例で定めることとなりました。
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法律によりますと、この条例は、本年３月３１日までに定め、４月１日から施

行することとなっておりまして、町は本日の町議会定例会に提案し、条例を制

定しようとするものであります。次に２の根拠となる法律の条項の説明は省略

をさせていただきます。次に３、平取町が制定する条例についてでありますが、

枠のなか、左側に記載する１番目、平取町指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営の基準に関する条例と、２番目、平取町指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の二つであり

ます。１番目の条例は要介護１から５の方がお受けになる地域密着型サービス

に関するものであるのに対し、２番目の条例は、要支援１から２の方がお受け

になる地域密着型介護予防サービスに関するものであります。二つのサービス

の種別は、資料記載のとおり、多数存在いたしますが、当町に存在するサービ

スは、現在、振内地区に建設中で、４月から事業を開始する予定の認知症共同

生活介護グループホームでございます。したがいまして、その他のサービスは、

現在、当町には存在いたしませんが、今般の条例制定に際しましては、条文作

成の面におきまして、介護保険上規定されている地域密着型サービスに関する

事項をあらかじめ網羅しておく必要がありますことから、今般、条例整備をし

ようとするものでございます。なお、特別養護老人ホーム平取かつら園は、介

護保険上、施設サービスであることから、北海道の条例で規定される施設であ

り、町の条例では規定されません。ちなみに、グループホームは、形態上は建

物施設でありますが、介護保険上は在宅サービスのなかの地域密着サービスに

分類されているものでございます。続いて２ページをご覧ください。４、基準

の類型についてでありますが、厚生労働省令によりますと、条例制定に当たっ

ての基準の類型といたしまして、次の三つがございます。一つは「従うべき基

準」であります。これは条例の内容を直接的に拘束し、必ず適合させなければ

ならない基準でありまして、地域主権改革の推進と申しましても、町が独自で

変えてはならない、国からの強制的基準でございます。建物の床面積の規定な

どが、これに当たります。二つ目は「標準」であります。これは、法令の「標

準」を基準としつつ、国が示した範囲以内で地域の実情に応じて、その内容を

定めることが許容されるものであります。三つ目は「参酌すべき基準」であり

ます。これは省令で定める基準を勘案して、町が地域の実情に応じて異なる内

容を定めることが許容されるものであります。次に、２ページ下段の５、条例

案の考え方に移ります。①でありますが、町は原則として、国の基準に基づき、

条例を制定する考えであり、ただし、国から許容される一部の項目につきまし

ては、町独自の内容を盛り込み、サービス基準の向上に努めたいと考えており

ます。②２ページの下段、太枠で囲んだ条例（案）の条文は、地域密着型介護

老人福祉施設の入所者定員は国の標準で示す基準上限の２９人とする規定を明

示したものでございます。次に、３ページをご覧ください。③サービスを行う

申請者に関する基準は、国からの従うべき基準に基づき法人といたします。し

たがいまして、この場合、個人は申請者として認めないということであります。
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太枠で囲む町条例（案）の条文はこれを表しております。次に６、条例案の概

要であります。これは国の基準を参酌した上で、町が独自に定めるものであり、

地域密着型介護老人福祉施設の居室の定員は国の基準では１人または２人のユ

ニット型個室としておりますが、これは利用料金が高額になること、北海道の

条例におきましては、多床室いわゆる４人部屋を整備できるとしていること。

町内にある特別養護老人ホームは現在４人部屋となっていること等を総合的に

参酌、勘案いたしまして、平取町はこれを条例で入所者のプライバシーの確保

に配慮した措置がなされていると認められる場合は、一つの居室の定員は４人

以下とすることができると規定しようとするものでございます。続きまして、

４ページをご覧ください。運営に関する内容であります。厚生労働省令により

ますと、地域密着型老人福祉施設などにおいて、当該施設で事故が発生した場

合は、事故状況及びその処理について記録しなければならないと定められてお

りますが、サービス事業者を指導監督する立場にある町といたしまして、事業

者に対して報告義務を課すことにより、事業者の事故発生時の対応を強化させ

る目的から当町の条例におきましては、これを、４ページ下段及び５ページ上

段の太枠で囲んだ町条例（案）のように、事故の状況及び事故に際して採った

処置について記録するとともに、速やかに町長に報告しなければならない。と

規定しようとするものであります。５ページ下段の下線のように厚生労働省令

におきましては、事業に関する記録の整備については、その保存期間を２年間

といたしておりますが、介護保険給付費の返還請求権の時効が地方自治法で５

年間と定められていることを参酌し、町条例において、６ページ上段に記載の

ように、これを５年間保存しなければならないと規定しようとするものであり

ます。６ページ以下７の参考資料は介護保険法の抜粋を掲載させていただきま

した。これに関する内容の説明は省略をさせていただきたいと考えます。条例

案の概要についての説明は以上のとおりであります。どうぞよろしくご審議く

ださるようお願いをいたします。 

 

議長 議案第８号及び議案第９号について一括質疑及び討論を行い、採決については

議案ごとに行っていきたいというふうに思います。それでは、質疑を行います。

質疑はございませんか。松澤議員。 

 

６番 

松澤議員 

今の説明のなかの３ページで、２人入居者のお部屋のなかの定員なのですが、

２名とすることができること、イのほうでプライバシーの確保に配慮した措置

がなされていると認める場合は、４人以下とすることができるとなっています

けども、町の条例としてこのようにするということは、平取町としては、プラ

イバシーの確保に配慮したっていうその特段の理由といいますか、そういうも

のは何か考えられているのかお聞きしたいと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 
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保 健 福 祉

課長 

松澤議員のご質問にお答えを申し上げます。このプライバシーの確保につきま

しての具体的な文言の規定はございませんが、内容といたしまして、例えばカ

ーテンのしきりでありますとか、あるいは普通のカーテンあるいはアコーディ

オンカーテン等のしきり、あるいは、固定式のついたて等で隣の方とのプライ

バシーを確保できるということが認められる場合においては、４人以下とする

ことができるというふうに考えてございます。以上です。 

 

議長 ほかございますか。１０番千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員 

１０番千葉です。説明文の４ページなんですけど、事故発生時に対する対応、

措置でございますけども、かっこ書きのなかにあるような、事故対応、記録と

いう文言が出てきますけども、記録というのはこれは筆記記録なのか撮影記録

なのか、はたまたそのほかにはどのような記録方法が求められているのか、そ

れと速やかに町長に報告ということがありますけども、このことにつきまして

も、例えば事故発生時のなかで時間体的にその日のうちになのか、あるいは事

故発生時と同時報告なのか、速やかにということに対しての理解はどのように

理解したらいいのかご説明のほどお願いいたします。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

はい、千葉議員のご質問にお答えを申し上げます。記録につきましては細かい

条例上の規定はございません。速やかににつきましても、細かい条例上の規定

はございませんが、今後、規則、要綱等で具体的に決めていきたいというふう

に考えてございます。以上です。 

 

議長 １０番千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員 

ぜひ、しょっちゅう新聞それから報道等みますと、この辺のことがですね、非

常に大事なかたちで報道されておりますので、その辺の規定というのはできる

限りですね速やかに、本当に細かなかたちでですね、検討されていくことを望

んでおりますけども、できるだけ早くにお願いしたいなと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

 

 

ただいまご指摘いただきましたように、特にグループホームにおきましては、

先般長崎での火災等で死傷者が出ており、グループホームの運営、今後４月以

降開始をされるわけでございますが、特に、この今ご指摘いただいたことを踏

まえまして、今後とも対処させていただきたいというふうに考えてございます。
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議長 

以上です。 

 

ほかございますか。質疑を終了します。次に討論を行います。反対討論はあり

ませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは、議案第８号について採決を行います。本案に

ついて原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１２、議案第８号平取町指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の制定については原案のと

おり可決しました。 

次に、議案第９号について採決を行います。本案について原案のとおり決定す

ることに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１３、議案第９号平取町指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の制定について

は原案のとおり可決しました。休憩します。 

 

 （休憩 午前１０時５３分） 

（再開 午前１１時１０分） 

議長 再開します。日程第１４、議案第１０号平取町新型インフルエンザ等対策本部

条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。保健福祉課

長。 

 

保 健 福 祉

課長 

それでは、議案書１６７ページ及び１６８ページをお開きください。議案第１

０号平取町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定につきましてご説明申し

上げます。本条例案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の公布に伴い、

新型インフルエンザが発生した場合における町の対策本部の組織体制を新たに

条例に基づいて整備しようとするものであります。冒頭第１条でただいま申し

上げました条例の目的を掲げ、第２条で本部長、副本部長等の職責を述べ、第

３条で会議の招集を、第４条において部の設置を規定いたします。第５条雑則

として、その他必要な事項は本部長が定めるとしております。この条例案の施

行期日は、附則におきまして、法律が施行される日から施行すると規定いたし

ます。なお、法律の施行日は、法律が公布された平成２４年５月１１日から１

年以内である平成２５年５月１０日までに行われることとされております。以

上、よろしくご審議くださいますようにお願いを申し上げます。 

 

議長 質疑を行います。質疑はありませんか。 
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（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１４、議案第１０号平取町新型インフルエンザ

等対策本部条例の制定については原案のとおり可決しました。 

日程第１５、議案第１１号公の施設に係る指定管理者の指定についてを議題と

します。提案理由の説明を求めます。産業課長。 

 

産業課長 議案第１１号公の施設に係る指定管理者の指定についてご説明いたしますの

で、１６９ページをお開き願います。今回の提案につきましては地方自治法第

２４４条の２第６項の規定に基づき、平取町公の施設に係る指定管理者の指定

について議会の議決を得ようとするものでございます。管理を行わせる施設の

名称につきましては「平取町老人福祉センター」及び「二風谷ファミリーラン

ド」施設の所在地につきましては沙流郡平取町字二風谷９４番地１外でござい

ます。指定管理者となる団体の名称につきましては株式会社アンビックスで、

指定管理を行わせる期間につきましては、平成２５年４月１日から平成２６年

３月３１日までの１年間でございます。選定の理由につきましては次ページを

ご覧ください。説明資料１でございますけれども、選定の経過につきまして、

現在の平取町老人福祉センター及び二風谷ファミリーランドの指定管理期間に

つきましては、平成２５年３月３１日をもって終了するため、平成２５年度か

らの指定管理については、びらとり温泉のリニューアルに合わせ、指定管理業

者の新たな公募について準備を進めておりましたけれども、リニューアルが平

成２６年４月に延期となったため、平成２５年度については、１年間現在の施

設での運営となり、リニューアル後の指定管理を含めてより良い形態での指定

管理業者選定を協議した結果、平取町公の施設に係る指定管理者の指定手続等

に関する条例第５条第２号の規定により、公募によらない方法により選定をし

たところでございます。２番目として老人福祉センター及び二風谷ファミリー

ランド指定管理業者の詳細でございます。業者名につきましては株式会社アン

ビックス、本店については札幌市中央区南１条西７丁目１番地２、会社創立年

月日については、平成３年３月１３日、発行済株式の総数については４０００

株、資本金につきましては２億円となってございます。代表取締役は前川二郎

氏、本店・営業所数につきましては、温泉宿泊施設ホテル等でございますけれ

ども１１施設、そのほかに総合体育館、小樽市の総合体育館の指定管理を行っ

ております。またスキー場１施設、ゴルフ場１施設、ゴルフ練習場１施設持っ

ているようなかたちでございます。従業員の数は６２４名、納付すべき税額に

ついては法人税等で１３６９万円、指定管理をする、指定管理料につきまして
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は３９５０万円。運営等につきましてでございます。利用時間等でございます

けれども、老人福祉センターについては休日の設定については無休ということ

でございます。施設点検等での不定期休が入ってくるというかたちでございま

す。営業時間につきましては基本的には現行どおりというかたちで進みます。

次にファミリーランドでございますけれども休日の設定は、福祉センターと同

様の無休、ただし施設点検等での不定期休があるということでございます。営

業時間等については基本的には現行どおりというかたちでございます。以上、

議案第１１号公の施設に係る指定管理者の指定につきましてご説明申し上げま

した。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

議長 質疑を行います。１０番千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員 

１０番千葉です。一つ質問して確認しておきたいんですけれども、公募によら

ない方法ということで今後のことなんですけども、いわゆるリニューアル後も

想定した契約となってくるわけですけども、今の古い施設のことなんですけど

も、前任の契約条項から何一ついじらないでそのままの状態で来年の３月まで

アンビックスさんと古い施設の運営も行ってもらうという理解でいいのかって

いうことが一つと、もう１点、新しい施設で運営をしていく場合、いわゆる指

定管理が新しい施設になった場合の、新しい条項文というのは相当いろんな文

言で、かたち残していかなくちゃいけないと思ってるんですけども、その作業

はいつごろ始めてですね、いつぐらいまでには整えてというかたちで我々議会

の方にもその条項文、契約条項含めて、いつごろご提示になるのかその予定も

合わせてご答弁願いたいと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えいたします。現在の指定管理の協定書につきましては基本的にアンビッ

クス社とも継続というようなかたちで、同内容で協定を結んでいきたいという

ふうに考えております。ただ、細かい部分等でですね、休みにしても現在は月

に何回か休みをとっているようなかたちでございますけれども、無休で実施し

ていくというようなこともございますし、かなり施設についても老朽化してお

りますので、２６年４月からリニューアルということでなるべく修繕等には金

額かけたくないところでございますけれども、どうしても緊急的に修繕をして

いかないとだめな部分等でてくる可能性もございますので、その辺の部分につ

いて、細かく協定を結ぶようなかたちを考えておりますので、２５年の４月か

らの協定書につきましては、案ができた段階で、議会のほうとも相談させてい

ただいて、協定を結ぶというようなかたちで考えております。また２６年度４

月からの指定管理の部分の協定につきましては、なるべく早い段階で、かなり

の項目で現在と変わってくるような状況になりますので、アンビックス社とも
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協議を進めながら、また議会のほうでもですね、担当の常任委員会、また必要

であれば全員協議会等で説明をしながら進めていきたいというふうに思ってお

りますので、いつから取りかかるという基本的な具体的な日にちは答えられま

せんけれども、なるべく早い時期から協議をしていきたいというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 ほかございませんか。これで質疑を終了します。次に討論を行います。反対討

論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１５、議案第１１号公の施設に係る指定管理者

の指定については原案のとおり可決しました。 

日程第１６、議案第１２号公の施設に係る指定管理者の指定についてを議題と

します。提案理由の説明を求めます。アイヌ施策推進課長。 

 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

はい。それでは私の方から議案第１２号公の施設に係る指定管理者の指定につ

いてをご説明をさせていただきたいと思います。１７１ページをご覧いただき

たいと思います。公の施設「平取町イオルの森」に係る指定管理者の指定につ

いてですが、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、平取町公の施

設に係る指定管理者に財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構を指定しようと

するものでございます。平取町イオルの森につきましては、平成２１年９月１

７日に二風谷ダム右岸の町有林約２１０ヘクタールを、優れた自然景観を保全

し、アイヌ文化に有用な自然素材が多く育つ森林を育成し、もってアイヌ文化

の振興と理解の促進、並びに町民の保健休養、体験学習などの利用を図るため

に設置し、平成２２年６月２２日開催の議会の議決を得、本年３月３１日まで、

財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構にその管理をお願いしてきたところで

ございます。今般の公の施設イオルの森に係る指定管理者の指定は管理期間満

了による更新で、アイヌ文化振興法の定めにより、アイヌ文化の振興等を目的

とする同財団に再度お願いをしようとするものでございます。指定管理を行わ

せる期間といたしましては３にありますように平成２５年４月１日から平成２

８年３月３１日を予定しているところでございます。選定の理由等については

ただいまご説明をいたしましたけれども、平取町イオルの森設置目的及び平取

町公の施設への指定管理者制度適用に係る指針に照らし、また、アイヌ文化の

振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の定めに

よりアイヌ文化の振興等を目的とする財団であることから、指定管理者として

適当であると判断できるので、再度更新をしようというところでございますの

で、ご審議のほどよろしくお願いをしたいと思います。以上でございます。 
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議長 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１６、議案第１２号公の施設に係る指定管理者

の指定については原案のとおり可決しました。 

日程第１７、議案第１３号平取町過疎地域自立促進市町村計画の変更について

を議題とします。提案理由の説明を求めます。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

それでは、１７２ページ、議案第１３号平取町過疎地域自立促進市町村計画の

変更について、ご説明をさせていただきます。これは過疎地域自立促進特別措

置法第６条第７項の規定に基づきまして、主に過疎債の充当、もしくは関係補

助制度の活用を目的といたしまして、平取町過疎地域自立促進市町村計画を変

更するものとなってございます。説明につきましては１７４ページをご覧いた

だきたいと思います。これは変更計画の比較表となってございまして、左側が

変更前、右側が変更後となってございます。まず、本計画書、これは２２年度

から２７年度までの６年間の計画でございますが、これの４０ページ、区分と

いたしましては８の地域文化の振興等（２）その対策（イ）郷土文化に次の文

言を追加するものでございます。これは右側の表の下線部でございます。読み

上げますが、さらに、沙流川流域が生み出した文化資源を活かし、都市との交

流人口の促進と産業間の連携によって活性化を図り、地域ガイド等の人材ネッ

トワーク形成により推進基盤を構築して新たな雇用の創出を図る。これをつけ

加えるということにしてございます。次のページでございますが、１７５ペー

ジです。同じく４０ページ（３）計画の欄に（３）その他事業として事業内容、

地域文化資源等ネットワーク形成事業都市間交流、産業間連携、地域ガイド等

人材育成、事業主体としては平取町を追加するものでございます。さらに、１

７６ページ、別紙様式２の過疎地域自立促進市町村計画参考資料にも、同様の

事業内容と事業主体を追加いたしまして、概算事業費に６１５０万円を追加い

たしまして、年度区分といたしまして、２５年度から２７年度の事業費をそれ

ぞれ２０５０万円としてございます。それに伴いまして、概算事業費の総計も

変更しているということでございます。当該事業といたしましては平成２５年

度に予算計上させていただきまして、無料シャトルバスの運行ですとか、地域

ガイドの養成を図るということにしてございまして、特定財源といたしまして、

総務省の過疎地域等自立活性化推進事業補助金の充当を予定しているというも

のでございます。本計画につきましては、同法の第６条第４項に基づきまして、
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北海道知事との協議が完了したことに伴いまして、議会の議決を得るためのご

審議をいただくものでございますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げ

ます。以上でございます。 

 

議長 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１７、議案第１３号平取町過疎地域自立促進市

町村計画の変更については原案のとおり可決しました。 

日程第１８、議案第１４号町道の認定についてを議題とします。提案理由の説

明を求めます。建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

それでは、議案第１４号町道の認定につきましてご説明申し上げますので１７

７ページをお開き願います。町道に認定しようとする路線につきましては、路

線番号２５３番芽生基地局線と登録番号２５４番芽生すずらん植物園線の２路

線でございます。このたびの町道認定の経緯でございますが、平取ダム建設事

業に伴う道道芽生貫気別線の芽生地区におきまして、道路の一部切り替え工事

が行われたことによりまして、道は道路法９３条に基づき、使用予定のなくな

った部分を区域変更を行い、不用物件の扱いとすることになったため、町とし

てはその周辺に町の管理施設等があることから、不用物件の使用申請を申し出

る必要が生じたために、町道に認定しようとするものでございます。それでは

見取り図でご説明いたしますので、１７８ページをお開き願います。 初に芽

生基地局線でありますが起点は芽生８３番地１、終点も同じく８３番地１でご

ざいます。総延長は３１７メートルでございますが、重複部分が５４．５０メ

ートルありますので、実延長は２６２．５０メートルとなります。次に、１７

９ページをお開き願います。芽生すずらん植物園線でありますが、起点は芽生

８２番地７、終点も同じく８２番地７でございます。総延長は１８５メートル

でございますが、重複部分が２１メートルありますので、実延長は１６４メー

トルとなります。以上町道の認定につきましてご説明申し上げましたので、ご

審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。１番丹野議員。 

 

１番 

丹野議員 

この道路、 終的につながると思うんですけど、この間は道路にならないとい

うことですか。 
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議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

 

議長 

この間は、結局、ダムができたときの水没区域に入っていて、水没しますので、

道路としては存在しなくなります。 

 

ほかございますか。それでは質疑を終了します。次に討論を行います。反対討

論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１８、議案第１４号町道の認定については原案

のとおり可決しました。 

日程第１９、議案第１５号平成２４年度平取町一般会計補正予算第１１号を議

題とします。提案理由の説明を求めます。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

１８０ページ、議案第１５号平成２４年度平取町一般会計補正予算第１１号に

つきましてご説明申し上げます。第１条、歳入歳出予算の補正でございますが、

既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億５６９０万７千円を追加いたしまし

て、歳入歳出予算の総額を６４億７４３３万６千円とするものでございます。

第２項におきましては歳入歳出予算の補正における款項の区分及び金額並びに

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こととしてご

ざいます。第２条、繰越明許費は第２表繰越明許費によることといたしており

ます。第３条、地方債の追加は第３表地方債補正によることとしてございます。

それでは、事項別明細の歳出からご説明申し上げますので１９１ページをお開

き願いたいと思います。２款１項９目企画費でございます。１９節負担金補助

及び交付金８０万円の追加でございます。これは当町の新エネルギービジョン、

もしくは地域の地球温暖化効果ガスの削減といった考え方に基づきまして、一

般家庭での太陽光発電施設の普及を促進する目的で、平成２３年度から家庭用

発電施設の設置費用に対し、上限２０万円の補助制度を設けてきたというとこ

ろでございます。しかし、国の買い取り価格制度が確立いたしまして、売電価

格も４２円と設定されたこともありまして、本制度を活用して施設を設置する

町民が増えてきておりまして、当初予算の３施設を超え、現在まで６件の申請

がございまして、これは既定予算での対応を図ってきたというところでござい

ます。しかし、売電価格が２５年度の契約から引き下がるという見込みもござ

いまして、年度内での設置を希望する申請が相次いでいるということから、そ

の要望にこたえるべく、年度内設置の申請予定者４件分の助成金について追加

補正を行うものでございます。次に、２款５項１目諸統計費６万７千円の追加
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でございます。これは主に経済センサス活動調査等各種統計調査委託金等の決

定に伴う、歳出の調整による追加となってございまして、１２節役務費、通信

運搬費３万７千円と１４節使用料及び賃借料、事務機器のリース料３万円の追

加となってございます。次のページでございます。３款１項２目老人福祉費１

８６万２千円の追加でございます。内訳は、１９節負担金補助及び交付金は、

デイサービスセンター運営費補助金１３０万円の追加となってございます。こ

れは平取デイサービスセンター通所介護事業所の運営費補助金につきましては

前年度実績をもとに当初予算計上してございますが、今年度中の利用者の減少

等によりまして、予算に不足が生じることとなったことから補助金の増額をす

るものでございます。利用者は２４年度実績見込みで延べ５６０３人、２３年

度実績では、６１９９人と５９６人が減少してございまして、居宅介護収入を

はじめとして、経常経費収入で５７２万２千円の不足を生じるといった見込み

となってございまして、事務費等の支出においても４４２万１千円の節減を図

っているものの、予算が不足するということになりまして、追加補正、助成を

するものでございます。２８節繰出金でございます。５６万２千円の追加です。

これは居宅介護サービスの受給が増加したことに伴う、給付費の不足が見込ま

れることとなったため、介護保険会計の予算増による、一般会計繰出金の追加

補正となってございます。次、下段でございますが、３款１項４目福祉施設費

１９節負担金補助及び交付金、認知症対応型共同生活介護施設整備費負担金８

３６万８千円の追加でございます。これは現在、振内町に建設中のグループホ

ームの建設費用に充当される道からの補助金の追加交付が決定したということ

に伴う追加補正となってございます。次のページでございます。３款２項２目

児童措置費１３節委託料、常設保育所運営委託料１２０２万７千円の追加でご

ざいます。これは国から示される保育単価の増額改正に伴うほか、当初見込み

より保育児童数及び保育単価の高い低年齢児の割合が増えたことに伴い保育所

運営費に不足が生じるということから、追加補正をさせていただくものでござ

います。５款１項２目農業振興費３３００万円の追加でございます。これは国

の２４年度補正予算による補助金を充当して実施することとしたことから、２

５年度事業を前倒しするということによる追加補正となってございます。内容

は紫雲古津に建設する、新規就農研修生用住宅新築工事事業の費用でございま

して、委託料６０万円は住宅建設用地測量・地質調査委託料、１５節工事請負

費は３２４０万円でございまして、これは木造平屋住宅１棟２戸を建設するた

めの費用となってございます。次のページでございます。７款４項３目住宅建

設費１５節工事請負費６３００万円の追加でございます。これも国の２４年度

補正予算による補助金を充当して実施するとしたことから、２５年度事業を一

部前倒しすることによる追加補正となってございます。平成２５年度で計画い

たしておりました振内新団地の公営住宅、３棟６戸のうち２棟４戸、木造２Ｌ

ＤＫを建設するための工事請負費の追加となってございます。次に、１２款２

項１目国民健康保険病院特別会計繰出金３５００万円の追加でございます。こ
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れは、看護師の退職に関する一時金の支給、入院者数が減ったことによる医業

収益の減などによりまして経常損益がマイナスとなることから、その一部を補

てんするため、一般会計からの繰り出しを行うものでございます。次のページ

でございます。１２款３項７目平取町ふるさと応援基金積立金２５節積立金２

７８万３千円の追加です。これは平取町ふるさと寄附条例によりまして、ご寄

附いただいた基金を積み立てするものでございまして２４年度の給付件数は８

３件となる見込みでございまして、本積み立てにより２４年度末のふるさと応

援基金の残高は１０９８万３千円になる見込みでございます。歳出は以上でご

ざいます。次に歳入を説明いたしますので、１８５ページをお開き願います。

１０款１項１目１節地方交付税４６６５万９千円の追加でございます。今回補

正のための一般財源は普通交付税を充当してございます。次に１２款２項１目

民生費負担金１節児童福祉費負担金１２９万５千円は保育単価の増額改正、児

童数の増などに伴い増加する保育所運営費にかかる保育料の増加分となってご

ざいます。次のページです。１４款１項１目民生費国庫負担金２節児童福祉費

負担金３０４万２千円でございまして、これは先ほどの負担金同様、増加する

保育所運営費に充当する国庫負担金の増加分となってございます。次に１４款

２項４目土木費国庫補助金２節住宅建設費補助金２５９６万円でございます

が、これは振内新団地公営住宅建設事業に充当する国庫補助金となってござい

ます。次のページ、１４款２項６目農林水産業費国庫補助金１節農業費補助金

これは農山漁村活性化プロジェクト支援交付金１６２０万円となってございま

すが、これは新規就農研修生用住宅建設事業に充当する国庫補助金となってご

ざいます。次に１５款１項１目民生費道負担金２節児童福祉費負担金１５２万

１千円でございますが、これは国庫負担金同様増加する保育所運営費に充当す

る道の負担金の増加分となってございます。次のページ、１５款２項２目民生

費道補助金２節老人福祉費補助金、介護基盤緊急整備等特別対策事業交付金８

３６万８千円はグループホーム建設事業に充当されるものでございます。その

下段でございますが、１５款３項１目総務費道委託金４節統計調査費委託金６

万７千円は、ご覧の各種統計調査の費用が決定したことに伴う委託金の増減と

なってございます。次のページでございます。１７款１項１目１節寄附金２７

８万３千円はふるさと応援寄附金の決算見込みを計上してございます。１８款

１項１目１節平取町財政調整基金繰入金１６８万８千円の減額でございまし

て、これは充当財源の調整ということで、次のページの２１款１項２目１節農

業債の中山間地域総合整備事業「平取南地区」１２０万円の追加と合わせての

調整となってございまして、今回これについての歳出は伴いませんけれども、

１月議会におきまして当該事業の変更、それと道のですね、食料基盤強化特別

対策事業いわゆるパワーアップ事業の支出金充当によりまして、受益者負担の

軽減の補正をさせていただいたというところでございまして、これが起債対象

になる事業負担金への起債充当と、それから川向営農用水整備事業に充当する

財政調整基金の再調整を行った結果、充当額、起債額を変更させていただくと
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いうことになってございます。なお本起債は過疎債を予定してございます。次

に、同じく、農林水産業債の農業債、新規就農研修生用住宅整備事業１４５０

万円でございますが、これは事業費から補助金を控除した額を起債するもので

ございます。これは一般単独債の補正予算債を予定してございます。２１款１

項３目土木債２節住宅債３７００万円は振内新団地公営住宅建設事業に充当さ

れる起債となってございまして、これは公営住宅債、これも補正予算債でござ

いますが、それの充当を予定してございます。次に繰越明許費を説明いたしま

すので、１８２ページをお開き願います。第２表繰越明許費でございます。地

方自治法第２１３条第１項の規定によりまして、繰り越しとさせていただくも

のでございます。先ほど歳出で説明した、事業名、新規就農研修生用住宅整備

事業、金額３３００万円並びに振内新団地公営住宅建設事業、金額６３００万

円となってございます。これらの事業にかかる繰越一般財源の額は２３４万円

となってございます。 後に次のページ、第３表地方債補正を説明いたします。

道営中山間地域総合整備事業の限度額を１２０万円増額いたしまして５８０万

円に、公営住宅建設事業の限度額を３７００万円増加いたしまして５７５０万

円に、新規就農研修生用住宅整備事業の限度額を新たに１４５０万円と設定い

たしまして、合計で限度額５２７０万円を追加いたしまして、限度額を４億７

５８０万円とさせていただくものでございます。起債の方法、利率、償還方法

は記載のとおりとなってございます。以上、議案第１５号一般会計補正予算第

１１号につきましてご説明申し上げましたので、ご審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

 

議長 質疑を行います。２番藤澤議員。 

 

２番 

藤澤議員 

２番藤澤です。１９１ページ、２款企画費の関係なんですが、実は、この質問

からちょっとそれるかなと危惧をいたします。だが、あえて質問を申し上げま

す。この１０日、２週間前からですね、いわゆるソーラーシステムの関係で随

分町内に業者からの勧誘電話が入っているそうでありまして、私のところにも、

１０日ほど前、あるいは１週間前３人の方から問い合わせがございました。そ

れで、国からお金が出て道からも出て、そのうえに町の補助も過分にあるので

もう８割９割がたが、いわゆる１割か２割のお金を用意すれば住宅が建つんだ

のような、それは屋根の話でしょうと、切りかえして聞くんですが、相当混同

されているような方々が、私のところにきたり、あるいは電話がきたりという

ことで、その４日後に、夕方、夕方も甚だ失礼ながら８時半ですね。似たよう

な電話が私のところにかかりまして、さも勘違いをするような、私もが勘違い

をするような話ぶりでありました。ああ、そうですかと、それでは私の電話番

号をあなたは今控えてあると思うから、明日、役場でお会いしましょうと。私

は、町議会議員でありますと言った途端電話は切れました。何を言いますかと

いうと、そういう町民が多くおられるのではないかなと、いうことでこの８０
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万の金額については、５軒６軒の話ですからいいのですが、機会があれば窓口

あるいは相談にみえた方、問い合わせがあったときにですね、そういう旨を町

の立場としての旨を十分お伝えになるように担当あるいは職員の方にお願いを

申し上げたいと思いますが、現実に耳に入っておられるんでしょうか。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。先ほどもご説明申し上げましたが、２５年度から売電価

格が引き下がるというような予定になっておりまして、国の制度としては、今、

契約、設置しますと４２円の売電価格が１０年間保障されるということもござ

いまして、それがちょっと駆け込み特需のようなかたちになっているというこ

とでございまして、その辺もですね多分業者も、その辺の事情をわかっていて、

多分売り込みにはいっているんだというふうに思っております。実は私の家に

も、そういう電話がかかってきたということもございまして、内情をよく聞い

て、私役所の担当だというようなことを申し伝えたときにすぐ電話を切られた

ということもありまして、なかには、すべてではないですけれどもそういうや

はり悪徳の商法がらみのですね、業者も存在するんではないかというふうに担

当としては把握しておりますので、当然審査の過程も、国の補助なり、私ども

の補助もあわせて受けるという方が多いものですから、国の基準通らない場合

はうちもその補助対象とはならないというような前提がございまして、申請に

あたってはですね、その辺もしっかりした業者であるかというような確認もさ

せていただきますし、昨今多いということでありますので、まちだより等でも

その辺も啓発させていただいて、もしそのような相談があって、不安があれば

是非、役場に連絡いただきたいというようなことも啓発したいというふうに考

えてございます。 

 

議長 ２番藤澤議員。 

 

２番 

藤澤議員 

藤澤です。先ほどちょっと聞き忘れたんですが、駆け込み、２４年度中であれ

ば４２円でしたか、これは１０年間、保証される金額と承りましたがそれでよ

ろしいでしょうか。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

 

そのとおりでございます。 

 

議長 １０番千葉議員。 
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１０番 

千葉議員 

１０番千葉です。１９２ページの３款１項２目老人福祉費についてお尋ねした

いと思います。補正を組むということで、１９節のデイサービスセンター運営

費補助金についてお伺いしておきたいと思います。デイサービス、２３年、２

４年比較したら５９６人ほど利用者が減少したということで、補助金を１３０

万円ほど、計上するということなんですけども、やはり今後はですね、民間の

グループホームも振内にできることですし、やはり平取福祉会との兼ね合いも

いろんな意味で連携も必要だと思ってますけども、私は大事なことは、補助金

が悪いとかではないんですよ。やはりこの内訳をきちっと分析していただきた

い。なぜかというとデイサービスというのはご承知のとおり入浴と昼食、食事

がメインなんですよ。メインとなるデイサービスとしては。私の家の隣のおば

あちゃんも利用してますけども本当に家族としても助かるよ、本人も楽しみが

あって、本当に行くことに対して、時間はかかるけれども続けて利用したいと

いう方もいるんですけども、やはりそれ以外のですね、さまざまなお声を聞い

ていますと、やはり入浴と昼食がメインでそれ以外の、例えばの話ですよ、ゲ

ームをして楽しむ、あるいは何かこうアトラクション的なものを用意して楽し

むとか、さまざまなデイサービスのメニューで運営しているですね、平取福祉

会の職員の方の努力もあろうと思いますけども、一つは、ショートステイの部

分というのは、施設規模からいきましたら、ショートステイで利用される人数

のキャパシティーが、大きいと数が整っているということも原因にはあろうと

思いますけども、問題は、やはりなぜ、５９６人減ったのか、そして実態とし

て、例えば利用者本人もそうですけどそのご家族の方までやっぱり踏み込んで

ですね、今まで利用してた人が特に利用しなくなったという部分におきまして

も、やっぱりきっちりと調査をする必要が私はあろうかなというふうに理解し

ております。さまざま経費節減とか人件費もできるだけ切り詰めてという施設

側の努力はもちろん私も承知しておりますけども、大事なことは、逆に人件費

とか経費を削ったことによって、何かこう内容、デイサービスのメニュー内容

的に下がったのか、その辺も踏まえてですね、やはりきちんとした調査してい

く必要があるなと、そのなかでやはり、どうしても人数が満たされない、補助

金として支出を求められるということであればこれはもう致し方ないなと思っ

てますけども。特に何年間か、こういうこと続いて、補助金を支出していくと

いうことなるとやっぱりその辺のきっちりした調査の結果もですね、我々議会

の方にも報告いただきたいというふうに考えてますけど、その辺のことについ

て、ご答弁願います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

千葉議員のご質問にお答えを申し上げます。平取かつら園に併設されておりま

す、平取デイサービスセンター通所介護事業所に対します補助金につきまして

は、２４年度当初で６００万、今回追加補正１３０万円を加えますと合計７３
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０万ということになります。この経営改善につきましては再三にわたり町とし

ていたしまして、デイサービスセンター側に要請をしてまいりました。平成２

４年度につきましては、デイサービスの利用者の介護度が重くなりまして、在

宅での生活が困難になり、ショートステイ、短期入所生活介護でありますが、

これに移行する方が増加したことによるデイサービス利用者の減少がみられ、

利用者数が平成２３年度には１日平均２０．３２人であったものが２４年度見

込みは１８．４９人。人数にして１．８３人、率にして９．０％程度落ち込む

見込みとなりました。収入が２３年度に比べて、４１０万円あまりの減少とな

る見込みとなっております。千葉議員おっしゃいましたようにゲームやアトラ

クション等、内容の充実等、施設側としては図ってございますが、本年度につ

いては今申し上げました、ショートステイに移行する方が増加したことが主な

原因で、利用者数が減少してございます。人件費の減少が利用者数の減少に繋

がったということではなくて、利用者数の減少により、それに伴う人件費の金

額が下がっているというふうに認識しております。経費の面におきましては、

前年度比較で人件費を３５０万程度減少させる見込みでありますが、ほかに老

朽化した送迎車車両の修理費の増嵩及び燃料費の高騰によります経常的経費の

増加が見られたことによりまして、２４年度末において収入が５３３８万１千

円に対しまして、支出見込み額が５４６８万１千円となり、差っ引き１３０万

円の決算赤字が見込まれるという状態になります。町といたしましては、限ら

れた財源のなかで支出している補助金でございますので、内部でいろいろと検

討し、さまざまな議論がございましたが、デイサービスの存在の重要性等を考

慮しまして、今般やむを得ず、補正を提案したところであります。 

 

議長 休憩します。 

 

（休憩 午前１１時５９分） 

（再開 午後 １時００分） 

 

議長 再開します。午前中に引き続き、一般会計補正予算の質疑を行います。１０番

千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員 

１０番千葉です。午前中に引き続きの質問になります。同じく１９２ページの

老人福祉費の件でございます。先ほど、大西課長のほうから一定のご回答もら

いまして、私は補助金を出すことが良いとか悪いとかっていうこと言ってるん

じゃなくて、やっぱり出す以上はきっちりと根拠をつかんで支出をしていただ

きたい。改善すべきことがあれば、それに向けた取り組みはどのようになって

るのか議会にもご報告いただきたいなというふうに思っております。それで、

先ほどちょっと気になってたのは、車の話も出てましたけども、相当デイサー

ビスで搬送してる車も１台、老朽化している、老朽化というか耐用年数を過ぎ
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てるような状況でありまして、修理代に毎年、大変な思いするならば、やはり

いろんな捻出方法を考えながらですね、新しい車にとりかえたほうがむしろ効

率がいい、あるいはその利用者に対しても、新しい車のほうが安全ですよとい

うことであれば、そのようなこともですね、やっぱり普段の調査だと私は思っ

てますんで、そのへんも踏まえてですね、これからの先ほど言った民間が参入

して振内にグループホームできるわけですから、あまり差が出ないような方法

でひとつ取り組んでいただきたいなというふうに思ってます。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

ただいま千葉議員ご指摘いただいたとおり、グループホームに民間業者が参入

するということで、片や町からの補助金と、片や介護保険だけの支出というこ

とで、そういう差ができるということができるだけないようなかたちで今後、

かつら園、平取福祉会側に強く要請したいと思います。前段のお話の車両の関

係でございますけれども、平成２５年度の予算案におきまして、送迎用の車両

を更新する旨の予算を提案させていただく予定になってございます。当該車両

につきましては、１０年以上経過いたしまして、相当、毎日走るものですから、

相当な故障が生じ、なかなかこう部品等もですね、なかなか在庫がないという

ような状態で、かつら園側も大変苦労してございます。そういうことも踏まえ

まして、平取デイサービス側とは、これは重要な問題でございますので、事あ

るごとに協議、こちらからの指導等ですね、今後とも、強めてまいりたいと思

います。また、こうして議会のですね、本会議におきまして、ご指摘をいただ

いているという事実は、デイサービスセンター事業者側としてこの問題をより

深く認識することにも、当然つながるものと考えておりますので、今後ともよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 ほかございますか。ないようですから質疑を終了します。次に討論を行います。

反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１９、議案第１５号平成２４年度平取町一般会

計補正予算第１１号は原案のとおり可決しました。 

日程第２０、議案第１６号平成２４年度平取町国民健康保険特別会計補正予算

第２号を議題とします。提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

町民課長 １９７ページをお開き願います。平成２４年度平取町国民健康保険特別会計補

正予算第２号についてご説明申し上げます。第１条、歳入歳出規定予算にそれ
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ぞれ７１３万円を追加し、総額歳入歳出それぞれ８億２８７４万３千円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は第１表歳入歳出予算補正によるものとします。それで

は歳出より、ご説明申し上げます。２０２ページをお開き願います。７款１項

２目１９節負担金補助及び交付金１２０万４千円を追加補正するものでありま

す。補正の理由といたしましては、保険財政共同安定化事業拠出金ですが、国

保財政の安定化を図るためにレセプト１件当たり３０万円を超える医療費が対

象でございまして、当初予算８３０７万３千円に対しまして、実績が８４２７

万７千円に確定したことに伴い、超過額１２０万４千円が交付され、追加する

ものでございます。次、１１款１項２目２３節償還金利子及び割引料５８３万

１千円を追加補正するものでございます。補正の理由といたしましては、平成

２３年度国庫支出金の療養給付費負担金でございますが、既に概算交付１億４

６８１万６千円が交付されており、実績が１億４０９８万５千に確定したこと

に伴い、超過額５８３万１千円を返還することとなり、追加補正するものでご

ざいます。次２０３ページをお開き願います。１１款３項１目２８節繰出金で

ございます。９万５千円を追加補正するものでございます。補正の理由といた

しまして、国保病院の繰出金で救急患者受入体制支援事業、また、直営診療施

設整備に関する交付金でございまして、当初８００万円に対しまして、実績が

８０９万５千円に確定したことに伴い、超過額９万５千が交付され、追加補正

するものでございます。次に歳入についてご説明いたします。２００ページを

お開き願います。歳入、３款２項１目１節財政調整交付金４７０２万４千円に

９万５千円を追加するものでございます。これは国保病院特別会計への繰出金

でございます。超過額分が国から財政特別調整交付金で交付されるものでござ

います。次、６款２項１目１節財政調整交付金、３４２６万５千円に１２０万

４千円を追加補正するものでございます。これは、保険財政共同安定化事業の

拠出金でございまして、超過額分が道からの財政特別調整交付金で交付される

ものでございます。次に２０１ページをお開き願います。１０款１項１目１節

繰越金６３８２万９千円に５８３万１千円を追加するものでございます。これ

は平成２３年度の医療給付負担金の償還でございまして、必要な財源を一般財

源の繰越金に求めたものでございます。以上、国民健康保険特別会計の補正予

算について説明いたしました。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 
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保 健 福 祉

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

挙手多数です。従って、日程第２０、議案第１６号平成２４年度平取町国民健

康保険特別会計補正予算第２号は原案のとおり可決しました。 

日程第２１、議案第１７号平成２４年度平取町介護保険特別会計補正予算第３

号を議題とします。提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

議案第１７号平成２４年度平取町介護保険特別会計補正予算第３号につきまし

てご説明申し上げますので、議案２０４ページをお開き願います。第１条、歳

入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出にそれぞれ４５０万円を追加し、そ

れぞれ３億８８１７万５千円にしようとするものであります。それでは、歳入

歳出事項別明細の歳出からご説明を申し上げます。２１０ページをお開きくだ

さい。科目は、３歳出２款１項１目居宅介護サービス給付費１９節負担金補助

及び交付金居宅介護給付費で、金額は４５０万円を補正しようとするものであ

ります。内容は、ヘルパー訪問介護、福祉用具の貸与、住宅改修費を中心とす

る居宅介護サービスの受給が増加したことによりまして、平成２４年度居宅介

護給付費予算の不足が見込まれますことから、これを増額し補正しようとする

ものであります。一方、歳入につきましては、２０７ページをご覧いただきた

いと思います。科目、３款１項１目介護給付費国庫負担金１節現年度分介護給

付費負担金１６７万２千円の増額、２節過年度分９８万１千円の増額、同じく

３款２項１目調整交付金１節調整交付金９９万７千円の減額。同じく２０８ペ

ージ、４款１項１目介護給付費交付金１節現年度分１１２万１千円の増額、２

節過年度分１６８万６千円の増額、同じく５款１項１目介護給付費道負担金１

節現年度分介護給付費負担金２８６万３千円の減額、２節過年度分平成２３年

度介護給付費道負担金２２３万３千円の増額、以上は国及び道の予算が当初２

３年度を基準として、予算額として、決められて交付されておりますことから、

それと実際の経費との差を調整したものでございます。同じく２０９ページ、

７款１項１目介護給付費繰入金１節介護給付費繰入金５６万２千円の増額、同

じく８款１項１目繰越金１節繰越金で前年度繰越金１０万５千円の増額とし、

以上に財源を求めようとするものであります。以上よろしくご審議くださいま

すようにお願いを申し上げます。 

 

質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第２１、議案第１７号平成２４年度平取町介護保

険特別会計補正予算第３号は原案のとおり可決しました。 
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日程第２２、議案第１８号平成２４年度平取町国民健康保険病院特別会計補正

予算第３号を議題とします。提案理由の説明を求めます。病院事務長。 

 

病 院 事 務

長 

それでは２１１ページをお開きいただきたいと思います。平成２４年度平取町

国民健康保険病院特別会計補正予算第３号についてご説明いたします。第２条

におきまして、平成２４年度平取町国民健康保険病院特別会計予算、第３条に

定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正しようとするものでござ

います。初めに収入、第１款病院事業収益、既定予定額８億４３８２万３千円、

補正予定額２５１万８千円、計８億４６３４万１千円となります。第１項医業

収益の補正予定額は３２４８万２千円の減額となっております。第２項医業外

収益の補正予定額は３５００万円の増額となっております。次に支出、第１款

病院事業費用、既定予定額８億４３８２万３千円、補正予定額２５１万８千円、

計８億４６３４万１千円となります。第１項医業費用、補正予定額は２５１万

８千円となっております。第３条は、予算第７条に定めた経費の金額を次のよ

うに改めるものでございます。職員給与費、既定予定額４億４４４１万８千円、

補正予定額２５１万８千円、計４億４６９３万６千円となります。次のページ

をお開きください。平成２４年度平取町国民健康保険病院特別会計予算実施計

画変更となります。補正予定額は記載のとおりでございますので、詳細は次の

ページからの説明書によりご説明させていただきますので、省略をさせていた

だきます。次のページお願いいたします。はじめに支出からご説明させていた

だきますので、１番下の表をご覧ください。収益的支出の１款１項１目給与費

でございます。補正額は２５１万８千円となり、５節退職一時金の補正でござ

います。この３月で退職する嘱託職員の退職一時金を追加補正しようとするも

のでございます。次に収入になりますが、下から２番目の表をご覧ください。

１款２項２目１節一般会計負担金でございます。今年度決算見込みにより収支

の改善を図るため、一般会計から３５００万円を追加繰り入れするものでござ

います。決算見込みは１月末時点での見込みで約５千万円の損失を見込んでお

りますが、そのうち３５００万円を追加繰り入れしていただき、損失分の圧縮

をするものでございます。平成２４年度の損失の要因といたしましては、入院

収益が非常に落ち込んだことが大きな要因となっております。次に１番上の表

になりますが、１目の入院収益を減額いたします。入院収益が落ち込んでいる

ことから、２７４８万２千円の減額をいたします。次にその下の表の３目その

他医業収益についても、５００万円の減額をさせていただきます。次のページ

お願いいたします。給与費明細書でございます。先ほどご説明いたしました収

益的支出の給与費の補正に関する額の変更でございます。１．総括の表のなか

の退職給与金の補正を計上しております。２５１万８千円の増額となっており

ます。以上補正予算第３号についてご説明させていただきましたので、ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 
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議長 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第２２、議案第１８号平成２４年度平取町国民健

康保険病院特別会計補正予算第３号は原案のとおり可決しました。 

日程第２３、平成２５年度町政及び教育行政執行方針の説明に入ります。まず、

町政執行方針の説明を求めます。町長。 

 

町長 平成２５年度町政執行方針について説明 

 

議長 休憩します。 

 

（休憩 午後 ２時１５分） 

（再開 午後 ２時３０分） 

 

議長 再開します。次に教育行政執行方針の説明を求めます。教育長。 

 

教育長 平成２５年度教育行政執行方針について説明 

 

議長 平成２５年度町政及び教育行政執行方針の説明を終了します。以上で本日の日

程は全部終了いたしましたので、これをもって散会いたします。ご苦労さまで

した。 

 

  

（閉 会 午後 ３時００分）
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 平成２５年第３回平取町議会定例会 （開 会 午前 ９時３０分）

議長 おはようございます。ただいまより本日の会議を開きます。ただいまの出席議

員は１２名で会議は成立いたします。 

日程第１、会議録署名議員を指名します。会議録署名議員は会議規則第１２２

条の規定によって、７番四戸議員と８番櫻井議員を指名します。 

日程第２、議案第１９号平成２５年度平取町一般会計予算、 

日程第３、議案第２０号平成２５年度平取町国民健康保険特別会計予算、 

日程第４、議案第２１号平成２５年度平取町後期高齢者医療特別会計予算、 

日程第５、議案第２２号平成２５年度平取町介護保険特別会計予算、 

日程第６、議案第２３号平成２５年度平取町簡易水道特別会計予算、 

日程第７、議案第２４号平成２５年度平取町国民健康保険病院特別会計予算、

以上議案６件を一括して議題とします。これより、平成２５年度各会計予算に

係る提案説明を求めますが、前段予算説明資料に基づく各会計予算総括概要、

続いて、一般会計より順次各会計の説明をお願いいたします。それでは、平成

２５年度各会計予算の概要並びに一般会計予算について提案説明を求めます。

まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

議案第１９号、平成２５年度一般会計予算の説明をさせていただきますが、議

長より 初に各特別会計を含めた予算概要の説明を求められましたので、平成

２５年度予算説明資料にてご説明を申し上げます。表紙が目次になっておりま

すけども本資料は１番の平成２５年度各会計予算総括から１７番の平取町畜産

公社事業調までの３５ページの内容となってございます。表紙をお開き願いま

す。平成２５年度各会計予算総括でございます。一般会計の総額は６２億５４

００万円で、２４年度に比べまして９億２５００万円、１７．４％の増となっ

てございます。次に、特別会計の国民健康保険特別会計は７億７１４５万円、

２４年度比で、２８３３万４千円、３．５％の減となってございます。後期高

齢者医療特別会計は８０２０万円、２４年度比で６３０万円、８．５％の増と

なってございます。介護保険特別会計は４億２８２０万円、２４年度比で４６

００万円、１２．０％の増となってございます。簡易水道特別会計は２億３８

９６万４千円、２４年度比で７８６万４千円、３．４％の増となっています。

続きまして国民健康保険病院特別会計は７億４９４５万８千円、２４年度比で

１億１４３１万３千円、１３．２％の減となってございます。５つの特別会計

の総額は２２億６８２７万２千円でございまして、２４年度比で８２４８万３

千円、３．５％の減となってございます。一般会計、特別会計をあわせた２５

年度の予算規模は８５億２２２７万２千円となってございまして、２４年度に

比べ８億４２５１万７千円、１１．０％の増となってございます。平成２３年

度決算における平取町の各種の財政指標は、改善がみられているという状況で

ございますが、地方交付税の減額など、地方財政を取り巻く環境は依然として
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厳しい状況になってございます。議会、町民のご意見を賜りながら、策定いた

しました第５次総合計画の財政計画並びに実施計画に基づきまして、持続可能

な財政構造の構築を意識いたしまして、経常的経費においては更なる節減に努

めながら、町民ニーズに合致する投資的経費への重点的配分に努めたところで

あります。それでは各会計の予算について、概要を説明いたします。まず、３

ページの一般会計でございます。歳入、１款町税は、町民税個人では給与所得

等の若干の伸びを見込めるものの固定資産税の減により、町税としては２４年

度対比で５２６万３千円、１．２％の増となってございます。歳入の２款から

９款につきましては、２４年度決算見込み、並びに２５年度地方財政計画の状

況によりまして積算計上してございますが、そのうちの２款地方譲与税は自動

車重量譲与税の増が見込めることから、３１０万円、３．９％の増となってお

ります。６款地方消費税交付金は消費税の税率改正前の特需による収入の増が

見込まれるということでございまして、７５５万円、１３．７％の増を見込ん

でおります。９款の地方特例交付金については恒久減税による特例補てん分が

廃止ということでございまして８４．３％という大幅な減となってございます。

１０款地方交付税は、２４年度対比で１億６９００万円、５．９％の増となっ

ております。内訳といたしましては普通交付税は新単位費用等から推計いたし

まして、国の地方交付税特会としては２．２％減少するというところでござい

ますが、２４年度の決算見込みなども勘案し、当初対比で１億３９００万円の

増、それから特別交付税におきましては２４年度決算見込み及び有害獣防止柵

整備事業の実施に伴う算入額を見込みまして３千万円の増額ということでござ

いまして、地方交付税としては３０億４５００万円を計上してございます。次

に１４款国庫支出金でございますが、これは太陽光発電施設整備に係る補助金、

それから参議院議員選挙委託金、埋蔵文化材発掘調査費委託金などの増により

まして６３３１万５千円、２１．９％の増となってございます。１５款道支出

金はびらとり温泉建設事業補助金、鳥獣被害防止総合対策交付金などの増によ

りまして２億２４６８万円、６３．３％の増となっております。１８款繰入金

は２４年度に比べまして８７０万円、２．３％の減となっておりますけども、

これは第５次総合計画に基づきまして、地域インフラの整備充実、経済対策等

を考慮しまして、積極的に投資的経費に充当することとしておりまして、びら

とり温泉整備事業、有害獣侵入防止柵整備事業、地域雇用創出事業等に充当す

るということにしてございます。次に歳出でございますが、増減の幅が多い款

のみ説明申し上げます。２款総務費は職員人件費、特に退職手当組合清算納付

金の増ですとか、貫気別支所庁舎改修工事、びらとり温泉の太陽光発電システ

ム整備工事などの実施、参議院議員選挙費の増に伴いまして、１億１８５０万

１千円、８．３％の増となってございます。３款民生費は２４年度対比で、７

億２３０１万７千円、８９．６％の増となっておりまして、これはびらとり温

泉整備事業の増が主な要因になってございます。５款農林水産業費は１８．５％

の増となっておりますが、これは有害獣侵入防止柵整備事業、幹線林道ヌタッ
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プ線改良工事の増が主な要因となってございます。６款商工費は幌尻山荘改修

事業が２４年度実施されたということでその分が減ということで１１．８％の

減になっております。８款消防費は退職による人件費及び２４年度で実施しま

した庁舎改修事業分の減ということになりまして、９．４％の減となっており

ます。９款教育費は１１．２％の増ということでございますが、これは小中学

校特別支援教育支援員の増、埋蔵文化財発掘関係経費、貫気別町民センター屋

根吹替工事等の増によるものでございます。１０款災害復旧費は敷舎内線地す

べり災害復旧工事が当初予算計上となったことから大幅な増となってございま

す。１２款諸支出金４．８％の増でございますが、これは国保病院会計、介護

保険、水道会計繰出金の増が主な要因となっています。次に４ページをお開き

願いたいと思います。国民健康保険特別会計でございますが、歳入１款国民健

康保険税３．０％の増ということになってございます。これは１世帯あたり保

険税を２４年度より６９６０円増えるという見積りでの積算となってございま

して、歳出２款保険給付費は２４年度比で４．７％の減となっておりますが、

これは一般被保険者療養給付費、高額療養費を過去の実績等により見込んでの

計上となってございます。次に下段の後期高齢者医療特別会計ですが、歳出で

は北海道後期高齢者医療広域連合への納付金をはじめ所要経費、歳入では保険

料、繰入金を計上してございます。５ページでございます。介護保健特別会計

ですが、歳出の保険給付費はグループホームの整備に伴いまして、地域密着型

サービス給付費が増えるとの積算で１４．５％の増となっております。歳入は、

給付費の増に伴う、一般会計および準備基金からの繰入金を２８．６％の増と

見込んでおります。次に簡易水道特別会計でございますが、本町地区簡易水道

配水管整備工事等の増によりまして、歳出の事業費で１１．０％の増となって

おりまして、歳入歳出それぞれ３．４％増の予算規模となっております。６ペ

ージでございます。国保病院会計ですが、総額で２４年度対比、歳入歳出で１

３．３％の減となっておりまして、これは院外処方へ移行することでの予算規

模の縮小が要因となってございます。続きまして７ページの一般会計歳出構成

表についてご説明申し上げます。まずその支出が任意に削減できない義務的経

費です。人件費においては、給与改定、退職者と新規採用者の支給額の差によ

る増減ですとか、退職手当組合精算金の増、報酬から賃金への分析替えによる

減、公債費の地方債元利償還金の減等によりまして、２４年度対比で３．９％

の減となっております。また、投資的経費は当初予算ベースではびらとり温泉

の改築などで、単独事業が６９．７％の伸びとなっておりまして、全体で６３．

３％の増となってございます。その他の経費は、各会計への繰出金が対２４年

度比で４．７％の増となっておりまして、その他も物件費が人件費からの分析

替えなどによりまして２６．４％の増となっております。その他の経費が歳出

総額に占める構成比は３１．６％となってございます。８ページ、９ページに

つきましては、一般会計における性質別・目的別の歳出分類表となっておりま

す。説明は省略させていただきたいと存じます。１０ページでございますが２
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４年度の町税収入見込額となってございます。２４年度見込みでは４億９４１

０万２千円となっておりまして、この下のグラフのとおり２３年度決算額に比

べまして２３８０万５千円、５．１％の増となる見込みでございます。１１ペ

ージは後ほどまた説明いたします町税の積算内訳表となっておりますので説明

を省略させていただきます。１２ぺージは交付税の推移及び一般会計公債費の

２９年度までの償還見込推計額となってございます。普通交付税もご覧のとお

り平成１６年度、三位一体改革により大幅に削減された以降は増加の傾向とな

っております。公債費におきましては第５次の総合計画に基づき推計しており

ます。平成２９年度には６億５１２６万円程度になるものと推計しております。

次のページは基金現在高の見込み状況でございまして、１の財政調整基金から

８までのそれぞれの特定目的基金までが一般会計、９番、１０番は特別会計分

となってございます。一般会計における２４年度末の基金残高見込みは２６億

２０７０万４千円でございまして、２５年度での取崩、積立分を加えますと、

平成２５年度末では２２億６４６２万７千円となる見込みでございます。下段

の金券事業分についてはご覧のとおりです。次のページ１４ページにつきまし

ては平成２４年度、２５年度の基金の取崩予定等について記載してございます。

２５年度におきましては、もっとも多く取崩を予定しております沙流川ダム地

域振興基金でございます。これは防犯灯ＬＥＤ整備事業から学校給食施設整備

事業までの２６事業、３億２８００万円を繰入れることとしてございます。次

のページ１５ページから２３ページまでは平成２５年度の主要事業を掲載して

おりますが、今回の資料から、事業がどの予算科目に計上されているかをより

理解いただきたいと思いまして、事業ごとに予算の科目を款項目で数字にて記

載しておりますので、ご参照いただきたいと存じます。主要事業につきまして

は個別の説明は省略をさせていただきたいと存じます。２４ページ、簡易水道

特別会計、国保病院会計への繰出金の算出の内訳となっております。２５ペー

ジから３０ページまでは各一部事務組合負担金の内容となっておりますので、

これはまた各科目における予算説明のなかで説明させていただきたいと存じま

す。３１ページは日高管内地方税滞納整理機構の歳入、歳出の内訳と各町の負

担金となっております。３２から３５ページは平取町畜産公社事業における決

算見込、事業目論見となっていますがこれも説明は省略をさせていただきたい

と存じます。予算説明資料の説明は以上とさせていただきますけれども、これ

より一般会計予算書の説明に入りますが、ただいま説明した説明資料を使って

の説明もさせていただく箇所もありますのでその科目によっては複数の事業が

複数の節によって計上されている場合がありますので、合わせて説明資料など

でご確認をいただきたいと存じます。それと説明に際してお願いでございます

が、内容が恒常的で大きな変化等がない科目等については説明を省略する場合

もありますので事前にご理解をお願いしたいと思います。ご存知のとおり工事

請負費や委託料で事業の入札等において影響が予測されるものについては金額

を記載しておりませんので、合わせてご理解をお願いしたいと存じます。予算
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説明資料については以上でございます。それでは大変失礼ですが座って説明を

させていただきます。それでは議案第１９号一般会計２５年度予算につきまし

てご説明を申し上げたいと存じます。第１条、歳入歳出予算ですが、歳入歳出

予算の総額は歳入歳出予算それぞれ６２億５４００万円とするものでございま

す。第２項においては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」によることとしてございます。第２条、地方自治法の規

定によりまして債務を負担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」によるものとしてございます。第３条、地方債については地方

自治法の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、

利率及び償還の方法は「第３表 地方債」によるものとしています。第４条に

おいて一時借入金の 高額を１０億円としてございます。それでは歳入歳出事

項別明細における歳出よりご説明申し上げますので、９０ページをお開き願い

たいと存じます。これより歳出を説明させていただきたいと存じますけども、

２５年度予算書につきましては大変恐縮でございますが財務会計システムに移

行したということもございまして前年度対比額が予算書に記載されていないと

いう状況になってございまして、今回その補足資料といたしまして予算説明資

料付表ということで歳出の節別の対比表を別冊にて添付させていただきました

ので、それをあわせてご覧になりながら説明を聞いていただきたいと存じます。

それでは歳出でございます。１款１項１目議会費、これは定数１２名分の報酬

等関係経費を計上してございます。４節の共済費でございますが議員共済会の

一時負担金が２４年度より少なくなったということに伴いまして１５６万円の

減となってございます。１４節使用料及び賃借料１０７万１千円でございます

が議事録作成のシステムのリース料を新規に計上しているという状況になって

おります。続きまして９１、９２ページ、ここからは２款総務費になります。

まずは２款１項１目一般管理費でございまして、本科目につきましては職員給

与、嘱託職員報酬、臨時職員賃金、及び行政事務に係る旅費、研修経費、行政

システム管理経費、一般事務経費等について計上してございます。１節報酬で

ございますが嘱託報酬を一人計上してございまして、昨年までは報酬で支払う

べき嘱託がおりましたけれども、これを賃金に移行したということから１億８

０３万円の減というような数字になってございます。２節給料でございますが、

２４年度対比で１名の増となっていることから４０５万２千円の増というふう

になってございます。３節職員手当も住居、時間外手当等の増によりまして９

２３万９千円の増となってございます。４節共済費は共済組合負担金の増によ

りまして５４５万７千円増えてございます。それから７節賃金は報酬からの組

替えで１億１７４０万１千円の増となっておりますが、今日お配りしておりま

す資料でございますが、一般管理費で一括計上した嘱託職員報酬及び賃金比較

表ということでございまして、これは一昨年度から嘱託、臨職に関しては一般

管理費で一括計上をさせていただいておりまして本来の費目の計上がこうであ

るということで、一般管理費で全て計上しているということをご理解いただく
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ための資料ということになっております。それで、嘱託職員、臨時職員につき

ましても２５年度はこの一番下の合計欄にあるとおり総体で２名の増を見込ん

でございます。６０名から６２名に増員をしてございまして、賃金としては９

３３万８千円の増というようなことになるということでご理解いただきたいと

存じます。１３節委託料は財務会計システム保守料が増えたことによりまして

１１８万８千円の増となってございます。１４節使用料及び賃借料は行政情報

システム事務機器使用料の総合法令管理システム利用料等が増えたことによ

り、４２８万９千円の増となってございます。１９節負担金補助及び交付金は

自治会総合交付金がＬＥＤ街路灯補助等の増で６５９万５千円増えてございま

して、それから退職手当組合清算納付金３１５０万円を計上したということか

ら１９節全体では３８５３万８千円の増というような状況になってございま

す。次のページでございます。２目会計管理費でございますが、事務用消耗品、

公金取り扱い手数料の増によりまして３万３千円の増となってございます。次

に９４ページ、３目財産管理費でございます。この費目は庁舎、職員住宅及び

振内単身者住宅の管理経費について計上してございます。１１節需用費は修繕

料といたしまして役場独身寮、単身者住宅の改修費を計上したということから

１２７万７千円の増となっております。委託料は本庁舎管理に係る委託料を一

般管理に計上したため６４万７千円の減額となっております。工事請負費は貫

気別支所庁舎改修工事、議事堂音響システム改修、旧営林署跡地整備、公用車

車庫の改修、本庁舎高圧キュービクル切替工事ということで２８００万円を計

上いたしておりましてこれは２４年度比で２０９０万円の増ということになっ

ております。次に９５ページ４目町有林管理費でございます。これは山火事警

防に係る巡視賃金等について２４年度同額を計上してございます。９６ページ

５目町有林造成費でございますが、この費目は町有林における各種整備事業等

を計上しておりまして、１５節工事請負費といたしまして４６１５万６千円を

計上しております。このうち枝打ち事業に関しては、２４年度に引き続きまし

て雇用対策として地域雇用創出基金１千万円を充当するということで計上して

ございます。９７ページ６目広報広聴費でございます。広報びらとりの発行経

費について計上しております。１１節需用費、印刷製本費は年１０回の発行と

いたしまして、２４年度同額を計上してございます。９８ページ７目支所費で

ございます。この費目は振内、貫気別支所に係る庁舎管理費及び事務経費等に

ついて計上しております。１４節使用料及び賃借料は排雪用機械借上料及び連

絡車リース料等で４３万３千円の増となってございます。１８節備品購入費は

振内支所の会議用テーブル、椅子の更新１２万８千円を計上してございます。

９９ページ、８目公平委員会費でございます。委員会開催経費に伴う報酬、費

用弁償を計上してございます。１００ページ、１０１ページ、９目企画費でご

ざいますが地域おこし協力隊事業、総合計画関係経費、情報通信設備維持経費、

移住定住促進経費、地域公共交通関係経費、新エネルギー導入推進経費、１％

まちづくり事業関係経費などを一括して計上してございます。１１節需用費で



- 7 - 

ございますが２５年度新規事業の市民農園造成費用等の増により８８万６千円

増額となっております。１３節委託料は新規事業といたしまして交流農業体験

施設、市民農園の実施設計料８７万円、第６次総合計画策定調査費ということ

で委託料２００万円、町内公共施設におけるフリースポット整備事業、これは

インターネット環境の整備でございますが１１５万５千円を計上してございま

す。１５節工事請負費は光ケーブルのエリア拡大と公共工事による移設工事費

４３６万２千円、それからびらとり温泉に太陽光発電システムを整備する工事

費３千万円を計上してございます。１９節負担金、補助及び交付金はペレット

ストーブ購入補助を継続いたしまして、太陽光発電システム設置補助も４０万

円を増額して計上してございます。地域公共交通活性化・再生総合事業負担金

もデマンドバスの運行を継続する費用といたしまして６１７万円を増額して計

上してございます。町民税１％事業のコミュニティ活動支援事業も１０万円を

増額して計上してございます。また、２５年度新規定住対策事業といたしまし

て民間アパート等の建設費用を助成し、町内の定住できる環境を確保するとい

う主旨から、民間賃貸集合住宅整備費助成金を２千万円計上させていただいて

おります。なお、企画費に係る各種事業につきましては、予算説明資料の１５

から１６、２．１．９という款項目で事業内容が記載されておりますので、予

算をみるうえでご参照をお願いしたいと存じます。１０２ページ、１０目水資

源対策費でございます。平取ダム建設事業に係るアイヌ文化環境保全対策事業

と沙流川総合開発事業利水者負担金を計上しております。保全調査は国からの

委託により実施するものでございまして、調査班１１名分の人件費と調査に係

る事務費等で３３５０万円を計上してございます。利水者負担金は二風谷ダム

管理に係る平取町の負担分を計上しております。また、新規に、平取ダムの早

期完成を求める活動を目的といたします平取ダム建設促進期成会補助金５０万

円も計上させていただいております。１０３ページ、１１目交通安全対策費で

ございます。交通安全対策に係る事務経費、振内交通公園管理費、交通安全推

進委員会への補助金等を計上しております。需用費消耗品費が交通安全委員の

被服の更新と振内交通公園の立木等の除去に係る経費ということで需用費が８

２万２千円の増となってございます。１０４ページ、１２目イオル推進対策費

でございます。イオル再生事業に係る経費を計上しています。２４年度に比べ

て報酬で計上していた嘱託報酬を賃金に組み替えしたことによる節間の予算額

の入れ替えと、１３節委託料自然素材モニタリング調査業務委託料等が４２万

円増えてございます。次、１０５ページ、１３目アイヌ文化情報センター費で、

アイヌ文化情報センターの管理経費を計上してございます。１１節需用費、こ

れは修繕料でございますが、開館、閉館看板の改修等で２５万円の増となって

ございます。１０６ページ、１４目諸費でございます。１４節使用料および賃

借料は振内の王子製紙旧所有地に係る借地料、１９節は各種団体等への補助金、

負担金となっています。１０７ページ、２款２項１目税務総務費でございます。

この科目は固定資産評価審査委員の報酬、税務職員の旅費、町税の過年度還付
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金を計上してございます。前年同額でございます。１０８ページ、２目賦課徴

収費でございます。賦課徴収に関しての関係経費を計上しております。１３節

委託料がエルタックス電子申告サービス導入１０２万３千円、固定資産税評価

替委託業務の増によりまして２８４万４千円の委託料の増となっております。

１０９ページ、２款３項１目戸籍住民基本台帳費でございます。戸籍の管理等

に関する経費を計上しております。２４年度に比べまして、１４節使用料及び

賃借料が戸籍システムリース料の減ということになりまして３６８万５千円減

額となってございます。１１０ページ、２款４項１目選挙管理委員会費でござ

いますが、これは委員報酬等、委員会運営経費について計上させていただいて

おります。１１１ページ、２款４項２目参議院議員通常選挙費でございます。

８月に執行される参議院議員通常選挙経費につきまして各節ごとに計上してお

ります。これは全額国の委託金で充当されています。１１２ページ、２款５項

１目諸統計費でございます。これは２４年度対比で科目として３２万５千円増

となっておりまして、住宅・土地統計調査に係る報酬、旅費が増となっていま

す。１１３ページ、２款６項１目監査委員費でございます。これは監査委員の

報酬、関係事務費について計上させていただいております。１１４、１１５ペ

ージ、これより３款民生費となります。３款１項１目社会福祉総務費でござい

まして、本科目は、戦没者追悼式関係経費、各障がい者等給付費、国保会計繰

出金、民生児童委員活動経費、各種アイヌ文化振興対策経費などが計上されて

いる科目でございます。大きな増減のあるものを説明させていただきます。８

節報償費１９０８万５千円の増となっておりますけども、これは新規分といた

しましてアイヌ文化・地域産業創造協力隊の報償費１２００万円、地域文化資

源等ネットワーク形成協力隊報償費６００万円が主な増加要因となってござい

ます。需用費１７４万４千円の増でございますが、これはアイヌ文化地域産業

創造事業に係る消耗品、地域文化資源活用交流ＰＲポスター作成のための印刷

製本費の増が主な要因となってございます。１３節委託料でございますが、こ

れはアイヌ文化・地域産業創造活動支援業務９００万円、緊急雇用創出推進事

業で実施するソーシャルビジネス創造事業委託料７８０万円、地域文化資源活

用交流産業推進委託事業で実施する無料シャトルバス５６７万円、伝統工芸品

等ＰＲシステム開発１９０万円、地域文化資源等ネットワーク形成業務委託料

４５０万円の計上によりまして前年度に比べ１９２７万８千円の増となってお

ります。１９節負担金、補助及び交付金は平取町地域活性化協議会への助成金

４００万円、沙流ユーカラ街道活性化協議会補助金５００万円、２１世紀アイ

ヌ文化伝承の森推進プロジェクト推進会議補助金１００万円の増によりまし

て、前年対比で１１１９万円の増となってございます。２８節繰出金は国民健

康保険特別会計繰出金でございまして、２４年度に比べまして１５０万５千円

の減となっております。内訳は、保健基盤安定等繰入金といたしまして保険者

支援分と保険料軽減基準額とにおいて６９６万７千円の減となっておりまし

て、国保財政安定化支援事業については５３２万９千円の増となっております。
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出産育児一時金が１３万３千円ということで１５０万５千円の減となっており

ます。次のページ、１１６ページでございます。２目老人福祉費でございます。

この費目は老人福祉寮経費、老人福祉バス運行委託費、デイサービス運営費、

高齢者事業団運営費、介護保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計への繰出

金などについて計上している科目でございます。１８節の備品購入費でござい

ますが、貫気別老人福祉寮の前年度のストーブ購入費がなくなったために５９

万円の減となってございます。１９節の老人医療療養給付費負担金、これは北

海道後期高齢者医療広域連合負担金でございますけども、これは２４年度に比

べ、６５８万２千円の減となっております。特養老人ホーム認知症対策補助金

でございますがこれも２００万円の減ということで計上は２００万円となって

います。２０節扶助費でございますが、これは各祝金の減で２０万円の減とい

うことになっております。２８節繰出金は介護保健特別会計への町のルール分

６２７７万３千円の繰出金となっております。給付費等繰入分については６４

４万９千円の増、事務費繰入では２万３千円の減となっておりまして、２４年

度に比べて６４２万６千円の増となってございます。後期高齢者医療特別会計

繰出金は広域連合市町村事務費負担分２４９万５千円、特別会計運営費６５１

万５千円、保健基盤安定負担分１８６６万円の２７６７万円となっておりまし

て、これは２４年度同額となってございます。１１７ページ、３目のすこやか

福祉基金費でございます。単身老人世帯に設置している緊急通報システム管理

経費について計上している科目でございまして、１８節備品購入費は２４年度

より２台多い端末装置を１２台分の予算を計上してございます。１１８ページ、

４目福祉施設費でございます。これはすでに総合計画などでも議論をいただい

たところですが、老人福祉センターのリニューアルに関する関係経費と現老人

福祉センター・ファミリーランドの運営維持等に関する経費となってございま

す。１３節委託料でございますが改築工事分の監理委託料２２００万円を計上

しているために２３１０万円の昨年度に比べて増額となってございます。工事

請負費はびらとり温泉の２６年度リニューアルオープンを予定いたしまして、

２５年度中で完成させるための本体工事、外構工事、揚湯設備工事の予算合わ

せて６億４５００万円を計上してございます。１８節備品購入費は新施設の備

品費２千万円を計上してございます。１９節負担金、補助及び交付金はデイサ

ービス送迎車の更新に係る補助金とかつら園の浴室装置の改修のための補助金

１２４７万円を計上しております。２４年度はグループホームへの補助金があ

ったため予算としては１７５３万円の減ということになってございます。１１

９ページ、５目国民年金費でございます。これは日本年金機構との連絡事務経

費等について計上させていただいております。１２節役務費、通信運搬費が１

万５千円の減となってございます。１２０ページ、６目生活館費でございます。

１１節需用費は４３２万８千円の減となっておりますけども、これは２４年度

実施した小平生活館外壁屋根塗装、振内町民センターの灯油タンクの整備等に

より修繕料が減になっているというところでございます。１５節工事請負費は
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荷負生活、小平生活館の大規模改修、それから長知内ふれあいセンターの改修

工事合わせて２３００万円を計上してございます。１２１ページ、７目共同作

業場費ですが、これは貫気別共同作業場、二風谷民芸品共同作業場、及び各農

業用共同作業場に係る経費について計上しています。１５節工事請負費の１８

０万円は二風谷共同作業所敷地の側溝の改修工事経費を計上してございます。

１２２ページ、８目介護支援費でございます。これは地域包括支援センターの

運営に係る事務経費を計上しておりまして、１３節委託料は居宅介護支援シス

テム保守等点検委託料が制度改正対応分で１５万８千円減額ということになっ

てございます。１４節使用料及び賃借料介護保険対応システムリース料として

１１万６千円が増加しているというところです。１２３ページ、９目ふれあい

センター管理費でございます。１１節需用費は修繕料で２４年度実施しました

中央監視システムの更新に係る費用６８８万円が減額されておりますけども、

２５年度オールシーズンパークの防水トップコート補修経費４３０万円を計上

したことから、差し引きで需用費としては１７６万９千円の減となってござい

ます。１４節使用料及び賃借料は、事務機器の使用料の増額計上によりまして

５０万円の増となってございます。続いて１２４ページ、１０目母子通園セン

ター費でございます。母子通園センターの管理運営に係る経費の計上となって

おりまして、１３節委託料、子ども発達支援事業委託料が作業療法の回数を増

加したことによりまして３９万円の増となってございます。１２５ページ、３

款２項１目児童福祉総務費でございます。１３節委託料は子育て支援医療費還

元システムの保守委託料の増額によりまして３１万３千円の増となっておりま

す。２０節扶助費のすこやか赤ちゃん誕生祝い金は３９５万円を計上しており

まして、２５年度に制度を改正して祝い金の額を第１子、２子は１５万円、第

３子が３０万円、第４子以降が４０万円とする予定としてございまして、本予

算に関しては出生の状況から予算が不足する場合は、補正にて対応させていた

だきたいと考えてございます。１２６ページ、２目児童措置費でございます。

１３節委託料、常設保育所児童措置費につきましては５か所の保育所、１２７

名分について計上してございます。２４年度比で４０２万円の増となっており

ます。２０節扶助費、児童手当につきましては、０歳から３歳未満は１万５千

円、３歳から小学校終了前は第１子、第２子１万円、第３子以降は１万５千円、

中学生は１万円とされるものとなっておりまして、２４年度に比べまして２５

０万５千円の増額となってございます。１２７ページ、３目児童福祉施設費で

ございます。これは本町の児童館、振内児童クラブに係る運営経費について計

上しております。１８節備品購入費１４万９千円でございますが、これは児童

館の一輪車の購入費となってございます。１２８ページ、ここからは４款衛生

費についてご説明申し上げます。４款１項１目保健衛生総務費でございます。

これは平取町食育推進計画に基づき実施される事業経費、それから各種負担金

等を計上してございます。事業といたしましては８節報償費の地産地消料理教

室の講師謝金で１５万円、１１節需用費はパンフレット代が７０万円、役務費
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では広告料等が７万円となってございます。１９節負担金、補助及び交付金で

ございますが、これは浦河赤十字病院改築事業負担金３８万円が新規の計上と

なってございます。１２９、１３０ページ、２目予防費でございます。各種予

防接種経費及び検診委託料等について計上しています。１節報酬は予防接種を

国保病院に委託するとの計上になっておりまして、２４年度対比で１５１万２

千円の減額となっております。１３節委託料は現在実施している各種検診を継

続することでの委託料を計上しておりまして、乳幼児等の予防接種委託料は国

保病院への委託ということで計上したことから、委託料といたしましては３５

９万８千円の増となっております。１９節負担金、補助及び交付金は不妊治療

費助成金といたしまして５０万円を２４年度にひき続き計上してございます。

１３１ページ、３目保健活動費です。これは保健業務に係る旅費、事務経費を

計上しております。１３２ページ、４目環境衛生費でございますが、これは廃

棄物、し尿処理の組合の負担金、有害鳥獣駆除等に係る経費について計上して

おります。１２節役務費、手数料はシカ補獲後の指定処理施設搬入手数料が２

４年度２１０頭から９００頭分を計上したということで３１０万５千円の増と

なっております。１３節委託料も、シカ捕獲業務委託料が捕獲頭数１７００頭

から１８００頭に増やしたということでの積算となっておりまして、それから

指定処理施設への運搬料を２１０頭から９００頭での計上にしたということか

ら３４４万５千円の増額計上となってございます。１９節負担金、補助及び交

付金ですが平取町外２町衛生施設組合負担金、胆振東部日高西部衛生組合負担

金について、これにつきましては予算説明書で説明させていただきますので、

説明資料の２６ページをご覧いただきたいと存じます。平取町外２町衛生施設

組合の負担金内容について説明申し上げます。平成２５年度予算総額でござい

ますが、上段の表の下から３段目の歳出予算合計額に記載のとおり４億９７６

５万円となっております。内訳としましては議会費、監査委員経費等を含めて

５１万８千円、総務費が職員の人件費及び事務所管理経費等で９７４９万６千

円となっております。事業費は２億９９５９万５千円でございまして、２４年

度に比べ９７７万８千円の減額となっております。これは２５年度も焼却炉の

改修等を実施するという予定でございますが、２４年度に実施したストックヤ

ード建設工事分が減となったための減額となってございます。公債費について

は９９０３万５千円計上してございまして、諸支出金６千円、予備費１００万

円となってございます。これら所要経費に対する各町の負担金につきましては、

上段の表の右側、下から３段目に記載のとおり平取町分といたしまして８５９

８万８千円となっております。２４年度対比で３１３万２千円の増額となって

おります。歳出の合計額から下の表、使用料及び手数料、財産収入、繰越金、

諸収入の合計額１億３９９万円を差し引いた額に均等割の２０％、人口割で８

０％とこの割合で算出した額が平取町の負担額となってございます。続いて２

８ページをお開き願いたいと存じます。胆振東部日高西部衛生組合負担金につ

いてご説明申し上げます。下の２．歳出の表でございます。①議会費から⑦予
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備費までの各款での予算計上となっておりまして、予算総額は１億９８８９万

７千円ということで、２４年度に比べまして２２７万１千円、１．２％の増と

なっております。この内訳は増加分で、①議会費で道外行政視察費の増で１７

４万６千円、③衛生費が派遣職員の増と機械棟屋根葺替え工事による２１９２

万３千円の増、減少分といたしましては⑥給与費で職員２名減による給与、共

済費等の減が要因となって２０９８万２千円の減となってございます。各町の

負担金については３０ページの上の表になります。その内訳が記載されており

まして、平取町の負担といたしましては２１０３万１千円となっておりまして、

２４年度に比べまして２６万６千円、１．２％の減額となってございます。以

上で、胆振東部日高西部衛生組合の負担金に係る説明とさせていただきますの

で予算書１３３ページにお戻りいただきたいと存じます。５目墓地火葬場費で

ございますが、墓地及び火葬場の管理経費について計上させていただいており

ます。１１節需用費は２４年度対比で２８７万５千円の増となっておりますけ

ども、これは修繕料にて火葬炉の修繕と施設のサッシの修繕を実施するという

ことによる増になっております。１３４ページ、６目診療所費でございます。

これは振内診療所、振内歯科診療所の委託料が主な計上となってございます。

１３５ページ、４款２項１目小規模給水施設費でございます。１９節負担金、

補助及び交付金でございますが、給水施設整備に当たりまして、事業費の限度

額を３０万円としてその３分の１を補助するという小規模給水施設補助金を計

上してございます。１３６ページ、４款２項２目小規模給水施設管理費でござ

います。これは川向営農用水施設の管理経費等について計上しておりまして、

２５年度は中山間地域総合整備事業、平取南地区でございますが、浄水施設の

整備を行うためにその事業の負担金１５７５万円を計上してございます。この

費目の管理経費については全額受益者負担、使用料を充当して、工事負担金に

ついては財政調整基金を取りくずして充当するものとしてございます。１３７

ページ、４款３項１目排水処理費でございます。２５年度は隔年で実施してお

ります施設の大規模改修がないということで、通常の管理経費の計上となって

おりまして、予算科目で２５２８万円の減となってございます。１３８ページ、

これより５款農林水産業費の説明とさせていただきます。５款１項１目農業委

員会費です。農業委員会活動経費等について計上しております。農業委員１３

名分の報酬と費用弁償、１３節委託料は２年に１回実施しております現況重ね

図の書込みが２５年度はないことから、１８万９千円の減額となってございま

す。１３９、１４０ページ、２目農業振興費でございます。これは農業振興に

係る各種事業費を計上している科目でございます。４節共済費、７節賃金は経

営所得安定対策事務職員に関する予算計上となっております。８節報償費６５

万円でございますが、これは有害獣浸入防止柵整備事業に施設整備組合への謝

金を計上してございます。１１節需用費は防止柵の小破修繕の増が要因で８６

万６千円の増となってございます。１３節委託料は２４年計上しておりました

新規就農者用住宅の設計委託料が減ということで２５６万２千円の減となって
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おります。１５節工事請負費は有害獣侵入防止柵整備事業を２４年度に引き続

き実施するということで２億７００万円を計上しております。柵の延長は４０

キロメートルを予定しております。１９節負担金、補助及び交付金は新規とい

たしまして経営体支援事業補助金６００万円、食糧供給基盤強化特別対策事業

交付金５３５万円、青年就農給付金事業交付金１２７５万円が増加しておりま

して、２４年度当初予算計上の有害獣侵入防止柵補助金１億５３７５万円が減

額となったことから、１９節としては１億２２０４万円の減となっています。

この科目も非常に事業が盛り込まれた科目ということで、予算説明資料の１８、

１９ページに詳細を掲載しておりますのでご参照いただきたいと存じます。１

４１ページ、３目後継者対策費です。農業後継者対策として結婚相談員３名の

報酬、農村ふれあい事業補助金等について計上してございます。１４２ページ、

４目畜産業費です。これは家畜共進会経費、軽種馬消流対策、畜産公社関係経

費、町有牧野管理経費等について計上している科目でございます。１３節委託

料、町営牧野管理委託料は２４年度同額の２４００万円を計上しています。１

４節使用料及び賃借料はトラクターの新規導入によりまして１０８万１千円の

増額となっております。１５節工事業請負費は牧野の第２号牛舎の塗装工事で

１４０万円を計上しております。１４３ページ、５目山村振興農林漁業特別対

策事業費でございます。１３節委託料は振内町トマトジュース工場の管理委託

料となってございます。１４４ページ、５款２項１目林業総務費でございます。

みどり豊かな環境審議会経費、地域緑化推進経費について計上しております。

各節２４年度と同額計上となっておりまして、２４年度は備品購入費でパソコ

ン購入２０万円を計上しておりましたのでその分が減額となっております。１

４５ページ、２目林業振興費でございます。２５年度新規の事業といたしまし

ては循環型森林経営計画策定事業予算を計上しております。これに係る予算と

いたしましては９節旅費３０万円、１３節委託料１００万円となってございま

す。１９節負担金、補助及び交付金のカラマツ材利用促進事業補助金でござい

ますが、これは制度の拡充を図るため、前年度６０万円を１４０万円増額いた

しまして２００万円の予算計上となってございます。民有林活性化推進事業補

助金は２４年度同額を計上し造林４０ヘクタール、間伐１００ヘクタール、下

刈１００ヘクタールを計画してございます。１４６ページ、３目治山治水費で

ございます。本町生活環境保全林管理委託費及び小規模治山事業等について計

上してございます。２５年度の治山事業は貫気別丸山地先が計画となっており

まして、１３節委託料では調査測量委託料２００万円及び１５節工事請負費１

７００万円を計上しております。１４７ページ、４目林道費でございます。林

道整備および維持管理経費、糠平幌尻線シャトルバス運行経費について計上し

てございます。１１節修繕料では林道の小破修理を１８０万円計上してござい

ます。１３節委託料と１５節工事請負費は幹線林道ヌタップ線整備事業でござ

いまして、委託料２２０万円、工事請負費５３８０万円、合わせて５６００万

円を計上しております。また、基幹作業路豊糠線開設事業では工事請負費２８
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００万円を計上しております。１３委託料についてはシャトルバス運営関係の

利用料徴収等委託料、通常の維持管理委託料を計上してございます。２４年度

は豊糠線の設計委託料を計上していた分１９７７万８千円の減額となっており

ます。１４節使用料及び賃借料は幌尻登山客の足の確保のためのシャトルバス

の借上料となってございます。以上で５款農林水産業費の説明とさせていただ

きます。１４８ページ、６款商工費を説明させていただきます。６款１項１目

商工総務費でございます。１９節負担金、補助及び交付金の労働講座の補助金

は地区連合への補助金となってございます。２１節貸付金は生活安定融資資金

でございまして、北海道労働金庫への預託金となってございます。融資額は預

託金の１．５倍、１件あたりの貸付限度額は１５０万円となってございます。

１４９ページ、２目商工振興費でございます。１９節負担金、補助及び交付金、

商工業活性化対策事業補助金１６０万円は商工まつり販売促進事業のへの補助

金、平取町商工会補助金1５６７万５千円。この内訳としまして、職員人件費と

指導事業費の経営改善普及費分が１４７８万１千円、それから青年部・女性部

等に係る一般事業費が８９万４千円となってございます。前年度同額となって

おります。商工業振興事業補助金は地元購買促進、商店街美化事業などへの補

助金で２０万円の増額となってございます。中小企業特別融資の利子補給は平

成２１年度からの既存貸付金及び新規分を見込みまして１８１万１千円を計上

しています。預託額の２倍を融資枠として１件あたり貸付限度額５００万円と

なっております。経営改善融資については新規１件分を見込みまして４２万７

千円としてございます。貸付額６００万円の利子、保証料相当額を計上してご

ざいます。２１節貸付金は、これらの融資資金に係る預託金を計上してござい

ます。１５０ページ３目の地場産業振興費でございます。１９節負担金、補助

金及び交付金１２０万８千円のうち、１００万円は、地域産業の振興に寄与す

ると認められる試験研究及び設備の整備に関しまして補助するものとなってお

ります。残り２０万８千円は当該制度を利用して融資を受けた事業者への利子

補給費となってございます。１５１ページ、４目地域振興費でございます。１

９節負担金、補助及び交付金は振内、本町バイパス沿線の市街地近代化融資に

係る利子補給補助金となっております。２４年度まで計上していた２１節の貸

付金、これは本町市街地近代化特別融資の既存分の預託金でございますが、そ

れらが利子補給補助金が償還を完了となったため全額減となってございます。

１５２ページ、６款２項１目の観光振興費でございます。振内山の駅ほろしり

館管理運営費、観光協会補助金など観光振興に係る経費を計上してございます。

１１節需用費は２４年度に老朽化した幌尻山荘に係る修繕料１５２０万円を計

上していたことからその分が減額となってございます。１３節委託料は新規と

いたしまして観光パンフレット作成業務委託料１８０万円を計上しています。

１９節負担金、補助及び交付金は観光協会補助金、これが沙流川まつりの補助

金が２００万円の減ということで２００万円の減となってございます。１５３

ページ、２目公園管理費でございます。本科目はすずらん群生地管理経費及び
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各公園の管理経費について計上してございます。２４年度までは７節賃金で計

上しておりましたすずらん群生地の監視賃金を業者委託としたことから、７節

賃金が６０万９千円減額となりまして、１３節の管理委託料が５９万２千円増

額となっております。１１節需用費は修繕料で貫気別町民公園遊具の修繕料を

計上しているということから８６万５千円の増額となってございます。１５４

ページ、ここからは７款土木費についてご説明申し上げます。７款１項１目土

木総務費です。９節旅費と１１節需用費は担当土木管理者用の職員の事務費と

なってございまして、投資的経費からの振替計上としたためこの科目で４８万

円の増となっております。１９節につきましては各加盟団体への負担金となっ

ております。１５５ページ、２目道路維持費でございます。この科目は町道維

持管理経費について計上してございます。１１節需用費は機械の修繕料が減っ

たため修繕料で１３８万３千円の減額となってございます。１３節委託料は道

路台帳整備委託料が１８２万５千円、町道維持管理委託料が１９６万８千円増

えたということによりまして委託料としては３６８万２千円の増となっており

ます。１５節工事請負費は町道舗装新設工事これは川向町界線舗装７００メー

トルということでございますが、７５０万円、町道補修等工事は荷菜福光線舗

装補修ほか６か所で１３００万円合わせて２０５０万円を計上してございま

す。１５６ページ、２目道路新設改良費です。２５度新設改良事業として実施

する継続事業の荷負本村線、それから新規事業の荷菜原田分譲１号線・２号線、

川向学校シラウ川線、本町公園線、この４路線に係る工事請負費、設計委託料、

用地補償費、事務費について計上させていただいております。１５７ページ、

７款２項３目の橋梁維持費でございます。１３節委託料で橋梁長寿命化計画策

定業務委託料を計上しております。これは２４年度からの継続でございまして、

計画策定のための委託料を計上し、５０万円の減となってございます。１５８

ページ、７款３項１目河川維持費でございます。これは普通河川に係る浚渫及

び維持補修費について計上してございます。１１節需用費、修繕料でございま

すが、これは増加する河川維持作業に対応するため２５年度２００万円を増額

計上してございます。１５９ページ、７款４項１目住宅管理費でございます。

これは町営住宅の維持管理経費について計上しています。１５節工事請負費は

内部改修を１戸、浄化槽の設置を１棟分増加したということによりまして、４

２５万円増の１４２５万円を計上してございます。修繕等は緊急度の高い住宅

から計画的に実施する予定でおります。１６０ページ、２目住宅対策費でござ

います。本科目はアイヌ住宅改良資金貸付金に係る経費及び２２年度から実施

しております、住宅リフォームに関する経費を計上しております。アイヌ住宅

改良資金貸付金は新築住宅１戸分７６０万円及び選考委員報酬などの事務費を

計上してございます。１９節負担金、補助及び交付金の住宅リフォーム促進助

成金はかかる経費の２分の１、４０万円を限度とした補助金でございまして、

これは２４年度は 終年度ということでございましたけども、制度継続の要望

も多いということから、継続させるということで２５年度も予算計上をさせて
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いただいております。１６１ページ、３目住宅建設費でございます。２５年度

