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 平成２６年第２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２６年第２回平取町議会定例会

を開会します。直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、６番千葉議員と７番松原議員を指名します。 

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、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。８番山田議員。 

 

８番 

山田議員 

８番山田です。本日招集されました第２回町議会定例会の議会運営等につきま

しては、先月２月２７日開催されております、議会運営委員会におきまして協

議し、会期につきましては本日３月３日から３月１４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３日から３月１４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３日から３月１４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２５年１２月分と平成

２６年１月分の出納検査の結果報告がありました。また、日高地区交通災害共

済組合議会、日高西部消防組合議会、平取町外２町衛生施設組合議会に関する

報告がありましたので、併せて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。教育行政報告について。教育長。 

 

教育長 それでは平成２５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。学校教育事業等についてでありますが、まず１点目、体

罰に関する実態把握調査の実施であります。このことにつきましては、前年度

に引き続いての調査ということになりますが、本年度における実態把握調査に

つきましては、前年度調査において北海道教育委員会が体罰として把握した件

数が９０件にも及んだこと、また、その後においてもこれまでに相当数の体罰

の報告を受け、依然として後を絶たない憂慮すべき状況に鑑み、道教委といた

しまして体罰事故の正確な把握と、事故防止の徹底を図ることを目的に実施す

るものであります。本調査につきましては、１月の各学校始業式から今月下旬
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までの間において小中学校７校に対するアンケート調査票の配布、回収及び回

答内容に基づく事実確認並びに道教委に対する調査結果報告を行っていくもの

となりますが、体罰の実態につきましては、児童生徒及び保護者からのこれま

での回答において、体罰を受けたことがある、見たことがある、聞いたことが

あるとするものが複数あったところであります。また、教員自身からの回答に

おいて、体罰を行ったことがあるかの問いに対し、あるとされたものが１件あ

りました。これらの回答におけるその行為の内容につきましては、こぶしで殴

る、肉体的苦痛を感ずるバツゲーム等となっています。教育委員会においては、

これらの回答を受けるなかで、関係する児童及び保護者、そして教職員に対す

る事実確認を２月中旬までに行ったところでありますが、この事実確認を終え

た時点において体罰として該当すべき事例はあるとの判断を行うなかで、道教

委に対し、調査結果報告書を速報として提出したところであります。今後にお

きましては、該当事案等に対する道教委からの再調査が求められることもある

かと思いますが、より詳細に公表できる段階になりましたら、改めて議会に対

し報告等を行ってまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、体

罰事案が実態として発生したことにつきましては、まことに残念なことであり、

町議会そして町民皆様に対し、深くおわび申し上げる次第であります。教育委

員会といたしましては体罰の再発防止に向け、いかなる場合においても、体罰

は許されないとする共通認識を教職員間で図ることの徹底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年度全国体力・運動能力、運動

習慣等調査結果についてであります。本調査にありましては、これまでの抽出

方式から悉皆方式として行われたところでありますが、その概要等についてご

報告申し上げます。平取町においては昨年６月から７月にわたり、小学校５校

の５年生あわせて５２名、中学校２校の２年生あわせて３２名、合計８４名を

対象として実施いたしました。調査の内容でありますが、まず実技調査となり

ます体力テストの種目については、小学校中学校ともに握力、反復横とび、２

０メートルシャトルランなどの８種目と、児童生徒に対するアンケート調査と

いたしまして、運動習慣、生活習慣等に関するものとなっております。まず、

小学生における体格でありますが、男女共に身長、体重、座高が全国、北海道

平均を上回りましたが、女子については、全国、北海道と比較し、若干肥満傾

向にある状況となっています。小学生の体力・運動能力面につきましては、男

子児童は握力、反復横とびなど４種目で全国、北海道平均を上回っております

が、女子児童については、ソフトボール投げの１種目が全国、北海道平均を上

回った状況となっています。次に小学生における運動習慣等の調査結果であり

ますが、男子にありましては約６０％、女子においては約４５％の児童がスポ

ーツ少年団活動等に積極的に参加するなかで、ほとんど毎日運動を行っている

と回答されています。続いて、中学生における体格でありますが、まず男子に

つきましては、身長、体重、座高が全国、北海道平均を上回り、女子において

は体重、座高が全国、北海道平均を上回っていますが、特に男女共に体重にお
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いて、全国、北海道平均を大きく上回っており、肥満傾向の生徒が多い状況と

なっています。中学生の体力・運動能力面についてでありますが、男子生徒は

握力などの３種目で全国、北海道平均を上回り、女子生徒は握力、上体起こし

など８種目中６種目で全国、北海道平均を上回っている状況となっています。

このことにおいて、男子生徒の体力面にありましては、平均並みに運動ができ、

体力を持ち合わせている生徒が多い状況であり、女子生徒につきましては体

力・運動能力において優れている生徒の割合が高いものとなっております。次

に中学生における運動習慣等の調査結果でありますが、男子にありましては、

運動部への所属が全体の８４％を占めるとともに、運動部に所属している生徒

は朝食を毎日食べる習慣が確立されている状況となっています。また女子生徒

につきましても、運動部への所属は男子同様全体の８４％を占め、併せて土曜

日、日曜日において運動している生徒の割合が大きいものとなっています。以

上調査結果の概要につきまして申し上げましたが、教育委員会といたしまして

は、本結果を踏まえるなかで、児童生徒の望ましい生活習慣の確立並びに体力

向上への取り組みについて、各学校が主体性を持って実施することができるよ

う、その環境づくりに努めてまいりたいと考えております。続いて３点目の平

成２５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

告を申し上げます。本年度における本教育奨励表彰につきましては、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２６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、スポー

ツ奨励における１個人で振内小学校５年生の渡邉空知君であります。渡邉君に

つきましては、これまでも空手道における成績優秀者として、本教育奨励賞を

受賞いたしておりますが、本年度におきましては、第５３回空手道糸東会全国

選手権大会小学男子５年形の部において優勝するとともに、第７回糸東流空手

道世界選手権大会に出場したことによる功績が認められての受賞となっており

ます。次に４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、本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、まず実践表彰といたしまし

て、北海道平取高等学校が受賞決定となっております。本校における功績の概

要といたしましては、特色ある学校づくりとしての進路指導の充実であります。

また、特別賞といたしまして、先ほどご報告申し上げました平取町教育奨励表

彰における被表彰者であります、振内小学校５年生渡邉空知君が受賞決定とな

っております。以上長くなりましたけれども、昨年１２月の町議会定例会から、

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号平取町長期継続契約を締結することができる契約を定め
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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。総務課長。

 

総務課長 議案第１号平取町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制

定についてであります。制定の要旨でありますが、地方自治法第２３４条の３

に規定する債務負担行為によらない長期継続契約を可能とすることについて、

地方自治法施行令第１６７条の１７の規定により、翌年度以降にわたり物品の

借り入れまたは役務の提供を受ける契約でその契約の性質上翌年度以降にわた

り契約を締結しなければ、当該契約に係る事務の取り扱いに支障を及ぼすもの

のうち、条例で定めるものとされております。本条例を制定することにより、

長期契約の締結が可能となり、事務の合理化、迅速化が図られることから、本

条例を制定するものでございます。次のページをお開き願いたいと思います。

第１条、趣旨でありますが、この条例は地方自治法施行令第１６７条の１７の

規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を

定めるものであります。第２条につきましては、長期継続契約を締結すること

ができる契約の内容でありまして、第１号として物品を借り入れる契約で商慣

習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの。この内容につ

きましては、事務用機器でありますとか、情報処理機器、医療用機器、電子複

写機、自動車、庁舎及びその他施設の警備用機器などでありまして、契約期間

につきましては、規則で７年以内とするものであります。第２号として、経常

的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から提供を受ける必要

がある複数年にわたり契約を締結することを要するものであります。この内容

につきましては、庁舎その他施設の警備業務、保守管理業務、清掃業務、医療

事務、自動車運行業務などでありまして、契約期間につきましては３年以内と

するものであります。第３条につきましては、この条例の施行に関し必要な事

項は規則で定めるものであります。附則といたしまして、この条例は公布の日

から施行するものであります。以上説明とさせていただきますので、よろしく

ご審議のほど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５、議案第１号平取町長期継続契約を締結する

ことができる契約を定める条例については、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。 
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税務課長 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、ご説明を申し上げま

す。議案書の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、平成２６年度にオープンを控えたびらとり温泉の日帰り入館者の入湯

税に係る負担の軽減を図り、その利用の促進を図ることとしたものであります。

また新しい施設は宿泊施設を管理していることから、宿泊者についての入湯税

を新たに規定するため、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、日帰り入湯客の入湯税を現行

では１人１日５０円であったところを免除することとしたものであります。ま

た２点目としましては宿泊客の入湯税を１人１泊１５０円とすることとしたも

のであります。それでは条文の改正内容についてご説明を申し上げますので５

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１４２条第１

項入湯税の課税免除についてですけれども、第２号を日帰りの入湯客に改める

ものであります。また、日帰りの入湯客を免除する規定としたことにより、改

正前の第２号の平取町民で年令６５才以上の者と第３号から第６号までを削除

したものであります。次に、改正前においては、びらとり温泉が日帰り施設で

あるため、この条文は日帰り入湯客を対象とした課税免除の条文規定となって

おりますが、改正後は宿泊客についても必要があれば課税免除の条文を規定す

ることとなります。そこで（１）１号を削除しないで残してありますが、この

１号については新旧対照表では改正案も現行も（略）となっていまして、年令

１２才未満の者と規定されております。年令１２才未満の者については全国的

にみて、日帰りのみならず、宿泊の入湯税についても免除としている自治体が

多いことから、自治体間の均衡を図る観点から改正後においても１２才未満の

者の宿泊については免除することとしたため、この規定を残すこととしたもの

であります。次に、第１４３条第１項入湯税の税率についてですけれども、前

条で日帰りの入湯税を免除することとしたため、日帰りの入湯税の金額を規定

する必要がなくなったことから、宿泊の入湯税については１人１泊１５０円に

改めるものであります。附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、

平成２６年７月１日から適用することとしています。以上で、平取町税条例の

一部を改正する条例の説明を終了しますので、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
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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６、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７、議案第３号平取町農業研修生住宅管理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。産業課長。 

 

産業課長 議案第３号平取町農業研修生住宅管理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ページをお開き願います。今回の条例の一部改正につき

ましては、平成２５年度におきまして町内紫雲古津地区に農業研修生用の住宅

が新たに１棟２戸建設され、３月末に完成することにより、条例の一部を改正

しようとするものであります。それでは改正内容を説明いたしますので８ペー

ジの新旧対照表をご覧願います。第３条、名称及び位置の表に新たに建設され

る住宅を追加いたします。名称につきましては、平取町紫雲古津農業研修生住

宅、位置につきましては沙流郡平取町字紫雲古津２２５番地３０であります。

次に別表、これは第５条関係でございますけれどもこれについては家賃の決定

についてであります。表にそれぞれ追加されるものでございまして、住宅名に

つきましては平取町紫雲古津農業研修生住宅、管理戸数については２戸、建設

年度は平成２５年度、規格につきましては３ＬＤＫ、家賃これは月額になりま

すけれども２万円であります。附則としましてこの条例は平成２６年４月１日

から施行するものであります。以上、平取町農業研修生住宅管理条例の一部を

改正する条例について説明をいたしましたので、よろしくご審議のほうお願い

いたします。 

 

議長 質疑を行います。質疑はありませんか。１０番、平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

この住宅条例はいいんですけれども、実際に２５年度で新規住宅を建てている

ということで、３月の完成ということなんですけれども、実際まだ建っていな

いんですよね。それでこれが３月いっぱいに建つんでしょうか。その辺ちょっ

と現地の方からも言われて、全然完成というか基礎しかできてなくて、本来は

１０月に入札して、２月２０日現在で完了するということになってたんですけ

れども、その辺がちょっとお聞きしたいと思います。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

それではお答えしたいと思います。今ご質問ありました新規就農住宅の関係で

ございます。工事、１１月に発注いたしまして、工期は通し工期が２月の２０

日というようになってございました。受注業者、いろんなことがありまして、

事情がありまして、工期を３月３０日まで工期変更してございます。それで、
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年度内に３月３０日までに完成できるということで、私どものほうもそれは十

分承知してますし、業者の確認はとれておりますので、間違いなく３月３０日

には完成できるというように考えております。 

 

議長 ６番千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

６番千葉です。工期延期３月３０日ということなんですけども、延期をいたし

た内容、どういった理由での延期願が出たのか、ご説明いただきたいと思いま

す。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

工期発注しまして、要するに受注者側と工事を下請に入った業者とのちょっと

したトラブルがありまして、詳しくはですね、お聞きすることができませんで

すけども、そういうことで工期変更になったということでございます。 

 

議長 ９番藤澤議員。 

 

９番 

藤澤議員 

９番藤澤。ただいまのお２人の議員の質問に関連していることでありますが、

おおよその、風評といいますかね、事情というものは、特に当該地区の方々に

ついては、相当詳しく知っております。それで、そういう意味において、ただ

いまの質問では答弁にならないわけですけれども、果たしてその我々がおさえ

ているところの情報というのは、これまた定かであるかどうかもこれ疑問であ

りますから、３月議会にですね、それ以上のことを質問して、さらに詳しく答

弁を願えるのかどうかという、これがちょっと疑問があるんですね、プライバ

シーの問題もありますから。でありますので、工期やむなし延長やむなしある

いはただいま答弁いただいたように３月中にはでき上がるという、お互いに責

任のある立場での答弁でございますので、どうか約束期間内にですね、引き渡

しができるように、お願いしたいと思います。なおさらに事情が起きまして、

こちら側にも説明の必要があるという場合はですね、ほかに会議の持ち方もあ

りますので、どうかその辺もご配慮いただいて進めていただきたいと思います。

これ答弁ちょっと難しいと思いますけども、いかがなものでしょうか。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 それではお答え申し上げたいと思います。この農業研修生の住宅については、

皆さんご承知の通り平成２４年度の農村漁村活性化交付金の事業として平成２

５年度に繰り越して実施した事業でございます。当初の工期が先ほど来申し上

げておりますとおり２月２０日が当初の工期ということで、国にもその旨の連
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絡をしてですね、２月いっぱいには完了届け含めて提出をするということでご

ざいましたけども、先ほど来、前川課長からご説明しているとおり、これは業

者の都合でございますけども、いろいろ業者の事情がございまして、どうして

も２月２０日までに完成させることができないというような状況のなかで契約

上にあります、甲乙協議をして工期延長について決めたということでございま

す。工期の延長については既に農水省とも協議をして延長についてはご了解を

いただいているというようなことで進めております。請負業者とも協議をして、

そういうような国の交付金事業であるということと、２４年度の繰り越し事業

であるというようなことも十分業者とも協議をしてですね、今申し上げました

３月３０日までに必ず完成をさせるというような業者との協議のもとで進めて

いくということでございますので、その辺については十分ご理解をいただきた

いと思います。先ほど来、藤澤議員のお話にもありましたとおり、これが今後、

また別なかたちで議会と協議するというようなことは、今の段階ではおそらく

ないというふうに思っておりますけど、もしなにかあればその点についてまた

議会とご相談申し上げたいというふうに思いますのでひと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 ほかございますか。１０番平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

説明は受けてわかりますけれども、なぜここへ来るまでに、もう少し工事の進

捗状況を現場のほうで、町のほうから監督をするなり、何かそういう方法はな

かったのかどうか、やったのかどうかその辺も聞きたいと思います。また昨日

も私見てきましたけれど、ほとんど基礎しかできてなくて、あと２０日かちょ

っとね３月３０日までって看板は書き替えてありましたけれども、１か月もな

いなかで、どうやってやるのかそれも不思議なくらい、不思議に思ってまいり

ました。また業者へのペナルティーとかそういう何かの条件もないのかどうか

その辺も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 

工事につきましては、発注者側が工事の監督義務がございますので、当然私ど

ももうちの職員の担当者も数回ですね、４回ほど現場見に行っております。進

捗状況、若干遅れてるっていうことが発覚した時点でそういうその理由の追求

等もちろんしておりますけど、先ほど言いましたように下請け業者といろんな

トラブルがあって、その整理にちょっと時間がかかったということで、そうで

あれば、工期変更するなかで何とか３月３０日までにでき上がるという確約が

とれましたので３月３０日に変更して進めたという経緯がございます。ペナル

ティーという話ございましたけども、契約の約款上、契約条項上にございます

けれども、工期変更したということになれば工期変更した３月３０日に完成し
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なければ違約金が発生しますけれど、今の段階で違約金が発生するということ

はございません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。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７、議案第３号平取町農業研修生住宅管理条例

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９ページをお開き願います。議案第４号平取町給水条例の一部を改正する

条例についてでございます。提案理由でございますが消費税法の一部改正によ

りまして、平成２６年４月１日より消費税率が５％から８％に改定されること

に伴いまして、平取町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用

負担を明記した平取町給水条例の一部を改正する必要になったものでございま

す。それでは改正内容につきましてご説明申し上げますので、１１ページをお

開き願いたいと思います。新旧対照条文でございます。右側の現行欄をご覧い

ただきたいと思いますが、第４条の給水装置の新設等の申込でありますが、こ

の条項は給水装置、給水装置と申しますのは配水管から給水栓までの給水用具

のことを言いますが、それを新たに設置する場合、町による設計書の審査が必

要でありまして、設計額の５％を設計審査手数料として納付しなければならな

いことを規定したものでありまして、その設計審査手数料を納付するときに消

費税が課せられることから、現行規定の１００分の１０５を１００分の１０８

に改定するものであります。次に、第８条の工事の施行でありますが、この条

項は先ほどご説明いたしました第４条の規定による給水装置の設置工事が完了

した場合、町の検査が必要でありまして、同じく設計額の５％を検査手数料と

して納付しなければならないことを規定したものでありまして、その検査手数

料を納付するときに消費税が課せられることから、現行規定の１００分の１０

５を１００分の１０８に改正するものでございます。次に第２６条の料金であ

りますが、この条項は水道使用料金の納付額を定めたものでありまして、第４

条、第８条の規定と同様、納付すべきときに消費税が課せられることから、現

行規定の１００分の１０５を１００分の１０８に改正するものであります。こ

の３条の一部改正は納付基本額の改正ではなく、あくまでも納付基本額に対す

る消費税額の率を改正するものであることをご理解いただきたいと思います。
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それでは改正本文の１０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、

ご説明いたしました新旧対照条文表のとおりでありますので、省略させていた

だきたいと思います。附則の１でありますがこの条例は平成２６年４月１日よ

り施行する。附則の２でありますが、この条例による改正後の平取町給水条例

の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で施行日

から平成２６年４月３０日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定される

ものに係る料金については、なお従前の例によるということでございます。こ

の附則の第２条の意味でありますが、平成９年に消費税が３％から５％に引き

上げられたときにも同じく条例の一部改正をし、附則で同じ条文を付記してご

ざいます。付記しなければならない理由といたしましては、今回の国の消費税

率の一部改正に伴いまして、消費税法の付記事項の第５条第２項におきまして、

電気、ガス、水道料金の役務で法の施行日前、要するに平成２６年４月１日前

から継続して供給し、平成２６年４月３０日までの間に料金の支払いを受ける

権利が確定するものについては、旧消費税法２９条に規定する税率５％による

ものとなっていることからでございます。具体的に申し上げますと３月の１１

日から４月１０日までの水道使用料金については、４月分として５月末までに

納入することになっておりますが、３月４月にまたがって供給を継続している

こと、料金の確定が４月１０日になることから、この４月分の水道料に適用さ

れる消費税率は旧法の消費税率５％になるということでございます。５月分か

らの水道料につきましては、改正後の消費税８％の適用になります。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９、議案第５号北海道市町村職員退職手当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５号北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約について

であります。提案理由についてでありますが、市町村職員退職手当組合に加入

している上川中部消防組合及び伊達・壮瞥学校給食組合の解散に伴い、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
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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、１３ペ

ージをお開き願います。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（上川）において「上川中部消防組合」を削り、同表（胆振）にお

いて「伊達・壮瞥学校給食組合」を削るものであります。別表においては組合

を組織する地方公共団体等について定めているものであります。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５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た

いと思います。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９、議案第５号北海道市町村職員退職手当組合

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１０、議案第６号新冠町・日高町・平取町障害程度区分審査会規約の一

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。保健

福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

議案第６号新冠町・日高町・平取町障害程度区分審査会規約の一部を変更する

規約につきまして、ご説明申し上げますので、議案書１４ページをお開きいた

だきたいと思います。提案理由についてでありますが、本規約案は障害程度区

分審査会に関する法律が、従来の障害者自立支援法から障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律通称障害者総合支援法に改正されたこ

とに伴い「障害程度区分」の文言が「障害支援区分」に言い改められたことに

より、新冠町・日高町・平取町の３町で構成する障害程度区分審査会の名称を

障害支援区分審査会に変更しようとする、いわゆる文言整理のための規約改正

であります。変更内容につきましてご説明申し上げますので、議案書１６ペー

ジの新旧対照表をご覧ください。変更の内容が規約の表題に及びますことから、

まず右側の現行の題名中央右よりのアンダーラインでお示した部分の「程度」

の文言を改正案におきまして「支援」に改め、次に（目的）第１条に規定する

関係法律の名称、現行の「障害者自立支援法」を改正案で「障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改め、 後に表題と同様（名

称）第２条のうち、現行の「程度」を改正案で「支援」に改めようとするもの

であります。また、議案書１５ページの下から１行目、附則におきまして、こ

の規約案の施行日を法律の適用日と同一である平成２６年４月１日にしようと
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するものであります。なお、本件に関し、当該審査会を構成する新冠町並びに

日高町とは、既に協議が整い、各町とも議会に対してこの時期に同一の規約改

正案を提案しておりますので、この旨申し添えさせていただきます。以上新冠

町・日高町・平取町障害程度区分審査会規約の一部を変更する規約案に関する

説明を申し上げましたので、よろしくご審議くださいますようよろしくお願い

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１０、議案第６号新冠町・日高町・平取町障害

程度区分審査会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１１、議案第７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７号町道の認定につきましてご説明申し上げますので１７ペー

ジをお開き願いたいと思います。今回、町道に認定しようとする路線につきま

しては４路線でございます。路線番号１８５番荷菜三浦分譲２号線の認定理由

でありますが、三浦分譲地は１３区画分譲され、現在１２世帯が居住されてお

ります。平成２４年度に住宅建設が進んだところの宅内道路の一部を荷菜三浦

分譲線として、町道認定したところでありますが、その後さらに建設が進んだ

ことから、残りの宅内道路を町道に認定しようとするものでございます。路線

番号１８６番荷菜原田分譲３号線の認定理由でありますが、原田分譲地の宅内

道路につきましては既に荷菜原田分譲１号線・２号線として町道に認定されて

おり、平成２５年度、２６年度の２か年で道路改良することで、現在工事が進

められております。この原田分譲地の宅内道路には突っ込み路線が１か所ござ

いまして荷菜原田分譲１号線・２号線の道路改良に伴い、道路全体の維持管理

上、町道に認定する必要が出てきたことによるものでございます。路線番号１

８７番二風谷ユカラ線の認定理由でありますが、びらとり温泉改築事業に伴い、

建設敷地内に新たに道路が設けられることからそれを認定しようとするもので

あります。路線番号１８８番二風谷分譲線の認定理由でありますが町の定住促

進事業の一環として、二風谷地区に宅地分譲の整備を進めておりますが、この

分譲宅内道路を町道に認定しようとするものであります。それでは各路線の詳

細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。荷菜三浦分
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譲２号線でありますが、起点は荷菜５２番地８５、終点は荷菜５７番地３、総

延長１３４メートルですが、道道、町道との重用部分が１３メートルあります

ので、実延長は１２１メートルとなります。道路敷地幅員は６メートルで車道

幅員が４メートルとなります。１９ページをお開き願います。荷菜原田分譲３

号線でありますが起点は荷菜５７番地３、終点が同じく５７番地３、総延長は

８３．５０メートルですが、他町道との重用部分が５メートルありますので、

実延長は７８．５０メートルとなります。道路敷地幅員は６メートルで車道幅

員は４メートルとなります。２０ページをお開き願います。二風谷ユカラ線で

ありますが、起点は二風谷８２番地８、終点は二風谷９２番地６、総延長は１

３５．５０メートルですが、他町道との重用部分が１１．５０メートルありま

すので、実延長は１２４メートルとなります。道路敷地幅員は１２メートルで

車道幅員５．５メートル、路肩が２メートル、歩道が２．５メートルで全幅１

０メートルとなります。２１ページをお開き願います。二風谷分譲線でありま

すが、起点は二風谷６６番地９、終点も同じく６６番地９、総延長は４０４．

５０メートルですが、国道、他町道との重用部分が２３．０メートルあります

ので実延長は３８１．５０メートルとなります。道路敷地幅員は１０．５０メ

ートルから１５．５０メートルで車道幅員４メートル、路肩２．５メートル、

歩道２メートルで全幅８．５メートルとなります。以上でご説明を終わらせて

いただきますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長 質疑を行います。質疑はありませんか。９番藤澤議員。 

 

９番 

藤澤議員 

９番藤澤。ただいま説明された全線については、私は歓迎であるという前提の

もとにお伺いをいたします。荷菜原田分譲３号線、１９ページについて伺いま

す。一般的に袋小路といいますか、行き止まりについては町道になりづらい、

なり得ないということで、この数十年っていいますか、そういう認識で捉えて

おりましたが、これはあれですか、総合的な、これからも開発される住宅街で

あるという何がしかの文言がついて認定されるということでございますか。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

町道の認定基準というのが実はございまして、一般的にはその路線に５戸以上

住宅が張りついているという基準が実は１項目でございます。その他土地を寄

付してくれる等いろんな要項がございますが、原田分譲線につきましてはこの

１９ページの見取り図を見ていただければわかると思いますが、この３戸の住

宅が建ってる部分の前の道路の部分を町道に認定しようとするものでございま

す。突っ込み路線ということがあるんですけども、この荷菜原田分譲線につき

ましては既に区画してる分、地主さんが持ってる２区画除いて全ての区画に住

宅がもう全て建ってございます。原田分譲の１号線・２号線道路改良していく
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なかで、ここの３号線の部分を改良しないでそのまま放置するというのは、住

宅の形成上あるいは町道の維持管理上、除雪も含めて非常に不都合があるとい

うことで、地権者と協議した結果そこの土地については、町に寄附しますとい

うことで了解が得られましたので、戸数の５戸的なことについてはちょっと条

件的には合わないですけども、土地については寄付をしてくださったというこ

とがありまして、町道の認定に至ったわけでございます。こういう突っ込み路

線というのは町内あっちこっちに見受けられますので、私どものほうも町道の

認定基準については、十分見直しをして、少しでも良い環境を整えるよう検討

してまいりたいと思ってますので、よろしくご理解のほどお願いいたします。

 

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１１、議案第７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１２、議案第８号工事請負契約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。建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

それでは議案第８号工事請負契約の変更についてご説明申し上げますので２２

ページをお開き願いたいと思います。平成２５年第９回平取町議会臨時会にお

きまして議決を得ました議案第３号「工事請負契約の締結について（びらとり

温泉改築工事）」の一部を次のように変更しようとするものでございます。平成

２６年３月３０日の工期を６２日間延長しまして、平成２６年５月３１日に変

更しようとするものでございます。変更の理由でございますが、平成２６年１

月２４日開催の全員協議会でご説明申し上げましたとおり、この工事につきま

しては、平成２５年８月８日に入札をいたしまして、８月１２日に請負契約を

締結、工期を平成２６年３月３０日と定め、工事が着工されたわけであります

が、皆様もご承知のとおり、東日本大震災の復興工事のために型工、鉄筋工と

いった技能工、さらには生コンのポンプ車等が十分に確保できなかったことが

工事の遅れを招きまして工期を変更せざるを得なくなったものでございます。

以上、工事請負契約の変更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 

 

 

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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議長 

（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８号工事請負契約の変更について

は原案のとおり可決しました。休憩します。 

 

（休 憩 午前１０時２４分） 

（再 開 午前１０時３５分） 

 

再開します。 

日程第１３、議案第９号平成２５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９号平成２５年度平取町一般会計補正予算第１２号につきましてご説明

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１億３５４０万１千円を追加いたしまして、予算総額を７０

億３０８４万２千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」によるものとしてございます。第２条繰越明許費につきましては「第２

表 繰越明許費」によることとしてございます。第３条地方債の補正は「第３

表 地方債の補正」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、３８ページをお開き願います。２款１項９目企

画費でございます。予算に増減はございませんが、財源充当の変更となってご

ざいます。内容といたしましては、新エネルギー導入事業といたしまして、び

らとり温泉に設置します、太陽光発電システムの財源の変更でございます。当

初予定をしておりました財源であります、一般社団法人新エネルギー導入促進

協議会の補助金が不採択となりまして、その代替として平成２４年度国の補正

に伴う地域の元気臨時交付金を事業費の２分の１を充当して、残りを過疎債充

当としておりまして、１２月議会に補正をさせていただいたところでございま

す。ところが当該事業につきましての過疎債充当が２次申請でも許可される見

込みが低いというような状況になりまして、その代替財源といたしまして、さ

らに地域の元気臨時交付金が充当が可能になったということから、財源の変更

をさせていただくものでございます。これによりまして、太陽光発電システム

設置事業につきましては、全額元気臨時交付金を充当し、実施するということ

になります。次に、２款１項１０目水資源対策費でございます。１８９万円の

追加でございます。これは沙流川総合開発事業平取ダム建設事業に伴いますア

イヌ文化環境保全対策調査事業に関連いたしまして、今年度から新たに二風谷

ダム下流域のアイヌ文化資産等の調査が加わっております。これにより、必要
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な人材を新規に投与し、調査を実施するということになりまして、当初予算に

不足を生じたことによる追加でございます。内訳といたしましては、４節共済

費、社会保険料１４万３千円、７節賃金１７４万７千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１目社会福祉総務費、委託料８０万

９千円の追加でございます。これは障害者自立支援給付支払等システム改修委

託料の追加でございまして、障害者総合支援法及び児童福祉法の改正に伴いま

して、給付実績データの集積、分析機能を付加するためのシステム改修、それ

に伴う費用の追加でございまして、これは平成２５年度の国の補正予算の対象

となるということで、補助金２分の１が充当されるものでございます。次に３

款１項２目老人福祉費２８節繰出金、介護保険特別会計繰出金３４万７千円の

追加でございます。これは消費税の税率の変更によります介護報酬改正に伴い

まして、システムの改修が必要となり、これにかかる費用６９万３千円の一般

会計の負担分２分の１の繰出金を追加するものになってございます。次のペー

ジをご覧願います。３款１項４目福祉施設費、これも予算に増減のない充当財

源の変更ということでございます。老人福祉センター改築事業につきましては、

労務費、資材費、面積の増などを理由といたしまして、平成２５年の７月の臨

時議会で４億３９４０万円を追加し、外構工事等も含む全体事業予算を１１億

２８２６万３千円とさせていただいたところでございます。その時点では過疎

債の対象とならない宿泊施設などを見込みまして、基金も２億４９００万円充

当するということにしてございました。その後過疎債の許可が施設全体の事業

費が認められたということ、そのための財源調整を行う内容になってございま

す。ご覧のとおり、町債、これは過疎債でございますが、３億４２０万円を増

額いたしまして、過疎債充当事由には認められない当初見込んだ道補助金、こ

れは地域づくり交付金でございますが、１億円及び基金取崩し額を２億４２０

万円減額する内容となってございます。次に３款１項６目生活館費１１節需用

費１７４万５千円の追加でございます。これは灯油などの燃料費の高騰、電力

料金の値上げ等によります各地区の生活館、生活改善センターなど、３１施設

の予算に不足を生じるということになったための追加でございます。燃料費の

６４万４千円は、執行済額から実績等を考慮して使用見込み等を推計して算出

をしてございます。当初予算単価が９２円という計上でございましたが、 近

の実勢価額が１０４円前後となっております。これが不足の大きな要因となっ

てございます。光熱水費は、電力料金の値上げが要因となり、各施設で不足を

生じるということになりまして１１０万１千円を追加補正させていただくもの

でございます。次のページ３款２項１目児童福祉総務費２３５万８千円の追加

でございます。１８節備品購入費、乳児家庭訪問等備品４５万４千円の追加で

ございます。これは妊娠から出産、子育てにおきまして、虐待を未然に防止す

るため、乳児家庭訪問事業ですとか両親教室等に必要な備品を購入するもので

ございます。内容は妊娠シミュレーター、デジタル乳児体重計、パソコン等と

なってございます。１９節負担金補助及び交付金は常設保育所保育士等処遇改
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善臨時特例事業補助金１９０万４千円の追加となってございます。これは保育

士の確保のために処遇改善に取り組む私立保育園への資金交付を行うというも

のでございまして、交付総額は３７０万円を４保育所、バチラー、振内、弥生、

二風谷に交付するものとなっております。１９節内では通園費などの不用額１

７９万６千円が生じておりまして、これを差し引いた１０９万４千円を追加補

正するという内容になってございます。交付されました助成金は各保育所の保

育士に手当として支給される予定となってございます。次に３款２項２目児童

措置費２５３万６千円の減額でございます。内訳ですけれども、１３節委託料、

保育所運営費２０６万４千円の追加、これは保育児童の保育単価の高い、低年

齢児童の割合が増えたということから保育所運営費に不足が生じるということ

になったことから追加補正するものでございます。２０節扶助費、児童手当（特

例給付分）４６０万円の減額でございます。これは２５年度から新たな特例給

付の制度が取り入れられたことによりまして、特例給付世帯は児童１人当たり

の月額１万円から１万５千円が一律５千円となるということで、これらの支給

額が確定したことによる減額ということになってございます。次のページをお

開き願います。５款１項２目農業振興費１５節工事請負費７３１８万円の追加

でございます。これは平成２５年度の国の補正予算に伴います補助制度を活用

して実施するものでございまして、２４年度国の補正予算を活用して実施して

いる事業に引き続き実施するという内容で、新規就農者用の住宅新築工事費の

追加となってございます。本町地区と振内地区にそれぞれ１棟ずつ、あわせて

２棟を建設するものでございます。これは２６年度に繰り越して実施とするも

のでございます。次に７款２項２目道路新設改良費です。これも予算の増減を

伴わない充当財源の変更ということでございます。当初予算で過疎債充当を予

定しておりましたけれども、荷菜原田分譲１号・２号線改良舗装事業の許可が

厳しくなったということによりまして、充当可能事業であります当該事業に地

域の元気臨時交付金を代替財源として１７００万円を充当し、さらに単独事業

であります本町公園線の拡幅事業の財源の一部１５８万１千円を臨時交付金に

財源充当を変更するものでございます。次のページをご覧ください。９款２項

小学校費１目学校管理費１１節需用費２８３万円の追加補正でございます。内

訳は燃料費２３０万円、これは燃料単価が高騰したことにより不足を生じるた

めの追加補正となっております。光熱水費５３万円も同様に、電気料金の値上

げに伴う予算不足を補う追加補正ということになってございます。次に、１２

款１項１目国民健康保険病院特別会計繰出金２８節繰出金３８００万円の追加

でございます。これは、病院会計の２５年度収益的収支決算見込みが、３８０

０万円程度の損失が見込まれるということで、その補てん措置として繰り出し

を追加するものでございます。次のページお開き願います。１２款１項２目簡

易水道特別会計繰出金２８節繰出金１６００万円の追加でございます。これは

水道会計が実施いたします本町地区簡易水道配水管整備事業に充当を予定して

おりました起債を地域の元気臨時交付金を充当するというものでございまし
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て、当該交付金は一般会計で歳入することが条件となることから、繰出金とし

て、充当可能額１６００万円を繰り出すものでございます。歳出 後に１２款

２項７目平取町ふるさと応援基金積立金２５節積立金７７万８千円の追加でご

ざいます。平取町ふるさと寄附条例によりまして、ご寄附いただいた寄付金を

積立てするというものでございまして、寄付件数８６件、寄付総額で８０万円

となる見込みから当初予算２万２千円に７７万８千円を追加して積立てをする

というものでございます。これによりまして、平成２５年度末で当該基金の残

高は９８６万６千円となる見込みでございます。歳出は以上です。次に、歳入

をご説明申し上げますので、２９ページをお開き願います。１０款１項１目地

方交付税１節地方交付税３３１１万６千円の追加でございます。今回の補正に

より追加となる一般財源につきましては、地方交付税、普通交付税を充当する

ということにしてございます。次に１２款２項１目民生費負担金１節児童福祉

費負担金１８９万４千円の減額でございますが、これは歳出での保育所運営費

の増額に伴う決算見込みの把握によりまして、保育料の負担が所得制限の低い

家庭が多かったということなどから、減額となるものでございます。次に、１

４款１項１目民生費国庫負担金２節児童福祉費負担金２９０万６千円の追加で

ございます。これは保育所運営費の増額に伴います国庫負担金の増加分でござ

います。３節の児童手当負担金３１７万９千円の減額は、児童手当の減額に伴

います国庫負担金の減額というふうになってございます。次に１４款２項１目

総務費国庫補助金２節企画費補助金４９５８万１千円の追加でございますが、

平成２４年度国の補正に伴います地域の元気臨時交付金でございまして、充当

事業は太陽光発電システム１５００万円、荷菜原田分譲１・２号線改良事業等

が１８５８万１千円、水道会計への繰出金、本町地区の簡易水道配水管整備事

業１６００万円となってございます。次のページでございますが１４款２項２

目民生費国庫補助金１節社会福祉費補助金、地域生活支援・障害者総合支援事

業費補助金４０万４千円の追加は障害者自立支援給付支払システム改修委託料

に充当される補助金、充当率は２分の１というふうになってございます。２節

の児童福祉費補助金、子育て支援交付金４００万円の減額でございますが、こ

れはへき地保育所の保育士の人件費に充当されるべき国庫補助金でございます

が、これがですね、３３ページをお開き願いたいと思いますが、この民生費道

補助金５節の児童福祉費補助金の子育て支援対策臨時特例交付金ということ

で、これが道のこども基金から支出されるということになります移行に伴う減

ということになってございます。お戻りいただきまして３１ページの１４款２

項６目農業費国庫補助金１節の農業費補助金、農山漁村活性化プロジェクト支

援交付金３６５９万円の追加でございます。これは新規就農者用の住宅建設事

業に充当される補助金でございまして、補助率は２分の１となってございます。

次のページでございます。１４款３項１目の総務費国庫委託金１節総務費委託

金アイヌ文化環境保全対策事業委託金１８８万２千円は平取ダム事業関連のア

イヌ文化環境保全調査員の賃金等に充当されるものです。補助率は１００％と
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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

１４５万３千円の追加は国庫負担金同様、保育所運営費の増額に伴う道負担金

の増加分でございます。３節の児童手当負担金７１万１千円の減額でございま

すが、これは児童手当の減額に伴います道負担金の減額ということになってご

ざいます。次のページ、１５款２項２目民生費道補助金３節福祉施設費補助金、

地域づくり総合交付金１億円の減額でございますが、これは老人福祉センター

整備事業の財源変更による減額というふうになっております。５節児童福祉費

補助金、子育て支援対策臨時特例交付金は先ほど説明した国の補助金が道補助

金に移行になったものでございます。同じく、児童虐待防止対策緊急強化事業

補助金４５万４千円でございますが、これは乳幼児虐待防止用備品等に充当さ

れる補助金でございまして、充当率は１００％となっております。同じく保育

士等処遇改善臨時特例事業補助金３７０万円の追加でございますが、保育士の

確保のために処遇改善に取り組む保育所へ交付する資金になってございまし

て、充当率は１００％となってございます。次に１７款１項１目寄附金１節寄

附金７７万８千円はふるさと応援寄附金の決算見込み額を計上しております。

次のページ、１８款１項２目１節沙流川ダム地域振興基金繰入金２億２００６

万円の減額でございますが、これは老人福祉センター整備事業の財源振替えに

よる財源変更、このうち２億４２０万円が財源変更でございまして、あとは後

ほど説明いたします鳥獣被害防止対策協議会からの負担金を見込むことにより

まして、財源の変更が生じておりまして、その分が１５８６万円の減というこ

とになってございます。つづきまして１９款１項１目１節繰越金、前年度繰越

金９４１万３千円の追加でございますが、これは普通交付税同様今回の補正の

一般財源として充当するものでございます。次のページ２０款５項１目２節雑

入１５８６万８千円の追加でございます。内訳といたしまして、日高西部鳥獣

被害防止対策協議会負担金１５８６万円でございまして、これは当初予算で見

込めなかったシカ捕獲等にかかわる国の助成金が決定され、当該協議会を通し

て交付されるということになったため、既に予算措置をしておりますシカ等の

捕獲にかかる歳出の財源として充当するというものでございます。雇用保険被

保険者負担金８千円はアイヌ文化環境保全調査員の雇用保険の自己負担金とい

うことになってございます。２１款１項１目総務債、新エネルギー導入事業に

係る起債１５００万円の減額は地域の臨時交付金を充当することによる減額と

なってございます。次のページ２１款１項２目民生債、老人福祉センター改築

事業３億４２０万円、これは過疎債充当が事業費のほぼ全額許可されたという

ことによる増額となってございます。２１款１項３目１節農業債、これは新規

就農者用住宅整備事業に係る起債３２９０万円でございます。これは新規就農

者用住宅整備事業の事業費から国庫補助金を控除した額に充当率９０％で計上

してございます。これは平成２５年度の補正予算の起債でございまして補正予

算債となってございます。交付税算入率は５０％となってございます。 後に

２１款１項４目土木債１節道路橋梁債、荷菜原田分譲１号・２号線改良舗装事
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業に係る起債１７００万円の減額でございます。これも代替財源といたしまし

て、地域の臨時交付金を充当したことによる減額となってございます。歳入は

以上です。次に、繰越明許費を説明いたしますので、２６ページをご覧願いま

す。第２表、繰越明許費でございます。これは、地方自治法第２１３条第１項

の規定により繰越しとさせていただくものでございます。事業名老人福祉セン

ター改築事業につきましては、東日本大震災等の影響で工事に係る技能工の確

保等が厳しい状況というようなことから、当初予定しておりました年度内での

完成が困難という状況になりまして、総事業費１１億２８２８万１千円のうち

６億４９１５万６千円を翌年度に繰り越して事業を実施するものでございま

す。次に先ほど歳出でもご説明申しましたが、新規就農者用住宅整備事業につ

きましては、平成２５年度国の補正予算に係る事業といたしまして、７３１８

万円全額を翌年度に繰り越して実施するということにしてございます。これら

に係る繰越一般財源の額は３７４万６千円となってございます。 後に、次の

ページ第３表、地方債補正を説明申し上げます。新エネルギー導入事業の限度

額１５００万円を０に、老人福祉センター改築事業の限度額を３億４２０万円

増加額いたしまして１０億８１２０万円に。新規就農者用住宅整備事業の限度

額３２９０万円を追加。荷菜原田分譲１号・２号改良舗装事業の限度額１７０

０万円を０といたしまして、補正後の限度額合計を３億５１０万円増やしまし

て、１４億５７００万円とするものでございます。起債の方法、利率、償還の

方法は記載のとおりでございますので、説明を省略させていただきます。以上、

議案第９号平成２５年度平取町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 質疑を行います。質疑はありませんか。６番千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

６番千葉です。４１ページをお開きいただきたいと思います。歳出の関係で３

款２項１目１９節の負担金補助及び交付金のことでお尋ねしたいと思います。

このことは項目説明にあるとおり、常設保育所の保育士等の処遇改善というか

たちでございますけども、実際、日常皆さんたちもご存じだと思うんですけど

も、保育士の確保で相当全国的にも苦労されてる地域が多い。その大きな原因

としては、やはり子どもを預かる責任の重さ、その他一番ネックになってるの

はそれに見合った報酬がなかなか得られてないというこれはもうここだけの問

題ではないんですけども、そういった条件があげられてるなか、この補助金は

大変ありがたいと思っておりますけども、先ほどちょっと聞いたなかで、保育

士へ直接手当として支払われる部分、この部分の金額というのは、この１９０

万、今回の説明にある金額で１９０万４千円のなかからどの程度のウェイトと

して、この賃金というのか、手当として支払う予定なのか、この点が１点と、

それともう一つ疑問に思ってることは保育士の確保にウェイトが高いような説

明として受けとめたんですけれども、保育士の確保の上でも問題は先に述べた
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その責任の重さ、それに見合った賃金等が本当に平取町内の保育所あたりでも

得られているのかなという疑問なところがありますけども、その辺の説明をお

伺いしておきたいと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。保育士の処遇改善の臨時特例事業補助金につきましては、

国のほうから、今般補正予算のなかでこの全額を市町村を経由して、北海道並

びに平取町、市町村を経由しまして、常設保育所に全額補助、というか補助金

を支出しなさいということでございます。これによりましてバチラー保育園、

振内保育所、弥生保育所、二風谷保育所それぞれ保育士さんいらっしゃいます

けれども、１人平均１０万円前後の今回はこの補正予算ですので一時金として

３月中に各保育士さんに支出されるものと考えてございます。なお、これにつ

きましては、実績報告等を各保育所から提出していただきますので、間違いな

く保育士さんに直接渡るように、こちらのほうとしては保育所長会議等で指導

をさせていただいてございます。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

中身の金額的なことでひとり１０万一時金ということはご理解できました。た

だ私は、例えば近くにある振内保育所あたりも見てて非常に感じることは、や

はり先ほどから言っているとおりいわゆる子どもたちを預かりながらの職業と

しては非常に出入りがある、あった。いわゆる採用しても、やめていく、とい

う方が数名、ここ近年おりました。その 大の原因は何かというと、やはり賃

金の低さ、それといわゆるその正職員としての位置づけが確立されてない、い

わゆるその臨時的な中身、給与の中身は特にそうなんですけども、そういった

問題に対してやっぱり今後は平取町としても考えていく、そういうものが初め

て基盤としてできて、保育士の確保が私はなされるというふうに、いわゆる階

段形式にね、下のほうからきちっと整備していかないと、いくら保育士の確保

を目指してもですね、私は将来的に非常に大変な仕事かなと思ってますんで、

その辺のことについての町としての考え方はやはり、こういった予算が計上さ

れるほかにですね、町独自で考えていく必要があると思うんですけれども、そ

の辺の将来へ向けた考え方もできれば理事者のほうから伺っておきたいと思い

ます。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは、私のほうから申し上げたいと思いますが、今回は国のほうから一時

的なかたちでそういった保育士の処遇改善ということで、補助金としていただ
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けるわけでありますけれども、これらについてはやはり一時的なものではなく、

人材を確保する意味で継続したかたちで、町としては道、国のほうに要請をし

てまいりたいというふうに考えておりますのと、また町としても独自に備品の

購入、あるいは保育士の研修等にも、一般財源を投入しながら、保育士の確保

に努めておりますのでご理解願いたいと思います。 

 

議長 よろしいですか。ほか、４番松澤議員。 

 

４番 

松澤議員 

私もなんですけども、４１ページの児童福祉総務費の負担金補助金のところな

んですけども、こういう内容の補助金が出るということは処遇改善すべきとい

う考えに国全体がそういう考えに基づいていると思うんですけども、今回は常

設保育所ということですが、平取町にはへき地保育所っていうものもあります

が、そのことに関して、町としてどのように対応をしていくか伺います。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 町でのへき地保育所の保育士の処遇の関係でございますが、平成２６年度の予

算での計上をしておりますが、現在２号嘱託としての臨時的任用が一号嘱託と

して処遇改善をし、今、先ほど千葉議員が申されました処遇改善と保育士の確

保等を図っていきたいということで考えておりますので、よろしくお願いをい

たしたいと思います。 

 

議長 ほかございますか。１番櫻井議員。 

 

１番 

櫻井議員 

１番櫻井です。３８ページの９目企画費の新エネルギー導入事業なんですけど、

これについてはちょっと確認なんですけど、１２月の定例で財源替えというこ

とで地域の元気臨時交付金というのにかわりましたよね。それとあわせて今回

ので、総額で３千万が全て充当されるっていうことで理解してよろしいんでし

ょうか。それとですね、再確認なんですけど、全員協議会等でいろいろ聞くん

ですけどその答えが、そのたびに違うというか、勘違いということもきっとあ

るんでしょうけど、パネルで発電したそのもの、電気量を使用するとしたら本

当に使用者から料金いただけないのかということと、またその電気料金という

か発生した電気を使うとしたらだいたい想定でいいんですけど、年間どのぐら

いの使用量を算出しているのか伺いたいんですが。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

まず財源のご質問でございますが、ご質問の通り１５００万円をさらに臨時交

付金を充当するということで３千万円事業費の全額を充当させていただくとい
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うことになります。それから、太陽光発電の発電量とその料金ということでご

ざいますが、事前に発電のシミュレーションをしたものがございまして、それ

が、発電量といたしましては年間２万１５１２キロワットアワー、金額にいた

しますとこれは使用する施設側の北電から買う単価に置き換えて計算します

と、年間３１万９千円程度ということになっております。ただ売電となります

と単価が今３８円ということになりますので、売電したと仮定しますと大体８

２万円程度、売電できるといったような発電量になってございます。これはあ

くまでも公共施設に設置するこういったシステムはあくまでその施設で消費す

るというのが前提というようなことになっておりまして、こういった公的な資

金が入りますと、売電はできないというのが原則になっておりまして。中学校

はちょっとその法律が変わる以前でしたので、売電も若干ですがしております

けれども、今はそういうような状況になってございます。それで、今申し上げ

ましたとおり、老人福祉センターの一つの施設といいましょうか、仕様として、

建てる上での仕様として発電施設も付けたというようなことでございますの

で、そういったところに管理者が入っていただくということなものですから、

そこから負担金をとるということにはならないというふうに考えておりまし

て、例えとしてはちょっとあわないかもしれませんが、例えば施設に電球とし

てＬＥＤ電球を使ったという場合にその分電気料が浮くということになります

が、その分、浮いた分をくださいというようなことにはなかなかならないとい

うような状況にございまして、その辺と同じような、施設的なことでの整備と

いうことでご理解をいただければと思います。 

 

議長 櫻井議員。 

 

１番 

櫻井議員 

これ以上のことについては全員協議会等で伺いたいと思いますのでよろしくお

願いします。 後に地域新エネルギー等導入促進対策補助金というのが１２月

で費目というか充当財源替えしましたけど、本当にこの名称で正しいのかって

いうのを伺いたいんですよね。自分で調べたところによると、２２年度で確か

これこの事業終わっているように役所のほうからは言われたんですけど、本当

にこの事業名で正しいのかどうかちょっとその辺確認したいんですが。 

 

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。この辺は当初申請すべく準備等も進めておりましたので、

この財団が取り扱う補助金としてはこの名称になってございます。 

 

議長 櫻井議員。 

 

１番 ２２年度でこれ廃止になってるはずなんですけど、そんなことないですか。 
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櫻井議員  

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

そのようなことはなくてですね、現に財団と何度もやりとりをしておりますの

で、この補助金あるという前提で私ども事務を進めてきたという経緯もござい

ます。 

 

議長 ほかございませんか。１０番平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

４２ページの新規就農者用住宅新築工事なんですけども、今年度も振内と紫雲

古津に建つんですけれどもこれは２６年度に各１棟ということなんですけど、

新規就農がこの２６年度に何世帯来るのかその辺をちょっとお聞かせして、こ

れは２６年度に建てたいっていうことなんですよね。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 ２６年度に新規就農が来る予定につきましては、町内に１戸１世帯来る予定に

なっております。例年２世帯を入れたいということで、事務に当たっておりま

したけれども、農業人フェア等に行きまして平取ＰＲしてきたところでござい

ますけれども、２６年度については１世帯ということで、予定としては振内地

区に１世帯が入る予定になっております。それでこの住宅につきましては、２

５年度の補正ですけども２６年度に建てて、そのあと入っていただくというよ

うな予定でいる住宅でございます。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

戸数がまだ未確定で１戸しか来ないということで、今２戸ずつ各振内と紫雲古

津に建つんですけれども、やはり、住宅を建てて待ってるのも大事なことなん

ですけれども、やはりもっと勧誘をして、ぜひ来ていただけるような対策をと

ったほうがいいのと、あと、今実習生が実際に今度自分で農地を借りてやりた

いという方がいるんですけれどもなかなか住宅がなくてハウスを借りたところ

に住宅がなくて遠いところから通うような感じになるので、その辺の対策も一

緒にあわせてやらないと、ただ実習で２年間実習が終わってもすぐに農家のほ

うに住む家がないとかそういうのが今回も実習が終わっても入る家がハウスを

借りた場所にないとかそういうのですごく不安がってる人がいっぱいいるんで

すよね。ですからそういうのも対策に入れていかないとだめですし、あとは今

この新規就農のお世話をやっている連絡協議会みたいなのは作っているんです

よね。振内と紫雲古津のほうに。そういう連絡協議会のほうにも、わずかでも



- 25 - 

いいですからやっぱり一生懸命やってる方に補助金が幾らかでもまわしてほし

いという声も聞いたので、その辺も考えているかどうかちょっとお聞きしたい

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。新たに本町地区、振内地区に１棟２戸ずつ２６年度

に建てるということで、今まで両地区に１棟ずつ建てておりまして、それにつ

いては期間については２年間の期間、１年目は農家研修に入っている期間、２

年目に実践農場に入る、２年間の期間、住宅に入っていただくということで１

棟２戸整備しました。それで地域からの要請ですとか、新たに入ってきた新規

就農の方が研修終わって、住宅を出た際になかなか住む住宅が見つからないと

いうような要望がありまして、これについては地域からももちろん要望があり

まして、その部分を今度建てる１棟２戸、または既に建っている１棟２戸につ

きましても、戸数が４戸になるということで、４年間、入っていただくという

ようなかたちで予定しているところでございます。２年間で新たに次の人が来

て自分が出て住宅を探さないとだめだということなりますと、新規就農で農地

も探し、ハウスも建て、そしてまた住宅の苦労がそこで生じるというようなこ

ともあるということで、できればそのあと新しい住宅を探す期間、また結構新

規就農の方自分の住宅を建ててる方もいるということでそれまでの期間をその

住宅で入っていただいて、２年間の研修が終わったあとも住宅の心配、２年間

になりますけれどもしないで住宅を探せたり新たに自分の住宅を建てるといっ

たような計画も立てやすくなるんじゃないかということで、地域からの要望、

また新規就農の方からの要望もあってですね、今回両地区に１棟２戸ずつ建て

るということでその要望に応えていきたいというふうに思っております。また

両地区に新規就農の方を応援する団体、振内はネオフロンティア、本町はアン

ビシャスという団体がありますけれども、今までは町、農協が東京、札幌また

大阪のほうに新農業人フェアということで説明会等に出向いた際にこちらの団

体からも一緒に行っていただいておりました。それでその際にその方々の旅費

についてはそれぞれの団体で負担をしたり、町の１％事業でそれにのって補助

事業を行って、そのなかで旅費を出して行ってきたりということで、それぞれ

の団体に負担、また個人に負担がかかってたというような状況もありまして、

平成２６年度からは町も担い手対策協議会のほうに補助金を出してですね、そ

ういう旅費等について、また食料費等について、補助をしていくということで

予算措置をしているところでございますので、今後の予算説明、予算審議のと

きに出てくるかと思いますけれども、よろしくご審議のほう、お願いしたいと

思ってます。以上です。 

 

議長 ほかございますか。平村議員。 
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１０番 

平村議員 

 

今のはだいたいわかりました。ただ新規就農の方は、土地を借りて住宅までは

本当に大変なので、なるべくその自分が借りた土地の近くに住宅を住まないと

やっていけないというかたちで、やはり町有地でもね、空いてる休用地とかそ

ういうのをね、確保しながら貸し出すような方法もとってはどうかなと思いま

す。またもう一つは、３５ページなんですけれども、日高西部鳥獣被害防止対

策協議会負担金というのが今回入ってきていたんですけれども、これは毎年こ

れから入ってくる予算なんでしょうか。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 初の住宅の場所等については十分検討して建て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。 

 

議長 町民課長。 

 

町民課長 お答えします。この事業は２５年から２７年間の事業でございまして、その間

ここから入ってくるようなかたちになります。 

 

議長 ほか、６番千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

６番千葉です。これもどうしても伺っておかなくちゃいけないことなのかなと

思って、常設委員会のなかでもうちょっといろいろ話は伺っておりましたけど

も、４３ページのほうをお開きいただきたいと思います。１２款１項１目の繰

出金、これは国保病院の会計の繰出金の内訳でございますけども、一般財源か

ら今回３８００万ということで計上されて支出していくということであります

けども、端的に申し上げて今後の、そんな遠い将来じゃなくて今後に向けたこ

の一般財源のほうから今回３８００万ということなんですが、今後に向けたそ

の見込みというんですか、見通しというんですか、病院の経営の中身に対して

の先行きのことちょっと心配してるもんですから、今後どうなのかなというこ

とをまず伺っておきたいのと、それと、院外処方始められて、院外処方による

ですね、いわゆる効果、経費節減含めての薬剤師のこともそうなんですけど、

この効果は今現在どのように推移しているのか、院外処方でなかったときの状

況から比べて、数字的にどうなのかなというのも、伺っておきたい。この２点

ちょっと伺っておきます。 

 

議長 病院事務長。 

 

病 院 事 務 それではお答えいたします。この町からの繰入金ですけれども、平成２５年度
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長 につきましては、当初予算２億７千万円に対して今回は３８００万ということ

になっています。昨年度につきましては、当初予算が２億６千万で、３月の議

会で３億５千万追加補正ということで。これからの補正ですけれども、病院と

いたしましてはなるべく当初予算の２億７千万でやっていけるように考えてお

りますけれども、今回追加繰入れにつきましては、主に原因といたしましては

入院収益が落ち込んだことによるものでございますけれども、今、検討委員会

のなかでも現状と課題ということでいろんな意見いただいておりまして、例え

ば外来の収益の単価アップのこと、あとはまた入院患者さんの増についてもい

ろいろこれから対策を考えていかなきゃならないと考えておりますけれども、

例えば単価アップにつきましては、診療報酬、レセプトですけれどもそれで請

求いたしておりますけれども、そのなかで毎月いただいてる患者さんから慢性

疾患などに対する加算があるんですけれども、それが漏れていないかどうか、

漏れていないというのは取れるのに取っていないとか、いろいろありますけれ

ども、それを一応業者にレセプトを依頼して今再点検を行っているところでご

ざいます。あとまた単価アップにつきましては、どうしても先生がたのほうか

ら検査やそういうレントゲン、ＣＴに関してはオーダーが出ないとなかなかで

きないという状況でありますので、その辺についても医師と十分連携を取りな

がら単価アップの方法について考えていきたいと考えております。あと、院外

処方のほうですけれども、平成２５年度４月から院外処方実施させていただい

ておりますけれども、経費のことでいきますと、当初薬剤師２名、それと薬剤

助手ということで、院内のほうはやっておりましたけれども、たまたまですけ

れども平成２５年４月から院外になって、当院に勤めておりました薬剤師２名

が退職いたしまして、その代わりに薬剤師１名を採用して、現在は薬剤師１名

でやっております。それで単純に言いますと薬剤師１名と薬剤補助の分が経費

としては削減されたということで、年間１千万程度の削減にはなっていると考

えております。以上です。 

 

議長 ほかございませんか。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１３、議案第９号平成２５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。 

日程第第１４、議案第１０号平成２５年度平取町国民健康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。町民課長。 

 

町民課長 議案第１０号平成２５年度平取町国民健康保険特別会計補正予算第３号につい
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てご説明いたします。歳入歳出予算の補正、第１条歳入歳出予算それぞれ１０

３万円を追加し、予算総額をそれぞれ７億７８６５万８千円とする。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。５０ペー

ジをお開き願います。１１款１項２目償還金２３節でございます。償還金、利

子及び割引料でございますが４２６万８千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年度の療養給付費等の負担金の返還ですが、実

績の確定に伴いまして既に概算交付されている１億５０２万６千円に対しまし

て今回の決定額が１億３２２万７千円に決定いたしましたので、超過額が１７

９万９千円を返還する補正です。また、国庫補助金過大交付返納金ですが、こ

れにつきましては平成２２年度の北海道の会計検査実施におきまして、保険者

の医療給付負担金及び財政調整交付金に係る地方単独事業の減額調整率の適用

に誤りがあり、返還することとなりました。６都道県でありまして、北海道は

全ての町村でございます。内容につきましては、保険給付費負担金、これは平

成１８年から２１年度分１６０万１千円、それと財政調整交付金平成１９年か

ら２１年度分、８６万８千円、計２４６万９千円を返還するものでございます。

次、２款４項１目出産育児一時金１９節負担金、補助及び交付金ですが３２３

万８千円を減額するものでございます。理由ですが、本年度の件数が９件とい

うことで３７８万５千円にほぼ確定したところでございます。残額４６２万５

千円になりますので、今回の補正に対しまして、必要な財源の一部を３２３万

８千円を保険給付費から減額し、償還金に充当するものでございます。次、４

９ページをお開き願います。歳入でございます。１０款１項１目１節繰越金で

ございます。３９８８万９千円に１０３万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財源の一部を一般財源の繰越金から求め

たものでございます。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 質疑を行います。質疑はありませんか。６番千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

６番千葉です。５０ページのほうなんですけども、１１款１項２目このなかで

今回、いわゆる国の、源は国の間違いですよね。その過大交付金を返納すると

いうことなんですけども、全道の各自治体全て対象ということで北海道の場合

そういうふうになってるわけなんですけども、おそらく中野課長のほうもだい

ぶ気づいてると思うんですけど、これを正すための事務的な費やした時間、い

わゆるその、各末端の自治体がこれにかかわる作業量も含めてですね、私は相

当やはり各自治体に負担があったんでないのかなと思ってるわけなんですけ

ど、この辺私は今回しょうがないのかなだけで終わらすような、項目としてど

うしても見過ごせない分があると思います。その辺町長あたり全道の町長会含

めてですね、日高管内の集まりもそうなんでしょうけどこの辺はやはりきちっ
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と国のほうにですね、要望として今後のこういったケースに対しての自治体が

負担してる部分というのを明確にやっぱり出してですね、国のほうとしてはい

や間違いましたすいません直してください、過大でしたよってそういう問題で

はないと思うんですけども、その辺の考え方はね、どのように考えておられる

のか伺っておきたいと思います。 

 

議長 町民課長。 

 

町民課長 お答えいたします。まずですね、今回の返還の関係なんですが、基本的には厚

労省のほうは基本的には間違いはないということで、ただ北海道のほうではも

っと詳しく、詳細細かな説明があれば、こういうことは起きなかったというこ

とのなかで今のところは処理されてるような状況であります。この５年間分の

調査の事務量的なものも非常に莫大なものでありまして、今後とも基本的には、

その調整率さえきちっと把握していればこういうことが起きなかったというの

は 終的な結果になりますが、今後とも道のほうも含めて適宜やっていくとい

うことで言われてますので、その点はうちのほうもやっていきたいと思います

のでどうぞ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 

今中野課長説明だと国は間違ってない、道のほうとしては、道というか各自治

体にしては、もうちょっと詳細を、内訳をきちっと出していればこんな間違い

は起きなかった、これお互いの責任のなすり合いのなかで、じゃあ 後にね、

事務的な経費含めてあるいはその作業量含めての負担はったら各市町村に来る

わけですよ。こういったことが、ただ今回はしようがないねで終わるようなム

ードをやっぱり作らないというのが私はどんなちっちゃな市町村の自治体でも

必要かなと思ってますのでその辺の意見を結集してですね、国のほうには再度

ですね、あるいは道のほうにも実際どこが正しいのか正しくないのかというこ

とは別としても、そういったことがやっぱり起きてるわけですから、これはき

っちりとね、意見として集約して持っていく必要があろうと思うんですけど、

その辺考え方どうでしょうか。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは私のほうからお答え申し上げますけれども、この調整交付金について

は国と道の交付金がございまして、以前から道のほうで、非常にわかりづらい

というようなことで、関連でこういう調整率を掛けて、交付金をもらいなさい

というかたちで、その指示に従って、町のほうは国保会計でいただいておりま

したけれども、それが間違いであったということで、これらについては管内の
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７町の町長会議のなかでも道のほうから説明きたときに、私のほうから強く、

こういったことのないようにということで要請をしたところでありますが、今

回の調整交付金について、これは国の調整交付金でありまして、連動して、道

の調整交付金については道の間違いであったということで、それは返還しなく

てよろしいということで大変道のほうも、今後このようなことのないようにし

たいということでありましたので管内、やむを得ないというようなことで了解

をしたところでございますので、ご理解を願いたいと思います。 

 

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１４、議案第１０号平成２５年度平取町国民健

康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。 

日程第１５、議案第１１号平成２５年度平取町介護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。保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

議案第１１号平成２５年度平取町介護保険特別会計補正予算第２号につきまし

てご説明申し上げますので、議案書の５１ページをお開きいただきたいと思い

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６９万

３千円を追加し、それぞれ４億３４２３万４千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。議案書の

５５ページをお開きいただきたいと思います。科目は３歳出１款１項１目一般

管理費１３節委託料、金額は６９万３千円を追加しようとするものであります。

内容は、平成２６年４月から実施される消費税の引き上げに伴う介護報酬改定

等に関する電算システムの改修に要する費用を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、５４ページをご覧いただきたいと思います。

科目は２歳入３款２項４目介護保険事業費補助金、１節介護保険事業費補助金

で３４万６千円を新たに補正するとともに、７款１項４目その他一般会計繰入

金１節事務費繰入金で３４万７千円を増額することにより財源を求めようとす

るものであります。要約をいたしますと、約２分の１の国庫補助金を受けまし

て今般の消費税引き上げに伴う介護保険電算システムの改修６９万３千円を行

おうとするものであります。以上、平成２５年度平取町介護保険特別会計補正

予算につきましてご説明を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。 

 

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１５号、議案第１１号平成２５年度平取町介護

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１６、議案第１２号平成２５年度平取町簡易水道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。建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

それでは、議案第１２号平成２５年度平取町簡易水道特別会計補正予算につき

まして、ご説明申し上げますので５６ページをお開き願います。議案第１２号

平成２５年度平取町簡易水道特別会計補正予算でございますが、第１条歳入歳

出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４８万４

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億９９９２万８千円

とするものでございます。第２条地方債の補正でありますが、地方債の変更は

「第２表 地方債補正」によるものでございます。それでは事項別明細書の歳

出よりご説明申し上げますので、６２ページをお開き願います。３歳出１款１

項１目一般管理費におきまして９７万６千円を増額し合計額を３２４１万５千

円にしようとするものであります。２７節公課費９７万６千円を増額するもの

でございまして、理由といたしましては平成２５年９月に平取町簡易水道特別

会計事業の平成２４年度消費税確定申告を行ったわけでございますが、そのと

きに本町地区簡易水道配水管整備工事費の特定財源といたしまして、簡水債を

１７６０万円を見込んでおりましたが、そのうち１３２０万円を緊急防災減災

事業債に変更したため、会計上、一般会計繰入金として処理することになり、

平成２５年３月２９日に補正したところでございます。工事請負費であっても

一般会計繰入金となれば、消費税の控除対象仕入税額に該当しないことから、

その分増額し、納付することになったためでございます。下段でありますが２

款１項２目建設改良費におきまして４９万２千円を減額し、合計額を１億２３

７９万３千円にしようとするものであります。１５節工事請負費において４９

万２千円を減額するものでありますが、理由といたしましては、工事請負費に

不用額が生じたためでございます。また財源を地方債から一般財源に変更した

ものでありまして、理由につきましては歳入のところでご説明を申し上げたい

と思います。次に歳入についてご説明申し上げますので、６０ページをお開き

願います。２歳入３款１項１目繰越金におきまして４８万４千円を増額し、合

計額を１５６万４千円にしようとするものであります。１節繰越金におきまし

て４８万４千円を増額するものでありますが、歳出で申し上げました一般管理

費の増額９７万６千円の財源の一部を繰越金に求めたものであります。下段で
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ありますが４款１項１目一般会計繰入金におきまして１６００万円を増額し、

合計額を７１７７万１千円にしようとするものであります。１節一般会計繰入

金におきまして１６００万円を増額するものでありますが、次ページの６款町

債と関連がありまして、歳入の款別区分に変更が生じたため補正するものであ

ります。款別区分に変更が生じた理由でありますが、本町地区簡易水道整備事

業費において、特財として過疎債を見込んでおりましたが、国の緊急経済対策

として地域の元気臨時交付金が交付されることになったことから、過疎債相当

分の１６００万円を一般会計から繰り入れることにしたものでございます。次

のページをお開き願います。６款１項１目簡易水道事業債におきまして１６０

０万円を減額し合計額を８１３０万円にしようとするものであります。前ペー

ジの一般会計繰入金で申し上げましたとおり、交付金を充当することにより、

町債を減額するものであります。次に地方債についてご説明申し上げますので

５８ページをお開き願います。第２表、地方債補正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２０９０万円に変更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６

３ページに掲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。以上

で補正予算につきましてご説明申し上げましたが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１６、議案第１２号平成２５年度平取町簡易水

道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１７、議案第１３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２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、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２号につ

いてご説明いたしますので、６４ページをお開きください。第２条におきまし

て、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７億１７４１万９千円、補正予定額は３８００万

円の増額となっております。計７億５５４１万９千円、第２項医業外収益の補

正予定額も３８００万円の増額となっております。次の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特別会計予算実施計画変更となり
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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。次のページお願い

いたします。収益的収入の第１款病院事業収益第２項医業外収益第２目他会計

負担金の補正でございます。補正額は３８００万円の増額としております。こ

れは一般会計からの繰入金の増額で、平成２５年度の現在のところ決算見込み

が約３８００万円程度の純損失が見込まれておりますので、その損失を解消す

ることを目的としております。繰入補正をすることにより、収益的収支決算の

額をプラスにすることを目的としており、また病院改築を控え財務状況の改善

も視野に入れ資金不足の解消もあわせてさせていただきたいと考えておりま

す。なお、今回の補正予算は、実質予算の補正事項でありますので収入予算の

補正のみとなります。以上で補正予算第２号のご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１７、議案第１３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２号は原案のとおり可決しました。休憩します。

 

（休 憩 午前１１時４９分） 

（再 開 午後 １時００分） 

 

議長 再開します。 

日程第１８、請願第１号地方自治体の臨時・非常勤職員の待遇改善と雇用安定

のための法改正に関する請願について、 

日程第１９、請願第２号特定秘密保護法の廃止を求める請願について、 

日程第２０、請願第３号労働者保護ルールの改悪反対を求める請願について、

以上３件を一括して議題とします。この３件の取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を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 

それでは提出されました請願３件についてでありますけれども、先月２月２７

日に開催されております議会運営委員会で協議しました結果、以下の通り各常

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

１号地方自治体の臨時・非常勤職員の待遇改善と雇用安定のための法改正に関
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する請願について、及び請願第２号特定秘密保護法の廃止を求める請願につい

ては総務文教常任委員会への付託といたします。次に、請願第３号労働者保護

ルールの改悪反対を求める請願については、産業厚生常任委員会に付託として

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がありましたとおり、

請願１号及び第２号については総務文教常任委員会に、請願３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） 

従って、請願１号及び第２号については総務文教常任委員会に、請願３号につ

いては産業厚生常任委員会に付託して審議することに決定しました。 

日程第２１、平成２６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 （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００分） 

   （再 開 午後 ２時１０分） 

 

議長 再開します。続きまして、教育行政執行方針の説明を求めます。教育長。 

 

教育長 

 

議長 

（教育行政執行方針について説明） 

 

平成２６年度町政及び教育行政執行方針の説明が終了いたしました。以上で本

日の日程は全て終了いたしました。本日はこれで散会いたします。ごくろうさ

までございました。 

 

  

（散 会 午後 ２時４０分）
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 平成２６年第２回平取町議会定例会 （開 会 午前 ９時３０分）

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま ち づ く

り課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん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１０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、８番山田議員と９番藤澤議員を指名します。 

日程第２、議案第１４号平成２６年度平取町一般会計予算、 

日程第３、議案第１５号平成２６年度平取町国民健康保険特別会計予算、 

日程第４、議案第１６号平成２６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１７号平成２６年度平取町介護保険特別会計予算、 

日程第６、議案第１８号平成２６年度平取町簡易水道特別会計予算、 

日程第７、議案第１９号平成２６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２６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

説明をお願いします。それでは平成２６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。 

 

議案第１４号、平成２６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

２６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います

が、本資料は１番の平成２６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２６年度各会計予算総括でございます。一般会計の総額は５７億６７００

万円。２５年度対比４億８７００万円、７．８％の減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７億８４１３万円。２５年度比で１２６

８万円、１．６％の増となってございます。後期高齢者医療特別会計は７７１

０万円、２５年度比では３１０万円、３．９％の減となってございます。介護

保険特別会計は４億３０８０万円。２５年度比で２６０万円、０．６％の増と

なってございます。簡易水道特別会計は２億５６２６万７千円。２５年度比で

１７３０万３千円、７．２％の増となってございます。国民健康保険病院特別

会計は７億５４３２万１千円。２５年度比で４８６万３千円、０．６％の増と

なってございます。五つの特別会計の総額は２３億２６１万８千円。２５年度

比で３４３４万６千円、１．５％の増となってございます。一般会計、特別会

計あわせた２６年度の予算規模は８０億６９６１万８千円となり、２５年度に

比し４億５２６５万４千円、５．３％の減となってございます。平成２４年度

決算におけます平取町の各種の財政指標でございますが、これは改善がみられ

ているという状況でございますけれども、アベノミクスの効果が地域経済に十

分に浸透するまでには至っておらず、それらを背景とした地方財政を取り巻く
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環境は依然として厳しい様相を払拭できないというような状況になってござい

ます。平成２６年度平取町各会計予算は、既に審議会からの答申を受けました、

第５次の総合計画の財政計画並びに実施計画に基づきまして、維持可能な財政

構造の構築を意識し経常的経費においては、さら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ございます。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、町民税個人では、農業所得等の伸びを見込みま

して、４億８０１１万８千円といたしまして、２５年度対比で１９３２万９千

円、４．２％の増となってございます。２款から１１款につきましては、２５

年度決算見込み、２６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。２款地方譲与税７６００万円は自動車重量譲与税が減になる見込み

ということから、６４０万円、７．８％の減となっております。６款地方消費

税交付金６５８０万円は消費税の税率の変更によります収入の増が見込まれま

して、３０５万円、４．９％の増を見込んでおります。１０款地方交付税は３

１億３００万円といたしまして、２５年度対比で５８００万円、１．９％の増

と見込んでおります。内訳といたしましては、普通交付税は資金単位費用等か

ら推計いたしまして２７億６３００万円と見込み、国の地方交付税特別会計と

いたしましては１．０％減少するという状況ですけれども、平取町の２５年度

の決算見込みなども勘案しまして、当初予算で８９００万円の増というふうに

見込んでございます。特別交付税は２５年度の決算見込み及び有害獣防止柵整

備事業分、算入額の減を見込みまして２５年度比３１００万円の減、３億４千

万円としてございます。１１款自動車取得税交付金１千万円は、消費税率変更

に伴う販売台数の減が見込まれることなどを理由に３００万円、２３．１％の

減としております。１２款分担金及び負担金２９４４万２千円は、中山間整備

事業の負担金等の減で３２６万５千円、１０．０％の減としてございます。１

４款国庫支出金、４億６０５２万２千円は臨時福祉給付金事業及び埋蔵文化財

発掘調査委託金などの増によりまして１億７４９万２千円、３０．４％の増と

なってございます。１５款道支出金３億２１０５万１千円はびらとり温泉建設

事業補助金、鳥獣被害防止対策交付金などの減によりまして、２億５８４８万

７千円、４４．６％の減としてございます。１６款財産収入７７８４万８千円

は、町有林立木売払代金等の伸びによりまして、４１．３％、２２７３万７千

円の増。１８款繰入金１億９９７５万円は２５年度に比べまして１億６４００

万円、４５．１％の減となっております。２５年度実施いたしました大型事業

のびらとり温泉改築事業、有害獣侵入防止柵整備事業分などが減になったこと

によるものでございます。次に歳出です。増減の幅が多い款のみ説明をさせて

いただきます。３款民生費８億８０８７万４千円は、２５年度比で６億４８７

３万７千円、４２．４％の減となってございますが、これは老人福祉センター

改築事業が減になったことが主な要因になってございます。４款衛生費３億１

１３０万８千円は雑排水施設改修事業の増によりまして６４８７万６千円、２
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６．３％の増となってございます。５款農林水産業費３億２８３８万１千円は、

４３．３％、２億５０４５万３千円の減となっておりますけれども、これは有

害獣侵入防止柵整備事業、幹線林道ヌタップ線、専用林道豊糠線の改良工事等

の減が主な要因となってございます。６款商工費１億３３２２万８千円は、観

光協会補助金、ファミリーランドの管理費等の増で１７．３％、１９６０万２

千円の増となっております。７款土木費４億４５９０万円は道路整備事業、公

営住宅建設事業費の増で４５．９％、１億４０３６万７千円の増となってござ

います。８款消防費３億４８６９万７千円は、消防無線のデジタル化事業の実

施によりまして７７３７万８千円、２８．５％の増となっております。９款教

育費５億２４４８万２千円は、２２．１％、９４７９万３千円の増となってお

りますけれども、これは二風谷小学校改修事業、中央公民館空調整備事業、埋

蔵文化財発掘調査経費の増によるものでございます。１０款災害復旧費５３万

９千円は敷舎内線地すべり災害復旧工事分がなくなったことにより大幅に減と

なってございます。１２款諸支出金３億７７９１万円は９．８％、３３６６万

６千円の増となっておりますが、これは国保病院会計及び水道会計繰出金の増

が主な要因となってございます。次に４ページ、国民健康保険特別会計でござ

いますが、歳入１款国民健康保険税で３．０％の減としてございます。これは

１世帯あたりの保険税といたしましては２５年度より２７００円増えるという

ことでの積算となってございます。歳出２款保険給付費は２５年度比２．６％

の増でございますが、ほぼ横ばいということになってございます。一般被保険

者療養給付、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。次に後期高齢者医療特別会計でございますが歳入では保険料、繰入金を

計上いたしまして、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

め所要経費を計上してございます。５ページの介護保健特別会計でございます

が、歳出の保険給付費はグループホームの満床に伴います地域密着型サービス

給付費の若干の伸びはありますけれども、会計予算総額は２５年度とほぼ横ば

いとなってございます。次に簡易水道特別会計ですけれども、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１１．５％の増となっ

ております。歳入歳出それぞれ７．２％の増の予算規模となってございます。

６ページは国保病院会計でございますが、総額で２５年度予算対比歳入３．３％

の増となっておりますけども、資本的収入の一般会計繰入金の増などが要因と

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説明い

たします。まずその支出が任意に削減できない義務的経費につきましては２２

億１３４４万円となりまして２５年度対比で１９０３万２千円、０．９％の増

となっております。人件費におきましては、給与改定、退職者と新規採用者の

支給額の差額による増減等で０．２％増、扶助費は障害者自立支援費負担金、

びらとり温泉無料入浴券配布事業などの増により、８．６％の増となってござ

います。公債費は地方債元利償還金の減によりまして、２５年度比で１．９％

の減となっております。投資的経費につきましては１５億２１６０万１千円で
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ございまして２５年度比で５億５９７４万６千円の減、２６．９％の減となっ

てございます。補助事業は埋蔵文化財発掘調査事業や公営住宅建設事業の事業

費の増で１６．３％の増、びらとり温泉の改築分の減などで、単独事業が３９．

３％の減となっております。その他の経費は２０億３１９５万９千円、２５年

度対比で５３７１万４千円、２．７％の増となってございます。各会計への繰

出金が７．８％の増となっており、その他も物件費が１．９％の減、維持補修

費は６．１％の増となってございます。その他経費が歳出総額に占める構成比

は３５．３％というふうになってございます。８ページ、９ページにつきまし

ては、一般会計におけます性質別・目的別の歳出分類表となっています。説明

は省略させていただきます。１０ページでございますが２５年度の町税収入見

込額となっています。総額で４億９１２０万３千円となってございまして、下

のグラフのとおり２４年度決算額に比べまして１０９５万円、２．２％の減と

いう状況となっています。１１ページは後ほど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ページでござい

ます。これは交付税の推移及び一般会計公債費の３０年度までの償還見込の推

計額となってございます。普通交付税の推移におきましては、ご覧のとおりで

ございまして平成１６年度に三位一体改革によりまして大幅に削減された以降

は増加の傾向となっておりましたけども、平成２５年度以降、国の地方財政計

画でも減少傾向ということになっておりましてこのような状況になっておりま

す。公債費は第５次の総合計画に基づき推計をしておりまして、平成３０年度

には６億９５０３万９千円程度になるものと推計をしてございます。１３ペー

ジは基金残高の見込みの状況でございます。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番は特別会計となってござ