事業は昨年に引き続きまして、振内新団地建設工事１棟２戸２ＬＤＫでござい

ますが、工事費とそれに関する付帯工事費を計上してございます。１３節委託

料は振内上団地の建設に係る設計委託等を計上しておりますが、１５節工事請

負費は振内新団地の住宅建設工事業費と池売団地の古い住宅の解体工事経費、

これは５棟１８戸の解体を予定しておりますが、これをあわせて４９５０万円

を計上してございます。  

 

議長 

 

 

 

 

議長 

休憩します。 

 

（休憩 午前１０時５０分）  

（再開 午前１１時 ５分）  

 

再開します。 

 

ま ち づ く

り課長 

それでは、説明を続けさせていただきたいと思います。１６２ページ、８款１

項１目消防費、日高西部消防組合負担金について計上してございますので、負

担金の内容につきましては予算説明書にて説明をさせていただきますので資料

の２５ページをご覧いただきたいと存じます。予算資料２５ページ、日高西部

消防組合負担金の説明でございます。組合全体の平成２５年度予算総額は１．

組合総括の中ほどで歳出（Ａ）＋（Ｂ）＝（Ｃ）という欄の右側に記載をして

おりますとおり９億１０３６万２千円となってございます。内訳は議会費、公

平委員会費、監査委員会費を合わせた小計欄の議会費等が７０万４千円、消防

本部費が５６４６万５千円、ヘリ負担金として、これは道の防災ヘリでござい

ますが３５万２千円で共通経費合計は（Ａ）の５７５２万１千円ということに

なっております。次に署・支署費等として６億７７０４万６千円ということに

なっております。消防団費が４９９３万円、消防施設費が１億１６６４万円と

なっております。次に公債費等ですが、公債費・予備費として９２２万５千円

でございまして、署・支署費と公債費等を合わせた額が（Ｂ）でございます。

８億５２８４万１千円となってございます。両町の負担金合計額は、歳出合計

額９億１０３６万２千円から本部歳入１９１万６千円、署・支署歳入２０３４

万５千円を控除した８億８８１０万１千円となってございます。平取町の負担

金については左側に記載のとおり２億７０６２万５千円となってございます。

続いて平取支署における２５年度での主な予算内容についてご説明申し上げま

す。下段、右側の表をご覧下さい。共通経費は１７８９万１千円、平取支署費

として２億３９９万３千円となっております。職員２２名分の人件費及び支署

管理経費を計上してございます。２４年度に比べまして、１１７０万７千円の

減となっておりまして、主な要因といたしましては退職者２名の人件費の減と

なってございます。次に消防団費ですが、２０５５万２千円となっておりまし
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て消防団員１２５名に対する火災・訓練・警戒等における出勤日当等を中心と

して団員に係る所要経費を計上してございます。次に消防施設費ですが、３８

８４万４千円を計上しておりまして、主に消防・救急車両、備品等に係る経費

となっております。２４年度予算額に比べまして、１０９８万３千円の減とな

っておりまして、これは２４年度計上の無線デジタル化委託料、庁舎屋上防水

改修工事分が減った分減になってございます。負担金合計といたしましては、

救急車購入に係る国庫補助金、危険物取り扱い手数料などを差し引いた歳入合

計１１４９万７千円を差し引きまして、２億７０６２万５千円となりまして、

２４年度と比べ２３３０万３千円、７．９％の減となっております。以上が日

高西部消防組合に係る負担金の説明とさせていただきます。予算書の１６３ペ

ージにお戻りいただきたいと存じます。８款１項２目災害対策費でございます。

防災関連経費について計上しております。１１節需用費、消耗品は備蓄食糧等

の購入費で３６万円の増となっております。２４年度に計上しておりました防

災マップ作成費、防災用毛布の購入費、防災無線地上系の更新負担金等が減を

しておりまして、この科目としては４９２万９千円の減となってございます。

１６４ページ、９款ここからは教育費についてご説明申し上げます。９款１項

１目教育委員会費でございます。教育委員報酬及び費用弁償、交際費について

計上してございます。１６５、１６６ページ、２目事務局費でございます。７

節賃金で１４４７万７千円の計上となっておりますが、２３年度から実施して

おります生徒指導教員報酬を賃金に移行してございます。これは３５名学級に

対応すべく指導強化のための独自配置の教員の賃金でございますが、２５年度

はさらに複式学級の理科学習の指導強化ということで１名増員し３名分を計上

してございます。４節共済費も賃金の増額による増となっております。９節旅

費は新たな英語指導助手の赴任及び退任に伴う旅費の増が要因で７５万６千円

の増となっております。１３節委託料は教職員研修委託料の増などで２３万円

の増額となっております。１７節公有財産購入費は校務用パソコン、これは小

学校で６１台、中学校が２９台となっていまして、これの購入によりまして６

４２万７千円の増額となっております。１８節備品購入費は学校行事等でも使

用する軽トラックの購入ということで９０万円を計上してございます。２１節

貸付金は奨学資金貸付金で、継続貸付が５名分、新規貸付を７名分見込んで計

上してございまして、節としては６６万円の増となっております。１６７、１

６８ページ、９款２項１目小学校管理費でございます。これは小学校の管理費

について計上してございます。７節賃金は学校特別支援教育支援員賃金４名を

６名に増員することから３３３万９千円の増額となってございます。４節共済

費もそれに伴いまして７３万９千円の増となっております。１１節需用費は修

繕料等の減でございまして、９５万４千円の減となっております。１３節委託

料、５０６万３千円増えておりますけども、これは業務補助員の増員に伴いま

して２５５万２千円、児童生徒輸送スクールバス運行経費で１８８万９千円が

増えておりまして、これが主な要因となっております。１４節使用料及び賃借
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料は通学車両更新のリース料が増となっておりまして９１万９千円増額してご

ざいます。１５節工事請負費は継続でございますが、バス停留所の設置２か所

と新規で学校トイレの洋式化に係る工事費８５０万円を計上しております。１

８節備品購入費は振内小学校の体育館の防災カーテンの購入等によりまして前

年度に比べまして６３万円の増額となってございます。１６９ページ、２目小

学校教育振興費でございます。１８節備品購入費は国庫補助金の対象となる備

品を追加したことから１００万円の増額となっております。２０節扶助費は要

保護・準要保護児童援助費として学用品、修学旅行費、学校給食費等について

援助するものでございます。１７０ページ、３目小学校建設費でございます。

１５節工事請負費は老朽化による傷みがひどい振内小学校の非常用階段の改修

を実施するための予算計上でございます。１７１ページ、９款３項１目中学校

管理費でございます。中学校の管理経費について計上しております。４節共済

費、７節賃金は新たに学校特別支援教育支援員を設置するための経費を計上し

ております。１５節工事業請負費は２４年度同様、教職員住宅２棟２戸の浴室

等の改修で５００万円を計上しております。１９節負担金、補助及び交付金は

通学費補助金が増となっておりまして、３９万７千円の増となっております。

１７２ページ、２目中学校教育振興費でございます。１８節備品購入費は柔道

用の畳を購入することから、節として８３万８千円の増額となっております。

２０節扶助費は小学校費同様、要保護・準要保護生徒援助費として学用品等に

ついて援助するものでございます。科目といたしましては２４年度教育用パソ

コン購入費が計上されていたということから、３１８万９千円の減となってご

ざいます。１７３ページ、３目中学校建設費でございます。１５節工事請負費

は平取中学校のグランドネット改修３２メートルと振内中学校の校舎の軒天の

改修工事合わせて１７００万円を計上してございます。１７４ページ、９款４

項１目社会教育総務費でございます。８節報償費は隔年実施の芸術鑑賞会の謝

礼分１３９万６千円が減額となっております。１９節負担金、補助及び交付金

は女性の集いの開催経費等で６万６千円の増額となっております。１７５ペー

ジ、２目公民館費でございます。公民館の管理運営費について計上してござい

ます。７節賃金７２万円は、公民館の管理及び臨時的な社教のバスの運行がな

くなったため費目がなくなっておりまして、これが減額となっております。１

４節使用料及び賃借料は除雪用の車両の借り入れと事務機器の使用料の増によ

りまして８６万９千円の増額となっております。公民館費の科目としては２４

年度、公民館の屋上防水改修工事費等を計上していたため５８８万４千円の減

額となっております。１７６ページ、３目人づくり振興対策費でございます。

２４年度予算と同額を計上ということで１９節負担金、補助及び交付金では、

町づくり住民大会開催補助金をはじめ各種事業への補助金を計上してございま

す。１７７ページ、４目文化財保護費でございます。この科目は文化財審議会、

重要文化的景観保全事業、二風谷アイヌ文化博物館管理経費、アイヌ文化体験

学習事業等についての費用を計上してございます。９節旅費は重要文化的景観
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の２次選定に向けた旅費が増えまして５８万５千円の増となっております。１

１節需用費は竪穴式住居、ポンチセなどの博物館の屋外展示物の修理費が増し

ておりまして、３９１万３千円の増となってございます。１２節役務費は博物

館の文化的資料の殺菌、殺虫燻蒸手数料の計上によりまして９０万３千円の増

となっております。１３節委託料は２４年度計上の特別展の機器設置委託料が

減となっておりまして、節としては１６６万４千円の減額となっております。

１８節備品購入費は特別展の備品購入の増によりまして、２９万円の増額とな

ってございます。１７８ページ、５目埋蔵文化財保護費でございますが、これ

は本科目全体では２４年度比で８１８万８千円の増額となってございます。こ

れは平取ダム建設事業に伴う豊糠１０遺跡発掘後の出土品の整理と報告書等の

作成について国土交通省から委託を受けまして実施するため、増加していると

いうものでございましてその分に係る経費が７１５万４千円、この費目に計上

されております。それから、歴史館独自の埋蔵文化財の収納整理のための臨時

職員賃金等が共済費で１７万３千円、賃金で１０６万２千円が計上されて、増

額計上となっているところでございます。１７９ページ、６目沙流川歴史館管

理費でございます。管理経費を計上しておりまして、１１節需用費、印刷製本

費は歴史館だより、歴史館年報の経費について計上してございます。１８０ペ

ージ、７目図書館費、図書館の管理に関する経費を計上しております。１２節

役務費は図書館システム検索端末回線、これを光化するための手数料が増とい

うことで２２万３千円の増額となってございます。１８節備品購入費は２４年

度購入した閲覧用ディスプレイが減額ということで４３万４千円減額となって

おります。１８１ページ、９款５項１目保健体育総務費でございます。スポー

ツ振興等に係る経費について計上してございます。１９節負担金、補助及び交

付金は新規で２５年度平取町で開催予定の全日高柔道大会開催補助金１０万円

を計上してございます。各種全道大会出場補助金については実績等により４６

万円減の５０万円を計上してございます。１８２ページ、２目体育施設費でご

ざいます。これは町民体育館、振内青少年会館、貫気別町民センター、旧荷負

小学校の管理経費及び町民プールに係る管理経費について計上してございま

す。１１節需用費は修繕料で貫気別町民センター消火器の改修費用１８０万円

でございますが、これの増が主な要因で２０９万７千円の増となっております。

１３節委託料は各施設での管理委託料が増額いたしまして１３４万円の増とな

ってございます。１５節工事請負費は旧荷負小学校体育館暖房整備工事、それ

から３地区の体育館のトイレの洋式化工事、貫気別町民センター屋根葺替え工

事等で合わせて１２７２万円を計上しているところでございます。１８３ペー

ジ、９款６項１目学校給食費でございます。これは学校給食を提供するための

管理経費を計上しております。１１節需要費、７１万８千円増えておりますけ

ども、各校の給食用機器の修繕、シンク蛇口取替え修繕などで修繕料が増えた

ことによるものでございます。１８節備品購入費は二風谷小学校食器洗浄機、

平取小学校冷凍冷蔵庫、厨房用エアコン、これは振内小学校、貫気別小学校、
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振内中学校３校でございますが、これの購入経費を１１６４万円計上してござ

います。１８４ページ、１０款１項１目現年発生災害復旧費でございます。こ

の科目は災害時の応急の復旧費用経費について計上してございます。１８５ペ

ージ、１０款２項１目林業施設災害復旧費でございます。１５節工事請負費は

岩知志の奥地林道敷舎内線地すべり災害復旧工事１８００万円を計上してござ

います。続いて１１款公債費でございます。１１款１項１目元金、及び次の１

８７ページでございますが、こちらが利子ということになってございまして、

元金につきましては２４年度に比べまして１０３６万円の減、利子につきまし

ては１０８６万７千円の減額となっております。なお、各起債の償還予定、現

在高等についてはこの予算書の２０７ページに記載しておりますのでご参照い

ただければと思います。１８８ページ、１２款１項１目国民健康保険病院特別

会計繰出金でございます。これは収益的収支に対する繰出金２億７千万円、資

本的収支に対する繰出金６２９万円、合わせて２億７６２９万円を繰出す計上

となっております。１８９ページ、２目簡易水道特別会計繰出金でございます。

この内訳といたしましては公債費分４５５４万５千円でございまして高料金対

策としての人件費・建設改良分に係る繰出金が１０２２万７千円となっており

ます。２４年度に比べまして公債費分が４２万５千円、高料金対策分が６４２

万円増額となることから、６８４万５千円の繰出し金の増額ということになっ

てございます。１９０ページ、１２款２項１目平取町財政調整基金積立金とな

っておりまして、恐縮ですが、この１目から８目をのぞく１９８ページまでの

９目の平取町地域雇用創出基金積立金に関しましては、一括して説明申し上げ

ますが、これは金融機関預入及び繰替運用によります利子割戻し等について、

利率を０．２％として積算してございまして、積立てる内容となっております。

１目の財政調整基金につきましては条例に基づく２００万円を合わせて積立て

するということにしてございます。１９７ページをお開き願いたいと思います。

１２款２項８目平取町金券基金積立金でありますが、これは２４年度同額の５

００万円の積立てを行うとしております。これは子育支援医療費助成に関し金

券を発行する内容となってございます。１９９ページ、１３款１項１目予備費

でございますが、２４年度同額の５００万円を計上しております。２００ペー

ジでございますが、これは２４年度予算で設定されまして、２５年度で廃止と

なった予算科目となってございます。以上で歳出の説明を終わらせていただき

ます。続いて歳入の説明を行いますので、予算書１１ページをお開き願いたい

と思います。歳入を説明させていただきます。１１ページ、１款１項町民税１

目個人１節の現年度課税分でございます。これは均等割は納税義務者数２３１

７人といたしまして、税率３千円、収納率９８％で、６８１万１千円を見込ん

でおります。所得割は給与所得などの若干の伸びなどを考慮いたしまして、課

税所得を３４億８３６８万４千円、平均税率を６％とした算出税額を２億９０

２万１千円といたしまして、これから住宅借入金等控除分を差し引いた額に収

納率９８％を乗じました２億４３４万５千円としてございます。これは２４年
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度に比べまして、１２８２万９千円の増額となってございます。滞納繰越は収

納率を１２％といたしまして、２９２万４千円を計上してございます。次に１

２ページ、１款１項町民税２目法人１節現年度課税分でございますが、均等割

は２４年度中における事業所の廃止、新規設立を見積りまして、２４年度と比

べまして１社少ない１２９法人、１０５１万７千円を計上してございます。法

人税割は、平成２３から２４年度の確定申告等の状況から８６６万９千円、２

４年度予算対比で１４１万５千円の増と見込んでおります。次に１３ページ、

固定資産税でございます。現年課税分でございますが、土地につきましては２

４年度中の地目変更を積算いたしまして、課税標準額を２０億２２５７万２千

円といたしまして、税率を乗じた算出税額から生保等の減免税額を控除した調

停見込額を２８０２万５千円といたしまして、これに収納率９６％といたしま

して２６９０万４千円としてございます。家屋は平成２４年度中の新増築、滅

失等を積算いたしまして、課税標準額を４９億８１００万円といたしまして算

出される税額に新築等減免額を控除し収納率９６％を乗じた６６００万１千円

を収入見込としてございます。償却資産は、新たな設備投資が見込めないこと

から、課税標準額を２４年度対比２億５２８万５千円減の５２億２７２１万５

千円といたしまして、税率を乗じた算出税額に収納率を９６％といたしまして、

７０２５万３千円としてございます。また、滞納繰越は収納率を１２％として、

４３３万７千円としております。ここで１か所訂正をお願いしたいと思います

が、滞納税額が円単位で計上されておりまして、千円単位に修正していただき

たいと思います。３６１４７で修正をお願いしたいと思います。続きまして１

４ページ、１款２項２目国有資産等所在市町村納付金及び交付金でございます。

これは国等が所有する収益的な事業に使われる資産につきまして、固定資産税

の代わりに交付されるものでございますが、これはすでに確定した数値を計上

してございます。１５ページ、１款３項１目軽自動車税でございますが、平成

２４年度中の新規登録、抹消等を見込みまして、課税台数全体で２６４５台、

そのうち軽自動車は１７１４台を見込んでおります。現年課税分で対２４年度

比で、２万４千円の減となりまして９９７万４千円を見込んでございます。１

６ページ、１款４項１目町たばこ税でございますが、旧３級品は平成２４年度

決算見込から９８万６８６０本といたしまして、調停額で２１６万１千円と見

込んでございます。旧３級品以外は２４年度の決算見込みから、２４年度数値

に対して、７．９％の減ということで７５７万６１５４本と見込んでおりまし

て、調停額を３４９８万６千円と見込んでございます。１７ページ、１款５項

１目入湯税、これはびらとり温泉の課税対象人員を２４年度同様の２万１６０

０人と見込みまして、１０８万円を計上してございます。１８ページ、２款１

項１目地方揮発油譲与税でございます。これは平成２４年度決算見込み数値に、

地方財政計画等から予想される推定交付率を乗じ２３７０万円を見込んでおり

まして、２４年度対比で８４万円の減となっております。１９ページ、自動車

重量譲与税でございます。国税としての重量税を道路延長面積に応じまして３
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分の１が地方に交付されるものでございまして、平成２４年度決算見込から、

消費税増税前の特需なども考慮した地方財政計画等から予想される推定交付率

を加味いたしまして、２４年度３９４万円増の５８７０万円を見込んでござい

ます。２０ページ、３款１項１目利子割交付金でございます。これは貯蓄など

で生じる利子の額に応じて徴収される利子税額のうち、５％は道民税、このう

ち５分の３は、市町村の個人道民税の額に乗じて市町村に配分されるというも

のでございます。平成２４年度決算見込に、地方財政計画等から予想される交

付率を加味して１４０万円としております。２４年度対比で１８万円の減とな

っています。２１ページ、４款１項１目配当割交付金でございます。これは上

場株式等の配当に対し道が課税し、そのうち１００分の６４．６％が市町村に

交付されるというものになっております。平成２４年度決算見込数値に、地財

計画から予想される交付率を乗じて４０万円と見込んでございます。２２ペー

ジ、５款１項１目株式等譲渡所得割交付金でございます。これは道税のうち３

分の２が市町村に交付されるというものになっておりまして、平成２４年度決

算見込数値に、推定交付率から計上しておりまして、５万円減の１５万円を見

込んでおります。２３ページ、６款１項１目地方消費税交付金でございますが、

これは消費税は国分４％と併せて地方分１％が徴収されておりまして、地方分

の２分の１が都道府県に、残りの２分の１が市町村に配布される。これは人口

と就業者数との割合で交付されるというものでございますが、国から県を通じ

て交付されております。平成２４年度決算見込数値に、地財計画から予想され

る推定率、これは消費税改正前の特需も加味されているというところですが、

７５５万円増の６２７５万円と見込んでいます。７款１項１目ゴルフ場利用税

交付金です。これはゴルフ場の利用者数を今年度の実績等から推計し、税率４

００円から道税を控除した９５％の額に１０分の７を乗じた２７０万円を見込

んでおりまして、２４年度に比べまして８万円の増となっております。８款１

項１目交通安全対策特別交付金でございます。これは交通違反の反則金を財源

といたしまして交付されるもので、過去の実績から見積もっておりまして、５

万円増の１２０万円を計上してございます。２６ページ、９款１項１目地方特

例交付金です。これは国の恒久減税等、これは住宅減税分でございますが、こ

の分による市町村の減収分として交付されるものでございまして、地財計画か

ら予想された推定額６５万円ということで、減税措置が終わったということも

ありまして、３５０万円の減額となってございます。２７ページ、１０款１項

１目地方交付税でございます。まず普通交付税でございますが、２６億７４０

０万円を見込んでおりまして、２４年度予算対比で１億３９００万円の増を見

込んでおります。国の２４年度の地方財政計画における交付税総額は１７兆６

２４億円で前年度に比べて２．２％の減ということになっておりますけども、

当町におきましては、２４年度の決算見込が２９億５７８１万５千円となって

いますことから、この見込み額ですとか、新単位費用、それから入手可能な情

報を基にした算定表に置き換え算定した数値ということになっておりまして、
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当初予算比較では５．５％の伸びとなっておりますけども、決算見込としては

２４年度比較で９．６％減の予算の計上となっております。特別交付税は２４

年度当初予算と比べまして３千万円の増を見込んでおりまして、これは２４年

度事業の有害獣進入防止柵整備事業が継続するということを加味した特別交付

税の算定計上となっております。２８ページ、１１款１項１目自動車取得税交

付金でございます。これは道税収入の内の９５％の１０分の７が市町村に交付

されるということになってございまして、２４年度決算見込み数値に、地財計

画の推定交付率をかけまして計上してございます。これは２４年度に比べ、消

費税増税前の駆け込み需要があるという推定で１１６万円増の１３００万円を

計上してございます。２９ページ、１２款１項１目農林水産業費分担金です。

これは２５年度から本格的な事業が始まる道営中山間地域総合整備事業、平取

南地区でございますが、この事業に係る受益者負担金１６５万円となっており

ます。３０ページ、１２款２項１目１節児童福祉費負担金です。これは常設保

育所、へき地保育所に係る保育料となっています。常設保育所負担分は所得基

準に基づいての徴収となりますが、国の基準額から軽減分として１５００万円

の町の負担を控除いたしまして常設としては２６２７万５千円を計上しており

ます。へき地保育所保護者負担分については１人目７千円、２人目５千円とし

て４７名分の３６６万円を計上しております。総額で３１０５万７千円として

おりまして、町の負担を大きくし、保護者の負担を軽くしたということにより

まして２４年度に比べ２７３万７千円の減となってございます。滞繰分は１１

２万２千円を見込んでございます。３１ページ、１３款１項１目総務使用料で

ございます。１節単身者住宅使用料は振内の単身者住宅の使用料で、月額２万

７千円の１２戸分、空室を考慮しまして、９５％を見込んで３６９万３千円と

してございます。２節情報通信施設使用料は光ファイバー回線網の使用料とな

ってございまして、内訳といたしましてはインターネット回線としてＮＴＴに

貸す分１戸あたり月額７３５円、これを１２か月７２０軒分みまして６３５万

円としております。これに振内・貫気別間の中継局の通信保管料４３万円を計

上して６７８万円としてございます。携帯電話の伝送路使用料はＮＴＴドコモ

とソフトバンクモバイル２社に３局分５万２千円を使用料としてみこんでおり

ます。ケーブルテレビ使用料は地上デジタル放送を光ファイバーの引き込みに

よって視聴する世帯の使用料といたしまして、毎年１万円の３か年を徴収する

こととなっておりまして、１５０軒分の１５０万円を見込んでございます。３

２ページ、１３款１項２目民生使用料ですが、１節老人福祉寮使用料は貫気別

の老人福祉寮の使用料で月額７千円の６名分と寮母月額１万円の使用料を計上

しています。２節生活館使用料、３節協同作業場使用料、４節ふれあいセンタ

ーびらとり使用料については２４年度実績を基に計上してございます。３３ペ

ージ、１３款１項３目衛生使用料は、墓地使用料と斎場使用料でございまして、

２４年度と同額を計上しております。３４ページ、１３款１項４目土木使用料

です。４節の町営住宅使用料は実績等により計上してございまして、公営住宅
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は平成２４年度の実績から、３５６戸分の使用料と滞納分を見込んでございま

す。新築住宅６戸、解体１８戸の増減等も加味しまして、５７万８千円の減と

見込んでございます。５節排水処理施設使用料は、２３年度から重量制となっ

ておりますが、実績等によりまして２万２千円増の２７９７万２千円を見込ん

でございます。３５ページ、１３款１項５目教育使用料でございますが、１節

体育施設使用料、２節アイヌ文化博物館使用料、３節公民館使用料につきまし

ては２４年度実績から見積計上してございます。３６ページ、１３款１項６目

農林水産使用料でございます。これは町営牧野の使用料で、２４年度実績を基

に積算しておりまして、２４年度ほぼ同額で１０万９千円の増の４９３万５千

円を計上してございます。３７ページ、１３款１項７目商工使用料ですが、１

節鉄道記念館使用料、２節義経資料館使用料、３節山の駅ほろしり館使用料に

つきましては２４年度実績額を基に計上してございます。３８ページ、１３款

２項１目総務手数料でございますが、１節徴税手数料、２節戸籍住民登録手数

料についても２４年度実績を基に計上してございます。１３款２項２目衛生手

数料、これは畜犬登録手数料及び注射済票交付手数料でございますが、これも

２４年度実績を考慮し同額を計上してございます。４０ページ、１３款２項３

目農林水産手数料、農用地登記事務手数料で、農業経営基盤強化促進事業嘱託

登記手数料で２４年度実績を基に同額計上してございます。４１ページ、ここ

からは国庫支出金の説明となります。１４款１項１目民生費国庫負担金１節社

会福祉費負担金、障害者自立支援費負担金は身体障害者厚生医療給付費、介護

等給付費の２分の１を充当する国庫負担金５９１７万２千円となってございま

す。２節児童福祉費負担金は常設保育所に係る負担金となってございます。３

節は児童手当に係る国庫負担金で被用者、非被用者それぞれ３歳未満児、３歳

から小６の第１子、２子、３子、中学生それぞれの段階ごとに定めた率を基に

積算されております。４節保険基盤安定費負担金は、国民健康保険加入者の支

援となる国庫負担金となってございます。４２ページ、１４款２項１目総務費

国庫補助金でございますが、１節の財産管理費補助金、家賃低廉化事業交付金

は町営住宅の基準住宅料と、実質入居者のかかる住宅料の差額分について交付

されるもので、２４年度比で７８万９千円増額の６１８万４千となっておりま

す。企画費補助金の地域公共交通確保維持改善補助金５４５万８千円は平取町

地域公共交通活性化協議会が実施するデマンドバス運行事業に充当される補助

金となっております。地域新エネルギー等導入促進対策費補助金１５００万円

はびらとり温泉改築時に合わせて整備いたします太陽光発電施設に係る補助金

となってございます。４３ページ、１４款２項２目民生費国庫補助金ですが、

１節の社会福祉費補助金、障害者自立支援費補助金として地域生活支援事業に

ついて補助基準１６５万２千円の４分の１が交付されます。過疎地域等自立活

性化推進補助金８００万円は、地域文化資源活用交流産業推進事業、主に無料

シャトルバスの運行でございますが、これに充当される補助金となっておりま

す。２節児童福祉費補助金、子育て支援交付金はへき地保育所の運営費に係る
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補助金でございます。４４ページ、１４款２項３目衛生費国庫補助金、１節の

保健衛生費補助金でございますが、合併浄化槽の設置に係る国の補助金となっ

てございまして、基準額４４万１千円の３分の１の８基分、１１７万６千円を

計上してございます。４５ページ、１４款２項４目土木費国庫補助金でござい

ますが、１節道路橋梁費補助金は、荷負本村線改良事業と川向学校シラウ川線

改良舗装事業、それぞれ事業費の１０分の６．５の額を計上してございます。

２節住宅建設費補助金は公営住宅建設事業、振内新団地１棟２戸の事業費基準

額の４５％、解体につきましては５０％の合わせて２１１４万２千円を計上し

てございます。４６ページ、１４款２項５目教育費国庫補助金ですが、１節は

へき地児童の心臓検診費用への補助金、２節は理科教科の教材購入費に充当す

る新規の補助金、これは国の地域の元気臨時交付金でございます。これを充当

することになってございます。３節は要保護児童生徒の援助に対する国の補助

金となってございます。４節の社会教育費補助金６６５万円は、文化的景観保

護推進事業補助金として平成２５年度２次選定へ向けての調査費用等に充当す

るための補助金となってございます。４７ページ、１４款３項１目総務費国委

託金でございますが、１節総務費委託金は平取ダム建設に係るアイヌ文化の保

全対策に関する調査業務の国からの委託金となってございます。２節戸籍住民

基本台帳費委託金は、中長期で在留する外国人登録事務に関する国からの委託

金となってございます。３節選挙委託金は２５年８月に執行される参議院議員

通常選挙費にあてられる国からの委託金となってございます。４８ページ、１

４款３項２目民生費国庫委託金ですが、１節、２節は国民年金事務、特別児童

扶養手当事務等に関する国からの委託金ということになってございます。４９

ページ、１４款３項３目商工費国庫委託金ですが、１節商工費委託金は二風谷

ダム周辺の環境維持管理に係る国からの委託金でございます。５０ページ、１

４款３項４目教育費国庫委託金でございますが、１節沙流川歴史館管理費委託

金でございます。これは歴史館の管理に係る国からの委託金で、前年度より２

万３千円減の７８８万７千円となってございます。２節埋蔵文化財発掘調査費

委託金７１５万４千円は２４年度に平取ダム建設事業関連工事に係る豊糠１０

遺跡を発掘しておりましたけども、これの出土品の整理、報告書の作成等に係

る経費に充当するということにしてございます。 

 

議長 休憩します。  

 

   （休憩 午前１１時５５分）  

   （再開 午後 １時 ０分）  

 

議長 再開します。午前中に引き続き歳入の道支出金より説明願います。  

 

ま ち づ く それでは、説明を継続させていただきます。５１ページ、１５款１項１目民生



- 26 - 

り課長 費道負担金でございます。１節から４節は国庫負担金で説明いたしました内容

につきましての国・道の負担区分に係る道の負担について計上してございます。

４節の後期高齢者医療保険基盤安定費負担金は後期高齢者医療特別会計繰出金

の保険基盤安定分１８６６万円の４分の３が交付されるものでございます。５

２ページ、１５款２項１目総務費道補助金でございますが、１節財産造成費補

助金は町有林造成に係る補助金となります。造林、下刈、除間伐、森林保護、

これは野ねずみ駆除でございますが、これに対し交付される補助金となってご

ざいます。２節企画費補助金の電源立地交付金は岩知志発電所の所在地として

交付され、病院への繰出金に充当を予定しております。土地利用規制等対策事

業市町村交付金は国土法の土地届出事務費に対し交付される補助金となってお

ります。５３ページ、１５款２項２目民生費道補助金でございます。１節社会

福祉費補助金の重度心身障害者医療費補助金８１１万５千円は医療費に、民生

委員活動費補助金１６６万１千円は民生費の活動費に対し、子ども発達専門支

援事業費補助金６２万５千円及び発達支援センター事業補助金５０万５千円は

母子通園センター運営費に充当される補助金となってございます。また、緊急

雇用創出推進事業補助金７８０万円はアイヌ文化・地域産業創造事業に対する

補助金となってございます。２節老人福祉費補助金は老人クラブ運営費に充当

する補助金となってございます。３節福祉施設費補助金はびらとり温泉改築事

業に充当する北海道の地域づくり総合交付金１億円となってございます。４節

生活館補助金は二風谷生活館の大型館１館とその他１１館、合わせて１２館に

対する運営費等の補助金と、２５年度新規事業で荷負・小平生活館の改修に係

る補助金１５００万円となっております。５節児童福祉費補助金は、乳幼児、

ひとり親家庭等の医療費、ふれない児童クラブ運営費に充当する補助金となっ

てございます。５４ページ、１５款２項３目１節保険事業費補助金でございま

す。健康増進に係る講座やがん検診の無料クーポン事業等に充当される補助金

となっております。地域づくり総合交付金１３３万円につきましてはエゾシカ

の駆除経費に対しての補助金となってございます。５５ページ、１５款２項４

目農林水産業費道補助金でございます。１節農業費補助金、額の大きなものを

主にご説明申し上げます。中山間直接支払は２４年度より４万２千円減の３９

０３万３千円、北海道総合地域づくり総合交付金は新規参入者就農促進対策事

業補助金に充当されまして、２４年度に比べて１２００万円の減となってござ

います。２４年度は戸別所得補償制度推進事業補助金との名称でございました

が経営所得安定対策直接支払推進事業補助金という名称で２４年度比で３５万

９千円増の５６５万９千円の計上でございます。経営体育成支援事業補助金は

農家の経営拡大のための設備投資に関し融資を受けた場合の自己負担分に助成

される補助金となっております。青年就労給付金事業交付金は、新規就農され

る方に、農業を始めてから経営が安定するまでの 長５年間、基本で年間１５

０万円が給付される制度に充当する補助金でございます。鳥獣被害防止総合対

策交付金１億１４６７万５千円は２４年度から継続となる柵の設置工事に充当
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する補助金となっておりまして、補助率は事業費の５５％となっております。

食料供給基盤強化特別対策事業補助金２６７万５千円は中山間地域総合整備事

業の受益者負担軽減のために交付されるものです。３節林業振興費補助金、２

１世紀北の森づくり推進事業費補助金は２４年度より１万３千円減の３５０万

７千円を計上しております。４節に関しましては小規模治山事業貫気別丸山地

先の沢１千万円を計上してございます。５節林道費補助金はどちらも継続事業

で豊糠線開設事業２８００万円、幹線林道ヌタップ線改良事業２８５６万円を

計上してございます。５６ページ、１５款２項５目商工費道補助金でございま

す。１節商工費道補助金で悪質商法防止対策のリーフレット作成等に充当され

る補助金となってございます。５７ページ、１５款２項６目土木費道補助金で

す。１節住宅改良費補助金でアイヌ住宅改良資金貸付事業に対しての補助金で

事業費の４分の１が交付されることになっております。５８ページ、１５款２

項７目教育費道補助金、１節社会教育費補助金、放課後子ども教室推進事業補

助金は貫気別、二風谷地区で実施されている教室の運営費等に対し交付される

もので、２４年度比で２６万４千円減の１８０万円を計上してございます。５

９ページ、１５款２項８目災害復旧費道補助金、１節農林水産業施設災害復旧

費補助金１７００万円、これは奥地林道敷舎内線地すべり災害工事に充当され

るものでございます。６０ページ、１５款３項1目総務費道委託金でございます。

１節から４節については説明欄記載の委託金について計上してございまして、

２節の道民税徴収委託金６９６万４千円は納税義務者数に単価をかけて交付さ

れるものになってございます。６１ページ、１５款３項２目農林水産業費道委

託金です。道営農業農村整備事業補助監督等委託金は道営事業の補助監督等に

係る委託金、それと家畜伝染病予防手数料徴収事務委託金は家畜の検査にとも

なう手数料の徴収に係る道からの委託金となってございます。６２ページ、１

６款１項１目財産貸付収入１節土地建物貸付収入です。土地貸付料は一般貸付

分１５０件のほか、ほくでん、ＮＴＴの電柱等の貸付料となっております。建

物貸付料は一般貸付１３件分、新規就農住宅等の予算計上となっております。

公宅貸付料は職員住宅貸付料１７３戸分を計上してございます。６３ページ、

１６款１項２目利子及び配当金です。財政調整基金から各種特定目的基金の利

子について計上しております。預金利率０．２％にて積算をしております。６

４ページ、１６款２項１目不動産売払収入２節その他不動産売払収入で、町有

林の立木売払代金を見込んでございます。６５ページ、１６款２項２目物品売

払い収入です。町史等の売払いについて計上してございます。６６ページ、１

７款１項１目１節寄附金でございます。一般寄附及びふるさと寄附金を見込ん

で計上してございます。６７ページ、１８款１項１目１節平取町財政調整基金

繰入金です。これは平成２５年度予算における財源調整のための繰入金となっ

てございまして、充当事業といたしましては川向営農用水施設整備事業となっ

てございます。１８款１項２目１節沙流川ダム地域振興基金繰入金です。充当

事業としましては予算説明書の１４ページをご覧いただきたいと存じますが、
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防犯灯ＬＥＤ整備事業から学校給食施設整備事業までの２６の事業に充当を予

定しております。３億２８００万円を計上してございます。６９ページ、１８

款１項３目１節平取町地域雇用創出基金繰入金でございます。昨年に引き続き

臨時職員４人分と町有林管理のための臨時的な人件費に充当を予定してござい

ます。７０ページ、１９款１項１目１節繰越金、前年度繰越金３千万円を計上

しております。２４年度予算における繰越金は繰越事業の一般財源を除きまし

て８５００万円程度の繰越金を見込んでいるというところですが、差額分につ

いては保留財源とさせていただくものでございます。７１ページ、ここからは

諸収入の説明になります。２０款１項１目１節延滞金、これは町税延滞金を計

上してございます。７２ページ、２０款２項１目１節預金利子です。実績等か

ら見積りまして２４年度より２０万円減の３０万円を計上してございます。７

３ページ、２０款３項１目１節国民健康保険病院特別会計貸付金元利収入でご

ざいます。２２年度に国保病院に貸付けた４４００万円に係る元利償還金とな

ってございます。７４ページ、２０款４項１目１節社会福祉基金貸付金元金収

入１９０万円、これは滞納を含めない償還分を１７０万円としまして、滞納分

を４０万円の５０％の収入２０万円、あわせて１９０万円の予算を計上してご

ざいます。７５ページ、２０款４項２目１節中小企業融資資金貸付金元利収入

でございます。これは特別融資、経営改善融資の新規、既存分預託金の収入を

計上してございます。７６ページ、２０款４項３目１節公社融資資金貸付金元

利収入でございますが、これは畜産公社への貸付金に係る元利収入を計上して

ございます。７７ページ、２０款４項４目１節住宅改良資金貸付金元利収入で

ございますが、アイヌ住宅改良資金貸付金の元利償還金を計上してございます。

７８ページ、２０款４項５目１節勤労者生活安定融資資金貸付金の預託金収入

を１６００万円計上してございます。７９ページ、２０款４項７目１節振内歯

科診療所運営資金貸付金に係る償還元利収入を４４万円計上してございます。

８０ページ、２０款４項８目１節平取町奨学資金貸付金元利収入で奨学資金の

１１名分の償還金を計上してございます。８１ページ、２０款５項１目雑入１

節企業負担金、これは平取町畜産公社からの人件費、事務所費に係る負担分と

なっております。１１０６万円計上してございます。２節雑入については主な

ものを説明させていただきたいと存じます。上から２つ目、平取町社会福祉協

議会負担金、これは新規事業として人件費分６３０万円を負担金として計上し

てございます。それから上から７番目でございますが、アイヌ文化振興・研究

推進機構委託金はイオル再生事業に係る委託金１０５０万円を計上してござい

ます。中ほど、２５番目、いきいきふるさと推進事業助成金３７５万円は沙流

ユーカラ街道活性化事業に充当される雑入、助成金でございます。下のほうへ

いきまして、３７番目、豊糠・幌尻林道シャトルバス利用料１０６０万円を計

上しております。下から４つ目、市町村振興宝くじ交付金は図書の購入に充当

される雑入となってございまして、雑入総体としては２４年度に比べ１５６９

万７千円の増額という計上になってございます。８２ページ、ここからは町債
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になります。２１款１項１目１節総務債、これは老人福祉センター改修事業に

関連し設置する太陽光発電施設整備事業に係る補助金の裏に充当を予定してご

ざいます。過疎債を予定してございます。８３ページ、２１款１項２目民生債、

これは老人福祉センター改修事業、びらとり温泉のリニューアル事業に充当を

予定してございます。４億８７００万円、過疎債を充当予定でございます。８

４ページ、２１款１項３目農林水産業債、１節農業債は農業者就農促進対策事

業の助成金、新規就農者用リース農場整備、中山間地域総合整備事業に充当す

るもので、いずれも過疎債を予定してございます。２節の林業債１千万円は貫

気別丸山地先の沢に充当を予定してございます。治山事業については一般単独

債を予定してございます。８５ページ、２１款１項４目土木債１節道路橋梁債

は荷負本村線改良事業、荷菜原田分譲１号・２号線改良舗装事業に充当を予定

してございます。これも過疎債を予定してございます。２節住宅債はアイヌ住

宅改良資金貸付事業と公営住宅建設事業への充当を予定してございます。あわ

せて３３００万円、これは住宅債を充当予定としてございます。８６ページ、

２１款１項５目１節消防債でございますが、消防施設整備事業、これは救急車

の更新事業でございます。これに１４５０万円を充当を予定してございます。

これも過疎債を予定しております。２１款１項６目１節教育債でございますが、

これは学校給食用備品の整備に充当を予定しております。これも過疎債を予定

しております。８８ページ、２１款１項７目臨時財政対策債でございます。こ

れは交付税の性格をもつ臨時財政対策債でございまして、国の地方財政計画で

は１．５％の伸びということになってございますが、２４年度決算見込みも考

慮いたしまして２４年度と同額を計上してございます。当該起債は後年度その

元利償還金の１００％が交付税に算入される起債となってございます。以上で

歳入の説明とさせていただきました。次に第２表の債務負担行為をご説明いた

しますので、７ページにお戻りいただきたいと存じます。７ページ、第２表債

務負担行為でございます。これは地方自治法の規定によりまして債務を負担す

ることのできる事項、期間、限度額を定めるものでございます。まず、農業経

営基盤強化資金利子補給金で、期間を平成３０年度までといたしまして、限度

額を１１５万９千円とするものでございます。当該資金は農家の安定的な経営

体を育成するための資金となっておりまして、２５年度の借入を１億円といた

しまして利率を１．３％、そのうち道が０．１３、町が０．１３合わせて０．

２６％を補助するというもので、道分の０．１３は補助金として町の歳入で受

けるということになります。次に中小企業特別融資利子補給金でございますが、

これは期間を平成３５年度といたしまして、限度額は３０５万３千円としてご

ざいます。町内中小企業への新規貸付を２千万円、利率を３．１％としてござ

います。 後に中小企業経営改善融資利子補給金で主に設備等の整備に対する

資金でございまして、融資額６００万円、利率を３．３％として積算し、平成

３４年度までの１０年間で限度額を７５万４千円としてございます。債務負担

は以上です。続いて第３表の地方債についてご説明をさせていただきます。８
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ページ、次のページをお開き願いたいと思います。第３表地方債を説明いたし

ます。起債の目的、限度額、方法、利率、償還の方法を定めるものでございま

すが、平成２５年度は、一番下の臨時財政対策債を除く１２の事業に充当を予

定してございます。このうち一番上の新エネルギー導入事業、中ほどの荷負本

村線改良事業、その下の住宅改良資金等貸付事業、公営住宅建設事業は補助事

業となっておりまして、補助金を充当したあとの事業費に起債を充当するとい

うことにしてございます。臨時財政対策債を除く起債総額６億５３９０万円の

内、６億１０９０万円は、その元利償還金が交付税算入される過疎債を予定し

てございます。一番下の臨時財政対策債は、いうなれば普通交付税にて算出さ

れる額を起債というかたちで交付する、借入れる内容のものとなっておりまし

て、２５年度の発行見込み額は２４年度同額の２億８００万円を予定しており

ます。以上、議案第１９号平成２５年度平取町一般会計予算の説明をさせてい

ただきましたので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。  

 

議長 次に国民健康保険特別会計予算及び後期高齢者医療特別会計予算について提案

説明を求めます。町民課長。 

 

町民課長 国保の１ページをお開き願いたいと思います。議案第２０号平成２５年度平取

町国民健康保険特別会計予算についてご説明いたします。第１条、歳入歳出予

算の総額は歳入歳出それぞれ７億７１４５万円と定める。２項、歳入歳出予算

の款項の区分及び当該区分ごとに金額は「第１表 歳入歳出予算」による。第

２条、一時借入金、地方自治法第２３５条の３第２項の規定により一時借入金

の 高額は５千万円とする。第３条、歳出予算の流用、地方自治法第２２０条

第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費を流用することができ

る場合は次のとおりとする。保険給付費の同一款内の各項の間の流用とします。

それでは、歳出から説明させていただきます。国保の３２ページから説明いた

します。１款１項１目一般管理費でございます。これにつきましては、国民健

康保険事業の実施に係る経常経費でございまして、旅費及び需用費、役務費、

委託料含めまして３１９万１千円の計上でございます。前年度より、需用費が

４万１千円の減額でございます。次、３３ページをお開き願います。２目の連

合会負担金でございます。６０万３千円の計上で、本年度単価の見直しがござ

いまして、４万６千円の減額でございます。次、３４ページをお開き願います。

３目特別対策事業費でございます。これにつきましては、事業の医療費適正化

を講じるために必要な経費でございまして、４２２万４千円を計上しておりま

す。前年度より、旅費、需用費、委託料が２２万６千円の減額でございます。

次、３５ページをお開き願います。２項１目賦課徴収費でございますが、保険

料の適正賦課及び保険税徴収に係る諸経費でございまして、１７０万円の計上

でございます。前年同額でございます。次に３６ページをお開き願います。納

税奨励費でございます。これは日高管内地方税滞納整理機構への負担金でござ
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いまして、平取町の負担金が１８１万円に対しまして、国保割といたしまして、

７３．２％で１３２万５千円の計上でございます。前年度５４万５千円の減額

でございます。次、３７ページをお開き願います。３項３目運営協議会費でご

ざいます。国保運営協議会に関する諸経費でございまして、３０万７千円の計

上でございます。これも昨年同額でございます。次、３８ページをお開き願い

ます。２款１項１目保険給付費の一般被保険者療養給付費でございます。この

科目は一般被保険者が医療費を要した内、保険者が直接医療機関へ支払うもの

でございまして、４億１千万円を計上しております。２千万円の減額でござい

ます。これにつきましては、前年度より対象者が１００人ほど減なっておりま

すので、その分の減額でございます。次、３９ページをお開き願います。２目

退職被保険者等療養給付費でございます。これも前ページと同じように、被保

険者分の２千万円を計上しております。これにつきましても、過去３年間の実

績推移に基づいて試算しております。次、４０ページをお開き願います。３目

一般被保険者療養費でございます。これにつきましては、一般被保険者の補装

具またはりきゅう等の療養費に要した費用でございます。４３０万円の計上で

ございます。前年同額でございます。次、４１ページをお開き願います。４目

退職被保険者等療養費でございます。これも前ページと同様に、退職者の被保

険者分として、３０万円の計上でございます。２万円の減でございます。次、

４２ページをお開き願います。５目の審査手数料でございます。これは、国保

連合会に係る、医療費の審査手数料でございまして、１２４万２千円の計上で

ございます。５万８千円の減額でございますが、これは被保険者数の減による

ものでございます。１００名ほどの減になっております。次に、４３ページを

お開き願います。２項１目一般被保険者高額療養費でございます。これにつき

ましては、レセプトあたり８０万円の医療費を超えた場合に、超えた分の費用

を負担するものでございまして、５２００万円の計上でございます。これも被

保険者数の減によります４００万円の減額でございます。次、４４ページをお

開き願います。２目退職被保険者等高額療養費でございます。これも前ページ

と同じように、退職被保険者分として、２００万円の計上でございます。次に、

４５ページをお開き願います。３目一般被保険者高額介護合算療養費でござい

ます。これにつきましては、１年間の療養費と介護サービス費を合算して決め

られた限度額を超えた場合、その限度額に対して支払う費用でございまして、

３０万円の計上でございます。これは前年度２０万円の減でございますが、過

去３年間の実績の推移に基づいて減額させております。次、４６ページをお開

き願います。４目退職被保険者等高額介護合算療養費でございます。これにつ

きましても、前ページ同様に退職者の被保険者分で１０万円計上しております。

次、４７ページをお開き願います。３項１目一般被保険者移送費でございます

が、これにつきましては、特別な事情が発生した場合に移送される場合に支給

するものでございまして、３万円を計上しております。前年同額でございます。

次、４８ページをお開き願います。２目退職被保険者等移送費でございます。
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これにつきましても、特別な事情が発生した場合に移送される場合でございま

して２万円の計上でございます。次、４９ページをお開き願います。４項１目

出産育児一時金でございます。これにつきましては、必要経費として２０件分

８４０万５千円の計上でございます。前年同額でございます。次に５０ページ

をお開き願います。５項１目葬祭費でございます。これは、実績を考慮いたし

まして、今年度２０万円の計上でございます。１０万円の減額でございます。

近の傾向をみますと、１０件あるかないかくらいの実績でございまして、そ

れに基づいて１０件分の減額でございます。次、５１ページをお開き願います。

３款１項１目でございます。後期高齢者支援金等ですが、これにつきましては

全保険者が拠出し、後期高齢者の医療制度を支える仕組みでございまして、こ

れにつきましては社会保険診療報酬支払基金より、概算通知をいただいており

ます。それに基づいて１億４５０万円を計上しております。これにつきまして

は、療養費の伸びにより、５００万円の増額となっております。この内訳とい

たしましては、後期高齢者支援金納付金または保険基盤安定繰入、または退職

被保険者等が含まれるものでございます。次に５２ページをお開き願います。

２目の後期高齢者関係事務費拠出金でございますが、これも前ページと同様、

概算に基づく１万円の計上でございます。前年同額です。５３ページをお開き

願います。４款１項１目前期高齢者納付金等でございます。これも、全保険者

が拠出し前期高齢者の医療制度を支える仕組みになっておりまして、本年度６

万６千円の計上でございます。３万５千円の減額となっております。次に５４

ページをお開き願います。２目の前期高齢者関係事務費拠出金でございます。

これも前ページと同様、概算に基づく１万円の計上でございます。次、５５ペ

ージをお開き願います。５款１項１目老人保健事務費拠出金でございます。こ

れにつきましては、老人保健制度はもうございませんが、経過措置により継続

中でございますので、１万円の計上でございます。これも前年同額でございま

す。次に５６ページをお開き願います。６款１項１目介護納付金でございます。

これにつきましては４０歳から６４歳までの全被保険者が拠出し、介護保険を

支える仕組みでございまして、本年度４３３６万２千円を計上しております。

３６３万８千円の減額でございますが、これは対象人数の減、４０名の減でご

ざいます。次に５７ページをお開き願います。７款１項１目共同事業拠出金で

ございます。これにつきましては、高額医療が発生した場合に一保険者で賄う

ことが非常に難しいということで、国が保険者に運営基盤の安定を図るために

拠出しているものでございまして、本年度１７８１万３千円を計上しておりま

す。前年度実績に伴い２３０万５千円の減額でございます。次に５８ページを

お開き願います。２目保険財政共同安定化事業拠出金でございますが、これに

つきましては、レセプト１件当たり３０万円以上を超える医療費に対して、市

町村国保から拠出金を財源として、国保の財政の安定化を図るための事業でご

ざいまして、８２６７万９千円を計上しております。３９万４千円の減額でご

ざいます。次に５９ページをお開き願います。３目共同事業事務費拠出金でご



- 33 - 

ざいますが、１千円の計上でございます。次に６０ページをお開き願います。

８款１項１目でございます。特定健康診査等事業費でございます。この科目は

国保被保険者の保健事業に要する費用でございまして、３５７万９千円を計上

しております。１８万９千円の減でございます。これにつきましては、特定健

康受診データが総合システムに含まれたことにより、委託料、特別業務委託料

の減額によるものでございます。６１ページをお開き願います。保健衛生普及

費でございます。国保の被保険者の医療適正化事業、また保健師による個別の

保健指導による経常的経費でございまして１８万円の計上でございます。前年

同額です。６２ページをお開き願います。９款１項１目基金積立金であります

が、国保給付費支払準備基金の積立ての利子でございまして、４万６千円を計

上してございます。前年１万９千円の減額でございます。次、６３ページをお

開き願います。１０款１項１目でございますが、利子でございまして、一時借

入金利子として５０万円を計上しております。これは前年同額でございます。

次に１１款１項１目の保険税還付金でございます。１千円の計上でございます。

次、６５ページの２目の償還金、これも１千円の計上でございます。次、６６

ページ、３目還付加算金でございますが、これも１千円の計上でございます。

次、６７ページでございますが、２項１目の利子でございます。支払基金利子

として５万４千円の計上でございますけども、これも前年同額でございます。

次、６８ページをお開き願います。３項１目直診施設勘定繰出金でございます。

これにつきましては、国保病院特別会計への繰出金でございまして、６３９万

円を計上しており、１６１万円の減でございます。これにつきましては、救急

患者受入体制の支援事業は前年同額でございまして、直営診療施設整備分につ

いて、減額でございます。２１９万円の計上でございます。次、６９ページを

お開き願います。予備費でございます。２００万円の計上でございます。以上

で歳出について説明を終わりたいと思います。次、歳入についてご説明いたし

ます。国保の８ページをお開き願います。それでは歳入について説明いたしま

す。１款１項１目一般被保険者国民健康保険税でございます。これにつきまし

ては一般被保険者に係る療養給付に要する費用の財源として、賦課徴収する保

険税でございます。２５年度ですが、通常であれば前々年度の所得に付加して

おり、本年度の１１月までの伸び率で計算されるものでございますが、近年の

所得の状況が年によって所得の増減幅が非常に大きいために、本年度は５か年

の所得の平均を用いて試算しております。世帯数が１１００世帯、被保険者数

２千人、前年度対比１００人の減でございます。収納率９６％で医療、後期高

齢者、介護合わせて２億２１１９万５千円を計上しております。７０１万８千

円の増額でございます。この増額の理由につきましては、本年度、国保税の後

期支援分、介護分の資産割の率及び平等割の額を下げましたが、所得の改定は

行っていないためにですね、平均世帯の所得が伸びており、増額となっており

ます。次、９ページをお開き願います。２目退職被保険者等国民健康保険税で

すが、これも前ページ同様、退職被保険者としての世帯数４０、被保険者数７



- 34 - 

０、前年度対比１０の減でございますが７７１万７千円を計上しております。

これも被保険者数の減により、２５万４千円の減額でございます。次、１０ペ

ージをお開き願います。２款１項１目督促手数料ですが、保険税の督促手数料

として５千円の計上でございます。前年同額でございます。１１ページをお開

き願います。３款１項１目国庫支出金の療養給付費等負担金でございます。こ

れは、一般被保険者の療養給付費、老人保健拠出金、後期高齢者の支援金、介

護納付金等に係る費用に対しまして３２％相当額が助成されます。従いまして、

１億３８４９万７千円を計上しております。本年度の歳出の療養給付費の減に

よる２２６２万７千円の減でございます。次に１２ページをお開き願います。

２目高額医療費共同事業負担金でございます。これも歳出で説明いたしました

７款１項１目の高額医療費共同事業の拠出金に対しまして、国から４分の１が

助成されまして、４４５万３千円の計上で、５７万６千円の減額でございます。

次、１３ページをお開き願います。３目特定健康診査等負担金でございます。

特定健康検査等の行為に対しまして助成される経費でございまして、６８万１

千円の計上でございます。これも前年同額でございます。次に、１４ページを

お開き願います。２項１目財政調整交付金でございます。これにつきましては

一般被保険者の療養給付費、または老人保健拠出金、後期高齢者支援金、介護

納付金等に係る費用を控除して９％相当が助成されるものでございます。２４

５９万４千の計上で、２２４３万円が減額でございます。この理由といたしま

して、普通調整交付金ですが、医療費実績額に対して、確保をすべき保険税が

不足する場合に、不足する額を基準として交付されるものでございます。国保

の７割が農業経営を営んでおります、この数年の農業所得の税収が多くなって

いるためにですね、交付金が減額になっているところでございます。次、１５

ページをお開き願います。４款１項１目療養給付費交付金ですが、退職者被保

険者の療養給付等に係る費用でございまして、保険税を控除して助成されるも

のでございます。２７０９万３千円の計上で前期高齢医療費の増額により１９

４万２千円の増額となっております。次、１６ページをお開き願います。５款

１項１目前期高齢者交付金でございます。これにつきましては前期高齢者６５

歳から７４歳の被保険者がいる保険者に対して交付されるものでございます。

１億４７４９万円を計上しております。１８５１万円の増額でございます。こ

れにつきましては、前期高齢者の対象者人数の増及び療養費の増によるもので

ございます。次、１７ページをお開き願います。６款１項１目高額医療費共同

事業負担金でございます。これは国庫負担金と同様、国、道がそれぞれ高額医

療費共同事業の拠出金に対しまして助成されるもので、道負担分４分の１、４

４５万３千円を計上しております。５７万６千円の減額でございます。次に、

１８ページをお開き願います。特定健康診査等負担金でございます。これも国

庫負担金と同様、６８万１千円の計上でございます。次、１９ページをお開き

願います。２項１目財政調整交付金でございます。これも国の財政調整交付金

と同様、９％の助成でございまして５２３２万７千円の計上でございます。１
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８０６万２千円の増額でございます。この理由といたしまして、特別調整交付

金の医療費の適正化等の収納率向上分の上乗せと、保険財政共同安定化事業ま

た、定率の国庫負担金が２％減額される分、こちらで補てんされるということ

で増額になっております。次に２０ページをお開き願います。７款１項１目高

額医療費共同事業交付金でございます。これもレセプト１件当たり８０万円以

上の医療費が発生した場合に、交付されるものでございまして、７１２万５千

円を計上しております。療養費の減により１９２万７千円の減額でございます。

次２１ページをお開き願います。２目保険財政共同安定化事業交付金でござい

ます。これもレセプト１件当たり３０万円以上の医療費が発生した場合に、交

付されるものでございまして、５７８７万４千円を計上しております。これは、

療養費の減及び前年度の交付率の推移に基づいて、７７５万２千円の減額でご

ざいます。次に２２ページをお開き願います。８款１項１目利子及び配当金で

ございますが、４万６千円の計上でございまして、１万９千円の減額でござい

ます。次に２３ページをお開き願います。９款１項１目一般会計繰入金でござ

います。４１１５万２千円を計上しております。これは国の一定のルール分で

ございまして、財政安定化支援事業及び市町村国民健康保険対策事業、また、

保険基盤安定等繰入金の３項目になっております。次、２４ページをお開き願

います。１０款１項１目繰越金でございますが、平成２４年度の国保会計決算

見込み３６００万円を計上しております。６００万円の減額でございます。次

に２５ページをお開き願います。１１款１項１目一般被保険者延滞金でござい

ます。４千円の計上でございます。次に２６ページをお開き願います。２目退

職被保険者等延滞金、これは１千円の計上でございます。次、２７ページをお

開き願います。２項１目の預金利子でございます。これは５万円の計上でござ

います。次に２８ページをお開き願います。３項１目一般被保険者第３者納付

金でございますが、１千円の計上でございます。次２９ページをお開き願いま

す。２目の退職被保険者等第３者納付金でございます。これも１千円の計上で

ございます。３０ページをお開き願います。３目雑入でございます。これは指

定公費負担金でございますが１万円の計上でございます。以上でご説明を終わ

らせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

続きまして、議案第２１号平成２５年度平取町後期高齢者医療特別会計予算に

ついて、ご説明いたします。第１条、歳入歳出予算、歳入歳出予算の総額は歳

入歳出それぞれ８０２０万円と定める。２項、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」によります。それでは、歳出

よりご説明いたします。後期の１７ページをお開き願います。１款１項１目一

般管理費でございます。旅費をはじめとする事務の運営に要する費用でござい

まして、本年度５９３万６千円の計上で２６０万６千円の増額でございます。

これにつきましては、本年度、後期高齢のシステム機器の更新がございまして、

その委託料の増額でございます。次、１８ページをお開き願います。２項１目

徴収費でございますが、徴収に要する経費でございまして、１８万円の計上で
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ございます。前年同額でございます。１９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納付金でございます。広域連合に支払う事務費、

保険料、保険基盤安定負担金で７３６７万６千円の計上でございまして、３６

９万４千円の増額になっております。これにつきましては、療養費及び被保険

者数の増額によるものでございます。対象人数としましては、９１０人でござ

います。次、２０ページをお開き願います。３款１項１目保険料還付金で５千

円の計上でございます。次に２１ページをお開き願います。２目の還付加算金

でございます。２千円の計上でございます。次に２２ページをお開き願います。

３目の償還金でございますが１千円の計上でございます。次４款１項１目予備

費でございますが、４０万円の計上でございます。次に、歳入についてご説明

いたします。６ページをお開き願います。１款１項１目特別徴収保険料でござ

います。これは、現年分の保険料３１００万円を計上しております。この保険

料につきましては、北海道後期高齢者医療広域連合会により前々年度の所得を

基に試算しているものでございます。次に７ページをお開き願います。２目普

通徴収保険料でございます。これは現年分、滞納繰越分として２１５２万円を

計上しております。６３０万円の増額でございます。これにつきましても、前々

年度の所得の伸びにより、増額となっております。なお滞納繰越分につきまし

ては、平成２４年度の調定額１９００万円の２％相当分をみております。次に

８ページをお開き願います。２款１項１目督促手数料でございます。５千円の

計上でございます。次９ページをお開き願います。３款１項１目事務費繰入金

でございますが、広域連合市町村事務費負担金と後期高齢者医療の運営に必要

な経費といたしまして、一般会計からの繰入金でございます。９０１万円を計

上しております。次、１０ページをお開き願います。２目保険基盤安定繰入金

でございます。これは低所得者に対する保険料の軽減相当分を公費で補てんす

る分でございまして、今年度１８６６万円の計上でございます。１８１万５千

円の減額でございます。これにつきましては、所得が伸びており現役並みの所

得者が多くなっておりまして、保険料の軽減対象者数が減っているということ

によります。次、１１ページをお開き願います。４款１項１目繰越金でござい

ますが、１千円の計上でございます。次に１２ページをお開き願います。延滞

金でございますが、これも１千円の計上でございます。次、１３ページをお開

き願います。保険料還付金でございます。１千円の計上でございます。次、１

４ページをお開き願います。還付加金額１千円の計上でございます。次、１５

ページをお開き願います。雑入ですが１千円の計上でございます。以上で説明

を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長 休憩します。 

 

   （休憩 午後 ２時 ５分） 

   （再開 午後 ２時１５分） 
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議長 再開します。次に、介護保険特別会計予算について提案説明を求めます。保健

福祉課長。 

 

保 険 福 祉

課長 

議案第２２号介護保険会計についてご説明いたしますが、その前におそれいり

ますが、１点、文言の訂正をお願いをいたします。５２ページをお開きくださ

い。介護保険５２ページの一番上の右側の目番号が３となっておりますが、こ

れを２に訂正、３目を２目に訂正いただきますようにお願いをいたします。大

変お手数ですが、よろしくお願いをいたします。それでは、平成２５年度平取

町介護保険特別会計予算案につきましてご説明申し上げます。介護保険の１ペ

ージをお開き願います。第１条、歳入歳出予算でありますが、歳入歳出の総額

をそれぞれ４億２８２０万円にしようとするものであります。第２条、一時借

入金は、その 高額を５千万円にしようとするものであります。第３条、歳出

予算の流用でありますが、保険給付費の同一款内の各項の間は流用することが

できるとするものでございます。それでは、事項別明細の歳出からご説明いた

しますので、３０ページをお開き願います。１款１項１目一般管理費３７０万

３千円でありますが、これは介護保険事業の実施において必要となる、経常的

事務的経費であります。前年比、目の比較で２２万７千円の減額となっており

ますが、これは、第５期介護保険事業計画１年目の昨年度作成いたしました、

介護保険説明パンフレットの在庫がありますので、２５年度はその分の経費を

減額したことが主な理由でございます。次に３１ページをお開きください。１

款２項１目賦課徴収費２万８千円でありますが、第１号被保険者の保険料の普

通徴収にかかわる納入通知書の作成のための費用であります。２４年度予算対

比で８万８千円の減額となっておりますが、これは２４年度購入した納入通知

書に在庫があることによるものでございます。３２ページをご覧ください。３

２ページ、１款３項１目介護認定審査会費３７３万８千円でありますが、１２

節役務費につきましては、介護認定審査会の資料となる、主治医意見書の作成

手数料であります。１９節負担金、補助及び交付金につきましては、日高西部

介護認定審査会規約に基づきその負担金を計上いたしております。続きまして

３３ページをお開きいただきます。２目認定調査費２８５万９千円でございま

すが、介護認定審査会の資料となる認定調査票の作成にかかわる認定調査員の

人件費、遠隔市町における認定調査の委託料などを計上してございます。２４

年度に比較して、目の比較で３５万円の増加となっておりますが、これは介護

認定審査員の勤務を２４年度まで週４日といたしておりましたが、２５年度か

らは週５日の勤務とし、業務量の増加及び二次予防高齢者いわゆるゆうあい長

寿さんに関する調査業務に対応しようとするためのものでございます。３４ペ

ージをご覧ください。３４ページ、１款４項１目計画策定費には、介護保険事

業計画の策定にかかわる委員報酬及び費用弁償合計８万６千円を計上いたして

おります。次に３５ページをお開きください。２款１項１目居宅介護サービス
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給付費でありますが、在宅での介護サービスに対する給付費、７９７０万４千

円を計上しております。デイサービス、ショートステイ、ヘルパーサービスの

利用やケアプランの作成などに係る給付費となってございます。２４年度予算

対比で１９１万５千円の減額となっておりますが、これは、次のページで２５

年度新たに２目地域密着型サービス給付費を新設し、２４年度まで支出してい

た費用をこの２目の方に移行させたことによるものであります。次に３６ペー

ジをお開きください。２目地域密着型サービス給付費は、新しい科目でござい

ます。平成２５年度から事業を開始する地域密着型認知症グループホームにお

ける要介護１から５の方を対象にしたサービス給付費４８００万円を新年度新

たに計上いたしております。３７ページをお開きください。３目施設介護サー

ビス給付費には施設での介護サービスに対する給付費２億１千万円を計上いた

しております。常に介護が必要な方のための介護老人福祉施設、これは特別養

護老人ホームでありますが、それに、病状が安定し、リハビリに重点を置いた

介護が必要な方が対象の介護老人保健施設、また病状は安定しているものの、

長期間にわたり療養が必要な方のための介護療養型医療施設の利用にかかわる

給付費となっておりまして、介護保険特別会計の節のなかでは も高額なもの

となってございます。サービス利用件数の増加によりまして、平成２４年度に

比べ１５７万９千円の増加となっております。次に３８ページであります。４

目福祉用具購入費４０万５千円でありますが、在宅で使用する福祉用具の購入

に関する給付費であります。入浴補助の用具や腰かけ便座など、レンタルにな

じまない入浴や排せつに用いる福祉用具の購入に係る経費に対する給付であり

ます。次に、３９ページ、５目住宅改修費には要介護者が、在宅での生活に必

要な住宅の改修費用に対する給付費といたしまして、８６万４千円を計上いた

しております。住宅の中の手すりの取りつけや、段差の解消などに要した費用

が、これに該当いたします。次に４０ページをお開き願います。６目居宅介護

サービス計画給付費でありますが、これは居宅介護支援事業者が行う、居宅サ

ービスの計画の作成、サービス提供事業者との連絡調整などの費用に対する給

付費で１２１５万６千円を計上いたしております。続いて、４１ページであり

ます。２款２項１目介護予防サービス給付費１６９３万２千円でありますが、

デイサービスを中心とする在宅サービスに対する給付費を計上いたしておりま

す。要支援１及び要支援２の方が対象になります。次に４２ページをご覧くだ

さい。２款２項２目は、３６ページの２款１項２目同様、新しい科目でありま

す。本年４月から事業を開始する認知症高齢者共同生活介護グループホームに

おける要支援２の方を対象とするサービス給付費１２０万円を平成２５年度か

ら新たに計上するものであります。ちなみに、要支援１の方は制度上、グルー

プホームのサービスは受けることができないこととなってございます。次に４

３ページ、３目介護予防福祉用具購入費は、要支援１及び要支援２に認定され

る方が、福祉用具を購入する費用に対する給付費２２万８千円であります。次

に４４ページ、４目介護予防住宅改修費でありますが、要支援１及び要支援２



- 39 - 

の方の、在宅での生活に必要な住宅の改修に対する給付であります。予算は８

６万４千円でございます。次に４５ページをお開きください。５目居宅介護予

防サービス計画給付費には介護予防支援事業者が居宅予防サービス計画の作成

などを行う際に要した費用に対する給付費２４０万円を計上いたしておりま

す。続いて４６ページ、２款３項１目審査支払手数料でありますが、各事業所

からの請求に対して、国保連合会が行う審査に係る支払手数料といたしまして

３４万３千円を計上いたしております。次に４７ページ、２款４項１目高額介

護サービス費には利用者の１か月内の自己負担合計額が高額になりまして上限

を超えた際に、その超過部分を支給する費用として、１００３万２千円を計上

いたしております。次に４８ページをお開きください。２目高額介護予防サー

ビス費に１万２千円を計上しております。要支援１及び要支援２の方が対象の

サービスで、２４年度対比で２万４千円の減額としておりますが、これは前年

度実績により計上したものでございます。続いて４９ページをお開きください。

２款５項１目高額医療合算介護サービス費でありますが、同じ世帯で医療と介

護の両方のサービスを利用した場合に、その方に対して、年単位でさらに自己

負担の軽減を図るための費用といたしまして１２０万円を計上いたしておりま

す。該当者の増加によりまして２４年度対比で３５万円の増加となっておりま

す。次に５０ページであります。２目高額医療合算介護予防サービス費であり

ますが、要支援１及び要支援２の方に支給する予算といたしまして１万２千円

を計上いたしております。５１ページ、２款６項１目特定入所者介護サービス

費でありますが、施設サービス等を利用した場合に、食費、住居費の負担を軽

減するための給付費といたしまして、２３６７万６千円を計上いたしておりま

す。利用者及び利用件数の増加によりまして、前年度比６７万６千円の増額と

なっております。次に５２ページ、先ほど申し上げました３目改め２目特定入

所者介護予防サービス費には、前のページ同様、食費、住居費の負担軽減を図

るための給付費７万２千円でありますが、対象者が要支援１及び要支援２の方

となっております。次に５３ページ、３款１項１目介護予防高齢者施策事業費

であります。これは要支援、要介護になる前の介護予防を推進するための事業

に係る予算でございます。主に一般高齢者に対する健康運動指導や口腔ケア事

業、二次予防対象高齢者といわれる要支援、要介護状態になるリスクが高い方

の把握及びその対策のための事業の予算として１６１万９千円を計上いたして

おります。５４ページをご覧ください。３款２項１目包括的支援事業費であり

ますが、地域包括支援センターの運営などに係る事務的経費といたしまして、

２１６万５千円を計上しております。次に、５５ページをご覧ください。２目

任意事業費でありますが、平取町が任意で展開をいたしております事業に関し

て、５１７万４千円を計上しております。食の自立支援事業、給食サービスや

認知症サポーター養成事業等の予算が主なものであります。５６ページ、４款

１項１目介護給付費基金積立金１４万円でありますが、平成２４年度に比較し

て５３８万４千円の減額となっております。その理由は、２４年度から２６年
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度までの間の３年間の第５次計画期間中、介護保険料を急増させないために、

２４年度に特例で北海道から交付された道の財政安定化基金支出金を２４年度

歳入の道支出金で受けて、２４年度この科目から支出し、町の準備基金に積み

ましたが、２５年度はこのような道からの支出金がないため、従来どおり利息

分のみを積む例年ベースに戻ることによるものであります。次に５７ページで

あります。５款１項１目償還金、利子及び割引料１万円でありますが、これは

一時借入を起こした場合における利子を計上してございます。５８ページ、６

款１項１目第１号被保険者保険料還付金７万８千円の計上であります。６５歳

以上の第１号被保険者に対し、保険料の還付が生じた際の予算でございます。

次に５９ページをお開きください。予備費は５０万円で、２４年度と同額であ

ります。以上、歳出合計４億２８２０万円であります。次に、財源となる歳入

についてご説明申し上げますので、さかのぼって７ページをお開きいただきた

いと思います。介護保険７ページ。歳入、１款１項１目第１号被保険者保険料

であります。平成２４年度から２６年度までの第５期介護保険事業計画に基づ

く介護保険料は、平取町におきましては、１人当たり、月平均３千円といたし

ております。１節現年度分におきましては、収入見込みが９９％、歳入見込み

５３７９万８千円、２節滞納繰越分につきましては、２５年度に繰り越される

滞納額を３００万円と見込み、収納見込みを１０％、３０万円を歳入に計上し、

１節２節合計で５４０９万８千円といたしております。次に８ページでありま

す。８ページ、２款１項１目督促手数料は、２４年度合計２千円を計上いたし

ております。９ページ、３款１項１目介護給付費国庫負担金であります。平成

２５年度分の介護給付費は、施設分が２億３７６４万７千円、その他分として

１億７０４５万３千円と推計いたしております。これに国庫負担割合を乗じま

して、１節現年度分で６９７３万７千円を計上しております。介護給付費の増

加に伴いまして、２４年度対比で１０２１万４千円の増加となっております。

次に１０ページ、３款２項１目調整交付金は、全国水準との格差の調整を行う

ための交付金でありまして、後期高齢者の割合、所得分布の違いにかかわらず、

要介護者の出現率や保険料基準額が、全国平均水準に近づくよう調整を図るた

めに、国庫から交付されるものでございます。平取町における後期高齢者の割

合と所得の分布から推計し、介護給付費の推計総額に８．３９％をかけた額と

見込み、２９９５万８千円を計上いたしております。次に１１ページでありま

す。２目地域支援事業交付金における介護予防事業分でありますが、２５年度

歳出における介護予防高齢者施策事業費１６１万９千円に国庫負担割合である

２５％を乗じた額４０万５千円を計上いたしております。次に１２ページ、３

目地域支援事業交付金の包括支援任意事業分でありますが、２５年度歳出予算

における包括的事業２１６万５千円及び任意事業５１７万４千円から食の自立

支援事業における配食サービスの個人負担分１５４万２千円を差し引いた額に

国庫負担割合の３９．５％を乗じた額２２９万円を計上いたしております。次

に１３ページ、４款１項１目介護給付費交付金であります。介護給付費歳出予
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算４億８１０万円に国庫負担割合２９％を乗じた額に過年度分を加えた１億１

８３５万円を計上いたしております。２４年度との比較で１５０３万円の増加

となっておりまして、これは認知症グループホームの事業開始に伴う介護給付

費の増加に関するものであります。次に１４ページであります。２目地域支援

事業交付金であります。介護予防高齢者施策事業１６１万９千円に国庫負担割

合２９％を乗じた額４７万円を計上しております。次に１５ページ、５款１項

１目介護給付費道負担金でありますが、国庫負担金と同様に介護給付費の施設

分に１７．５％を、その他分に１２．５％の道負担金割合を乗じた額に過年度

分を加えた６２８９万５千円の計上となっております。介護給付費の増加によ

り、２４年度対比で６６２万９千円の増加となっております。次に１６ページ、

２目地域支援事業交付金の介護予防分道負担金であります。介護予防高齢者施

策事業費１６１万９千円に道負担金割合の１２．５％を乗じた額２０万２千円

を計上しております。次に１７ページ、３目包括支援事業交付金の包括的支援・

任意事業分であります。包括的事業費２１６万５千円、任意事業５１７万４千

円から配食サービス自己負担金１５４万２千円を差し引いた額に道負担金割合

１９．７５％を乗じた額１１４万５千円を計上しております。続いて１８ペー

ジ、６款１項１目利子及び配当金は、介護給付費支払準備基金利子として１４

万円を計上しております。１９ページ、７款１項１目介護給付費に対する町一

般会計からの繰入金は、介護給付費総額４億８１０万円に町の負担割合１２．

５％を乗じた額５１０１万２千円を計上いたしております。２４年度比較で６

４７万８千円の増加としておりますが、国庫負担金及び道負担金と同様、認知

症グループホームの事業開始に伴う、介護給付費の増加が主な要因であります。

続いて２０ページ、２目地域支援事業繰入金の介護予防事業分に対する町一般

会計からの繰入金２０万２千円を計上しております。介護予防高齢者事業１６

１万９千円に対する町負担割合１２．５％を乗じた額であります。次に２１ペ

ージ、３目地域支援事業の町一般会計からの繰入金は１１４万５千円を計上し

ていたしております。町の負担割合は１９．７５％となっております。続いて

２２ページ、４目その他一般会計繰入金でありますが、歳出の１款総務費は介

護保険運営上の事務的経費でありますが、この経費は国や道からの負担はない

制度となっておりますことから、町で全額を負担することとなっております。

ここでは総務費の歳出額合計１０４１万４千円と同じ額を計上いたしておりま

す。２３ページ、７款２項１目介護保険給付準備基金繰入金であります。介護

保険制度における歳出の根幹をなす介護給付につきましては、国、道、町が公

費としてそれぞれの割合を負担し、さらに４０歳から６４歳までの第２号被保

険者からご負担いただく支払基金交付金と、６５歳以上の方からいただく第１

号被保険者保険料を算入してもなお、介護給付費を補うに及ばない場合は、基

金を取り崩して運用する事となっております。平成２４年度から第５期の介護

保険事業計画期間でありますが、これにおいては、準備基金の繰入れをしなが

ら、介護保険料の軽減を図ることとなっておりますことから、公費及び保険料
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をもってしても不足となる金額２３６０万９千円を介護給付準備基金からの繰

入金として歳入に計上いたしております。続いて２４ページであります。前年

度繰越金は５０万円としております。２５ページから２７ページまでの第１号

被保険者延滞金、同過料、預金利子は各１千円ずつ計上いたしております。続

きまして２８ページをお開きいただきたいと思います。９款３項１目雑入とい

たしまして、地域支援事業のなかの任意事業である食の自立支援事業における

利用者負担金１５４万２千円及びその他雑入を計上いたしております。以上、

歳入合計４億２８２０万円で、歳出と同額の均衡予算となっております。前年

度当初予算に比べまして、全体で４６００万円の増加となっておりますが、こ

の主な理由は、本年度から事業を開始する認知症グループホームに関する予算

が新たに発生することによるものでありますので、この旨ご理解をいただきた

いと考えております。平成２５年度介護保険特別会計歳入歳出予算の説明は以

上のとおりであります。よろしくご審議くださいますようにお願いいたします。

 

議長 次に、簡易水道特別会計予算について提案説明を求めます。建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

それでは、議案第２３号平成２５年度平取町簡易水道特別会計予算につきまし

て、ご説明を申し上げます。第１条におきまして歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ２億３８９６万４千円に定めるものでございます。第２条におきま

して、地方債について定めようとするものでございます。第３条におきまして

は、一時借入金の 高額を５千万円に定めようとするものでございます。それ

では歳出よりご説明申し上げますので１６ページをお開き願います。これから

歳出のご説明を申し上げますが皆様のお手元に配布しております平成２５年度

の予算説明資料付表の１９ページ、簡易水道特別会計予算と比較しながら、２

４年度と比べて大きく予算のかわったところ、また新規に項目が増えたところ

について、重点的にご説明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。３

歳出、１款１項１目一般管理費で３１４３万９千を計上しておりますが、２４

年度対比で５６１万４千円の減となってございます。主な理由でありますが、

職員１名の減によりまして、２節給料、３節職員手当、４節共済費、１９節の

退職手当組合の負担金等が減額になったことによるものでございます。詳細に

つきましては２３から２５ページの給与費明細書等に記載しておりますので、

後ほどご覧いただきたいというふうに思います。１３節委託料で２２万５千円

の増でありますが、高齢者事業団へのメーター検針委託料が１件当たり１５円

値上がりしたことによるものでございます。２７節公課費ですが、ここで一部

訂正をお願い申し上げます。説明欄の消費税納付金（Ｈ２３確定納付）と書い

てございますが、２３は２４年の間違いですので、２４に訂正願います。その

一つ下の欄、同じく消費税納付金（Ｈ２４中間納付）と書いてますが、２４を

２５に訂正願いたいと思います。深くおわび申し上げたいと思います。予算額

で１１万９千円の減となっておりますが、内訳といたしまして２４年度分精算
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による、消費税納付額、それに伴う２５年度予算納税額の合計の数値となって

ございます。次ページをお開き願います。２款１項１目維持管理費で３９９５

万５千円を計上しておりますが、２４年度対比で８０７万６千円の増となって

ございます。１１節需用費で７４７万７千円の増となっておりますが主な理由

といたしましては、修繕料で本町の配水地に水位計を設置する経費が４００万

円、中部振内簡易水道のぼうずの沢からの導水管の整備に１８０万円、一般修

繕に１００万円を増額したものでございます。１２節役務費で２１万２千円の

減となっておりますが、水質検査料の減額によるものでございます。１３節委

託料で６０万１千円の増となっておりますが、中部振内簡易水道の急速ろ過装

置の点検項目の増と貫気別簡易水道施設の敷地が一部民地に入り込んでいるこ

とが判明したためにですね、用地を取得するための用確の委託料が増えたこと

によるものでございます。１７節公有財産購入費で２１万円を予算計上してお

りましたが、先ほど委託料でご説明申し上げましたとおり、貫気別簡易水道施

設の敷地が一部民地に入り込んでいることが判明したために用地を購入するも

のでございます。次ページをお開き願います。２款１項２目建設改良費で６３

８０万５千円を計上しておりますが、２４年度対比で２２２万７千円の増とな

っております。１３節委託料で５２８万２千円の減となっておりますが、２４

年度において２５年度布設替工事を行う分の調査設計をしており、その分が減

額になったものであります。また平成２７年度から１０か年の長期整備計画を

２５年、２６年の２か年で策定する予定であり、２５年度分の委託料として２

３０万円を計上してございます。１５節工事請負費で６８０万４千円の増とな

っておりますが、１３節委託料でご説明申し上げましたとおり、２５年度布設

替工事を行う部分の調査設計を２４年度で終えておりますので、その経費５５

０万円を工事費に充当したことと、量水器の取替工事で２５年度、個数が増え

ることによるものでございます。１８節備品購入費で７０万５千円の増となっ

ておりますが、２５年度交換すべき量水器の個数が３０個増えるのと、１個当

たりの購入単価が値上がりしたことによるものでございます。次ページをお開

き願います。３款１項１目元金で６８８９万７千円を計上していますが、水道

施設整備事業に伴う起債の償還金でございます。次ページをお開き願います。

３款１項２目利子で３４３６万８千円を計上しておりますが、水道施設整備事

業に伴う起債の償還利子でございます。次ページをお開き願います。４款１項

１目予備費で５０万円を計上しておりますが、２４年度同額となってございま

す。次ページをお開きください。歳出合計で本年度２億３８９６万４千円、前

年度２億３１１０万円、比較で７８６万４千円の増となってございます。次に

歳入についてご説明申し上げますので７ページをお開き願います。２歳入、１

款１項１目使用料で１億３１０５万円を計上しておりますが、２４年度とほぼ

同額を見込んでございます。次ページをお開き願います。１款２項１目手数料

で２０万円を計上しておりますが、ここにつきましても、２４年度と同額予算

をみてございます。次ページをお開き願います。２款１項１目簡易水道施設費
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国庫補助金で１４０３万３千円を計上しておりますが、歳出でご説明申し上げ

ました本町簡易水道配水管布設工事に係る国庫補助金でありまして、補助率は

事業費の３分の１でございます。次ページをお開きください。３款１項１目繰

越金で１００万円を計上しておりますが、２４年度同額としてございます。次

ページをお開き願います。４款１項１目一般会計繰入金で５５７７万１千円を

計上しておりますが、２４年度対比で６８４万５千円の増となっております。

事業費の財源不足を一般会計に求めたものでございます。次ページをお開き願

います。５款１項１目預金利子で７千円を計上しておりますが、２４年度同額

となってございます。次ページをお開き願います。５款２項１目雑入で３千円

を計上しておりますが、ここにつきましても２４年度同額となってございます。

次ページをお開き願います。６款１項１目簡易水道事業債で本年度３６９０万

円を計上しておりますが、２４年度対比で１８０万円の増となっております。

ここにつきましては歳出でご説明申し上げました本町地区簡易水道配水管布設

替工事に伴う国庫補助金以外の財源を町債に求めたものでございます。次ペー

ジをお開き願います。歳入合計で本年度２億３８９６万４千円、前年度２億３

１１０万円、比較で７８６万４千円の増となっております。次に地方債につい

てご説明申し上げますので４ページをお開き願います。第２表、地方債につき

ましては本町地区簡易水道配水管整備事業で限度額を３６９０万円にしようと

するものでございます。また地方債についての現在高の見込みに関する調書に

つきましては、２６ページに記載しておりますので後ほどご覧いただきたいと

思います。それで大変申しわけございません、もう１か所訂正がございます。

議案第２３号の冒頭で申し上げました第１条、歳入歳出予算で歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ２億３８９６万４千円で千円の千という字が抜けてご

ざいました。大変申し訳ございません。２３万８９６４円ではありませんので、

２億３８９６万４千円ですので、ご訂正願います。大変ご迷惑をおかけしまし

た。以上でご説明終わりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

議長 次に国民健康保険病院特別会計予算について提案説明を求めます。病院事務長。

 

病 院 事 務

長 

それでは、国民健康保険病院特別会計予算書１ページをお開きください。議案

第２４号平成２５年度平取町国民健康保険病院特別会計予算について、ご説明

申し上げます。第１条、総則といたしまして、平成２５年度平取町国民健康保

険病院特別会計の予算を次のように定めようとするものでございます。第２条

の業務予定量につきましては、１．本院の病床数は一般病床が３１床、療養病

床が４０床の計７１床でございます。年間の患者数は、入院が１万７５２０人

を予定しております。外来は２万５９５０人の患者数を予定しておりまして、

昨年より２９５０人の増加を見込んでおります。１日平均患者数は、入院が４

８人を見込み、外来は１０５人を見込んでおります。次に２．振内診療所でご

ざいますが、外来患者数は２８８０人で１日平均２０人を予定しております。
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次に第３条の収益的収入及び支出の予定額を次のとおりとするものでございま

す。収入支出とも同額の７億３６５７万８千円を予定しております。予算内容

につきましては予算説明書でご説明を申し上げます。次のページをお願いいた

します。第４条の資本的収入及び支出の予定額を次のとおりとするものでござ

います。資本的収入の予定額を８５４万円とし、資本的支出の予定額を１２８

８万円としております。この収入が支出に対して不足する４３４万円は、減債

積立金を取り崩して補てんする予算措置となっております。予算内容につきま

しては予算説明書でご説明申し上げます。次に第５条の一時借入金の限度額を

３億円と定めるものでございます。第６条は議会の議決を経なければ流用する

ことのできない経費となりますが、対象となる経費は職員給与費が４億５９４

７万６千円とし、交際費を３０万円としております。次に第７条はたな卸資産

の購入限度額を７千万円と定めるものでございます。以上が平成２５年度平取

町国民健康保険病院特別会計予算案となります。続きまして、予算の内容につ

いてご説明をさせていただきます。３ページをお願いいたします。平成２５年

度平取町国民健康保険病院事業特別会計予算実施計画書（総括）でございます。

まず、収益的収入及び支出の収入のうち、第１款病院事業収益が、本年度予算

額７億３６５７万８千円となり、前年度比較１億４９９万６千円減となってお

ります。１項医業収益は４億５３１４万８千円で前年度比較１億１６５５万５

千円の減となっております。これは院外処方実施による薬剤収益が大きく減る

ことによります。目に関する予算額は予算説明書でご説明いたしますので省略

をさせていただきます。次に２項医業外収益は２億８３４２万９千円で、１１

５５万９千円の増となっております。３項特別利益は前年度同額の１千円を予

定しております。次に、支出の第１款病院事業費用の本年度予算額は、収入同

額の７億３６５７万８千としております。１項医業費用は７億３３９８万円で

前年度比較１億４９７万６千円減となっております。２項医業外費用は１０９

万８千円で前年比較２万円の減となっております。３項特別損失は５０万円で

前年度同額。４項の予備費も前年度同額としております。次のページお願いい

たします。資本的収入及び支出となります。第１款資本的収入が８５４万円と

なり、前年比較９２５万７千円の減となっております。１項一般会計負担金は

６２９万円で前年度比較８０万４千円の減となっております。２項国民健康保

険特別会計負担金は２１９万円で、医療機器購入事業に対する国民健康保険調

整交付金を見込んでおります。３項奨学資金貸付金償還金は、平成２２年に支

給した奨学資金の返還を受けることとして６万円を見込んでおります。次に支

出ですが資本的支出は本年度予算額１２８８万円となり、前年度比較９３１万

７千円の減となっております。１項企業債償還金は本年度予算額１３５万５千

円で前年比較４１万２千円の減となっております。２項長期借入金償還金は、

一般会計借入金の償還分として４４０万円となっております。３項建設改良費

は、医療機器等の整備として７１２万５千円を予定し、前年比較８９０万５千

円の減となっております。支出につきましては先ほどもご説明いたしましたが
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４３４万円不足しておりますが、減債積立金を取り崩して補てんする予算とし

ております。次のページお願いいたします。平成２５年度平取町国民健康保険

病院事業会計予算説明書に入らせていただきます。まず、収益的収入の１款１

項１目入院収益ですが、１日平均患者数を一般病床が２９人、療養病床が１９

人を見込み、年間患者数をそれぞれ一般病床１万５８５人、療養病床６９３５

人とし、１日１人当たり診療単価を一般が１万５５４０円、療養が１万２２４

０円を見込んでおります。それにより、入院収益が２億４９３７万４千円を予

定し、前年度より２１０万１千円増を見込んでおります。次に１款１項２目外

来収益ですが、本院は１日平均１０５人、延べ患者数２万５９５０人、診療単

価５４８０円として見込んでおります。診療単価は院外処方を実施することに

より、薬剤収入がなくなることで大きく減少する額を見込んでおります。振内

診療所は１日平均２０人、延べ患者数２８８０人、診療単価が４７００円を見

込んでおります。外来収益を本院、振内診療所合わせて１億５５５３万６千円

を予定しており、前年度比較１億１６０５万２千円の減収となっております。

先ほどもご説明いたしましたが、院外処方により減少となっております。次に

１款１項３目その他医業収益ですが、本年度予算額は４８２３万８千円、前年

度比較２６０万４千円の減となっております。１節で室料差額収益、２節公衆

衛生活動収益、３節自動車収益は前年度と同額としております。４節その他医

業収益は各種予防接種、検診などと収入調整なども勘案して２６０万４千円の

減を計上しております。次のページをお願いいたします。１款２項１目受取利

息配当金でございます。本年度予算額１万３千円として計上しております。次

に２目の他会計負担金ですが、１節の一般会計負担金は、繰入金を２億７千万

円計上しております。前年度より１千万円増額としております。２節国民健康

保険特別会計補助金として、救急患者受入支援事業に該当する夜間休日の医師

確保に対する助成金４２０万円を国保会計からの繰入金として計上しておりま

す。次の３目患者外給食収益は前年度同額としております。４目その他医業外

収益は本年度予算額８７９万６千円で前年度比較８５万９千円の増となってお

ります。休日夜間診療確保対策費補助金は日高医師会からの助成金を昨年度に

引き続き計上しております。またへき地診療所運営費補助金も昨年度と同様に

申請する予定としております。次の１款３項１目特別利益は前年度同額として

計上しております。次のページお願いいたします。収益的支出予算となります。

まず１款１項１目給与費でございます。本年度は４億５９４７万６千円となり、

前年度比較２１０６万６千円の増となります。１節給料は医師３名、職員３１

名の総額１億５３６５万９千円となっております。医師は昨年１２月から１名

増となり、職員は看護師２名減となっております。２節手当は各種手当として

１億２３０７万３千円を計上しております。医師の増などにより９８５万７千

円の増となっております。３節報酬は嘱託職員報酬５６１６万９千円、このな

かには医師１名分の給与が含まれております。嘱託医師等業務報酬として出張

医師等の報酬を３３６８万６千円計上しております。常勤医師の負担軽減を考
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慮し、当直医師の依頼を増やしております。４節法定福利費は本年度予算額５

７０４万２千円で前年度比較１３３万１千円の増となっております。５節退職

給与金は本年度予算額３５８４万７千円で前年度比較１１４万２千円の増とな

っております。次のページお願いいたします。１款１項２目材料費でございま

す。本年度予算額８１８５万２千円を計上しております。前年度比較１億１９

４６万９千円の減となっておりますが、これは院外処方実施で薬剤の購入費が

大きく減ることによります。１節薬品費は５千万円を計上しております。院外

処方による外来薬剤の購入が減ることにより１億２２８２万１千円の減となっ

ております。２節診療材料費は３０８５万２千円を計上しております。前年度

比較では、３３５万２千円増となっております。３節医療消耗備品費は８０万

円を計上し、前年同額としております。４節給食消耗備品費も前年度同額とし

ております。次のページお願いいたします。１款１項３目経費でございます。

本年度予算額１億７３７３万２千円を計上し、前年度比較７２１万８千円減と

なっております。１節賃金は９５４万８千円を計上しております。前年度比較

５２万５千円減となり、臨時職員４名分を計上しております。２節旅費交通費

は３５０万円を計上し、前年度より８０万円増としております。当直医の依頼

増によるものでございます。３節職員被服費は７０万円を計上し、前年度同額

としております。４節消耗品費は２６０万円、５節消耗備品費は１９０万円で

前年度同額を予定しております。６節会議費は病院の改築に向けた検討委員会

を開催することとして、１８万円増としております。７節光熱水費は５０５万

円で４５万円減としております。これは、漏水を修理したことにより、水道料

が減っておることによります。８節燃料費は１０１８万円を計上し、燃料単価

の増などにより４３万６千円増となっております。９節食糧費は３５万円を計

上し、前年度同額としております。１０節印刷製本費は前年度同額の７２万円

としております。１１節使用料及び手数料は１７１１万１千円を計上し、再リ

ースや新規リースの実施もありますが、前年度比較４０万２千円の減となって

おります。次のページお願いいたします。１２節通信運搬費は、１００万８千

円を計上し前年度同額となっております。１３節保険料は１８６万３千円を計

上し、前年度比較２万円増となっております。１４節建物修繕費は２７０万円

計上しております。前年度同額となっております。１５節車輌及備品修繕費は

２００万円を計上しております。前年度同額としております。１６節賃借料は

２５万５千円計上し前年同額となっております。次のページお願いいたします。

１７節委託料は１億１１４８万３千円を計上し、前年度比較７６３万２千円減

となっております。平成２４年度１２月から振内診療所の医師派遣を月曜日の

みとしたことにより、その委託料が大きく減っております。また新規といたし

まして、改築の検討に向けたコンサルタント業務委託料を計上させていただい

ております。１８節交際費は前年同額となっております。１９節諸会費は１６

３万８千円計上し、前年度比較で１５万５千円増となっております。２０節雑

費は５０万円計上しておりますが前年度比較２０万円増としております。職員
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の院内感染対策としての健診費用を計上させていただいております。次のペー

ジお願いいたします。１款１項４目減価償却費でございます。本年度予算額は

１６８７万円を計上し、前年比較３４万５千円の増となっております。１節建

物減価償却費から３節機械備品減価償却費の当年度償却を予定しております。

４節車両減価償却費は平成２４年度購入した車両の減価償却費を新たに計上さ

せていただいております。次に１款１項５目資産減耗費でございます。１節た

な卸資産減耗費、２節固定資産除却費とも前年同額の合計４０万円を計上して

おります。次に１款１項６目研究研修費でございます。本年度予算額１６５万

円を計上しております。医師の増加により図書費１０万円、旅費交通費２０万

円を増額しております。次のページお願いいたします。１款２項１目支払利息

及企業債取扱諸費でございます。本年度予算額は２９万８千円を計上しており、

前年度比較２万円の減となっております。次に１款２項２目消費税でございま

す。前年度と同額の８０万円を計上しております。次に１款３項１目特別損失

でございます。本年度予算額５０万円を計上し前年度同額となっております。

次の予備費は前年同様の１００万円を計上しております。次のページをお願い

いたします。資本的収入についてご説明いたします。１款１項１目一般会計負

担金でございます。資本的支出に伴う財源として一般会計からの繰入れを計上

するものでございます。資本的支出の特定財源を除いた支出額に対する一般会

計の負担分として６２９万円を計上しております。１款２項１目国民健康保険

特別会計負担金でございます。国民健康保険特別会計からの繰入金として２１

９万円を計上しております。これは医療機器購入に対する国民健康保険特別調

整交付金の国費及び道費の助成相当額を国保会計からの負担金として計上して

おります。１款３項１目奨学資金貸付金償還金でございます。これは平成２２

年度に准看護師へ奨学資金を支給しましたが、養成施設を中途退学したため、

返還事由に該当することとなり、返還を受けておりますが、一括返還ができな

いため、複数年で償還を受けることにしております。以下の企業債、補助金は

今年度は予定しておりません。次のページお願いいたします。資本的支出にな

ります。１款１項１目企業債償還金でございます。本年度予算額は１３５万５

千円計上し、前年度比較４１万２千円の減となっております。次に１款２項１

目長期借入金償還金でございます。これは平成２２年度において一般会計から

４４００万円を運転資金として借入れたものを１０年で元金均等償還すること

として４４０万円計上しております。次に１款３項１目資産購入費でございま

す。１節医療機器購入費の主なものは血糖ＨｂＡ１ｃ分析装置になりますが、

その他に必要な医療機器を購入することとして、６２２万５千円を計上してお

ります。２節で一般備品購入費は振内診療所の薬剤処方システムの購入を予定

しております。次のページお願いいたします。１６ページから２０ページは給

与費明細書となりますが、詳細な説明は省略をさせていただきます。２１ペー

ジをお開きください。平成２５年度平取町国民健康保険病院事業会計資金計画

書でございます。本年度の事業資金を予定した表になっております。平成２５
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年度中の資金の受入支払の予定となっており、平成２５年度末で現金預金残高

見込み３７２万４千円を予定しております。次のページお願いいたします。平

成２５年度平取町国民健康保険病院事業予定貸借対照表でございますが、平成

２６年３月末の数値となりますので、２４ページの平成２４年度平取町国民健

康保険病院事業予定貸借対照表でご説明いたしますので、２４ページをお開き

願います。まず左側の資産の部、１．固定資産ですが（１）有形固定資産がイ．

土地からホ．車輌の項目を合わせまして３億４２３１万７千円の残高となって

おります。次に（２）無形固定資産は、イ．電話加入権３万８千円、奨学資金

貸付金７５万６千円合わせまして７９万４千円の残高となっております。固定

資産の合計が３億４３１１万１千円となっております。２．流動資産ですが現

金預金の残高が１０３４万４千円、未収金が７５００万円、貯蔵品が４００万

円を見込み、流動資産合計が８９３４万４千円を予定しております。資産合計

が４億３２４５万５千円となっております。次に右側の負債の部の３．流動負

債でございますが、一時借入金残高が１億４千万円を予定しております。未払

金は２５００万円で流動負債の合計が１億６５００万円を予定しております。

次に４．固定負債でございます。（１）長期借入金ですが、平成２４年度に４４

０万円返済し、残高が３５２０万円となっております。負債の合計が２億２０

万円を予定しております。次に資本の部でございます。５．資本金ですが（１）

自己資本金として１億９５２１万４千円の残高を予定しております。（２）借入

資本金、イ．企業債は残高が７００万４千円となっております。資本金合計が

２億２２１万８千円を予定しております。５．剰余金は（１）資本剰余金のイ．

その他の資本剰余金が１億１４４１万円となっております。（２）利益剰余金は

イ．減債積立金が６２０万円、ロ．繰越利益剰余金年度末残高、これは累積欠

損金になりますが、９０５７万３千円を予定しております。利益剰余金合計が

－８４３７万３千円となり、剰余金合計が３００３万７千円となり、４．資本

金合計と合わせた資本合計が２億３２２５万５千円を予定しております。負

債・資本合計が４億３２４５万５千円となり、左右同額で平成２４年度末予定

貸借対照表となっております。次、２２ページに戻っていただき平成２５年度

予定貸借対照表となります。平成２５年度当初予算により、平成２５年度末の

貸借対照表残高見込みとなっております。詳細な説明は省略をさせていただき

ます。２３ページをお願いいたします。平成２４年度平取町国民健康保険病院

事業予定損益計算書でございます。平成２４年度の決算見込みとなりますが、

１．医業収益から４．医業外費用の各金額の説明は省略させていただきますが、

経常利益の欄、損失になりますが、５０８９万８千円を見込み、特別損失２３

万円を含めた平成２４年度純損失が５１１２万８千円となる決算を見込んでお

ります。前年度の繰越金欠損金が３９４４万５千円ありますので、この額を加

算した約９千万円が累積欠損金となる予定となっておりますが、この額につき

ましては、昨日可決いただきました補正予算第３号の前の額となっております

のでご留意をお願いいたします。平成２５年度も厳しい状況は続きますが、経
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営健全化を目指して努力していきたいと考えております。以上平成２５年度平

取町国民健康保険病院特別会計予算の説明とさせていただきますので、ご審議

のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長 以上で議案第１９号から議案第２４号までの平成２５年度各会計予算の説明が

終了しました。 

お諮りします。ただいま提案がありました平成２５年度平取町各会計予算につ

いては、議会運営基準１１１により、議員全員で構成する予算審査特別委員会

を設置し、これに付託して審査したいと思います。ご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、日程第２、議案第１９号から日程第７、議案第

２４号までの平成２５年度平取町各会計予算については、予算審査特別委員会

に付託して審査することに決定しました。 

お諮りします。ただいま設置されました予算審査特別委員会の正副委員長の選

挙については、議長の指名推薦により行いたいと思いますがご異議ございませ

んか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。したがって予算審査特別委員会の正副委員長の選挙につ

いては、議長が指名推薦することに決定しました。それでは指名します。予算

審査特別委員会委員長には櫻井幹也議員。副委員長には千葉良則議員を指名し

ます。以上のとおり指名推薦しますがご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、予算審査特別委員会委員長には櫻井幹也議員、

副委員長には千葉良則議員と決定しました。明日６日から１０日までは休会と

して、１１日に再開しますので、よろしくお願いをいたします。以上で本日の

日程を終了しましたので、これをもって散会します。どうもお疲れ様でした。

 

  

（閉 会 午後 ３時２０分）
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 平成２５年第３回平取町議会定例会 （開 会 午前９時３０分） 

 

議長 おはようございます。ただいまより本日の会議を開きます。ただいまの出席議

員は１２名で、会議は成立します。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１

２２条の規定によって、９番松原議員、１０番千葉議員を指名します。 

日程第２、一般質問を行います。各議員からの質問事項はお手元に配布したと

おりであります。この順序により指名します。１０番千葉議員を指名します。

１０番千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員 

１０番千葉。本日は簡易水道事業整備計画につきまして一般質問したいと思い

ます。生活インフラの基本であります、簡易水道の整備全般につきまして、本

日は時間の限り伺っていきたいなと思っておりますのでよろしくご答弁のほど

期待をいたしております。現在、平取町の簡易水道は、本町地区、それから振

内、中部振内地区、そして貫気別地区と３地区の施設を有しておりますが、水

道管耐用年数の大幅な超過、それに準じた有収水率、まあ有収水率とは、供給

した水量と料金としての実際の収入があった水量の比較でありますけども、そ

の悪化が著しい状態にあります。現在、簡易水道事業として予算を計上し、荷

菜地区の整備から進めておりますが、年間、５千万円前後の整備計画を進めて

いくにせよ、予定されている総事業費、これは長年にわたっての総事業費であ

りますが、２４億円を完成させるためには、単純計算でこの予算の執行を続け

ていくと４８年、おおむね半世紀にも及ぶ事業年数が必要となってくるもので

あります。水道管の耐用年数が４０年くらいであることから、このままの状態

を継続して事業を続けていけば、先の見えないエンドレスな事業となる可能性

が高く、平取町は永久に水道工事を続けるようなことになりかねます。そこで、

今後の整備計画をどのように進めていくものか、私は町民生活に密着した町の

重要課題として、非常に注目をいたしております。また有収率の悪化からか高

額な水道料金が長年続いており、それからも逃れることのできない現状も懸念

しておりますが、平成２７年度から予定されております簡易水道整備計画をど

のように捉えて進めようとしているのか、本日はその見解を伺うとともに、今

後の、財政状況を的確にとらえた簡易水道整備事業の推進方針の考え方につき

まして答弁を求めたいと思います 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

はい。それでは今のご質問にお答えしたいと思います。まず最初に平取町の簡

易水道の現状について若干ご説明させていただきたいと思いますが、総合計画

の説明時にも申し上げましたとおり、平取町内の３簡易水道の平均有収率は５

０％でございます。簡単に言いますと半分は漏水していると考えていいかと思



- 2 - 

われます。日高管内では一番低い有収率となっております。簡水別の有収率で

は、本町簡易水道が６１．６８％、中部振内簡易水道が４５．７９％、貫気別

簡易水道については２３．０５％という数値になっております。三つ合わせて

平均値をとりますと５０．００％という数値が出てまいります。水道使用料に

つきましては、１０トンあたり、３０６０円になっておりまして、これもまた

日高管内では、一番高い金額となっております。北海道でも４番目に高い水道

料金になってございます。これが平取町の３簡易水道の現状かと思います。そ

れでご質問に対するお答えでありますが、まず、漏水対策でありますが、町内

の簡易水道につきましては、中部振内簡易水道の本管、平成８年にやった分を

除いてそれ以外につきましては、昭和２３年から昭和２５年に布設されたもの

であります。約６４年、経過してございます。材質はほとんど鋳鉄であります

が、この鋳鉄管の耐用年数は約４０年でございます。耐用年数過ぎてからも２

０年ほど経過しているというのが現状であります。平成２２年度に荷菜地区に

おきまして、漏水事故が多発したことから、平成２３年度よりですね、年間５

千万ほどの事業費で、荷菜地区の本管の布設替えを行ってきております。２３

年、２４年度と２か年終わりまして、あと２か年ですね、２５年度、２６年度、

事業費同じく５千万程度でいきまして、２６年度で荷菜地区はおおむね終了す

る予定でございます。その後の整備計画、平成２７年以降についてどうするか

ということでございますが、場当たり的に整備を進めていくということは当然

好ましくありませんので地域の状況、布設年度等を十分把握しながら、整備を

進めていくということが肝要と考えておりますので、平成２５年、２６年度の

２か年において、平成２７年から向こう１０か年の長期整備計画を策定する計

画を立てたところであります。計画策定の予算措置もしたところでございます。

整備につきましては基本的には２４年度同様、国庫補助３分の１を得ながら、

残りについては、過疎債、水道債といった起債を使って進むというかたちにな

ろうかと思います。次に水道料金の軽減対策でありますが、平成２５年度の予

算説明でもご理解していただけると思いますが、平取町の給水単価、１トン当

たりの収益につきましては、２４年度実績で２９０円となっております。１ト

ン当たり要するに２９０円で売っているというかたちになります。これに対し

て給水原価ですね、１トン当たりの経費、水１トンをつくる経費が幾らかとい

いますと、約３８０円かかっております。そういうことで差し引きしますと、

経費の方が９０円多くかかっているというのが、現状でございます。そういう

ことからいきますと、給水原価の算式については、今の単純に簡易水道の経費

の総額から起債の償還分を引いたなかでも１トン当たり３８０円かかっている

ということですので、総支出経費からいきますと１トン当たり５１０円の経費

がかかっているということでございます。そういうことで将来的に経費が収入

より下回れば、水道料金を軽減することは可能でありますが、今現在水道の起

債残高１１億円ございます。そういうことで起債の残高につきましては、年間

６千万ほど、償還していっておりますので、このことはしばらく続くと思われ
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ますので、そういうことからいきますと水道原価が給水単価を下回るというこ

とは、ありえませんので、当面の間、水道料金を軽減するというのは、現実的

には難しいかなと考えてございます。どうしても軽減するということであれば、

一般会計からの繰入金を増やさなければ、下げるということはできないという

ことになろうかと思います。以上でございます。 

 

議長 千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員 

実情というか現状認識というのは私も所管の常任委員会のなかでも説明受けた

とき、長年にわたってこういった状態がやっぱり続いているということは強く、

受けとめておる次第でございます。ただし、何回も言うようですけども生活の

基盤である水道水の安定供給は、これはもう必要不可欠であるとともに、やは

り今現在の財源の状況を含めてですね、今後の平成２７年度からの事業整備計

画については、しっかりと今、建設水道課長から答弁あったとおりですね、取

り組んでいく必要があろうかなというふうに思っております。特に最近は経済

も低迷しているということでございますけども、私は町内の建設業界全般の活

性化を図るという意味におきましても、施工箇所が１か所に集中することなく、

できることなら複数箇所あるいはその企業体などを形成しながら単年度の事業

費を今現在の財政状況のなかから最大限可能な限り捻出することが、私は求め

られているのかなというふうに考えております。また最近、よくテレビとか新

聞でも出ておることなんですけども、日本は地震の活動期に入ってるんでない

かなという一部学者の見解もあるわけですけども、当然のことながら、水道管

の場合は、地下の埋設管でございますので、老朽化が万が一大きなこの地区震

災に見舞われた場合は、漏水箇所の激増にもつながり、ピンポイントでつない

できても、水圧等のコントロールがやっぱりできなくなって手がつけられない

状態を生む危険性も私は平取町の簡易水道は孕んでるなというふうに受けとめ

ておりますけども、大変私も大きな心配をしております。整備のスピード化を

実現するためには、当たり前のことでありますけども、現在、先ほど言われま

した年間約６千万前後の一般会計からの財政支出をさらに増額しなければなり

ません。問題はその財源の手当の方策にあると私は考えております。国庫補助

が水道整備の場合は３分の１しか確保できない水道整備事業でありますけど

も、あくまでも財政支出としての比較的な見地からではありますが、比較的優

良な先ほど言いました過疎債とか水道債含めてですね、起債を計上しながら、

国庫補助、それから一般財源、そして残りは起債ということで、三つ巴でいく

検討もしながら、私は進めていく考えもあっては良いのかなというふうに思っ

ております。いずれにせよ、水道整備事業の見通し方向転換は、私は必至だと

考えておりますが、理事者側のご答弁もこのことに対しまして、求めたいと思

います。 
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議長 川上町長。 

 

町長 それでは私のほうからご答弁を申し上げたいと思いますが、施政方針でも申し

上げましたけれども、上水道施設については、配水管の老朽化に伴う漏水事故

が毎年発生しておりまして、特に漏水の著しいことから、配水管の布設替えを

計画的に行ってきてございます。しかしながら、まだその必要な更新速度に至

っていないのが現状でございます。そういったことから、課長のほうからも答

弁がありましたように、本年度より２か年かけて配水管の長期計画の整備計画

を策定しながら、平取町の上水道施設整備を老朽化の著しい箇所から整備する

とともに、財政的にどの程度投資をして整備が可能かまとめながら、施設更新

を効率的かつ効果的に実施していくように最大の努力をしてまいりたいという

ふうに考えてございます。特に上水道施設については、町民の生活に欠かせな

いライフラインの一つでございまして、最優先課題でもございます。しかし事

業を実施するにも、補助財源については、国庫補助金については、ご指摘の通

り３分の１という、少額な補助金でございます。補助残については、起債する

ことになります。この補助残の起債については、過疎債と簡水債と２分の１ず

つ起債することになりますが、そのうち交付税の算入については、過疎債が７

０％で、簡水債については、２２．５％の交付税算入がございます。したがい

まして、現在、考えております総事業費２４億円と見込みますと、３分の１の

補助金ではトータルでは８億円、そして補助残を過疎債に簡水債に求めること

になりますが、その内前段申し上げた交付税算入額については、合わせて、７

億４千万円となる見込みでございまして、この補助金８億円と起債の交付税算

入額合わせますと、１５億４千万ほどとなりまして実質の町の持ち出しは８億

６千万円となる予定でございます。しかしながら、財政的に、短期間にこの８

億を投資するということは非常に難しいというふうに考えておりますので、こ

れらについては、１０か年の長期計画のなかで、できるだけ早急に、さっきご

質問の通り、半世紀もかかるようなことではなくてですね、災害に強い施設づ

くりを計画的に推進をしてまいりたいと考えてございます。また地方自治体に

おける上水道の施設も含めた公共施設の老朽化問題については、これは全国的

な課題でございまして、全国的に共通の課題を市町村は抱えておりますことか

ら、国に対し、補助率の見直し、そしてまた良質起債の対象枠の拡大について、

町村会等を通じながら、要請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 千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員 

今、町長のほうからも一定のご回答いただきまして、まさに今の現状から察す

るに苦労してる現状もうかがえるわけでございます。私が思うに今の時点でこ

の水道問題、今この一般質問の場で私申し上げていますけども、私は町政運営
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で長いこと、今までもやっぱり水道管の老朽化ということは指摘を受けてたこ

とでございまして、これは今の町長がどうのこうの、理事者側がどうのこうの

ということよりもですね、やはり事業としてもっと早くやっていなければなら

ないことをやっぱり先送りしてきた問題点というのを私はこの場で指摘をして

おきたいなというふうに思っております。それでですね、今現在平取町もびら

とり温泉ようやく老朽化になって新しくなるよ、それから国保病院のほうもで

すね、次にはやってくるだろう耐震化の見直し、それからあるいは町立病院そ

のもの建てかえも含めてですね、検討していく、それから大きく将来的に問題

となってくる高齢者福祉の問題ともう課題がやっぱり山積しているときだなと

いうふうに思っております。それから、昨年トンネルの崩落事故ありましてい

ろんな町が各自治体が抱えてるですね、老朽化した施設の見直しも、やはり国

からも指摘を受けながらですね、点検をしながら、どれを優先して直していく

か、あるいはその補修をしていくかということもですね、これも大きなと負担

なってくるのかなという私は町としても大変頭の抱える問題ばかりだというふ

うに思っておりまして、町長の言われましたことも非常に良く理解はできるわ

けでございますけども全国的な自治体の問題として水道管の老朽化、これはも

う否めない、もう私もいろんな報道のなかで、新聞のほうでもですね、話題と

なった記事は切り抜きして取ってあるわけでございますけども、これはどっち

かというと古い、いわゆる戦後の水道管施設というのは材質がもう全然違うん

ですね。鋼管とか銅管、それから鋳鉄管使って、いわゆるそのような材質なも

のですから腐食の問題がやっぱり出てくる。ジョイントの部分の構造が今とは

全く違うという部分の問題も私はあるかなというふうに思っておりまして、現

在は承知のことだと思いますけども、塩ビ管とかポリエチレンのですね、管を

使いながら、ま、１回布設替えをしてですね新しくすると、かなり耐用年数耐

久年数というのは、長くなるのかなというふうにも思っておりますので、ぜひ

ですね単年度を含めてですね予算の見直しも含めて、先ほど言った起債の中身

もですね、検討しながら進めていく必要があろうというふうに思っております。

先ほどの私が心配してるのは有効水率が特に悪いということで改めてちょっと

資料も私、これ平成２３年度の資料なわけでございますけども、平取町は先ほ

ど言った約５０％水が漏れてるよと、要するに水道の蛇口めいいっぱいひねっ

て電力をかけながらですね送り込んでても相当大きな、それを受けとめるバケ

ツに穴があいているという状態で全くいわゆるむだになっている水が相当多い

というふうに認識しておりますけども、平取町半分、一番いいところでも、日

高町の門別地区あたりで８３％を有しておりまして、それから新ひだかもそう

ですね。新ひだか町の静内におきましても大体８３．５％ぐらい、有収水率を

維持してると。平取だけ５０％。悪いところ５０％台ほかにもありますけども

ね、えりも町あたりなんかもこれを見ますと５７．７％ぐらいですので、準じ

て悪いのかなというふうに思ってますけども、ダントツ平取町が最下位でござ

います。まあこのことも改めて申し上げておきます。そこで町長いつも言われ
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ている、ピンチの状態をやっぱりチャンスに変えていくんだよっていうことは

よく私も耳にしておりまして、先ほど言った問題山積のなかですね、やっぱり

この水道だけはやっぱり生活に密着した事業でございますので、まずいち早く

ですね、半世紀もかかるなんていうことはもちろん私もそういうことあり得な

いなというふうに思ってますけども、一つはですね、やはり、その半分の年数、

２０年ぐらいでやはり私は終了していただけるような、将来を展望した予算措

置というのが私は求められているというふうに思ってますよ。これはですねど

うしてかと言うと、やはり長年水道料金にも影響しているんでしょうけども、

長年にわたってこれを続けていくっていうことは改めての新しい事業になかな

か踏み切れない状況をやっぱりつくっていくということも私懸念しております

のでどうかその辺の予算措置も含めてですね、私は、半分の２０年目途ぐらい

にですね、私は有収水率のアップを目指してですね、まずは、取り組んでいた

だきたいなというふうに思っております。それと、どうしても踏み込んでいか

なくてはいけない私の質問でございますけども、現状の説明を聞いたなかでは

当然水道料金の値下げなんていうことは、平取町あり得ないのかなというふう

に、捉えておりますけども、この水道料金を私なりにちょっと資料取り寄せな

がら調べてみました。簡単に申し上げると建設水道課長のほうからの答弁にあ

ったとおり今北海道で４番目に高い水道料払っているのが、一般家庭水道料、

平取町、１０トン当たり３０６０円ということでございますね。で、一番安い

のは函館市、これが１０トン当たり実は７４０円という水道料金、このこと自

体が私は問題かなという、問題かなというかこんなに自治体によって開きがあ

ることが本当に正しいのかなと、そこまで掘り下げて本当に国の政策含めてで

すね各自治体ごと勝手にやってくださいというような事業の私は典型かなとい

うふうに思ってますけども、この辺もですね、実は本当はばらつきなくですね、

この分に対しての予算に対して例えば何らかの補助を受けられるとかという制

度もございませんので、致し方ないのかなというふうに思っておりますけども、

やはりこんなに開きがあるとですねなかなか水源地の事情が悪い自治体という

のは永久に水道料というのは解消されないような気もいたしております。水源

地の方は平取町も相当お金をかけてですね、各家庭においしい水を供給してる

わけでございますけども、そちらの起債を先にしてきた部分の償還がある以上

は、水道料金はなかなか難しいのかなというふうに捉えております。ただし私

は、一定の有収水率を確保できていけばですね、やはり要するに蛇口をめいい

っぱいひねんなくても蛇口を半分にしてですね、ある程度８０％ぐらいの有収

水率になってくると、家庭におくれるわけですよね。ということはその部分の

電力がやっぱり抑えられる、それと薬剤費が抑えられるということがあります

ので、私は千円も５００円も下がるというふうには期待はしておりませんけど

も、やはりある程度の工事が完了して、今言ったように有効な水が供給できる

状態になったときはですね、やはり１００円でも２００円でも、水道料金に反

映していくというような姿勢もですね、私は町民生活にとっては大事なことか
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なというふうに思っておりますけども、本当に水道料これはもう悩ましいとい

うか、悩みの種でございますけども、やはりトップの座を少しはですね、下げ

ていただきたい。これはもう私からも、ぜひそのことを念願しておる次第でご

ざいますけど、ただ基本的には、安全でおいしい水を安定して供給するという

のがまず前提でございますので、まずは先ほど言ったように無駄になっている

水をいち早くですね、正常に確保することが、緊急の課題だと思っております。

このことについて、もし理事者側の見解あるいは答弁があれば、今一度伺って

おきたいなというふうに思っております。 

 

議長 町長。 

 

町長 平取町における公共施設については、水道施設以外についても、その多くが昭

和３０年代前半から建設された建物、施設でございまして、築４０年を経過し

まして、老朽化が進んでございまして、維持管理はもとより耐震性確保など公

共施設のあり方について、様々な課題が出てきてございまして、町としては、

現在の厳しい財政状況のなかで、公共施設に関する様々な問題を解消するため

に、町の将来的な人口あるいは面積、財政規模等に適した公共施設のあり方を

検討しながら、計画的に整備をしていくためにも、新しい次期総合計画のなか

で、適正な公共施設配置についてもあわせて協議していかなければならないと

いうふうに考えているところでございます。そういったことで、施設について

は、先送りというか、大変１５年の災害あるいは１８年の災害等で、本当にピ

ンチをチャンスに変えながら、町民と共に、協力をしながら今日に至ってござ

いまして、現在、水道施設もそうでありますが、びらとり温泉あるいは町立病

院、そういったことのリフォームをしなきゃならないという大きな課題が山積

をしてございますけれども、これまで、いろんな大きな災害等、あるいは、国

の三位一体の交付税の削減等によりまして、非常に苦しい思いをしながら、今

日に至っている、そういった過去の経過を十分、経験を積みながら、先を見越

しながらですね、基金についても、現在、積み増しをしながら、あるいは起債

については、借金についてはできるだけしないようなかたちのなかで、健全財

政に向かって進んでいるところでございまして、そういった、将来的な、そう

いう過渡期にあるそういう施設のためにですね、準備を重ねてきているところ

でございますので、そういうかたちのなかで、財政規模に合った、適正な公共

施設の整備をこれから図ってまいりたいというふうに考えてございます。それ

と２４億ということで、毎年５千万ずつ、事業やった場合には約半世紀かかる

ということでございますが、この計画のなかで、やはり、千葉議員が申されて

いるように、本当に２０年程度で、それを目途にしながら整備に取り組むよう

な前向きな検討をしてまいりたいというふうに思ってございますし、また水道

料金の値下げについても十分これらについては、我々も、認識をしてございま

すけれども、現状のなかでは本当に水道料金を下げるということになれば、一
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般会計からの繰り入れということになりまして非常に難しい状況になります。

できるところからということで、新年度は、国保税の引き下げ、あるいは保育

料の負担の軽減、そういったことに取り組めるところからやってございますの

で、何とか水道料金の関係についても前向きに考えられるような取り組みに、

今後、考えてまいりたいというふうに思っておりますので、答弁といたします。 

 

議長 千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員 

本当にいろんな問題山積するなか、ぜひ今のご答弁にありましたとおり、でき

るだけ早い年度に本当にわずかでも水道料が下がることを期待しておりますけ

ども、ここでちょっと簡易水道の現状からお伺いしたいことがあります。先ほ

ど言った有収水率の悪さ際立って悪いのが貫気別地区の簡易水道でございま

す。これは対象となっている給水世帯が１６９世帯、ということで、給水人口

も４００人を切ってるわけでございますけども、極めて、要するに、７７％ぐ

らいの水がむだになっていると。水もただで送り込んでいるわけでございませ

んので、当然のことながら電気料金含めてですね、様々な経費もかかってくる

わけでございますので、まずはやっぱり貫気別地区といいますと、今後道道の

関係もありまして、貫気別市街の橋梁のほうから手をつけていくわけでござい

ますけども、やはり道路の拡幅整備含めてですね、合わせたかたちで当然水道

管というのは地下に埋設してあって道路沿いに大体はしっているわけでござい

ますけども、その辺の予定とあわせて布設替えを予定しているのか、あるいは

その漏水箇所の管の入れ具合を予定しているのか、ちょっと先が私は発展計画

の中身というものをよく承知してないせいもあろうかなというふうに思ってま

すけども、そこの辺はどうなのかなということが１点と、それと振内ですね、

これも半分以上５５％ぐらい水が垂れ流しという状態、これもやっぱりですね、

いち早くやっぱり手がけていくところの場所かなというふうに思っておりまし

て、本町６２％ぐらいあるからいいよという意味ではございませんけども、本

町も荷菜地区いま手かけているわけでございますけども、まずはどっから先に

やるべきかなということに対して考え方を伺いたいと思います。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

それではお答えしたいと思います。平成２７年以降からの１０か年、具体的に

どこをどう整備していくかということになろうかと思います。それでまずはで

すね、例えば水道本管、全て布設替え終わったとしても、有収率１００％に回

復するのかといったら、それはちょっと言えない状況になります。というのは、

本管があって各家庭に引っ張る給水管がございます。ですからうちは本管は取

り替えますけど給水管の交換はありませんので、全部本管布設替え終わったか

ら有収率１００に戻るということはあり得ません。で、じゃあ本管と給水管の
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漏水の割合はというと、これは全くわかりません。地下の中ですのでどこでど

う漏れているかというのは全くわかりませんので、なかなかですね、そのこと

については１００％回復するということはございません。それと、本管ですね、

全部布設替え終わったとしても、水道料金収入増えるかといったら、全く増え

るわけではございません。年間１億３千万ほど水道料金の収入ありますけども、

本管布設替えしたからといって各家庭の使用料は同じですので収入が増えるわ

けではございません。本管全部布設替え終わったときに何があるのかといいま

すと、経費面で電気料金と薬品料金が浮くかたちになります。それが私どもの

試算では約年間５００万、という試算をしております。そういうことで、千葉

議員さん言われる具体的に今の有収率の判断からいくと貫気別が当然先に、そ

の次に振内地区、そしてあと本町地区というのが筋かなとは思うんですけれど

も、そういうことで本管が漏水してるのか給水管が漏水してるのかということ

の判断がなかなか難しいということで、まず貫気別地区につきましては、いま

市街地の拡幅事業が進められておりますので、神社のところの配水地からいく

本管が拡幅工事が終わった時点でとりあえず全て新しくなるんで、ある程度、

有収率は、貫気別については回復するのかなというふうに考えてございます。

振内地区につきましては市街地の拡幅工事が終わりまして、市街地の本管につ

いては布設替え終わっておりますし、川沿線裏通りですね、振内川沿線の本管

も布設替え終わってございます。そういうことで、今後どこをどうするかとい

うことなんですけども、本管も太いのから細いのまであります。一番私ども基

本的にどう進めていくかという基準点はですね、本管でここが漏水したときに

どれだけの世帯に影響があるのかっていうことを確実に本管のそれぞれ、管網

図があって、いろいろ世帯数等全部わかるようになってるんですけども、その

管網図を見ながらですね、ここの本管が壊れたときに、どこが影響あるのかと

いうことを十分把握した上で、エリアの一番多いところから順をもってやろう

かなっていうふうに考えております。そういうことで管網図の再調査もする予

定でございますし、万が一漏水したときに、被害を受ける世帯数のエリア確認

等を十分して順位付けといいますか、箇所づけをやっていきたいというふうに

考えてございます。 

 

議長 千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員 

状況というか、有収水率に対する考え方もですね、私も同じ認識でおりますの

で、今後本当に先ほど町長からも答弁いただきましたとおり、まず、２０年ぐ

らいをめどにというふうに私も捉えております。それで、水道工事、私も昔土

木屋だったということもありまして水道工事やる場合、特に本管本線含めてで

すねやる場合は、結構管の布設以外に道路そのものをいじくったりあるいは歩

道にかかっていたり構造物がかかっている近くを掘削したりということで結構

な土木工事というのが発生しますので、私は先ほど冒頭一番最初の質問で言わ
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れたとおり建設業界も非常に低迷している、特に町内の建設業も非常に冷え切

ってるのが私は現状かなと思ってますけども、工区を工夫して発注していく、

それから、できる限りの事業費を確保したなかで施行するということで、でき

れば一般土木の業者と交えてですね、水道管の指定業者含めて、企業体形成な

んてことは事業費の例えば１億円今年出そうと発注しようという場合の想定で

ございますけどもそのぐらいなってくるとですね、そういった企業体形成で水

道事業、簡易水道の整備事業の発注にこぎつけていくことは可能なのでしょう

か。この点についてもちょっと伺っておきたいと思います。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

工事の発注の関係でございますが、いままでも年間１千万ほどの配水管布設替

え２２年度まではですね、年間１千万ぐらいの本管の布設替えはやってきてお

りました。２３年度から荷菜地区具体的に５千万ということでやってきており

ます。工事の発注については全て地元業者に発注をしております。町外業者に

発注はしておりません。そういうことでいまのところ対応してきているという

かたちになります。今後２７年度以降ですね、具体的にある意味の箇所づけが

なされたときに、金額も出てきます。その時に、単体でやるかＪＶでやるかと

いうことがありますけれども、実は例の水道工事については資格の問題がござ

います。ですから土木施工業者であれば、どこでもやれるということでは、ご

ざいませんので資格を持った者がいなければ、水道工事はできないことになっ

ておりますので、そのことは建設協会等には十分協議して話もしてございます

ので、今後そういうことで需要と言いますか、工事の発注量が見込まれるとい

うことで、そういう仕事もやっていきたいということであれば、技術者の資格

を有する者を確保していただきたいと。そういうことであれば、工事はいくら

でも発注できますということで基本的には、これから、中部簡易水道みたく２

０億２５億もの事業であればＪＶなりますけど、基本的には５千万あるいは年

間１億２億の範囲であれば、単体あるいは町内業者のＪＶで十分やっていける

というように考えております。 

 

議長 千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員 

一通り今日この一般質問で伺ってきましたけど、改めて答弁求めませんけども、

本当に町民生活に密着した簡易水道事業、１年でも早くですね、いいかたちに

なっていくよう願っておりますので、町長含めてですね理事者側もしっかりと

した考えを持って今後の整備事業についてですね、よろしくお願いしたいと思

います。本日これで終ります。 

 

議長 町長。 
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町長 最後に私のほうから。全体的な上水道の施設の関係、あるいは財源手当の関係

さらには、全体的な公共施設のあり方について、申し上げたとおりでございま

すが、今後、予想される厳しい財政状況のなかでは、特にご指摘のとおり、水

道施設については、町民に欠かせないライフラインの一つというようなことで、

急がれるところでございますが、水道施設以外の、今ある施設をそのまま建て

替えることは難しい状況にございます。将来的には、財政規模、あるいは町民

ニーズに合わせた公共施設の適正配置をしたり、統廃合する取り組みが必要で

はないかというに考えてございます。そういった意味で、次期総合計画作成と

あわせながら、公共施設の適正化についても、合わせて検討しなければならな

いというふうに、考えておりますので、答弁に代えさせていただきます。 

 

議長 千葉議員の質問は終了します。６番松澤議員を指名します。６番松澤議員。 

 

６番 

松澤議員 

６番松澤です。先に通告してあります公共施設等の除雪体制について伺います。

今年に入り、今世紀最強クラスの寒波が次々と日本に襲来し、青森県酸ヶ湯温

泉では、２月２６日に観測史上最高の積雪５メートル６６センチを観測し、地

域住民の生活に多大な影響を与えました。比較的温暖な平取町においても例外

ではなく、町民にとっては除雪等で大変な日々を過ごしたことと思います。町

長は日頃地域住民が安全で安心して暮らせるまちづくりを推進すると述べられ

ており、平成２５年度の町執行方針でも述べられております。しかし、現実を

みますと平取市街地においては、雪の影響により歩行者が歩くスペースが全く

確保されてない状況であったり、町道の歩道の除雪が行われていなかったりし

ております。このような状況では、推進しているとは言えないと思います。そ

こで３点ほど質問させていただきます。まず１点目、平取市街地の除雪体制に

ついて伺います。平取市街地をはしる道路は、平成１４年平取バイパスが共用

開始されると同時に、北海道に移管され、現在は北海道で維持管理されている

と思いますが、みてのとおり除雪された雪で歩行者が歩くスペースが全くなく、

歩行者は車道を歩かなければならない危険な状況です。そのような状況の場合

は路面も圧雪状態で車もスリップしそうで本当に車も人も危険な状況です。ま

たその雪の山から人や車が出てくるのを見落としてしまう状況も生まれてきま

す。町は北海道に対し、現状を説明し、排雪の要請、協議をしていると思いま

すが、北海道の返答、対応はどのようになっているのかお聞きします。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

それでは今のご質問にお答えしたいと思います。平取市街地をはしる道路でご

ざいますが、今議員さんが言われましたとおり、平成１４年に平取バイパスが

供用開始されるとともに、北海道に移管されたものでございます。移管される
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ときについてはですね、町は国に対して地域住民が生活に支障のない範囲で整

備をしてから、道に移管するように要請をした経緯がございます。具体的な整

備内容につきましては、地域住民説明会を開催するなかで、意見を取りまとめ

たものでございますが、主に歩道の設置が強く要望として出されていた訳でご

ざいますが、国ともですね、いろいろと協議を重ねてまいりましたが、結果的

には道路構造令の関係だとか、商店、お店で買い物される方々の駐車帯のスペ

ースが十分に確保できない等によりですね、両サイドにあります道路側溝のモ

ルタル補修工事を行って、車道面と歩道面をフラットにして、その境に白線を

引いただけのものになったわけでございます。ここでちょっと除雪に対する道

路の構造について若干説明させていただきたいと思いますが、一般的な市街地

の道路におきましては、道路のまん中にセンターラインがありまして、両サイ

ドに外側線がございます。その外側線から７５センチ以上、２メートル２５セ

ンチ以内の幅で路肩というスペースを設けてその路肩から続きに２メートル以

上の歩道を設けるというのが一般的な道路構造になってございます。例えば役

場前の国道につきましては、堆雪スペースが３メートル２５センチございます。

それから拡幅改良の進んでおります貫気別市街地については堆雪スペースが１

メートル７５センチあります。町道については１メートル２５センチメートル

ございます。この堆雪スペースというのは今の路肩の部分と歩道の部分を使っ

て堆雪スペースとするものでございます。いま現在市街地の堆雪スペースとい

うのは９５センチしかございません。歩道分につきましては１メートル１５セ

ンチと、道路を維持管理していくうえで十分な幅員が確保されていないという

のが現状でございます。平取市街地の除雪でありますが、当然、町といたしま

しては、歩道確保のために排雪を行ってくれるよう北海道には、幾度となく要

請は行ってきてございます。それに対して北海道の道としての回答でございま

すが、一つ目としては、道路の除雪は積雪１０センチメートル以上ということ

でございましてこれは町道との基準と全くかわってございません。１０センチ

メートル以上降れば除雪をするということでございます。二つ目としてはです

ね、除雪した雪を路肩部分に堆雪したいんですけれども、沿線の住民からの苦

情が非常に多くてですね、車道部に堆雪するような状況となっているというこ

とで、結果的にはそのことが車道幅員を狭める原因となっているということで

あります。三つ目としましては歩道部の除雪につきましては、自走式の除雪機

で行っていますけれども、その雪は結果的にはお店のほうへ出せませんので路

肩部分に出さざるを得ないということで、結局そのことも車道幅員を狭めてし

まうということでなかなか、作業が進まないということでございます。また歩

道部の、ご承知かと思いますけども、歩道部に電柱が立っておりますけども、

そういうとこについてはですね、うず高く雪が積まれていまして、なかなか除

雪できる状況にはなっていないということであります。加えて、駐車している

車が数台あったりしてなかなか除雪の妨げになっているということでございま

す。四つ目としましてはですね、視界等で車の走行に支障がある場合について
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は、道は排雪すると言っております。現実的にはそのような状況には至ってい

ないので、道としては排雪する予定はないということでございます。それから

五つ目としましては歩道部にある雪は全てが道路の除雪による雪とは思えない

と。個人の敷地の雪も道路敷地内に排雪する人が数多く見受けられる。そのよ

うな状況のなかで全てが道路維持管理者の責任なので、排雪すれと言われても

なかなか困るということでございます。最後ですけども、予算的なことがある

んですが、北海道の除雪費はどうしても道央、道北、道東方面の地域に多く配

分されまして、雪の比較的少ない、道南地域には少ない予算しか配分されてな

いということで、なかなか地域住民の要望に対し満足に応えられないのが現状

であるということであります。道央、道東、道北の地域に住んでおられる方々

の雪に対する苦労等もくんでいただければということが道の回答でございま

す。 

 

議長 松澤議員。 

 

６番 

松澤議員 

 

最後ちょっと聞き漏らしたんですけど、もう一度お願いします。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

要するに雪の多く降る日本海側って意味です。道央、道北、道東方面と、こち

らは道南地域で、そういう雪の量が少ない地域というおさえのなかで、道央、

道北、道東方面のほうが除雪が非常に多くて、向こうにお金かかるので、その

辺こっちに予算的にかなり少ないよということでご理解いただきたいと思いま

す。 

 

議長 松澤議員。 

 

６番 

松澤議員 

国から移管されたときにあまり良い状態でされてなかったという問題もありま

しょうし、今の話を聞くと、お金がないのでということで、ちょっと済まされ

てるような状況もありますけども、そのようなことで済まされることではない

と思いますので、一生懸命町で考えていかなきゃいけないじゃないかなと思い

ます。堆積されている雪が車道の雪かこっちの雪かわからないと言って排雪を

行わなければ、現実に歩道が確保されていませんし、かなりの高さで積まれて

いる雪を沿道に住んでいる人たちに排雪しろといっても、高齢化もしてますし、

どこまで捨てに行くかによって、例えばパーッと広いところにぽんと一軒の家

がある場合でしたら雪を投げるということも簡単でしょうけども、市街地とい

うのはやはり家が平取町ではなかなかそういう場所がないぐらい密集している

場所でありますから、投げに行く場所自体が遠くなると思うんですよね。それ
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で車の問題もありますし、まさか乗用車に積めるわけでもないし、車も持って

ない方もいらっしゃると思うんです。ですからその方たちにやれと言ってもち

ょっと無理があり、排雪作業が進まないと思われます。先週の４日の議会にお

いて平取町高齢者障害者等の移動等の円滑化の推進に係る道路の構造に関する

基準を定める条例っていうのが施行されまして、歩道等において積雪または凍

結により高齢者障害者等の安全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼす恐れがあ

るところには対策を講じることと、条文化されました。歩行者の安全を第一と

考えるべきと思います。調べてみたんですが先ほど課長もおっしゃってました

けども、普段でも雪の多い市町村ではさすがにその除排雪費用助成の取り組み

が進んでおりまして、市町村道私道条件を満たすものについては自治会、町内

会等の関係住民団体が、例えばシーズン契約で民間業者に支払う費用、それを

行政が助成等するとか、いろいろその地域に合った政策を行っています。その

方法も含めて、来年度以降市街地の排雪について検討していく考えがないかを

伺いたいと思います。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

今の質問にお答えしたいと思います。町道におきましては先ほど申し上げまし

たとおり今堆雪スペースが１メートル２５センチございますので、何も問題な

いかと思いますし、町道の場合は、そういうことで排雪の必要等が生じた場合

は、排雪作業もしますので、町道は問題ないかと思ってございます。問題は今

の市街地の排雪の関係かなと思います。基本的には道の管理なんでございます

が、要するに排雪の負担をどこで行うのかが、焦点になろうかと思いますが、

方法、選択肢といたしましては町と自治会の負担でやるだとか、町だけの負担

でやるとか自治会の負担だけでやるとかといういろんな選択肢があろうかと思

いますが、そうは言ってもなかなかですね、今の状況で自治会負担あるいは町

内会負担も応分の負担をしてもらってやるというのはなかなか現実には難しい

かなというふうに考えております。そういうことでその辺についてはどういう

かたちで町の支障する排雪を行うかということについては十分また内部で検討

させていただきたいと思います。また北海道のほうも、市街地に皆さんご承知

のとおり、空き地が何か所かできてきているので、そのスペースを堆雪スペー

スに貸してもらえるのであれば、今以上に道路にたまった雪をそこへ押してい

けるんで、その辺は町さんのほうも協力していただけないかということも言わ

れてますので、私どものほうも市街地何か所か空き地がございますので、地権

者の方と協議いたしまして堆雪スペースとして貸してもらえるんであれば、そ

ういうことでご協力お願いしたいということでいこうというふうに考えており

ます。ただ堆雪しますと、雪解けがそこだけ悪くなりますので、まわりに影響

するということもあり得るのではないかと心配したんですけど道のほうは、そ

れは春先に重機を使って、全部排雪するということの考えを持っておりますの



- 15 - 

で、そっちの方向で、なるべく自治会負担伴わないかたちでいけるように、協

議をさせていただきたいと思います。 

 

議長 松澤議員。 

 

６番 

松澤議員 

ありがとうございます。年間、平取町は何回もあることではないと思いますが、

そうなった場合のために、いろいろ取り決めをしていただければありがたいと

思います。道と検討もどうぞよろしくお願いしたいと思います。次、２番目の

質問させていただきます。町道及び歩道の除雪と維持管理体制について伺いま

す。１０センチ以上の積雪で除雪するということですが、車道歩道含め全く行

われていないときもあるようですし、車道は行われていても、歩道は行われて

いないときもありますので、除雪の基準判断はどのようになっているのか、委

託業者との連携等はどのようになっているのか、また、路面が凍結した場合の

対応はどのようになっているのか伺います。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

はい、それでは今のご質問にお答えしたいと思います。平取町の町道の除雪に

あたっては、町道の除雪実施要領を定めて対応しているところでございます。

具体的な内容でありますが、町道につきましてはいま現在、３１８路線、総延

長２３５キロメートルございます。そのうち、除雪を行っているのは２８２路

線で距離にして１８０キロメートルで、除雪割合は７６％となってございます。

歩道につきましては６１路線、総延長約２０キロメートルございまして、その

うち除雪を行っているのは４６路線、１７キロメートルで除雪割合は８５％と

なってございます。除雪等の出動基準でございますが、新雪除雪の場合ですね、

積雪がおおむね１０センチ以上に達した場合に行うこととしておりますけれど

も、例えば本町みどりが丘中央線や本町法務局線、役場の横ですね、それから

川向の大坂等の急な坂があるところや、風雪地吹雪によって交通障害の発生が

予測されるところについては、積雪量に関係なく状況を判断して除雪を行って

ございます。路面整正につきましては路面に不陸、不陸というのは凸凹という

ことなんですけど、あるいは轍、そういうのができたり、あとは、毎日５セン

チでもだんだん３日続くと１５センチで圧雪状況になりますのでそういうとき

にも、当然行いますし、特に春先の融雪時についても、道路整正については行

ってございます。それから道路の拡幅除雪についてでございますが、通常は新

雪の雪の除雪を行った翌日に、要するに路肩の部分の雪を除雪するというかた

ちで基本的なスタンスはそういうことで行ってございます。それから凍結防止

剤の散布でありますが、凍結防止剤の散布につきましては、２０路線で行って

おりまして、急な坂道やカーブの部分、あるいは交差点部について、除雪の後

に凍結防止剤を散布してございます。また急な坂道の道路のあるところにつき
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ましては、２６路線に７２個の砂箱を設置してございます。除雪の委託業務関

係でありますが、町道歩道共に業者に委託をしておりまして、７台の除雪機を

貸与して除雪作業時間につきましては、午前４時から夜午後９時までとしてお

ります。除雪順路につきましては従来とかわっておりませんが、通学路となっ

ている歩道につきましては、通学時間帯に間に合うように指示をしてございま

す。除雪の判断でございますが、本町につきましては建設水道課の職員が、そ

れから振内、貫気別につきましては、そこに住んでおられる委託業者の人から

積雪状況について連絡をもらい、最終的には、建設水道課で判断をし、適切な

指示をしているところでございます。以上でございます。 

 

議長 松澤議員。 

 

６番 

松澤議員 

かなりの路線とキロ数とやってらっしゃるんだと改めて思いました。それで特

に歩道っていうのは子どもたちや高齢者の方が利用する頻度が非常に高いと思

いますので、例えば１０センチに満たなくても必要に応じて判断して除雪する

ことが大事だと思いますし、通行頻度の高い上り坂下り坂に滑り止めの砂や融

雪剤を撒く機会をもう少し増やすべきと思います。夜走りますと、昼間はちょ

っと、良い感じになってても夜になるとかなり凍ったような状態の坂道が多く

なってますので、ちょっとその分のことも踏まえたような状況でやっていただ

けるとありがたいですが、増やすことはできますでしょうか。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

今のご質問の、歩道の関係でございます。歩道の除雪でありますが、本町地区

につきましては平成２２年度まで高齢者事業団に委託して、除雪は行ってきて

おりました。しかし除雪機の老朽化と、高齢者事業団の団員さんの高齢化によ

りまして、持続していくことが不可能になったために、平成２３年度、歩道専

用の除雪機、ミニショベルを購入して、歩道の管理委託業務にお願いをして対

応しているところでございます。歩道の場合、高齢者の方々あるいは子どもた

ちが利用する頻度が非常に高いということは十分承知しておりますが、除雪車

両が１台しかないこと、また、委託業務の予算的なこと、そして除雪量に関係

なく歩道の除雪を頻繁に行いますと、逆にその除雪した雪で車道幅員が狭くな

りますので、車道の堆雪スペースの除雪を逆に積雪量に関係なく、何度も行わ

なければならないという状況になってきますので、どのようなかたちで一番行

うのがベストなのかにつきましては、十分また内部のほうで検討させていただ

きたいと思います。また歩道の凍結防止剤の散布機会を増やせないかというこ

とでありますが車道含めてでしょうが、予算的なこともありますが、何でもで

すね、路面の雪を溶かせばいいということにはなかなかならないのではないか

と思います。現に先般もですね、町道において凍結防止剤散布したことにより
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夜中にブラックアイスバーンになってスリップ事故が起きた例がございます。

事故の直接的な因果関係はわかりませんが、歩道においてもそういうことは十

分起こり得るというように考えておりますので、何をどうすることが一番安全

対策なのか、再考してみたいというふうに考えておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

 

議長 松澤議員。 

 

６番 

松澤議員 

そうですね、いろんな状況とか把握してらっしゃるのは専門家でしょうから、

判断しながらよろしくお願いします。次に３番目になります、病院、公民館、

ふれあいセンター等、各地域の公共施設の駐車場の維持管理体制について伺い

ます。除雪はしていますが、路面が凍結しており、転ぶ人もいて危険ですので、

滑り止めの砂や融雪剤を撒く、まあまた同じ話になっちゃいますが、撒く機会

を増やすべきだと思いますがいかがでしょうか。また、平取中学校の除雪がほ

かの施設より悪いと思いますが何か理由があるのか伺います。あと、公営住宅

等は高齢者の方が一人暮らしだとか多いと思いますけども、積雪の量により例

えば見回り等を行っているのかどうか伺っておきたいと思います。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

今のご質問にお答えしたいと思います。公共施設、道路を含めて学校、公民館

等の建物も公共施設といいますが、それに対する基本的な考え方でありますが、

地域住民の生命と財産を守るという観点から、救急車両が入れるように朝一番

に町道を優先して開けます。町道の除雪が終わったらその後に公共施設等の駐

車場を除雪するという基本的なスタンスで今までもきてございます。しかしな

がら公共施設においても、施設の用途によりまして、開館に合わせた時間体に

駐車場の除雪を必要とするところもありますので、そのようなところにつきま

しては直接業者さんとの委託契約をして対応に当たってきているところでござ

います。公共施設の駐車場が滑って危険であるということでございますが、凍

結防止剤として一般的に使用されております塩化カルシウムはですね、実はご

承知かもしれませんがマイナス８度以下になると凝固しますので、効果が薄く

なるというふうに言われてございます。また、撒いた後にすぐ降雪、雪なんか

降ったりしますと、希釈されて効果が薄くなるとも言われております。効果の

持続性は非常に短いものでありますので、撒く機会を増やすということは頻繁

に撒いていかなければならないということで、大変な労力を有するかたちにな

るのかなというふうに思います。また砂を撒くと靴底に砂がつきまして、施設

内が砂だらけになるというそういう状況も起きてしまいますのでなかなか難し

いかなというふうに思います。ただですね、近年、滑り止め剤として使用する

砂や採石が排水性の舗装の目詰まりを起こすということになったり排水溝に堆
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積したりして、悪影響を与えているということがわかりまして、結局時間が経

過すると水となって溶けてしまう滑り止め剤が開発されておりますので、要す

るに悪影響を与えないように、新しい素材の滑り止め融雪剤が開発されており

ますので、コスト面を考慮しながらどの滑り止め剤が一番効果的なのかを検討

させていただきたいというふうに思います。平取中学校の除雪体制が悪いとい

うことでございますが、先ほど申し上げましたとおり地域住民の生命と財産を

守るという観点から、町道を優先的に開け、その後公共施設の駐車場を除雪す

るというスタンスで行っております。しかしながら除雪に要する時間というの

は降雪量が大きく作用してございます。雪の多い日には町道の除雪だけで駐車

場の除雪までは、手が回らないということがあります。またその日、町道の除

雪が終わっても、夜中に雪が降ればまた次の日も町道の除雪を優先して行うと

いうことで、そういうことで駐車場の除雪は２、３日遅れたりするということ

が有り得ます。そういうことで、たまたまですね、平取中学校については学校

開放事業行っておりますので、一般の方々が体育館利用してスポーツ活動を行

っているわけですけども、たまたまそういった雪が２、３日続いて駐車場の除

雪が遅れたときのことを見て言われているんじゃないかというように思います

が、１日の雪であればその日のうちに、駐車場も除雪しておりますので、ご理

解をしていただきたいと思います。 

 

議長 課長、公営住宅の関係についてもお願いします。 

 

建 設 水 道

課長 

建設水道課ではですね、基本的には町道しか除雪を行ってございません。それ

で公住の関係で町営住宅とかいろいろ住宅のなかで町道分は当然除雪をしてお

ります。ただですね、その住宅と住宅の間、町道になっていないところについ

ては、当然除雪は行っておりません。がしかしですね、去年、２３年度の冬も

ありましたとおり雪が非常に多いということで、道路ではないんですけども、

なおかつところどころ空き家になっているということで、入ってる人ははねる

んだけど空き家になってるところははねないから道路に出れないという現象が

起きて、昨年は道路でなくても町営住宅の住宅部分と住宅部分の通路部分の排

雪につきましては行いました。そういうことで、町道の巡視は適宜行っており

ますし、もちろん町道除雪していけば、住宅地の除雪がどうなってるかという

のは十分わかっておりますので、そういうことは維持管理はまちづくり課です

けれどもそういうことで情報はうちのほうで提供しまして、予算的にはまちづ

くり課ということで、あとそれで予算的なことが段取りつけば、私どものほう

で業者に委託して、排雪作業を行えるようにしてございます。実は先般土曜日

ですか、振内地区の住宅地におきまして、そういうことで道路でなく住宅と住

宅のところの排雪をしてもらわなければ、生活面で非常に困るということで、

今日午後から、そういうところの指示のある住宅地の除雪について、午後から

排雪作業するように指示をしておりますので、よろしくお願いしたいと思いま
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す。 

 

議長 松澤議員。 

 

６番 

松澤議員 

素人考えて滑り止めの砂とか融雪剤ってそんなことばかり申しあげましたけど

も、よくわかりました。それでもふれあいセンターの前、病院の前とか、公民

館は結構高齢者の方が歩いて行くっていう場所になってると思うんですよね。

それで今年本当に雪が多くて、一生懸命除雪していただいてもやっぱり凍りつ

いているっていうのが現状ですし、何人か転んだっていう方もいらっしゃいま

すので、全部とするのは無理かもしれませんけども歩く場所だけでも氷を割る

とか、そういう作業をできれば考えていただきたいなと思います。それと除雪

できる町の車の台数が限られているということで、朝の４時からということで

本当に大変一生懸命やっていただいているのがわかりました。けどやっぱり台

数少ないのと、作業する人間というか、その人間たちが少なければ、一緒に同

じ時間に同じく行動できるということができないということで、そのことを解

決することをちょっと考えていただきたいのと、あと１日、２日遅れていくと

やはり車で踏みつけられ、それが氷で固まって歩きにくいっていうような状況

も起こると思います。それで、平取中学校、紫雲古津小学校、二風谷小学校、

荷負小学校もスポーツ活動の普及啓発のため、夜間で一般開放としても利用さ

れてますので、特に平取中学校は坂のある高い場所にありますし、駐車場除雪

には特段の配慮をお願いしたいと思います。大変なのわかるんですけど。あと、

手が回らないほどの積雪は今までそうはなかったっていうこともあると思いま

すけども、町の車だけでは無理があるとすればですね、気象情報等で１０セン

チをはるかに超えると、平取町天気が良いので多少の雪でしたら次の日溶けて

しまっているということもありますので、いろいろ気象情報を聞きながらです

ね、１０センチをはるかに本当に超えると予想される場合など、民間の方にお

願いする契約を交わしていくことも、これからは必要だと思うんですけども、

そのことについてちょっと伺いたいと思います。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

今のご質問にお答えしたいと思います。まず各公共施設の駐車場の滑り止めの

関係でございます。先ほど申し上げましたとおり融雪剤ということであれば頻

繁に撒かなければならない、砂を撒くと施設内に砂が入るというようなことが

あるということでございます。そうはいっても、利用される町民の方々の安全

を守るというのが優先されますので、毎年ですね、私どものほうで施設管理し

ているそれぞれ担当課の職員集めて毎年年末に除雪体制の打ち合わせ会議を開

いておりますので、そういった公共施設の駐車場をいかに滑らないようにする

かっていうことについては、対策会議のなかで、また十分検討させていただき
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たいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それと平取中学校の

関係、本当に先ほど言いましたとおり、とにかく地域住民の生命と財産を守る

ということで町道の道を開けるということが優先的に行われますので、その辺

はご理解していただきたいと思いますが、平取中学校につきましては全くして

いないわけでございません。中学校の駐車場入り口までが町道でございまして、

そのまま駐車場に入って給食の搬入路ところまでずっと押して開けていくわけ

です。そしてそのあと戻って来て職員室の前でＵターンして帰りの道を除雪し

ていきますので、除雪板、ハイド板の幅３メートル４０ございますけど、その

２往復分は駐車場は開けておりますので、そういうことで全く、１メートルも

入ってないということではないのでご理解していただきたいのと、それともう

１点、先ほど言いました公共施設については二風谷の博物館等を含めて公民館、

病院も含めてそれぞれ今は直接業者さんと委託契約して、朝から雪はねる体制

をとっていますので。中学校の部分各学校開放事業をやってるのでどうするか

ということについては、また教育委員会とも十分協議をしながら、次年度以降、

対応していきたいというように考えておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 

議長 松澤議員の質問は終了いたします。休憩します。 

 

    （休憩  午前１０時４７分） 

   （再開  午前１１時 ５分） 

 

議長 再開します。３番山田議員を指名します。山田議員。 

 

３番 

山田議員 

３番山田でございます。平取町の後継者対策等についてという質問をさせてい

ただきます。平取町におきましては、少子高齢化、そして仕事のない平取町に

はいられないということで若者の町外への人口流出といろいろ深刻な問題とな

っております。町政執行方針を見てみますと、住宅環境整備、移住定住対策、

子育て支援対策、またさらにはすこやか赤ちゃん誕生祝い金、また中学生まで

の医療費無料化等町長におきましては、２５年度においてもいろいろな対策や

支援事業を継続して進めていくことになっております。さらには新しい、いろ

いろな事業計画も予定されているところでございます。しかし町政執行方針を

見ていますと、今までありました、農業後継者対策や、またさらには、新しい

考え方でありますけども、農業者以外の若者同士の出会い、平たく言えば花嫁

対策という言い方になりましょうか、そういう記述がなかったことが非常に残

念に思われております。この問題を解決することは、つまりは、人口の増加や、

町の活性化にも当然つながっていく考えかと思います。そこで次の点について

お伺いしていきたいと考えております。自分も長年農業委員会に所属しており

まして、花嫁対策といえば農業後継者対策協議会における事業でありました。
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最近その情報も、自分のなかには全然入ってこなくなりまして、この農業関係

の対策、花嫁対策としては、この４、５年の間どういう取組状況と、さらには

問題点も何点かあると思いますけども、それも含めた、成果について、また、

この問題点を考えた今後の取り組みについて、まず最初にお伺いしておきたい

と思います。 

 

議長 農業委員会事務局長。 

 

農 業 委 員

会 事 務 局

長 

ただいまのご質問にお答えいたしたいと思います。農業後継者対策協議会では

農業後継者の花嫁対策といたしまして、毎年都会に住む女性との交流イベント

を開催しております。過去５年間におきましては、平成２０年度は他町村での

交流会の日程等と重複をいたしまして、女性の参加者が皆無ということで、中

止となりました。そこで２１年度から２３年度までにつきましては、こちらの

青年が札幌のほうに出かけて、札幌近郊の女性との交流会を開催してございま

す。結果としてはある程度、まあ現代の若者ですのでメールのやりとりなどは

していたようでございます。しかしながら残念ながらゴールに至るまでの進展

がないという状況でございます。また２４年度は過去３年間の札幌に行ってい

たということの反省を踏まえまして、町内での交流をということで、募集をし

たところ昨年は女性１２名の参加を得て開催をいたしました。当日は農作業体

験や料理づくり、それからいろいろ打ち解けながらバターづくり等、参加者同

士打ち解けながら楽しんではいたようです。その後メールアドレスの交換等も

積極的にしたようでイベント終了後しばらくは連絡を取り合った方も何人かい

たように聞いております。最終的にはお付き合いには至ってないというのが現

状でございます。問題点といたしましては、イベント終了後のアンケートの調

査やここでのイベント開催に対してコーディネーター等にお願いをしておりま

すが、その方の意見といたしましては、残念ながら当町の青年たちはちょっと

積極性に欠けているんじゃないかと、また危機意識が他の町村に比べてあまり

ないというお話もありますので、参加青年の意識を高めていくことが重要で必

要があると考えております。今後のイベントの対策方法については、後継者の

皆さんと協議をしまして、大勢の方が参加し、１組でも多くのカップルができ

るように工夫してまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

議長 山田議員。 

 

３番 

山田議員 

いろいろな計画を実行されて執り行っているなかでございますけども、この農

業後継者の問題に関しましては、やはり何年たっても５年に１組あるか２組あ

るかという状況かなっていう気はしております。自分が農業委員会の後継者対

策の委員をやっていたときにも、それほど成果が出なかった事業内容かなと思

っておりますけれども、この後継者対策協議会というなかで、町が計画したり、
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後継者自身が計画したり、青年会、青年部が計画したりということでございま

して、いろいろやってきたところでございます。さらには、これを応援してく

れる部外者の方もいろいろと段取りしてくれているわけでございますけれど

も、基本的には今おっしゃられたとおり、自分自身の問題であるのに積極性が

あまりないという、計画しても人が集まらないという、この実態ですけども、

この件に関しては若い人達、花嫁をもらう方自身はどのように考えているかっ

ていう詳しいアンケート内容等については実施したことがあるのかどうかその

辺ちょっと聞きたいと思います。 

 

議長 農業委員会事務局長。 

 

農 業 委 員

会 事 務 局

長 

イベント終了した後にですが、双方、男性の方にも女性の方にもアンケートを

とっております。そのなかでですね、本人たちはあくまでも結婚したいという

意向はお持ちのようでございますが、なかなかその辺が実行に移せないという

ことで私どもも今後そのイベントについてどうなのということのアンケートも

とっております。本人たちにしてみればやはりやっていただきたいということ

で実は昨年度もですね、今までずっと後継者対策協議会のほうで、イベントの

方法だとか、それぞれやっていたんですが、それでは私どもが考えるわけです

から、年代が結構古いということで、若い方がちょっと考えてやってください

と、私たちはその援助をしますよというかたちで、実は昨年も始めました。実

際のところ最後は結局お忙しいこともありまして、委員会のほうが全て、やっ

たような格好になっております。ですからその辺をまず意識改革をしていくこ

とが一番大切なのかなと私は考えております。以上です。 

 

議長 山田議員。 

 

３番 

山田議員 

先ほども申したとおりですね、この意識改革なんですよね。それで、この方法

をどのように今後考えていくかということと、さらには自分が考えるにはアン

ケート調査するときの、この年齢制限というんですか、やはり２２歳の独身者

にまで下げてやっているのか、ある程度３０歳以上だとかっていうその区切り

の仕方、またアンケートの方法、そして今申し上げたこの積極的にする方法と

してどのようなことを考えているのか、お聞きします。 

 

議長 農業委員会事務局長。 

 

農 業 委 員

会 事 務 局

長 

アンケートとイベントの参加案内につきましては、当方では２０歳から上の方

ということで、現在押さえております。私どもで押さえているのは３７名おり

ます。それで何歳以上とかそういうことは今のところ区切っておりません。一

応２０歳以上の方にはイベントのご案内を差し上げて、そして参加した方にア
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ンケートをとっているような、そういうようなかたちになってございます。以

上です。 

 

議長 方法については。 

 

農 業 委 員

会 事 務 局

長 

その辺はですね、いろいろ難しい問題がありまして、参加してくれる方がまず

少ないということで、実は後継者の方も昨年は１４名ほど出ましたけども、そ

の前までは５名なり６名ぐらいしか参加をしていただけないということで、そ

れでいろいろ昨年は考えまして、やっぱり地元に戻したほうが良いだろうとい

うことで、３年間の反省を踏まえまして、昨年地元で開催しております。本年

も今のところは同じようなかたちで町内でということでの企画は今のところし

ております。今後、若者をまた集めまして、協議会等でどういうかたちにする

かということは、協議をしてまいりたいと思っております。以上です。 

 

議長 山田議員。 

 

３番 

山田議員 

当然ながらプライバシーにかかわる問題ですし、我々がほれほれほれほれと言

っても、当然ながら自分に結婚する意識だとか伴侶が欲しいという意識がなけ

れば当然なんですけども、昔から言われておりましたこの女性との接触の仕方、

接待の仕方というんですか、そういうのがやっぱりうまくないんじゃないかと、

下手なんじゃないかっていうこともありまして、今笑っておられます病院事務

局長の産業課長時代にはですね、やっぱり札幌まで行ってやっぱりそういう研

修も受けて、さらにはその会員制のところでメンバーになってね、女性が集ま

るところへ行くようなスタイルもとったんですけどもね、やっぱりそれもまた

今の段階ではどうなったのかわかりませんけど立ち消えになってしまったとい

うことで、やはりもう少しというか、どこまで自分達が首突っ込んだら怒られ

る範囲なのか褒められる範囲なのかっていうのは、当然ながら難しいとこあろ

うかと思います。だけどもそういう計画するなかでやはりこの女性を集める方

法も大変難しいでしょうけども、やはりこういう交流の場を年１回というわけ

じゃなく、そういう性格の人も含めてもう少し女性との対話、対応の仕方を勉

強するような方法っていうのも必要じゃないかなと思うんですけど、自分たち

は当然ながら自分たちで見つけて結婚してっていうことでね、うまくいってる

人はいってるんでしょうけどもやはり、不慣れな方にとっては、それは重大な

問題ですし、自分もそれは自分の欠点だと思ってる方も数多くいるとも思うん

ですよね。その辺も含めてもう少し今後考えていってほしいなと思うんですけ

れども、いかがでしょうか。 

 

議長 農業委員会事務局長。 

 



- 24 - 

農 業 委 員

会 事 務 局

長 

それではただいまのご質問にお答えします。イベントを開催する前には必ず、

ここ４、５年ですが必ずコーディネーターにお入りいただいて、女性との接し

方だとかその辺からまずやっているんですよ。現実は。ただそれが、その後に

すぐイベント開催ということなものですから、それがどこまで浸透するかって

いう部分でちょっと難しい部分もあるのかなと思いますけども、とりあえずは

そういう女性との接し方についての教育というか、接し方ということでは一応

そのイベントの前には必ず実行しております。 

 

議長 山田議員。 

 

３番 

山田議員 

そうですね、本当に何回も言うようですけどもプライバシー、個人の問題です

し、大変難しい面あるかと思いますけども、何回も聞きますけども、某あかし

や誰々みたくおしゃべり好きでああゆうタイプでもてる人もいるだろうし、無

口で何もしゃべらないけどももてる男性も当然いるということで、人間どっち

つかず、どういうタイプが好きだかっていうのは来る女性によっていろいろ変

わってくると思いますけども、この農業者、先ほど質問した年齢の問題なんで

すけども、この２０歳から募集するというこの辺の感覚っていうのは、自分と

してはどうしてもちょっと、その感覚でいいのかなっていう気がするんですけ

れどもその辺、どうでしょう、３０歳以上だとか、３５歳以上で区切るという

考え方は。いかがでしょう。 

 

議長 農業委員会事務局長。 

 

農 業 委 員

会 事 務 局

長 

以前はですね、議員言われるように区切って募集をしていたところです。ただ、

それは後継者から出たわけではないんですが、後継者の親からですね、うちの

息子も後継者なのにそういうイベントには声をかけてくれないのかと言われた

ケースがございます。それ以降、一応案内は差し上げますということで、本人

がもらいたいかもらいたくないかそれはもう個人の考え方でございますので、

一応私どもとしては後継者として登録されている方皆さんには、一応ご案内を

差し上げますが、婚活イベントですので、そういうふうに考えている方は参加

してくださいよというかたちで、募集をしております。 

 

議長 山田議員。 

 

３番 

山田議員 

農業後継者対策協議会という会はございますので今後とも農業後継者対策のほ

うは十分やっていきたいですし、成功するように自分たちも応援していきたい

なと思っております。ここで二つ目の問題で、同じような関係なんですけど、

後継者問題として自分もこの質問をするときに、いろんな町民の方とお話させ

ていただいたなかで、農業後継者ばかりが、花嫁対策で困っているわけじゃな
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いですよと、町内にも、いろんな職業の方で、まだまだ独身の方で困っている

ことはないでしょうけど苦労しているとかという話を聞いたことがございま

す。そこで一つお聞きしたいんですけども、農業者以外の若者に対するこうい

う交流対策、及び花嫁対策を町ではどのように考えているのか、まずお聞きし

たいと思います。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 それでは私からお答え申し上げたいと思います。前段、山田議員のご質問にあ

りました町政執行方針のなかに農業者以外の若者の交流対策の記述がなかった

というご指摘がございました。これから答えることがなぜこの交流対策の記述

がなかったかというような、中身が出てくるのかなというふうに思いますので

一つよろしくお願いしたいと思います。現時点で役場の部署のなかで、農業者

以外のいわゆる結婚対策を担当する部署はないという状況になっております。

こういうことからも、こういう記載がないというようなことになったのかなと

いうふうに思っております。平取町、ご承知のとおり農業が基幹産業の町でご

ざいます。北海道の多くの町が農業あるいは漁業が基幹産業の町ということで、

この基幹産業を維持、発展させるにはどうしても、そういう作業の後継者対策、

特に花嫁対策が必要であるというような観点から、多くの町でそういう後継者

の花嫁対策を講じてきております。これは平取町としても同じでございます。

ただいま前段の質問のなかで農業委員会の事務局長が答えたとおり、ここ３、

４年については、目立った成果がないというような状況でございましたけれど

も、過去にはですね、それなりに効果があったということで私は思っておりま

す。道外からの花嫁さん、また道内からの花嫁さん、結構町内にはおります。

またすずらん会というそういう主婦のグループも町内にあることは事実でござ

います。必ずしも後継者対策の事業が間違った方向に行ってはいないと思いま

すけども時代のニーズに若干あってきてないのかなというふうに思っておりま

す。ただいまのご質問の答えになるかどうかちょっとわかりませんけども、最

近、全般的に若者の非婚化あるいはその晩婚化というのが進展をしております。

この進展の一つがですね少子化の要因だということも言われております。ある

市長さんによりますと独身者の８５％、この人たちはですね、結婚願望を持っ

ております。しかし、その適当な相手にめぐり会えないと。そういう理由から

結婚してないということで答えた方が半数以上いるというような調査結果が出

ております。こういうようなことから、独身の男女が結婚につながるような、

交流イベントの開催、いわゆる若者の出会いの場の創出が本当に必要になって

きているのが現実でございます。ただこの点については先ほど山田議員のご質

問にもありましたけども、個人のプライベートな問題にも配慮しなければなら

ないということで、慎重な取り扱いが必要なのかなというふうに思っておりま

す。こういうようなことで、何らかのかたちでこの交流対策を進めていかなけ
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ればならないのかなと思っております。具体的には、まず対象者が町内にどの

くらいいるのか。例えば農業の後継者だと４０人前後の方がいるというのはは

っきり数でわかるんですけども、農業者以外ということになるとどの程度の未

婚の男女がいるのかというのは把握できてないのが実態です。そういう人達の

なかにそういう何か機会があれば結婚をしてみたい、交流してみたいという人

がそのなかにどのくらいいるのか。そういうまず実態調査、ニーズ調査をして

いかないと把握ができないのでないのかなというふうに思っております。こう

いうようなことでとりあえず、役場のなかでどこが担当するのかまず内部協議

をしながら、どういう方法がいいのか、検討を進めさせていただきたいと思い

ます。役場内部だけなのか、当然外部の人たちも入れて進めていくのかそれも

含めて一度検討させていただきたいなと思いますので一つよろしくお願いした

いと思います。以上でございます。 

 

議長 山田議員。 

 

３番 

山田議員 

副町長答えられたとおり、農業者以外の若者たちが平取町内に本当に何人いる

かというのは数字にも出ていませんし、これからの問題だろうとは考えており

ます。当然ながら、年齢制限を含めたなかでこういう交流会というのをやって

いかなきゃならないのかなっていう気はしますけども、自分自身こういう質問

しながらこういうことしたらいいんじゃないかという具体策も当然ながら、大

変難しい問題で、考えないわけではないんですけども、まだ頭の中ということ

でございます。そして、まあ自分の中では、いろいろこのアンケート調査を含

め、それから年齢の制限も含めたり、しまいには仲人委員会みたいなようなも

のを平取町内につくって農業者、一般町民を含め、いろんな業種の方でこうい

う組織づくりをしたほうがいいんじゃないかなとか、また謝礼金を含めたなか

でこういう、昔ありましたよね、平取町も。まとめたら何万円かという謝礼金

を出したとかっていう方策。また今後においては、成婚した場合、平取町に住

んでくれる場合には、平取町の米を２年間無料で配布する商品券をあげるだと

かっていう、方法はいろいろ考えるんですけど実際どういう事業をやったらう

まくいくのかっていう方法がまだちょっと自分の頭の中にもございません。で

すが、去年のことになりますけども、下の喫煙所で町長とお話したなかでテレ

ビ番組でですね、ナインティナインお見合い大作戦というテレビ番組があるん

ですよねって。ああいうことで農業後継者対策になりませんかねという話を何

人かの議員さんを含めて話したなかで町長は、いいことですねって、もしそれ

が成功するのであれば、自分は応援してあげますよという話もしていただきま

した。こういう大々的なテレビを交えて平取町のＰＲにもなりますし、若者を

含めてのこういう全町民を対象にした婚活という方法については、いいのかな

っていう気はしておりますし、町長の返事もありましたので自分は期待して、

あえて今回聞きたいんですけども、この方法につきましてはどのように考えて
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いるか、その辺をお聞かせください。 

 

議長 

 

副町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

副町長。 

 

それではお答えをしたいと思います。基本的に、まず、結婚願望、本当に自分

が結婚したいというふうに思うんであれば、自ら出会いを求めて活動するとい

うのが基本的なことなんですけども、なかなか現実的には、そうにはならない

というところでございます。ただいま、テレビ番組の活用というお話も出たん

ですけども、本当にテレビ番組を活用することはいわゆる全国に発信できると

いうメリット、あるいは話題性をＰＲできる、そして平取町を全国にＰＲでき

るという、いろんな大きなメリットがあるんですけども、ただですね、これは

その反面という意味で聞いていただければいいんですけども、山田さんが何回

か言っていた個人のプライベート等、これがテレビの場合、守られるのかどう

なのかっていうのがちょっと一番心配するのがあります。それと要するに継続

的なイベントにはなっていかない、事業にはなっていかないということです。

やっぱりテレビ番組を一つ誘致をするということになるとそれなりにお金がか

かってきますので、当然多額の予算を使いながら、そういうイベントを組んで

いくということなので、なかなか、継続的な事業にはなってこないというよう

なことなので、それが本当にいいのかどうなのかっていうのは、先ほど言った

とおり、まず、どういうものがいいのか、本当に全体で検討してみて、それも

一つの方法だよということであれば、そういうかたちも考えながら進めていく

のがいいのかなというふうに思っておりますので、それだけを頭に置いて考え

ていくということにはなかなかならないのかなというように思っておりますの

で一つご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 

山田議員。 

 

３番 

山田議員 

確かに、テレビ番組となると視聴率を上げるためには、ある程度のことを当然

やっていくんだろうなと考えはしますし、今副町長がおっしゃっていたように

プライバシー、これに関してはやっぱり、大きな民放ですから、当然その辺の

ことは法律にかからない放送はやっていくんだろうなという考え方しておりま

す。ですけども、当然、先ほどから言いましたとおり、これに出席する人がゼ

ロだったら、テレビ放送も何もなりませんので、当然ながらアンケート調査も

必要になってくるかなと思いますし、難しい問題かなとは思います。自分もこ

れは究極的な問題提起ということでございまして、平取町が、町のどこの課に

なるかわかりませんけども、継続的に、こういう問題を取り組んでいけるよう

な、方策を練っていただける計画があるのであれば、そちらの方に、当然なが

ら予算をつぎ込んだ方が自分としても、いい方法かなと思うんですけども、こ

の結婚対策という言葉遣いにしたらいいかどうかは別問題にしまして、こうい
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う女性との交流を含めたなかでの農業者以外の方を含めた総括的な協議会、検

討会、計画を練るということを考えていってもらえるかどうか、その辺ちょっ

とお伺いします。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 なかなか難しい話でございます。ただですね、前に食育推進計画に関する一般

質問がございまして、その当時食育に関する担当部署が決まってないという状

況のなかで、何回か質問を受けて、そして今そういう体制ができ上がってると

いうような状況になってますので、この問題についても、例えば少子化だけの

考え方でいくのであれば、保健福祉課、あるいはその全体的なそのまちづくり

の観点からということであればまちづくり課あるいは生涯学習課、いろんな部

署が考えられると思います。どちらにしても、内部で十分協議をさせていただ

いて、担当部署を決められるようなかたちで進めていけたらなと思います。以

上でございます。 

 

議長 山田議員。 

 

３番 

山田議員 

農業者以外の交流会も含めたなかで十分検討していってほしいなと思っており

ますけども、また農業者後継者対策協議会のほうに戻りますけども、今後でき

るであろう副町長が約束してくれたんであと２、３年中にはなろうかと思いま

すけども、これも含めて農業者も合体したなかで今後活動していったらいいん

じゃないかという考え方はどうかなっていう気がするんですけど。それと先ほ

ど自分１回言いましたけども、この仲人委員会のようなものを作ってもう少し

積極的な活動、議員のなかにも、この間こういう話題をしたら、あそこの人も

いるんだよねとか、農家嫌なんかだけども、とかっていういろんな話飛び交う

んですよね。やはりこういう方々を含めて、もう少しこの世話人の方を増やす

ような委員会みたいなようなものをつくるだとか、あと謝礼金、そして、成立

した場合に昔のように農業者だけじゃないですけども、お祝い金みたいなもの

をプレゼントするだとかっていう方法も含めてね、これでどうでしょう、今副

町長が言う委員会のようなものをつくるというまでの間は農業者後継者対策が

一番要となるんで、この辺を含めてもう少し協議会のほうでお話できないかど

うかその辺ちょっとお聞かせ下さい。 

 

議長 農業委員会事務局長。 

 

農 業 委 員

会 事 務 局

長 

ただいまの関係についてお答えします。協議会では別にそれらについて協議す

ることは全然問題ないと思いますので本年度２５年度の対策協議会のなかでそ

れらも協議していただくようにしたいと考えております。 
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議長 山田議員。 

 

３番 

山田議員 

それでは最後になりますけども、先ほど失礼ながら、町長の名前を出してテレ

ビの番組を応援していただけるというたばこ吸いながらでの雑談でしたけれど

も、その辺の考え方含めて、町長の考え方を聞かせていただきたいと思います。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは私の方からご答弁申し上げますが、町政執行方針のなかにそういった

字句がないということでございますけれども、ご承知の通り地道に農業後継者

対策については町農協、農業委員会から構成する平取町の農業後継者対策協議

会が中心となって取り組んでいるところでございまして、具体的な取り決めに

ついては、先ほど申されたように、農業青年と都市女性との交流、ふれあい会、

あるいは結婚相談員と推進委員による紹介活動、また未婚後継者の育成等を推

進しておりますがしかしながら、ここ数年は大きな成果をあげるに至っていな

いのが実態ということでございます。これから平取町の将来を考えたときに、

後継者、花嫁、花婿対策というのは大変重要な課題でございます。また農業青

年に限らず、幅広い業種の方々の問題もございます。なかなか特効薬はござい

ませんけれども、これから思い切った発想のもとに、新たな取り組みにチャレ

ンジをしていかなければならないというふうに考えておりまして、先ほど来、

出ておりましたテレビ番組の活用、あるいは謝礼の関係、またイベントのあり

方等々についてですね、これから内部で詰めながらこの協議会のなかで、思い

切った発想のもとに考えていきたいというふうに思っておりますし、特に前段

申し上げたテレビ番組も一つの方法というようなことで、これが成果があれば、

思い切ったかたちで取り組めるのではないかなというふうに思いますので、積

極的に私としても、町として、応援をしてまいりたいというふうに思っており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 山田議員の質問は終了します。９番松原議員を指名します。松原議員。 

 

９番 

松原議員 

９番松原です。先に通告しました市民農園整備について、２点お伺いいたしま

す。新年度計画に新規事業での市民農園の整備が計画されましたことは平取町

の都市住民との交流については目玉事業になると思っております。団塊の世代

が定年退職を迎え、食の安全や地産地消、生活環境に対する関心が高まってお

ります。都市から農村漁村や地方へ癒しや定住を求める傾向があります。また、

さらに、自然や生き物が大好きとか田舎暮らしにあこがれる傾向もあります。

移住定住推進事業、交流農業体験設備等にも市民農園方式が推進されておりま

す。２５年度、新規事業として予算措置されていますが、平成２年市民農園整
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備促進法が制定されたことはご承知と思います。この法律は、健康的でゆとり

のある国民生活の確保を図るとともに、良好な都市環境の形成と農村地域の振

興に資することを目的とするものでありますから、都市住民だけではなく、農

業の振興もねらいとしていると思います。全国的にも広がり、過疎化対策や農

業後継者対策としても農林水産省、建設省、国土交通省等が奨励をしておりま

す。平取町も整備計画をし、整備の予定地が新しくなるびらとり温泉近くの二

風谷地域に計画され、二風谷地域を指定されておりますが、法律では、市町村

は市民農園区域を指定したときは遅滞なくこれを公表しなければならないと規

定されております。１点目の質問ですが、市民農園区域の指定の公表予定はい

つ頃か、また募集方法についてどのようにするのかお伺いいたします。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

それでは、今のご質問にお答えさせていただきます。ご質問にもありましたと

おり、２５年度の当初予算で移住定住促進事業の一環といたしまして、二風谷

地区に計画をしてございます、交流農業体験施設いわゆる市民農園整備事業で

ございまして、これは町民と都市住民との交流機会の拡大ですとか、当町での

農業体験を通して移住へのきっかけづくりなどを目的に実施しようというもの

でございます。いわゆる、市民農園の開設手法といたしましては、法の上での

手法といたしまして、今ご質問にありました市民農園整備促進法による開設、

もしくは特定農地貸付法による開設を選択するということになってございま

す。昨年１１月５日に開催いたしました総務文教常任委員会でもこの点につい

て概要を説明したという経緯がございますけれども、当町が整備を予定してお

ります農園というのが、特定農地貸付法という法律にのっとりまして、整備を

図りたいということでございまして、今予定している二風谷地区は町有地とい

うこともございまして、こういう公有地で開設する場合は、この農園をどう貸

付するかというような規定を定めまして、農業委員会に申請し、承認を得れば

足りるということになってございまして、ご質問の市民農園整備促進法による

開設をしないということになっておりますので、この法の規定による公表につ

いてはその義務がないというようなことになっております。なぜ、この整備促

進法による開設を選択しなかったかということなんでございますが、この法の

規定ではですね、北海道の基本方針にのっとった整備が必要になるというよう

なこともございまして、整備の条件といたしまして、園路ですとかトイレ、そ

れから手洗い場、水飲み場、その他の給排水施設、それから、農機具及び農業

資材の収納施設、ごみ置き場、駐車場及び駐輪場の整備が必須の条件となると

いうようなこともございます。また、参集人数を想定した休憩施設等も整備が

望ましいというようなこともございまして、これらをすべて満たす施設整備が

非常に今の時点で難しいということでございまして、促進法の開設によること

ができないものと、特定農地貸付法による整備を選択したということになって



- 31 - 

ございます。来年度、これから予算のご審議をいただいて、執行するというこ

とになれば、主に札幌圏を中心に募集をしたいというふうに思ってございまし

て、こういう農作業が始まるという時期はやはり連休前ぐらいからの作業にな

ろうかなということも考えてございますので、その辺の時期を目標にいたしま

して、募集についてもホームページへの掲載ですとか、札幌圏でのチラシの配

布等、効果的な手法もさらに検討いたしまして、早目に募集をかけたいという

ふうに考えてございます。以上です。 

 

議長 松原議員。 

 

９番 

松原議員 

促進法にしないということですが、休憩所だとか、利用者にですねこういう施

設はできるだけ整備していただけるように進めていただきたいと思います。で

きるだけ早くですね、利用できるようなかたちを取っていただけることをおね

がいします。次に２点目ですが、都市住民との交流を図るためにも、市民農園

では花や野菜等を栽培する利用者と地域の人たち、農家の人たちの交流の環境

が必要と考えます。市民農園を利用し農業理解を深め、地域住民との交流の場

とする目的で滞在型を取り入れる農家民宿を募集してはどうか。また、現在二

風谷、小平等には民宿がありますが、その民宿の利用も考え、受け入れる事業

者の補助金制度を設けることで農家民宿や地域の民宿と連携をしながら、市民

農園を利用者がゆっくりと、農園を楽しめる滞在型市民農園としての活用も考

えられます。平取町観光振興ビジョン、地域活性化した都市との住民との交流

人口の増加を目指し、無料シャトルバスの運行も実施し、一定の成果もありま

すが、様々な地域資源を生かした交流産業の推進等を結び付けるのか、また産

業の６次化として、将来に向けて、農業従事者の育成や都市消費者等を受け入

れる交流産業を推進するためにも市民農園を増やし、農家民宿をする農家を募

集することもできると思います。二風谷地域ばかりではなくまた他の地域での

休耕地を利用した農作業のできる市民農園を広げることも必要と考えますが、

町長にお伺いいたします。交流として、農家民宿を推進することで、６次化を

目指す民宿や、また、民宿を利用し、また農家民宿への補助金制度ができない

のか伺います。移住定住促進事業、体験整備事業、先ほど課長が説明しました

けれども、こういう・・・の事業整備を利用して休耕地を利用した二風谷地域

以外でも、市民農園をこれから開園する考えはないかお伺いいたします。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。農家民宿の募集等をして滞在型の市民農園を目指すべき

だというご質問でございましたけれども、２５年度予定しております、交流農

業体験施設整備事業は、現在のところ、本格的な滞在型を想定するものではご

ざいませんので、それについての施設整備ですとか、農家民宿等の募集等も、
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町としては予定はしていないというような状況でございます。ただ、利用者に

おきましてはですね、町内の宿泊施設の情報等、二風谷地区も何軒か民宿等も

ございますので、そういった情報を積極的に提供させていただきまして、宿泊

の希望があれば、ご利用をお願いするということにしたいと考えてございます。

今回も二風谷地区に当面、開設するということでございますので、温泉の近く

というようなこともありますし、それから博物館、歴史館等も、アイヌ文化に

ふれるような機会も増えると、可能性も大きくなることからですね、平取町を

代表する観光施設、特産品、それからご当地メニュー等も合わせてＰＲをして、

来ていただいた方には特典等も検討しながら、農園の利用者に大いに利用して

いただく手法もあわせて検討したいというふうに考えてございます。私からは

以上です。 

 

議長 松原議員。 

 

９番 

松原議員 

将来的に・・・でお願い、というかやるべきだと、交流産業なんですけれども、

こういう交流産業はいろんな面で地域活性化事業だとかいろんなかたちでいろ

んなものにうたっておりまして、将来的には、農家の６次化についてですねい

ろいろ提言されたり、いろんな検討会等をやっておりますけども、将来に向け

てですね、町長がそういう交流産業また、地域での要するに後継者育成をする

ということで前向きにいろんなかたちを取っておりますけども、こういうかた

ちで地域と都市との交流関係についても町長はどのような方向で考えているの

か、お伺いいたします。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは、交流産業の振興についてご答弁申し上げますが、今後の平取町が、

いきいきと輝いたまちづくりをするためには、やはり、基幹産業であります農

林業の振興を中心に据えながら、平取町の地域資源であります新鮮なトマト、

平取牛、お米等のいろんな新鮮な食、そして、それが沙流川流域に息づいてき

たアイヌ文化というすばらしい文化がございますし、また、恵まれた自然、こ

れらとの地域資源の連携によりまして、都市からの交流人口の拡大を図ること

が大変大事なことかなというふうに考えておりますし、また、農林産物に付加

価値をつけながら、１次、２次、３次合わせた６次産業の振興を図りながら、

雇用の場を生みだしながら、地域再生を図ることが大変これから平取町にとっ

ては重要と考えております。特に都市からの交流人口の拡大を図りながら、地

域経済に潤いを与えること、人が平取に来ることは、雇用にもつながるものと

考えております。そのためにも平取町の良さを知ってもらうために、ご承知の

とおり、一昨年から札幌でのトマト和牛フェアの実施、あるいは２５年度で改

築をするびらとり温泉の整備、さらには大通り公園で開催されます、オータム
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フェストでの町及び特産品のＰＲの実施、また、現在も継続して実施しており