います。一般会計におけます２５年度末の基金残高見込は２４億８８０６万４

千円で２６年度での取り崩し、積み立て分を加えますと、平成２６年度末で２

２億９３６１万２千円となる見込みでございます。下の金券事業分については

ご覧のとおりでございます。次のページ、１４ページにつきましては平成２５

年度、２６年度の基金の取り崩し予定等について記載をさせていただいており

ます。２６年度においてはもっとも多く取り崩しを予定しています沙流川ダム

地域振興基金は、防犯灯ＬＥＤ整備事業から貫気別小学校敷地排水整備事業ま

での１１事業、１億６６００万円を繰り入れることにしてございます。次のペ

ージ１５ページから２３ページまででございますが、これは平成２６年度の主

要事務事業を掲載しておりますけども、個別の説明は省略をさせていただきま

す。２４ページは簡易水道特別会計、国保病院特別会計への繰り出し金の算出

の内訳となってございます。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、これは後ほど各科目における予算説明時

点で説明させていただきたいと思います。３１ページ、これは日高管内地方税

滞納整理機構の歳入、歳出の内訳と各町の負担金の算出資料となってございま

す。３２ページから３５ページは平取町畜産公社事業における決算見込、事業
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目論見となってございますが、これも説明は省略をさせていただきます。以上、

予算説明資料の説明でございます。これより一般会計予算書の説明に入らせて

いただきますけども、ただいま説明いたしました説明資料を使っての説明をさ

せていただくという場合もございますし、その科目によっては複数の事業が複

数の節により計上されている場合がありまして、事業としての全体額などがわ

かりづらい場合もありますので、あわせて説明資料などでご確認をいただけれ

ばと思っております。また、内容が恒常的で大きな変化等がない科目等につい

ては説明を省略させていただく場合もありますのでご理解をお願いしたいと思

います。また、ご存知のとおり工事請負費、委託料での事業の入札等において

の影響が予測されるということで金額を記載しておりませんので、あわせてご

理解をお願いしたいと存じます。それでは予算書の説明に入らせていただきま

す。 

 

長時間になると思いますので座って説明していただいて結構です。休憩します。

 

   （休 憩 午前 ９時５１分） 

   （再 開 午前 ９時５３分） 

 

再開します。 

 

議案第１４号平成２６年度平取町一般会計について説明させていただきます。

第１条歳入歳出予算でございますが、歳入歳出予算の総額は歳入歳出予算それ

ぞれ５７億６７００万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条地方債につきましては地方自治法の規定によりま

して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」によるものとしてございます。第４条におきまして

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ます。３歳出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節共済費は議

員共済会負担金の率の改定によりまして、２５年度に比べまして２４万７千円

の増となってございます。１８節備品購入費１８万円の増でございますが、マ

イクロフォンユニットおよびテレビの購入費用となってございます。次に９１、

９２ページでございます。ここからは２款総務費についてご説明を申し上げま

す。２款１項１目一般管理費でございます。本科目につきましては職員給与、

嘱託報酬、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
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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節の報酬でござい

ますが保育士等の処遇改善という面から嘱託職員としたために２５年度に比べ

まして８名増加し、２６３８万円の増となってございます。２の給料でござい

ますが、これは２５度比で１名の増となりまして、８７万３千円の増となって

ございます。３節職員手当は期末、住居手当等の減によりまして１００万３千

円の減となってございます。４節共済費は共済組合負担金・社会保険料の増に

よりまして３６９万２千円の増、７節賃金は報酬への組替え等で３１５７万３

千円の減となってございます。今日お配りしております報酬・賃金の資料明細

がございますのでそちらもあわせて後ほどご覧いただきたいというふうに考え

ております。１３節委託料でございますがこれは平取町のホームページ改修委

託料が新規計上となったということから４１０万３千円の増というふうになっ

てございます。１４節使用料及び賃借料でございますがこれは庁舎内ネットワ

ーク端末使用料が新規計上となっていることから、３１５万９千円の増という

ふうになってございます。１９節負担金補助及び交付金には平取町自治会総合

交付金２３６６万６千円を計上してございます。２５年度計上の退職手当組合

の清算納付金がなくなったということから節としては３３１３万円の減という

ふうになってございます。９３ページ、２目の会計管理費ですが、これは事務

用消耗品、公金取り扱い手数料の増によりまして目としては５万１千円の増と

いうふうになってございます。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、修繕料は職員住宅等の修繕を計上してございます。こ

れは資材単価、労務費、消費税のアップ分をみまして修繕料で９３万１千円の

増となっております。委託料は浄化槽の増加による管理委託料が１３万１千円

増。工事請負費は貫気別支所の高圧キュービクルの設置工事、職員住宅の浄化

槽設置工事１棟２戸で８００万円を計上してございます。２５年度事業の庁舎

改修工事、議事堂音響システム改修などの減によりまして節としては２千万円

の減というふうになってございます。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を森林組合に委託する経費ということで６

５万円となってございます。２５年度までは賃金での計上でしたけれども、車

輌経費等も含めて委託するという内容で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。この費目は町有林における各種整備事業等を計

上しております。７節賃金は調査期間を２か月増やしたことにより７６万６千

円の増となってございます。１５節工事請負費は事業量の増によりまして２５

年度に比べまして１２０３万１千円の増、５８１８万７千円を計上してござい

ます。このうち冬季間雇用対策事業に関しましては、２５年度に引き続き雇用

対策として地域雇用創出基金１千万円を充当して実施するということでの計上

でございます。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ございます。１１節需用費、印刷製本費は年１０回の

発行、色刷りページを増やしまして見やすい紙面とするための単価増分で４０
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万８千円の増ということになってございます。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

計上してございます。１１節需用費は修繕料で貫気別支所駐車場の舗装の経費

を計上したことから３２万９千円の増となってございます。１３節委託料は防

火対象物点検委託料９万９千円が新規の計上となってございます。９９ページ

８目公平委員会費でございます。これは委員会開催経費に伴う報酬、費用弁償

を計上しております。２５年度同額を計上しております。１００ページ、１０

１ページ、９目企画費でございます。これは総合計画関係経費、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計上してございます。１節報酬でご

ざいますが第６次総合計画策定のための策定委員報酬等の増によりまして２７

万１千円の増というようになってございます。８節報償費２８９万円の減でご

ざいますが、これは第１次協力隊事業が終了したことによる減と、今後これか

ら迎える協力隊事業ですとか、まちづくりの各種事業等について、外部からの

視点でのアドバイス等を目的といたしました外部専門家招致事業への謝礼の増

などによるものでございます。１３節委託料でございますが、２５年度計上の

交流農業体験施設、市民農園でございますが、この実施設計委託料８７万円、

それから第６次総合計画の町民意向把握調査委託料２００万円、町内のフリー

スポット整備事業１１５万５千円などが減ということで、また増といたしまし

ては新規で二風谷地区の再整備基本計画策定委託料ということであわせて節と

いたしましては２８７万１千円の減というふうになってございます。１５節工

事請負費は光ケーブルのエリア拡大工事、分譲宅地の造成工事で６６３６万７

千円を計上してございます。３２００万５千円の増となっています。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、太陽光発電システ

ム設置補助も継続計上をしてございます。新規といたしまして平取町で起業を

めざす方への支援策としての起業家支援対策補助金１００万円を計上してござ

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通

年分計上したことによりまして１４８０万円の増額計上となってございます。

町民税１％事業のコミュニティ活動支援事業も継続計上してございます。また、

２５年度から実施しております定住対策として民間アパート等の建設費用を助

成しまして町内の定住できる環境を確保するという、民間賃貸集合住宅整備費

補助金２千万円も継続計上してございます。なお、企画費に関わる各種事業に

つきましては予算説明資料の１５、１６ページの１２番から１８番ということ

で内容が記載されておりますので、ご参照をお願いしたいと思います。次に１

０２ページ１０目の水資源対策費でございますが、これは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

ているものでございます。保全調査でございますが、これは国からの委託によ

りまして実施するものでございますが、調査班１２名分の人件費と調査に係る

事務経費で３９１０万９千円を計上してございます。７節賃金は調査員を嘱託
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職員にすることでの単価アップ等で３９４万８千円の増となってございます。

１４節使用料及び賃借料はパソコン等の更新によりまして１０５万５千円の増

となってございます。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

計上してございます。２５年度計上いたしました平取ダム建設促進期成会への

助成金は会の運営費に余剰があるということで２６年度は未計上ということに

なってございます。１０３ページ、１１目交通安全対策費です。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

上してございます。１１節需用費は修繕料が専用車両の車検経費等の増により

まして１６万９千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人件費及び各種調査費などを計

上しております。１２節手数料は２５年度計上の自然素材を利用した新商品開

発手数料が減ということになりまして６７万２千円の減というふうになってご

ざいます。１０５ページ、１３目アイヌ文化情報センター費でございます。ア

イヌ文化情報センターの管理経費を計上しております。１１節需用費、修繕料

のロールカーテン等の取付けなどが増になっておりまして２４万３千円の増と

なっております。１４目諸費でございます。１４節使用料及び賃借料は振内の

王子製紙旧所有地に係る借地料でございますが、これは建物倒壊によりまして

借地面積の変更ということで２１万１千円の減というふうになってございま

す。１９節負担金、補助及び交付金は各種団体等への補助金、負担金という内

容になっております。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

金を計上しております。前年同額でございます。１０８ページ、２目の賦課徴

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

委託料は電子申告等ＡＳＰサービス利用料１４８万２千円が２５年度より６１

万２千円の増となっております。２５年度計上のエルタックス電子申告サービ

ス導入費等の減によりまして委託料としては１８８万９千円の減という状況に

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。１１節需用費、消耗品費、

印鑑登録手帳分の減でございまして１３万１千円の減となっております。１３

節委託料は戸籍副本データ管理システム保守料の減で１６０万３千円の減とな

っております。１８節備品購入費は契印機、パスポート発行機器の更新という

ことで６１万６千円の増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、委員報酬等、委員会運営経費について計上し

ております。１１１ページ、２款４項２目北海道知事及び北海道議会議員選挙

費でございます。平成２７年４月に執行されます、知事道議選の選挙経費につ

いて２６年度分経費について各節ごとに計上をしてございます。１１２ページ、

２款４項３目農業委員会選挙費でございます。２６年度に執行される平取町農

業委員の選挙経費について各節ごとに計上してございます。１１３ページ、２

款５項１目諸統計費でございます。各種統計関連経費を計上しております。１
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節報酬の８２万６千円の増でございますが、これは５年ごとに実施されます農

林業センサス調査員の報酬の増によるものでございます。２款６項１目監査委

員費です。これは監査委員報酬、関係事務費について計上してございます。１

１５ページでございますが、これより３款民生費となってございます。３款１

項１目社会福祉総務費でございます。本科目は、戦没者追悼式関係経費、各障

害者等の給付金、国保会計繰出金、民生児童委員の活動経費、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。１節報酬でございますが、これは２１世紀アイヌ文化伝承の

森推進委員、平取町障害福祉計画策定委員会委員の報酬が新規となりまして２

７万１千円の増となっております。３節職員手当、時間外手当３０万円及び７

節の賃金、臨時職員賃金８６万円でございますが、これは２６年４月から消費

税率が８％へ引き上げられるということから、所得の低い方々への負担軽減の

ために臨時的な措置といたしまして、臨時福祉給付金を支給する、これは国が

実施する事業でございますが、これに係る事務処理のための経費として新規に

計上してございます。報償費は２５年度とほぼ同じ規模でございますが、実践

型地域雇用創造事業支援員謝金１２２４万円、地域文化資源等ネットワーク形

成協力隊報償費６１２万円などが計上されてございます。１２節役務費は臨時

福祉給付金支給事業によります郵送料、振込手数料の増が要因で１０４万円の

増となってございます。１３節委託料は障がい者相談支援業務委託料、臨時福

祉給付金システム改修委託料が増加してございますけれども、２５年度実施さ

れましたアイヌ文化地域産業創造活動支援業務委託料等の減によりまして節と

しては１２５万１千円の減というふうになってございます。アイヌ文化振興推

進事業としては説明資料の１６ページをご参照いただきたいと思います。それ

から１１６ページの１９節負担金、補助及び交付金でございますが、これは二

風谷民芸組合補助金５００万円、臨時福祉給付金２０７０万円などが増加して

おりまして、２２９７万２千円の増というふうになってございます。２０節扶

助費は介護・訓練等給付費が対象者の増に伴いまして１７６８万円の増となっ

ております。２８節繰出金、国民健康保険特別会計繰出金は２５年度に比べま

して７８万８千円の増となっております。この内訳といたしまして、保険基盤

安定等の繰入金としての保険者支援分と保険料軽減基準分におきまして１１２

万２千円の増となりますけども、国保財政の安定化の支援事業分については３

３万４千円の減となることが要因になってございます。続きまして１１７ペー

ジ、３款１項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ございま

す。１１節需用費、修繕料で貫気別老人福祉寮非常用外部スロープの修繕料１

４３万４千円を計上したため需用費では１６４万２千円の増となってございま

す。１９節の老人医療療養給付費負担金でございますがこれは２５年度に比べ

て１１５６万円の増となっております。特養老人ホーム認知症対策補助金は１
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００万円の減となっております。２０節扶助費は、びらとり温泉の無料入浴券

を配布する事業が新規となりまして１３７１万８千円の増となっております。

２８節繰出金は介護保健特別会計への平取町のルール分の繰出金６３７３万９

千円となってございます。２５年度より９６万６千円の増となっております。

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２３４万６千

円、特別会計運営費分３４０万円、保健基盤安定負担分２１８３万９千円、合

わせて２７５８万５千円というふうになってございます。次に１１８ページ、

３目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おります緊急

通報システム管理経費等について計上しております。１８節備品購入費は２５

年度と同じ端末装置１２台分を計上しております。１１９ページ、４目福祉施

設費は老人福祉センター関係経費と町内の老人福祉施設に関連する経費を計上

しております。老人福祉センターのリニューアルに伴いまして科目としては設

計委託料、工事請負費、備品購入費等の減ということで７億３０４０万５千円

の減となってございます。１１節需用費はファミリーランドの修繕料を公園管

理費に組み替えしたということによりまして３８２万円の減、１３節委託料は

新築記念事業と３か月分の指定管理委託料で７００万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購入補助金３７０

万円、かつら園維持補修事業は２５年度より５１７万円減の２６０万円を計上

しております。また新規事業でグループホームの外構整備補助金１００万円を

計上してございます。１２０ページ、５目国民年金費です。日本年金機構との

連絡事務経費について計上しております。１１節需用費は年金システム改修の

修繕料１４万１千円を新規に計上してございます。１２１ページ、６目生活館

費でございます。１１節需用費は光熱水費の電気料が７４万８千円の増、修繕

料が一般修繕等で４７万９千円の増ということで１３７万２千円の増額になっ

ております。１５節工事請負費は振内町民センター、荷菜研修センターの外壁

塗装工事１２００万円を計上してございます。１２２ページ、７目共同作業場

費でございます。これは二風谷民芸品共同作業場に係る経費について計上して

おります。１３節作業場管理委託料１１２万円は管理のための報酬、かかる光

熱水費相当額を積算して計上してございます。１２３ページ、８目介護支援費

でございます。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

す。９節旅費、普通旅費は介護支援専門員の研修旅費の増によりまして１２万

２千円の増となってございます。１２４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２９９万２千円の増は修繕料で図書館屋上防水修

繕料を計上したこと、及び燃料費、電気料の単価アップによるものでございま

す。１４節使用料及び賃借料では、事務機器の使用料の増額計上により６８万

９千円の増となってございます。１２５ページ、１０目子ども発達支援センタ

ー費でございます。子ども発達支援センターの管理運営に係る経費の計上とな

っております。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１３万円の増となっております。１８節備品購入費
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は遊具の遊び板フルセットの購入費４１万円を計上してございます。１２６、

１２７ページ、３款２項１目児童福祉総務費でございます。１節報酬は新規で

子ども・子育て支援事業計画策定に伴います委員会委員の報酬１３万７千円を

計上しております。３節職員手当、時間外手当１５万円、７節賃金、臨時職員

賃金８６万円は、これも平成２６年度から子育て世帯臨時特例給付金給付事業

といたしまして消費税率が８％に引き上げられることによります子育て世帯へ

の影響を緩和して、消費の下支えを図るという観点から、臨時的な給付措置と

して国が行う事業に係る経費となってございます。１１節需用費はへき地保育

所の修繕料等の増によりまして４７万８千円の増、１２節役務費は子育て世帯

臨時特例給付金給付事業の振込手数料の増で４８万８千円の増、１３節委託料

は新規事業の子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料２２６万８千円、同

じく新制度対応業務委託料１８３万６千円の増が要因となって４７８万１千円

の増となってございます。１９節負担金、補助及び交付金は子育て支援対策事

業、振内保育所の遊戯室改修の補助金４８６万円、子育て世帯臨時特例給付金

４５０万円の増によりまして節としては８９４万７千円の増となっておりま

す。２０節扶助費、すこやか赤ちゃん誕生祝い金は２０名分ということで４４

０万円を計上してございます。ひとり親家庭等医療費は２５年度比で１００万

円の減となってございます。１２８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保育所、１２１名分につい

て計上してございます。２０節扶助費、児童手当てにつきましては、２５年度

に制度改正が行われたということで０歳から３歳未満は１万５千円、３歳から

小学校終了前までは第１子・２子については１万円、第３子以降１万５千円、

中学生は１万円と。それから所得制限限度額を超える場合は一律５千円とされ

るもので、それぞれの件数によって計上してございます。２５年度に比べまし

て１７８万円の減額となってございます。１２９ページ、３目の児童福祉施設

費でございます。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。７節賃金は振内児童クラブ代替補助職員分の賃金の増によりま

して３４万円の増となってございます。１１節需用費はびらとり児童クラブ、

ふれない児童クラブのじゅうたん等の張り替え修繕により３２万５千円の増と

いうふうになってございます。１３０ページ、これからは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。平取町食育

推進計画に基づき実施される事業経費、各種負担金等を計上してございます。

１３節委託料は第２期の食育計画の基礎資料となるアンケート調査のための実

態調査業務委託料を計上したことで２０万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２５年度計上の浦河赤十字病院改築事業負担金の減に

よりまして３７万８千円の減となってございます。１３１ページ、１３２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

上してございます。１節報酬は２５年度同額の１８０万８千円を計上しており

ます。８節報償費は２５年度計上の幼児心理相談講師謝金がなくなったことに
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よりまして１５万円の減となってございます。１１節需用費は消耗品費の予防

接種用ワクチンなどの増ということで５９万３千円の増となってございます。

１３節委託料は現在実施しております各種検診を継続することでの委託料を計

上しておりますけれども、ミニ人間ドック委託料等の減で１４１万３千円の減

額となってございます。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５０万円をひき続き計上してございます。１３３ページ、３目保

健活動費でございます。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。１１節需用費は公用車のタイヤ等の購入がございまして１０万６千円の

増となってございます。１３４ページ、４目環境衛生費でございますが、廃棄

物、し尿処理の組合への負担金、有害鳥獣駆除等に係る経費について計上して

ございます。１節報酬はハンター出動報酬を１０万円の増としてございます。

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９００頭分を２

５年度同額の４１９万１千円を計上しております。１３節委託料も、シカ捕獲

業務委託料が捕獲等数１８００頭、指定処理施設への運搬料９００頭を２５年

度同様の１４４０万円を計上してございます。１９節負担金、補助及び交付金

は、２５年度に引き続き地域でのゴミステーションの設置費用を補助する助成

金４３万２千円を計上してございます。１９節といたしましては衛生組合等の

負担金等の増で５０８万７千円の増となっております。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きましては予算説明資料で

説明させていただきますので、恐縮ですが説明資料の２６ページをお開きいた

だきたいとおもいます。２６ページ、平取町外２町衛生施設組合の負担金内容

についてご説明を申し上げます。平成２６年度予算総額でございますが、これ

は上段の表の下から３段目の歳出予算合計額に記載してあります５億２２１６

万８千円となってございます。内訳といたしましてはこの表のとおり議会費が

監査委員経費等を含めて５２万５千円、総務費が職員の人件費及び事務所管理

経費等で１億２０９万２千円となってございます。事業費につきましては３億

２７５９万７千円でございまして、２５年度に比べまして２８００万２千円の

増額となってございます。これは焼却炉の改修工事及び破砕処理施設整備費等

が増えたことによるものでございます。公債費につきましては９０９４万８千

円の計上となっております。諸支出金６千円、予備費１００万円となってござ

います。これらの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

下から３段目に記載のとおりでございまして、右側のほうでございます。平取

町分でございますが、これが９０２８万８千円となっておりまして、２５年度

対比で４３０万円の増額となってございます。歳出の合計額から使用料及び手

数料、財産収入、繰越金、諸収入の合計額１億９０６万円を差し引いた額に対

しまして、均等割で２０％、人口割で８０％で算出した額が負担金の額という

ふうになってございます。続いて２８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説明させていただきます。下の表、歳

出の表でございますが、これは①議会費から⑦予備費までの各款での予算計上
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となっておりまして、予算総額は２億３８５万３千円ということで、２５年度

に比べまして４９５万６千円、２．５％の増となっております。この主な内訳

は増加分といたしまして、③衛生費がタイヤショベル購入によりまして５９８

万７千円、⑥給与費で給与削減分の回復分ということで６７万７千円、これが

増加分となっております。減少分といたしましては①議会費で道外行政視察費

等の減で１７０万４千円の減ということになっております。各町の負担金につ

きましては３０ページでございますが、この上の表にその内訳が記載されてお

ります。平取町の負担といたしましては２１５８万６千円となっておりまして、

２５年度に比べまして５５万５千円、２．６％の増額となってございます。以

上で、一部事務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の１

３５ページにお戻りいただきたいと存じます。１３５ページ、５目墓地火葬場

費でございますが、これは墓地及び火葬場の管理経費について計上しておりま

す。１１節需用費は２５年度比で４９０万２千円の増となっております。これ

は修繕料にて駐車場の修繕及び火葬炉の修理、屋根葺き替え工事等で７８５万

円を計上したということによるものでございます。６目診療所費です。これは

診療所の委託料が主な計上となってございます。１３７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を補助するということで、町内における無水地区の生活環境と保健衛生の

向上を目的とするといった内容で計上されております。１３８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。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す。２５年度に引き続き、中山間地域総合整備事業にて

浄水施設の整備を行うというための負担金１８００万円を計上しております。

管理経費につきましては受益者負担、使用料を充当して、工事負担金事業には

財政調整基金を充当するというものでございます。１３９ページ、４款３項１

目排水処理費でございます。雑排水処理施設の管理経費等を計上しております。

２６年度は隔年で実施しております施設の大規模改修、これは振内地区の処理

施設でございますが、これを実施するということで工事請負費で５３６０万円

を計上しております。１４０ページ、ここより５款の農林水産業費ということ

になります。５款１項１目農業委員会費です。これは農業委員会活動経費等に

ついて計上しております。１節報酬でございますが、農業委員１２名の報酬と

２６年選挙ということで選挙により定員が回復した場合の１名分を計上したた

め２５万６千円の増となってございます。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き込みと農地基本台帳システム更新委託料の増により

まして４８万７千円の増となってございます。１４１、１４２ページは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経費でござ

います。８節報償費１２８万円は農業研修生受入指導謝金ということで、これ

は道の支援がなくなりまして、２５年度は補正予算対応ということでございま
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したが、２６年度も平取町の単独事業として実施するという内容になってござ

います。１３節委託料は農地地図情報システムデータ更新業務委託料等の減と

いうことで４６万２千円の減となっております。１５節工事請負費は親水公園

水中ポンプ取替工事１７６万１千円を計上しておりますけれども２５年度実施

の有害獣侵入防止柵整備事業費の減ということで節といたしましては２億５２

３万９千円の大幅な減ということになっております。１９節負担金、補助及び

交付金は道営中山間地域総合整備事業町負担金の１９７４万円が減となってい

まして、青年就農給付事業交付金５２５万円の増などによりまして節としては

１２０２万９千円の減ということになっております。説明資料では１８ページ

に掲載されておりますのでご参照をお願いしたいと思います。次に１４３ペー

ジ、３目後継者対策費です。これは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おります。１４４ページ、４

目畜産業費です。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おります。１３節委託料は新規に町営牧野鹿

柵整備委託料、これは牧柵の取り外し再設置に係る委託料ですが７６万２千円

を計上しております。それから町営牧野管理委託料は２５年度同額の２４００

万円を計上しております。１４節使用料及び賃借料は家畜運搬車の新規導入の

リース料の増ということで３１４万円の増となってございます。１５節工事請

負費でございますが鹿柵設置事業１８４７メートルを計上したため、５１６万

５千円の増となってございます。１４５ページ、５目山村振興等農林漁業特別

対策事業費でございます。１３節委託料は振内のトマトジュース工場の管理委

託料となっております。１４６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ございます。

２５年度と同額計上ということにしてございます。１４７ページ、２目林業振

興費です。民有林活性化等の関係経費を計上している科目でございます。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は２５年度同額の

２００万円を計上しております。民有林活性化推進事業補助金は造林推進補助

金が８７万８千円の増額となってございます。事業量といたしましては造林推

進４６ヘクタール、間伐推進１２０ヘクタール、下刈推進１５０ヘクタールを

計画しております。１４８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おります。１１節

需用費７４万８千円の増は修繕料の生活環境保全林遊具修繕料を計上したこと

によるものでございます。２６年度の治山事業は２５年度からの継続で貫気別

丸山地先が計画となっておりまして、１３節委託料の調査測量委託料及び１５

節工事請負費を計上してございます。１４９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計上してございます。１

３節委託料は幹線林道ヌタップ線調査設計委託料が増加したことによりまし

て、８５万９千円の増となってございます。１５節工事請負費は幹線林道ヌタ
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ップ線整備事業３２７０万円を計上しておりますが、２５年度で施工した林業

専用林道豊糠線が完了したことに伴いまして４９１０万円の減となってござい

ます。以上が５款農林水産業費の説明でございます。１５０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。１１節

需用費、消耗品費では悪徳商法注意啓発リーフレット等の作成費を計上したと

いうことから２７万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２５年度同額を計上してございます。労働講座の補助金は北海道平取地区

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件あたり貸付限度額は１５０万円となってございます。１５１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１５６７万５千円の内訳ですけれども、これは職員人件費と

指導事業費の経営改善普及費分が１４７８万１千円、総合振興費、青年部・女

性部事業に係る一般事業費分が８９万４千円となってございます。２５年度同

額を計上しております。商工業振興事業補助金は地元購買促進、商店街美化事

業などへの補助金ということで１５０万円を計上しております。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計上して

おりまして、１８５万７千円を計上してございます。預託額の２倍を融資枠と

して１件あたり貸付限度額５００万円としてございます。経営改善融資につい

ては新規１件分を見込みまして４２万７千円の利子補給額としております。貸

付額６００万円の利子、保証料相当額を計上しているところです。２１節貸付

金でございますが、これらの融資資金に係る預託金を計上しております。１５

２ページ、３目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１７０万８千円のうち１００万円は地域産業の振興に寄与すると認められる

試験研究及び施設の整備に関し補助するものとなっております。残り７０万８

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金となってござい

ます。１５３ページ、４目地域振興費でございます。市街地再開発に係る管理

経費等を計上しております。１１節需用費はみどりが丘中央線ポケットパーク

のプランター購入費を計上いたしましたので６万円の増となっております。１

９節負担金、補助及び交付金４万円でございますが、振内市街地近代化融資に

係る利子補給補助金となってございます。１５４ページ、６款２項１目観光振

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おります。８節報償費１０万円は２６年度新規事

業といたしまして平取町のＰＲキャラクターを作成するということにしており

ますが、全国公募した場合の採用者への謝礼となってございます。９節旅費は

イベント等の参加旅費の増ということで１５万円の増になっております。１１

節需用費３１万４千円の増、これもＰＲキャラクター関連消耗品、チラシ等の

作製経費の増が要因となっております。１２節役務費４１万円の増は国道沿線、
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町有地の景観整備、草刈り業務手数料の増が主な要因になってございます。１

３節委託料はご当地ＰＲキャラクター制作委託料１０８万３千円を計上してお

りますが、２５年度に計上いたしました観光パンフ作成委託料が減となってい

るために、７１万２千円の減となってございます。１９節負担金、補助及び交

付金は観光協会補助金が２６０万円増の９４０万円となっておりまして、これ

はすずらん鑑賞会開催補助金が３０回目の節目となることから６０万円の増、

沙流川まつり開催補助金が温泉新築の記念開催ということで２００万円の増と

なってございます。１５５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二風谷ファミリーランドをはじめ各公園の管理経費

について計上してございます。１１節需用費１４８万９千円の増は二風谷ファ

ミリーランド修繕料を当該費目に移行したことによる増となってございます。

１３節委託料はファミリーランドの管理が直営になったということによりまし

て、管理委託料１２００万円を計上したことから１２３３万８千円の増となっ

ております。１８節備品購入費はニセウエコランドのパークゴルフ場グリーン

芝刈り機の更新費用４６万３千円を計上しております。 

 

休憩します。再開は１１時５分とします。 

 

（休 憩 午前１０時４９分） 

（再 開 午前１１時 ５分） 

 

再開します。休憩前に引き続き、一般会計予算の説明をお願いします。まちづ

くり課長。 

 

ここからは７款土木費について説明いたします。７款１項１目土木総務費です。

９節旅費と１１節需用費は土木管理関係の事務費です。１９節負担金、補助及

び交付金において加盟団体への負担金を計上してございます。おります。１５

７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費用につい

て計上してございます。１１節需用費は消耗品等で路面整正用砂利、車輌タイ

ヤ、修繕料でライン引き、舗装補修など、例年どおりの規模で予算を計上して

ございます。１３節委託料は道路台帳整備委託料が１４６万８千円の増、新規

で道路路面清掃委託料が３１３万２千円増えたということによりまして、５７

８万３千円の増となってございます。１４節使用料及び賃借料は新規で冬期間

振内、貫気別地区に除雪用として配備する除雪ドーザー２台分のリース料３７

０万円、連絡車リース料７０万円が増えたことによりまして、４４０万円の増

となってございます。１５節工事請負費は町道舗装新設工事、川向町堺線舗装

２００メートル、町道補修等工事は荷菜福満線舗装補修ほか６か所を合わせて

２２６０万円を計上してございます。１５８ページ、２目道路新設改良費です。

２６年度新設改良事業として実施する継続事業の、荷菜原田分譲１号・２号線、
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荷負本村線、川向学校シラウ川線、２６年度から工事着手いたします去場墓地

高台線、川向町界線、本町山岸分譲線、この６路線に係る工事請負、設計委託

料、用地補償費、事務費について計上してございます。１３節委託料には２６

年度以降施工予定に係る荷負市街線調査設計、本町高橋線調査設計もあわせて

計上してございます。１５９ページ、７款２項３目橋梁維持費でございます。

１３節委託料で橋梁長寿命化修繕計画に基づきます点検業務委託料を計上して

おります。５４橋分の委託料となってございます。１６０ページ、７款３項１

目河川維持費でございます。普通河川に係る浚渫及び維持補修費等について計

上してございます。１１節需用費、修繕料は２５年度同額を計上しております。

１３節委託料にはタンノの沢、町民体育館前排水路、長知内ヤマダの沢の改修

に係る調査設計委託料を計上しております。このうち２６年度で実施いたしま

すタンノの沢護岸整備、町民体育館前排水路整備の工事請負費５００万円を工

事請負費に計上してございます。１６１ページ、７款４項１目住宅管理費でご

ざいます。町営住宅の維持管理経費について計上してございます。１１節需用

費、修繕料は資材費、労務費等の増嵩を見込みまして１６４万円の増を見込ん

でございます。１５節工事請負費は大規模内部改修を１戸減らしたということ

によりまして、２２５万円の減というふうになってございます。２目住宅対策

費、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軒分及び選考委員報酬などの事務費を計上しておりま

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でございます

が、これはリフォームに係る経費の２分の１、４０万円を限度とした補助制度

ということで継続計上しておりまして、要望が多いということから２５年度に

比べ２００万円を増額計上いたしまして１５件分の改築に対応したいというふ

うに考えてございます。１６３ページ、３目住宅建設費でございますが、２６

年度は、振内上団地建設工事２棟４戸２ＬＤＫ及び付帯工事、それに係る解体

工事費６棟１８戸を計上してございます。１３節委託料は振内上団地地質調査

及び２７年度以降施工予定の去場団地敷地造成調査設計委託料を計上してござ

います。あわせて去場団地の用地買収に係る経費も計上しております。２２節

補償、補填及び賠償金は振内上団地移転費の助成金２０万円を計上してござい

ます。１６４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

の計上でございます。負担金の内容につきましては予算説明資料の２５ページ

に基づきまして説明をさせていただきたいと存じます。予算資料の２５ページ

でございます。日高西部消防組合負担金についての説明でございます。組合全

体の平成２６年度予算総額でございますが、これは１．組合総括の中ほどに歳

出（Ａ）＋（Ｂ）＝（Ｃ）の欄がございますが、この右側に記載をしておりま

す１２億９１７１万５千円となってございます。内訳といたしましては議会費、

公平委員会費、監査委員会費を合わせた小計欄、議会費等が８６万８千円、消

防本部費が５６９８万３千円、ヘリ負担金といたしましては、３５万２千円と
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いうふうになってございます。共通経費合計といたしましては５８２０万３千

円となってございます。次に署・支署費等として署・支署費が６億２９７７万

４千円ということで、消防団費が４７４４万９千円、消防施設費が５億４７０

９万４千円となってございます。次に公債費等でございますが、公債費・予備

費として９１９万５千円で署・支署費と公債費等を合わせた額が（Ｂ）という

ことで１２億３３５１万２千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１２億９１７１万５千円から本部経費は０でございますが、署・支

署歳入の１億９６７万５千円を控除した１１億８２０４万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３億４６８９万１千円とい

うことになっております。続いて平取支署における２６年度での主な予算内容

について説明いたしますので、下段の右側の表をご覧いただきたいと存じます。

共通経費は１８１５万２千円、平取支署費として１億９６８５万３千円となっ

ております。職員２２名分の人件費及び支署管理経費等を計上してございます。

２５年度に比べまして７１４万円の減となってございます。主な要因といたし

ましては退職者と新規採用者人件費の差額分ということになってございます。

次に消防団費でございますが、２２９４万７千円となっておりますけども、消

防団員１２８名に対する火災・訓練・警戒等における出動日当等を中心として

団員に係る所要経費を計上しております。次に消防施設費でございますが、２

億８３８万９千円を計上しております。２６年度は消防無線のデジタル化事業

を計上したということで規模が大きくなっておりまして、１億６９５４万５千

円の増額となっております。負担金合計といたしましては、無線デジタル化に

係る国庫補助金、危険物取り扱い手数料などの歳入合計１億２８万５千円を差

し引いた３億４６８９万１千円となりまして、２５年度と比べまして７６２６

万６千円、２８．２％の増となっているところでございます。説明は以上です。

予算書１６５ページにお戻り願いたいと存じます。１６５ページ、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、

消耗品費は新たに備蓄食糧等を購入するために１１１万２千円の増となってご

ざいます。１６６ページ、ここからは９款教育費について説明いたします。９

款１項１目教育委員会費でございますが、教育委員報酬及び費用弁償、委員長

交際費について計上してございます。前年同額でございます。１６７ページ、

１６８ページ、２目事務局費でございます。７節賃金１４６３万１千円は２３

年度から実施しております指導強化のための独自配置の生徒指導教員賃金を計

上してございます。９節旅費４６万３千円の減となっておりますけども、これ

は２５年度英語指導助手の帰国・赴任旅費が減ったということによるものでご

ざいます。１１節需用費５５万８千円の増でございますが、休日部活動送迎用

車輌が増車になるということによる燃料費等の増によるものでございます。１

３節委託料の増は平取高校福祉課程外部講師委託料が研修時間の増等によりま

して１５２万８千円増えるということによるものでございます。１７節公有財

産購入費は校務用パソコンの購入による償還費となってございます。１９節負



- 19 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担金、補助及び交付金はふるさと親子留学助成金が４世帯減ったということか

ら１４４万円の減となっております。平取高校通学費補助金７８３万７千円、

平取養護学校児童生徒送迎バス運行事業補助金２６０万円等も例年通り計上し

てございます。２１節貸付金６３６万円は奨学資金貸付金ということで継続貸

付が７名、新規貸付を１０名と見込んで計上いたしておりまして、１５０万円

の増額となってございます。１６９、１７０ページ、９款２項１目小学校管理

費でございます。小学校の管理経費について計上しております。７節賃金は、

障害のある児童生徒等の教育の充実を図るための学校特別支援教育支援員賃金

これは昨年６名分を８名に増員するということから３１４万３千円の増となっ

てございます。４節共済費もそれに伴いまして６１万５千円の増となっており

ます。１１節需用費は燃料費、光熱水費の単価増に伴いまして１７２万２千円

の増となっております。１３節委託料３１６万２千円の増でございますが、こ

れは業務補助員１名の増員に伴う経費、これは賃金からの移行でございます。

経費が２２１万９千円、児童生徒輸送スクールバス運行委託料の増分１２１万

４千円の増が主な要因となってございます。１４節使用料及び賃借料は新規で

学校遊具のリース料等の増によりまして４７万６千円の増となっております。

１５節工事請負費は継続でバス停留所の設置１か所１０５万円、貫気別小学校

グランドの側溝改良が３９０万円、教員寮解体工事７００万円と学校トイレの

洋式化８２０万円等に係る工事請負費２０１５万円を計上しております。１８

節備品購入費は平取小学校児童用机・椅子の購入費３５０万円が新規分という

ことでの計上になってございます。１７１ページ、２目小学校教育振興費でご

ざいます。１７節公有財産購入費４万６千円は児童用パソコン９４台分の購入

費に関する償還費となってございます。５年間の債務負担行為となってござい

ます。１８節備品購入費は改訂版社会科副読本２８７万３千円、小学校指導書

３３０万円を新規計上しているところです。２０節扶助費は要保護・準要保護

児童援助費として学用品、修学旅行費等について援助するものでございます。

１７２ページ、３目小学校建設費でございます。１５節工事請負費は二風谷小

学校の老朽化による改修工事ということで、校舎・屋体の塗装、屋根の防水、

塗装を行うものでございます。１７３ページ、１７４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ございます。４

節共済費、７節賃金は学校特別支援教育支援員を１名から２名に増員設置する

ということでの賃金で１５２万３千円、共済費で３４万２千円の増額となって

おります。１１節需用費は燃料費の単価アップが要因で８５万７千円の増とな

っております。１５節工事請負費は教員住宅２棟２戸の浴室等改修６００万円、

振内中学校灯油タンク設置工事３００万円、平取中学校前庭舗装工事１００万

円であわせて１千万円を計上してございます。１９節負担金、補助及び交付金

は通学費補助金、部活動費交付金などを計上してございます。１７５ページ、

２目中学校教育振興費でございます。１７節公有財産購入費２万５千円は小学

校同様生徒用パソコン５４台分の購入費に関する償還費となっておりまして、
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５年間の債務負担行為になっております。１８節備品購入費は２５年度計上の

柔道用畳購入費がなくなったということによって１００万６千円の減となって

おります。２０節扶助費は小学校費同様、要保護・準要保護費の学用品、修学

旅行費に係る援助費となってございます。１７６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出演料、謝礼分

２００万円、放課後子ども教室が紫雲古津地区が増えるということによる教室

協力者の謝金２６６万５千円が増となってございます。１１節需用費は芸術劇

場や自然体験交流学習事業関連の消耗品、食糧費が増えたことで３１万円の増

となっております。１４節使用料及び賃借料２３万５千円はスポーツ観戦、芸

術鑑賞事業等の入場料を計上してございます。１９節負担金、補助及び交付金

は自治振興会補助金が３０万円の増額となってございます。１７７ページ、２

目公民館費でございます。公民館の管理運営について計上しております。１１

節需用費は光熱水費、公民館備品修繕料等の増で７２万１千円の増となってお

ります。１３節委託料は町有バス運行管理委託料の増６１万４千円の増となっ

ております。１４節使用料及び賃借料は連絡車の更新に伴うリース料の計上に

よりまして７３万４千円の増となっております。１５節工事請負費１１００万

円は公民館大ホールのエアコン設置のための工事経費を計上してございます。

１７８ページ、３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

習事業等について計上しております。９節旅費は重要文化的景観の２次選定に

向けた旅費が増え２０万５千円の増となっております。１１節需用費は２５年

度実施のポンチセなどの屋外展示物の修理の減によりまして１６３万２千円の

減となっております。１２節役務費は２５年度計上の文化的資料の殺菌、殺虫

燻蒸等にかかる手数料が減としたことによりまして１０６万６千円の減となっ

ております。１８節備品購入費は博物館記念スタンプ、民芸品購入促進ＰＲ袢

纏の購入によりまして１１７万７千円の増となってございます。１７９ページ、

４目埋蔵文化財保護費でございます。本科目では２５年度対比で６２１２万４

千円の増となっておりますけれども、これは平取ダム建設事業に伴います豊糠

８遺跡の発掘についての国土交通省からの委託を受け実施するための費用とい

うことでございまして、７１１２万５千円のうち７０４２万５千円が、共済費

３３万８千円、賃金１９５万２千円、旅費３万６千円、需用費５７万１千円、

役務費６万９千円、委託料６６４２万円、使用料１０３万９千円の国の受託を

する経費ということでの計上になっております。ほかの分につきましては歴史

館独自の埋蔵文化財発掘に係る事前準備等に係る経費７０万円を単独事業とい

うことで計上しているところでございます。５目沙流川歴史館管理費でござい

ます。これは管理経費について計上しております。１１節需用費、印刷製本費

は歴史館だより、歴史館年報の経費について例年通り計上しております。６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２

５年度計上いたしました図書館システム検索端末回線光化手数料の減によりま
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して２９万３千円の減となっております。１３節委託料９１万円の増でござい

ますが、これは新たに更新する図書館システムの保守委託料の増分となってお

ります。１４節使用料及び賃借料も新たな図書館システム導入に係るシステム

使用料１３７万５千円を計上したことによりまして１２６万１千円の増となっ

ております。１８節備品購入費は６万２千円増の図書購入等の費用２５６万２

千円を計上してございます。１８２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おります。１９節負担

金、補助及び交付金は新規で２６年度平取町で開催予定の日高西部少年野球大

会補助金１２万円を計上してございます。各種全道大会出場補助金につきまし

ては実績等により５０万円を計上しております。１８３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おり

ます。１１節需用費は２５年度で計上した修繕料で貫気別町民センター消火栓

の改修費用１８０万円がなくなったことから、２０４万７千円の減というふう

になってございます。１３節委託料は各施設での管理委託料の計上と２６年度

事業といたしまして町民グランド調査設計委託料を計上したということから３

６０万７千円の増額ということになってございます。１５節工事請負費は町民

体育館、振内青少年会館のトイレの洋式化工事で２０４万円を計上しておりま

す。２５年度実施しました旧荷負小学校体育館暖房整備工事３００万円及び貫

気別町民センター屋根葺き替え工事８８０万円等がなくなったということで工

事費としては１０６８万円の減という状況になってございます。９款６項１目

の学校給食費でございます。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節需用費１２５８万８千円を計上しております。これは２５年度

実施分の各校の給食用機器修繕、シンク蛇口取替え修繕料が減ったということ

によりまして６１万６千円の減となっております。１３節委託料は貫気別小学

校で給食調理業務を委託というかたちにするということによる委託料２２１万

８千円が新規計上になってございます。１８節備品購入費は振内小学校消毒保

管機ほかで５１４万円の計上となってございます。これも昨年計上しました二

風谷小学校食器洗い機、平小の冷凍冷蔵庫の予算が減となったことから備品と

しては６５０万円の減となってございます。１８５ページ、１０款１項１目現

年発生災害復旧費でございます。本科目は災害時の応急復旧費用等について計

上してございます。１８６ページ、１１款１項１目元金でございます。元金に

つきましては７億１１５８万８千円ということで次のページの利子でございま

すが、この利子の長期債償還利子７６７４万７千円でございまして、この元金

とあわせて長期債に関わる元利償還金となってございます。２５年度に比べま

して、元金で１３６１万１千円、利子で１９５万３千円の減額となっておりま

す。なお、各起債の償還予定、現在高については２０６ページに記載をしてお

りますのでのちほどご一読いただければというふうに思っております。１８７

ページ、これは今説明したとおりでございます。このうち一時借入金利子とし
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て１５０万円を計上してございます。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。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２３５９万１千円のあわせて２億９３５９万１

千円となってございます。１８９ページ、２目簡易水道特別会計繰出金７３０

６万１千円でございます。公債費分に対する繰出金４６０２万円、高料金対策

としての人件費・建設改良費分に対する繰出金、これが２７０４万１千円とな

っております。２５年度に比べまして公債費分が４７万５千円、高料金対策分

が１６８１万５千円の増額となることから、あわせて１７２９万円の増という

計上になってございます。１２款２項１目平取町財政調整基金積立金となりま

すけれども、この１目から８目を除きます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、金融機関預け入れ等の利率を０．１３％

として積算してございます。１目財政調整基金につきましては条例に基づく２

００万円もあわせて積み立てをするということで計上させていただいておりま

す。とびますけども１９７ページをお開き願います。１２款２項８目平取町金

券基金積立金でありますが、過去の決算の実績から２５年度に比べまして１０

０万円を増額させていただきまして、６００万円の積み立てを行うということ

にしております。子育て支援医療助成金等に対し金券を発行する事業の内容と

なってございます。１９９ページ、１３款１項１目予備費ということで、２５

年度同様の５００万円を計上しております。次のページ、２００ページでござ

いますが、これは２５年度予算では設定されていて、２６年度で廃止となった

というような予算科目になっておりますのでご承知おきを願いたいと思いま

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、予算書の１１ページをお開き願いたいと思います。１１ページ、歳入

でございます。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が、

均等割は納税義務者２２９３人といたしまして税率が３５００円、収納率９

８％で７８６万４千円を見込んでおります。所得割は農業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３６億３２１０万円、平均税率を６％

とした算出税額を２億１７９２万６千円としまして、これから住宅借入金等の

控除分を差し引いた額に収納率９８％を乗じた２億１２５８万８千円としてご

ざいます。２５年度に比べまして９２９万６千円の増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、２３２万８千円を計上してございま

す。１２ページ、１款１項町民税２目法人１節の現年課税分でございますが、

均等割は２５年度中における事業所の廃止、新規設立を見積りまして、２５年

度と比べまして１社少ない１２８法人、１０６４万円を計上してございます。

法人税割は、平成２４から２５年度の確定申告等の状況から１千万４千円、２

５年度予算対比で１３３万５千円の増と見込んでございます。１３ページ、１

款２項１目固定資産税１節の現年課税分でございますが、土地については２５

年度中の地目変更等を積算しまして、課税標準額を１９億６３７１万５千円と

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定見
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込み２７１８万円といたしまして、これに収納率９６％とし収入見込みを２６

０９万２千円としているところでございます。家屋は平成２５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５１億２０８５万８千円といたしま

して算出される税額に新築等の減免額を控除いたしまして収納率９６％を乗じ

た６７１４万５千円としてございます。償却資産は、新たな設備投資が若干見

込めるということから、課税標準額を２５年度対比で１億５００７万１千円増

ということでの５３億７７２８万６千円としまして、税率を乗じた算出税額に

収納率９６％としまして収入見込みを７２２７万円としてございます。現年分

では２５年度に比べて２３４万９千円の増という計上になってございます。滞

納繰越分は収納率を１２％として、４５３万４千円としてございます。１４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ということで固定資産税の代

わりに交付されるという内容のものです。これはすでに確定した数値を予算と

して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２５年度中の新規登録、抹消等をもとに課税台数全体で２６５８台、

軽自動車は１７５５台を見込んでおります。現年課税分で２５年度対比、２６

万８千円増の１０２４万２千円を見込んでございます。１６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２５年度決算見込から１２１

万１２３０本としまして、税率を乗じ調定額で３０２万２千円と見込んでおり

ます。旧３級品以外は２５年度の決算見込みから、７６０万１６０本といたし

まして、税率を乗じ調定額を３９９９万２千円と見込んでございます。１７ペ

ージ、１款５項１目入湯税でございますが、これはびらとり温泉の改築に伴い

まして７月からの宿泊者分の６３００人、税率１５０円で９４万５千円を見込

みまして、７月までの現在の施設での利用者を３１２０人、税率５０円と見込

みまして１５万６千円とし、あわせて１１０万１千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が、平成２５年度決

算見込み数値に、地方財政計画等から予想されます推定交付率を乗じまして２

２００万円と見込んでおります。２５年度対比で１７０万円の減となってござ

います。１９ページ、２款２項１目自動車重量譲与税でございます。これは国

税としての重量税を道路延長、面積に応じまして３分の１が地方に交付される

という内容でございます。２５年度決算見込みから消費税増税前の特需も終わ

るということも考慮した地方財政計画等から予想される交付率を加味して、２

５年度４７０万円減の５４００万円を計上してございます。２０ページ、３款

１項１目利子割交付金でございます。これは貯蓄などに伴いまして生じる利子

の額に応じて徴収される利子課税のうち、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応じまして市町村に配分される内容となってござい

ます。平成２５年度決算見込みに地方財政計画の推定交付率を加味しまして１

３０万円としております。１０万円の減というふうに見込んでございます。２

１ページ、４款１項１目配当割交付金です。これは上場株式等の配当に対し道
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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内容で、

これも決算見込み、地方財政計画の推定交付率から前年同額の４０万円という

ふうに見込んでおります。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内容に

なってございまして、平成２５年度決算見込数値に、これも推定交付率をかけ

て前年同額の１５万円というふうに見込んでおります。２３ページ、６款１項

１目地方消費税交付金です。消費税は２６年度の改正で、国分が６．３％、そ

れとあわせて地方分１．７％が徴収されるということになりまして、地方分の

２分の１が都道府県に、残りの２分の１が人口と従業者数の割合で市町村に分

配されるということになります。これは国から道を通じて交付されるというこ

とになりますけども、平成２５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から推計しまして前年度と比べ３０５万円多い６５８０万

円と見込んでございます。２４ページ、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から推計しまして、１万１５０

人と見込み、税率４００円から道税を控除した９５％の額、これに１０分の７

を乗じた２７０万円、前年度同額を見込んでございます。２５ページ、８款１

項１目交通安全対策特別交付金です。これは交通違反の反則金を財源として交

付されるものでございまして、過去の収入実績から前年度同額の１２０万円を

見込んでございます。２６ページ、９款１項１目地方特例交付金です。これは

国の恒久減税等による市町村の減収分として交付されるもので、これも前年度

同額を見込んでございます。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これは２７億６３００万円で２５年度比

較で８９００万円の増というふうに見込んでございます。これは国の２５年度

の地方財政計画におけます交付税総額は１６兆８８５５億円ということでござ

いまして２５年度に比べまして、１．０％の減ということになってございます

が、平取町の２５年度の決算見込額が２９億５８５７万６千円となっているこ

とから、この見込額ですとか新単位費用などの入手可能な情報を元に、算定表

に置き換えて算定した数値となってございます。従って当初予算比較では３．

３％の伸びとなってはございますけども、２５年度決算見込みと比較すると６．

５％の減といったような予算計上となってございます。特別交付税につきまし

ては２５年度当初と比べまして３１００万円の減という見積りになっておりま

す。これは、２５年度事業の有害獣進入防止柵整備事業の特殊事情がなくなる

といったことを加味した計上にしてございます。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内容でございます。平成２５年度決算見込み及び

消費税増税前の駆け込み需要がなくなるというようなことも想定した地方財政

計画での推定交付率から前年より２３％減するということで、３００万円減の

１千万円を計上してございます。この税金につきましては２７年度廃止の方向

で検討されているものでございます。２９ページ、１２款１項１目農林水産業
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費分担金です。これは２５年度から本格的な事業が始まっております道営中山

間地域総合整備事業の事業に係る受益者負担金２１万円となってございます。

３０ページ、１２款２項１目民生費負担金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ございます。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けれども、国の基準から算出した額

３９５６万７千円から平取町の軽減分といたしまして１５００万円を控除した

２４５６万７千円を計上しております。へき地保育所保護者負担分につきまし

ては１人目７千円、２人目以降５千円、３人目以降３５００円として４７名分、

３６２万４千円を計上してございます。滞納繰越分は１０４万１千円としてお

りまして、総額で２９２３万２千円を計上しているところでございます。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、空室等を考慮いたし

まして９５％の稼動率として前年同額の３６９万３千円を見込んでおります。

２節情報通信施設使用料、光ファイバー回線の使用料となっておりまして、内

訳といたしましてはインターネット回線としてＮＴＴに貸し出す分、これは１

戸あたり月額７５６円、これを１２か月の８３０件分７５３万円としてござい

ます。振内・貫気別分の局の通信設備保管料もＮＴＴから徴収するということ

で４４万２千円をあわせて計上しております。携帯電話の伝送路使用料はＮＴ

Ｔドコモとソフトバンクモバイル２社の分でございまして、芽生の３局分月額

７５６円の１２月分、５万４千円を見込んでおります。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か間を徴収するということにしておりますが、

その分の２６年度分１０９件分１０９万円を見込んでございます。３２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

寮の使用料で入所者月額７千円の６名、寮母が１万円の使用料を計上しており

ます。２節生活館使用料、３節共同作業場使用料、４節ふれあいセンターびら

とり使用料については過去５か年の収入実績を基に計上してございます。３３

ページ、１３款１項３目衛生使用料ですけれども、墓地使用料と斎場使用料で

２５年度同額の６０万円を計上してございます。３４ページ、１３款１項４目

土木使用料でございます。１節から５節の各施設の使用料は実績等により計上

しております。町営住宅使用料は平成２５年度の実績から、３５８戸分の使用

料と滞納分を見込んでございます。新築住宅４戸、解体１８戸の増減等も加味

して、１０１万５千円の増としてございます。５節排水処理施設使用料は、２

３年度から従量制としてございますけれども、実績等により１９万２千円減の

２７７８万円を見込んでおります。３５ページ、１３款１項５目教育使用料で

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２５年度の実績からそれぞれ見積っておりますけども、２節の

アイヌ文化博物館使用料につきましては通常より２千人ほど入館者数が減して

いるということで、２５年度対比で１３０万円の減ということでの計上になっ
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てございます。３６ページ、１３款１項６目農林水産使用料ですけれども、こ

れは町営牧野の使用料、２５年度実績を基に積算しておりまして、２５年度よ

り１７万６千円減の４７５万９千円を見込んでございます。３７ページ、１３

款１項７目商工使用料でございます。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２５年度実績額を基に計

上しております。４節二風谷ファミリーランド使用料はびらとり温泉の改築に

伴いファミリーランド管理が直営になるということによりまして、キャンプ場、

パークゴルフ場、バンガロー使用料などを実績等により新たに計上してござい

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きましては過去の実績額を基に計上してござ

います。３９ページ、１３款２項２目衛生手数料、畜犬登録手数料でございま

すが、これは２５年度実績額を基に３２万円を計上しております。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として２５年度実績を基に計上してございます。 

 

休憩します。 

 

   （休 憩 午前１１時５４分） 

   （再 開 午後 １時００分） 

 

再開します。午前中に引き続き一般会計の説明をお願いいたします。 

 

それでは引き続き説明を申し上げます。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でございますけども、これは身体障害者厚生医療給付

金、介護・訓練等給費などの２分の１を充当する国庫負担金６７６６万７千円

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運営に係る負担金と

なってございます。３節は児童手当に係る国庫負担金で、３歳未満児、３歳か

ら小６の第１子、２子、中学生それぞれの段階ごとに決めた率を基に積算され

てございます。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。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との差額相当分について交付さ

れるものでございます。２５年度対比で３９５万６千円の増となってございま

す。対象住宅は２３戸となっております。２節企画費補助金、地域公共交通確

保維持改善補助金５６７万３千円でございますが、これは平取町地域公共交通

活性化協議会が実施いたします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。平成２５年度に計上いたしました地域新エネルギー等導入促進

対策費補助金が減ということで企画費補助金としては１４７８万５千円の減と
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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ございま

すが、１節の社会福祉費補助金、障害者自立支援補助金４２万５千円は内訳と

いたしまして地域生活支援事業について補助基準２１０万円の１８％、それか

ら障害者自立支援対策臨時特例交付金については障害区分認定に係る補助金９

万５千円の２分の 1 となってございます。過疎地域等自立活性化推進補助金９

６０万円でございます。地域文化資源活用交流産業推進事業、主に無料シャト

ルバスの運行に充当される補助金となってございます。臨時福祉給付金給付事

務費・事業費補助金は平成２６年４月から消費税が８％になるということにと

もなう、所得の低い方々への負担軽減のための臨時的な措置として、福祉給付

金を支給する事業でございまして、それに係る補助金となってございます。２

節児童福祉費補助金、子育て世帯臨時特例給付金給付事務・事業費補助金の支

援交付金でございますが、前節同様、消費税が８％へ引き上げられることによ

る、子育て世帯の影響を緩和しまして、消費の下支えを図る観点から、臨時的

な給付措置として国が実施するものでございまして、それに係る補助金となっ

てございます。これも充当率は１００％となってございます。４４ページ、１

４款２項３目衛生費国庫補助金、１節保健衛生費補助金でございます。合併浄

化槽設置に係る国の補助金となっておりまして、基準額３５万２千円のものが

８基、４４万１千円のものが２基、いずれも３分の１、合計で１２３万２千円

となってございます。後期高齢者検診事業に充当される健康増進事業の補助金

７０万円、がん検診事業に充当する感染予防事業補助金６０万円、これらは新

たに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。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

線改良舗装事業のそれぞれの事業費の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２棟４戸でござい

ますが、これの事業費の基準額の４５％、解体分につきましては５０％を計算

しておりまして、３９４４万円の計上ということになってございます。４６ペ

ージ、１４款２項５目教育費国庫補助金でございますが、１節はへき地児童の

心臓検診費用への補助金４万５千円、２節社会教育費補助金７０５万円でござ

いますが、これは文化的景観保護推進事業補助金といたしまして２５年度に引

き続き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目総務費国庫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

からの委託料となってございます。調査範囲等の拡大もあり２５年度対比で４

３２万９千円の増となってございます。２節戸籍住民基本台帳費委託金でござ

いますが、これ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。４８ページ、１４款３項２目民生費国庫委託金でございま

すが、１節、２節は国民年金事務、特別児童扶養手当事務に関する国からの委

託金という内容となってございます。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
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らの委託金となってございます。５０ページ、１４款３項４目教育費国庫委託

金でございます。１節沙流川歴史館管理委託金は歴史館の管理に係る国からの

委託金でございまして、前年度より２万円減の７８６万７千円となっておりま

す。２節埋蔵文化財発掘調査費委託金７０３８万６千円でございますが、これ

は国からの委託によりまして、平取ダム建設事業に係る豊糠８遺跡の発掘経費

に充当されるものでございます。以上が国庫支出金の説明となっております。

次からは道支出金になります。５１ページ、１５款１項１目民生費道負担金で

ございます。１節から４節の国民健康保険基盤安定費負担金まで、国庫負担金

で説明いたしました内容についての国・道の負担区分に係る道の負担について

計上しておりますので説明は省略させていただきます。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２１

８３万９千円の４分の３が交付されるものでございます。５２ページ、１５款

２項１目総務費道補助金でございます。１節財産造成費補助金でございます。

これは町有林造成に係る補助金ということで、造林８．８ヘクタール、下刈４

８．０３ヘクタール、除間伐等が１１５ヘクタール、森林保護、野ねずみ駆除

が２４９ヘクタール、これらに対して交付されるものとなっております。２節

企画費補助金の電源立地地域対策交付金でございますが、岩知志発電所の所在

町として交付されておりまして、これは国保病院の繰出金に充当を予定してご

ざいます。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に交

付されるものでございます。５３ページ、１５款２項２目民生費道補助金でご

ざいますが、１節社会福祉費補助金の重度心身障がい者医療費補助金は医療費

に、民生委員活動費補助金は活動費に対し、子ども発達専門支援事業費補助金

及び発達支援センター事業補助金は子ども発達支援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。同節は、平成２５年度に実施しましたアイヌ文

化・地域産業創造事業の緊雇用創出推進事業に係る補助金がなくなったという

ことによりまして節としては８３４万円の減ということになってございます。

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節生活館補助金でございます。二風谷生活館の大型館１館とその他１１

館に対する運営費等の補助金となっております。同節は、２５年度実施いたし

ました荷負・小平生活館の改修に係る補助金がなくなったということで１４６

６万１千円の減ということになってございます。４節児童福祉費補助金の医療

費補助金は、乳幼児、ひとり親家庭等医療費に充当されます。子育て支援対策

臨時特例交付金４００万円は、へき地保育所の保育士の人件費に充当されるも

のです。また同交付金、安心こども基金３２４万円は、振内保育所の改修工事

に充当されるものです。放課後子どもクラブ推進事業費補助金１７４万１千円

はふれない児童クラブ運営費に充当される補助金となってございます。５４ペ

ージ、１５款２項３目衛生費道補助金 1 節保健衛生費補助金、地域づくり総合

交付金７５万円、これはエゾシカ駆除経費に対しての補助金となっておりまし

て、この節で２５年度にありました健康増進に関する検診の無料クーポン事業
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等に充当される補助金がなくなったということで、節としては２２７万４千円

の減となっております。５５ページ、１５款２項４目農林水産業費道補助金で

す。１節農業費補助金、これは額の大きなものを主に説明させていただきます。

中山間直接支払は２５年度同額の３９０３万３千円、北海道地域づくり総合交

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、これも２５年度

同様の１８００万円を計上しております。経営所得安定対策直接支払推進事業

補助金は３２万３千円減の５３３万６千円の計上となっております。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対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して、２６年度におきまして

は対象者が２名増え４名となることから６００万円の増、１２００万円を計上

してございます。青年就農給付金事業交付金は、対象者が１２名で２５年度よ

り５２５万円増の１８００万円を計上してございます。２５年度実施の鳥獣被

害防止総合対策交付金がなくなったことにより節としては１億３０５万３千円

の減となってございます。食料供給基盤強化特別対策事業補助金２９７万円は

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ございま

す。３節林業振興費補助金、２１世紀北の森づくり推進事業費補助金は２５年

度より５４万１千円減の４０４万８千円を計上しております。４節に関しまし

ては２５年度に引き続き小規模治山事業貫気別丸山地先の１１００万円を計上

しております。５節林道費補助金は継続事業で幹線林道ヌタップ線改良事業補

助金１６６７万７千円を計上しているところでございます。５６ページ、１５

款２項５目商工費道補助金です。１節商工費補助金、これは消費者行政活性化

交付金ということ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対象事

業費の４分の１が交付されるものでございます。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

ございまして、２６年度新たに紫雲古津地区も実施されるということから１７

１万８千円の増ということになってございます。５９ページ、１５款３項 1 目

総務費道委託金です。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

上させていただいております。２節の道民税徴収委託金６８８万７千円は納税

義務者数に単価をかけて交付されるものでございます。５節選挙費道委託金は

２７年４月に執行される知事道議選挙費の委託金５６０万１千円となってござ

います。６０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、それから

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いうことになってございます。６１ページ、１６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して、５６５万
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円を計上しております。建物貸付料は一般貸付２１件分、新規就農住宅等の貸

付料を見込んで１１５６万６千円としております。公宅貸付料は職員住宅貸付

料１５４戸分、２１５９万５千円を計上しているところでございます。６２ペ

ージ、１６款１項２目利子及び配当金です。財政調整基金及び各種特定目的基

金の利子について計上しております。預金利率０．１３％にて積算しておりま

す。６３ページ、１６款２項１目不動産売払収入、１節不動産売払収入、土地

売払代５００万円の増でございます。これは２６年度分譲開始を予定しており

ます、二風谷に造成する移住定住促進分譲宅地売払代５０万円１０区画分を見

込んだものでございます。２節その他の不動産売払収入では、町有林の立木売

払代金を見込んでおります。２５年度対比で２千万円の増ということでの計上

になっております。６４ページ、１６款２項２目物品売払収入です。町史等の

売払い１万円及び、畜産公社の家畜運搬車の払い下げ代金７４万１千円を見込

んでございます。６５ページ１７款１項１目１節寄付金です。これは一般寄付

及びふるさと寄付金を見込んで計上してございます。６６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２６年度予算における財

源調整のための繰り入れということになりますが、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いうことになっております。６７ページ、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

説明資料の１４ページをご覧いただきたいと存じますが、防犯灯ＬＥＤ整備事

業から貫気別小学校敷地排水整備事業までの１１事業に充当を予定しておりま

す。１億６６００万円を計上しております。６８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す。昨年に引き続き臨時職員４名と町有林管

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。６９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。２５年度予

算における繰越金は繰り越し事業の一般財源を除きまして８千万円程度の繰り

越しを見込んでいるというところでございまして、差額分については留保財源

とさせていただくものでございます。７０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見込んで計上して

おります。７１ページ、２０款２項１目１節預金利子でございます。これも実

績等から見積もり２５年度より５万円減の２５万円を計上してございます。７

２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す。

２２年度、国保病院に貸し付けた４４００万円に係る元利償還金となっており

ます。７３ページ、２０款４項１目１節社会福祉資金貸付金元利収入１９０万

円は滞納を含めない償還分を１７０万円とし、滞納分を４０万円の５０％の収

入見込で１９０万円を計上してございます。７４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。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おります。７５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。畜産公社への貸付金に係る元利

収入を計上しております。７６ページ、２０款４項４目１節住宅改良資金貸付
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金元利収入です。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。７７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元利収入

は、預託金収入を計上してございます。７８ページ、２０款４項６目１節振内

歯科診療所運営資金貸付金元利収入は、貸付金に係る償還元利収入を計上して

ございます。７９ページ、２０款４項７目１節平取町奨学資金貸付金元利収入

は、奨学資金９名分の償還金を計上してございます。８０ページ、２０款４項

８目二風谷民芸組合運営資金貸付金元利収入４８０万６千円でございます。こ

れは二風谷民芸組合が行うアイヌ伝統工芸品産業支援振興事業の資金繰り資金

として一時貸し付けを行うことによる貸付金の元金収入ということになってご

ざいます。８１ページ、雑入でございます。１節企業負担金、これは平取町畜

産公社からの負担金で、人件費分１０７２万２千円、事務所費４０万円という

内訳になってございます。２節雑入につきましては主なものを説明させていた

だきます。まず一番上の平取町社会福祉協議会負担金、これは２５年度より５

０万円増の６８０万円を計上しております。次にアイヌ文化振興・研究推進機

構委託金でございます。これはイオル再生事業に係る委託金でございまして１

０１５万円を計上しております。それから、いきいきふるさと推進事業助成金

３５０万円になりますが、中ほどにありますけどもこれは沙流ユーカラ街道活

性化事業及び国際交流事業に充当される補助金となっております。それから豊

糠・幌尻林道シャトルバス利用料、これは３２００名の利用を見込みまして１

１２０万円を計上しております。それから市町村振興宝くじ交付金２００万円

でございますが、これは図書の購入に充当されるものでございます。それから

下から３番目の二風谷ファミリーランド施設収入でございますがこれは直営に

なるファミリーランドの管理によりまして売店収入、それからバッテリーカー

収入を主に見込んでおります。それから８２ページの北海道市町村振興協会助

成金１４１万９千円は防災備品購入費に充当されるものになっております。上

から３番目、リニューアルしましたびらとり温泉の指定管理者からの納付金と

いうことで雑入で３５０万円を見込んでおります。それから下から４番目でご

ざいますが、これも２５年度も補正にて対応しておりましたけども日高西部鳥

獣被害防止対策協議会負担金ということで１２２０万円、これは鹿捕獲等の経

費に充当されるということでございます。主なものは以上でございますけども、

雑入といたしましては２５年度に比べまして３４７万２千円の増額見積りとな

ってございます。８３ページ、ここからは町債となります。２１款１項１目１

節総務債、二風地区の分譲宅地造成事業に５２５０万円、２５年度から始めま

した民間賃貸共同住宅整備費助成事業に２千万円を充当する予定です。これは

どちらも過疎債を予定してございます。８４ページ、２１款１項２目農林水産

業債１節農業債２９７０万円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２５年度と同様に充当するもの

でございます。いずれも過疎債を予定してございます。２節林業債は貫気別丸

山地先小規模治山事業に充当しております。治山事業は一般単独債を予定して
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ございます。８５ページ、２１款１項３目土木債１節道路橋梁債は荷負本村線

改良事業から荷負市街線拡幅事業までの７路線の整備事業に１億１１５０万円

を充当予定です。いずれも過疎債を予定してございます。２節住宅債５３５０

万円は公営住宅建設事業、振内上住宅団地への充当を予定しております。これ

は住宅債を予定してございます。８６ページ、２１款１項４目１節消防債は、

消防施設整備事業、消防無線デジタル化整備事業に９９９０万円の充当を予定

しております。これも過疎債を予定してございます。８７ページ、２１款１項

５目１節教育債５００万円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６目臨時財政

対策債でございます。交付税の性格をもつ臨時財政対策債でございますが、２

６年度の地方財政計画では９．９％の減という見込みになっておりますけれど

も、２５年度の決算見込み額等も考慮いたしまして２５年度予算対比で８００

万円減の２億円を計上しております。当該起債は後年度その元利償還金が１０

０％普通交付税に参入される起債となってございます。８９ページにつきまし

ては本年度に廃止した前年度の科目と金額ということになってございます。以

上で歳入の説明とさせていただき、次に第２表の債務負担行為をご説明申し上

げますので、７ページにお戻りいただきたいと思います。第２表債務負担行為

でございます。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、中小企業特別融資利子補給金

です。これは期間を平成３６年度、限度額は３０６万１千円としてございます。

これは町内中小企業への新規貸付けを２千万円、利率３．１％としてございま

す。中小企業経営改善融資利子補給金でございますが、これは主に設備等の整

備のための資金ということで、融資額６００万円、利率３．３％として積算し

ておりまして、平成３５年度までの１０年間で限度額を８７万９千円としてご

ざいます。小中学校児童生徒用パソコン購入事業は備荒資金組合への債務負担

行為としてパソコン１４８台、小学校９４台、中学校５４台分４７００万円の

年利０．３％の償還ということで期間を平成３０年度としておりまして、限度

額を４７３１万７千円としているものでございます。続いて第３表の地方債で

ございます。次のページでございます。第３表地方債をご説明申し上げます。

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２６年度は、一番下の臨時財政対策債を除く１６の事業に充当を予定して

ございます。このうち上から５番目の道営中山間地域総合整備事業、その次の

小規模治山事業、上から８番目になりますが荷負本村線改良事業、その次の川

向学校シラウ川線改良事業、それから１４番目公営住宅建設事業、これらは補

助事業ということになってございまして、補助金を充当した後の事業費に起債

を充当するということにしております。臨時財政対策債を除く起債総額は３億

８３１０万円となっておりまして、このうち３億１８６０万円は、その元利償

還金が交付税に参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
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る内容のものとなっておりまして、２６年度は２億円の発行を予定してござい

ます。以上、議案第１４号平成２６年度平取町一般会計予算の説明を終了させ

ていただきますので、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 議案第１５号平成２６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、歳入歳出予算の総額は、それぞれ７億８４１

３万円とします。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。第２条一時借入金、一時借入金は 高額

５千万円とする。第３条歳出予算の流用、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間の流用

でございます。それでは歳出から説明させていただきます。３２ページをお開

き願います。１款１項１目総務費の一般管理費ですが、国民健康保険事業の実

施にかかる経常的な経費でございまして、４１２万２千円を計上しております。

本年度につきましては１３節の委託料でございますが、国保事業報告システム

の更新がございまして、９７万２千円の新規という事業となっておりまして、

トータル９３万１千円の増額ということになっております。次、３３ページを

お開き願います。２目連合会負担金ですが、７１万２千円を計上しております。

本年度単価の見直しがございまして、保険者割また被保険者割の負担の単価が

アップしまして１０万９千円の増額となっております。次に３４ページをお開

き願います。３目特別対策事業ですが、事業の医療費積算適正化を講じるため

に必要な経費でございまして、４６６万９千円の計上でございます。前年度よ

り４４万５千円増額となっております。この１３節の委託料でございますが、

中の診療報酬明細等点検の委託料につきましては、６５万７千円増額しており

ます。これにつきましては、レセプト点検の充実化を図るために前月分の確認

及び医療介護レセプトの突合点検など、項目が増えたためでございます。それ

と、国保資格システムの改修業務でございます。これにつきましては、制度改

正等がございますので、システムの改修で新規であげております。トータル、

委託料で５１万７千円の増でございます。次、３５ページをお開き願います。

賦課徴収費ですが、これは保険料の適正賦課及び保険徴収にかかる必要経費で

ございまして、１７０万円の計上でございます。前年同様でございます。次、

３６ページをお開き願います。納税奨励費ですが、これは日高管内の地方滞納

整理機構への負担金でございまして、１３２万５千円の計上でございます。次

に３７ページをお開き願います。３項３目運営協議会費ですが、これにつきま

しては運営協議会に関する必要経費でございまして、２９万５千円の計上でご

ざいます。費用弁償で１万２千円の減額となっております。これにつきまして

は、日高管内の研修等が集約されるということでございまして、その分減額と
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なっております。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すが、これにつきましては一般被保険者の医療費

に要したうち保険者が直接医療機関へ支払うものでございます。４億２千万円

の計上です。これにつきましては、前年度より被保険者数が１００人減少して

おります。１人当たりの平均の療養費が上がっておりますので、今回１千万円

の増額とさせていただきました。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すが、これは前ページと同様、退職者の保険給付費でご

ざいます。６０歳から６４歳の方でございます。２３００万円の計上でござい

ます。１人当たりの療養給付費が上がっているために、３００万円の増額とな

っております。４０ページをお開き願います。３目一般被保険者療養費ですが、

これは一般被保険者のほそう具、針灸等の医療に要した費用でございます。４

００万円の計上であります。これにつきましては１人当たりの平均の療養費の

減及び被保険者の減によりまして、３０万円の減となっております。次、４１

ページをお開き願います。退職被保険者等療養費ですが、これは前ページと同

様、退職の被保険者の分として２０万円の計上でございます。これも平均療養

費の減額によりまして、１０万円の減額でございます。次に、４２ページをお

願いします。５目審査手数料でございます。これにつきましては、国保連合会

に係る医療費の審査手数料でございまして、１２０万１千円でございます。１

人当たり６１０円の計上でございます。被保険者の減によりまして、４万１千

円の減額であります。２項１目高額療養費の一般被保険者高額療養費でござい

ますが、これは一般被保険者が支払う医療費の自己負担のうち、月内で決めら

れた限度額を超えた場合、超えた分、高額療養費の分を支払う費用でございま

して、本年度５２００万円の計上であります。これにつきましては、１人当た

りの平均の高額の療養費は増えていますが、被保険者の減によりまして前年同

額ということになっています。次、４４ページをお願いします。２目退職被保

険者等高額療養費ですが、これは、前ページと同様、退職者被保険者分として

２３０万円の計上でございます。次、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が、これは一般被保険者が支払った

医療費の自己負担額のうち、１年間の医療費と介護サービス分を合算して決め

られた限度額を超えた場合に、超えた分、高額介護合算として支払うものでご

ざいます。３０万円の計上でございます。前年同額であります。４６ページ、

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すが、これは前ペ

ージ同様です。退職者の被保険者分でございまして、１０万円の計上でござい

ます。前年同額でございます。次、４７ページお願いします。３項１目一般被

保険者移送費ですが、これは医療機関へ診療を受けるためにですね、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

の計上でございます。前年同額であります。４８ページお願いします。２目退

職被保険者等移送費ですが、これは前ページと同様２万円の計上でございます。

次、４９ページをお願いします。４項１目出産育児一時金ですが、これは必要
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経費といたしまして２０件分、役務費、１９節の負担金補助あわせまして８４

０万５千円を計上しております。前年同額でございます。次に５０ページお願

いいたします。５項１目葬祭費ですが、これは必要経費といたしまして、２０

件分２０万円の計上でございます。前年度同額となっております。次に５１ペ

ージ、３款１項１目後期高齢者支援金等でございます。これは、全保険者が拠

出し、後期高齢者医療制度を支える仕組みでございまして、社会保険診療報酬

支払基金より、概算通知でいただいたものでございまして、１億７７９万円の

計上でございます。これは１人当たりの療養費の伸びによりまして３２９万円

増額となっております。次、５２ページをお願いします。２目後期高齢者関係

事務費拠出金でございます。これは１万円の計上でございます。１人当たり３．

７円でございます。次５３ページをお願いします。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制度を支える仕組

みでございまして、７万４千円の計上でございます。これにつきましては、１

人当たりの負担額の調整額が変わりましたので、８千円の増額となっておりま

す。次５４ページをお願いします。２目前期高齢者関係事務費拠出金でござい

ます。これは、前ページ同様１万円の計上でございます。前年同額となってお

ります。次に５５ページ。５款１項１目老人保健事務費拠出金ですが、これは、

医療費精算にかかる拠出金でまだ経過措置により継続中であるために、本年度

は５千円計上しております。５千円の減額でございます。次、５６ページをお

願いいたします。６款１項１目介護納付金ですが、これは４０歳から６４歳ま

での全保険者が繰り出しし、介護保険制度を支える仕組みでございます。４４

４９万３千円の計上でございます。１人当たりの負担額の増額によりまして、

１１３万１千円の増額となっております。次５７ページ、共同事業拠出金です

が、これは高額医療費、これは１件あたり１月８０万円以上を超えた場合に適

用するものでございまして、一保険者で補うことが非常に難しいために国が保

険者の運営基盤の安定を図るための事業でございまして、１６１９万９千円の

計上でございます。これにつきましては、前年度の実績に基づいた額によりま

して試算されたものでございまして、１６１万４千円の減額ということになり

ます。次、５８ページ、２目保険財政共同安定化事業拠出金でございます。こ

れは１件３０万円を超える医療費に対しまして、市町村国保から繰出財源とし

て保険料の平準化、財政の安定化を図るための事業でございまして７９４４万

８千円の計上でございます。これにつきましては前々年度の繰出金と一般被保

険者の拠出率から事業費を算出して決定するものでございまして、３２３万１

千円の今年度、減額ということになっております。次、５９ページ、３目共同

事業事務費拠出金でございます。これは１千円の計上であります。次、６０ペ

ージでございます。８款１項１目特定健康診査等事業費でございます。これは

個々の被保険者の保健事業に要する費用でございまして、３６４万９千円の計

上でございます。これにつきましては、１３節の委託料でございます特定健診

委託料、４０歳から７４歳の分の委託料の単価アップによりまして、９万４千
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円の増額となっております。トータル７万円の増額ということになっておりま

す。次、６１ページをお願いいたします。２項１目保健衛生普及費ですが、こ

れは国保の被保険者の医療費適正化事業でございまして、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

年同額でございます。次に６２ページをお開き願います。９款１項１目です。

基金積立金ですが、これは国保給付費支払準備基金の利子でございまして、４

万円の計上でございます。０．１３％でございます。次、６３ページをお開き

願います。１０款１項１目利子でございます。これは、一時借入金のための利

子でございまして、５０万円の計上でございます。前年同額であります。次、

６４ページから６６ページまでですね、この間、保険税の還付金、また償還金

ということで記載しております。前年同額で計上しております。次、６７ペー

ジをお開き願います。２項１目直診施設勘定繰出金でございますが、これは国

保病院の特別会計への繰出金ということになりまして、５１４万９千円の計上

でございます。前年比１２４万１千円の減額でございます。これにつきまして

は、救急患者受入体制の支援事業、それと直営診療施設の整備、これは医療機

器への負担ということでございまして、合計５１４万９千円ということになっ

ております。次のページをお開き願います。１２款１項１目予備費ですが、２

００万円の計上でございます。これは前年同額でございます。次に、歳入につ

いてご説明いたします。８ページをお開き願います。１款１項１目一般被保険

者国民健康保険税ですが、これにつきましては、一般被保険者にかかる療養給

付に要する費用の財源として賦課徴収する保険税でありまして、近年の所得の

上げ幅が大きいために今年度は３年間の所得の平均を用いて試算しておりま

す。また本年度、世帯数１０４０、被保険者数１９００人で見込んでおります。

また、徴収率は９６％、医療、後期、介護分をあわせまして、２億１３６８万

２千円を計上しているところであります。７５１万３千円の減額ということに

なっております。まず、医療給付費の現年分でございますが、これにつきまし

ては、世帯数がまず６０世帯減っているということもございます。また、１人

当たりの医療の給付費が１５万１千円に上がっておりますので、その分減額と

いうことになっております。それで、本年度ですね、被保険者数を１００名ほ

ど減らしておりますが、これにつきましては、平取町に就農研修で来ておりま

す中国人につきまして、本年度から対象から外しております。人数的には６０

名程度でございますが、それは外しておりますので、人数は減ということにな

っております。次に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

保険税でございます。これも前ページ同様、退職者の被保険者分として、４０

世帯、被保険者数５０人、徴収率９６％で試算しております。８３１万１千円

の計上でございます。１人当たりの賦課額の増加に伴いまして、５９万４千円

の増額となっております。次、１０ページをお開き願います。２款１項１目督

促手数料でございますが、これは保険税の督促手数料として５千円の計上でご

ざいます。前年同額であります。次、１１ページをお開き願います。３款１項
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１目でございます。国庫支出金の療養給付費等負担金ですが、これは一般被保

険者の療養給付費、それから老人保健の拠出金、それから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％相当分が助成されることとなって

おります。したがいまして１億４２６７万７千円の計上でございます。４１８

万円の増額となっておりますが、これは前年より療養給付費それから後期高齢

者の支援金の負担額の増に伴うものでございます。次、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すが、これは７款１項１目の高額

医療費の共同事業の拠出金に対しまして国から４分の１相当の額が助成される

ことになりまして、４０４万９千円の計上でございます。４０万４千円の本年

度は減額ということになります。次、１３ページ。３目特定健康診査等の負担

金ですが、これは特定健康診査等の行為に対して、助成される経費でございま

す。６８万１千円の計上でございます。３分の１の補助でございます。前年同

額であります。次、１４ページ２項１目財政調整交付金ですが、医療分、後期

支援分、それから介護分に区分されておりまして、市町村間の財政力の不均等

を調整するために交付されるものでございまして、本年度２５２７万８千円を

計上しております。６８万４千円の増額となっております。まず普通調整交付

金でございますが、これつきましては４４万８千円の増額となっております。

これは、医療費に対する不足分について、補てんされるものでございます。そ

れと特別調整交付金でございますが、これにつきましては救急患者受入体制の

支援事業、直営診療施設整備への補助ということになっております。それとま

た、本年度新規でございますが、国保事業の報告システムの更新分に対しての

助成ということになります。次に、１５ページをお開き願います。４款１項１

目療養給付費の交付金でございます。これにつきましては退職者被保険者の療

養給付にかかる費用に対しまして保険税を控除されて助成される交付金という

ことになります。２７２３万円の計上でございます。１３万７千円の増額とな

っております。これにつきましては、医療費分について１３万７千円が増額と

いうことになっております。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。これは前期高齢者、６５歳から７４歳の被保

険者に対しまして、保険給付にあてる交付金でございまして、１億５６１１万

円の計上でございます。これにつきましては、対象者数の増によるものでござ

いまして、昨年６１０名から本年度６３２名にかわりまして、８６２万円の増

額ということになります。次の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、道それぞれ

高額医療費共同事業拠出金に対しまして、助成するものでございまして、道の

負担金が４分の１で４０４万９千円の計上でございます。次のページ、１８ペ

ージをお開き願います。２目特定健康診査等負担金でございます。これは国庫

負担金と同様６８万１千円の補助でございます。前年同額でございます。次に、

１９ページをお開き願います。２項１目財政調整交付金ですが、これも国の財

政調整交付金と同様９％相当額が助成されるものでございまして、５１１６万
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１千円の計上でございまして、１１６万６千円の減額ということになっており

ます。これにつきましても、普通調整交付金で医療分、特別調整交付につきま

しては、直営診療施設の整備への補助、またそれから医療費適正化対策に対す

る補助でございます。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。これは１件８０万円をこえる医療が発生し

た場合に交付されるものでございまして、１２３０万７千円の計上ということ

になっております。これも前年度の実績見込みによりまして、試算されている

ものでございます。続きまして、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。これも保険料の平準化、財政の安定化を

図るために、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

のでございます。これも医療費の伸び、また交付率の推移によりまして、６９

９１万６千円、１２０４万２千円の増額ということになっております。次、２

２ページ８款１項１目でございます。これは利子及び配当金ですが、これは町

国保支払準備基金の利子の分でございます。４万円の計上でございます。次に

２３ページをお開き願います。９款１項１目一般会計の繰入金でございます。

これは国の地方財政計画による、国民健康保険制度の運営に対して、一般会計

が国保特別会計へ繰り出すための経費でございます。４１９４万円の計上であ

ります。７８万８千円の増額ということになっております。これにつきまして

は、出産一時金の分、それと保険基盤安定等繰入金などを含めます額となって

おります。続きまして２４ページ、２項１目平取町国民健康保険給付費支払準

備基金の繰入金でございます。これは本年度において、医療費の推移の状況を

見まして、繰越金を考えまして１千万円の繰り入れを考えております。次、２

５ページでございます。１０款１項１目繰越金でございますが１６００万円の

計上でございます。次、２６ページ、１１款１項１目一般被保険者の延滞金で

ございます。４千円の計上でございます。前年同額であります。続きまして、

２７ページでございます。退職被保険者等の延滞金で１千円の計上でございま

す。続きまして、２８ページ、２項１目でございます。一般被保険者の第３者

納付金でございます。１千円の計上でございます。これは第３者の行為また交

通事故等による一時の立て替えが生じた場合でございます。次２９ページ、２

目でございます。退職被保険者等の第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。以上で歳入歳出の予算の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。 

 

議長 休憩します。 

 

   （休憩 午後 ２時０８分） 

   （再開 午後 ２時２０分） 

 

議長 再開します。引き続き平取町後期高齢者医療特別会計の説明を求めます。 
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町民課長 議案第１６号平成２６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７

７１０万円とします。２項歳入歳出予算の款項区分及び当該区分ごとの金額は

「第１表 歳入歳出予算」によるものとします。６ページをお開き願います。歳

入からご説明いたします。１款１項１目特別徴収保険料ですが、これは現年度

分保険料として３０９７万６千円を計上しております。２万４千円の減額でご

ざいます。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におい

て、前々年度の所得を基にしまして、前年度との伸び率によりまして試算して

いるところであります。次に７ページをお開き願います。２目普通徴収保険料

ですが、これは現年分、滞納繰越分として１８５３万３千円を計上しておりま

す。２９８万７千円の減額でございます。これにつきましては、保険料対象者

の低所得者が増えているという状況にありまして、減額となっております。ま

た、滞納繰越分でございますが、これは平成２５年度の調定額に対して、９８％

で３４万円ということで４万円の減となっております。次、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。これは１千円の計上でござ

います。実績を考慮しまして、４千円の減額となっております。次に９ページ

をお開き願います。３款１項１目事務費繰入金ですが、これにつきましては広

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を一般会計か

ら繰入金として５７４万６千円を計上しております。３２６万４千円の減額と

なっております。これにつきましては、昨年度、医療制度システムの更新がご

ざいまして、それが本年度なくなりますので、その分減額ということになりま

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すが、これ

につきましては低所得者に対する保険料軽減相当分を公費で補てんするという

ものでございまして、２１８３万９千円の計上でございます。３１７万９千円

の増額となっております。これにつきましては、現役並の所得、また２割軽減

の方、それが５割軽減対象へ移行したものでございまして、その対象者が５６

名ほど増加したということで、増額しております。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、これは１千円の計上でございま

す。次、１２ページ、５款１項１目延滞金でございます。１千円の計上です。

１３ページ、２項１目保険料還付金でございますが、これにつきましても１千

円でございます。次１４ページ、還付加算金でございますが、これにつきまし

ても１千円の計上でございます。以上で歳入の説明を終わらせていただきます。

続きまして歳出をご説明いたします。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。これにつきましては旅費をはじめとする事務の

運営に要する一般的経費でございまして、２８４万３千円の計上であります。

３０９万３千円の減額でございます。この理由につきましては、先ほど申し上

げましたが、委託料で平成２５年度の医療制度システムの更新がございました。

その分、今年度なくなりますので、その分が減額ということになります。次、
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１８ページをお開き願います。２項１目徴収費です。徴収に要する経費でござ

いまして１６万円の計上でございます。消耗品による２万円の減額でございま

す。次、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。これは広域連合に支払う事務負担金、保険料、保険基盤

安定負担金で７３６９万４千円の計上でございます。１万８千円の増額という

ことになっております。これにつきましては、事務負担金で１４万９千円の減

額、それから保険料につきまして３０１万１千円の減額でございまして、保険

基盤安定負担金につきましては３１７万８千円の増額ということになりまし

て、１万８千円の増ということでございます。次、２０ページをお開き願いま

す。３款１項１目保険料還付金でございますが、これは１千円の計上で４千円

の減額でございます。次、２１ページ、還付加算金でございますが、これは１

千円の計上で１千円の減額でございます。次、２２ページでございます。償還

金でございますが、これは１千円の計上で前年同額であります。次、２３ペー

ジでございます。予備費でございますが、本年度も４０万円の計上でございま

す。以上、歳入歳出のご説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろし

くお願いしたいと思います。 

 

議長 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。保険福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

それでは、議案第１７号平成２６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ので介護保険の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４億３０８０万円にしよ

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条歳出予算の流用は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規定しようとするものであります。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、３０ページをお開きいただき

たいと思います。１款１項１目一般管理費３７９万７千円でありますが、これ

は介護保険上必要となる経常的な事務的経費でありまして、前年度に比べ９万

４千円の増額でありますが、これは電算システムの保守点検委託料などの経費

が増加したものによるものであります。３１ページをお開きください。１款２

項１目賦課徴収費３万６千円でありますが、第１号被保険者の保険料の普通徴

収に係る納入通知書の作成のための費用であります。３２ページをご覧くださ

い。１款３項１目介護認定審査会費４２０万９千円でありますが、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を作成していた

だくための手数料であります。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く負担金を計上いたしております。３３ペ

ージをお開きください。２目認定調査費２８９万円でありますが、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、遠隔地

等における認定調査の委託料などを計上したものでございます。３４ページを
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ご覧いただきたいと思います。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１７万５千円、前年度比８万９千

円の増加といたしております。これは、２６年度におきましては２７年度から

３年間の第６期介護保険事業計画を作成する年度に当たっておりますことから

３年に一度介護保険事業計画検討協議会を開催するための報酬と費用弁償の増

加がその理由であります。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７

０６２万円を計上いたしております。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かかる給付費となっております。

前年度予算対比で９０８万４千円の減額となっておりますが、これは平成２５

年度に認知症グループホームが事業を開始したことによりまして、居宅介護給

付費、ヘルパー、デイサービス、ショートステイでありますが、これが減少を

いたしておりますこと。また、デイサービスの利用者において、状態の重度化

によりまして、病院のへの入院や死亡により、利用量が低下しておりますこと

から、近年の実績を勘案して計上いたしたものであります。次に３６ページを

ご覧いただきたいと思います。２目地域密着型サービス給付費は、平成２５年

４月から事業を開始いたしました地域密着型認知症グループホーム、こころの

ホームふれないにおけるサービス給付費６６６０万円を計上いたしておりま

す。昨年度対比１８６０万円の増加としておりますが、これは昨年度におきま

しては１０か月、平均入居者１６名で見込んでおりましたところ、現状から判

断いたしまして本年度は１２か月にわたって１８名、満室で推移するものと見

込んだことによるものであります。なお、町民並びに議員各位のご理解をいた

だきまして、こころのホームふれないは昨年４月１０日に事業がスタートして

間もない１か月後の５月１０日には１８名満室となりまして、以来本日に至る

までほぼ満室の状態が続いておりますので、この旨ご報告を申し上げます。次

に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１億９８２５万７千円を計上いたしております。こ

の施設介護給付費は、介護老人保健施設、特別養護老人ホームのことでありま

す、あるいは病状が安定しリハビリに重点を置いた施設である、介護老人保健

施設、いわゆる老健施設であります。あるいは病状が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中では も高額な予算とな

っております。２５年度に比べ本年度は１１７４万３千円の減少となっており

ますが、これは先ほど申し上げました、認知症のグループホームが昨年から運

営を開始したことによりまして、それまで、この科目から給付しておりました

日高町にある介護老人保健施設にいらっしゃった平取の町民４名の方がこころ

のホームふれないに転居されたことによる減少が主な理由であります。次に３

８ページをお開きください。４目福祉用具購入費４０万５千円でありますが、

住宅で使用する福祉用具の購入に対する給付費であります。３９ページ、５目
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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

費として、９６万円を計上しております。住宅の中の手すりの取りつけなどに

要した費用がこれに該当いたします。近年、利用が増加傾向を示しております

ので、前年対比９万６千円の増加で計上いたしております。４０ページであり

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に対する給付費で１２０６万円を計上いたしておりま

す。続いて、４１ページをご覧ください。２款２項１目居宅介護サービス給付

費１６３０万円でありますが、要支援１及び要支援２の方が利用するデイサー

ビスなどの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に該当する方を介護保険の枠組みから外して、市町村独自の事業に

移行するという国の考え方につきましては、全貌はまだ明らかになっておりま

せんが、一部伝えられる内容によりますと、市町村において平成２７年度から

２９年度までの３年間の第６期介護保険事業計画の期間の中で、これを実行に

移すよう求められており、したがいまして、少なくとも平成２６年度において

は、現行の制度が継続いたしますことから、前年度と同じ枠組みの中で計上い

たしております。４２ページであります。２款２項２目昨年４月から事業を開

始いたしました認知症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２５年同様計上いたしております。４３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に認定されている方が福祉

用具を購入する費用に対する給付費４０万５千円であります。近年需要が増加

いたしておりますことから、前年対比１７万７千円の増加といたしております。

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の方の在宅での生活に必要な住宅の改修に対する給付に対する予算９６万円

であります。４５ページ、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２８２万円を計上いたしております。実績が増加しておりますことか

ら前年対比４２万円増といたしております。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

にかかわる支払手数料として３４万３千円を計上いたしております。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

が高額となり、上限を超えた際にその超過部分を支給する費用として、１００

３万２千円を計上いたしております。４８ページ、２目高額介護予防サービス

費１万２千円を計上いたしております。要支援１及び要支援２の方の対象のサ

ービスでございます。４９ページ、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制度がございまして

その費用として１２０万円を計上いたしております。５０ページ、２目高額医

療合算介護予防サービス費、これは要支援１及び要支援２の方に支給する予算

として、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
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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、２６１１万２千円を計

上いたしております。利用者及び利用点数の増加によりまして、２５年対比２

４３万６千円の増加となっております。５２ページ、先ほど申し上げました２

目特定入所者介護予防サービス費には前ページ同様食費、住居費の負担軽減を

図るための給付費７万２千円を計上いたしております。対象者は、要支援１及

び要支援２の方となっております。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が、これは要支援、要介護になる前の介護予防を推進す

るための事業にかかわる予算であります。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２６８万３千円

を計上いたしております。２６年度は２５年に比べて１０６万４千円の増額と

なっておりますが、これにつきましては２７年度から始まる第６期介護保険事

業計画を２６年度中に作成するにあたって、その前提として、高齢者に対して

ニーズ調査を行い、その意向を把握するための事務に従事する臨時職員の雇用、

あるいは調査票の電算入力をするための委託料を新たに計上したことによるも

のが主な理由であります。５４ページ、３款２項１目包括的支援事業費であり

ますが、これは地域包括支援センターの運営などにかかわる事務的経費として、

２１９万９千円を計上いたしております。５５ページ、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まして、５７６万

１千円を計上いたしております。従来から実施しております食の自立支援事業、

給食サービスでありますが、これや認知症サポーターの養成事業に加え、２６

年度から新たに介護支援ボランティア事業を実施するための委託料の予算が主

なものであります。続いて５６ページ、４款１項１目介護給付費基金積立金９

万６千円でありますが、平成２５年度に比較して４万４千円の減額となってお

ります。基金の利子に相当する金額を基金に積むための予算計上で、この減少

は預金利息が下がることによるものであります。５７ページ、５款１項１目償

還金、利子及び割引料１万円ですが、これは仮に一時借入金を起こした場合の

利子を計上いたしております。５８ページ、６款１項１目第１号被保険者保険

料還付金７万４千円であります。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。５９ページ、予備費は５０万円で前年

度と同額であります。以上歳出合計４億３０８０万円であります。次に歳入に

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。７ページ、歳入１款１項１目被保険者の保険料であります。平成２

４年度から２６年度までの３年間の第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。第

１節現年度分の収納率見込みは９９％、歳入見込み５７２３万円、第２節２６

年度に繰り越される滞納繰越分を３００万円と見込み、収納見込み率を１０％、

３０万円を歳入に計上し、１節２節合計で５７５３万円といたしております。
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８ページ、保険料督促手数料は、前年同様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が、平成２６年度分の

介護給付費は、施設分が２億２１８２万２４００円、その他分が１億８６５４

万７千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、現年度

分で７０５８万２千円を計上し、過年度分あわせて７０５８万３千円といたし

ております。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

の分布から推計いたしまして、２８７３万５千円を計上いたしております。１

１ページ、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、２

６年度歳出における介護予防高齢者施策事業費２６８万３千円に国庫負担割合

である２５％を乗じた額、６７万円を計上いたしております。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、２６年度歳出予

算における包括的事業２１９万９千円及び任意事業５７６万１千円から食の自

立支援事業における配食サービスの個人負担金１６３万２千円を差し引いた額

に国庫負担割合の３９．５％を乗じた額２５０万円を計上しております。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。介護給付費歳出予算

４億８３６万９４００円に国庫負担割合２９％を乗じた額に過年度分を加えた

１億１８４２万８千円を計上いたしております。１４ページ、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２６８万３千円に国庫負担割合

２９％を乗じた額７７万８千円を計上いたしております。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、施設分に１７．

５％、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６

２１３万８千円の計上といたしております。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２６８万３

千円に道負担割合の１２．５％を乗じた額３３万６千円を計上いたしておりま

す。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２１９万９千円、任意事業５７６万１千円から配食サービス

の自己負担金１６３万２千円を差し引いた額に道負担割合１９．７５％を乗じ

た額１２５万円を計上いたしております。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の利子として９万６千円を計上いたしており

ます。１９ページ、７款１項１目の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４億８３６万９４００円に、町の負担割合１２．５％を乗

じた額、５１０４万６千円を計上いたしております。２０ページ、２目地域支

援事業繰入金の介護予防分に対する町一般会計からの繰入金３３万６千円であ

ります。介護予防高齢者施策事業２６８万３千円に対する町費割合、１２．５％

を乗じた額であります。２１ページ、３目包括支援事業の町一般会計からの繰

入金は、１２５万円を計上いたしております。町の負担割合は１９．７５％と

なっております。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、これには国や道か
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らの負担がないこととなっており、町で全額負担することとなっておりますの

で、ここでは総務費の歳出額の合計１１１０万７千円と同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、ある

いは６５歳以上の方からいただく保険料を参入してもなお介護給付費を補うに

及ばない場合は、基金を一部取り崩して運用することとになっており、２４年

度からの第５期の介護保険事業計画期間中におきましては、この準備基金を繰

り入れながら、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、平成

２６年公費及び保険料をもってしても不足が見込まれる金額２１８０万１千円

を、介護保険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。

なお、現在のこの基金の残高は９３５１万７２５２円であります。２４ページ、

前年度繰越金は、前年度同様５０万円を計上いたしております。次の２５ペー

ジから２７ページまでの第１号被保険者延滞金、同じく過料、預金利子はそれ

ぞれ１千円ずつを計上しております。続いて、２８ページをお開き願いたいと

思います。９款３項１目雑入として、地域支援事業の中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１６３万２千円及びその他雑入と合計して

１７１万１千円を、計上いたしております。以上、歳入合計４億３０８０万円

で、歳出同額であります。以上、平成２６年度の介護保険特別会計歳入歳出予

算案を説明いたしましたので、よろしくご審議くださいますようお願いをいた

します。 

 

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１８号平成２６年度平取町簡易水道特別会計予算につきまし

て、ご説明申し上げます。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２億５６２６万７千円に定めようとす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。

それでは事項別明細書の歳出よりご説明申し上げますので１５ページをお開き

願います。３歳出１款１項１目一般管理費で２９５３万９千円を計上しており

ますが、２５年度対比で１９０万円の減となってございます。主な理由でござ

いますが各節の前年度予算に対する増減額欄を見ていただきたいと思います

が、総額では１５万８千円の増となっております。平成２５年度で計上されて

いた予算で、平成２６年度計上されていない節がございまして、それは２７節

公課費、消費税納付額でありまして、昨日の補正予算でご説明申し上げました

とおり、平成２５年度の消費税の中間納付額が１２４万７千円になったこと、

また平成２５年度の工事費が５千万円ほど増えたことによりまして、控除対象

仕入税額が課税収入額を上回ることが予測されたため、平成２６年度は予算措
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置をしてございません。平成２５年度の公課費の予算措置額は２０５万８千円

でありましたので、この２０５万８千円から前段申し上げました平成２５年度

と２６年度の予算対比増減額の１５万８千円を除きますと、マイナス１９０万

円とな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１目維持管

理費で３７０７万１千円を計上しておりますが、２５年度対比で２８８万４千

円の減となってございます。１１節需用費で２９５万９千円の減となっており

ますが、理由といたしましては、修繕料で本町配水池水位計の整備が平成２５

年度で終了したことによるものでございます。１３節委託料で３８万２千円の

減となっておりますが、理由といたしましては、貫気別の取水施設の用地取得

のための用地確定測量の業務が２５年度で終了したことによるものでございま

す。１４節使用料及び賃借料で、２０万４千円の増となっておりますが、水道

の公用車が更新されることにより、リース料が増える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。２款１項２目建設改良費で７０６０万５千

円を計上しておりますが、２５年度対比で６８０万円の増となってございます。

１３節委託料で６２万円の増となっておりますが、１５節の工事請負費で６４

１万円増えることによるものでございます。１５節工事請負費で６４１万円の

増となっておりますが、理由といたしましては荷菜地区の配水管敷設工事が２

６年度で終了するわけでありますが、例年予算措置をしております５千万円で

は 後の工区であります荷菜配水地までの敷設替工事が終了できないことか

ら、増額をするものでございます。次ページをお開きください。２款１項３目

受託工事費で８００万円を計上しております。１３節委託料で８００万円の計

上でありますが、内容といたしましては国道２３７号線の振内橋が平成２９年

度の供用開始を目指して架け替え工事が進められておりまして、新橋完成にあ

わせて、現在添架しております中部振内簡易水道の水道管を移設しなければな

らないことから、その設計を委託するものであります。なお移設工事につきま

しては、平成２７年度を予定してございます。次ページをお開きください。３

款１項１目元金で７７６７万３千円を計上しておりますが、２５年度対比で８

７７万６千円の増となってございます。２３節償還金、利子及び割引料で８７

７万６千円の増となっておりますが主な理由といたしましては、平成２２年度

に実施しました中部振内地区簡易水道の急速ろ過装置の新設工事に係る起債借

入分の償還が始まることによるものでございます。次ページをお開きください。

３款１項２目利子で３２８７万９千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。次ページをお開きください。４款１項

１目予備費で５０万円を計上していますが、２５年度と同額となっております。

次ページをお開き願います。歳出合計、本年度２億５６２６万７千円、前年度

２億３８９６万４千円で比較１７３０万３千円の増となっております。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１億３３４０万円を計上しておりますが、２５年度対比で２３

５万円の増となっております。理由といたしましては、消費税率が平成２６年
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４月１日より、５％から８％に改定される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。１款２目１目手数料で２０万円を計上しておりますが、

２５年度同額でございます。次ページをお開き願います。２款１項１目簡易水

道施設費国庫補助金で１６２０万５千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地区簡易水道配水地敷設替工事費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となってございます。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、２５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。４款１項１目一般会計繰

入金で７３０６万１千円を計上しておりますが、平成２５年度対比で１７２９

万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目雑入で１千円を計上してお

ります。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３２４０

万円を計上しておりまして、歳出でご説明申し上げました本町地区簡易水道配

水管整備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。下段でありますが歳入合計本年度２億５６２６万７千

円、前年度２億３８９６万４千円、比較で１７３０万３千円の増となります。

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３２

４０万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ページに掲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。以上で、簡易水道特別会計の予算につきまし

てご説明を申し上げましたので、ご審議のほどをよろしくお願い申し上げます。

 

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 

それでは議案第１９号平成２６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。病院の１ページをお開きください。第１条総則とい

たしまして、平成２６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１万７１５５人を予定しております。外来は２万

４５００人の患者数を予定しております。１日平均患者数は入院が４７人を見

込み、外来では１００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、年間外来患者数は３５０４人で１日平均２４人を予定しております。

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。収入の予定額は７億４５５８万３千円を予定し、支出の予定額は７億２５

６８万１千円を予定しております。収入と支出の差額が１９９０万２千円あり

ますが、これは公営企業法の改正に伴い会計制度が大きく改正され、それによ
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り特別利益、特別損失が発生するため、収支の差額が発生する予算とさせてい

ただいております。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。

２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２４３０万円とし、資本

的支出の予定額を２８６４万円としております。この収入が支出に対する不足

４３４万円は、減債積立金の取り崩し及び留保資金で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条は一時借入金の限度額を２億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４億４６２７万５千円とし、交際費が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２６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させていただきますので、３ペー

ジをお願いいたします。平成２６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７億４５５８万３千円となり、前年度比較９

００万５千円の増となっております。第１項医業収益は４億１０１３万９千円

で前年度比較４３００万９千円の減となっております。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。次に第２項医

業外収益は２億９７７４万３千円で、１４３１万４千円の増となっております。

３項特別利益は３７７０万１千円を見込んでおります。これは会計制度改正に

より発生するものでございます。次に支出の第１款病院事業費用の本年度予算

額は７億２５６８万１千円としております。１項医業費用は７億５３１万７千

円で前年度比較２８６６万７千円減となっております。２項医業外費用は１５

６万５千円で前年度比較４６万７千円の増となっております。３項特別損失は

１７７９万９千円で、これも会計制度改正により発生するものでございます。

４項予備費は前年度同額としております。４ページをお願いいたします。資本

的収入及び支出となります。第１款資本的収入は２４３０万円となり、前年比

較１５７６万円の増となります。１項一般会計負担金は２３５９万１千円で前

年比較１７３０万１千円の増となっております。２項国民健康保険特別会計負

担金は６４万９千円で、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２８６４万円となり、前年度比較１５７６万円の増

となります。１項企業債償還金は本年度予算額９２万４千円で前年比較４３万

１千円の減となります。２項長期借入金償還金は、一般会計借入金の償還分４

４０万円となります。３項建設改良費は、医療機器等の整備と病院改築の基本

設計を予定して、２３３１万６千円を予定し、前年比較１６１９万１千円の増

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、４３
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４万円不足しておりますが、減債積立金の取り崩しと留保資金で補てんする予

算としております。５ページをお願いいたします。平成２６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２８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１万２２０人、療養病床６９

３５人とし、１日１人当たりの診療単価を一般病床が１万５９００円、療養病

床が１万２２００円を見込んでおります。それにより、入院収益が２億４７１

０万５千円を予定し、前年度より２２６万９千円減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１００人、延べ患者数２万４５

００人、診療単価を４５００円として見込んでおります。振内診療所は１日平

均患者数２４人、延べ患者数３５０４人、診療単価が５２００円を見込んでお

ります。外来収益を本院、振内診療所あわせて１億２８４７万１千円を予定し

ており、前年度比較２７０６万５千円の減としております。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３４５６万３千円、前年度比較１３６

７万５千円の減となっております。１節室料差額収益、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、健診などと収入調整なども勘案して２７５５万８千円を計上しており

ます。６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９千円として予定をしております。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２億７千万円として計上しておりま

す。２節国民健康保険特別会計補助金として、救急患者受入体制支援事業に該

当する夜間休日の医師確保に対する経費の助成金４５０万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４３万４千円とし

ております。４目その他医業外収益は本年度予算額２２８０万円で前年度比較

１４００万４千円の増となっております。１節のその他医業外収益は５３４万

２千円を計上し、３４５万４千円の減となっております。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

が、前年度計上していたへき地診療所運営費補助金は補助対象外となる見込み

なので計上はしておりません。２節長期前受金戻入の科目は、会計制度改正に

より新たに計上するものとなります。これは資産の取得に伴う一般会計からの

負担分や補助金などが会計制度改正前は資本剰余金等に計上されていたものを

今後は長期前受金として貸借対照表の負債に計上した上で取得した対象資産の

減価償却費見合い分を収益化することになったため新たに発生する予算科目と

なります。現在減価償却をしている資産に対応する部分を既取得資産分として

１０８５万４千円、リース資産分はこれも会計制度改正により新たに発生する

ものとなりますが、リース資産に対応する減価償却分５９３万円、企業債を発

行して取得した資産にかかる企業債償還分繰入金に該当する分６７万４千円の

合計１７４５万８千円を収入して計上することになります。次の１款３項１目

特別利益ですが、これも会計制度改正により退職給付引当金が義務づけられた
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ため、退職手当組合積立金超過額として３７７０万円を計上しております。退

職給付引当金を算出するに当たり、退職手当組合に納付している負担金と支払

われた退職金の差額を一般会計と協議して明確にした結果、病院会計といたし

ましては、納付額が支払い額を上回っているため、特別利益として計上するこ

ととしております。７ページをお願いいたします。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４億４６２７万５千円とな

り、前年度比較１３２０万１千円の減となります。１節給料は、医師２名、職

員３１名の総額１億４２０８万４千円となります。減額となった理由は、医師

１名が減になったことによります。２節手当は各種手当として、９２３５万円

を計上しております。医師の減と会計制度改正により、賞与引当金を行うこと

になったため、３０７２万３千円の減となっています。しかし、３０７２万３

千円の減のうち１７２９万９千円は賞与引当金繰入額として新しい科目の６節

で予算執行することになります。３節報酬は１億８６４万９千円で、このうち

嘱託職員報酬７０８０万２千円となり、この中には医師２名分の給料が含まれ

ております。嘱託医師等業務報酬として出張医等の報酬を３７８４万７千円計

上しております。常勤医師の負担軽減を考慮し、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５４０７万２千円で前年度比較２９７

万円の減となっております。５節退職給与金は本年度予算額３１８２万１千円

で前年度比較４０２万６千円の減となっております。６節賞与引当金繰入額は

先ほどもご説明いたしましたが会計制度改正により義務づけられたものになり

ます。引当金を計上する意味は正確な期間損益計算を行うためで、期末勤勉手

当について平成２６年度の負担に属する支給対象期間相当分を、賞与引当金と

して計上し、翌事業年度に取り崩して支給することとなります。積み立ては期

末勤勉手当の平成２６年度支給見込み額の１２分の４を平成２７年度の支給分

として引当することとして１７２９万９千円を計上しております。８ページを

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６３９５

万２千円を計上しております。前年度比較１７９０万円の減となっております。

１節薬品費は３千万円を計上しております。前年度比較２千万円でございます

が、これは薬品費について、平成２５年度実績見込みにより精査して計上した

ことによります。２節診療材料費は３２９５万２千円を計上しております。前

年度比較では２１０万円の増となっております。これは消費税アップによるも

のでございます。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同額としております。９ページをお願いい

たします。１款１項３目経費でございます。本年度予算額１億６９０７万９千

円を計上し、前年度比較４６５万３千円減となっております。１節賃金は９３

８万円を計上しております。前年度比較１６万８千円減となり、臨時職員賃金

を計上しております。これは看護師３名、振内の清掃職員１名となっておりま

す。２節旅費交通費は３５０万円を計上し、前年度同額としております。３節

職員被服費は７２万円を計上し、前年度比較２万円増としております。４節消
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耗品費は２８０万円を計上し、２０万円増とし、５節消耗備品費は１９０万円

で前年同額を予定しております。６節会議費は１０万円を計上し、前年度比較

２２万６千円減となっております。７節光熱水費は５６５万円で６０万円増と

しています。単価増、消費税アップ分を見込んでおります。８節燃料費は１１

６０万１千円を計上し、燃料単価や消費税の増などにより１４２万１千円増と

なっております。９節食糧費は４０万円計上し、５万円増としております。１

０節印刷製本費は８０万円を計上し、前年度比較８万円増としております。１

１節使用料及び手数料は８０７万４千円を計上し、前年度比較９０３万７千円

の減となっております。これは会計制度により、リース会計が導入されること

になったため、主なリース物件は資本的支出の予算から執行されることになっ

たため、そちらの科目へ移動したことによります。１０ページお願いいたしま

す。１２節通信運搬費は１０５万４千円を計上し、前年度比較４万６千円の増

となっております。１３節保険料は１９９万１千円計上し、前年度比較１２万

８千円増となっております。１４節建物修繕費は２７０万円を計上しておりま

す。前年度同額としております。１５節車輌及備品修繕費は２２０万円を計上

しております。前年度比較２０万円増としております。１６節賃借料は３２万

４千円計上し、前年度比較６万９千円増となっております。１１ページお願い

いたします。１７節委託料は１億１３３３万２千円を計上し、前年度比較１８

４万９千円増となっております。これは消費税アップなどを精査したことによ

ります。１８節交際費は前年度同額としております。１９節諸会費は１６０万

３千円計上し、前年度比較３万５千円減となっております。２０節雑費は５０

万円計上し前年度同額となっております。１２ページをお願いいたします。２

１節修繕引当金繰入額は会計制度改正により新たに予算措置するものになりま

す。引当金は前年度の修繕の事象が発生しましたが、その修繕が翌年度に行わ

れる場合などに引当金として計上することになります。１０万円を計上してお

ります。２２節貸倒引当金繰入額も会計制度改正によるものとなります。貸倒

引当金繰入額は、未収金となる債権のうち、回収されることが困難と見込まれ

るものになります。５万円を計上しております。１款１項４目減価償却費でご

ざいます。本年度予算額は２３９６万１千円を計上し、前年度比較７０９万１

千円の増となっております。１節建物減価償却費から４節車輌減価償却費の当

年度償却予定額を計上しております。５節リース資産償却費は会計制度改正に

よるもので、資本的支出予算で取得するリース物件に対する減価償却費となり

ます。リース物件として使用している機器等の減価償却費として６５３万１千

円を計上しております。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度同額の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。１節図書費から３節研究雑費まで前年同額としております。

１３ページをお願いいたします。１款２項医業外費用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２６万５千円を計上しており、前年度比
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較３万３千円の減となります。次に１款２項２目消費税でございます。１３０

万円を計上し、消費税アップ分を見込み、５０万円増となっております。次に

１款３項１目特別損失でございます。本年度予算額１７７９万９千円を計上し、

前年度比較１７２９万９千円増となっております。これも会計制度改正に伴い

平成２６年６月支給の期末勤勉手当に対する平成２５年度費用に相当すると見

込む額を過年度賞与引当金繰入額として１７２９万９千円計上しております。

次の予備費は前年度同額の１００万円を計上しております。１４ページをお願

いいたします。資本的収入の説明になります。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２３５９万１千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６４

万９千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年度に奨学資金として支給したものが返還事由に該当することになり、平

成２４年度から継続して返還を受けております。１５ページをお願いいたしま

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９２万４千円計上し、前年度比較４３万１千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。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り入れたものを１０年で元金均等償

還することとして、４回目の償還分４４０万円を計上しております。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マイクロ

波治療機やホットパック装置などとその他に必要な医療機器を購入することと

して４００万円を計上しております。２節一般備品購入費として３０万円を計

上しております。３節リース資産購入費は会計制度改正により、収益的収支予

算からの組み替えとなります。医療機器などのリース料の支払いを資本的収支

予算から支出することにより、貸借対照表上に新たに固定資産として計上する

ことになります。従ってこのリース資産も減価償却を実施することになります。

次に１款３項２目建設工事費でございます。１節の委託料として病院改築にか

かる基本設計委託料を１２００万円計上しております。１６ページから２０ペ

ージにつきましては、給与費明細書となりますが、詳細の説明は省略をさせて

いただきます。２１ページをお願いいたします。平成２６年度平取町国民健康

保険病院事業予定キャッシュ・フロー計算書でございます。前年度までは資金

計画書として作成しておりましたが、会計制度改正によりこのキャッシュ・フ

ロー計算書、いわゆる資金収支の状況が義務づけられたことにより、作成をし

ております。このキャッシュ・フロー計算書により業務活動により得られた資

金が投資または財務活動にいかに分配されているかが明らかになることになり

ます。１、業務活動によるキャッシュ・フローは通常の医業活動にかかる資金
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収支の状況を見込んでおり、平成２６年度の予定で３９６万４千円の資金増を

見込んでおります。次に２、投資活動によるキャッシュ・フローですが、固定

資産などの取得などにかかる資金収支の状況で９８万４千円の資金増を予定し

ております。３、財務活動にかかるキャッシュ・フローですが一時借入金や借

入金償還などの資金収支で５３３万１千円の不足を生じる予定になっておりま

す。業務活動、投資活動、財務活動の三つを合わせて３８万３千円の不足とな

りますが、期首残高が３３２万８千円を予定しておりますので、差し引き期末

残高２９４万５千円となる予定となっております。２２ページをお願いいたし

ます。平成２６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、この表も会計制度改正により勘定科目が大幅に改正されております。まず、

左の資産の部、１．固定資産（１）有形固定資産の中の、ヘ、有形リース資産

を追加しております。これはリースにより使用する資産を新たに資産計上する

ことになり、平成２６年度当初の資産取得額の１３１８万３千円を計上し、平

成２６年度減価償却費を４５８万円計上しております。次に、ト、建設仮勘定

として１２００万円を計上しております。これは病院改築にかかる基本設計費

を資産として計上しておき、本体が完成してからあわせて償却していくことに

なります。それにより有形固定資産合計が３億３８８８万７千円となります。

次に（２）無形固定資産ですが、この中の、ハ、無形リース資産も追加となっ

ております。有形リース資産と同様にシステムなどのリース物件を無形リース

資産として計上することになり、取得高が６７５万４千円、減価償却費累計額

の１９５万１千円を計上し、無形固定資産合計が、５２６万７千円となります。

次に（３）投資その他の資産ですがこれも会計制度改正により、退職給与引当

金が義務づけられたことにより、新たに計上しております。退職手当組合負担

の累積額と、退職手当として支給された額の差額を一般会計と協議して明確に

したことにより、病院会計分につきましては、退職手当組合負担金が多いため、

この前払い退職手当組合負担金として、資産に計上することになります。３７

７０万円を見込んでおります。それにより固定資産合計が３億８１８５万４千

円となります。２．流動資産ですが、現金預金の残高が２９４万５千円、未収

金が５２９５万円、貯蔵品が３００万円を見込み、流動資産合計が５８８９万

５千円を予定しております。資産合計が４億４０７４万９千円となります。次

に右側の負債の部の３．流動負債でございますが、ここの（６）引当金が新た

に追加になっております。引当金の中の、ロ、賞与引当金の１７２９万９千円

は、会計制度改正により、平成２７年度支給となる期末勤勉手当額を見込み計

上しております。ハ、修繕引当金も１０万円を引き当て見込みとして計上して

おります。流動負債合計が１億２７３９万９千円を予定しております。次に４．

固定負債ですがこの中の（１）企業債も会計制度改正により資本金から固定負

債へと組み替えとなっております。（３）リース債務につきましても新たに計上

することになり、いわゆる、リースになりますが、１２９２万１千円を計上し

ております。固定負債の合計は（２）長期借入金を合わせて４４０４万７千円
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を予定しております。次に５．繰延収益ですが、これも会計制度改正により新

たに計上することになります。（１）長期前受金１億３２００万円ですが、改正

前は償却資産を取得した場合に、みなし償却制度というものがございました。

これは民間でいうところの圧縮記帳の制度と同じものになりますが、このみな

し償却制度が廃止されたことにより、資産を取得したときにその財源として交

付を受けた一般会計負担金などについては、長期前受金として負債のこの繰り

延べ収益に計上した上で、減価償却分を順次収益化する制度になっております。

このことから以前に取得した資産については、取得時にその一般会計負担金な

ど資本剰余金として処理しておりましたが、その資本剰余金に計上された一般

会計負担金などの額を長期前受金として振り替えすることになりますので、１

億３２００万円を計上しております。（２）長期前受金収益化累計額は、減価償

却費見合い分を収益として計上した額になります。平成２６年度では１７４５

万８千円を見込んでおります。（３）建設仮勘定長期前受金は有形固定資産の、

ト、で計上した建設仮勘定に計上した額に相応する額の１２００万円を計上し

ております。繰延収益合計が１億２６５４万２千円を予定しております。これ

によりまして負債合計が２億９７９８万８千円となります。次に資本の部にな

ります。６．資本金も会計制度改正により組み替えがございます。自己資本金

は１億９９２２万４千円とかわりはありませんが、（２）借入資本金が固定負債

に組み替えとなっております。企業債として資金調達したものは全部負債の科

目へ振り替えすることとなっております。それより自己資本金と同額の１億９

９２２万円４千円が資本合計となります。次に７の剰余金になりますがここも

会計制度改正により組み替えがございます。資本剰余金について先ほど長期前

受金のところでご説明したとおり、資産取得分にかかる額を、その他の資本剰

余金から長期前受金へ組み替えをしております。それによりまして資本剰余金

が１０万円となります。（２）利益剰余金のうち、ロ、繰越利益剰余金年度末残

高は、マイナス５６５６万３千円を見込んでおります。剰余金合計がマイナス

５６４６万３千円となります。それによりまして資本合計が１億４２７６万１

千円となり、負債資本合計が４億４０４７万９千円で、資産合計と同額で平成

２６年度末予定貸借対照となります。２３ページをお願いいたします。この議

会で提出いたしました補正予算を見込まないでの予定損益計算書となります

が、平成２５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２５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経常利益の欄、平成２５年度補正予算を見

込まない損失になりますが、３６３２万９千円を見込み、特別損失６９万１千

円を含めた、平成２５年度純損失が３７０２万円となる決算を見込んでおりま

す。前年度繰越欠損金が３９４４万５千円ございますので、この額を加算した

７６４６万５千円が累積欠損金となる予定となっております。２４ページをお

願いいたします。平成２５年度の予定貸借対照表となります。制度改正前の勘

定科目での計上になっておりますので、先ほどご説明した、平成２６年度予定
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貸借対照表とは大きく異なりますが、平成２５年度補正前の決算見込みにより

予定する金額となりますので、各数値の説明は省略をさせていただきます。平

成２６年度は地方公営企業会計制度が大きく改正され、その実行の初年度とな

り、財務諸表などが大きく変わり説明が行き届かなった箇所もあると思います

が、以上で、病院会計の説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

議長 以上で議案第１４号から議案第１９号までの平成２６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２６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、これに付託して審議したいと思います。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、日程第２、議案第１４号から日程第７、議案第

１９号までの平成２６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ありません

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５日から９日までは休会とし

て、１０日に再開いたしますので、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。ご苦労さまでした。 

 

  

（散 会 午後 ３時３３分）
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 平成２６年第２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１１名で会議は成立します。 

日程第１、会議録署名議員を指名いたします。会議録署名議員は会議規則第１

２２条の規定によって、１０番平村議員、１１番安田議員を指名します。 

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。この順序によって指名をいたします。 初に４番松澤議員を

指名します。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、商店街ポイントサービス事業への行

政連携について伺います。町では、各種講座やイベント、健康診断など、さま

ざまな事業を実施していますが、各課職員の努力に対して参加者の確保に苦労

している現状にあると見受けられます。私も時間のあるかぎり出かけるように

しておりますが、すべてではありませんが、用意されたいすに空席が目立ちま

す。その理由は、行事が重なった、興味がない、面倒くさい、自分にとって魅

力がないなどなど、いろいろあると思います。ですが、町の施設、予算、職員

の労力を使い、町民のためにと開催したものについて、ひとりでも多くの参加

者を増やすことができないかと考えました。昨年、自治振興会の住民大会に行

きましたが、私もメール等で何十人にも声をかけましたが、その場に来ていた

だいたのは、私を含め４人でした。当たらない人のほうが少ないくらい景品が

当たりました。思いがけなかった分うれしくて周りの人に行けばよかったのに、

と言ってまわりました。もちろん、そんなことがなくても、参加者が多いこと

っていうのが理想です。が、何かいただけると、ちょっとうれしいっていう気

持ちになるのも人間です。何か開催するたびに景品というのは無理ですが、現

在平取町にある平取トマトスタンプ会に平取町が加入し、参加するとポイント

がもらえるようにするのはどうかなと思います。行政が加入している大空町の

例をみますと、課ごとにポイント進呈対象が決まっており、例えば総務課は防

災訓練ほか３事業、福祉課、保険介護課は健康診断、介護予防講習会、幼児健

康診断、ボランティア活動なども参加するとポイントをもらえるようになって

おります。社会教育課は公民館講座、マラソン大会の協力者、花いっぱい運動、

消防は、救命講習会と多数あります。マラソン大会の場合はマラソン大会に出

場する人ではなく、大会を運営する協力者の方にポイントがあたるようなこと

になっているようです。町が指定する事業等に参加した町民に対して、ポイン

トを付与することにより、参加意欲を高揚させ、参加者の増加や、地域の活性

化につながるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

 

議長 町長。 
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町長 それでは、松澤議員のご質問にお答えを申し上げます。ご質問のように町で主

催する講座、あるいは検診等を実施してございますけれども、参加者の確保に

苦慮しているケースもございます。参加することによって、ポイントを付与す

ることによって、楽しみが増え、参加者の増につながる可能性があるかと存じ

ますので、結論から申し上げまして、十分その効果等も調査をしてまいりたい

というふうに考えてございます。このポイント制度については、町政の執行方

針にも掲げておりますけれども、新年度におきまして、福祉ボランティアポイ

ント制度を計画をしてございます。この制度につきましては、介護支援サービ

ス事業における活動実績に応じてポイントを付与する介護支援ボランティア事

業を開始しながら、ボランティア活動の一層の促進を図ってまいりたいという

ふうに考えております。またトマトスタンプ会の加入につきましては、これに

ついては事前の協議も必要でありますが、現在のトマトスタンプ会のシステム

がそのまま利用できるのか、またホストコンピューターの容量を拡大するため

の端末の経費がどの程度かかるのか、これらについて慎重に調査をする必要が

あろうかというふうに考えてございます。またあわせて参加者の確保につきま

しては、各種講座、検診、イベント等の開催方法について、町としても、それ

相当の工夫が必要なのかなというふうに思っております。例えば、先ほどご質

問ありましたように、同じ日に行事と行事がバッティングしないように、横の

連携を強化するとか、あるいは類似した行事等については思い切って統合する

ことも含めて、検討が必要ではないかというふうに考えてございます。また子

育てのお母さんなど参加メンバーによっては会場まで足を運べない方々をどう

するのか、さらには講座等の呼びかけをインターネットも活用するなど、さま

ざまな工夫が必要でないかというふうに考えてございます。特に新年度は町民

の皆さんの健康づくりというのは大変重要な課題というふうに考えております

ことから、各地域に保健推進員をお願いをして各種健診あるいは予防接種、体

力づくり、母子の保健推進についての理解を深めていただきながら、声掛けを

していただき、町民の健康づくりの意識と、参加者の確保に努めてまいりたい

というふうに考えてございます。そして商店との連携と活性化については、ご

承知のとおり、子育て支援の一環というようなことで、中学３年生までは、医

療費の無料化を商工会とタイアップした金券発行事業を引き続き実施をしてま

いりたいというふうに考えておりますし、また昨年も実施をいたしました、地

域の商品券の発行事業にも支援しておりますが、地元購買運動にも大きく貢献

をしているところでございます。今後とも、商工会及び関係団体との連携を強

め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 ４番松澤議員。 

 

４番 現在、平取のスタンプ会、北海道スタンプカード協議会というのがございまし
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松澤議員 て、そのなかで胆振東部日高西部でスタンプの研修会をなさったようです。そ

のなかには行政との連携のことが随分と勉強なされたようですので、これから

ますますそういうところが出てくるのではないかというふうに考えます。あと、

現在金券発行事業を今町長もおっしゃいましたけども、実施していますが、ほ

かの地域の病院にかかった場合でも対象になりますが、これからいろいろ病院

のことも大変な時期でございますので、例えば平取の病院にかかった人だけに

ポイントをつけるとか、そういう差別化をするためにもこのものをちょっと利

用したらいかがかなっていうことも考えております。あと大きな効果は期待で

きないかもしれませんが、何か行動を起こす、いままでと違う、そういうこと

を町民に見せることも必要と思います。トマトスタンプは平取町でしか使えな

いので、確実に町内の商店で利用するというのが利点だと思います。カードに

は登録団体に対して支援する教育支援金がついております。各地域の子ども会、

スポーツ少年団、老人クラブ等、その方たちが登録してる団体等に対して与え

られるものでありますが、いまいちちょっと知名度が低いように感じられます。

それも行政参加により注目度が増しますと、そのこともちょっと前面に押し出

していき、トマトスタンプのカード発行数も増え、興味を持つ方が増えると登

録団体に対する支援の輪が広がると考えます。長浜市では住民基本台帳カード

交付開始に伴い自動交付機を設置しましたが、その普及が思うように進まず、

市民への周知、広報を含めて、多目的の展開によるカードの交付促進が課題と

なり、一方、商店街は大型店の進出により、地元市民の客足が遠のくという状

況にありました。そのため、民からの提案に行政が検討し、官民が一体となり、

商店街ポイントサービス事業を住基カード連携し、相乗効果を目指して、市民

サービスが始動したそうです。そこまではちょっと平取町もまだまだ機械とか

いろんなＩＣカードとかにするとかいろんなことがありますので、そこまでは

無理としまして、私はこのことは、商店街と連携を図り、協力し合うというこ

との意味あることだと思います。アンケートなども、いま、いろんな方に参加

していただいて、メンバー決めまして会議をなかなかいろんなこと開いており

ますけども、例えばアンケートなども対象者に集まっていただき、ポイントを

付与してはいかがかなと思います。例えばこのことに対するっていう、 初か

ら予算立ててきちっとしたものではなく、例えばちょっとしたアイデアをいた

だきたいとか、そういう検討していただきたいとか、気楽に町民に聞く機会も

なにか必要なのではないかなと思うことが 近思っております。そのときにな

んと言いますか、費用弁償だのなんだのっていうそういうことを考えなく、集

まってアンケートに参加していただく方にポイントカードを差し上げますぐら

いの、程度の町民から意見を聞くっていうその場所もなにか気楽にできるので

はないかなと私考えます。あとポイント進呈の経過は事業への参加意欲を誘発

し参加者の増大やにぎわい度の増加により幅広い年齢層の普及活動ができると

思います。地域における消費活動が円滑に循環し活性化することと言えると考

えますが、いま一度お考えを伺います。先ほど良い答弁いただいたんですけど、
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すみません、もう一度。 

 

議長 町長。 

 

町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

先進地として大空町のソラッキーカード、また滋賀県の長浜市では住基カード

による独自の商店街ポイントサービスがあるということで、ご承知をしてござ

いますけれども、いずれにしても、今後ですね、平取町のスタンプ会との行政

との連携というのは、大変重要になるかなというふうに私も思ってございます

が、現在一番大切なのは、やはり一つはやはり自助努力というか、そういった

ことが一番大事なのかなというふうなことを考えておりますが、また、いま皆

で支え合うというところに光を当てたいというふうに考えてございまして、

近は核家族化をはじめ、地域住民相互のつながりが希薄化するなかで本当にお

互いに助け合う互助の精神が重要となってございまして、これまで町民の多く

の方々に、福祉施設の奉仕活動に頑張っていただいておりますが、今後とも地

域で暮らす方々がお互いに助け合い、支え合うことがますます重要となってご

ざいますので、前段申し上げましたように新年度から新たにポイントを付与す

る福祉のボランティア制度を導入する予定でございます。これをまず 優先し

ながら、軌道に乗せて、また軌道に乗った段階でそういった拡大も考えながら、

トマトスタンプ会との連携というか、そういったことも視野に入れながら検討

させていただきたいというふうに思ってございますので、よろしくお願いした

いと思います。 

 

よろしいですか。松澤議員の質問は終了いたします。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、学習指導環境の改善について質問い

たします。昨年４月に実施されました全国学力テストの結果が８月に公表され

ましたが、当町の実態は依然として低迷傾向にあり、危機感を持っております。

昨年の町議会で学力テストの結果分析と学力向上の指導法の改善について質問

しており、その後学力向上に向けて、学習改善が進められていると思いますの

で、このたびはこの学力テストの関係については、別の機会にお伺いすること

として、今日は松本教育長になってはじめて私は一般質問でございますので、

学力向上にかかわる児童生徒の学習環境づくりの視点から、何点かについて、

基本的な考え方についてお伺いいたします。 初に、義務教育の段階において

は、人づくりに必要な基礎・基本を徹底することが重要と考えていますが、教

育長の教育理念について伺うものです。いま、現代の子どもの感覚は自分の気

に入らないこと、ちょっとしたことで、かっとなるようなことが起こっていま

す。日ごろは正常と思われるような子どもたちの心の中にも一瞬切れるものが

潜在していると言われています。そこで、義務教育を実践していく上で、私は
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人づくりの基礎・基本として、まず一つ考えさせること、一つ感じさせること、

一つ挑戦させること、一つ感謝する心を育てること、この４点の視点に基づい

た教育の徹底を提唱したいと考えていますが、教育長の教育理念について伺う

ものです。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 それでは平村議員の質問でございます、学習環境の改善についてということで、

義務教育におけます人づくりということでのご質問になろうかなというふうに

思いますが、お答えをさせていただきたいというふうに思います。義務教育に

おけます目的、目標ということにつきましては、国民が共通に身につけるべき、

公教育の基礎的部分を誰もが等しく享受し得るように制度的に保障するもので

あります。新しい時代をたくましく開き、創造性豊かで、チャレンジ精神を持

つ子どもたちを育成していくためには、確かな学力を身につけさせ、一人一人

の個性や能力を伸ばすとともに、心豊かな人間性や生きる力を育む学校教育の

充実がこれまでにも増して重要な課題であるものと考えております。特に学ぶ

意欲の低下、自尊感情の低下、規範意識の低下、体力等の低下が現在子どもた

ちが抱える四つの本質的な課題としてとらえるなかで、平取町教育推進計画に

基づき、その課題解決に向けた各種取り組みについて鋭意展開をしているとこ

ろでございます。また確かな学力を育み、個性や能力を伸ばす上において、教

育内容の充実でありますとか、教育環境の整備を図りますとともに、多様な活

動を通じた心の教育を推進をしていくことが肝要なものと考えているところで

ございます。そのため発達段階に応じて、規範意識や公正な判断力、自らを律

しつつ粘り強く生きる力を育み、かけがえのない自他の生命を尊重することな

どの基本的な倫理観等を身につけさせるとともに、平取町が有する自然や歴史

風土、伝統、文化などの特性を活かしながら、自分の生き方を支え、精神的な

よりどころとなります、人間尊重の精神でありますとか、生命への畏敬、思い

やりの心や美しいものに感動する心など、豊かな心の育成に努めてまいりたい

というふうに考えているところであります。その具体的な取り組みといたしま

しては、学習環境及び内容の改善といたしまして、まず、道徳教育の充実に努

めていきたいと考えております。魅力的な教材の開発でありますとか、外部人

材の活用などにより、道徳授業の工夫、改善を図ってまいりたいというふうに

考えておりますが、さらには、各教科でありますとか、総合的な学習の時間な

ど教育活動全体を通じるなかで、道徳教育の推進と豊かな心の醸成に努めてい

きたいと考えているものであります。次に２点目になりますが、コミュニケー

ション能力の育成であります。児童生徒が互いに話し合って、課題を解決する

機会を設けるなど、コミュニケーションの楽しさやすばらしさを実感させ、気

持ちや考え方を伝え合う、コミュニケーション能力の育成に努めていきたいと

思っております。もう１点につきましては、特別活動の充実ということになり
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ますが、さまざまな学習、学校行事でありますとか、学級活動を充実させるな

かで、自主的、実践的な態度を身に付けさせ、自ら企画し運営する能力の育成

に努めていきたいと考えているところでございます。以上が、義務教育におけ

ます人づくり、心の育成を図る上での目的、目標としての大きな柱にするとこ

ろでございます。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

いままでも、このような教育長の発言のように教育の現場から子どもたちのた

めにいろいろとはやっていると思いますけれども、先ほど私の四つの視点を申

し上げましたが、そのなかで今日特にお伺いしたいことは４番目の感謝する心

を育てることでございますが、自然やものへの感謝、それから親や友への感謝、

社会に対する感謝の心を育てることであり、その心の奥には、他の迷惑をかけ

ない優しい心、人の心の痛みに対するいたわりの心、命の尊さに対する思いや

りの育成があります。そこで、これらの教育実践は道徳の時間で学習活動の間

にやっていられるようですが、道徳の指導計画は、教職員参加のなかで計画さ

れ実践されているのかどうか、お伺いしたいのと、文部科学省が本年度から小

中学校で使用する道徳の副教材を公表されていますが、授業での適切な活用に

ついて、どう指導されるのか、教育長の考えを伺いたいと思います。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 お答えをさせていただきます。先ほど来、平村議員のほうからのご指摘もござ

いますが、子どもたちに対する考える力、感じる力、さらには挑戦すること、

そして感謝をする気持ち、優しい気持ちを持つということが、義務教育におい

て大変重要なことであると言うふうなご指摘でございますが、私もまさしくそ

のとおりだというふうに思っております。激動いたします社会のなかにありま

しては、次代を担う子どもたちをはじめといたしまして、町民すべてが明るい

未来を思い描きながら自分を見失わず成長していくことが重要であるというこ

とに鑑みまして、自分も他人も大切にする心でありますとか、大きな視野で判

断する能力、さらには予期せぬ事態への柔軟な対応ができる能力、新たな世界

に踏み出す勇気、そしてそれらを支える健康な体力、加えて生涯にわたって学

び続ける意欲を身に付けた知徳体のバランスのとれた人格を形成することが、

教育の大きな役割であるというふうに考えているところであります。このよう

な教育に課せられた役割でありますとか、課題への対応など、未来をつくる教

育の重要性が一層増すなかにおいて、本町の教育のよりどころとなります普遍

的な理念が必要であるという考え方から平取町の歴史風土や文化を愛し、豊か

な心の育成を図る生涯学習社会の実現を目指してということを教育理念といた

しまして、平取町教育推進計画に現在定めているところでございます。ただい
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ま、心の教育というようなことで、道徳の推進ということで、各学校において

の取り組みでありますとか、新年度から道徳におけます道徳教材ということで

の新たな教材使用ということになりますが、現在使われております心のノート

の全面改訂版となります、私たちの道徳ということでのご質問になろうかなと

思いますが、道徳の授業ということにつきましては、各学校それぞれ学習指導

要領に定められた時数等をもとにいたしまして実施をいたしております。これ

らの授業を展開していく上においては、各学校における道徳教育推進担当教員

ということになりますけれども、これらが中心となりまして、それぞれ年間計

画等を立てながら、実施をいたしているところでございます。それと、先ほど

申し上げましたけれども、新年度からの道徳の副教材ということになりますが、

心のノートの全面改訂版であります、私たちの道徳ということで、これらにつ

いては、現在すでに国のほうから各学校のほうに配布がされているところでご

ざいますが、これらについては新年度より全面的に活用していくなかで、それ

ぞれ児童生徒の心の育成に努めていきたいというふうに考えているところでご

ざいますので、お答えとさせていただきます。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

先生方が道徳の全体的ななかで子どもたちに教えているということで、安心は

していますが、やはり全員の先生方で子どもたちにいつでも教科のなかだけで

はなく、すべての教科のなかで、やはり普段からそういう道徳の教育をぜひや

っていただきたいと思います。あと次に、２点目に入ります。次の２点目は、

学力向上にもかかわってまいります、小中連携教育の導入について、教育長の

所見を伺いたいと思います。いま、学力低下の問題、生活の指導などのほか、

少子化時代に対応した学校づくりを模索するためにも、６・３制の固定的な枠

をはずし、小学校、中学校の段差をなくして９年間というスパンのなかで小中

連携教育が求められていると認識いたしておりますが、この制度の導入につい

て、教育長の所見を伺いたいと思います。義務教育の６・３制の弾力化につい

ては、子どもの心が体の発達度に合っていないということで、文部科学省が制

度改革案をまとめて発表した経緯がありますが、現在は改革が見送られていま

す。この小中連携教育は学力向上をはじめ、生徒指導、生活指導などを系統的

に、継続性を持って指導計画をつくり、実践的な指導によって教育効果を向上

するのではないかと考えていますが、この制度の導入にあたっては、学校現場、

特に教職員の意識の改革にかかわるもので、難しさは承知していますが、検討

委員会的な組織を立ち上げ、制度導入の検討をしていただきたいと考えていま

すが、いかがでしょうか。 

 

議長 教育長。 
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教育長 小学校、中学校におけます連携教育にあたりましてのご質問ということになろ

うかなというふうに思いますが、ご質問の趣旨からまいりますと、小学校から

中学校への移行も含め、円滑な接続を行うなかで小中学校の教育を一貫した考

え方をもって児童生徒に質の高い教育を行うべきではないかとする内容という

ふうに受けとめさせていただいておりますが、あわせまして議員におかれまし

ては、現在、全国的にも小中連携から一貫教育が実施されていることに鑑みま

して、地域事情等も併せるなかにおいて、前向きに検討すべきであるというこ

とであろうかなというふうに思います。ここで若干小中連携及び小中一貫教育

の意義、並びに違い等についてご説明をさせていただき、教育委員会としての

導入のあり方についてお答えを申し上げたいというふうに思います。現行の法

制下にありましては、申し上げるまでもなく、義務教育の学校につきましては、

小学校と中学校に区分をされており、小中一貫校という新たな校種ができてい

るわけでもなく、正式な制度としての名称でもございません。また小中の連携

が発展していくと一貫になるということでもございません。現在、各地で小中

一貫校ということで運営はされておりますが、法制上はあくまでも小学校であ

り中学校ということになってまいります。したがいまして、自治体であります

とか学校単位での取り組みが国の制度整備に先行しているというのが、小中一

貫の現状であるといえるところでございます。小中一貫校として運営をしてい

くことにおきましては、構造改革特区、教育特区としての認定を受けるという

ことが必要ということになってまいります。これは正規な手続によります一貫

校ということではなく、連携を含めると全国的に急速に展開がされてきている

ところでございますが、連携と一貫を区分をするといたしますと、連携につき

ましては小中学校が互いに情報交換、交流をすることを通じて小学校の教育か

ら中学校教育への円滑な接続を目指す、さまざまな教育ということになろうか

なというふうに思います。また一貫ということにつきましては、小中連携のう

ち、小中学校が９年間を通じた教育課程を編成をいたしまして、それに基づき

行う系統的な教育ということで定義付けされるというふうに考えているところ

でございます。小学校と中学校を一貫して一つの考え方の統一した教育を行う

ということにつきましては、教育基本法の趣旨でありまして、義務教育の使命

であるというふうに考えます。また一人一人の子どもの学習でありますとか、

心の育成から考えるのでありましたら、小学校と中学校においても、ギャップ

がなく、連続したものであるべきということが当然のことになろうかなという

ふうに思っているところでございます。学校が社会のなかで多くの人々に認め

られるということにつきましては、学力の向上だけではなく、児童生徒の規範

意識でありますとか心の育成についても成果を上げる必要があろうというふう

に思います。特に社会力といわれる柔軟な適応力については、これからの社会

のなかでは、必須の資質能力でありますとともに、９才という年齢差の特色を

活かした人間関係のなかで、連続したカリキュラムを実践していくことはこれ

まで以上に社会性の育成を図ることができるものではないかなというふうには
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考えているところでございます。このように６・３制の枠をはずして小中の段

差をなくした９年制、一貫校のメリットということはあるところでございます

が、その反面、小学校の高学年において、リーダーシップが育ちにくいという

ようなことなど、デメリットもあるというところでございますので、現時点に

おきましては、現行制度を基本としながら、現行制度の良さについてもしっか

りと検証をしていくなかでいかに現６・３制におけるつながりをなめらかにす

るかを検討してまいりたいというふうに考えているところであります。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

小中連携教育は全国的にも広がっているようですが、道内でも取り組んでいる

事例があります。先進地の事例を紹介しながら、お伺いしたいのですが、２月

２１日の北海道新聞で厚真町教育委員会が取り組んでいる英語教育の事例が掲

載されていました。厚真町では平成２４年度から文部科学省の特別校指定を受

けて、５、６年生だけではなく全学年で英語活動を行っています。この学習活

動にあたっては、町内の小中高の担当教員らで、英語教育推進委員会をつくり、

連携して英語教育を目指しています。これはまさしく小中連携教育ではござい

ませんか。十勝管内の鹿追町では、鹿追高等学校の存続のために、小中高の一

貫教育を導入されようとしています。この事例は平取高校も子どもたちの入学

が減っているなかで考えなければならない課題だと思いますので、当町にとっ

ても参考になる事例かと思います。小中連携教育は中学校の教員が小学校の教

科の授業に出向いたり、学校行事の合同開催で協力し合ったり、部活動の交流

などを行いながら、体系的な学習活動を行うことになりますので、教員の理解

と協力が前提にあるとは思いますが、まず、そのなかでご提案ですが、先進地

の事例の収集を行ったり、文部科学省の研究開発指定校の資料収集など、先進

地の視察研修などを行い、小中連携教育の目指す姿を示して教員参加の環境づ

くりをしたらどうかと思います。教員が襟を正し、自己変革に向かって具体的

な行動をとらねばならないのではないかと思います。教員が変わらなければ子

どもたちも変わりませんし、学校が変わらないのではないかと思います。特に

校長先生、教員の積極的な考え方を取り入れながら、教育長の教育指導の環境

づくりが大切ではないかと考えますので、お伺いしたいと思います。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 小中連携一貫教育のねらいということにつきましてはただいま平村議員がご指

摘のとおりかなというふうには思っております。小学校中学校９年間の学び、

学習面ということになりますが、あわせて育ち、生活面の連続性を重視すると

いうことによります児童生徒の学習意欲の向上と、いわゆる中１ギャップの解

消を図るということにあろうかなというふうに考えます。そのためには、教職
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員が子どもたちの成長を９年間にわたり、支える意識を高めることが大変重要

になるものというふうに考えているところでございます。このことにおきまし

て、小中一貫教育が小学校並びに中学校教育の充実につながり、児童生徒に質

の高い教育の保障ができるかどうかが目的にならなければならないというふう

に思っているところでございます。教育委員会といたしましては、いまのとこ

ろは、新たな施設をつくり、小中一貫校を一体的に進めるということなど、特

別なことは考えておりませんが、実質的に町内の小学校と中学校が連携をいた

しまして、各教科等の一貫性、道徳教育の一貫性、学習ルールの一貫性などを

進めることができるか、各学校と連携を図るなかで模索検討してまいりたいと

いうふうに考えているところでございます。いずれにいたしましても、小学校

６年生と中学１年生の指導を近づけることがかぎになるものというふうに考え

ているところでございますので、小中の教員がいかに連携し合うことができる

のか、今後の検討課題といたしまして、受けと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。ただいまご質問のなかにもありましたとおり、

先進地の事例等々もございますので、十分そこら辺については参酌をするなか

で、今後の小中連携等のあり方について検討を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 

後になりますが、開かれた学校づくりの視点から、学校運営協議会制度の導

入について、教育長の所見を伺いたいと思います。学校運営協議会制度は平成

１６年６月に地方教育行政法を改正し、創設されたもので、平成２８年度まで

に全公立小中学校の１割に当たる３千校に拡大するとの目標を掲げられていま

す。この制度は、閉鎖性や画一性が指摘されていて公立学校の運営を改善しよ

うと導入されたものであるようですが、道内での導入は、これまで、６校にと

どまっているとの新聞での情報です。この制度導入にはいろいろ課題があるよ

うですが、開かれた学校づくりの視点から、検討に値するものと考えています

が、教育長の所見を伺いたいと思います。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 学校運営協議会制度、通称コミュニティースクールの導入検討につきましてお

答えをさせていただきます。ご質問にもございましたが、この学校運営協議会

につきましては、保護者や地域住民、有権者などから構成をされまして、学校

の運営等について意見を述べたり、基本的な方針を承認したりすることができ

るものでありまして、公立学校の運営に保護者や地域住民の意見を反映させる

という仕組みでございます。またこのコミュニティースクールにつきましては、

学校教育に対します多様な要請にこたえまして、信頼される開かれた学校づく
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りを進める上において、保護者や地域住民のニーズが学校運営により迅速かつ

的確に反映されることが重要ということになってまいります。保護者や地域住

民が合議制の機関であります学校運営協議会を通じて、一定の権限と責任を持

って学校運営に参加するなかで学校、家庭、地域が一体となり、より良い教育

の実現を目指すという、地域に開かれ、地域に支えられる学校づくりの手法と

して制度化されたものということになってございます。以上がコミュニティー

スクールの趣旨ということになってまいりますが、コミュニティースクールに

つきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づくなか

で、権限といたしまして大きく次の３点が挙げられるということになろうかと

思います。一つといたしまして、コミュニティースクールの運営に関して教育

課程の編成、その他、教育委員会規則で定める事項について、校長が作成する

基本的な方針の承認を行う。２点目といたしまして、この運営に関する事項に

ついて、教育委員会または校長に対して意見を述べる。３点目といたしまして

は、このコミュニティースクールの教職員の採用その他の任用に関する事項に

ついて任命権者に対して直接意見を述べるということができるということとと

もに、その意見は任命権者に尊重されるものということでございます。大きく

この３点がこれまでの学校運営と異にする点になろうかなというふうに考えま

す。このように、コミュニティースクールにおいては、学校運営の基盤であり

ます、教育課程でありますとか、教職員の配置について、保護者や地域の皆さ

んが責任と権限を持って意見を述べるということが制度的に保障され、その意

見を踏まえた学校運営が進められるということになってまいります。地域に開

かれ、そして信頼される学校づくりをより一層進めていく上においては、この

コミュニティースクール創設も必要ということになろうかなというふうに考え

ますが、現状における学校運営ということにつきましても、学習指導要領の趣

旨を踏まえた、特色ある教育活動の推進と保護者や地域住民の意向が学校経営

に反映できるよう地域の教育力を積極的に活用いたしていきますとともに、外

部評価となります、学校評議員からの意見等を真摯に受けとめるなかで信頼と

協力関係の構築に現在も努めているところでございます。またあわせまして、

信頼される学校づくりの実現ということには教職員の資質能力の向上が極めて

重要ということになってまいりますので、教職員個々の課題等に応じた各種研

修会、講座等への参加を奨励いたしますとともに、各学校における校内研修の

充実を図り、実践的な指導力の向上に日々努力をいたしているところでござい

ます。このような状況下において、町内の小学校にありましては、決して閉鎖

的でありますとか、画一的に運営がなされているということではなく、それぞ

れ地域資源等を活用するなかでの特徴ある、そして地域とともに歩みます学校

運営が行われているというふうに認識しておりますので、現状としてコミュニ

ティースクールの導入につきましては積極的に検討を行うという考えはないと

いうことだけは、申し上げたいというふうに思います。 
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議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

この学校運営協議会の制度は、保護者が地域住民、教師らで構成し、校長先生

の学校運営案を承認するほか、教育活動全般について意見を述べることができ

る仕組みになっているようですが、近隣町の導入事例としてすでにご承知かと

存じますが、安平町教育委員会が昨年８月に追分小学校に学校運営協議会制度

を導入され、平成２７年度までに全小中学校に拡大する方針のようでございま

す。町教育委員会の執行方針の柱の一つに、地域に信頼される学校運営の推進

をと掲げられ、そのなかで、情報の提供、学校評議委員等から意見を聞き、信

頼関係の構築に努めると言われていますが、具体的な方針が示されていません。

この学校運営協議会は全国で１５７０校が導入されているけれども、道内では

先ほど申し上げたとおり、６校程度の制度です。開かれた学校づくりにつなが

る制度であると私は考えます。教育の改革については校長をはじめ教師たちが

頑張れば学校にも子どもたちにもが変われると私は信じています。この制度は、

先ほども申し上げましたが、安平町が実施していますので、視察研修をしてい

ただき、学校現場との共通理解のなかで、制度の導入について検討していただ

きたいと考えていますが、教育長の所見を伺いたいと思います。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 このコミュニティースクールの導入ということにつきましては、近隣町という

ことでは、ただいま平村議員がご質問のなかにもございましたとおり、安平町

において、導入をしていくということで、２０１５年度までに各学校それぞれ

この地域運営学校というようなことで、コミュニティースクールを導入してい

くということの、現在、計画になっているところでございます。このコミュニ

ティースクールを導入する一番のねらいということにつきましては、ただいま

のご質問のなかにもございますけれども、学校と地域が力を合わせることによ

って、互いに、信頼し合い、それぞれの立場で、主体的に地域の子どもたちの

成長を支えていくための学校づくり、地域コミュニティーづくりを進めていく

ということになろうかなというふうに考えるところであります。しかし、コミ

ュニティースクールの導入ということになってまいりますと、保護者はもとよ

り、地域の方々の負担、そして責任ということにおいて大変大きなものがあろ

うかなというふうに考えるところでございます。そのことにおいて現状にあり

ましては、地域の機運でありますとか、学校事情等を考慮する上において、時

期尚早というふうには考えているところでありますので、その必要性というこ

とが保護者でありますとか地域というようなことで大きく声が上がった段階に

おいて教育委員会としても導入の検討ということは行ってまいりたいというふ

うに思っておりますし、また、この近隣での安平町での導入ということもござ

いますので、教育委員会といたしまして、視察研修等を行うなかで今後の学校
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運営のあり方等について十分また検討等を行ってまいりたいと思います。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

ぜひ研修していただきたいと思います。もう１点この機会に、学校運営協議会

制度の運用にかかわってでございますが、学校支援地域本部事業ということに

ついて伺います。この制度は、学校を支援するための、学校が必要とする活動

について、地域の方々をボランティアとして派遣する組織、いわば地域につく

られた学校応援団として言われています。大変良い制度とは受けとめています

が、この制度の活動状況は平取町では取り組んでいるのかお伺いしたいと思い

ます。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 お答えをさせていただきます。ただいま学校地域支援制度ということで、地域

の方々の力等を十分学校運営等に反映させるべきであると、これらの制度につ

いて、平取町として実施をしてるのかということでございますが、現在、平取

町といたしましてはこの学校地域支援制度ということについては、導入という

か制度を使っているということはございません。 

 

議長  平村議員の質問は終了いたします。続きまして６番千葉議員を指名します。千

葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

６番千葉です。本日は、一般質問ということで、２問を用意して通告をいたし

ております。まず一つ目は、単身者住宅の空き部屋対策について。もう一つは、

平取町総合福祉計画の構築についてということで２点、本日は一般質問して進

めてまいりたいと思います。まず 初に、単身者住宅の空き部屋対策について

でありますが、ハイツ幌尻、平成５年に建築がなされまして、１２戸確保いた

して進めてまいってます。当初は大変入居希望者も多く、それなりにこのハイ

ツ幌尻の果たしていく役割というのは大変大きなものがあったというふうに私

は記憶しておりますが、近年は承知のとおり空き部屋が目立ってきております。

ついこの間までは、１２戸のうち１戸は管理人の方々が入居してますので実際

的には１１戸の戸数でありますけども、５戸ほど空き室があったと。３月７日

のいわゆるまちだよりの発表では、４室それでも空き部屋があったということ

でありますけども、私はこの平成５年からもう既に２０年が経過しようとして

るこのハイツ幌尻のあり方については、やはり再検討して活かしていく必要が

あろうかなというふうに考えております。一つは家賃の問題、これは条例によ

って決められているわけでございますけども、町内でお仕事されてる方、町内

の企業で働いてる方は１ＬＤＫ３６、７平米の広さですけども、２万７千円、
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町外に出て就労をされている方、いわゆる町外企業に勤めている方が、さらに

２万円アップして４万７千円。このことは現在の社会情勢とかですね、平取町

振内における地域性を考慮してもやはり条例改正なしでですね、このまま推移

していくことについては、やはり今後も空き部屋が生じていくというふうに私

は捉えております。家賃の軽減策だけでなくてですね、やはり空き部屋として

残して、そのまま放置するのであれば入居条件をやはり一定の改善をしていく、

それからそれに付帯してですね家賃の軽減策を検討していくということが、大

変必要かな、必要な時期に来てるのかなというふうに考えております。特に一

定の条件を満たしておりますお年寄りの独居世帯、これも実はもう既にこのハ

イツ幌尻あたり入れたらいいのになって意見が出てきて、私の耳にも入ってお

ります。それから町外業者に勤務されてる方、特に日高町、それから私知って

る範囲では隣のむかわ町も一部そうなんですけども、そういった方々の考えを

聞いていますと、やはり４万７千円はちょっと無理ですと、現状に合ってない

と、そういう意見が強く聞かれております。それからもう一つは、例えば障害

者支援施設すずらんの関係もそうなんですけど、グループホームに今展開して

る人たちでも、さらにですね、ひとり暮らしを実践させたい、そのために一部

屋ぐらい、やはりハイツ幌尻あたり利用できたら大変良いのになという意見も

聞かれております。これには一定の介助、サポート、それから見守り等含めて

ですね、一つずつこう条件が違うわけですけども、このことも再度ですね、検

討して、条例改正にあてたらどうかというふうに思ってますけども。どうなん

でしょう、もうそろそろ築２０年、実は契約書のほうみたらですね、耐用年数、

とりあえずは２０年というふうに書いておりますので、このあたりで、改正を

していく考えが私は大変必要なことだなと思ってますけども、考えをまずもっ

て 初に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 

それでは、ご質問にお答えをしたいと思います。今のご質問のなかにありまし

たけれども、振内単身者住宅でございますが、これは平成５年に１２戸、１戸

あたりワンルームというような設定で１戸あたり１１坪程度の広さで建設をし

たという経緯がございまして、当時、名のとおり単身者の専用住宅ということ

で、当時振内営林署の職員のための住宅と、それから営林署の残地対策といっ

た内容でも、という側面からも建築されたというふうに聞いてございます。

近における入居の状況でございますけれども、なかなか１２戸すべてがうまる

という状態が少ない状況になってきておりまして、ご質問にあったとおり、４

戸が現在のところ空き家というような状況になってございます。現在の家賃設

定がどうなのかというようなご質問でございますけれども、いま家賃は１戸あ

たり４万７千円というのが基本でございまして、規則で町内企業に勤務する方

であれば２万７千円にしようという設定になっておりまして、今入居されてる
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方は、管理人を除いてすべて地元企業に就職している方という入居状況になっ

ております。この家賃の設定なんですけれども、条例の第１１条の規定がござ

いまして、ほかの公営住宅の家賃の設定と同様にこの住宅の工事費総額に値す

る毎年の元利償還金、それから修繕費等の管理事務費、それから損害保険料等

を一定の算出基準にあてはめて算出をしているというような状況にございまし

て、平成５年当時、それに基づき算出された額が、一応の算出額としては５万

円程度というような状況になっておりまして、それに地域差ですとか、先ほど

申しました営林署の存地対策含めて、それから１０％減額して４万５千円と。

さらに共用部分の経費１千円をプラスして、４万６千円といった当初の設定だ

ったというふうになっております。また町内の企業勤務者の家賃については、

地元企業の雇用の確保といった観点から５万円を基準として半額にするという

ことで共用部分の１千円を加算して、２万６千円とした経緯がございます。途

中、消費税の改正等がありまして、現在４万７千円、２万７千円といったよう

な家賃になっているというところでございます。ご質問の通り現在の地域の実

態ですとか、住宅の経過年数も考慮して家賃はどうなのかということですけれ

ども、この２万７千円という設置につきましては、地区は違いますけれども、

本町地区の同様の年度に建てられたアパートですとか、 近の傾向をみると、

３万円後半から４万というような事例もございますので、振内という地域では

ありますけれども、これから比べるとそんなに高い家賃ではないのかなという

考え方をしてございまして、ある程度妥当というような判断をさせていただい

ているところでございます。ただ、町内勤務者以外の４万７千円という設定に

つきましては、この地域の２０年前との雇用環境等ですとか、それから 近平

取町が進めております定住対策という考え方からも、非常に以前の考え方とは

変化を生じているなという認識もございますので、どこに勤務しても、町民と

して居住してるんであれば、同額の家賃設定でも問題はないのかなというよう

な考えもございますので、これら現在の２万７千円の設定根拠の再検討も含め

まして、町外勤務者にもより入居しやすい条件となる方向で家賃の設定につい

て、検討させていただきたいなというふうに思ってます。それから、入居資格、

高齢者とかですね、グループホームのこういった障害者等の入居ということで

ございますけれども、条例上では、入居資格として平取町に勤務場所を有する

単身者というようなこともございますので、条例上としては、こういうことに

なるのかもしれませんけれども、こういった高齢者ですとか障害者等に入居を

拡大するかどうかということにつきましても、例えば入居の家賃を改定した場

合の募集が多くなった状況等も考えられますし、それからこういった高齢者と

か単身者のここに入居したいというニーズと言いましょうか、そういうのがど

れほどあるかというようなことと、それから一般的に公営住宅よりは家賃も高

い設定になっているというようなこともございまして、そういうものが入居者

の負担になるのではないかというようなことも想定できますので、こういった

場合のいろんな条件をさらに検討させていただきまして入居条件の緩和なり、
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そういうのを含めて、またいま管理者ということで、１軒住んでいただいて周