ます札幌駅北口からの、無料シャトルバスの運行、さらには広域連携というか

たちのなかでは、日高町、平取町との２町の連携による、沙流ユーカラ街道シ

ャトルバスの運行も継続をしてまいります。また新年度からは、新たに関東圏

の都市住民を対象とした千歳空港無料シャトルバスの運行、また、昨年、東日

本広域圏の国公立の大学等との連携協定によって、学生、若者たちが平取に来

る現地宿泊体験型のワークショップの開催誘致にも積極的に取り組んでまいり

たいというふうに考えてございます。また新年度計画しております市民農園事

業については、先ほど担当課長からお話がございましたように、町民と都市住

民との交流機会の拡大、そして、当町での農業体験を通じて移住へのきっかけ

づくりになればというふうに期待をしているところでございます。今後とも、

これらの市民農園事業をまずモデル的に実施をしながら、状況を見て、利用者

のニーズ等の把握に努めながら、発展的に進めてまいりたいというふうに考え

ておりますので、答弁に代えさせていただきます。 

 

議長 休憩します。 

 

    （休憩  午前１１時５８分） 

   （再開  午後 ０時５９分） 

 

議長 再開します。午前中に引き続き、松原議員の質問を行います。松原議員。 

 

９番 

松原議員 

答弁をいただきましたなかで、これからもですね農業の６次化については、こ

れからも力を入れていただき、実施に向けられ、計画されていただきたいと思

います。また、後継者の育成や移住定住推進にもこれから力を入れて計画的に

実行していただきたいと思います。以上で質問を終わります。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは、私の方から最後の答弁をさせていただきたいと思いますが、定住促

進並びに交流人口の対策については、平取町の過疎化、少子化による人口減少

予想以上に加速をしてございますので、今後とも、農業振興であります基幹産

業にも力を入れてまいりますし、また、前段申し上げましたように、地域資源

を生かした、交流人口の拡大、また、地域資源を生かした、６次化産業の振興

にもですね、今後、全精力を挙げて取り組んでまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 松原議員の質問は終了します。５番平村議員を指名します。平村議員。 
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５番 

平村議員 

５番平村です。先に通告しておりますみどりが丘野球場の夜間照明施設につい

て質問いたします。この野球場の夜間照明施設については、平成２２年１２月

の町議会定例会で一般質問した案件でございますが、当時のご答弁では、財政

状況等から総合計画の後期５か年計画では難しい、財源の見通しが立てば３か

年の実施計画のローリングのなかで検討したいとのご答弁をなされています。

この夜間照明施設は、健康づくり、若者、異業種の交流、農業後継者対策など、

多面性を持っており、若者が夢と希望を持てるまちづくりの総合的な観点から

も重要な課題であり、期待を寄せていたところ、昨年の町長選挙で公約され、

２期目の町政執行方針のなかで、この施設の多面性を強調され、未来への人づ

くり、まちづくりにつながるものと考え、総合計画のローリングで検討すると

大変力強く所信を表明されています。このことは、大所高所から決断されたも

のと歓迎をいたしておりましたが、第５次総合計画の最後の３か年実施計画に

盛られていませんでした。今後、この事業の具現化をどう考えておられるのか、

町長の所信をお伺いしたいと思います。 

 

議長 町長。 

 

町長 それではご答弁を申し上げます。昨年の９月の２期目の町政執行方針のなかで

夜間照明設備については、福島原発事故を契機にしながら電力需給バランスが

崩れているなかで、慎重を期する必要が生じておりますので、今後の電力供給

状況を十分見きわめながら、総合計画のローリングのなかで検討したい旨申し

上げているところでございます。したがいまして、その後北海道での現在、泊

原発３基が停止をして、供給力が低下しておりますことから、今年の冬の最大

電力需要を２０１０年度の５７９万キロワットより、７％小さい５３８万キロ

ワット以下に全道の各家庭、企業等に協力を要請するなど、数値目標が要請さ

れたところでありまして、このことについては、全国で北海道がはじめてと聞

いたところでございます。また発電所の故障が重なるなどして、電力供給力が

落ち込み、停電が起きると生命にかかわる恐れもあることから、政府等、北電

が節電を要請したなかで、どのように推移するのか、その時点では先行き不透

明さもございましたので、大変残念でございましたけれども、昨年の総合計画

のローリングに盛り込むことを見合わせたところでございます。したがいまし

て今後の電力需要の動向を見きわめながら、新年度のローリングのなかで、検

討してまいりたいというふうに考えておりますので、答弁をいたします。 

 

議長 平村議員。 

 

５番 

平村議員 

いろいろな事情が災害のためありまして、その辺はわかると思いますが、この

夜間照明がないのは、日高管内でも平取町だけでございます。野球の練習をし

ている実態を見ておりますと、お仕事の関係で、薄暮の時間帯で練習時間を短
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縮して制限されるなかでやっております。時にはお隣の日高町、富川の野球場

をお借りしているようですが、なかなかチーム数が多くて思うようには使用で

きないそうでございます。この夜間照明については、本町地区野球協会と体育

連盟が要望された経緯がありまして、財政状況等々の事情でみどりが丘グラン

ド周辺整備を先にするということで、双方協議し、年次計画で、野球場の整備

がされています。せっかく立派な野球場ができても、夜間使用ができなければ、

野球をはじめ各種スポーツの振興はできません。野球場設置のポイントとして

は、健康づくり、若者、異業種との交流、農業後継者対策としての事業、交流、

それから若者が夢と希望を持てるまちづくりなど、多面性を持った施設であり

ます。この夜間照明施設にはいろいろの意見もあると思いますが、私は、先ほ

どもるる申し上げていますが、多面的な利用目的もありますし、地域活性化に

もつながる施設であると考えています。町長は現場の状況を見られていると思

いますが、夜間照明の設置には理解を示しておりますので、今後、町長の任期

中に実現するような決意を伺うものであります。特に要望して町長のローリン

グのなかに入れていただきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 

議長 町長。 

 

町長 るる経過については平村議員のほうから申されたとおりでございますので、そ

の経過については割愛を申し上げますが、夜間照明施設設備については、前段

申し上げたとおり、現在の社会状況としては、節電という流れになって大変残

念でございますけれども、慎重を期する必要がございます。しかしながら、小

さな町でのスポーツを楽しみにしている、純粋な若者や多くの方々の熱い思い

を実現することは、今後の町民の健康づくり、人づくり、また、町の発展への

投資だというふうに考えてございますので、電力供給力が安定の見通しがつけ

ば、総合計画ローリングのなかに盛り込みながら審議会で十分協議をしてまい

りたいというふうに考えておりますし、またお話がございましたように任期中

には、何とか実現するように取り組んでまいりたいというふうに思っておりま

すので、ご理解を願いたいと思います。 

 

議長 平村議員の質問は終了いたします。以上で通告のありました議員からの質問は

すべて終了いたしましたので、日程第２、一般質問を終了します。 

日程第３、報告第１号請願審査の結果報告についてを議題とします。総務文教

常任委員会委員長からの審査報告については、お手元の議案のとおりでありま

す。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 
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討論なしと認めます。それでは、採決を行います。本件に対する委員長の報告

は採択です。委員長の報告どおり採択とすることに賛成の方は挙手願います。

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第３、報告第１号請願審査の結果報告については

報告どおり採択と決定しました。 

日程第４、請願第２号自治体財政の確保と地方分権の確立を求める請願につい

てを議題とします。 

お諮りします。請願第２号については、会議規則第９０条第２項の規定によっ

て、委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、請願第２号については、委員会の付託を省略す

ることに決定しました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。日程第４、請願第２号について採決を行います。請願第

２号を採択することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第４、請願第２号は採択することに決定しました。

日程第５、請願第３号ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する請願についてを議題と

します。 

お諮りします。請願第３号については、会議規則第９０条第２項の規定によっ

て委員会の付託を省略したいと思います。ご異議はありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、請願第３号については、委員会の付託を省略す

ることに決定しました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。日程第５、請願第３号について採決を行います。請願第

３号を採択とすることに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第５、請願第３号は採択することに決定しました。

以上をもって本日の日程はすべて終了いたしました。本日はこれにて散会いた

します。ご苦労さんでございました。 

 

  

 

（閉 会 午後 １時１０分） 
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 平成２５年第３回平取町議会定例会 （開 会 午後 ２時３０分） 

 

議長 皆さんこんにちは。ただいまより本日の会議を開きます。ただいまの出席議員

は１２名で会議は成立します。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１

２２条の規定によって、１１番安田議員、１番丹野議員を指名します。 

日程第２、議案第１９号平成２５年度平取町一般会計予算、 

日程第３、議案第２０号平成２５年度平取町国民健康保険特別会計予算、 

日程第４、議案第２１号平成２５年度平取町後期高齢者医療特別会計予算、 

日程第５、議案第２２号平成２５年度平取町介護保険特別会計予算、 

日程第６、議案第２３号平成２５年度平取町簡易水道特別会計予算、 

日程第７、議案第２４号平成２５年度平取町国民健康保険病院特別会計予算、

以上議案６件を一括議題とします。平成２５年度平取町各会計予算については、

予算審査特別委員会に付託して審査しておりますので、その結果につきまして、

委員長に報告を求めます。８番櫻井議員。 

 

８番 

櫻井議員 

８番桜井でございます。報告の前に、まずもって、委員各位には連日、長期間

にわたりまして議案の審議に全力を傾注し、精力的にご審議いただきましたこ

と、厚くお礼申し上げます。また、町長をはじめ課長各位の審査に寄せられま

したご協力に対し感謝申し上げるところでございます。それでは、予算審査特

別委員会に付託されました議案第１９号から２４号までの平成２５年度平取町

一般・特別各会計の予算の６議案について、審査の経過と結果をご報告申し上

げます。当委員会は、先に提案説明のあった予算の審議にあたり、質疑等を通

じて疑問点をただしながら、予算内容の細部にわたり慎重なる審査を行ってま

いりました。また、平成２３年度決算状況等を勘案し、議会の決算審査特別委

員会の意見、さらには過去に行った一般質問等での議論を十分反映した予算案

となっているかという点についても審査の重点事項としたところであります。

平成２５年度各会計予算案は、一般会計をはじめとして総額８５億２２２７万

２千円で、前年度当初予算と比較すると１１．０％増となるものでありますが、

第５次総合計画と連動する財政収支計画との整合性は、ほぼ図られた編成とな

っております。いずれにしても、貴重な財源を有効かつ効果的に活用できるよ

う編成されたものと判断するところであります。なお、審査の過程において、

今後改善を加えるべき指摘要望事項がありますので、以下その要点を申し上げ

ます。始めに、財源確保についてであります。民主党から自民党への政権交代

後、デフレ脱却を掲げさまざまな対策が発表され、長期にわたる景気低迷から

回復への期待感を窺わせる日本経済ではありますが、依然として地方財政は厳

しい状況下にあり、町税等における自主財源を増加させる要因が見当たらない

状況ではありますが、課税客体の的確な把握や徴収方法の見直しも含め、徴収

率の向上に全力をあげて努力されることを要望いたします。なお、不納欠損処
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理については、事前に可能な限りの対策を十分に講じられ、納税者の公正・公

平感を失うことのないよう万全を期されることを強く要望いたします。また、

歳入の根幹をなす地方交付税については、人口減少や東日本大震災の影響、国

家公務員に準じて地方公務員の給与削減を求めるための地方交付税の削減もあ

り、先行き不透明ではありますが、国の動向を的確に把握し、その確保に最善

の努力を払われることを切望いたします。町債・債務負担行為については、重

要性や緊急性、投資的効果等を十分に精査され、計画に基づき、より慎重に活

用されるよう配慮願います。収納全般にわたっては「町税等収納促進特別対策

要綱」に基づき、収納率の向上に努めるとともに、期限までに納入している者

との不公平感が生じないよう配慮願います。特に町営住宅使用料や住宅改良資

金貸付金は保証人を含めての回収方法や、町税や国保税以外の使用料や手数料

における制限条例の適用などについても早期に検討願います。次に自治基本条

例の検証であります。この条例は、第３次となる行財政改革大綱のもとに平成

２０年３月に制定されており、４年を超えない期間ごとに地域の情勢などに適

合しているか検討しなければならないと定められておりますので、適切に対応

されるよう配慮願います。次に、施設の管理委託についてであります。指定期

間満了により２５年４月から平取町老人福祉センターの指定管理者が変更とな

ります。また改築後の２６年度以降も同じ業者による管理となることが予想さ

れますことから、２５年度の早い時期から指定管理に係る協定書の内容等につ

いて、慎重に検討されますよう望むものであります。特に福祉的要素も兼ね備

えた施設であることや町内同業者への影響を極力少なくすること、また地域の

活力が積極的に活用されるよう運営方法についても配慮願います。いずれにし

ても民間におけるノウハウ等を幅広く活用するなかで、町民に親しまれるびら

とり温泉が継承されていくことを切望するものであります。次に高齢者福祉対

策であります。２５年度は第５期の高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の

２年目となりますが、高齢者福祉サービスの充実は、自治体における大きな課

題であります。高齢者の生活を支えていくため、サービス事業者、行政、地域

がこれまで以上に相互連携し取り組まれることが必要となります。中でも介護

支援ボランティア制度については、高齢者の社会参加を促しながら介護予防に

もつながる有効な制度でありますので、早期に実施されるよう望むものであり

ます。また、デイサービス事業、通所介護事業については、荷負地区に拠点施

設を移転する計画が取り止めとなり、遠距離通所者における長時間送迎の問題

が解消されないままになっております。このため、サテライト的な施設の設置

など、次期計画までにその対策を検討されるよう望むものであります。次にデ

イサービスセンターの運営費補助事業であります。町が運営費の赤字補填分に

対し補助金を恒常的に支出している状況となっています。介護保険法が施行さ

れ、事業主体が町から平取福祉会に変更になり、独立採算を期待するところで

ありますことから、運営改善に向けた指導を望むものであります。次に、農業

施策についてであります。基幹産業である農業の振興を図るうえで平取町農業
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者会議をはじめとして、各種農業団体と積極的に協議し、担い手の育成などの

基本施策については執行方針どおり推進されることを望むものであります。ま

た、道営中山間地域総合整備事業については、２４年度に実地調査が終了し、

２５年度から本格的に事業がスタートするわけですが、高率の補助事業とはい

え町負担そして受益者負担も大きいことから、慎重かつ適正に執行されるよう

要望します。有害獣侵入防止柵整備事業については、２４年度からの継続事業

となっており、２５年度で終了するわけですが、今後は柵が設置されていない

農地以外の市街地周辺での被害が予想されることから、その対応についても状

況を見ながら検討されるよう望みます。次に、過疎化、定住化対策であります。

少子高齢化の進行、また、若年層の就業を望めないことは、過疎化に一層の拍

車をかけるものであります。いかに人口流出を防ぎ、そして定住化を図るかが

重要課題であると考えます。新規参入者就農促進対策事業やふるさと親子留学

制度、地域おこし協力隊事業、町営住宅の計画的な整備などにより成果は現れ

てきてはいますが、さらにこれらの事業の推進に最善の努力を払うことを要望

するものであります。なお、２５年度は住宅確保対策の新規事業として、民間

賃貸集合住宅整備事業が実施されますので慎重かつ積極的に執行されるよう望

むものであります。また、国道２３７号線振内橋の架け替え事業や貫気別市街

地の道路拡幅事業が早期に事業完了となることが地域活性化へとつながるもの

であり、国、道に対する事業推進要請が積極的に行われるよう要望するもので

あります。次に防災対策についてであります。近年異常気象による予想外の災

害が各地で発生しておりますが、高齢者世帯等を対象とした要援護者避難支援

計画の策定を迅速に進めるよう望むものであります。次に学校教育関係につい

てであります。学校安全対策でありますが、老朽校舎の補修費が予算措置され

たところであります。施工方法や工事中の生徒の安全確保にも配慮したうえで

早期に補修を実施されますとともに、日常の校舎点検についても励行されるよ

う配慮願います。次に平取高等学校の生徒確保対策についてであります。２６

年度から現行の福祉コースがなくなることもあり、地元の中学卒業生が平取高

校への入学を選択していただけるような特色ある学校づくりを期待するもので

あり、そのための具体的な支援策を早期に検討されるよう望むものであります。

社会教育関係の各種事業でありますが、人口減少や少子高齢化などにより各種

事業への参加者が全般的に減少傾向にあります。開催時期や内容、また過去に

行った結果を精査するなかで、町民多数の参加のもとに開催できるよう配慮願

います。また、放課後子ども教室事業についてですが、現行の週４日から５日

の開設となるよう、また、開設時間の延長や教室のない紫雲古津地区での開設

についても検討されるよう望むものであります。次にイオル再生及び文化的景

観保存事業であります。それぞれの整備、保全計画に基づき、関係団体とも連

携を図るなかで文化推進に努められることを要望します。次に特別会計につい

てであります。国民健康保険特別会計の国民健康保険税は、本定例会において

保険税率の改定があり、１世帯あたり平均して５千円程度の減額となりました
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が、今後においても医療費の動向や決算状況などを見極めながら、保険税率を

精査し決定されるよう配慮願います。また、各種保健活動を通じて、被保険者

の健康管理、健康教育等に努め、医療費の削減が図られるよう努力願います。

次に介護保険特別会計についてであります。高齢者福祉対策で申し上げたとお

り第５期の高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、一層の質の高い

介護サービスが展開されることを期待します。次に簡易水道特別会計でありま

す。配水管の老朽化対策でありますが、新たに長期整備計画策定費が予算措置

されたところであります。今までも配水管の老朽化により毎年布設替を行って

おりますが、本定例会の一般質問でも議論があったように、水道水は町民のラ

イフラインともなっていることから、改修計画を早められるとともに、日常に

おける各施設の維持管理に努め、低廉で良質な生活用水が町民に供給されるよ

う配慮願います。次に国民健康保険病院特別会計であります。常勤医師４名が

定着し、診療体制の充実が図られましたが、一般会計からの繰入については前

年度対比３．８％増の２億７千万円が計上されており、依然として厳しい経営

となることが見込まれております。地域に密着した質の高い医療サービスを継

続していくため、具体的な経営指標を掲げ、病院スタッフが共通認識のもとで、

早期に経営の安定化が図られるよう望みます。併せて、本年４月から院外処方

への移行となりますが、実施にあたっては外来患者への対応などについて混乱

が生じないよう万全を期して取り組まれるよう要望します。最後に、予算書の

紙面の関係ですが、前年度との比較増減の記載がないなど、不便さを感じるこ

とがありましたので、来年度以降はより見やすく、わかりやすい作成に配慮願

います。以上、当委員会における指摘要望事項でありますが、このほかにも審

査において出された各委員からの意見・要望等がありますので、それら諸点を

尊重され、効果的かつ適正に本予算を執行されますよう期待いたしまして平成

２５年度平取町一般・特別会計予算の６議案については、全会一致で原案のと

おり可決すべきものと決定しました。以上をもちまして、予算審査特別委員会

の報告を終わります。 

 

議長 ただいま予算審査特別委員会委員長より報告がありましたとおり、議案第１９

号から議案第２４号までの平成２５年度平取町各会計予算については原案のと

おり可決すべきものと決定したとの報告であります。質疑を省略します。ご異

議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、質疑は省略します。 

日程第２、議案第１９号平成２５年度平取町一般会計予算に対する討論を行い

ます。本案に対する委員長報告は可決です。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 
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（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第２、議案第１９号平成２５年度平取町一般会計

予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

日程第３、議案第２０号平成２５年度平取町国民健康保険特別会計予算に対す

る討論を行います。本案に対する委員長報告は可決です。反対討論はありませ

んか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第３、議案第２０号平成２５年度平取町国民健康

保険特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

日程第４、議案第２１号平成２５年度平取町後期高齢者医療特別会計予算に対

する討論を行います。本案に対する委員長報告は可決です。反対討論はありま

せんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第４、議案第２１号平成２５年度平取町後期高齢

者医療特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

日程第５、議案第２２号平成２５年度平取町介護保険特別会計予算に対する討

論を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。反対討論はありません

か。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第５、議案第２２号平成２５年度平取町介護保険

特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

日程第６、議案第２３号平成２５年度平取町簡易水道特別会計予算に対する討

論を行います。本案に対する委員長報告は可決です。反対討論はありませんか。

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第６、議案第２３号平成２５年度平取町簡易水道

特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

日程第７、議案第２４号平成２５年度平取町国民健康保険病院特別会計予算に
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対する討論を行います。本案に対する委員長報告は可決です。反対討論はあり

ませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり、

決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第７、議案第２４号平成２５年度平取町国民健康

保険病院特別会計予算は委員長の報告のとおり可決されました。 

日程第８、議案第２５号平成２４年度平取町一般会計補正予算第１２号を議題

とします。提案理由の説明を求めます。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

議案第２５号平成２４年度平取町一般会計補正予算第１２号についてご説明申

し上げます。第１条、歳入歳出予算の補正でございますが、既定の歳入歳出予

算の総額にそれぞれ、３６０７万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額

を６５億１０４０万６千円とするものでございます。第２項においては、歳入

歳出予算の補正における款項の区分及び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」によることとしてございます。第２条、繰

越明許費は「第２表 繰越明許費補正」によることとしてございます。それで

は事項別明細の歳出からご説明申し上げますので、７ページをお開き願いたい

と存じます。今回の補正でございますが、各公共施設での灯油、重油等の燃料

費の高騰に伴う公共施設の燃料費の不足による追加と、平成２４年度の国の補

正予算に伴う、事業予算の追加となってございます。それでは７ページ２款１

項１目一般管理費１１節需用費、燃料費６０万円の追加でございます。これは

役場庁舎燃料費の追加ということでございまして、燃料費につきましては平成

２４年度の当初予算計上単価につきましては、灯油Ａ重油９６円で積算をして

いたというところでございます。２４年１０月から段階的な値上げとなってお

りまして、最も使用が多くなる２５年１月時点では、１リットル当たり灯油１

０６円、Ａ重油１０７円というような当初予算単価との差額が生じているとい

うことでございます。これらの単価の高騰分及び役場庁舎におきましては、冬

季間の選挙というようなこともございまして、期日前投票、夜間のボイラー稼

働に伴う灯油使用量の増加ということで、予算に不足をしたということの追加

となってございます。２款１項９目企画費１９節負担金補助及び交付金過疎集

落等自立再生緊急対策事業補助金６５０万円の追加でございます。これは平成

２４年度国の補正予算に伴う総務省の新規事業ということでございまして、総

務省の実施要綱に基づきまして、過疎地域集落の維持、活性化に取り組む、Ｎ

ＰＯ法人等の取り組みを支援するといった内容のものでございまして、今回、

特定非営利活動法人ほかげ、代表者鈴木透氏でございますが、そこからの申請

の意向がございまして、応募していたところ、総務省から内示があったという

ことから、追加補正し、繰越事業とさせていただくものでございます。事業の
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内容といたしましては、振内地区を中心とした取り組みといたしまして、地域

マーケット整備事業と称しまして、岩知志加工クラブ山の駅の特産品ＰＲ、商

品開発支援やホームページ等の作成、それから自発的地域活性の意識づくり事

業といたしまして、まちづくりに関する勉強会の開催ですとか、まちづくりリ

ーダー育成のための研修会等への派遣を行うといった内容になってございま

す。この事業につきましては１００％国の補助金を充当するというものでござ

います。次のページでございます。３款１項６目生活館費１１節需用費、燃料

費１０３万円の追加でございます。これは町内の生活館、生活改善センターな

どの３１施設の燃料単価増高分及び施設利用の増等に伴う燃料費の不足という

ことでの追加となってございます。３款１項９目ふれあいセンター管理費１１

節需用費、燃料費１００万円の追加でございます。これもふれあいセンターび

らとりでの燃料費の追加ということで、単価増高分、施設利用増等による燃料

不足の追加となってございます。次のページでございます。５款１項５目山村

振興等農林業漁業特別対策事業費１９節負担金補助及び交付金、農産物加工場

施設改修事業負担金２３５０万円の追加でございます。これも平成２４年度の

国の補正予算に伴います農林水産省の補助事業でございまして、平取町農業協

同組合への負担金となってございます。内容といたしましては、トマトジュー

ス工場の加工設備改修事業といたしまして、圧力真空釜、脱泡機、給排水電気

設備一式を整備するものでございます。全体事業費としては４７００万円。こ

の内の２分の１を負担するものでございまして、この負担金は農林水産省の補

助金が充当されるということになってございます。９款２項小学校費１目学校

管理費１１節燃料費３１６万円の追加でございます。これは町内小学校５校の

燃料単価増高分及び使用実績等に伴う燃料費不足の追加となってございます。

最後に９款３項中学校費１目学校管理費１１節需用費、燃料費２８万円の追加

でございます。これは平取中学校、振内中学校２校の燃料単価高騰分による燃

料費不足の追加となってございます。歳出は以上でございます。次に歳入を説

明いたしますので、５ページをお開き願います。１０款１項１目１節地方交付

税６２７万５千円の追加です。今回補正のための一般財源は、普通交付税を充

当してございます。１４款２項１目総務費国庫補助金２節の企画費補助金６５

０万円、これは先ほど歳出企画費で説明いたしました、ＮＰＯ法人の事業に対

しての交付金となってございます。次のページでございます。１４款２項６目

農林水産業費国庫補助金１節農業費補助金、農山漁村活性化プロジェクト支援

交付金２３２９万５千円でございますが、これはトマトジュース工場の設備改

修負担金に充当する国庫補助金となってございます。次に繰越明許費を説明い

たしますので、３ページをお開き願います。第２表の繰越明許費でございます。

地方自治法第２１３条第１項の規定によりまして、繰越とさせていただくもの

でございます。先ほど歳出で説明した、事業名、過疎集落等自立再生緊急対策

事業、金額が６５０万円、並びに農産物加工場施設改修事業、金額２３５０万

円となってございます。これらの事業に係る繰越一般財源の額は２０万５千円
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となってございます。以上、議案第２５号一般会計補正予算第１２号につきま

してご説明申し上げましたので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは、採決を行います。本案について原案のとおり

決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第８、議案第２５号平成２４年度平取町一般会計

補正予算第１２号は原案のとおり可決しました。 

日程第９、意見書案第２号泊原子力発電所の計画的な廃炉や大間原子力発電所

建設工事の中止を求める意見書案の提出についてを議題とします。提出議員か

らの説明を求めます。８番桜井議員。 

 

８番 

櫻井議員 

８番櫻井です。朗読をもちまして説明に代えさせていただきます。 

（意見書案朗読） 

 

議長 説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。日程第９、意見書案第２号に

ついて原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第９、意見書案第２号については原案のとおり可

決しました。 

日程第１０、意見書案第３号自治体財政の確保と地方分権の確立を求める意見

書案の提出についてを議題とします。提出議員からの説明を求めます。８番櫻

井議員。 

 

８番 

櫻井議員 

 

 

議長 

８番櫻井です。こちらも朗読をもって説明に代えさせていただきたいと思いま

す。 

（意見書案朗読） 

 

説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 
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（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。日程第１０、意見書案第３号

について原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１０、意見書案第３号については原案のとおり

可決しました。 

日程第１１、意見書案第４号ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する意見書案の提出

についてを議題とします。提出議員からの説明を求めます。１０番千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員 

１０番千葉です。それでは同じく朗読をもって意見書案を読み上げます。 

（意見書案朗読） 

 

議長 説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。日程第１１、意見書案第４号

について原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１１、意見書案第４号については原案のとおり

可決しました。 

日程第１２、意見書案第５号平成２５年度地方財政対策に関する意見書案の提

出についてを議題とします。提出議員からの説明を求めます。３番山田議員。 

 

３番 

山田議員 

 

議長 

同じく朗読によって説明をさせていただきます。 

（意見書案朗読） 

 

説明が終わりましたのでこれから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。日程第１２、意見書案第５号

について原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１２、意見書案第５号については原案のとおり

可決しました。 

お諮りします。承認第１号閉会中の継続審査の申し出についてを日程に追加し、

追加日程第１として議題としたいと思います。ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 
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異議なしと認めます。従って、承認第１号を日程に追加し、追加日程第１とし

て議題とすることに決定しました。 

追加日程第１、承認第１号閉会中の継続審査の申し出についてを議題とします。

議会運営委員会委員長、各常任委員会委員長、及び各特別委員会委員長からそ

れぞれの委員会において所管事務調査等について、閉会中に継続審査及び調査

を実施したい旨申し出がありました。申出書はお手元に配布したとおりです。

お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中に継続審査及び調査等

を実施することにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、各委員長からの申し出のとおり、閉会中に継続

審査及び調査等を実施することに決定しました。以上で議案の審議が終了しま

した。 

本定例会に付されました事件の審議状況を報告します。議案第２５件で原案可

決２５件、報告１件で決定１件、請願２件で採択２件、意見書案４件で原案可

決４件、承認１件で決定１件、以上のとおりとなっております。 

お諮りします。本定例会の会議に付された事件はすべて終了しました。従って、

会議規則第６条の規定によって本日で閉会したいと思います。ご異議ございま

せんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、本定例会は本日で閉会することに決定しました。

平成２５年第３回平取町議会定例会を閉会します。 

 

 

（閉 会 午後 ３時２２分） 

 

閉会にあたり議長、町長及び定年退職職員からあいさつ 
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 平成２５年第７回平取町議会定例会 （開 会 午前 ９時２９分） 

 

議長 若干時間、まだ３０分にはありますけれども、皆さんお集まりのようでござい

ますので、会議をはじめたいと思います。 

ただいまより、平成２５年第７回平取町議会定例会を開会します。ただちに本

日の会議を開きます。本日の出席議員は１２名で会議は成立します。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１

２２条の規定によって、３番四戸議員と４番松澤議員を指名します。 

日程第２、会期の決定を議題とします。このことにつきましては、６月１４日

に議会運営委員会を開催し協議をしておりますので、その結果を議会運営委員

会委員長より報告願います。８番山田議員。 

 

８番 

山田議員 

本日招集されました第７回町議会定例会の議会運営等につきましては、６月１

４日開催されております議会運営委員会において協議し、会期については本日

６月２０日から明日６月２１日までの２日間とすることで意見の一致をみてお

りますので、議長よりお諮り願います。 

 

議長 お諮りします。ただいま議会運営委員会委員長より報告がありましたとおり、

会期は本日から明日６月２１日までの２日間とすることにご異議ございません

か。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、会期は本日から明日６月２１日までの２日間と

決定しました。 

日程第３、諸般の報告を行います。監査委員より平成２５年４月分の出納検査

結果報告があり、その写しをお手元に配布しておきましたので、ご了承願いま

す。次に、日高西部消防組合議会、平取町外２町衛生施設組合議会、胆振東部

日高西部衛生組合議会に関する報告があり、その写しを、お手元に配布してお

きましたので、ご了承願います。次に、郵送による陳情及び閉会中の諸事業に

ついて、配布資料のとおりご報告いたします。以上で諸般の報告を終了します。

日程第４、行政報告を行います。１．要望経過報告について。町長。 

 

町長 １．の要望経過報告について申し上げたいと思います。要望項目、平取ダム建

設事業の早期完成について、国道２３７号線歩道等の整備促進について、道道

の整備促進について、平取養護学校施設の改修について、アイヌの伝統的生活

空間（イオル）の整備についての５項目について要望してございます。要望先

は、自由民主党北海道第九区選挙区支部移動政調会であります。国会議員は堀

井学衆議院議員、道議会議員は藤沢道議会議員ほかでございます。要望月日は

６月１日、要望者は町長、議長、産業厚生常任委員長、総務文教常任委員長ほ

かでございます。特に、平取ダム建設事業の早期完成につきましては、ご承知
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のとおり、本年１月２８日に個別ダムの検証を経て国土交通大臣が継続決定さ

れ、本年度は約３３億７千万円の大幅な予算措置がされているところでござい

ます。しかしながら、最近における異常気象により大規模な災害が全国各地で

発生をしておりますので、１日も早いダムの完成に向けての要望をしてござい

ます。次に、国道２３７号線歩道等の整備促進につきましては、この国道につ

きましては、道東と道央を抜ける産業道路として、年々、車両も大型化してご

ざいますので、危険な状況にございます。全町で必要な歩道の設置、また、交

通事故が多発している局部箇所の改修について、強く要望しております。道道

の整備促進につきましては、特に宿志別停車場線の桂峠の整備促進とともに、

平取静内線の貫気別市街地等橋梁整備促進について要望したところでございま

す。この路線は平取ダム工事での骨材運搬車両の往来が予想されますので、先

行して整備されるように要望をしてございます。次に、平取養護学校の施設整

備につきましては、特に、寄宿舎については小中学部の仕様となってございま

すので、高等部の生徒も現在は入所しているため、非常に、不便をきたしてご

ざいますので、改修についての要望をしたところでございます。最後にアイヌ

の伝統的生活空間（イオル）の整備については、継続しての予算措置について

の要望をしてございます。以上で要望経過報告を終わります。 

 

議長 ２．平取町教育行政に関する報告について。教育長。 

 

教育長 それでは、平成２５年３月定例議会以降における、諸般の教育行政についてご

報告を申し上げます。まず学校教育についてであります。１点目の体罰の実態

把握調査結果についてでありますが、このことにつきましては、３月定例議会

において調査の概要等についてご説明申し上げたところでありますが、６月５

日付けの新聞各紙で報道がありましたとおり、その結果が公表されましたので、

平取町における実態についてご報告いたします。本調査につきましては、文部

科学省が実施したものとなりますが、平成２４年度に発生した体罰に関し、道

内札幌市を除く道立及び市町村立の小学校、中学校及び高等学校等の教職員並

びに生徒保護者を対象として、体罰が行われた場面、体罰の態様、被害の状況

等についてアンケートを取ったものとなっております。道内における体罰とし

て認知されたものは、このたびの第二次調査を含め、平成２４年度において、

合わせて９０件となっております。このうち平取町における体罰として認知し

た件数は０件でありましたが、町内小中学校に関するアンケート調査の内容等

につきましてご説明申し上げたいと思います。町内小中学校合わせて７校の全

児童、保護者並びに教職員を対象に、体罰の有無について調査を行ったところ

でありますが、小学校においては、体罰を受けたことがある体罰を見たこと聞

いたことがある、とした回答があわせて５件ありました。中学校にありまして

は同じく体罰を受けたことがある、体罰を見たこと聞いたことがあるとした回

答が１件ございました。また、教職員からの回答において体罰とする行為を行
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ったことがあるとしたものは１件となっておりました。これら体罰を受けたこ

とがある、見たことがあるとする回答の内容といたしましては、長時間廊下に

立たされた、こめかみをぐりぐりされた、身体的特徴を授業中に何度も言われ

た、授業中腰のあたりを平手で叩いた、サッカーのまねごとのごとく足を蹴っ

た、部活動中平手で叩いた、などとなっておりました。教育委員会といたしま

してはこれら回答のありましたすべての事案につきまして、教育委員会職員に

よる児童生徒及び保護者並びに関係教職員から直接個々に事情聴取を行うなか

で、その事実確認作業を実施したところであります。その事実確認によりまし

てはアンケート回答書に基づき、体罰があったとされる当時の状況等をつぶさ

に聞き取りを行ったところでありますが、その事実確認をすべて終え、体罰に

該当するか否かについて、教育委員会として、最終的に判断を行ったところで

あります。その結果においては冒頭申し上げましたとおり、町内各学校におい

ては体罰に該当する事案はないものとしているところでありますが、児童生徒

が叩かれた、蹴られた、こめかみをぐりぐりされた、身体的特徴を何度も言わ

れた、長時間廊下に立たされたといった事実は、いずれも程度としては軽く、

肉体的苦痛を与えたことには至っていないものであり、またこれら行為は、指

導の範囲内での行為と認め、体罰には該当しないものとして北海道教育委員会

に対し報告をしたところであります。なお教職員自ら体罰として報告を行いま

した事案につきましては、児童が授業時間において、集中することなく、他の

子どもたちへ迷惑をかける行動を取り続けていたため、廊下へ引きずり出し、

立たせた行為でありました。廊下に立たせ、その間、指導等を行わずいわゆる

放置した状態を長時間続けることは、体罰として認知しなければならないもの

となってまいりますが、今回の事案につきましては、時間も短く、また、立た

せた間は注意指導も行っており、放置状態ではないことから、体罰には認知し

ないことでの判断を行ったところであります。また体罰には該当しないものと

して判断したことにつきましては、当該児童生徒並びに保護者に対しましても、

改めて説明を行うなかで、それぞれ理解を得たものとなっております。いずれ

にいたしましてもいかなる理由においても肉体的苦痛を与える行為そのものを

今後とも、根絶する上において、学校内における連絡体制の確立を十分図って

まいる所存であります。また事案発生時にありましては、児童生徒の相談しや

すい環境づくりとあわせて、教師への信頼感を損なうことなく、児童生徒との

より良い人間関係の構築に努めてまいりたいと考えております。続いて２点目

の平成２５年度全国学力・学習状況調査の実施についてでありますが、去る４

月２４日、町内の小中学校７校において、例年実施しております全国学力・学

習状況調査が行われました。今年度は、従来の調査方法であります抽出方式か

ら数年に一度、きめ細かい調査を行う悉皆方式に変わりまして、国が全国すべ

ての小中学校を対象に調査を実施し、集計、分析、公表するはこびとなってお

ります。調査の概要といたしまして、中学校第６学年、中学校第３学年の全児

童生徒を対象に、国語、算数、中学校におきましては数学となりますが、この
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２教科において基礎・応用に分けてそれぞれ実施をいたしました。またこのほ

かに、国は今年度これまでの調査結果を踏まえ、経年変化分析や経済的な面も

含めた、教育格差を把握するための調査等を抽出方式により新たに追加調査す

ることとなりました。平取町におきましては、保護者を対象としたアンケート

調査が、町内で１校抽出され、６月上旬に実施されたところであります。なお

国及び北海道から調査の結果が公表され次第、内容等を分析し、各学校におけ

る児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てるとともに、議会

に対しましてもご報告をさせていただきたいと考えております。次に３点目の

平成２４年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果及び平成２５年度調査

の実施についてであります。昨年６月に国から全国体力・運動能力、運動習慣

等調査の抽出対象校として、町内の小学校１校が抽出され、調査を実施し、本

年３月末に全国平均及び北海道平均とあわせて公表されたところであります。

調査の概要は、小学校第５学年を対象に、体育の授業のなかで８種目、これは

握力、上体起こし、反復横とび、５０メートル走などの実技調査と児童生徒に

対する運動習慣、生活習慣等に関する調査となっております。平取町の結果に

おける態様について申し上げますと、男子は北海道の平均を上回るぐらい身体

が大きく、体型的にも標準に位置するとともに、運動能力的にも平均以上に優

れておりました。また日常の生活習慣におきましても、総合的にスポーツが大

好きで、積極かつ活発な子どもであるという状況になっております。一方女子

は北海道平均と比較し、身長は同じくらいでありますが、体重は上回る状況と

なっており、全体的に肥満傾向となっております。運動能力につきましても８

種目中、７種目で大きく北海道平均から離されている現状にあり、どちらかと

いうと、運動があまり得意ではない部類に属する結果となりました。普段の生

活習慣におきましてもあまりスポーツに興味関心がなく、日常的にどちらかと

いうと、運動するより家でテレビを見たり、睡眠をよくとるほうで体を発散さ

せない傾向となっております。以上の調査結果を踏まえ、町教育委員会といた

しましては、各学校の創意工夫に基づき、体力づくりの取り組みを一層行うよ

う指導してまいりたいと考えております。また平成２５年度調査の実施につい

て、この５月末に通知があったところでございます。今年度の調査につきまし

ては、従来の抽出方式から悉皆方式となり、すべての小中学校を対象とするこ

とになりました。調査対象となります児童生徒につきましては、これまでどお

り、小学校調査が第５学年、中学校調査が第２学年となっております。平取町

におきましてはすべての学校に調査依頼をするなかで、７月末までに小学校５

校５２名、中学校２校３２名を対象として、各学校で取り組む予定となってい

るところであります。続いて４点目の子ども教育委員会の実施結果についてで

ありますが、去る４月２７日、町教育委員会主催によります、平取町子ども教

育委員会を中央公民館において開催をいたしました。町内の７小中学校から児

童生徒の代表者各３名、計２１名が参加し、教育委員及び教育委員会職員と町

教育委員会の社会教育、社会体育事業等についての意見交換を行ったところで
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あります。子ども教育委員会は今回初の試みではありましたが、子どもたちが

一人一人事業を通して交流していく姿を見ておりますと、児童生徒が一堂に会

する機会があまりないことから、今後におきましても、事業の目的に沿って、

また学校の理解と協力を得るなかで、創意工夫を図りながら継続してまいりた

いと考えております。また今回子どもたちが一生懸命に話し合いを行い、考え

た多くの意見要望等につきましては、教育委員会事務局において改めて精査を

行い、今後の教育行政に十分反映させてまいりたいと考えております。続いて

５点目の平取高等学校振興支援協議会の設立についてであります。このことに

つきましては３月定例議会における予算審査特別委員会での質疑において、平

取高等学校にかかわる生徒確保対策を検討していく上で、新たな組織体制を構

築していくことについてご答弁申し上げたところでありますが、この度正式に

協議会を設置することでの要綱等を定めたところでありますので、その概要等

についてご説明申し上げます。ご承知の通り、平取高等学校につきましては、

静内高等学校の地域キャンパス校として、１学年１間口４０人定員をもって運

営されているとこでありますが、児童生徒数の減少並びに進路志向の多様化な

ど町内小中学校卒業者の平取高等学校への進学率が年々低下するとともに、町

外からの生徒につきましても一定数を確保することは今後においても困難な状

況が予想されるところであります。このことにおきましてこの平取町から高校

をなくさないという強い意志のもとで、地域ぐるみで存続させていくための検

討組織体制へと移行させていくものといたしまして、これまでの平取高校の未

来を創る会を発展的に解消を図り、新たな検討の場とする平取高等学校振興支

援協議会を設置したところであります。平取高校の未来を創る会にありまして

は、学校ＰＴＡ関係者を中心とした組織でありましたが、これを平取高校が地

域からなくなることにより、当町の地域振興、経済を含め、多大な影響を及ぼ

すことについて深く町民すべてが認識するなかで、町民全体で生徒確保、学校

存続を検討する会議の場にしようとするものであります。本組織につきまして

は、その委員について、町議会をはじめ、農業協同組合、商工会、建設協会、

沙流川森林組合、アイヌ協会平取支部、社会福祉協議会、自治振興会、さらに

はＰＴＡ連合会、校長会、教頭会、合わせて１９団体並びに学識経験者、一般

公募委員若干名を含めた、３１名程度による組織編成とするものであります。

この新たな組織による事業といたしましては、町民の英知と団結を結集するな

かで、平取高等学校の振興と生徒確保を目指すために、大きく４点について展

開を図るものとしております。その一つといたしましては、学校のイメージア

ップへの支援に関すること。２点目として、生徒の教育環境の充実と向上に関

すること。３点目に小規模ゆえの学校運営への支援に関すること。４点目に、

町民への存続意識の喚起及び啓蒙活動に関すること。以上４点が本会における

事業内容となっておりますが、現在各団体からの委員推薦を受けるとともに、

一般公募委員について受け付けを行っておりますので、全委員がそろい次第第

１回目の会議を招集し、その後鋭意振興支援策について協議を行うなかで、生
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徒確保への道筋を立てるとともに、町施策へ反映できるよう努めてまいりたい

と考えておりますので、町議会をはじめ、町民各位に対し、特段のご理解とご

協力を改めてお願い申し上げる次第であります。続いて６点目の教育懇談会の

実施についてでありますが、教育行政全般にわたる懇談を去る４月２５日に振

内中学校ＰＴＡ役員、６月６日に振内小学校ＰＴＡ役員会とそれぞれ実施いた

しましたが、学校施設整備の充実並びに学校統合に関することにつきまして意

見交換を行わせていただきました。続きまして社会教育事業についてご報告申

し上げます。平取町民大学の開設についてでありますが、平成２５年度教育行

政執行方針においてもご説明申し上げてまいりましたが、このたび開設にあた

り、町民大学設置要綱並びに運営要綱等を定めるなかで町民に対しいつでもど

こでもだれでもが、楽しく、そして幅広い知識等を習得していただくことを目

的といたしまして、今年度からの開校に向けて整備したところであります。既

に６月１４日付けのまちだよりの折り込みにて町民大学学生募集及び予定講座

等について、ご覧をいただいていることとは存じますが、学生定員は３０名と

して、本年度は１０回程度の講座を計画しております。多分野に及ぶ講座を開

設するものといたしまして、その分野における専門家に講師として努めていた

だくものとしておりますので、ぜひ町民皆さまにおかれましては、ご入学いた

だければ幸いと考えておりますので、入学手続き方についてよろしくご配意下

さいますようお願いを申し上げたいと思います。以上本年３月定例議会以降に

おけます諸般の教育行政にかかわる報告とさせていただきます。 

 

議長 以上で行政報告を終了します。 

日程第５、一般質問を行います。各議員からの質問事項につきましては、お手

元に配布したとおりであります。この順序により指名します。４番松澤議員を

指名します。４番松澤議員。 

 

４番 

松澤議員 

４番松澤です。先に通告しておりました、道立苫小牧病院の廃止に係る町の対

応について質問させていただきます。道立苫小牧病院は、本年３月に策定され

た「新・北海道病院事業改革プラン」において、平成２５年度をめどに東胆振、

日高地区における結核医療及び呼吸器疾患に対する医療の機能の確保を図った

上で廃止するとされました。本町において肺疾患により、専門的な道立苫小牧

病院を利用する方は、一定数いると思われますが、廃止により住民にどのよう

な影響が及ぶのか、また、道による道立病院廃止について、町の考えと道への

対応をどのように行ってきたのか伺います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

それでは松澤議員のご質問にお答えをいたします。東胆振、日高地域で唯一、

結核病床を有する呼吸器科の専門病院である、道立苫小牧病院の廃止に関する
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町の考え方と道への対応に関する経緯についてご説明をいたします。昨年、平

成２４年８月８日、道は、道立病院の今後の運営について、地元市町村から意

見を聞くことを目的に道立病院にかかわる連絡会議を苫小牧で開催し、東胆振

及び日高地域の各市町村の担当者が出席をいたしました。その際に、私のほう

から、平取町には結核及び呼吸器科疾患に対応する専門的医療機関が存在しな

いため、道立病院の存在意義は大きく、道は、さらなる経営健全化を進めるこ

とによって、同病院が今後も存続し、継続して医療を提供するよう求める内容

の意見を述べました。次に昨年、平成２４年１２月１８日、北海道保健福祉部

道立病院室の参事が、町の保健福祉課を訪れまして、その際、道側から道立苫

小牧病院は、平成２３年度決算状況で、単年度純損益が６億１８００万円の赤

字、累積欠損金が６６億３７００万円の赤字に達し、経営状況は極めて厳しく、

今後も改善の見通しが立たない状況であることから、現在、同病院を廃止する

方向で検討しているとの説明がありました。これに対しまして、私のほうから、

平取町としては、８月の会議の際にも申し上げたように、現に診療を受けてい

る、町民に与える影響が避けられないことから、呼吸器疾患に苦しむ患者のた

めに、道は、公的医療サービスを安定的に提供する責任を果たす観点で、今後

とも継続して診療を続けるよう努力願いたいとの要請を行いました。続きまし

て、本年１月２１日に同じ道立病院の参事が役場を訪れまして、川上町長に対

し、道は道立苫小牧病院を廃止する方針である旨、正式に表明がありました。

これに対して、川上町長は、医療サービスの低下による町民生活への悪影響を

懸念する立場から町長として、道立苫小牧病院の廃止に対しては反対であり、

道は地方を重視したいとする知事の考え方に沿って、廃止の方針を見直すよう

求めるとの申し入れを行っております。次に、本年、５月１６日、同じ道立病

院の参事がふたたび、町の保健福祉課を訪れまして、その際に、道立苫小牧病

院は、結核患者数が減少していることなどを踏まえ、平成２５年度末をめどに

東胆振、日高地域における結核医療及び呼吸器疾患に対する医療の機能の確保

を図った上で、廃止するとの内容を含む、新・北海道病院事業改革プランを作

成し、道が道立苫小牧病院を廃止する方針を固めた旨の説明がありました。こ

の際におきましても私のほうから道立病院で廃止の方針が出されているのは、

苫小牧病院だけであり、町としては、本年１月、川上町長が道に申し入れした

ように、廃止には反対であるとともに、その方針を見直すよう求める考えに変

わりはないとの意見を伝えたところであります。以上が、道立苫小牧病院の廃

止に関する昨年から現在までの道の考え方と、これに対する町の対応の経緯に

関する概要でございますが、この間、町は現に利用している、患者、町民のこ

とを考慮し、本件に関し、一貫してこれに反対する姿勢を示してまいりました

が、大幅な経営赤字を背負った道の姿勢に変化はないというのが、現在までの

状況であります。以上です。 

 

議長 松澤議員。 
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４番 

松澤議員 

ただいまの説明で、住民の影響を考えての町の対応と考え方がよくわかりまし

た。ありがとうございます。現在各地域において医師不足が大きな問題となっ

ていますが、今回の道立苫小牧病院の廃止に伴い、東胆振、日高地域における

結核医療については、苫小牧私立病院において結核患者の一時受け入れに必要

な、陰圧空調設備等を要する病床を必要数整備する、また、呼吸器疾患の患者

については、苫小牧市立病院及び王子総合病院を中心とした地域の医療機関に

おいて対応し、道として呼吸器科医師の確保について支援を行うこととしてい

ます。そのことにより、中心的な受け入れ先となる苫小牧市内の病院の医師の

確保が必要不可欠となっていくと思われます。先日、新ひだか町のバーチャル

総合病院構想の説明を聞く機会がありましたが、町内に多くの病院と診療所が

存在している町なので、病院間連携システムの整備等を行っていけば、専門的

分野もあわせ持つ一つの医療機関圏として機能していくことも可能でしょう

が、平取町は専門医療に関し、循環器内科、皮膚科、物忘れ外来などの導入等

改善に努めてきていますが、多くは苫小牧市に依存している状況なので、苫小

牧市の医療に関する情報は、我が町にとってはとても重要なことと思います。

住民に不安を与えることなく、かつ、不利益を生じさせないよう、呼吸器疾患

患者の受け入れ病院における医師の確保と道が講じようとしている対策が確実

になされることが求められていますが、町として受け入れ病院が所在する苫小

牧市の負担にならないためと、これからの北海道全体の医療の充実を図るため、

道に対し、万全な対策の確実な実行を求めて、要請するべきと考えますが、そ

れはお考えだと思っています。先ほどの説明もわかりましたが。その見解をも

う一度伺いたいのと、また、現在、道立苫小牧病院に通院している町民ついて、

平取町国民健康保険病院での対応等を何か考えていらっしゃるのか伺います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

道のスケジュールといたしましては、道立苫小牧病院を廃止する条例案を、今

後開催される道議会に提出をし可決された場合に、正式に決定するとの見通し

を示した上で、医療の機能確保の面では、道立苫小牧病院の廃止に当たっては、

苫小牧市立病院と王子総合病院の二つの総合病院、並びに、札幌市内にある、

結核の専門病院と十分に連携をしながら、今後の対応について、患者に支障が

出ないよう万全を尽くすとしております。具体的には、道立苫小牧病院の入院

及び外来患者一人一人に対し転院、紹介を含め、きめ細かく対応するほか、地

域の各病院や、市町村等の関係機関並びに、道民に対して積極的な情報提供を

行い、混乱を招かないよう、十分な対策をとるとの説明がありました。また、

一般の呼吸器疾患の患者は王子と市立で対応出来ますが、道立苫小牧病院が廃

止された場合、東胆振、日高地域に結核の入院病床が存在しなくなるため、結

核の入院患者については、札幌市内の北海道医療センター、北海道社会保険病
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院など、結核病床を有する病院と協議の上転院を行うとともに、札幌方面の病

院に転院できない重症患者については、苫小牧市立病院にある陰圧空調設備、

空気が外に漏れない設備のある、病院に入院させるなど、道として必要な措置

を講ずるといたしております。なお、道立苫小牧病院における平取町の患者数

は、平成２４年度年間実績実人員で入院が３名、外来が８８名となっておりま

す。現在、平取町からの入院患者は０ということでございます。松澤議員ご質

問のように、町としては、今後、道立苫小牧病院の廃止が正式に決定された場

合には、道が廃止の条件として示した、結核医療及び呼吸器疾患に対する医療

の機能確保対策と患者対応に万全を尽くすとする対策の着実な実行を、道に求

めてまいりたいというふうに考えてございます。また、道立苫小牧病院が現実

に廃止されたとすれば、議員ご指摘のとおり、市立と王子の両病院にかかる負

担は重くなるものと予想されますが、これについて、道は、北海道大学医学部

に対し、この二つの病院に医師を派遣するよう要請するとともに、二つの病院

とも道立苫小牧病院が廃止された場合の、患者数と入院外来収益の増加を見込

むことにより、呼吸器科の医師をそれぞれ１名ずつ増員をして、現在の２名か

ら３名の体制にする予定であるとの説明を道から受けております。道立苫小牧

病院へ通院している町民に対する、町国保病院での対応等につきましては、副

町長からお答えをいたします。以上です。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 はい、それで私から、町立病院の対応についてご説明を申し上げたいと思いま

す。ただいま大西課長から、るる細かいご説明がございましたとおり、道がた

だいま入院してる患者あるいはその通院している患者に、今話されたとおりの

対応をすれば平取から通院している患者についても、大きな、混乱はないのか

なというふうには思っております。ただし、もし通院してる患者さんがどうし

ても町立病院で診療を受けたいと、いうようなご希望される方がいれば、当然、

道立苫小牧病院との打ち合わせ・連携が必要になってまいりますけれども、そ

れらの連携のなかで受け入れが町立病院として可能であれば、受け入れるよう、

患者さんの希望に沿ったかたちで対応をしてまいりたいというふうに思ってお

ります。ただ残念ながら、町立病院には呼吸器科専門の医師はおりませんので、

なかなか希望する患者さんがいるかどうかというのは今後状況をみながら対応

したいなというふうに思っております。いずれにしましても、今後の道の対応

が苫小牧市立病院、そして王子総合病院の医療関係機関の受け入れがどういう

かたちで進んでいくのか、これらについても十分状況を見きわめながら町立病

院の対応をさらに検討してまいりたいというふうに思っております。以上です。 

 

議長 よろしいですか。松澤議員。 

 



- 10 - 

４番 

松澤議員 

聞き漏らしたかもしれませんのでもう一度。そういうことで道に対して万全な

対策の確実な実行を求めて要請していくというお気持ちといいますか、そうし

て下さるということはどうなんでしょうか。要請していただけるんでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

町といたしましては、道立苫小牧病院が廃止されるということが決定された場

合におきましては、道が廃止の条件として示した万全な対策を尽くすとするこ

との着実な実行を道に求めてまいりたいというふうに考えてございます。 

 

議長 よろしいですか。松澤議員の質問は終了します。続きまして、３番四戸議員を

指名します。四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

３番四戸です。質問事項にあります２問について。１点目は老朽化した公共施

設の改修計画、２点目については、本町市街地の商店の整備について、質問し

ていきたいと思います。町内の各種の公共の施設は、建設された後、かなりの

年数が経過しております。いま、町立病院をはじめ、過渡期にきた施設が、数

多くございます。今年度は、びらとり温泉の改築がはじまり、また、平成２７

年度には、国保病院の改築に向けた実施設計がはじまります。その後、国保病

院の改築へと進んでいくものと考えられますが、過去において、平取町は道路

や河川の整備、水道の整備、施設の建設など、数多くの大型事業を行ってきま

した。生活環境や、町民の生活の大きな向上が図られてきましたが、しかしな

がら、その一方で多額の起債残高を抱えて、国の三位一体の改革とあわせ、財

政的に大変な時代も、経験してまいりました。現在、町は健全な財政運営のも

と、起債残高も年々減少してまいりました。今後数多くある古くなった公共施

設を改築していくとなると、また過去のような多額の起債残高を抱えることに

なると思われます。今話したような、状況が考え得ることから２点に分けて、

質問していきます。まず、新たな起債について伺います。昭和４５年から４次

にわたり、議員立法として過疎法が制定され、私たちの町も上下水道や、先ほ

ど言いました道路や河川の整備、公共施設の改築などが整備され、一定の成果

を上げてまいりました。過疎の地域は、人口の減少と高齢化に直面し、町にお

いてもさまざまな問題が生じております。実効性のある対策を切れ目なく講じ

る必要から、平成２２年に法の期限を平成２８年３月まで６年間延長されまし

た。さらに、東日本大震災により過疎対策事業の遅れから、平成２４年に法の

期限を平成３３年３月まで５年間再延長されました。町の事業の多くは、過疎

計画によって過疎対策事業債を主な財源とし、今後事業を展開していくものと

思われます。これらを踏まえ、この過疎債は、どの程度が普通交付税の需用額

として算入されるのか、また今後の資金計画において、財政の健全化が図られ

ていくのか伺います。過疎債その他、関連事業債の交付税需要額算入、さらに
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は総合計画・健全化の判断比率、今後の推計は、どうなっていくのか伺います。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

四戸議員の質問に対し、お答えさせていただきます。質問にありました過疎債

充当事業ということでございますが、もとより、平取町が計画しています投資

的事業等の実施につきましては、可能な限り国や道の補助金、他の財源等をで

すね、充当いたしまして、残りの平取町の負担分につきましては、過疎対策事

業債などの借入をおこないますが、元利償還金の一部が交付税に算入される、

いわば良質起債を積極的に活用して財源の確保をしてきたという状況です。今

後、そのような方向で、財源の確保へと考えていまして、ご質問にあった、過

疎債、いわゆる良質起債のなかでも事業の充当メニューも非常に多様だという

こともございます。そのうえ、元利償還金の７０％が基準財政需要額に算入す

るというようなものになっていまして、今後こういった老朽化等に伴う事業の

実施にあたっては、いわゆるハード事業、もしくはソフト事業などにこの総体

的な、財政運営における公債費の状況なども勘案しながら可能な限りでの充当

を図りたいと考えてございます。現在、平成２３年度末で、町債の元金残高で

ございますが、これは一般会計で５７億４千万円あまりございます。そのうち、

こういった過疎債などの良質起債を積極的に利用してきた経緯もありまして、

そのうち６５％の約３７億円程度は、その償還分が交付税の基準財政需用額に

算入される額になっています。財政の健全化を示す各種財政指標でありますけ

ども、以前もお示ししましたとおり、実質公債費比率ですけども、これは起債

の償還がいかに財政運営に影響を与えるかというひとつの財政指標であります

けども、これが２３年度決算で１１．８％となってございまして、健全化基準

が２５％ですから数値の上では大きく下回って健全化の状態にあるというふう

に言えると思います。それから、将来にわたっての負担比率がどうなっている

かということで、これは当町におきましては、２３年度の決算ベースでは０％

ということで、数値の上では、良好な数値ということが言えようかと思います。

この数字も現時点での総合計画等の事業ベースで推移した場合においても、総

合計画の最終年度であります、平成２７年は実質公債費比率が５．８％、将来

負担比率についても０％となる見通しでございます。今後第６次の総合計画に

て実施予定されております、大型事業などを計上するにあたっても、さらによ

り的確な財政状況の見通しですとか、健全化の方向性を基本としました、事業

計画、財政運営の構築が求められると考えてございます。以上です。 

 

議長 

 

３番 

四戸議員 

四戸議員。 

 

課長の答弁のなかで過疎債の返還７０％とそれが普通交付税で返ってくるとい

うような答弁だったと思いますが、これすべての過疎債事業に対して７０％と
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いう考え方でよろしいんでしょうか。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

 

そのような考えで７０％算入されることとなっています。 

 

議長 ３番四戸議員 

 

３番 

四戸議員 

先ほども質問のなかで言いましたけども、結局ですね、施設の要するに資金源

といいますか、お金はやっぱり過疎債、まあすべてが過疎債じゃないんですけ

ども、それが基本となっていくなということで過疎債について伺いました。２

点目として、これから先、人口の増加があまり多く望めないなか、５年先さら

には１０年先を考えた場合、町の古くなった施設を今後どのような、財政計画

を立てて改築していこうと考えているのか、この点について伺いたいと思いま

す。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

先ほど申し上げたとおり今後もこのような事業については、第５次後期及び、

これからの第６次の総合計画にそれぞれ位置づけをして、財政計画とともにそ

の整備にあたるということになろうかと考えます。なかでも、こういう老朽化

施設については、それぞれの施設の老朽化の度合いですとか、それからその施

設の現在の使用頻度、今後、地域での位置づけですとか、さらには、それを廃

止することでの代替措置とのコスト比較も含めて検討するということになろう

かと考えてございまして、そこで新たな施設を建てるか廃止するか、もしくは

その補強改修などを行うかなどの判断、それから、当然財政計画に沿った、整

備の準備をしながら実施、対応しなければと考えています。それも、第６次の

総合計画のなかで、議会をはじめとした町民の議論のなかで、検討していくも

のと考えてございます。以上です。 

 

議長 四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

これからやっぱり、過去のような起債を残したくないという思いで、今課長に

質問いたしました。２８年度にまた新たな計画が始まるわけですから、そうい

うことも踏まえて、考えてしっかりした計画をつくっていってほしいと思いま

す。３点目にですね、本町市街地の整備について伺いたいと思います。３点目

としてはですね、本町の市街地について伺います。現在においてはあまり雇用

する会社もなくなりまして、人口の減少が進んでる状況だと思います。その人
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口の減少の原因とも考えられますが、どこの商店もそうですが、店を経営する

のが大変だという声がいまあちらこちらから聞かれます。さらにはですね、後

継者がなく店も古くなりましたから、あと、２年、３年先には店をやめるとい

う寂しい声も聞かれています。これから数年先、現在も空き地もでてまいりま

したが、空き地、さらには空き店舗が出てくると考えられます。町としてはど

のような考え方で、今後どのような市街地づくりを考えているのか伺いたいと

思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 それではお答えいたします。現在の平取町の人口につきましては今年５月で５

５１５人ということで、前回の国勢調査、平成２２年の１０月１日になります

けれども、その際５５９６人でありましたので２年半ほどで８１人の減少とな

っております。３月下旬に出されました新聞報道によると、人口の将来推計に

おきましては、２０２５年度では、平取町の人口が４３６３人、２０４０年で

は３１９４人になるのではないかというような衝撃的な数字が出されていたと

ころでございます。答えとしましてですね、対応として町長も答えておりまし

たけども、農業分野における新規参入の方の導入、またアイヌ文化等を活用し

た交流人口ですとか新たな職場の開拓ですとかそういうもので、その数字は何

ぼか押さえていきたいというような答えをしているところでございますけれど

も、いずれにしましても、衝撃的な数字でございました。また平取町の商工会

の会員数につきましても今年４月で全体で１７７会員、本町では９８会員とい

うふうになっているということでございます。これにつきましても平成１９年

の４月では全体で１９３会員、本町では１０５会員だったということでそれと

比較しましても町全体で１６会員、本町で７会員の減少というようなことにな

っております。今後の見通しとしましても大変厳しい状況にあるというふうに

考えております。平取町としましても、商工業の振興策としまして、子育て支

援を目的としてタイアップしました、金券発行事業を平成２１年度から実施し

ており成果を上げているところでございます。また平成２２年度より継続して

支援してきております、プレミアつき地域商品券の発行事業につきましても地

元購買と町民の生活支援に大きく貢献をしているところでございます。その他

中小企業者の運転資金または設備資金等の特別融資制度などの活用を促進し、

経営の近代化と経営基盤の強化のための支援をしてきているところでございま

す。しかしながら人口減少による購買力の低下も明らかであるため、町の人口

減少を少しでも穏やかなものにするために、施策を実施してきているところで

ございます。農業関係につきましては新規就農者の受け入れを計画的に実施を

しておりますし、後継者対策としてさまざまな方法を検討協議しているところ

でございます。また移住・定住のための施策や平取町活性化協議会を立ち上げ、

新たな働く場を創出するよう取り組んでいるところでもございます。それとと
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もに食と農業、歴史と文化、自然と観光施設やイベントなど地域資源を活かし

まして、交流人口の拡大を図りながら、観光資源を増やすための施策事業も展

開しているところでございます。議員指摘のとおり本町市街地の商店について

は高齢化が進んでおりまして、後継者がいないところについては、今後ですね、

廃業となる可能性は大きいものと考えているところでございます。平取町商工

会もこの現状には危機感を持っておりまして対応策などについて今後協議され

ていくことと思いますし、平成２０年から実施されました空き店舗対策事業な

ども、その一つでございました。今後は平取町として、商工会とも連携を密に

しながら、将来のあるべき姿について、情報共有、共通認識を持ちながら、で

きる支援についてしていくというようなことで考えておりますのでよろしくお

願いしたいと思います。以上です。 

 

議長 四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

答弁はよく分かりました。私の質問のなかで言った、多分これから先、空き地、

まあもうできていますが、特に本町市街地内の都橋から上って言いますか下っ

ていうのか、向こうのほうにおいては、既にもう２～３か所空き地ができて、

本当に、町の市街地としては、今は道々に格下げなりましてから歩道も、日高

管内で唯一歩道もなく、そういうふうに商店街も閉鎖されていきますと本当に

寂しい町になるなというふうに私なりに考えております。そこでですね、先ほ

ども質疑していましたけども、これからいろいろ計画されると思いますが、施

設が今過渡期に来ておりますので、そういうものも踏まえながら、今後計画さ

れてはいかがと思いますが、その辺についてはどう考えてるのか伺いたいと思

います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えしたいと思います。先ほど言いましたとおり、空き店舗対策等につきま

しては平成２０年度から商工会が中心なりまして、空き店舗を使って人の集ま

るような施設等ということで実施をしてきたところでございます。その事業に

つきましても、建物が撤去されるということで、その後、実施はしてないよう

なかたちになっておりますけれども、今後そのような空き店舗等が出てきた際

には、人が集まる施設ももちろんですけれども、継続して実施していくに当た

っては何かしらの収益が上がるようなことをやっていかないとなかなか継続は

難しいというふうに思うんですよね。人が集まるということでなかに職員、対

応する人の賃金ですとかそういう部分で金額がかかってきますし、そういうも

のも補ったり少しでもそこで収益を上げながら、継続的に実施をしていけるよ

うなかたちの施設等も今後検討されていくようなかたちが望ましいんじゃない

かというふうに考えております。商工会のほうともお話をしましたけれどもな
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かなか後継者対策、店舗については、現在営業している関係でですね、１０年

後２０年後にどうしますかという話もなかなかデリケートな部分があって、難

しいというふうに聞いているところでございます。いずれにしても近い将来、

そういう問題が多く出てくるということですので、平取町の商工会につきまし

ても内部で検討もされていくことと思いますし、町としましても、先ほど言っ

たとおり、商工会と連携しながら情報を共有しながら対応していきたい、議員

指摘の公共施設等も含めた対応について検討していきたいというふうに考えて

おりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

ありがとうございました。今ですね、この質問事項２点について、担当課長さ

んから答弁をいただきまして、それなりに考え方はわかりましたけれども、最

後の質問になりますが、町のトップであります町長は、今の質問事項について、

これから先どう考えているのか伺って私の質疑を終わりたいと思います。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは私のほうから総体的な観点から３点に分けてご答弁させていただきた

いと思います。一つは、公共施設の老朽化への対応の関係でございますが、皆

さんもご承知のとおり、平取町は行政区域が広く、大きくは、本町、振内、貫

気別に分かれまして、公共施設がそれぞれ整備されておりますことから、非常

に行政コストが他の町よりかかっている状況にございます。そのようななかで

公共施設の多くが老朽化して更新時期に来ておりますことは事実でございま

す。先ほど来、まちづくり課長、そして産業課長のほうからの答弁と重なる部

分もございますが、さらにつけ加えるとしたらですね、どうしても建てかえが

必要な公共施設については可能であれば、複合的な施設として、将来のランニ

ングコストを下げることが望ましいというふうに考えておりますし、また、特

定財源については、当然ながら、国、道の補助金等を有効に活用しながら、そ

の裏負担については、良質な起債をしながら、健全な財政運営につなげていく

べきだというふうに考えてございます。いずれにしても、今後、第６次の総合

計画の１０か年計画の策定が始まりますので、財政状況の見通し、あるいは健

全性を踏まえまして、これから議会、あるいは町民の皆さんとも協議をしてま

いりたいというふうに考えているところでございます。次に財政的な観点でご

ざいますが、先ほどの担当課長のほうから申されたように、町の財政について

は平成２４年度で、一般会計の町債の元金残高については、５７億円、そのう

ち、６５％の３７億円程度が交付税算入されるということで、これについては、

毎年の交付税に元利償還する、過疎債の元利の７０％が算入されるものでござ

います。そういったかたちで、実質の借金は２０億でございまして、特に財政
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の健全化を示す将来の負担比率については、０ということで、今後もこういっ

たことで維持できるだろうということでございます。いずれにしても、町は健

全財政を維持してございます。しかし、ただ借金をしたら悪いということでは

なくてですね、借金をしても、財産が残ることになりまして、町民サービスの

向上にもつながるということでございます。これまで平成１４年度、当時の小

泉内閣の骨太方針に伴ってですね、三位一体改革によりまして、平取町も大幅

に交付税が削減をされて、大変な状況になっていた矢先に平成１５年８月、そ

して平成１８年の未曾有の大災害が発生をいたしまして、約１００億を超える

被害が発生をしました。そのとき、やはり感じたのは、これらピンチをチャン

スに変える大切な時期だなというふうに考えまして、大規模な、行財政改革を

町民の皆さん、そして議会の皆さんのご理解をいただきながら、進めまして、

乗り越えながら、今日の財政健全化が構築をされているところでございます。

これらの経験を踏まえながら、健全財政を維持しながら、しっかりと町政運営

をしてまいりたいというふうに思っておりますので、ご理解を願いたいという

ふうに考えてございます。次に本町市街地も含めたまちづくりの関係でござい

ますが、平取町はこれから人口が減少して、超高齢化社会を迎えようとしてい

まして、いま、まちは、先ほどご指摘のとおり、空き地、あるいは空き店舗な

どが出てまいりまして非常に薄く広がりまして、車でなければ生活しにくい拡

散型の構造となってきてございます。超高齢化社会を迎えるなかで、高齢者も

含めた多くの人たちが暮らしやすいまちにするためには、できるだけ拡散して

いくことに歯止めをかけることに留意していくべきだというふうに考えてござ

います。町民の皆さんが役場に来たついでに買い物をしたり、あるいは銀行に

立ち寄るような、そういった生活環境をつくるなど、さまざまな機能がコンパ

クトに集積し、アクセスしやすいまちづくりを進めることが将来的には大事な

ことかなというふうに考えてございます。従いまして、コンパクトなまちづく

りは将来を見据えて、地権者、あるいは商業者、民間企業など多くの関係者が

関与しているためですね、これは、地域の協力なしでは、実現できないものと

いうふうに考えてございますので、そのためには、将来的なビジョンをしっか

りと立てながら、その実現のための戦略を官民で共有しながら、取り組むこと

が重要というふうに考えておりますので、以上申し上げまして、答弁に代えさ

せていただきます。 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

四戸議員の質問は終了いたします。休憩します。 

 

（休 憩 午前１０時３９分） 

（再 開 午前１０時５４分） 

 

再開します。１０番、平村議員。 
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１０番 

平村議員 

１０番平村です。先に通告しております緑化の推進計画について、景観づくり

と地域活性化に向けてという視点で質問をいたします。近年では、環境意識の

高まりから、社会貢献活動として、温暖化対策の一つでありますカーボン・オ

フセットに取り組む企業が増えています。当町でも、最近の事例として、昨年

３月にホームセンター大手のホーマックと森林整備支援協定が結ばれ、昨年７

月にホーマック二風谷の森の植樹祭が二風谷ファミリーランドで行われていま

す。さて、当町で例年実施しています、植樹祭グリーンフェスティバルは、み

どり豊かな自然環境を未来の人々に残すため、各地域を対象に植樹祭を計画、

実施されているものと理解をいたしております。今日は、今後の緑化推進にか

かわって、次の諸点について具体的にお伺いします。１点目は、平取町みどり

豊かな環境保全条例で良好な生活環境づくりのため、緑化の推進に関する計画

を作成しなければならないと定められています。例年実施されている植樹祭は、

緑化計画に基づいて計画実施されてきているのでしょうか、まず基本的な点に

ついてお伺いいたします。 

 

議長 

 

産業課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

産業課長。 

 

それではお答えいたします。質問にありました植樹祭の関係でございますけれ

ども、例年実施をしております、植樹祭グリーンフェスティバルにつきまして

は、みどり豊かな環境保全条例の第２０条に緑化の推進、第２１条に公共施設

等の緑化というような条項がございまして、その趣旨と、平取町の森林経営計

画、以前につきましては森林施業計画と呼ばれておりましたけれども、それに

より植樹祭を定期的に計画的に実施をしてきております。また自治会やその他

の団体等が公共性のある植樹を行う際の樹木の提供を行っております、緑化木

の配布につきましてもこの条例等に基づいて行っているところでございます。 

 

平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

これまでの植樹祭のあり方について、評価する必要があるのではないかと思い

ます。また、植樹祭は緑化の目標のもとに計画・実施することは基本になって

いるんですけれども、環境審議会に携わって植樹祭の計画について審議会の意

見等を聞いたことがあるのでしょうか。また、せっかく立派な条例があります

ので、審議会の意見を聞いて計画づくりをやっているのかどうかお伺いしたい

と思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えいたします。先ほどお答えしたとおりですね、植樹祭につきましては、

緑豊かな環境保全条例に基づいて実施をしておりますし、例年行っております、
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植樹祭の場所等につきましては、平取町林業振興対策協議会という会がござい

まして、そのなかにおきまして会場ですとか、どういう樹木を植えていくとい

うことを計画しながらやっているような状況になっております。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

この間もフェスティバルに参加してそういう協議会のなかで皆さんでやってい

るということはわかっているんですけれども、その審議会の方たちも全員が参

加して任命されているのかどうか、その辺もちょっとお聞きしたいのと、２点

目は、これまで生活環境と景観づくりの観点から、住民参加のなかで、植樹を

されてきたと思います。植栽後の育成管理をどのようにされているのか、その

状況をわかる範囲でお聞きしたいと思います。私もわかる範囲で議員になって

から植樹祭を実施した場所を見て歩いたんですけれども、なかなか管理がなさ

れていなくて枯れている部分が特に多かったように見うけられますので、その

辺の植栽後の管理をどのようにやっていらっしゃるか、ちょっとお聞ききした

いと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お答えいたします。植樹祭で植栽した後の育成状況と管理の関係でございます

けれども、平成２１年度につきましてはニセウエコランドにおきましてエゾヤ

マザクラなどを１００本植樹しております。平成２２年には旧豊糠小中学校で

これもエゾヤマザクラなどを５６本、平成２３年には旧荷負小学校にドウダン

ツツジ他を５７本、昨年につきましては二風谷ファミリーランドにおきまして、

ファイターズ応援の森ということで、バットの原材料になるアオダモ２６６本、

植栽しております。仁世宇・豊糠につきましてはかなりの鹿の食害に遭ってお

りまして、地元自治会と協議をしながら、先ほど言った緑化木の提供などをし

ながら、管理をしていただいて補植管理してもらっているところでございます。

被害についてはかなり甚大でございます。荷負につきましては、現在のところ

順調に生育しているところでございます。昨年、植樹祭を行いました二風谷フ

ァミリーランドにつきましては、当初からかなりシカの食害が予想されました

ので、まとまって２６６本分植えているということで、周りに防護柵を事前に

設置をしながら植樹をしたということで、こちらのほうにつきましては順調に

生育をしているところでございます。うちのほうでおさえている植樹祭の場所

につきましては、第１回については、昭和６３年に二風谷ファミリーランドで

実施をされたというふうに記録が残っております。その後うちのほうで調査を

しておりましたけれども、なかなか資料が見つからないということで、平成１

１年につきましては同じく、二風谷ダムですね、１００年記念事業ということ

でエゾヤマザクラなどを３００本程度植栽しております。その後については紫
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議長 

 

雲古津小学校、ニセウエコランド、旭、本町の神社裏でございますけれども、

また本町のケアハウスの付近、二風谷ファミリーランド、本町中学校の裏の山

に植樹、貫気別支所の裏山のほうに植樹、次の年にはみどりが丘住民センター

裏、その後、先ほど言った平成２１年度にニセウエコランドということで植樹

を行っている状況でございます。管理につきましては、議員おっしゃるとおり

かなりシカの被害にあってですね、甚大な被害ということで、最近、ここ数年

植えてる部分については地元の自治会さんと先ほど申した通り、管理をしても

らいながら、補植等を行っているという状況になっておりますけれども、今後

につきましても該当自治会さんとも話をしながら、緑化木等の配布を行いなが

ら管理をしていきたいというふうに考えております。またグリーンフェスティ

バルにつきましては、地元の自治会のほうにも案内を出して自治会の皆さん、

会員の皆さんの参加も呼びかけ、また小学校等の子どもたちにも呼びかけて参

加をしていただいているというような状況になってございます。それと先ほど

言いました林業振興対策協議会のメンバーにつきましてはですね、みどり豊か

な環境審議会のメンバーに入っているかということでございますけれども、現

在、審議会が開催されていない、何かあったときに開催するというかたちにな

っておりますので、委員の構成とはなってございません。以上です。 

 

平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

私も全部、現地を回ったわけではありませんけれども、私が議員になってから

でも、豊糠の学校の閉校のときにも植栽をしたんですけれども、そこに今年も

行ってきましたらほとんどが枯れていまして、補強もしてませんし、せっかく

子どもたちが閉校のときに植えたり、自治会の方たちが記念樹としていろいろ

果物の木とかも植えてありましたけど、ほとんど枯れておりました。それで、

その補植をするのか育成管理のあり方とかそういうことは、町のほうでどのよ

うに、体制作りをしているのかな、その辺ちょっとお伺いしたい。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えいたします。管理のほうにつきましては先ほど言ったとおりかためて植

樹をする場合については、防護柵等でシカの被害にあわないようなかたちで実

施をしております。また豊糠はかなり被害があるということで、豊糠自治会と

も話をしながら緑化木の配布ということで、補植をするようなかたちで進めて

きているところでございます。ただ、本数がかなり多いということで毎年緑化

木の配布についても予算案的なものもございまして、十分被害に遭った部分を

補うだけの樹木が配布されているかというとなかなかそうもいってないような

状況でございまして、今後につきましてはですね、固まってる場合については
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防護柵等をすることが効果的でございますけれども、広い範囲にわたってです

ね１００本２００本等と植えてる場合については、なかなか防護柵も難しいと

いうことで、一本一本を守るような対策をしながら行くのが効果的かなという

ふうに考えておりますので、今後そういうような協議をしながら進めていきた

いというふうに、考えております。以上です。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

３点目にはちょっと環境保全条例の審議会の話を聞こうと思ったんですけど今

のところ、審議会を置いていないということで、必要なときに置くそうなので、

次に４点目に入ります。新たな視点での取り組みということで、何点かについ

てお伺いします。一つ目は、これまでの答弁の確認にもなりますけど、過去の

植栽地の生育実態をまず把握し、再生するか否か、また、現地検討会的なもの

を開き、今後の計画をまとめながら、新しい考えで植の専門家をお伺いしなが

らやるようなことができないのかどうかその辺をお伺いしたいと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 それでは、お答えいたします。町では、景観法に基づく景観行政団体としまし

て景観づくり条例を制定して、景観に関する施策、また総合的かつ計画的に推

進をしているところでございます。また平成１９年にはアイヌの伝統と近代開

拓による沙流川流域の文化的景観として、国の重要文化的景観の選定を受けて

いるところでございまして、今後はさらにそれらとの整合性を取りながら、時

代に合った緑化の推進を図っていく考えであります。また先ほどお話ありまし

たみどり豊かな環境保全条例の関係ですけれども、審議会のほうが平成６年に

環境条例が制定されまして、環境審議会をその後立ち上げているような状況で

ございまして、年に１回程度当時は開催をしてございました。平成９年まで実

施をしていたところでございますけれども、内容としては、平取町の緑の保全

と平取町の銘木指定、また銘木を保存樹として保存をしていくというようなこ

とで、その協議をしているようなかたちで実施をしておりましたけれども、先

ほど言いましたとおり、何か懸案事項があった際に審議会の委員を委嘱して審

議会を開催するというかたちで現在なってきております。今年度につきまして

は、持続可能な循環型森林経営事業を検討するための審議会について、２５年

度で予算化しているところでございます。そのなかで、環境に配慮した森林資

源の有効活用や木質バイオマスの利用などについて、地域活性化につながるよ

うな山づくりまちづくりを検討していく予定でございます。先ほど言った審議

会は現在委員の委嘱は実施はしておりませんけれども、現在、みどり豊かな環

境プロジェクト会議というのがございまして、３年に一度、町内の保存樹の状

況、現地調査を実施しているような状況になっておりますのでその際に先ほど
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言われた、植樹祭をしてきているところの現状等も見ながら、今後どういうよ

うなかたちが一番良いのかということも検討していきたいというふうに考えま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 

 

１０番 

平村議員 

平村議員。 

 

毎年計画して植えているなかで、やはり例えば平成２０年５月にも植樹祭でみ

どりが丘の住民センターの周辺にニトリ基金で植えた桜がほとんど咲いていな

いんですよね。もう満開に咲いているかなと思って見に行ったら、ほとんど枯

れていまして何本も咲いていませんでした。そういう観点からも、これからの

緑化は景観づくりと地域活性化につながるような緑化計画のもとで取り組む必

要があるのではないかと考えています。また、過去の植樹事例をちょっと提供

するんですけれども、１点目は、義経公園の桜も何十年も前からだと思います

けれども、社務所の左側の上段に、ずっと桜を植栽されてました。毎年見に行

っても、ほとんどが咲いていません。実際にはもう何十年もたつので本当に静

内の桜まつりに劣らない立派な桜で花見ができるんではないかと思っていまし

たけれども、生育管理があまりされていませんで、商工会の青年部等もいろい

ろと植えているようでございますけれども、やはり平取も観光資源に義経公園

をあげながら取り組んでいるなかで、やはりもう少しその補強とか管理につい

ても、対策を考えていただきたいと思います。特に観光入込みの対策の視点か

ら、義経公園は、静内の桜まつりの期間中に、義経にも必ず観光バスが同じよ

うに寄るんです。その観光バスが来られても、実際に上にあがっていくとほと

んど桜が見られないということで、なかなか来た人達を楽しませることができ

ないでいます。特に、また、トイレとか駐車場も狭くて、観光バスが連休から

静内の桜まつりが終わるまで、ほとんど停めるところがなくて道路にも駐車し

ているような状態です。やはり地元企業が、いろいろと、植えたり特に地元の

企業さんで、義経神社の倉庫のところに牛若丸と弁慶の壁画をつくったり、階

段の両面に松前の桜を植えたり、いろんなことをされています。また、右側の

広場の春先の雨の多いときに表面水が溜まるので、暗渠工事もボランティアで

企業さんがやってくれています。そういう取り組みも町長が知っているのかど

うかわかりませんけれども、公園の中で、トイレとかそれから、水飲み場とか

そういうものが少ないので、観光客が来て、がっかりしているようでございま

す。また、花菖蒲を神社の鳥居の横に植えているんですが、昨年までは花がた

くさん咲いて観光客が楽しまれていましたが、今年は生育不良で開花もできる

かどうか心配な状態にあります。現状を承知されているのかどうかと思います

が、どう再生しようとしているのか、明治神宮から下賜された貴重な花でござ

いますので、生育環境の整備が必要かと思います。桜の専門の樹木医がいます。

この花菖蒲の育成にも専門の方の指導をいただいて、保存業務を行ったらどう

かと考えています。以上３点ほど情報提供を含めながら申し上げましたけど、
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平取観光資源である義経神社と公園整備について総合的プランを作って計画的

に推進したらどうかと考えていますが、その辺町長にお伺いしたいと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えしたいと思います。義経神社の関係でございますけれども議員指摘のと

おり、平成１５年に植樹祭を行って、エゾヤマザクラ等１０７本、植樹してい

るところでございます。ただ被害が甚大だということで翌１６年から毎年、５

本から１０本程度、商工会さんのほうに緑化木を提供して植樹をしてもらって

いるようなかたちが続いている状況でございます。先ほど言ったとおりシカの

被害が甚大でありまして、毎年植樹をしていってるんですけども、追っかけて

エゾシカの被害に遭っているというような状況でありますので、先ほど言った

とおり一本一本の保護のための策を練っていかないとなかなか、大きくなって

きれいな桜が咲くようなかたちになるのは難しいと考えますので、今後その点

についても検討しながら、対策を練っていきたいというふうに考えております。

またその後に申されました義経神社が観光拠点となっておりまして、春の静内

の桜の後によっていかれて、かなり多くの観光バス等もよっていっているとい

うことでございます。その点につきましても以前の議会でも指摘があったり、

予算委員会のなかでも話がございましたけれども、整備をしていかないとなら

ないというふうに認識しておりますので、トイレ等を含めた、大規模の整備に

なってくることが予想されますので、次の町の振興計画、総合計画のなかで策

をあげながら、整備をしていって観光客の入り込みになる、また交流人口がふ

えるようなかたちになるような施設にしていきたいというふうに考えておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

花菖蒲の管理につきましては私のほうからお答え申し上げたいと存じます。花

菖蒲の管理につきましては、主に草の除去ということで、昨年度までは、高齢

者事業団ですとか、その他の業者さんにお願いしてやっていただいたというこ

ともあったんですが、非常に草が繁茂してきておりまして、除去するのも非常

に困難ということで、なかなか請け負ってくれる業者もいないということで、

自前で作業に当たっているという状況でございます。本当に今年、非常に生育

状態が悪くて私どもちょっと心配しておりまして、株ごとに生育に差が出てい

るというような状況もあってですね、多分、以前株が込みすぎて、ちょっとそ

れぞれの花がつきづらいというようなこともありましたので、多分そういう状

況になりつつあるのかなということで、来年度に向けまして、ちょっと株の間

引きとかそういうこともしながら、さらにきれいな花が咲くように心がけて管

理をしてまいりたいというふうには考えてございます。 
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議長 町長。 

 

町長 それでは、私のほうからも、ご答弁申し上げたいと思いますが、年々義経神社

に観光バスも増えてきているということは承知をしておりまして、それに伴っ

て、トイレの関係、あるいは駐車場が狭い、あるいは水飲み場の整備等々、や

はり支障が出てきてございますので、これらについては、できるものであれば、

計画のなかにあげながら、また中長期の展望のなかで、取り組むものについて

は、１０か年の第６次の計総合計画が始まりますので、そのなかで十分計画的

に検討をしてまいりたいというふうに考えておりますし、また大事な桜等も枯

れているということもありますし、植栽している樹木等についても、この育成・

管理については素人ではなかなかわからないという状況もございますので、そ

ういった適任の指導する方がいればそういったアドバイスも受けながら、対応

をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

もう一つはちょっと忘れてたんですけれども、先ほど庄野課長も、二風谷のダ

ム湖の周りに植栽をしたということで、これは、平取町１００年記念の事業と

して平成１１年に３００本桜を植えて、私たち町民もいろんな記念樹というこ

とで、たくさんの方が参加して、私も参加したんですけれども、そこのところ

も１００年事業で実施されたことは、住民たくさんの住民のなかの人たちが参

加して記念樹として植えたんですけど、そのすばらしい桜並木を想像して、皆

さん想像して植樹されたんですけれども、私も何年か行ってみてるんですけど、

今年で１４年目になりますけど、たまたまちゃんと育っている木もあるんです

けれども、周りの木が大きくなって、その木が邪魔をしてつるが張ってなかな

か生育管理がなされていないようで、後ろに木がないところはもう直径１０セ

ンチ以上の大きな木になって、向こうの二風谷の温泉のほうから見たら桜が見

えるのかなという気もいたしましたけれども、若干枯れてなくなっているのも

ありますし、つるが絡んでほとんど生育不良を起こしているものもたくさんあ

りました。ですから、もう１５年もたってみんなそれを楽しみにして記念樹を

植えたので、やはりその辺ももう一度、周りも成長不良起こしている木がたく

さんありましたので、その辺を後ろを刈って、やはり生育期の桜を大事にして

やると本当に平取も静内に負けない桜並木ができるんではないかなと思いまし

た。また、ダム湖の右岸にはイオルの森もあり、フットパスコースにもなって

いるようですので、桜並木の再生は観光資源の確保の観点からも大変重要な課

題と認識しています。その点も踏まえて、もう少し管理体制を整えて欲しいな

と思います。 
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議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えいたします。議員がおっしゃるとおり平成１１年に二風谷ダム周辺に１

００年記念事業ということで、エゾヤマザクラほかを３００本植えているとい

うような状況になってきております。現状については議員言われたとおりの状

況になっておりまして、おっしゃるとおり桜並木については静内が有名でござ

いますけれども、本町におきましても、本町から行って小平北島牧場の前等に

ついても、国道わきに桜が咲いてきれいな並木道になっておりますし、奥のほ

うに行きましたら芽生の生活改善センター前あたりのところにもですね、きち

っと植えられていて、きれいな並木ができているようなかたちになっておりま

す。せっかくダム周辺に植えててファミリーランドからも咲いたらきれいに見

えるんじゃないかということでございますし、その点も踏まえて、先ほど言っ

たとおり、みどり豊かな環境プロジェクト会議というのがありまして３年に一

度、保存樹の状況等を見ておりますので、今年度、その年に当たっているとい

うこともありますので、その辺も含めて、どういうようなかたちにしていくの

が一番良いのか周りの木を切って日が当たるようなかたちにしていくのがいい

のか、またほかの対策があったらそういうかたちを協議しながらいきたいとい

うふうに思っておりますので、今後もよろしくご指導をお願いしたいと思いま

す。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

最後になりますけどそのような平取町景観づくり条例という関連性についてお

伺いします。この景観づくり条例は、平成１９年３月に制定されていますが、

この条例は、みどり豊かな環境保全条例による環境保全と相まって、景観に関

する施策を総合的かつ計画的に推進し、良好な景観を守り、創り、育て、愛情

の持てる魅力あるまちづくりの形成に資するという条例の目的になっておりま

す。今後の植樹計画は、先ほども申し上げていますが、景観づくりと地域活性

化の観点から、つくり育てることが課題でございますので、総合的な計画のも

とで推進していただきたいと考えております。終わります。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えいたします。議員指摘のとおり、景観づくり条例につきましては平成１

９年に制定されているということで、平取町全体の景観に関することを設定し

ておりまして、そのなかにはもちろん緑の関係の部分も含まれておりますので、

今後につきましてはまちづくり課と連携しながら、どのようなかたちが一番町

においてみどり豊かな環境をつくる上でも良いのかということも協議しながら

いきたいと思いますし、重要文化的景観の選定も受けておりますのでそちらと
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も連携しながら、総合的な施策を組んでいくというかたちで考えておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 平村議員の質問を終了いたします。７番松原議員を指名します。７番松原議員。 

 

７番 

松原議員 

７番松原です。先に通告しました、住宅リフォーム促進助成事業について２点

お伺いいたします。２５年の住宅リフォーム事業の応募について２７件の申し

込みがあり、補助枠が１０件に対し３件が優先され、残り２４件のうち７件が、

抽選により決定されましたが、倍率も実に３倍と非常に高い状況となっており

ます。しかも１７件の方が抽選からから漏れており、来年度からは、消費税が

増額される見通しもあることから、例年以上の希望者が多かったと考えられま

すが、第１期から３年間の事業実績をみても応募者が多く、この事業に対する

期待は非常に大きいものがあります。今年度、町長の町政執行方針で２２年か

ら３年間の期限でありましたが、継続の要望が多く、さらに、個人住宅の環境

整備促進と環境負荷の低減になり、地域経済の活性化を目的に制度を持続しま

すと述べられております。また、第５次総合計画でも、後期５か年計画ローリ

ングでも同様に記述されております。第１点目の質問ですが、抽選に外れた方

の５割分でも補正を組んで、再抽選をしてはいかがと考えますが、お伺いいた

します。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。本事業でございますが、この事業の要綱の目的にあると