辺の環境整備とかそういうことにあたっているということもございますので、

この入居条件緩和したときにですね、先ほど質問にもありました、そういった

入居者の見守りとか、そういうこともその業務のなかに盛り込むとかですね、

その辺も含めて、必要であれば条例改正等も合わせて検討させていただきたい

というふうに思っております。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

今まちづくり課長のほうから一定のご回答をいただいたわけでございますけど

も、確かに平取本町あるいは近隣でいうと富川地区とか民間のアパート、それ

から年数経過等を考慮した、賃貸の物件についてはその家賃形態かなというふ

うには捉えております。ただ一つ思ってることは、私もちょっと札幌とか苫小

牧のアパート、１ＬＤＫあるいは１ＤＫの部分をちょっと調べてみましたけれ

ども、大体３万５千円から４万、いっても５千円以下と。新しい物件で４万５

千円ワンルームというのがだいたい基準になってるかなというふうに思ってお

ります。町内町外問わずですね、やはり住民票、親の世代から私は例えば振内

で育ったよ、貫気別で育ったよ、あるいは平取本町で育ったんですよっていう

方がですね、継続して町外に仕事を求めてもですね、やはり、住民票が、ある

以上は、平取町民なんですね。一定の町民税も当然のことながら、町に納めて

いく、そういう隔たりはもう撤廃しないと私はちょっと考え方として古いのか

なというふうに捉えてます。実際に入居希望、町外、一例なんですけども、ハ

タナカ昭和さんのほう、日高なんですけど、山日高のほうなんですけど勤めて

る方も 初は希望したんですよ。で、空き部屋もあって、大変快適な、あそこ

たしかオール電化だと思うんですけども、その部分では希望したんですけども、

家賃を聞いてびっくりですね、４万７千円、初任給１０何万かの人が。これは

払い続けていくっていうことに対してはちょっと、親としてもちょっと大変な

思いさせるから無理だなということで実はあきらめた経緯もありますので、一

般の町民、月額が２万７千円、この部分については私も高いか安いかの判断と

いうのは非常に微妙なとこはあると思うんです。だけど４万７千円はないでし

ょうということが私の今回の意見でございます。それと、課長答弁されたとお

り、まずはこの条例改正がなされてですね、家賃が軽減されればまずやっぱり

若い人、 初のつくられたこのハイツ幌尻の趣旨から考えて募集をかけて、そ

れで埋まってこえば私はいいと思うんですけども、ただもう少し先を見据えて、

５年先、１０年先見据えたときですね、これからの時代というのは、やはり施

設というかこういった住居に関する環境を整えながら、できるだけ有効に活用

してきている観点から考えると、やはり若い人は２階に。まあ２階建ての建物

ですから、住んでいただき、さっき言ったように私がとらえている今後の高齢

者の一人世帯、一定の年金収入があって、この程度の家賃で生活していく分に
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は私は入りたいよという希望がもし空き部屋が将来出てあればですね、やはり、

検討していく必要があるのかな。いわゆる、若い単身者の世代とご高齢の方の

世代、１階のできるだけ身体に負担のかからない、１階の部分においてはやは

りミックスで私は利用できるような形態というのがいま求められている形態な

のかなというふうに思っております。そんなことも考慮しながら、ぜひこの単

身者住宅の空き部屋対策についてですね、やはり、極論を言うと、さっき私言

ったとおり、町内も町外も関係なしにやっぱり一定の家賃というのはもう整え

て、一律幾らにしてもっていくよという部分が必要かなというふうに思ってま

す。そこの部分っていうのは優れている部分は当然施設全部舗装かけて、車庫

も物置も全部完備しているという住宅ですから、大変活かし方によってはです

ね、本当にすばらしい単身者住宅かなというふうに思ってますけども、その辺

の考えもあわせてですね、もう一度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。町外勤務者の家賃の設定ということで、前段も答弁させ

ていただきましたけれども、既にいわゆる勤務地が町外ということで、本町な

どの例においても本町に住居を有しながら苫小牧に通うとか、そういうような

時代と言いましょうか、そのようになってきているというようなこともござい

ますので、前段申したとおり、再度この辺の家賃の差の付け方については、極

力同一の賃金体系で、私どもの町に住んでいただけるというような、定住対策

等も含めてそのような方向で前向きに検討させていただければというふうに思

っております。あと高齢者の利用等についても、２階に若い方、１階に高齢者

というようなことで、非常に世代間が一か所に集まって住むことの意義とかで

すね、そういうものは非常に重要だというふうな考えも持っていますので、い

ろんな入居の条件等も合わせて、本当に高齢者が入る場合、入りやすい条件に

するとかですね、それも含めてこの辺も積極的に考えさせていただければなと、

いうふうに考えてございます。 

 

議長 千葉議員、２問目に入る前に休憩したいと思いますので、１問目の関係であれ

ばどうぞ。千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

大変考え方としては前向きにとらえてくれてるなというふうに思っておりま

す。それともう一つ伺っておきたいことがございます。スタートした平成５年

に完成した当初、管理をしていただく方との契約内容についてちょっと触れて

おきたいと思うんですけども、項目を見ましたら、周辺の先ほど課長言われま

した草取りとか、簡単な掃除とか、あるいは入居、退居に対するお手伝いとか

ですね、さまざまこうあるなかで、一つ気になってるのが、やっぱりその当時

は賄いがついてたと。賄いということは食事のお世話をしてくれる部屋もあり、
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なおかつ食事を用意してくれる、多分あすなろサッポロさんとの関係だと思う

んですけど、その辺が、いまだいぶ、何というんですかねそのときの環境が変

わりましてですね、食事の世話がなくなった。さまざまなことにおいて少し条

件が変わってきているのかなというふうに思ってますけども、ただ食事をとる

部屋、それから賄いをする、たぶん機材というんですか台所用品というんです

か、たぶんあったと思うんですけども、その辺は復活させてやるような考え方

というのはないのか、なければやはり条例の管理人との契約内容からやっぱり

削除すべきかなというふうに思ってますけども、その辺に対する考え方、どう

なのかなというふうに私疑問に思ってますけども、ご答弁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 

お答え申し上げます。ご質問にあるとおり、いま管理人ということで主に周辺

の環境整備ということでの掃除とかですね、それから夏場でありますと草刈り、

それから入退居等の相談なり、援助といいましょうか、それから冬においては

除雪というようなことをお願いしているところでございます。当初、単身者と

いうことでの賄いがありまして、それもかなり大きな委託の内容に入っていた

ということでございまして、契約としましては管理というようなところから同

一の条件で現在まで委託契約内容ということになっておりますけれども、ご質

問にあるとおり、今の単身者がそこで賄いをして、ぜひ食事を用意するような

環境にしてほしいといったようなそういう意向はないというのが実態でござい

まして、ただこちらからそういうことにしますよといった場合ですね、どうな

るかはちょっとわからないところがございますけれども、ただいろんな職種の

方が入っているということもあって賄いつきというのはなかなか考えづらいの

かなという気はしてございます。そういった機材もございますけれども、それ

らはいま使っていないという状況がございますので、今日こういったご質問い

ただきましたので、そういった場合どうなんだろうといったような確認なり、

アンケートなんかも入居者に対してすることも一つかなというふうに思ってま

すし、だんだんそういった時代の流れといいましょうかそういうことで管理状

況も変わってきたというようなこともございますので、ただ、ずっとやってき

ていただいたということもございますので、急にそういう条件で管理人さんが

なかなかそこに住んでいられないような状況になるというのも非常に心苦しい

ところがございますので、ぜひその辺もいろいろと協議させていただいて、委

託内容について、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。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 そうですね、ぜひもう一度精査する必要、私あると思いますね。私はけして管
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千葉議員 理人の人がいづらくなるとかそういうことは全く考えてませんので、私は条項

文を含めて条例改正のなかにもし、管理人との契約のなかで賄いがもしまだ含

まれてるんであれば削除すべきと、単純にそういうように思っております。そ

のかわりというわけじゃないですけども、例えば、先ほど私が質問したような、

高齢者の入居とか身体障害者含めて、入居希望のある方、それから、知的障害

者のひとり暮らしを経験させる意味で入居希望がある場合、もしそういったこ

とがあればですね、やはり特段難しいことではないんですけども、１日１回く

らいの安否確認とか、体調どうなのかというぐらいのですね、ことをつけ加え

る、いわゆるそういったことに対して改めて条例改正すればいいんであって、

その辺誤解のないようにというふうに思ってますので、どうか早い段階でです

ね、この単身者住宅の空き部屋対策が解消されるようにですね、私も地域の人

間としても願っておりますので、前向きに検討いただきますよう、お願いいた

します。 

 

議長 町長。 

 

町長 それではご質問にありました内容について、特に振内に建設しております単身

者住宅については、ご承知のとおり築２０年経過しておりまして、その当時と

は、経済的な状況、あるいは雇用環境も変化しておりまして、現在は人口減少

時代を迎えておりまして、移住定住対策を本格的に取り組んでいるところでご

ざいます。ご質問の家賃形態については、やはりどこに勤務していても、町民

であれば、家賃に差をつけない、より入居しやすい住居となる方向で家賃設定

については前向きに検討をさせていただきたいというふうに考えてございま

す。また入居条件の緩和についても特に高齢化時代を迎えて地域によっては、

６５歳以上の高齢化率が５０％、２人に１人はお年寄りというようなことに近

づいている集落も多数ございますので、ひとり暮らしの高齢者も増えてきてお

ります。そのことから、高齢者世帯の冬場の、特に冬場の生活、除雪、病院、

買い物の日常生活に支障をきたすことがあろうかと存じますので、可能であれ

ば、高齢者や障害者等にも、入居してもらうことも含めて、弾力的に対応しな

がら有効に活用できる単身者住宅に検討させていただきたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

ぜひ今まで私が申し上げたことをですね、参考にしていただきですね、早急な

る、条例改正含めてですね、入居の緩和を実施してもらえる希望して、私の一

般質問を終わりたいと思います。１問目終わります。 

 

議長 １問目について終了ということでありますので、ここで休憩をいたします。再
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開は１１時といたします。 

 

    （休 憩 午前１０時４３分） 

   （再 開 午前１１時００分） 

 

議長 再開します。６番千葉議員を指名します。 

 

６番 

千葉議員 

６番千葉です。休憩の後に引き続き２問目に入らせていただきたいと思います。

平取町総合福祉計画の構築についてお尋ねをしていきたいと思います。現在平

成２４年から２６年度までの高齢者福祉計画、それから介護保険事業の計画、

そのほかですね障害者の福祉計画書と一通り今年度、新年度２６年度までのも

のが策定されております。この小冊私も結構細かく見てみましたら、町が抱え

ている将来の課題とかですね、数値化されたデータ、本当に一生懸命調べてく

れたなと感心するぐらい小冊にまとめてあります。そんななかでも、例えば近

年やっぱりちょっと話が私の耳元に入っているのは、やはり児童福祉の関係の

整備、それから地域医療のかかわり方はどうなのか。連携がどうなのか、そし

て現在あります地域の包括支援センターが果たしていく今後の役割は一体どう

あるべきか、いわゆるその総合的な、高齢者のみならずですね、福祉計画、こ

れやはり近い将来、特に２７年度からまた新たにスタートするわけでございま

すので、私の今日の一般質問を踏まえてですね、ぜひ検討していってほしいな

というふうに思い、今日一般質問に踏み切った次第でございます。特に先ほど

も町長ちょっと触れてましたけども質問のなかで、高齢化率が非常に高くなっ

てきている。地域によっては本当に４０％を超してきている地域が増えてます。

それはやはり平取町の北部というか上手というか、いわゆる北側でございます。

幌毛志、荷負、岩知志、去場あたりが唯一下区では高齢化率が高いのかなとい

うふうに思ってますけど、このまま進んでいくと当然のことながら、貫気別地

区とか振内、この辺もですね、年を追うごとに４０％に近づいてくるのかなと

いう懸念はございます。そんななかで、もう既にですね、私のほうでは家族構

成とか職場の状況、それから世帯によってはですね、実際お年寄りとか障害持

ってる方を面倒みながら職場に出かけていくのは大変困難な状況になってきて

いるけれども、施設利用というのはもう既にいろんな話聞いてみたらいわゆる

限界を感じているというんですね、要するに施設利用で介護を目指すような方

向にはならないとやっぱりそういう方は認識している。ということはやはり

終的には、今日は高齢者中心に尋ねますけども、やはり在宅のあり方、この考

え方では町として一体どういう方向に向かうのかなというのが、私の意見を聞

いたなかでは大半を占めておりますが、改めてやってくる福祉計画、平成２７

年からの計画についてですね、今の現状を踏まえてですね、どのようにまずも

ってお考えになっているのか、方向性は果たしてどうなのかということについ

て、 初に伺っておきたいと思います。 
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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申し上げます。福祉に関する計画といたしましては、

高齢者福祉・介護保険事業計画、障害福祉計画、子ども子育てに関する次世代

育成支援対策地域行動後期計画、２７年度からは子ども子育て支援事業計画に

移行されるものでありますが、これらがありまして、それぞれの分野に関して、

計画期間中に行うべき具体の施策を盛りながら、平取町が置かれた条件と背景

を分析・勘案しまして、今後必要な施策、町が進むべき道を表してございます。

町は現在このような町民に身近で国や道からの財源援助を受けるために基礎と

なり、同時に作成の義務付けられている、それぞれの計画を優先して取り組み、

議会や町民にお諮りしながら、福祉に関して必要な事業を進めております。ご

指摘の総合福祉計画につきましては、社会福祉法の第１０７条におきまして、

地域福祉計画という規定がございますが、これはこの計画を策定する場合は、

関係者の意見を反映させ、公表に努めるという規定にとどまっておりまして、

市町村において必ず策定しなければならない義務を定めたものではございませ

ん。また、財源補助の条件ともなっていないのが現状でございます。しかしな

がら、私どもは千葉議員ご指摘のとおり、それぞれの計画の有機的な整合性を

図るとともに、町民福祉の原点と理念を再確認するための総合的計画の必要性

はこれを認識しており、大きな方向性としては、町長が町政執行方針で述べま

した、住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を目指して、町民に効果的な事

業の推進を行うことであるというふうに考えてございます。今後、他町の事例

も調査した上、社会福祉協議会、社会福祉法人並びに社会福祉にかかわる関係

者の方々と協議をし、それぞれ計画を包括して、その整合性と町の方向性を示

した総合福祉計画あるいは地域福祉計画の構築を目指してまいりたいというふ

うに考えてございます。千葉議員ご指摘の高齢者福祉、今後、高齢化率が上昇

するにしたがいまして、大変重要な町の施策になってまいります。ただいま千

葉議員ご指摘のとおり、施設サービス、介護保険につきましては施設サービス、

在宅サービス、それと振内のグループホームにありますような地域密着型サー

ビスという三つがございますが、施設サービスにつきましては、経費の面、い

ろんな介護保険の保険料の値上げに反映してしまうなどいろいろ限界のあるも

のでございます。ホームヘルパーサービス等を中心とした在宅サービス、この

サービスを中心に今後町といたしましても、国、道の指導に基づいて、検討を

推進していかなければならないというふうに考えてございます。私ども、おか

れている状況といたしまして、平成２６年度につきましては、冒頭申し上げま

した平成２７年度から始まります高齢者福祉・介護保険事業計画、これは３年

間の計画であります。障害福祉計画、これも３年間の計画であります。それに

子ども子育て支援事業計画、これは５か年計画であります。これを一斉に策定

するとし、２６年、新年度はこの年に当たります。いずれも国からの策定義務
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を課せられ、財源補助の条件ともなっております、福祉に関するそれぞれボリ

ュームの大きな事業計画でございます。平成２６年度におきまして、町はこれ

ら期限が迫っている各計画の策定を優先せざるを得ないという喫緊の課題のあ

る環境にありますので、そのことにつきましてご理解をいただきたいと思いま

す。ただし、こういった状況のなかにおきましても、ご指摘にありますように、

総合的な視野をもちまして、計画の立案に努め、町内部におきましては、横の

連絡を密にし、関係機関、関係法人、関係事業者並びに議会、町民のご意見を

承りながら、可能な限り総合的観点に立ちまして、計画策定にあたりたいとい

うふうに考えてございますので、ご理解をいただきたいと考えてございます。

以上です。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

この平取町の福祉計画、それぞれやっぱり地域性、その自治体によって市町村

によって地域性があろうかなというふうに思ってますけども、おおむねですね、

やはりどこの自治体、町村でも一つの問題点となっているのが若い人の就労人

口が減ってるにもかかわらず、ご高齢の方が毎年、まあ良く言えば健康で長生

きをしてくれてる。そのサポート体制は一体どうなるんだろうというのが、お

おむねの自治体の課題かなというふうに捉えております。一つ一つ実例という

か項目あげるときりがないわけでございますけども、私は一つまず筆頭に思う

ことは、先ほども住環境に関する一般質問ありましたけども、やはりご高齢の

方、あるいは障害を持ってる方、あるいは生活の困窮含めて高齢化が進んでい

るという方含めてですね、やはり今現在ある、福祉住宅の関係、本町でいった

らみどりが丘に点在してあるわけでございますけども、やはり各地域ごとに集

約化をしていく業務がやはり求められているのかなというふうに考えておりま

す。ということは、やはり一定の地域の見守りとか、あるいはその民生委員の

方が訪ねるとか、あるいはその安否確認をとる方法とかいろいろあるわけでご

ざいますけども、やはり福祉住宅を集約することによってそれらの効率化を図

っていくことがまずできるという点が１点ございます。そのことについてやは

り私は今後のあり方というのが、平取町においても、問われているのかなとい

うふうに思いますので、その考え方を聞きたいと思います。それから二つ目、

これも多く聞くのは振内とか本町とか限らずですね、貫気別とか限らず、障害

者の外出する際にですね、足の確保の問題がよく私の耳元で、何か町で方策な

いのかな、今現在デマンドバスの関係とか、道南バスの運行とか、さまざまあ

るわけでございますけども、いわゆる買い物に出るにあたってもですね、なか

なか思うように出られない、やっぱり、振内、私の住んでる振内でいうと、や

はりコンビニに頼ってしまう。食べ物も食生活も本当にこれでいいんだろうか

なというぐらいの食事しかとれてないというのも、聞こえてきます。やはりこ

の障害者あるいはその高齢者に対するですね、足の確保の問題、これデマンド
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バスの運行もやはり一定期間様子をみながらですね、今後の検討課題かなとい

うふうに思ってますので、このことについても、一定の答弁を求めたいと思い

ます。それから、三つ一緒にやりたいと思いますけども、近年高齢者事業団の

今後の運営について私は懸念をしております。一定程度、例えば剪定とか、草

取りとか、その他もろもろ、頼んで、数年前までは順調に足を運んでくれて、

きれいに仕事をやっていただいてた。それがなかなか人数の関係、いわゆるそ

のご高齢の方でも、この事業団に加わって作業をやってくれる方がある程度限

定されてきている。私も頼んでるそのなかの１人でございますけども、近くに

本当に一生懸命やっていただいた高齢の方がもう既に作業ができなくなって、

引退されたということなんですけども、やはり今日本政府が掲げている２０１

５年、来年からだと思うんですけども、生活困窮者自立支援法に向けたですね、

取り組みの一環としても、やはり事業団の雇用条件とか賃金形態も含めてです

ね、私は変更が必要なのかなというふうに思ってます。この福祉住宅の関係、

それから高齢者、障害者の外出に対する足の確保の関係、それから事業団の今

後のあり方も含めてですね、この３点について質問しますので、ご答弁願いま

す。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

お答えを申し上げます。第１点目であります。福祉住宅の集約化、住宅につき

ましては、私ども直接担当が別の部分もありますので、関係課と協議をさせて

いただきながら、その住まいの部分、そこの検討、今ご意見ありました、重要

なことであるというふうに考えてございますので、検討してまいりたいという

ふうに考えてございます。これにつきまして、厚生労働省のいまの方針であり

ますが、いわゆる団塊の世代が７５歳以上を迎えます２０２５年、平成３７年

を目途に要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の

後まで続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援等が一

体的に提供される地域ケアシステム、この構築を国は目指してございます。い

わゆる２０２５年問題ということに対する対処であります。これにつきまして

は、国が今後、財源等の措置も含めた細かい政策内容を出してくるものという

ふうに考えてございますので、町といたしましても、今千葉議員ご指摘の住ま

いの問題、医療、介護の連携の問題につきまして、内容を見きわめながら、町

として今後検討してまいりたいというふうに考えてございます。２点目、障害

者、高齢者の足の確保であります。ご指摘のように、買い物や病院等々、高齢

者、障害者の方の足の確保は重要な点であるというふうに認識をいたしており

ます。デマンドバス等まちづくり課、先ほどの住宅の部分もそうでありますが、

まちづくり担当課とですね、この点につきましても検討しながら、協議しなが

ら前向きに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。３点目、

高齢者事業団の件でございます。ご指摘のように、高齢者事業団に登録する方
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が年々少なくなっているという事実につきましては、私ども承知をいたしてご

ざいます。高齢者事業団の担当の職員ともいろいろと話をするなかで、なかな

か登録していただける方が少なくなってきた。今登録していただいている方も

高齢化によっていろいろこう頻繁に出れなくなってきていると。担当の職員が、

昨日もそうでした、昨日も一昨日もそうだったんですが、土日ですね担当の職

員が出勤して北電のメーター検針ですね、これに出向いているという状態が具

体的な例ですけどもございました。議員ご指摘の雇用の条件でありますとか、

そういった内容につきましては登録をしていただける方が今後増えるように、

この辺については、社会福祉協議会あるいは平取町高齢者事業団の町とは独立

した別の組織でありますので、私ども議会からもこういう指摘をいただいたと

いうことを伝えながら、今後高齢者事業団、すごい良い組織というか、高齢者

の生きがいも含めて、しかもサービスを受ける方にとっての利便性、料金が低

いということの利便性、町民にとっても、あるいは、仕事するほうの高齢者に

とっても大変良い制度でありますので、これを今後とも持続していく方向でぜ

ひ検討してまいりたいというふうに考えてございます。以上です。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

３点まとめて質疑をしたわけですけども、質問したわけですけども、特に福祉

住宅、一番 初の福祉住宅の関係、私もちょっと調べてみましたら各自治体や

り方それぞれなんですけども、いま現在平取町内にある、本町にある道の普及

所の関係だと思うんですけども、空き住宅が結構あると思うんですね。そこは

いま何戸か私見受けられたら、６戸か８戸か知らんけど空いてる住宅が結構あ

るというふうに伺ってますけども、やはり私は将来展望をしていく上でですね、

こういったものをですね、再度活かして活用していくという方法は考えておら

れないのかなというふうに大変疑問に思っております。先ほど言った福祉住宅

を集約するということは、利点がたくさんあるんですよ。例えばデマンドの運

行にもつながると思うんですね。例えば３人なら３人、４人なら４人まとめて

ですね、今日はデマンドを利用してどこそこへ行こうと、あるいはそこから波

及して、富川まで買い物行こうとか、本町のどこそこ行こうってやっぱりそう

いう住宅の集約はまず基本に僕はあると思いますので、福祉住宅のことについ

てその普及所の関係の空き住宅、はっきり私も調査はしてませんけども何戸ぐ

らい空きがあってそれを活かす方法がない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 

道の共済住宅の件でお答え申し上げます。いま、たしか４戸の空きがあるとい

うふうに聞いておりまして、そのうち２戸を町に払い下げしたいというような

意向も示しているというような状況がございます。この辺の公営住宅という視
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点から、若干申し上げたいと思いますけれども、非常に公営住宅の居住の実態

としてもかなり高齢者の比率が高くなってるというような状況もございまし

て、もう建て替えの時期にきてる住宅等もかなりの数があるということで、そ

の住居環境も非常にある意味、悪い環境で暮らしている方も多いというような

こともございますし、本当に場合によってはかなり認知症の方も居住されてる

というようなこともありまして、日常的にトラブルを起こすとか、そういう実

態もあるというような状況でございます。ご質問にあるとおり、こういった建

て替えも含めて集約化というのが非常にこれから大きな、公営住宅としても課

題かなというような捉えでおりますので、その辺先ほど、単身者住宅のなかで

も、違った世代が一緒に暮らせるような状況ですとか、できればそういう視点

でも今後その建て替えも含めて、それからまた空き家の利用等も含めて検討が

必要なのかなというふうには感じております。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

そうですね、やはりあるものをまず基本は活かしていくという方法で、さまざ

まな角度からぜひこの福祉住宅の問題についてですね、今後の課題として捉え

ていってほしいと思います。それと、もう一つは、さっき高齢者事業団３点目

にお伺いしたわけでございますけども、本当にもしですね、私は高齢者事業団

の名のもとに一定の年齢に達している方が採用基準というふうな理解でいるん

ですけども、私はどんなんでしょうね、町内にいる例えば、若い世代の方でも

今現在職業に就いてない方とかですね、あるいはその高齢者事業団をサポート

するような組織づくりってできないのかな。例えば運転業務なんか、私の庭や

ってもらったときは、自宅来たときは運転が結構しんどくてね、大変でねとい

うことを聞いたりですね、後始末含めてですね、やはり激しく体を動かす場合

のやはり高齢者に対して、相当負担がかかってるのかなっていうのも見受けら

れてますんで、町内の若い人のあり方、あるいは何て言うんですかね、組織的

なものとして、この高齢者事業団と一体化してですね、そういった方もですね

就労に就けるような方法がもしあるとすればですね、何らかの方法を見つけて

いただいて、ぜひ実行してもらいたいなというふうに思ってますけども、この

高齢者事業団に対してのその規定というんですか、僕はまだ詳しくは見たこと

ないんですけど、中身についていま現在どのようになってるのか、お尋ねした

いと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

高齢者事業団のことについてはちょっと資料、本日は持ち合わせておりません。

大変申しわけありませんが、今ご指摘のあった、その一定年齢以下の方、いわ

ゆる若い人も入れるような組織づくり、高齢者事業団の団体の運営上それが可
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能かどうかも含めまして、高齢者事業団側と協議させていただいて、もしそう

いう部分が可能であれば前向きに検討させていただきたいなというように考え

てございます。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

ちょっと前後して申し訳ないんですけども、ぜひその件についてはよろしく、

中身をもう一度見直してですね、前向きに検討していただきたいと思います。

それからちょっと２点目、ちょっと順番逆になったんですけども、先ほどデマ

ンドバスの運行にちょっと触れました。これまちづくり課の関係だと思うんで

すけども、一般質問でも平村議員かな、何回かこの足の確保についていわゆる

高台にあるみどりが丘のほうまでバスの運行含めてですね、再度検討してもら

えないかということでの一般質問あったというふうに思いますけども、私もで

すねいろいろ調べてみたら、やはりちょっと都会的な買い物難民ということに

はまだなってないんですけれども、将来、いわゆる１０年先、１５年先あるい

は２０年先みてみますとですね、この平取町人口ピラミッドっていうのが図解

でありますけども、いわゆる私も含めてですね、５５歳から５９歳、６０歳か

ら６４歳、いわゆるそのぐらいの世代の人たちがもう５年か１０年で上にスラ

イドして上がってくると。若い人は特に０歳から４歳、あるいは学校上がる前

の５、６歳の方が本当に少なくなってきてる。ということは、いま何を考えな

くちゃいけないのかということは、５年先、１０年先ですね、見据えた、高齢

者に対する福祉計画書っていうのをきっちり作っていかないと、これはもう大

変なことになるなというのが一目瞭然でございますので、デマンドバスの運行

もですね、利用した方からは、振内の方なんですけども非常に助かるね、良い

かたちで料金も本当にワンコインで走ってくれるということはありがたい、そ

ういう意見あるなか、やっぱもう一つは、運行路線含めてですね、このデマン

ドバスを、多分動いてる時間は１か月何時間かわかんないんですけども、この

バスを有効に本当に活かせているのかなというのが私も非常に頭の中にこびり

ついておりまして、このバスをですね、やはりさまざまな制約があるなか、独

自で平取町、特に広域的な自治体です。市街化区域も私何回も言うとおり点在

している地域で、面積が広大ということであれば、当然このデマンドのあり方

も含めてですね、道南バスとの関係のあり方も含めて、将来に向けた考え方、

何かお持ち、名案というかあれば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 

お答え申し上げます。デマンドバスの関係のご質問ということでございますけ

れども、もう実証運行から始まって４年が経過をしておりまして、対象地区も

本町から振内、今年度は貫気別、まあ短い期間でしたけれども実施したという
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こともございまして、利用状況としましては、総じて言えばやはり高いとは言

えないというような実感をもっているところでございまして、だんだん予約の

ほうも慣れてくればそんなに苦にならないというようなことも２回、３回の予

約が入るというような状況もありますけれども、本当にまだまだ利用していた

だきたいというのが担当の思いでもあります。今後この辺をどういうふうにと

いうようなことで、考えるかということにつきましては、やはり非常に限られ

た地域ということもあって、それも公共交通機関ということで主たる道を走ら

ざるをえないというようなことで、よりきめの細かい足の確保に対応できてな

いという部分もあるというようなことで、この辺もどう改善すべきかというよ

うな課題と、プラスいま路線バスで道南バスが運行しておりますけれども、や

はり利用実態としても、どんどん縮小するような状況にあるなかで、やはりさ

らに、平取町としての負担も強いられるということもございますので、本当に

そういったものを、課題として集約してうちの町に合った足の確保はどういう

ものが良いのかということを再度考える時期に来てるのかなというようなこと

で、道南バスは撤退できない、デマンドバスは走らせなきゃならんというよう

なこともありますけれども、その辺もとにかく１回全部、いままでやったこと

を集約して、どうあるべきかということをさらに考えて、いままでのやり方に

とらわれないやり方を新しい方向として、平取町でも本当にきめの細かい足の

確保という意味で福祉対策も含めたやり方を構築しなければならないのかなと

いうふうに考えてございますので、次期公共交通会議のなかでもそういったこ

とも含めて検討させていただければというふうに考えてございます。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

ぜひ今言った答弁の通り、きめ細かにですね、検討していいただきたいという

ふうに思います。次にいわゆるこの我々いただいてる小冊のなかで、地域包括

ケアの推進ということで、文言としてのってることは、地域包括ケアとは可能

な限り住み慣れた地域において継続して住み続けることができるよう、医療、

介護、介護予防、住まい並びに見守り、配食、買い物などの多様な生活支援サ

ービスや権限擁護いわゆる成年後見人の関係なんですけど、のための事業など

を高齢者の日常生活の場において有機的かつ一体的に提供していく考え方で

す。今後はこの考え方に基づき、サービス事業者、行政、地域がこれまで以上

に相互連携し、高齢者の生活を支えていくことが求められていますというふう

にはっきり活字にうたっております。ということはどういうことかといったら、

やはり求められていることに対して、町がどういう方向に向かって推進してい

くのか、このことが、今後の課題というふうに私は捉えてますので、より具体

化したですね、高齢者、障害者あるいはその児童福祉の関係も、今後の新しい

年度に向けた策定をぜひ見直ししていただきたいなと思ってます。それともう

１点先ほどもちょっと安否確認なんていう言葉が飛び交ってましたけれども、
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この安否確認の方法についてもちょっとお伺いしとかなければならないという

ふうに思っております。現在、安否確認については、配食の段階で、配食を受

けてる方は安否確認必ずとれますよね、とれるんですよ。それ以外の方、いわ

ゆるその安否確認、どうしてるかったらやっぱり地域、まあ平取町は本当に人

にやさしい地域で隣近所のおつき合いが非常に深い自治体だというふうに私も

自負してますけども、そういった方とのいわゆるそのおつき合い、それから、

新聞が挟まったままになって何日もいないよったらすぐ気づいてくれる、そう

いった地域性があって私は非常に結構かなというふうに思ってますけども、や

はり町内会のやること、隣近所のやること、それから民生委員の行動範囲、こ

の民生委員自体もうだんだん高齢化なってきてますんでね、限られてるなかで

の、安否確認かなというふうに思っておりますけども、現在緊急通報システム

の体制はとられておりますけども、年々通報量とか、数値的にみますと減って

きていることがあります。ということは、この緊急通報システムだけでこのシ

ステムが悪いとか良いとかということは私は、語り切れませんけども、これだ

けでは私は不十分かなと思っておりまして、現在の 先端の安否確認はどうあ

るべきかということで、一時テレビ等にも報道になったり、新聞にもよく出て

ましたけれども、現在のいわゆるハイテク技術を駆使すれば、光回線を利用し

たシステムに変更したりですね、あるいはその使用する範囲を限定したタブレ

ットを預けたり、いわゆる安否確認の方法としてですよ。こういった扱いの講

習を積極的に講習している地域も何自治体か道内にも出てきております。いわ

ゆるこういったものもですね、あわせて所持して活かしていく方法、これもも

うそろそろ、将来の福祉計画に向けて取り組んでいく必要性が私はあると思っ

てますけども、この安否確認についての、今現在の考え方、将来に向けた考え

方をご答弁願います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

お答えを申し上げます。高齢者の安否確認につきましては、議員ご指摘のとお

り、配食サービスにおける確認、民生委員等からの情報提供、あるいはご近所

の方からの情報提供、緊急通報システムの活用、等の方法で行っております。

町といたしましては、基本的に孤立死、１人で具合悪くなる、あるいは亡くな

っているという方を防ぐということを も重要視して考えてございます。仮に

何か情報あって行っても、何でもなかったと、寝ていたと。あるいはピンポン

鳴らしましたよって言っても、あえて出なかったっていう方もいらっしゃいま

す。面倒くさかったっていう方もいらっしゃいまして、先週も１件そういう方

いらっしゃいました。それでもですね、それで確認して何でもなかった、それ

は良いことなんだということで、何かあったら、そこでその方の生活や命を救

うということにつながればいいんだという考え方で積極的に何かあれば職員、

そのお家に派遣をしまして、確認をするような努力をいたしてございます。千
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葉議員ご指摘の光回線、あるいはタブレット端末等とのことにつきましては現

状では、計画にはのせてございませんが、将来、内容の使用方法ですとか、高

齢者が使いやすい、あるいは難しい、いろいろあろうかと思いますけれども、

今後高齢化率が上昇するというなかにあって、どういったツール、どういった

方法がいいのか、検討するなかで、今ご指摘の件につきましても検討してまい

りたいというふうに考えてございます。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

そうですね、今課長答弁されたとおりですね、私も同じこと思ってるんですね、

年寄りが果たしてほんと使えるのかなとか、いろんなことは思ってるんですよ。

ところがですね、意外と現場を見てますと、岩知志のほうでパソコンの高齢者

向けの講習開いてますよね。それからタブレット持ってきてる方も増えてきて

いる。あれタッチパネルですから、使い方は本当に限定された使い方をするん

であれば、誰でもだいたい認知症がない方であればですね、ご高齢の方は使え

るという、いわゆるその講習のときの結果も私ちょっと２、３の方から聞きま

した。思った以上に積極的だそうです。お年寄りの方は。いままで逆にこんな

こと知らなかった、使ってみると意外と楽しいと。それに付随していればです

ね、安否確認もやはり、必要になってくるなかで、使い方としては正しいのか

なというふうに思っております。今後もさまざまなことまだまだ考えなくちゃ

いけないことがありますけども、いわゆる 終的にはですね、私はいろんな福

祉計画のあり方、平取町だけで、いわゆる行政のなかだけで悩んでも私はしょ

うがないというふうに思ってます。それはどういうことかなというと、他町の

事例を調べることもちろん必要ですけれども、私はやはり民間業者を巻き込む

必要があるなというふうに思ってます。特に訪問介護、冒頭に言われました訪

問介護とか、にあたってはですね、やはり事業所が改めて平取町にないわけで

すから、民間の。そういった都会にある、ある程度実績を積んだ事業所が出て

きたらですね、やはり平取町のほうにですね、ぜひ誘致をしていく。一定の条

件を整えてですね、来てもらうというような方法も含めて今後の検討が必要か

と思いますけど、 後に伺いますけども、民間事業所のあり方、今後の平取町

での活用の仕方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の

で、お答えいただきたいと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

お答えを申し上げます。今議員ご指摘の民間業者の活用、いわゆる民間活力の

導入、誘致ということでございます。近い例ではこころのホームふれないが民

間の富川の株式会社富川グロリアホームが入ってきていただいたことによりま

して、ずっと満室の状態で経過をいたしております。内容的にも評価をいただ
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いているところでございます。市町村、町の行政におきましては、ご案内の通

り限界がございます。いろんな意味で私どももその民間の方と協力させていた

だきながら、お互いに町も民間の方もそして一番は大事なのは町民の方が幸せ

になる方法を模索してまいりたいというふうに考えてございます。今後、さま

ざまな計画を策定するなかにおきまして、今ご指摘の意見も十分踏まえまして

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。以上です。 

 

議長 千葉議員の質問は終了いたします。続きまして、松原議員の質問の教育行政の

関係で、１番についてもう少し時間がございますので、受けたいと思います。

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、教育行政、教育執行方針について３点

お伺いいたします。まず第１点目、特別支援教育ですが、特別支援教育連携協

議会を中心に、体制が整ってきているとありますが、特別教育の対象となる児

童生徒の増加や障害の多様化に伴い支援システム等の構築が求められ、それら

を対応する教職員の専門性の確保が必要となっていると思いますが、これにつ

いての対応はどのようにされているのか、お伺いし、またこの特別支援連携協

議会のなかで、アイヌ語でニシパネットとかっこ書きにしてありますが、これ、

アイヌ語でニシパとは、一般的にお金持ちだとか、物持ち、裕福な地主という

そういうような理解がありますので、この教育支援連携協議会のなかのあとの

かっこって言葉にはあまりそういう文言は必要でないのかなっていうふうに思

っておりますけども、教育長はどのような意味で述べているのかお伺いします。

 

議長 教育長。 

教育長 それではお答えをさせていただきたいと思います。特別支援教育に関しまして、

まず１点といたしまして、現在におけます学校での教職員の体制がいかにある

かということであります。それと２点目といたしまして、特別支援教育連携協

議会、通称ニシパネットということでの協議会でございますが、これらの通称

名のあり方ということでのご質問であろうかというふうに思います。まず１点

目の、特別支援教育にかかわっての各学校での教職員の体制ということになり

ますけれども、このことにつきましては、執行方針にも記述させていただきま

したけれども、普通学級における、特別に教育を必要とする児童生徒が大変、

昨今多くなってきているというようなことで、平成２４年度の調査ということ

になりますけれども、いわゆる全体の児童生徒数の約６．５％ということで、

おおむね４０人学級におきまして２人から３人の子どもが、いわゆる情緒障害

でありますとか発達障害の子どもということで、特別な教育を必要とする数と

いうことになっております。そのようなことにおきまして、当町にありまして

もやはりそれらの子どもたちが年々増加をしてきているということでございま
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して、それらの体制ということにおきましては、普通学級に在籍をする場合に

おいては特別支援教育支援員を配置をする、さらには、特別支援学級での学習

が必要だということになりますと、教員がそれぞれ加配というかたちのなかで

配置されるということになっております。そのことにおきましては、教職員に

おいてもその特別支援教育の免許を有するということが大前提にはなるんです

けれども、なかなか現状での教職員ということでは特別支援教育の免許を有し

ている教員というのは、すべてということではなっておりません。そのような

ことにおきましては、教職員間での研修等々も十分積むようなかたちのなかで、

体制をとっているというのが現状でございますので、今後におきましては、特

別支援教育支援員の配置でありますとか、特別支援教育支援学級ということで

の開設ということになりますとその教員については、免許を有している者を優

先的に配置をできるように、今後ともまた北海道教育委員会のほうとも十分そ

れについては、詰めていきたいというふうに考えているところでございます。

それと２点目になりますけれども特別支援教育連携協議会での通称にかかわり

ますご質問ということになりますが、本協議会につきましては、平取町におい

て特別な教育的支援を必要といたします乳幼児、児童生徒の実態を把握をしな

がら乳幼児期から学校卒業までの一貫した相談でありますとか支援体制、総合

的な協議調整を図ることと、実態に即した支援を行っていくというようなこと

での組織で、平成１８年度に設置されたものとなってございます。この組織の

設置にかかわります背景ということにつきましては、平成１７年の１２月に文

部科学省の中央教育審議会から特別支援教育を推進するための制度のあり方に

ついての 終報告がなされまして、特別支援教育の対象を小中学校の通常学級

に在籍をいたしますＬＤでありますとかＡＤＨＤ、高機能自閉症等の児童生徒

にも拡大をするというようなことでさらには、養護学校制度の見直しでありま

すとか、小中学校における制度的見直し等が提言をされまして、特別支援教育

の一層の充実が求められたということになっているところでございます。特に

特別支援学校の機能といたしまして、小中学校への支援を行うものということ

ではその地域の特別支援教育のセンター的機能が明確に位置づけられるという

ようなことと、そのなかで個別の教育支援計画の策定でありますとか、コーデ

ィネーターの役割というのが、それらが発揮するということが必要になってい

るところでございます。このことにおきまして平取養護学校において学校の校

区であります日高管内、さらには胆振管内の東部において、幼児、児童生徒等

の特別な教育的ニーズを把握をしながら、必要な教育的支援を検討実施するた

めの、支援ネットワークづくりを行うということになりまして、同じく平成１

７年度に日高及び東胆振管内特別支援教育ネットワーク、サラブネットが設置

されたところでございます。それでこの平取養護学校におけます組織づくりが

始まるということになりまして、平取町教育委員会といたしましても、より関

係機関等との連携でありますとか、情報の共有を図るなかで、地域における実

態把握を的確に行っていくということで、そのようなことを目的といたしまし
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て平成１８年の９月に平取町特別支援教育連携協議会を設置をいたしたところ

でございます。またあわせまして本協議会の通称につきましては、ニシパネッ

トということにさせていただいたところでございます。会の通称名の由来とい

うことになりますけれども、ニシパということにおきましては、ただいま議員

ご指摘の通り、アイヌ語において、富豪でありますとか、物持ちでありますと

か、さらには、紳士ということになるところでございますが、協議会発足時に

おけます、通称の決定に際しましては、他意があるとかということではなくて

ですね、ネットワークづくりを行っていく上において親しまれ、愛され、町民

誰もが承知をしている、ニシパを活用するなかで、会の充実、発展を図るとい

うことにしたところでございますので、この点についてご理解いただければと

いうふうに思います。 

 

議長 

 

７番 

松原議員 

この点についての再質問ございますか。松原議員。 

 

１点だけ。この支援の感じは学校の先生といろんなからみで教職員との連携も

当然親との連携も当然なんですけども、これは教育委員会としてもですね、年

何回か学校訪問だとか、そういうかたちで親とか父兄の方だとかのそういう協

議みたいのはあるんですか。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 お答えをさせていただきます。特別な教育を必要とする児童生徒等の把握とい

うことにありましては、まずは、現状といたしましては保育園へ入所している

児童の様子でありますとか、さらには各小学校、中学校に在籍している児童生

徒の状況等について十分教育委員会としては、把握をさせていただきながら、

これらをこの特別支援教育連携協議会での協議、さらには、平取町就学指導委

員会での協議というようなことを踏まえながら、この児童生徒の学習環境の充

実等に向けて検討等を行っているということでございますので、よろしくお願

いをしたいと思います。 

 

議長 休憩します。 

 

    （休 憩 午前１１時５３分） 

   （再 開 午後 １時００分） 

 

議長 再開します。７番松原議員の質問を再開いたします。松原議員。 

 

７番 

松原議員 

それでは２番目の質問なんですけども、養護学校の寄宿舎についてでございま

すけども、養護学校は通学支援に対しまして養護学校にいろいろ町長もご尽力
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いただきまして、寄宿舎等の入所する児童生徒も増加が見込むという報道もさ

れておりましたことは、関係者、また、地域の協力の成果と感謝申し上げてま

す。またこの寄宿舎に入所する、児童生徒の送迎で、送迎のバスが増車が計画

されているということを報道され、今後ですね、具体的に送迎の内容について、

説明していただき、また慣例になりますけども、増車となりますと、平取町で

は介助ボランティア、有償ボランティアのさらなる確保が必要と考えておりま

すけども、どのような協議され、検討されているのか、お伺いいたします。 

 

議長 教育長。 

教育長 それではお答えを申し上げたいというふうに思います。平取養護学校の寄宿舎

へ入所しております苫小牧市方面の児童生徒にかかわります帰省に関しては、

これまで生徒送迎バスの父母の会におきまして、バス会社との契約のもとに、

バス１台を調達をいたしまして、毎週金曜日の午後に自宅に戻り、月曜日の朝

に登校するという体制をとっているところでございます。この生徒送迎バスに

かかわります運行経費ということにつきましては、介助ボランティアの方々の

謝礼等を含めまして、総額について、平取町、苫小牧市、そして、保護者が応

分の負担を行ってきているということでございますが、平成２５年度におけま

すそれぞれの負担区分につきましては、バス１回当たりの運行経費が４万７千

円ということで、年間７９回といたしまして総額３７１万６千円。介助員の費

用が３２万円。保険料等の雑費といたしまして１万７千円ということで、合計

で４０５万３千円ということになりまして、この経費に対して平取町におきま

しては、２１３万７千円、苫小牧市が１３０万円、さらに保護者が１世帯当た

り１万５千円ということで、現在４１軒分ということになりますが、６１万５

千円をそれぞれ負担をしているという状況になってございます。このような状

況下におきまして昨年９月に養護学校の生徒送迎バス父母の会から教育委員会

に対しまして現状も踏まえ、またあわせて次年度以降においても児童生徒数が

増加をするという見込みであることから、送迎バスについて現在の１台から２

台へ増車を行いたいということと、同時に平取町の支援について検討いただき

たい旨の要請があったところでございます。この要請を受けるなかで、教育委

員会といたしましては、送迎バスを２台とすることにおいて、かかる経費の積

算を行いますとともに、平取町としてどこまで負担が可能であるか協議検討を

行ったところでございます。バス会社からの運行経費にかかわります見積書を

もとに積算を行うということでは１台から２台への増車につきましては、保護

者負担の増額を図っていただくということといたしましても、平取町、そして

苫小牧市の負担額については現行を大幅に上回るということになりました。平

取町はもとより、苫小牧市における財政出動が見込まれることにつきましては、

極力避けなければならないところでございますので、国の制度であります、特

別支援教育就学奨励費の適用が可能とならないかについて北海道教育委員会に
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対しまして協議を行ったところでございます。この特別支援教育就学奨励費に

つきましては、障害のある児童生徒が特別支援学校において学ぶ際に、保護者

が負担する教育関係経費について、家庭の経済状況等に応じまして国そして地

方公共団体が補助する仕組みということになるものでございます。対象となる

経費につきましては、通学費でありますとか、教科書代、寄宿舎からの帰省費

ということになりますが、これまで北海道教育委員会におきましては、この就

学奨励費の通学費を支給するに当たりましては、自家用車の使用または公共交

通機関の利用について、これのみ対象としていたところでございまして、契約

バスによります送迎ということについては、支給対象外という扱いになってご

ざいました。私どもといたしましては、保護者負担の軽減を図るなかでより安

心で安全な通学環境を整えることが喫緊の課題であるとの認識のもとに、契約

バスによります送迎につきましても就学奨励費の対象としていただくことの協

議でございましたが、北海道教育委員会からは、平成２６年度から、この契約

バスによります送迎についても、介助ボランティアにかかわります費用を除く

交通費について奨励費の対象としていきたいということの回答を得たところで

ございます。このことにおきまして、道から支給される奨励費の総額は、おお

むね４５０万円が見込まれるということで、奨励費の支給対象外となります介

助員の経費をあわせましても平取町そして苫小牧市が負担する額は、相互で３

００万円程度ということになるところでございますから、現行の負担額を超え

ることはないという見込みで現在のところいるところでございます。また保護

者の負担につきましても、現在の年額１万５千円が負担がなしになるという予

定になっているところでございます。以上のとおり新年度より平取養護学校生

徒送迎バス利用者につきまして国、道からの支給が得られるということになり

ましたので、引き続き、児童生徒の就学支援につきまして北海道教育委員会、

苫小牧市との連携を十分密にするなかで、その充実に努め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。それとあわせまして介助ボランティア

の体制ということでのご質問でございますが、この平取養護学校の児童生徒送

迎バスの運行にあたりまして父母の会ということで、平取町社会福祉協議会が

所管をいたしますボランティアグループに対しまして介助員の要請を行うとい

うことで、現在、同乗をしている状況でございますが、今回の送迎バスの増車

にあたりまして、現状のボランティア登録人員では不足を生じるということに

なりますことから、社会福祉協議会において、新たに募集等を行うところで、

これまで新規として１１名のこのボランティアの登録を得ることができたとい

うことになってございます。既に登録をいただいておりますボランティアの

方々を含めまして、現在２７名ということになっておりますことから、新年度

の増車計画におきましては、円滑に体制が図ることができるということになっ

ているところでございますので、このことについてご報告をさせていただきた

いと思います。以上です。 
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議長 松原議員。 

 

７番 

松原議員 

教育長のいろんな努力が実って円滑にことが進むようにお願いしたいと思って

おります。次にですね、養護学校の寄宿舎、まあこれだけ人が増えるというこ

とで、寄宿舎もいろいろ道の補助だとかいろんなかたちである程度の規模の改

修はされておりますけども、まだまだですね、これからこういう人が増えると

いうことになりますと、規模の改修ですだとか、そういう必要性も十分に考え

ていかなくてはならないのではないかと思っておりますので、これで、これか

らも道のほうにですね、どのようなかたちでまた要請等ですね、お願いしてい

く、できれば改修なり新しく建ててもらえればいいんですけども、なかなかそ

うにはならないと思いますけども、ある程度事故が起きないような耐震性のあ

るような、そういうような感じで要請はしていかなくてはならないと思います

んで、いまこれからの見通しというか、そういうものはどうなっているのかお

聞きしたいんですが。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは平取養護学校の寄宿舎の大規模改修についてのご質問にお答えを申し

上げたいと思います。平取養護学校にかかわる寄宿舎につきましては、昭和５

３年の本校舎建設と同時に整備されたものとなってございますが、築３６年が

経過しようとしてございます。この間３度ほど増築工事を施してございますけ

れども、経年劣化とともに、施設の老朽化は進んでいる状況となってございま

す。このことにおきましては、北海道教育委員会としての整備計画にありまし

ては、平成２７年度に調査設計、翌２８年度に大規模改修を施工する予定とな

っているようでございます。町といたしましても、日高管内選出の道議会議員

をはじめ、道教委の特別支援教育課等に対する要請等を行うなかで、早期に着

工、整備されまして、児童生徒が安心して安全な寄宿舎生活が送ることができ

るように、引き続き強く要請をしてまいりたいというふうに考えておりますの

で、答弁といたします。 

 

議長 松原議員。 

 

７番 

松原議員 

ぜひですね、それを実行するようにですね、力、町民も含めてですね、応援し

たいと思いますのでどうぞこれからもよろしくお願いしたいと思います。それ

では３番目でございますけども、振内中学校の適正配置についてお伺いいたし

たいと思います。少子化が進むなか、予想はされているなかですね、振内地区

ではふるさと留学や新規就農者の若い夫婦受け入れ、すずらん福祉園とこころ

のホームとある程度人口の増える要素が見通したっておりますけども、若い人

が安心してですね、子育てのできる環境がこれからまだまだ求められるのでは
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ないかと思っております。そのなかでも、子どもたちにとってもですね、クラ

ブ活動、また親に対しての地元での目配り双方ができるということで、いろい

ろ統合についても、いろいろ反対だとかそういうものがあったと思いますけれ

ども、今回ですね、振内中学校の統合問題にしてもですね、１０年ぐらい経過

したなかですね、今回、松本教育長の行政におきまして方針が変わったといい

ますか、統合ありきではなく、前面に打ち出して話はしないよということで、

本年度早い段階で結論を出したいということとなっておりますけども、当然で

すね、地域住民や、保護者を優先に検討協議会を考えて進めていくべきだと思

っております。また、地域との、学校との関係ということについてもですね、

きちっとした道筋を考えるべきだと思いますけども、いかがお伺いしたいと思

います。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 それでは学校の適正配置に関しましての振内中学校統合問題につきましてお答

えをさせていただきます。学校の適正配置といたしましての町教育委員会の考

え方ということにつきましては、平取町学校教育条件整備方針に基づきまして、

小学校においては、集団形成ができる学級編制と効率的な教職員配置によりま

す教育効果の確保向上を図る上での学校規模、また中学校に関しましては、学

力向上、社会性を培うなかで生徒一人一人の個性を伸ばし、社会の変化に対応

できる能力の育成を図るため、教育行政執行方針にも記述させていただきまし

たが、学級、学年間で競合し、切磋琢磨することが可能となる学級編制であり

ますとか専科教員による個に応じたきめ細かな指導体制としての教員定数配置

ができる１学年複数学級の確保が望ましいものとする考え方に立つなかで、条

件整備を行っていきたいとするものであります。このことにおいて、これまで、

小学校では荷負小学校、中学校では貫気別中学校を統合するなかで学校教育条

件整備方針に沿う学校規模の適正化に努めてきたところであります。また振内

中学につきましても、この学校教育条件整備方針においては統合対象校となり

ますことから、保護者、そして地域に対し十分とは言えないまでも平取中学校

への統合につきまして話し合いを行ってきたところでございます。振内中学校

の統合に関し、問題を提起させていただいてから既に１０年が経過しようとし

ている状況にありますが、私といたしましても本職に就任後、これまで中学校

の保護者をはじめ、小学生、そして現在保育所に通っております保護者の方々

とも懇談をもたせていただきました。私は話し合いのなかにおきましては、学

校教育条件整備方針に基づく教育論を優先させるなかで、中学校期における子

どもは多感な成長期にありますことから、確かな学力を身につけ、また人間関

係について学ばせることが重要な時期であり、そのためには、人間関係を広げ

る体験の機会を多く持ち、また、お互いの多様な考え方や個性に触れながら、

その生き方を学び、耐えていく教育環境が必要との考え方で、少なくとも毎年
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学級の仲間が入れかわる学級規模にしたいということを申し上げてきたところ

でございます。これまでも決して統合ありきを前面に出しての懇談ではなく、

教育委員会としての考え方を申し上げ、そして保護者の率直な意見等を承って

きたところでございます。ご質問にございます教育委員会は、これまでの方針

を変えるなかで、今後統合問題について話し合いを行っていくのかということ

でございますが、方針を変更するということではなく、学校教育の条件整備に

関する考え方は従前同様でありますので、そのなかにおいて、より多くの学校

統合についての考え方、思い等について広く聴取していきたいとするものでご

ざいます。話し合いが平行線をたどっていること、しかし、そのことにおいて、

校舎の老朽化が進行することは周知の事実でございます。生徒をはじめ学校関

係者の危険性を回避することも重要な課題であり、現状のままで過渡すること

には至らないものと考えておりますので、教育委員会といたしまして、熟議を

重ねていくことでの執行方針としているところでございます。 

 

議長 松原議員。 

 

７番 

松原議員 

統合ということは、まだまだ考えているということなんですけども、先ほども

平村議員もちょっと聞いていたんですけども、この統合的な要素でですね、地

域からは、小中学校の一貫性っていうか、そういう導入したりいろんなそうい

うかかわりっていいますか、そういう地域ではそういう意見だとかっていうの

は、今までは出ていなかったんでしょうか。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 お答えを申し上げたいというふうに思います。ただいまのご質問中で、小中連

携一貫教育ということについて、地域保護者のほうからそのような意見はなか

ったのかということでございますが、これまでの話し合いということにつきま

しては、この平成１６年１７年からですね、地域のほうに対しまして、話し合

いをもっているという段階におきましてはこの一貫教育という連携、さらに一

貫教育ということでの意見ということではなくて、小中併置校として学校とし

て存続することはでき得ないかというようなことでのご意見等はございました

けれども、連携でありますとか、一貫教育ということでの意見はなかったとい

うふうに認識いたしております。 

 

議長 松原議員。 

 

７番 

松原議員 

これからですね、まだまだ子どもはだんだん大きくなっていきますし、条件も

今言われたように学校の施設だとかそういうものに対してもですね、いろいろ

支障をきたすような考えがありますんで、どうかですね、地域と学校との関係
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をうまくいくように早急に話し合いをしながら進めていってもらいたいと思っ

ております。それでは次にですね、先程言われました耐震についてですけども、

児童だとか学習の立場である非常時、地域の緊急だとか、そういうふう学校は

役目を果たしているところで、安全の確保をきわめて重要であり、耐震化の推

進が必要で、将来を担う子どもたちの命を預かる場所でもありますんで、整備

をした上でさまざまな諸問題もクリアして耐震に一層進むようにしていかなけ

ればならないと考えておりますんで、これがやっぱり補修するのかまた、建て

替えするかという、そういうこともですね、視野に入れて、今後ともですね、

どのような考えをしているのかお聞かせください。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 振内中学校の校舎、そして体育館ということにつきましては、昭和４１年から

昭和４２年度にかけまして建設されたものとなってございます。このことにお

きましては既に４８年が経過をしようとしているところでございます。これま

で、校舎等に関して部分的な修繕等は実施はいたしておりますけれども、大規

模改修には至っていないという状況になってございます。あわせまして耐震化

対策も講じていないということになっておりますので、いわゆる昭和５６年基

準につきましても満たしていない建物になっているところでございます。校舎

の危険性ということにありましては、平成２４年度において２回にわたりまし

て校舎軒天のブロック破片が落下、また、体育館天井の梁部分におけます損傷

などが発生をいたしまして、それぞれ緊急の修理等は行ってございますが、校

舎本体の根本的な安全対策には及んでいないというところでございます。現状

において、統合に関し地域及び保護者の合意は得られないなかで仮にその統合

への理解が得られた場合にありましても、 低でも２年ほどの統合への手続き

に時間がかかるということもございます。その間当然にして、校舎自体の耐力

度は減少してまいりますので、生徒等の安全性は担保できないという状況にな

ってまいります。校舎の安全性を保つなかで生徒の生命を守ることが極めて重

要というふうになりますので、いかなる手段を講ずることが 良なのかしっか

りと検討を行ってまいりたいと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 松原議員。 

 

７番 

松原議員 

新聞等ですね、北海道新聞等でも古い校舎の修理だとか建て替えだとかってい

うのは、国も費用削減ということで、できるだけ建て替えないで直すというよ

うな考えをもってますけども、できるだけですね、きちっとしたかたちで地域

にわかるような方策を決めながらですね、地域の人方に発信できるような考え

方をもって地域に必ずですね、話をしながら、進めていっていただきたいと思
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っております。以上で質問を終わらせていただきます。 

 

議長 教育長のほうから追加の答弁はございますか。教育長。 

 

教育長 お答えをさせていただきます。ただいまの質問にございますけれども、文科省

といたしましてもその古い校舎の改修の促進をしていくという状況にもござい

ます。これまでもお答えをさせていただいておりますけれども、この統合とい

うことにつきましては今後とも十分に保護者、地域の方々にお話し合いをさせ

ていただきながらこのあり方等については検討させていただきたいというふう

に思っておりますので、いずれにいたしましても、校舎の危険性ということが

第一ということになっておりますので、生徒の安全性を確保するということか

らしても、緊急にこれらは対応していきたいというふうに考えておりますので、

ご理解をいただければと思います。 

 

議長 松原議員の質問を終了いたします。９番藤澤議員を指名します。藤澤議員。 

 

９番 

藤澤議員 

９番藤澤です。 後の質問となりました。私は、この通告に従って町長に質問

をいたすわけですが、この１、２、３と花、木、そして風景というふうなかた

ちで分けまして通告いたしたわけであります。まず、皆さん当然ご存じのこの

すずらんの群生地については、町民問わず、全道的にもあるいは全国的にも徐々

に知れ渡ってきた平取町 大の景勝地といいますか、自慢できる場所ではない

のかなとそういうことを考えております。しかるに、このすずらんのこっちか

ら行けば道入って右側に広く群生するわけでありますが、実は左側の通路、奥

に向かって左側の山手側ですね、水芭蕉の、これは私メートル、巻尺で測った

わけでございませんので、定かな面積はできないわけでありますが、けっこう

広い水芭蕉の群生がございます。まずこの認識からご答弁をお願いしたいと思

います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 質問にお答えしたいと思います。水芭蕉の群生地につきましては数年前からそ

のような群生地があるということで連絡をいただいておりまして、現地の確認

を行っております。議員指摘のとおり、すずらん群生地の道路入っていきまし

て、すずらん鑑賞会の駐車場になっている場所から大体３００メートルから５

００メートルぐらいの場所の左手奥ですね、山側といいますかそちらのほう、

排水路等ありまして、その周りに群生地、かなり広い面積で群生地があるとい

うのを認識しております。 

 

議長 藤澤議員。 
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９番 

藤澤議員 

藤澤。私も実はハンターをやっておりまして、２３年間随分あの一帯歩きまし

た。もちろん奥の幸太郎沢もずいぶん歩きましたが、町内各地ですね、あれぐ

らいの群生地は、まさにまれにみる広さであり、もう１か所については長知内

ですけど、これちょっと規模が小さい、それから大水芭蕉についてはすずらん

福祉園の裏手あるいはエコランドの山手側ですか、そういうような点在を見て

ですね実は毎年友人が尾瀬の水芭蕉、毎年ハイキングですか、行ってる友人が

ございますが、実は花は終わっていたんですが、連れてきました。それで、も

ちろん尾瀬の広大な広さには全然かないませんが、部分的な込み合いというん

ですか、部分的にはすごいと。尾瀬にも部分的にこんなところは少ないのでは

ないかというようなうれしい言葉も聞いたわけであります。そして、今度木の

ほうにまいりたいと思いますけれども、宿志別の新しい橋ですね、行く手前に

切り割り、掘り割りっていうんですか切り割りっていうんですか、削って道路

が新しい道路ができまして、まず一つ目聞きたいのは、移動した木ありますよ

ね。確か１５００万か２千万かけて５００メートルぐらい移動したという大木

たぶん柏だと思いますけども、楢がしわだと思いますけど、その位置がわかれ

ば後で教えていただきたいのと、町長には以前にお渡した、私勝手に描いた地

図があるんですけども、これについて大変見事な、ましてや先ほど申し上げた

ように切り倒すには忍びないと移動してでも再生させるべきだという、いうな

ればどんぐりですか、こういうたぶん１００何十年という年齢であろうと思い

ますが、特に太い木だけでも５、６本あるんですね。あと遠くに見下ろす滝の

名前はよくわかりませんが、まあ自分では無名滝というかたちでですね実は昨

年ですね、日高振興局発信のちょっと教えたい場所どんなもんでもかまいませ

んよ、応募してくださいと、応募してみませんかという新聞とホームページで

したか、それに、実はこの１キロメートル四方の今言ったすべてが入ってるエ

リアとして応募したわけです。それで結果は、実はいろんな各町の産物を３千

円ぐらいの品物、産物をいただいたわけですけれども、まさに、いろんなもの

出てました。８０、１００、例えば食事のメニュー、平取でいえばトマトのレ

ストラン、食堂６店舗ですか７店舗ですか、トマトを扱った料理だとか、静内

のロコモコ丼だとか、あるいは私の言うこの景色、風景については襟裳岬だと

か様似の親子岩、あるいはレコードの湯から見下ろす太平洋の夕日だとか、そ

ういう１０傑のなかに実はこれ、このエリアを入れていただいたんですね。認

めましたよ、よかったですねっていうような調子なんですが、そういう意味で、

この木についての認識も一応伺っておきたいと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えをしたいと思います。木でありますけれども、この地域については牧野

の景観ですとか、牧野林、牧野のなかにある大木等でありますけれども、また
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すずらん群生地の景観等で平取町重要文化的景観のなかの宿志別区域というこ

とで選定をされているところでございます。議員が言われるとおりの内容、今

おっしゃっておりましたけれどもその内容によって平取町が申し出をして文化

庁にその評価をされまして、平成１９年に国より重要文化的景観の選定を受け

たところでございます。平取町の文化的景観の保全活用につきましては、今後

も年次計画によりまして保全整備をしていく計画というふうに聞いているとこ

ろでございます。議員申し出の区域の今後の保全活用につきましてはそのよう

に大木がありましてダムのからみで私文化財課長にいたときに１本大きな木を

移設した経緯があります。ただ移設をしましたけれどもその木残念ながら死ん

でしまったといようなことがありまして、なかなか木の移設については慎重に

進めないと、こういうようなかたちになってしまうのかなっていうようなこと

で、大変、残念に思った記憶がございます。またこの地域の大木等、大きな木

の部分でございますけれども、これについては、アイヌ文化環境保全調査係の

なかで、調査をいたしまして、その地域については植物園として保全するのが

よろしいんじゃないかというなかたちのアドバイスを辻井達一先生からも受け

ているところでありまして、その構想に沿いまして進められているというふう

に聞いております。 

 

議長 藤澤議員。 

 

９番 

藤澤議員 

そうですか、その移設した木なんですが、私は翌年か翌々年、芽が出てきた、

生き返ったというふうに聞いていたんですよね。それで、ある長老がですね、

いみじくも、やー藤澤さん、木というのは特に大木というのは地下水脈なり、

条件が整ってからはじめて大木になるんだと。移すのは無理だぞ、藤澤さん、

とそういう、いま実は亡くなった方なんですが、そう３年前でしたか言ってく

れたおじいちゃんがいたんですね。それも思い出しながら今は聞いておりまし

たが、では３、この風景としてですね、エリアとして、伺います。私は、ここ

３年、おかげさまといいますか、九州、滋賀、埼玉から毎年お客さんがみえて

ですね、出雲からも来ましたね、実は盆前７月８月なるもんですからどうして

もすずらんには連れていけない。それでも先ほど申し上げましたように、尾瀬

に行ってる方というのがこの埼玉のお母さんでございまして、そのつぼみ、あ

るいは枯れかけた程度のとこを見てもらったということなんです。それで、こ

の地域一体が隣近所にないような大木が保存されてるということはつまり、町

有地であり、または国有林に隣接していることであり、であるからして、なか

なか戦時中からの戦前っていいますか過去からの伐採をまぬがれてきたという

経過であろうと思うわけであります。それで、そのお客さんを迎えたとき、勢

い、美瑛の丘が見たいという話が多いんですね。それで何回も言っております

が、それに匹敵するような、事業の展開の仕方によってはそれに匹敵するよう

な効果が得られるんでないか、その根拠はですね、町政の執行計画にもですね、
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６ページ林業対策、あるいは１０ページの観光レクリエーションの振興、１８

ページ自然保護みどり豊かな環境、３２ページ文化遺産保護の関係からとこう

いうことをあわせて考えてもですね、特に、観光、レクリエーション、そして

それに伴うところの自然保護というつながりになるかと思います。そこで、ア

イデアの一つなんでありますが、その前に一つリスクも先に言っておかなけれ

ばなりませんね。その前にリスク、考えられるリスクを先に言ってからします

が、まず交通量が増えて、何らかのご案内を申し上げて交通量が増え、またそ

の橋から見えるチノミシリの山ですか、当然橋の上で駐車して写真も撮りたい

のかな、そういう交通上の安全面ですね、それと、何年前でしたか口蹄疫、こ

の人の出入りに特に敏感さを要求された口蹄疫そういうものも心配しなければ

ならないことだと思いますし、ヒグマの生息地である、これはがんじがらめに

囲えばいいのかなと、そうもいかないのでありますがまずそういうリスクをお

伝えしながら、次に進みたいと思います。せっかくのもしこういうかたちでこ

のエリアが、世の中に示されるということになれば、当然すずらんの一時期で

はなく、多分１か月、１か月半の愛でる時間があるのかなと、いうことになれ

ば、当然、そこへ入るための道路、これはすずらん会場のような道路で結構だ

と思いますけども、用水路を掘ってある山手のところには、何か所か３メータ

ーぐらいの行き交うことができる程度な橋も必要であろうし、山側の土手には

散策路、木造なりチップひいた道路なりの見学する道路が必要だということに

なります。そして質問の 後になるかと思うんですが、どうせであればオリエ

ンテーリングですか、のような要素も取り入れながら、町内７か所１０か所の

ポイントを置きましてね、例えばアイヌ博物館はプレートに「イ」という文字

を打って、あるいは、どこどこの大木には「ラ」という文字を打って、例えば

それが７か所があれば、当然紙を持って巡っていけば、文章になるわけですね。

今、「イ」と「ラ」を言いましたけども、これはイランカラプテと書いてあるな

と、それを持って、どこかの場所に提示すれば、あとから、その場でもよろし

いし、あとからでもいいんですが、アツシ織のはぎれでもいいでしょうし、あ

るいは木彫の端材でもいいでしょうし、金のかからないような記念になるよう

なものも贈呈できると、そういうレクリエーション的なものも含めて、このエ

リアの、言うところのエリアの活用、大ざっぱで結構ですのでお答えいただき

たい。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 それではお答えさせていただきます。まずリスクというか、懸念される部分で

すけれども、おっしゃるとおり、すずらんの群生地に行くまでの橋ですとか道

路が整備されまして、かなりスピードを出して車が通るようなかたちになって

おります。また橋からの景観は非常にすばらしくてですね、ぜひ車をとめてこ

こで景色をみてみたいというような気持ちになりますけれども、今ダム建設が
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始まりだして、かなり大型のトラック等も通っているというようなかたちで、

総合計画のなかで地域の方からも、通る工事用の車輌の交通安全について、し

っかり町のほうも業者のほうに言っていただきたいというような話もあったと

おり、交通量もかなり多くなっているということで、いまの段階で自由に景観

をみて、車をとめて景観をみるというかたちになるとかなり危ない部分がある

んで、その部分についても協議をしていかないとだめかなというふうに考えて

いるところであります。またすずらん群生地の奥の水芭蕉の部分についても、

木道整備等考えられるところでございます。実際に検討もしたところでござい

ますけれども、実際にその場所につきましては町有牧野の第１５牧区のなかに

かなりの部分が入っているということで、議員おっしゃられるとおり特定多数

の方が入るということなりますと、家畜伝染病の関係ですとかそういう部分の

心配もあるということで、またすずらん群生地の手前の駐車場のほうから山側

を通って水芭蕉のほうに行くというかたちになりますと、かなり雑草ですとか

雑木等がある場所を行く、また熊がかなり出没する地域でもありまして、そう

いう安全面の確保も必要になってくる。また、木道を整備するということにな

りますと財政的な部分でもかなりかかってくる部分があるということで検討を

要していかないとだめかなというふうに考えております。いずれにしてもです

ね、あそこの一帯の景観等につきましては非常に貴重な自然財産でありますし、

また地域的にアイヌ文化が残されている場所、チノミシリですとかそういう部

分で非常に貴重な場所というような認識をしているところでございます。その

地域の保全活用につきましては、今後平取ダムの建設と連動しながら関係団体、

関係機関との協議を進めながら基本構想についても既に策定されている部分も

あるということで聞いているところでございます。産業課としましては町有牧

野と重なっている地区でもございますので、町の産業振興、畜産振興と観光振

興の両面から調和のとれたかたちでの発展といますか活用を念頭におきながら

関係課または機関と連携を密にしながら協議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。またその地域の大木ですとかそういう景観をみる

に当たって、案内ですとか、解説の看板等の設置についても検討されてきてい

るところでございますけれども、看板、案内標識等については町内そういう部

分、統一されたようなかたちの看板等がふさわしいというようなことも言われ

ておりまして、どのようなかたちの看板が一番その地区に溶け込んだかたちで

説明されるようなかたちになるかというのを十分協議しながら検討していきた

いと思いますし、言われた散策道フットパスについても、ダムの関係で、そう

いうものを整備するというようなことが話し合われているというふうに聞いて

おりますので、今後この地域を含めた平取町全体としての観光ですとか、そう

いうものの統一性や、連携のとれた保全整備の計画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 藤澤議員。 
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９番 

藤澤議員 

ただいま産業課長が申されましたように、関連機関等と協調してですね、何が

しかの町費以外のものももってこれるのかな、そういう考えももちろん十分に

利用してですね、やって、これから考えていただきたいなと思っていますし、

後一言申し述べておきたいことは、いろんな個人的な来町されたお客さんに

ついても、あるいはすずらん会場、あるいは私はブログもやっており動画投稿、

すずらん会場の動画投稿もずいぶん行ってるんですが、行き合った方には口頭

で、いや、とにかく会場が営業本位でなくて、本当にこう林間、山間の愛らし

いすずらん鑑賞会、本当にすずらんまつりでなくて鑑賞会でよかったな、いい

ことだわ藤澤さんと、そんなような声が多いんですね。私は今まで申し上げた

ことはうんと呼んで、ついでに物もうんと売れればいいかなというような口調

にもなったかとも思うんでありますが、実は、この本当に静かでいいおまつり

だな、鑑賞会だなっていうのを、町長にお伝えしてですね、質問を終わりたい

なとそういうふうに思っていた次第でありますので、町長からもちょっとお願

いして終わりたいと思います。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは、私のほうからご答弁させていただきたいと思いますが、やはりいま

交流人口の拡大等を図っておりますけれども、やはり来ていただいて、お金を

落としてもらうというのが第一番ではなくてですね、やっぱり来ていただいて

本当に感激してもらう、もてなしの心が、それが必然的にお金に落ちるような

かたちになろうかなというふうに思っておりますので、今後とも、そういうか

たちのなかで交流人口の拡大を図りながら平取の豊かな自然を満喫してもらう

というふうに考えているところでございます。ご承知のとおり、平取は豊かな

自然と肥沃な大地そして豊富な水源のもとに新鮮な農畜産物が生産されまし

て、また、沙流川流域には古から先住民でありますアイヌ文化が息づいてきた

町でもございます。先ほどの産業課長の答弁にも重なりますけれども、平成１

９年の７月にアイヌ文化の諸要素を現在に至るまでとどめながら、開拓期以来

の農林業に伴う土地利用がその上に展開することによって、多文化の重層とし

ての様相を示す極めて貴重な文化的景観との評価によりまして重要文化的景観

の選定を全国で３番目、北海道で初めて指定を受けたところでございます。選

定区域については、この本町地区の川向、小平から二風谷、そして芽生、糠平

川地域の６地域全町にわたって指定をされたところでございます。特に芽生宿

志別糠平地区も指定区域となってございまして、ここは恵まれた自然景観、ア

イヌのチノミシリ、あるいはすずらんの群生地、水芭蕉、そして牧野の景観と

びらとり和牛の放牧景観、また樹齢１００年以上の名木もたくさんあります。

また、本町地区にはアイヌ文化の博物館、あるいは義経神社、びらとり温泉等々

の全町的に非常に恵まれた地域資源が豊富にございます。これらの資源につい
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ては平取町の財産として、文化的な保全委員会のなかでも、全町を対象にしな

がらみどころマップというようなことで、現在作成をしてございまして、これ

らも街の人たちに満喫してもらえるようにＰＲをしていく予定でございます。

また先ほどちょっとお話がありましたように、平取ダムの地域文化保全対策検

討委員会のなかでも検討されている眺望あるいは祈りの場の整備、それを結ぶ

フットパスコースの整備が予定がされてございまして、今後の整備につきまし

ては藤澤議員のご提案も踏まえながらそれぞれの貴重な地域資源を結びつけな

がら、町全体としての整合性を図りながら、観光振興と保全を図りながら、町

の活性化につなげていくことが重要だというふうに考えております。いずれに

しても、第６次の総合計画のなかで、十分議論しながら計画的な整備に取り組

んでまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いを申し上げ

たいと思います。以上です。 

 

議長 藤澤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、一般質問を終了いたします。 

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。請願第１

号地方自治体の臨時・非常勤職員の待遇改善と雇用安定のための法改正に関す

る請願について、総務文教常任委員会委員長からの審査報告はお手元の議案の

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。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、報告第２号請願審査の結果報告についてを議題とします。請願第２

号特定秘密保護法の廃止を求める請願について、総務文教常任委員会委員長か

らの審査報告は、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。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４、報告第２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。 
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日程第５、報告第３号請願審査の結果報告についてを議題とします。請願第３

号労働者保護ルールの改悪反対を求める請願について、産業厚生常任委員会委

員長からの審査報告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。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５、報告第３号請願審査の結果報告については

報告のとおり採択と決定しました。 

日程第６、請願第４号ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る請願についてを議題と

します。 

お諮りします。請願第４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４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６、請願第４号について採決を行います。請願第

４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６、請願第４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、これで散会いた

します。ご苦労様でございました。 

  

 

（散 会 午後 ２時０１分） 
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 平成２６年第２回平取町議会定例会 （開 会 午後 ２時００分）

議長 皆さん今日は午後からの会議ということで、ご出席いただきましてありがとう

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１番櫻井議員、２番丹野議員を指名します。 

日程第２、議案第１４号平成２６年度平取町一般会計予算、 

日程第３、議案第１５号平成２６年度平取町国民健康保険特別会計予算、 

日程第４、議案第１６号平成２６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１７号平成２６年度平取町介護保険特別会計予算、 

日程第６、議案第１８号平成２６年度平取町簡易水道特別会計予算、 

日程第７、議案第１９号平成２６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。平成２６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をしておりますので、その結果につ

いて委員長に報告を求めます。１番櫻井議員。 

 

１番 

櫻井議員 

１番櫻井です。報告の前に、まずもって、委員各位には連日長時間にわたりま

して、議案の審議に全力を傾注し、精力的にご審議をいただきまして、厚く御

礼を申し上げたいと存じます。また、町長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を申し上げるところでございます。それでは、平成２６

年第２回定例会において当予算審査特別委員会に付託されました議案第１４号

から１９号までの平成２６年度平取町各会計予算の６議案について、審査の経

過と結果を会議規則第７５条の規定によりましてご報告申し上げたいと存じま

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、過去に行った一般質問や委員会審議での議論を充分反映した予算

案となっているかという点につきましても、審査の重点事項としたところであ

ります。平成２６年度各会計予算は、一般会計をはじめとして総額８０億６９

６１万８千円で前年度当初予算と比較すると５．３％減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。はじめに、財源確保についてであります。政府によるデフレからの脱

却を図る各種施策により、景気が徐々に上向いているとのことですが、地方に

おいては、その実感がまだまだ感じられない状況となっていて、消費税増税に

よる景気の減速なども懸念されるなか依然として地方財政は厳しい状況下で推

移していくものと予想されます。このようなことから、町税等における自主財
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源の確保を図るため課税客体の的確な把握や徴収方法の見直しによる徴収率の

向上に全力を挙げて、努力されることを要望しますとともに、不納欠損処理に

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。なお、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ている

ものと思いますが、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、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。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などもあり、先行き不透明ではあります

が、国の動向を的確に把握し、対象需要額適格な計上により、その確保に 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。このほかびらとり温泉施設にかかる指定管理におい

ては、その指定業者からの納付金の取り扱いについては、今後、その積算基準

の明確化が図られますよう、協定書の見直しについての再検討を強く要望いた

します。次に歳出であります。人件費の削減と事業の効率化を図るため、各種

業務について民間委託を進めておりますが、雇用拡大による町民の生活安定の

ためにも、町での直接雇用の拡大へ配慮願いますとともに、人的面や民間委託

関係を協議する行政改革については、議会への説明と協議がなされるべきと考

えます。また、公の施設の指定管理についてでありますが、びらとり温泉の新

施設が完成し、平成２６年７月にリニューアルオープンの予定となっています

が、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。また、二風谷ファミリーランドの整備や管理委託につい

ても、町民の利便性を考慮し、びらとり温泉の管理者と連携の上、一体となっ

た運営を進めながら、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。こ

のほか各分野において、多くの議員からさまざまな意見が出されましたが、い

ずれにしましても歳出の適正な執行と効率的な運用により一般会計の健全な運

営を後年度に引き継がれるような財政運営を強く要望するものであります。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について、今後にお

いても、医療費の動向や、決算状況などを見きわめながら、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。平成２７年度から始まる第６期高齢者保

健福祉介護保険事業計画策定に向けて本年度はこれまでの計画の 終年とし

て、一層質の高い介護サービスの展開を図り、さまざまな検証に基づく次期計

画に大きく活かされることを期待しております。次に、簡易水道特別会計であ
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ります。今までも配水管の老朽化により、毎年敷設替えを行っておりますが、

水道水は町民のライフラインともなっていることから、改修計画に沿って早急

かつ効率的な改修に努められるとともに、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３名と出張医により診療体制の充

実を進めておりますが、一般会計からの繰入については前年度対８．７％増の

２億９３００万円あまりが計上されており、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。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

う期待しております。なお、お手元の報告書のとおり、平成２６年度平取町一

般、特別会計予算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

と決定いたしました。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１４

号から議案第１９号までの平成２６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。質疑を省略して討論を行

います。 

日程第２、議案第１４号平成２６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。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第２、議案第１４号平成２６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１５号平成２６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１５号平成２６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１６号平成２６年度平取町後期高齢者医療特別会計予算に対
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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１６号平成２６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１７号平成２６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１７号平成２６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１８号平成２６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１８号平成２６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１９号平成２６年度平取町国民健康保険病院特別会計予算に

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７、議案第１９号平成２６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２０号平取町営住宅管理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。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

議案第２０号平取町営住宅管理条例の一部を改正する条例についてご説明を申

し上げます。これは平取町営住宅管理条例の一部を改正するものでございます。

１枚めくっていただきまして、新旧対照表をご覧いただきたいと存じます。対
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照表の改正案の欄でございます。現在の管理条例の第５条に１項を加えるもの

という内容になってございます。これを４項といたしまして、４ 町長は第１項

及び第２項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、規則で町営住宅

に入居できる者の資格について制限を加えることができる。との条文を追加し

てございます。これは町営住宅の使用料等の滞納が解消されない状況等に鑑み

まして、納税等に不誠実な滞納者に対し、制限を加えることにより、滞納の解

消、抑止、誠実に納入いただいている町民への不公平感の解消、徴収等に関す

る町民の信頼等の確保を図る目的で改正を行うものでございます。本日参考と

いたしまして、この条例の改正に伴う規則の改正案もお示しさせていただきた

いと存じます。別紙をご覧いただきたいと思います。平取町公営住宅管理条例

施行規則の一部を改正する規則ということでございまして、条例第５条の４項

の追加に伴いまして、入居者資格の制限を次のとおり、規則で第５条を加えま

して、規定するというものでございます。入居者資格の制限ということで、第

５条入居者及び同居予定者は、条例第５条第１項各号及び第２項各号に掲げる

もののほか、次に掲げる条件を具備しなければならない。（１）町税等の滞納が

ないこと。ということで、ア 町民及び町民であった者は、町民税、固定資産税、

軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者保険料、保育料、町営

住宅使用料、単身者住宅使用料、特定公共賃貸住宅使用料、建物貸付料、職員

住宅使用料、教員住宅使用料、社会福祉資金貸付金償還金、アイヌ住宅改良等

資金貸付金償還金、奨学資金貸付金償還金、水道料金、生活雑排水処理施設使

用料（以下「町税等」という。）の滞納がないこと。としてございます。イ と

いたしまして、町外者におきましては税金の滞納がないこととしております。

（２）滞納訴訟や迷惑行為等による明渡し請求や勧告により町有建物を退去し

たことがないこと。（３）届出をしないで町有建物を退去したことがないこと。

（４）その他、当町との信頼関係の破壊につながる行為を行ったことがないこ

と。としてございます。２項といたしまして、ただし、災害その他の特別な事

情がある場合においては、その詳細を記した書類等を提出させ、町長がその事

情を認めるときは、この限りでない。というような規則の改正案とさせていた

だきたいというふうに考えてございます。この町税等の滞納者等についての入

居に関しての制限でございますけれども、現在まで規則等での特段の規定がな

く、前述した条例改正の趣旨の通り、制限を規定いたしまして、明文化するこ

とで、滞納の解消、抑止を図ることにつなげるものでございます。また、過去

の公営住宅入居を希望された方も、それぞれの経済的な事情等がある場合があ

るということなどを鑑みましてどうしても制限条件を満たせない方もいるとの

ことが推測されるため、ただし書きといたしまして、２項をつけ加えさせてい

ただいております。また、本条文の追加によりまして、現行規則での第１５条

連帯保証人の資格につきましても、改正第５条の規定を適用するということと

したいと考えてございます。以上、議案第２０号平取町営住宅管理条例の一部

を改正する条例について、管理規則の改正案とあわせ、説明をさせていただき
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ましたので、ご審議のほど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８、議案第２０号平取町営住宅管理条例の一部

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２１号平取町単身者住宅管理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。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

議案第２１号平取町単身者住宅管理条例の一部を改正する条例について説明を

申し上げます。これは、前議案第２０号同様の改正となってございます。平取

町単身者住宅管理条例の一部を改正するものでございまして、１枚めくってい

ただいて、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。改正案の欄でございま

すが、第４条に１項を加えるものでございまして、これを２項といたしまして、

町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、規則で住宅に

入居することができる者の資格について制限を加えることができる。という条

項を追加するものでございます。これも先ほど説明したとおり、こういった規

制を加えることで納税等に不誠実な滞納者に対しての制限を加えるというよう

なことでの滞納等の解消等につなげていくというものでございます。参考とし

て、また同様に規則の改正案もお示しさせていただきたいと存じまして、平取

町単身者住宅管理条例施行規則の一部を改正する規則ということでございまし

て、これは、第４条を加えるということでございます。第４条入居者資格の制

限、入居者は、条例第４条１項に掲げるもののほか、次に掲げる条件を具備し

なければならない。ということにしてございます。以降は、第２０号で説明し

た内容と同様でございますので、省略をさせていただきたいと存じます。以上、

議案第２１号平取町単身者住宅管理条例の一部を改正する条例について、説明

を申し上げましたので、ご審議のほど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。６番千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

６番千葉です。この単身者住宅の管理条例の関係でございますけども、例えば

親の、例えば高校通ってて卒業してこの単身者住宅を求めたとき、その同居し

てた親にですね、同類の条項がいわゆる条例に対して、あれば、やっぱりその

子どもにもこういった不利益が生じるのか、それともまったくそういうことは
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関係なしに入居者本人の、なんというんですか、そういった状況で判断される

ものか、確認の意味で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。条例上では本人及び連帯保証人がこのような滞納等があ

れば、制限を加える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９、議案第２１号平取町単身者住宅管理条例の

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２２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２２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

で議案のほうをご覧ください。今回の提案につきましては現在のびらとり温泉

の指定管理期間が３月３１日で終了いたしますけれども、新びらとり温泉の開

業が７月１日と予定されますことから、４月から６月までの３か月間につきま

して、現在の温泉を継続営業することから、指定管理期間を延長しようとする

ものであり、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ありま

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で、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、管理を

行わせる期間につきましては、平成２６年４月１日から平成２６年６月３０日

までの３か月間でございます。選定の理由につきましては、平取町公の施設に

係る指定管理者選定委員会にて次のとおり、公募によらない方法をとる理由と

して評価したことによります。現在の平取町老人福祉センターの指定管理期間

につきましては平成２６年３月３１日をもって終了するが、新びらとり温泉の

開業について平成２６年７月１日を予定しているところであり、平成２６年４

月１日から６月３０日までの期間について、現在の施設での営業を行うために

管理者選定を協議した結果、現在の指定管理者である株式会社アンビックスを

指定することが有益であると総合的に判断できることによります。なお指定管

理の協定内容につきましては基本的に現在の内容を引き継ぐものでありますけ
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れども、指定管理料につきましては現在の指定管理料からファミリーランド再

委託分を除き、月割で出した金額の３か月分としております。先日の全員協議

会で説明をさせていただきましたところでございます。以上、議案第２２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。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２２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１１、意見書案第３号地方自治体の臨時・非常勤職員の待遇改善と雇用

安定のための法改正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。１番櫻井議員。 

 

１番 

櫻井議員 

１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。日程第１１、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１１、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１２、意見書案第４号特定秘密保護法の廃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。１番櫻井議員。 

 

１番 

櫻井議員 

１番櫻井です。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。３

番四戸議員。 
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３番 

四戸議員 

３番四戸です。反対だとかそういうことなく、文章的な面で、ちょっとお聞き

したいと思うんですけれども、下からですね１０行目のね、非常に大きな問題

があるといるという意味がちょっと理解できないんですが。 

 

議長 １番櫻井議員。 

 

１番 

櫻井議員 

 

（マイクなし） 

 

議長 文言、あとで後ほど訂正した文書に書きかえます。ほかにございませんか。そ

れでは、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。日程第１２、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１２、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１３、意見書案第５号労働者保護ルールの改悪反対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。６番千葉議員。

 

６番 

千葉議員 

６番千葉です。労働者保護ルール改悪反対を求める意見書案、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。日程第１３、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１３意見書案第５号については原案のとおり可

決しました。 

日程第１４、意見書案第６号ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る意見書案の提出

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 ６番千葉。ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る意見書案朗読をもって説明に代え
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千葉議員 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１４、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１４、意見書案第６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） 

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２２件で原案可決２２件。請願４件で委員会付託３件、採

択１件。報告３件で、採択３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２６年第２回平取町議会定例会を閉会します。 

 

 

（閉 会 午後 ２時５０分）
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議長 

 

 

平成２６年３月定例会の閉会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げたいと思い

ます。 

 

（議長、町長、退職課長より挨拶） 
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 平成２６年第５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２６年第５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、７番松原議員と８番山田議員を指名します。 

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１１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 

８番山田です。本日召集されました第５回町議会定例会の議会運営等につきま

しては、６月１１日に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１８日から明日６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６月１８日から明日までの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２６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として要望経過報告について。町長。 

 

町長 それでは、１の要望経過報告をいたします。要望項目、平取ダムの建設事業の

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、河川改修整備促進について、平取養護学校施設の改修について、

伝統的生活空間（イオル）の整備についての６項目について要望しております。

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９日でございます。要望者は町長、副議長、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、ご承知の

とおり、昨年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な
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されまして、本年度は約４６億円の大幅な予算措置がされているところであり

ます。特に、 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し

てございますので、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号線の歩道等の整備促進については、この道路は道東と道央を

抜ける産業道路として、年々車両も大型化しており危険な状況にございますの

で、歩道の設置、また交通事故が多発している曲部の改良等についても強く要

望してございます。次に道道の整備促進については、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と橋梁整備促進について、特に

強く要望したところでございます。この路線は平取ダム建設工事での骨材運搬

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してございま

す。次に河川改修については、貫気別川の堆砂の窩洞掘削、池売川の砂防対策、

オバウシナイ川整備の３点について要請をしたところでございます。いずれに

しても、洪水に備え、安全な川づくりを要望したところでございます。次に道

立の平取養護学校の施設整備については、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して、高等部の生徒も入所していることから、非常に

使い勝手が悪いことから、老朽化にあわせて改修していただくよう要望したと

ころでございます。 後に伝統的生活空間（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 次に、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２６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

告申し上げます。まず学校教育事業にかかわる小・中学校の現況についてであ

ります。本年度の町内小学校の新学期は４月７日、中学校が同じく８日にスタ

ートし、すでに２か月以上が経過するとともに、１学期も終盤に入ろうとして

いるところであります。本年度における児童生徒数の状況にありましては、学

級編制協議にかかわる基準日となります４月１０日現在において、小学校５校

あわせて２７１名、中学校が２校１３１名、合計で４０２名となっております。

このうち、特別支援学級への入級者数は、小学校８名中学校２名となっていま

す。児童生徒総数では前年度より小学校で１２名の増、中学校では６名の減と

なっているところであります。教職員体制といたしましては、校長１名、教頭

２名が新たに赴任となり、あわせて一般教職員につきましてもすべての学校に

おいて異動がありましたが、これまで大きな問題等もなく、体制は図られてい

るところであります。加えて、町単独採用となります特別支援教育支援員につ

きましては、小学校４校、中学校１校において、あわせて９名を配置している

ところであります。また本年度における全国学力・学習状況調査にありまして

は、４月２２日に実施されたところでありますが、本町におきましても全学校

参加するとともに、実施後速やかに自己採点を行うなかで、各学校における課
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題等の分析把握に努めているものとなっております。国における結果公表は８

月頃となる見込みでありますが、北海道教育委員会といたしましては、本年度

において全国平均点以上とする大きな目標を掲げるなかでこれまで、学力向上

対策を講じてきたところでありますので、その結果が注目されるものとなって

います。あくまでも自己採点結果となりますが、平取町にありましては、おお

むね前年度の全国平均点を上回る状況となっており、着実に学力の向上が図ら

れてきているものと考えているところであります。各学校ともに調査結果をも

とに、今後とも家庭学習の定着、読書活動の充実、教員におけるノート指導等

の徹底を図るとともに、学校改善プランの見直しについて、それぞれ着手する

状況となっているところであります。なお詳細な結果が国より公表され次第、

改めて議会等に対しましてご報告申し上げたいと考えております。また今月２

５日水曜日となりますが、日高管内西部地区学力向上フォーラムが平取町にお

いて開催されることとなっておりますので、議会議員の皆様におかれましても

ぜひご参加いただくなかで、管内学力の状況並びに向上対策等について、ご議

論いただければと考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと存じます。

各学校行事につきましては、それぞれ計画どおり進捗しているものとなってお

りますが、小中学校の修学旅行及び中学校における体育祭、並びに小学校にお

ける運動会につきましても、この１５日までにすべて無事終了したところであ

ります。学校施設等整備についてでありますが、児童生徒用パソコンにかかわ

る更新につきましては、新年度予算審議におきましてもご説明申し上げてきて

おりますが、本年度においてサポート期間満了に伴っての更新といたしまして、

学校との協議のもとに、現在のデスクトップ形式からタブレット型パソコン並

びに電子黒板の導入に向けて作業を進めているところであります。導入完了予

定につきましては、夏季休業中となる見込みであります。続きまして（２）の

社会教育事業につきましてご報告申し上げます。放課後子ども教室の運営状況

についてでありますが、本年度におきましては、紫雲古津地区の児童を対象と

いたしました子ども教室を開設し、これまでの二風谷及び貫気別地区とあわせ

まして、３か所において実施してきているところであります。各地区４月中旬

より週５日開設し、紫雲古津地区、二風谷地区、貫気別地区に合計７４名が登

録している状況であります。それぞれ安全管理員を２名から３名を配置するな

かで、コーディネーターの指示指導のもとに、各学校の放課後５時までの間、

各地区生活館及び一部学校を使用するなかで、プリント学習並びに軽スポーツ

等の活動を行っているところであります。なおこれまでの開設において紫雲古

津地区及び貫気別地区の児童それぞれ１名がテーブルが倒れたことによる足の

打撲、プラスチック製のバットがあたった打撲ということで、２件の事故が発

生しておりますが、いずれも軽症でありました。加入しております傷害保険に

より措置対応しているところでありますが、今後におきましては、児童に対す

る活動上の指導徹底を図るとともに、安全管理員にかかわる研修の充実に努め

てまいりたいと考えております。続いて（３）文化財事業の豊糠８遺跡発掘調
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査概要についてご報告申し上げます。本発掘調査につきましては、平成２５年

度からの継続事業となっておりますが、本年におきましては、全体で４０２８

平方メートルのうち、３０５４平方メートルの発掘調査を行うものであります。

発掘場所につきましては、豊糠橋の下流、糠平川の右岸となり、地目現況は河

川敷地で牧草地となっております。工期につきましては５月１９日から１０月

３１日までとなりますが、現地における発掘調査終了後、整理作業及び本年度

調査にかかわる概要報告書の作成を行うものとしております。前年度における

調査においては、約２５００年前、縄文時代晩期における土器や石器及び約１

千年前、擦文時代の土器、金属製品が出土しているところであります。なお、

出土しました遺物につきましては、平成２７年度において黒曜石の原産地分析、

金属製品の保存処理、遺物の実測図作成業務等を行うなかで、報告書を刊行す

る予定としております。本調査により、平取ダム建設工事に伴う埋蔵文化財の

発掘調査につきましては、すべて終了することとなります。続きまして（４）

図書館事業における平取町子どもの読書活動推進計画の策定についてでありま

す。本推進計画につきましては、子どもの読書活動の推進に関する法律に基づ

き、本年３月末に策定したところであります。読書活動にありましては、表現

力を高め、創造力を豊かなものとする上において必要不可欠であると同時に、

子どもにとっては、心の栄養として欠くことのできないものと位置づけるなか

で、計画の基本的な考え方としたところであります。計画推進期間は平成２６

年度から３０年度までの５か年とし、子どもを読書好きにするための取り組み

の推進、子どもの読書活動の推進に向けた働きかけ、図書館や学校図書室にお

ける図書の整備の３点を推進目標として設定し、子どもたちの知識や学力の基

礎となる読む力の育成に努めることに加えて、生きる力の醸成を図ってまいり

たいと考えております。以上を申し上げまして本定例会における教育行政報告

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、平取町農業委員会委員の推薦についてを議題とします。議員推薦の

農業委員は１人とし、９番藤澤議員を推薦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。したがって議会推薦の農業委員は１名とし、藤澤佳宏君

を推薦することに決定しました。 

日程第６、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。２番丹野議員を指名します。２

番丹野議員。 

 

２番 

丹野議員 

２番丹野です。道道平取静内線、貫気別市街地改良工事について伺います。道

のこの事業に対する説明では、また１年間、工事が延びるということで、いま
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までで３年間も延びてきました。地元の人たちにとっては早くしてほしい工事

なのですが、どうしてなのか伺います。また今、豊糠地区では、平取ダムの附

帯工事として、橋の架け替え、砂防工事などいろいろ工事が行われています。

貫気別地区の道路も交通量が非常に増え、危険な状態と言ってもいいくらいな

交通量です。昨年は、朝早くグレーン車、トレーラーが通り日中は生コン車が

びっちり走るという状態でした。まだ貫気別では事故は起きてませんが、昨年

平取大橋で三重衝突事故で１人亡くなってますが、その車両は、豊糠の橋の工

事の作業員だったということです。平取ダムを進めるんであれば、先に工事用

道路でもあります貫気別市街地の改良工事を早めにやり、通学路にもなってま

す、子どもの歩く場所、年寄りの歩く場所、安全を確保した上で、平取ダム工

事を進めてもらいたいと思いますがいかがですか。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

それではご質問にお答えを申し上げます。まず道道平取静内線の貫気別市街地

の工事が延びているのはなぜかというようなことでございまして、今ご質問に

もありましたとおり、沙流川総合開発の平取ダム建設工事につきましては、平

成２５年度から工事が再開となりまして、まもなく本体工事にも着手されると

いう状況になってございます。平取町といたしましても、この間ダムの工事の

工事用道路でもあるというような観点から道道平取静内線、または宿志別振内

停車場線につきましては主要道路というようなとらえで早期整備につきまして

以前から継続的に、北海道などに要請してきたというような経緯がございます。

平取静内線の貫気別市街地整備につきましては、道道振内貫気別線の交差点改

良につきましては、平成１７年に工事が完了してるというような状況にござい

ます。その後継続的な工事とはならなかったということでしたけれども、平成

２２年から現在の橋の架け替えを含む、市街地区間５９０メートルの整備が再

開されたというようなことになってございます。現在、用地買収物件補償が行

われているというような状況でございまして、ただ用地買収が予定どおり進ま

ないというのが、工事スケジュールが延びている主な要因になっておりまして、

ここをクリアしなければどうしても計画どおり進まないというような状況にな

ってございます。この辺につきましてはですね、さらに室蘭建設管理部等の用

地課とも協議をしながら対象地権者と粘り強い交渉を進めていくというような

ことで、早期解決に向けて、町としても努力をしているというような状況にご

ざいます。それから、ダム工事による交通量が増大したというようなことでの

交通安全対策ということでございますけれども、２５年度本格的に再開した工

事が昨年度からということでございまして、この辺事業主体である室蘭開発建

設部も交通量が増大するというようなことで、地域での説明会等も開催をさせ

ていただいて、周知を図るというような状況になってございます。請負業者に

対しても事業主体として交通安全の取り組み等の計画を提出させ、それから、
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日常現場のミーティングですとか、朝礼等では安全運転の励行を徹底させると

いうようなことにしてございます。遵守できない業者等にはペナルティーなど

も想定をしているということを聞いてございます。それから、工事関係車両に

は、大型車から乗用車すべてに認識可能な工事車両であるという確認が可能な

プレートも明示して違反運転の防止につなげるというような対策も行っている

というところでございます。ご質問にあったとおり、貫気別地区につきまして

は高齢ドライバー、市街地部分については学生等をはじめとした歩行者が多い

というような地域であることも事業者としても十分に把握をしているというこ

とでございますので、今後もこのような工事等の情報を地域に十分にお知らせ

するというような環境を作りながら、また地域にもご協力いただき、交通の安

全を確保するというようなことで取り組んでいるというようなことでございま

すので、ご理解をお願いしたいと思っております。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。なかなか進まないという話ですけども、いろいろ事情は聞きま

したけども、無理して、なんて言うんですか、道路いまの設計の通りでなく、

線形を変えるなり、また、やり方を変えるなりすることによって、また方法が

あるのではないかなと思うのと、そこまで進んでいて、そこだけおいておくと

か、そういう方法もあると思います。また、貫気別の橋についてなんですけど、

あの橋は１５年災害のときに非常に打撃を受けてます。そして歩道が傾いてあ

の橋にのしかかったような状態で、３日間ほどの通行止めで検査した結果異常

ないというような話だったんですけども、やっぱり何らかの影響を受けている

と思うんです。もう５０年近くなる橋ですので、あの橋が大水が出て流れたり

故障することによって、牛乳のタンクローリーが走れない、トマトの車が選果

場へ行けない、工事車両も通れなくなるという非常に大変な事態になると思う

んです。橋だけでも先にやるとか、そういうふうな進め方にはならないですか。

 

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。いまのところ用地買収が進まないということでの設計変

更ということでございますが、室蘭建設管理部の考えとしては現在のところは、

当初の計画どおりでいくということで、先ほど申しました用地買収等につきま

しては、今年度中にある程度の方向性を見せたいということで、もしそういう

方向性が決まれば、来年度大幅にそういった予算を計上して、一気に用地買収

等を進めたいと、それから具体的な工事に着手したいということでございます

ので、今のところの設計を変えるというような意向はないというふうに聞いて

おります。それから、用地の買収等の方法なんですけれども、今ちょっと難し

い案件のところは、どうしてもそこを取得できないと全体的な線形がどうして
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も、まあ入り口になるというようなところで、どうしても用地取得が必要だと

いうような場所でございますので、そこを抜いて、そこから先をというような

ことにはなかなかならないというようなことで、まずそこを解決してから事業

を進めるという方針に立っているということですので、ご理解をお願いしたい

というふうに思っております。それから橋の重要性ですけれども、この事業の

非常に主要な部分で橋の架け替えをするというのがこの工事の重要なところと

いうことでございますので、もう設計がすでに完了して、今の上流に架けると

いうようなことで、一番良い、ベストな線形として設計も済んでいるというよ

うなことでございまして、当然橋の重要度は認識しているということで事故も

過去に起きているということで、この辺を改良するというようなことで全体的

な工事が進んでいるということを確認しておりますので、そのためには一刻も

早く、用地を解決するというようなことが求められるということで、先ほど申

しましたけれども、町としてもそれらに向けて、関係機関と一緒に努力をして

いるというような状況でございます。以上です。 

 

議長 丹野議員。 

 

２番 

丹野議員 

話はそうなんですけれども、地元の住民としては早くやってほしいということ

で要望がありますし、これからダム工事が始まりさかんに車が通るということ

も懸念されますので、それについても、ダムは国がやって道路は道がやって、

町が陳情とこの縦割りがうまくいかないのかどうかわかりませんけれども、ぜ

ひ早期に着工してもらえるように強くお願いして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お答え申し上げますが、道道の平取静内貫気別市街地の

道路改良については、これまでの経緯については担当課長から詳細の答弁のと

おりでございます。ただいまご質問のあったように、この道路については小中

学生の通学路、あるいは地域住民の生活道路として利用されておりますが、す

でに着手されております平取ダムの附帯工事などにより大型車両の交通量が増

加してございます。交通安全対策が重要な区間というふうに私どもも認識をし

ているところでございます。そういった意味で、交通事故の未然防止と安全確

保のための関係機関に十分留意されるように徹底を図っているところでござい

ますので、ご理解願いたいと思います。また工事が遅延しておりますことから

今年に入ってから、地元の地域の説明会を開催しながら、用地買収も含めて協

力のお願いをしているところでございます。 近における道路整備をはじめと

した、公共事業の予算の確保については大変厳しい状況にあると聞いてござい

ますので、本事業の円滑な推進が図られるように町としても 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。以上でございます。 
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議長 丹野議員の質問は終了いたします。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。先に提出しました、通告書にしたがいまして、質問していきた

いと思います。質問事項につきましては、今後の防災対策、また平成２０年に

つくられた、平取町自治基本条例の第２５条に書かれております危機管理体制

の確立についてなど、この点について伺っていきたいと思います。私もなるべ

く理解のできるような質疑をいたしますので、答弁におかれましても、理解で

きる答弁のほどをよろしくお願いいたします。 近は地球上において、温暖化

が進んでおります。テレビや新聞等では、これから先１５年から２０年後には、

二酸化炭素、またメタンガスなどの影響を受けまして、平均気温が４度以上上

昇すると言われています。この１０年間を振り返っても、日本の各地で集中豪

雨による大きな災害が、毎年多発しております。平取町においても、過去２０

年近くの間に、大雨による大きな災害が５回ほどありました。その被害額は、

総計で１８８億円にもなっております。この金額については、２５年度につく

られたマップを参考にいたしました。このような観点から、防災ガイドマップ

について４点ほどに分けまして質問いたします。まず１点目として、防災マッ

プについて伺います。町はこのような大規模な災害に備え、平成１５年度より

地域防災計画を見直し、平成１７年度には防災ガイドマップが作成されました。

また、２５年度３月にはそのマップもさらに見直されまして、新たな防災マッ

プが、再度、各町民に配布されております。そこで伺いますが、災害発生時に

日ごろの備えとして避難所、洪水、土砂災害、地震、火災などに対する多くの

町民の認識が必要ではないかと考えますが、せっかくよくできたこの防災マッ

プが多くの町民の方に深く認識されているとお思いなのか、この点について、

担当課に伺います。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 四戸議員のご質問にお答え申し上げます。議員ご指摘の自然災害に対する日ご

ろの備えは、大変重要であると認識をいたしております。ご質問のとおり、平

成１７年に続き、昨年平成２５年３月に、町が全世帯に配布いたしました平取

町防災ガイドマップにつきましては、事前に地域の皆様と協議を行いながら内

容を詰めて作成したものであり、サブタイトルにもありますように、いざとい

うときのために保存版として見やすい冊子となっておりますので、個々のご家

庭で認識を持って保管をしていただいているものと考えておりますが、議員ご

指摘の町民の方に深く認識されていると思っているかということになります

と、他のさまざまな町からの配布物と同様、それは町民の皆様お一人お一人の

心の中に至る問題でありますので、お答え申し上げるのが難しいのであります
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が、町といたしましては、予算と労力をかけまして町民の皆様に災害に備えて

いただく目的で作成いたしたものでありますので、文字どおり、いざというと

きのために、多くの町民の皆様に利用していただきたいと考えております。平

取町は幸いなことに、平成１９年以降は大きな災害に見舞われておりませんの

で、町内で降雨量４００ミリ近くに達するほどの大雨を経験した平成１５年８

月の災害の直後と、仮に現在を比較した場合、町民の皆様の災害に対する意識

は薄くなっている可能性もあると考えられますので、今後、町の広報誌等で普

段からの災害への備えに関する事項について掲載を行うなど、災害に対する意

識の啓発や、再認識に関する啓蒙を図ってまいりたいと考えております。以上

です。 

 

議長 四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

今の１点目の点でですね、課長の答弁のなかで、町民の認識が答えるのが難し

い、それは個人情報の絡みがあってのことかなというふうに理解はしておりま

すが、やはりこれですね、災害から町民を守るというのは大事なことなんです。

本町の場合で言えば自治会がございますね、やっぱりそういうものを中心とし

てね、今後においてやっぱり多くの町民の方に認識してもらうように、そうい

う対策を考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 議員ただいま指摘のことについても、自治会、地域と共に考えることについて

は大変重要なことであると考えておりますので、十分検討しながら、しかも災

害に対する備えについて多くの町民の皆様に認識していただけるように、今後

とも行ってまいりたいと思います。以上です。 

 

議長 四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

次に、２点目の防災マップの、あ、防災マップにはのってないのかな。避難訓

練について、伺っていきたいと思います。本町自治会においては、いままで災

害に対する図上訓練ですね、訓練は、消防などを含めて、何回となく行われて

きました。しかし、この図上訓練だけでは、実際のこの自然災害が起きた場合

に対しまして私は機能ができないと思います。過去にも自治会を中心とした災

害訓練が実施されまして、多くの町民の参加のもと災害訓練が行われておりま

す。年々高齢者が増え、またさらには要支援介護者や、障がい者、子どもたち、

その人々のことも考えまして、町民一人ひとりによる助けあいの気持ちを町民

の方々に認識していただくため、この自然災害を想定した訓練を行うべきと私

は考えますが、この点について、担当課はどうお考えなのか伺いたいと思いま
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す。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 お答え申し上げます。四戸議員ご指摘の通り、避難訓練につきましては、避難

のための図上訓練、ＤＩＧと申しますが、これを過去６回行っております。平

成１８年には、本町自治会と共同で避難伝達訓練を兼ねた実際の避難訓練を実

施いたしております。議員ご質問の要介護者、要援護者、障がい者等への対応

につきましては、保健福祉課や消防支署と協議を行い、個人情報のこれは問題

もありますが、第一義的に災害緊急時における人命の保護を目的として、要援

護者の把握、並びに避難方法の検討を詰めまして、有効な避難を進めるための

方策を取りまとめた後、避難訓練の実施も含めまして、検討してまいりたいと

考えております。 

 

議長 四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

それではですね、次に３点目として、これは防災マップに指定されております

が、避難所、危険箇所について伺っていきたいと思います。本町において、中

央公民館、町民体育館、双方で災害時の収容人員は１３８０人となっておりま

す。近年、各地において、集中豪雨が多いなか当町においても、３００ミリ以

上の雨が降るとこの避難所は危険度が相当上がると考えられますが、この点に

ついて、担当課としては今のままの避難所でいいのかどうなのか、その考え方

を聞きたいと思います。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 お答え申し上げます。防災マップで指定されました避難所のうち、一部の施設

におきましては、道の調査によりまして、災害危険箇所として指摘をされてお

りますが、災害にはその種類、雨の場合はその降り方、地区ごとの総雨量、あ

るいは時間雨量、被害の発生及びその恐れの状況など、さまざまな状況が考え

られますので、その状況に応じた避難の仕方があることも考慮し、私どもとい

たしましては、現時点におきましては避難所の指定の変更は考えてございませ

んが、今後道や関係者との協議を経るなかで検討をしてまいりたいと考えてご

ざいます。 

 

議長 四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

これから検討していくということですが、本当にですね、この近年はあまり、

集中豪雨的なものから遠ざかっているんですよね。だから、もし万が一ですね、
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やっぱりそういう集中豪雨による、やっぱり土砂崩れだとかそういうことにつ

いても、今後の対策としてしっかりと考えていってほしいと思います。それと

もう１点ですね、道や町とその危険箇所についてはいろいろ調査はしていると

思うんですけども、消防支署とですね、総務課との連携なんですが、この情報

提供などはきちっとなされているのかどうか、伺いたいと思います。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 議員ご指摘の件につきましては、現在私ども総務課は消防支署との間で、その

情報につきまして共有をいたしております。この件に関しましては、今後も随

時、情報交換しながら適切に対応してまいりたいと考えてございます。 

 

議長 四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

担当課長の 後の質問となると思いますが、平成２０年４月に作成された平取

町自治基本条例の第２５条に書かれている危機管理体制の確立について、伺い

たいと思います。そのなかでですね、うたわれてるのは町民の生命や財産を守

るとともに、災害時の緊急時にここがちょっとわかんないところですんでよく

後で説明してほしいと思うんですけども、機能的な活動が図られるよう、危機

管理を整備しなければならないというふうに書かれております。平成２０年か

ら２６年の間にですね、危機管理の体制がどのようなかたちで整備されてきた

のか伺いたいと思います。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 町の危機管理体制の主な整備状況につきまして、ご説明を申し上げます。平成

２１年４月に防災担当として総務課に地域防災係を配置いたしまして、防災体

制の整備と国及び道などの関係機関からの情報の収集等に当たっております。

平成２３年１月には、全国瞬時警報システムという通信システムがございます、

別名Ｊアラートと呼ばれるものでありますが、政府の防災担当との間で衛星回

線と光専用回線相互補完的に二つのルートの直通回線でこれを結び、ネットワ

ークシステムを２４時間オンラインにして、災害の発生及びその予測を含めた

情報の収集と把握に努めております。平成２４年度及び２５年度は、先ほど申

し上げました図上訓練を合計６回実施し、平成２５年３月には平取町地域防災

計画の見直しを行い、先ほどご質問にありました防災ガイドマップを町内全世

帯に配布したほか、災害時における町職員の初動体制を定めた、職員初動マニ

ュアルを作成いたしております。平成２５年４月には、北海道との間で北海道

防災情報システムをオンラインで結び、より地域に近い北海道との間での防災

情報の収集を迅速化いたしております。また、平成２６年度、本年度は１４０
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万円以上の予算を計上いたしまして、災害時の避難所に供給するための白飯、

白いご飯ですね、白飯、みそ汁、お惣菜、粉ミルクなどの長期保存が可能な災

害用食糧品の備蓄、並びに避難所用緊急マット、エアークッション、防水シー

ト、簡易トイレなどの防災物資の備蓄を図ります。加えまして、町は関係機関

や大企業との間で災害時協定を締結いたしまして、非常時に対応する体制を強

化したほか、今月２３日には日高管内各町長と日高振興局長が一堂に会して、

災害時応援協定に調印し、北海道日高振興局と管内各町が災害時に相互に応援

するため提携を深めることとなってございます。また、ある程度雨が降ります

と、私や防災担当主幹は、インターネットで配信されております気象庁や民間

気象会社が提供している雨雲のレーダーや国土交通省による各地河川の水位状

況などの情報を注意深く監視をいたします。災害は忘れたころにやってくると

申します。本日の四戸議員の質問を重く受けとめ、自然災害を忘れず、常に念

頭に置きながら職務に当たりたいと考えてございます。以上主な事項について

申し上げましたが、町はこのように災害に対する危機管理体制の整備を図って

おりまして、今後におきましても同様の認識を持って努力してまいりたいと考

えております。議員ご案内の通り、防災につきましては、重要な事項でありま

すので、町は限られた財源と人員のなかにはありますが、防災担当としては、

可能な限り、町民の安心安全を図るため、職務に当たりたいと考えております

ので、ぜひご理解をいただきますようによろしくお願いをいたします。以上で

す。 

 

議長 四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

いま総務課長さんから４点ほどについて、答弁がございました。私もそれなり

に理解いたしております。今後においても先ほど言った自治条例ですか、これ

平成２０年につくられております。もう６年たっておりますんで今後見直さな

いといけない部分があると私は考えておりますので、その辺のことについても

よろしくお願いいたしたいと思います。次の質問に入らせていただきたいと思

います。今年気象庁から北海道における長期の天候の発表がございました。４

月から５月にかけては、雨量が少なく、７月から８月にかけて雨量が多くなる

とのことが、テレビや新聞等で発表されております。そのせいもあったのか今

年ほど４月から５月にかけて平取で野火を中心とした火災が多く起きた年はあ

りませんでした。あくまでも天気予報ではありますが、これからの７月、８月

にかけての雨量が多くなるとのことが心配でもございます。平取町においても、

過去の集中豪雨による被害は、多くは８月に起きております。災害のたびに河

川の改修や砂防ダムなどの整備は行われてきましたが、まだまだ危険であると

思われる箇所がところどころ見られます。町民の生命と財産を守るために、過

去に発生した災害箇所、危険箇所を再度点検し直す必要があると私は考えてお

ります。その観点から、次の質問に入りたいと思います。平成１５年の豪雨に
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よる災害で、平取町においても土砂の流出による多くの被害を受けました。そ

の後は当然のことながら、災害復旧工事がなされまして、整備はされてきまし

たが、平成１５年の災害から年数もかなり経過しております。まだまだ、自然

災害に対する整備が完全になっているとは思ってはおりません。過去に受けま

したこの災害箇所の復旧状況は、現在どのようになっているのか、また平成１

５年の災害のときに土砂の流出による被害がどのぐらい発生していたのか、担

当課に伺いたいと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 それではお答えをいたします。ただ今の質問で平成１５年の災害による被害状

況について、ということでございますので、農地関係の部分について私のほう

から説明をさせていただきます。平成１５年の災害による農業関係の被害箇所

及び復旧事業費につきましては、道営事業といたしまして、農地の関係、これ

は田畑の関係でございますけれども、３８か所、事業費につきましては２億８

５４６万５千円というような復旧事業費になっております。また農業関係の施

設、道営の施設につきましては３か所、復旧事業費につきましては１億６１７

７万１千円ということでございます。また、団体営の事業で農地関係では１９

か所、事業費にしまして３億４４８４万５千円、これも田んぼ畑、草地等でご

ざいます。次に団体営事業の施設になりますけれども、これは用排水路、揚水

機、頭首工等になりますけれども、箇所については８４か所、復旧事業費につ

きましては７億９１８１万３千円というふうになっております。また、町単独

災害として、無名川、沢等でございますけれども、農業関係では６３か所、事

業費については３４１７万３千円、維持復旧については２４か所ということで

復旧事業費で２７７万２千円というような金額になってございます。また次年

度平成１６年度に繰り越して実施をしております災害復旧事業費につきまして

は、農地関係で２９か所、事業費では２億７０７１万８千円ということになっ

てございます。また施設関係では２２か所、事業費で２億７４８５万８千円と

いう事業費でございます。現在、その状況、災害あった箇所についてはすべて

復旧をされてございますけれども、すべて合わせると農業関係では２８２か所、

２１億６６４１万５千円というような概数ですけれども、金額になってるとい

うような状況になっております。 

 

議長 四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

今後、自然災害起きないば一番良いんですけれども、これいつ来るかわかんな

いこの自然災害です。前に出た災害箇所についても、今後に向けてどうなって

るかきちっとやっぱり見ておいたほうがいいんでないかなと思いますのでよろ

しくお願いいたします。それでは次にですね、平取町の河川状況について伺い
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ます。現在まで受けた河川災害、特に平成１５年度に被害を受けた河川はどの

ぐらいあったのか、その後ですね河川の改修工事を当然行われてきたと思いま

すが、現在、被害を受けた河川の現状はどうなっているのか。またですねこれ

から改修を含めて考えているところはどのぐらいあるのか、担当課に伺いたい

と思います。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

それでは、お答えいたしたいと思います。平成１５年に被害を受けました普通

河川の状況ということでありますが、町内におけます７０の普通河川におきま

して、１１０か所で被害を受けております。被災状況についてでありますが、

河岸の決壊、流路の損失、土砂の埋塞となっておりまして、平成１５年度、１

６年度の２か年で復旧工事は完了しております。復旧金額についてであります

が、公共災害復旧につきましては１５か所で１億６４９９万６千円、単独災害

復旧につきましては１８か所で１６１２万８千円、災害維持復旧につきまして

は８６か所で１８４５万４２１４円となっております。普通河川の復旧金額に

つきましては合計あわせまして１億９９５７万８千円となっております。それ

と今後の河川改修ということでございますが、総合計画に今計上しております

長知内、山田の沢につきましては平成２６年に調査設計を行い、平成２７年か

ら流路整備を行う予定となっております。タンノの沢につきましては平成２６

年に調査設計を行い、平成２６年から整備を行う予定としております。そのほ

かの土砂の浚渫等につきましては維持補修のなかで対応しているところでござ

います。以上です。 

 

議長 四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

今の課長の答弁で十分理解しております。次にですね、これ、本町の中心を流

れておりますオバウシナイの河川についてでありますが、質問したいと思いま

す。この件につきましてはですね、２６年度において、４月ですか、自治会長

連絡員会議のなかでですね、本町の自治会長さんからも質問を担当課は受けま

して答弁しておると思いますが、私もですね、自治会長と似た考え方なので担

当課のこの河川についての考え方を伺いたいと思います。このオバウシナイの

河川は、昭和４３年頃までは町河川でありました。しかし現在はですね、道河

川と町河川に分かれております。町河川の上流へ行きますと、法面もかなり険

しく、左岸部においては表土はあまりありませんが、右岸部においては、神社

側よりのほうですが、表土もかなりあります。また上流部のほうにもあります。

さらにはですね、河川においてはブロックの風化が多く見られます。先ほど来、

話してまいりました、この自然災害が発生した場合、土砂や流木が流出すると

思われる箇所が数か所ございます。このようにですね、非常に危険な状況にあ
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り、防災の観点からも早期に河川改修をしなければいけないと私は考えますが、

町としてはどのような認識を持ってい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 

オバウシナイ川についてでありますが、沙流川合流点から０．９キロメートル

につきましては、議員が申されたとおり昭和４３年４月８日に一級河川沙流川

水系オバウシナイ川として一級河川に指定をし、道管理河川となっております。

その上流部、町道本町山沿線から４６０メートルを昭和５７年１１月９日準用

河川の指定を行っております。河川改修事業についてでありますが、これにつ

きましては昭和５８年度から昭和６２年度までの５か年で４５３メートルの流

道整備を行っているところでございます。平成１５年の災害では流路の埋塞と、

管理用道路の法面決壊の被害を受けておりまして、平成１５年度に復旧をして

おります。河川改修予定ということでございますが、平成１５年の災害時にお

いても職員住宅から下流部については越水していない状況にございまして、現

段階での流路整備を行う予定はしておりませんが、議員が今言われましたコン

クリートの風化等でございますが、これについては改修をしていきたいと考え

ております。 

 

議長 四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

私も先ほども言いましたように、幾度となくあそこの上流まで、頂上まで犬と

共にですね、行っていろいろ見ております。本当に危険な箇所なんです。どう

かもう一度、再度点検して直すとこはそういう防災対策に対してでもですね、

直していっていただきたいと思います。私のですね 後の質問となりますけれ

ども、今までの質問に対しまして、各担当課長さんから私にとってはある程度

の理解のできる答弁はいただいたのですが、町長はどの程度理解されているの

か、またですね、この自然災害に対して、今後の防災対策について町長はどう

お考えなのか伺っていきたいと思います。またですね、２５年度、町民に配布

された防災ガイドマップ。みずからの命は自分自身が守ることは当たり前のこ

とですが、現在は高齢者、要介護支援者、障がい者、さらには子どもさんたち

のことを考えた防災に対する対策は急務だと思います。町長は執行方針のなか

でも、町民の生命、財産は守らなければならないと発言されています。このよ

うな観点から、町長の考え方はどうなのか伺いまして、私の 後の質問とさせ

ていただきます。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは、お答え申し上げたいと思いますが、今四戸議員さんのほうからご質
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問の通り、私は町政の執行方針で述べておりますように、これまで町民の皆さ

んが健康で豊かに安全安心して暮らせるまちづくりを目指して、誠心誠意全力

を傾注しております。特に防災の３原則とされます、自助、共助、公助でござ

いますが、言うまでもなく、自助は自分で自分の命を守ることでございます。

共助、ともに助けるというのは、地域での助け合いを指します。また公の助、

公助については、行政が町民の生命財産を守るために、 大限努力することで

ございます。しかし限られた職員だけでは、約５４００人の町民全員を守るこ

とは極めて難しく、地域防災力のキーワードはやはり自助、共助ではないかと

いうふうに考えているところでございます。また公助を行う町、行政といたし

ましては町民の生命財産を守るための大きな取り組みにつきましては、ご承知

のとおり、３年前に突然平取ダムの建設が一時凍結がなされまして、個別ダム

の検証見直しに当たり、ダムの必要性について、地域の声を町議会そして期成

会とともに訴え続けた結果、沙流川総合開発事業が始まって約半世紀に渡る懸

案事業でございましたけれども、昨年の１月２８日に国土交通大臣は継続する

ことが妥当との判断が示されまして、今年度は４６億円の大幅予算増額されま

して、本体着工の予定でございます。このことは、災害に強いまちづくりに大

きく前進をしたところでございます。 近におけるゲリラ的な豪雨災害が発生

してございまして、災害も非常に進化してきてございます。ご承知のとおり、

東日本の大震災時には、日本一の防波堤であります、万里の長城と呼ばれて信

頼されていた、岩手県の宮古市の全国 大規模の津波の防波堤、しかし東日本

大震災のこの未曾有の大津波にはなすすべもなく、防波堤を乗り越えて、多数

の死者と行方不明者が出たところでございます。自然災害の猛威に対していか

に 小限に被害を少なくするか、でないかというふうに考えてございます。自

治基本条例における危機管理体制の関係については、あるいは河川の今後の改

善、改修等については、各担当課長から申しておりますので、重複は避けます

けれども、これからの自治体の危機管理体制で大切なことは、まず第一に町民

の生命、財産を守ることが 優先というふうに考えてございます。そのために

も、大規模な災害が発生した場合の危機管理体制を行政と関係機関、そして自

治体が共有しながら、協働による取り組みがますます重要というふうに考えて

いるところでございます。今日、国の内外において地震、台風、集中豪雨等の

みならず、大規模な事故が相次いでいますが、平取町においても今後いついか

なる不測の事態が起きないとも、限りません。このようなことから、これまで、

日常業務における危機の発生を未然に防ぎ、万が一発生した場合の適確、迅速

な対処を図るために、災害に備えた平取町地域防災計画、そして防災計画を基

にしながら、職員の初動マニュアルを作成しているところでございます。また、

近隣国との有事の際の武力攻撃、あるいは緊急対策事態発生に備えた平取町国

民保護計画を策定しながら、災害に備えているところでございます。言うまで

もなく、町民の生命財産を守ることは、町の果たすべき基本的責務でございま

して、町政の推進に当たっては今後とも、町民と行政、関係機関とが、さらに
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連携を強化しながら、町民生活の安全安心に必要な対策については今後とも一

層の努力に努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

をしたいと思います。 

 

議長 四戸議員の質問は終了します。休憩します。再開は１１時といたします。 

 

    （休 憩 午前１０時４４分） 

   （再 開 午前１１時００分） 

議長 再開します。６番千葉議員を指名します。千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

６番千葉です。本日は平取町開拓財産の保存、展示につきましてと、もう１点、

二風谷ファミリーランドの再整備につきましてを一般質問したいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。まず１点目の平取町開拓財産の保存展

示についてでありますけども、ご承知のとおり、振内地区にあります開拓当時

の非常に貴重な農機具、それから生活用品、それから平取町開拓財産の保存展

示の取り扱いについても、今現況どんなふうになってるのかということは、承

知のことと思います。残念ながら私も何回か展示した当時は見に行ったんです

けども、はっきりいって閉鎖されたようなかたちで、非常に貴重な保存品もあ

るにもかかわらず、活かされてないというのが現状でございます。それにも、

また輪をかけるようにですね、建物の老朽化、これはやっぱり否めない。旧振

内定時制高校、道場というふうに使ってきたわけでございますけども、このま

ま放置できないという観点から、今回の一般質問に踏み切ったわけでございま

す。また、廃屋に近い状態となってる今のその建物でありますけども、やはり

このことについても、もうそろそろですね、解体していくのか、補修しながら

何らかのかたちでまた使用していくのかについてもですねあわせて本日ご答弁

願いたいと思います。まずは、今のことにつきましてよろしくお答えいただき

たいと思います。 

 

議長 文化財課長。 

 

文 化 財 課

長 

お答えをさせていただきます。平取町開拓財産につきましては、平取町の開拓

当時に使われていた農機具、生活用具などを保存し、当時の暮らしぶりを伝え

残すことを目的に昭和５７年以降、町民の方々から寄贈を受けてきたものでご

ざいます。開拓財産が当初旧上岩知志小学校で保存しておりましたが、平成１

６年に国の緊急雇用創出特別対策事業を活用いたしまして、寄贈された用具の

清掃、サビとり作業、小破修理などを行い現在の旧振内青少年道場、前身の旧

振内定時制高校に移設した経緯がございます。現在、保存しております開拓財

産は、農業関係１１４点、林業関係１０７点、その他生活一般関係が１９２点、



- 18 - 

合計で４１３点ございまして、併せて寄贈者名、寄贈品名、寄贈年月日等を記

した写真付き台帳と整合できるかたちで整理をしております。開拓財産の活用

状況でございますが、平成１６年に移設された当初は地元の小中学校の総合学

習の場として活用されておりましたが、その後寄贈される用具が増えるにつれ、

館内の展示スペースが手狭になり、廊下や玄関付近にも展示品を置かざるを得

ない状況となってまいりまして、現在では館内を歩いて見学することが難しい

状況になっております。また、建物につきましてはご指摘のとおり昭和３５年

に旧振内定時制高校として建設され、築５０年以上経過しておりますことから、

近年は特に建物全体の老朽化が著しく進行し、床や天井、屋根、軒天、あらゆ

る部分で腐食が進んでおります。したがいまして、補修をして使用を続けてい

くのは難しい状況になっていると判断されます。そうした状況から、今後中長

期的に建物を使用することが可能で、かつ、十分な展示スペースを確保できる

別な場所に展示品を移設いたしまして、安心して見学できる環境を整えますと

ともに、今後の開拓財産の有効活用について改めて検討してまいりたいと考え

ております。なお、旧振内青少年道場は振内小学校、振内交通公園に隣接して

おりまして、子どもたちの遊び場にも近いことから、移設までの間、周囲に危

険がないよう、建物の維持管理に努めまして、移設した後は速やかに解体する

方向で協議を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解をお願

いいたします。以上です。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

今一定のお答えをいただきまして、やはり放置できないという認識はこれはも

う当然強いものがあろうかなというふうに思ってます。それとまたせっかくの

保存財産ということで、開拓財産ということで、そのなかには大変貴重なもの

もあるということで。私も見てきたときに特に昔の精米機とかですね、生活用

具なんか、もう二度とこういったものは各家庭には持ってないだろうなと。あ

るいは各農業の方々につきましても、代々受け継いでいるものというのは非常

に限られているものかなということもありまして、まさに貴重な品物ばかりだ

というふうに思っております。今ちょっと課長のほうから、やはり放置できな

いということで、将来的にやっぱり移して、何らかの方法でやっぱり展示をし

て幅広く財産を保管しながら、展示を進めていきたいということでありますけ

ども、問題はその候補地でありますけども、中長期的にというお言葉のなかか

らすぐには私もできないという認識でございますけども、やはり将来的には、

できれば集約するかたち、交流人口も期待されるような、二風谷地区あるいは

そのファミリーランド周辺、あるいは人の多く集まるところというとやはり限

られたなかでの展示というふうになってくると思いますけども、その辺やはり

私はもう建物の傷み具合からいったらそうそう放置できない。中長期的にとい

う言葉でありますけども、なかなかあと何年あの建物がもってくれるのかな。
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中入ったらわかります。床も落ちてます。それから天井もう雨漏り含めてです

ね、外側から見ると軒天とか破風の部分というのは木でございましてもう腐食

して穴があいて、例えば大きな、先ほどの四戸議員の話じゃないですけど災害

に見舞われたときには、恐らくあの建物は、下の部分のブロックとか、コンク

リートの部分は残っても、屋根は私は残らない状態になるのかなというふうに

思ってまして、大変危惧いたしている次第でございます。その中のものにつき

ましては、今後検討されていくと思うんですけども、実はそのなかでもう一つ

旧定時制高校のものの机とか椅子、それから振内の町民センターができたとき

のものも含めてですね、振内の役所で使ってた古い机や椅子、これが実は外の

倉庫含めて、保管されてる状態にある。これももうそろそろですね、使い道が

限られて、これ自体ももう相当傷んできているということもありますので、や

はり淘汰しながらですね、この処分方法について検討されなければならないと

思ってます。そのことについてもご答弁を求めたいと思います。 

 

議長 文化財課長。 

 

文 化 財 課

長 

お答えさせていただきます。現在、保存しております振内青少年道場は床面積

が１８７坪ございますけれども、展示品をゆったりと見学できるスペースを確

保するには、３００坪程度の建物が必要になってくるというふうに判断されま

す。したがいまして新たに建物を建設するということになりますと相当な財政

負担が伴うというふうに判断されますので、ある程度長く使える見込みのある、

既存の公共施設を利用していくべきかと考えております。また、施設の維持管

理上、活用上から二風谷アイヌ文化博物館、沙流川歴史館などの文化的な公共

施設と近いことがより望ましいというふうに判断されます。以上のことから、

旧荷負小学校あるいは旧二風谷温泉なども移設先の候補として視野に入れなが

ら、町議会、関係機関、町民の皆様と慎重に協議を行いまして移設を検討して

まいりたいというふうに考えております。また移設の時期でございますけれど

も、展示品の清掃作業、移設経費、青少年道場の解体経費などを含めまして、

一定の財政負担が伴うことになりますので、今後該当する補助事業などを探し

て、第６次平取町総合計画に提案をいたしまして、なるべく早い時期に移設で

きるように検討してまいりたいと考えております。また、現在振内１０町内の

倉庫として使われている件につきましては、収納されている中身を確認いたし

まして、町内会とも協議しながら適切な対応をしてまいりたいと思います。ま

た、集会所として使われている件につきましては、近くに振内町民センターが

ございますので、振内の自治会とも協議いたしまして、地域の皆さんが不便に

ならないように、今後の対応について検討してまいりたいというふうに考えて

おりますので、よろしくご理解をお願いいたします。 

 

議長 千葉議員。 
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６番 

千葉議員 

ひとつ、よろしくお願いしたいなというふうに思ってます。このことは同じ今

日この議場にいる議員のなかでも、恐らく１、２回は皆さん展示物拝見してる

と思っておりますけども、理事者側として特に町長副町長あたりのね、この開

拓財産の保存、展示についてはどのような認識持ってるのか、その辺ちょっと

垣間見て伺っておきたいと思います。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 地域の貴重な開拓財産ということでございますけども、今担当課長からご説明

したとおり、大型小型入れて４１３点の財産があるということでございます。

それが本当に全部が展示に必要なものなのかどうなのか、そういう吟味ってい

うのも当然必要になってくるだろうなというふうに思っております。地域の

方々がこの町のなかで開拓者として入植してから苦労して利用してきた農機具

あるいは生活用具、これらについては地域の貴重な財産ということで理解をし

ております。そういうようなことを含めまして十分な展示保存について検討さ

せていただけたらなというふうに思います。開拓財産そのものについては、北

海道どこに行っても同じような財産、開拓財産があるというふうに思います。

特にこの地域にしかない、開拓財産というものがあるんであればそれらについ

ては貴重なこの平取町の財産ということになりますので、それらをひっくるめ

て貴重な財産でございますので、保存、展示をしていきたいというふうに思っ

ておりますのでひとつご理解を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、似たようなものというか、平取町の歴史を語ってく上でやっぱり

町独自の観点で考えていくことも私は必要かなというふうに思っております。

それで先ほど担当課長のほうからですね、移転先の候補地として、具体性はな

いとは思うんですけども、二風谷地区における例えば博物館の近くとかですね、

あるいはそのファミリーランド含めての旧施設とか、さまざま考えられるよう

な場所があるわけですけど、その辺についてはどのように考えていこうとして

るのか、この点についてもお答えいただきたいと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えいたします。文化財課長から答弁があったとおり、候補地として何箇所

かあがっているようなかたちでございます。またファミリーランドまたは旧び

らとり温泉の施設につきましても再利用するか解体するかという結論がまた出

てない状況でございますので、その辺も含めて今答弁あったとおりでございま
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すので、検討していきたいというふうに考えております。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

それでは、２問目に移らせていただきたいと思います。二風谷のファミリーラ

ンドの再整備につきまして質問をしたいと思います。今月の１６日にですね、

びらとり温泉ゆからとして、中核をなす温泉、宿泊施設がオープンした二風谷

ファミリーランドでございますけども、例えるならハードの部分は完璧にもう

整備されて本当に良い温泉、それから宿泊施設に恵まれて整備がされたなとい

う認識で私もおります。ところがやはり全体構想としてみていく、ちょっと間

口を広げた広義の意味での整備というのは、やはり必要になってくるのかなと

いうふうに思いますが、いまの１問目の質問にも出たとおり、旧びらとり温泉

の建物の扱い、それから残念ながらほぼ使われていないスケートリンク場、そ

れからだいぶ傷んできたテニスコート、あるいは遊戯施設など含めてですね、

新しい温泉施設を中心としたファミリーランド全体の再整備については、やは

り協議していく必要があろうかと私は考えてますが、当然のことながら、理事

者側としての政策的な考えや、将来構想、平取町の二風谷ファミリーランドは

温泉施設を含めて、どのような方向で行くのか考えを伺っておきたいと思いま

す。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 それでは担当課長としてのお答えをしていきたいというふうに思っておりま

す。旧びらとり温泉の再利用につきましては、昨年、山田議員のほうからも質

問があったところでございまして、その際に答弁をさせていただいております

けれども、現段階でははっきりと方針が決まってはいないというような状況で

ございます。先ほどから申しましてるとおり、施設を取り壊すにしてもかなり

の事業費がかかっていくということでございますし、再利用していく部分につ

きましても実際にびらとり温泉を今のままで利用する部分については、修繕料

ですとか補修の金額がかなりかかってくるということもあって、新しい温泉施

設にかえていった部分がございますので、その辺も検討しながら再利用してい

くについても、維持管理をしていく金額がなるべくかからないようなかたちの

利用の方法を議会の皆さんですとか、町民の方々と協議をしながら、今後検討

して、できれば早いほうがいいんでありますけれども、第６次の町の総合計画

等に一定程度の金額がかかるということになりましたら、のせていきたいとい

うふうに考えております。またファミリーランド内の施設につきましても、指

摘のとおり、スケートリンクについてはかなり老朽化がひどくなっておりまし

て、周りのスピードスケートのリンクにつきましては数年前にもう使えないと

いうことで、使用はしてないような状況になっておりまして、中のアイスホッ
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ケー用のリンク、フェンスが回っているリンクについても下のコンクリートが

ひび割れをおこしてるですとか、フェンスの木造のフェンスがかなり傷んでい

るということもありまして、氷を張るにもかなり手間取っているような状況と

いうようなことでございました。ファミリーランド全体の委託管理をする関係

で、議会の全員協議会ですとか産業厚生常任委員会のほうでも協議をさせてい

ただきまして、スケートリンクについては、維持管理の金額、利用の費用対効

果を考えた場合に維持管理をしていくのは効率が悪いんじゃないかということ

もありまして、今後スケートリンクについては廃止をしていきたいという考え

でございます。現在、二風谷小学校がスケート授業で利用しておりましたので、

学校のほうの意向を教育委員会と協議しながら、どうしてもスケート学習をし

たいということでございましたら、近隣の町のほうに町バス等で移動しながら

授業をするということも視野に入れながら対応させ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。また、議員指摘のとおりほかの施設につき

ましてもかなり老朽化が進んでいるということで、現在までは毎年修繕料等で

修繕をしながら対応してきたところでございます。今回新しい施設、ゆからが

オープンしたということで、入り込み数もかなり増えてくるということもあり

ますし、そういう面からも現在使ってる施設については古くて利用も望めない

施設については思い切って廃止をしていって新たに利用されるようなものが見

込まれる施設、また現在使っていて、かなりの利用率がある施設については、

改修等を行いながらファミリーランド自体の入り込み数についても確保してい

きたいというふうに考えているところでございます。ちなみに月曜日にオープ

ンしたゆからの入り込み数なんですけれども、月曜日火曜日とも４５０名くら

いの入り込みがあったということで、これはかなりいままでの施設からみると

多い人数になっておりまして、まあ年間その数字でいくかどうかっていうのは

なかなか難しいところではございますけれども、このままでいきますと、年間

１６万ほどの入り込みが見込めるような状況になってございます。それを維持

していくようなかたちの施設の展開をしていかないとなかなかパークゴルフ

場、またキャンプ場等の収入も上がってこないということもありますので、そ

の辺も早い段階で協議をしながら、再計画を立て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。以上です。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

今ちょっと具体的にスケートリンク場とか、ほかの施設含めて、それから旧び

らとり温泉の建物もそうですけど、やはり維持管理をしていく費用イコールそ

のそれに見合っただけの収入、これは も基本的なことになるわけですけども、

まだスタートしたばかりのびらとり温泉ゆからでございますけども、当然のこ

とながら、今後の動向推移というのはわからない、非常にどれだけお金をかけ

ていけるものか、財政支出が伴うものですから、その辺については慎重に見き
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わめる必要が私もあろうかなというふうに思ってます。ただ私は今までのちょ

っと反省点にもなろうかなと思うんですけども、例えばスケートリンク場の場

合、これまた公認の広さがあれば、まだまだ利用価値とか継続させるような私

は観点でとらえることができたのかなというふうにも思ってますし、やっぱり

中途半端なんですよね。問題はなぜかったら、やはりそういった公認のリンク

を持ってる、公認の広さのリンクを持ってるということになれば、当然のこと

ながら、高校とか大学の合宿、あるいはその実業団としての使用も可能。いろ

んな関連してくれるような使用方法が出てくると思ってましたが、残念ながら

そういった計画がなしに結末は今の状態でございますよ。これはやっぱり一つ

の反省点としてですね、我々、議員もこれから施設を展開していく、あるいは

新しいものを作るということに対して、将来の見込み、構想をきっちりと立て

ていく必要があろうかなというふうに思ってますので、その辺は、今後やっぱ

り一つ考えていっていただきたいなというふうに思っております。ただ、いま

現在私も知ってる範囲では、各大学やなんかのですね、合宿含めて相当また違

った角度からびらとり温泉ゆからのオープンとともに見直されてくる状況にな

ろうかなというふうに思ってますけども、特にテニスコートの部分はですね、

できればこれも当然財政支出伴うことでありますけども、今のスケートリンク

場そのまま取り壊しして壁面を取っ払って、それで終わりということではなし

に、そういったせっかく平らに整備された場所をですね、やはりテニスコート

として第２テニスコートとして、屋外あるいはもっとお金をかける用意がある

んであれば、室内なんか持ってると相当やはり来ていただける、オールシーズ

ンとなればまた違う集客が見込めるのかなということもありますので、やはり

その辺も含めて慎重にですね、検討してもらいたいなというふうに思ってます。

何か大学生にもちょっと聞いてみましたら、なかなかこういった場所を利用し

てですね、札幌学院大学でしたかね、私も一回ちょっと実際食事してるところ

遭遇したことがあるんですけども、新しくリニューアルされたびらとり温泉ゆ

からの存在とともにですね、やはり口コミでさまざまな広がりを見せればです

ね、やはりそれに見合った施設を展開するということが私は、必至だなと思っ

てますので、その辺、特に慎重に再検討してもらいたいなというふうに思って

ます。先ほど庄野課長のほうからも、出てましたパークゴルフ場とやっぱりオ

ートキャンプ場が中心的な利用施設かなというふうに思ってますけども、問題

は冬季の部分、これはもう施設抱えてる自治体ならみんな同じ悩み持ってると

思うんですけども、やはり冬季間の部分の利用に対しては全くやっぱ閉鎖的な

単なる温泉宿泊施設ということで、しかない、残念ながら。やはりインドアの

テニスなんかさっき私も一つのこれは提案というか私の考えでございますけど

も、持つということになればですね、やはりまだまだ集客を見込め、あるいは

その利用していく人たちの便宜を図ることができるかなというふうにも考えて

ますので、このことについてはぜひ再検討願いたいなというふうに思ってます。

それともう一つふれあい館、古い温泉施設とは別にふれあい館が今現在ありま
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すけども、あそこも今までに団体の方の利用含めて、何ぼか実績があるようで

ございますけども、あの辺の建物も私は一定の補修、修繕を加えながら、せっ

かく建ってる建物でございますから、合宿やなんか含めたですね、利用につい

ては、平取町はこういった施設がありますよっていう内外にアピールするよう

なものとして、ぜひ生まれ変わっていただきたいと思ってますけども、この間

もオープンのときちょっと見てみましたら、屋根の色がちょっとオレンジとか

ですね、階段がちょっと紫色の塗装してあるとか、ちょっとアンバランスな面

もありますので、補修を含めてですね、やはりいまの新しくなったゆからの施

設に合った色合いも工夫しながら、なかの内装含めてですね、これは早急に私

はお金をかけてよみがえらせるということが、今後の集客につながるのかなと

いうふうに思ってますけども、このふれあい館についても、どのようなお考え

を持っているのか伺っておきたいと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えをいたします。ふれあい館の関係につきましては、みなさんに指定管理

の中身の関係で協議をしたときに出ていた部分でございますけれども、現在の

びらとり温泉の付属施設ということで、指定管理を受けるアンビックスのほう

で管理をしていくというようなかたちで残したところでございます。アンビッ

クスとしましても温泉のほうの高級感のある宿泊施設ももちろん大事ですけれ

ども、ふれあい館のような安い金額で泊まれる施設については、おっしゃると

おり学校の合宿ですとかそういう部分での利用が見込まれるということで、そ

の施設についてはぜひ一緒に指定管理をしていきたいという申し出でございま

したので、そういう利用が今後もされるものと考えておりますし、アンビック

スとも協議しながらそういう利用をぜひしていただきたいということで、ＰＲ

もしていきたいというふうに考えております。中身のほうにつきましては毎年

修繕を加えまして、かなり部屋等については畳の入れ替えですとかふすまの直

しですとかそういう部分については行ってきたところでございますし、テレビ

等につきましても、地デジ対応のもちろんテレビ等も入れてきて、使っていけ

るようなかたちに対応しているところでございます。ただ言われるとおり、屋

根の部分、また階段の部分等につきましては、５、６年前に修繕したときのま

まになっておりますけれども、色合いが現在の施設とちょっとそぐわない部分

があるということで、この部分については指定管理の業者のほうからもできれ

ば、もっと落ち着いた色にしていただければというような、申し出もあったと

ころでございます。現温泉の部分についてかなり事業費もかかってるというこ

ともありまして、そういう修繕部分については今後議会とも協議をしながら、

予算要求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

お願いしたいと思います。またテニスコートの利用の部分につきましても、毎

年旭川医大のほうから合宿に来てたというような状況もありまして、昨年あた



- 25 - 

りはちょっと温泉の建設ということで飯場がわりに使ってたということもあり

まして、利用ができなかったわけでございますけれども、今後はそういうスポ

ーツサークル等の利用ですとか、施設についてもそのようなかたちで、例えば

パークゴルフ場につきましては公認の大会をやりたいということで協会のほう

から申し出がありまして、来年度公認コースとしての認定を取りたいというふ

うに考えているところでありまして、またそういうようなかたちで公認のコー

スということになれば利用も増えてくるんじゃないかなというふうに考えてい

るところでございます。既に管理の関係でキャンプ場、パークゴルフ場の受付

については、スケートリンク前の管理棟で行っているということもありまして、

いままでのスタートホールから場所を変えまして、ホールの番号とかも変えた

ようなかたちで対応していっているところでございます。また東屋ですとか、

得点板もすでに移設したところでございまして、利用される方に不便をかけな

いようなかたちでというふうに考えております。またいままではファミリーラ

ンド、パークゴルフ場につきましては月曜日が休みというようなかたちでござ

いましたけれども、今後ゆからのほうも休館なしでやっていくということでご

ざいますので、キャンプ場のほうは管理の関係がちょっと難しいということも

ございますけれども、パークゴルフ場につきましては受付の人を置いて７月か

らは月曜日も対応して、あけていきたいというふうに考えておりますし、整備

をきちっとして、より多くの人が入ってくるような施設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 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

課長の答弁、特にふれあい館につきましては、アンビックスのほうとも色合い

含めてですね、 低限のことは手がける必要があるという認識でございます。

これはもうぜひ急いでやっていただきたいというふうに思っております。施設

の場合、先ほどちょっとスケートリンクもそうなんですけども、ゴーカートな

んかもはじめて、いまの新しい施設がもとのゴーカート場含めての土地だった

わけでございますけども、少なくともそういった遊具、いわゆるそのものとい

うのは私はもう時代錯誤かなという認識でおります。逆にゴーカート私はなく

なって、あそこの施設の将来的なことを考えたらよかったなと思ってるぐらい

の１人でございますので、私やっぱり例えば二風谷、平取町イコールですね、

やはり食材うたってるとおり食材のおいしさ、それからアイヌ文化の振興推進

に当たって大変力の入れてる自治体という認識がございます。それと同時に文

化的景観のこともありまして、やはり自然を活かしたですね、ものということ

で、特に都会のほうからみえられるお客様にとりましてはですね、平取町、こ

の二風谷の魅力というのは、また我々だけでははかり知れないものがあるのか

なという認識でおります。私やっぱり自然を活かしたですね、ものは今後の発

展計画のなかでも、十分話し合いをしながらですね、吟味して仕上げをしてい



- 26 - 

っていただきたい、これは単年度では当然難しいことでありますのでそれこそ、

中長期的な観点からですね、このファミリーランドの平取町にとって、ファミ

リーランドはどうあるべきか、びらとり温泉ゆからは、その周辺は、今後どう

いうふうに整備をしていったらいいのかということは、これはもう慎重に、話

し合いをしながら決めていっていただきたいというふうに思っております。特

に町有林、毎年整備をしながら、ときどきは間伐材も出てくるような状況があ

ると思うんですけども、私やっぱり木製の遊器具、それこそファミリーランド

の名にふさわしいような、親子としてですね、小さいお子さんから親御さん、

おじいちゃんおばあちゃんまで一緒におつき合いして遊べるような、そんなに

財政支出を伴わなくてもですね、木製の遊戯具の施設のあり方なんかは、やは

り今回、見直していくべきかなというふうにも考えております。それから、質

問のなかでちょっと私気になってるのは前もちょっと当然話の上で出てたんで

すけども、オープンしてから、実は元の温泉の石、浴場の、これはどうするの

かなと。いう意見が私の耳にも相当入ってきてまして、今検討してる 中です

よと私はそういうふうにお答えしてるんですけども、隣町のむかわ町、それか

ら静内のほうからもですね、いらしてた私の知り合いのお客さんに言わせたら

あの石の施設は大変１個１個取り上げても貴重なもんですよと。我々もそうい

う認識でいるんですけども、今後、いわゆる名石風呂ですよね。あれは道内で

もおそらくあのての規模のものはもうないということでそういう意味で大変惜

しい施設だったわけですけども。石に対する認識、再利用の方向性については

まだこれからの話し合いなんでしょうかね、できれば私は石を生かしてほしい

なと。例えば遊歩道として使っていく、あるいはその散歩をするコースを改め

てそんなにお金かけなくてもですね、周りの森林浴含めてそのなかで、ポケッ

トパークみたいなかたちで石を利用したかたちのなかでやっていくとか、さま

ざま考えられるわけでございますけども、この石の利用方法については今どの

ような方向で捉えてるのか、方向性がもしあれば、全く原点、考えがないのか、

その辺ちょっとお答えいただきたい。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えをいたしたいと思います。まず１点目に話のありました食材の関係です

ね、今まで説明してきたとおりびらとり温泉、新たな温泉の売りとしてはアイ

ヌ工芸をふんだんに取り入れた施設、また食材等、トマト、和牛等を使ったお

いしいものを提供するということ、また沙流川の名石を使った露天風呂ですと

か、周りに石を配置した施設ということで、計画を進めてきたところでありま

すけれども、将来的にはやはり作っているものが見えるようなかたちの、食材

についてはですね、そういう部分があるとよろしいのじゃないかなというふう

に考えてます。例えば札幌近郊にくるるの森というところがあるんですけども、

直売というか農産物を販売しているところでございますけども、販売所のすぐ
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横にハウスですとか農地があってどういうものがどういうようなかたちででき

ているのかというのが見えるような状況になっているということで、うちもそ

ういうものが見えるようなかたちだとなおいっそう来る方にこういうようなか

たちでできてて、それを食材として提供、そこの場所からではなくても町内か

ら提供されているんだっていうことが見えるとなお一層良いんじゃないかなと

いうふうに考えておりますし、温泉の裏のほうに行きますと、市民農園ですと

かそういう部分でも行っておりますし、トマトのハウスの研究ということで、

活性化協議会のほうでトマトをつくったりとかしていることもありますし、そ

ういう面ではトータル的に、今後、どのようなかたちでいくのが一番良いかと

いうことを協議しながらなお一層滞在型、交流型の観光客が入ってくるような、

施設拠点として盛り上げていきたいというふうに考えてるところであります。

また旧施設の浴場にあります石についてはこのあとああいう石はもうなかなか

出てこないということでございますけれども、知ってのとおりあれを出すとい

うことになりますと、屋根を解体してそれでつり上げて、まわりを壊して出す

ということが必要になってきますし、石自体にもモルタルがかなりついていて

それを取ったりだとかそういうことなりますとまた、かなり経費がかかってく

るという部分になってくるということであります。今後どのような施設の利用

をしていくかということも含めて、今までの浴場にあった石をどのような活用

するのか、費用をかけてそれに値するような効果が出るのかどうかっていうの

を十分検討しながら協議をしていきたいというふうに思っておりますので、そ

の際については提案等をいただければというふうに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 

本当に貴重な石ということで。まあ難しいですよね、一回設置したもので。実

は私もあれ、施設を設置するとき、当時の山田町長含めて、外で１回レイアウ

トしたんですよね、クレーンでつり上げて。外でレイアウトしたやつを中で納

めるスペースを考慮しながら配置を考えて、設置したという、大変時間とお金

のかかってる施設だったという認識でありますので、生かし方、それから費用

のかけ方も当然そうですけども、ぜひ石は殺さないでいただきたい。生かして

いただきたいという方向でご検討していただきたいというふうに思っておりま

す。それと先ほどちょっと話の途中でまたちょっと途切れ途切れになって恐縮

なんですけども、木製の遊具施設っていうことちょっと言われたんですけども、

私は十分その価値はあると思いますね。というのは、やはり木材を提供して一

定のもの、例えば計画していく。たてこむのもすべて、材料費もすべて町費を

かけてということよりもですね、やはり私は、一定のＮＰＯの関係、それから

一般町民の方を呼んでですね、我々の施設ですからぜひボランティアでもお願

いしたいと、声かければやはり私はそれなりのものはできると思ってますので、
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特にですね、遊具施設については、バッテリーで動くようなものもちろんなか

には必要かなということもありますけども、やはり先ほどから言ってるとおり

平取町の環境、自然を活かしたもの、これはぜひ大々的に展開していくような

要素というのも私あっていいのかなというふうに思ってますので、その辺はぜ

ひ町有林の活用も含めてですね、再検討していただきたいというふうに思いま

す。それでもう１点ちょっと伺っておきたいことがありますけども、実はびら

とり温泉の入り口、私も何十回何百回もちろん通ってるわけですけども、国道

からですね、実は苫小牧の方なんですけども、私の知り合いの方で温泉の表示

看板、非常に見づらいと。要するにカーブになっているんですね、よく見たら。

国道自体がゆるやかなカーブになっていて苫小牧方面から来ても、山日高のほ

うから来てもちょうどカーブの途中で入り口看板ぼんと左側にあるもんですか

ら、私も今日それを聞いてたものですからちょっと注意しながら車を運転して

役場のほうに向かったわけなんですけども、新緑の時期を過ぎてもううっそう

たる状態で木の葉っぱが茂ってくると、本当に見えないんですよ。直前まで見

えない。看板も新しく書き換えてくれたんですけども、何と言うのかな、町内

の人はみんなどこにあるかわかってますけども、町外とか初めて来られるよう

な方にとっては大変あの不親切な看板というイメージなんですね、残念ながら。

できれば直前看板というんですか、５００メートル先にこういったものがあり

ますよとか。あるいは１キロ行ったらこの施設がありますよとか。いわゆる距

離表示しながらですね、そういった看板も場合によっては北電柱を利用しなが

らの電柱看板とかも私は検討されていいのかなというふうに思います。それと

私のこれは思いでございますけども、やっぱりオープンした以上は、庄野課長

も言葉にして言ってましたけれども、やはりこれからの利用客、どのように推

移しているのかな。年間１５万６万だと言ってみたところでこれはあくまでも

絵に描いた餅でございますから、私は集客に当たってのコマーシャルの方法、

今後の方向性というのは、これはもう早めにですね、議論されてしかるべきか

なと。昨日テレビのほうでどさんこワイドですか、のほうで田村総支配人中心

にですね、施設紹介されてましたけども、あれはもう一時的なもので、テレビ

を見て平取、温泉リニューアルされてよくなったな、来てみようという客は一

時的には私は増えていくものだとは思いますけども、やはりリピーターを増や

していくという部分ではやっぱり継続的なコマーシャル、二風谷の位置づけ含

めてですね、平取町のとってきている、農業施策含めてですね、やはり幅広く

知ってもらうための方法というのは、私は継続して今後の展開に求められるも

のかなというふうに思ってます。どうでしょうか、今後リピーターを増やして

いく、それから継続的に施設を良い方向に維持をしていく、このことについて

の思いや考えがありましたら、伺っておきたいと思います。 

 

議長 産業課長。 
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産業課長 お答えをいたします。木製の遊具等についてはおっしゃるとおり、温かみのあ

るものになるということで、今後もきちっと整備をしていきたいというふうに

考えております。またキャンプ場の裏の町有林につきましてはホーマックが毎

年来て植林をしていく、二酸化炭素を減らしていくという運動のかたちで町と

契約しながら、植栽ですとか間伐等を今後も行っていくというかたちでやって

おりますのでそういうＰＲもあわせてやっていきたいというふうに思っており

ますし、次の看板のほうの関係になりますけれども、温泉の橋を渡って正面に

見えてくる四角いびらとり温泉というかすけたような看板が今ありますけれど

も、これについてもちょっと遅くなっているんですけれども、整備をすること

で、業者のほうに発注しているところでございます。７月１日のグランドオー

プンまでにはきちんと直るというようなかたちで対応しているところでござい

ますし、国道の新しくなりましたびらとり温泉ゆからという看板でございます

けれども、カーブでなかなか見づらい部分と周りにある木の葉がかなりかかっ

てますので、この部分についても、うちの林務のほうで対応しながら見やすい

ようなかたちで枝ですとか邪魔になっている諸木の伐採等についても７月１日

までに直していくというようなかたちで対応しているところでございます。ま

た前段の全員協議会ですとか産業厚生常任委員会のなかでも、言われていたこ

とでありますけれども、わかりやすい看板ということで、１キロ前、５００メ

ートル前あたりから温泉があるというような表示を検討してはというふうに提

案を受けておりました。なかなかちょっと対応が遅くなって申しわけないとこ

ろでございますけれども、議員おっしゃるとおり、北電柱等の看板の広告等も

含めて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。話があったとおり、温泉、１６万１７万の入り込みを見

込みながら運営をしていくというようなかたちで計画は立てておりますけれど

も、実際にそのようなかたちになるかどうかというのはやはりそのＰＲですと

かリピーターの方が増えていくかどうかという部分にかかっているということ

でありますので、町としても町営の温泉、多くの人が入ってもらう、もちろん

町外からも必要ではありますけれども、町民の方の憩いの施設となるようなこ

とを第一に考えて対応していきたいというふうに考えておりますし、指定管理

のほうでは系列の運営しているホテルですとかそういうのを含めたＰＲ、雑誌

でいえばじゃらんですとかそういうものに広告をのせながら今後対応していく

というようなかたちでありますし、テレビについてもグランドオープンしたあ

とＨＴＢのイチオシも放送に入ってくるというようなかたちも聞いております

し、テレビのほうは本当に一時的な部分はあろうかと思いますけれども、広告

の媒体等をいろいろ利用しながら今後多くの方に来ていただけるような施設に

なるよう努力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

したいと考えております。 

 

議長 千葉議員。 
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６番 

千葉議員 

私も長々というか、政策的な論争的なかたちにはしたくないので、この辺でち

ょっと 後に理事者側の思いというのは私どうしても伺っておかなくちゃいけ

ない、特に町長副町長あたりの考え方も非常に大事だなというふうに考えてま

す。なぜかというとやはりどんな施設でもどんな自治体の持ってる財産にして

も、やっぱり将来どうあるべきか、将来構想、ビジョンをなければ、その場し

のぎの施設、それから何でもやろうとするような姿勢はもうそういう時代でな

いと思うんですね。先ほど言ったようにスケートリンク場は持つ、ゴーカート

は持つ、何は持つかにはもつではなくて、やはり的確に的を絞ってですね、う

ちはこれでいくんだよというものはやっぱり認めてくれる人たくさん私いると

思うんですね。その部分で、的を絞ったファミリーランドのあり方、全体のあ

り方、温泉施設新しくなったよだけではなしにですね、ソフトの部分というの

が非常に大事になってきますから、いろんな活用の仕方含めて、そういったこ

とに対しての考えがおありでしたらぜひ町長副町長の考え方どちらかで結構で

す、伺っておきたいと思います。 

 

議長 町長。 

 

町長 お答え申し上げますが、今後新しいびらとり温泉ゆからが完成しましたので、

新たな人の動きも出てくるとともに、町としても、都市圏からの交流人口の拡

大を図る、あるいは定住対策を積極的に進めていきたいという観点から、二風

谷ファミリーランドの周辺については、非常に露天風呂からも緑濃いすばらし

い眺めというか、非常に自然が豊かであることからも、本当に周辺もひっくる

めて健康保養の場、あるいは森林浴などですね、時代のニーズに合った、再整

備計画をする必要があるというふうに考えているところでございます。ただ温

泉施設が完成しましたけれども、そのほかのファミリーランド施設については、

ご承知のとおり、老朽化してございますので、今後は一般財源といっても限ら

れてございますので、そこはいろいろと考えておりますけれども、今後財源確

保も考慮しながら検討してまいりたいというふうに考えてございます。あわせ

て、このファミリーランド施設もそうでありますけれども、過去に建設されま

した公共施設等がこれからも大量に更新時期を迎える一方で、町の財源につい

ては、まあ今年は１億ほど積み増しすることができましたけれども、これは油

断になりませんし、依然として地方財政というのは、厳しいという状況に認識

をしてございます。また人口減少等により、今後の公共施設の利用需要が変化

してまいりますので、施設全体の 適化を図る必要があるというふうに考えて

ございます。公共施設の全体を把握しながら、長期的な視点を持って、更新、

統廃合、長寿命化などを計画的に行わなければならないというふうに考えてご

ざいます。このことにより、財政的な負担を軽減、平準化するとともに、公共

施設等の 適な配置を実現することができるというふうに考えてございます。
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また特に財源については、国の新しい取り組みとしてインフラ長寿命化計画を