おり、また今、松原議員のご質問にもあったとおりですね、町民が安心して快

適に暮らす住環境の整備を促進して、定住の促進及び環境負荷の低減並びに地

域経済の活性化を図るということをこの事業の目的とさせていただいておりま

す。これは非常に町内の緊急的な経済対策としての側面を重視したということ

もございまして、当初、３か年の時限的な制度としてスタートさせていただい

たという経緯がございます。非常に大きなニーズがあったということから、財

政状況等も勘案の上、最終年度に当たる２４年度、昨年ですが、この最終的に

は当初予算の４倍の枠を設定して、こういったニーズに対応してきたという経

緯がございます。ちなみに２２年度から２５年度までの申請者数は１２５名と

いうことになっておりまして、そのうち決定者数が７０名ということで非常に

倍率が高い事業ということになっておりまして、こういった状況からもさらな

る制度継続の要望も強かったということもございまして、さらに３か年、同様

の制度内容で継続の延長を図ったというような状況になってございます。ただ

いま申した通り、３か年の事業継続を総合計画で担保したというようなことも

ございまして、いまのところこの計画に基づきまして、実施を図りたいという

ふうに考えてございまして、２５年度の補正での対応の予定はないというとこ
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ろでございますけれども、非常に今年も質問にあったとおり２７件のですね、

多くの応募があったということで、来年度以降、また総合計画のローリングの

なかで、ぜひ検討させていただければなというふうに考えてございます。以上

です。 

 

議長 松原議員。 

 

７番 

松原議員 

それでは補正しないで来年のローリングで考えたいということなんですが、来

年度から消費税がアップするということもやはりあってですね、大変多いと思

うんですよね、考え方が、町民の応募者が実に多いと、ましてですね前回から

倍以上の、２２年からの倍以上の応募がありながらですね、結局今年も同じ枠

でということに対してですね、ちょっと考えが補助金に対してですね、もう少

し先に見直す経緯があっても良いんではないかと思われるんですよね。まして、

いろんな補助金の枠のなかで、あまり使われていない、活用されていない補助

金等も見受けられますので、そこら辺がですね、もうちょっと今年に継続とい

うかたちをとったなかでですね、枠をふやすという考えがなかったのかどうか

っていうこととですね、町長がですね、あくまでも個人の住宅環境を整備した

いという強い２５年度の、そういうこともあって、継続っていう、ことを考え

ているということを助成の継続という考えなんですけどもう一度ちょっと町長

の考えをお聞きしたいんですが。 

 

議長 町長。 

 

町長 住宅リフォームの促進事業については、２２年から始めた事業ということで、

３年を一つのめどとして取り組んでまいりまして、２４年度については最終年

度というようなことで、応募者が殺到して抽選漏れが本当に３年間で、３回も

抽選漏れをしたというようなことからですね、２４年度で終わるというような

ことから、補正を組んで対応した経緯がございます。しかし町民の皆さんから

の非常に要望の声が多い、大変喜ばれているということで、地域経済の活性化

にもつながりますので、さらに２５年から３か年継続を担保したというような

ことで考えてございます。確かに消費税の関係で駆け込みということもござい

ますけれども、いろいろといろんなかたちで、補助もいろんな制度を導入しな

がら町民の生活向上のために取り組んでおりまして、そういったトータルとし

ての財政状況も勘案しながら、３か年のなかで、うまく対象となって実施でき

ればというふうに考えておりますし、今年もこんなに多く来るというようなこ

とは想定もしておりませんでしたので、次年度ですね、そういった応募者の件

数とも勘案しながら１０件をもう少し増やすべきかどうかということも勘案し

ながら十分考えていきたいというふうに、枠をふやすという考え方で取り組ま

せていただきたいと思いますので、大所高所からのご理解を願いたいと存じま
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す。以上でございます。 

 

議長 松原議員。 

 

７番 

松原議員 

結局、想定していなかったと言われましてもですね、これは、結局、２２年か

ら２５年の２４年に対してのですね倍以上の応募が、あるんですよね。まして、

消費税とか、そういう状況というのは、読まれていることだと思うんですが、

この時点で、要するに、継続の段階でですね、そういう予算の配分っていいま

すか、そういうことがせっかく町長が個人の住宅環境だとか、経済効果の活性

化を目的としているという、強い考えで継続されて、考えていると思うのです

が、これが現実には、同じ枠で予算割れしてるっていう自体がちょっと甘かっ

たんでないんでしょうか、その辺、町長どう考えますか。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。先ほどの町長の答弁にもございましたけれども、２４年

度、時限制度の最終年としておりまして、そのとき第１回目の応募では３５件

というような、応募がございまして、その時点ではこの制度が今年で終了とい

うようなこともございましたので、３年間抽せんに漏れたと、この当選を待っ

てたというような方もございましたので、そのようなことに対応するためとい

うこともございまして、当初も８００万の通常の２倍の枠で対応したのですが、

それと同額の補正をさせていただいて、そういった対応をさせていただいたと

いう経緯がございます。それでいままでの申請者数からいってほぼ倍以上の申

請者があるなというようなことがございましたけれども、総体的な総合計画に

おける予算の配分ですとか、そういうものを勘案しながら、やはりまたさらな

る時限ということもあってですね、当初の予算額での枠で組ませていただいた

ということもあって、それは議会に提出をさせていただいて議決をいただいた

という経緯もございまして、なんとかこの３年間でまた再度、同様の内容でや

らせていただきたいということが基本だったものですから、先ほど申しました

ように、今年も２７件という非常に大きな応募があったということで、来年度、

そういった総合計画ローリングのなかでこの財政状況を勘案しながら、検討さ

せていただきたいなというふうに考えてございます。 

 

議長 松原議員。 

 

７番 

松原議員 

はい、もうちょっと今年に何とかですね、少しでも枠をふやして５割程度でも

補正を組んでいただければと思っておりますけども、いろんなかたちでこれか

ら検討するということですので、結局、町民の枠が外れた方についてもですね、

この住宅環境についてですね、別なかたちで、町長は考えて、この住宅環境に
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ついて、個人のね、住宅環境について、こういうことばかりでなく、何か違う

ことも計画考えて、いるかどうか、その辺お聞きしたいと思います。 

 

議長 町長。 

 

町長 個人の住宅の関係については、太陽光の助成を一つやっているのと、またペレ

ットストーブの推進ということですね、こういった取り組みも助成の枠、ある

いは浄化槽の関係もこれらも非常に根強く、毎年、やりたいということで整備

を図っておりますし、また今年は新しい取り組みとして、アパートの建設に対

する支援制度も導入しながら、まだ決定はしておりませんけども、いま２件ほ

ど問い合わせ等がございますので、そういったかたちで定住環境を含めて、そ

ういう、ここに住んでもらうためには、そういう住宅の環境整備を総合的に取

り組んでいきたいというふうに考えてございます。 

 

議長 松原議員。 

 

７番 

松原議員 

また、個人環境の整備についてでですね、太陽光だとかいろんなかたちなんで

すけれども、ペレットという言葉が出ましたけども、このペレットストーブに

対して、促進はあまり、利用する人はあまりいないと思うんですよね。そうい

うこともですね、ちょっと中身を検証しながらですね、これからいろんなかた

ちで、編成をしていていただいたり、個人の環境促進にしていただきたいと思

っております。次に、２番目なんですけども、今の選考されました、抽選でも

れた方々の件なんですけども、次年度についてですね、いろいろ考えるという

ことなんですけども、抽選に漏れた方の、次年度の目標っていうか、優先枠に

してはどうかということと、予算の見直しだとか、応募の件数だとかこれから

考えるということなんですけども、この応募に外れた方の、次年度についての

優先枠というか、そういうものは考えてないかお伺いします。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。今年もすでに抽選というかたちで実施をさせていただい

てございまして、実施の方法としては前期の３か年事業と同様の内容で継続は

申請される方の不公平感の解消とかそういうものを図る上でも、よいやり方で

はないかという判断をさせていただいたこともあって、交付決定者を決める上

では、今までのやり方の踏襲は、ベターというふうに認識をしてございます。

ということもあって抽選方式を選択をさせていただいたということでございま

す。今回落選された方も次年度の優先枠でどうかというようなご質問だと思い

ますが、これも今申した通り３か年のやり方を踏襲することが基本だという認

識から、こういうことは設けないこととして対応させていただきたいなという
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ふうに考えてございます。 

 

７番 

松原議員 

 

 

 

 

 

 

議長 

こういう平等なやり方でということも分かるんですけども、非常に抽選に漏れ

た方のですね、不満が、何年か続けてもだめだったとか、いろんなことがござ

いましてですね、それでもう少しやり方について、選考方法はどうか、考えて

いただきたいということが切実に訴えられておりますので、ぜひですね、もう

一度、また、抽選方法についてですね、協議をしていただくことを、伺ってで

すね、また検討していただけないかどうかということを再度確認して質問を終

わります。 

 

まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

今、そういった質問をいただきましたので、いろいろ担当としても、やり方と

して、苦慮したというか考慮したところがございまして、最終的に行き着いた

ところが、やはり非常にわかりやすい、ある意味では不公平感が生じない、抽

選のやり方を選んだということもございますので、それをご理解いただくとと

もにですね、今日こういうご質問いただきましたので、さらに公平感を欠かな

いようなやり方も、どういったものがあるかということも、さらに来年度に向

けて検討させていただきたいというふうに考えてございます。 

 

議長 松原議員の質問を終了いたします。 

日程第６、議案第１号平取町暴力団の排除の推進に関する条例の制定について

を議題とします。提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

町民課長 １ページをお開き願います。議案第１号平取町暴力団の排除の推進に関する条

例の制定でございます。まず、本条例の提出の理由でございます。暴力団が国

民の生活の場に深く侵入し、暴力やこれを背景とした資金獲得活動により、毎

年一定件数の犯罪が発生しており、国民や事業者に多大な脅威を与えている現

状でございます。そこで、暴力団の排除について基本理念を定め、町、町民及

び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策を各関係

機関、団体と連携、協力のもと、地域が一体となって推進し、社会全体で暴力

を排除していくことが求められ、条例を制定するものでございます。それでは

条文についてご説明いたします。２ページをお開き願います。第１条、目的で

ございます。平取町の暴力団の排除に関し、基本理念、町、町民及び事業者の

役割など必要事項を定めることによって、町民の安全で平穏な生活の確保、地

域社会の健全な発展及び青少年の健全な育成に寄与することを目的としており

ます。第２条、定義でございます。第７号までございまして、暴力団について

は、法律第２条に規定されている暴力団を基本とするところでございます。第

３条、基本理念でございます。暴力団の認識とともに恐れない、資金を提供し
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ない、利用しないを基本として、各関係機関、団体と相互に連携し、暴力団の

排除を行うことを基本理念としております。第４条、町の責務でございます。

第４項までございまして、基本理念にのっとり、地域各関係機関と連携を図り、

暴力団の排除の施策を推進し、道が実施する施策への協力をするものとします。

また、道所轄警察署その他関係機関に必要な情報を提供するものとします。第

５条、職員等への不当要求に対する措置でございます。不当要求行為に対して

は、速やかに所轄警察署関係機関に通報し、必要な措置を講ずるものとします。

第６条、町民等の責務。第１項ですが、町民の責務は相互に連携し、暴力団の

排除に取り組み、町の施策に協力するよう努めるものとなります。第２項です

が、事業者の責務は、事業における暴力団との関係の遮断とともに町の施策に

協力するよう努めることとなります。第３項ですが、情報の提供の努力につい

て、町民、事業者に求めるものでございます。第７条、町の事務事業における

措置ですが、第１項、町の事務事業に係る契約関係についての排除、入札に参

加させないことといたします。第２項ですが、町の契約の相手方に対し、下請

においても暴力団を排除するよう義務付けるものでございます。第３項ですが、

町の契約相手方に対し、暴力団の介入があった場合における情報等の協力を義

務付けるものとします。第４項ですが、町の契約の相手方に対し、定められた

義務に違反した場合には、入札に参加させないなどの措置を講ずるものとしま

す。第８条、公の施設の利用の不許可等。第２項までございまして、町が設置

する公共施設の利用の許可及び使用許可の取消し、停止ができるものとします。

第９条、町民等に対する支援でございます。暴力団の排除のための活動に自主

的に取り組むことができるよう、情報の提供、助言その他必要な支援を行うも

のとします。また、所轄警察署との連携により、安全の確保を図ろうとするも

のでございます。第１０条、広報及び啓発ですが、広報その他必要な啓発活動

を行うものの規定でございます。第１１条、青少年に対する教育等のための措

置でございます。２項ございます。暴力団の排除の重要性を地域全体で青少年

に教育、指導ができるよう、情報の提供その他必要な支援を行うものとするも

のです。第１２条、暴力団の威圧を利用することの禁止でございます。暴力団

の利用や威圧など、威力を利用してはいけないという決意を表しております。

第１３条、利益供与の禁止でございます。２項ございます。暴力団への金品等

の供与を禁止するものでございます。第１４条、祭礼等における主催者等の措

置でございます。３項までございます。行事、興業を行う者に対して、情報の

提供その他必要な支援を行い、暴力団を排除させようとするものでございます。

これらは町外者においても適用されるものでございます。第１５条、委任。そ

の他必要な事項においては、別途定める規定でございます。附則、この条例は

平成２５年９月１日から施行するものでございます。以上、町民が健康で豊か

に安心して暮らせる町づくりのために、本条例をご理解いただき、社会全体で

暴力の排除を取り組みをお願いするところでございます。ご審議のほどよろし

くお願いいたします。 
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議長 説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はございませんか。松澤議員。 

 

４番 

松澤議員 

第５条なんですが、職員等への不当要求に対する措置ということなんですけど

も、これ、職員に対してマニュアル作成して、皆さんで認識するということで

よろしいでしょうか。 

 

議長 町民課長。 

 

町民課長 それでよろしいです。 

 

議長 松澤議員。 

 

４番 

松澤議員 

第１１条なんですが、２段目後半から、教育が必要に応じてってあるんですけ

ども、この必要に応じてっていう文言はやはり必要なんでしょうか。必要に応

じる前に適切なことを講ずるほうが良いと思うんですけど、この内容、私の認

識、ちょっとおかしいんでしょうか。 

 

議長 町民課長。 

 

町民課 お答えいたします。青年育成にかかわる、情報その他必要な事項についての支

援ということでございますので、特に、問題はないかなということでございま

す。 

 

議長 松澤議員。 

 

４番 

松澤議員 

第１３条なんですが、後半の、金品その他財産上の利益の供与をしてはならな

いとあるんですが、供与っていうのは相手が欲する物品利益ということなんで

すけども、その相手がですね、家族、縁戚の場合もこの文言は適用されるとい

うことなんでしょうか。 

 

議長 町民課長。 

 

町民課長 お答えします。適用されるということで理解していただいて構わないです。 

 

議長 ８番山田議員。 

 

８番 

山田議員 

８番山田です。産厚で説明されてた事項なんですけども、この学校という中身

で、学校の教育法のなかで、第１条に規定する中学校、高等学校、特別支援学
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校をいうというこの学校という意味合いなんですけども、産厚のなかで自分は

このなかに小学校が入っていないのはおかしいんじゃないかという質問をさせ

ていただきました。そのなかで全国ニュースのなかで小学校６年生が、飲食店

に入って暴力団の関係の店のなかで、飲み放題の酒を飲んでたとかっていう情

報をちょっと頭に入れてたものですから、この学校というひとくくりのなかで

は小学校が入らないんじゃないかという、意味合いを言ったんですけど、この

辺の理解はどのように考えたんでしょうか。 

 

議長 町民課長。 

 

町民課長 お答えします。学校につきましては、小学校、中学校、高等学校全て入るよう

なかたちでございます。 

 

議長 ほかございませんか。平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

この条例の制定について、先週かその前なんですけど週報で意見の募集を、町

民の意見の募集をしてたんですけれども、ご意見があったのかとかちょっとお

聞かせください。 

 

議長 町民課長。 

 

町民課長 お答えします。パブリックコメントを出しましたが、意見は０でございます。 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

ほかございますか。なければ質疑を終了いたします。次に討論を行います。反

対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第６、議案第１号平取町暴力団の排除の推進に関

する条例の制定については原案のとおり可決しました。休憩します。 

 

（休 憩 午前１１時５５分） 

（再 開 午後 １時 ０分） 

 

再開します。 

日程第７、議案第２号平取町共同作業場条例の一部を改正する条例についてを

議題とします。提案理由の説明を求めます。アイヌ施策推進課長。 

 



- 33 - 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

それでは、議案第２号平取町共同作業場条例の一部を改正する条例についてご

説明いたしますので、６ページをお開きください。同条例は、地域住民の共同

作業の推進及び生産の増強を図り、住民生活の向上及び住民福祉の増進に寄与

することを目的に、昭和４１年２月７日に制定されました。当時、国のウタリ

対策事業の一環で地方改善施設不良環境地区改善施設整備が実施されており、

その制度を活用し整備した、米などの穀物等の精製を中心とした、荷菜（昭和

４０年）、紫雲古津（昭和４１年）、長知内（昭和４３年）、二風谷（昭和４３年）、

荷負本村（昭和４４年）、去場（昭和４６年）の各共同作業場と二風谷の平取町

民芸品作業場（昭和５０年）、貫気別共同作業場（昭和５２年）における民芸品

などの製作・加工にかかる使用料や管理運営方法を定めた条例です。米などの

穀物等の精製を目的に整備した施設の利用者の多くは、稲作から施設野菜整備

へと移行し、また利用者の多くの農家は同施設の機器以上の能力を有する農機

具を所持し年々利用頻度が落ち込み、現在はごく少数の方の利用や、まったく

利用の見込みのない施設となってきております。各施設は、施設整備時の目的

である共同作業場としての機能を十分に発揮し、利用者の多くが自立農家とし

て活躍していることから、町としては当初の目的は達成したものと判断し、地

域住民のニーズに沿った柔軟な利用方法を検討し実施してきました。しかし、

施設利用者の多くが同施設を利用後に自立農家に移行し十分な成果を収めたと

はいえ、現状の利用状況は不良環境施設整備事業の視点では、目的外使用とな

る可能性があることから、また今後、施設利用にあたってさらに柔軟な対応や

住民福祉の増進を図るための施設の利用も想定されることから、その対応を可

能とするため、今般、当該条例を改正し二風谷の平取町民芸品作業場以外の７

施設について、行政財産の共同作業場から、普通財産の旧作業場として管理し、

地域のニーズを十分に把握してその意向に則した施設としての利用を図ろうと

するものです。それでは、改正点をご説明いたしますので、８ページをお開き

ください。平取町共同作業場条例（昭和４１年条例第２号）の一部を次のよう

に改正します。第３条第１項中「穀物」を「民芸品」に、「精製」を「製作」に

改めます。別表１は、二風谷の平取町民芸品作業場のみを当該条例の対象とす

ることから、現行の紫雲古津から長知内共同作業場、及び貫気別共同作業場を

削除します。別表２についても、「米脱穀」から「豆類製粉」、及び貫気別共同

作業場を削除しようとするものです。以上、説明を終えますのでご審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はございませんか。６番千葉議

員。 

 

６番 

千葉議員 

 

安価で譲っていただきたいという人も多分、いるのかなっていうふうに思いま

すし、それからほかの、例えば貫気別あたりは確か集会場として施設として利

用されてるのかなとも思うんですけども、そういった個々のいま残されている
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共同作業所のあり方についてですね、やはりこのまま、町のいわゆる、公共的

な施設として、利用されないまま、残していくということになるとその施設の

管理、それから、維持はどのようにやっていくのかなっていうのが一つありま

すので、その辺の、民間に移行させる場合とか、安価で譲る場合も含めてです

ね、あり方というのはどのように考えているのかなというふうに思っておりま

す。それから、このまま放置されますと当然のことながら、老朽化してきてい

る施設もたくさんありますので、例えば強風による災害、例えば屋根が飛ばさ

れて一般の住宅とか、民家に損傷を与える、それから、放置しておけば、例え

ば火災の原因になる可能性も出てくる。そういった問題についての今後のあり

方、どのように考えているのか答弁を求めたいと思います。 

 

議長 アイヌ施策推進課長。 

 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

それではただいまの千葉議員のご質問に対してお答えをしたいと思います。ま

ず１点目の７施設の利用方法についてでございますけれども、先ほど説明で申

し上げましたように、現状のままでは、当時の制度の観点から申し上げますと、

ある意味では目的外使用の可能性もあるというように考えているところでござ

います。ご指摘のとおり、老朽化しているという観点からも考え合わせまして、

今後につきましては、普通財産として管理していきたいというふうに考えてい

るところでございますが、普通財産の管理方法につきましても、ご指摘のとお

り、地元の方々のなかにはその施設を今後とも利用したいという意向をお持ち

の方もおりますので、つきましては、十分に地元の住民の方々と相談の上にで

すね、今後の利用について検討を進めたいと、こういうように考えているとこ

ろでございます。また、放置いたしますと、当然ながら、老朽化が進行するわ

けでございまして、ご指摘のように、維持管理上でも問題が生ずるおそれが出

てきますので、これらについて、早い時期に検討を進めまして、地域の住民の

方々のニーズに即した、今後の維持管理方法、それらについて、検討を進めて

いきたいと思いますので、ただいまのご指摘事項についてですね、今後とも、

十分に勘案しながら検討いたしますので、ご理解のほどよろしくおねがいをし

たいと思います。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

ただいま一定の回答いただきまして、当然そのようにぜひお願いしたいのと、

それとですね、問題はですね、例えば地域とさまざま協議を重ねた結果、箸に

も棒にもひっかからないと、もう利用する価値がないと判断された作業場につ

いてはですね、やはりそれこそ、前に山田議員が一般質問でも出た廃屋化して

いくようなかたちにならないようにですね、やはり思い切って解体をしていく

施設もやっぱり出てくるのかなと思いますので、一定期間のただいまの答弁で
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は、時間を設けてですね、早いうちに、さまざまな結論を出してくれるものと

思っておりますけども、できる限りですね、そういったかたちで、近い将来で

すね、町としても、重荷にならないような、共同作業場のあり方解体も含めて

なんですけども、捉えてほしいと思ってますが、その辺の中身について、もう

少し詳細のご説明をお願いいたします。 

 

議長 アイヌ施策推進課長。 

 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

それではお答えをしたいと思います。ただいまのご質問にありましたように、

将来的にどう利用していくかということにつきましては、できるだけ早い時期

に地元との協議を進めながら検討を加えていきたいとこのように考えていると

ころでございます。また当然ながら、地元のなかで現在の施設を利用している

方々も若干おりますので、そういう方々の将来の利用、今後の利用のあり方な

ども確認した上で、ある意味、解体に向けても、当然ながら必要な事項という

ように考えておりますので、先ほど来、一般質問等でもございましたように将

来の町の公共施設の維持が、将来の町の財政の負担にならないよう、・・・な視

点からも検討を加えて、考えていきたいと思いますので、ご理解のほどよろし

くお願いをしたいと思います。以上でございます。 

 

議長 ほかございませんか。それでは、質疑を終了します。次に討論を行います。反

対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第７、議案第２号平取町共同作業場条例の一部を

改正する条例については、原案のとおり可決しました。 

日程第８、議案第３号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変

更する規約についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

総務課長 議案第３号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約

にかかわります提案理由及び変更内容についてご説明申し上げます。提案理由

といたしましては、１市４町で構成する北空知圏学校給食組合の設立に伴い、

本組合への新たな加入が生じたことにより、地方自治法第２８６条第１項の規

定に基づき、組合組織団体議会における議決を求めるものでございます。変更

する規約内容についてご説明申しあげますので、１０ページをご覧ください。

本組合規約の一部を次のように変更するものでありますが、別表第１において

「北空知圏学校給食組合」を加えるものであります。別表１におきましては、

組合を組織する地方公共団体について定めているものであります。附則といた
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しまして、この規約につきましては、総務大臣の許可の日から施行するもので

あります。以上、議案第３号についてご説明申し上げましたので、よろしくご

審議願います。 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

これから質疑を行います。質疑はございませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第８、議案第３号北海道町村議会議員公務災害補

償等組合規約の一部を変更する規約については原案のとおり可決しました。 

日程第９、議案第４号北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約に

ついてを議題とします。提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

議案第４号北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約にかかわりま

す提案理由及び変更内容についてご説明申し上げます。提案理由といたしまし

ては、議案第３号と同様、本組合への新たな加入団体が生じたことにより、地

方自治法第２８６条第１項の規定に基づき、組合組織団体議会における議決を

求めるものであります。変更する規約内容についてご説明いたしますので１２

ページをご覧願いたいと思います。本組合規約の一部を次のように変更するも

のでありますが、別表第１中において、新たに北空知圏学校給食組合を加える

ものでありますが、別表１については組合を組織する公共団体について定めて

おり、まず、空知総合振興局内における加入団体数の変更といたしまして、括

弧書きとなります３４を３５とし、「空知中部広域連合」の次に「、北空知圏学

校給食組合」を加えるものであります。次に、別表第２第９項中での変更であ

りますが、本項においては、共同処理をする事務といたしまして、非常勤の職

員の公務上の災害等における補償事務となっております。この事務について、

共同処理する団体として「空知中部広域連合」の次に新たに「、北空知圏学校

給食組合」を加えるものであります。附則といたしまして、この規約について

は総務大臣の許可の日から施行するものであります。以上、議案第４号につい

てご説明申し上げましたので、よろしくご審議願います。 

 

質疑を行います。質疑はございませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決
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定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第９、議案第４号北海道市町村総合事務組合規約

の一部を変更する規約について原案のとおり可決しました。 

日程第１０、議案第５号平成２５年度平取町一般会計補正予算第３号を議題と

します。提案理由の説明を求めます。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

議案第５号平成２５年度平取町一般会計補正予算第３号についてご説明申し上

げます。第１条、歳入歳出予算の補正でございますが、既定の歳入歳出予算の

総額にそれぞれ、４３１５万８千円を追加いたしまして、予算の総額を６３億

８７７４万２千円とするものでございます。第２項におきましては、歳入歳出

予算の補正における款項の区分及び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」によることとしてございます。それでは、事項

別明細の歳出からご説明申し上げます。１９ページをお開き願います。３款１

項１目社会福祉総務費２４９万６千円の追加補正となっております。本費目で

の補正でございますが、アイヌ伝統工芸品の国の指定に伴う経費と文化遺産を

活かした地域活性化事業に関する経費の追加となってございます。まず、９節

旅費の２３万６千円の追加でございますが、アイヌの伝統工芸品、二風谷アツ

シとイタが平成２４年３月８日に北海道第１号としての国の伝統的工芸品の指

定を受けたことに伴います経済産業省、あるいは北海道産業局との協議及び道

外などでの需要開拓関係のための旅費の追加となってございます。１８節備品

購入費７６万円は、指定を受けた工芸品の展示ＰＲ用備品でございましてイタ

とアツシの購入費となってございます。ふれあいセンター及び町長室に展示す

る予定でございます。１９節負担金補助及び交付金１５０万円、このうち１０

０万円は伝統工芸品指定祝賀会の開催経費として実施主体の二風谷民芸組合へ

の助成金となってございます。北海道知事をはじめ、関係者など約２００名程

度の参加により、７月下旬に開催する予定となってございます。祝賀会経費及

びあわせて開催される記念フォーラム関係経費１５１万円に対しての町の補助

助成金、１００万円となってございます。同じく５０万円の追加でございます

が、これは平取町アイヌ文化振興推進協議会補助金５０万円ということで、平

取町アイヌ文化施策基本計画及び平取町観光振興ビジョンを基本に地域の文化

遺産等の次世代への継承、発展や文化遺産等を活用して、地域の活性化を推進

するため、文化遺産に関する総合的な情報発信事業、文化遺産に触れるヘリテ

ージツアー事業、伝統文化親子体験教室の実施など、当協議会が実施する事業

に文化庁の補助金、文化遺産を活用した地域活性化事業補助金交付が内示とな

ったため、それらの全体経費６８５万６千円に係る平取町負担分としての５０

万円を追加するものでございます。続いて５款１項２目農業振興費８節報償費

１２８万円の追加でございます。これは、平成２４年度まで北海道から農業公

社を通じまして、農業研修生受け入れ農家に支払われておりました指導経費、
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謝金が今年度、急遽廃止となったことから、受け入れ農家の負担軽減としての

本事業を継続的に実施しなければならないということから、平取町独自での代

替制度を実施するための追加補正となってございます。農業研修生１名につき

まして月額４万円、指導期間が４月から１１月までの８か月、研修生４名を受

け入れるための謝礼、報償費の追加となってございます。次のページをお開き

願います。５款２項４目の林道費１５節工事請負費、林業専用道豊糠線開設工

事費３４０万円の追加でございます。当初予算の工事請負費は２８００万円、

事業量延長で２３００メートルを計上してございましたけれども、昨今の積算

単価のアップ、主に砂利単価ですとか、労務賃金が大幅に上がったというとこ

ろで、当初予算での事業執行が困難になったというための追加補正となってご

ざいます。続きまして、８款１項２目災害対策費１８節備品購入費５２５万円

の追加でございます。これは国の平成２４年度補正に係る防災情報通信設備整

備事業として実施するものでございまして、住民への災害情報の伝達手段の多

様化を推進して、緊急時の情報伝達体制の強化を目的といたしまして、被災地

における複数の情報伝達手段としての携帯電話へのエリアメール自動起動装置

を導入するための経費の追加補正となってございます。地震、降雨災害等の情

報を電子メールにて、町民に提供するものでございます。これは事業費の１０

０％が補助金で充当されるものでございます。次のページでございます。９款

４項５目埋蔵文化財保護費３０７３万２千円の追加でございます。これは沙流

川総合開発事業のうち、平取ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査業務、豊

糠８遺跡、調査面積が９７４平方メートルでございます。これにつきまして室

蘭開発建設部から発掘調査の委託について依頼があったことから、それを受託

するための費用として追加補正をするものでございます。４節共済費９万９千

円、７節賃金６８万円は、発掘作業の一部であります事務補助整理作業員とし

ての臨時職員１名を採用するための経費となってございます。１１節需用費消

耗品費３６万円は一般事務消耗品、燃料費４万６千円は移動用車両の燃料費、

１２節役務費、通信運搬費４千円は電話料となってございます。委託料２９１

０万６千円の追加は、発掘作業を民間業者に委託する経費、内容といたしまし

ては調査員１名、運転手、技能作業員３名、普通作業員１６名となってござい

ますが、それに係る委託費用となってございます。１４節使用料及び賃借料４

３万７千円、これは連絡車両のリース料となってございます。これら発掘作業

に係る経費につきましては全額国である室蘭開発建設部が負担するということ

になります。次に歳入をご説明いたしますので１６ページをお開き願いたいと

思います。１４款３項４目教育費国庫委託金２節埋蔵文化財発掘調査費委託金

３０７２万９千円の追加でございます。これは今説明申し上げました、ダム建

設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査業務に充当される国からの委託金でございま

す。続いて、１５款２項４目農林水産業費道補助金５節林道費補助金３４０万

円の追加でございます。これは林業専用道豊糠線開設事業の増高する工事費に

充当される補助金、充当率は１００％となってございます。次のページ、１５
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款２項９目消防費道補助金１節災害対策費補助金５２５万円は防災情報通信機

器購入に係る経費に充当される補助金です。充当率は１００％となってござい

ます。１９款１項１目繰越金１節前年度繰越金３７７万６千円の追加です。本

補正に係る一般財源は前年度繰越金を充当してございます。次のページをお開

きください。２０款５項１目２節雑入でございます。これは雇用保険被保険者

負担金３千円でございますが、これは埋蔵文化財発掘調査の事務員の雇用保険

の個人負担金となってございます。以上議案第５号平成２５年度一般会計補正

予算第３号につきまして、ご説明申し上げましたので、ご審議のほどよろしく

お願い申し上げます。 

 

議長 説明が終わりましたので質疑を行います。６番千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

６番千葉。１９ページ、５款１項２目農業振興費についてお伺いをしておきた

いことがございます。突然農業研修生の指導謝金、いわゆるその受け入れ農家

に対しての、一定の謝金でございますけども、これが当然なくなったというこ

とは、私は当然のことながら補正を組んでいくということは、一般財源であり

ますけども、平取町の農業の振興それから発展のためには必要不可欠な予算措

置だというふうに考えておりますが、もう一つその背景に、なぜこの研修生の

受け入れ謝金がなくなったのか、これはもう我々平取町にとってどころか北海

道はやっぱり基幹産業農業でございますから、このことはやっぱり日高あるい

は北海道全域の自治体とも連携をとって、やはり復活さしていくような勢いの

ですね、議論があって当然なのかなというふうに思ってますけども、一つは来

年度以降、恒久的な予算措置として約束できるのかということと、今言った、

北海道ぐるみでですね、やはりこの農業を志す若い世代の人たちに対して、や

っぱり扉を閉ざすようなこういった措置をやっぱり、平取町あたりからも、一

つ発信してですね、全道的にですね、こういった予算は復活の必要があるとい

うふうにですね、そういった動向が必要かなと思ってますけども、この２点に

ついてご答弁を求めます。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 それでは今の質問に対してお答えしたいと思います。議員指摘のとおりですね、

これが急遽廃止になったのが今年の３月５日に農業公社のほうから、うちの担

い手育成協議会のほうに連絡が入りました。昨年まではですね、この制度自体

が平成８年から行われておりまして、平成２３年度までは１００％、先ほどま

ちづくり課長から説明あったとおりの金額が支給されてきたわけでございま

す。２４年度については２５％カット、これにつきましては、やはり北海道の

財政状況がかなり厳しいということもありまして、２５％カットということで

きていたところでございます。それまでは１人当たり年間で４８万きておりま
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したけれども、２５％カットということで３６万、１人当たりですね、という

かたちになっておりました。この道全体の金額、予算的には平成２３年度で２

０７２万円、全道でですね、の予算が組まれていたところでございます。平成

２４年度におきましては先ほど言ったとおり２５％カットということもありま

して、１７２０万円に減額されてきたところでありまして、それが今年度一挙

に０というかたちになったところでございます。一気に、もううちの町として

も、予算の編成が済んで、予算議会にかける段階になってきておりましたので

寝耳に水というような状況でございました。町独自の対策として受け入れ農家

の負担軽減ということで、先ほどまちづくり課長から説明あったとおり、１人

当たり年間３２万、４名で１２８万というような補正をあげさせてもらってい

るところでございます。指摘のとおり、これは北海道の今後の農業を発展させ

る上でも、新規参入に対する手当ということで、重要な施策の一つと町も考え

ておりますので、これを受けております道内の各市町村と連携しまして、道の

ほうに復活を要請していきたいというふうに考えておりますけれども、聞くと

ころによりますと、３月まで在籍した農務関係の担当者がですね、いきなり０

にして、そのあと異動になっていなくなったというようなかたちの話も聞いて

おりますので、そのような無責任なようなかたちのことで、市町村が影響を受

けるというのは非常に憤慨するとこでございますので、今後については関係市

町村と連携してですね、対応協議して、できる限り新年度において復活をして

いただくようなかたちでの要請をしていきたいというふうに考えておりますの

で議会の皆さんも一緒に応援していただければと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

今庄野課長申されたとおり、全く私もですね、寝耳に水というか、実際今まで

私住んでる振内地区においてもですね、受け入れ農家の指導というのは大変重

要な位置づけでございましてですね、実践的に作物別にですね新しく農業志し

ている人達にとっては、いろんな意味で知識を習得する大変大切な場でござい

ます。恒久的な４名いようが５名いようがですね、１０名いようが、やはり恒

久的な予算措置というのは私必要だなと思ってますけども、町長このことに対

してですね、町長の思いも含めてですね、やっぱり平取町、農業のこういった

部分での予算はですね、なくしていくわけにはいかないと私は思ってますけど

も、町長のこのへんについての、今後の思い入れも含めてですね、お考えを伺

っておきたいと思います。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは答弁申し上げたいと思います。ご承知のとおり、北海道については食
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糧供給基地として、大変これからも大事な役割を果たしていく矢先に、こうい

った、廃止というようなことが出てきたことについては大変遺憾に思っており

まして、これらについては、北海道の町村会でそれぞれ農業部門だとか、財政

部門だとか、それぞれの部門別に、懸案についてのそういう議論をしながら、

また、関係機関に要請する、そういう機会もございますので、そういったとこ

ろでそれぞれ町村が連携をしながら、やはりこれから大きな課題となっており

ます、農業者の高齢化に対応しながらですね、チェンジしていくためにも、こ

ういった支援をしながら、やはり強化していかなければならない大事な部分っ

ていうふうに思ってございますので、そういったかたちで復活要求するように

取り組んでまいりたいと思います。 

 

議長 ほかございますか。１番櫻井議員。 

 

１番 

櫻井議員 

２０ページの災害対策費１８節の備品購入費、防災情報通信装置購入費等の５

２５万円についてでありますが、これはまた購入後にメンテナンスあるいはソ

フト等の変更ということで起きた場合に、必ず、また費用がかかっていく、そ

ういった性格のものなのか、ご答弁いただきたいと思いますが。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 今のところメンテナンス等々のとこまでは考えておりません。この機械につき

ましては、携帯電話のエリアメールということでの備品購入費ということで今

回、国の緊急対策事業としておりますので、ドコモ、ａｕ、ソフトバンク３社

を一斉に送付できるというものをＪアラートにつけてやるということになって

おります。そのメンテナンス等、ソフト等のことまではですね、私のほうでも

ちょっと確認はしておりませんので、今ここの場でどうだっていうことはちょ

っとご答弁できない状況にありますので、ご理解願います。 

 

議長 ほかございますか、ないようですので、質疑を終了します。次に討論を行いま

す。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１０、議案第５号平成２５年度平取町一般会計

補正予算第３号は原案のとおり可決しました。 

日程第１１、議案第６号平成２５年度平取町国民健康保険特別会計補正予算第

１号を議題とします。提案理由の説明を求めます。町民課長。 
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町民課長 ２２ページをお開き願います。議案第６号平成２５年度平取町国民健康保険特

別会計補正予算第１号についてご説明いたします。歳入歳出予算の補正、第１

条、規定予算に２２８万９千円を追加し、歳入歳出合計それぞれ７億７３７３

万９千円とする。２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの

金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」によ

るものとする。歳出よりご説明いたしますので、２６ページをお開き願います。

１款１項１目１３節委託料２２８万９千円を追加補正するものでございます。

補正の理由といたしまして、平成２５年１月２９日に国民保険税に係る平成２

５年度税制改正の大綱が閣議決定されたところでございます。内容は国民健康

保険の被保険者であったものが、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行

する場合について、国民健康保険税の軽減判定所得の算定の特例を恒久化する

ものでございます。また、特定世帯に係る世帯別平等割額の最初の５年間を２

分の１に軽減する現行措置に加えまして、その後３年間４分の１に軽減する措

置を講ずるものでございます。これにつきましては、第４回の町議会臨時会に

おきまして、平取町国民健康保険税条例の一部を改正したところでございます。

今回この制度改正に伴い、システムの改修が必要となりまして、追加するもの

でございます。次、歳入をご説明いたします。２５ページを見ていただきたい

と思います。３款２項１目１節財政調整交付金２２８万９千円を追加補正する

ものでございます。歳出で説明いたしましたが、国民健康保険税の制度改正に

伴うシステム改修業務分、財政調整交付金の特別調整交付金で交付されるもの

でございます。以上、国民健康保険特別会計の補正予算を説明いたしましたの

で、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長 質疑を行います。質疑はございませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１１、議案第６号平成２５年度平取町国民健康

保険特別会計補正予算第１号は原案のとおり可決しました。 

日程第１２、報告第１号平成２４年度繰越明許費繰越計算書一般会計の報告に

ついて、説明を求めます。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

報告第１号繰越明許費繰越計算書一般会計分について報告いたします。地方自

治法施行令第１４６条第２項の規定によりまして、繰越計算書を調整し報告す

るものでございます。２８ページをご覧ください。平成２４年度予算を２５年

度に繰り越しを行い執行することとなりますが、計上した事業といたしまして
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は、まず、２款総務費１項総務管理費、過疎集落等自立再生緊急対策事業６５

０万円、５款農林水産業費１項農業費、新規就農研修生用住宅整備事業３３０

０万円、同じく、農産物加工場施設改修事業２３５０万円、７款土木費４項住

宅費、振内新団地公営住宅建設事業６３００万円、の４事業となってございま

す。すべての事業が、国の２４年度予算補正に基づく事業となってございます。

詳細な内容につきましては、予算計上時に説明をしておりますので、省略をさ

せていただきたいと存じます。事業費総額は１億２６００万円でございまして、

全額２５年度へ繰り越すこととしてございます。このうち５月３１日の出納整

理期間中までに収入になっている特定財源はなく、未収入特定財源は国道支出

金で７１９５万５千円、起債で５１５０万円となってございます。繰越一般財

源は２５４万５千円となってございます。以上、繰越明許に係る歳出予算の経

費について調整いたしましたのでご報告いたします。 

 

議長 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。以上で日程第１２、報告第１号平成２４年度繰越明許費

繰越計算書一般会計の報告についてを終わります。 

日程第１３、請願第４号平成２５年度北海道最低賃金改正等に関する請願につ

いて、 

日程第１４、請願第５号地方財政の充実・強化を求める請願について、 

日程第１５、請願第６号義務教育費国庫負担制度堅持・負担率２分の１への復

元、「３０人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など２０

１４年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた請願について、 

日程第１６、請願第７号道教委『新たな高校教育に関する指針』の見直しと地

域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める請願について、以上４件

を一括して議題とします。この４件の取り扱いにつきましては、先に開催の議

会運営委員会において協議されておりますのでその結果について議会運営委員

会委員長より報告願います。８番山田議員。 

 

８番 

山田議員 

提出されました、請願４件について、６月１４日に開催されております議会運

営委員会で協議をしました結果、以下のとおり、各常任委員会に付託して審査

することで意見の一致をみております。まず請願第４号平成２５年度北海道最

低賃金改正等に関する請願については、産業厚生常任委員会への付託、続きま

して請願第５号地方財政の充実・強化を求める請願について及び請願第６号義

務教育費国庫負担金制度堅持・負担率２分の１への復元、「３０人以下学級」の

実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など２０１４年度国家予算編成に

おける教育予算確保・拡充に向けた請願について、また、請願第７号道教委『新

たな高校教育に関する指針』の見直しと、地域や子どもの実態に応じた高校づ

くりの実現を求める請願について、以上３件については総務文教常任委員会の
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付託としておりますので、議長よりお諮り願いたいと思います。 

 

議長 お諮りします。ただいま議会運営委員会委員長より報告のありましたとおり、

請願４号については産業厚生常任委員会に、請願５号、請願６号、請願７号に

ついては総務文教常任委員会に付託し審査することにご異議ございませんか。

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、日程第１３、請願第４号は産業厚生常任委員会

に、日程第１４、請願第５号、日程第１５、請願第６号、日程第１６、請願第

７号は総務文教常任委員会に付託して審査することに決定しました。 

日程第１７、承認第１号平取町議会議員の公務出張に係る派遣承認についてを

議題とします。 

お諮りします。別紙のとおり関係議員を公務出張派遣することにご異議ござい

ませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、日程第１７、承認第１号については別紙のとお

り関係議員を公務出張派遣することに決定しました。 

お諮りします。議案第７号平成２５年度平取町一般会計補正予算第４号を日程

に追加し、追加日程第１として議題としたいと思います。ご異議ございません

か。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。したがって、議案第７号を日程に追加し、追加日程第１

として議題とすることに決定しました。 

追加日程第１、平成２５年度平取町一般会計補正予算第４号を議題とします。

提案理由の説明を求めます。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

議案第７号平成２５年度平取町一般会計補正予算第４号についてご説明を申し

上げます。第１条、歳入歳出予算の補正でございますが、既定の予算の総額に、

それぞれ１０２０万円を追加いたしまして、予算の総額を６３億９７９４万２

千円とするものでございます。２項におきましては、予算の補正における款項

の区分及び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」によることとしてございます。それでは、事項別明細の歳出からご説明

申し上げますので５ページをお開き願います。２款１項９目企画費６００万円

の追加でございます。これは平成２５年度の総務省の事業であります、地域力

創造のための起業者定住促進モデル事業として実施する事業となってございま

して、地域おこし協力隊などの地域外の人材の定住を促進しまして、地域の活

性化を図るため、外部専門家を活用したモデル的な取り組みを実施し、今後の

平取町の移住定住施策に関する問題や課題を分析して定住につながる実践的な

方策を探る事業となってございます。年度当初、総務省で事業の募集が始まっ

たということで、当該事業に応募していたという経緯がございまして、このた
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び採択となったものでございます。平取町で本制度を活用して実施する内容と

いたしましては、主に、第１次募集の地域おこし協力隊が本年度で３年目の最

終年を迎えるということから、任期終了後の定住に向けて、それぞれに努力を

しているところでございますが、任期完了後の起業等に向けた取り組みをさら

に専門的なノウハウ、経験を持ち合わせている外部専門家が実際に現地に来て

アドバイス、もしくは一緒に実践をすることで、より起業などや定住しやすい

環境を構築していくことを主たる目的として実施したいと考えているものでご

ざいます。予算内容でございますが、８節報償費３１０万円でございます。こ

れは現地指導や指導助言、資料作成費などの外部専門家への謝礼となっており

ます。９節旅費の費用弁償９０万円は外部専門家の指導のための平取町東京間

の旅費、現在のところ９往復分を組んでおりますが、それから先進地視察に係

る専門家の費用弁償となってございます。普通旅費４８万円は職員分の総務省

外部専門家との打ち合せ及び先進地視察に係る旅費となってございます。１１

節需用費、消耗品費３５万円は、これはモデル的にこの事業のなかでモニター

ツアー、エコツーリズム系のモニターツアーを予定しておりまして、それに係

る消耗品、及び一般事務に係る一般消耗品となってございます。印刷製本費１

２万円でございますが、これは、そのツアー関連、それからこの事業のなかで、

外部専門家によるシンポジウム等も計画したいと考えてございまして、それら

の資料等の印刷製本費となってございます。１３節委託料１０５万円でござい

ますが、これは今回の事業を実施する上で、外部専門家との調整ですとか、全

体的な事業のプログラムの進行等の支援業務を民間の専門シンクタンク等に委

託するための費用となってございます。これらの経費は全額、総務省の補助金

が充当されるものとなっております。次に３款１項１目社会福祉総務費２１節

貸付金４２０万円の追加でございます。これは平成２４年７月より厚生労働省

より委託を受けて、実践型地域雇用創造事業に係る雇用拡大や人材育成などの

各種事業を実施しております、平取町地域活性化協議会の運営経費のための平

取町からの貸付金となってございます。平成２５年度の協議会が、国から受け

る交付金は８人分の人件費をはじめまして、各種経費に４４５０万円交付され

ることとなってございます。昨年、２４年度は毎月の人件費や施設費の管理費

の支払いは、四半期ごとの国からの概算払いの交付金を充当してきたところで

ございます。しかし、本年度２５年度は国の予算成立が５月半ばとなりまして、

概算交付がずれ込む事態となったことから、６月分の人件費等の支払いが困難

な状況となっているということもあり、任意の団体であります協議会としても、

資金繰りとしての金融機関からの融資も困難ということから、平取町が貸付規

定を設けまして、協議会に対し運営資金の貸し付けを行うための追加補正とな

ってございます。金額の積算は当面の運営資金１月２１０万円の２月分という

ことになってございます。次に歳入をご説明いたしますので、前のページにお

戻りください。１４款２項１目総務費国庫補助金２節企画費補助金地域力創造

のための起業者定住促進モデル事業補助金６００万円の追加です。これは、外
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部専門家活用事業に充当される補助金、充当率は１００％となってございます。

続きまして、２０款４項９目１節の平取町地域活性化協議会貸付金元利収入４

２０万円は、運営資金としての協議会への貸付金の償還金ということで、歳出

と同額を計上してございます。国からの交付金の概算払いがあった時点で、償

還をしていただくということにしてございます。以上、議案第７号平成２５年

度平取町一般会計補正予算第４号につきまして、ご説明を申し上げましたので、

ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、追加日程第１、議案第７号平成２５年度平取町一般会

計補正予算第４号は原案のとおり可決しました。 

お諮りします。承認第２号閉会中の継続審査等の申し出についてを日程に追加

し、追加日程第２として議題としたいと思います。ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、承認第２号を日程に追加し、追加日程第２とし

て議題とすることに決定しました。承認案件の配布を行います。暫時休憩いた

します。 

 

（休 憩 午後 １時５５分） 

（再 開 午後 １時５７分） 

 

再開します。追加日程第２、承認第２号閉会中の継続審査等の申し出について

を議題とします。議会運営委員会委員長、各常任委員会委員長及び各特別委員

会委員長からそれぞれの委員会において所管事務調査等について、閉会中に継

続審査及び調査を実施したい旨申し出がございました。申出書はお手元に配布

したとおりでございます。 

お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中に継続審査及び調査等

を実施することにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、各委員長から申し出のとおり、閉会中に継続審

査及び調査等を実施することに決定しました。以上で議案の審議は終了いたし

ました。 

本定例会に付された事件の審議状況を報告します。議案７件で原案可決７件、
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報告１件で報告１件、請願４件で委員会付託４件、承認２件で決定２件となっ

ております。 

お諮りします。本定例会の会議に付された事件はすべて終了しました。従って、

会議規則第６条の規程により、本日で閉会したいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、本定例会は本日で閉会することに決定しました。

平成２５年第７回平取町議会定例会を閉会します。ご苦労さまでございました。 

 

  

 

（閉 会 午後 １時５８分） 
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 平成２５年第１０回平取町議会定例会 （開 会 午前 ９時３０分） 

 

議長 みなさんおはようございます。ただいまより、平成２５年第１０回平取町議会

定例会を開会します。ただちに本日の会議を開きます。本日の出席議員は１２

名で会議は成立します。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１

２２条の規定によって、９番藤澤議員と１０番平村議員を指名します。 

日程第２、会期の決定を議題とします。このことにつきましては９月１２日に

議会運営委員会を開催し、協議をしておりますので、その結果を議会運営委員

会委員長より報告願います。８番山田議員。 

 

８番 

山田議員 

本日招集されました第１０回町議会定例会の議会運営等につきましては、９月

１２日に開催されました議会運営委員会において協議し、会期については本日

９月１８日から明日９月１９日までの２日間とすることで意見の一致をみてお

りますので、議長よりお諮り願いたいと思います。 

 

議長 お諮りします。ただいま議会運営委員会委員長より報告がありましたとおり、

会期は本日から明日９月１９日までの２日間とすることにご異議ございません

か。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、会期は本日から明日９月１９日までの２日間と

決定しました。 

日程第３、諸般の報告を行います。監査委員より、平成２５年７月分の出納検

査結果報告があり、その写しをお手元に配布しておきましたので、ご了承願い

ます。次に、日高西部消防組合議会、胆振東部日高西部衛生組合議会に関する

報告があり、その写しをお手元に配布しておきましたので、ご了承願います。

次に、郵送による陳情及び閉会中の諸事業について配付資料のとおり、ご報告

いたします。以上で諸般の報告を終了します。 

日程第４、行政報告を行います。１．農作物の作況について。産業課長。 

 

産業課長 それでは農作物の作況について報告いたします。はじめに作況状況でございま

すけれども、日高農業改良普及センター日高西部支所による９月１日現在の状

況になります。水稲につきましては生育は順調に経過しており、平年対比でプ

ラス４日となっております。牧草につきましては降雨のため２番牧草の収穫が

遅れ気味でございますけれども、平年対比ではプラス１日となっております。

次にとうもろこし、サイレージ用でございますけれども、登熟は順調に進んで

おり、平年対比でプラス６日ということでございます。次にトマトの出荷状況

につきましては８月２２日現在で８７８８トン、金額では２８億７９００万円

ほどで前年対比では数量も金額も増となっており、金額では２億９４００万円
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ほどの増となっており、率でいきますと１１１．３９％となっております。次

に水稲の品種別作付面積につきましては表に書かれている状況でありますが、

きらら３９７、ほしのゆめ、ななつぼしは前年より作付面積が減っております。

ゆめぴりか、おぼろづきが面積を伸ばしている状況であります。また、きたく

りん、これはいもち病に強い品種でありますけれども、今年度、去場、長知内、

貫気別地区で１．８ヘクタール、試験的に作付けられております。これは農協

の指導により作付けということで、作付けをしておりますけれども、品種的に

熟期が遅いということで平取町に合うかどうか普及センターで検証しながら作

付ということで、反収につきましてもななつぼし並かそれ以下との見込みでご

ざいます。それをもとに次年度以降についてもまた検証をするということで作

付ける予定でございます。また８月２７日に行われました不稔調査では平取町

全体で４．２％、去場で４．７％、貫気別では３．７％と昨年より数値は下が

っております。平取町では平年で８．６％でありますので、できは非常に良い

状況でございます。最後に水稲の作柄でございますけれども、農林水産統計に

よる８月１５日現在の見込みで、北海道全体でやや良、日高管内もやや良とな

っております。以上、農作物の生育状況についての報告を終わります。 

 

議長 続きまして、平成２５年度平取町表彰者について。副町長。 

 

副町長 それでは行政報告２点目の平成２５年度平取町表彰者について、資料２により

ご報告申し上げます。平成２５年度の功労表彰者及び永年勤続表彰者の決定に

つきましては、８月２７日に開催いたしました、平取町表彰審議会におきまし

て、諮問申し上げ、当審議会より資料２の通り、被表彰者の答申を受けたとこ

ろでございますけれども、町といたしましては答申のとおり決定をいたしまし

たので、その内容についてご報告を申し上げます。それでは区分ごとに、被表

彰者の名前と功績概要について紹介を申し上げます。はじめに、１．の奨励賞

でございますが、１団体、１個人の方々を決定をしております。まず、二風谷

民芸組合様ですが本年３月８日に経済産業省より二風谷民芸組合の二風谷イタ

と二風谷アツシが伝統的工芸品に北海道で初めて、指定をされております。当

組合が沙流川流域のアイヌ工芸を現在に伝えてきた先人のアイヌ文化への誇り

と精神を受け継ぐとともに、その技術の向上にたゆまぬ努力を続けてきたこと

が、今回の指定につながっております。このことを契機に、北海道におけるア

イヌ工芸のリーダーとしてさらなるご発展を、ご期待を申し上げたいというふ

うに思います。続きまして、渡邉空知くんですが、日頃の厳しい練習の成果に

より、これまでも、平成２３年、２４年の全道及び全国大会におきまして、優

秀な成績をおさめておりますが、本年は８月に大阪市で開催されました平成２

５年度第５３回空手道糸東会全国選手権大会に小学５年男子個人形の部に出場

し見事優勝を果たし、９月に東京で開催される、世界選手権大会への出場が決

定をしております。このことは不断の努力によってつかんだ栄誉であり、多く
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の児童生徒に大きな夢と希望を与えるものであります。なお、９月１５日に開

催されました世界選手権での結果につきましては、残念ながら、３回戦で敗退

したというご報告を受けております。続きまして、２の永年勤続者でございま

すが、上段から民生児童委員、消防団員、交通安全指導員まで、総員で１２名

の方々がそれぞれの勤務年数で表彰されますが、詳細の説明は省略をさせてい

ただきます。なお、奨励賞並びに永年勤続の被表彰者につきましては、本年１

１月３日の文化の日に中央公民館におきまして表彰することとしております。

以上で平成２５年度平取町表彰者についての報告を終了させていただきます。 

 

議長 続きまして、平取町教育行政に関する報告について。教育長。 

 

教育長 それでは、平成２５年６月定例議会以降における諸般の教育行政についてご報

告を申し上げます。まず学校教育事業等についてであります。１点目、いじめ

問題に係るアンケート調査結果であります。直近の調査といたしまして、本年

６月におけるアンケート調査の結果となりますが、今年の４月からいじめられ

たことがあるかとの問いに対しまして、回答児童生徒数３９０名のうち、ある

としたものは３６件でありました。内訳といたしましては、小学校が３１件、

中学校が５件でありました。いじめの内容といたしましては、仲間外れ、無視

が１０件、暴力が１１件、いたずらが６件、悪口が１８件、その他として４件

となっております。このその他としての４件につきましては、こそこそ話、ボ

ールゲームにおいてパスしてくれない、ひやかされる、帽子を川に落そうとし

た、などとなっています。これらのいじめとするものにつきまして、６月の調

査時点においても、引き続きいじめられているとする答えにつきましては、１

４件でありました。また、いじめはどんなことがあっても許されないことだと

思いますかとの問いに対し、思わないとするものが１２件、わからないとする

ものが３６件ありました。教育委員会といたしまして、いじめは許される行為

だと受けとめている児童生徒が１２件、わからないとするものが３６件あるこ

とについて重く受けとめているところであり、これまでも学校長に対し、その

児童生徒への指導の徹底を求めてきているところでありますが、今後において

も十分配意してまいりたいと考えております。なおいじめがあったとする事案

のうち、学校としていじめを認知しているものにつきましては、１件でありま

す。小学校においての認知事案となりますが、その態様としては、ひやかしや

からかい、悪口や嫌なことを言われるということになっています。この事案に

おいていじめる児童及びいじめられた児童への対応、そして保護者との連携等

につきましては、それぞれ教職員が児童からの状況にかかわる聞き取りを行い、

指導の徹底を図るとともに、併せて保護者へは学校における対応方法等につい

て伝達しているものとなっています。学校といたしましては事案が拡大するこ

となく、速やかに対応を図ることにおいて、現状におきましては、問題そのも

のは解消しているものとなっております。続いて、２点目の夏季休業中におけ
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る児童生徒及び学校状況についてであります。町内各小中学校におきましては

７月２５日をはじめといたしまして、８月２０日までにおいて、それぞれ２５

日間の夏季休業となりましたが、この間各学校における児童生徒におきまして

は、事故、事件等はなく、２学期始業式において元気に登校したところであり

ます。学校施設整備につきましては、振内中学校軒天改修工事を実施いたしま

したが、当初計画のとおり、２学期始業式前に無事完了することができました。

また、夏休み期間中において、教育委員会社会教育及び社会体育における児童

生徒を対象とした自然体験学習事業等を展開するなかで、心身の育成等に努め

たところであります。特に小学校５年生を対象とした野外キャンプにおいては、

ニセウエコランドを主会場として、フットパスなどさまざまな自然体験をする

とともに、最終日には、二風谷ダム湖においてＥボートに乗船したところであ

ります。今後とも平取町の自然を再確認するための体験学習について充実させ

てまいりたいと考えております。また、児童生徒の転校といたしまして、２世

帯３名が町外転校となり、併せて小学校での特別支援学級として開設しており

ました１学級が併設となったところであります。このことにおいて、１名の教

員が退職異動となっております。続いて３点目の平取町教育研究協議会再開に

係る活動状況についてであります。このことにつきましては、この３月定例議

会における教育行政執行方針並びに予算審査特別委員会においてご説明申し上

げたところでありますが、これまで活動が停止しておりました教研協について、

本年３月２５日に再開に当たりましての総会研修会が開催され、以降今日まで、

町内小中学校７校の教職員９０名全員が会員となるなかで、研修研究事業が展

開されているものとなっております。本年度においては、研究テーマを、一人

一人を伸ばす学習指導法の研究、わかりやすい指導を通して子どもの学力を高

めるにはどうしたら良いかといたしまして、この９月３日には、第１次教育研

究集会を開催し、授業公開、教科別部会、そして課題別部会がそれぞれ行われ

たところであります。今後におきましても第２次の研修集会等をはじめとした

取り組みが計画されており、教職員の自主的創造的な研究活動を通じて、資質

の向上並びに積極的な教育活動に教育委員会といたしましても、期待をすると

ともに、支援をしてまいりたいと考えております。続いて、４点目の平取高等

学校振興支援協議会の設立及び協議状況であります。このことにつきましても

３月及び６月の定例議会においてその経緯等についてご報告申し上げておりま

すが、平取高等学校の生徒確保及び振興支援対策等を検討する新たな組織につ

いて、これまでの平取高校の未来を創る会を発展的に解消するなかで、７月１

６日正式に組織を立ち上げたところであります。本組織にありましては町議会

をはじめ、商工会、森林組合、建設協会、福祉団体及び学校関係者など、総数

２８名による協議会構成といたしました。これまでにおけます協議会活動とい

たしましては、協議会内に二つの小委員会を設置し、それぞれ生徒確保対策、

支援対策にかかわる協議を２回開催するとともに、役員会及び協議会総会につ

きましても、おのおの２回開催してきております。これまでの検討におきまし
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ては、生徒確保等にかかわる、具体的な施策提案までには至っていない状況で

ありますが、鋭意、協議のもとに具体的な試案策案をまとめてまいりたいと考

えております。なお現在、この支援策にかかわります検討をしていく上での参

考資料とすべく、アンケート調査を協議会において実施することといたしたと

ころであります。このアンケート調査につきましては、平取高等学校に関する

ものといたしまして、調査対象については町内中学校生徒及びその保護者、そ

して平取高等学校生徒及びその保護者といたしております。調査項目といたし

ましては、中学生に対しましては、高校を選択する上での理由、平取高等学校

へ入学したいと思うか思わないかなどとしており、平取高校生に対しましては、

平取高校等学校に進学した理由、進学してよかった点、そして改善してほしい

点等についてたずねるものであります。次に中学校、高等学校の保護者につい

ては、平取町として高校及び保護者、生徒等に対する支援策の可否、必要とす

るならばどのような支援策を求めるかなどとなっております。本協議会といた

しましては、改めてアンケート調査結果を分析するなかで、学校、保護者、生

徒それぞれにおいて必要とする振興支援策について協議を行い、生徒確保への

道筋を立てるとともに、町施策へ反映できるよう努めてまいりたいと考えてお

ります。なお、振興支援策がまとまり次第、町議会に対しましてもご協議申し

上げてまいりますので、何とぞよろしくお願いをいたしたいと思います。次に

５点目のふるさと親子留学世帯状況についてであります。本年３月末までにお

いて、留学世帯１０世帯中５世帯が転出となり、留学児童生徒数は４月の段階

で５世帯８名となっておりました。６月に入り、新たに札幌市からの転入世帯

があり、２名の児童が増えたところでありますが、８月において１世帯２名が

転出となりましたことから、現在における留学児童生徒数は、４月の段階同様

５世帯８名であります。なお、この９月に入り、留学における視察もあります

ことから、今後において、世帯増も見込まれるところであります。続きまして

北海道中学校体育大会出場結果についてであります。本年度における中体連全

道大会につきましては、７月２９日の陸上競技を皮切りに、８月４日までの間

において、全道各地において開催されたところであります。町内２中学校から

の全道大会への出場につきましては、７競技合わせて３１名となっております。

平取中学校からは、陸上女子砲丸投げ、剣道男子団体、男女個人、女子バスケ

ットボール、卓球女子個人、バドミントン男女個人、柔道男子個人の計２９名、

振内中学校からは、ソフトテニス女子個人２名がそれぞれ参加をいたしました。

各競技ともに善戦をいたしましたが、本年度においては全国大会への出場権を

得る選手はおりませんでした。続いて、学校教育事業最後の外国語指導助手Ａ

ＬＴの変更についてであります。平成２３年８月にＡＬＴとして来日し、小中

学校において指導にあたっておりました、コール・クリボスキでありますが、

契約期間満了といたしまして、７月末をもってアメリカへ帰国をいたしました

が、後任といたしまして、十勝管内豊頃町において同じく外国語指導助手とし

て勤務しておりました者が、８月２日に着任したところであります。氏名はデ
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イナ・ドットソン。女性で年齢は２９歳となっております。大変、性格的に明

るく、子どもたちそして教員とのコミュニケーションが十分保たれており、英

語の学力向上に努めていただけるものと期待をいたしておるところでありま

す。続いて、社会教育事業等における平取町民大学の開設及び運営状況につい

てであります。このことにつきましても、６月定例議会においてその概要等に

ついてご報告申し上げたところでありますが、当初予定の学生３０名に対し、

現在は４４名の方々の入学をいただき、７月７日開校式以来、これまで２回の

講座を開催し、学生はもとより、各講座における特別聴講生を募集するなかで、

多くの町民に参加をいただいているものとなっております。本年度は、このあ

と８回の講座を計画しておりますが、今月におきましては、２０日金曜日とな

りますが、第３回目の講座といたしまして、腰痛治療の第一人者であります釧

路労災病院脳神経外科部長からの講演をいただくこととなっておりますので、

多くの町民にご聴講いただければと思っております。また、併せまして、町民

大学への入学を随時受け付けておりますので、重ねてよろしくお願いをいたし

ます。次に文化財関係といたしまして、二風谷アイヌ文化博物館収蔵品包み込

み燻蒸業務の実施についてであります。このことにつきましても本年３月定例

議会における行政報告にて、アイヌ生活用具コレクションのキクイムシによる

虫食い穴が生じ、文化庁に対し棄損報告を行うとともに、その対処方法等につ

きまして、ご説明を申し上げたところでありますが、このたび処理業務が完了

いたしましたので改めてご報告申し上げさせていただきます。二風谷アイヌ文

化博物館及び収蔵庫に保管をしております、重要有形民族文化財であります二

風谷及び周辺地域のアイヌ生活用具コレクション、９１９点のうち５１点につ

いて、棄損が生じたことにより、この６月には北海道開拓記念館による処理業

務において１９点、及び８月においては残りの３２点について燻蒸処理が施さ

れたところであります。この８月における処理といたしましては併せて他の博

物館資料につきましても、一部実施したところであります。以上本年６月定例

議会以降におけます諸般の教育行政報告とさせていただきます。 

 

議長 以上で行政報告を終了します。 

日程第５、一般質問を行います。各議員からの質問事項はお手元に配布したと

おりであります。この順序により指名します。６番千葉議員を指名します。６

番千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

６番千葉。本日は、びらとり温泉の運営方針全般について、３ないしは４項目

について、一般質問をしたいと思います。既に通告してあるとおりでございま

すけども、その趣旨をちょっと冒頭に説明いたします。まず一つは来年のオー

プンに向けてですね、限られた、残された時間が６か月ないしは７か月ぐらい

かなというふうに思ってますけども、その間に準備することがたくさん我々町

の中で出てくると思いますが、まず１番目に指定管理の継続を予定しているア
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ンビックス社との契約内容、あるいは協定書の中身ですねいわゆる。今後議会

とはどのように進めていくのかなということが１点。それから、発注前には当

然のことながら我々も図面でしか確認していない部分、それがだんだん工事が

進捗することによって、協議が必要となってくる部分も出てくるのかな、それ

に関わる、各種協議についてどのように今後進めていくのかなということが２

点目です。３点目には、ちょっと発注前にもいろいろと地元の業者、指定管理

受けてるアンビックスとの間にもうちょっとトラブルというか問題点、課題が

多かったような気がしますけども、物品の購入、あるいはその他の仕入等の流

通についてですね、いわゆる地元との話し合い、今後どのように進めていくの

か、行政側の考えを聞きたいということです。４点目は、これは新しい施設に

なって、地元においても平取高校はじめ新卒の方はじめ、既存の町民の方でも、

できれば、雇用をしていただけるならという意欲を持った方もおりますので、

雇用の募集人員とか、雇用の条件、どのようになっていくのか、採用計画等に

ついても伺っていきたいと思います。それでですね一問一答方式でございます

ので、まず最初に、１番最初に申し上げました指定管理の継続を予定している

アンビックス社との契約協定書の内容、協議は今後議会と、どのように進めて

いこうとしているのか、まずその部分から伺いたいと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 それでは質問にお答えいたします。平成２６年４月オープン予定をしておりま

す新しいびらとり温泉につきましては、アンビックス社に指定管理を予定して

いるところでございます。それを前提としまして、今年度、平成２５年度につ

きましては、１年間、現在の施設での指定管理を行い、新施設についてはアン

ビックス社のノウハウを取り入れた施設として実施設計し、現在工事に取りか

かっているところでございます。それをもとに平成２６年度からの新施設の指

定管理者の決定につきましては、今年の１２月議会を予定しているところでご

ざいます。スケジュールとしましては今後アンビックス社との指定管理の協定

書、仕様書のたたき台を作成いたしまして、それを担当常任委員会、産業厚生

常任委員会への説明協議を行っていきたいというふうに考えます。そのあとま

たアンビックス社と協議をしまして協定書、仕様書の案を作成いたしまして、

議会全員協議会での協議をしていただきたいというふうに考えているところで

ございます。１２月議会での指定管理者の指定の承認を得てから協定を締結す

るというスケジュールを予定しているところでございます。常任委員会、全員

協議会との協議スケジュールにつきましては、議会事務局と調整を図りながら

行っていく予定でありますので、よろしくお願いしたいと思っております。以

上です。 

 

議長 千葉議員。 
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６番 

千葉議員 

今、今後のスケジュールっていうか予定含めて伺い、答弁いただきました。私

はこのびらとり温泉のリニューアルというか、特に宿泊施設が併設になるとい

うことが大きく変わるわけでございますけども、この運営については、やはり

この協定書の中身、いままでのやつも私じっくり自宅でもちょっと見て、改め

て見てみましたけども、相当変えていかなくちゃいけない部分がでてくるのか

なというふうに思ってます。そこで、まずは、課長の今答弁にあったとおり、

所管である産業厚生の常任委員会にですね、諮っていただくわけですけども、

特にですね、協定書からいきましたら目的から始まって、ずっとあって、業務

実施条件、それから年度の業務計画、それからもう第５章には指定管理料及び

利用料金ということでございます。それから、施設の維持管理に関すること、

これも相当やっぱり今までとは条件かわってくるのかなというふうに思ってお

りますけども、先ほど冒頭に申し上げたとおり、もう残されている時間が、特

に１２月の定例に諮るとなれば、オープンに向けてという部分ももう３か月な

いしは４か月弱しかないなかで、進めていくということで、私はやっぱり心配

しているのは、寸前になってどたばた劇がおきないようにというか問題点があ

る程度時間をかけながら、じっくりと取り組んでいくということがですね、私

はびらとり温泉のオープンに向けてはもうとっても大事なことかなというふう

に思ってますので、これはぜひ今定例会終了したあとですね、その日程を改め

て明らかにしていただいてですね、協議をしていきたいなというふうに思って

ます。そこでですね、やはり大事な、協定書の中身ということで実は町民も相

当いままでベルックスに代わって、いわゆる仮免許みたいな感じでですね、い

まの温泉施設古い施設運営していただいているわけですけども、さまざまやっ

ぱりそのなかで、施設の利用に対してですね、いろんな問題も出てきているこ

とですし、その辺もですね、やはり我々議員も、各町民の代表できてるわけで

すから、そういった町民の意見も反映していただけるような話し合い協議、あ

るいはその行政側としても、この部分は外せないよという、改めての項目もや

っぱり生まれてこようかなと思ってますけども、その辺のことについてのお考

え、進め方についてもう一度伺いたいと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えしたいと思います。指定管理の協定書、仕様書につきましては、うちの

町につきましては初めて宿泊施設が伴うということもありまして、既に宿泊施

設を伴って営業しております他町の施設の指定管理の協定書、仕様書を参考に

しながら、つくり上げていきたいというふうに考えております。千葉議員指摘

のとおりですね、日程的に１２月議会ということになりますと、あと残り３か

月ほどということになりますので、そのなかでスピード感をもって協定書、仕

様書については、たたき台を作っていきたいというふうに考えているところで
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ございます。うち独自のというお話もございましたので、ここだけはという部

分については、アンビックス社との事前の話し合いのなかで、指定管理料は要

らない、自分たちでやっていくというお話でございますので、また施設を使っ

ている使用料について、逆に払っていただける、ほかの施設についてはそうい

うようなかたちでやっているということでございますので、その辺も詰めてい

きながら何年間にわたってそういう収入があるようなかたちでのものを結んで

いきたいというふうに考えております。またほかの町の指定管理の協定書を見

ましても、一般的な部分しかちょっとでていないわけでございまして、中身の

細かい取り決めですね、宿泊料金についてだとかあと細かいことでいうと食事

のメニューですとか、また入る際の高齢者に対する割引ですとかそういう部分

も出てきますので、その辺もあわせて早い段階で協議をしながら、議会のみな

さんのほうにもお示しをして、指示をして、意見をいただいて決めていきたい

というふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。日程等

については、先ほど申しましたとおり、議会事務局と日程を協議しながら、早

い段階で決めていきたいと思っておりますのでよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

そうですね、１２月の定例という先ほどご答弁にもありましたとおり、本当に

限られてる時間になってきてるのかなと思ってますので、その辺は、我々、所

管である、常任委員会もですね時間惜しまずですね、伺いながら、あるいはそ

の協議をすることがあれば、協議において、あるいは全議員として、改めてそ

の協議としてもっていかなければならない部分とか、やはり段階を踏まえてい

くということがとても大事だなと思ってますので、その辺のことは、ひとつ今

後のですね、日程、余裕をもって話し合いができる日程を組んでいただけるよ

うに希望したいと思います。それで次の項目にいきたいと思いますけども、既

に工事が発注になりまして、私も現場２回ほど見てきまして、ちょうど最初見

たときは周りフェンスというかネットを張ってですね、ちょうど機械が入って

掘削運搬しているのが頻繁に行われていた時期でありますけども、先ほど言っ

たとおり当然のことながら、理事者側も図面しかまだ見ていない部分、図面で

は立面図、それから平面これが中心でございますけども、一つ一つやっぱりで

き上がってきた段階でですね、やっぱり確認をしながら、建設水道課のほうで

進めていくと思うんですけども、そのなかで、やはり特に使用する施設、町民

として、この部分はちょっと変更したほうがいいんじゃないかなと、この部分

がお年寄りとかあるいは障害者にも配慮されてる設計なのかなっていう、大き

な部分にやっぱり僕はぶち当たるのかなというふうに思ってますんで、その辺

のことも含めて、あまり例えば照明の位置がどうのこうのとか、内装の色がど

うとかそんなことではないんですね、私が言っているのは。そうじゃなくて、
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やはり、町民があるいは道内外から来るだろうお客さんを想定したですね、大

きなその機能面、それからデザイン、このことやっぱり確認していく必要が私

はあるのかなと思ってますんで、愛される、びらとり温泉の施設であるべき姿

は何なのかということをですね、常に頭に置きながら、私は、我々議員もです

ね、一つ一つ、今後の議会に対する工事の進捗状況の報告とかですね、建設に

かかわる各協議項目について、どのように進めていこうとしてるのか、これは

多分答弁建設水道課長のほうになると思うんですけども、その辺について考え

方を求めたいと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 それでは温泉宿泊施設につきまして、身障者や高齢者に対しての機能面では施

設内外で、極力段差をなくしたバリアフリーとしたり、浴室についても、穏や

かな傾斜を付けた段差のないものとしているところでございます。また宿泊棟

にある家族風呂につきましては、身障者の方でも、車いすでも介助をつけなが

ら入ることができるような設備に設計されているところでございます。びらと

り温泉につきましては実施設計に基づいて工事入札も済んでおり、現在工事が

進んでいる状況でございます。産業厚生常任委員会開催時にはびらとり温泉改

築工事の進捗状況について報告を今後もしていく予定でございます。また設計

変更が生じた場合につきましては担当の常任委員会また内容によっては全員協

議会で速やかに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。変更

内容によっては事前に議員の皆さんの意見を求めていくことも考えておりま

す。なお、設計変更により請負金額等に増減が生じた場合につきましては当然、

工事請負契約の変更についてということで議会の議決を得て行うというような

かたちになってきます。軽微なものの修正につきましては今後も可能と考えて

おりますので、要望がありましたら、今後議会の実施設計の詳細な説明をして

もらいたいという意見がございましたら、そういう場を設けて説明をしていき

たいというふうに考えております。要望によりまして協議をしながら取り入れ

ることが可能なものについて確認をしていきたいというふうに考えております

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

わかりました。今の説明で大体概略、私も理解をしたところでございますけど

も。いま現在ですね、発注になってから、仕事の動きというのはまだ目に見え

た動きはないのですが、産業厚生の常任委員会のなかでも現地を視察しながら、

事務調査というかたちもですね、途中２回ないしは３回ぐらい求めていくよう

なかたちをとりたいと思いますので、そのときにですね、日を追って改めてま

たいろんな問題点とか、そうしたものについては、報告を受け、ないしは協議
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が必要な場合は協議事項としてですね、取り上げていただきたいなというふう

に思っております。それで一つ、今の工事の関係で伺っていきたいんですけど

も、みなさま方も新聞とかでご承知の通り各自治体でいろんな施設発注しても、

なかなか今の建設需要が多くなったこととそれから東日本大震災の関係で相

当、技術屋さんとか、職人さんが流れていること、その部分で、かなり私は工

期大丈夫なのかなと、いわゆる契約工期のなかで、本当に完成できるのかなと

いう部分、本当にあの私個人的にも心配をしておりますが、いま現在、発注さ

れたＪＶの業者さんとはですね、その辺の話し合いの中身どのようになってる

のか伺いたいと思います。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

はい、それでは今のご質問にお答えしたいと思います。工事入札をしまして、

発注してからですね、毎週１回木曜日、工程会議ということで、発注者側と受

注者側とそれから関連する下請業者と、ということで週１回工程会議をやって

進めてきております。単年度事業ですので、契約のとおり、工期は３月３０日

ということで進んでおります。実際工期については３月３０日で本当に完成す

るのかということも、懸念としてはありますけども、そういう契約内容ですの

で、ぜひお願いしたいことで実は進んでいるわけでございます。先ほど千葉委

員言われましたとおり全国的に建設資材の不足、あるいは鉄筋工だとか、型枠

工だとか、そういう技術者の不足というのは大きな問題になっております。東

日本大震災の関係につきましても、公共事業については執行率は３６％という

今日の経済新聞にでておりましたけど、そのような状況でございます。そのな

かでもうちの受注者側との協議のなかでは、全国的にはそういう状況にあるけ

れども、基本的には工期を守って、何とか完成させたいということで、努力も

されておりますので、そこは信頼して、お願いするしかないかなというふうに

思っているところでございます。設計変更については面積変更の設計変更とい

うことは当然あり得ませんけれども、ただ資材につきましては鉄骨関係につき

ましては、１０月１日からトンあたり３千円、４％の値上げがされるだろうと

見込まれております。それからセメントにつきましても、１０月１日からトン

あたり１千円、約９％値上がりするということも見込まれておりますので、そ

ういう意味で事業費的には、３月になってみないとわかりませんけれども、そ

ういう何か、過不足が生じるってこともあり得るのかなという懸念はあります

けれども、契約どおり今のところ順調に進んでいくということでお願いをして

いるところでございます。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 週１回工程会議ということでいままでの工事とはちょっと違ったかたちで結構
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千葉議員 詳細に詰めてくれてるのかなと思ってちょっと安心しましたけども、今ちょっ

と最後のちょっと話題にというかご答弁ありました、資材のことですね、それ

から私は労務費の単価もですね、我々が去年から話し合われてた単価とはだい

ぶ異なってきているのかなというふうに思ってます。今代表的なものとして鉄

骨だとかセメント、コンクリートの関係とかも、申し上げられましたけども、

その辺の対応ですね、やはり請け負って施行して完成するまで、当然工程管理

含めてですね、あるわけですけども、やはりこの資材の高騰部分というのはこ

れはやっぱり避けて通れない部分というのが施工業者に私はあると思いますの

でそれと職人を集める場合も、例えば、もしかしたら道外から連れてくる可能

性もあるわけですね。そんなことから、結構割高になっていく。これはもう請

負い業者の責任のなかで果たさなくちゃいけないものもたくさんあろうかなと

思いますけども、やはり施行してる業者にしてみたら、この単価ではちょっと

難しいよという部分がやっぱり出てくる可能性が僕十二分に考えられると思っ

てますので、その辺の対応をですね、例えば増額になる部分もやっぱり詳細を

きちっと見ながらですね、その辺はやはり業者の請負業者あるいはその資材を

提供する業者の動向推移を見ながらですね、タイミングを図って私は進めても

らいたい。せっかくやってもらったけども、逆に業者も大赤字とこんなことに

はぜひなってもらいたくないと思ってますんで、その辺の対応については、今

後どのように考えているのか、もう一度お伺いしたいと思います。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

はい、まず労務費の単価の関係でございますが、ご承知のとおり、温泉の補正

予算、４億数千万、５億近い補正行ったわけですけども、そのときにもご説明

しておりましたとおり、当初予算３月時点の予算からみますと、労務賃金が上

がっているということで、総額で４億数千万円補正したときに、そのうち労務

賃金の単価アップが１億数千万だという説明した記憶がございます。そういう

ことで、労務単価についても、いま資材１０月１日から上がりますけれども、

労務単価についても、上がるということは十分懸念されております。どれだけ

上がるかっていうのはまだはっきり単価でておりませんので、いくらとは言え

ませんけども、そういう状況にあることは事実でございます。それで、工事完

成したときに、議員さん心配されてるのは、事業的に契約額を上回って、結果

的に赤字になったということであれば、それは大きな問題でないかということ

なんですけれども、実は工事受注契約したあとに受注業者と町、発注者とです

ね、いろんな協議したなかで要するにＶＥ、仕様の内容について協議をした結

果、例えばメーカーは問わないよというものが仕様書のなかにいっぱいござい

ます。その分については、受注者側のほうでそういうふうに同等のものであれ

ばよろしいということの見直しした時点、かなり数千万ほど、事業費が見直さ

れるというのが実は数字的に出ております。そういう意味で人件費が高騰した
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としてもある程度その分、ＶＥで下がった分、補えるかなということで、総体

的には結果的には事業費を上回るということはないかなというふうにいまのと

ころ考えております。いずれにしても推移をちょっとみなければ、いま段階で

どうなるというのは申し上げられませんけど、そういうことになっております。

それから、工事につきましては、いま現在、５社の下請企業が入っております。

５社の下請け企業につきましては、１社が千歳ですけども残り４社は苫小牧で

ございます。そういうことで、労務者につきましては、基本的には平取町民と

いうことはないですけども、北海道内の労務者ということで、調達できてると

いうことでお聞きしておりますのでご報告申し上げておきたいと思います。以

上でございます。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

わかりました。どうか今申されたことですね、しっかりと守っていただいて、

いい工事に完成させてあげてほしいというふうに願っております。それでは三

つ目のほうにちょっと移りたいと思いますけども、これは先ほども一般質問始

まって冒頭に申し上げた、物品の関係、特に地元との関係がちょっと、工事の

発注前からちょっとぎくしゃくしてた部分、いわゆるそのいまの施設にかわっ

てですね、アンビックスに代わってから、地元とのやりとり、特に物品の流通

の関係含めてですね、ちょっと問題点というか、課題が残されたままになって

るのかなと思ってますけども、そのあと産業課長のほうからいまこういうふう

に是正された部分とか、今後の課題として検討していくよという部分というの

も示されたわけでございますけども、やはり、こういった施設ができるという

ことに対してやっぱり地元業者やっぱり基本的には大事にしていただきたいと

いうのが、私の願いでもあります。特に決済、品物オーダーを受けてそれをお

届けして、売っていただいて、それを回収すると、一連のいわゆる商売、商い

の仕組みというのは当然のことながら、いままでどおりでいいのかなっていう、

地元の業者の私は意見だと思ってるんですけども、やはりそのなかに電子決済

とかですね、あるいは単価の問題、それから、回収するべき例えば通常でした

らやっぱりその月に売っていただいた、届けていただいた翌月回収というのが

だいたいは、いままでの地元の商売のやり方かなというふうに思ってますけど

も、例えば電子決済によってかなり支払いサイトが後回しになるなあっていう

心配も生まれておりますけども、この辺の地元のですね、関係する、商工会も

当然関係してくるわけですけども、関係改善に向けて、あるいはその話し合い

というのは、いま現在アンビックスのほうとはだいぶ話詰めているのかな、ど

うなのかなということと、行政としてのやっぱり考え方もちょっと伺っておき

たいなと思っております。 

 

議長 産業課長。 
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産業課長 それではお答えしたいと思います。新施設における備品等の購入、新しい施設

の備品ですけれども、それについては当然地元を通しての購入というふうにな

りますので町が主体になって新しい施設の備品等については納入の事務を今後

進めていく、議員言われてるとおり時間的にもあまりないということでスピー

ド感をもって進めていきたいということで地元を当然通して進めていくという

ようなことでございます。またオープン後の物品の購入や流通等につきまして

心配をされているところでございます。みなさん議会のほうも知ってのとおり、

今年４月からアンビックス社がいまの施設で指定管理を始めまして、いままで

の業者さんとちょっとやり方が違ってきた部分があってかなり戸惑ったり行き

違いがあったりということがございました。そういうこともありまして、町商

工会が間に入りまして話し合いをして、議員指摘の通り支払いの部分について

は２か月と最初なっていた部分については、店によっては１か月でということ

もこれは先の全員協議会のときに報告させていただいておりますけども、そう

いうこともアンビックス社できるというような回答を得ております。また発注

のシステムにつきましてもネットを使って行うというようなかたちでございま

したけれども、取り扱いの金額の少ない商店についてはそれでなくて、伝票、

アンビックス社の伝票を使って仕入れ等を行うというのが可能というような話

もお互いの話し合いのなかで出ておりますので、かなり改善されてきている部

分かなというふうに思っております。仕入れの金額については今後また新しい

施設になったときに指定管理業者の責任においてされるようなかたちになりま

すけれども、今年はじめのようなトラブル、行き違いについてはアンビックス

社が２年目となることから、そんなにはないんじゃないかというふうに考えて

おりますけれども、町のほうも、広く、地元の業者の声を聞きながら、調整で

きる部分につきましては、協議の場をもっていきたいと思ってます。当然、協

議の場をもつようなかたちでというふうに考えておりますのでよろしくお願い

したいと思っております。また取り扱いの金額についても現在の部分からみま

すと、今度宿泊施設も伴っているということで、金額的にもかなり多くの金額

が取引されるようなかたちになるんじゃないかということでアンビックス社長

のほうも、その辺もきちっとみといてくださいというのは、話をしておりまし

たので、今年はじめのようなトラブルはないんじゃないかと考えております。

また施設についてはびらとり温泉につきましては平取町のランドマーク的な施

設、目印ですとか象徴的な施設になりますことからなかで取り扱うものについ

ても地場産品を中心にするですとか、工芸品につきましてももちろん地元のも

のを売っていただく、農産物についても、食材についてももちろん地元のもの

を使っていただくというふうに考えておりますし、当然そういうかたちになる

というふうに考えておりますし、アンビックス社のほうも指定管理をするに当

たってですね、そういう地場産品、平取町の農産物を売りにしながら、ＰＲを

していきたいというような考えでございますので、そういう確認をしておりま
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すので、そのような方向で運営をしていただけるというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

そうですね、今課長申されたとおり、ぜひ私もできる限りですね、地元にとっ

て、あるいはそのアンビックス社にとってもですね、いいかたちで推移してい

ただきたいなというふうに思ってますけども、やはり宿泊施設が伴うという話

のなかで、例えば、燃料の関係とか、いわゆる物販でない部分も相当私は取引

があるのかなというふうに思ってますけども、小額な取引から結構金額的に大

きく動く取引からあると思うんですけども、その辺もですね、やはりどのよう

に考えているのかなって私は推測でしか今のところわからない部分もあります

けども、１００％地元ということには私はならないと思いますけども、私は少

なくとも９０％以上はですね、できれば１００％に近いほうがいいんですけど

も、地元のものを農産物も含めてですね、例えば、提供されるレストランでの

お米からはじまって、あるいはみそ汁の具材ぐらいまで、そのぐらいのことも

配慮されたなかでですね、やっぱり地元の農業、我々の基幹産業農業でござい

ますので、そういった人たちも活かされるような、取引にあっていただきたい。

だから農協も関係してくることだことだろうし、今言われました商工会の関係

もあろうかなというふうに思いますけども、それともう一つはそのなかで、や

はりいろんな始まってみないとわからない部分というのも私出てくると思いま

すんでね。オープンしたあとに、いや地元のほうからこういった問題課題が出

てるよという部分、これはやはり議会としても放置できませんので、その辺に

ついての話し合い協議にはやっぱり、きっちりっと応じていただけるのかな、

その部分についての定期的なオープンした後のですね、アンビックス社との考

え方、あるいは意見交換を含めてですね私は必要だと思ってますけどもその辺

の設置に関しては、改めていままでのベルックスとは違った意味で意見を集約

してですね、町民の意見とかも反映させるような場面というのは考えておられ

るかどうか、その辺伺っておきたいと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えしたいと思います。今年度４月からアンビックス社が入ってきた際にい

ろいろなトラブルがあってですね、地元の業者さんのほうからの苦情等があっ

て商工会を通して町のほうが立ち会ってアンビックス社と話し合いをしたいと

いうようなかたちで話し合いを何回かしているような状況でございますので、

２６年４月以降の、新施設になった場合についても先ほど言った指定管理の協

定書、仕様書のなかでは出てこない部分ではございますけれども、そのなかの

話し合いのなかで定期的にそういう部分の話し合いを指定管理の業者さんとも
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ちながら、進めていきたいというふうに交渉していきたいというふうに考えて

おります。以前の業者さんと、町のほう、全然連携がとれていなかったわけで

はありませんけれども、実際にこういうやり方をやっていたのかという部分が

あとから明らかになったりして、それはちょっとまずいんじゃないかとかそう

いう部分が出てきたりもしてましたので、そういうことがないようなかたちで、

町としてもどのようなかたちで行っているかっていうのを把握しながら進めて

いきたいと思っておりますし、その状況につきましては、随時、定期的に議会

のみなさんとも協議をしながら、いきたいというふうに考えておりますのでよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

今ご答弁いただいたとおり私もぜひ、そのように、定期的なですね、話し合い

をもたれて今後は推移していくのがいいのかなと思ってますのでどうかよろし

くお願いしたいなというふうに思っております。まだまだ細かいことをあげれ

ばきりないぐらい、やっぱり問題点私はもってると思いますので、その辺のこ

とをやっぱり真摯にやっぱり受けとめてですね、改善していく方向でぜひ進ん

でいってもらいたいというふうに思ってます。それから、次の４点目にちょっ

と雇用の関係でございますけども、移りたいと思っております。びらとり温泉

の新施設完成に向けて、やはり地元のですね、雇用も相当期待している人たち

もおられると思います。これは、一方通行にはならない、いわゆるその指定管

理を受けるアンビックス社の考え方、いわゆる運営方針というのも反映させな

くちゃいけないということでありますけども、やはり知りたがっているのは、

どのような職種があって、採用の時期はいつなのか。それと募集人員はどのぐ

らい募集してくれるのかな、それから、雇用条件、例えば、大事なお給料含め

てですね、社会保険はどんな塩梅なってるのかなとかっていう部分、特に来年

卒業控えている平取高校の新卒者のなかにおいてもですね、もし地元で、雇用

できるなら残りたいと、残って平取町で頑張りたいという生徒もおられますか

ら、その辺の情報提供、これはもうやっぱりスムーズにやっぱり提供されるべ

きだなと思ってますけども、どうもこう聞き伝えでしかですね、多分こうでな

いの、ああでないのって話しかいまの段階では聞こえてきませんけども、その

辺はアンビックス社との考え方含めてですね、今後のびらとり温泉の採用計画

についてご答弁を求めたいと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えしたいと思います。びらとり温泉の平成２６年度からの職員体制につき

ましては、指定管理を予定しているアンビックス社の計画では、２５名から３

０名程度の人員で運営をしていきたいというふうに聞いております。そのうち
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８時間勤務につきましては１２名から１５名ほど、短時間勤務パートの職員に

ついては残りの人員との計画というふうに聞いているところでございます。ま

た新規学卒者につきましてはそのうち２名から４名ほどを予定しているという

ことで、９月の上旬に平取高校のほうに募集の手続きを進めているというよう

なことでございます。オープン後につきましては不足が出た場合に随時採用し

ていく予定であるというふうに聞いております、当然でございますけれども。

また新規採用者につきましては平成２６年度以降少なくとも毎年１名程度、１

名から２名程度は募集していきたいということでございまして、これにつきま

しては、他のアンビックス社の施設、新ひだか三石地区の蔵三についても、や

はりそういうようなかたちで募集をしてるということでございますので、うち

の施設についてもそのようなかたちで進めていく計画というふうに聞いてござ

います。アンビックス社はそのような採用形態になっているところでございま

して、現在、いまのびらとり温泉の職員については１４名で運営をしていると

いうことでございまして、当初は休みなしで無休でいきたいということを議会

のみなさんにも説明したところでございますけれども、３月の中旬に指定管理

が決まったということで、その段階でそれまで勤めておりましたびらとり温泉

の職員の方は次の職場を探してしまっていて、引き続きという方が何人かしか

いないということもございまして、現在、職員は不足している状況で週１回月

曜日なんですけども休んで職員を回している状況でございます。新しい施設に

ついては宿泊もございますし、無休で行うということもございますので、早く

から職員の雇用については取組んでいきたいというアンビックス社の意向でご

ざいます。いずれにしても、１２月議会で指定管理の承認を受けたいというふ

うに考えておりますので、そこで承認を受けて、協定書を結んだ段階で速やか

に職員の募集がされるのではないかというふうに思っております。新規学卒に

ついては既に平取高校のほうに出しているということでございます。また現在

の人員から倍近くの人員になるということで雇用の面でも、平取町において大

きな職場になるというふうに考えているところでございます。またうちの町に

つきましては住宅事情もありまして、地元の雇用であれば、住宅の心配もしな

くて済むということでございますのでアンビックス社のほうもなるだけ地元の

方に勤めていただきたいというふうな意向でありまして、その部分も今後情報

等を密に取りながら、連携を密にとりながら、地元の雇用の場の確保をしてい

きたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

今概略お聞きいたしました。２５名から３０名程度でパート含めての人数とい

うことでございます。私この雇用のなかで最もやっぱり心配していることが一

つあります。やっぱそれはなぜかというと、どんなことかというと、当然のこ

とながら、正規のアンビックス社の社員として、採用していただける人が何人
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生まれてくるのかな。パートとか契約社員であれば、という私はちょっと冷め