策定しますと公共施設に対して、国の支援を受けられる交付金等も今でき上が

りつつございますので、そういったことも十分考慮しながら年次計画で必要な

ことから取り組んでまいりたいというふうに考えております。そういったこと

でご理解願いたいと思います。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

これが本当の 後の質問かなと思いますけども、今町長のお言葉のなかにです

ね、答弁のなかに何をやっぱり優先されていくのか、町財政としてどうなのか

ということ、あるいはその補助金を仰げるものか仰げないものか、これによっ

ても随分かわってくるなというふうに思ってますけども、私はそろそろ今言っ

た、一斉に平取町が建てた例えば公共施設含めてそうなんですけども、やはり

これはもう思い切ってなくすよ、これはもう要らないというものはやっぱり淘

汰していく。壊すのにもお金かかるといえばそれまでの話なんですけども、あ

るいは、これはよみがえらせて絶対維持しなくちゃいけないよ、これはバージ

ョンアップしてやらなくちゃいけないよといろんな区分けの仕方あると思うん

ですけども、その辺は町長ぜひですね、我々議員にもわかりやすくですね、一

つ一つ取り上げて、この施設についてはこうあるべきだと私は思うけども、ど

うだというふうに投げかけるような、こういった政策的なことについてはもう

そろそろスタートするべきかなと思ってますけども、その辺のあり方、議会で

のなげ方、答申のあり方含めてですね、まあたくさんあるんですね。本当消防

署の建物から学校の施設もそうですよ、もう壊さなきゃいけないということも

含めてですね。それから、我々いま立っている庁舎の将来的なこともそうです

し、たくさん出てきてるんですね、もちろん病院も今検討委員会つくって議論

されてますけども、もうそのなかでは何をどうあるべきかということはやっぱ

り一つ一つですね、我々も検討していくなかでですね、大きなやっぱり役割を

果たしていく、これはやっぱり議員の使命かなというふうに思ってますので、

そういったものを一覧にしたですね、ものについてやっぱり１回議会でも検討

したいというふうに考えてますけども、その辺の将来的な、全体構想含めてで

すね、考えも 後に伺っておきたいと思います。 

 

議長 質問項目から若干幅が広くなり過ぎてるかなということで、お答えできる範囲

で結構です。副町長。 

 

副町長 ただいまのご質問、 後のご質問、ちょっと想定外の質問ということでござい

ます。今日の一般質問の通告にありますファミリーランドの再整備ということ

でございますので、その点に絞ってちょっとお答えをさせていただければなと

思います。ご承知の通り、二風谷地域については、アイヌ文化発祥の地という



- 32 - 

位置づけをしながら、今回オープンしたゆからについても、そういうアイヌ文

化の伝統を受け継いだかたちで整備をしてきたという経過がございます。平成

２６年度、今年はですね、二風谷地区の再整備の計画を策定することになって

おります。この整備につきましては、既存のある施設をそれぞれ核としてどう

この地域の整備が必要なのかということを平成２６年度いっぱいかけて計画を

策定をしていきたいということで考えておりますので、今回ご質問にありまし

たファミリーランドの整備についてもこの計画に沿ったかたちで進めていかな

ければならないのかなというふうに思っているところでございます。また、先

月の１２日ですか、民族共生の象徴空間の関係で、国会議員アイヌ議連の皆様

方が来町されて、議員の皆さんも意見交換の場にいらっしゃったことだという

ふうに理解をしております。このなかで、平取町としては、民族共生の施設に

ついて機能とそれぞれ持った特質を機能分担しながら施設整備をしていただき

たいという要請をしております。こういうような国の動きそのものを見据えな

がら、この二風谷地域の整備をどうしていくのか、そして、ゆからの集客状況

がどういうふうになっていくのか、これらの本当に状況を見据えて、ファミリ

ーランドに必要な整備を進めていきたいなというふうに思っております。また

町全体の施設整備の関係については、建物、例えば公営住宅については、長寿

命化計画、また橋梁についても長寿命化計画、また水道については長期整備計

画が２６年度に計画が終わります。こういうなかで必要な整備計画がまとまり

ましたら、議会の皆さんとご相談をさせていただきながら、平取町の施設整備、

将来的にどうするのか、議論をさせていただきたいというふうに思いますので

ひとつよろしくお願いを申し上げまして、答弁とさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

いろいろと長々ご答弁いただきましてどうもありがとうございます。随時です

ね、今日議場でお答えなされたことにつきましてはですね、実現に向けて、我々

議員も頑張っていかなくちゃいけないなという、改めての気持ちでおりますけ

ども、どうか、良い施設となっていくことを期待して私の質問を終了したいと

思います。どうもありがとうございました。 

 

議長 千葉議員の質問を終了いたします。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。８番山田議員を指名します。山田議員。 
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８番 

山田議員 

振内の町のほうで私たち６０代が結成する組織、会を一つつくっているなかで、

私たちの会長であります、川上会長より、実は今度北大の農学部と平取町が連

携協定して、平取町にいろんな事業、計画、活性化に関する事業展開をしてい

くんだというお話を聞きました。会長自身もあまりよく中身わからないようで、

今度会としても、何か協力していくことがあれば、みんなでやっていこうでは

ないかという話のなか、一般質問をして、町民によく理解していただけるため

におまえが質問してみたらどうだということで、そういう話題のなかからこの

話題を提供させていただきます。質問をさせていただくところでございます。

実は、その会においても、１％事業を使い、こころのホームふれないの出入り

口のところに花壇などをつくってきましたけれども、環境整備をやってきたと

ころでございますけれども、こういう平取町が段々人口減少、少子高齢化の時

代を迎えるなか、どうしても必要なことは、平取町にとって、ほかの町との交

流事業をどんどん盛んにして温泉を含め、どんどん平取町に出入りしていただ

きたいなと、そういう中身のなかで会のなかで話し合っていくなか、良いこと

じゃないかということで話はしたんですけども、実際その会長の言うサテライ

トキャンパスという意味自体も自分ら正直言ってあまり理解していないところ

でございます。そういうなかで、この北大農学部との交流協定が今後進められ

ていくというなかで、果たしてこの事業というのはどういうものなのか、また、

平取町において、どういうメリット、活用方法が展開されていくのか、お聞か

せ願いたいと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 それでは質問のほうにお答えさせていただきます。北大のサテライトキャンパ

スということについて説明をさせていただきたいと思います。北海道大学札幌

サテライトというものがありまして、これについては酪農学園大学、北海道大

学、帯広畜産大学の３大学によって行われております、戦略的な大学支援事業

というふうに記載されているところでございますけれども、それにかかわる地

域拠点型、要するに各自治体のほうに拠点を置いたということでございますけ

れども、農学エクステンションセンターということでエクステンションセンタ

ーというのは公開講座、大学の持っている技術ですとか、資料だとかそういう

ものを一般に公開するという意味があるんですけども、エクステンションセン

ターというものの業務がありまして、それを支援するために北海道大学の大学

院農学研究院というところに設置をされている組織でございます。それがサテ

ライトキャンパスというかたちになります。運営委員会のなかで教育研究、地

域貢献、分析認証、国際交流に関する四つのワーキンググループというのが設

置されているところでございます。地域とのネットワーク作りを各自治体、地

域とネットワークを作っているというかたちになってございます。本連携事業

につきましてはそれぞれの大学、先ほど言った酪農学園大学、北海道大学、帯
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広畜産大学の大学がそれぞれに特色を活かした教育研究の拠点となってさらに

地域に設置されたサテライト、要するに地域に活動の拠点を置くということな

んですけれども、そういうサテライトとの間で密接な連携を図りながら、進め

ていくというようなものでございます。今申し上げました地域サテライトにつ

きましては、つながる、学ぶ、考える、発信するをキーワードにしまして、地

域と大学が共に設立していくようなものということでございます。北海道大学

につきましては現在、栗山、富良野、訓子府、余市の四つのサテライト、地域

とそういうサテライトキャンパスをもってですね、北海道大学が担当しながら、

地域と連携しながらいろんな問題にかかっているというかたちでございます。

平取町としましては、五つ目のサテライトということで、平取町も連携協定を

結ぶように現在協議を進めているところでございます。具体的には、学術、地

域振興、文化、教育の分野において北大と協力をするために協定を締結するも

のでございまして、連携事項としましては、農学関連技術の発展に関すること、

２番目に農村資源の活用に関すること、３番目に地域の持続的発展に関するこ

と、４番目には科学技術、文化の振興に関すること、５番目に人的交流、人材

育成に関すること、６番目として生涯学習に関すること、を連携協定の内容と

して地域と共に連携をしていくというようなかたちでございます。なかなか難

しい部分で、私もしゃべってて理解している部分はどこまでかという部分があ

るんですけれども、この交流事業のメリットとしましては、今申し上げた事項

につきまして、研究機関としての大学の機能をおおいに地域で活用しようとい

うことでございますし、北海道大学に平取町の研究をしてもらうということで、

将来的には北大の農学部のなかのゼミというのがあるんですけども、教授が行

うゼミというのがあるんですけども、将来的には平取ゼミというのを開設する

ことまで検討していただいているというようなかたちでございます。実際に北

大の農学部の学生、また大学院の学生さんが、卒業論文のテーマとして、平取

町のトマトがなぜこのようなかたちで、４０年ぐらいの期間の間に４０億も売

り上げるような特産のものとなったかという研究をして、卒業論文のテーマと

して取り上げたり、また新規就農研修農家が入ってきている部分がございます

けれども、平取町がなぜここまで注目されるようなかたちになったかというこ

とを研究したいというような意向もありまして、それに協力する、それと同時

にうちの町からも、いろんな北大の機能を活かしていきたいというようなこと

で、協定を結んでいくというようなことでございます。そういうようかたちで

人的交流も行われますので、地域のメリットとしては、かなり大きなものがあ

る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。 

 

議長 山田議員。 

 

８番 

山田議員 

お話を聞くなかでは、何かすばらしい、当然効果のある事業だなということは

理解するところでございます。そうですね、平取ゼミの話はちょっとちらっと
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先日お話を聞いたところでございます。大学の授業のなかで平取の講義をやる

という話ね、それも大変すばらしいことだなということで聞いておったところ

です。さて、今いろんな面で、すべてにおいて何か平取町にとって良い話なん

ですけども、そのなかの一つで農業関係なんですけども、これは、農学部で専

門知識も大変十分あることなんで、新規就農の関係から、トマトの病気の話か

ら何かすべてのことで網羅されるのかなという気はしておるんですけども、こ

の大学生はまだ勉強中の身なんでしょうから、どの辺までそういう、どのよう

な活動をして、そういうことを調べあげるのか、その辺の具体的なことはまだ

これからということになりますか。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えします。細かな、本当に具体的な部分についてはこれからの協議という

ことになってくるんですけども、実際に今年の２月にすでに北大のほうから大

学生、大学院生が来て、振内地区でありましたけれども、各農家の経営状態の

調査ですとかそういうものも実際に農家のほうに入って研究をしている、アン

ケートを取って報告をしているような状況になっております。なかなか実際に

農家に入って研修するというのは、農家自体もかなり忙しい部分があって、難

しい部分があるというふうに北大のほうでも言っておりましたし、そういうこ

とで農家自体がそのように協力していただけるということであれば、学校とし

ても非常に助かるということで、そのとき、２月に来たときには２泊３日で来

ておりまして、宿泊の関係で、豊糠のくまさん荘のほうに泊めていただいたわ

けでございますけれども、そういう拠点となる施設ができればそういうところ

に長期滞在、また夏季休暇の間に滞在しながらいろんな研究、調査、また地域

貢献をしていただけるというふうに聞いておりますので、かなり効果が上がる

のかなというふうに考えているところです。 

 

議長 山田議員。 

 

８番 

山田議員 

今農業関係の例の話はされたんですけども、一応この協定書を結ぶなかでは、

町から大学側にもこういうことをやりたいだとか、こういうことが平取町にと

って理想なんですけどという、計画書というか、提案事項もされていると思う

んですけども、その辺何例か事業、詳しい内容をもし説明できる内容があれば、

農業以外の関係で、こういうこともありますよということ、また、出された計

画書みたいなものがあれば、お話しください。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長  お答えいたします。事前の協議事項のなかで平取町と北大との連携協力の概要
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ということで概略図みたいなものをつくりまして、農学部のほうで協議をして

いただいているところでございます。そのなかでは、農業関係はもちろん先ほ

ど議員言われたとおり、トマトの関係ですとか、病気の関係ですとか、連作障

害ならないためのいろんな協議ですとかそういう部分ももちろん検討していき

ますし、先ほど言ったとおり、なぜ平取のトマトが地域のトマトよりも、同じ

品種にしてもおいしくできるのがあるかというようなそういう研究もしてもら

いたいというふうに考えているところでございます。農業関係以外では、平取

町の人材育成、地域おこしに関係する部分で農業者だけでなく、町民の方と一

体となって、地域作り、地域おこしの関係も学生さんの意見だとかそういうも

のを取り入れながら進めていきたいというふうに考えておりますし、先ほど説

明した協定の中身のなかにありました、教育文化の振興のなかでは、地域の小

中学校、また高校とも連携しながら出前講座ですとか、北大から来ていただい

て出前講座を行うですとか、長期休暇中のサマースクールですとかそういう部

分での協力を大学生、大学院生にできればしていただければというふうに考え

ているところでございます。 

 

議長 山田議員。 

 

８番 

山田議員 

いろんな計画を提案されていることと思います。そのなかでですね、当然来て

くれるなかでは、何人来るかちょっと予想で申しわけないんですが、自分のな

かでは数十人単位で来られるのかなというような気がしますんですけども、そ

のなかで宿泊施設だとか、あと食事、それから事業展開していくなかで学生た

ちの移動手段などを含めて、かなりの予算的な措置も必要になってくるのかな

と思うんですけども、それも含めて、これから計画書出して、調印式というこ

とになるんですけど、そのスケジュールとそういうための予算付けというのは

どのように考えておられますか。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長  お答えいたします。かなり具体的な話になってきますので、まだその辺は今後

詰めていく部分があろうかと思っております。スケジュール的には現在考えて

いるのは今説明したとおり、連携協定協力内容について、北大のほうに提案し

ていて、今学部内で検討してもらっているところであります。７月の中旬には

教授会のなかで検討していただいて、そこでＯＫということになりましたらそ

の後、自治体と協定を取り交わすというようなかたちに進んでいこうかと思っ

ております。心配されておりました、宿泊の関係ですとか食事の関係、移動の

関係等につきましては、移動については北大の教授の方、またいろんな先生方

がおりまして、学生も車持ってたりということもあるもんですから、平取に来

るまでも自分たちの車で来たりだとかそういうようなかたちになっておりま



- 37 - 

す。活動拠点としましては、現在まだ検討中で確定したわけではございません

けれども、旧営林署の跡地が今後払い下げになるということを聞いております

ので、そのなかにある住宅等について、活動拠点としていきたいという農業サ

イドの考えがございます。これは、役場内でも協議していかないとだめな部分

ではございますけれども、結構新しい施設ということで、一定程度の修繕、な

かを少しきれいにしてったりだとかっていう部分での事業費的なものはかかっ

てこようかと思いますけれども、これもいつ払い下げになるかという部分がま

だはっきり、予定では９月議会ぐらいではっていうことを聞いておりますけれ

どまだ確定しておりませんので、その辺が確定次第、予算かかる部分等は予算

に上げ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、食事等

につきましても、住宅についてはすべてできるような一般の住宅等と同じよう

なかたちの１棟２戸のかたちになっておりますので、先走った考えではありま

すけれども、男子学生、女子学生が来ても別々に住むことができる、活動がで

きる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。 

 

議長 山田議員。 

 

８番 

山田議員 

ぜひ営林署の関係も購入していただき、準備進めたいと思うんですけども、い

ま何でも移動手段も教授車持ってます、学生も持ってます、食事も何とかなり

ますみたいな話するんですけど、こちらとしてはそしたら、こういう設備さえ

用意してれば、あとはお金かからないという理解でいいんですか。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長  お答えいたします。先ほど説明した、ほかにサテライトを持っている自治体、

栗山ですとか富良野ですとか、そういうところにも確認をしましたけれども、

この事業自体を実施するにあたっての事業費等については莫大にかかるという

ことは聞いておりません。せいぜい１０万以内ぐらいの金額というふうに聞い

ておりますし、北大自体もこういう事業をするに当たっての予算は持っている

ということでございますので、地域に入ってきても、食事だとかそういう部分、

調達はもちろん平取町内で行いますので、そういう経済的なメリットもありま

すけれども、金額的な部分については北大等で負担をしながらやっていくとい

うことでありますので、町自体に過重な負担がかかるというふうには考えてな

いところでございます。 

 

議長 山田議員。 

 

８番 

山田議員 

金もかからないで、平取町にとってメリットばかりということで、効果も絶大

だということで、こんな良いことないんですけども、営林署なりを買うという
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ことになれば何百万単位のお金が動くぐらいかなという気はしております。そ

の辺の心配がなければ良いかなと思うんですけども。さて続いてですけども、

この事業によっては関係団体、自分達も先ほどの会のなかでは農業者がトマト

農家に入りたいっていうんであれば、何軒かで引き受けようかという協力体制

までは話していたことは事実なんですけども、そのほかいろんな事業を展開さ

れるなかでは、関係団体また及び自治会、農協、商工会などの協力がなければ

当然、庁舎内だけではできる事業ではないかなという気はしておるんですけど

も、その辺の組織づくりだとか、事務局づくりだとかっていうのはどのような

かたちで、考えていらっしゃいますか。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長  お答えいたします。おっしゃるとおり、役場だけがやればできるというような

事業ではございませんし、もちろん農業者の方に協力をしていただいたり、Ｊ

Ａのほうに協力していただいたり、商工会ですとか地元の自治会等にも理解を

していただいてやらなければなかなかスムーズにいかないかなというふうに考

えているところでございます。平取町が期待する効果として、農業課題の解決

ですとか、まちづくりの意識の高揚だとか１次産業の振興、新規就農者のサポ

ートを強化していくですとか、児童生徒の健全育成等を期待しているところで

ございまして、そこと関係する団体ですよね、教育関係につきましては教育委

員会等になりますし、１次産業ですとかそういう部分であればＪＡとも連携し

ながら対応していきたいというふうに考えておりますし、この連携協定を進め

るに当たって連携協定の事務局というのを立ち上げますので、そちらのなかで

意見を反映するような地元の組織を、なかなかそのために新たにつくってとい

うことになるとなかなか皆さん忙しいということもあるんで、既にある農業協

議会ですとか、幹事会ですとかそういう団体がありますので、そちらも活用し

ながら、対応していきたいというふうに考えておりますし、実際に連携をして

いくということになれば、議員言われるとおり各団体のほうの理解を得ながら

進めていきたいというふうに考えております。 

 

議長 山田議員。 

 

８番 

山田議員 

これから協定されるということで、恐らくまだ、返答できない部分かなりある

と思いますし、来年度に予算付け及び事業展開、期待しているところでござい

ます。それとですけども、この北大農学部が今年サテライトキャンパスとして

なるんですけども、これメリットがあるんであれば、ほかの大学、例えば内地

でも北海道でも良いんですけども、その辺の協力というのを今後また考えられ

ていくのかどうか、これと違った北大とはまた違ったかたちでのメリット、効

果など期待できるものなのか、その辺お伺いしておきます。 
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議長 産業課長。 

 

産業課長  お答えしたいと思います。サテライトキャンパスはまだ確定はしておりません

ので、これから協議をして、双方でよろしいんじゃないかということになれば

調印というかたちになりまして、正式に決まるところでありますけども、うち

としてはいくというふうに考えてはおりますけれども、相手あってのことでご

ざいますので、慎重に対応はしていきたいというふうに考えております。また

質問にありました、北大以外の他大学との連携とかそういう部分についてはあ

るのかということでございますので、現在長知内地区に入っている方が、関西

のほうの立命館大学出身の方ということで、その方が大学の教授ともパイプを

もっているということで、立命館の生徒さんを平取に呼んで体験させたりとい

うインターシップ的なものも今後進めていきたいというふうに聞いているとこ

ろでございます。まだ話がはじまったばかりのところでありまして、確定して

いるところでございませんので、今後、そういう他の大学等とも連携していけ

る部分があれば、平取町のためになるようなかたちで進めていきたいというふ

うに検討していきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思っておりま

す。 

 

議長 山田議員。 

 

８番 

山田議員 

ほかの大学との交流事業も考えていくということなんですけど、自分この質問

したのは長知内に住まわれている立命館大学出身の若い人達の話も伺ったの

と、当然北大も協定結ぶんですですけども、１０年でも３０年でもいいですよ

という関係ではないと思うんですよね。やっぱり区切り何年かしながらの協定

書だと思うんですけど、その辺はどうなんですか。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長  説明させていただきます。協定書の案を作っておりまして、そのなかでは調印

した日から３年間を有効というようなかたちで 初の協定については結んでい

くかたちになりますけれども、双方から異議のない場合につきましては１年づ

づ更新をしていくというようなかたちで考えております。ただ北大の話により

ますと、今協定を結んでいる各地区についても、名ばかりのかたちになって、

実際に実行性のないところも出てきているので、やるからには実効性のあるよ

うなかたちで長く続けていきたいというふうことを聞いております。 

 

議長 山田議員。 
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８番 

山田議員 

せっかくの大学交流の事業ですけども、先ほど生涯教育および小中学校のサマ

ースクールだとかもやっていきたいというお話がありました。そのなかで、先

日テレビである市が市営の塾を運営されてるというか支援しているということ

で、平取町においても先ほど朝の報告にもありましたとおり、学力が全国より

遅れているということで行政報告あったわけですけど、そのなかでも平取高校

の問題もありまして、振興支援協議会など発足しながら平取高校の存続を図っ

ていくという考え方が、今教育委員会で話し合われているところでございます

けどもとにもかくにも人口が減って子どもがいないというなか、大変苦労され

ていると思いますけども、そのなかで、特徴のある学校づくりのひとつとして、

大学との協定がもし成功するのであればその大学生及び関係者を呼んで小、中、

高一貫して勉強、学習というか春でも夏でも冬休みでもいいですそういう関係

で勉強の、まあ塾という言葉づかい良いかどうかわからないですけど、そうい

う方法とったら良いんでないかなと思いました。そういうことで、ぜひ教育長

にお聞きしたいんですけど、そういう考えがもしあったとしたら、実行できる

ものなのか、また先日お話し聞いたところによりますと、教育長もこういう考

え方少し頭のなかにあったということで自分も良い考えだなと思ってお話させ

ていただいたんですけど、そのへんの考え方、教育長いかがですか。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 それでは北海道大学農学研究員と町の連携協定にかかわります、教育分野に関

してのご質問ということでお答えをさせていただきたいというふうに思いま

す。ただいま山田議員のほうから、ご指摘等がございましたけれども、昨今学

力の低下ということが叫ばれまして、社会問題化しているということは機会あ

るごとに指摘されているというところでございますが、心豊かに激動混迷する

この日本社会を力強く生き抜いていくということにおきましては、学習指導要

領に沿った適切な指導のもとに、児童生徒自身が、学習への興味関心を抱きつ

つ、確実な学力の向上を図っていかなければならないというふうに考えている

ところであります。そのため、学校における授業内容の工夫改善はもちろんの

ことでありますけれども、家庭学習の充実が必須ということになってまいると

ころであります。家庭学習ということにおきましては、児童生徒ができるとい

うことでは、限界があるということでありまして、そこにおいてより充実した

学習を行っていくということにおきまして、存在するのが学習塾であるかなと

いうふうに思うところであります。しかし児童生徒はもとより、保護者といた

しましても、学習塾へ通いたい、通わせたいという思いはあるものの、経済的

理由でありますとか、地理的条件というようなことにおいて、行きたくても行

けないという状況にあることも事実であるというふうに考えるところでありま

す。塾に通う子どもとの格差解消を図るということ、また多くの児童生徒のさ

らなる学力の向上を図るという観点におきましては、公が行う学習サポート事
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業は必要なことではないかなというふうに考えているとこでありますけれど

も、ただいまご質問のありました町と北大の農学研究員との連携協定における

教育分野に関するなかで、町内の児童生徒、とりわけ平取高等学校の生徒に対

します学習サポートが実現でき得ないか、正式なその協定締結の前段において

産業課を通じながら打診を行っていたところでありますが、先ほど来、産業課

長がご答弁申し上げておりますとおり、こういうことについては協力いただけ

るというような内容ということになっているところでございます。そのことに

おいて、平取高等学校振興支援協議会におきましても、生徒確保対策の一環と

いたしまして、その支援項目の一つに掲げるなかで現在協議を行っているとこ

ろでございますが、私どもとして現在計画しているこの事業内容ということに

つきましては、週休日、そして長期休業中における補充学習の支援ということ

にしているところでございます。また、高校側といたしましても、連携協定に

かかわります教育的支援ということにおきましては、キャリア教育における指

導等も含めまして大いに期待をしているところでございますので、協定の早期

締結、並びに具体となる連携事項の推進を図るべく教育委員会としても、積極

的にかかわっ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。いず

れにいたしましても、この北大農学研究員との連携協定にかかわりますこの教

育分野にありましては、人材育成をはじめ、生涯学習等における各種事業等の

推進及び充実が図られるものというふうに考えておりますので、関係教授、さ

らには学生皆様方の多大なるご支援を賜ることを切望しているところでありま

す。以上です。 

 

議長 山田議員。 

 

８番 

山田議員 

教育長の考え方が十分わかりました。まだ計画途中で協定を結んでない段階で、

あまり突っ込んだ質問もできないわけですけども、 後になりますけども、こ

の学習塾をはじめ、この大学との交流事業、その他事業計画において、総体的

にどういう考えをお持ちなのか、町長の考え方をお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは、総体的なご答弁をさせていただきたいと思います。北大の農学部と

の交流事業につきましては、農学連携しながら平取町の２０年先、３０年先の

基幹産業のさらなる農業の基盤強化のために、新しい発想で新技術の研究開発

あるいは新事業の推進を図ることができればと期待をしているところでござい

まして、そういった意味からも、積極的な推進を図っ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。また北大の連携ばかりでなく、先ほど立命

館大学の話もありましたが、これまでも実績として、平取町では札幌の市立大
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学のプロジェクトの学生も振内の元営林署の官舎を利用しながら、学生と地域

とが交流活動を展開してございます。またアイヌ文化の関係では、東日本の広

域圏の大学連携ということで、山形大学が中心となっておりますが、北海道で

は札幌大学など、１９の連携校と連携機関として平取町が連携のワークショッ

プに加わっておりまして、具体的には、平取町に学生が訪れ、アイヌ文化につ

いて学習をしていただいているところでございまして、今年も大学生含めて２

０人前後がこちらに来るということでございまして、アイヌの人たちは北海道

の厳しい自然のなかを生き抜いてきた、知恵だとか独特なアイヌ文様に込めら

れた意味を学びながら、現在社会を生き抜くヒントを得ることをねらいとして

いるようでございます。これから厳しい社会で活躍するには、学校だけの勉強

だけではなくて、地域との交流等を通じながら、社会性をしっかり補ってもら

いながら、社会でたくましく生き抜いていくこと、また、平取町に縁をもった

かたちで訪れた方々が、第２のふるさとになってもらいながら、リピーターと

しても期待しているところでございます。以上、答弁に代えさせていただきま

す。 

 

議長 山田議員の質問は終了いたします。続きまして、１番櫻井議員を指名します。

櫻井議員。 

 

１番 

櫻井議員 

１番櫻井です。通告に基づき質問させていただきたいと思います。現在では資

材の高騰、不足に加え、長年続いてきた公共事業の削減で人員を減らしてきた

建設業者が、自民党政権にかわってから公共事業の大幅な増加に対応しきれな

い状況になっております。とはいえ、もとより事業量の少ない、当町の建設業

者にあっては道、開発の事業も含め、いかに効率よく、しかも利益を上げられ

る事業を受注するかが以前にも増して、重要になってきております。道は、応

札業者がないなどの理由で入札不成立となった件数の爆発的な増加の状況も勘

案し、道民生活への影響が及ぶ可能性を考え、近隣で複数の工事がある場合は、

技術者がかけ持ちできるよう条件を緩和する、あるいはまた、複数の小規模工

事を一つの工事としてまとめて発注することで、規模を拡大して、入札しやす

くするなどの対策を本格実施するとのことであります。また、国交省において

は、激しい価格競争で経営が悪化していた地域の建設業者が十分な利益を確保

しやすくすることと、それに伴い、地域の雇用増加や人材育成を目標に一度に

発注する事業の期間や規模を拡大するよう促すことを決めたとあります。また、

自民党においては、自治体に多様な発注方式の採用を促す規定を盛り込んだ公

共工事品質確保促進法の改正案を本国会に提出しております。これら国、道、

自民党の政策的な背景があるなかで、町は道の言うところの業者のニーズに沿

った発注になるよう工夫してということに対しまして、いかなる具体策を持っ

ているのか伺いたいと思います。 
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議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

お答えいたしたいと思います。町はいかなる具体案を持っているかということ

でありますが、現場代理人については基本常駐となりますが、現場事務所の設

置、資材の搬入、または仮設工事等が開始されるまでの期間など、工事現場の

作業状況に応じて発注者との連絡体制を確保した場合に、常駐義務の緩和をし

ているところでございます。また、早期発注を目指しているところでもござい

ます。先ほど道のほうで申し上げておりました複数の小規模工事をまとめて発

注するということでございますが、町といたしましては多くの建設業者に受注

機会を与えるということで行ってはおりません。また、公共工事の品質確保の

促進に関する法律、及び建設業法の一部改正についてでございますが、これに

つきましては平成２６年、本年の５月２９日に衆議院の本会議において可決を

し、６月４日付けで公布をされておりますが、改正内容の詳細についてはまだ

町村へ示されている状況にはございません。以上です。 

 

議長 櫻井議員。 

 

１番 

櫻井議員 

早期発注に関しましては以前から建設業協会から要望がありましたこともあり

まして、引き続き業者のニーズに即した発注を続けていただきたい、そのよう

に思っておりますし、作業現場の状況に応じて、現場代人の条件を緩和してい

るということでありますので、これも引き続き業者のために、そうなるように

努力をしていただきたい、そのように思ってございます。さてそこで、一つ提

案させていただきたいのでありますが、仮に、道の事業を受注した事業者が、

人材面、工期面の影響で、町の事業を受注するのが困難な場合、特に効力を発

揮すると言われております、選択工期制度を採用してはいかがかということで

あります。この制度はご存じのように、緊急性のある工事は別といたしまして

も、例えば、１か月の工期の工事があるとして、 初から３か月間の猶予期間

を与えて、その間の１か月間を業者が自ら選択をし、町に申請し、工事の着手

日を決定するというものでございます。技術者や職人の少ない小規模事業者に

とっては、特に有効となる制度でありまして、道も現在試行中でありますし、

森林管理局発注の林業土木においても、既に採用されていると聞いております。

地元の何社かに打診をいたしましたが、ぜひとも導入を図っていただきたいと

いう声が大変多ございました。早急に検討し、実施すべきと思いますが、お考

えを伺いたいと存じます。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

それではお答えいたします。選択工期制度を導入すべきと思うがいかがかとい

うことございますが、まずすでに試行しております室蘭建設管理部についてで
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ございますが、室蘭建設管理部におきましては、平成２６年の４月１日、本年

の４月１日から試行しているようでございます。試行期間については未定とい

うことでございます。取り扱い内容につきましては一般競争入札公告時におき

まして、選択工期ができる旨、明記をし、標準工期算出日から９０日間の猶予

期間を設け、契約締結日に落札者から実施工期の申し出をさせることとなって

おります。対象工事につきましては、冬季工事に支障のないもので、実施工期

が冬季に至っても増嵩経費は計上しないこととなっているようであります。森

林管理局につきましては、受注者の円滑な工事施工体制の整備を図るため、建

設資材、労働者確保等の計画的に準備するための期間を試行的に設けるとして、

同じく平成２６年４月１日から試行しておりまして、試行期間は未定となって

いるようであります。森林管理局につきましては、選択工期制度ではなく、工

期に余裕期間を設けるとしております。取り扱い内容についてでありますが、

着手日を１か月程度建設業者が定める着手日を認めるとしております。ただ、

終工期日につきましては、落札者の都合で設定はしていないということでご

ざいます。選択工期制度を導入してはいかがということでございますが、制度

内容を調査をさせていただきまして、内部協議をさせていただき、また建設協

会とも意見交換をさせていただきたいと思います。 

 

議長 櫻井議員。 

 

１番 

櫻井議員 

今、森林管理局が導入している制度が選択工期制ではなくて、多分余裕工期制

というものだと思いますが、残念ながら、私の思ってることと違って、知り得

なかったということに対しまして、失礼をいたしました。ただ私が提案した選

択工期制をはじめといたしまして、課長のおっしゃった余裕工期制あるいは他

の自治体で採用されております施行期限選択可能契約制度など各自治体でさま

ざまなニーズにあった制度を活用しているというのが現状でありますので、当

町の建設協会と懇談をしていただけるということでありますので、十分に話し

合ってより良い制度の活用を図っていただきたいと思いますので、実施に向け

努力されることを期待してございます。それから、これらの制度は、できるだ

け早期に工事を発注するということがより効果的と思われますので、先ほど課

長も実際にはやっているよというようなことでありましたが、当町においては、

技術系の職員を増やすことが肝要と思われますので、そのことについても、一

つ配慮願いたいと思ってございます。それからまた、先般、町長にお読みいた

だきました里山資本主義という本のなかでも、とにかく内需の拡大を図ること、

あるいは工夫することが肝要だとうたわれております。例えば、町外業者に丸

投げをして１００万円の経費をかけるよりも、町内業者に発注をし、それがさ

まざまなかたちで、町内をめぐり、結果として１００万円を上回ることに仮に

なったとしても、そのことのほうがむしろ町にとっては有益であると、そうい

うことが書かれてございました。そこで、再度提案させていただきますが、安
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易に他町の測量会社に外注するというのではなく、例えば、Ｂクラスの事業の

測量をＡクラスの業者に測量させ、それをもって町が積算をするといった方法

も可能ではないかと思いますが、いかがでしょうか。こうすることによりまし

て、業者の受注高の増につながり、雇用も膨らむことも、可能性も出てきます

し、先ほど申し上げました役所内の職員不足の解消の一助となることも考えら

れ、ひいては、早期発注につながり、加えて町外に出ていた里山資本主義で言

うところの、いわゆる、お金が地元でまわるということに通ずると考えられま

すが、いかがでしょうか。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

それではお答えさせていただきます。技術系職員を増員し早期発注をさらに進

めるべきでないかということでございますが、昨年、現場経験のある技術職員

を採用して、早期発注を目指し、努力しているところでございますので、ご理

解を願いたいと思います。それと、測量業務を町内業者へ発注してはいかがか

ということでございますが、現在、町内業者において測量業を登録し、指名願

を提出している建設業者につきましては、１社しかない状況にあります。また、

建設コンサルタント登録をし、指名願を提出している会社につきましては、い

ない状況となっております。今後におきまして、先ほどの選択制度も含めまし

て設計から施工までの発注形態を十分検討させていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 

議長 櫻井議員。 

 

１番 

櫻井議員 

現在１社のみの登録ということでありますので、このことについては町側が積

極的に建設協会等に働きかければ十分に複数の会社が登録に向け企業努力す

る、そのように思っておりますので、そのあたりのことをしっかりと建設協会

等との協議のなかでも、先ほどの選択制度を含めてお話し合いをいただければ

と思ってございます。 後になりますが、ここ数十年公共事業の削減から事業

者は生き残りをかけ、職員の数を減らさざるを得なかったという状況にあると

先ほども言いました。業界の将来に不安を覚え、建設業から離れていった者も

数多くございます。このことは実際問題として、人口の減少に拍車をかけてお

りますし、１５年１８年に起きた災害のときに、日夜寝食を忘れ、労を厭わず

復旧復興に尽力された彼らを事業所をこれ以上を失っては断じてならないと思

っておりますし、今年に入ってからも先ほど四戸議員が災害のことを心配され

ておりましたが、そういったことが当町においても今後絶対おきないというこ

とは断言できないと思っておりますので、そのことをもう一度考え、復興を一

体誰がこれまでやってきたのか、やらなければならないかということを改めて

お考えいただきたいと、そのように思ってございます。そのことも含めまして、
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全力で事業者を救済すべく、道のいわく業者ニーズに添った発注になるよう工

夫して、を念頭に、そしてそれに加えて、町として、これまで町内の商業者、

建設業者に対し、特段の配慮をされてきたことは十分に理解をしてございます

が、いま一度町としてさらなる努力とそれに伴った、施策の実行を期待いたし

ます。以上です。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

それではお答えいたします。平成１５年度の災害の復旧復興につきましては、

町内の建設業者の皆様には災害当日、そして翌日の通行の確保からそういうも

ろもろご協力いただき、復旧復興できたと思っております。町といたしまして

も、これ以上建設業者が減っていくと、災害時に対応できるかということにつ

きましては町としても危惧しているところでございます。先ほども申し上げま

したが、設計から施工までの発注形態などにつきまして内部協議をしていきた

いと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いをいたします。 

 

議長 櫻井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６、一般質問を終了します。 

日程第７、請願第５号規制改革会議意見書の取扱い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５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５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７、請願第５号について採決を行います。請願第

５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７、請願第５号は採択することに決定しました。

日程第８、請願第６号憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認を行なわな

いことを求める請願について、 

日程第９、請願第７号義務教育費国庫負担制度堅持・負担金１／２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２０１

５年度国家予算編成における教育予算確保・拡充を求める請願について、 

日程第１０、請願第８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、 
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日程第１１、請願第９号地方財政の充実・強化を求める請願について、 

日程第１２、請願第１０号平成２６年度北海道 低賃金改正等に関する請願に

ついて、 

日程第１３、陳情第１号ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求め

る意見書の提出要請について、以上６件を一括して議題とします。この６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をされてお

りますので、その協議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 

８番山田です。提出されておりました請願第６号から第１０号までの５件、及

び陳情第１号につきましては、６月１１日に開催されました議会運営委員会で

協議しました結果、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６号憲法解釈の変更による集団的自衛権行

使容認を行わないことを求める請願について、請願第７号義務教育費国庫負担

制度堅持・負担率１／２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２０１５年度国家予算編成における教育予算確保・

拡充を求める請願について、請願第８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、請願第９号地方財政の充実・強化を求める請願について、以上は総務文教

常任委員会へ付託します。続きまして、請願第１０号平成２６年度北海道 低

賃金改正等に関する請願について、陳情第１号ウイルス性肝炎患者に対する医

療費助成の拡充を求める意見書の提出要請については、産業厚生常任委員会に

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、

請願第６号、請願第７号、請願第８号、請願第９号については総務文教常任委

員会に、請願第１０号、陳情第１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） 

異議なしということでございます。従って、日程第８、請願第６号、日程第９、

請願第７号、日程第１０、請願第８号、日程第１１、請願第９号については総

務文教常任委員会に、日程第１２、請願第１０号、日程第１３、陳情第１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。以上を

もちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。本日はこれをもって散会

といたします。どうもご苦労さんでございました。 

 

  

（散 会 午後１４時００分）
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 平成２６年第５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。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、議案第１号固定資産評価審査委員の選任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号固定資産評価審査委員の選任についてご説明を申し上げます。平取

町固定資産評価審査委員に次の者を選任したいので、同意を求めるものでござ

います。同意を求める者は、住所、沙流郡平取町本町４７番地１、氏名、吉田

彰氏であります。生年月日は昭和２１年９月１６日生まれの６７歳でございま

す。次のページをお開き願いたいと思います。経歴概要でございますが、学歴、

職歴等につきましては、下記のとおりでございますけれども、吉田氏につきま

しては、平成２０年８月から固定資産評価審査委員として、ご尽力をいただい

てございます。人格識見も高く、適任者でございますので、引き続き選任同意

を求めるものでございます。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、選任同意する

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２、議案第１号固定資産評価審査委員の選任に

ついては、同意することに決定しました。 

日程第３、議案第２号平取町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例の

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。ま

ちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

議案第２号平取町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例についてご説明申し上げます。これは、平成２３年３月７日に施行さ

れました、標記条例の一部を、このたび消費税率の引き上げに伴い改正するも

のでございます。新旧対照表で説明をいたしますので、５ページをお開き願い

ます。当該条例では、ブロードバンドサービスの提供及び携帯電話サービス拡

大のために平取町所有の光回線等を通信事業者ＮＴＴ東日本、ドコモ、ソフト

バンク各社に貸し出すこととしてございます。その場合の利用料を定めている
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ところでございます。右側の現行条例の下線部でございますけれども、ブロー

ドバンドサービス、携帯電話施設、伝送路とも利用料は１か月７３５円として

ございまして、消費税５％を含んだ利用料を規定してございます。今回、８％

に税率が引き上げられたことにより、ひと月当たりの利用料は双方とも７５６

円となること、さらに、近い時期に消費税の再引き上げの可能性もあるという

ことから、今回、７００円に消費税相当額を加算した額として表現させていた

だき、条例を改正させていただくものでございます。ちなみに、ブロードバン

ドサービスによるＮＴＴフレッツ光の加入状況でございますけれども、５月末

で８８５件、年間利用料総額は８００万程度になる見込みとなってございます。

以上、議案第２号平取町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例につきまして説明を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。 

（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３、議案第２号平取町情報通信基盤施設の設置

及び管理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４、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

につきまして、ご説明申し上げますので、議案書の６ページをお開き願います。

提案理由といたしまして、本規約変更案は、北海道町村議会議員公務災害補償

等組合に対し二つの組合から解散、脱退の届け出があり、一つの組合から新規

加入申請があったことから、同組合を構成する全ての市町村等の規約を一部変

更する必要が生じたためであります。変更内容につきましてご説明いたします

ので、議案書７ページをお開き願います。同組合の規約から、「上川中部消防組

合」及び「伊達・壮瞥学校給食組合」を削り、「道央廃棄物処理組合」を加えよ

うとするものであります。なお、附則におきましてこの規約変更案は地方自治

法第２８６条第１項の規定により、組合を構成する全団体による議決を経て、

総務大臣がこれを許可する日に、施行しようとするものであります。本件に関

し、同組合を構成する２５３の市町村及び公共団体のすべてが議会に対しこの

時期に、同一の規約変更案を提案しておりますので、この旨、申し添えさせて
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いただきます。以上、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

更する規約に関する説明を申し上げましたので、よろしくご審議くださいます

ようお願いを申し上げます。以上です。 

 

議長 説明が終わりました。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４、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５、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。 

 

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つきまし

て、ご説明申し上げますので、議案書８ページをお開き願います。提案理由と

いたしまして、本規約変更案は、北海道市町村総合事務組合に対し、組織改編

並びに新規設立により、２町１組合が加入を申請し、一方、組織改編並びに、

解散により１市２組合から脱退の届け出があったことから、同組合を構成する

市町村等の規約を一部変更する必要が生じたためであります。変更内容をご説

明いたしますので、議案書９ページをお開き願います。記載順に要約して申し

上げますと、同組合の規約に道央廃棄物処理組合を加え、赤平市、上川中部消

防組合、伊達・壮瞥学校給食組合を削り、鷹栖町、上川町を加えようとするも

のであります。なお、附則におきまして、この規約変更案は地方自治法第２８

６条第１項の規定により、組合を構成する全団体による議決を経て、総務大臣

がこれを許可する日に施行しようとするものであります。本件に関し、同組合

を構成する２６８の市町村及び公共団体の全てが議会に対しこの時期に同一の

規約変更案を提案しておりますので、この旨、申し添えさせていただきます。

以上、北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約案に関する説明を

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。

 

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。 
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（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第５、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は原案のとおり可決しました。 

日程第６、議案第５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 

議案第５号平取町過疎地域自立促進市町村計画の変更について説明を申し上げ

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、

平取町過疎地域自立促進市町村計画を変更するものでございます。１２ページ

の比較表で説明をいたしますので、お開き願います。左が変更前、右が変更後

となってございます。当該計画書の４２ページとなりますけれども、区分とい

たしましては、別紙様式１の９．集落の整備（２）その対策の文書に下線部で

ございますけれども、「また、人口の著しい減少や高齢化の進展により、集落の

維持や活性化が必要なことから、地域における定住を促進するため、団地の造

成や住宅の整備を推進する。」という文章をつけ加えまして（３）の計画中、次

のページになりますけれども（２）過疎地域自立促進特別事業に下線部でござ

いますけれども「民間賃貸集合住宅整備費補助事業」「民間賃貸集合住宅建設費

助成」「平取町」を追加するものとなってございます。次のページ、別紙様式２

におきましても、同様の事業名、内容等を追加いたしまして、概算事業費を２

６年度、２７年、下線のところでございますけれども２千万円ずつ、合わせて

４千万円を追加計上してございます。これにより、総計の数値もそれぞれ変更

してございます。これらは当初予算で計上いたしました民間賃貸集合住宅整備

事業につきまして、ソフト事業として過疎対策事業債を充当するための計画変

更となってございます。本変更につきましては過疎地域自立促進特別措置法、

第６条第４項に基づきまして、北海道知事との協議が完了したことに伴い、議

会の議決を得るための提案となってございます。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６、議案第５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７、議案第６号平成２６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。 
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ま ち づ く

り課長 

１５ページでございます。議案第６号平成２６年度平取町一般会計補正予算第

３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をそれぞれ１１２万円減額いたしまして、予算の総額を５

７億９９８８万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。第２条地方債の変更は「第２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説明を申し上げますの

で２２ページをお開き願います。２款１項３目財産管理費１７節公有財産購入

費８００万円の追加でございます。これは役場庁舎敷地の西側に隣接しており

ます職員住宅、現在はちょっと暮らし住宅、書類保管等となっております。並

びに公用車の車庫用地として借用してございます土地２４３５．７３平方メー

トルを取得するための費用となってございます。地権者の意向、それからこの

土地に関しまして、公有財産としての適切な管理が将来にわたり可能となると

いうことなどを鑑み、取得をするものとなってございます。次に３款１項１目

社会福祉総務費１３節委託料１４８６万円の追加でございます。これは国の緊

急雇用創出推進事業制度を活用して実施する事業となってございます。事業名

を「輝くびらとり未来につなぐ都市交流・おもてなし発信力強化事業」といた

しまして、平取町の食、文化、自然の多様な魅力を活用し、アイヌ文化関連の

伝説、地名などを紹介して、その普及啓発と交流人口の拡大、及びサービス、

物販の提供などによる地域経済への波及効果を期待するといったことが大きな

課題となっていることから、若者、女性、高齢者をはじめとする多様な人材を

地元のガイドに育成いたしまして、雇用の創出、拡大に取り組むことを目的と

して実施するものでございます。内容は地域資源案内所等における地元ガイド

実習、地域資源情報発信のための媒体作成実習、観光インフラに関する調査実

習などとなってございます。雇用人数７名を創出する条件ということで、専門

業者等に委託する費用となってございます。次のページ３款１項４目福祉施設

費１８節備品購入費５０万円の追加でございます。これはびらとり温泉施設内

のキッズコーナーに設置する幼児用遊具の購入費となってございます。当該備

品につきましては順次計画的に購入を考えていたというところでございますけ

れども、今回温泉施設の整備に使ってほしいとの指定寄附があったことから、

それを充当いたしまして、購入をするものでございます。購入する備品はウレ

タン積み木、動物型のベンチクッションなど７点を予定してございます。次に

７款２項２目道路新設改良費２４４８万円の減額でございます。これは町道荷

負本村線整備事業、川向学校シラウ川線整備事業に係る充当財源、国庫補助金、

これは社会資本総合整備交付金を充当を予定しておりましたけれども、これが

確定したことによる、事業費の精査と取得用地確定等に伴う予算の組み替えが

必要になったことによる、補正となってございます。荷負本村線は当初、全体

事業費で７２８０万円を計上しておりましたけれども、交付金の減額によりま
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して、１１９８万円減の６０８２万円となりまして、内訳といたしましては、

１５節工事請負費で１１９２万７千円の減、１７節公有財産購入費では８万２

千円の増、これは用地の増になってございます。それから、２２節の補償補填

及び賠償金では１３万５千円の減となってございます。川向学校シラウ川線は、

当初２５００万円の事業費でございましたけれども、交付金充当事業費といた

しましては半分の１２５０万円となったことから、その分を減額するというこ

とにしてございます。さらに用地確定によります補償物件の増等によりまして、

予算の組み替えも生じるということから、内訳といたしましては１５節工事請

負費で１６３４万円の減、１７節公有財産購入費では４万円の増、２２節補償

補填及び賠償金では３８０万円の増となってございます。これらの交付金等の

減額によりまして、今年度執行できなくなるものにつきましては、翌年度以降

に繰り越して事業を継続するものでございます。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、１９ページをお開き願います。１４款２項４目

土木費国庫補助金１節道路橋梁費補助金１９７４万６千円の減額でございま

す。これは交付金決定後の額にそれぞれ減額をしてございます。荷負本村線が

１２２４万６千円の減、川向学校シラウ川線改良舗装事業交付金は７５０万円

の減額となってございます。次に１５款２項２目民生費道補助金１節社会福祉

費補助金、緊急雇用創出推進事業費補助金（地域人づくり事業）でございます

けれども、１４８６万円は輝くびらとり未来につなぐ都市交流・おもてなし発

信力強化事業に充当される補助金となってございまして、充当率は１００％と

なってございます。次のページ１７款１項１目１節寄附金５０万円でございま

すが、これはびらとり温泉整備事業に充当してほしいという指定寄附でキッズ

コーナー備品に充当されるものでございます。１９款１項１目１節繰越金、前

年度繰越金８２６万６千円でございますけども、今回の補正財源、一般財源は

前年度繰越金を充当してございます。２１款１項３目土木債１節道路橋梁債、

川向学校シラウ川線改良舗装事業に充当する起債５００万円の減額となってご

ざいます。これは事業費を減額したことによる充当起債の減額となってござい

ます。１７ページにお戻り願います。第２表 地方債補正でございます。事業費

の減によりまして、川向学校シラウ川線改良舗装事業８７０万円を３７０万円

に減額するという内容でございまして、限度額総額を５億７８１０万円とする

ものでございます。起債の方法、利率、償還の方法はご覧のとおりでございま

す。以上、議案第６号平成２６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。２３ページ、７款２項２目２２節にございます物件補償費のな

かで（立木補償等）とありますけども、これの内訳を物件ということで立木だ
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けなのか、あるいはその他にも何か物件補償しているものが出てきているのか

その内訳詳細をご説明願いたいと思います。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

はい、それではお答えいたします。物件補償費の内訳といたしましては、牧柵

についてが１３０メートル、そして立木補償については１４０本ということに

なっております。以上です。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

その立木補償１４０本というのは所有者は１名、民有林１名の本数なんでしょ

うか。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

立木補償につきましては、川向学校シラウ川線につきましては２件、そして荷

負本村につきましては１件ということになっております。 

 

議長 ほか、９番藤澤議員。 

 

９番 

藤澤議員 

９番藤澤。２２ページ２款３目財産管理費、先ほどちょっと聞き漏らしたかも

しれませんが、いわゆるかどの部分ですね。これずいぶん調べ物したり、もろ

もろがあったんですが、これはこの住宅部分については将来、取壊し等云々、

あるいは今このままの状態で入居あるいは何らかのかたちで使う、もし取壊し

ということであれば、重要書類等資料等がまだ残っているのかどうか、伺いま

す。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

お答え申しあげます。当初は職員住宅というかたちで建設された住宅でござい

ますけれども、今移住・定住施策の一環としてのちょっと暮らし、短期滞在型

の住宅として３戸のうち、２戸を貸し出しているという状況でございまして、

この事業につきましては今年度も含めてもう予約がいっぱいというような状況

で、事業としては今後も継続をさせていきたいというふうに考えてございます。

もう１戸の書庫につきましては、本当に簡易的な書庫というような捉えでござ

いまして、一般的な資料等を保管するというような状況になってございまして、

この辺は保管庫として本当に適切なのかというようなことも含めて、今後取り

扱いについて検討が必要だというような考えでございます。 
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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７、議案第６号平成２６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８、議案第７号平成２６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 

議案第７号平成２６年度平取町国民健康保険病院特別会計補正予算第１号をご

説明いたします。第１条、平成２６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、次に定めようとするものであります。第２条、平成２６年度平

取町国民健康保険病院特別会計予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定

額を次のとおり補正するものです。支出第１款資本的支出、既定予定額２８６

４万円、補正予定額は１５０万円の増額で、計３０１４万円となっております。

第４項貸付金は、当初予算は措置しておりませんので、１５０万円増額により

予算現計額も同額となります。増額の１５０万円に対する収入の不足は留保資

金で補てんするものでございます。次のページをお開き願います。平成２６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

は記載のとおりでありますので、詳細は次のページの説明書により説明いたし

ますので、省略させていただきます。支出を説明させていただきますので、次

のページをご覧願います。資本的支出の第１款資本的支出、第４項貸付金、第

１目看護職資格取得資金貸付金でございます。補正額は１５０万円の増額とし、

節は看護職資格取得資金貸付金となります。看護職資格取得資金貸付金は、新

たに貸付金規定を設けて、当院の看護職の職の向上と医療体制の充実を図るこ

とを目的として、看護師のスキルアップを期待し、さらに、今後の看護師の確

保対策の一つとなるものと考えて、貸付金規定を作らせていただきました。補

正予算額１５０万円につきましては、この貸付金が限度額６０万円としていま

すので、限度額を見込む２名分の１２０万円とあと１名、３０万円の貸し付け

を見込んで１５０万円とさせていただいております。以上、補正予算の説明と

させていただきますので、ご審議をお願いいたします。 

 

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。 

（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８、議案第７号平成２６年度平取町国民健康保

険病院特別会計補正予算第１号は原案のとおり可決しました。 

日程第９、報告第１号平成２５年度繰越明許費繰越計算書、一般会計分の報告

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 

報告第１号繰越明許費繰越計算書一般会計分についてご報告申し上げます。地

方自治法施行令１４６条第２項の規定によりまして、繰越計算書を調整して報

告するものでございます。２９ページをご覧いただきたいと思います。平成２

５年度予算を２６年度に繰り越しを行い、執行するということになりますけれ

ども、計上した事業は、３款民生費１項社会福祉費、老人福祉センター改築事

業６億４９１５万５５００円を繰り越すものでございます。これは震災等の影

響によりまして、工事にかかる技能工の確保ができないなどの理由により、工

期を延長したことによるものでございます。次に、５款農林水産業費１項農業

費、新規就農者用住宅整備事業７３１８万円でございます。これは国の２５年

度補正予算による補助金を充当するということに伴い、繰り越す事業となって

ございます。全額を繰り越すことになってございます。この二つの事業のうち、

５月３１日の出納整理期間中に収入になっている特定財源はございません。未

収入特定財源は、国、道支出金、合計で３６５９万円。地方債６億８２００万

円となっております。繰越一般財源は３７４万５５００円となってございます。

以上、繰越明許費に係る歳出予算の経費について報告を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 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９、報告第１号平成２５年度繰越明許費繰

越計算書、一般会計分の報告を終わります。 

日程第１０、報告第２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きましては、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。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。したがって、日程第１０、報告第２号請願審査の結果報告につ
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いては報告どおり採択と決定しました。休憩します。これより、正副議長室に

おきまして、議会運営委員会の開催を行いますので、再開は２０分ということ

で。 

 

   （休 憩 午前１０時 ６分） 

   （再 開 午前１０時２０分） 

 

議長 再開します。 

日程第１１、意見書案第７号規制改革会議意見書の取扱い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 

規制改革会議意見書の取扱いに関する意見書案、朗読によって説明をさせてい

ただきます。 

（意見書案朗読） 

 

議長 説明が終わりましたので、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７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７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８号林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・

強化を求める意見書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 

８番山田です。それでは意見書案第８号、朗読によりまして説明と代えさせて

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、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８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） 
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挙手多数です。従って、日程第１２、意見書案第８号については原案のとおり

可決しました。 

日程第１３、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１３、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。意見書案第９号憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認を

行わないこと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、意見書案第９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９号憲法解釈の変更による集団的自衛権行使容認を

行わないこと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 

それでは、朗読をもって説明を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。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。 

追加日程第２、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
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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通りでありま

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と決定しました。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６件、

同意１件。報告２件で、採択１件、報告１件。請願６件で、採択１件、委員会

付託５件。陳情１件で委員会付託１件。意見書案３件で原案可決３件。承認２

件で決定２件となっております。これで本日の日程はすべて終了いたしました。

会議を閉じます。平成２６年第５回平取町議会定例会を閉会いたします。大変

ご苦労様でございました。 

 

  

（閉 会 午前１０時３７分）
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 平成２６年第８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２６年第８回平取町議会定例会

を開会します。直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、４番松澤議員と５番貝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、９月９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８回町議会定例会の議会運営等につきましては、９月９

日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１

６日から明日９月１７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９月１７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１７日までの２日間と

決定いたしました。 

日程第３、諸般の報告を行います。監査委員より平成２６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いたします。 

日程第４、行政報告を行います。１点目、農作物の作況について。産業課長。

 

産業課長 農作物の作況についてご報告いたします。資料１のほうをご覧いただきます。

作況状況、日高農業改良普及センター日高西部支所による９月１日現在の作況

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３日となっております。牧草については、１番までは順調でありましたけれ

ども、８月の降雨により２番牧草の収穫が遅れ気味となり、平年対比でマイナ

ス４日となっております。次にサイレージ用とうもろこしの登熟は順調に進ん

でおり、平年対比でプラス４日となっております。次にトマトの出荷状況につ

いて、８月２０日現在で９７１２トン、金額では２９億６００万円で前年対比、

数量でも１１０．５％となっております。金額で１００．９％となっておりま
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すけれども、単価につきましては昨年よりもキロ当たり２９円下がっている状

況でございます。次に水稲の品種別作付面積については、表に書かれている状

況でございますけれども、ななつぼしが全体の６５．１％、３７２．９ヘクタ

ールとなっており、前年より１６．７ヘクタールの減となっております。ゆめ

ぴりかは全体の２１．４％となっており、前年より２８．６ヘクタール増加し

ております。全体的にはゆめぴりかが増加し、他品種については減少を期して

きている状況でございます。昨年から試験的に作付けを行っております、きた

くりんについては今年度も同じ面積で作付けを行っており、いもち病に強い品

種ということで昨年の結果では総籾数がななつぼしより少ないのと、腹白が多

く発生し、等級では２等になったという結果が報告されております。再度検証

のため、今年度も同じ面積で作付けを行っているところでございます。また、

８月２８日に行われました不稔調査では、平取町全体で５．６％、去場で４．

８％、貫気別で５．８％となっており、昨年より数値につきましては、１．４％

上がっておりますけれども、昨年より穂数、総籾数が増えているため、登熟に

ばらつきが出ていることにより数値が上がっておりますが、平年値よりはかな

り低く、できは非常に良い状態でございます。 後に水稲作柄でありますけれ

ども、農林水産統計による８月１５日現在の見込みでは、北海道全体で「良」、

日高管内でも「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 次に平成２６年度平取町表彰者について報告願います。副町長。 

 

副町長 それでは行政報告２点目の平成２６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２６年度の功労表彰者及び永年勤続者の決定につき

ましては８月２８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

を申し上げ、当審議会より資料２のとおり被表彰者の答申を受けたところです

が、平取町といたしましては答申のとおり決定いたしましたので、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お名前と功績概

要についてご紹介申し上げます。はじめに、１の功労表彰者及び善行表彰者で

すが、まず産業経済功労の仲山一朝様ですが、平成５年７月より平成２６年７

月までの７期２１年間にわたり、農業委員としてご活躍され、その間平成１７

年７月から平成２３年７月までの２期６年間は、農業委員会会長として本町の

農地行政並びに農業振興に大きく貢献されております。次に同じく産業経済功

労の福山昭三郎様ですが、仲山様と同様に、平成５年７月から平成２６年７月

までの７期２１年間にわたりまして、農業委員としてご活躍され、その間平成

２３年７月から平成２６年７月まで農業委員会会長として本町の農地行政と農

業振興に大きく貢献されております。続きまして善行賞の株式会社小林組様で

すが、平成１３年から毎年夏に会社の敷地内におきまして、町内の幼児、小学

生、養護学校の児童生徒などを対象に、数十匹の動物を目で見て実際に手と体
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で触れることで、命の大切さをはじめ、子どもたちの情操の成長に長年にわた

り大きく貢献されております。次に奨励賞の振内自治会様ですが、毎年５月下

旬から８月末までの間、早朝に振内町民ラジオ体操１００日大会を昭和６０年

から開始し、本年で３０周年の快挙を達成いたしました。現在に至るまで累計

で３千日にわたり町民の健康増進に大きく貢献されております。続きまして、

２の永年勤続表彰者ですが、本年は消防団員８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、功労表彰

並びに善行表彰並びに永年勤続表彰の被表彰者につきましては、本年１１月３

日の文化の日に中央公民館において表彰することとしております。以上で平成

２６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 次に平取町教育行政に関する報告を願います。教育長。 

 

教育長 それでは平成２６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おけるいじめ問題に関する児童生徒の

実態把握調査結果についてであります。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、回答児童生徒数３９５名のうち、あるとしたもの

が、小学校１年生を除き１５件でありました。内訳といたしましては、小学校

が１０件、中学校が５件であります。いじめの内容といたしましては、仲間外

れ、無視が１件、暴力が８件、いたずらが２件、悪口が９件、メール等による

中傷が１件、その他として１件となっております。これらのいじめとするもの

について、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

は８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８件、わからないとする

ものが４４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８件、わからないとするものが４４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はないことをご報告申し上げます。

また、各学校におきましては、本年３月までにおいていじめ防止対策推進法に

基づく学校いじめ防止基本方針を策定するなかで、すべての教職員がいじめは

どの学級、どの児童にも起こりうるものだという認識に立つと同時に、いじめ

防止と解消のための基本姿勢等を定めているところでありますので、本方針に

のっとり、いじめのない明るく楽しい学校生活を送ることのできるよう、地域

家庭との連携を保ち、万全を配してまいりたいと考えております。続いて、２

点目の夏季休業中におけ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２３日をはじめとして、８月２１日までにおい
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て、それぞれ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、振内中学校校舎耐震化調査をはじ

め、児童生徒用パソコンの更新といたしまして、小中学校７校において、先に

財産の取得にかかわる議決を得た内容に基づき、タブレット型パソコンをあわ

せて１５０台、電子黒板を各学校１台導入いたしました。今月はじめに実施さ

れました町議会総務文教常任委員会による学校訪問において、そのタブレット

型パソコンを利用した授業を一部参観いただいたところでありますが、今後に

おきましては、機器の効果的活用を図るための教師への研修等を充実させ、児

童生徒の授業に対する興味関心を一層高めるなかで、学力の向上に努めてまい

りたいと考えております。また、夏休み期間中において教育委員会社会教育係

において児童を対象とした自然体験学習事業を展開するなかで、心身の育成等

に努めたところであります。続いて３点目の北海道平取高等学校振興支援対策

要綱の制定公布についてであります。平取高等学校にかかわる振興支援対策の

あり方等にかかわる経過等につきましては、これまでも行政報告及び予算審査

等におきましてご説明は行っているところでありますが、このたび平取高等学

校における教育活動の支援並びに入学及び在学する生徒の保護者負担の軽減に

努める上での平取高等学校振興支援対策要綱制定の上、８月２５日をもって公

布をいたしましたので、ご報告を申し上げたいと存じます。本要綱にありまし

ては、平取高等学校振興支援協議会による協議内容の報告をもとに、総務文教

常任委員会との協議を踏まえ制定したところでありますが、振興支援対策事業

といたしましては、これまでの支援策も含め大きく９項目となっています。新

たな支援策として特徴的なことを申し上げますと、一つとして、制服等購入費

補助事業であります。制服購入にあたり、全額補助とするものであります。二

つ目として、部活動費補助事業でありますが、現在の中学校における部活動費

補助事業に準ずる内容とする考えであります。三つ目といたしましては、見学

旅行参加費補助事業でありますが、第２学年における事業であります見学旅行

経費の一部について助成するものであります。４点目といたしまして、学力向

上サポート事業でありますが、長期休業中における学習支援並びに外国語指導

助手の派遣につきまして、計画しているものとなっています。５点目といたし

ましては、新入学祝い品贈呈事業でありますが、新入学者に対し、基本的に電

子辞書を贈呈する計画であります。以上が主な支援事項とするものであります

が、地域キャンパス校として今後とも存続できるよう、町として支援策を講じ

るなかで、生徒確保に努めてまいりたいと考えております。なお本要綱につき

ましては、平成２７年４月１日施行とし、見学旅行参加費補助事業につきまし

ては、平成２８年４月１日施行とするものであります。続いて４点目の北海道

中学校体育大会出場結果についてであります。本年度における町内２中学校か

らの全道大会への出場につきましては、５競技あわせて２０名となっておりま

す。平取中学校からは、剣道男女個人、卓球女子団体及び個人、バドミントン
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男女個人、柔道男子個人の計１８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。各競技ともに善戦いたしましたが、その

うち剣道男子個人におきまして、平取中学校の小山椎名くんが見事全道優勝を

果たし、８月１７日から高知県高知市で開催された全国大会へ出場したところ

であります。全国大会での結果につきましては善戦したものの、２回戦敗退と

なったところであります。以上を申し上げ、本定例会における教育行政報告と

いたします。 

 

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。１０番、平村議員を指名します。

１０番平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

１０番平村です。先に通告しております共通番号マイナンバーについてと、人

口減少問題について質問いたします。それでは、１問目の共通番号について質

問いたします。国民一人一人が番号をふる共通番号制度法、いわゆるマイナン

バー法は昨年５月２４日に参議院で議決され、平成２７年、来年の１０月から

全国民に番号を通知し、平成２８年１月から利用開始されるとの新聞情報でご

ざいますが、このマイナンバー法は情報管理やプライバシー保護のあり方、番

号制度の利用範囲など、いろいろと問題点を提起されていたなかで、法律が成

立した経緯がございますが、その後何ら具体的な説明、情報提供がされていま

せん。この制度の運用は、来年１０月から諸手続が開始されるので、まだ１年

の期間がございますが、町民にとっても非常に関心のある案件でありますので、

今日は町民の皆さんにも理解を深めていただきたいという思いもあり、質問を

少し細かくなりますが、何点かについてお伺いします。１点目は、マイナンバ

ー法の導入目的と法律の骨子について伺います。国は、マイナンバー制度の導

入で、国、市町村が管理している所得や年金受給状況などを正確に把握し、公

平で効率的な社会保障給付の実現を目指すとして、番号の利用範囲は当面社会

保障と税、災害対策に、と限定し、法施行から３年をめどに利用範囲を拡大す

ると言われていますが、この点についてどう捉えているかお伺いしたいと思い

ます。あわせて、法律の骨子についてもお伺いしたいと思います。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 平村議員のご質問にお答えをいたします。平村議員にご指摘をいただきました

ように、平成２８年１月、再来年の当初から施行される制度でございます。今

ご指摘のとおり三つの内容をもって運用するということでございます。３年後

の利用拡大等については、今のところ、全く情報が入っておりませんので私ど

もといたしましては、どのようになるかということの情報については判断をい
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たしかねる状態でございます。このマイナンバー法の導入目的と法律の骨子に

ついて申し上げます。いわゆるマイナンバー法、正式には行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律でありますが、お手元の

資料を用いまして、要約してご説明をさせていただきたいと思います。資料は

お手元３部であります。一つ目は両面で９ページものの表紙に黒い字でマイナ

ンバー、緑色の字で社会保障・税番号制度と書いてあるものが一つであります。

もう一つは、マイナンバー、社会保障・税番号制度までは同じですけれども、

真ん中に赤い字で概要資料と書かれているものが一つであります。もう一つは、

ピンク色の字で、表紙に番号制度導入によるメリットという表題がついている

もの、以上３点であります。ご質問いただきましたこの法律の導入目的と骨子

についてでありますが、まずはじめに、 初に申し上げました９ページものの

マイナンバー、社会保障・税番号制度の資料の１ページをご覧をいただきたい

と思います。マイナンバー制度は、行政の効率化と国民の利便性を高め、公平・

公正な社会を実現する社会基盤とすることを目的といたしております。左下の

丸の中に記載をしております行政の効率化の面におきましては、行政機関や地

方自治体でさまざまな情報の照合、入力などに要する労力が削減されるととも

に、複数業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄を削減しようとする

ものであります。次に右下の丸の中に記載の国民の利便性の向上に関しまして

は、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されるこ

とがあげられております。次に上の丸の中に記載の公平・公正な社会の実現に

つきましては、この制度の導入によりまして所得や行政サービスの受給状況を

把握しやすくなるため、負担を不当に免れることを防止しようとするものであ

ります。以上の３点がこの法律の目的であります。次に、法律の骨子、制度の

概略につきましてご説明いたしますので、右側の２ページをご覧をいただきた

いと思います。平成２７年１０月以降、国民の皆さま一人一人に一つのマイナ

ンバー、個人番号が通知されます。これは１２桁の番号となる予定であります。

そのマイナンバーは一生涯使うものとなります。紛失して、個人情報法が漏え

いする恐れがある場合のほか、番号を変更することができないものであります。

次に、３ページをお開きをいただきたいと思います。平成２８年１月から社会

保障、税、災害対策に関する手続において、マイナンバーが必要となります。

社会保障の分野につきましては、年金の資格取得や確認、雇用保険などハロー

ワークでの手続、生活保護の支給など福祉の給付など多岐にわたります。税に

つきましては、税務当局に提出する確定申告、各種届出書などの届け出の際に

必要となり、災害対策につきましては、被災者生活再建支援金及び被災者台帳

の作成の際に用いられることとなります。４ページの具体例をご覧をいただき

たいと思います。マイナンバーは次のような場面で使われます。児童手当の現

況届、厚生年金の裁定請求、税務署に提出する法定調書の作成、所得税の源泉

徴収事務のための勤務先への提示など、国民はさまざまな場面でマイナンバー

の告知が必要となります。次に５ページでありますが、行政機関だけでなく、
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民間事業者も社員の税や社会保険の手続のなかで、マイナンバーを取り扱うこ

ととなります。源泉徴収票や保険の資格取得届などは、勤務先の事業所がマイ

ナンバーを記載し行政機関に提出いたします。６ページをご覧ください。マイ

ナンバーは、その目的にありますように、社会保障、税、災害対策の手続のた

めに行政機関等に提出する場合を除き、むやみに他人に提供することはできま

せん。次に、７ページをお開きをいただきたいと思います。平成２７年１０月

以降、国からマイナンバー、個人番号カードが国民一人一人に交付されること

となりますが、それは本人確認のための身分証明書として使えるほか、さまざ

まな行政手続にも利用できるようになります。なお、カードには個人の所得金

額など、詳しい個人情報は記載をされません。８ページでありますが、マイナ

ンバーを含む個人情報の漏えいを防ぐため、マイナンバーを含む個人情報がや

りとりされた記録について、当該個人が確認することができるようになってお

ります。この資料番号の９ページをご覧いただきたいと思います。平成２６年

１０月、来月からマイナンバーのコールセンターが設置される予定であること

などの説明が記されております。次に、表題に赤色の字で概要資料と書かれま

した両面２７ページものの資料をご覧いただきたいと思います。その中の２４

ページをお開きをいただきたいと思います。マイナンバー導入に向けてのロー

ドマップの案が示されておりますが、現在が平成２６年の半ばでありますので、

今後、平成２７年１０月以降に開始される予定の個人番号の通知の前までに必

要な関係政令及び省令の整備が行われる予定となっておりまして、細部にわた

ることにつきましては、現在のところ私ども市町村レベルまでおりていない状

況であります。このようなことから、国や北海道による各市町村に対する説明

会等も現在のところ行われていないのが現状であります。１番目の質問につい

ては、以上であります。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

次に２点目の、この制度のメリットとデメリットについて伺います。マイナン

バーの導入については、行政手続が簡素化されるなどのメリットがあるようで

すが、一方、情報管理やプライバシー保護のあり方など、いろいろ問題点を抱

えているようですが、町民の皆さんにも理解を深めていただくためにも、どう

いうメリットがあって、どういうデメリットがあるのか、その点について詳し

くお伺いしたいと思います。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 はい、ご質問のメリット、デメリットの関係につきましてご説明を申し上げま

す。先ほどの概要資料の３ページをお開きをいただきたいと思います。この制

度、現在導入前でありますが、導入前、現状におきましては、例えば住民が、
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各種手当の申請手続をする際に事前にさまざまな住民票情報や税情報などの添

付書類を揃えなければならないとともに、行政にとっても、その資料の確認作

業などに係る業務にコストがかかります。制度導入後は、となりの４ページに

なりますが、当該申請者個人の情報につきまして、行政機関や市町村内部での

スムーズで正確なやりとりが可能になりますことから、申請者が窓口で提出す

る書類が簡素化されることとなります。なお、そのほかのメリットの詳細につ

きましては、ピンク色のタイトル文字の資料、番号制度導入によるメリットを

ご覧をいただきたいと思いますが、概略として説明申し上げますと、社会保障

給付の各種申請及び届出の際におきまして、納税証明書等の添付書類の省略が

できること、傷病手当金と厚生年金等の併給調整の際により公平で正確な給付

ができること、年金制度加入時に確実かつ効率的な本人確認ができること、生

活保護の不正受給が防止できること、国民が自宅のパソコンから社会保障に関

する自分の情報などを閲覧できるとともに、各種手続も行うことができること、

所得税の確定申告の際に申告書に記載する社会保険料などのご自分の情報を閲

覧できること、所得の過少申告を防止できることによる公平公正な税負担が実

現することなど、具体的事例の記載がございますので、ご覧をいただきたいと

思います。一方、デメリットにつきましては、資料には記載はございませんが、

一般的に平村議員ご指摘のとおり、個人情報の管理と適正な運用についての懸

念が生じるものと考えられます。このことについて国は、先ほどの概要資料の

９ページで記載されてありますとおりマイナンバー、個人番号カードには氏名、

住所、生年月日、性別、個人番号などが記入されますが、地方税関係情報や年

金給付関係情報などの特定個人情報は記録されないこととなっております。こ

れは個人番号カードを仮に紛失したといたしましてもプライバシー性のより高

い情報が漏えいしないようにするためであります。また、概要資料１６ページ

以降に記載のように、特定の情報の収集やファイルの作成を禁止していること、

また個人情報を一つの機関が集約して管理せず、従来どおり各機関において分

散してこの管理を行うこと、加えて漏えいがあった場合の罰則を強化するなど

によって、個人情報の保護に関してさらに厳格化を図り、この懸念を防止する

ことといたしております。以上です。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

メリット、デメリットがたくさんあるようでございますけれども、特にデメリ

ットの中で、ＩＴ社会では今マイナンバー制度に限らずプライバシー侵害の危

険度が常に隣り合わせでございます。そういうなかで、有識者からの問題点の

指摘のなかにもあるんですけれども、日本の共通番号制度の問題点として、や

はり、そういう頻繁にパスワードを変えられたり、安全性を確保する、そうい

う問題点がまだそんな危険が隣り合わせだと思いますけれども、そういうなか

で外国のほうでは今実際にやっているところがアメリカとか韓国とかの番号の
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そういうのをやっているんですけれども、番号の情報流出の被害とかが相次い

でいるようなんですけれども、そういうなかで日本がもう少し、そういう危険

のなかをもう少し調査しながらやったらどうかなと思ってるんですけどもその

辺はこれからの問題だと思いますけども、次に３点目の、この制度の費用対効

果について伺います。この制度の導入により、事務の効率化など１兆１千億円

ほどのコスト削減効果があると試算をしていますが、各自治体での行政事務の

効率化と行政経費の費用対効果などはどの程度になるのか、またこの点で試算

されているのはどのぐらいなのか、ちょっとお聞かせしていただきたいと思い

ます。今回、初期設備の経費として、補正予算にも提出されていましたけれど

も、その後の経費はどのようになるのか、その辺の運用、いわゆるランニング

コスト等をちょっとお伺いしたいと思います。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 今の費用対効果のご質問にお答えをいたします。この制度の準備にかかる費用

につきましては、ただいま平村議員おっしゃいましたように本定例会に提案い

たしております補正予算案のとおり、国から１０分の１０の補助金が補てんさ

れることとなっておりますので、町といたしましては独自に経費を負担するこ

とはないものと認識をいたしております。また、町全体の費用対効果につきま

しては、制度の完全な詳細が明らかになっていない現在におきまして試算をす

ることができない状態であります。業務の省力化は図れることとなると認識し

ておりますが、範囲が多くの事務、係にまたがる事項となりますので、職員の

減員に至るまでのものではないものと考えております。その後のランニングの

コストのご質問でありましたが、先ほど申し上げましたとおり、現状概略、こ

の資料以上のものが国から来ていませんものですから、そのことにつきまして

の試算はいたしてございません。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

次は４点目になるんですけど、この制度運用の取り組み状況と組織体制につい

て伺います。平成２７年１０月から全国民に番号を記載した通知カードを送付

する日程になっているようですが、この制度運用にあたって国からどういう業

務指導がなされているのか、また、事務処理上の課題はどういうことなのか、

各課に該当すると今おっしゃってましたけども、また、当町の取り組み状況と

組織体制についてどのように図っているのかちょっとお伺いしたいと思いま

す。よその自治体では、既にもうマイナンバー担当の組織をつくって準備作業

をなさっている町村もあるようなのですが、うちの状態はどのようなのかちょ

っとお聞きしたいと思います。 
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議長 総務課長。 

 

総務課長 お答えいたします。当町の取り組みについてのご質問であります。先ほど申し

上げましたとおり、現在のところ、国からこの資料以上の詳しい情報が入って

いない状況にありますので、日高振興局に対しまして、現在照会をかけており

ます。道の取り組みも含めまして、実際に事務の多くを担う市町村に早急に詳

しい情報提供するよう要請をいたしております。平取町といたしましては、国

の情報を比較的入手しやすいに立場にあり、実際に電算プログラムの設計を委

託している、電算会社、ＨＤＣと申しますが、北海道電子計算センターを通じ

まして、詳細な情報を得る旨の打ち合わせを行っており、カードの発行や内部

の事務手続など具体の詳細情報を入手した上で、来月以降町内部での説明及び

打ち合わせを行い、担当となる予定の総務課、町民課、保健福祉課、税務課、

両支所など関係各課連携のもとで、プロジェクトチームを組み、本制度のスタ

ートに向けて体制の整備を図ってまいりたいと考えております。組織体制につ

きましては、今後の情報収集を踏まえまして、内部で協議をしてまいりたいと

考えております。これにつきましての総合的な事務局は私ども総務課になる予

定でございます。事務につきましては先ほど申し上げましたとおり町民課、保

健福祉課、税務課、両支所など多岐にわたるものとなります。以上です。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

後に５点目として、町民への情報提供についてお伺いします。このマイナン

バー制度は、個人情報の保護が 大の課題だと思います。ＩＴ社会は、マイナ

ンバー制度に限らず、プライバシー侵害の危険が常に隣り合わせにしており、

非常に関心が高いと思います。先ほどお伺いしたメリット、デメリットなど具

体的な例を取り上げるなど、制度の内容が町民の皆さんに理解しやすい構成で

レイアウトした情報提供が必要ではないかと考えていますが、お考えを伺いた

いと思います。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 ご質問の町民への情報提供でありますが、大変重要なことであると認識してお

ります。制度の詳細を含めた具体的な全貌が明らかになりました時点で、時期、

方法などを含めまして、関係各課と協議の上できる限りの情報提供を町民の皆

さまにお知らせをしてまいりたいと考えております。以上です。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 以上マイナンバーのほうは終わらせていただきます。次に二つ目の人口減少問
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平村議員 題について質問いたします。日本創生会議の人口減少問題検討分科会は、国立

社会保障人口問題研究所、社人研が昨年発表した将来推計人口をベースに２０

４０年時点の人口推計を発表されています。それによりますと、道内の人口は

４１９万人まで落ち込むと推定されています。特に、子どもを産む女性の９割

以上を占める２０から３９歳までの若年の女性が５割以上減ると言われていま

す。たとえ出生率が回復したとしても、人口減は止まらず、道内では８割の自

治体がこれに該当すると言われています。平取町の２０４０年の人口推計値を

見ると、推計では総人口では２０１０年の５５９６人が３１９４人になり、４

３．９％の減、また２０歳から３９歳の女性では５２５人が２３２人で５５．

８％の激減となっています。一方、人口移動が収束しない場合での推計値でも、

総人口は２６７７人で５２．２％の減、２０歳から３９歳の女性では、１５０

人で７１．４％激減するという推計になっています。全道的に減少率が高く、

消滅可能性自治体と指摘されています。この人口減少問題については、北海道

では８月に有識者会議をスタートさせており、会議での意見を踏まえて、道と

しての指針について年内に素案をつくる方針のようですが、この人口減少問題

は、平取町の存続がかかわる 重要課題でございます。すでに２０１６年度か

らの第６次総合計画の作業に取り組まれていると存じますが、この機会に、人

口減少問題の対策について、一つ目は取り組みの現状と今後の進め方について、

また二つ目は現時点でこの人口減少問題の対策についてどういう構想をお持ち

なのか、特に基盤産業である農業振興策について町長の所見をお伺いしたいと

思います。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

それではご質問にお答えさせていただきます。まず１点目の人口減少対策の取

り組みと今後の進め方というご質問にお答えをさせていただきます。地域の活

性化、それから維持可能な地域の構築ということにとって一定の人口を維持す

るということは、もしくは人口増加させるということは地域の大きな課題でご

ざいまして、重要な条件の一つであるとの認識でございます。ご質問にあると

おり、国立社会保障人口問題研究所の推計でございますが、平取町の人口は、

２０１０年を１００とした推計で３０年後の２０４０年には３１９４人、４２．

９％も減少すると推計をしております。さらに、高齢化率も６７．８％、約７

割になるとの推計も出てございます。昭和３０年代の後半でございますが、戦

後の高度経済成長が人口の著しい都市集中をもたらしたということでございま

して、わが国の産業構造の急激な高度化に伴いまして、若者を中心に、農村か

ら都市へと移動をはじめまして、都市の人口が急速に拡大するとともに、地方

では人口の急激な減少により過疎化が顕著になってきたというような状況でご

ざいます。人口の過疎過密を抑制し、国土の均衡ある発展を図るということを

目的といたしまして、昭和４５年に過疎対策緊急措置法が施行されまして、現
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在まで４次にわたり法的な後ろ盾によりまして、さまざまな過疎対策事業が展