た考え方を持ってますけども、そうならないような方法でできるだけこの施設

というよりも、アンビックス社、いわゆるいろんなとこに拠点あるいはホテル

経営をされているわけですけども、どこに転勤になっても私は正規で働けるん

だよっていう、そういったものがなければですね、例えば学生の新卒の方にし

てもですね、なかなか入り込んでいけない、そうならない方法というのは私一

番最も心配というか懸念をしております。その辺の詰めの、お話というのは、

ぜひ、アンビックス社の上の人たちともですね、時間をかけてでもいいから１

人でも多くの方がですね、正規社員となれるような方法、あるいはその仕事の

中身によっては、私はパートで十分と、パートで働きたいんだという人もたく

さんいるかと思うんですけども、できればですね、採用条件のなかに、ある程

度の年齢になってても、正規で働きたいという希望はやっぱり捨てないでいる

方もおりますので、その辺の詳細について、アンビックス社のほうとどのよう

に膝を詰めた話されるのか、そのことについても伺っておきたいと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えしたいと思います。議員ご指摘の通り、町としましてもその部分を心配

してるところでございますので、正規のアンビックス社社員としての採用につ

いて、アンビックス社のほうに強く要請をしていきたいというふうに考えてい

るところでございます。また働く人の事情によっても短時間の就業が合ってい

るという方もいると思います。またアンビックス社のほかの施設のだいたい８

時間勤務の職員、短時間の職員の割合も先ほど言ったとおりの人数ぐらいのな

かでやっているというふうに聞いておりますし、先ほどご質問にありました労

働条件等についても、もちろんそういう法令ですとか基準にあったようなかた

ちでの雇用をしていただけるふうに確認をしておりますので、その部分につい

ても今後も協議を進めながら対応していきたいというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。またそういう部分についても、議会の

ほうにも報告しながら、協議を進めていきたいというふうに考えておりますの

でよろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

ぜひ今言ったことを強く要請という言葉も出てきましたがぜひそのように進め

ていただきたいなというふうに思っております。これは関連する運営方針につ

いてでありますけども、私はいままでこの温泉新設に向けてさまざまな動きが

あったなかで、冷静に考えてみましたらびらとり温泉のコンセプト、売りは何

だろうなと。せっかく施設１０億もかけて新しくなってですね、既存の温泉と

さほど変わらないんじゃないのかなと、それではやっぱりまずいなと私は常々
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考えております。そのなかで例えば、アイヌ文化の振興とかですね推進とか伝

承も含めた、発信の中心的な存在である。それから、びらとりトマト、びらと

り和牛含めた代表食材もあるわけですけども、食材のすばらしさを提供する場

所なのか、あるいはその文化的景観を受けて平取の自然を味わっていただくた

めの施設として、そういったコンセプトを持っているのか。あるいはその二風

谷に定住移住政策でいま宅地の造成もありますけども、定住移住者にとって非

常にすばらしい町なんだよということを訴えていこうとしているのか、私はそ

のなかで、びらとり温泉の明確なコンセプト、これはオープンする前にですね、

ぜひ、大事な話し合いとして私決めていかなくちゃいけないなと思ってますけ

ども、その辺はやっぱり理事者である町長あたりの考え方も伺っておきたいな

と思いますけど、どうなんでしょうかね、びらとり温泉、何を前面に押し出し

ていこうとしているのか、あるいは三つあるのか五つあるのか。その辺のこと

をお伺いしたいと思います。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは、私のほうからご答弁をさせていただきたいと思います。みなさんも

ご承知のとおり、平取町の歴史、文化、自然、農畜産物など地域資源を最大限

に活かした拠点施設として、その役割を担ってもらうことができるものという

ふうに考えてございます。特に、平取のもっている地域特性でございます新鮮

な食そして文化と恵まれた自然との組合せによりまして、交流人口、滞留型の

人口を増やしながら、雇用の場が増え、生業につながる平取町全体を活性化さ

せるための重要な施設というふうに考えてございます。現在国のイオル事業が

展開されてございまして、平取町の自然と文化と農産物の連携によりましてで

すね、交流人口の増大、積極的に現在推進をしてございまして、町としても、

新しい観光産業としての町の活性化につなげていきたいというふうに考えてご

ざいます。また、議員からお話がございましたように、平成１７年の９月に重

要文化的景観地区の６地域の一つとして、二風谷地区が指定されまして、今後

はイオル再生事業、あるいは文化的景観との連携を図りながら、町の活性化そ

して、温泉施設の利用につなげなければならないと考えてございます。さらに

は、ファミリーランドの周辺については非常に自然が豊かで、これらを活用し

た健康保養の場としての心理的な癒しを生み出す温泉施設でありたいというふ

うに考えてございます。そして何よりも、先ほどから申し上げているように、

平取町の特産品でありますびらとり牛、あるいはびらとりトマトなどの組み合

わせによりまして、利用者の一層の関心を高めることができると考えておりま

す。したがいまして、どこにもない豊かな自然とアイヌ文化そして新鮮な食と

連動させた温泉を売りにすることが、将来展望であるというふうに考えており

ますので、多くの利用をしていただきたいというふうに期待をしているところ

でございます。以上です。 
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議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

本当にこのことは私はオープンする前にですね、明確な位置づけ、これはやっ

ぱりぜひ皆さんの知恵をいただきながらですね、議会としてもですね、ぜひ取

組んでいきたい課題だと思ってますのでよろしくお願いしたいなというふうに

思ってます。当然のことながら二風谷にあるびらとり温泉ですけども、いまま

で既存の自治体が多くしてきた温泉のなかで、なんていうのかな、冒頭にかか

るネーミング、例えばとねっこの湯だとか、レコードの湯だとか、あるいはそ

の四季の館どうのこうのというかたちのなかで、近隣にもたくさんあるわけで

すけども、こういったネーミングなんかもですね、ぜひ募集をかけてですね、

町民から諮っていただきたいという私なりの要望もございますし、それからだ

いたいの質問終ったわけですけども、町民としてやっぱり心配してるというか

懸念している、注目をしているといったほうがいいかな、ことがちょっと何項

目かありますので今ちょっと発表したいと思いますけど、既存のいまの施設と

何が変わるかといったら当然のことながら全部新しくなるわけなんですけど

も、やはり施設の入館料、いままでと同じ料金で踏襲してくれるのかなという

ことが、１点、そのなかでは、例えば町民にはこういう方いるんですよね、せ

っかくお金を掛けた新しい施設になったんだから、やっぱり応分の負担はすべ

きだという年寄りも正直おります。ご年配の方さまざまな意見持ってますので、

その辺もですね、集約しながら私は、新しくオープンするびらとり温泉につい

ては、ちゃんとした取り組み、この基本となる地元の人たちに対する恩恵もそ

うですけども、やはり一定の意見を伺いながらですね、施設の利用料、入館料

というのは決めていただきたいなというふうに思っております。それから、こ

れもちょっと話題になってた部分であると思うんですけども、オープンまでに

いまの施設にあるお風呂の石はもったいないよね、どこにどのように使われる

のかねって意見が相当私の方にも寄せられております。これは、いま解体する

わけにいかないから当然のことながら、新しい施設オープンには使われないと

いうことは理解してくれたんですけども、例えば、散策道を設けるなかに解体

したあと石をですね、大変立派なものも日高石として非常に高価なものもある

ということで、やはりその辺の整備もですね、オープンしたあとの２次整備に

なってくるのか３次整備になってくるのかちょっとわかりませんけども、これ

はぜひ利用したほうがいいんでないかという意見もありますので、その新しい

施設内でのオープンしたあとでも構いませんので、検討していただけるのかな

というふうに思っております。それからせっかくそのいまでなかったいわゆる

露天風呂が一般町民非常に楽しみにしておられますけども、露天風呂にも、せ

っかく二風谷、石の産地、販売拠点であるから、日高石を使った露天風呂とい

うのは、やはり望むところかなと、望んでるのかなというふうにもうかがわれ

ますので、ぜひ今後の工事の推移も見ながらだと思います。当然予算的なこと
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もあると思いますけども、その新しい施設もですね、せめて、露天風呂には、

地域性特性を活かした二風谷の石を使ってもらいたいという意見が出ておりま

す。それと、これも単純な町民の心配でございますけども、食事はやっぱりレ

ベルアップして、いままで以上の期待を持っていいのかと、期待してるよと言

う町民もおられますのでその辺のことについても非常に関心が高いと思われま

す。それから、これはお金のかかる話じゃないんですけども、接客応対のこと

ですね、いわゆる接遇の部分で当然のことながら、宿泊施設ができるというこ

とになると、改めて教育を受けた、社員の方が対応するとは思いますけども、

さまざまな、例えばオープンしてからも意見が出てくるのかなというふうに思

ってますけども、ぜひ町民の意見を聞いてくれて、例えば改善が必要なものに

ついてはですね、改善がなされるような努力はしてくれるのかなという心配も

ございます。さまざまなこと含めて、たくさん問題点まだ課題点がありますの

で、残された時間、詰めれるところは詰める、あるいはその確定するところは

確定していく、先ほど冒頭に申し上げたその協定書、大変、運営に対しての骨

格となるものですから、この辺も含めて、あるいはその協定書にない取り組み、

これは心配するのはやっぱり、やっぱりお役所仕事だねなんて言われないよう

にですね、さまざまな意見ぜひ聞いていただきたいと思いますけども、その辺

について再度確認の意味で答弁を求めたいと思います。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 それではただいま千葉議員のご質問にお答えをしたいと思います。何点か町民

が危惧してることということで、お話をされましたけども、一つずつできれば、

お答えをしていきたいというふうに思います。まず１点目のネーミングの話で

すけれども、びらとり温泉ということで、ネーミングそのものについては定着

をしてきておりますけども、老人福祉センター含めてそういうネーミングが正

しいのか、親しまれるのかどうなのかその辺についても内部で十分検討させて

いただきまして、必要であれば、新たな名称の募集も含めて、検討させていた

だければなというふうに思っております。それと、入館料の話ですけども、現

在５００円の入館料で入館をしているわけですけれども、できれば、いまの価

格については上げないで、できればもう少し下げられないのか新しい指定管理

者と協議をしてまいりたいというふうに思っております。それには入湯税の取

り扱い、あるいは高齢者の減免の取り扱い等いろいろ絡んでくるところがあり

ますんで、それも含めて協議をしてさせていただければなというふうに思って

おります。それと、現浴場の、いわゆる幸太郎石の利活用でございますけども、

後ほど山田議員からも現施設の利用についてのご質問ありますけれども、基本

的にはいまの現施設の利用についてはまだ、利用計画は立ってございませんの

で、いまの石そのものは取り出すというような状況にございませんので、その

利用方法が決定した段階でどういう利活用をするのか、決定をしていきたいと
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いうふうに思っております。また今回、大浴場の露天風呂、そして客室の露天

風呂ということで、露天風呂が客室で３か所、大浴場で２か所という露天風呂

がつくことになります。この露天風呂については地元の意思を拝聴しながらで

すね、露天風呂を設置をしていきたいということで、設計段階から申してます

ので、石の大きさ、それらについてはいろいろ設計上の制約がありますんで、

現在の温泉にあるようなすばらしい石を使うということにはなかなかならない

のかなというふうに思いますけれども、何とか、地元の石を使った露天風呂に

していきたいというふうに思っております。あとレストランの食事のレベルア

ップということでございますけども、現施設は宿泊施設のない日帰りの施設と

いうことになりますので、一般日帰り客に好まれる食事の提供ということにな

ってますので、正直言って、食事の質もそんなにグレードの高い質ではないと

いうふうには思っております。ただ今度は宿泊施設付きの施設になりますので

当然夕食あるいは朝食が宿泊にはセットになりますのでグレードの低いもので

あるとリピーターは発生してこないということになりますので、食事について

は質のレベルアップをしながら、提供するようなことで、アンビックスと協議

を進めていければなというふうに思っております。またこの接客でございます

けれども、アンビックスの他の施設でご覧になった方もいると思いますけれど

も、それなりに社員教育がされております。そういうようなことで、完成から

オープンまでの期間、おそらく短時間のなかでの社員教育にはなると思います

けれども、この社員教育にも期待をして、接客の、いわゆる質の高いおもてな

しの接客ができるようなそういう対応ができればなというふうに思っておりま

す。アンビックスの社長もそういう経営方針でいますので、それについてはま

た協議のなかですり合わせをしながら進めていきたいというふうに思っており

ます。どちらにしても先ほど来、千葉議員ご心配されてますとおり１２月の定

例ということになると、実質３か月ない状況のなかでの協議になります。何と

か、議員のみなさんにもご理解していただけるような、協定書あるいは仕様書

にしてすばらしい施設にしていきたいというふうに思っておりますので一つよ

ろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。以上でおわります。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

長々質問、何項目かあるいはそれに関連した項目にわたってご答弁いただきど

うもありがとうございます。町民含めてですね、もっと深くいうといま既存の

施設を運営しているむかわ町、それから新冠、静内それから日高町ですか。逆

の意味でいろいろ注目されている施設だと思いますけども、そういった施設が

ですね、平取町さん大変立派な施設ができたな、利用しても非常にすばらしい

施設だなと、いうふうになるようにですね、我々議会のほうにも、ぜひ限られ

た時間でありますけども、できる限りの詳細の中身を詰めてですね、オープン

に向けた準備を期待しておるところです。今後もさまざまな課題があると思い
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ますけども、真摯な対応を議会としても望んでおりますので、どんなことでも

構いませんので、今後はですね、また議会のほうにも、報告あるいはその協議

持ち込んで詰めの作業をしていただきたいなというふうに思っております。こ

れで私の答弁終わります。答弁はこの今の件については、改めてはあれなんで

すけども、町長あたりの考え方最後に伺っておきます。 

 

議長 町長。 

 

町長 ただいまのるるご質問いただいたことにつきましてはですね、真摯に受けとめ

ながら、納得したかたちのなかでスムーズに新しい施設に移行できるように、

最大の努力をしてまいりたいというふうに考えております。温泉については先

ほど申しましたように、町民の健康施設、あるいは活性化、癒し、安らぎ、福

祉というコンセプトをもちながら、町内唯一の温泉として、本当に町民のみな

さんに喜んでいただけるような、そういった施設作りを今後、最大の努力をし

てまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

千葉議員の質問は終了します。１０分間休憩したいと思います。 

 

（休 憩 午前１０時５５分） 

（再 開 午前１１時 ５分） 

 

再開します。８番山田議員を指名します。８番山田議員。 

 

８番 

山田議員 

８番山田です。通告しております二風谷温泉老人福祉センターの今後の利用に

ついてということで質問します。来年度２６年４月のオープンを目指し、いよ

いよ始まりました温泉施設の着工であります。これにより、たくさんの人たち

が平取町に来ていただき、交流人口さらには定住移住につながるような平取町

の事業計画、さらには、ホテルの利用もしていただき、宿泊していただき、平

取町にたくさんのお金を使っていただきたいなと思っているところでありま

す。さて今回一般質問させていただく問題、先ほど言いました、現老人福祉セ

ンターの今後の利用についてであります。先ほど来、千葉議員の関係の質問の

なかで副町長お答えしていただきました。まだ利用の計画はありませんという

一言で終わりましたけれども、再度質問させていただき内容に迫っていきたい

と考えている次第でございます。正直申し上げましていまの温泉宿泊施設は完

全なホテルということでございまして、いままでの考え方、どのような考え方

でこの老人福祉センターという名前がついたか、定かではございませんけれど

も、この福祉センターとしての利用、さらには機能この考え方をどのようなか

たちでもっていくのか、不明な点でございます。さてそこでこの施設の今後の

利用について、町としてはどのような計画を持っておられるのか、その考え方
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からお聞かせ願いたいと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 それではお答えをさせていただきたいと思います。先ほど副町長のほうからの

答弁もございましたけれども、新施設平成２６年４月に完成後現在のびらとり

温泉の利用につきましては、現在の段階では白紙の状態ということでございま

す。取り壊しをする場合でもかなりの経費がかかるということが予想されます

ので、再利用、取り壊しについては今後検討し、議会とも協議をしながら、平

成２８年度から始まります町の総合計画にのせていきたいという考えでおりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 山田議員。 

 

８番 

山田議員 

利用計画なしということで、経費もかかるということで再利用または廃棄とい

うことも、含めて今後考えていきたいということでございますけども、年数は

それなりに経過して、耐震の計画も工事も当然やっていかなければならないと

いう気はしておりますけども、壊すにしてはもったいないなという感じがして

おります。今回の温泉施設に４億９千万の補正を組むんであれば、まだ十分使

える金額を投資できるんじゃないかなという気はしております。そういったこ

とで今後２８年の総合計画ということでございますけれども、ぜひとも、再利

用の方向を考えていただき、それなりの計画を練っていきたいなと考えておる

ところでございます。この現施設ですけども、福祉センターということですけ

れども、先ほど申したとおり、この福祉センターという意味合いのなかでこれ

はどういう意味合いで建てたものなのか、利用目的、機能含めてその辺の説明、

そしてこの福祉センターがなくなったことでいまの建設されている宿泊ホテル

の利用で、この利用目的、機能などが代行できるものなのかどうか、その辺の

説明をお願いしたいと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えをします。平成２６年度にオープンするびらとり温泉につきましては、

宿泊施設を伴った施設ということで、町民憩いの場としての利用ができるよう

な施設となる設計もされているところでございます。町としましても、予定を

されている指定管理業者におきましても、町民の利用、大いなる利用がなくし

て健全な経営はあり得ないというような考えでございます。町民の方に来てい

ただかないと健全経営がしていけないということなので、町民に大いに利用し

ていただけるような施設、宿泊だけじゃなくて日帰りの入浴するお客さん、近

隣の町も含めてですね、来ていただきたいということで、新しい施設につきま
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しては差別化を図るという意味で実施設計のなかで、炭酸泉ということで、苫

小牧近郊、日高にはない温泉の種類を入れながら初めて平取で行うというよう

な温泉も入れながら他の施設との差別化を図っていきたいということで考えて

いるところでございます。当然高齢者のみなさんの利用につきましても、同様

の考えでおりますし、アンビックス社の他の施設におきましても、視察に行っ

た際にですね、高齢者の方が日中集まってカラオケ大会をしたり、ゆっくりと

くつろいでいるというようなかたちで、大いににぎわっている施設も多々あり

ますので、うちの施設についても、そういう意味で、高齢者にも優しい、行っ

て楽しかったというような施設になるようなかたちで新しい施設については、

運営していきたいというふうに考えているところでございます。そのための料

金設定、高齢者のための料金設定ですとかそういう部分については、先ほど副

町長答弁したとおり、今後協議しながら料金設定もしていきたいというふうに

考えておりますし、三石の蔵三については高齢者が集まってくるそういう広場

的なものを横にまたつくるというかたちもできているということでございまし

て、高齢者の人が横になって休めるような施設も備えているということでござ

いますので、うちについても、玄関から入ったときにごろごろ横になっている

のが見えるのがちょっとまずいということで玄関から少し見えないようなかた

ちの設計もしているということで、高齢者の方にも来ていただく、障害のある

方にも優しい施設という町民が来て楽しめる施設ということで考えております

ので、よろしくお願いしたいと思っております。また、いまの現在の施設の老

人福祉センターという名前については、補助金を受ける関係で、老人福祉セン

ターという名前がついているというふうに聞いておりますけれども、実際に町

内の高齢者が来て楽しんでいくというような施設になってきておりますけれど

も、今度の施設についてはそういう補助は受けないわけでございますけれども、

先ほど言ったとおり、町民の方、高齢者の方、身体の不自由な方が来て、行っ

て楽しかったというような施設になるようなかたちのコンセプトで考えており

ますので、よろしくお願いしたいというふうに思っております。 

 

議長 山田議員。 

 

８番 

山田議員 

利用目的と機能ということで今回の宿泊ホテルにつきましても、十分町民に対

応できる福祉センターとしての機能は果たせるという意味合いで今答弁されま

したけれども、自分としては町民の方も一部なかでは心配している、気楽にい

ままでのようなスタイルで行けるのかどうか、宿泊ホテルとなれば、当然一段

ちょっと格上げされたようなかたちのなかで、そういったホテルというイメー

ジのなかでは何かいままでどおりに行けるのかね、入れるのかねっていう心配

をする方々も大変多く見受けられると考えられます。そういった意味でこの旧

施設の利用についてでありますけれども、いままでどおりのかたちで、町民が

極端な話ですけれども、作業着のままでも気楽に入れるような、そんなかたち
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の温泉とまではいきませんけど、今自分が提案しようとしているのは、デイサ

ービスを基本としたかたちのなかでのそういった町民の憩いの広場みたいなこ

とを計画したらいいんじゃないかということを考えております。今産業課長も

申したとおり、十分町民の方が集まって昼寝もできるし、寝ころがってくつろ

いでやれますよという気はするんですけども、自分の気持ちのなかにもやっぱ

り宿泊ホテルという感覚がある以上、果たしてそういったことを気楽に町民が

理解してその利用をしてくれるかどうかという心配もございます。自分が今前

段申したとおり、旧施設をデイサービスセンターとしての機能を基本とした、

町民の広場ということを提案させていただきたいとそういう考え方でおりま

す。このことにつきまして次の質問行きたいんですけれども、前回より荷負小

学校にもデイサービスセンターを中間的な位置付にもっているなかで、あそこ

へ建てたらいいんじゃないか、またデイサービスもだんだん利用者、登録者数

の減少に伴い、どのようなかたちで運営していったらどうか、この赤字をどう

やって解消していくかということでいろいろ前回の産厚のときでも、いろいろ

な方策を考えながら、運営していこうとしてますという答弁あったんですけど

も、これも含めて、デイサービスセンターのこの利用というかたちを考えたら

どうかということですけれどもその辺の考え方について、どのように考えてら

っしゃいますか。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 それでは私のほうから答えられる部分の質問について答えさせていただきたい

と思います。町民の方が新しい施設でいままでどおり気楽に入っていくことが

できるのかどうか心配してるっていう声があるということでございますけれど

も、私もそういう声は聞いております。またなかにはですね、多くあった声な

んですけれども、私たちが生きてる間に新しい温泉に入れるのかねっていうよ

うな声もありまして、ぜひ新しい温泉には来ていただいて、気楽に入っていた

だきたいということを言っているところでございます。その部分、心配される

部分について、いま温泉がどういうような状況になっているか、どういうかた

ちでできるのか、そういう情報が少ないということでございますので町の広報

紙等で実際にできる温泉についてはどういうかたちになるかっていうパース図

もいま作っているところでございますので、広報紙等でのせながら今後の利用

についてはこういうかたちで考えていますということで、町民の方、高齢者の

方、気楽に来ていただけるような施設というのはＰＲをしていきたいというふ

うに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。また現在の施設

の部分で議員おっしゃるとおり、いろんな利用が考えられるんじゃないかとい

うことでございまして、これは内部の話し合いのなか出ている意見ですとかそ

ういう部分もあるんですけれども、それも含めて今後検討していくというよう

なかたちになりますけれども、例えば学校等で合宿に来た際に、安く泊まれる
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ような宿泊施設として残す、使うのもいいんじゃないかというような意見もご

ざいましたし、産業課自体としてはお祭りですとかそういう部分があって、そ

ういうお祭の備品等の収納する場所にいま困っている状況があります。そうい

うものをすべてその１か所に納められるような施設として利用することも利便

性ではいいんじゃないかということもございますし、なかには文化財のほうで

あります開拓財産ですとかそういう部分のものが、いま振内のほうに収納して

おりますけれども、施設がかなり老朽化しているということもあっていまの温

泉のほうにそういうものも納めて展示するのもいいんじゃないかというよう

な、これは決定じゃないんですけども、そういう意見も出ているということで、

はじめにお答えさせてもらったとおり今後の施設利用については白紙でござい

ますけども、山田議員提案されたことも含めて、町民のみなさんの声ですとか、

議会のみなさんの声を聞きながら慎重に検討協議していきたいというふうに考

えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。デイサービスの件につ

いては担当のほうから答えていただきます。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 それでは私からご答弁させていただきたいと思います。先ほど来、庄野課長ご

説明してますとおり、この現施設については建設後既に３５年経過をして老朽

化が著しいということで新施設に改修をするということになっております。こ

れがいまの現施設についても解体するにしても、それなりの費用がかかるとい

うことで、先ほど説明したとおり再利用について、今後検討させていただきた

いということでございます。今、山田議員からご提案のありました、デイサー

ビスセンターに利用したらどうかというお話でございますけれども、前回の産

業厚生常任委員会で担当課長からご説明したとおり、現在デイサービスの利用

者が減少している傾向にあります。こういう状況のなかで、なかなかその新し

い施設を整備するというのは、平取福祉会にとっても、町にとっても、かなり

厳しいということなのかなというふうに思っております。仮にこの平取デイサ

ービスセンターがこの施設に移転すると想定をしますと、当然、それなりの施

設の改修が必要となってまいります。当然、昭和５６年以前の建物でございま

すので、現在の耐震構造に当てはまっていませんので、耐震改修含めて、改修

しなきゃならないということで、かなりな改修費用がかかりますし、当然改修

ですから、補助対象にはなってこないというような状況になっております。そ

れとですね、以前、先ほどの山田議員のご質問のなかにもありましたとおり、

荷負小学校をデイサービスに転用したらどうかという話がございまして、いろ

いろ検討をしました。その結果、断念せざるを得ないという一つの理由のなか

に、かつら園とデイサービスセンターを分離して経営するということになると、

経営経費がかなり増高するということで、この問題をどうするのかということ

が、クリアできない。当時民間の業者が入ってくるというような話もありまし
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たけども、当然その増高分については、町が負担しなければならない、あるい

はその複合施設で整備をしなきゃならないというような状況があって断念をし

たという経緯がございますので、そういうような種々の条件がクリアできなけ

ればなかなかいまの施設をデイサービスセンターに転用するというのは、かな

り難しいのでないかなというふうに思っております。以上です。 

 

議長 山田議員。 

 

８番 

山田議員 

課長含め副町長の答弁ありましたけど、デイサービスにするには莫大な経費も

かかるということでございますし、建ててからの経営の経費も莫大なお金がか

かるんじゃないかということでございます。自分先ほどから言っております、

デイサービスセンターを基本としたということで考えておりますんで、デイサ

ービスが当然施設としてあって、そのなかで、町民も集まって来られる憩いの

広場、ということも含めて総合的な施設の考え方を提示しているわけでござい

ます。そしてデイサービスセンターですけども、やはりこの間の産厚の課長の

説明を聞きますと、人数少ないということはやっぱりデイサービス、魅力ある

デイサービスのサービスが、さてなされているのかどうかという疑問を投げか

けたいところでございます。当然ながら、お年寄り一人一人身体不自由ですし、

やることも限られてくるわけでございますけれども、やはり自分が生きてきた

人生のなかでそれぞれ趣味だとか好きなこと、いろいろたくさんあると思いま

す。それなりのやっぱり設備、魅力あるコーナー作りをしていけば、もう少し

人が集まるんじゃないかというそういう考え方をしております。安易じゃない

ですかと言われればそれまでなんですけれどもやはりアンケート調査を行って

いるということでございますし、個別に回って歩いているということなんで、

やはりそういうことも含めたなかでの十分な個人個人が聞き取り調査を行い、

自分がこうこうこうなら、デイサービスセンターに通ってもいいよというそう

いう方法をまず先につくってからこのデイサービスセンターの経営経費等を十

分考えていっていただきたいなと考えております。当然、耐震も含めてでござ

いますけれども、前回つぎ込んだ補正の４億９千万あれば十分な対応できると

思うんですけども、その辺の考え方どうでしょうか。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 デイサービスセンターの人数、利用者の減少については８月２２日に開催しま

した常任委員会のなかで担当からご説明をしております。その一つの理由とし

ては、利用者の重度化というのがあげられております。デイサービスからショ

ートステイ、そしてかつら園本体への入所ということでそういう移行していく

利用者が増えてきてるというのも一つの理由でございますので、施設の魅力そ

のものが薄らいできているというようなことが必ずしも利用者減のすべての原
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因ではないということでご理解をしていただければなというふうに思っており

ます。それと、正直言って先ほど来庄野課長もご説明してますとおり、この施

設の利用については現在白紙でございます。いろんな意見を提案していただい

て、どういう利活用するのか決定をしていきたいということでございますので、

今、ここで絶対それはできませんよという話ではなくて、例えばそういうよう

な状況があるんでなかなか厳しいですよということであって、それはその補正

した額に話を置きかえるという話ではないっていうことでご理解していただけ

ればなというふうに思います。以上でございます。 

 

議長 山田議員。 

 

８番 

山田議員 

嫌味を言ったわけじゃないんで、そのへんはご勘弁してほしいんですけども。

自分が考えてるのはデイサービスセンターを基本としたなかで、娯楽設備、そ

の他年寄りのなかでも麻雀、花札、カラオケ好きだよとか、一日中寝てたいよ

だとか、運動もしたいよ歩きたいんだ、そういう一つ一つの要望を聞きながら

ですね、やっぱりそういう健康器具だとか、そういう娯楽設備を十分してあげ

れば、もう少し集まるような気がしております。重度化してますと言いますけ

れども、町民全体を対象にすると、やはり脳の病気で歩くのも歩行もちょっと

困難な方で毎日散歩しておられる方も数名いますけれども、そういう方も含め

て、十分話し合いのうえ、その施設に行けば運動もできるし、自分の好きなこ

ともできるよと、そういう施設がぜひできればいいなということで提案してお

きたいと思います。実は今回副町長誘って山口県の議会のほうへ研修旅行にお

誘いしたのも、この施設、山口県でやっているわけですけれども、やはり町民

の一人一人、また老人のデイサービスを含めたなかでの意見を聞きながら、も

う２００種類以上の種類のまあ遊びといえば終わりなんですけども、やはり自

分の趣味に合ったそういうことを、一人一人に体験させてもらえるというよう

な施設でございます。そういうことも含めて、副町長にぜひ今後とも、ぜひ研

修に行きまして、こういう施設はやっぱり平取町にいいねと理解をしていただ

ければなと思うことでぜひとも副町長を連れていってほしいということで自分

言いましたけれども、これも含めて今後の利用、それから認知症も増加してお

ります。みなさんと集まってお話をするだけでもやはり、お年寄りにとっては、

それなりの改善をみられるんじゃないかという考え方をしておりますので、先

ほど来、課長のほうから、倉庫に使うだとかっていう考えは別にしましてです

ね、もう少し有意義な考え方、町民が憩いの広場として使えるデイサービスセ

ンターとしても使える施設としても、今話した研修先ですけども、バリアアリ

－とうことでわざわざバリアがないという施設でございますけども、わざわざ

階段つくったり坂道つくったりして、歩行者を健康づくりに導くような施設で

ございますけども、その辺ももう少し、町全体で研修を積まれてデイサービス

センターを基本とした町民の憩いの広場、そして、言いませんけど名前も考え



- 30 - 

ておりますので、ぜひともその辺検討していただくようお願い申し上げたいと

思います。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは私のほうからご答弁申し上げたいと思いますが、既に答弁されており

ますけれども、びらとり温泉については、５３年建設ということで約３５年経

過して非常に老朽化しているなかで、現時点での具体的な再利用の計画につい

ては、いまの時点ではもっておりません。また解体するにはそれなりの費用が

見込まれるということから、今後ファミリーランドの施設内の施設というよう

なこともございまして、より来訪者の増加を促進するような利用も視野に入れ

ながら、さまざまな利用方法について、コスト比較もしながら検討して明確に

なりましたら、議会とも相談しながら、発展計画のなかに計上していきたいと

いうふうに考えてございます。先ほど来、いろいろな利用の仕方がだされてお

りますが、基本的に今後、新しい温泉施設が来春整備されると人の新しい動き

も出てくることが予想されます。それとともに、町としても、交流人口の拡大、

あるいは定住対策を積極的に進めている状況のなかで、旧施設の役割がそれな

りにまた明確に出てくるのではないかというふうに考えてございますので、十

分、今日出たご意見等も踏まえながら、あまり拙速に答えを出すのではなく、

これからじっくりと有効な活用の方法について、じっくりと考えてまいりたい

というふうに考えておりますのでよろしくお願いしたいと思います。以上です。 

 

議長 山田議員の質問は終了いたします。９番藤澤議員を指名します。９番藤澤議員。 

 

９番 

藤澤議員 

９番藤澤。冒頭にですね、後段のほうにつながりがあるということで、まず一

言申し上げますが、この度の雨のなかの沙流川まつり、スタッフの方、お客さ

んにはもちろんでございますが、スタッフの方は全員下着もびしょぬれだった

という、大変ご苦労をされて、それでも無事終了させていただいたということ

で、感謝を申し上げます。まず最初にですね、わが平取町、ざっくり言うと１

世紀をこえて、他に、他町に類例をみないですね、パワーのあるフットワーク

のある、もった行政執行、そして川上町長には、まさに寝食をいとわずご公務

をこなされていることについても、敬意を表する次第であります。この間です

ね、特にこの半世紀を考えたときにですね、上下水道をはじめとするインフラ

については各地ほぼ整備されまして、またちょっと飛びますが、近年には、他

町に先駆けて安価で光回線、そして約１０億ものシカ柵については発案と同時

に一気に設置されたこの行政のご努力にも深く感謝を申し上げる次第でありま

す。おかげさまでこの秋、食害の報告もほとんどなく、天候被害の部分につい

てはやむを得ない部分もあるかもしれませんが、早速、翌年には効果が出ると

いう非常にいいサイクルでまわっているなと、感じをもっております。また、
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新年度に入ってからは懸案であった二風谷ダム、そしてこの平取ダムの沙流川

総合開発に伴う２ダム１事業がようやく動いたということでまちづくり課長に

ちょっと伺いますが、振内地区には、市街地再開発という名の整備が行われて、

いうところの賛否両論ありながらの船出でしたけれども、山の駅も観光案内所

を兼ねて好評であり、結果的には、表向きにはと申しますか美しい町並みとし

て生まれ変わったわけであります。質問の後段のほうではまた出てくるかと思

いますが、この市街地再開発事業は一般でいう市街地再開発事業であったのか

どうか、まず伺います。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

それではお答え申し上げます。振内市街地の整備事業につきまして、整備の経

過等をお話しして答弁に代えさせていただきたいと存じます。振内地区の市街

地整備事業につきましては、平成１１年から本格的に平取町として整備構想基

本計画等の策定に着手をしたという経緯がございます。ご存じのとおり、当該

事業は国道２３７号線の振内道路の整備事業として、当時、地域としても事業

の早期着工を強く要請したというようなこともございまして、国土交通省北海

道開発局が通常の国道改築事業より早期に実施できる可能性の高い、交通安全

事業として認定していただきまして、主に国道の整備といたしましては、歩道

の整備等に重点を置いた整備を軸に、周辺の商店等の建てかえ、それから、振

内の地域活性化のための町並みの再編成を行う計画内容ということになってお

りました。国道の整備といたしましては振内市街地部分延長が１０３３メータ

ー、用地取得、物件補償等含めまして、総工費といたしまして、２７億６千万

を費やしまして平成２０年度に完成をしたというところでございます。平取町

単独としても、この事業に並行いたしまして、地域の方々の意見を集約した振

内市街地のまちづくり計画を策定いたしまして、歩道のデザインですとか、街

路灯のデザイン、こういったものの設置ですとか、今ご質問にありました山の

駅などの建設を進めて現在に至っているというところでございます。 

 

議長 藤澤議員。 

 

９番 

藤澤議員 

９番藤澤。後段になぜ今のことを聞いたかというのは、伺うわけでございます

けれども、先ほどの続きなりますけれども、平取ダム事業に大きく、通常の１

０倍ほどの予算がついて、もう完全なゴーサインということで、当然進んでい

た貫気別の言うところの市街地再開発、これについても弾みがついて、見通し

がついたなとある種の安堵感を持って、現在に至っております。ざっくり大き

く分けてですね、昔から言うところの悪い言葉で言えば金太郎あめと言われた

時代もありました。本町、振内、貫気別というかたちで、平取町はこの１世紀

超、発展してきたんであろうなと。そして、約、町長名でいえば宮田さん時代
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あたりから、いやざっくり３町ではだめなんだと、全町のびていかんきゃだめ

なんだと、そういう・・・にいる我々にはうれしい話も聞こえたこともござい

ますが、さて、振内がいまのように、交通安全系統で整備されて、貫気別が、

もちろん豊糠などでも同様でございますが、ダム再開というかたちで市街地が

整備されようとしております。さて、もう一つ課長に伺います。核心部分に入

るわけですけれども、今言ったその交通安全のほうの歩道の関係のというもろ

もろのことを聞いたのはなぜかと申しますと、さて平取本町はそしたらかつら

通りは何の事業だったのか、あるいは義経通りは何の事業だったのか、それを

確認させてもらうと、本町地区の市街地再開発については、予算の出所が確定

できるかなと、その可能性をまず聞いておかないと話が進まないわけでありま

す。まあざっくり本町市街地再開発という名をもってですね今伺いますけれど

も、いわゆる、交付金なり補助金なり、もろもろのことについて、資金の出所

があるのか、あるいは１００％ないのか。端的にお答え願います。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。本町の市街地再開発の件のご質問ですので、この件につ

いても、いままでの再開発の経緯を若干、前段お答え申し上げたいと思ってお

ります。本町市街地の再開発につきましては、平成４年度に本町市街地の再開

発基本構想基本計画を策定しております。翌年度平成５年度には本町市街地の

整備計画とより具体的なものを策定しまして、本町市街地での再開発を進めて

きたというような状況にございます。この計画の概要でございますけれども、

四つの大きな柱がございまして、一つ目は、ご質問にありましたかつら通り、

町道みどりが丘中央線でございますが、これを軸とした、中心市街地部分の整

備、２点目は旧国道いまは道道の管理になっておりますけれども、この部分を

軸とした整備、それから３点目はもう一本のバイパスまでのアクセス道路、こ

れ義経通りという名称が付いておりますが、本町山沿線を軸とした整備、それ

からバイパスから河川側地区の住宅ゾーン等の整備というのも大きな四つの柱

として整備を進めてきたという状況でございます。整備手法でございますけれ

ども、まずこの計画のなかでいわゆるタウンセンターゾーンということで、み

どりが丘中央線かつら通りを軸とした市街地部分を一番先に整備を進めようと

いうような計画になっておりまして、この町道の拡幅と商店等の再配置、それ

から核となる多目的公共施設の整備を優先して進めてきたというような経緯が

ございます。整備手法といたしましては、町道の整備につきましては、平取町

が事業主体ということで、町道みどりが丘中央線整備事業といたしまして、国

の補助金、これは地方道整備事業道路改築という補助金でございますが、これ

を活用いたしまして、かつら通り区間延長３２８メートル、物件補償件数３０

件、事業費が約１０億１６００万円というなかで整備を進めまして、１１年度

に事業を完了したというようなことになっております。中核施設となります現
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ふれあいセンターにおきましては、全事業費で２２億４千万ということでござ

いまして、これの財源といたしましては、当時の制度にありました地域総合整

備事業債を充当いたしまして、整備を図っているということでございます。こ

れは平取町の市街地再開発というのは、通常大きな市などがやる都市開発法に

基づいた、市街地再開発ではございませんで、あくまでも、それぞれの道路事

業であれば、使える補助制度、それから建物であればそれに充当できる起債な

り補助金を充当して行ってきたというような状況もございますので、もしこれ

からまたというようなことがあれば、こういった財源をいまの制度に照らし合

わせて充当することは、その整備の内容にもよりますけれども、可能であると

いうふうには考えてございます。 

 

議長 藤澤議員。 

 

９番 

藤澤議員 

９番藤澤。町長お待たせしました。いよいよ町長にお伺いをいたしますが、イ

ンフラ整備も含めてこの１世紀あるいは半世紀をもってしてもですね、温泉で、

先ほど数字を聞いただけでも３５年６年を経過して、もう限界だということに

なれば、本当に私たちが生まれたころに、あるいは青年期につくられた施設も

ろもろが限界にきて、おそらく、我々の世代にもろもろが費用がかかってくる

のかなというなかでですね、この病院建てかえ、本論は実は病院だったんです

が、聞くところによりますと病院の建てかえについての審議会が立ち上がって

もう１回目が会合が終わっているということを先日聞きまして、これは、審議

会の、いわゆる審議を尊重しなければならない立場ですから、町長に直接もろ

もろ中身に伺っても小さな声でしか言えないのかな、と、そういうかたちで申

し上げますが、実は先ほど冒頭申し上げた温泉、沙流川まつりご苦労様でした

というのは、雨が降りましてね、札幌から家族も来て、孫も来てですから、ど

うしても行かなきゃならん。まず傘を持って行ってこいと、じいちゃんは用事

があるからおまえたちで、まず昼まで行ってこいと、結局１時になったんです

が、私はまず、穴あき岩ですか、あそこで約１時間くらい、流入量、上から来

る車の流入量を見て、そして、その後ローソンのかどで違法駐車をしまして、

約小１時間、そして役場のほうまで移りましてまた小１時間と、そして１時半

ころでしたか、孫たちを迎えに行ったのですが、当然おまつりに来てるわけで

すから本町への流入、入り込みというのはないんですね。あったとしたら、件

数までは指折り数えませんでしたが、コンビニさんのほうには、結構寄った車

はあるように数えておりました。とするとですね、また戻りますけども、その

病院建てかえがもう目の前に来たということは、果たしてこの本町におけるで

すね、いま道道ですか、になると一番はずれには消防署がありですね、そして

郵便局があり、ふれあいセンターがあり、農協さんがあり、ほかにもすし屋さ

んがいっぱいあるんですが、本屋さんがあり、病院があり、そういうかたちで、

まさに本町の目抜き通りがいじれない状態だと、いわゆる町並み整備がちょっ
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と遅れてるのかなと、そういうことを考えながら実は雨のなか、失礼でしたが、

温泉敷地には入らないでそんなことを考えておりました。この例えば自由な議

論と言ってしまえばそれまでなんですが、消防署の前から最低でも病院前まで

整備するとか、あるいはもっと延ばして中央公民館前まで延ばしたほうがベタ

ーなのかと。もちろんそれには壮大なお金がかかるわけですけれども、さてそ

うなった場合に、町立病院については、どこなんだという疑問がいまあちこち

から出てきたのが今日の私の質問のきっかけになったわけであります。それで

あれば、だれもが望んでる、そして絶対病院はなくさないという町長の決意、

そして私たちの決意もあったわけですから、さてそしたら敷地はどこなんだ、

単独で考えるよりですね、せっかくの機会ですから、今言ったその町並みのい

わゆる再開発整備というものも、一緒に、私は考えたほうがいいのではないか

と、消防もあと何年もちますか、半世紀もたないですよね。あと２０年でしょ

うかね。ふれあいセンターも、ぼちぼち補修が出てくる云々となると、いろい

ろ考えます。そうすると、今言った、ルートといいますか、病院前まであるい

は、公民館前までとなりますと、大きな費用を伴って、土地を買収しなきゃな

らん。そうすると私が今言った、大きなものだけでも、２か所や３か所大きな

用地が必要になる。まあ１年２年ではできるもんではありませんが私はそうい

うことを、病院新築ということを聞いたときに、まず考えました。そして、先

ほど言いました流入、本町に対する流入の件でありますが、どちらかにお答え

願えばいいのかな、確か国道から道道に移管するときに、道路あまりいじらな

いでくれれば道が引き受けますよ、なような条件みたいなのがあったと思うん

ですけども、 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お答え申し上げます。先ほども本町市街地の再開発の基本構想のなかで、この

計画の柱の一つとして、いまの旧国道、道道に移管されてますが、それを軸と

した整備ということも計画の主要な柱として位置づけをしていたということも

ございまして、タウンセンターゾーン及び義経・・ですか、本町山沿線もある

程度の整備が完了したということで、計画の柱でもありました現道道の整備も、

道路を軸とした整備がやはり再開発としては非常に妥当なところだというよう

な判断もありまして、管理を行う北海道に道道の拡幅、歩道等の整備も要請し

ていたというような経緯もございます。ただその時点で非常に平成１２、３年

ごろ、地方自治体の財政が非常に逼迫するといったような状況もみられまして、

そのような要請を含めて、道としてもなかなか対応が厳しいんだというような

回答いただきまして、現時点では、道道移管するなかでの管理が精いっぱいと

いうようなことの限界がありまして、当初、本町の基本構想基本計画がござい

ましたけれども、その部分については町としても一時断念せざるを得ないとい

うような状況になったということでございます。今後、今ご質問のなかであっ
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議長 

たいろんな公共施設を含めた、整備をということでございますが、やはりいま

までも振内、貫気別、本町にしてもやはり軸となる道路の整備をやりながら周

辺を開発してきたというようなことがございまして、そのようなやり方が、再

開発、非常に平取町の再開発としては非常にベターなやり方だったかなという

ところがございまして、もしいま道道を軸とした整備を図るということであっ

ても、やはり北海道にかなりの負担をお願いするというようなことになろうか

というふうに考えてございまして、いまの北海道の姿勢といたしましても、そ

のような開発に協力いただけるというのは非常に難しいというような想定でご

ざいまして、現時点ではこの現道道の整備については、大変厳しい状況である

という認識でございます。以上でございます。 

 

休憩します。 

 

（休 憩 午前１１時５５分） 

（再 開 午後 １時００分） 

 

議長 再開します。午前中に引き続き一般質問を行います。９番藤澤議員。 

 

９番 

藤澤議員 

９番藤澤です。午前中にいろいろとお伺いをいたしました。そして、私の提案

している事柄については、数パーセントか０．何パーセントか実行できる余地

はあるんだなという前提で、お伺いをし、また、質問をするわけでありますが、

前段、病院のことを申し上げてこの質問に及んだんだというお話をいたしまし

たが、私は、たしか平成１９年だったと思うんですが、当時、透析治療患者が

２１名おられて、町内におられて、いわゆる門別に通って治療を受けていたと

いうこと実績を踏まえて、まあ実績って言ったら失礼ですが、これを踏まえて、

町立病院で透析治療を行えないのかなという質問をいたしまして、なかなか厳

しい、スタッフの確保からもろもろ厳しいという状況であるという回答を得ま

した。せっかくですので、この４年５年の間にですね状況が変化したのかどう

か、あるいはそれ以上ということになれば、先ほど申し上げた、病院の審議会

があるようですから、深くは伺えないかと思いますが、その１９年にさかのぼ

ってからの現在の状況を軽くで結構です、ご返答願います。 

 

議長 病院事務長。 

 

病 院 事 務

長 

お答えいたします。人工透析治療科の設置につきましては、ただいまの藤澤議

員が１９年に一般質問されたということでございますけれども、平成２２年の

第５回町議会定例会におきましても一般質問がありまして、その時に人工透析

治療の導入にあたっては、常勤医師、看護師、臨床工学士の確保や病院の改修、

機械設備の導入などがありまして、必要性は十分理解しておりますが、今後の
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課題として、総合計画も視野に入れながら、検討させていただきたいと答弁さ

せていただいております。なお、この総合計画審議会におきましては、国保病

院の改築計画が平成２６年度からスタートすることから、人工透析科の設置に

つきましても、その計画のなかで検討することでご理解をいただいているもの

と考えております。なおこの改築事業につきましては、平成２５年８月に第１

回目の検討委員会を開催いたしまして、そのなかで委員長、副委員長の選出や

今後のスケジュール等について協議を行っております。委員会の構成は、町議

会から４名、一般公募等が４名、役場関係が４名、病院関係４名の合計１６名

で構成しております。今後委員会で、新病院に求められる医療機能や建設地の

検討等を行い、報告書としてまとめられる予定となっておりますので、そのな

かで、人工透析科の設置についても、検討していただけるものと考えておりま

すので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長 藤澤議員。 

 

９番 

藤澤議員 

状況は理解をいたしました。最後のほうになりますけれども、先ほど申しまし

たいわゆる、再開発等につきまして壮大な事業量になるものと考えますが、病

院単発で用地を取得して、云々というのではなくてですね、取りかかるのは一

つ一つでしょうけど、やはり、繰り返しになりますけれども、消防署なり、ほ

かもろもろの耐久性の問題もありですね、この私の言うところの再開発地域に

は、多くのいわゆる土地確保が必要だと。病院に限らずですね、それをまず、

念頭において進めていかなきゃならないのではないかなと考えております。そ

して、いつか申し上げましたように、そこまで大事業であるならば、例えば、

この山の上の一帯が高校があり、小学、中学、養護学校がありということで、

いうところの文教地区だったり、あるいは、役場周りにそれぞれの行政区がも

のができるんであれば、その一帯を行政区であると、いろいろ福祉区、あるい

は商業区いろいろ分けれることも一つの考え方かなと思っております。そして、

先ほど申し上げた、町外の方々の流入がやはり町の活性を促すのではないかな

という話が前段の続きとして今出てくるわけですが、例えば、町並みづくりと

すれば、やっぱり１００年の大計、ちょっとやってみるかのようでうまくない

と思います。町へ入ってきて、何らかの楽しみがあるんだ、何らかの目的があ

るんだ、例えばですね、今言った山の上の道路、銀杏並木の道路ですね、例え

ば看板に、私は文教区と言いましたけど、風致地区として、ここは哲学の道な

ど看板を掲げたりですよ、あるいは、ふれあいセンター周りに福祉的なものが

点在してくるとここは福祉ゾーンだと言ってみれば健康の番所だと、そういう

ふうに四国の４８か所ではありませんけれども、そうすれば義経通りも出てく

るし、かつら通りについてはかつらこごろう通りもあるかもしれません。イザ

ベラバードの出発点にも立たれるかもしれません。そういうかたちで、町全体

がフットバス化したようななんともこう、あら、ちょっとよってみようかなっ
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ていう流入の対策も必要かと思います。総論で結構でございます。先ほど国家

１００年の大計と言いましたが、平取町１００年の大計をですね、町長に語っ

ていただきたい。そのように思います。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは私のほうからお答えを申し上げたいと思います。先ほど来ですね、旧

国道の道路の整備、あるいは病院の建設地の関係等々出てございましたので、

総体的なかたちのなかで答弁させていただきたいと思います。ご存じのとおり、

平取町については行政区域が大変広く、大きくは、ご承知のとおり、本町、振

内、貫気別に分かれておりまして、公共施設が整備されておりますことから、

非常に行政コストが他の町よりかかっている状況にございます。そのようなな

かで、公共施設の多くが老朽化して更新時期に来てございます。基本的には、

どうしても建て替えが必要な公共施設については、それぞれの施設の老朽化の

度合いだとか、あるいはその施設の現在の使用頻度、今後の地域での位置づけ、

さらにはスクラップすることでの代替措置とのコスト比較などの過程を経なが

ら、新たな施設を建てるか廃止するか、もしくは補強改修などを行うかなどの

判断とですね、また財政計画にのっとった整備のプライオリティー、優先順位

を選択しながら対応しなければならないというふうに考えておりまして、いず

れにしても今後第６次の総合計画のなかで、中長期的な視点で検討していかな

ければならないというふうに考えているところでございます。前段のまちづく

り課長のほうからの答弁と重なりますけれども、本町市街の整備については、

国道のバイパス工事に伴う町道みどりが丘中央線かつら通り、そして町道本町

の山沿線の義経通りの改良工事、そして、ふれあいセンターびらとりの建設事

業を主要事業ということで、独自の市街地の再開発事業を実施してきたところ

でございまして、市街地の整備については、土地の買収だとか、あるいは交換

整理また建物の移転等、多額の事業費を要するために土地の買収、あるいは物

件補償が補助対象となるような主要事業と組み合わせながら、財政負担の軽減

を図って今日、整備をしてきたところでございます。いずれにしても、市街地

の整備については、コンパクトで機能的なまちづくりが求められておりますの

で、当町におきましても、ご承知のとおり、人口が減少して、超高齢化社会を

迎えようとしております。いま町は空き地、あるいは空き店舗などが想定され

て深く広がり、車がなければ生活しにくい格差型の構造となってきてございま

す。そこで超高齢化社会を迎えるなかで、高齢者も含めた多くの人たちが暮ら

しやすい町にするためには、できるだけ拡散していくことに歯止めをかけるこ

とにも留意をしていくべきだというふうに、基本的に考えているところでござ

います。また現在の旧国道の拡幅整備については、従来から課題として残って

おりましたが、バイパス道路の整備をする時点で、国から、北海道に道道とし

て引き継ぐ段階で現道の拡幅を前提としないかたちのなかで、引継ぎであった
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というふうに聞いてございます。そういったことで、現道の風化してきた縁石

の除去だとか、あるいは排水溝の軽微な修理程度で、引継いだことはご承知の

とおりでございます。今後、道の財政状況からは旧国道の現在の道道の拡幅分

を含めた道路整備については、これは膨大な事業費を要することから、現時点

では大変難しいものがございます。町として今後当面課題としております病院、

あるいは将来的には役場、福祉施設も含めて公共施設の建てかえ等が出てまい

りますが、１００年の計というようなお話もございましたけれども、やはり、

５０年先、１００年先を見据えながら、市街地が拡散しないように、地域の協

力を得ながら、できるだけ町民のみなさんが不便を生じないようなコンパクト

なまちづくりに最大の努力をしてまいりたいというふうに考えているところで

ございます。先ほど藤澤議員のご指摘のとおり、小中学校、養護学校などがご

ざいますいわゆる文教区とすれば、行政区、あるいは福祉区、商業区、医療区

など、わかりやすい集積の仕方もこれは本当に一つの方法であろうと思います

ので、今後、まちづくりに合わせながら将来を見据えて参考にさせていただき

たいというふうに考えてございます。いずれにしても、本町市街地については

山が押し迫った非常に細長い町並みを形成しておりまして、その当時から現道

を拡幅するには膨大な経費がかかることから、開発局と町、さらには地域と協

議をしながらバイパス道路にすることに選択をしたものというふうに思ってご

ざいます。しかしながら、人口減少、あるいは、長引く景気の低迷、後継者不

足等を考えたときに、本町市街地は空き店舗、空き地などの空洞化がさらに想

定されますので、総合的な市街地のあり方を考えていくことは重要でございま

すので、今後必要に応じて、商工会、また関係者とも、十分協議をしてまいり

たいというふうに考えてございます。繰り返しになりますが、２６年度には第

６次の総合計画の策定が始まりますので、財政状況の見通し、あるいは健全性

を踏まえながら慎重に検討をしてまいりたいというふうに考えておりますの

で、答弁に代えさせていただきます。以上でございます。 

 

議長 藤澤議員。 

 

９番 

藤澤議員 

最後まで、この言葉を言うべきか言わないべきか、真ん中ごろに用意してたわ

けですが、やはり声として届けておかなきゃならないなと。答弁は要りません。

この透析治療に通うのが大変で、住み慣れた平取を離れるんだという方がおら

れまして、私も、お二方が夫婦でみえまして、涙ながらに私に頼みに来たので

はなくさよならに来たのだという、本当にこう私も泣きました。申しわけない

とも言いました。そういう現実もあったということをですね、お伝えして、そ

して、透析に限らず、いわゆる、医療弱者というんですかね、生活弱者も同じ

ことでありますが、今回に限ってはこの医療弱者のことも、十分お考えになっ

ていただければありがたいなと、いう気持ちで質問を終わります。 
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議長 町長。 

 

町長 それでは最後にお答え申し上げたいと思います。ただいまの人工透析の現状に

ついて、お話がございましたけれども、現在当町には約１７名の人工透析患者

の方がいらっしゃいまして、ほとんどの方が、日高の門別国保病院で人工透析

治療を行ってございまして、治療時間については、週３回、１日４、５時間を

要するというようなことで、その治療については、大変体力を消耗して、個人

で通院、運転等が大変苦痛となっておりまして、町としても補助も行っている

ところでございますが、今後、検討委員会のなかで十分議論されるのではない

かというふうに思いますので、ご理解願いたいというふうに思います。また今

後の国保病院の役割でございますけれども、地域の一次医療を提供する唯一の

町立病院というようなことで、地域医療を担ってございまして、ますます高齢

化が進むなかで、救急指定病院としても、２４時間の診療体制を継続して、町

民の皆さんがいつでも安全で安心して医療サービスが受けられる診療体制、病

院運営を維持存続をさせていきたいというふうに思ってございます。そのため

にも、国保病院の１日も早い建設をしながら、医療サービスの充実を図りたい

というふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。以上で

す。 

 

議長 藤澤議員の質問は終了します。続きまして、１０番平村議員を指名します。平

村議員。 

 

１０番 

平村議員 

１０番平村です。先に通告しております森林、林業を推進する人材育成につい

てと軽度認知症障害の早期発見予防についての２点について質問いたします。

それでは１点目の森林、林業を推進する人材育成について質問いたします。私

たちの生活は森林から多くの恩恵を受けて成り立っています。森林の働きとし

て洪水を緩和して、良質な水をはぐくむ水源涵養機能をはじめ、生態系の保全

や景観、地域の多様性などの文化機能など、多面的な役割を果たしています。

こうした機能に加えて、近年二酸化炭素ＣＯ２吸収源として森林の役割が高ま

っています。今日は、国が策定した森林、林業の基本方針のなかに、林業の持

続的かつ健全な発展に関する施策として、平成２１年１２月の森林・林業再生

プランを踏まえ、２３年７月に策定した森林・林業基本計画で専門的な知識、

技術を有する日本型の「フォレスター」と「森林施業プランナー」制度を計画

されておりまして、北海道では、平成２５年度から各自治体に森林整備の指導

を行うフォレスターと森林所有者に代わって森林経営計画の作成などを担う森

林施業プランナーをそれぞれ配置し、専門知識や技術を持つ人材を育てるとい

う基本的な考え方が出されており、これらを踏まえて質問いたします。当町の

森林面積は６万２７７９ヘクタール、町有林は３５８７ヘクタール、民有林は

１万７６７９ヘクタールで、このうち個人民有林は１万１７８ヘクタールとな
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っているようですが、このなかで、特に民有林整備については、当初町単独で

補助制度をつくって、造林、間伐、下刈などの森林整備を支援してきたようで

すが、いまは国の森林整備地域活動支援交付金制度を活用して森林整備の促進

と施業の負担軽減対策が講じられています。そこで、今後、国、道のフォレス

ターの人材育成方針を受けて検討されていると思いますが、先ほども申し上げ

ましたが、森林は多面的な機能を果たされておりますし、当町の基盤産業は林

業でもあります。当町の森林・林業を総合的に推進するためにも、指導力を発

揮できる専門的な知識、技術を有した、フォレスターの人材育成と民有林整備

を推進するために森林組合にプランナーの人材育成が持続的な森林経営の推進

に必要ではと考えていますが、町長の所見をお伺いします。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 それではお答えしたいと思います。フォレスター制度につきましては、森林の

有する多面的機能の持続的発揮及び安定供給と利用拡大に必要な体制を構築

し、１０年後の木材自給率５０％以上を目指すとした平成２１年１２月、先ほ

ど議員指摘のとおり森林・林業再生プラン、それに基づく平成２３年７月２６

日閣議決定をされております森林・林業基本計画により創設をされました。林

業普及指導員の新しい認定制度でございまして制度の名称につきましては、森

林総合管理士というようなかたちになってございます。平成２５年度より、林

業普及指導員試験に新設されまして、試験が行われるようなりまして本年度に

つきましては、７月２０日、２１日に北海道をはじめ全国８会場で試験が実施

されているところでございます。その筆記試験に合格した人につきましては１

１月１２日から始まります口述試験、口頭で述べる試験でございますけれども、

それを経て、１２月に初めて合格者が出るというようなスケジュールで進んで

きているところでございます。平取町におきましては戦後造林されました町有

林のカラマツ人工林は伐期を迎えているところでございまして、毎年３０ヘク

タールの更新伐を予定しているところであります。皆伐、造林、間伐、皆伐を

繰り返すことで安定した森林経営を行うことができ、平取町としても今年度か

らスタートした森林経営計画のなかで、４０年をサイクルとした森林経営を計

画しているところであります。森林施業につきましては、現地確認をはじめと

しまして、計画の実現に向け、専門的な知識が求められております。職員の専

門研修派遣など、いままでも行ってきておりますけれども、今後ますます専門

職が求められてくるところでございます。平取町では本年度から２年間、北海

道より林業専門指導員を派遣していただき、計画作成から実践まで既に指導に

当たってもらっているところでございます。フォレスター制度につきましては

都道府県職員だけでなく、市町村職員にも門戸が広げられておりますので担当

者の資格取得につきまして、積極的に町としてもサポートをしていく考えでご

ざいます。また議員おっしゃるとおり、森林施業プランナーにつきましては、
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森林所有者が森林経営計画を立てる際に指導助言を行う人材でありまして、人

材育成については、森林組合に求められているところでございます。現在沙流

川森林組合では２名のプランナーがおりまして、組合員の森林経営計画樹立に

積極的にかかわってきているところでございますので、よろしくご理解お願い

したいと思います。以上でございます。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

フォレスターのほうはまだこれからというような段階のようですが、プランナ

ーが森林組合のほうに２名いるということですけども、専門職の人材育成とい

う視点から、また再質問したいんですけれども、当町の行政組織機構を見てま

すと、専門的知識や技術を持った職員の配置が必要な部署に配置されず、一般

事務職を含めた全体の人事のなかで、職員の異動がなされているように感じま

す。ここで具体的に何点か例を挙げて申し上げますが、教育委員会の所轄のな

かにもかかわっていますが社会教育主事の配置のことですが、以前は道が職員

を派遣している間に、町の職員を社会教育主事の資格を取得して、生涯学習活

動に熱意をもって取り組んでおられました。その職員を配置転換し、現在は社

会教育主事の資格のない職員が配置されていると思います。また、生涯学習活

動は、まちづくりの大きな柱でもあり、専門職の配置が求められていると思い

ます。ただいま一般質問しています、森林・林業にしても、林務業務に従事し

た経験のない職員が配置されています。このほか、建設水道課、水道と生活雑

排水の部署にしても、まったく未経験な職員が配置されたりしています。町で

は各種の計画等を立てられていますが、その計画を実際に動かすのはその職務

にあたる担当職員の専門的知識と技術を持ち合わせていないと行政効果は期待

できないと私なりに考えています。そこでお伺いしたいことは、先ほども触れ

ておりますが、町の林務担当者もまったく経験のない部署から業務を遂行する

ことは大変なことと推察しています。今後、当町の森林整備計画に基づく森林・

林業の推進はもとより、民有林整備の指導と推進、現在進められていますイオ

ルの森の施業と外部の専門家の指導のもとで事業をやられているように伺って

いますが、町は国有林と協定締結した２１世紀アイヌ文化伝承の森と三井物産

社有林とアイヌ文化の保全と振興の協定締結をなされています。こうしたプロ

ジェクトも今後具体的な活動が始まるものと思います。今申し上げました諸点

を考えたとき、町に専門的なかつ高度の知識となる技術を持ったフォレスター

の人材育成が求められていると思いますので、北海道と連携し、取り組みも連

携しながら取り組む必要があると考えています。これは、今後、当町の森林・

林業を総合的に進めていく重要な案件でございますので、町長の所見を伺いた

いと思います。 

 

議長 産業課長。 
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産業課長 いろいろと専門職の関係で質問がありましたけれども、産業課は林務関係に関

する部分についてお答えをさせていただきたいと思います。先ほど、お答えし

たとおり、フォレスター制度、２５年度から新設されて試験が行われ、２５年

度に初めて合格者が発表されるというようなかたちになってきております。当

町としましても先ほど申しましたとおり、町有林の循環経営計画につきまして、

４０年のサイクルで行っていきたいという計画がございまして、それを計画、

実施していくためにも専門的な職員が必要という観点から、今年度、北海道森

林室平取事務所におりました職員について、町のほうに派遣をしていただいて、

２年間の期間ですけれどもその間に指導をしていただく、また、町のなかでフ

ォレスターを育成していく手助けをしていただきたいという、構想もありまし

てきていただいているような状況になってございます。また町有林の管理をす

る関係で町のほうに調査班という職員がおりまして、町有林管理等を行ってお

りますけれども、そのなかで若い人を入れて町有林の管理、きちんとしたかた

ちの管理をしていきたい、専門的な職員として育てていきたいということで、

今年の４月から森林組合におりました若い職員につきまして、森林組合のほう

に無理を言いまして、町のほうに現在のところ嘱託職員というかたちですけれ

ども、来ていただいて町有林の把握ですとか、そういう専門的な研修に出して

ですね、将来的にフォレスターの資格を取ってもらいたいということでいま育

てているところであります。いま道のほうから派遣していただいている職員に

ついては大変優秀な職員でありまして、その職員がいる間に何とか若い職員に

専門的なフォレスターになってもらうようなかたちで研修をしてもらうという

ことで進んでおりますのでご理解いただきたいというふうに思っているところ

でございます。森林関係の部分については以上になります。 

 

議長 町長。 

 

町長 そのほかに今年度、水道の関係についても、将来大きく整備をしていかなけれ

ばならないこと、あるいは土木についても、やはり災害等についても、やはり

実践力のある者ということで、昨年、中堅職員を採用して、即戦力になる職員

を採用しながら、職員の充実を図っているところでございますので答弁といた

します。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

だんだんにそういう考え方で職員が嘱託で入ってきてるのもわかっていますけ

れども、全体的にぐるぐる回って技術者が役場に入ったときは技術者で入った

のに、一般職のほうの課長になったりとかいろいろな面がまだ多々あると思い

ますのでその辺ももう少し考えて、職員の能力を活かしてやってほしいと思い
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ます。また、森林プランナーの人材育成にかかわって質問いたしますけれども、

当町の民有林は、社有林を除いた面積は１万１７８ヘクタールで、このうち森

林組合員が所有しているのが、４８０８ヘクタールで残りの５３７０ヘクター

ルは一般の森林所有者となっています。森林組合員の所有林は組合の指導のも

とで整備されていると思いますが、問題はこの５３７０ヘクタールの一般森林

所有者の森林整備の推進に課題を掲げているのではないかと思っています。今

後、民有林を総合的に整備するには、森林所有者と合意形成を図り、森林施業

計画作成などの中核を担う森林施業プランナーの充実が求められていると思い

ますが、町長の所見を森林組合との指導についてお伺いしたいと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えしたいと思います。議員指摘のとおり平取町では民有林が１万７６７９

ヘクタール、社有林がそのうち７５０１ヘクタール、個人が１万１７７ヘクタ

ール、うち森林組合の組合員が所有している部分については４８０８ヘクター

ルほどということでそれ以外については、森林組合に入ってない方の森林所有

というようなかたちになっておりまして、その方たちに対する、指導をどのよ

うなかたちで進めていくかというように質問されていると思いますので、答え

たいと思います。森林組合以外の森林所有者に対する、指導体制につきまして

は、森林所有者を対象として、ここ２年間でありますけれども毎年、町内３地

区におきまして、森林経営計画の説明会を実施しております。その説明会につ

きましてはまちだよりですとか直接手紙等で、森林所有者に文書で出したり、

積極的に参加を呼びかけているところでございまして、その説明会のなかで、

町、森林組合、また北海道の森林室平取事務所の職員にも参加をしていただき

まして出席者からの質問に答えたり、指導助言を行っているところでございま

して、今後も引き続き実施をしていく方針であります。ただなかなか自分の世

代で森林を持っていて整備して、お金になるかというと、次の世代、その孫の

世代というようなこともありまして、なかなか森林整備に関心がない、興味が

ないという、森林所有者がいるような状況でありますし、また町外にいる方が

持っているということで、なかなかそういう説明会等に参加してもらえない状

況がありますけれども、今後も積極的にそういう説明会があるという周知をし

ながら、来ていただいて話を聞いていただくと、そういうふうにやっていけば

何とかうまく森林を経営していけるんだというようなかたちで感想をもってい

ただけるというような状況もありますので、そういうかたちで指導をしていき

たいというふうに考えておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 いま、町のほうでもそれから森林組合のほうでもいろいろとそういう計画のな
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平村議員 かで進んでいるようでございますが、このあいだもちょっと、森林組合のほう

で、青年林業士というので２人ほど北海道のほうで平取町の森林所有者のなか

から認定されて活動しているっていうことも知りました。そういうことのなか

で、先進的な取り組みをこれからも民間整備事業に期待をしていますが、今後

指導体制のなかで、森林組合員以外の一般の森林所有者の方たちの分を今後町

としてぜひ連携を取りながら一緒に活動していただきたいと思います。それで

は２点目の、軽度認知障害の早期発見予防について質問いたします。厚生労働

省によると、６５歳以上の高齢者の占める全国の認知症患者は平成２４年度時

点で４６２万人と推定され、通常な老化による物忘れと認知症の中間状態であ

る軽度認知障害は約４００万人と推計されています。認知症になると、通常の

老化よりも早く認知機能が低下し、日常生活に影響を及ぼします。現在、認知

症早期発見、予防するためには、その前の段階とされる、軽度の認知障害の時

期に運動や生活習慣の改善など、認知症機能低下を予防することが最も効果的

であると考えられています。この早期発見、予防対策の取り組みとして、アメ

リカで開発された脳の健康チェックテスト、コンピューターによる物忘れスク

ーリニング検査、認知症予防教室、認知症を正しく理解していただくための認

知症啓発活動など複合的な組み合わせが、検診計画のなかに位置づけられて取

り組んでいる先進的な自治体もございますが、今後、認知症の高齢者が増加し

ているなかで、住み慣れた地域で生活し続けられる環境づくりのため、検診計

画のなかで、早期発見、予防対策を位置づけして、継続的に取り組む体制が必

要であると考えていますが、町長の所見をお伺いしたいことと、認知症対策５

か年計画で早期診断、早期対応の目玉として期待されているのは、認知症初期

集中支援チームですが、これは、看護師、保健師、作業療法士などで構成する

もので、地域包括支援センターに配置し、認知症高齢者や家族に対して、自立

した生活に向けた、サポートを行うことになっているようですが、この取り組

みの現状についてお伺いします。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

それでは、平村議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。はじめに、脳

の健康チェックテストについてでありますが、町は介護予防事業において、介

護認定を受けていない６５歳以上の高齢者に対する介護予防チェックリストの

なかで、認知症の初期症状を疑うためのチェックは行っておりますが、単体で

詳細な先ほど平村議員ご指摘の脳の健康チェックは現在これを実施をしており

ません。このことにつきましては、現在必ずしも十分な体制が取れているとは

言い難いのが現状でありますので、今後、保健師等専門職員の体制の整備や、

予算面など、内部で協議をいたしまして、他町の事例も参考にさせていただき

ながら、町民に対する効果的な健康チェックや、保健指導体制につきまして検

討してまいりたいというふうに考えております。次に、認知症初期集中支援チ



- 45 - 

ームについてのご質問でありますが、これは昨年１２月の町議会定例会におき

まして、平村議員からご質問いただいた、厚生労働省の認知症施策推進５か年

計画、いわゆるオレンジプランのメニューの一つに掲げられているものでござ

いまして、認知症初期集中支援チーム設置促進モデル事業として、本年度全国

１４か所で、国の補助金を受けて実施する先進地モデル事業であります。支援

チームの人員配置要件として看護師や作業療法士、あるいは介護福祉士や精神

保健士などの専門職に加えて、認知症に対して専門的見識からアドバイスが可

能な専門の医師を加えた最低３名体制を確保しなければならないとされており

ます。設備要件といたしまして、２４時間３６５日、認知症の方からの緊急連

絡体制の確保ができる施設を拠点とすることが必要だということになっており

まして、家庭訪問する場合にも専門職員２名以上の体制で行い、必要に応じて

専門の医師が同行するというものであります。事業主体は市町村でありまして、

病院や診療所に委託することができます。本年度は、北海道では苫小牧市がこ

れを実施する予定であるほか、道外では福島県福島市、群馬県前橋市、東京都

世田谷区、長野県長野市、兵庫県神戸市など、結果として都道府県の中核とな

るような、人口の多い自治体が実施する予定となっております。国からの補助

金は１０００万円が上限でありまして、単年度の補助事業であります。苫小牧

市は、市内にある道央佐藤病院にこの事業を委託して行い、作業療法士、精神

保健福祉士、精神科専門医師による３名体制でこれを実施する予定となってお

ります。以上のことから、結論といたしまして、認知症初期集中支援チーム設

置促進モデル事業につきまして、平取町におきましては要件を満たし、事業を

実施できる人材、施設等の条件が整っていないこと、加えて、これが単年度の

補助事業であるということから、来年度以降の財源措置がないことなどを考慮

し、平取町はこれに応募をいたしていないのが現状であります。平村議員から

ご指摘をいただきました厚生労働省による、認知症施策推進５か年計画、いわ

ゆるオレンジプランにつきましては、議会の一般質問でも取り上げられた事項

であることを前置きした上で、私のほうから公式の会議の席上、日高振興局側

に迅速な情報を求めてまいりましたけれども、日高振興局や静内保健所サイド

からほとんど情報が流れてまいりませんため、北海道庁の担当者に確認いたし

ましたところ、この春の国の予算成立後、厚生労働省からの動きとして、本件

モデル事業に関しましてはこの７月に内示を受けただけで、それ以外のメニュ

ーの事業については、現在まで国から道に対して内示が行われていない状況、

端的に申し上げまして、国の動きが遅い状況にあります。また、オレンジプラ

ンに関する国のスケジュールの考え方といたしまして、２５年本年度と、来年

度２６年度は先ほど申し上げましたような、先進自治体でのモデル事業として

行われることを想定しておりまして、２７年度から当該モデル事業の実施状況

を国が検証して、その後全国に普及させるための制度化を検討するということ

でオレンジプラン５か年計画の最終年である、平成２９年度に向けて検討する

ということになっております。平取町といたしましては、今後の国の動きに注



- 46 - 

目してまいりたいというふうに考えております。以上です。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

事業がまだ進んでいないということなんでしょうけれども、認知症を正しく理

解していただくために、認知症啓発活動などを複合的に組み合わせをする必要

があるのではないかと思います。また認知症の早期予防に関連して、認知症サ

ポーター養成等について質問します。私は平成２１年３月の町議会でも、認知

症サポーターの養成にあたって自治会、商工会、ＪＡ、金融機関などと連携し

て養成講座を開設し地域ぐるみでサポートする体制づくりの必要性について質

問しています。訪問ヘルパーも現在１５４名を養成しているなかで、認知症サ

ポーター養成講座も関係機関に呼びかけて、地域ぐるみで見守れる体制を進め

たいと考えて答弁されていました。またその後２４年１２月の議会でも、今後

の認知症施業の方向性について、質問しておりますが、その答弁のなかでも地

域での日常生活、家庭の支援強化の活動として、２２年度から認知症サポータ

ー養成講座を開設しているとのことです。またそれから平成２４年度からはサ

ポーターを指導するキャラバンメイトの養成講座を開設されて、人材育成に努

めておられます。それは、私も参加しておりますけれども、大変感謝していま

す。ただその、お伺いしたいことは、そのサポーター養成についても、各団体、

老人クラブとか婦人会その他自治会等で養成にはあたっているんですけれど

も、その後の認知症サポーター養成講座の事業実施要綱のなかで、計画的に実

施されているのはわかるんですけど、そのあとの次の段階に何のあれもないん

ですよね。まず私たちは婦人会でも養成講座をやりました。でもそのあと１年

間何の返答もないですし、どういうふうなことをやったらいいのかなかなかそ

こら辺が団体としても、本当の声かけ程度しかできないでいます。まず一つ目

にはこの実施要綱には、講座開設活動計画等についてるる定められていると思

いますが、実施要綱の概要についてお伺いします。また、二つ目はサポーター

の養成に当たっては、関係機関との連携で、地域ぐるみで取り組むことになっ

ていますが、関係機関との活動の連携はどうなっているのか、その辺も、ちょ

っと疑問に思いますし、２２年度から講座開設の回数と受講者数、サポーター

活動は継続性をもった活動が重要であると痛感していますが、サポーターの活

動計画など、現状についてどのようになっているのか、その辺もちょっとお伺

いしたいと思います。また、サポーターを指導するキャラバンメイトのことで

すが、これも私も参加したんですけれどもそのあと、どういう職種を対象にし

て講座を開設していくのか、また現在どのくらい要請し、活動されているのか

その辺についても、お伺いしたいと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 
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保 健 福 祉

課長 

お答えを申し上げます。平取町認知症サポーター養成事業実施要綱というもの

がございます。これにつきましては、認知症に関する正しい知識を持ち、地域

や職域において認知症の人や家族を支援する認知症サポーターを養成すること

により、認知症の人や家族が安心して暮らし続けることができる地域づくりを

推進することを目的とするということで目的に掲げまして、平取町内の地域職

域、学校等において認知症の人と家族を支える意欲を持つ方を対象とするとい

うことで、対象者を規定しております。認知症のサポーター養成講座につきま

しては、平成２５年度、本年度の開催につきましてはすでに４回開設をしてお

りまして、現在まで認知症サポーターは現在２３２名で男性６０名と女性１７

２名で、認知症サポーターの指導者となる認知症キャラバンメイトは１６名、

男性３名、女性１３名となっております。今後も、まちだより、広報びらとり

及び関係者の勧奨等を通じて、これを開催しまして、私どもといたしましては、

全部で５００名の認知症サポーター、町民約１０人に１人の割合の方の認知症

サポーターを養成することを目標に掲げて活動いたしております。その意味で、

現在その後のですね、議員質問された認知症サポーター養成講座のその後のこ

とというのは、現在具体的には実施をしておりませんが、認知症について内容

を理解する方を町民１０人に１人あたりの割合で養成することによることを最

初に第一目標として掲げまして、その後、認知症サポーターの方にその後どう

いうことをしていただくということについては今後、具体的にご提案をさせて

いただきたいと思っております。キャラバンメイトにつきましては、議員ご案

内のとおり、認知症サポーターの指導者、先生となる方を認知症キャラバンメ

イトと称しておりまして、この昨年度の開催につきましては、道内市町村事業

として、平取、浦河の２町のみが実施した事業でございます。関係機関との連

携につきましては、今後、内部で協議をいたしまして当初先ほど申し上げまし

たように、認知症を正しく理解していただく方、認証サポーターの数を最初第

一目標として増やすということのなかで、その後、現実的にフォローアップ、

スキルアップの研修につきまして、具体的に今後検討しまして、ご提案させて

いただきたいというふうに考えてございます。以上です。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

目標は５００名にしてサポーター養成を順次やっているのは私たちもわかって

いるんですけれども、ただサポーター養成を受けて、そのまんまで、なかなか

その前に進まない点がちょっとはがゆいかなと思います。その点をもう少し地

域のほうにおろしながら、いまこういうことをやったらどうだろうとかそうい

う地区ごととか団体ごとに指導していただけたらもっとスムーズにいくのでは

ないかな、ただ人数だけをたくさん取りましたよ、たくさん取りましたよって

オレンジのあれをもらったんですけど、それだけではなかなか住民に浸透され

ませんし、またいま本当に初期の認知症の方が段々もう私たちの周りにもいま
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すし、本当に私たちがならないという保障もありませんので、本当に早急にそ

ういう対策をやっていただきたいと思います。また訪問支援を行う専門スタッ

フの組織体制についてなんですけれども、平取町にもいるにはいるんですけど、

だんだん強化しながらも、国では２５年度から始まる認知症対策の５か年計画

のなかに専門チームが家庭訪問し、認知症の早期対応につなげるモデル事業を

スタートさせています。また、認知症の早期診断を実施する医療機関の拡大な

ども進めているようです。また、認知症サポートを平成２４年度末から３５０

万人から６００万人に増やすと国ではうちだしていますけれども、今私が申し

ましたように、やはり認知症の早期発見、早期対応を進めてかかせないのは、

訪問支援を行う専門スタッフの人材と育成が地域包括支援センター組織体制の

なかには本当に重要だと思いますので、まだまだ足りないんではないかと思い

ますので、その辺の重要課題である職員体制について今後どのように考えてい

るか町長にお伺いしたいと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

私のほうから申し上げたいと思います。軽度認知症の方の訪問支援を行う専門

スタッフの組織体制についてのご質問でございますが、現在、保健福祉課のな

かの介護支援係、これは地域包括支援センターと申しますが、そこで保健師２

名、社会福祉士１名、計３名、それと保健推進係、保健師３名の合計６名で行

っておりますが、認知症につきましては主に介護支援係、地域包括支援センタ

ーの職員がこれを行っております。平成２４年度１年間に介護支援係に対する

相談の数は６０２件でありましたが、そのうち訪問が１３９件でございました。

この組織体制につきましても、今後ますます認知症の方あるいは高齢者の方が

増えてくると予想される現状のなかで、そのことを十分認識をしておりますの

で、今後内部で検討させていただいて、私ども担当といたしましては、体制を

強化整備していただく方向で私といたしましては協議させていただきたいとい

うふうに考えて、内部で検討したいと思います。以上です。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

わかりましたけれども、今年も平取町では認知症の対策としてグループホーム

を振内のほうに１８人のグループホームをつくっていただいたんですけれど

も、本町のほうにも本当に認知症の方が次々と早期、軽い方がたくさんいらっ

しゃいます。そういうなかで、ぜひ、町長も今後平取町とか貫気別とか各地区

にそういう計画をなかにおいていただかないと本当にあの職員ばっかりじゃな

く、施設もありませんのでその辺の考え方もあわせてお伺いして終わりにした

いと思います。 
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議長 町長。 

 

町長 それでは私のほうからご答弁を申し上げたいと思います。平取町の高齢者福祉

対策としての基本的な考え方については、やはり在宅介護を含めた福祉サービ

スを中心としながら、高齢者のみなさんが、地域で安心して暮らせることが一

番望ましいというふうに考えてございます。町としても、地域の包括支援セン

ターが中心となりながら、在宅サービスに重点を置きながら、取り組んでいる

ところでございます。そういった意味で、今ご指摘の通り、その組織体制につ

いても、どうあるべきかということについては、内部で十分協議しながら、強

化できるところは強化をしてまいりたいというふうに考えているところでござ

います。さらなる高齢化の進行に伴って、認知症高齢者の増加が予想されてお

りますので、今後についても、認知症についての正しい理解の促進、家族介護

者への支援、あるいは認知症高齢者の権利擁護のための取り組みなど、認知症

高齢者が尊厳を持ちながら自立した生活を送ることができる環境づくりにこれ

からも最善を尽くしてまいりたいというふうに考えてございます。今、平村議

員が申されたように、町として最優先課題ということで、認知症施設でありま

すグループホームを振内町に今年の４月にオープンをしたところでございます

けれども、次の本町あるいは貫気別の関係については、今度は第６期の高齢者

介護福祉計画の策定が入ってまいりますので、そういったなかで十分に議論を

深めていただきながら、その対応について、考えてまいりたいというふうに考

えてございますので、よろしくお願いいたします。また国の動向がどんどん変

わってきておりますので、これらの国の動向等見きわめながら、今後とも、平

取らしい認知症対策を進めてまいりたいというふうに思っているところでござ

います。以上です。 

 

議長 平村議員の質問は終了いたします。続きまして、７番松原議員を指名します。

７番松原議員。 

 

７番 

松原議員 

７番松原です。先に通告してありますお年寄りにやさしいまちづくりについて

２点をお伺いいたします。１点目、地域内での福祉施設の集約について。二つ

目は、福祉・・・のまちづくりの再開発プロジェクトチームの設置について２

点をお伺いいたしたいと思います。地域内での福祉施設の集約についてですが、

平取町は人口の減少が続き超高齢化社会に向かっております。将来の人口推計

調査によりますと、平取町の７年後の平成３２年には４４３６人と推計されて

おりますが、高齢者の方にとっては平取町で一生住み続けたいと願っています

が、福祉施設に不便さを感じております。市街地整備については、先ほど藤澤

議員、前回の四戸議員からも質問されて、答弁されていましたが、重複した質

問もあるかもしれませんが、再度、質問をしたいと思っております。後期５か

年計画により、今年２５年から、国保病院改築検討委員会が設置されスタート
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されました。２６年基本設計、２７年には実施設計とされています。高齢化が

進むなか、築５０年経過した病院は、耐震にも問題もあり、国保病院の改築計

画は必要と考えております。現在、本町地区でありますけれども、高齢者や私

たち住民が、本町地区市街地の空洞化、商業や産業、医療、歯科診療や公共サ

ービス保健福祉や保健福祉施設の点在により不便さを感じております。お年寄

りにやさしいまちづくりとして、本町中心街に集客するコンパクトシティーの

転換など促進で町市街地の再生を目指し、国保病院を核とした新しいまち、市

街地の再生が必要と考えております。市街地開発、高齢社会に対象に施設を集

積することは、地域間でのいろんな問題はありますが、高齢者には公共施設、

公共サービスや商業施設、医療、歯科診療、福祉施設公営住宅など、集積して

いる地域での安心安全な生活の居場所を望んでおります。また、家族も同様、

安心できる居場所の利用を望んでおります。本町地域に施設を統合することに

より、本町に人口が増え、利用する家族、交流人口増、施設の新設が見込まれ

ることにより、後継者の育成にもつながると考えております。町長は答弁で、

超高齢化社会を迎えるなかで、高齢者も含めた、多くの人々が暮らしやすいま

ちをつくるにはできるだけ拡散していることに歯止めをかけることに留意した

いと答弁しておりました。また、さまざまな機能がコンパクトに集積しアクセ

スのしやすいまちづくりを進めていくことが将来的に大事って、コンパクトな

まちづくりのために、将来を見据えて、地権者、あるいは商業者、民間企業な

どの地域の努力がなければ、実現しないと考えていると答弁されましたが本町

市街地での、国保病院を中心とした社会福祉施設を統合する考えはないか、お

伺いいたします。また、財政面でも、町民のために、市街地開発に財政を投資

すべきと考えますが、町長の考えをお伺いいたします。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 それでは、前段私からお答えを申し上げたいというふうに思います。お答えの

順番若干ずれるかもわかりませんので、ご承知いただきたいと思います。まず

前段、松原議員のお話にもありましたとおり、平取町の将来の人口の推移でご

ざいますけども、議員ご指摘の通り、平成３２年には人口が４４３６人という

ことで一つの推計方法で求めた数字はこういうかたちになっております。この

数字は、全国そして全道平均を上回ったスピードで平取町が減少するというよ

うな状況になっておりますけども、平成２４年度から、ご承知の通り平取町地

域活性化協議会が事業主体となりまして、実践型地域雇用創造事業に取り組み

ながら、何とか平成２７年度までに定住人口の増加策に取り組んでいるという

ことでございますので、その辺についても、ご理解をいただきたいというふう

に思っております。それで、平取町内には皆さんご承知の通り、さまざまな福

祉施設が各地域、町内３地区に点在をしております。これは、各地域３地区が

バランスある地域の発展ということを考慮しながら、設置をしてきているとこ
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ろでありますので、基本的に、ご質問にありました本町地区に一地区に集約す

るというのはなかなか、いまの私どもの考え方からいきますと、バランスある

地域の発展ということになると、難しいのかなということで、考えております。

福祉施設をあげていきますと、本町には中心市街地にふれあいセンターがござ

います。これは保健福祉、介護行政の拠点施設となっております。そのなかに

は、ご承知のとおり町民課、保健福祉課、社会福祉協議会、そして児童館、子

ども発達支援センター等が設置をしてさまざまな住民のニーズに対応をしてお

ります。また民間施設では、特別養護老人ホームかつら園あるいは軽費老人ホ

ームしずかが社会福祉法人平取福祉会で運営されております。これが本町地区

の福祉施設でございます。また振内には平取福祉会が運営いたします障害者支

援施設すずらん、それと今年４月にオープンいたしました認知症高齢者グルー

プホームこころのホームふれないの二つ福祉施設が既に営業をしているところ

でございます。また貫気別には、町の施設でございます老人福祉寮やすらぎが

設置をしているというような状況になっているところでございます。ただいま

質問にございました本町市街地を中心に福祉施設を統合できないかというご質

問でございますけども、先ほど申しましたとおり、全町の施設すべてを本町に

一極に集約するということは、先ほども申しましたとおり、均衡ある地域の発

展ということを考えていくときにどうしても相なじまないというようなこと

で、この辺についてはなかなか難しいのかなというふうに考えております。ま

た本町地区で運営されてます福祉施設、これらの統合については、条件さえあ

えば、それは将来的に統合するのも一つの方法なのかなというふうに思ってお

りますが、ただ、この施設そのものについては、設置運営が社会福祉法人とい

うことでございますので、この辺のところについては福祉法人と十分協議をし

ながらということが前提になるのかなというふうに思っております。議員もご

承知の通り、先月、病院の改築事業検討委員会が発足をいたしまして、１回目

の会議が開催をされております。来年３月を一つのめどに内容について検討す

る予定でおりますけども、今後の検討の中身としては、その医療と福祉の連携、

それに伴います施設整備をどうするのかというのも議論の対象になるのかなと

いうふうに思っております。福祉施設と医療との統合連携についてはその時点

で十分ご議論いただければなというふうに思うところでございます。また市街

地の再整備でございますけれども、この市街地の再整備につきましては先ほど

来、町長あるいはまちづくり課長からご答弁申し上げておりますとおり、この

市街地の再整備については土地の買収、あるいはその交換処理また既存建物の

移転補償等、多額の事業費を要することになります。前段の質問でも答えてい

ます通り、道道の拡幅改良事業などとあわせて実施しなければ、実現はかなり

難しいということになろうかなというふうに思っておりますので、これらにつ

いては十分時間をかけながら議会のみなさんとともども検討をしてまいりたい

というふうに思っておりますのでひとつよろしくお願いを申し上げたいと思い

ます。以上でございます。 
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議長 松原議員。 

 

７番 

松原議員 

先ほどから町長も答弁したり、課長の答弁もございましたので、難しいなかに

もですね、早急に町民に見えるかたちの議論をしていっていただきたいと思っ

ておりますのでできるだけ早急にですね、町の方針が見えるようなかたちで進

めていっていただきたいと思っております。それで次にですね、２番目に平取

町発展計画プロジェクトチームの要綱についてでありますけども、平取町のプ

ロジェクトチームに関する規定がありますけれども、目的は１条に行政事務の

うち重要な施設の推進、必要な調査研究、計画作成迅速かつ合理的なプロジェ

クトを設置するとありますけれども、平取町発展計画のプロジェクトチームと

いうのは現在つくられているのでしょうか。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。今のご質問にありました規定に則りまして、この名称で

のプロジェクトチームではないんですが、各課長クラスがメンバーとなってい

るまちづくりプロジェクトチームというのを編成しまして、主たる町の主要事

業等について随時協議をするという場を設定しております。 

 

議長 松原議員。 

 

７番 

松原議員 

はい、ちょっとなぜかといいますと、いろんなかたちで町民とのかかわり、行

政とのかかわりなんですけども、行政から一方的な感じがやることに対して、

見受けられるということも町民から聞かれておりますので、そのなかに、町民

からの意見をどうやって集約していくかっていうことも、ちょっと考えたもん

ですから、そういうことでもしそういうプロジェクトチームが官民一体となっ

た構造を策定していくということも盛り込まれておりますので、できれば、今

言ったお年寄りにもやさしいだとか地域に密着したかたちのプロジェクトチー

ムができればそういうものも設置ができないかということをお聞きしたいんで

すが。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 質問の趣旨がちょっと間違っていましたら申し訳ございませんけども、町民か

らいろんな意見を聞く、町のシステムというと一つ審議会システムがございま

す。特に平取町のまちづくりについては、平取町の総合計画審議会のなかで、

これは各自治会の役員から各団体の方々、これらを含めて、あと公募の委員さ

ん含めて３０名程度の審議会でございますけども、このなかで十分住民の意見
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を聞きながら、町の各種総合政策を決めていくというシステムがございますの