開されてきたということでございます。しかし、地方の人口減少はいまだ進ん

でいるというような状況でございます。ご存じのとおり、平取町でも昭和３５

年の１万３千人台をピークにいたしまして、半世紀以上にわたり人口の減少が

続いております。人口の恒常的な減少、さらに生産年齢の縮小でございますが、

これは産業、教育、福祉、医療さまざまな分野にマイナスの要因として影響を

与えてございます。このような状況を踏まえ、平取町の過疎対策としての施策

及び事業等への取り組みでございますが、これは今はじまったことではなく、

人口の減少がはじまった昭和３０年代から現在まで、総合計画を基調といたし

まして、さまざまな施策事業を展開してきたという経緯がございます。国等の

法定受託事務、その関連事業等を除く平取町としての教育産業、生活環境、福

祉医療の分野における各種事業でございますけれども、これらは過疎化をいか

に抑止しまして、克服するための事業であったと言っても過言ではないかとの

認識でございます。第５次の総合計画における直接的な移住定住対策といたし

ましては、基幹産業の持続的な発展を図るとのことでの新規就農対策事業をは

じめとする、農業分野での各種支援事業、それから移住対策といたしましては、

分譲宅地造成事業、外部からの人材誘致を図る地域おこし協力隊事業、住環境

の整備のための民間賃貸住宅建設助成事業、ちょっと暮らし、長期滞在住宅の

提供、また教育分野でのふるさと親子制度の支援、それから高校への支援等も

その事業に含まれるということでの認識でございまして、さまざまな事業を展

開してきているという状況でございます。第６次の総合計画の策定作業を今進

めているという状況でございますけれども、まずこういった移住定住対策事業

の検証をさらに行いまして、人口の減少を食い止めるための各対策等について、

現在実施している事業のさらなる継続ですとか、より効果的な関連施策、事業

等の展開に向け、議会をはじめ町民のご意見等を賜りながら、検討をしていき

たいという考えでございます。以上でございます。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

いろいろと対策をやっているということはわかるんですけれども、人口が一向

に増えないで、若い人が段々少なくなっているという状況のなかで、次にもう

一つ、再質問いたしますが、取り組みの現状と今後の進め方についての質問で

すが、自治体は何をすべきであるのかということが今いろいろと課長が申しま

したようにいろんなことはやっているんですけれども、人口減少で引き起こさ

れた問題を、詳細に把握して個別に対処していくことが重要ではないかと思い

ますし、若者が出ていって農業が継続できないとか、また課題発見と解決のサ

イクルを巡回させていくべき考え方がまだ浸透していないというか住民の意識

を探るために定住志向などの調査をすることも必要と考えておりますが、いか

がかお伺いいたします。 
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議長 

 

産業課長 

 

産業課長。 

 

初の質問の中で、２番目で現時点でどういう構想を持っているか、また農業

振興対策についてどのようなかたちで考えているかという質問がございました

ので、そちらのほうに答えさせていただきたいと思います。今現在、第６次の

総合計画に盛り込む農業振興策につきましては、第５次総合計画で行ってきま

した各種事業につきまして、評価と課題を検証する作業を行っている 中であ

りまして、これを踏まえながら継続していく事業、廃止すべき事業、新たに実

施をする事業について、今後組み立てを行っていく予定となっております。今

まで行ってきておりました農業振興策につきましては、施設野菜、特にトマト

の関係については成果もかなり上がってきており、高い評価があるものと認識

をしております。また新規就農対策につきましても、実績として北海道内にお

いても、トマトを主作物として先進的な町としても評価をもらっているところ

でございます。先に行った総合計画の住民アンケートでございますけれども、

産業の振興についてということで設問がございました。その中で、畜産酪農に

対する基盤整備や振興策に対する満足度でございますけれども、わからないと

いう回答をのぞいたなかでは６０．２％が満足、やや満足というようなかたち

でございます。やや不満、不満につきましては約４０％となっております。町

としましても畜産関係の農家から町の支援をもう少し検討してもらいたいとい

う声も聞いておりますので、どのような支援事業が効果的に行えるか今後、関

係機関、関係農家の意見を聞きながら盛り込んでいきたいというふうに考えて

いるところでございます。びらとり和牛については高い評価を得ているところ

でございますけれども、肥育牛の出荷頭数が４００頭を切る状況でございまし

て、ブランド牛として残していくためにも肥育農家、畜産公社を含めて対策を

講じていく必要があると考えております。また新規就農関係につきましては先

ほど述べましたとおり高い評価と実績を残してきております。現在まで就農し

た方については、１６戸ということで現在研修中の３戸、来年度研修にかなり

の確率で入る予定の２戸をあわせますと、２１戸が制度等にのりながら就農を

してきている状況でございます。ただトマトを主作物とした新規就農でござい

まして、今後は現在の制度による新規就農だけでなく、居抜き、つまり離農す

る農家の後に農地施設や住宅をそのまま引き継ぐようなかたちでの就農に対し

て、また第三者継承といったかたちでの就農についても支援制度を検討してい

くことが必要になってくると考えております。同じくアンケートの結果では、

後継者対策、新規就農支援について満足度は６４．７％、不満では３５．３％

となっておりますが、畜産関係の後継者、新規就農対策については今後強化を

図っていかなければならないと考えているところでございます。ただ北海道全

体を見ても、どの自治体も酪農畜産関係の新規就農については非常に苦戦をし

ているというような状況でございまして、関係機関と連携協議を密にしながら
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しっかりとした目標対策を立てていきたいと考えております。また、耕作放棄

地の防止対策につきましては、農業委員会とも連携をしながら対策をしてきて

いるところでございます。また現在実施をしております中山間地域等直接支払

交付金事業が平成２６年度、今年度で第３期の取り組みが終了するところであ

りまして、平成２７年度から第４期の実施が国の方針として固まっているとこ

ろであり、平取町としましても耕作放棄地の発生防止に効果のある事業として、

今後も継続して取り組んでいきたいと考えているところでございます。耕作放

棄地の発生防止につきましては、後継者対策、新規就農対策とも密接なかかわ

りがあるということで、先に述べました点も含めて第６次総合計画に盛り込ん

でいくことが重要と考えております。農業関係については以上でございます。

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

定住意向の調査をしてはどうかというご質問にお答えさせていただきます。今、

産業課長の答弁にもございましたが、第６次の総合計画の基礎資料として行い

ましたアンケート調査でございますが、平取町にずっと住み続けたいかという

ような質問をしたところ、総体として見れば約７割の方が住みたいというよう

な結果も出ております。ただ、若い世代がやはり定住志向が低いというような

結果も出ておりますので、その辺さらに、６次の計画に向けてこのような世代

が、平取町に定住といいましょうか、住み続けられるような環境としてはどの

ような施策を打てばいいのかということも含めてさらに、各層にわたり、意見

聴取等も実施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 

いろいろな対策をやっていることはわかっていますが、いろんな面でまだまだ

人口減少問題の対策の構想については、いろんな角度からやらなければならな

いことがあると思いますが、今年の７月に北海道新聞は地域社会と自治に対す

る道民の意識を探るため、北大公共政策大学院と共同で世論調査を行っていま

す。その調査結果を見ますと、今人口減少時代を迎え、地域のあり方が問い直

されています。その中で今住んでいる地域に将来も住み続けたいですかとの問

いに対し、はいと答えた人が８７％と大多数となっていました。また、人口減

少が進めば、地域そのものが崩壊しかねませんが、今の地域に住み続けられる

かの不安については、感じる１７％、ある程度感じる３１％、合わせて４８％

が不安があると答えています。そこで、この地域に住み続けるために何が必要

かとの問いに対して、雇用の場が必要３６％、医療介護が３１％に回答が集中

し、これらを維持する方策の重要性が確認されています。この調査から定住志

向の高さが注目されますが、一方、人口減少が進む中、将来の見通しが立たな

いことへの懸念も浮かび上がっているようです。暮らしに希望を持てるよう、
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地域の特性を活かした産業政策等を構築し、計画的な推進が求められていると

考えています。これから何点かについて、今後の政策課題について質問させて

いただきます。１点目は、基盤産業の農業振興にかかわって質問したいと思い

ます。先ほどの産業課長が申してましたが、ちょっと重複する分もあると思い

ますけども、企業を誘致して雇用を生み出しても、経済動向次第で生産を縮小

し撤退したり、リスクがあり、なかなか難しいものがあります。また、人口減

少問題で重要なのは、人口流出を食いとめなければなりません。人口を呼び戻

す定住志向を果たす施策を着実に進めていく必要があると思います。そこで、

先ほど農業振興について考え方を述べられていましたが、私は当町の基盤産業

である農業の振興を中心に据えた対策が今後の人口減少対策をひいては地域活

性化に寄与するものと考えていますが、町でも先ほどもおっしゃいましたけれ

ども、特に基盤産業の畜産、それから今はトマトは充実していますが、畜産乳

牛のほうとか、いろいろ畑作関係についても、もう少し活性化について具体的

にやってほしいと思いますが町長のご意見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申し上げたいと思います。若干重なる部分も

あろうかと思いますけれども、人口減少が進展しますと、行政のあらゆる分野

に悪影響を及ぼします。一例といたしましては、人口減少に伴う行政コストの

高騰、また自主財源であります町税の減収、また少子化に伴う各学校の学級減

及び保育所入所数の減、あるいは地元購買力の低下などによりまして一層人口

減少への拍車、さらにはコミュニティー活動の困難など、あらゆる分野に影響

が出てまいります。この人口減少の問題については非常に危機感を持ちながら、

これまでさまざまな人口減少に歯止めをかける各種取り組みをしてきたところ

でございますが、各種施策については、先ほどまちづくり課長から答弁してお

りますので割愛をいたしますが、特に、さらに加えて、新たな雇用を創出する

施策として平成２４年から２６年の３か年事業として、厚生労働省の採択を受

けながら、実践型の地域雇用創造事業を展開しながら一定の成果を上げている

ところでございます。今後の進め方については、ある程度の人口増あるいは就

業機会増のためには、企業誘致が も有効的ではございますけれども、当町の

立地条件あるいは経済情勢を考えるときに、当町に企業誘致することは、現状

では非常に難しいところというふうに考えております。これからの平取町の将

来展望としては、やはり、これまで先人が築きあげました今日の平取町を礎に

しながら、さらに発展させるように努力することだというふうに認識をしてご

ざいます。特に今平村議員が申されたように、地域経済に大きく貢献をしてお

ります基幹産業の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

ます食と文化と自然との連携によりまして、都市からの交流人口の拡大を図る

とともに、農林産物の付加価値をつけながら、産業の振興を図りながら新たな
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雇用の場を創造していくことが進むべき方向というふうに考えてございまし

て、これからの時代は、やはり地方の時代でございまして、地方の知恵と努力

が試される時代というふうに考えてございます。今後第６次の総合計画を策定

してまいりますので、これらを踏まえながら、移住定住に伴う事業の検証をし

ながら、町民の意見あるいは議会とも協議をしながら、効果的な施策について

計画の中に盛り込んでまいりたいというふうに考えてございます。また今後の

平取町の農業振興策ではございますが、基本的には、私も平村議員の考え方と

同感でございまして、平取町の基幹産業であります農業の発展なくして、平取

町の発展はないというふうに考えておりまして、強い農業作りにこれまで取り

組んできたところでありますが、特に農業につきましては、施設野菜あるいは

肉牛等による複合経営が定着をしてございます。しかし、農業者の高齢化、あ

るいは後継者問題など多くの課題も抱えておりますので、町農協、そして関係

機関との十分な連携を図りながら、今後とも担い手育成並びに新規就農の受け

入れに重点を置かなければならないというふうに考えてございます。特に新規

就農対策については、現在１６戸、５２名の定住人口が増加しておりまして、

生産額についても約２億円以上の優秀な成績を上げているところでございまし

て、今後とも農業は町の基幹産業でございまして、後継者のＵターン、新規就

農対策に積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。また特

に肉用牛、びらとり和牛の生産については、これは道内でも高い評価を受けて

おりますが、しかし先ほど産業課長から申しましたように、 近における和牛

肥育をめぐる情勢については枝肉価格の上昇がみられたものの、飼料価格や生

産資材の高止まりに加えまして、素牛価格の上昇によって、生産コストが高く

なっておりまして、非常に利益を上げることは難しい状況が続いております。

このような要因から生産農家数も減少してきておりまして、出荷頭数もここ数

年は約４００頭を維持しながら、出荷しておりましたけれども、徐々に減り続

けて出荷頭数が４００頭を割ってきてございます。一定の安定的な生産量を確

保しながら、びらとり和牛のブランド化が維持できなくなる状況にございます。

びらとりトマトあるいはびらとり和牛については、平取町の農業の２枚看板で

ございますので、地域経済にとっては、大きく貢献をしておりますので、安定

的な確保は大変重要なことというふうに考えておりますので、今後生産者農家

の声も聞きながら、また、維持、増産に向けて取り組む必要があるというふう

に考えておりまして、また、あわせて平取町の畜産公社については、びらとり

和牛の出荷の約４分の１を占めておりまして、畜産公社の生産がなくなります

と、びらとり牛としてのブランドとしては大変難しくなりますので、畜産公社

の将来展望も含めて検討をしながら、必要なことについては第６次の総合計画

に盛り込み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 平村議員。 
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１０番 

平村議員 

ただいまの町長の答弁のなかで大体私の聞いているようなことは言っていただ

いたんですけれども、その農業政策のなかでなんですが、当町の農家数は平成

１７年で３１９戸、それが平成２２年では３０３戸と１６戸減少しています。

このうち、畜産農家が４戸ほど減っています。この減少要因は定かではありま

せんが、経営の悪化で営農継続が不可能、また後継者がいないなど、私なりに

勝手に分析していますが、追跡調査をし、離農の要因分析をされたことがある

のか、またこの点についてなぜこの質問をしているのかは、離農の落ちる前に

適正な経営指導がなされたのか、その辺を確認するために、伺っておきたいと

思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 質問のほうにお答えしたいと思います。離農農家戸数畜産関係で減っていると

いうようなかたちで個別にはやめるときにどういう事情かというのは把握して

いるところでございます。ただ先ほど申し上げましたとおり、畜産酪農関係に

つきましては非常に厳しい状況でありまして、なかなか新規に入ってくるとい

うことになりましても、投資といいますか、その部分がかなり大きな金額がか

かるということで、その回収につきましても長い年月がかかってくるというこ

とで、あまり高齢の方が入ってくるというのは難しい状況でありますし、なか

なか生き物扱っていくというようなこともございまして、年中休みなしで仕事

をしないとだめだということもありまして、なかなか難しい状況でございます。

先ほど言ったとおり新規就農関係で北海道全体としましても酪農関係について

は非常に苦戦をしているということで、道東方面につきましてはうちの町同様

早くから畜産関係の新規就農者の募集をして入れてきているところですけれど

も、その際にも町、農協等がかなりの補助金等を入れながら来てもらって、営

農してもらっているという状況ですけれども、そのような状況でも、なかなか

うまくいかず、離農していくというようなケースがかなり多いような状況にな

ってきております。ただ町長も申し上げましたとおり、びらとり和牛ですとか

畜産関係、酪農関係についても、町の農業の２大看板になってございますので、

何とか食い止めていきたいというふうに考えておりますので、その点を関係機

関、ＪＡ、普及センター等とも連携を取りながら、どのような対策が次の総合

計画に盛り込んでいけるかということで、課題等については、問題等について

は緊急を要する部分ではございますけれども、なかなか難しい事情があるとい

う状況であります。ただ指を加えて見ているというわけにはいきませんので、

どのような施策が効果的になるかというのを十分検証しながら計画に盛り込ん

でいきたいというふうに考えているところでございます。 

 

議長 平村議員。 
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１０番 

平村議員 

いろいろの施策がこれからも考えられるということでございますけれども、特

に既存農家で特に畜産農家の経営安定のためには、やはり乳価とか、飼料作物

の高騰、それから経費負担等でどうしてもお金が支払いが大変になって、借金

が多くなってやめている農家が何戸かあるようなので、そういう補助制度もも

う少し、トマトとかそういうお米のほうにはいっていると思うんですけども、

乳価とかそっちの畜産のほうには若干少ないのではないかなと思いますので、

そういう対策も講じながら高齢者農家への後継者対策とか、新規就農対策、ま

た耕作放棄地がたくさん発生していますのでそういう解消のための対策強化、

また米の減反等が廃止にこれからなるということでそういう土地の有効利用等

についても、これから積極的に取り組む必要があるんではないかと考えていま

す。それでもう一つだけ。いろいろとご答弁いただきましたけど確認の意味で、

個々に具体的な質問をちょっといたしますが、一つ目は、酪農家の経営安定化

支援の強化についてお伺いしますが、道内における酪農の現状はここ数年毎年

２００戸以上減るなど、離農が深刻化しております。この背景には大規模化の

ための施設設備への投資が重荷になっており、生産者の負担軽減が重要な課題

となっているようです。町内の酪農家も等しく厳しい経営状況にあるように伺

っています。転ばぬ先のつえではありませんが、経営がにっちもさっちもいか

なくなってから指導されても、手遅れであります。今後の酪農経営の改善を図

るために、経営の安定化につながる営農、経営指導の充実強化、草地など、飼

料用作物の土地基盤整備の強化、遊休農地等の土地利用による生産基盤の充実

と生産者の負担軽減対策の支援が必要と思いますので、この点について、お考

えを伺いたいと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 質問にお答えしたいと思います。離農していく際にかなり経営が悪化して何年

か経過しながらきているということで、それまでの農家指導だとかそういう部

分についてきちんと指導していければ、こういう状況は幾らかは防げたんじゃ

ないかという意見だったかと思いますけれども、ＪＡ等、また普及センター、

町も含めて、一定程度の経営等については指導助言等を行っておりますけれど

も、何せ経営をしていくのは農家本体一国一城の主で経営をしていくというこ

とで強制力をもっていろんな事業を実施する際に指導するというところまでは

いってないのが現状でございます。そのような状況で、かなり負債も増えてき

て離農せざるを得ないですとかそういう状況になってきている部分でございま

すけれども、先ほどから申しておりますとおり、酪農畜産関係については、施

設投資、設備充実等にかかる経費がかなり莫大な金額があるということで、今

まで施設野菜等で町が行ってきている補助事業等の金額ではケタが一つ違うぐ

らいの金額でないとなかなか酪農畜産関係については難しい状況、その年齢か



- 19 - 

らそれだけ投資をして改修して生活をしていくということになると、非常に厳

しい状況になってきているのが現状でございます。そのために、道内各地自治

体等もかなり苦戦をしてきておりまして畜産酪農関係についても、農家の減少

が続いているというような状況になってきているところでございます。そのた

めに、町ばかりでなくてＪＡのほうも力を入れながら、連携しながら先ほどか

ら申しておりますとおりどのような施策が効果的になっていくか、ということ

を真剣に考えながら対応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。また耕作放棄地、遊休農地等の発生の防止等につきましては、先ほどお

答えいたしましたけれども、中山間の事業等をいれながら、また農協の子会社

でありますアグリサポート等が耕作できなかった土地について委託を受けなが

ら実施をしていくというようなかたちでこれについてはかなり効果を上げてい

るような状況になってございます。第６次の総合計画におきましても、その点、

先ほどもお答えしましたけれども、力を入れながら対策を立てていきたいとい

うふうに考えておりますので、具体的な事業等については今後組み立てていく

というようなかたちになっていきますけれども、その点に力を入れながら、農

業振興に当たっ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。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

酪農者は今度北電のまた電気料が上がりますので、本当に経営が大変だという

ことを実感して言っていましたので、その辺の援助というか補助ね、そういう

ことも町のほうでも、またＪＡのほうでもなかなか厳しい状態で、すぐ切り捨

てられるという話も聞きますので、その辺を考えていただきたいと思います。

もう一つ、びらとり和牛の生産体制についてお伺いします。 初に肉牛生産組

合の現状についてお伺いします。国は、肉用牛の飼育安定対策として、飼料価

などの上昇で国の肉の販売価格が生産コストを下回った場合、平成２２年度か

ら補てん率を８割に制度改正するなど、各種の価格対策が講じられていること

と思います。北海道では、黒毛和牛の北海道ブランドの確立を目指して、平成

２２年度から優秀な種雄牛を道内で賄う体制づくりに取り組む各種の施策が講

じられておりますが、肉牛生産農家と経営の状況についてお伺いします。一貫

生産体制とブランド化についてでありますが、肉牛の一貫生産体制は繁殖から

飼育、出荷までの一貫生産で飼料の厳選、血統分析による繁殖など肉質の良い

牛を育て、付加価値を高め、ブランド化するのがポイントではないかと考えて

いますが、白老牛は素牛生産から一貫生産に取り組み、全国に通用するブラン

ド確立に 低必要とされる年間１千頭以上を出荷しています。三石牛も統一し

た飼料による飼育と血統を厳選した繁殖などに取り組み、高級ブランド化を目

指して頑張っているようです。当町は一部一貫生産している農家もいますが、

素牛生産の繁殖が主体での生産体制であると思います。トマトに次ぐびらとり

和牛のブランドを維持、拡大するためには生産農家の新規就農の奨励と経営安
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定の支援対策、一貫生産体制の導入を促進するための施策が必要ではないかと

考えていますが、どのようなお考えか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をさせていただきたいと思います。質問の内容が事前に

詳細にこちらのほうに連絡がございませんので、平村議員の質問の内容、十分

把握できるかどうかわかりませんけどもひとつよろしくお願いしたいと思いま

す。ただいま平村議員のご質問にありましたとおり、平取町の和牛生産につき

ましては、昭和３５年から始まって既に５０年を経過しているというような状

況になっております。その間多くの優秀肉牛を生産してきたわけですけども、

前段先ほどの町長のご答弁の中にもありましたとおり、 近のいわゆる飼料価

格の高騰、そして素牛価格の高騰により、なかなかその肥育専門農家というの

は経営的に成り立たなくなってきているというような状況でございます。一貫

経営というご質問でございますけれども、町内には一貫経営している農家が３

戸か４戸程度というようなことでございます。それに一部畜産公社が入るとい

うような状況になっております。こういうような状況のなかで、先ほど来言っ

てますとおり、年間で市場に出せる肥育牛の頭数が４００頭以下というような

状況になっているわけです。そのうち４分の１の１００頭前後が畜産公社の肥

育牛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。

いわゆる肉牛経営をどう改善していくかということにつきましては、前回の産

業厚生常任委員会の畜産公社の決算状況の報告のなかでも申し上げましたけれ

ども、まず肉牛経営農家が将来どういう経営を希望しているのか、それらにつ

いて十分その意向を把握をしたいということでございます。例えば、新冠町で

実施してます和牛センター、これは預託専門でございます。農家の子牛を和牛

センターが預託をして、ある程度肥育をして農家にお返しをすると。そうして

売れた価格のある程度のパーセンテージを肥育料としていただくというよう

な、そういう実施をしているわけです。また三石町、今新ひだか町ですけども、

三石の和牛センターもこれは農家からの預託ということではなくて、三石牛の

改良、いかに改良が必要なのか、どういう肥育方法が必要なのか、試験研究の

ためのセンターということでお聞きをしております。平取町の畜産公社も農家

の皆さんがどういう公社経営が必要なのか、その辺のところを十分農家の皆さ

んの意向を把握しながら、どうしても将来的には畜産公社が肉牛経営の中核を

担っていかなければならないというような状況になるのかなというふうに思っ

ております。先ほど来、産業課長説明しておりますとおり畜産経営を新規就農

で入れていくということにつきましては、非常にコスト的にもリスクが大きい

し、金額も大きいというような状況になりますので、なかなかそれをすぐ取り

入れていくというような状況には今のところなっていかないのかなというふう

に思っておりますので、まず平取町の畜産公社をいかに平取町の農業にマッチ
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した畜産公社に改変をしていくかということが一番大きなこれからの仕事かな

というふうに思っております。そういうことを申し上げて平村議員の質問の答

えになっているかどうかちょっと疑問ですけれども答弁に代えさせていただき

たいと思います。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

平取は今温泉もできまして、びらとり牛のブランド化を目指しているなかで、

やはりいろいろとイベントもやって札幌のほうにもやっているんですけれど

も、札幌の友達に聞くとどこに売ってるのって言われても売ってる場所もない

し、ホテルで使ってくれてるところもこのあいだ質問しましたら、あまりない

ということで、やはりブランド化するためには、もう少し努力をしながら少し

でもお店で売っている１軒でも使用しているレストランとかそういうとこをあ

るように、これからやってほしいと思います。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 ただいまご指摘いただいたとおり、確かに、何回も言っているとおり、年間３

００頭から４００頭の出荷頭数であればなかなか市場に出回るという数も少な

いというのは事実でございます。何とか肥育頭数を増やしながら、平取町のび

らとり和牛が全道の店、各店舗の中で棚を占めれるような状況にできればなと

いうふうに思っておりますので一つよろしくご理解をしていただきたいと思い

ます。 

 

議長 平村議員の質問は終了いたします。ここで１０分間、１１時１０分まで休憩と

いたします。 

 

   （休 憩 午前１０時５７分） 

   （再 開 午前１１時１０分） 

 

議長 再開します。一般質問を続けます。３番四戸議員を指名します。３番四戸議員。

 

３番 

四戸議員 

３番四戸です。通告しておりました今後に向けた、道徳教育について、この点

について何点かに分けて質疑をしたいと思いますので、教育長においては、理

解のある答弁をお願いいたします。早速質疑に入らせていただきます。教育長

は、平成２６年の定例会において、主要な執行方針を述べられております。そ

のなかで、生きる力を育てる学校教育等の推進について話されております。２

６年度においても、学校を取り巻く社会の環境のなかでは数多くの悲惨な事件

が多発しており、大きな社会問題となっております。子どもたちの学ぶ意欲や
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学力の低下、また家庭での教育力の低下などが、課題となっております。前齋

藤教育長のときも質疑いたしましたが、この道徳教育においては、人の生命や

人権を尊重する心、健康、体力の知徳体をバランスよく育て、豊かな人間性を

つくり上げます。今月の９月２日から４日までの３日間、総務文教常任委員会

が櫻井委員長をはじめとして、小中学校の事務調査を行いました。その中で、

学校側から提出された学校の教育目標、経営目標、学校における数々の課題、

教職員の実態など、各議員から数々の質疑がございました。現在の教育のなか

で、基礎、基本の定着など創意ある教育課程の編成など、学習指導要領の改善

はみられておりますが、まだまだこれから先に向けては、多くの課題が残って

いると私は思いました。今後に向けての道徳についてですが、国は平成３０年

ごろをめどにこの科目を教科として取り入れたい考え方のようですが、まだま

だ多くの課題もあり、これから国において議論されていくことと思います。現

在は週１時間、年間３５時間の道徳の時間でございますが、この短い時間の中

で、先ほど話しました人権を尊重する心や心豊かな人間性など、バランスのと

れた人間形成ができるとお考えなのか、この点について伺います。また、教育

長は今後に向けて、これから先に向けた道徳教育の方向性について、どのよう

な考え方なのかこの点についても伺いたいと思います。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 それではただいまご質問のございました道徳教育の今後のあり方に関しまして

お答えをさせていただきたいというふうに思います。ご質問の中にもございま

したけれども道徳授業につきましては、現在の学習指導要領に基づきまして、

小学１年生において年間３４時間、小学校２年生以上中学校３年生でまでにお

きまして、年間３５時間をそれぞれ標準時数としているということでございま

す。この道徳の時間ということにつきましては、昭和３３年の学習指導要領の

改定時から新設されたということになっているところでございますが、これま

で、時代の変遷とともに道徳教育の目標が改定されてきているところでござい

ます。現在の学習指導要領におきましては、小学校、中学校ともに教育課程編

成の一般的な方針といたしまして、学校における道徳教育は、学校の教育活動

全体を通じて行うものであり、道徳の時間をはじめとして、各教科、特別活動、

さらには総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じて適切な指導を行わなけ

ればならないということになっているところでございます。そのことにおきま

して、道徳教育は教育基本法及び学校教育法に基づき、人間尊重の精神と生命

に対する畏敬の念を家庭、学校その他社会における具体的な生活の中に活かし、

豊かな心を持ち、個性あふれる文化や文化の創造と民主的な社会及び国家の発

展に努めると同時に、未来を開き、主体性のある日本人を育成するため、その

基盤としての道徳性を養うことを目的としているところであります。これら目

標の達成にあたりましては、教師と児童生徒及び児童生徒相互の人間関係を深
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めることに加えて、家庭や地域社会との連携を図りつつ、ボランティア活動で

ありますとか、自然体験活動などの豊かな体験を通じて児童生徒の内面に根差

した道徳性の育成が図られるように配慮しなければならないものとされている

ところであります。各学校におきましては、ただいま申し上げました学習指導

要領の方針に基づくなかで、道徳教育にかかわる重点目標を定めると同時に、

重点目標に沿った年間指導計画を策定しているところであります。議員ご指摘

のとおり、近年、児童生徒を取り巻く環境の変化、生命尊重の心の不十分さ、

自尊感情の乏しさ、規範意識の低下、人間関係を形成する力の低下など、子ど

もの心の活力が弱まっている傾向が指摘されていることは事実であるというふ

うに考えております。このような状況下において、道徳教育が果たす役割は非

常に大きなものがあるというふうに認識しているところでありますけれども、

先ほど申し上げましたとおり、各学校におきましては、年間指導計画のもとに

授業が行われているところでありますけれども、主として自分自身、他の人と

のかかわり、自然や崇高なものとのかかわり、集団や社会とのかかわりの大き

く四つの視点からとらえるなかで、道徳教育の内容が整理されているというこ

とになっているところでございます。いずれにいたしましても、学校全体で取

り組む道徳教育の実質的な充実を図ることとあわせて、学校と家庭及び地域社

会が共に取り組む体制の確立が も重要なことであるというふうに考えている

ところでありますので、教育委員会といたしましてもしっかりと学校との連携

のもとに対応をしてまいりたいというふうに考えているところであります。ま

たご質問の中にありましたけれども、年間３５時間ということでこの道徳の時

間ということでは十分なのかということでありますけれども、現状における道

徳教育を含めた他の教科全体を通じてこの時間数ということでは、私ども教育

委員会としては十分であるというふうに考えているところでありますけれど

も、また今後ご質問にありましたように道徳の教科化ということも現在検討が

されているところでありますけれども、それによってはまた時数の変更等があ

り得るのかなというふうには思っておりますけれども、現状のなかではこの３

５時間ということでは十分であるというふうに思います。 

 

議長 四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

今ですね、教育長の答弁をお聞きいたしまして、ある程度の理解はできました

が、この件に関連いたしまして、もう一度質疑したいと思います。先ほどもお

話ししましたが、この道徳については、現在国の考え方は平成３０年ごろまで

に教科書化したい考え方です。この道徳の授業については、現在も当然今教育

長が話したように、いろいろなかたちで取り組んでおられることと思いますが、

私たちの町この平取町は都会にはない、要するに自然環境のもとで生活してお

ります。都会にはないこの身近にあるこの自然を利用して、豊かな人間性、先

ほど言いました健康、体力の知徳体、このバランスのとれた心豊かな人間性を
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育てていくことが必要だと思います。そのような考え方のもとで、私はそのよ

うに考えていますが、今後に向けてですが教育長としてそのようなお考えがあ

るのかどうか、もう一度質問したいと思います。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 それではお答えをさせていただきたいと思います。道徳教育におきまして、よ

り豊かな児童生徒の育成のために都会にはない、自然環境を積極的に取り入れ

た授業を展開すべきではないかというご質問になろうかなというふうに思いま

すが、四戸議員のご発言にもありますとおり、平取町には豊かな自然環境に恵

まれるなかで小中学校がそれぞれ設置がされ、児童生徒はいきいき、のびのび

と学校生活を送っているというふうに考えているところであります。平取町の

子どもたちが、これからの社会を強くたくましく生き抜いていくことを町民誰

しもが願っているのではないかというふうに思っております。激動する日本社

会を生き抜くことにありましては、まずもって豊かな心の教育の醸成が大切で

あるということは言うまでもないことでありますけれども、議員ご指摘のとお

り、学校周辺における草花等の自然を教材とする学習の構築も有効な手段の一

つであるというふうには考えているところでございます。 初のご質問でお答

えをさせていただきましたけれども、各学校におきましては、年間指導計画の

もとにそれぞれの道徳授業が取り組まれているところでありますけれども、こ

の道徳教育における四つの大きな先ほど申し上げましたけれども、四つの大き

な視点のうちの一つであります自然や崇高なものとのかかわりにおきまして自

然への愛ということを主題項目といたしまして、そのねらいといたしましては、

自然の美しさや偉大さに感動する心を養うということと、自然を愛して人生を

より豊かに生きるように努めるということになっているところでございます

が、それぞれこれらに基づきながら学習を行っているところでございます。こ

のように自然の生命を感じ取りながら、自然との心のつながりを見出して共に

生きていこうとする態度を養うということにおきましては、平取町の自然を存

分に教材に活用していくということは、異論のないところでありますので、よ

り充実した道徳教育及び総合的学習、さらには特別活動というようなことの推

進のためにも改めて、その活用のあり方等につきましては、校長会等を通じな

がら周知をしてまいり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 

教育長の考え方はわかりました。次の質問に入りたいと思います。この９月に

ですね、小中学校において新しいタブレットの機械が導入されました。また、

このタブレットによる授業が始められていない学校もございますが、これから

先に向けて各授業において使用されていくことと思います。タブレット授業に
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ついては、世界中の情報もいち早く入り、また、子どもたちにおいては、より

一層学問の向上につながっていくのかなと思っております。先日の学校調査の

ときに、二風谷小学校においてこの機械を使用して道徳の学習が行われており

ました。その内容は機器の便利さと、この機器の怖さについて学習されており

ました。この機器を使っての学習については、今始まったばかりで、深い中身

のまだ質疑はできませんけれども、道内においてもいち早く導入されたこの機

器を使っての学校の授業の中で、子どもたちにどのような影響を与えていくの

か、今の教育長のお考えをお聞きしたいと思います。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 それではただいまご質問のございましたＩＣＴ機器を活用した授業、とりわけ

今年度導入をいたしましたタブレット型パソコン、さらには電子黒板の活用に

よっての授業そのもののあり方ということになろうかなというふうに思います

けれども、このことにつきましては、道徳の授業に限らず、すべての教科にお

いて機器の有効活用が求められるのではないかなというふうには考えていると

ころでございます。ただいまご質問の中にもありましたとおり、先の総務文教

常任委員会におきまして、二風谷小学校での道徳授業ということで、これらタ

ブレットといいますか、電子黒板を活用した児童そのものはタブレットの活用

ということにまでは至っておりませんでしたけども、教師が電子黒板を活用し

ながら授業を行っていたということで、ただいまのご質問でございますけども、

そのようなことで機器の導入から間もないということもございまして、今回の

授業参観ということでは児童はもとより教員の指導ということにおいても不十

分さは否めなかったかなというふうには思っております。これらについては総

務文教常任委員会の委員の皆様方もそのように受けとめられたのではないかな

というふうに思っているところでございます。タブレットを活用した授業の組

み立てということで指導にかかわります教師の技術向上ということにつきまし

ては、各種研修会への参加による知識の会得と、教師自身が創意工夫のもとに

教材研究をいかに図っていくことにあるのではないかなというふうに考えてい

るところでありますけども、その意味において、今回導入いたしましたタブレ

ット型パソコンということでは大変有効なツールの一つであるというふうに考

えているところでございます。そのことにおいて具体的な活用方法ということ

になろうかなというふうに思いますけれども、さまざまな活用方法というのは

このタブレット型パソコンにおいてもあろうかなというふうに思ってございま

す。そのようなことでは一つとして、例えばこれらの機器については撮影機能

ということも有しておりますので、これらを使いながら先ほどの自然とのかか

わりということにもなってきますけれども、学校周辺における草花であります

とか木々だとかっていうことを、それらを撮影しながらタブレットに取り込ん

でいくということと、その地域資源をより身近に感じながら認識を新たにする
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といったことについて、それぞれ児童等に興味関心を抱かせるということにお

いて、思考力、判断力、表現力が育成されるのではないかなというふうに考え

ております。いずれにいたしましても、タブレットの機能性を十分に活かしな

がら、心に響く道徳事業ということでそれらの教材の作成でありますとか、活

用が図られるよう私ども教育委員会といたしましても、学校へのそれぞれ支援

に努めていきたいというふうに考えているところでございます。 

 

議長 四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

これから、そのタブレットについてはいろいろな授業で使われていき、その結

果はこの先だと思いますので、この質疑はこれでやめます。 後にですね、開

かれた学校づくりについて伺います。以前からよく聞くことではございますが、

開かれた学校づくり、これは常日ごろですね地域に開かれた学校でありたいと

の話を耳にいたしますが、以前からみますと学校側も積極的になってきている

ことは感じられます。自治会、町内会の活動においても、先生方からかなりの

協力を得ていると思います。またその一方で、私たちの町も高齢化が進み、反

面地域が学校から遠ざかっているようにも見えます。教育委員会においても、

この件については当然のことながらいろいろと進めてきたことと思いますが、

もう一度ですね、今後に向けて、保護者、自治会などを通して地域の方も気楽

に参加できる方向性を考えてみてはいかがでしょうか。またですね、高齢者に

おいては数多くの経験、知恵がございます。一番はじめのほうで話しましたが、

この豊かな自然を取り入れた、多くの経験、知恵を持っている高齢者をもとに、

道徳教育に取り入れていけないのか、教育長のその辺の考え方をお聞きしまし

て、私の 後の質問とさせていただきます。 

 

議長  四戸議員の今の質問につきましては、地域を巻き込んだかたちのなかでの道徳

教育の推進というかたちの質問と受けとめてよろしいですか。教育長。 

 

教育長 それではお答えをさせていただきたいというふうに思います。学校教育にあり

ましては、これまでとかく多くの知識を詰め込む傾向にあったのではないかな

というふうに考えているところではあります。しかし、これからの社会を主体

的に生き抜いていくためには、確かな学力とともに豊かな心をバランス良く育

んでいかなければならないというふうに考えております。そのことを考えます

と学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育が一層充実されなければならない

ということと、そしてまた道徳教育を進めるにあたっては先ほどもお答えしま

したけれども、教師と子どもそしてまた子ども相互の人間関係を深めることと

あわせまして家庭でありますとか地域社会との連携が図られるように配慮しな

ければならないというふうに思っております。このことにおきましては、やは

り地域の歴史でありますとか文化に深く根差した学校教育を実現をさせていく
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という意味におきましても、地域の人材を導入しながら家庭や地域とともに育

てる、地域に開かれた学校とならなければならないというふうに考えていると

ころであります。またこれまでの道徳授業ということにおきましては学校、教

室、そして教師だけで、さらには読み物資料だけということで、狭い枠の中で

取り扱われがちであったかなというふうには思っているところでございます。

しかし、道徳教育ということにおきましては、本来、一人一人の生き方が問わ

れるものということでありますけれども、このことからも狭い枠にとらわれず、

地域でありますとか、学校外において子どもたちに影響を持つ人でありますと

か、その道のエキスパートに実際に取り組まれていることでありますとか、自

らの生き方を道徳の時間に語っていただくということは必要ではないかなとい

うふうに考えているところでありますので、教育委員会といたしましてもこれ

までにありましては、心に響く道徳教育を目指すという意味で、平取町道徳教

育特別非常勤講師配置事業の実施要綱を定めるなかでその充実にも努めてきて

いるというふうに考えているところであります。今後におきましても地域人材

を十分に活用して、地域人材を中心としたゲストティーチャーを授業で積極的

に使いながら、今四戸議員のご指摘のとおり、開かれた学校、開かれた道徳教

育の充実ということに努めてまいりたいというふうに考えておりますので、お

答えとさせていただきます。 

 

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

すべて終了いたしましたので、日程第５、一般質問を終了いたします。休憩し

ます。休憩中に打ち合わせ会を行いますので、再開は午後からとなります。 

 

    （休 憩 午前１１時３５分） 

   （再 開 午後１４時４５分） 

 

議長 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いた

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、沙流郡平取町振内町２６番地２２、氏名、堀内敏明氏でございま

す。生年月日は昭和２７年１１月２４日、６１歳でございます。次のページを

お開き願いたいと思います。経歴概要でございますが、学歴、職歴等について

は下記のとおりでございます。堀内氏については、平成２２年１０月から今日

まで、教育委員としてご尽力をいただいているところでございます。人格識見

も高く、適任者でございますので、引き続き選任同意を求めるものでございま

すので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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議長 提案理由の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。

（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

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しました。 

日程第７、議案第２号平取町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例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 

それでは議案第２号平取町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例についてご説明いたします。お手元に、子ども・子

育て支援新制度に係る条例の概要についての資料があると思いますが、それで

説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。まず、子ども・子育

て支援新制度についてのご説明をいたします。子ども・子育て支援制度とは、

子ども・子育て関連３法、子ども・子育て支援法、認定こども園法の一部改正、

関係法律整備法の改正に基づき実施される子ども・子育て支援に関する新しい

制度のことで、幼児期の学校教育、保育の総合的な提供、地域の子ども・子育

て支援を総合的に推進するものであります。この制度は平成２７年４月から本

格的な実施が予定されており、新制度の実施に向けた準備を進めているところ

でありますが、本町においても新たな認可や確認の基準にかかる条例を定める

必要がございます。今回の子ども・子育て新制度の主なポイントでございます

が、一つ目に、幼児期の学校教育・保育に関する給付制度の創設であります。

幼稚園や保育所などに対して、これまで個別に行われてきた公的な財政支援に

ついて、認定こども園、幼稚園、保育所に共通の施設型給付が創設、一本化さ

れます。また新たな給付となる、地域型保育給付が創設され、５人以下の子ど

もを預かる家庭的保育、６人以上１９人以下の子どもを預かる小規模保育、子

どもの居宅において保育を行う居宅訪問型保育、従業員の子どものほか地域の

子どもを保育する事業所内保育について、新たに公的支援の対象となるもので

あります。二つ目は、認定こども園制度の改善についてであります。今まで複

雑な仕組みであった、幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督等が

一本化されます。また、認定こども園の財政支援を一本化し、設置の促進を図

ることとされております。既存の幼稚園や保育所からの移行については義務付

けはございません。三つ目でございますが、地域の事情に応じた子ども・子育

て支援の充実について。消費税率の引き上げによる財源を活用し、子ども・子

育て支援の量、質の拡充を図ります。保育が必要な子どものいる家庭だけでな
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く、すべての子育て家庭を対象に、地域のニーズに応じた多様な子育て支援を

充実させるため、利用者支援事業、地域子育て支援拠点事業など、地域子ども・

子育て支援事業として位置づけ、拡充を図ることとされております。この資料

の７ページをお開き願いたいと思います。新制度における条例の位置づけであ

りますが、先ほど言いましたように認可、確認ということがございまして、施

設や事業者が新制度における公費の給付対象である特定教育・保育施設または

特定地域型保育として位置づけられるためには、児童福祉法等を根拠とする施

設・事業の認可と子ども・子育て支援法による確認の両方を受けることが必要

になります。下の表でありますが、今現在教育・保育施設ということで、幼稚

園、保育所、認定こども園がございます。これについての認可については、北

海道が認可するものであります。そして今回創設されます地域型保育事業、こ

の中の家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育

事業については町が認可をするものであります。さらに、すべてのものに対し

て町がこの確認をする作業が出てまいります。１ページに戻りまして、条例制

定の背景ということでありますが、子ども・子育て支援新制度のスタートに向

けて、各自治体では新制度における施設や事業の設備・運営に関する基準や、

新たな給付の対象となる施設や事業の運営に関する基準を条例で定めることと

なります。基準を定めるにあたっては、内閣府省令で定める基準に従い定める

べきもの（従うべき基準）と省令で定める基準を参酌して定めるべきもの（参

酌基準）が規定されております。この法的効果ということで、まず従うべき基

準で条例の内容は、法令の従うべき基準に従わなければならない。参酌すべき

基準は、条例の制定にあたっては、法令の参酌すべき基準を十分参照した上で

判断しなければならないとされております。基準の策定については、平成２７

年度当初に整備されているべき施設・事業について、平成２６年度中に確認・

認可等の手続を行うことができるよう、遅くとも９月議会、本議会において条

例を制定し、事業者に周知する必要がございます。本町においても、これらの

基準を定めるために、今回条例を提案しているところであります。その条例は、

今回３件ございます。平取町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例と、平取町家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例、それと平取町放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例であります。次に４番の平取町の条例制定に係る基

本的な考え方をご説明いたします。条例の制定にあたっては、国が示した基準

を満たすこと。また、これまでの本町における基準を下回らないようにするこ

とを基本とし、検討を行ってまいりましたが、本町の実情に国の基準と異なる

内容を定める特別な事情や特性がないことから、原則として、国の基準をもっ

て本町の基準とすることとし、従うべき基準、参酌すべき基準のいずれも、国

の基準どおりとしております。ただし制度の本格的な施行が平成２７年４月か

ら予定されており、利用者の認定申請等の手続きを開始する必要があることか

ら、本議会に必要となる基準について条例を制定し、内閣省令の公布前であり
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ますが、国の基準案（対応方針）をもって策定しております。それでは、一つ

目の平取町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例についてご説明いたします。議案については、３ページでございま

す。まず、提案の理由でございますが、本条例は、特定教育・保育施設（認定

こども園、保育所、幼稚園）及び特定地域型保育事業（小規模保育事業、家庭

的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育）について利用の定員、運営、

給付費に関する基準を定めるもので、幼児期の学校教育、保育の総合的な提供

や、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するものであり、公的な財政支

援をするために確認をする基準を定めるものでございます。例えば、市町村で

区域内に特定教育・保育施設がなく、近隣市町村の特定教育・保育施設を利用

する場合、さらに、特定地域型保育事業での他市町村への事業所を利用する場

合にあって、利用者が居住する市町村が確認を行う必要がございます。また、

特定地域型保育事業の対象となる家庭的保育事業等は、事業主の制限がなく、

参入も比較的容易なので、いつ確認対象が発生するかわからないことから、そ

のような場合に備えて条例を制定しておく必要がございます。条例の概要でご

ざいますが、第１条から第３条ですが、これは趣旨、定義、一般原則を定めて

おります。第４条につきましては、特定教育・保育施設の利用定員に関する基

準を定めるものであります。内容につきましては、第１項の認定こども園及び

保育所である特定教育・保育施設、幼稚園については、利用定員の下限は設け

ておりませんが、利用定員は２０人以上とすると定めております。次、第５条

から第３４条までですが、これにつきましては特定教育・保育施設の運営に関

する基準を定めております。次に、３５条から３６条ですが、これにつきまし

ては特例施設型給付費に関する基準を定めています。次、第３７条でございま

すが、これにつきましては特定地域型保育事業の利用定員に関する基準を定め

ております。これは基準の具体的な内容でございますが、先ほど説明いたしま

したが、事業の利用定員は家庭的保育事業は１人以上５人以下、それから小規

模保育型事業Ａ型それからＢ型は６人から１９人以下、それからＣ型について

は、６人から１０人以下ということを定めております。また、居宅訪問型保育

事業には１人としております。また３歳未満の利用定員は、従業員枠と地域枠

ごとに利用定員を１歳未満、１歳以上に区分しているものであります。次３８

条から５０条ですが、これは特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めて

おります。次、５１条から５２条につきましては、特例地域型保育給付費に関

する基準を定めております。施行予定日ですが、子ども・子育て支援法の施行

の日から施行するということになっております。平成２７年の４月１日からの

予定ということになります。そして特記事項ですが、国の基準に示された特定

教育・保育施設との連携のただし書きに、ただし、離島その他の地域であって

はということで４２条に国の法律で定められておりますが、これにつきまして

は、平取町は該当しないということでこの部分については削除しております。

以上説明終わります。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。 

（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号平取町特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定については原案の

とおり可決しました。 

日程第８、議案第３号平取町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定についてを議題とします。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３号平取町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例についてご説明いたします。お手元の資料の４ページをお開き願い

ます。まず、提案の理由でございますが、本条例は、家庭的保育事業等（家庭

的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業）につ

いて設備及び運営に関する基準を定めるもので、地域の子ども・子育て支援を

総合的に推進するものであり、家庭的保育事業の認可をするための基準を定め

るものでございます。現に、地域内で家庭的保育事業に該当する事業は行われ

ておらず、行われる予定もないという場合であっても、家庭的保育事業等は経

営主体に制限がなく、認可を受ければ誰でも行うことが可能であり、当該認可

申請があったとき家庭的保育事業等の設備、運営の基準に適合するかどうかを

審査する必要がございますので、条例を制定するものでございます。条例の概

要でございますが、第１条から第２１条まで、これは趣旨、定義、また一般原

則等を定めております。第２２条から第２６条ですが、これは家庭的保育事業

の設備及び運営に関する基準を定めております。それから第２７条から３６条、

これは小規模保育事業の設備及び運営に関する基準を定めております。第３７

条から第４１条、居宅訪問保育事業の設備、運営に関する基準を定めておりま

す。第４２条から第４８条ですが、これは事業所内の保育事業の設備及び運営

に関する基準を定めております。この資料の５ページをお開き願いたいと思い

ますが、参考ということで、家庭的保育事業等は原則として３歳未満の保育を

必要とする乳幼児を対象とした事業で、定員数や保育の実施場所により、次の

４類型に区分されるものであります。まず家庭的保育事業ですが、内容といた

しましては、家庭的な雰囲気のもと少人数を対象にきめ細やかな保育を実施す

るものであります。規模につきましては、少人数でありまして、現行は家庭的

保育者１人につき子ども３人、家庭的保育補助者がいる場合は子ども５人まで
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となっております。場所につきましては、家庭的保育者の居宅、その他さまざ

まなスペースで行われます。次、小規模保育事業ですが、内容といたしまして、

比較的小規模で家庭的保育事業に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を実施、

規模に応じて以下の三つの類型があります。Ａ型、保育所分園に近いもの。Ｂ

型、保育所分園と家庭的保育の中間的なもの。Ｃ型、これは家庭的保育に近い

ものであります。規模につきましては６人から１９人までとなっております。

Ｃ型につきましては、６から１０人までとなっております。場所につきまして

は多様なスペースでかまいません。次に居宅訪問型保育事業でありますが、内

容は住み慣れた居宅において１対１を基本とするきめ細やかな保育を実施、で

あります。主に特別なケアが必要な子どもや、保護者の夜間勤務等に対応する

ものであります。規模としては、１対１が基本でございます。場所につきまし

ては利用する保護者・子どもの居宅となります。次、事業所内保育事業であり

ますが、内容につきましては、企業が主として従業員への仕事や子育ての両立

支援対策として実施するものです。地域において保育を必要とする子どもにも

保育を提供できます。規模でございますが、数人から数十人程度ということに

なっております。場所につきましては、事業所内、その他さまざまなスペース

で行えます。次、４ページにまた戻っていただきまして、施行の日ですがこれ

は平成２７年４月１日を予定しております。特記事項といたしまして、先ほど

もお話ししましたが、ただし、離島にあってはという文言につきましては削除

させていただいております。以上で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。 

 

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３号平取町家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例の制定については、原案のとおり可決しま

した。 

日程第９、議案第４号平取町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。

保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

議案第４号平取町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例であります。資料の６ページで説明させていただきます。まず提案の理

由でございますが、本条例は、放課後児童健全育成事業について、設備及び運
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営に関する基準を定めるもので、小学生の健全な育成をはかるものであり、放

課後健全育成事業（児童クラブ）の指導及び支援を強化していくための基準を

定めるものであります。現在、町内において本町、振内地区の２か所で放課後

児童健全育成事業が実施されております。同事業は、市町村への届け出が義務

付けられておりますが、手続き面で比較的簡単にできるということもございま

して、誰でも可能なため条例を制定しておく必要がございます。条例の概要で

ございますが、第１条、第２条につきましては、趣旨、定義を定めております。

第３条から第８条につきましては、運営に関する基準を定めております。第９

条、設備に関する基準を定めております。第１０条につきましては、職員に関

する基準を定めております。第１１条から第２１条、これは放課後児童健全育

成事業の設備及び運営に関する基準を定めているものであります。施行予定日

でございますが、平成２７年４月１日を予定しております。特記事項でござい

ますが、本町における放課後児童健全育成事業の施設において、入所児童の定

員を超えている施設があること、また、児童福祉法の改正に伴い小学校６年生

まで、対象年齢が拡大されたことにより、今年度、待機児童がさらに予想され

るため、条例第９条２項、設備基準の面積及び第１０条第４項、児童数につい

て、平成３２年３月３１日まで経過措置を設けることとしております。今回の

条例で定員はおおむね４０人以下と定められているところでございます。今現

在において平取町の要綱でいきますと、おおむね４０人ということになってお

りますので、この分の経過措置を設けるということでございます。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 説明が終わりました。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９、議案第４号平取町放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、原案のとおり可決

いたしました。 

日程第１０、議案第５号平取町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の

助成に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。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５号平取町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成

に関する条例の一部を改正する条例について提案理由をご説明申し上げます。

この条例の改正につきましては、母子及び寡婦福祉法が改正されましたことか
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ら、平取町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の

一部を次のように改正しようとするものでございます。改正内容につきまして

は、母子及び寡婦福祉法が母子及び父子並びに寡婦福祉法に名称変更されるこ

とに伴う関係条文の文言整理と、改正される母子及び父子並びに寡婦福祉法に

配偶者のいない男子の定義がされることに伴う条例中の父の定義についての文

言整理となっております。４８ページの新旧対照表でご説明申し上げます。１

点目は、第２条第２項第１号中、「母」とは母子及び、の次に、父子並びにを加

えるものでございます。次２点目は、同項第２号中、現行では「父」とは、の

次ですが、父子家庭であって、ひとり親家庭の母に準ずる男子をいう、となっ

ておりますが、改正案では「父」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条

第２項に規定する配偶者のいない男子であって、生活保護法による保護を受け

てない者のうち、前号ア又はイのいずれかに該当するものであること。に改め

るものでございます。なお附則といたしましてこの条例は平成２６年１０月１

日から施行するものでございます。以上議案第５号平取町重度心身障がい者及

びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例についてご

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１０、議案第５号平取町重度心身障がい者及び

ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例については原

案のとおり可決しました。 

日程第１１、議案第６号北海道市町村職員退職手当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６号北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約につきま

して、ご説明申し上げますので、議案書４９ページをお開き願います。提案の

理由といたしまして、本規約変更案は北海道市町村職員退職手当組合に根室北

部廃棄物処理広域連合が新たに加入することに伴い、規約の一部を変更するた

め、同組合を構成する全ての市町村等の議会の議決を要する必要が生じたため

であります。変更内容についてご説明いたしますので、議案書５０ページをお

開き願います。同組合の規約中「中標津町外２町葬斎組合」を「中標津町外２

町葬斎組合 根室北部廃棄物処理広域連合」に改めようとするものであります。

なお、附則におきまして、この規約変更案は地方自治法第２８６条第１項の規
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定により、同組合を組織する全団体による議決を経て、総務大臣がこれを許可

する日に施行しようとするものであります。本件に関し、同組合を構成する合

計２５９の市町村一部事務組合及び広域連合がそれぞれ議会に対しこの時期に

同一の規約変更案を提案しておりますので、この旨、申し添えます。以上、北

海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約案に関する説明を申し

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。 

 

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号北海道市町村職員退職手当組

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１２、議案第７号平成２６年度平取町一般会計補正予算第６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２６年度平取町一般会計補正予算第６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４２２６万４千円を追加いたしまして、歳入歳出の総額を５８億５４

０７万４千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を申し上げます

ので５９ページをお開き願います。２款１項１目一般管理費６２２万円の追加

でございます。４節共済費１８万４千円、７節賃金１９万９千円の減額でござ

います。これは平取小学校の給食調理員が９月末で退職することとなったため

の減額でございます。共済費の社会保険料等は６か月分の減額となってござい

ます。７節賃金は６か月分賃金１０２万７千円の減額と退職に伴う退職一時金

８２万８千円の増となってございます。１３節委託料、社会保障・税番号制度

システム整備委託料５９４万円の追加でございます。これは一般質問でも答弁

がございましたけれども、行政の効率化と国民の利便性の向上、公平公正な社

会を実現する社会基盤といたしまして、社会保障や税、年金などの行政手続で

使われ、平成２７年１０月から導入されます社会保障・税番号制度、マイナン

バー制度に係る住民基本台帳等のシステム改修にかかる委託料となってござい

ます。１９節負担金補助及び交付金、地方公共団体情報システム機構負担金６

６万３千円の追加でございます。これはマイナンバー制度運用に係るセキュリ

ティーコストの観点から、個人情報の副本を保存管理する中間サーバーにて対
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応するということとしてございまして、これらの構築利用等に関する平取町分

の負担となってございます。これは総務省の関係団体である地方公共団体シス

テム機構への負担金ということになってございます。続きまして、２款１項９

目企画費１７節公有財産購入費３７３万７千円の追加でございます。これは、

旧振内営林署用地及び建物等を取得するための費用となってございます。当該

用地につきましては、平成２３年度、周辺用地を取得した際にも、一団の土地

として取得したい意向を平取町としても示してきておりましたけれども、森林

管理所側の財産上の位置付けからも、その時点での譲渡は困難との事情でござ

いまして、取得できなかった経緯がございました。今回、財産区分が財務省に

移管されたということもございまして、北海道財務局としても、平取町へ譲渡

したいというような意向もありまして、譲渡のための評価額が示されたという

ことなどから、平取町としては平成２３年度に取得した隣接地との一体的な有

効な利用も視野に置きまして、主として移住定住施策を推進する施設、当面と

いたしましては北海道大学との連携協定における拠点施設等として、さらには

既に購入しております旧営林署庁舎等も含んだ研修施設としての整備を図るこ

となどを想定いたしまして、土地建物を取得するための追加補正となってござ

います。内訳といたしましては土地２４９９．５７平方メートル、１３５万円。

建物は旧職員住宅１棟２戸、１３１．４平米、旧宿志別森林事務所１棟７４．

９９平米、旧ニセウ森林事務所１棟、７０．６７平米、その他物置等の付属棟

であわせて建物分２３８万７千円となってございます。次のページをお開き願

います。３款１項１目社会福祉総務費１３節委託料、障害者自立支援給付支払

等システム改修委託料２９万２千円の追加でございます。障害者総合支援法の

改正に伴いまして、給付実績データの集計、分析機能を付加するためのシステ

ム改修にかかる費用の追加補正となってございます。その下でございます。４

款１項４目環境衛生費１５１０万円の追加補正でございます。これは、エゾシ

カの有害駆除の捕獲に関する費用となってございまして、当初予算では２６年

度の捕獲予定頭数を１８００頭として捕獲に関するそれぞれの経費を積算して

ございましたけれども、実績といたしまして既に７月までの捕獲頭数１１３９

頭という実績もございまして、今年度中の捕獲予定頭数が当初予定をはるかに

上回る状況となってございます。２６年度全体で２６００頭になるものとの見

込みでございます。また、捕獲業務委託料も当初予算では１頭当たり６千円を

計上しておりましたけれども、全道的な取り決めということもございまして、

２６年度より１頭当たり８千円と増額もされたところでございます。これに対

応するため、まず１３節委託料１２４０万円を追加してございますが、内訳と

いたしましては増加する８００頭分６４０万円と当初予算１８００頭分の単価

差２千円分の３６０万円、あわせて１千万円の追加でございます。及び指定処

理施設への搬出委託料、これも実績等から推計いたしまして、捕獲頭数２６０

０頭の６０％、１５００頭が持ち込まれるとの推計で、当初計上９００頭を差

し引いた６００頭分、２４０万円の計上となってございます。あわせて１２４
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０万円でございます。１２節の役務費、手数料は搬出する指定処理施設への手

数料６００頭分２７０万円を追加をさせていただくものでございます。次のペ

ージ、５款１項１目農業委員会費１３節委託料、農地基本台帳システム改修委

託料６４万８千円の追加でございます。これはこのたび農地中間管理事業にお

きまして、農地台帳の公表化が義務付けられ、そのなかでの住民基本台帳との

整合性などが求められているということから、システムのバージョンアップ及

び改修が必要となったことから、それにかかる費用の追加をするものでござい

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（地域商品券発行事業）５００万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、地域経済の活性化に寄与することを

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いたしますプレミアム

付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２

７６０万円、１組１２枚１万２千円相当を１万円で販売する内容になってござ

います。これによりますプレミアム分４６０万円と商品券の印刷代の事務費４

０万円、あわせて５００万円を補助する内容になってございます。次のページ

をお開き願います。７款２項３目橋梁維持費に関しましては歳出の変更はござ

いません。これは充当財源の変更となってございまして、国の経済対策といた

しまして、平成２５年度補正予算関連の交付金でありますがんばる地域交付金

の充当事業が決定したということから財源の振り替えを行うものでございま

す。当初予算計上した橋梁点検業務委託料の一般財源５６１万４千円をがんば

る地域交付金に振り替えるものでございます。次に７款４項１目住宅管理費１

３節委託料、町営住宅使用料回収業務委託料１７０万円の追加でございます。

これは町営住宅等の滞納者への滞納分の使用料を回収するために、弁護士にそ

の業務を委託するための費用となってございます。改修を委託する対象者は２

名でございまして、１名は滞納月数が２８１か月、滞納額８月末で１３０万５

千円となってございます。町からの催告、再三の協議等の要請にも全く応じて

もらえず、納入の意思がないとの判断によりまして回収を委託するものでござ

います。もう１件のケースでございますが、滞納月数１２２か月、滞納額８月

末で７２万８千円となっております。これも前ケースと同様、再三の支払い等

に応じない状況から、回収を委託するということにしてございます。当該委託

業務は段階的な対応となりまして、第１段階としては示談交渉、それが成立し

ない場合は訴訟提訴、明け渡し判決が確定した後にそれに応じない場合は、強

制執行までの業務となってございます。今回これらの業務を弁護士委託するこ

ととしましたのは、法律の専門家であり、そのノウハウを活用することにより

まして、訴訟、強制執行等まで迅速に進むということ、また町の職員ではなく、

弁護士が回収業務に関与するということで、いわゆる悪質な滞納者には容赦な

い回収手続を町が用意しているということをアピールするという機会にもな

り、他の滞納者の使用料回収にも効果が期待できると判断したところによるも

のです。予算といたしましては２件分、委託料１７０万円を見込んでございま
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す。次のページ、８款１項１目消防費１９節負担金補助及び交付金１６８万９

千円の追加でございます。これは７月１８日に開催されました平成２６年度北

海道消防操法大会におきまして、見事優勝を収めた日高西部消防組合平取町消

防団が１１月８日に東京で開催されます全国消防操法大会出場にかかる経費の

追加となってございます。内容につきましては本日別紙をお配りしております

ので、ご覧いただきたいと思います。日高西部消防組合の負担金内訳というこ

とになってございます。まず消防支署費では訓練にかかる職員の時間外手当及

び引率の旅費６名分であわせて２００万９千円の追加。消防団費では、訓練時

の栄養補給費として報償費で７万５千円。隊員及び幹部、引率者９名分の旅費

１１２万５千円。需用費は靴、グローブなどの隊員被服等で２２万７千円。役

務費で消防ポンプ車陸送手数料３５万１千円ほかで３６万４千円。使用料及び

賃借料では、大型発電機、投光器使用料で１７万３千円。備品購入費では大会

用ホース１２本を購入する経費５１万９千円。負担金補助及び交付金は、訓練

講師派遣費用として互助会に助成する助成金４万２千円。あわせて消防団費で

２５２万５千円を追加してございます。消防施設費では大会出場車両の整備費

１０万８千円を追加しております。また消防長の旅費の平取町負担分として本

部費で３万４千円を追加し、合計で４６７万６千円となってございます。また

その額から２５年度決算で生じております繰越金２９８万７千円を差し引きま

して、今回補正する額は１６８万９千円ということになってございます。続き

まして９款２項小学校費１目学校管理費の補正に関しましては、橋梁維持費同

様歳出の変更はなく、充当財源の変更となってございまして、これもがんばる

地域交付金の充当事業が決定したということから、財源の振り替えを行うもの

でございます。当初予算計上しておりました教員住宅の解体工事の一般財源６

７２万８千円をがんばる地域交付金に振り替えるといった補正になってござい

ます。次のページをお開き願います。９款４項２目公民館費１１節需用費、修

繕料２４０万円の追加でございます。これは平成１３年度に購入いたしました

町有バスが老朽化等の影響によりまして、バスのテール等が腐食し、さらに亀

裂等も見つかるということから、現在運行不可能となっておりまして、緊急的

な修繕を要することとなったためにかかる経費を補正させていただくものでご

ざいます。次に９款４項３目文化財保護費４３２万２千円の追加です。これは

文化庁のアイヌ語の保存、継承に必要なアーカイブ化に関する調査研究事業を

昨年に引き続き今年度も千葉大学が受託するということになってございまし

て、調査研究に必要なアイヌ語の音声データが平取町には良好な保存状態で量

的にも十分なものが存在するという理由から、平取町が千葉大学の再委託先に

指名されまして、調査業務を支援受託するための経費として追加をさせていた

だくものです。主な事業の内容といたしましては、アイヌ語音声資料の転写、

アイヌ語音声資料の和訳、アイヌ語解釈に係る注釈の作成ということになって

ございまして、経費の内訳は、８節報償費１８０万３千円、これは転写、和訳

等に係る調査員への謝礼となってございます。９節旅費１０３万６千円でござ
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いますが、このうち６７万３千円は調査員が千葉大学、札幌市などへの事務連

絡のための費用弁償となってございます。普通旅費３６万３千円は、文化庁、

千葉大学との連絡にかかる職員の旅費となってございます。１１節需用費５５

万５千円は消耗品４０万円で作業書籍、パソコン等の消耗品の事務用品、食料

費は会議のお茶代等で５千円、印刷製本費は成果報告会の周知ポスター及びチ

ラシの作成で１５万円となってございます。１４節使用料及び賃借料９２万８

千円は作業用パソコン７台分のリース料、報告会の会場借上料３０万円、コピ

ー機使用料５万円という内訳になってございます。歳出 後に９款６項１目の

学校給食費１３節委託料１１５万６千円の追加補正でございます。これは総務

費の一般管理費で説明をいたしました平取小学校の給食調理員が退職すること

に伴いまして、当該業務を民間委託するということによります委託料の追加と

なってございます。１名６か月分の委託料となってございます。続きまして、

歳入をご説明いたしますので、５５ページにお戻りいただきたいと思います。

１０款１項１目１節地方交付税、特別交付税３００万円の追加でございます。

これは歳出の環境衛生費、シカ捕獲業務委託料追加補正分１千万円から特定財

源を控除した８０％が特別交付税措置されるということから３００万円の予算

を計上してございます。１４款２項１目３節総務管理費補助金５９９万１千円

の補正でございます。これはマイナンバー制に伴う委託料及び地方公共団体情

報システム機構負担金に充当される補助金となってございまして、充当率は地

方税システムを除くほか１００％ということになってございます。次のページ

でございます。１４款２項２目民生費国庫補助金１節の社会福祉費補助金、地

域生活支援・障害者総合支援事業費補助金１４万５千円は障害者自立支援給付

支払等システム改修委託料に充当されるもので、補助率は２分の１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１節道路橋梁費補助金、がん

ばる地域交付金５６１万４千円は歳出の橋梁維持費、点検業務委託料に一般財

源から地域交付金に振り替える歳入の追加でございます。続いて１４款２項５

目３節小学校費補助金も同様に、教員住宅の解体にかかる一般財源に振り替え

るがんばる地域交付金６７２万８千円でございます。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、農地情報公開システム整備事業費補助金６

４万８千円ですが、これは農地基本台帳システム改修委託料に充当される補助

金、充当率は１００％となってございます。次のページでございますが１９款

１項１目１節繰越金、前年度繰越金９８４万２千円の追加でございます。今回

の補正に係る一般財源は前年度繰越金を充当いたしております。 後２０款５

項１目２節雑入１０２９万６千円の追加でございます。内訳といたしましては

まず、給食調理員の退職に伴う雇用保険被保険者負担金６千円の減額、日高西

部鳥獣被害防止対策協議会負担金５９８万円の追加で今回歳出で追加いたしま

した捕獲委託料に充当する協議会からの負担金を追加してございます。アイヌ

語アーカイブ化調査研究事業委託金４３２万２千円の追加でございますが、こ

れは千葉大学からの委託金となってございまして、負担率はかかる経費の１０
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０％となってございます。以上、議案第７号平成２６年度平取町一般会計補正

予算第６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。質疑ありませんか。１番櫻井議員。

 

１番 

櫻井議員 

１番櫻井です。６１ページの商工費２目商工振興費１９節の負担金及び交付金、

地域商品券発行事業についてでありますが、確か前回、去年に比べまして計上

が減額されてるはずなんですがその理由を伺いたいんですが。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 説明をいたしたいと思います。商工会からの要望につきましては前年度と同額

の５４０万ということで要望がきておりました。検討しました結果、町の財源

的にも今年度につきましては交付税の減額等ありまして、なかなか厳しい状況

ということをお話しております。で、前年度と同額の発行額で行く場合につき

ましては、前年度発行総額で３千万円ということで、町補助金分で５００万円

というようなかたちでございました。事務費のほうで印刷費等４０万と切手代

等通信運搬費のほうであわせて４０万ということでございまして、全体的な券

額を減らさないように行うようなかたちでしたら町補助金で５００万円の分を

全額プレミア分に充てていただいて、何とか自力で印刷等の部分についてはお

願いしたいというようなかたちで、なかなか町も厳しい財政状況ということも

ございまして、お話をしたところでございまして、そういうようなかたちで商

工会のほうに協議をしていった経過でございます。回答としましては、なかな

か商工会自体も自らの財源は非常に厳しいということで、事務費分の４０万に

ついては今までどおり印刷、通信運搬費で４０万みてですね、町からの補助金

については４６０万で発行総数につきましても先ほどまちづくり課長が説明し

たとおり発行セット数で２３００セット、総額で２７６０万円の金額の発行額

というようなかたちで協議をさせていただいて決定をしたというような状況で

ございます。以上でございます。 

 

議長 櫻井議員。 

 

１番 

櫻井議員 

ただいま課長のほうから地方交付税の減額についてあったんで、非常に厳しい

というお話があったんですけども、これは温泉事業の協議の中でも何回も、将

来的には地方交付税が段々減額されるのは目に見えてるんで、ということを私

自身、町長にも課長のほうにも言い続けてきたことでありまして、にもかかわ

らず１０数億の投資をしたということで、それについてはもう議論が終わって

いるんで言及いたしませんが、今回のこの事業というのはね、平取町全体の商
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業者、あるいは商業の活性化という意味と、住民のそれこそ支援をするという、

大変大きな目的でありましてね、それを今なんでここで４０万ばかしの金をね、

減額するという町の考え方が私にはどうしても理解できないんですよね。それ

についてもう少し納得のできる返答を伺いたいんですが。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えをしたいと思います。４０万ばかりの金額をなぜカットするのかという

ことでございましたけれども、２６年度につきましては先ほど言ったとおり交

付税の見込みがかなり落ち込んできているということで、その部分を何とか斟

酌していただいて今年度についてはご理解をいただき、来年度以降については

また、今年度は特別な理由で交付税が落ちたということもございましたので、

その分回復した部分については今までどおりの金額を計上していきたいという

予想で商工会さんのほうとも協議をさせていただいたというかたちでございま

す。この事業は町民に対して非常に効果のある事業ということで、町民の方も

皆さん毎年期待して待っている事業ということで、発行セット数が減る部分に

ついては大変心苦しく思っておりますけれども、その点今年度については、歳

入の部分でかなり、歳入欠陥が生じるということもありまして、ご理解をいた

だいて、次年度以降、何とかその部分については確保していきたいというふう

に考えておりますので、よろしくご理解のほどお願いしたいと思います。納得

できる、説明になっていないかもしれませんけれどもよろしくお願いしたいと

思います。 

 

議長 櫻井議員。 

 

１番 

櫻井議員 

来年以降に、課長の答弁を期待いたしまして、行ってまいりたいと思いますが、

あとですね、商業の振興策だとかそういったもの、活性化政策だとかっていう

ものを第６次の総合計画の中でも明確に示し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 産業課長。 

 

産業課長 おっしゃられたとおり、今年度については特別な事情があったということでご

理解をいただきたいと思います。また毎年商工会のほうに補助しております各

種事業の部分につきましても、積極的に商工会のほうからこういう事業という

ように具体的なかたちで出てきた場合検討協議をしていきたいというふうに考

えておりますし、次の総合計画の中でも、効果のある事業、町民のためになる

事業というようなことで検討してい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。 
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議長 ６番千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

６番千葉です。５９ページ、２款１項９目１７節公有財産購入費についてお伺

いしたいと思います。このことは先に協定を結んだ北大の農業連携協定の部分

での使用はもう明確にされてきているわけでございますけども、ここへきて取

得するですね、土地、それから住宅１棟２戸ですか、それから監督事務所含め

て旧監督事務所ですか、があるわけでございますけども、その中で一般住宅に

ついてですね、一般住宅というか旧営林署の人達の職員が利用してた住宅の部

分については、やはり一般の町民にも一部開放して使用したいという意見がご

ざいますけども、たぶん旧監督事務所におかれましては、住居も一緒に事務所

と一緒にあるものというふうに思ってますけども、今現在ですね、北大の農業

連携協定この間調印終わったわけですけども、使用区分の話し合いなどは進ん

でいるのか、どの部分でこの取得した旧営林署跡地のものを使用させていくも

のか、その辺で逆に言うと、出てくるものは一般町民に提供できるものはどれ

かという区分はなさってるのか、お伺いしておきたいと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 質問にお答えいたします。８月末に北大と連携協定の調印式を行いまして、そ

れ以前のなかでも全員協議会、産業厚生常任委員会等でどのようなかたちで進

めていくという説明をさせていただいていたところでございます。それで旧営

林署跡地の住宅部分については、何とかそれを北大の活動拠点として活用した

いということで、町幹部またまちづくり課長とも協議をしてきたところでござ

います。営林署の跡地について取得をしていくというようなことで、その中に

住宅１棟２戸の部分が含まれているということで、この部分については比較的

程度がよろしいということで、外観等については改修するまでもなく使えるよ

うな状況でございます。中のほう、若干住めるようなかたちにするということ

で、若干補修が必要になってくるかと思いますけれども、その住宅１棟２戸の

部分について北大の拠点として活用していきたいという意向で現在いるところ

でございます。特に北大生がこちらのほうに来て長期滞在しながら活動する部

分については、宿泊施設がないとなかなか活動ができないということでござい

ますので、その部分を活用しながら活動等、協定の中の項目を実施していきた

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。その他

の部分については特に北大との協定の中で土地使ってもらうだとかっていう話

はなく、住宅の拠点としての部分の協議にとどまっているところでございます。

 

議長 千葉議員。 
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６番 

千葉議員 

そうなると、先ほど述べました住宅１棟２戸、この部分は確定してですね、北

大のほうに使用していくという、要するに学生やなんかの拠点として使ってい

くということで、残りの部分については旧監督事務所含めてですね、このへん

は直して使っていける一般町民に提供できるような要素というのはないんでし

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。今、産業課長から答弁ありました、１棟２戸の旧職員住

宅以外に今回二つの旧森林事務所がございまして、それをあわせて取得すると

いうことになっております。２３年度に取得して、居住の用に耐えれるという

判断をする住宅が３戸ございまして、１戸もう入居してございますので、その

辺いろんな地域のそういう居住ニーズとか、そういうものも鑑みながら、その

中でどれだけ町民に提供できるのかというようなこと、それから旧森林事務所

についてはある程度改修も必要なところも出てくるのかなというところもあり

ますので、その辺も検討させていただきながら、できるものについては町民に

開放するというような方向で検討させていただければというふうに思っており

ます。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

わかりました。やはり、もとの振内の営林署跡地の周辺というのは環境的に非

常にちょっと奥まったところで立木もまだ木陰として残るような場所というこ

とで非常に静かな場所で、そういったところでもしですね、可能であれば、今

遠藤課長申し上げられたとおりですね、直して提供できる要素、私は十分に備

えているのかなというふうに思ってますので、どうかその辺ですね、すべてが

すべて１００％良くするということはなくて、 低限、やはり人が住んでいた

だける状態にですね、戻していただいて、これもやはりあまり北大と差別化を

図らないで一般町民もですね、開放できる部分は、ぜひ開放してもらいたいと

思ってますけど。 

 

議長 

 

ま ち づ く

り課長 

 

まちづくり課長。 

 

先ほど答弁したとおり、検討させていただきます。今回取得した部分と２３年

度取得した部分の約２万５千平米の土地については、今後旧営林署の大きな建

物もございますので、その辺もこういった大学との協定、連携のなかで、例え

ば研修施設として使うなど、今回一体的に取得するということもあってですね、

その辺も総体的な、もうグループホームも建っておりますので、あの辺の地区

計画みたいなものを立てながら、町民に提供するものがあればそのような方向
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で検討させていただければというふうに思っております。 

 

議長 ８番山田議員。 

 

８番 

山田議員 

８番山田です。６２ページの町営住宅使用料回収業務委託料のことについてお

聞きします。このことにつきましては、議会としても決算審査のときに毎年の

ように理事者側について、何とかしてくださいということで、いつも毎年決算

審査の結果講評のときに書いてるわけですけども、実際のところこの２名の方、

当然やって当然な月数だと思うんですけども、これに対しての基準、例えば何

か月以上だからこうする、先ほどまちづくり課長が言いましたように対応の仕

方も当然、あるんでしょうけども、これを含めて細かい規約などは決めたのか、

また前回というか昨年度ありました回収不能になって、取り立てができなくな

ったような件もありましたよね。そういうことに関してのこの町に関するこう

いう町営住宅の使用料に関してはないんでしょうけども、この辺の項目などは

調べ上げられたのか、その辺ちょっとお聞きかせください。 

 

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。今回、補正等で対応させていただいたという、非常に大

きな理由といたしましては、町営住宅使用料そのものは税等と違い、毎月増え

ていくというような状況でございまして、いろいろ内部的な検討も含めて常任

委員会等への説明等も行ったなかで、一刻も早くそういった措置をするのが、

一番適当だろうというようなことで、今回補正というかたちでやらせていただ

いたということもございまして、規約というかそういう確固たるものといいま

しょうか、基準というものは住宅に関しては、存在しておりません。ただ、い

わゆるもう何年間にもわたる滞納者等が既に今私どもが重点的に滞納解消を図

ろうというような方については、２０件以上のそういった対象者がいるという

ことでございまして、こういった強制的な措置に至るまでというのは 終的な

段階というふうに私どもとらえておりまして、個別に自宅なり、役場にも呼び

出しをかけたというようなことで、いろんな、なんとか納めていただけないか

というような努力というか協議は進めていたということでございまして、確か

に基準等がないというなかで今回対象者２件より、多くの滞納額がある方も中

にはおります。ただ、そういう方には、やはり誠意をもって対応していただけ

るというようなことで、計画書などそういったものの提出ですとか、計画的に

約束を守っていただけるというようなことがこちらとしても認められればこう

いった措置まではしないという、そういう内部的なきめを持っておりまして、

今回どうしてもこの２件のものに関しては、誠意もみられないというようなこ

とで、こういった措置に踏み切ったという状況でございます。 
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議長 副町長。 

 

副町長 それでは後段の質問の部分でございます。先日の決算監査のときも監査委員か

ら質問を受けたわけですけども、いわゆる債権の種類をきっちり町は押さえて

いるのかというご質問でございました。債権の種類によってはいわゆる時効が

成立をして、もう請求のできないもの、また時効が成立しても、本人からの申

し出がなければ、時効が成立をしないという債権もあります。そういうような

種類の中で今後どうするのかということでご質問されたんですけれども、その

時にも申し上げましたけども、いわゆる債権をどう管理していくかという方針

を町として、持っていないというような状況になってますので、監査委員さん

にもお話をしたんですけども、まず、町としては、債権管理方針をきっちり確

定して債権管理方針に基づきまして、債権管理条例あるいはその担当者が使う

債権管理マニュアルをきちっと整備をして、今ある未収金の対応を進めていき

たいということでお話をさせていただきました。今、庁内の収納対策会議のな

かで債権管理方針の確定について協議をしているところでございます。これら

がある程度状況が見えてきましたら議会の担当常任委員会にもご説明をしなが

ら、その内容について整理をしていきたいというふうに思っておりますのでひ

とつよろしくお願いしたいというふうに思います。以上です。 

 

議長 １０番平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

１０番平村です。６０ページの環境衛生費の中のシカ捕獲業務委託料なんです

けれども、平取町では鹿柵を対策として２年間かけて、ずっと柵を何億円もか

けてやったんですけれども、またこのように追加で補正が出るようにシカがた

くさん増えているんだと思いますけれども、農地の損失はあまりないと農家の

人は言ってますけれども、なぜこのように、このシカがたくさん増えるのかそ

の辺は場所がどこでとってもこれ全部補助金をあげているのかどうか、農地の

ほうには入ってきてないって言うんですけれども、その辺の調査とか鹿柵をず

っと作った費用対効果とかそういうのは調べてみたんでしょうか。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 質問のほうにお答えしたいと思います。農業被害の部分の被害額がどのような

かたちになっているか、費用対効果の部分で検証はしているのかという質問か

と思いますので、お答えをしていきたいと思います。鹿柵を張る直接の要因と

しましては平成２２年度に農家の方々に聞き取りでございますけれども、どれ

くらいのエゾシカによる被害があるかというような調査を行いまして、その段

階では１億８７００万ほどの被害が出ているというようなことでございます。

あくまでも聞き取り調査による部分となっております。平成２３年度鹿柵を張
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るというようなかたちで話が進んでいったところでございますけれども、その

時点ではまだ張っておりませんでしたので１億８５００万ほどの被害がまだ出

ているということでございます。平成２４年度、本格的に鹿柵を張りだしたの

が平成２４年度の収穫後に張りはじめたということもございまして、平成２４

年度の被害額についても若干減ってきているようなかたちでございますけれど

も、１億６千万ほどの被害額がまた出ていたというような状況でございます。

平成２５年度、昨年でございますけれども、大体おおよその鹿柵を張って残っ

てる部分については国の所有している土地ですとか、道の土地、河川ですとか

そういう部分の土地を張ったというようなかたちでございますけれども、平成

２５年度の調査では一気に減りまして、７４５０万ほどの被害額になったとい

うことで、平成２２年度から比較しまして５６００万ほどの被害がなくなった

というようなかたちでの調査になってございます。ただしこれは聞き取りの調

査でございますので、牧草と飼料作物等の出荷の額等によって金額が変更にな

ったということではございません。中には自宅で、自分のところで使う牧草分

とかもありますし、そういうものを数量を金額で明確にした部分ではございま

せんけれども、聞き取り調査によりますとそれぐらいの金額が減ってきている

というようなことでございまして、かなり減ったということでございます。シ

カ自体は柵をすることによって数が減るわけではございませんので、その分が

農地に来ない分ほかの場所、山林等に行っているというようなことで、根本的

な対応策としては数を減らしていくことが必要になってくるかと思っておりま

す。実際にシカの捕獲の頭数についても、当初計算してた数よりもかなり増え

ているというような状況もありますし、その分が減ってくると被害のほうも

年々減ってくるんじゃないかということでございまして、鹿柵を張ること自体

がシカ全体の頭数の削減にはなっておりませんので、あわせたようなかたちの

対策ということで理解をしていただければというふうに思っております。以上

です。 

 

議長 町民課長。 

 

町民課長 シカの生息数についてでございますけれども、これは北海道の調査ですけれど

も、平成２２年度全道で約６５万頭の推定生息数ということでございましたけ

れども、平成２５年では５６万頭ということで、約９万頭減少している状況に

ございます。この分布なんですけれども、平取町にどれぐらいのシカがいると

いうのはちょっと把握できておりませんけれども、北海道東部西部に分けます

と、北海道東部で約２１万頭、西部で３５万頭の計５６万頭という、これは北

海道調査結果が出ております。先ほど産業課長も申し上げましたように、シカ

の絶対数を減らすということでいけばやっぱり有害捕獲が第一だと考えており

ます。今後とも沙流川猟友会支部の協力をいただいて、この被害防止に努めて

いきたいと考えています。今回北海道の広報誌、配られたと思うんですけども、
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この中でエゾシカ対策ということを重点的に特集されておりまして、道の取り

組みの意気込みが伝わってくると思うんですけれども、この中にエゾシカはす

ぐ増えるという記事がございまして、メスが出産できるのは２歳からで繁殖力

が高く、４年で２倍に増えると言われているところでございますけども、昨年

平取町で２８００頭あまりとっておりますけれども、狩猟期間も含めると約４

千頭近くとっているんですけれども、なかなか追いついていない状況になって

いるものかと考えております。以上です。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 一部発言を訂正させていただきたいと思います。先ほどの被害の現状というこ

とで、平成２２年度に被害が１億８７００万、平成２５年度の聞き取りで７４

００万ということで当初からの被害の減った分については１億１千万近くの金

額になっております。先ほど５６００万と申しましたけれども、１億１千万ぐ

らいの減額になっております。５６００万といいますのは鹿柵を整備して、被

害額をどれぐらいにしていくかという目標金額がございまして、当初の金額か

ら３０％被害を少なくするということで、鹿柵を張る時点では１億３千万ほど

の被害額にしていきたいということに対しまして、実際には１億３千万を５６

００万ほど下回るほどの被害額になってるということで、当初平成２２年度か

らの減額については、６０％位の被害が減っているというようなかたちで訂正

をさせていただきたいと思います。以上です。 

 

議長 ほかございませんか。なければ、この議案につきましては私のほうから質問を

したいというふうに考えておりますので議長席を安田副議長と交代をいたした

いと思います。 

 

副議長 引き続き、議案第７号平成２６年度平取町一般会計補正予算第６号について質

疑を行います。質疑ありませんか。鈴木議員。 

 

１２番 

鈴木議員 

質疑を行いたいと思います。５９ページ、２款総務費１項総務管理費、１目の

一般管理費について伺いたいと思います。また、あわせて６５ページの９款教

育費６項学校給食費１目学校給食費１３節委託料についてもあわせて伺うとこ

ろでございます。このことにつきましては、ただいま説明を受けたわけであり

ますけれども、平取小学校における給食調理員の方が１名がですね、４名いる

ということで伺っておりますけど、１名が体調を崩してこの９月いっぱいで退

職する、そういう事態を受けまして、その補充につきましては外部委託に回し

たいという内容の説明であります。行政改革に伴う業務委託という考え方につ

いてはですね、今年３月、予算議会においても、私自身が質疑をしたところで

ありまして、結果としてですね、町長のご答弁の中でも２６年度中に行政と議
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会との間で十分に協議をしていきたいという発言がございました。そういうこ

とであったにもかかわらずですね、その協議がいまだ行われていない、そうい

ったさなかでございます。そういったさなかでございますので、行革はもちろ

ん外部委託のことだけが全てではございませんけれども、これも含めた全てに

ついてですね、協議をお願いしたと、それについて町長もお答えになったとい

うふうに私はとらえている、その観点からいいますと、今回突然のというかた

ちではありますけれども、急な退職ということではありますけれども、それは

やはり協議を行っていないなかで、どうしてそんなに委託委託ということで進

めなければならないのか。そのことについて非常に疑問に思うところでありま

す。そのことがまず、質問の第１点であります。またですね、この補正予算認

められますと、１０月からこの平小の職場の中では４人の調理員ということで

ありますので、そのうちの３人がですね、嘱託職員、そして新たに入るであろ

う方につきましては外部からの委託の派遣職員という言い方になろうかという

ふうに思います。調理場の現場というのは私も見ていないということで、想像

する程度しかできないんですけれども、やはり子どもたちの食の安全というこ

とも含めてですね、４人が心を合わせて共同して作業されると、そういうこと

にならなければならないと思いますし、資格を持っているというふうに２人の

方が持っているというふうに言われております。その方のどちらかがですね、

私やっぱり、４人の現場ということになれば、必ず、そのリーダー的な方はい

らっしゃるというふうに思うわけでありますけども、その仕事をリードしてい

くと思われるのでありますけども、委託会社からの職員ということになります

とリーダー的存在の人だからといって、ある意味の指令的な発言をできるのか

と。私はやっぱり、その１人の方は、会社から指示をされた、会社が町と契約

をした内容、そして、会社から指示をされた以外の意味でその現場でですね、

ほかの方から指示を受けるということは、これはあってはならないことという

ふうに法的には決まっているというふうに私は理解しております。そういった

意味で、現場でのそういった法令遵守も含めてですけども、本当にきちんと保

障できる体制ということで考えておられるのかどうなのか、そのあたりについ

てですね、２点について伺いたいと思います。 

 

副議長 町長。 

 

町長 

 

 

 

 

 

 

それではお答え申し上げたいと思いますが、３月の議会で今年度民間委託につ

いての協議をするというようなことで、予算議会のなかで議論をしたところで

ございます。今年度については、結論から申し上げまして、行財政改革審議会

の総体的な協議がまだ整っていないことから、現段階で議会とも協議するに至

っていないのが状況でございます。特に議会とのこの協議につきましては、私

どもは民間委託全般にわたっての協議というふうに認識をしてございまして、

個別の部分については、これまでの大綱に基づく民間委託の方針に基づきなが
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副議長 

 

ら大所高所からご理解をいただきたいというふうに考えていたところでござい

ます。民間委託につきましては、町財政の限られた財源の中で、民間のノウハ

ウを活かしながら、 小の経費で 大の効果を上げるという私どもの行政とし

ての責任であり使命というふうに思ってございますし、 近の雇用情勢といた

しましては短期の、特に調理業務については、１日いっぱいということではな

く、８分の６というようなかたちのなかで短期雇用の人材についてはなかなか

確保できないという状況のなかで、この学校給食の人材については、例えば、

休暇を急遽取らなければならないケース、あるいは欠員が生じて、しかしなが

ら学校は運営されているというようなことから、一時的な補充などを考えたと

きに、やはり弾力的に対応できる民間委託がベターというふうに考えておりま

すし、また特に給食につきましては、食中毒のことなどさまざまな危機管理も

ございますので、民間のノウハウを持った委託が望ましいというふうに考えて

ございます。このことについては、第４次の行財政改革大綱、これは２４年か

ら２８年では民間委託等を推進するというようなことで記載をしてございます

が、これは第４次の行財政改革大綱ばかりでなく以前から、第３次の大綱から

も、そういった方針を打ち出しながら今日に至っておりまして、これまで教育

委員会のバスの委託、あるいは道路維持の管理の委託やびらとり温泉の関係、

あるいは病院の給食業務の民間委託等々ですね、これまで進めているというよ

うなことでございますので、前段申し上げたかたちのなかで大局的な協議をし

たいというのが、私どもの思いでございますので、ご理解を願いたいというふ

うに考えてございます。 

 

教育長。 

教育長 それでは２点目の件についてお答えをさせていただきたいと思います。今回の

退職調理員ということにつきましては平取小学校ということで、現在、平取小

学校には４名の調理員を配置をいたして、その中の１人が退職ということにな

りました。そのことをもちまして、教育委員会といたしましては速やかに人員

体制を整えなくてはならないということで、今回につきましては委託というこ

とで予算を計上しながら採用していきたいという考え方でございます。今、ご

質問の中にありましたけれども、平取小学校で４名おりまして、そのうち１名

が委託ということになれば、職場の体制といいますか、そのことが十分に図ら

れないのではないかということでのご質問になろうかなというふうに思ってお

ります。このことにつきましては、教育委員会として学校の調理業務にかかわ

っての、例えば複数いる場合においても、主任的な発令だとか責任者というよ

うなことでの発令ということは一切してございません。しかし、給食業務等に

かかわってはやはり経験だとかっていうことも必要になる部分がありますの

で、複数いるところについては、１人は経験豊富な方を配置するだとか、あと

は若い方を配置するだとかというようなことで人をやりくりをしながらそれぞ
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れこれまで行ってきているということになろうかと思います。それで１人がそ

の委託業務ということになると４人の共同体制が十分に図られないのではない

かということになろうかというふうに思いますけども、けしてそういうことで

はなくて私どもとしては偽装請負ということにならないように、私どもがその

委託業者から派遣されてきている職員に対して指示ということはでき得ません

けれども、そのことは私どもが会社のほうにしっかりと給食業務にかかわって

の分担といいますか業務内容ということはお伝えをしながらそれぞれ４人の役

割ということを明確にしながら体制をとっていくということにしてございます

ので、今鈴木議員が申される部分の懸念ということは払拭できるのかなという

ふうには考えているところでございます。 

 

副議長 鈴木議員。 

 

１２番 

鈴木議員 

町長の答弁の中でですね、２４年から２８年の行革大綱ということも含めてお

話ありました。それ以前からもあって、その民間委託についてはずっと説明も

しているという、進めてもきているし説明もしているという内容というふうに

判断しました。ただですね、２４年から２８年までの大綱ということについて

も、例えば今回行革の関係だと、行革で決まっているという関係で今年の３月

にも業務委託、小学校の業務委託の方、また、まあ全て派遣にまわしてはなら

んよと言ってるわけではないよという前提も言いましたけれども、給食業務で

定年後も働きたいという方がいたんです。その方もそういった意味ではその業

務委託いうことになった。それに関連していろいろ姿勢を伺ったわけですけれ

ども、いずれにしてもですねこの行革大綱、行政改革大綱がもう決まってるん

だという説明を再三されておりますけれども、議会に対して、少なくとも私が

議長に選ばれたこの約３年半の中で、当然新しくこの任期のなかでは松原議員

あるいは四戸議員も入ったわけでございますが、そのかたちのなかで、そうい

う行政改革大綱ということについて、改めてですね、説明があったというふう

には私全く存じ上げておりません。そういうことではですね、過去にも、例え

ば庁内でも、大課制をひくということのお話があったなかで、その後ですね、

必要に応じてやはりアイヌ施策推進課が新たに設置されるということもあった

わけですし、退職５名に対して１人の採用という方針を出した時期もあります。

しかしながらそれは今はやっぱり必要に応じて変わってきているというふうに

議会皆さんそういうふうに理解していると思います。そういうことでですね、

一度決まったから、それで全て押し通すんだよ、そういうことにはやっぱりな

らないんですよ。そのときそのときにいろんな問題点が出てきてないか、それ

をやはり検証しながら、 終的に議論しながら、いかに行政改革大綱というの

がそんなに鉄壁なものかどうか私わかりませんけれども、やはり、常に検証し

ていく、その検証に議会が参加するというのは当然のことだと私は思っており

ます。そういった意味でですね、少なくとも、先ほども言いましたけれども、
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今回提案されている点も含めたそういう行革全体についての議論をしましょう

ということで提案した。しかし、そのことがされていないままにですね、こう

いうかたちで出てくる、そのことについてはやはり私は何と言われても承服で

きないというようなことであります。それとですね、今教育長のほうからも、

お話しいただきましたけれども、偽装請負にはならないようにやると、やるん

だと言いましたけれども、はっきり言いましてね、学校給食の現場に毎度毎度

顔出して現場見ているわけでもないでしょう。やっぱり現場は現場として、い

ろんな状況にあわせて、迅速に対応してやっているはずなんですよ。４人がね。

そういうときに、まわりから法令遵守、コンプライアンス守ってるのかと言わ

れたら、ひっかかるような状況だって生まれざるを得ないんでないのかと。だ

からそういう状況を起こさない、働きやすい環境の職場にするためにはそうい

う方法が一番ベストかどうかということを議論すべきだということで私は３月

から言ってるわけですよ。今までもいろんなところでこの業務委託関係のこと

については発言してきたというふうに思っておりますけれども、そういう趣旨

なんです。ですからそういうふうな偽装請負という疑いを出ないようなかたち

にするといってもですね、それは私は、本当に絶対に起きないようにできると

いうふうに保証できるのかどうなのか。私はそのことは非常に疑問だと思って

るんです。思ってるからこそ、こういうかたちでなく、今までどおりの既定予

算があるなかで、たとえ退職されても残っているわけですから、規定予算は。

その中で直接雇用されるべきでないかということを申し上げている、そういう

ことでありますので、同じかたちでしか答弁いただけないかもしれませんけど、

答弁願います。 

 

副議長 町長。 

 

町長 行革審議会で決められたことを議会に対して説明をしていないのではないかと

いうようなことでございますけれども、これまで行革で決められた答申に基づ

きながら必要なことについては、各常任委員会のほうにご報告申し上げながら

今日に至っているというふうに考えておりますし、また大綱についてはやはり

時代の変遷とともに、これは変わるものというふうに考えておりますので、そ

れぞれ問題点がないかどうか、これは検証しながら柔軟に対応してきていると

ころでございますので、ご理解を願いたいと思います。 

 

副議長 教育長。 

 

教育長 改めてお答えをさせていただきたいというふうに思います。学校給食業務にか

かわります民間委託ということにおいて、今平取小学校で４人を配置をしなが

らそのうち１名が委託業者からの派遣ということにおいて、十分なる連携が保

てないのではないかということのご指摘になろうかなというふうに思います。
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そこのところが十分に連携を図れないということになりますと、児童生徒、今

回は小学校ですけれども、児童に対する安心安全な給食を提供するということ

はでき得ないということになろうかなというふうに思います。このことによっ

ては、何が何でもやはり安心安全な学校給食を提供するということにおいては、

当然、教育委員会、学校、そしてその調理員との連携というものが図られなき

ゃならないというふうに考えておりますので、この辺の要するに業務分担とい

うことを明確にしながらその体制の確立を図っていきたいということでござい

ます。この給食業務ということにおいて、一つとして献立だとかっていうよう

なことを委託業者がするということではこれはならないということになります

ので、これらはあくまでも教育委員会等が行いながら、教育委員会、学校にお

いて行うということで、業者のほうの職員がやる部分だとかっていうことは、

きっちりとはやはりしていかなきゃならないというふうに思っておりますの

で、そういうことにおいて現在、学校栄養教諭という職員が１名おりまして、

この職員が、町内各校７校を巡回をしながら、その調理員の体制だとかってい

うことを常に、毎日、これらについてはチェックをしてございます。そのこと

において、万が一、支障等がある場合においては仮にそれが委託にかかわって

の派遣の職員に何かが問題があるとかということになると、それらはきっちり

と本人に直接ということではなくて、業者を通じながらそこのところは改善等

に努めていくということでありますので、ここのところについては、教育委員

会としても十分配意をしながら、その体制の確立を図っていけるものだと、ま

たいかなきゃならないというふうに考えておりますので、お答えをさせていた

だきます。 

 

副議長 １２番鈴木議員。 

 

１２番 

鈴木議員 

今の教育長の答弁に関して指摘したいなというふうに思いますけれども、今回

委託の理由の一つとしてですね、一人がおやめになるということがあります。

ただ、それだけではありませんよね。働いている方に、たまたま何らかの事情

でその日欠員が生まれるというようなときにも委託業者に任せておくと、委託、

その業者のほうからやりくりしていただける、そういうことも含めてですね、

委託するんだという、そういうことですよね。そうなりますよね。今１人だけ

という前提でお話しされましたけど、２人になる場合もあるかもしれない、３

人になる場合もあるかもしれないんですよ。献立はさせない、できないとかっ

ていう話、私具体的なこと、現場のことよくわからないというなかでしゃべっ

ているのは申し訳ないんですけど、考えられることっていったらいろいろなケ

ース考えられますよね。今、教育長がそういうふうにはならないようにすると

言っても、休まれたりなんだりしたときは代替を用意せんきゃならん、そうで

なければほかの人に迷惑がかかるという、そのことについては以前からそうい

うふうなお話しされているわけですから。だから、いろんなこと想定しますと、
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本当にそれで今教育長がお話になったような、問題なく進んでいくんだよとい

うことになるのか。違うんでないのということをまず私は指摘しておきたいな

と思います。３問目なのであれなんですけど。それとですね一般論としてです

けど、委託にまわると、給与下がるんでないの、そういうのが一般論として私

自身も思ってます。それで今年の３月にね、予算の説明資料ということで一般

管理費へ一括計上した嘱託職員報酬及び賃金の比較表というものをいただきま

して、それに基づいて、正確かどうか、その自分の考え方が正確、あたりまえ

なことなのかどうなのかというあたりはちょっとわかりませんけど、聞いてい

ただきたいなと思うんです。学校給食についてはですね、２５年度と２６年度

の比較でてます。それで２５年度は１３名ということであったわけです。それ

で一人委託にまわりましたんで２６年は１２名というかたちのなかで、金額そ

のものはあれですけど、１人当たりで割り返してみますとね、２５年度では、

２４５万３千円、これは社会保障費年金とかいろんなやつも全部含めての１人

当たりということになってるからこういう金額だと思いますけれども、２４５

万３千円。じゃあ２６年度はどうなのか、１名減で１２名となったわけですけ

ど、１人当たりでその総体を割ってみますとね、２０５万８千円。やっぱり、

２６年度は２５年度に対して処遇改善していただきましたので上がってるんで

すよ。それでですね、今後この委託の方の分なんですけど、これ半年分だよと

いうことで、減額されております。その減額足してみますとね、１年分という

ことで２倍してみますと約２３１万２千円なんですよ。そうしますと、今年の

平均のあれから、まあ経験年数で若干違うとかいろんなことあるのかもしれま

せんけど、おおかた１９万ほど、嘱託で働いている人１人当たりの平均と今回

委託に出すよという人の委託費というのは、１年間に１９万くらい違うよとい

うふうになるんですね。そこからですよ、会社、当然会社の経費、いろいろお

取りになるでしょうし、さまざま、結局どういうかたちでですね、賃金が支払

われるのか我々には正直言って内容的なことは一切わかりません。そういうこ

とで、先ほど町長も言われたと思いますけれども、１日６時間しかないよと、

ということでなかなか人が集まらんと。結局、やっぱりほかの口からみるとや

っぱり、稼ぎが少ないということもあるんだと思うんです。それをさらに委託

に出して、さらに下げて、私前に直接、もう何年になりますか、７、８年ぐら

い前かなと思うんですけれども、働いている人に、ところで１月いくらぐらい

の手取りなんですかということ伺ったら、１１万ぐらいだよって、たいしたこ

とないんだよって。働く時間も少ないし、これもですよ、実際どうなのかわか

りませんけれども、これをさらに委託にだすともっと下がるかもしれないとい

う前提で考えたときに、町長その人たちに申し訳ないという、そういう思いっ

ていうのはありませんか。私は、少なくともこういう時間も少ないからどうし

ても安くなるよ。だけども嘱託であれば、今回のように長いこと勤めてやめよ

うと思ったときには若干でも退職金も出るじゃないかと。やっぱり少し希望を

もって仕事できるんじゃないですか。そういうものを残したっていいんじゃな
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いですか。私はそのことを訴えたくて今言いましたけれども、本当にすごく安

い賃金がこれ以上下がるようなかたちに雇用の調整弁みたいな考え方された

ら、本当に働く人たまったもんじゃないと思うんですよ。そのことについて伺

いたいと思います。 

 

副議長 

 

町長 

町長。 

 

民間委託をしてさらに実入りが少なくなるというお話でございますけれども、

これについてはですね、基本的に私自身もやっぱり町民が働いているわけであ

りますから、生活の安定ということをやはり考えながら委託とはいえ、これま

でも処遇改善をしながら取り組んでおりまして、それは財政状況にあわせなが

ら、また嘱託職員の直営であってもやはり、ある程度安定させなきゃならない

ということで、私としては、これまで改善をしてきたというふうに考えており

ますので、本当に、申しわけないというふうに考えないのかということであり

ますが、そういった意味ではですね、これまでも取り組んでおりますし、今後

ともやはり財政状況をみながら、そういったことについては委託であったとし

ても、ある程度きちっと実入りがあるようなかたちのことはこれからも考えて

いきたいというふうに思ってございますので、よろしくご理解のほどお願いし

たいと思います。 

 

副議長 １２番鈴木議員。 

 

１２番 

鈴木議員 

次が３回目ということでございますので質疑は終了したいと思いますが、ただ

いまの件について補正予算を一部修正した内容での修正案を提出したいと思い

ます。 

 

副議長 

 

 

 

 

 

 

 

副議長 

 

１２番鈴木議員から修正動議提出の申し出がありましたが、ほかに質疑はあり

ませんか。 

（質疑なしの声） 

以上で質疑を終了します。休憩いたします。 

 

   （休 憩 午後 ４時４２分） 

   （再 開 午後 ４時４５分） 

 

再開いたします。議案第７号について、鈴木議員ほか１名からお手元に配りま

したとおり、修正動議が提出されました。この動議は、地方自治法第１１５条

の２の規定により議員定数１２分の１以上の発議者でありますので、成立いた

します。したがって、これを本案とあわせて議題とし、提出者の説明を求めま

す。１２番鈴木議員。 
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１２番 

鈴木議員 

議案第７号平成２６年度平取町一般会計補正予算第６号の修正動議について発

議者を代表いたしまして、提案理由の説明を申し上げたいと思います。本議会

に提出されました平成２６年度平取町一般会計補正予算第６号において、平取

小学校における給食調理員１名が年度途中の９月いっぱいをもって退職するこ

とになり、その対応を行政改革に基づいて、外部への業務委託とする件につき

まして、提案されている関係部分の補正を行わない内容で修正案を提出したと

ころであります。したがいまして、給食調理員の補充につきましては、当初予

算の中で町の直接雇用で行うことを求めるものであります。平成２６年におい

て、定数外職員の処遇については、全体として大変改善が図られたところであ

ります。さらに、水資源対策費における、アイヌ文化環境保全調査員１２名に

ついても、嘱託とされるなど、対応が実は本当に大きくですね、前進させてい

ただいている、そのことについては、大変、私もすばらしいことだというふう

に思っているところでございます。しかしながらそういったかたちのなかにあ

ってですね小中学校の業務補助員、あるいは給食調理員については、定年退職

後は外部委託に回すという考えから、３月議会においても行革そのものについ

て、２６年度中に理事者との協議を求めたところでありますけれども、協議が

行われないままに、今回、提出された議案につきましては、到底認めることが

できないということから、修正案を提出したところでございます。修正案につ

きましては、議案第７号の歳入歳出の総額にそれぞれ４２３１万９千円を追加

し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出それぞれ５８億５４１２万９千円に改める

ものであります。修正箇所は第１表のとおり、歳入では繰越金及び諸収入、歳

出においては総務費と教育費で朱書き訂正の通りであります。事項別明細の２

歳入については、前年度繰越金及び雇用保険被保険者負担金、３歳出について

は２款における共済費と嘱託賃金、９款では給食調理員業務委託料について、

いずれも朱書き訂正のとおり、修正案を提示するものであります。以上提案い

たします。 

 

副議長 お諮りいたします。本日の会議時間を延長したいと思い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、本日の会議時間を延長することに決定しました。

この修正案について、質疑ありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。質疑を終了します。次に討論を行います。原案賛成者の

発言を許します。ありませんか。次に原案及び修正案反対者の発言を許します。

９番藤澤議員。 

 

９番 ９番藤澤です。私は、この、先ほど議員席で述べられた、鈴木議員のいわゆる
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藤澤議員 所得が下がる部分ともろもろについては５年前、１０年前若きし頃にも同じ意

思をもって語り合ったどうしでもあります。まずそれを 初に申し上げておき

ます。さて、この修正案なるもの、反対なるものを告げられたのは今朝です。

うっすらにじませたのが昨夜でございます。今は落ちぶれた一兵卒ですから、

誰からも連絡なく寂しく今日を迎えたわけであります。恨み浪花節を語っても

それはこんな重大な議場でですね似合わないかもしれませんが、行政の長たる

理事者、町長がですよ、教育長がですよ、世間の皆様に堂々とこの提案をさせ

ていただきたい、こういうことで行政を執り行っていきたい、我々に申し出ま

した。それを否定するものには、修正も含めて、私は不信任をたたき付ける意

味合いを持つのかなと非常な危機感も持って今内心震えております。そんなに

委託が悪いのかということになります。以前は熱く悪者にして語り合いました。

今もそう思っております。しかしながら私もいろんな方とそこに働いてる方と

いろんなお話をこちらからしてます、させてもらっています。多くの方々が、

いや健康でいれば年とっても健康でいれば頑張っていれば、安くても働けるん

だという言葉を聞いて私は、この１０年前との考え方が少しやわらいでたわけ

であります。この提案が重大なのかあるいは、それ以外のものなのかは私には

判断つきませんが、町を揺るがす大問題であればそれは真剣に提案された、確

か９日でしょうか、提案されてすぐ動き出してそれこそ寝る間も惜しまず議論

をしてですよ、議会はどうあるべきか、行政はどうあるべきかこの問題につい

てどう対処すべきか、語り合うのが本来であると思いますが、残念ながら私は

そんな熱血漢でもございませんが。提案を修正案ですよといえども否定ですか

ら。これは大変この提案された中身と同等ぐらいの重い、もっと重いかもしれ

ませんが私はある意味の危機感を感じて今お話しをさせてもらっているつもり

です。長い時間もなんですから、先ほどから代替調理員をすぐ確保できるかの

かと言ったって、現状のままでも確保は難しいであろうし、委託しても難しい

場面もあるであろうし、回してもらえることもあろうし、一長一短あると思い

ます。しかるに、私はこの修正案を出させた側にも、責任の一端はあると。私

たちをはてなと抱かせた責任の一端は考えてくださいと。そしてこれからの行

政についてですね、今日の痛みをですね、痛みとするならば、今日の痛みを十

分反映させてもらってですね、これからの行革審議なるもの、それからもちろ

ん議会にも、その都度、いわゆる連携して車の両輪のごとくという言葉があり

ますが、今日を契機にその反省を踏まえてですね、我々もですよ、反省も踏ま

えて、これからの行政を担っていただきたい。それから、先ほど浪花節で泣き

言を語って大変失礼をいたしましたが、私自身もいじけないでもっといわゆる

同僚議員にこうでないのかああでないのかと先に相談を持ちかけていれば、よ

かったのに、昨日だった今日だったという泣き言を言う私にもやっぱり責任は

あると思う。そういう意味で、長々と確信を突いたのか突かないのかわからな

いままに反対討論を申し上げました。ご清聴ありがとうございました。 
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副議長 修正案賛成者の発言を許します。１番櫻井議員。 

 

１番 

櫻井議員 

１番櫻井です。私は再三議長が申しているとおり、３月の予算審査特別委員会

において、町長が答弁したにもかかわらず、今日のこの日まで協議をもってい

ないということであります。私は鈴木議員の発言、先ほど町長、理事者に対し

てるる説明していた事案に対しては、すべてが同意しているわけでは当然あり

ませんが、今回のこの補正予算の計上では先ほども言いましたが一度も協議が

なされていないということのみ１点のみの理由で修正案を賛成する立場とした

いと思っております。以上です。 

 

副議長 ほかに討論はありませんか。次に原案及び修正案について反対者の発言を許し

ます。ほかに討論はありませんか。これで討論を終わります。討論なしと認め

ます。これから議案第７号平成２６年度平取町一般会計補正予算第６号につい

て採決を行います。６番千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

６番千葉です。ここで休憩を提案する動議を求めたいと思いますけども。諮っ

てください。 

 

副議長 今６番千葉議員からの休憩動議がありましたけども、いかがいたしましょうか。

賛成の方の挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

引き続き審議を行います。採決の結果、少数ですので、動議は却下します。休

憩いたします。 

 

   （休 憩 午後 ５時 ２分） 

   （再 開 午後 ５時 ９分） 

 

再開いたします。これから議案第７号平成２６年度平取町一般会計補正予算第

６号の採決を行います。まず本案に対する１２番鈴木議員ほか１名から提出さ

れた修正案について採決します。本修正案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、修正案は可決されました。次に、ただいま修正議決し

た部分を除く原案について採決します。 

お諮りします。修正議決をした部分を除く部分については、原案のとおり決定

することに異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って修正議決した部分を除く部分は、原案のとおり可

決いたしました。議長を鈴木議長と交代いたします。 
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    （休 憩 午後 ５時１０分） 

    （再 開 午後 ５時１０分） 

 

議長 再開します。 

お諮りします。本日の会議はこれで延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、本日はこれで延会することに決定いたしました。

本日はこれで延会いたします。ご苦労様でございました。 

 

  

（延 会 午後 ５時１０分）
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 平成２６年第８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、６番千葉議員と７番松原議員を指名します。 

日程第２、議案第８号平成２６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 

６６ページをお開き願いたいと思います。議案第８号平成２６年度平取町介護

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、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３６万５千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億３２１６万５千円とする。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 歳入歳出補正」による。歳出からご説明いたします。

７０ページをお開き願います。６款１項２目２３節償還金利子及び割引料です

が、平成２５年度介護保険の地域支援事業費の補助金が既に概算交付をされて

おり、このたび精算確定に伴い介護予防包括支援事業の国庫補助金７２万円、

支払基金交付金２１万７千円及び道負担金４２万８千円の合計１３６万５千円

の返還が必要となり、補正するものであります。次、歳入について説明いたし

ます。６９ページをお願いいたします。８款１項１目１節繰越金、歳出の１３

６万５千円を補正しようとするもので、償還金の財源を前年度繰越金に求める

ものであります。以上で説明を終わりますので、ご審議いただきますようお願

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２、議案第８号平成２６年度平取町介護保険特

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３、認定第１号平成２５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４、認定第２号平成２５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。 
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議長 

 

 

 

お諮りします。平成２５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２５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、正副議長を含む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

に付託して審査したいと思います。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、

直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、２番丹野議員、７番

松原議員、８番山田議員、９番藤澤議員、１０番平村議員、そして正副議長を

加えた７名を決算審査特別委員に指名します。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に、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。正副議長

室におきまして決算審査特別委員会の開催を求めます。９時４５分に議会を再

開したいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

   （休 憩 午前 ９時３５分） 

   （再 開 午前 ９時４５分） 

 

再開します。休憩中に開催されました特別委員会において、委員長及び副委員

長の互選が行われ、その結果について報告いたします。決算審査特別委員会委

員長には８番山田議員。副委員長には７番松原議員。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たいと思います。 

日程第５、報告第１号平成２５年度財政健全化判断比率及び資金不足比率につ

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号平成２５年度財政健全化判断比率及び資金不足比率について、地方

公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、報告をさせていただくもので
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ございます。次のページをご覧ください。まず、健全化判断比率でございます

けれども、ご覧のとおり平成２５年度の決算におきましては、実質公債費比率

のみが記入されてございます。恐縮ですが、別にお配りしております資料に基

づきまして、各指標につきまして説明をさせていただければと考えてございま

す。資料をご覧ください。平取町の健全化判断比率平成２５年度という資料で

ございます。 初に健全化比率とはということで若干ご説明をさせていただき

ます。これは法の規定に基づきまして公表いたします自治体財政の健全化を示

す指標でございまして、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、

将来負担比率の四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

は悪いとされまして、四つの健全化判断比率が悪化し、早期健全化基準になれ

ば、自主的な改善努力が義務付けられる、いわゆるイエローカード状態となり

ます。さらに悪化が進みまして、財政再建基準を超えれば、国等の関与で財政

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りま

す。それでは指標ごとに説明をさせていただきます。右側上の実質赤字比率で

ございますが、これは形式的に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までに繰り延べるなど、

実質的には赤字の状態を実質赤字といいます。一般会計における実質赤字が財

政規模に対してどれぐらいの割合になってるかを示す指標でございまして、平

取町の場合、この黄色の枠でございますけども、実質赤字比率は、２５年にお

いて赤字が発生しておらず、０％となってございます。その下、連結実質赤字

比率でございます。これは一般会計のほか、国民健康保険会計、簡易水道会計

などの特別会計などの収支を合算した結果、実質赤字が生じている状況が連結

実質赤字です。財政規模に対するこの赤字の割合が、連結実質赤字比率となっ

てございます。平取町の場合、２５年度におきまして赤字の会計がないという

ことから、比率は０％となってございます。実質赤字比率、連結実質赤字比率

とも健全な状況にあるというふうに言えると思います。次に裏面をご覧くださ

い。実質公債費比率でございます。実質公債費とは一般会計における起債だけ

でなく、簡易水道会計などの特別会計が起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ございます。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、実質公債比率でご

ざいまして、過去３か年の平均によりまして、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、単独事業にか

かる地方債が制限される、またレッドカード状態である３５％以上になれば、

さらに、一般公共事業債についても制限がかかるというような状況になります。

２５年度の平取町の実質公債比率は、この枠の算出によりまして、７．８％と

なってございます。過去３年間２３、２４、２５の３か年平均は８．６％とな

っておりまして、昨年度２４年度数値が９．７％でございますから、１．１ポ

イント減少し健全段階にあるといえます。 後に、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ございます。また一方で、
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将来に備えての基金、将来負担に対する財源として見込める歳入もございます。

また、町債の償還に関しては、普通交付税基準財政需用額に算入されるものも

ございまして、将来の負担から、それに対する財源見込みを差し引いたものが、

財政規模に対してどのぐらいの割合になっているかというのが将来負担比率と

いうことになります。これが３５０％を超えるとイエローカード状態というこ

とになりまして、健全化計画の策定を義務付けられるということになってござ

います。平取町の将来負担比率は、２４年度に引き続き０％と、実質計算上で

はマイナス１４．２％ということで、昨年マイナス１２．２ですから、若干さ

らに改善しているというような状況でございます。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、それから、基金の規模が若干ではあ

りますけれども増加しているというようなことがあげられると思います。経営

健全化判断比率の説明は以上です。８７ページにお戻りいただきたいと思いま

す。資金不足比率についてご説明申し上げます。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ございます。これが２０％以上となった

場合は、経営健全化計画を定めなければならないとされてございます。平取町

が公開しなければならない会計は、公営企業法の適用となります国保病院特別

会計、非適用の簡易水道会計となってございます。２５年度、両会計とも不足

が生じていないということから、双方の会計とも比率が生じない状況となって

ございます。以上、説明させていただき、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、質疑を行います。質疑はございませんか。９番藤澤

議員。 

 

９番 

藤澤議員 

９番藤澤です。この発表といいますか、説明があるたびに若干のことをいつも

伺っているわけでありますが、この連結決算を求められたのがたしか平成１９

年だったかと思われるのですが、その当時、日高管内でも単純に言いますと大

きな比率がこの平均値をもってしても、平取は例えば収支比率２０のところが

１９であったり、あるいは１５のところが１４．５だったりと、どこの道内町

村に照らし合わせても、かなり優良な部分であると。今回も同じ推移をたどっ

ているのかなと伺っております。そして、この将来負担比率、これについては

いまだに各町は日高管内でも平均すると３０から６０の間をいってる。平成１

９年には１５０から２５０いってる。それで昨年度は確かマイナス９％ぐらい

であったが、昨年ですか、２５年度についてはさらに５ポイントアップしてい

る。単純にで結構でございますが各町がまさに、町長が言われるところの乾い

たタオルを絞ってでも、頑張って捻出して頑張ってやってるんだという各町の

努力のあらわれも顕著でありますが特に平取町においては、将来負担比率が断

トツ。原発を抱えるとか石油備蓄を抱えている町村と並ぶかそれ以上の優位な

数字を持っているのであります。単純に申しまして、多分努力の結果なんです
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という言葉が妥当だと思われるのですが、どの部分が功を奏して他町より将来

負担比率が断トツに低いのか、単純明快にご説明をお願いいたします。 

 

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。この、国が義務付けている４指標の中でございまして、

赤字を出すというのは会計上のやりくりからそういう状況にならないように気

を入れてそういった運営をするということになろうと思いますけども、それと

将来負担比率につきましては、今後の当町の負担ということになりまして、各

管内７町村と比べましても、比率は非常に良いというような状況でございまし

て、ご質問にありましたその要因は何かということでございますけれども、や

はり平成１６年７、８年ごろの大幅な交付税の落ち込み等も経験しまして、や

はりその辺で、歳出も引き締めをかかったということもございますし、それか

ら起債を、事業を行う上での起債を選択する上でもそれ以降ほとんどが交付税

算入のある、いわゆる良質起債というものを選択して充当してきたというよう

なこともございます。それから顕著に交付税が落ち込みを示さないでこれは、

予想に反したという、良い結果になりましたけれども、徐々に徐々に、いわゆ

るある程度の規模を確保して交付されたというようなこともございまして、そ

れに伴う基金も若干ですけれども、増えたということもございまして、それら

の要素を集めて計算するのが将来負担比率ということになりますので、交付税

が堅調に進んでいるということと、基金が若干でも伸びたということと、それ

から良質な起債を選択して、起債して充当したと、この三つが大きな要因かな

というふうに考えてございます。 

 

議長 藤澤議員。 

 

９番 

藤澤議員 

９番藤澤です。ただいまの説明のとおり、交付税の特にこの１、２年の減額に

みられるようにですね、安閑とはしていられない状況だとは思いますが、町長

に伺います。私の気持ちといいますか体感といいますかね、感じた部分で、ふ

れあいセンターの償還が終わってから急に身軽になってきたのかなっていう数

字、電卓に置きかえての計算、私は得意ではありませんが体感的にそういうふ

うに、数字上、上る階段を堅調に歩いてきたのかなというふうなとらえ方で今

日を迎えているという感じを持っております。とすると、今後控えている病院

建設についても、ふれあいセンターを超える大きな出費となり、また、例えば

テレビで見る首都高速道が５０年６０年経ってやがては全道路が架け替えにな

るのかなと、補修では済まさんのかなあと。地方に置きかえますとやっぱり生

活インフラの大きな水道についてもですね、そういう意味の生活インフラにつ

いての大きな出費が次から次、毎年かぶってくる。そして、多分、私の計算上、

この２年ではおそらく１億５千万を超えるような減額があったのではないかな
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とそういうふうに推測をいたしますが、今後、あと２年後にはまた他町村と同

じぐらいの規模の交付税措置がなされるというふうに私自身考えております。

そういう、言うなれば、中期的といいますか、長期的な内容を申し上げました

が、それにしてもこの１０年大丈夫だ、堅調にやっていくという町長の心構え

を一端お伺いいたします。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは私のほうからお答えを申し上げます。まちづくり課長のほうからお話

がございましたように、これまで平成１３年１４年からはじまった、三位一体

の改革によりまして、交付税も約１０億程度削減をされたこと、またそれに伴

って財政運営できなければ平成の大合併ということで、合併が推進されたとい

うこと、それからもう一つは１５年の災害、また１８年の災害、このような三

重にいろんな苦労がございましたけれども、このとき私思いましたのは、やは

りこれはピンチにチャンスだなと。こういうピンチなときこそやはり、町民に

状況を知っていただきながら、本当に乾いたタオルをさらに絞り込むようなか

たちで今日に至っておりまして、そういう教訓のもとに、先ほど申しましたよ

うに交付税も景気によっては大幅に削減する可能性がございますので、少しで

も、基金を積み増しをするような、そういった健全化に努力をしてきたところ

でございます。今後の取り組みとしても、やはりこれから人口減少だとか、大

きな課題が山積をしているなかで、やはり立ち止まっては、これは発展をして

いかないわけでございます。そういったなかで、今後いろんな老朽化した施設

等もございます。そういったものについては、やはり、良質な起債を中心にし

ながら、あるいは補助金をいただきながらですね、健全化をしながら、将来の

子どもたちに負担を強いないような努力をしながら、今後ともこれまでの教訓

を生かしながら、健全化のなかで、しかも大胆に積極的にやはり町を元気にす

る取り組みをしてまいりたいというふうに考えてございますので、ご理解とご

協力のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

 

議長 ほか、６番千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

私の場合、確認の質疑になろうかなと思いますけど、別枠でもらったプリント

なんですけども、平取町の実質公債費比率、ブルーのかっこ書き９．７％とい

う表示がございますけども、これは３か年の平均でいくんであれば公示されて

る８．６％の間違いかな、単純にミスプリントかなっていうふうに感じますけ

ど、９．７のブルーの一番上の部分ですね、ここがちょっと理解できないです

ね。多分単純なミスプリントかなというふうに一つ思っています。それと一番

同じページの下の平成２３年度１０．２％、２４年度７．９で％はずした意図

が何かあるわけでもないですよね。これも単なるミスプリかなっていう感じは
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してますけども。それとできれば実質公債比率７．８、小数点第２位の数字も

おしえていただきたいと思います。以上です。 

 

議長 

 

ま ち づ く

り課長 

まちづくり課長。 

 

はい、大変申し訳ございません。資料の訂正でございまして、実質公債比率は

８．６％でございます。％が付いてないのはこれも、単純に付け忘れというこ

とでご理解願いたいと思います。小数第２位につきましては７．８８というと

ころでございまして、これは切捨てというようなことの表示で記入せよという

ようなことになっておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

議長 ほかございませんか。なければ質疑を終了します。以上で日程第５、報告第１

号平成２５年度財政健全化判断比率及び資金不足比率についてを終わります。

日程第６、報告第２号、 

日程第７、報告第３号、 

日程第８、報告第４号、 

日程第９、報告第５号、 

日程第１０、報告第６号の請願及び陳情審査の結果報告について、以上５件を

一括して議題といたします。常任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６、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６、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７、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７、報告３号については報告どおり採択と決定

しました。 

日程第８、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８、報告第４号については報告どおり採択と決

定しました。 
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日程第９、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９、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１０、報告第６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１０、報告第６号については報告どおり採択と

決定しました。 

日程第１１、請願第１１号２０１５年度予算（介護・子ども）の充実・強化を

求める請願について、 

日程第１２、陳情第２号再任用教員が培った力を生かし、少人数学級の実現・

教育条件整備に向け必要な交付税措置を国に求める陳情について、 

日程第１３、陳情第３号「高校・大学教育の無償化」の前進を求める陳情につ

いて、 

日程第１４、陳情第４号「新たな高校教育に関する指針」の見直しを求める陳

情について、 

日程第１５、陳情第５号「ゆきとどいた教育」の前進を求める陳情について、

以上５件を一括して議題とします。この５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 

８番山田です。提出されました請願１件、陳情４件について９月９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１１号２

０１５年度予算（介護・子ども）の充実・強化を求める請願については産業厚

生常任委員会への付託、次に、陳情第２号再任用教員が培った力を生かし、少

人数学級の実現・教育条件整備に向け必要な交付税措置を国に求める陳情につ

いて、陳情第３号「高校・大学教育の無償化」の前進を求める陳情について、

陳情第４号「新たな高校教育に関する指針」の見直しを求める陳情について、

陳情第５号「ゆきとどいた教育」の前進を求める陳情について、この４点につ

いては総務文教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、

請願第１１号については産業厚生常任委員会に、陳情第２号、陳情第３号、陳

情第４号、陳情第５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。 
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（異議なしの声） 

従って、請願第１１号につきましては産業厚生常任委員会に、陳情第２号、陳

情第３号、陳情第４号、陳情第５号については総務文教常任委員会に付託し審

査することに決定しました。 

日程第１６、意見書案第１０号「手話言語法（仮称）」の制定を求める意見書案

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番山田議

員。 

 

８番 

山田議員 

それでは、文書を朗読させていただき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、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１６、意見書案第１０

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１０号については原案のとお

り可決しました。 

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） 

質疑なしと認めます。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。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。１０時３０分ごろ

再開します。 

 

   （休 憩 午前１０時１５分） 

   （再 開 午前１０時３０分） 

 

議長 再開します。 

お諮りします。意見書案第１１号義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２

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２０１５年度国家予算編成における教育予算確保・拡充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。 
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（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、意見書案第１１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１１号について、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 

１番櫻井です。それでは意見書案の本文を読み上げまし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。 

（討論なしのこえ） 

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１１号について原案のとお

り可決しました。 

お諮りします。意見書案第１２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、意見書案第１２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１２号について提出議員から説明を求めます。１番

櫻井議員。 

 

１番 

櫻井議員 

１番櫻井です。それでは、意見書案の本文を読み上げまして、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。 
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（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１２号について原案のとお

り可決しました。 

お諮りします。意見書案第１３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１３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１３号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 

１番櫻井です。これもまた意見書案の本文を読み上げまして、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。したがって追加日程第３、意見書案第１３号について原案のと

おり可決しました。 

お諮りします。意見書案第１４号平成２６年度北海道 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４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、意見書案第１４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１４号について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番千葉です。本文を読み上げまして、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１４号について原案のとお

り可決しました。 

お諮りします。意見書案第１５号ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡

充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５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、意見書案第１５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、意見書案第１５号について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番千葉です。同じく、意見書案を読み上げまして、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５、意見書案第１５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６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６とし

て議題とすることに決定しました。 

追加日程第６、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
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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

を実施進することにご異議ございませんか。 

（意義なしの声） 

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８件で原案可決６件、

修正案可決１件、同意１件。認定２件で、特別委員会付託２件。報告６件で採

択５件、報告１件。意見書案６件で原案可決６件、請願１件で委員会付託１件、

陳情４件で委員会付託４件、承認２件で決定２件。本定例会の会議に付された

事件はすべて終了しました。会議を閉じます。平成２６年第８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 午前１０時５８分）
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 平成２６年第１０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２６年第１０回平取町議会定

例会を開会します。直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、１０番平村議員と１１番安田議員を指名します。 

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１８

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、１２

月１８日に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２５日から明日１２月２６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１２月２６日までの２日間と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、会期は本日から明日１２月２６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２６年１１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。一つ目、平取町教育行政に関する報告につい

て。教育長。 

 

教育長  それでは本年９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申し上

げたいと存じますが、報告前に配布しております行政報告レジメにおいて訂正

箇所がございますので、よろしくお願いをいたします。報告件名の３点目、平

成２６年度新入学児童に係るとありますのを、大変申し訳ございません、２７

年度に訂正をお願いをいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。そ

れではご報告申し上げます。１点目、平成２６年度全国学力・学習状況調査結

果についてであります。本年４月２２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の結果が１１月２５日に北海道教育委員
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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。また先週発行となりました町広報誌において、平取町全体の平均点を国、

北海道及び日高管内と比較したものを登載させていただいたところであります

が、改めてご説明、ご報告を申し上げたいと存じます。本年度における全国学

力・学習状況調査にありましては、文部科学省が全国の小中学校を対象に、悉

皆方式のもとに国語、算数、数学の２教科について調査が行われたものとなっ

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

表され、その結果といたしましては、ご承知のとおり、北海道全体の国語Ａ、

Ｂ、算数、数学Ａ、Ｂの全４科目平均正答率は、中学生が全道に比較し２．８

ポイント高い６３．７％で、全国順位は３３位となりました。小学生におきま

しても、前年度に比較し、５ポイント高い６３．９％、順位でいきますと４４

位でありました。順位にありましては前年度が中学校は３８位、小学校が４５

位でありましたので、それぞれ上げてはおりますが、依然として下位に位置し

ているものとなっています。北海道教育委員会が目標としておりました平成２

６年度において全国平均点以上とすることについては、残念ながら達成するに

は至らなかったところでありますが、全国平均点との格差は縮小し、わずかで

はありますが、改善傾向がうかがえるものとなっています。また前段申し上げ

ました先月２５日に北海道教育委員会が公表いたしました道内の管内別の結果

において、日高管内全体の平均点といたしましては、小中学校ともに前年度に

引き続き、全ての教科において全道平均を下回ったもの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、全国の平均正答率と比較し、全ての教科においてほぼ同様、そし

てほぼ同様における上位に位置する結果となりました。また全道との比較にあ

りましては、ほぼ同様、ほぼ同様より上位、さらにはやや高い結果となってい

ます。中学校にありましては、全国との比較において、小学校同様、ほぼ同様、

そしてほぼ同様における上位に位置する結果となり、全道との比較におきまし

ても、各教科において、ほぼ同様またはほぼ同様より上位に位置する結果とな

りました。日高管内全体との比較にありましては、小学校及び中学校とも、各

教科において高い、相当高いという結果になったところであります。ただいま

までご説明申し上げましたとおり、本年度の学力・学習状況調査については、

結果として良好なものとなっておりますが、このことは、各学校における授業

改善及び学習規律の徹底、また、家庭学習の定着が図られていることに加え、

近年において町が町議会のご理解をいただくなかで取り組んでまいりました、

町単独教員の採用等における指導体制等の充実による効果が表れ、着実に功を

奏してきているものと考えているところであります。しかしいわゆるＢ問題に

おいて条件を設定された記述分野では、国語、算数、数学ともに正答率が若干

低い状況にあることから、課題等を明確にするなかで学校改善プランの見直し

とともに、より一層の授業改善、家庭学習の充実並びに学校等における補充学
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習の実施と生活習慣の確立に努めていかなければならないものと考えていると

ころでありますので、教育委員会といたしましては、今後とも引き続き、学校、

家庭、地域と連携した取り組みの充実推進を図って参る所存であります。次に

２点目の体罰に係る教職員の懲戒処分についてであります。本年３月の定例議

会において、平成２５年度中における体罰の実態把握調査の結果概要等という

ことにおきまして、該当事案が１件あることのご説明を申し上げ、詳細内容等

については改めて報告させていただくということにいたしておりましたが、３

月以降該当事案に対する再調査が、道教委において行われるなか、２６年度に

入りましても、道内全体において体罰事案が多く生じたこともあり、道教委に

おける協議時間を要したところでありますが、１１月５日付けをもって本件に

かかわる教職員について、懲戒処分の辞令交付がなされたところであります。

懲戒処分内容といたしましては、１１月６日より、１月６日までの２か月間、

減給とするものであります。本件にありましては、町内の小学校の教員が、授

業中等において複数児童の態度等が悪いことに対し、口頭での指導を繰り返し

たものの、正す姿勢がなかったことから、感情的となり、こぶしをもって叩く

という行為に至ったものでありました。教育委員会におきましては、機会ある

ごとに体罰を含めての服務上の規律保持について、校内研修等をはじめとして、

教職員の理解を図ると同時に、体罰の防止に向け、徹底を図るよう指導に努め

てきたところでありますが、結果として、大きなけがには至らなかったものの、

このような事故が生じたことはまことに遺憾であり、関係児童、保護者並びに

町議会そして町民皆様に対し改めて深くおわび申し上げる次第であります。繰

り返しになりますが、教育委員会といたしましては、体罰の再発防止に向け、

いかなる場合においても体罰は許されないとする共通認識を教職員間ではかる

ことの徹底に努めていく考えであります。続いて３点目の平成２７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、ご説明申し上げます。本年１０

月７日となりますが、平成２７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３８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２名、平取小学校

２４名、二風谷小学校２名、貫気別小学校３名、振内小学校７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

ング検査をあわせて実施いたしました。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、また今月３日に開催いたしました平取

町教育支援委員会の協議結果等を踏まえ、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。以上、本年９月定例議会以

降における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。 
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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。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番藤澤でございます。のどの調子がちょっと悪いもんですから、お聞きづら

い点はご勘弁をお願いいたします。通告をいたしましてから数日過ぎて、天下

の情勢も選挙を踏まえて、大きくかじ取りが動いてきたのかなと、そういう時

期に、通告を行った時と、また今、昨日でしたか、安倍第３次内閣が誕生して、

それぞれの立場の方々の、それぞれの意見を聞いておりました。まあ、来年の

ことを言うと鬼が笑うという、昔からの格言といいますか、そういうものがご

ざいますが私は、町の将来を憂えてですね、３０年後、３５年後というんです

か、そういうサイクルで、考え方の一端をお伺いしたいなと考えていたところ

であります。１年前にさかのぼりますと、道新あるいは地方紙で、子育て、人

口減に関するかたちで、子育ての話も出てきたと。通告内容には、地域活性化

に向けた子育て支援策についてということでありますが、事の発端は人口減少

というかたちから、この題材を選んだわけであります。その新聞あるいはコラ

ム、それからワイドショー随分好んで見ておりましたが、平成４０年には全国

の自治体が１２０から１４０から１６０ぐらいなくなるだろうと。いうところ

の合併、町村合併がまた再燃するのかな。しかしながら、そのもし合併が再燃

するとすれば、以前の合併と違うところは、多分、これから起きる合併につい

ては、もうせっぱ詰まった、吸収されるかどうかのせっぱ詰まった合併になる

であろうと、いう解説ものっておりました。そのときに、多分、平取町の場合

では、平成３７年の数字をもって、どこかの書類にあると思いますが、人口は

４３００人超、そして、１か月前のある大学の、これは徳島県でございますけ

れども、主任研究員、人口問題経済研究所の主任研究員の大谷さんという方が、

自治体の再編もあるであろうし、人口割でいくと地域割でいくと北海道は、大

体１０、１１というかたちで町村がなくなるであろう。そのときに平取町は、

平成４０年３８００人になるだろうと。恐らくこれは、 悪を想定した場合の

３８００だろうと思われます。そういうなかでですね、これは大変だと。それ

では、目先のことももちろん大事なんですが、今５４００人ですか、５４００、

５００という人口が、２千人も減るという想定のなかで、将来像を考えていら

っしゃるのか。確か、選挙前ですね、安倍発足第２次ですか、安倍発足して、

地方創生担当される方が石破さん、闊達な議論をされる方でございますが、元

気でやる気のある自治体を率先して応援したいと、いいもの、いいプランを出

せば率先して応援したい、そして、下りのほうに人口減ってはいかん、減らさ

ないのが私の仕事だと言い切ったわけですね。恐らく、選挙前後にも、各党首、

自民党をはじめ、７党首ですか、がそろった討論番組が選挙前後私は５回ぐら

い見たような気するんですが、ひとつのキーワードを見つけたわけであります。

選挙前と選挙後は多少ニュアンスも変わってきた部分もあるんですが、選挙前
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はですね、各党首は、いわゆる経済、外交もろもろについての政策については、

各それぞれの立場、それぞれの党の考え方があって議論が白熱すると。相手を

非難する場面もあるし、たしなめる場面もあるという展開が多ございました。

そして、選挙が終わりまして、夜遅くですね、見てますと、やはり依然として、

各党の議論はかみ合わない。強引に進めようとする側と、いやそうではないん

だと、違うやり方があるんだろうというなかでですね、先ほど言った何がキー

ワードとして見っけたんだと。これは選挙前、選挙後と一致してることが、人

口問題と子育て問題についてはどの党も否定はしない。逆に、何とかしなきゃ

ならないのだという声が圧倒的多数でございました。これは恐らく、これから

１０年２０年３０年先の人口形態を見た上で、各政治家は異口同音にそう思っ

たに違いありません。また石破大臣が、地方、いいアイデアを応援すると言っ

た２か月後にですね、北海道では、子どもの未来づくりのための少子化対策推

進事業、とういうものを第３期子ども未来づくりというかたちでたたき台にの

っけたということであります。まあだから平取町ではどうしたらいいのかとい

うことはこれは２番目にとっておくことにいたしますが、現実にこの６年でし

ょうか７年でしょうか、町長の実績をみましてもですね、子どもあるいは人口

確保増にかかわる事業というのはほとんどに、入ってるわけですね、どの事業

に対してもそれが組み込まれている。顕著なのは、まず、ひざを交えて聞くと

いうことがスタートであったと思います。あと、直接子育て支援、病院の還元

事業であったり、それから今のお母さんがたは、あるいは嫁いで来る方、相談

も実は受けたんですが、やはり平取本町に嫁いでいくんだけど藤澤さん、トイ

レは水洗でしょうか。水洗になるまで結婚できませんという相手方の女性の声

もあったんですね。それも助成というかたちでトイレの助成というかたち、あ

るいは住宅リフォームというかたちでやはり、いわゆる子どもの、子育て人口

増につながる政策につながってるんでないかということを考えれば、新規就農

関係、すこやか赤ちゃんお祝い、診療科目皮膚科ですか、二風谷地区の宅地造

成、福祉会の支援、住みやすい子育て、直接恩恵を受けるまだまだハード事業

に対してもやっぱり町民のためですから、人口増に可能性のある事業ばかりが

目白押しであります。町長もよく新事業を毎年五つも六つもですね、頑張って

やってこられたなと大変、敬意を表するわけであります。残念ながら、選挙が

終わると安倍総理はすぐさま、３歳児、５歳児の幼児教育無償化、無料化、こ

れはぽろっと出しましたね。それから、低所得者に対する月５千円についても、

公平の観点から出しづらいのではないかと、何が公平かわかりませんが、舌の

根が乾くとこういうことかという、うらやむことにもなるわけです。まあ、今

話したことについては、現在と今行ってることと、将来の、いわゆる平成４０

年のことをさっき話しましたけども、まず、概念としてですね、個々にふれる、

どこどこの何々のとこには、あるいは何歳ぐらいの、何歳の方にはってことに

なると、ある意味のハラスメントになりますし、言葉の圧力、暴力ということ

にもなりますから、どこどこに何をという聞き方はなるべく避けたいとは思い
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ますけれども、伺って参りたいと思いますが、１本目の、１回目の質問の終わ

りにですね、余談を一つ申し上げてから伺いたいと思います。選挙前にですね、

政治記者が独自で無作為で１千人にアンケートをとりました。そのアンケート

を集計しつつ、永田町の記者が、政治記者が６８名、私たちも誰が次期首相が

いいんだという、まあ遊び心もはいるんでしょうけども、政治記者も６８人、

アンケートをとった。それを１千人と６８人を足して、上位からということに

なりましたら、１位は小泉進次郎氏であります。これは有名税ですかね。有名

税的な意味でなったのかもしれませんが、２番目が野田聖子氏であります。こ

れは、そのアンケートをとったらしき、おぼしき人物がやや女性大臣、野田さ

んについても小渕さんにしても子育てやってるから我々の気持ちわかるだろう

と、政治記者も実はほとんどの方が子どもを持ってまさに育てて、学校、教育

費もかかるという世代の方々ですから、いかにこの人口問題絡めて、子育てが

大事なのかなということがわかったわけであります。長くなりましたが、まず

第１本目として、将来像を大枠でお伺いしたいと思います。 

 

議長 川上町長。 

 

町長 それでは、お答え申し上げますが、まず人口減少の問題でございますけれども、

近における人口減少については、多くの町村がそうでありますように平取町

におきましても、昭和３５年の１万３千人台をピークに以降、右肩下がりで推

移をいたしまして、現在では５５００人ということで、約半世紀にわたって人

口が減り続けているところでございます。振り返ってみますと、その要因とし

ては、昔ございましたクロム鉱山の閉鎖、あるいは振内にあります三晃合板工

場の閉鎖、あるいは鉄道の廃止、営林署の統廃合等々の時代の変遷とともに、

人口が減り続けてまいりました。しかし、町としては対策を講じなかったとい

うことではなくて、先人の皆さんが企業第１番目でありました平取カントリー

クラブのゴルフ場の誘致、あるいは養護学校の誘致、授産施設の整備をはじめ、

特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、全日制の道立高校の設置、あるいは紫

雲古津地区のすずらん団地の分譲宅地など、これまで多くの雇用の場の確保と

ともに、人口減少歯止め対策に努力をされてきてございます。このような対策

がなければ、さらに人口減少が進み、過疎化が一層深刻な状況になっていたの

ではないかと想定するものであります。平取町としても、少子高齢化や人口流

出が進み、基幹産業である農林業が衰退するなど極めて厳しい状況が予想され、

人口減少克服、地方再生の推進は待ったなしの課題でございます。人口減少等

地方から、大都市への人口流出が続けば、２０４０年に全国で８９６の市町村

が消滅する可能性があると、日本創生会議の試算は社会に大きな衝撃を与えた

ところでございます。北海道も２０４０年には、５００万人の道民が４００万

人あまりに減る予測をしてございます。平取町においても２０４０年の将来人

口は、何も手を加えなければ３千人台になると推計されております。現在人口
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減少社会に突入して、国で今進めようとしている地方創生の件でございますけ

れども、安倍総理はアベノミクスの経済対策とともに、地方創生を打ち出して

ございます。しかし、その地方創生と裏腹に、国は地方の固有の財源でありま

す交付税の大幅な削減をしております。今年度以上に来年度も削減が見込まれ

ているところでございます。私が思うに、平成１３年度の小泉内閣の三位一体

改革に彷彿した状況にあるのではないかというふうに危機感を持っているとこ

ろでございます。今、地方創生と称し、国の指導でやる気のある自治体を指定

し、産業や雇用を創出するとしてございます。問題はやる気があっても、人材

難やあるいは財政力の弱さにより新しい取り組みができない町村も出てくるの

ではないかというふうに考えます。そうなりますと、ますます地方と都市との

格差が生じるのではないかと思っております。そのためにも、今、地方が求め

ているのは、国の指導による地方創生ではなくて、地方の自由な発想でまちづ

くりを行う財源の確保ではないかというふうに思っているところでございま

す。地方の命綱であります、町の収入の２分の１を占める、交付税を安定確保

していただくことが、それぞれの町の特色を活かした取り組みができるし、ま

た、平取らしいオンリーワンのまちづくりにつながるものというふうに考えて

いるところでございます。自らの地域の将来は、自らが決めるという決意のも

とに、創意工夫をしながら、町民とともに全力でさまざまな課題解決に向けて、

取り組まなければならないというふうに感じているところでございます。また、

前段申し上げましたように、人口減少問題については、今始まったということ

ではなくて、戦後の第１次のベビーブーム、１９４７年から４９年、昭和にな

りますと２２年から２４年のときに、４．３２だった日本の合計特殊出生率は

２０１３年には１．４３と低い水準にございます。そこで第１次の安倍内閣に

おきまして、少子化対策担当大臣を置きながら、少子化対策に取り組んでまい

りましたが、残念ながら有効な対策が打ち出せないでいるのが実態でございま

す。平取町といたしましても、これまで他町に先駆けて、子育てにやさしいま

ちづくりに取り組み、ある程度の成果はあったものの、まだまだその効果が出

ていないのが現状でございます。少子化は将来の労働人口の減少を招き、国の

活力や社会保障制度に大きな影響を及ぼします。そのためにも、人口減少をく

いとめるためには、出生率を向上させること、また、若者の人口流出と雇用の

確保など、多様な取り組みをしていくことが喫緊の課題と考えているところで

ございます。これまで、四半世紀にわたり過疎対策に取り組んでおりますが、

すぐ効く特効薬はありませんけれども、しかし、今、社会の転換期ととらえ、

今こそ変化の風ととらえながら、大胆な発想と果敢な行動で平取町の持つ、可

能性を大きく開花させなければならないと痛切に感じているところでございま

すので、答弁に代えさせていただきます。 

 

議長 ９番藤澤議員。 
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９番 

藤澤議員 

９番藤澤。ただいまご答弁をいただきましたけれども、それでは、具体的に何

をしたらいいのかということにつきましては、相当抽象論をもって、特別な秘

策を胸に秘めてるということであればこれまた別な話でありますけども、国、

道レベルがそういう方面に力を入れてくれるということが現実のものと確認で

きればですね、やはり先手必勝で他町より早く書類を出して、そして早く有利

な交付金なり補助金なりをいただいて実行する、ということが肝心だろうと。

現実の問題として、過去川上町長におかれましては、まさに即効で良い条件の

いわゆる補助金なりをもらって、他町がうらやむほどの早い行政を目指して頑

張って成果を果実を上げておられる。そう言いつつ私自身がそしたら何を考え

てるかということになるとやはり、個々の策ではなく、やはり社会が取り巻く、

理解が一番必要なんであろうと。生活の中で潤いがあって、心安らかに健やか

にというかたちで生活してもらうのが一番なんだろうと思っているわけであり

ます。役場から出る係数、あるいは全道研修会に出る、何ページもある何１０

ページもある数字がのったものを比較させていただくと、経常収支比率など、

将来負担につなぐ五つ、六つぐらいの主要な数値が出ておりますが、それをこ

の管内で同じように並べて比較していくと、やはり平取町が一番堅実に、いわ

ゆる良い家計簿だなあと。 高ではないんですけども良い家計簿だなあと。そ

うやって頑張ってるときにですね、他町より交付率が交付金額でなく、交付率

が下がると。頑張ってるのに、国も道も認めてる、平取頑張ってるな、他町の

首長さんも、やあ平取さん頑張ってるなあと言っていただいてるのに、交付金

の下げる率が多い。これではちょっと自治体としてはちょっとやりがいがそが

れるのかなと。そして、またまたテレビの話で恐縮でございますけれども、日

本は世界で初めて超高齢化社会に突入するであろうし、まだその高齢化社会の

現実というものを検証されてない、イコール今行われている人口減少対策ある

いは少子化対策も、検証がされてない。という漠然とした問題も抱えているわ

けであります。２番目も実は町長にご答弁をいただくということでございまし

たが、 後に締めくくりとしてですね、また伺うとしてですね、教育のほうに

も十分その子育て、あるいはもちろん人口減に歯止めをかける問題、両方重要

な職を持っていると考えますので、社会教育、生涯教育の面から教育長のお考

えも伺ってからまた町長に 後にお伺いしたいと思いますので、教育長よろし

くお願いいたします。 

 

議長 

 

町長 

町長。 

 

それでは先に私のほうで、若干ご答弁を申し上げたいと思いますけれども、先

ほど来、ご答弁申し上げておりますけれども、この人口減少の問題については、

町としても非常に危機感を持っているところでございまして、一気に人口増を

図る、というのはなかなか難しいなかで、まず今の人口減少を抑制し、過疎化

の進展をいかに抑えるかが 優先に考えていかなければならないというふうに
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考えているところでございます。また財政状況のお話がございましたので、若

干お話申し上げますが、平取町の財政状況につきましては、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律による平成２５年度の決算の実質赤字比率等４種類の

健全化比率について、いずれも健全化基準内でございました。特に、将来負担

比率については、町の一般会計の借入金や将来支払うことになる可能性のある

負担等の現時点での残高の程度を指標化し将来財政を圧迫する可能性が高いか

どうかを示すもので、３５０％が黄色信号でありますが、平取町は０％という

ことで、日高管内、また道内の類似団体と比較いたしましても、良好な比率と

なってございます。また、基金残高におきましてもご承知のとおり、第５次の

総合計画の 終年次、平成２７年には３億程度と推計をしてございましたけれ

ども、これらも一定程度基金として残すことができたところでございます。し

かしながら、災害等の緊急の財政支出、また今後公共施設も老朽化してきてい

ること、さらには、少子高齢化社会の進展によりまして、福祉や医療の経費を

中心に社会保障費としての経常経費の増加は不可避であり、その抑制は難しい

状況になってきております。今後の財政運営については、自主財源が乏しいな

かで、極めて厳しい状況が想定されますので、これからも行財政改革の推進に

よりまして、 小の経費で 大の効果が上がる財政運営を努めていかなければ

ならないというふうに考えてございます。またこれまで、少子化対策をはじめ、

定住促進対策など、人口減少対策についてさまざまな対策を講じてございます

が、さらに、効果が出るためにもしっかりと検証しながら、行政サービスの向

上を図ることが重要というふうに考えてございます。当町のインフラの現状を

鑑みますと、老朽化対策は深刻な状況となってございまして、そのスクラップ

アンドビルドの選択及び維持にかかる経費の財政的なシフトを迫られることは

必至の状況でございます。今後は、地方公共団体が厳しい財政状況や人口減少

等の状況を踏まえながら、公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点を

持ちながら、更新、統廃合、長寿命化など、計画的に行うことによりまして、

財政負担の軽減、平準化や公共施設等の 適な配置の実現を目指してまいりた

いというふうに考えております。そのためにも、情報を常にアンテナを張りな

がら、国、道の補助金等を有効に活用するとともに、良質な起債することに配

慮しながら、財政の健全化を堅持しながら、身の丈にあった財政運営をしてま

いりたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 それでは教育分野にかかわります子育て支援対策等につきましてお答えをさせ

ていただきます。子どもたちは限りない可能性を持って生まれ、家庭や地域、

学校等におけるさまざまな体験、交流、教育を通して、一人一人が豊かな個性

や人間性、社会性といった生きる力を身につけていくことになります。次代を

担う子どもたちの可能性を伸ばし、のびのびと、そして健やかに育っていくよ
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うに、子どもたちの主体的な成長を支える環境づくりを目指していかなければ

ならないものと考えます。そのことにおいて教育に関し、環境を整備していく

ということにありましては、家庭、地域、学校などがそれぞれの役割をしっか

りと担うとともに、密接に連携を図るなかで、地域社会全体で守り育てること

が肝要になるものと考えます。子どもたちがすくすく育つ環境づくりにおける

具体的な考え方ということになりますが、教育委員会として現在取り組んでい

る施策等も含め、大きく３点が挙げられるところであります。一つといたしま

しては、就学前教育及び地域で育てる教育の充実、二つ目は、地域文化とのふ

れあいを深める教育の推進、３点目が、学校教育の充実並びに学力、体力の向

上であります。１点目の就学前教育及び地域で育てる教育の充実ということに

つきましては、義務教育就学前において、親と子どもがともに基本的な社会性

を身につける上での学習機会の充実を図るため、現在におきましても子育て講

座並びに親子体験教室等を開催をしており、今後とも、引き続き自立する子ど

もの育成を目指す上で、本講座等を実施してまいりたいというふうに考えてお

ります。続いて２点目の地域文化とのふれあいを深める、教育の推進でありま

すが、美しい自然の中でのびのびと活動したり、地域の中で大人とともに学ん

だりすることを通して、自然や地域の文化、人のすばらしさにふれあうことの

環境づくりを行うことは、子どもの育成において極めて大切であるというふう

に考えますので、積極的に支援をしてまいりたいというふうに考えております。

事業的には、自然体験スクール、子ども体験教室、子ども公民館講座等を実施

するものといたしまして、地域文化への愛着心醸成に努めていくものといたし

ます。次に３点目の学校教育の充実並びに学力、体力の向上でありますが、子

どもたちが笑顔で、学習や活動に取り組み、学ぶことの大切さや喜びを味わい

ながら基礎的、基本的な内容を身につけ、みずから学び、考え、行動する力を

育成する学校教育を進めていくということにあるものと考えております。学力

そして体力の向上にありましては、子どもの生きる力を一層はぐくむため、知・

徳・体のバランスを重視した教育の推進について、引き続き取り組んでまいり

ますが、基礎、基本の定着と活用する力が身につく授業づくりでありますとか、

家庭学習の習慣化に努めるとともに、適切な運動の経験と健康、安全に対する

理解を通し、健康の保持増進と体力の向上を目指していきたいというふうに考

えております。いずれにいたしましても平取町の未来を託すかけがえのない子

どもたちを安心して育てられる環境づくりを推進していく必要があります。子

どもたちを家庭、地域、学校などが、子どもは地域の宝という共通認識を持つ

と同時に、連携を深め、そしてそれぞれの役割を担うなかで、地域社会全体で

守り育てていくことが求められますので、教育委員会としての、より効果的な

子育て支援、子育て施策について、今後とも平取町教育推進計画等に位置づけ

るなかで対応してまいりたいというふうに考えているところであります。 

 

議長 藤澤議員。 
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９番 

藤澤議員 

町長そして教育長のただいまの答弁をお聞きして、大枠としては大体伺ったか

なという感じでおりますが、先ほど、町の数値的なことを私も申し上げました。

また町長もふれましたが、特に、将来負担率に孫、子に残す部分、負と言った

らおかしいですかね、ツケをまわす分と言うんですか、に当初、平成１９年こ

ろですね、平取町は７０、８０の数値であった。管内、日胆、苫小牧も含めた

管内では大体１５０から２００、夕張は１９００幾らというなかで、石油備蓄

あるいは、原発を抱えてる町が、その負担率が０と、それ以下の数字は、私の

保管してるものには出てないわけですけれども、平取についてはその後、３９、

２９、７ですか、そして、－３、－９、今は確か－２０くらいまでいってると

思います。さてそれはよかったなということになるんですが、ふれあいセンタ

ーも償還が終わりまして、ぐっと楽になったと。そして、もう平成２７年には、

基金が０円になるだろうということも覆して今２２億ですか３億ですか。そう

いう大変な努力で、予算以上の果実を上げている、そういうような捉え方をし

ておりますが、やがて町立病院の建設も線を引くまでになってきたと。そして、

今全国的に問題となっている社会的インフラ、都会で言えば高速道路もはいり

ます。平取町ではもう５０年、６０年前に埋めた水道管設備も毎年メンテナン

スが必要になってくる。まさにこれから、先人たちの頑張ってくれたものを直

していく時代にはいってきた。そして、人づくり教育には５０年、１００年と

いう年数がかかる。そういうことを踏まえまして、先ほど申し上げたように、

あれをしてやるんだ、これもしなきゃならんという雑駁なことではなくてです

ね、大きく心身ともに健康なまちづくりを目指せば、おのずから若者が定着し

てそして先ほど言った、社会生活にも潤い、あるいは設備が備えられれば当然

お嫁さんも来ていただけるというこの心身ともに健康なまちづくり、究極の課

題だと思います。あのときに、川上町長時代に決断をして、こういう進め方を

やってくれたんだな、よかったなと、そういうふうに、多分それを検証して発

言してくれるのは、私のいないときであろうと思いますが、そういうことで、

健全な明るい平取、災害のないですね、明るい平取、まちづくり、それについ

て、総論として町長の考えをお伺いして終わりたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは、総じて申し上げたいと思いますが、今申されたように町民の健康づ

くり、安全で安心して暮らせるまちづくりは、やはり、町も議会もやはり同じ

目標ではないかというふうに考えているところでございます。先ほど来、人口

減少について、これはこれからのなんとしても歯止めをかけるように努力はし

てまいりますけれども、しかし、重要なことはやはり人口が減っても、医療、

あるいは交通、教育といった生活に必要なサービスを落とさないということ。
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それをどう維持していくかということ。さらには、道路や橋梁、公共の施設と

いったインフラをどう補修をしていくか、地域の産業や雇用をどう開発してい

くか、これは、これからのまちづくりのキーワードというふうに考えていると

ころでございます。これからの町の将来展望といたしましては、やはり基本的

には、第一次産業の発展なくして、平取町の発展はないというふうに考えてご

ざいます。そのためにも、基幹産業であります農林業のさらなる基盤強化とと

もに、農林畜産物の６次化による、産業の創出でございます。平取町には新鮮

な農畜産物、きれいな空気にきれいな水、恵まれた豊かな自然がございます。

また、古から栄えたアイヌ文化がございます。これらの平取町の持つ、地域資

源を有効に活用しながら、交流人口の拡大を図りながら、若い人たちが夢と希

望を持って働くことができるまちづくりに 大の努力をしなければならないと

いうふうに考えてございます。また、次の世代のためにも少子化対策、子ども

への投資は次の世代、未来への投資であるというふうに考えてございます。２

１世紀は、本格的なグローバル化時代を迎えまして、世界で活躍できる世界観

を持った平取っ子を育てることが、日本を支え、また地域を支える人間になる

ものというふうに考えているところでございます。現在第５次の総合計画も２

７年度で終了しますことから、本年度から町民で構成する総合振興計画審議会

のもとに第６次の１０か年の総合計画の策定に取り組んでいるところでござい

ます。多くの町民の意見をいただきながら、平取町の進むべき方向について、

定め、取り進めてまいりたいと考えているところでございます。今後とも町を

元気にするために、慎重かつ大胆な発想でまちづくりに取り組むことを申し上

げまして、答弁といたします。 

 

議長 藤澤議員の質問は終了します。続きまして、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、人口減少対策と少子高齢化への対応ということで、質

問を進めていきたいと思います。当初に藤澤議員のほうから、その人口減少に

ちょっとふれた中身の質問がありましたけれども、私の場合はちょっと角度を

変えながら将来的な取り組み、その他政策的なことについて深く伺っていきた

いと思います。承知のとおり、先ほども言ったとおり、町の場合は昭和３４年

がピークの人口で１万３千人以上いたときがありまして、本当に先ほど町長申

し上げたとおり、何も手を加えてこなかったわけではないんですよね。やっぱ

り時代の変化と、さまざま産業が衰退してった。そういうものから、今、平取

町目指してる方向というのはやはり基幹産業の農林業はじめですね、それに付

帯するかたちで、何とか町の産業が成り立っていく。こういうふうに私も考え

ておるわけでございますけども、私はただこのまま放置して、何もしないとい

うことではなしに、いろんなことやってきたなかでもさらにやっぱり人が減っ

ていく。これはもう現実的にですね、顕著に、数字の上で出てきてるわけです
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ね。やはり私はここら辺で一度、やってきたさまざまな政策的なこともですね、

振り返って検証してみる必要があるのかなというふうに思っております。ほか

の地方公共団体、まあいわゆる自治体はじめですね、さまざまなこのことは悩

んでいるのも事実ですよね。なかなかそして芽を出してこないというのも事実

だというふうに思ってますけども、そんななかでもやはり自治体によっては、

さまざまな趣向を凝らした対策にですね、一定の成果をやっぱり出してきてる

自治体も、市町村もあるということもまた事実でございます。将来平取町とし

て、そんななかで人口減少対策、それと、少子高齢化への対応はどんなかたち

で取り組もうとしているのか。本日は、項目別に４項目ほどあげて伺ってまい

りたいと思います。まず一番 初に基幹産業である農林業のうち、今回は的を

絞って農業振興対策につきましてですね、将来に向けた取り組みや考えを伺っ

ていきたいというふうに思っております。現在も今進めている新規就農者対策

や農業の後継者に対するさまざまな政策を町独自で打ち出してやってる部分、

これは私は非常な良いかたちで今推移してるのかなというふうに思っておりま

すけども、