で、あえてプロジェクトチームを設置をしなくてもいいのかなというふうに思

っております。それで、松原議員ご指摘のプロジェクトチームの関係なんです

けども、平取町プロジェクトチーム設置に関する規定というのが昭和４８年に

できて昭和５６年に一部改正をしておりますけども、これは、役場庁舎内のプ

ロジェクトチームということで、一般町民まで含んだプロジェクトチームとい

う考え方にはなってないので、それについてはご理解をいただきたいというふ

うに思います。もし必要であればそういう総合計画審議会のなかでいろいろ議

論していただきたいというふうに思っております。 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

以上で松原議員の質問は終了いたします。通告がありました議員からの質問は

すべて終了いたしましたので、日程第５、一般質問を終了します。休憩します。    

 

   （休 憩 午後 ２時１８分） 

   （再 開 午後 ２時３０分） 

 

再開いたします。 

日程第６、議案第１号教育委員の任命についてを議題とします。提案理由の説

明を求めます。町長。 

 

町長 議案第１号教育委員の任命についてご説明を申し上げたいと思います。平取町

教育委員会委員に次の者を任命したいので同意を求めるものでございます。同

意を求める者は、住所、沙流郡平取町字荷菜４０番地７、氏名、小林明美さん

であります。生年月日は昭和３５年３月５日生まれの５３歳でございます。次

のページをお開き願います。経歴概要でございますが、学歴については昭和５

７年の３月に北海道大学の医学部の付属臨床検査技師学校を卒業してございま

す。職歴については、次のとおり、多くの公職を歴任をしているところでござ

いますが、この度は任期満了に伴う継続でございますので、説明については割

愛をさせていただきますが、現在一番最後にあります公職、平成２１年１０月

２８日から現在まで、平取町の教育委員会委員として、ご尽力されてございま

すが、本年の１０月２７日をもって、満期となりますので、引き続き同意を求

めるものでございます。人格、識見も高く、適任者でございますので、同意を

求めるものでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長 これから質疑を行います。質疑はございませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について、任命同意する
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ことに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第６、議案第１号教育委員の任命については、任

命同意することに決定いたしました。 

日程第７、議案第２号平取町税条例の一部を改正する条例についてを議題とし

ます。提案理由の説明を求めます。税務課長。 

 

税務課長 議案第２号平取町税条例の一部改正についてご説明申し上げます。議案書３ペ

ージをご覧願います。平取町税条例の一部を次のとおり改正しようとするもの

であります。次のページをご覧願います。それでは平取町税条例の一部改正に

つきまして、その改正理由をご説明申し上げます。今回の改正は地方税法の一

部を改正する法律が平成２５年３月３０日に公布されましたが、同法による改

正のうち、一部のものについては、地方税法施行令の一部を改正する政令及び

地方税法施行規則の一部を改正する省令によることとされていまして、平成２

５年６月１２日にそれぞれ公布されました。これに伴いまして、平取町税条例

の一部を改正するものでございます。主な改正内容といたしましては１点目と

しまして、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直しに係る改正とな

っております。現行制度においては年金支給額や所得控除の適用状況の変化に

伴い、年税額が前年の年税額よりも大きく変動した場合には、本徴収額と仮徴

収額に差が生じることがありまして、一度本徴収額と仮徴収額に変動が生じた

場合には、翌年度以降もこの不均衡が平準化することができず、特に不均衡が

極端な場合には、仮徴収額が年税額を超えてしまい、還付が生じていることか

ら、算定方法の見直しを行ったところであります。２点目としましては、金融

証券税制の見直しに係る改正となっております。現行制度においては、株式の

譲渡損失を預金債権の実所得と損益通算できないなど金融商品間の損益通算範

囲が制限されており、投資家が多様な金融商品に投資しにくい状況にありまし

た。このため、改正では金融商品に係る損益通算範囲を拡大し、個人投資家の

積極的な市場参加を促す環境の整備をするため見直しを行うこととしたもので

あります。具体的には、本日配布をしております、お手元の資料を使って説明

していきたいと思います。個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し

について、お手元の資料１をご覧願います。中ほどの特別徴収税額の算定方法

の見直しの部分をご覧願います。現行と改正では、４月、６月、８月に徴収す

る仮徴収額について、記載のとおり現行制度では前年度分の本徴収額で徴収し

ていたものを改正では前年度分の年税額の２分の１にすることとされました。

具体例で説明をしたいと思いますので、下の表をご覧願います。６５歳以上の

夫婦世帯で、Ｎ年度の年税額が６万円となっております。この方の年税額が翌

年度のＮプラス１年度に医療費控除の増額等によって、３万６千円に減額にな

ったとします。そうしますと現行制度では、仮徴収額は前年度の本徴収額とな

りますから、１万円となります。一方、本徴収額は、当該年度の年税額から仮
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徴収額の１万円の３回分３万円を引いた額の６千円となり、１回当たり２千円

の本徴収額となります。改正では、前年度の年税額の６万円の２分の１が仮徴

収額の３万円となることから、現行も改正後も１回当たりの徴収金額には変わ

りありません。次にＮプラス２年度、Ｎプラス３年度のところをご覧願います。

年税額が通常の６万円に戻った場合、現行では、仮徴収額が前年度の本徴収額

であるため、以降の年度においても仮徴収額と本徴収額の不均衡は平準化しな

いことになります。一方改正では、仮徴収額が前年度の年税額の２分の１であ

るため、Ｎプラス２年度においては、仮徴収額が前年度の年税額３万６千円の

２分の１の１万８千円となり、１回当たり６千円の仮徴収額となります。また、

本徴収額は当該年度の年税額６万円から仮徴収額の１万８千円を差し引いた４

万２千円となり、１回当たり１万４千円の本徴収額となります。同様に、Ｎプ

ラス３年度を計算すると、１回当たりの徴収額は、仮徴収額、本徴収額ともに

１万円となり、改正案では年税額が２年連続で同額の場合は平準化することに

なります。以上が特別徴収に係る改正内容となっております。次に、金融・証

券税制の改正内容について説明をします。次のページの資料２をご覧願います。

現行税制では損益通算は上場株式の配当と譲渡損益の間で認められていまし

て、上場株式と非上場株式の譲渡損益の間でも通産可能となっています。上場

株式等のところをご覧願います。課税方式については上場株式等の配当等は所

在地の都道府県において配当割が特別徴収されております。また、上場株式等

の譲渡損益については、源泉徴収選択口座内のものは、住所地の都道府県にお

いて株式等譲渡所得割が特別徴収されています。また選択口座内のものについ

ては、申告義務がありまして、申告分離課税されております。次に、公社債の

ところをご覧願います。公社債の利子等については現行税制では、利子支払等

金融機関所在の都道府県において利子割が特別徴収されており、申告不可とな

っております。また、公社債の譲渡益については原則非課税とされています。

以上が現行制度の説明となります。引き続き、改正内容について説明をします。

次のページの資料３をご覧願います。現行と改正を見比べていただきたいと思

います。改正では現行税制において、上場株式等の配当及び譲渡損益の間での

み認められている損益通算について改正では特定公社債等の利子及び譲渡損益

まで損益通算範囲を拡大することとされました。また原則非課税とされている

公社債等の譲渡益について申告分離課税により課税することとされました。次

に、この他の改正といたしまして、株式を上場株式等に係る譲渡所得等と、一

般株式等に係る譲渡所得等を別々の分離課税制度とした上で、組み合わせとし

ては上段の上場株式等と特定公社債に係る譲渡所得等の分離課税と下段の非上

場株式等と一般公社債等に係る譲渡所得等の分離課税に改正することとされま

した。以上が金融・証券税制の主な改正となっております。次に、議案に戻っ

ていただきまして、条文に基づいて、主な改正内容についてご説明申し上げま

すので、８ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。はじめに第４

７条の２第１項の公的年金等に係る所得に係る個人の町民税の特別徴収の規定
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であります。現行の第１号が削られているのは、現行では公的年金から特別徴

収されている者が町外に転出した場合には、特別徴収を停止し、普通徴収に切

り替えることとされてきましたが、個人住民税については、年税額の全額を賦

課期日にある住所に納めることになっていまして、町外に転出した場合であっ

ても、納税先の市町村に変更がないことから条文から削除されたものでありま

す。次に、第４７条の５、年金所得に係る仮特別徴収税額等の規定であります。

先ほども説明しましたが、仮特別徴収税額について、現行では前年度の本徴収

額であったものを、改正では前年度分の年税額の２分の１に相当する額とされ

たことによるものであります。次に、次の附則条文の改正からは、金融・証券

税制の見直しに係る改正となっております。１０ページの中ほどをご覧願いま

す。附則第１６条の３第１項と、次のページの第２項、第３項の上場株式等に

係る配当所得等に係る個人の町民税の課税の特例の規定であります。特定公社

債いわゆる国債や地方債などの利子等に係る利子所得が新たに申告分離課税の

対象に追加されたことに伴う、所要の規定の整備によるものであります。次に、

附則第１９条の一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例

と次のページ１３ページの規定が新設された附則第１９条の２、上場株式等に

係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例の規定であります。これは１

１ページの現行規定における株式等に係る譲渡所得等の分離課税を一般株式等

に係る譲渡所得等の分離課税と上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改正

したことに伴う所要の規定の整備によるものであります。次に、１９ページ、

２０ページ、２１ページをご覧願います。附則第２０条の２の条約適用利子等

及び条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例の規定であります。条約

適用配当等に係る分離課税について、特定公社債の利子等が追加されたことに

伴う所要の規定の整備によるものと、条番号が現行規定の附則第２０条の４か

ら附則第２０条の２に繰り上がったことによるものであります。戻っていただ

きまして、６ページ。６ページの下段から７ページにかけての附則の規定をご

覧願います。附則といたしまして、この条例の施行期日は平成２８年１月１日

から施行するものでございますが、第１号に規定されています公的年金からの

特別徴収の見直しの改正規定は平成２８年１０月１日から、また第２号に規定

されています金融・証券税制の見直しに係る改正規定については、平成２９年

１月１日から施行するものであります。次に、経過措置として、第２条につい

ては第１項として平成２８年１月１日前に発行された割引債の償還差益に対す

る個人町民税について、また、第２項として、平成２８年１０月１日前の公的

年金からの特別徴収について、第３項として、平成２８年度までの金融・証券

税制については、なお従前の例によることとされているところであります。以

上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

議長 これから質疑を行います。質疑はございませんか。 
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（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第７、議案第２号平取町税条例の一部を改正する

条例については原案のとおり可決しました。 

日程第８、議案第３号平取町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい

てを議題とします。提案理由の説明を求めます。税務課長。 

 

税務課長 議案第３号平取町国民健康保険税条例の一部改正についてご説明申し上げま

す。議案書の２２ページをご覧願います。平取町国民健康保険税条例の一部を

次のとおり改正しようとするものであります。次のページをご覧願います。そ

れでは平取町国民健康保険税条例の一部改正につきまして、その改正理由をご

説明申し上げます。今回の改正は、先ほど説明をしました地方税条例の改正と

同様に、地方税法の一部を改正する法律が平成２５年３月３０日に公布されま

したが、同法による改正のうち一部のものについては地方税法施行令の一部を

改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令によることとされて

おり、平成２５年６月１２日にそれぞれ公布されました。これに伴いまして、

平取町国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。主な改正内容

といたしましては、町税条例の改正と同様に、金融・証券税制の見直しに伴う

改正となっております。それでは条文の主な改正内容についてご説明申し上げ

ますので、２５ページの新旧対照表をご覧願います。附則第３項の上場株式等

に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例の規定であります。上場

株式等に係る配当所得等の分離課税について、特定公社債いわゆる国債や地方

債の利子等に係る利子所得が、新たに申告分離課税の対象に追加されたこと伴

う所要の規定の整備によるものであります。次に、附則第６項の一般株式等に

係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例と規定が新設された附則第

７項の上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例の規定

であります。これは現行規定における株式等に係る譲渡所得等の分離課税を一

般株式等に係る譲渡所得等の分離課税と上場株式等に係る譲渡所得等の分離課

税に改正したことに伴う所要の規定の整備によるものであります。詳細は町税

条例の改正で説明をしましたので、省略をいたします。次に、２６ページをご

覧願います。附則第１１項の条約適用利子等及び条約適用配当等に係る国民健

康保険税の課税の特例の規定であります。条約適用配当等に係る分離課税につ

いて、特定公社債の利子等が追加されたことに伴う所要の規定の整備によるも

のと、後番号が改正前の附則第１４項から則第１１項に繰り上がったことによ

るものであります。次に、議案に戻っていただきまして、２４ページの附則の
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規定をご覧願います。附則といたしまして、この条例の施行期日は平成２９年

１月１日から施行するものでございますが、第２条の適用区分において、改正

後の平取町国民健康保険税条例の規定は２９年度以降の年度分の国民健康保険

税について適用し、２８年度分までの国民健康保険税については、従前の例に

よるものであります。以上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

議長 質疑を行います。質疑はございませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは、採決を行います。本案について原案のとおり

決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第８、議案第３号平取町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例については原案のとおり可決しました。 

日程第９、議案第４号北海道後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規

約についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

町民課長 ２８ページをお開き願います。議案第４号北海道後期高齢者医療広域連合規約

の一部を変更する規約について、地方自治法第２９１条の３第３項の規定によ

り、北海道後期高齢者医療広域連合の規約を次のとおり変更するものでござい

ます。この条項ですが、広域連合の規約を変更しようとするときは、関係市町

村の協議によりこれを定め、ただちに北海道知事に届出を提出しなければなり

ません。また、この協議とは、同条の１１により、関係市町村の議会の議決を

得る必要がございます。２９ページをお開き願います。提案の理由でございま

すが、昨年７月９日に、外国人住民を日本人同様、住民基本台帳法の適用対象

に加えるとする住民基本台帳の一部を改正する法律が施行されました。それに

伴い、広域連合に対し、関係市町村が負担する共通経費の人口割に係る規約を

改める必要が生じ、本議会に提出したところです。規約の改正内容でございま

すが、別表第２備考２の中の「及び外国人登録原票」を削るものでございます。

３０ページに連合規約の新旧対照表を記載しておりますので、参照願います。

附則の２ですが、この規約は平成２６年度以降の年度分の負担金から適用する

ものでございます。以上で説明を終わりますので、ご審議のほどよろしくお願

いいたします。 

 

議長 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 
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（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第９、議案第４号北海道後期高齢者医療広域連合

規約の一部を変更する規約について、原案のとおり可決しました。 

日程第１０、議案第５号平成２５年度平取町一般会計補正予算第７号を議題と

します。提案理由の説明を求めます。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

議案第５号平成２５年度平取町一般会計補正予算第７号につきましてご説明申

し上げます。歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額

にそれぞれ２８３６万９千円を追加いたしまして、予算の総額を６８億７２９

５万円とするものでございます。２項におきましては補正の款項の区分、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」によるも

のでございます。それでは事項別明細の歳出から説明いたしますので、３６ペ

ージをお開き願います。２款１項９目企画費１９節負担金補助及び交付金６４

０万円の追加でございます。これは、地域公共交通活性化・再生総合事業負担

金の追加でございまして、地域公共交通活性化協議会が実施いたしますデマン

ド型交通でございますが、これは２４年度におきまして、６か月間２４年１０

月１日から２５年３月２９日まで本町、荷菜地区、振内地区において運行して

ございます。このときの運行実績でございますが、本町地区におきましては、

延べ４９９人の方が利用してございます。振内におきましては、２４４名の方

がご利用をいただいております。この間、乗車された方のアンケート調査、そ

れから住民等の要請によりまして、平成２５年度はぜひ通年運行してほしいと

いう要望が多かったということから、協議会での協議、承認を経てまして、２

５年度は１年を通じてデマンド型交通車両を運行させて、住民の足の確保の一

層の充実を図っていこうとするものでございます。当初予算では前年までの計

画の６か月分の予算１１６０万円を計上してございましたが、この計画変更に

よりまして、全体で１８００万円となりまして、その増加分６４０万円を追加

補正させていただくものでございます。なお、今回、増加する事業費の２分の

１でございますが、これは地域公共交通活性化・再生総合事業補助金といたし

まして、事業年度の区切りが変則になっておりまして、来年度２分の１が補助

金として交付されるということになってございます。次に３款１項１目社会福

祉総務費１３節１００万円の追加でございます。これは、障がい者相談支援業

務委託料１００万円となってございまして、これは障がい者総合支援法の施行

によりまして、町内に住む障がい者が安心して住めるよう、生活相談などを主

とする障がい者福祉への体制整備が必須となっておりまして、保健師等専門職

の配置ですとか、相談支援事務所での対応が求められているということになっ

てございます。また同法によりまして、２６年度末までに障がい者支援施設、
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平取町の場合はすずらん福祉園でございますが、等で障がい者福祉サービスを

利用するすべての方について、給付の条件といたしまして、サービス等利用計

画の策定が義務づけとなっております。このような状況のもと、現時点では、

町内で資格者等による相談事業所の立ち上げが困難ということから、管内各町

の実態等も勘案しながら、富川の社会福祉法人愛光会みんなのそらに当該業務

を委託するということが最も妥当との判断によりまして、本年度半年分の委託

料１００万円を補正するものでございます。３７ページでございます。３款１

項８目介護支援費１７３万６千円の追加でございます。これは、高齢者が地域

で医療介護福祉サービスが継続的に提供される体制の構築のために、地域包括

支援センター、介護事業者、社会福祉協議会、民生委員、町内会等の関係者な

どが参画するなかで、高齢者を支える地域づくりを推進するための事業を、北

海道の支援を受けて実施するための費用となってございます。事業の主な内容

でございますが、事業を運営する包括主任介護支援専門員への指導助言を行う

指導者の配置、虐待防止ネットワーク会議、キャラバンメイト、民生委員、社

協の福祉委員、保健福祉課職員、社会福祉協議会事務局職員などからなる運営

委員会の設置、住民意見交換会、報告会の開催という内容になってございます。

節の内訳でございますが、８節報償費３２万円は住民報告会での講師、パネリ

スト等の謝礼となってございます。９節旅費１５万９千円は、運営委員の先進

地視察等費用弁償９万円と職員旅費６万９千円となってございます。１１節需

用費１６万８千円の消耗品１０万５千円は一般事務用品、食料費６万３千円は

講師等の食事代となってございます。１２節役務費、通信運搬費３万９千円は

会議等の案内等の郵送料となってございます。１３節委託料８０万円は本事業

を進める上での事務局、コーディネーターへの助言指導や報告書の作成を専門

業者に委託するための経費となってございます。１８節備品購入費２５万円は、

本事業を進めるにあたり必要なパソコン、プリンター、デジカメなどを購入す

る経費となってございます。続いて、３款２項１目児童福祉総務費１３節委託

料１８０万円の追加でございます。これは、子ども・子育て支援事業計画調査

業務委託料として、国の子ども・子育て支援法に則りまして市町村に策定を義

務づけられております、平成２６年度を初年度とする子ども・子育て支援事業

計画５か年計画でございますが、これを策定するにあたりまして、計画の住民

ニーズの把握ですとか、生活実態等を把握するためのアンケート調査、対象を

６００件予定をしていますが、これを実施し、その集計分析をするために専門

事業者に委託するための費用の追加となってございます。次のページをお開き

ください。４款１項４目環境衛生費８２０万円の追加補正となってございます。

これは、エゾシカの有害駆除の捕獲に関する経費となってございます。当初予

算では２５年度の捕獲頭数を１８００頭としまして、捕獲に関するそれぞれの

経費を積算してございました。が、今年度狩猟期間がさらに短縮されたという

ことで、昨年は１１月から２月の４か月間ですが、今年は１１月から１月の３

か月間に短縮されたということが主な要因でございまして、捕獲頭数が今後の
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見込みとして２６００頭になるとの見込みがございまして、１３節委託料の６

４０万円のうち、増加する８００頭の捕獲業務委託料４８０万円、及び指定処

理施設への搬出委託料、これは増加する分の５０％が持ち込まれるとの推計で

４００頭分１６０万円、それから戻りますけども１２節の手数料でございます

が、これは処理施設への搬出手数料ということで、これも４００頭１８０万円

を追加させていただくというものでございます。次に６款１項２目商工振興費

１９節負担金補助及び交付金、平取町商工会補助金５４０万円の追加でござい

ます。これは町民への生活支援及び町内の消費拡大を図りまして、地域経済の

活性化に寄与するということを目的といたしまして、昨年に引き続き平取町商

工会が実施するプレミアムつき地域商品券の発行事業に対し助成をするもので

ございます。発行総額は３千万円。昨年は２４００万円でございました。１組

１２枚、１万２千円相当を１万円で販売するというものでございます。これに

よるプレミアム分５００万円と商品券印刷代等の事務費４０万円、合わせて５

４０万円を補助するということにしてございます。３９ページでございます。

７款２項１目道路維持費３８３万３千円の追加補正でございます。１１節需用

費、修繕料２１０万円の追加です。これは８月に降った度重なる集中豪雨によ

りまして、町道の路肩及びのり面、排水施設が被災いたしまして、現予算内で

は対応が困難ということから追加をさせていただくものでございます。被害を

受け復旧する路線は５路線ございまして、川向町界線、川向学校シラウ川線、

小平アベツ線、紫雲古津神社牧場線、荷菜福満線の５路線となってございます。

それから、１４節使用料及び賃借料１７３万３千円の追加でございますが、こ

れは振内に配置しております道路維持用のタイヤショベルでございますが、こ

れは稼働年が２５年を経過しておりまして、ブレーキの不具合が生じていると

いうことで、修理等の対応を検討いたしましたけれども、機種があまりにも古

くて部品の調達が不可能といったような状況のため、現在稼働できないといっ

た状況になっております。このままでは、冬季の除雪体制の確保ができなくな

る状況から、新年度の更新時期までの今年度内はリース車両での対応をせざる

を得ないということになっておりまして、１２月から３月までの４か月間の機

械リース料を補正させていただくものです。歳出は以上でございます。次に歳

入を説明いたしますので、３４ページをお開き願います。１０款１項１目１節

地方交付税、特別交付税６５０万円の追加でございます。これはエゾシカ捕獲

委託料の経費８２０万円の８０％が特別交付税に算入されるものとして見込ん

でございます。次に１５款２項２目民生費道補助金５節児童福祉費補助金、子

育て支援対策補助金は、子ども・子育て支援事業計画策定のための事前調査費

用に充当される北海道の補助金で、補助率は１００％となってございます。６

節の介護支援費補助金、住民参加型高齢者生活支援等推進事業費補助金１７３

万６千円でございますけれども、これは歳出でご説明申し上げました、高齢者

の地域包括支援体制の確立を目的とする事業に対しまして交付される道の補助

金となってございまして、補助率は１００％となってございます。最後に、１
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９款１項１目１節繰越金、前年度繰越金１８３３万３千円の追加は、今回の補

正に係る充当一般財源は前年度繰越金とさせていただいております。以上議案

第５号平成２５年度平取町一般会計補正予算第７号につきましてご説明申し上

げましたので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長 説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はありませんか。４番松澤議員。 

 

４番 

松澤議員 

３款２項１目児童福祉総務費の委託料、子ども・子育て支援事業計画調査業務

委託料について伺います。このことはですね２１年度にも調査していると思い

ますけども、今回は調査対象に幼稚園や地域型保育事業が新たに加わるという

ことですが、平取町内にありますへき地保育所、常設保育所などいろいろなと

ころでいろんな問題が起きておりますけども、アンケートによりニーズですね、

細かいニーズが求められて、いろんなことが出てくると思うんですけれども、

その調査したあと、これは、道、国のほうにですか、上げるためのものではあ

ると思うんですけども、町としてもどのように活用されていくのかということ

も大事だと思うんですけどお考えになっているか、お聞きしたいと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

ただいまの松澤議員のご質問にお答えを申し上げます。この調査でございます

けれども、平成２６年度に策定する予定であります、子ども・子育て支援事業

計画というものがありまして、そのなかに、町の子育て支援策、あるいは今松

澤議員おっしゃった保育の環境、あるいは児童館、放課後児童クラブ、その他

子ども発達支援に関する施策等、平取町内の子ども・子育てに関する計画に反

映するために、今般、補正をさせていただいて、そのニーズの調査をするもの

であります。以上であります。 

 

議長 松澤議員。 

 

４番 

松澤議員 

その内容がですね、上がってきますよね。それでニーズ調査ということで皆さ

んの、子育てしてる方の声っていうのもこまかく上がってくると思うんですけ

ど、それを町としてどのように活用していくっていうことも含めて、お考えに

なっているかなということ。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

そのニーズ調査、約６００件に関する悉皆の調査でありますけれども、その調

査内容を集計、分析いたしまして、その内容に基づいて多くの要望、ニーズが

ある部分について町で計画の素案を作成しましてその後保育あるいは子育て関
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係者等を含む、町民各層による、計画作成のための委員会を開催し町議会の意

見もお伺いしながら、平取町の子ども・子育て支援についての計画を作成する

ものであります。そういう意味で約調査対象６００件の要望、ニーズの把握が

大変重要になってくるというふうに考えております。以上です。 

 

議長 ほかございますか。１０番平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

３６ページの２款総務費のなかの企画費１９節の負担金補助及び交付金のなか

の６４０万円の補正なんですけれども、地域公共交通活性化ということで、２

５年度は半年分の計画分が前年通年でやりたいということの説明を受けたんで

すけれども、前にも私は、みどりが丘の普通の路線バスのついての変更につい

て何度か、一般質問でしているんですけれども、その辺の絡みのなかでこれは

いまデマンドバスはバスの運行をしていないところの地域に行っているデマン

ドバスて、予約制の、川向とか振内のほうのバスの運行が行ってないところを

やっていらっしゃるんですけれども、それに伴いながらも、住民のニーズにこ

たえて路線バスの運行もみどりが丘のほうとかそういうところにあげてほしい

って何回か一般質問もしてますけれども、現在、バスの運行を変更するという

計画は、何回もお尋ねしたんですけれども、なされていませんし、路線バスの

ないところでの高齢者の交通手段としては、高齢者は通年の４４０何人て言う

けど、同じ方が毎月乗ってらっしゃるとは思うんですけれども、その分につい

てはいいんですけれども、やはりそれと一緒にやはり一般のなかでもバス路線

を変えてほしいということで、高校通学とか中学生の通学バスを上まで上がる

と、本当に問題がなかで、バス路線もバスがいつもただ無人で走ってるバスが

中間たくさんいるんですけども、そういう分を何とか路線バスを上に上げて、

通学バスの高校生あたりを平高の前で降ろすと学校の部活だとかそういう補習

授業だとかいろんな面で助かるっていうことで、校長先生も何とかなりません

かっていうことで何回か言われたことがあるんですけど、一般質問のなかで何

回か言ったときには、道南バスとの折衝もする、交渉もやってみるということ

だったんですけれども、その辺の経過は一度もされてないのか、その辺をちょ

っとお聞きしたいと思います。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。道南バスとの協議というようなことでございますが、先

ほど説明のなかでも申し上げました、地域公共交通活性化協議会というのが役

所なり交通局、それから日高振興局、道南バス、それから民間の有償運送をや

っている方々を組織いたしまして、いろいろな協議をしているということで、

路線バスなり、こういったデマンド方式の交通も含めて総合的な平取町での町

民の足の確保をどうするかというようなことを協議しているというところでご
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ざいまして、以前も一般質問等でぜひみどりが丘のほうまで路線バスをという

ようなご質問がありまして。ただ、総体的にいまの路線バスの状況ですとか、

ものも考えると、本当にその年々乗車密度が低くなっていくというような実態

と、それから、本町のみどりが丘の路線に限らず総体的に生活路線というか、

道南バス等への補助等のことを考えると、なかなかこれ以上の補助金としての

支出は平取町では非常に厳しいというようなことでありましたし、乗車密度が

低くなって本当に１人や２人を大きな路線バスで走らすというのが本当にどう

なのかというような協議のなかから、少しでもその辺を緩和しようということ

でのデマンドバスの試行運転から本格運行までの経緯があったということでご

ざいまして、みどりが丘をカバーするためのデマンドバスとして走らせてござ

いまして、デマンドなんで、要するに予約がなければ走らないということです

ので、その辺は、かなりまだまだ経費的にはかかりますけれども、そのむだを

省いているというような状況に少しでもなっているかなということでございま

して、その本路線への接続とかですね、そういうものも非常に時間帯としてデ

マンドバスも加味したなかで、編成したということもありますので、ぜひ利用

が増えるようなかたちでデマンドを利用していただいて、路線バスとの接続等

の利用を図っていただきたいというふうに思っております。それで、２３年度

から利用をしておりまして、先ほど４９９人の方がということ、本町地区でお

りましたけども、実質乗っている方は、２３名の方です。その方が繰り返しご

利用いただくので、延べで４９９人ということでございますが、これは２４年

度の実績でございますが、２３年度は実質人員が１９名ということでございま

して、本町地区においては若干ですけれども利用者が増えているという実態で

ございます。振内におきましては、実質人員は２３名ということで、これも２

３年度が７名でしたのでこれはかなり利用者が実質的に増えているということ

ですので、トータル的に、さらにここだけ増やせばいいということではなくて、

道南バスへの補助金の額ですとか、デマンドにかかる経費とかですね、総合的

に協議会のなかで判断をさせていただいて、今後、さらに足の確保の充実に努

めてまいりたいと思っておりますので、ご理解をお願いしたいというふうに思

っております。 

 

議長 １０番平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

それはよくわかりましたので、もしこれ通年でやってデマンドはいまコースが

川向のほうから荷菜とみどりが丘をまわるコースなんですけれども去場とか紫

雲古津のほうのバス路線が走ってても河原のほうの住宅とかそういうところに

も、まわるような予定はあるんでしょうか。 

 

議長 まちづくり課長。 
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ま ち づ く

り課長 

現在のところ半年期間を増やすというところの路線では、現在と同じ路線をと

いうふうに考えてございまして、その辺も地域の実情ですとか、利用しそうな

方の実態をさらに協議会のなかで把握させていただいて、今後、その路線等の

検討をさせていただければというふうに思っております。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

ぜひその辺の路線の考え方も紫雲古津のほうの方でも老人でやっぱり河原のほ

うにいて病院に夫婦で具合悪くなってバスも迎えに来てくれないんで町立病院

にかかってたんですけど、富川のほうの鎌田病院に行くとか、そういう話もた

くさん聞いてますので、やはりバス路線があっても河原のほうでは全然送り迎

えがないと通えないということで札幌のほうに転出した老夫婦もおります。で

すから何とかこの通年でやるんであれば、予約のなかでそういう路線も開拓す

るなり、ニーズにこたえてほしいと思います。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

通院される方は、かなり実態の調査のなかでは病院の専用車を利用されている

というケースがあって、その辺は充足してるかなという判断もございましたの

で、その辺また病院と連絡を取り合いながらルート等の検討をさらにさせてい

ただきたいと思っております。 

 

議長 ほかございますか。６番千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

６番千葉です。３８ページ、４款１項４目、シカの関係でございますけども、

実態いま現状平取、日高管内の現状というのは私もまだ詳細把握してないので、

ちょっと知りたいんですけども、確か１０年前ぐらい全道規模では４０万頭の

エゾシカが生息してる、現在は６０万頭から６５万頭ぐらいが生息してるので

ないかという数字が発表になってるわけですけども、シカの防止柵含めて確か

に国道、それから農地にあらわれるシカの数は相当減ってきてるなというふう

に思ってるんですけども、その関係とこの１１月から１月までの３か月間とい

う、これは縮小ですよね、狩猟の。これは何か関係してるのかどうなのかとい

うことが１点と、それと先ほど冒頭に言った日高管内特に平取地区の現状、シ

カの被害に対しては、現状どんなふうになっているのかその辺のことをお伺い

いたします。 

 

議長 町民課長。 

 

町民課長 お答えいたします。まずシカの現状でございますが、昨年シカ柵を行いました。
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国道の交通事故とかそういうのはだいぶ減ったというようなかたちで話は開発

さんからあります。ただ、シカがどういうかたちで流れてるか、例えば平取に

いるのか、その辺の実態というのはよくまだつかめておりません。そしてたま

たま今回頭数が１８００から２６００とこれは狩猟期間がまず短くなったとい

うことのなかで、有害駆除の期間が長くなり、その分補正している状況でござ

います。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

なかなか実態つかむの大変だなというふうには思いますけども、やはりシカ柵

の設置にかかわってですね、かなりシカの往来、特に畑への被害もずいぶん少

なくなったというふうには聞いてますけども、シカの狩猟に関しては、費用的

なものは確か８０％交付税で特交ですか、のほうに反映されるということなん

ですけども、まだまだ狩猟期間延びて、頭数をたくさん獲っていただいてとい

う努力もやっぱり、あわせて必要なことだと思ってますんで、その辺狩猟され

る方との連携、今後どのように進めていこうとしているのか、ただ頭数増やし

てたくさん獲ればいいという考えなのか、その辺のこれからのですね、展望を

お聞かせいただきたい。 

 

議長 町民課長。 

 

町民課長 お答えいたします。まずですね、今後の展望というか、いま３年間のシカの捕

獲の計画を立てております。それがはっきり確定しておりませんので、最終的

に今年中には確定すると思いますが、それの確定した段階である程度の見通し、

頭数何頭獲るかとかそういうかたちが出てくると思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えしたいと思います。農作物への被害の関係ですけれども、何年か前に農

協営農計画時点で農家に聞き取り調査をした被害状況が出ておりますので、２

４年度にシカ柵を設置しまして、２５年度も河川敷等に設置をするということ

で、２６年明けてから、また営農計画等を農協、農家のほうで聞き取りを行い

ますので、その段階で被害がどのようになってるかという調査もしていきたい

というふうに考えておりますし、その段階で農作物への被害がどれぐらい減っ

ているかという、おおよその数字が出てくると考えますので、その数字を踏ま

えて、町民課とも協議しながら対応していきたいというふうに考えております

ので、よろしくお願いしたいと思っております。 

 

議長 千葉議員。 
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６番 

千葉議員 

最後のこの関連の質問ですけども、ぜひその調査を実施して、結構細かい数字

知りたいなっていうのがあります。それと逆に、真逆になるんですけども防止

柵やったことによって、今度森林への被害、いわゆるそのシカが特に冬期間だ

と思うんですけども、森林にこもるわけですよね、いわゆる、その関係で、立

木が皮を剥がれていわゆる立ち枯れしてですね、倒木するというような被害も

想定されますので、合わせて、できればですよ、森林組合の関係も、あろうか

と思いますけども、そういった実態追跡調査というのも必要かなというふうに

思ってますのでその辺のこともあわせて一応産業課の所管でひとつよろしくお

願いしたいなと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 おっしゃるとおりだと思っております。農作物の被害がなくなった分町外に出

てた分については平取町の被害はなくなると思いますけれども、山林に入った

場合には、木のほうに影響が出てくるというようなかたちになってくると思い

ます。森林組合、また道の森林室等にも話をしまして山のほうの被害の出し方

ということでいろいろとお願いをしているところでございますけれども、なか

なかきちっりとした数字の出しようがないという回答でありまして、被害の状

況がなかなかつかみにくい部分ではございますけれども、先ほど町民課長説明

したとおり、うちのほうも農作物の被害とあわせてどういうような状況になっ

ているという部分を調査して、次年度以降、やはりシカの絶対的な頭数が減ら

ないと山林への被害等も少なくなってこないと思いますので、その辺連携しな

がら対応していきたいと思っておりますのでよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 

議長 ほかありませんか。３番四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

３９ページ、７目土木費の１４節使用料、除雪車両の借り上げの説明がござい

ました。そのときに、振内にタイヤショベルがないから、リースをするという

ことだったと思うんですけども、先ほど１２月から３月でよろしいですか。も

し１２月からであれば、もし１１月に雪が降った場合ですね、これどう対処す

るのか伺いたいなと。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

 

はい、今のご質問にお答えしたいと思います。振内地区の市街地をはねるショ

ベルローダー、２５年経ったということで、今年の３月にブレーキ系統故障い

たしまして、修理かけたんですけど２５年経ってるってことで、部品の調達が
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議長 

できないということで、それはもう修理不可能ということになったものですか

ら、３月ってことでもう新年度予算計上終わってましたので、新規に購入する、

２５００万くらいしますけど、購入する予算措置がなされなかったということ

で、補正も考えたんですけれども、急に２５００万補正というのも大きすぎる

ものですから、今回、来年２６年度予算で計上しますけれども、とりあえず今

回リースで対応しようということで、今回補正を上げたものであります。冬期

間、１２月から３月まで４か月間リースで１７０何万円ということでございま

す。最悪もし１１月に雪が降った場合については、町内の委託業者三和さんの

ほうからですね、日借りで機械借上料を払って三和さんの重機を借りて対応し

たいと考えています。 

 

よろしいですね。それでは、質疑を終了します。次に討論を行います。反対討

論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１０、議案第５号平成２５年度平取町一般会計

補正予算第７号は原案のとおり可決しました。 

日程第１１、議案第６号平成２５年度平取町国民健康保険特別会計補正予算第

２号を議題とします。提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

町民課長 議案第６号平成２５年度平取町国民健康保険特別会計補正予算第２号について

ご説明いたします。４０ページをお開き願います。歳入歳出予算の補正、第１

条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、３８８万９千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億７７６２万８千円とする。２、歳入歳

出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」によります。歳出から説明いたしま

す。４４ページをお開き願います。１１款１項２目２３節償還金３８８万９千

円を追加補正するものです。補正の理由といたしまして、平成２４年度の退職

者医療交付金が前年度２３年実績により、社会保険支払基金から概算交付され、

実績報告により、翌年度２５年に清算し確定いたします。これにより、既に概

算交付金３００１万６千円が交付されており、平成２４年度の交付が２６１２

万６千円円に確定したことに伴い、超過額３８９万円を返還することとなり、

追加補正するものでございます。続きまして、歳入を説明いたします。４３ペ

ージをお開き願います。１０款１項１目１節繰越金３６００万円に３８８万９

千円を追加補正するものでありますが、これは、今回の補正に対しまして必要

な一般財源を繰越金に求めたものでございます。以上、国民健康保険特別会計

の補正についてご説明いたしました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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議長 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１１、議案第６号平成２５年度平取町国民健康

保険特別会計補正予算第２号は原案のとおり可決しました。 

日程第１２、議案第７号平成２５年度平取町介護保険特別会計補正予算第１号

を議題とします。提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

それでは、議案書の４５ページをお開きをいただきたいと思います。議案第７

号、平成２５年度平取町介護保険特別会計補正予算第１号につきましてご説明

を申し上げます。第１条、歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出にそれ

ぞれ、５３４万１千円を追加し、それぞれ４億３３５４万１千円にしようとす

るものであります。それでは、歳入歳出事項別明細の歳出からご説明申し上げ

ます。４９ページをお開きください。科目は６款１項２目償還金２３節償還金

利子及び割引料、金額は５３４万１千円を補正しようとするものであります。

内容は、平成２４年度介護保険の介護給付費並びに地域支援事業費の実績が確

定したことに伴う国庫補助金、道支出金及び社会保険診療報酬支払基金交付金

の精算があり、結果として合計５３４万１千円の返還が必要となったことから、

当該返還金を平成２５年度予算において国、道及び社会保険診療報酬支払基金

に対し、支出するためにこのたび補正をしようとするものであります。一方、

歳入につきましては、４８ページをご覧いただきたいと思います。８款１項１

目繰越金１節繰越金に歳出と同額の５３４万１千円を補正しようとするもので

あり、歳出補正する償還金の財源を前年度繰越金に求めようとするものであり

ます。以上、説明を終わりますので、よろしくご審議いただきますようお願い

をいたします。 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１２、議案第７号平成２５年度平取町介護保険
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議長 

 

 

特別会計補正予算第１号は原案のとおり可決しました。 

日程第１３、認定第１号平成２４年度平取町国民健康保険病院特別会計決算認

定について、 

日程第１４、認定第２号平成２４年度平取町各会計決算認定についてを一括議

題とします。監査委員からの意見書並びに決算書はお手元に配布したとおりで

あります。 

お諮りします。平成２４年度平取町国民健康保険病院特別会計決算認定及び平

成２４年度平取町各会計決算認定については、議会運営基準１１１、先例１に

より、正副議長含め７名の委員で構成する決算審査特別委員会を設置しこれに

付託して審議をしたいと思います。ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、認定第１号及び認定第２号については、７人の

委員で構成する決算審査特別委員会を設置して、これに付託して、審査するこ

とに決定しました。特別委員会委員の選任につきましては選考委員会の選考を

省略しただちに指名推薦することにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、特別委員会委員の選任については、選考委員会

の選考を省略し議長が指名推薦することに決定しました。それでは、指名いた

します。決算審査特別委員会委員には、１番櫻井議員、３番四戸議員、５番貝

澤議員、６番千葉議員、１０番平村議員、そして正副議長を加えた７人を決算

審査特別委員会委員に指名します。以上のとおり指名することにご異議ござい

ませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、決算審査特別委員会の委員は議長が指名したと

おり決定いたしました。また、この決算審査を行うため、本議会は地方自治法

第９８条第１項の権限を決算審査特別委員会に委任することを決議したいと思

いますがご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、平取町議会は地方自治法第９８条第１項の権限

を決算審査特別委員会に委任することを決議しました。休憩します。ただちに

正副議長室において、決算審査特別委員会の開催を求めます。 

 

（休 憩 午後 ３時４０分） 

（再 開 午後 ３時５０分） 

 

それでは、再開をいたします。休憩中に開催されました特別委員会におきまし

て、委員長及び副委員長の互選が行われまして、その結果について報告をいた

します。決算審査特別委員会委員長には千葉議員、副委員長には貝澤議員、以

上のとおり互選された旨報告がありました。よろしくお願いをいたします。 
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日程第１５、報告第１号平成２４年度財政健全化判断比率及び資金不足比率報

告についての説明を求めます。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

それでは報告第１号平成２４年度財政健全化判断比率及び資金不足比率につい

て、ご説明を申し上げます。６５ページの議案ですが、最後の報告す、で終っ

てまして、ると句点をつけ加えていただければと思います。それでは、ご説明

申し上げます。６６ページ、平成２４年度財政の健全化に関する法律に係る健

全化判断比率及び資金不足比率ということでございまして、これは地方公共団

体の財政の健全化に関する法律に基づきまして、報告をするものでございます。

まず健全化判断比率でございますが、２４年度は実質公債比率の欄だけが実数

となってございます。恐縮ですけれども、本日お配りしております、この色刷

りの資料でございますが、これに基づきまして説明をさせていただきたいと存

じます。最初に健全化比率とは何かについて記載をさせていただいてございま

す。これは法の規定に基づいて公表いたします、自治体財政の健全化を示す指

標である、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率

の４つの指標がございまして、この数値が大きいほど、財政状況は悪いとされ

ておりまして、４つの健全化判断比率が悪化しまして、早期健全化基準になれ

ば、実質的な改善努力が義務づけられるというこの下の図がございますが、こ

れがイエローカード状態ということになってございまして、さらに悪化が進む

と、財政再建基準をこえれば国等での関与で財政の確実な再生を図らなければ

ならない、レッドカード状態ということになってございます。指標ごとに説明

をいたします。右側上の①の実質赤字比率でございますが、これは形式的には

黒字であっても、翌年度収入をその年度に繰り上げていたりですとか、歳入不

足のため支払いを翌年度に繰り延べるなど、実質的には赤字の状態を実質赤字

といいますけれども、一般会計における実質赤字が財政規模に対してどのくら

いの割合になっているかを示す指標でございまして、これはイエローカード状

態が１５％ということでございますが、平取町は赤字が発生しておりませんの

で、０％ということになってございます。その下②ですが、連結実質赤字比率

でございます。これは一般会計だけでなく、国民健康保険会計ですとか、簡易

水道会計などの特別会計の収支を合算した結果、実質的に赤字が生じている状

態が連結実質赤字ということでございまして、財政規模に対するこの赤字の比

率が連結実質赤字比率となってございます。これもイエローカード状態が２

０％ということでございまして、平取町におきましては、２４年度、病院会計

は赤となってございますが、他の会計との合計が黒字となるために、比率は０

ということになってございます。裏側をお開き願います。実質公債費比率でご

ざいます。実質公債費比率とは一般会計における起債だけではなく、簡易水道

会計などの特別会計が起こした起債に対する一般会計の負担などを含めた、実

質的な起債償還費のことであります。この実質公債費が財政規模に対してどの

ぐらいの割合になっているかを示すのが、実質公債費比率でございまして、過
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去３か年の平均により算出するということになってございます。イエローカー

ド状態となる２５％以上になりますと、単独事業に係る地方債が制限されると

いうことになってございます。レッドカードをすぎると、さらに起債が制限さ

れるということになります。２４年度単年度の平取町の実質公債費比率は、こ

ういった計算式に基きまして、７．８％ということになってございます。２２

年度、２３年度、２４年度の３か年平均としては、９．７％となってございま

して、昨年度の数値が１１．８％ということでございまして、１．９ポイント

減少して、資料上では健全な段階にあるということが言えます。次に、④の将

来負担比率でございますが、平取町にはさまざまな将来への財政的な負担があ

ると、また一方で将来に備えての基金ですとか、将来負担に対する財源として

見込める歳入もあるということでございまして、また、町債の償還に関しては、

普通交付税の基準財政需要額に算入されるものもありまして、将来負担からそ

れらに対する財源見込みを差し引いたものが、財政規模に対し、どれぐらいの

比率になっているかというのを示すのが将来負担比率ということでございまし

て、これは危ないという状態が３５０％ということでございまして、これを過

ぎますと、財政健全化計画の策定を義務づけられるということになっておりま

す。２４年度平取町の将来負担比率は、２３年度に引き続き０％ということで、

計算上ではマイナスの１２．２％ということで、指標としては健全な状況にあ

ると言えます。この主な要因といたしましては、町債残高が減っているという

ことと、それから基金の残高が規模が維持されているということがあげられる

ということでございます。健全化判断比率の説明は以上でございます。続いて

議案に戻っていただきまして、資金不足比率についてご説明を申し上げます。

公営企業を経営する地方自治体は、企業会計ごとに資金の不足額の事業規模に

対する比率、資金不足比率を毎年度公表しなければならないとされておりまし

て、この比率が経営健全化基準２０％以上となった場合は、健全化計画を定め

なければならないというふうにされてございます。平取町が公表しなければな

らない会計は、公営企業の適用となる国保病院会計、非適用の簡易水道会計と

なってございます。まず病院会計での資金不足比率でございますが、流動負債

から流動資本を差し引いた額、不足額は２２９７万４千円でございますが、こ

れが医業収益に占める比率が４．３％となってございまして、これは２３年度

は６．８％ということで、２．５ポイント減少しているという状況でございま

す。非適用の簡易水道会計につきましては、資金不足が生じていないというこ

とであります。以上、説明をさせていただきましたので、報告に代えさせてい

ただきます。 

 

議長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。以上で日程第１５、報告第１号平成２４年度財政健全化

判断比率及び資金不足比率報告を終わります。 
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日程第１６、報告第２号、 

日程第１７、報告第３号、 

日程第１８、報告第４号、 

日程第１９、報告第５号の請願審査の結果報告について。以上４件を一括して

議題といたします。常任委員会委員長からの審査報告については、お手元の議

案のとおりであります。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。 

日程第１６、報告第２号について採決を行います。本件に対する委員長の報告

は採択です。委員長の報告どおり採択とすることに賛成の方は挙手願います。

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１６、報告第２号については報告どおり採択と

決定しました。 

日程第１７、報告第３号について採決を行います。本件に対する委員長の報告

は採択です。委員長の報告どおり採択することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１７、報告第３号については、報告どおり採択

と決定いたしました。 

日程第１８、報告第４号について採決を行います。本件に対する委員長の報告

は採択です。委員長の報告どおり採択とすることに賛成の方は挙手願います。

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１８、報告第４号については、報告どおり採択

と決定しました。 

日程第１９、報告第５号について採決を行います。本件に対する委員長の報告

は採択です。委員長の報告どおり採択とすることに賛成の方は挙手願います。

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１９、報告第５号については報告どおり採択と

決定しました。 

日程第２０、意見書案第６号道州制導入に断固反対する意見書案の提出につい

てを議題とします。提出議員からの説明を求めます。８番山田議員。 

 

８番 

山田議員 

それでは、道州制導入に断固反対する意見書、朗読によりまして説明とさせて

いただきます。 

（意見書案朗読） 

 

議長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 
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質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。日程第２０、意見書案第６号

について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第２０、意見書案第６号については原案のとおり

可決しました。 

日程第２１、決議案第１号浦河赤十字病院の精神神経科存続を求める決議案の

提出についてを議題とします。提出議員からの説明を求めます。８番山田議員。 

 

８番 

山田議員 

（決議案朗読） 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はございませんか。

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは、採決を行います。日程第２１、決議案第１号

について原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第２１、決議案第１号については原案のとおり可

決しました。 

日程第２２、承認第１号平取町議会議員の公務出張に係る派遣承認についてを

議題とします。 

お諮りします。別紙のとおり関係議員を公務出張派遣することにご異議ござい

ませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、日程第２２、承認第１号については、別紙のと

おり関係議員を公務出張派遣することに決定しました。休憩します。これより

議長室において、議会運営委員会の開催をお願いいたします。 

 

（休 憩 午後 ４時１０分） 

（再 開 午後 ４時１９分） 

 

再開します。 

お諮りします。意見書案第７号平成２５年度北海道最低賃金改正等に関する意

見書案の提出についてを日程に追加し、追加日程第１として議題としたいと思

います。ご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 
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異議なしと認めます。従って、意見書案第７号を日程に追加し、追加日程第１

として議題とすることに決定しました。 

追加日程第１、意見書案第７号平成２５年度北海道最低賃金改正等に関する意

見書案の提出についてを議題とします。提出議員からの説明を求めます。６番

千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

６番千葉。それでは平成２５年度北海道最低賃金改正等に関する意見書案を読

み上げます。 

（意見書案朗読） 

 

議長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本意見書案について、原案の

とおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、追加日程第１、意見書案第７号については原案のとお

り可決しました。 

お諮りします。意見書案第８号地方財政の充実・強化を求める意見書案の提出

についてを日程に追加し、追加日程第２として議題としたいと思います。ご異

議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、意見書案第８号を日程に追加し、追加日程第２

として議題とすることに決定しました。 

追加日程第２、意見書案第８号地方財政の充実・強化を求める意見書案の提出

についてを議題とします。提出議員からの説明を求めます。櫻井議員。 

 

１番 

櫻井議員 

私も朗読をもって説明に代えさせていただきたいと思います。 

（意見書案朗読） 

 

議長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本意見書案について、原案の

とおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、追加日程第２、意見書案第８号については、原案のと
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おり可決しました。 

お諮りします。意見書案第９号義務教育費国庫負担制度堅持・負担率２分の１

への復元、「３０人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実な

ど２０１４年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書案の

提出についてを日程に追加し、追加日程第３として議題としたいと思います。

ご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、意見書案第９号を日程に追加し、追加日程第３

として議題とすることに決定しました。 

追加日程第３、意見書案第９号義務教育費国庫負担制度堅持・負担率２分の１

への復元、「３０人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実な

ど２０１４年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書案の

提出について、提出議員からの説明を求めます。１番櫻井議員。 

 

１番 

櫻井議員 

これも朗読をもって、説明に代えさせていただきます。 

（意見書案朗読） 

 

議長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは、採決を行います。本意見書案について、原案

のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、追加日程第３、意見書案第９号については原案のとお

り可決しました。 

お諮りします。意見書案第１０号道教委「新たな高校教育に関する指針」の見

直しと地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書案の提出

についてを日程に追加し、追加日程第４として議題としたいと思います。ご異

議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、意見書案第１０号を日程に追加し、追加日程第

４として議題とすることに決定しました。 

追加日程第４、意見書案第１０号道教委「新たな高校教育に関する指針」の見

直しと地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書案の提出

についてを議題とします。提出議員からの説明を求めます。１番櫻井議員。 

 

１番 

櫻井議員 

朗読をもって説明に代えさせていただきます。 

（意見書案朗読） 
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議長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本意見書案について、原案の

とおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、追加日程第４、意見書案第１０号について原案のとお

り可決しました。 

お諮りします。承認第２号閉会中の継続審査の申し出についてを日程に追加し、

追加日程第５として、議題としたいと思います。ご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、承認第２号を日程に追加し、追加日程第５とし

て議題とすることに決定しました。 

追加日程第５、承認第２号閉会中の継続審査の申し出についてを議題とします。

議会運営委員会委員長、各常任委員会委員長及び各特別委員会委員長から、そ

れぞれの委員会において所管事務調査等について、閉会中に継続審査及び調査

を実施したい旨申し出がありました。申出書はお手元に配布したとおりであり

ます。 

お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中に継続審査及び調査等

を実施することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、各委員長からの申し出のとおり、閉会中に継続

審査及び調査等を実施することに決定しました。 

本定例会に付された事件の審議状況を報告します。議案７件で原案可決６件、

同意１件。認定２件で、特別委員会付託２件。報告５件で、決定４件、報告１

件。意見書案５件で原案可決５件。決議案１件で決定１件。承認２件で決定２

件。 

お諮りします。本定例会の会議に付された事件はすべて終了しました。従って、

会議規則第６条の規定により、本日で閉会したいと思いますがご異議ございま

せんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、本定例会は本日で閉会することに決定しました。

平成２５年第１０回平取町議会定例会を閉会します。ごくろうさまでございま

した。 

 

  

（閉 会 午後 ４時４５分） 
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 平成２５年第１２回平取町議会定例会 （開 会 午前 ９時３０分） 

 

議長 皆さんおはようございます。ただいまより、平成２５年第１２回平取町議会定

例会を開会します。ただちに本日の会議を開きます。本日の出席議員は１２名

で会議は成立いたします。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１

２２条の規定によって２番丹野議員と３番四戸議員を指名します。 

日程第２、会期の決定を議題とします。このことにつきましては、１２月４日

に議会運営委員会を開催し協議をしておりますので、その結果を議会運営委員

会委員長より報告願います。８番山田議員。 

 

８番 

山田議員 

本日招集されました第１２回町議会定例会の議会運営等につきましては、先日

１２月４日開催されております、議会運営委員会において協議し、会期につい

ては本日１２月１１日から明日１２月１２日までの２日間とすることで意見の

一致をみておりますので議長よりお諮り願いたいと思います。 

 

議長 お諮りします。ただいま議会運営委員会委員長より報告がありましたとおり、

会期は本日から明日１２月１２日までの２日間とすることにご異議ございませ

んか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、会期は本日から明日１２月１２日までの２日間

と決定しました。 

日程第３、諸般の報告を行います。日高地区交通災害共済組合議会に関する報

告があり、その写しをお手元に配布しておきましたので、ご了承願います。次

に、閉会中の諸事業について配付資料のとおりご報告いたします。以上で諸般

の報告を終了します。 

日程第４、行政報告を行います。行政報告について。教育長。 

 

教育長 それでは本年１２月定例議会における諸般の教育行政についてご報告申し上げ

ます。まず学校教育事業等についてであります。１点目、平成２５年度学力・

学習状況調査結果についてであります。本年４月２４日に実施されました、全

国学力・学習状況調査にかかわる北海道全体及び管内別での結果が先月５日に

北海道教育委員会のホームページに登載されるとともに、新聞報道等がなされ

たところであります。このたびの学力調査にありましては、４年ぶりに文部科

学省が全国の小中学校を対象に抽出方式から悉皆方式に変更するなかで、国語、

算数、数学の２教科について調査を行ったものとなっておりますが、都道府県

単位での平均正答率の結果にありましては、８月に公表がされ、その結果とい

たしましては、北海道は全国の順位でいきますと、２科目を合算し、小学校が

３８位、中学校は４５位でありました。順位からいきますと、４年前と比較を
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して、わずかではありますが、改善されてきておりますけれども、依然として

全国平均には隔たりがあり、厳しく受けとめざるを得ないものとなっています。

このことにおいて、前段申し上げました先月５日、道教委が公表した道内の管

内別の結果にありましては、日高管内は小中学校ともにすべての教科において、

全道平均を下回り、その差は前年度と比較いたしましても、軒並み悪化し、日

高管内は全管内中下位の位置となり、これまで以上に危機感を持つ取り組みを

行わなければならない実態にあると考えるところであります。そうしたなかに

おいて平取町の状況を申し上げますと、小学校にありましては前年度より全道

との差が若干ではありますが大きい傾向が見られます。特に、国語Ａ、Ｂが平

均より大きく下回っています。次に中学校でありますが、前年度にありまして

はすべての教科において全道平均より上回る結果となりましたが、本年度にお

いては横並びもしくは若干ではありますがポイントを下げている状況となって

います。そのことにおいてこれまでの学力調査の推移等から判断いたしますと、

近年において、町が学力向上対策として取り組んでまいりました、町単独教員

の採用等におけるＴＴ指導や、習熟度別指導体制等の施策による効果があらわ

れ、着実に功を奏してきているものと考えるところでありますが、いまだ十分

とは言えない状況でありますので、平取町の児童生徒一人一人に、社会で自立

していくために必要な最低限の学力を保障しなければなりません。そのため、

教育委員会と学校においては、この学力調査の結果を真摯に受けとめ、課題は

何かを改めて確実に分析を行い、その課題解決に向け努力していく必要があり

ます。今後におきましては、北海道教育委員会が掲げる、平成２６年度の学力

調査までに全国平均点以上とする、そして平成２９年度までにすべての管内を

全国平均に引き上げることを目標とする上でのあらゆる施策に積極的に取り組

むとともに、学校改善プランの見直し、家庭学習の充実、学校における補充学

習の実施等について努めていかなければならないものと考えております。この

ことを踏まえ、教育長といたしまして、直近において開催されました町校長会

議並びに教頭会議におきまして、ただいま申し上げました事項等の確実な実施

について、校長教頭に対し指示を行ったところであります。なお、この学力学

習調査にかかわる結果については、例年広報びらとりにおいて、町民にお知ら

せさせていただいておりますが、本年度の結果につきましては、今月下旬発行

の町広報において、掲載する予定としておりますことを申し添えさせていただ

きます。続いて、２点目の平成２６年度新入学児童に係る就学時健診等の実施

につきまして、ご説明を申し上げます。１０月８日及び１０日となりますが、

平成２６年４月に町内小学校に入学を予定している児童の健康診断等を実施い

たしました。来年度は現在４８名の児童が入学予定となっておりますが、学校

別に申し上げますと、紫雲古津小学校３名、平取小学校２５名、二風谷小学校

３名、貫気別小学校６名、振内小学校１１名となっております。実施いたしま

した健康診断等の内容につきましては、内科検診のほか視力、聴力、歯科の各

検査を行うとともに、児童の発育状況を調べるスクリーニング検査を合わせて
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実施いたしました。教育委員会におきましてはこの健診等を通したなかで、児

童一人一人の様子を確認し、状況によっては、保護者と入学に当たっての相談

等を行うとともに、今月１６日に開催をいたします、平取町就学指導委員会の

協議結果等をもとに、児童に対し必要とする教育的支援並びに環境等を整えて

まいりたいと考えております。続いて３点目の平取高等学校振興支援協議会の

事業経過についてご説明を申し上げます。平取高等学校生徒確保及び生徒並び

に保護者、学校に対する支援策を検討する本協議会でありますが、９月定例議

会におきましても協議経過等についてご説明申し上げてきておりますが、その

際、平取高等学校に関するアンケート調査の実施についてご説明申し上げさせ

ていただき、このたび、その集計結果がまとまりましたので、概要についてあ

わせてご説明いたしたいと存じます。なお詳細につきましては、本日予定され

ております総務文教常任委員会においてご報告をさせていただきたいと考えて

おりますので、よろしくご留意いただければと思います。平取高等学校振興支

援協議会の事業経過につきましては、９月定例議会以降において、これまで２

回の役員会と同じく２回の生徒確保委員会並びに支援対策委員会を開催してお

ります。協議事項にありましては、前段申し上げました平取高等学校に関する

アンケート調査内容の検討及び集計結果にもとづく、支援策の検討となってお

ります。このたび実施いたしましたアンケート調査にありましては、今後にお

ける支援策を協議していく上の参考資料とすべきものとなっておりますが、１

０月２１日から１０月２５日までの間において、町内中学校及び、平取高等学

校生徒並びに保護者全員を対象として実施いたしました。１０月２８日から１

１月１２日にかけて、回収されました調査票の集計作業を教育委員会事務局に

おいて行ったものとなっております。集計に係ります概要となりますが、まず、

回収率にありましては、中学校生徒が８２．１％、中学校生徒保護者が８２．

８％、高等学校生徒が５９．６％、同じく保護者が５８．５％となっておりま

す。質問等における回答といたしまして、特徴的な点について２、３申し上げ

たいと存じます。中学生が高校へ進学する際に、どのような考えで選ぶかとの

問いに際しまして、最も大きい理由といたしましては、校風及び学校イメージ

となっており、続いて将来の夢や目標をかなえるため進学及び就職に有利なと

ころとなっております。また、平取高等学校へ入学したいと思うかとの問いに

対しましては、全学年トータルといたしましては、入学したいが３３．７％、

入学したくないが２５．０％、わからないが４１．３％となっております。中

学生保護者の結果といたしましては、１人でも多く平取高校へ入学させる上に

おいて、どのような支援策が必要かとの問いに対し、進学や就職に対する支援

策として、各種資格取得経費にかかわる補助でありますとか、進学、就職にお

けるゼミナール等の開催といったことがあげられておりました。また、現役の

平取高等学校生徒からの声といたしまして、入学してよかったところは何であ

るかとの問いに対し、学年に隔たりなく生徒同士の友情が育まれている、進学、

就職における教師からのサポートが充実している、先生と生徒の距離が近く相
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談しやすいといったことがあげられておりました。また反面改善してもらいた

い点等にありましては、部活動の充実、学級を増やしてほしいといったことが

ございます。さらに保護者からは、生徒数の減少により高校がなくなることへ

の懸念、平取高校の魅力を町内中学生にＰＲする機会を積極的に設けるべきと

いった声がございました。ほんの一例となりますが、アンケート調査結果の内

容についてご報告をさせていただきました。進路志向の多様化等により、地元

普通科高校への進学率を高める上において、なすべき最善の対策はどこにある

のかを改めて協議会として検討してまいりたいと考えておりますので、よろし

くご理解を賜りたいと存じます。続いて学校教育事業等の４点目、振内地区児

童生徒保護者との教育懇談会の開催についてご報告申し上げます。このたびの

懇談会にありましては、振内中学校ＰＴＡ会長、振内小学校ＰＴＡ会長、振内

保育所父母の会の会長の連名により、各保護者への呼びかけをいただくなかで、

教育懇談会が開催されたものとなっております。懇談会にありましては、振内

中学校の統合に関する事項が中心となりましたが、保護者からの要望にもとづ

き教育委員会からの統合に関する資料等の提出を行うことなく、保護者自身と

しての思い、考え方等についてざっくばらんにお伺いをいたし、意見交換を行

ったところであります。現状においてはこれまで同様、統合に関しての具体的

な進展はございませんが、校舎の老朽化耐震問題等がありますことから、今後

においてはスピード感をもって対応を検討していかなければならないものと考

え、現在、教育委員会事務局内部におきまして、子どもたちの安心安全な学校

生活、そして教育条件をいかに図るかを最優先することにおいて鋭意検討をし

ているところでありますので、まとまり次第議会をはじめといたしまして、地

域、保護者とのご協議を申し上げてまいりますので、この点につきましても、

何とぞよろしくお願いをいたしたいと存じます。続きまして社会教育事業等に

ついてであります。平成２５年度上期生涯学習事業実績及び社会教育施設利用

状況等についてであります。町民一人一人が自己の人格を磨き、健康で豊かな

人生を送ることができるよう、その生涯にわたり、あらゆる機会にあらゆる場

所における学習について計画的に各種事業を展開してきておりますが、本年度

上期における主な事業実施内容及び課題等についてご報告させていただきま

す。まず社会教育事業関連でありますが、計画いたしました事業がこれまです

べて終了いたしたところでございますけれども、このうち青少年教育における

キッズチャレンジＴＨＥあぐりにありましては、小学生４５名の参加のもとに、

酪農体験を実施し、牛の保育、搾乳等に挑戦をいたしました。実施にあたりま

しては、山田町議会議員をはじめ、ＪＡ青年部の皆さま方からなります実行委

員会委員各位にはご多忙のなかご協力をいただきましたことに本席をおかりを

いたしまして改めて深く感謝を申し上げる次第であります。また通学合宿にあ

りましては、振内地区及び本町地区の２か所において実施をいたしましたが、

合わせて２６名の児童に参加をいただいたところであります。本年度にありま

しては、団体生活としての基本的なルール、礼節等を学ばせることはもちろん
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のこと、早寝早起き朝ごはんを通学合宿の大きな目標とするなかで、国立日高

青少年の家からの職員派遣を受けますとともに、本庁の外国語指導助手とあわ

せまして、家庭学習の充実に努めたところであります。続いてはその他におけ

る上期の青少年教育事業、成人教育事業並びに文化活動、さらには社会体育事

業、文化財事業、図書館事業につきましては、教育行政執行方針、予算にもと

づくなかで計画どおり実施してきたところでありますが、新規事業であります、

町民大学につきましては、これまで６回の講座を開催するなかで、一般聴講者

を含め、学生の方々に受講いただいているところであります。次に社会教育施

設の利用状況でありますが、中央公民館、町民体育館をはじめ、各地区におけ

る社会教育施設につきましては、前年度と比較をいたしまして、持ち回りとな

ります日高管内等の各種スポーツ大会等が減したことによります利用者の減少

を除きましては、ほぼ例年どおりの利用となっておりますが、本年度から新た

に毎月第２、第４日曜日において、児童生徒の居場所確保を主たる目的として、

３地区の体育館を一般開放といたしましたが、上期までにありましては、その

利用は必ずしも有効的とはなっていない状況であります。また、アイヌ文化博

物館及び沙流川歴史館等の利用状況にありましては、対前年度同期と比較をい

たしまして２０００人以上の減少となっているところでありますが、その大き

な要因といたしましては、修学旅行における団体利用の減があげられるものと

なっています。このように減少傾向が続く博物館等の入館状況となっておりま

すことから、次年度以降にかかわります入館者の増対策として、先月下旬に札

幌市で開催をされました北海道観光商談会に博物館職員が参加をいたしまし

て、観光事業者、旅行会社並びに旅行雑誌関係会社、あわせて２２社との面談

交流を行い、施設等のＰＲに努めてきたところであります。これらのＰＲをも

とに、また、観光事業者等からの国内外における修学旅行、そして観光情勢等

を聴取分析するなかで、いかに今後における入館者の増を図っていくか、その

対策について検討してまいりたいと考えているところであります。以上本年１

２月定例議会におけます諸般の教育行政にかかわります報告説明とさせていた

だきます。 

 

議長 以上で行政報告を終了します。 

日程第５、一般質問を行います。各議員からの質問事項はお手元に配布したと

おりであります。この順序により指名します。６番千葉議員を指名します。６

番千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

６番千葉です。本日は通告しております、除排雪作業の効率化と関係機関の連

携について一般質問したいと思います。この問題は、以前にも数名、何件かの

かたちで除排雪問題、常に取り上げられてきたことだろうと思いますけども、

私はそれだけ毎年地域住民の方々が除排雪に対する、さまざまな課題問題を抱

えている、そういったことなのだろうというふうに、捉えております。今回は
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それらの問題点を踏まえまして、少し視点を変えながら、何点かに分けて質問

していきたいと思いますので、真摯なお答えを回答を期待しております。まず

１点目に、これはもう基本でございますけども、除雪の一番基本となることは、

町民の方多く感じられていることだろうと思いますけども、町道の除雪作業の

いわゆる出動について、当然のことでありますが、委託を受けてる業者は当然

効率化を図りながら、路線を除雪していくというかたちをとっているというふ

うに思ってますけども、実は各地域特に振内、貫気別あたりもそうだと思うん

ですけども、多く、積雪があったときの対応はどのようにやってるのかという、

よく町民の方からそういったことを受けております。その日の気象状況を考慮

しながら、積雪量や路線別などの作業の優先順位、これはやっぱりどのように

決定しているのか、またその際、委託業者との連携や連絡体制はどのように行

って、除雪作業にかかっているのか、その辺のことを含めて、まずもってお伺

いしたいと思います。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

それでは今のご質問にお答えしたいと思います。まず除雪にかかる順路といい

ますか、順位性といいますか、そのことについてお答えしたいと思います。現

況をちょっとご説明させていただきますけれども、まず除雪の路線でございま

す。町道につきましてはいま現在３２０路線ございます。総延長２３５キロメ

ートルございます。そのうち、除雪を行っておりますのが２８２路線、距離に

しますと１８０キロメートル、％にしますと７６％の町道を除雪しております。

歩道につきましては６１路線ございまして、総延長約２０キロ、そのうち除雪

を行っているのが４６路線、１７キロメートル、率でいきますと８５％という

ふうになってございます。除雪体制、車両の関係でございますけども、車道に

つきましては、７台の除雪車車両で対応しております。歩道につきましては５

台の除雪車両で対応してございます。除雪の順位ですね、どの路線をどう順位

性をもってやっていくのかということだと思いますが、基本的には幹線をやっ

てから支線にいくっていうのが基本的なスタンスでございます。平取町、町道

先ほど言いましたとおり、３２０路線ございまして、区分としましては１級幹

線が１８路線ございます。２級幹線が２８路線、その他につきましては残り２

７４路線がその他路線ということで区分しております。この１級幹線といいま

すのは、集落が５０戸、５０世帯以上の集落を結ぶのが１級幹線でございます。

３０戸以上の集落を結ぶのが２級幹線というかたちで区分をしてございます。

そういうことで１級幹線の１８路線を優先的にやりましてそのあと２級幹線、

その他道路という順位性をもってやっていってございます。実際、具体的には

じゃあどういう路線でいっているのかということなりますけども、ちょっと例

をあげて申し上げますと、例えば、除雪ダンプ１号車につきましては、川向、

紫雲古津をやったら振内方面へ行きます。長知内、幌毛志、振内、ニセウ、岩
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知志という順でダンプ１台は行きます。もう１台のダンプにつきましては、本

町の市街地の幹線をやったらそのあと、小平、二風谷、荷負、そして貫気別方

面というルートでいっております。その他グレーダーだとかタイヤショベルと

か２トントラックとかありますけど、それは支線のほう、それぞれの地域の支

線を入っていっております。それと、豊糠豊建設さんに一部委託をしておりま

す。その豊建設さんは豊糠地区と芽生地区と旭の更生から上地区について、除

雪の委託をしております。除雪車につきましては、実は振内に１台タイヤショ

ベルを置いてございまして、振内の市街地を先にそのタイヤショベルではねて

いるというのが現状でございます。それで一つ課題となるのは、車両の基地が

ほとんど本町を起点に車両がスタートするということで、この順路でいきます

と、当然、振内、貫気別地区については、１０時から１１時頃でなければ車両

は行かないという状況になっているのが現実ございます。ただ振内につきまし

ては車両を１台置いてますので、市街地については、朝からあきますけども、

それ以外の幹線については、どうしても１０時、１１時頃になるということで

ございます。一番大きな問題は、貫気別地区でございます。貫気別については

除雪車両を置いてございません。そういうことで市街地の除雪等時間帯につき

ましては、先ほど言いましたとおり、１０時から１１時、遅いときには１２時

ぐらいになるというのが現状でありまして、あわせて、幹線でありますトエナ

イ線、あるいはアブシ線について、除雪時間帯が遅くなっているというのが現

状でございます。そういうことで、通学バスも運行してるというふうに聞いて

おりますので、支障が出ているような現状でございます。この対応といたしま

して、貫気別地区にも除雪車を１台配置するというのが一番好ましい姿であり

ますけども、９月１８日に開催されました定例議会において、補正予算で対応

したとおり、振内に配車しておりましたタイヤショベル、経年劣化で更新しよ

うと思いましたが、１台２千万円もするっていうこと、それと車両の購入につ

きましては雪寒寒冷地地域整備費補助金、国の補助３分の２もらえるんですけ

ども、除雪延長距離からいって、平取町につきましては、４台しか、車両４台

しか補助金をもらえないようなしくみになっております。いますでにダンプ２

台とグレーダーとショベルローダー１台補助もらって更新していってますので

これ以上増車しても、国の補助はもらえないというのが現実でございます。そ

ういうことで、なかなか貫気別地区に車両を配置するというのが難しいのかな

というふうに考えているんですけども、実はですね、いま委託契約三和日成さ

んにほとんど全路線やや８割ぐらい委託してるんですけど、ちょうど契約が５

年契約ですので、２６年度で契約更新になります。そのときに合わせて、貫気

別地区の問題もありますので、そのときに、業者さんとの委託契約のあり方、

例えば、地区別に業者さんを設けて委託契約するとか、あるいは貫気別にも車

両を置いて、車両基地を貫気別にも設けるとか、そういうかたちでいまのこの

問題について検討したいというふうに考えておりますので、ご理解のほどお願

いしたいと思います。次の、業者さんとの連絡体制でございます。除雪にかか
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る作業時間につきましては、委託業務要領に基づきまして、午前４時から午後

９時までとなっておりますけども、出動時の車両点検等がありますので実際の

出動時間については、午前５時頃となっております。除雪の判断につきまして

は、本町地区については職員が行ってございます。振内、貫気別地区について

は、それぞれ地区に住んでおられる委託業者の職員さんから連絡を受けまして、

最終的には職員が判断して行ってございます。当課の担当職員は、午前４時３

０分ぐらいまでには各業者さんと連絡を取り合って、除雪の出動命令を出して

ございます。除雪、降雪量ですね、町内一律とは限りませんので、時と場合に

よっては除雪順路を変えてやる場合もございます。そういうことから出動命令

後担当職員は道路の状況を把握するために、すぐパトロールに出ております。

そして、除雪車両との密接な連携のもとに、万全を期しているというのが現状

でございます。以上でございます。 

 

議長 ６番千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

ただいまご回答をいただきましたけども、やはり私はこの問題につきましては、

やはりどうしても山手側にある比較的積雪量の多い貫気別、振内、岩知志、あ

るいは豊糠、そういった地域の人たちのほうからの、やはり不安な要素、課長

今答えてましたけども、やはり貫気別にまず除雪すぐ出れる体制、これは委託

契約再度スタートするときにですね検討していきたいというお話でございまし

たけども、このことについてはぜひ前向きにですね、当然予算のこともあるし、

車両も除雪車両ということになるとかなり高額なものですから、補助を受ける

台数も限られているということなもんですけども、これはぜひですね、貫気別

地区あるいはその振内の除雪体制、振内からでしたら当然岩知志のほう含めて

ですね、カバーできるわけですし、当然貫気別に除雪車両常駐するというかた

ちになれば、芽生とか旭とか、そういった地域の人達についてもですね、かな

り除雪体制早まっていいかたちになるのかなというふうに思っております。そ

れをやっぱり強く言うことにはなぜなのかっていうことなんですけども、やは

り冬休み終わったあとの通学児童の問題、特に振内をみてみますと我が家の通

りが一応通学道路なってきてるわけですけども、やはり通学時にですね、年に

何回かといわれてもその年によって積雪量違うもんですから、一概には言えな

いですけども、結構苦労されながら、歩いて、また朝方出ていく車、仕事で出

ていくような車も、かち合うということで、あまり良い状態にはなってないと

いうこともですね、ありますので、貫気別含めて、振内、まあこの拠点となる

除雪体制というのをぜひ確立していっていただきたいというふうに思っており

ます。課長のほうから２３５キロ、町道全路線含めるとその距離に達して、対

象となっているところも１８０キロぐらいあるということですから、これはも

う業者さんとしては委託を受けてる業者さんとしては、大変ご苦労が多く、そ

の都度、例えば住民のほうから要望を受けたり、指摘を受けたりしながら、除
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雪を行ってる。このことに対しては、逆に敬意を表したいなというふうに思っ

ておるくらいでございます。ただ、毎年このように、冒頭に言いましたように、

一般質問で出てくるというかたちには、やはり課題問題点が残されている。こ

れはもうぜひ今後に向けてですね、改善をしていくようなかたちをぜひ取って

いただきたいというふうに思っております。それではまず、２点目のほうに移

らせていただきます。国道、道道、町道、まあ各道路の管理者それぞれ違うわ

けですね。委託業者との連携協議について、次は伺っていきたいと思います。

当然国道、道道、町道、皆さんそれぞれ委託業者、個別に分かれておるわけで

すけども、やはり町内によっては地域によりまして国道と町道の交差あるいは

道道と町道の交差、あるいはまたこの三つ、国道、道道、町道三つの交差する

地域も存在しております。お互いの連絡、連携不足なのかどうなのか、最近は

私の耳に入ってくることは、先に国道なら国道入ります、そのあと例えば道道

なら道道入ります、するとやっぱり横断するようなかたちでどうしても雪山が

残るという問題、これはどういう連携になってるのかちょっとその辺も紐解い

てお伺いしないとわからないんですけども、最後に町道来るというかたちで、

やはりどうしてもその近隣に住む住民の人たちは、たまたま私知っている地域

では、個別でタイヤショベルの小さいのお持ちになってたりですね、まだ、な

んとか元気のいいうちは私もお手伝いできるよというかたちで、はっきり言っ

てボランティアで最後の後始末をしてくれております。そのほかですね、町道

から私道への除雪についても、関係世帯、まあいわゆるその私道に住んでおら

れる方、いわゆる受益者ですけども、の応分の負担をしても、何とか除雪はや

っていただきたいんだと、いう地域がかなり存在しております。これは当然町

道の管理区域ではないんですけども、やはり先ほど冒頭に言ったとおり、だん

だんだんだん、除雪に対してのその地域に住む人達の高齢化の問題もあります

し、なんとか、除雪や排雪作業の実施について、検討していただきたいという

声が多く聞かれております。今後、地域の自治会それから町内会など、踏み込

んだ協議も、私は必要と考えておりますけども、この点についてどうなのかな

というふうに思っておりますので、答弁を求めたいと思います。またこのこと

についても、この私道を含めた、今後の取り組み、これはどのように考えてい

るのか、もうそろそろですね、新しい試案を出しながら、地域住民に対して、

できる限り１００％満足しなくてもですね、近づけた除雪体制をとっていくべ

きと私は考えておりますけども、ご答弁のほどお願いいたします。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

はい。それではお答えさせていただきたいと思います。まず国道、道道、国あ

るいは道との町との除雪の連携、協議といいますか、どういうふうにされてお

られるかということでございます。私建設水道課に来てからはですね、開発さ

ん、あるいは土現さん、町さんと除雪についての打ち合わせ協議等はしたこと



- 10 - 

は、実はございません。話を聞きますと過去にはそういう協議を開発、土現、

町、沙流３町と除雪体制について毎年協議をしていたというのは聞いておりま

す。私来てからはそういう協議したことはないというのが現実でございます。

千葉議員言われるとおり、道道と町道と国道の交点、あるいは道道と町道との

交点、あるいは私道と町道の交点、まあ交差点部分ですね、そこにどっちが先

だ後だっていうことなしに必ずそこに堆雪されるっていう、それが交通に障害

があるということで、そういう苦情は時々私どものほうにも来てございます。

それでですね、そういう過去は協議してたということで、実際その交差点部、

交点部の除雪については、業界、実際受託している業界のなかでは暗黙の了解

として、後に除雪した業者がそれを処理するという、そういう暗黙の了解があ

りまして、やっているのが現状でございます。ですから先に町道、道道との交

点で町道がはねて、後で道道の除雪がきたら、道のほうが、そこの交差点部の

除雪は行うというそういう業界同士の暗黙の了解があって対応しているという

のが現状でございます。ただし平取町につきましては、後とか先とか関係なし

に、町道、国道、道道との交点については必ずそっちの道路のほうに雪を押し

出すのでなく、交差点部については、除雪板の操作によって、左右に散らして

必ず道道、国道に雪を出さないように私どものほうは指導しておりますので、

あと先ということはないかなというふうに考えてございます。次に、除雪町道、

私道等の地域との関係、そしてあるいは応分の負担等についてどうなってるの

かということでございます。実際、除雪のなかで一番苦情が寄せられるのは道

路の沿線に居住されている方からの苦情が一番多いです。それはなぜかといい

ますと、玄関前に雪を朝早く起きて除雪したのに、町の除雪車が来て、また雪

を置いていくと。どうしてくれるんだという苦情が実は一番多いというのが現

状でございます。これにつきましては、沿線に居住する人たちの玄関先に堆積

されました雪やあるいは私道と町道との交差点の雪につきましては、除雪ある

いは排雪することは、箇所数からみてもうちの除雪体制、車両台数、委託料か

らみても、それを全部やるということは現実的には不可能でございます。そう

いうことで、週報等に掲載して、住民のご協力をお願いしたい。ということで、

実はやっているところであります。それでも現実には、町全体が高齢化して、

なかなか体力的にもなくて、自分たちで昔は若かったからはねれたけど、いま

はできないというのが現状かなというふうに思います。そういうことからして、

これから一番大事なことについてですけども、降雪に対する地域の除雪体制の

活動はどうあるべきかということが一番大事でないかと思っております。現在、

実際平取町においても全国的な課題と同様に過疎化や高齢化の進展によりまし

て、地域の雪かきの担い手が不足しているというのが現状でございます。国内

におきましては高齢者による屋根の雪下ろし中の事故等が多く起きているのも

現実でございます。これらに鑑みまして、国は、昨年度豪雪地帯対策特別措置

法の改正、及び豪雪地帯の対策基本計画の見直しを行っております。その見直

しによりまして、地域における除排雪の整備に係る規定等が追加されたところ
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でございます。これを受けまして、国土交通省は地域における徐排雪の体制整

備を促進するための改正された豪雪法及び基本計画の内容を踏まえながら、町

内会や自主防災会のリーダーにむけた、地域除雪活動実践ガイドブックを作成

いたしました。このガイドブックには数多くの地域の除雪活動の実践例が掲載

されておりまして、大変参考になるものでございます。基本的な考えとして、

これからは、行政、自治会、それから地域住民、受益者ですね、そういう人た

ちが応分の負担をして、体制整備を図って、除雪にあたっていくっていう、そ

ういう時代でないかということを記章しているわけでございます。当町におき

ましても、前段申し上げましたとおり、過疎化あるいは高齢化の進展に伴いま

して、除雪体制の整備を具現化していかなければならないというふうに考えて

おりますので、国土交通省の作成した地域実践活動ブックを参考にしながら、

地域住民が安全で安心して暮らせるよう、地域の自治会組織とも十分協議をし

ながら、推進してまいりたいと思っておりますので、ご理解のほどよろしくお

願いしたいと思います。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

地域により、特に雪が多い地域は本当さまざまな問題点、各地域で捉えている

んだなというふうに改めて私も感じておる次第ですが、今の質問のちょっと原

点に返りますけども、国道、道道、町道の三者におけるちゃんとした除雪に対

する話し合い協議というのは、いつの間にか暗黙の了解ということで返ってき

たんですけども、これはぜひですね、もう一度原点に返ってですね、国道を管

理する開発局、それから、道道を管理してる道のほう、それから町道、この三

つはですね、共通なやっぱり意見交換というのはやっぱり原点として求められ

ているのかなというふうに思っております。課長答弁ありましたとおり、町の

除雪に関しては本当最後にきれいにだいたい片づけてくれている。これは本当

にありがたいことだなと思ってますけども、逆に最初に入ってくる時間帯もあ

るんですね。で、あとから道道とか国道の一部歩道の部分とかっていうかたち

になれば、また再度、山になるということで、せっかくきれいにやっていただ

いても、国道を管理する道路管理者、道道を管理する管理者、この共通の意見

がやっぱりなければ、なかなか要望に沿った除雪はできないと思いますので、

今後の課題としてですね、暗黙の了解も確かに結構なことなんですけども、き

ちっとした話し合いを１回持たれてですね、協議をしたらいかがかなというふ

うに思っております。それから、ご答弁のなかで出てた私道の関係なんですけ

ども、課長言われるとおりなかなか玄関先をですね、要望に沿って、全部やる

なんてことはこれはもう絶対不可能なことだと私も思っております。仮にお願

いされて何か所かやったら、これはもう全部やらなくちゃいけないというかた

ちは僕も理解しておりますので、やはり先ほどから出ておる自治会とか、その

地域の町内会含めてですね、連絡協議会的なものはやっぱり除雪に対するもの
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しっかりと持っていただいて、それでですね、地域の実情に合った、地域の応

分の負担も踏まえてですね、ぜひ、今後の検討課題としていただきたいなとい

うふうに思っております。特に過疎化高齢化の問題でですね、やってあげたく

とも隣近所、一生懸命やってくれてるんですよ実は、見てたら。だけどもその

隣近所の人たちも段々高齢化して腰が痛いとか足が痛いって言いながらも、い

まのところは頑張ってくれてます。けれども、近い将来、それもやはり不可能

になってくるというかたちが出てきますので、このこともですね、今年いきな

りどうのこうのということではなくて、来年度に向けた、体制を、話し合いを

持っていただいて、ぜひ地域としても、応分の負担考えても私やってもらいた

いという箇所がかなりありますので、ご検討願えないか伺います。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

はい、地域の除雪体制の整備ということで先ほど申し上げましたとおりでござ

いますので、本当に地域自治会と、行政側とタイアップして、取り組んでいく

というのが大事なことでないかと思いますし、それは現実的に実際取り組んで

まいりたいというふうに考えております。それで、いまもう１点、除雪で要望

が多いのが、私道の除雪の希望が実は多くなってきております。それは例の高

齢化によるものだと思うのですけれども、結構私道、まあ２０メートルの人も

いれば１００メートルの人もいろいろあるんですけど町道とアクセスしている

道路がかなり多くなってきておりまして、私道を除雪していただきたいと、そ

ういう要望がだんだん多くなってきております。そういう現状を踏まえて、知

らん顔は町としてはできませんので、そのことについては、いま町道の管理規

定がございます。基本的には私道については除雪しないことになっております

けれど、そういう要望が多くなってきたということ、それと先ほどのことの沿

線の問題等もありますので、私道については、除雪の管理規程を、いま見直し

をかけているとこでございます。ですからそういう意味で私道も今後そういう、

場合によってはですね、除雪していかなければならないのかというふうに考え

ておりますので。いま見直しをかけておりますので、ご理解していただきたい

と思いますし、先ほど言いました自治会との連携、それから応分の負担につい

て、関係課と十分協議させていただきたいと思ってますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

ぜひよろしくお願いしたいと思います。それでは次の質問に移りたいと思いま

す。除排雪作業の安全対策についてお伺いしたいと思います。現在まで町道の

除排雪作業のなかで幸い平取町においては、大きな事故の報告例はありません

でしたが、昨今、お年寄りや子どもたちが犠牲となる大変痛ましい、除雪作業
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中の事故も各地で報告されてるのも事実でございます。町として、委託業者と

の間で除排雪作業に対する安全対策はどのような方法で行われているのか、除

雪機械の同乗者、それから交差点などにおける作業のときの誘導員、それから

監視員の配置など含めましたですね、安全対策について伺いたいと思います。

委託契約の際に交わされている、安全作業についての、逆に言うとそのマニュ

アル的なものはあるのかどうか、このことについてご答弁を求めたいと思いま

す。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

はい、それでは除雪時の作業の安全対策についてというご質問でございます。

除雪作業については安全第一ということでございます。作業の安全対策につき

ましては、委託業務の処理要領によりまして、まず作業計画書、それから作業

手順書等を記載した事務処理計画の提出を義務づけております。作業にあたっ

て、十分安全確保がされているかどうか内容について、当町のほうでチェック

をしておりますし、また、労働安全衛生法に基づく月１回の安全訓練及び危険

予知ミーティングの実施状況についても報告書を提出していただくよう義務づ

けしているところでございます。現場のほうでございますが町としては、特に

除雪作業の安全対策として、同じくその委託業務処理要項によりまして除雪車

両につきましては後方確認等のために必ず助手を同乗させるよう義務づけして

ございます。ダンプだとかショベルは必ず２名体制で除雪にあたってございま

す。ただし、実際グレーダーにつきましては、２名乗れるスペースがございま

せん。で、乗るとレバー操作ができないということでグレーダーだけは１名で

やっているというのが現実でございます。そしてその助手につきましては誘導

員も兼ねておりますので、先ほど議員指摘されました交差点時の除雪時等につ

いては、状況を見きわめながら車両から降車して周辺の車両の誘導をしたり、

歩行者の安全確保に万全を期するように義務づけをしているというのが現状で

ございます。そういうことで体制的にはそういうふうになっているということ

でご理解を願いたいと思います。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

本当に今後もですね特に交差点あるいはその排雪時はどうしても車両が重なっ

てくる、積み込みの機械も必要ということで、何回かこう、バックで機械を戻

しながらという作業も、そういった箇所では多くなると思いますので、今後も、

委託業者との間でしっかりとした安全対策、できれば施工計画書、一般の現場

でいったら施工計画書というなかで安全対策の詳細についても付されているの

が通常でございますけども、まあ委託工事の場合はたしてどうなのかなという

のがちょっとありまして、町道の維持管理、除排雪作業の委託契約の際にも、
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私はこの安全作業に対するものはやっぱり的をしぼってですね、業者からも、

作業手順を含めた詳細を逆に提出してもらうという必要性を強く感じておりま

すが、いかがでしょうか。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

先ほど申しましたとおり、作業計画書、作業手順書っていうのを提出を求めて、

それを内容等を確認して現場でやってもらうってことで。実際現場に私も張り

ついているわけでございませんので、それが遵守されてるのかって言われたら

ちょっと、せつないところがありますがまあそれは委託契約というのは信頼関

係のなかでやっているということでご理解していただければというふうに思い

ます。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

ぜひともお願いしたいと思います。次にですね、的をしぼって排雪作業の予算

確保について伺っていきたいと思います。現在町としてですね、委託業者との

間で町道の年間の維持管理費含めてですね、除雪費もその中に含めたなかで、

いわゆる１年間を通しての通年定額発注をしておるようでございますが、比較

的その年の気象状況、積雪状況によっては、大きく費用が負担となる排雪作業

ですね、これはやっぱりこの中に組み入れていくのは非常にちょっと無理があ

るのかなというふうに私は感じております。年間委託契約ということでのなか

では、やはり委託を受けてる業者にしてみたら、この雪はかなり大変だぞと。

これは排雪やらなくちゃいけないという部分では、やはり応分の費用負担とい

うものが加算されてくるわけですから、そういったことが、本当に正しいのか

なというふうに思っております。できる限り委託を受けた業者のですね、負担

も軽減しながら、排雪が必要となったその年の排雪作業にあたっては、やはり、

別枠でですね、予算を計上されて、あるいは補正を組むことも結構だと思って

おりますけども、その排雪の作業の区分に応じた、いわゆる出来高払いは別に

設けるというようなかたちはとれないのかなというふうには私は常々思ってお

ります。特に除雪作業は皆さんご承知のとおり除雪機械が入って、道路際にそ

のまま雪がたまって、いわゆる車両の通行に対しては、非常に効果があるわけ

ですけども、例えば歩道の問題、それから狭い地域では駐車スペースがなくな

るというようなことがあってなかなか思い切って排雪をしないと安心して冬を

越せないというような地域も何か所か私は見ておりますけども、逆に言うと、

その出来高発注できない場合、あるいはその予想以上の降雪量を記録した場合、

それから燃料が上がったとかという場合を、いわゆる予期しない事態としてで

すね、通常の積雪量も今年はとんでもなく多くなったと。この場合は補正予算

を別に計上していく考えがあるものかということも含めまして、ご答弁をいた
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だきたいと思います。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

排雪作業の経費でございますが、現在町道の道路維持管理を委託契約していま

す三和日成さんは夏冬通して年間の委託契約をしてございます。福澤設備工業

さんとか豊建設さんは冬場の除雪だけで契約しておりますが、三和さんについ

ては通年を通してやっております。それで、三和日成さんの場合ですね、年間、

町道の維持管理委託料だいたい２千万円で、毎年３月の予算審議のときにご説

明しておりますので、議員さんにおかれましてはご承知かと思いますけど、だ

いたい２千万くらいで委託契約しております。そのうち冬分にかかるのがだい

たい７００万ほどが冬の分の経費でございます。まあ３３％くらいでございま

す。三和日成さんにつきましては、契約につきましては定額契約でございます。

福澤設備工業さんと豊建設さんについては出来高でいってますけど三和日成さ

んは平成１２年契約が始まってから１３年ほど経過しますけど、この間すべて

定額契約でやってきてございます。年間定額契約といいますと、当然、排雪の

作業も含めての契約になってございます。そういうことで、特別に排雪分につ

いてはプラスアルファで委託料上乗せして出すとかっていうことは全くござい

ません。定額ですので、その年によって雪が多い年、少ない年ありますし、費

用頻度というのが当然違うんですけども、そういうことで、新たに出すという

ことはしてございません。ただ千葉議員も心配されておるとおり、例えば燃料

の高騰だとか、降雪量が通常の年の２倍も３倍も降ったとか、そういうことで

作業頻度が例年の２倍も３倍もなるっていうような場合は、当然、委託料の見

直しをかけて、追加で出しております。それは、契約仕様書にうたってござい

ますので、そういう対応をしてございます。予算のないときは当然補正予算を

しながら、その分については追加で補てんしていきたいという考えでございま

す。ちなみに土現につきましては、出来高払でやっております。隣の日高町さ

んも、定額でなく、出来高で実は除雪の委託契約をしてございます。前段のほ

うでご説明申し上げました、例のあの平成２６年度に一応５年の長期契約三和

さんと終わりまして、２７年度に新たな更新ということになりますので、先ほ

ど申し上げましたとおり、体制整備ですね、車両基地貫気別にも設けるのか設

けないのかあるいは、地区別の土現業者さんと委託契約してやっていくのかと

いうこと、ちょうど２７年度からの見直しをしますので、そのときに定額がい

いのか出来高がいいのかということで町予算全体の予算バランスを見ながらそ

れもあわせて検討してまいりたいと思っておりますのでよろしくお願いしたい

と思います。 

 

議長 千葉議員。 
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６番 

千葉議員 

わかりました。予期しないような事態のときは、いまの状況からいったら補正

を組んでいくこともやぶさかでないというふうに理解をいたしましたので、ど

うかそのときはよろしくお願いしたいというふうに思っております。最後にな

ろうかなと思いますけども、先ほどから出てる、過疎化高齢化が進む地域社会

にとりましてですね、冬期間の除雪問題は今後もやっぱり避けて通れない、委

託を受ける業者自身もですね、機械のオペレーター含めて、担い手不足、それ

から高齢化もやっぱり指摘をされております。本当に深刻な状況かなというふ

うにも私自身も理解しております。地域の人達も先ほど言われたとおり、高齢

化が進んで隣近所助け合ってはいるんですよ、かなり。いいよいいよここはも

う私一緒にやるからっていう人もたくさんおりますけども、それもやはり、限

界があります。話のなかでご回答いただきましたように、今後は町内会とか、

自治会との連携、それから、私道の除排雪の問題、先ほど言ったように一部こ

れはもう受益者負担という負担を求めても私は構わないと思いますけども、詳

細はやっぱり今後煮詰めていっていただきたい。それから、今後の除排雪問題、

それから、課題点ですね、いろんなこともう１回洗いざらい出していただいて

ですね、今後の方針を決定していただきたいと思いますけども、このことにつ

いていま現在、建設水道課長のご答弁ですけども、理事者、特に町長副町長あ

たりのお考えも最後に伺っておきたいと思います。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは、私のほうからご答弁申し上げますが、いまそれぞれ課題が出てまい

りました。１点目は、貫気別地区への除雪車の設置の検討、これについては２

７年から新たに契約更新でありますので、そのときに、やはり山手側というか

山側が雪が多いという実情もございますので、検討させていただきたいと思い

ますし、また新たに要望が多い私道への除雪の対応、これらについても、もう、

検討しなければならない時期に来ているのかと思いますし、また、国、道、町

との連携協議、これの必要性も出てまいりましたし、また今後過疎化、あるい

は高齢化の進展によりまして高齢者の除雪ということが新たな課題というよう

なことで、さまざまな課題が出てまいりましたので、今後ともこの過疎化高齢

化の進展によりまして、地域の雪かきの担い手が不足するなかで、やはり住民

同士で協力して雪かきをする、共に助け合う共助が求められておりますので、

これまでの課題もひっくるめてですね、各自治会との連携、協力をいただきな

がら、除雪体制の強化に取り組みながら、安全安心な冬季の生活環境の向上に

努めてまいりたいというふうに考えてございますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 

議長 

 

千葉議員。 
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６番 

千葉議員 

ぜひ町長今言ったようなことは本当にしっかりと取り組んでいただきたい。特

に最後になりますけど、貫気別地区の先ほどから出てる除雪車の常駐体制、こ

れは検討じゃなくてですね、前向きにやはり進めていくような方法をですねさ

まざまな地域の人たちともお会いになってですね、ぜひ進めていただける考え

がないのか、前向きに検討というかたちにならないのか、再度お伺いいたしま

す。 

 

議長 町長。 

 

町長 これの問題については、雪寒補助の関係の問題もございますので、いずれにし

ても最近は豪雪する時期もございますので、これらについて設置することにつ

いては、前向きに検討させていただきたいと思います。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

さまざまな今、質問で出てたなかでの諸問題、これはもうできるだけ早い時期

に解決されるよう、願いまして私の一般質問を終わります。以上です。 

 

議長 千葉議員の質問は終了いたします。２番丹野議員を指名します。 

 

２番 

丹野議員 

はい、２番丹野です。除雪体制、千葉さんと重なる部分が結構あるんですけれ

ども、まず、今年度冬期間に入りまして雪が降り寒さも厳しくなってきました

が、予報によりますと、寒さも厳しく降雪量も多いとの予報でございます。今

年の春先におきまして、特に、振内地区の公営住宅において、入居者のいない

ところもあり、屋根の雪が落ちて通路が十分に確保できないことがありました。

入居者が年々高齢になってまいりましたので、除雪作業を大変だという支援を

求める声がいまも聞かれます。今年の３月の議会で、松澤議員が公営住宅の除

雪について質問したんですけどそのときの説明ですと、十分内部で検討して、

予算はまちづくり課でつき次第作業をするというような回答でした。また、個

人の高齢者世帯、独居老人の多くからも同じような声が聞かれております。町

では人口確保のため、いろんな対策をしております。新規就農、ふるさと留学、

移住定住策に予算を使っておりますが、ここにいま住んでいる高齢者、独居の

方々に対して、生活に対する応援をしてはいかがでしょうか。この平取が好き

で、いつまでも住んでいたいという人たちのために、多少の予算で支援をして、

いつまでも平取に住んでもらうというのはいかがでしょうか。そのことについ

てお伺いします。 

 

議長 まちづくり課長。 
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ま ち づ く

り課長 

質問にお答え申し上げます。まず公営住宅の除雪につきましてですけれども、

まず基本的には、入居者がそれぞれの敷地内を除雪していただくというような

ことで、このことにつきましては、入居の条件ということで入居者に確認をさ

せていただいているというところでございます。それで、ご質問にもありまし

た事例でございますけれども、過去に町として住宅内の敷地の除雪を行ったと

いう事例が何件かございまして、それにつきましては、例年よりかなり積雪が

多かったというような状況と、入居者がいない住宅周辺が積雪によりまして、

住宅内の道路、動線が滞ってしまうというようなことから町が対応したという

ようなこともございます。それから質問にありましたその入居者が長期不在、

例えば入院等で長期不在になっていたというようなことで、室内が暖まらない

ものですから、屋根の雪がどうしても残ってしまうというようなことで、かな

り徐々に溶け出して氷になってですね、非常にひさしに伸びだしてくるという

現象が起こりまして、かなり危ないというような状況もありまして、その辺は

町で対応させていただいたというような状況もございます。このような件に関

しましては、やはりその状況を見て、町として判断するというようなことを考

えたいと思っておりまして、屋根からの落雪でそこが凍って非常に除雪しづら

いというような状況も見受けられるということで、原則、そういったものも、

冒頭申したとおり入居者の作業というようなことが原則でございますけれど

も、要請なり、現場等を把握して、そのときの積雪の状況ですとか現場の状況、

それから通路等の状況、それからその入居者がそういうことに対応可能かと非

常に高齢というようなことで対応が難しいなといった場合はその状況のケース

バイケースで町としても対応を図ってまいりたいというふうに考えてございま

す。公営住宅の除雪については以上でございます。 

 

議長 丹野議員。 

 

２番 

丹野議員 

２番丹野です。今の公営住宅はあれなんですけどね、予算化して高齢者、独居

老人の住宅の除雪に対する予算をつけていただくという話について、外から人

をたくさん集めるのもいいんですけど、いる人もね、大事にしてやることによ

って人口が減らないんでないかなという考えもあるんですけど、その辺につい

て。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは私のほうから答弁をさせていただきます。千葉議員の答弁と重なる部

分もございますけれども、最近、大雪が降ることが大変多く、特に高齢者の世

帯も増加しておりまして、自助努力で行ってきた除雪に対応できない不安も多

くなっておりますことから、町としても安全で安心して生活を確保することは

大変重要でございまして、特に豪雪等の状況によっては行政だけでは行き届か
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ないことも発生するかと存じますので、今後自治会あるいは民生委員、福祉委

員との連携を図りながら、不安を払拭しながら、冬期間の生活環境向上に向け

て、万全を期したいというふうに考えております。また予算の関係もからむと

思いますけれども、従来から、社会福祉協議会で各自治会に交付されて協力を

お願いしております、助け合いネットワーク事業について、これについてはご

承知かと思いますけども、一つは老人世帯の定期的な訪問と声かけ。また２点

目には、老人世帯のへの除雪や草刈りなど日常のお世話、そして３点目には独

居老人を招きながら昼食会など交流機会の提供などの援護活動を推進するため

に奨励金を各自治会に毎年交付されているところでございますので、今後とも、

状況によってはこの社会福祉協議会ともさらなる連携、充実を図りながら検討

してまいりたいというふうに考えておりますので、答弁としたいと思います。

以上です。 

 

議長 丹野議員。 

 

２番 

丹野議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

町長 

そのへんについては老人、独居の方から何回も言われてますので十分検討して

いただきたいと思います。また千葉議員と重なるんですけれど、貫気別地区の

除雪体制についてなんですけど、貫気別地区は一般住民から苦情があまりない

んですけれども、ボランティアの人が古いタイヤショベルで朝から晩まで町民

センターから学校から公営住宅、やすらぎと１人でやる人がいるんですよね。

でもその人のタイヤショベルも、非常に古くて限界に来ている状態で、もう壊

れたら、壊れて大雪でも降ったら大変なことになるということで、先ほどから

言ってます振内地区と同じように、タイヤショベルを配置してほしいという、

まあ私貫気別のものですからそういうことを今考えてきたんですけれども、ボ

ランティアの人にタイヤショベル配置して、ボランティアの人にやってもらう

ということであればその人はもう道も知ってますし、スムーズにいくんじゃな

いかなと思いますので、その辺についてと、特に町道の除雪については、アブ

シ坂が非常に苦情が多いということで先ほども課長言ってましたけども、非常

に多いのでその辺についての質問とさせていただきます。 

 

町長。 

 

貫気別の除雪体制の確保については、これらについては前向きに対応させてい

ただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道 丹野議員さんより町での貫気別市街地のショベルの配置ということで、先ほど
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課長 千葉議員のときにも申し上げましたとおり、振内のショベル、老朽化して買お

うとしたら２千万もかかるということで、今回補正予算で、リースで１２月、

１、２、３、４か月で１７０万円のリースで４か月借りることができます。オ

ペレーターについてはもともと三和日成でやってるんで心配ないんですけど

も、いま貫気別市街地に例えば同じ１７０万くらいでリースして車両置くとい

うことは、検討する余地は十分あります。それで今度はオペレーターがいない

ってことでその分、結局また誰かに頼んでってことでそうなると、２００何十

万もなるのかなというふうに思っております。そういう関係でどうしても順路

からいっても、貫気別についてはもう１０時、１１時。多いときは１２時ぐら

いならないとなかなかアブシ線、トエナイ線は入っていけれないというのが、

現実であります。そういうことで、そういうショベル１台置くというのが一番

理想かなというふうに思っておりますので。まあ２７年度見直しですけれども、

委託料、リースでやれば、ある程度２００数十万でやれるのかと思いますので、

次期の冬場はにはそういう対応の仕方をできるように検討させていただきたい

と思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

議長 丹野議員。 

 

２番 

丹野議員 

それでは大変良い回答というか、貫気別地区については、大変良いなと思いま

すので、今後ともよろしくお願いしたいのと、老人の声が非常に多いのを言っ

て終わりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議長 丹野議員の質問を終了します。休憩します。 

  

（休 憩 午前１０時４８分） 

（再 開 午前１１時 ５分） 

 

議長 再開します。１０番平村議員を指名します。平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

はい、１０番平村です。先に通告しております福祉ボランティア制度について

と、公会計システムの推進について、質問いたします。それでは、１問目の福

祉ボランティア制度について質問いたします。高齢期を迎えても、可能な限り

長く健康で過ごしたいと思うのは誰もが望むことでございます。その観点から、

介護を受けたり、寝たきりになることなく、日常生活を支障なく暮らせる期間

をあらわす健康寿命という考え方が最近注目を集めております。そして高齢期

で健康で元気に過ごすための具体的な方法の一つとして、高齢者が介護支援な

どのボランティアの活動に参加することにスポットが当たっています。ボラン

ティア活動をすることで、世の中の役に立っていると生きがいを感じ、それが、

心身の健康の増進につながり、介護予防にも役立つと指摘されています。こう
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したなかで、介護支援ボランティア制度を実施する市町村が徐々にふえている

ようです。この福祉ボランティア制度については、介護支援ボランティアのほ

かに、地域の高齢者が定期的に交流できるふれあいサロンなど、また病院の介

助ボランティア活動の事例もございます。福祉ボランティア制度の導入につい

ては、平成２３年９月の町議会で町長の所見を伺って以来、数回にわたり制度

の導入については伺った経緯がございますが、このことについては、前向きに

検討されており、平成２５年度の町政執行方針でも取り上げられておりますし、

予算審査特別委員会で平成２６年度の実施に向けて、精力的に取り組む考え方

が示されておりますので、予定どおり実施されると思っておりますが、今日は

総合計画の実施計画ローリングと予算編成の時期でもございますので、確認の

意味で、制度設計の概要と実施スケジュールについてお伺いをいたします。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

平村議員のご質問にお答えを申し上げます。平村議員以前からご指摘のボラン

ティアポイント事業につきましては、現在、全道的にみましても数箇所の町村

での実施にとどまっておりますことから、範囲を全国に広げまして、事例を調

査し、資料収集などを行ってまいりました。私どもといたしましては、全国の

事例のうち、標準的なものを参考にさせていただきながら、この実施にあたっ

ては、介護保険事業制度のメニューの中で、具体的には地域支援事業と申しま

すが、この事業の中での位置づけを考えております。町内の介護保険サービス

事業所におけるボランティア活動の実績に応じてポイントを付与し、それを、

累積をして、平取町金券として交付することを軸に、現在調整を行っておりま

す。必要な経費について精査し、今後の予算編成の内部協議のなかで、さらに

検討いたしまして、平成２６年度介護保険事業特別会計予算に計上して、平成

２６年度の早い時期から開始できるよう、関係機関との間で具体的な調整をい

たしたいと考えておりますので、ご理解をくださるようよろしくお願いをいた

します。以上です。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

制度設計にあたってはその取り組みをするという計画はわかりましたけれど

も、現状と課題それから先進自治体とかでも、苫小牧とか近いところではやっ

ていますので、その辺の資料を集めたり、また前には町長の答弁のなかでボラ

ンティア団体等の意見も聞きながらとかいう答えをもらってたんですけれど

も、私もボランティアの会に入ってますけれども、そういう話し合いにも参加

はしておりません。そういうなかでやはり皆さんの地域地域で暮らしている方

たちの考えも違うと思いますので、私は一応本町地区ではいろいろボランティ

アには参加していますけれども、そういう団体のそういう意見も聞いてやりた
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いという考えだったんですけれども、その辺の、やったかやらないか、まずお

聞きしたいと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

議員ご指摘の苫小牧の事例につきましては、苫小牧市で行われた研修会があり

まして、それに参加させていただきまして内容を聞き、資料を収集いたしてご

ざいます。その他、全国的にですね、道内で先ほど申し上げましたように道内

ではあまり数市町村しかありませんので全国的に範囲を広げまして、調査をい

たしてございます。ボランティアの方にもご理解をいただきながらご意見をお

伺いしながら、事業の開始にあたってはやってまいりたいというふうに考えて

ございますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

私も先例地の取り組みの事例として、苫小牧地区のはちょっと調べたんですけ

ど、ふれあいサロンということで、各自治会とかそれからボランティアの会と

かいろいろなかたちで何か所かでやっております。そのなかでもふれあいサロ

ンというのは、地域の高齢者が定期的に集い、会話をしたり歌を歌ったりゲー

ムなどをしたり、そういう、交流をする場所として、ふれあいサロンというの

は広がりを見せています。このふれあいサロンはひとり暮らしなどで自宅にこ

もりがちな人が外出するきっかけをつくって役立てようということで、自治会

とか町内会が中心になって活動されています。和気あいあいとしている、毎回

楽しみという参加者からの好評な意見も出ているようです。また、私事でござ

いますが、毎月１回本町生活館で、どなたでも自由に参加できるいきいきサロ

ンを企画実施していますが、毎回３０名近くのお年寄りが参加されています。

また、そういうなかで楽しいひとときを過ごされていますが、現状は５名の方

で運営していますが、回数をふやしてほしい、もうちょっと月２回か３回やっ

てほしいという声がありまして、要望されているんですけども、なかなかそこ

までいかないで社協の協力をもらいながら、月１回を広めているようなわけで

ございます。そういうなかで、やはり各地区でももう少し、そういういきいき

サロンとか、それから病院の介助のお手伝いをするとかそういうなかでやって、

ある程度ポイントもやると、やはり参加する人もいるんではないかと思います

のでポイントの制度はあちこち調べても大体１時間で１ポイント、１００円ぐ

らいのなかで、年間通して５千円のポイントまでで、それほど高くあげている

町村はないように見受けられました。また全国的にもあちこちでやってますけ

れども、なかなかその地域で先進的にやっているところは今大西課長も申しま

したけれども、少ないなかでやっているようでございます。平取町は先進的に

早くそういう地域の通貨の役割とかそういうことを考えながらぜひやってもら
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いたいと思います。介護支援ボランティア制度は、介護予防のために市町村が

行う、地方支援事業の一つとして、平成１９年度からはじまった事業でありま

すが、全国的にもまだまだ自治体的には取り組まれていません。北海道では本

当に苫小牧が先進的にやっています。高齢化が今後いっそう進行するなかで、

高齢者がみずから活動するボランティアをはじめ、地域ぐるみの福祉ボランテ

ィア活動に協働のまちづくりにもなりますので、制度の創設と活動体制の充実

に努められることを期待しています。そういうなかで、ぜひ各団体の要望も聞

きながら、早急に制度設定に向けてやってほしいと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

今、平村議員おっしゃったように、現在におきましては、残念ながら北海道に

おきましても数市町村にとどまっているという状況がありまして、当然日高管

内では、１町村も実施していない、苫小牧が先進ということで、平村議員おっ

しゃるとおりでございます。調査、道内のある実際に実施している町村の担当

者に電話で確認をしたところ、この制度をつくって実施しましたが、利用者が

ほとんどないという状況であることがわかりました。平取町はボランティア活

動が比較的盛んであるというふうには認識をしておりますので、そのようなこ

とはないものと想定はいたしておりますが、町が制度を発足させる以上、実施

可能、実現可能そして持続可能な事業としていかなければならないというふう

に考えておりますので、制度設計には十分慎重に時間をかける必要であると考

えております。ご理解をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。以

上です。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

はい。ぜひ、そのようなかたちで進めてもらいたいのと、ただ６５歳以上の介

護のボランティアをやる人は対象は高齢者でいいんですけれども、やはり高齢

者ばかりのボランティアでなく、子育てとか、いろんな病院の介助とか、そう

いう多面的な考えのなかにも入れてほしいと思います。それでは次の二つ目の

質問に入ります。次に２問目の公会計システムの推進について質問いたします。

いまの会計方式では公共施設やインフラなどの資産負債の総額や変化がわから

ないという短所があります。このため、資産負債の現状を踏まえた管理を行う

ことや、事業や施設にかかる費用を把握し評価に活かすことができませんでし

た。この課題を解決するために、従来の歳入歳出計算に加えて、企業会計の考

え方を取り入れた新しい会計制度を導入することになったと理解をしていま

す。また、この制度導入の背景には、夕張市の財政破綻をきっかけに、平成１

９年度決算から自治体財政健全化法が制定され、財務諸表の公表が義務づけら

れていることとこれに並行しまして、総務省は、公会計の整備推進について、
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人口３万人未満の町村は、平成２３年度決算までに、貸借対照表、行政コスト

計算書、試算収支計算書、純資産変動計算書、この４表の整備と必要な情報の

開示に取り組むよう通達されており、各自治体で取り組まれていると思います。

財政の実態を把握する「見える化」のツールとして公会計制度は高く期待され

ており、当町の取り組みについて、昨年の１２月の町議会に財務書類の作成に

ついて伺ったところ、総務省方式の改正モデルをベースで平成２３年度までの

資産評価は完了しており、平成２３年度、２４年度決算については、平成２５

年度にわかりやすい手法で財務書類の４表を開示をすると述べておられます。

平成２４年度の決算審査特別委員会に公表されると思っておりましたが、残念

ながら公表されませんでしたので、今日は財務書類４表をいつ開示しようとし

ているのかと総務省の今後の新地方公会計の推進に関する研究会が７月に公表

した内容を見ますと、現行モデルの見直しを打ち出しています。情報を入手し

ていると思いますが、今後の対応について伺っておきたいと思います。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。今ご質問にありました財務諸表４表の開示でございます

が、昨年１２月議会でも答弁をさせていただいたというところで、現在、専門

の業者に委託をかけておりまして、今進めているという状況でございまして、

公表の時期といたしまして来年２月ごろには、議会をはじめ、町民の皆さんに

お知らせすることができるということで、スケジュールを組んでおりまして進

めておりますので、その辺はご理解をいただきたいというふうに考えてござい

ます。また総務省でのこういった会計モデルの見直し等の動きでございますけ

れども、このモデルの要請が平成１８年度に新地方公会計モデルというのを地

方公共団体に示しまして、総務省として、こういった公会計の整備を要請をし

てきたというような経緯がございます。要請から平成１８年ということもあっ

て時間がたっているというようなこともございまして、今ご質問にありました

今後の新地方会計の推進に関する研究会というのを総務省内部で立ち上げてご

ざいまして、議論、検証を進めているといった内容になってございます。まだ

その研究会としてはその中間報告というような内容にとどまっておりまして、

今後の実務上の課題と対応の方向性といたしましては固定資産台帳の整備の推

進ですとか、複式簿記の導入、それから、前年度との比較、それから他の地方

自治体、国との比較がしやすいものとするなどの、開示等にあたってのわかり

やすい表示等の検討ですとか、自治体の財政の効率化、適正化につなげるため

にも、財務書類や各種台帳から得られる情報を活用することによって行政評価

ですとか、予算編成、それから、資産管理等にもつなげるような活用の充実を

図るといったような内容で中間報告がなされているということでございまし

て、ただちにこういったシステム自体の内容の見直しが行われるといった内容

ではないというような認識でございまして、全国で今、都道府県市町村含めて
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９６％の団体がこういったシステムに取りかかっているということでございま

して、このシステム公表の一つの大きな目的としまして、それぞれの自治体の

比較というものが非常に重要な部分もありますので、そういった内容の見直し

をすると、なかなかそこら辺がまた調整というかうまく比較ができないという

ような状況も出てきますので、総務省としても開示をするのであれば、その辺

出そろったところで次どうするかというような内容になっているということの

認識でおります。このような動きに注目いたしまして、今後とも全国の自治体

の取り組みなども情報収集しながら、より効果的な公会計システムの導入を検

討してまいりたいというふうに考えてございます。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

公会計の目的は、事業評価などの意思決定に役立つ情報を提供することもあり

ますし、また、より重要なのは、納税した住民に対して説明責任を果たすこと

でもありますので、毎年度の決算にあわせて公表すべきではないかっていうふ

うに考えております。またいままでに、平成２２年度からずっと公会計システ

ムの補修委託料というのが出ていますけれども、その中身的には、どういうこ

とをやったのか私たちも勉強不足でよくわからないんですけれども、そういう

そのシステムを毎年ずっとやってきてなかで、今回初めてそういう４表を２月

に公表するということなんですけれども、その辺の中身的に年度ごとにどうい

うことをやったのかちょっとお伺いしたい。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

毎年度の公表という点につきましては、今回２３年２４年度含めて２月頃にと

いうふうに思ってまして、そういったベースができますと、次の年からも公表

がさらに、簡便にできるというようなこともございますので、それ以降、毎年

度公表するというようなかたちをとってまいりたいというふうに思っておりま

す。それから委託の関係ですけれども、一番大きな作業といたしましては、う

ちの資産の把握ということでございまして、そこまでは、いままでは資産台帳

というような、管理の方法をやっておりましたけれども、さらにこういうモデ

ルを公表する場合、例えば台帳、財産として把握してないと、例えば道路です

とか、諸々の公共施設の評価額というようなものを試算しなきゃならんという

ここが非常に大きな作業になっておりまして、その辺が委託した主な内容とい

うことになっておりまして、その辺が、主要な部分は昨年度２４年度の委託で

ほぼ完了しておりまして、新たな資産の評価とかですね、そういうのを含めて、

第４表の作成に向けて、今年度、進めさせていただいているというような状況

でございます。 
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議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

一応資産の確認とかそういうので委託料で４年間やったと思うんですけども、

そのほかにこれから現在４つあるモデルのうち、総務省で方式を以後改正をし

ようとしているんですけれども、そのほとんどの自治体が採用しているんです

けれども、これは財務諸表の作成とか、それから、既存の決算統計を組み入れ

たりして、基準モデルや東京都方式などでいろいろと取り組んでいるんですけ

れども、うちらのほうのなかでもそういう改正モデルを採用していくのかその

辺もちょっとお聞きしたいなと思います。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

私ども、平取町の採用しているシステムといたしましては、総務省の改定モデ

ルというようなことで、これは決算統計上の数値などから数値等を把握できる

ということで、ある意味、簡便に評価等のコストも低く抑えられるというよう

なことで、ほとんどの自治体がそういうものを採用しているというようなこと

もございまして、私どもそれらの採用に踏み切ったということでございまして、

そういった同じシステムで評価されたものが、やはり自治体の比較としても非

常に適切に比較ができるものかなというような判断もございまして、そのシス

テムを採用してございます。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

公会計の目的としては、税金や借入金が有効に使われていることを示すなど、

住民に対する説明責任も果たすことも一つとあります。またもう一つとしては、

行財政運営の効率化への必要な情報を提供するなどあげられていますが、こう

した機能を果たすには、行政活動に伴うすべての取り組みや資産、負債を把握

し、有効に利用されるような管理することが求められていますので、制度の導

入にあたっては、調査研究し対処していただきたいと思います。また、発生主

義には何がわかるのかということでは、学校、公民館、体育館施設など資産を

保有しているがその価値は、老朽化などの年々減少しているなかで、これを減

価償却費として把握することができるのではないかと思いますし、また、施設

の更新など、適切に実施されているかどうか判断できるようにもなります。コ

ストを正しく反映した財務諸表を作成しながら、資産の出入りがなく従来の制

度ではわからなかったデータが明らかになれば、将来の行政コストの正しい反

映にもなると思いますので、ぜひその辺を検討しながら、新しい会計制度でや

っていただきたいと思います。 

 

議長 まちづくり課長。 
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ま ち づ く

り課長 

今、ご質問にあったとおり、この財務諸表４表の公表については、おっしゃる

とおりの効果等を期待して、私どもも取り組みをさせていただきたいと存じて

おりまして、ただなかなか財務諸表４表ということで、ぽんと公開してもなか

なか一般の町民の方には理解しがたい部分があるのかなというようなことも、

予想しておりますので、その辺も公表の仕方等についてはより理解のしやすい

ようなかたちでの公表に努めたいというふうに考えておりますので、ご理解を

お願いしたいと思います。 

 

議長 

 

１０番 

平村議員 

平村議員。 

 

ぜひ、そういう財務書類の活用として、やはり税金を預かった住民に対しての、

説明責任を果たすためにも必要だと思いますのでよろしくお願いしたいと思い

ます。これで質問を終わります。 

 

議長 いまのはまとめということでよろしいですか。平村議員の質問を終了いたしま

す。４番松澤議員を指名します。松澤議員。 

 

４番 

松澤議員 

はい、４番松澤です。先に通告しておりました地場産業振興対策補助金につい

て大きく三つに分けて伺います。地場産業振興対策という名目の補助金につい

て、ほかの自治体も何件か調べてみましたが、補助の条件として、現在ある地

場産業にかぎるもの、事業工業組合や商工組合などの団体にかぎるもの、また、

地場産業とはとの項目があり、その中身として工業出荷額該当業種及び関連企

業として指定しているものなど、かなり制約のあるものが多かったです。その

なかで、平取町の場合は団体及び個人となっており、制約も少なく、産業振興

を図るため、町民の自由な発想と向上心を促す事業と認識しております。また、

団体も対象としているため、数多いほうがいろんな発想が生まれてくる状況に

なっております。まさに、町民全体で町の地場産業の未来を考える、その後押

しとなる夢のある補助金と言えると思います。それを踏まえて、質問させてい

ただきます。まずはじめに、現在、地場産業振興対策補助金の補助及び資金援

助対象経費には試作、試験研究、市場調査、技術者等の養成に関するもの、そ

れと、特産品消費拡大のための新たな設備導入経費が入っていますが、この二

つは性質が違うものと思われますので、分けて考えてはどうかと考えます。特

に、試作研究は、試作とは試みること、本格的につくる前に、実験的に製作す

ることですから、当然、失敗もあることは覚悟の上とは思いますし、縛りが多

いと自由な発想の妨げにもなることも考えられますが、失敗したとしても、次

に活かせることもあると思います。例えば、別な人がなぜだめだったのかとい

うことを検証した上で、さらに良いもの、成功が期待できるかもしれない。時

代、状況が変わった場合、その検証結果が生きるアイデアがあるかもしれない
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と思います。ですから、その内容により、期間を決めて、検証結果報告も次に

つながるためにも必要と考えますがいかがでしょうか。また二つ目に、この補

助金は単年度で予算が決められていて、その配分や選択方法の明確な決まりも

ありません。１７年から２０年度の４年間は申請は１件もない状況でしたが、

２１年から要項の内容も変わり件数や費用もふえてきているようです。そのこ

とから、この補助金が浸透してきているとも考えられますが、申請件数がふえ

ることで、予算のなかで、どんな理由でどの事業を優先するのか、はたまた早

い者勝ちとするのか、難しい選択となります。そのために、募集期間を定め、

事業内容を精査し、決定できる選考委員会の設置が必要ではないかと考えます

がいかがでしょうか。最後に、この補助制度は、知る人は知っている、知らな

い人は知らないというような状況ではないのでしょうか。事業を始めようとい

う人がその対象となる人が役場に聞きに来れば教えてくれるっていうのはわか

るんですが、この補助金自体があることすら知らない人が多いのが現状だと思

うんです。その方たちが申請に間に合わなく、あとから知るということのない

ように、広く町民に周知させるため、資金の融資を受けたり、開業の相談や各

種手続に訪れるであろう商工会、農協、金融機関との情報共有、連携が必要と

考えますが、いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 それでは質問にお答えいたします。地場産業振興対策補助金につきましては、

平成２１年４月にそれまでありました地場産業振興融資対策補助金交付要綱を

一部改正いたしまして、現在のかたちになっております。一部改正につきまし

ては、平成１７年から平成２０年まで先ほど議員がおっしゃったとおり、４年

間でこの要綱による補助、融資援助を受けるというような実績がなかったこと

がありました。制度の見直しを行いました平成２１年から平成２５年まで、八

つの団体また個人がこの制度を活用した実績がございます。２５年度について

も実績があるようなかたちでございます。これは現在の制度が有効に使われて

いるものと考えるところでございます。特産品消費拡大のための新たな設備導

入等に要する経費というのを新たに加えたことによりまして、その利用も新た

に加わって実績が上がってるような状況でございます。ここで特産品と規定し

ているのはびらとりトマト、びらとり和牛というようなことで、範囲を決めて

いるところでございます。メニューといたしましては試作、試験研究、市場調

査、生産技術に関する調査、技術者養成、それと特産品の消費拡大のための、

新たな設備導入というものがあり、この制度もいくどかの改正を経て、現在の

かたちになってきたものでございます。改正の要因としましては、その時代時

代のニーズや時代背景等によってより使いやすい制度へと変わってきていると

いうことでございます。また限られた予算のなかで効果的に利用される事業と

するためにも、あまり細かく分けて不用額を発生させることがないように１年
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ごとの要望量の変わるメニューに対しまして柔軟性を持った制度として継続し

ていくためにも、今の段階でご指摘のありました両方分けるというようなこと

は現段階では考えていないところでございます。ただ今後の事業要望ですとか

利用者のニーズの変化があることに関しましてはそれに対応するような制度へ

の変化は必要になってくることもあると考えているところでございます。また

検証結果、実績につきましては補助事業の申請に際しましては平取町補助金等

交付規則の定めるところ、これは第１４条で実績報告ということで補助事業者

等は補助事業等が完了したときに速やかに補助事業等実績報告書に町長の定め

る書類を添えて町長に提出をしなければならない。補助金等の交付の決定にか

かわる町の会計年度が終了した場合も、また同様とするということでございま

して、実績報告もしていただくようなかたちに当然なっているところでござい

ます。またある程度の年数がたった後の検証結果報告も必要ということでござ

いますけれども、そういう場合も必要かと考えられますけれども、あまりにも

過度な報告の要求につきましては補助制度の硬直化につながる部分もあるんじ

ゃないかというふうに考えるところもございまして、これについては慎重に検

討していきたいというふうに考えてございます。次に２番目の質問でございま

すけれども、予算内で配分の枠を決めていないということで、逆に良い意味で

柔軟な対応がとれていると考えているところでございます。また選択方針の明

確な決まりがないわけではございませんで、地場産業振興対策補助金交付及び

融資に関する要項の第４の要綱のなかで採択方針をうたっているところでござ

いまして、補助及び資金援助団体等の採択は事業計画及び収支予算書等に基づ

き調査、検証し決定するが採択方針は次の方針によるということで、三つ述べ

ております。第１に、地場産業の振興に積極的意欲を持っているもの。次に第

２に農林水産物等の資源を活用した製造加工等の産業を開発、育成しようとす

るもの。第３として、地域経済の活性化に寄与されるものとしているところで

ございます。またこの補助金につきましては年度当初はもちろん、年度途中で

の要望やニーズにこたえることができるよう、また迅速な対応をしていくため

にも募集期間で区切ることは現段階では考えていないところでございます。年

度途中の要望等もあるということでございます。また選考委員会につきまして

も事業をはじめるに当たって資金やその他特定個人のプライベートな情報が提

出書類にかなり多く含まれてくるということもございまして、そのようなこと

を考慮する場合にそういうような選考委員等が必要な補助金事業も、町のなか

にはあるというふうに思いますけれども、この地場産業振興対策補助金には現

在の段階ではちょっとなじまないんじゃないかというふうに考えるところでご

ざいます。３番目の質問に対してですけれども、ここ数年、毎年コンスタント

に要望があったということで、町民の周知につきましては不十分な部分があっ

たんじゃないかというふうに考えているところでございます。今後につきまし

ては町の広報誌等による町民への周知を実施していきたいというふうに考えて

おりますし、町商工会等にもその旨伝えておりまして、関係者等への周知をお
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願いしているところでございます。今後も関係機関と十分連携を取りながら進

めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 松澤議員。 

 

４番 

松澤議員 

あまりたくさん答えられたのでちょっと頭のなかで整理できてないんですけど

も、３番目にお願いしたものはＯＫって理解してよろしいですね。私見ました、

一応いろいろ資料いただきまして見たなかではこれは本当に、試験研究として

本当に平取町にとっていいんじゃないだろうかっていうものもちょっとありま

したが、その結果がなんといいますか書類のなかにこうなりましたっていうこ

とがなかったものですから、もし産業課長がおっしゃってますように、本当に

私もこの自由な発想でやれるということが、この補助金の一番の魅力だと私も

思ってるんです。何がこうだからっていうかたまりをもって最初から始めるん

じゃなくて、こうなったらどうだろうということを、町民に後押しするすごく

自由な本当にいろんなアイデアを町の中からとりだせるという補助金だってい

うことは理解しています。ですから、なおさらのこと、それがもし、こうやっ

てみようと言った方が、それが成功といいますかね、結論的にどうにかならな

かった場合でも、どうしてそうだったのかっていうその簡単なことでいいと思

うんですけども、そのものが何か一つ後ろに付いていると制約するというその

きつい言い方ではなく、それもやっぱり、こうだったよっていうっていうこと

の報告は受けても、次につながるのではないかなっていう、書類に１枚ちょっ

とつけていただくとよろしいかなという考え方でちょっと質問させていただき

ました。あと、規約も読ませていただきましたし、２１年度にこのように変わ

ったということで使う方も増えたということも十分わかっております。ですか

ら、いろいろ考え方っていろいろあるんでしょうけども、本当にその規約のな

かで、例えばですね、いっぱいいろんなことが出てきて早いもの勝ちではなく、

その予算内のなかで決められたことしかできなく、そのほかにもっと違うもの

ができた場合って言いますか、出てきた場合、そのなかで例えば補正予算をつ

けるとか、そういう考え方でも対応できるっていうことではないんでしょうか。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えしたいと思います。実施報告、実績報告の関係ですけれども、おっしゃ

るとおり、そういう部分についてはどのようなかたちになったかというような

報告が必要になってくるというふうに思っております。今までの書類のなかに、

もちろん実績報告はついておりますけれども、それ以降、どういうようなかた

ちになってきたかという部分は付いてない部分がございますし、担当課、担当

職員、係にはどういう状況でこういうふうになったというような情報が入って

はきておりますけれども文章的になっていないという部分がありますので、頭
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の中というか、その課の中ではこういうことがあってこういう部分でうまくい

かなかったんでこれはこういうふうにちょっと失敗になったというようなかた

ちの情報は残っておりますけれども、議員がおっしゃるとおり、ある程度文章

化だとかそういうことをして次につなげていくということが必要なってくると

思いますし、町広報紙等でそういう地場産業のそういう補助金があって、その

事業を使ってこういうふうに成功している実例があるというような広報紙に載

せたり、そういう周知も逆に必要になってくるんじゃないかというふうに考え

ております。こういうことができるんだだとか、こういうことを補助金を使っ

てこういうふうに成功している実例があるんだというようなことがあれば、見

た町民の方も自分たちもそれじゃあ、そういう補助金を使って新たなものを考

えていこうというような考えが広がっていくようなかたちになると思いますの

でそういうこともぜひ、今後、検討して実施していきたいというふうに考えま

す。また事業の採択ですとか、予算が決められてるなかで早い者勝ちになって

しまうんじゃないかというような心配でございますけれども、これは当然予算

を持って行っている事業でございますのでその年度の予算がある程度決められ

ているということでございますけれども、過去に補正で足りなくなった部分を

対応している部分もございますし、そういうことも必要になってくると思いま

す。ただ行政事務をやっているものとして、予算範囲内で何とかやっていきた

い。この事業自体が町民の方の自由な発想でそういうものの援助になるという

ことは十分理解してるところでございますけれども、予算というものがあると

いうこともありまして、これについては相談に来られた方にその年で対応でき

ない場合については、次年度にもこういうことでできる部分があるんでそうい

うかたちはどうでしょうかだとか、そういう相談をしながらなるべく取り上げ

ていきたいというふうに考えておりますけれども、何分予算もあるということ

で、その年に対応できなかった部分があったことは事実でございますけれども、

対応としてはすべてきちんと話を聞いて今後どういうような対応をしていくと

いうような話をし、相談者と協議をしながら、対応してきたということもござ

います。指摘のとおり制限してしまうのは自由な発想で町のためっていう部分

もありますし、そういうことも考えられますので今後の対応としては補正等で

対応していける部分については、補正等で対応していくということで、理事者

とも話をしてるところでございますのでご理解いただきたいと思います。 

 

議長 松澤議員。 

 

４番 

松澤議員 

先ほどのそうですね、担当職員の方のその対応で確認しているということより

も役場のなかでは、やはり職員異動というのがございますので、なるべくでし

たら書面にして、次の引き継ぎにも残していただければと思いますし、このこ

とに関して、やはり、いろんなことを考えてこの政策なさってるということが

よくわかりましたので、中身の精査もやはりときどきやりながら長く続けてい
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ってほしいと思います。期待しておりますのでよろしくお願いします。答えは

よろしいです。 

 

議長 松澤議員の質問を終了します。休憩します。 

 

（休 憩 午前１１時５０分） 

（再 開 午後 １時００分） 

 

議長 再開します。３番四戸議員を指名します。四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

はい。３番四戸です。質問事項にあります高齢者福祉施設の入所待機者の対策

について、伺っていきたいと思います。この質疑については、過去いままで何

人かの人が質疑していることと思いますが、あえてもう一度質疑したいと思い

ます。まずはじめに、私たちの町内の各施設の入所待機者について伺います。

現在、町内においては、本町にあるかつら園、また、ケアハウスしずか、貫気

別には老人福祉寮、振内においては認知症のグループホームの施設が整備され

ております。いままでも、過去において入所待機者の減らないなか、今後１０

年先、２０年先、高齢化社会が急速に進んでいくなか、現在の施設の規模では、

増えていくと考えられる高齢化に対しまして、対応できないんではないかと思

います。これからの施設の問題点について、担当課として、町としてどのよう

な対応をしていく考えなのか伺いたいと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

四戸議員のご質問にお答えを申し上げます。はじめに、施設へ入所の待機の関

係でございますけれども、本町にあります特別養護老人ホーム平取かつら園へ

の待機者につきましては、現在定員５０名が満床で加えて入所の待機者が３４

名という状況になっておりまして、平成２４年２月に最大６４人おりました入

所待機者の数に比べて、それは約半数近くに現在は減少をいたしております。

このことにつきましては、死亡された方、あるいは病院に入院をされた方、あ

るいは、認知症グループホームこころのホームふれないに入所されたことによ

って申し込みを辞退された方、等の数に対しまして新規の申込者の数がそれを

下回っているということであるとかつら園側から報告を受けてございます。同

じく本町にありますケアハウスしずかにつきましては、現在定員が２０名が満

床、待機者が２名となっておりまして、平成２４年９月に最大９名いた待機者

の数に比べまして大きく減少をいたしている状況であります。この理由は先ほ

ど申し上げましたかつら園の場合とほぼ同様であるというふうに報告を受けて

ございます。次に、貫気別にあります老人福祉寮やすらぎにつきましては、定

員６名のところ、ここは現在１名空き室になっておりまして、１２月６日付発
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行のまちだよりで入所者１名を募集している状況であります。担当者に確認い

たしますと、ご家族の方はやすらぎ、老人福祉寮に入所を希望いたしておりま

すが、ご本人がですね、入られるご本人が住み慣れた我が家、自宅から離れた

くないとおっしゃる方が多いということも聞いてございます。次に振内町に開

設されました認知症共同生活介護事業所、こころのホームふれないは定員１８

名が現在満床で、待機者が６名という状況になってございます。以上のことか

ら、本年４月に開設されましたこころのホームふれないを除きまして、昨年と

比較できる施設につきましては、いずれも入所待機者が昨年に比べて大幅に減

少しているのが現状でございます。したがいまして、現在におきましては新た

な施設整備を早急に着手する環境にはないと認識をしております。いずれにい

たしましても、町といたしましては、今後ともこれら待機者の推移を随時把握

をいたしながら、総合的に検討してまいりたいと考えてございます。以上です。 

 

議長 四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

数は減っていると、今課長から答弁ございましたが、でも、先ほど言いました

ように、これから２０年先、３０年先ですね、高齢者のピークはくると思いま

す。そういうなかで、課長も知っていることと思いますが、実はかつら園から

聞いた話なんですが、町内において、入所待機者は先ほど課長も言ったように

６０名近くいた。現在は３０数名に減ったそうですが、その減った理由を先ほ

ど課長も答弁しておりましたが、聞いたところ、入所を待って亡くなっていか

れた方、また病院へ入院された方がほとんど多かったようでございます。また、

ケアハウスにおいても、入所を待っている方が１０名ほどいると聞いておりま

す。さらに、町の独居生活をしている高齢者にお話を聞いたところ、１人でい

ると食事をつくるのも大変だし、不安で寂しいですとの話も出ていました。入

所を申し込まれていない高齢者のなかにも入所できない方がかなり多くいるこ

とを痛感いたしました。そのような、高齢者対策として、隣の日高町では３０

名ほどの入所をふやしました。また、新冠町においても、２０名ほどふやして

おります。そのふやした理由については詳しくお話をお聞きしておりませんが、

そのためここで話をすることはできないですが、入所を希望している高齢者は

入所待機者のほかにも多くいるということを担当課も知っておくべきことだと

思います。今後においては、町としても、真剣にこの対策を進めるべきと考え

ますが、いかがでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

入所を申し込んでいない方のなかにも、入所を希望しているという方がいらっ

しゃるというご指摘でございます。先ほど申し上げた入所を正式に申し込みし

ている方についての数を申し上げましたので、そういう貴重な情報ですので、
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私ども地域包括支援センターやあるいは社会福祉協議会のケアマネージャー等

を通じまして、そういう希望がある部分についての把握も含めて十分検討をし

たいというふうに考えてございます。四戸議員ご指摘の高齢化、今後の将来的

な高齢化の部分、問題についての対応ということでございますけれども、四戸

議員ご承知の通り町の高齢化率、全町民に占める６５歳以上の割合につきまし

ては、平取町においては３０％を既に超えて、今後も上昇していくということ

で予想をいたしておりますが、これにつきましては、数字の分母である人口の

減少に起因する部分もありまして、高齢者の実人口、頭数ですね、本当の頭数

につきましては、ほぼ平成２７年度前後をピークにして、その後はなだらかに

減少に転ずるっていうふうに予想をしております。ただ、ただしですね、現在、

いわゆる団塊の世代で最も高齢の方は６５歳以上の高齢者の年齢に到達してお

りますが、その方たちの多くが、７５歳以上の後期高齢者に到達する時点、今

から１２年後の西暦２０２５年平成３７年にあたりますが、これに向けて、そ

の対策をどう進めておくかということを考えておくことが、重要になるという

ふうには認識をいたしております。したがいまして短期的な、いま、入所者が

少なくなっているという現実と、四戸議員ご心配の今後の団塊の世代が７５歳

以上になる部分、中長期的な部分を分けて総合的に考えながら、今後、町が進

むべき方策というのを探っていきたいというふうに考えてございます。 

 

議長 四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

今後、一時減ったとはいえふえていく要素は目の前にぶら下がっております。

本当に、真剣に取り組んでいただきたいと思います。次にですね、国による介

護保険の改定に対する町の今後の対応の見込みなんですけれども、これについ

てお聞きしたいと思います。最近になりまして、厚生労働省は社会保障審議議

会において、改定の意見書案を大筋での決定を受け、来年の通常国会へ提出す

る構えです。国は来年度から、消費税を上げるとき、消費税増税で社会保障の

充実を図るよういままで国民に説明しておりましたが、現在になってなぜ介護

保険制度を改定しないとならないのか、厚生労働省の説明のなかでは、多くの

国民の方、私も含めて町民のひとりとして本当に理解できません。町としても、

長年にわたり歳出削減の努力を続け、子育てや医療、介護などの、町として増

大する地域の行政需要に対応するために、必死の努力を続けてきたことと思い

ますが、いまは国が改定しようとする社会保障制度は、各市町村、町民の方に

大きな負担になることは避けられないことかと思います。まだこの改定につい

ては、決定しておりませんが、町として、国のこの方針をどのような思いで考

えているのか伺いたいと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 
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保 健 福 祉

課長 

お答えをいたします。国の介護保険制度の動きに対しましては、四戸議員ご指

摘のとおり、既に各種報道において断片的に伝えられておりますが、正式な決

定がなされていない現在におきまして、市町村、私どもの机の上には公式な通

知が全く届いていないというのが現状でございます。いずれにいたしましても、

今回の制度改正につきましては、町の財政支出の増加につながる可能性がある

ものと予想をいたしておりますので、町としては今後、厚生労働省から北海道

を通じて通知される詳しい制度内容、制度改定内容の全貌を確認した上で、早

急に判断してまいりたいと考えておりますので、ご理解くださるようよろしく

お願いいたします。 

 

議長 四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

まだ決定していることじゃないですけども町の考え方としては、持っておいた

ほうがいいんでないかなと思います。介護保険では、要支援の人への訪問通所

介護を先ほど言いましたように市町村の事業に任せて、事業主の上限を定め、

効率化を図ろうという考え方です。また、専門的な知識や戦略が必要なのに、

費用の削減を国は市町村にやらせる考え方、現場の意欲を削ぐ政策だと思いま

す。これでカットする費用は１６００億円。こういう国のやり方が、本当の社

会保障制度の改革なのか、私としても理解ができません。この１０年間、雇用

が拡大したのは、医療と介護の領域です。全国においても、雇用が２３０万以

上増えていると報道されています。先ほどから話してまいりましたこれからの

町の施設についても、雇用の場所としての考え方も必要ではないかと思います

が、最後にですね、町長の考え方をお聞きしまして、私の質問を終わらせてい

ただきます。 

 

議長 町長。 

 

町長 それではお答え申し上げます。いま現在進められております介護保険制度のこ

のたびの改正をしようとする件については、課長の答弁のとおりでございます

が、今後高齢者がふえていくなかで、現在の施設では、待機者が多くなると考

えておりますが、今後において町はどう対応していくのかっていうご質問でご

ざいますけれども、現在急速に進む少子高齢化のなかで、７５歳以上のお年寄

りの方だけでも、９月末現在では約１０００人ということでございまして、年々

高齢化が進むなかで、施設への待機者をなくすということは極めて困難なのか

なというふうに思ってございますし、また介護保険施設の整備は同時に、介護

保険料にはね返るというか引き上げにつながることから、今後必要な事業の推

進とともに、一方で町民にとって、介護保険料の急激な増高につながらないよ

うに事業整備と適正負担の両面を総合的に勘案しながら、慎重に進めていく必

要もあるというふうに考えてございます。町としても、高齢者の皆さんが住み
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慣れた地域で本当に安心して暮らせることが一番望ましいというふうに考えて

おります。したがいまして、今後とも病院の訪問診療、あるいは在宅福祉サー

ビスというようなことで現在行われておりますヘルパーのサービス、あるいは

デイサービス、またショートステイサービスに重点を置くことが重要というふ

うに考えているところでございます。そのためにも、地域で暮らす人方がお互

いに助け合い、支え合っていくことが非常に重要でございます。そういったこ

とから、福祉ボランティア制度もその一環というふうに考えているところでご

ざいます。今後の高齢者福祉対策については、第一にはやはり住み慣れた自宅、

地域で生活続けられるように、自分自身も頑張っていただきながら、そして、

家族だけでなく、周囲からの見守りなどの温かい応援が必要というふうに考え

てございます。また第二には、行政としても地域包括支援センターを中心とし

ながら、相談、総合的な相談業務、また介護予防に向けた教室活動と地域ケア

体制をさらに充実していくことが必要だというふうに考えてございます。また

第三には、自宅での生活が難しくなった場合には、先ほどご質問あったように、

町内の施設であります、老人福祉寮やすらぎ、あるいはケアハウスのしずか、

また今年度開設されたグループホーム、こころのホームふれない、さらにはか

つら園などに入所しながら、利用していただくとともに、国保病院の療養型病

床など、それぞれ医療、介護、福祉との連携のなかで対応していくことが重要

というふうに考えてございます。また第６期の介護保険事業計画を樹立するの

が２６年になろうかと思いますが、実施は２７年から２９年の３か年でありま

すが、その際に、将来展望も含めて介護保険施設の整備について十分検証しな

がら、検討してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願い

したいと思います。以上です。 

 

議長 四戸議員の質問は終了いたします。以上で通告のありました議員からの質問は

すべて終了しましたので、日程第５、一般質問を終了します。 

日程第６、議案第１号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

を議題とします。提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

総務課長 議案第１号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案

理由並びに改正条文内容につきましてご説明申し上げます。本条例の提案理由

につきましては、昨年８月８日に出されました人事院勧告につきましては、国

は一般職の給与に関する法律の一部を改正する法案が本年６月１７日に成立

し、平成２６年１月１日から施行することとなったことから本勧告に基づき、

職員の給与の改定を行うべく条例改正の提案をいたすものでございます。それ

ではまず、本日配布しております、給与改定の概要につきましてご説明を申し

上げます。資料の左側が給与改定の概要、右側が町の措置方針としております。

１の給与制度の改正内容でありますが、５０歳代後半層におけます給与水準の

上昇を抑制するため、昇給・昇格制度の改正を行うことが適正であることと人



- 37 - 

事院は判断したところであります。具体的な措置といたしましては（１）と（２）

に記載しておりますが、まず（１）５５歳を超える職員は標準成績では、昇給

の停止であります。これまでは、標準的勤務成績では２号俸昇給可能でありま

した。今後におきましては、標準的な成績であれば昇給停止となり、勤務成績

が特に良好の場合に昇給させることができる取り扱いとする内容となっており

ます。（２）の高位号俸から昇格した場合の俸給月額の増加額の縮減であります。

昇格させる場合には、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する昇格時号

俸対応表に定める号俸とすることとなっております。この昇格時号俸対応表に

おいて、５０歳代後半層の昇格時における俸給月額の縮減を図る内容となって

おります。２の実施時期でありますが、記載のとおり、平成２６年１月１日で

あります。続きまして、本勧告に基づく町の措置方針についてでありますが、

一般職におけます給与改定につきましては、これまでにおいて、人事院勧告に

基づく国家公務員の給与改定に準拠するとともに、労使交渉等によって決定し

てきているところであります。人事院勧告に基づき、給与改定について実施し

ていきたいと考えているところであります。次に、３の平成２５年度人事院給

与等に関する報告であります。民間給与との格差といたしまして、額にして月

額７６円、率にして０．０２％国家公務員が下回っている結果となったところ

であります。この格差については、平均年齢４３．１歳のものとなっておりま

す。ボーナスについては民間での支給割合が年間３．９５か月に対し公務員に

おいては３．９５か月と均衡しているため改正を行わないと報告されておりま

す。以上のことから、平成２５年度については人事院勧告でなく給与等に関す

る報告となっております。続きまして、給与条例の改正内容についてご説明い

たしますので、議案書の３ページをお開き願いたいと思います。職員の給与に

関する条例の新旧対照表に基づき説明させていただきます。左側が改正案であ

ります。第４条につきましては級の決定及び初任給、昇格の基準に関する規定

でありますが、第５項において規定しております、昇給の取り扱いにつきまし

てはこれまで、標準的な勤務成績であれば２号俸、５５歳以下の職員につきま

しては通常４号俸でございますから、その半分が昇給可能でありました。今後

におきましては、標準的な成績であれば昇給は停止となり、勤務成績が特に良

好である場合に限り昇給させることができる取り扱いとするものであります。

附則といたしまして、平成２６年１月１日から施行しようとするものでありま

す。職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例にかかわる提案理由並び

に改正条文の説明とさせていただきますので、よろしくご審議願います。以上

であります。 

 

議長 説明が終わりましたので質疑を行います。６番千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

６番千葉です。今、一連の改正のご説明がありましたけども、これも私議運終

わってから持ち帰っていろいろ調べてみたんですけども、どうなんでしょうね、
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平取町自体に明確な人事評価制度がないなかで、良好とか特に良好とかこの勤

務成績、どのように今後とらえていくのか。もうちょっと補足で説明をいただ

きたいんですけども。あるいはその全く改めて、人事評価制度、今後できるだ

け近いうちにちゃんとしたものを確立するよという考えがあるのかも含めてお

伺いしておきたいと思います。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 はい、昇給時の評価の関係でございますが、人事評価制度については現在導入

してないということになりますので、５５歳以上にある立場の職員についての

関係につきましては個々詮議のなかで昇給の判断をしていかなければならない

のかなということで考えております。あと、人事評価制度の関係につきまして

は、今後平取町については小さな町村でございますので、人事評価制度の導入

についてはなかなか難しい面もありますけれども、今後、人事評価制度につい

てはですね、調査研究をしていかなければならないということで考えておりま

す。以上であります。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

であればですね、やはり今この段階で改正の中身、これはやっぱり私には理解

しがたいものがあるんですよ。なんというのかな。だから通常で考えて今まで

どおりという考え方にどうしても返り咲いてしまうんですけど、どうなんでし

ょうその辺。どうお考えでしょうか。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 この給与改定の問題につきましては、先月開催されました総務文教常任委員会

でもご説明をして、ただいまの千葉議員のご質問と同じようなご質問が、常任

委員会のなかで出されております。今、総務課長ご説明したとおり、平取町に

は人事評価制度が現在ありませんので、従来通り町理事者が個々詮議のなかで、

職員のモチベーションが下がらない状況のなかでこれを運用していきたいとい

うことで考えております。将来的には人事評価制度を創設して、そのなかで対

応していきたいということで考えておりますけども、管内各町まだ人事評価制

度を導入している町村もないというような状況のなかで、これから調査研究を

してまいりたいということで考えております。いずれにしても、当町給与改定

に関しましては、人事院勧告どおり、過去実施をしてきているというような状

況でございます。本年については人事院勧告ということではなくて、給与等に

関する報告ということで出されておりますけれども、これらに倣いながら実施

をしていきたいということでございます。一番肝心な人事評価については、先
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ほど申しましたとおり、個々詮議の範疇のなかで理事者が対応して整理をして

いきたいということで考えておりますのでひとつよろしくご理解をしていただ

きたいと思います。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

これ最後の質問になろうかなと思いますけども、近隣の日胆地区の自治体のな

かで、現在人事評価制度を明確に取り入れて運用してやってるというところが

あれば教えていただきたいのと、それがどのように効果があるのか、その辺の

実情は、平取町として調べているのかも伺っておきたいと思います。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 近隣の町村というか管内の状況でございますが、日高町につきましては人事評

価制度の導入を行っておりますが、実際的には試行段階ということで運用はさ

れてないということでございます。 

 

議長 ほかございますか。なければ質疑を終了します。次に討論を行います。反対討

論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第６、議案第１号職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例については原案のとおり可決しました。 

日程第７、議案第２号平成２５年度平取町一般会計補正予算第９号を議題とし

ます。提案理由の説明を求めます。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

議案第２号平成２５年度平取町一般会計補正予算第９号についてご説明申し上

げます。歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額に、

それぞれ１１８７万６千円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を６８億

８９６２万６千円とするものでございます。２項におきましては、補正の款項

の区分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」

によるものでございます。それでは事項別明細の歳出からご説明申し上げます

ので１０ページをお開き願いたいと存じます。２款１項５目町有林造成費１５

節工事請負費８８０万円の追加でございます。これは町有林造成事業に係る平

成２５年度労務単価の変更に伴う事業費の増、及び今年度策定いたしました、

新たな森林経営計画の策定に従いまして、事業量の増による事業費の増額とい

うものでございます。内訳は、保育間伐事業が面積で４３．１４ヘクタール、
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５４０万円追加、利用間伐事業が面積で７．５２ヘクタールの増、１５０万円

の追加となってございます。作業路補修事業は皆伐計画事業量増に伴います作

業路補修が９５０メートル増えたことによる事業費２００万円の追加となって

ございます。次に、２款１項９目企画費６４９万２千円の追加でございます。

内訳といたしましては１２節役務費２６３万２千円の追加でございます。これ

は平取町が所有いたします、光ケーブルが北電柱、ＮＴＴ柱の工事等での支障

移転等に伴いまして、それらの電柱に共架をしている光ケーブルも移設すると

いうこととなりまして、町内８か所分の移設にかかる経費を追加補正させてい

ただくものでございます。１９節負担金補助及び交付金３８６万円の追加とな

っております。これは生活交通路線バスにかかわる道南バス株式会社への補助

金の増という内容で、平取町に関係する定期バス路線の運行のための収支の減

収分を平取町が負担するということになってございますが、利用者人数の減少

ですとか、燃料高騰によりまして、経費の増加等で収支が悪化をしているとい

うことでございます。当初予算１４００万円を計上していたもののさらに３８

６万円を追加いたしまして、補助金総額を１７８６万円とするものでございま

す。内訳といたしましては、北海道とともに負担する準生活路線分１系統１７

３万３千円、平取町単独の補助金であります、生活交通路線維持費分１１系統

分でございますが、これが７７７万１千円でございます。富内線転換バス事業

分５系統、これが８３５万６千円という内訳となってございます。次のページ

をお開き願います。５款１項２目農業振興費１９節負担金補助及び交付金、経

営体支援事業補助金２２８万６千円の追加でございます。これは農業における

意欲ある経営体、新規就農者など多様な形態が経営規模の拡大ですとか、多角

化を図るために、必要な農業用機械等の整備の経費を、国が直接支援するとい

うもので、かかる経費の３０％が補助金として交付されております。当初予算

では２名分の利用を想定いたしまして、６００万円を計上しておりましたけれ

ども、結果５名の申し込みがありまして、交付決定額が８２８万６千円となっ

たため不足分である２２８万６千円を追加補正するという内容でございます。

次に８款１項１目消防費１９節負担金補助及び交付金、日高西部消防組合負担

金７５０万２千円の減額でございます。これは組合予算の精査による減となっ

ておりまして、これにつきましては、本日お配りをさせていただいております

資料にてご説明を申し上げたいと思いますので、ご覧いただきたいと思います。

平成２５年１２月補正総括表（消防費）という資料でございます。これに基づ

きます。まず、歳出の精査額でございますが、上から二つ目の表、歳出補正と

いう表をご覧いただきたいと存じます。共通経費、消防支署関係費の精査をし

ておりまして、共通経費で議会費、消防本部費、監査委員費などで４８万円の

減となっております。消防支署関係費では消防支署費が退職職員の給料、退職

手当負担金等の減で３２５万９千円の減額、消防団費では、団員の増によりま

す報酬と消防操作等の資材等の購入による増ということで１８１万円の増額と

なっております。消防施設費でございますが、これは救急車及び救急資材購入
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費の入札残ということで７６万８千円の減額となっておりまして、消防支署関

係費では２２１万７千円の減、歳出の精査額といたしましては、２６９万７千

円の減額となってございます。次に歳入精査額でございますが、歳入補正とい

う表をご覧いただきたいと存じます。危険物の取扱手数料５千円の減、消防費

国庫補助金の７万２千円の減、それから２５年度の繰越金がございまして、こ

れは４８８万２千円ということでございまして、合わせて４８０万５千円の増

となっております。従って、平取町の負担金といたしましては、下から二つ目

の表となりますけれども、歳出補正額と歳入補正額を合わせた、７５０万２千

円を減額補正するということになってございまして、補正後の負担金額を２億

６３１２万３千円とするものでございます。消防費は以上でございます。次に、

議案にお戻りいただきたいと存じます。１２ページ、９款４項２目の公民館費

でございます。１８節備品購入費３０万円の追加でございます。これは公民館

の補助暖房用として購入するものでございまして、各部屋での使用と、特に公

民館を葬儀で利用いただくことに伴い、受付ホールや親族休憩室での補助暖房

についての要望が多いということ等を鑑みまして、今後の冬季間の利用等に対

応するための業務用ストーブ２台、ポータブルストーブ２台を購入するもので

ございます。次に１２款２項８目平取町金券基金積立金２５節積立金１５０万

円の追加でございます。これは子育て支援事業として実施しております、中学

生以下の医療費支払い分に係る金券基金事業の支出見込みでございますが、こ

れが当初予算を上回る見込みとなったために、追加をさせていただくものでご

ざいます。今年度当初基金残高が５０１万６千円ということでございまして、

本年度の支出額が昨年度の実績等から推計いたしまして、６５０万１５００円

程度となる見込みであることから、その差額分を追加補正させていただくもの

でございます。次に歳入をご説明いたしますので、７ページにお戻りいただき

たいと思います。１３款１項１目総務費使用料２節情報通信施設使用料８３万

７千円の追加でございます。これはＮＴＴに貸し出しをしております光ファイ

バー通信回線使用料でございまして、当初予算では７２０件分の利用料を見込

んでおりましたけれども、その後加入者数が増え、９５件分の利用料８３万７

千円を追加いたしまして、今回補正するケーブル移設に充当するものでござい

ます。次に、１４款２項１目総務費国庫補助金２節企画費補助金でございます。

これは金額に増減はございませんけれども、充当する補助財源の変更というこ

とでございます。今年度びらとり温泉に設置いたします太陽光発電システムの

整備事業に関しましては、当初、一般社団法人の新エネルギー導入促進協議会

の補助制度を利用すべく、申請を進めていたということでございますが、当該

協議会の予算枠の関係もあり、不採択ということになった経緯がございまして、

代替する特定財源といたしまして、平成２４年度の国の補正に伴う、地域の元

気臨時交付金が充当可能となったことから、事業費３千万円の２分の１の財源

１５００万円の補助財源の変更を行うものでございます。８ページ、１５款２

項４目の農林水産業費道補助金１節農業費補助金２２８万６千円の追加でござ
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いますが、これは歳出の農業振興費で追加させてきました経営体支援事業補助

金で、歳出と同額を見込んでございます。次に１６款２項１目不動産売払収入

２節その他不動産売払収入、立木売払代８８０万円の追加です。これは皆伐が

２０ヘクタール増加するということに伴います立木売払代金の増となっており

まして、今回補正の町有林造成工事の工事費に充当するものでございます。次

のページをお開きください。１９款１項１目１節繰越金、前年度繰越金４万７

千円の減でございますが、今回の補正予算の追加、減額に係る財政調整等で減

額となる一般財源の調整を繰越金で行うという内容になってございます。以上

議案第２号平成２５年度平取町一般会計補正予算第９号についてご説明申し上

げましたので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長 説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はございませんか。６番千葉議

員。 

 

６番 

千葉議員 

６番千葉です。ただいまご説明ありましたけど１０ページの２款１項９目１９

節生活交通確保対策事業の補助金のことについてお伺いしたいと思います。道

南バスも大変厳しい経営状況が続いているというのは私も承知しておりますけ

ども、どうなんでしょうねこれ一般財源から収支が悪化ということで、今後も

多分ですね、このままいけば、やはり何らかのかたちで町のほうから支出を余

儀なくされるという事態がやっぱり訪れてくると思うんですよ。で、私はいま

の乗車率とか、それからバスの大きさ見ても貫気別の方面はほとんど乗車して

ない日もあったり、乗ってても２、３名というときがよく目にとまります。私

はもうそろそろ道南バスのこのいわゆる収支悪化によるその補助金、これだけ

を点として見つめていくだけでなく町内の全般的にわたるですね、交通網につ

いてですねそろそろ変更していくような、時期が訪れてるんでないかなという

ふうには思っております。例えば民間の活用もそうですし、それから、デマン

ドバスのあり方も運行場所も含めてですね総合的なやはり詰めの協議が必要か

なというふうに思ってるんですけども、その辺の考え方、いま現在どのように

思われてるのか伺っておきたいと思います。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。今ご質問にあったとおりですね、年を追うごとに乗車率

も減少をしているということでございまして、当然それにかかる燃料高騰等の

影響もありまして、非常に当町が補助対象としてる路線系統につきましては非

常に厳しい状況だということでの認識でございます。特に貫気別方面の路線に

関しては、その中でもさらに乗車率が低いというような実態もございまして、

ご質問にあったとおり、全体的に、町民の足の確保をどうするかということを

公共交通の確保という観点から、やはり再度総体的に考える時期に来ているん
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だというようなところの認識でございまして、その路線バスの代替として、も

う５年前から試行というかたちでありますがデマンドというかたちで、国のほ

うから補助金をいただきながらやってきたという経緯がございますけれども、

やはりそれらの結果も含めても、やはりかなり多額の財政支出等が必要だとい

うようなこともあってですね、それらも含めて、やはり道南バスの路線の確保

と、今後思い切って、ここは道南バスは切って、また違ったその路線体制にも

っていくとかですね、そういうことも本当に総合的に考えなければならないと

いうようなところもありまして、道南バスの考え方としては、やはり、赤字に

なる部分はやっぱり関係自治体がもってほしいというような意向も強いことか

ら、本当にデマンドバスの結果なり、それから、実態として、その利用者がな

ぜバスを利用するかというところまである程度踏み込んで目的が非常に単一と

いいましょうか、例えば温泉を利用する方が非常に多いというのであればまた

温泉専用の違ったその足の確保とか、そういうことも考えながら、総体的な検

討が必要になってきている時期だというような認識でございます。 

 

議長 

 

６番 

千葉議員 

 

千葉議員。 

 

まあ全く今遠藤課長が答弁されたことに尽きるわけですけども、私やっぱりも

うそろそろ来年度に向けてですね、今言われた中身をやっぱりひざを詰めた話

し合い、それから地域の実情の調査も含めてですね、できるだけ早い時期とい

うふうに思ってるわけですけれども、これいつから今言われたような問題点洗

い出してやっていくお考えなのか伺っておきたいと思います。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

もうそういった議論としましては、地域交通の活性化協議会というのが、まあ

主にデマンドバスをどうするかというような協議もありますが、その辺も今回

貫気別の試験的なデマンドバスの運行の結果等も踏まえて、やっぱり路線バス

もさらにどうするかといった深い議論も踏まえて、また来年度から新たな審議

内容といいましょうか、そういうものに入っていかなければならないかなとい

うふうに考えてございまして、そういったものに対しても、議会、それから町

民の皆さんにも、その内容等をお諮りしながら、さらに総括的な議論にしてま

いりたいというような考えでおります。 

 

議長 １０番平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

ただいま千葉議員がおっしゃったことと重複するんですけれども、いままで何

回も路線バスについてのいろいろな企業努力をやってほしいということで要望

してたんですけれども、なかなか道南バスも路線変更とか、そういうかたちを
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とっていないので、まあいまデマンドバスとかそういうのは町でやってますけ

れども、赤字になったから補助金を増額してくれということではなく、やはり

会社にもう少し企業努力をして、みどりが丘になんか３００も５００戸の戸数

がありながらバスを上に上げてってお願いしてもなかなか上がりませんし、下

のほうの町のとこをからっぽのバスが、もう何度も往復しているような状態の

なかで、赤字になったから補てんしてくれということでは、やはり道南バスも

企業努力が足りないと思いますので、その辺は町のほうでそういう話し合いを

道南バスとやったのかどうかその辺も聞きたいのと、やはり私たちには、企業

努力しているように見えませんので、ただ赤字になったから補てんをお願いし

ますっていうのは本当に私たちも賛成できませんのでその辺の経緯をお聞きし

たいと思います。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。毎年この生活交通路線等の補助金に関しましては、申請

の前に事前に協議をさせていただいているということがございまして、やはり

企業努力という部分では、もっと総体的な経費の抑制とか、そういうものがで

きないのかということでいろいろこうお話しをさせていただいているというと

ころがありまして、生活交通路線の維持分に関しましては、申請の７０％の補

助というようなことにもなりますし、その辺はやはり道南バスさんのそういっ

た経営努力と私どもの公共的な交通機関の足の確保という、そういった思惑と

いいましょうかそういうのが合致するような適切な協議を毎回させていただい

ているということで進めさせてはいただいているんですが、やはりなかなか赤

字を町が十分補てんできないという状況になれば、やはり撤退というようなこ

とが、最終的な結果になるというようなことにもつながりますし、現時点でそ

ういう、ぽんとこう路線を撤退というかたちであげられた場合の、足の確保が

さらに困難になるというようなこともありまして、なかなか現状とそういった

その交渉といいましょうか、そういうものでの、やっぱり、困難さといいまし

ょうか、そういうのがあるなという認識で担当としてはおりまして、これも先

ほど千葉議員に答弁したように、総体的に、やはり切るべきところは切って、

こういうものにしていくというような議論をこれから重ねて、より適正な道南

バスの路線の確保というものを考えていかなければならないのかなというふう

に考えております。 

 

議長 ほか、８番山田議員。 

 

８番 

山田議員 

８番山田です。７ページのですね、１４款２項１目総務費の国庫補助金でござ

いますけども、新しい補助金で金額的にはかわらないんですけども、名前が変

更で１５００万ということで、温泉の太陽光発電ということは、計画のなかに
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ありましたので理解しているんですけども、今課長の口のほうから今年度の予

算としてっていうことの言葉遣い出たんですけども、今の建物が果たして今年

度中にできて、補助金がまともに使っていけるのだろうかという心配を今した

んですけど、その辺お聞かせいただきたいと思います。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

太陽光発電に関しましての工期は３月の末というような設定をさせていただい

ておりますので、それまでに完成するような段取りで、いまもう着工しており

ますけども、そういう運びで進めさせていただいております。 

 

議長 山田議員。 

 

８番 

山田議員 

自分の見た限りでは到底太陽光発電なんかできる状態じゃないなというちょっ

と判断したもんですからちょっと不安に思いました。この発電に関して、もし

発電がなるとすれば、これは温泉施設内で全部消化するというかたちの考え方

でよろしいんでしょうか。それとも北電に売電してのまた再利用というかたち

での考え方でよろしいんでしょうか。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

以前のエネルギー導入促進対策事業補助金もそうでしたが、こういう補助金を

導入する公共的な施設に関しては、売電してはだめだよと、いうような規制が

ございまして、あくまですべてその施設内で使うということで進めさせていた

だいております。 

 

議長 山田議員。 

 

８番 

山田議員 

まあ、明日産厚ありますのでまた質問させていただきます。あと９款４項２目

公民館費のなかでストーブを購入するとありますが、ポータブル２台に業務用

２台ということで、自分としてはこういうもの全部町長のエネルギーの考え方

の基本のなかにはやはりお金じゃないよと、やっぱりこういう木材だとかを使

って環境に優しいエネルギーを使っていくんだという言葉遣いが何回も聞かれ

たわけなんですけどもこうして・・・ストーブというのも石油かと思うんです

けども、遠藤課長も当然担当なんですけどもそういう考え方、ペレットストー

ブだとかそういうのを普及しておきながらこういう考え方になるのかどうか、

そのへんちょっと考え方を聞かせてください。 

 

議長 まちづくり課長。 
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ま ち づ く

り課長 

 

 

 

 

いま、さらにバイオマス構想の検討を、議会からも代表で櫻井議員、来ていた

だいてますが、検討委員会というようなかたちで進めさせていただいて、エネ

ルギービジョンのさらに再検討というようなことも含めていま策定に向けて進

めさせていただいているところでございます。そのなかでは、当然木質バイオ

マス等もやはり公共施設に普及させていくというような方向性が出ていくんだ

と思います。ただ、今回の補正に関しましては、ポータブルの灯油用の補助暖

房というようなことでございまして、まだ技術的にそういうものが木質等でや

れるかというところまできてないというような実態もございますし、今回その

補助的な暖房で、こういった備品を整備するということで、まだバイオマスと

か、そこまでの内容で今回購入するというものではないということでご理解い

ただければと思います。 

 

議長 

 

８番 

山田議員 

 

３回なんですけど、特別許可します。山田議員。 

 

議長のおはからいでもう１回だけ質問させていただきます。いま補助的なスト

ーブという考え方あったんですけども、役場の庁舎の下に置いてあるのも補助

的なストーブの一部だと思うんですよね。確かに。そういう考え方なら自分は

これをやればおそらく煙突立てて穴をあけててっていう、お金もかかるでしょ

っていう考え方なんですけども、前段申したとおり町長の考え方のなかに、こ

ういう自然物のチップを使ったストーブ等などをやっていくということで、何

回も頭に残ってるもんですから、今後のエネルギービジョンの転換もいろいろ

考えておられるんでしょうけども、ちょっと若干、腑に落ちなかったものです

から質問させていただきました。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 この備品の購入につきましては、予算提案のときにご説明したとおり、公民館

の備品ということで予算提案をしております。ご承知の通り、公民館、昨年か

ら葬儀に使用するようになっております。公民館の大ホールの前を受付の会場

にして葬儀を実施をしてるんですけれども、いわゆる暖房の入ってない期間、

暖房が切れてからの時間帯、かなり冷え込んでくるという状況のなかで、あく

までもこのストーブについては移動式の、手で持ち運びのできるストーブとい

うことで考えております。４台で３０万のストーブでございますので、今、山

田議員のご質問にあったそのエネルギービジョンの考え方を変えるとかという

ような、そういう範疇のものではないということでご理解をしていただければ

なというふうに思ってます。庁舎内にも２か所ペレットストーブ置いておりま

すけども、あれについては、基本的には固定式というかたちで設置をしており

ます。常時、来客者に見ていただけるよう、展示をしながら、利用していると
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いうことでございますので、その精神についてはですね、これからも活かして

いきたいというふうに思っておりますのでひとつよろしくご理解をしていただ

きたいと思います。以上でございます。 

 

議長 ほかございませんか。ないようですので、質疑を終了します。次に討論を行い

ます。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

それでは、討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案

のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第７、議案第２号平成２５年度平取町一般会計補

正予算第９号は原案のとおり可決しました。 

日程第８、議案第３号平成２５年度平取町国民健康保険病院特別会計補正予算

第１号を議題とします。提案理由の説明を求めます。病院事務長。 

 

病 院 事 務

長 

それでは議案第３号平成２５年度平取町国民健康保険病院特別会計補正予算第

１号についてご説明いたします。第１条、平成２５年度平取町国民健康保険病

院特別会計補正予算第１号は、次に定めるところによるものでございます。第

２条、平成２５年度平取町国民健康保険病院特別会計予算第３条に定めた収益

的収入及び支出の予定額を次のとおり補正しようとするものでございます。収

入第１款病院事業収益、既定予定額７億３６５７万８千円。補正予定額は減額

の１９１５万９千円、計７億１７４１万９千円。第１項医業収益の補正予定額

は、減額の１９１５万９千円となっております。次に支出、第１款病院事業費

用、既定予定額７億３６５７万８千円、補正予定額は減額の１９１５万９千円、

計７億１７４１万９千円、第１項医業費用の補正予定額は減額の１９１５万９

千円となっております。第３条予算第６条に定めた経費の金額を次のように改

めようとするものでございます。職員給与費、既定予定額４億５９４７万６千

円。補正予定額、減額の１９１５万９千円、計４億４０３１万７千円となって

おります。次のページをお開き願います。平成２５年度平取町国民健康保険病

院特別会計予算実施計画変更となります。補正予定額は記載のとおりでござい

ますので、詳細は次のページからの説明書によりご説明いたしますので、省略

をさせていただきます。それでは支出からご説明させていただきますので、１

６ページをお開き願います。収益的支出の第１款病院事業費用第１項医業費用

第１目給与費でございます。補正予定額は減額の１９１５万９千円となり、節

の内訳は、１節給料が医師の身分変更、職員の異動、退職等により１５５８万

円の減額、２節手当につきましても、医師の身分変更、職員の異動、退職等に

より執行額を精査し、１５３０万４千円を減額しております。３節報酬の嘱託

職員報酬につきましては、医師の身分変更による給与支給科目の変更で１１５

６万８千円の増額と嘱託医師等業務報酬は常勤医の勤務負担の軽減などによ
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り、外部医師の依頼が増加していることにより、３００万円を増額しておりま

す。合計で１４５６万８千円の増額となっております。４節法定福利費は、１

節給料と３節報酬の増減により精査し、３８８万７千円を減額しております。

５節退職給与金は、嘱託職員の退職により退職一時金の支給額を１０４万４千

円増額しております。次に、収入の部をご説明させていただきますので、戻っ

て１５ページをご覧願います。収入ですが、第１款病院事業収益第１項医業収

益第１目入院収益を９５０万円減額、第２目外来収益も９６５万９千円を減額

しております。収入補正額合計が１９１５万９千円の減額、支出補正額も１９

１５万９千円の減額とし、収入支出とも同額としております。次に１７ページ

をお開き願います。給与費明細書でございます。先ほどご説明いたしました、

収益的支出の給与費の補正に関する額の変更でございます。１．総括表の職員

数の中の一般職は２名減、嘱託職員が１名増として計上しております。給与費、

法定福利費、退職給与金は先ほどご説明させていただいた額の増減を記載して

おります。職員手当の内訳は各種手当の増減となっておりますので、詳細の説

明は省略をさせていただきます。一番下の表は、給料及び手当の増減額の明細

でございます。給料手当とも職員の異動等による増減額を記載しております。

以上平成２５年度平取町国民健康保険病院特別会計補正予算第１号についてご

説明申し上げましたので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長 説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はありませんか。１０番平村議

員。 

 

１０番 

平村議員 

平村です。病院の補正予算にかかわって２点ほどちょっとお伺いしたいと思い

ます。一つ目は、・・的なことなんですが、今回の補正予算の第２条で入院外来

収益の予定額の減額補正をされていますが、この補正に関連して、当初、予算

第２条の業務の予定量で年間患者数それから一日平均患者数を合わせて、補正

すべきではないかと思いますが、この点についてお伺いしたいと思います。一

応地方公営企業法のなかでは、第２４条の第１項で業務の予定量を定めること

になっていますし、同法の施行令第１７条では、予算には業務の予定量を含め

て、１２項目の事項を記載するということになっていますので、この法的根拠

から、今回の補正予算に予定量の変更をすべきではないかと考えますが、この

点について一つお伺いしたいと思います。もう一つ、二つ目は補正予算は医師、

看護師等の異動に伴う給与関係でこの点については、議運のときの説明をいた

だき、理解していますが、減額補正の財源は、ほかの科目にもあると思います

が、年度途中で入院外来収益を減額した補正予算については、どのようにお考

えしているのか、一般会計のなかで繰入金もありますし、その他補正財源を求

めるのは、入院外来収益が減っている場合は、企業会計の独立採算性の制度か

らも、年度途中の減額は適切ではないのではないかと考えます。それは、予算

内容をみますと、例えば一般会計負担金繰り入れしてますね、そのほかにもま
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た財政調整財政資金としても、予算を持っていますので、そのなかで減額する

方法をとったらよいのではないかと思うのですけど、その辺ちょっと疑問に思

いますので、お答え願いたいと思います。 

 

議長 病院事務長。 

 

病 院 事 務

長 

お答えいたします。まず予算の関係の予定量の変更でございますけれども、今

回の補正につきましては、医師１名と薬剤師の変更ということで予定量の変更

は行わず、この部分を減額させていただいたということでございます。あと、

科目の収入のほうですね、入院収益と外来収益のほうから今回の補正の額を減

額させていただきましたけれども、この減額の方法についてはいろんな方法が

あると思うんですけれども、今回の補正につきましては、大きなものが医師の

退職、というか身分の変更ということでございますので、入院と外来の収益か

らそれぞれ約半分ずつを減額させていただいたということになっております。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

それも理由はわかるんですけれども、やはり企業会計で単独でやっぱり企業努

力をしなければならないなかで医者がやめたわけではないですし、そういうな

かで特にここで補正をしなくても、もうちょっと企業努力して年度末で調整す

る方法とか、先ほども申しましたように、財政調整の基金があるので、そこで

やったほうが、やはり病院としての企業努力をやっぱり一般町民にも見てもら

わないと、それでなくてもいろいろ不満が出ているなかで、そういう方法のが

よかったのではないかと思いますけど、その辺の見解をちょっとお伺いしたい。 

 

議長 病院事務長。 

 

病 院 事 務

長 

このことにつきましては、先日の議運のなかでも申し上げましたけれども、補

正、減額もありますけども当然増額分もありますので、今回の議会で補正して

いただかないと執行できないということでございますので、ご理解をいただき

たいと思います。 

 

議長 よろしいですか。ほかございますか。なければ、質疑を終了いたします。次に

討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第８、議案第３号平成２５年度平取町国民健康保
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険病院特別会計補正予算第１号は原案のとおり可決しました。 

日程第９、議案第４号平取町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条

例についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

町民課長 それでは、議案第４号平取町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条

例について、ご説明いたします。配布しております、後期高齢者医療保険にお

ける延滞金等の割合の特例の見直しについての資料にてご説明いたしますの

で、よろしくお願いしたいと思います。まず、改正の目的でございますが、最

近の低金利の状況を勘案し、国税において市中金利を踏まえた水準に延滞の割

合の特例が見直され、平成２６年１月１日以降の期間に対応する町税同様後期

高齢者医療保険料における延滞金の割合を見直すこととなり、本議会に提出し

たところでございます。改正の概要でございますが、条例附則第３条の延滞金

の割合の特例についてでございます。特例措置として、特例基準割合（注２）

下段に記載しておりますが、に定率を加えてそれぞれの割合を求めることとし

ます。現行と改正後の比較は下記のとおりでございます。まず現行制度でござ

いますが、納期の翌日から１か月を経過する日まででございますが、現行の特

例でございますが、本則７．３％でございまして、特例基準割合（注１）下段

に書いておりますが、各年の前年の１１月３０日の日本銀行法第１５条１項１

号の規定により定められた商業手形の基準割引率に定率でございます年４％を

加算した割合でございます。いま現在では４．３％でございます。納期限の翌

日から１か月を経過する以後でございますが、これは１４．６％で特例なしで

１４．６になっております。続いて改正後でございますが、納期限の翌日から

１か月を経過する日までございますが、改正の特例といたしまして、本則７．

３％の割合にあっては、特例基準の割合（注２）でございます、これは租税特

別措置法第９３条２項の規定により、財務大臣が告示する国内銀行の新規の短

期貸出約定平均金利の前々年の１０月から前年の９月における平均に１％を加

算した割合でございます。それにさらに定率の１％を加算するということにな

りまして、改正後の基準の割合が３％ということになります。納期限の翌日か

ら１か月を経過する以後のものでございますが、これにつきましては本則１４．

６％の割合にあっては特例基準割合（注２）でございますが、それにプラス７．

３％を加算するものでございます。よって割合につきましては９．３％となり

ます。特例の割合が本則を超える場合につきましては、本則の割合といたしま

す。以上、この条例は平成２６年１月１日から施行するものでございます。審

議のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

(討論なしの声） 
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討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第９、議案第４号平取町後期高齢者医療に関する

条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決しました。 

日程第１０、議案第５号平取町介護保険条例の一部を改正する条例についてを

議題とします。提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

それでは、議案第５号平取町介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、

お手元の説明資料によりまして、この概要をご説明をいたしたいと思います。

介護保険料における延滞金等の割合の特例見直しについてであります。先ほど、

町民課長から後期高齢の関係でご説明申し上げました内容と同様、最近の低金

利の状況を勘案し、国税において市中金利を踏まえた水準にするため、延滞の

割合の特例が見直され、平成２６年１月１日以降の期間に対応する町税及び後

期高齢者医療保険料と同様に介護保険料における延滞金の割合を見直そうとす

るものであります。内容につきましては、平成２５年１２月３１日までの現行

の延滞金の割合は、納期限の翌日から１か月を経過する日まで及び納期限の翌

日から１か月を経過した日以後、本則は１４．６％でございますが、それを平

成２６年１月１日以降から、納期限の翌日から１か月を経過する日までを本則

７．３％といたしまして、１か月を経過した日以降を１４．６％、現状のまま

ということでございます。ただし、改正後の特例といたしまして、特例基準割

合に１％加えた率、改正後の基準による割合といたしまして、１か月を経過す

る日までは３．０％、１か月を経過した日以後については９．３％にそれぞれ

改正しようとするものであります。備考以下の説明につきましては先ほど町民

課長が説明した際の事項と内容が重複いたしますので、省略をさせていただき

たいと思います。この条例は平成２６年１月１日から施行しようとするもので

あります。以上、改正の概要についてご説明申し上げましたので、よろしくご

審議くださいますようお願いをいたします。以上です。 

 

議長 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１０、議案第５号平取町介護保険条例の一部を

改正する条例については原案のとおり可決しました。 

日程第１１、議案第６号平成２５年度平取町一般会計補正予算第１０号を議題
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とします。提案理由の説明を求めます。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

議案第６号平成２５年度平取町一般会計補正予算第１０号について説明を申し

上げます。歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額に

それぞれ１００万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の補正を６８億９０６

２万６千円とするものでございます。２項におきましては、補正の款項の区分、

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

るものでございます。それでは事項別明細の歳出から説明いたしますので、５

ページをお開き願います。２款１項１４目諸費８節報償費１００万円、平取町

名誉町民弔慰金１００万円の追加でございます。これは１２月９日に逝去され

ました名誉町民中道善光氏に贈る弔慰金１００万円となってございまして、平

取町名誉町民に関する条例第６条の規定によりまして、支出するものとなって

ございます。前のページにお戻りいただきまして、１９款１項１目１節繰越金、

前年度繰越金１００万円の追加でございます。本補正に係る財源は前年度繰越

金を充当するということにしてございます。以上、議案第６号平成２５年度平

取町一般会計補正予算第１０号についてご説明申し上げましたのでご審議のほ

どよろしくお願い申し上げます。 

 

議長 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に、討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１１、議案第６号平成２５年度平取町一般会計

補正予算第１０号は原案のとおり可決しました。 

日程第１２、報告第１号委員会審査報告について、 

日程第１３、報告第２号委員会審査報告について、以上２件を一括して議題と

します。決算審査特別委員会委員長より、平成２５年第１０回定例会認定第１

号平成２４年度平取町国民健康保険病院特別会計決算認定について、同じく認

定第２号平成２４年度平取町各会計決算認定については、それぞれ認定すべき

との審査報告が提出されております。これから質疑を行います。質疑はござい

ませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは、報告第１号について採決を行います。本件に

対する委員長の報告は認定であります。委員長の報告どおり認定することに賛
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成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１２、報告第１号委員会審査報告については報

告どおり認定と決定しました。 

続いて報告第２号について採決を行います。本件に対する委員長の報告は認定

であります。委員長の報告どおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１３、報告第２号委員会審査報告については報

告どおり認定と決定しました。 

日程第１４、請願第８号２０１４年度地方財政の確立を求める請願について、

日程第１５、請願第９号利用者本位の持続可能な介護保険制度の確立を求める

請願について、以上２件を一括して議題とします。この２件の請願の取り扱い

につきましては、先に開催の議会運営委員会において協議されておりますので、

その結果について議会運営委員会委員長より報告願います。８番山田議員。 

 

８番 

山田議員 

請願についての取り扱いということで報告させていただきます。提出されてお

ります請願２件について、１２月４日に開催されました議会運営委員会で協議

をしました結果、以下の通り、各常任委員会に付託をして審査することで意見

の一致をみております。まず、請願第８号２０１４年度地方財政の確立を求め

る請願については、総務文教常任委員会へ付託。次に、請願第９号、利用者本

位の持続可能な介護保険制度の確立を求める請願については、産業厚生常任委

員会への付託としておりますので、議長よりお諮り願いたいと思います。 

 

議長 お諮りします。ただいま議会運営委員会委員長より報告のありましたとおり、

日程第１４、請願第８号は総務文教常任委員会に、日程第１５、請願第９号に

ついては産業厚生常任委員会に付託し審査することにご異議ございませんか。

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、日程第１４、請願第８号は総務文教常任委員会

に、日程第１５、請願第９号については産業厚生常任委員会に付託して審査す

ることに決定しました。 

日程第１６、意見書案第１１号森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関

する意見書案の提出についてを議題とします。提出議員からの説明を求めます。

８番山田議員。 

 

８番 

山田議員 

それでは、森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書案として

朗読により、説明とさせていただきます。 

（意見書案朗読） 

 

議長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はございませんか。



- 54 - 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。日程第１６、意見書案第１１

号について原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１６、意見書案第１１号は原案のとおり可決し

ました。 

お諮りします。承認第１号閉会中の継続審査の申し出についてを日程に追加し、

追加日程第１として議題としたいと思います。ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、承認第１号を日程に追加し、追加日程第１とし

て議題とすることに決定しました。 

追加日程第１、承認第１号閉会中の継続審査の申し出についてを議題とします。

議会運営委員会委員長、各常任委員会委員長及び各特別委員会委員長からそれ

ぞれの委員会における所管事務調査等について閉会中に継続審査及び調査を実

施したい旨申し出がありました。申出書はお手元に配布したとおりです。お諮

りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中に継続審査及び調査等を実

施することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、各委員長からの申し出のとおり、閉会中に継続

審査及び調査等を実施することに決定しました。以上で議案の審議は終了いた

しました。本定例会に付された事件の審議状況を報告します。議案６件で原案

可決６件、報告２件で認定２件、請願２件で委員会付託２件、意見書案１件で

原案可決１件、承認１件で決定１件となっております。 

お諮りします。本定例会の会議に付された事件はすべて終了いたしました。従

って、会議規則第６条の規定により、本日で閉会したいと思いますがご異議ご

ざいませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、本定例会は本日で閉会することに決定いたしま

した。平成２５年第１２回定例会を閉会します。閉会にあたり一言ご挨拶を申

し上げたいと思います。 

 

（議長、町長より納めの挨拶） 

 

  

（閉 会  午後 ２時３０分） 

 

 


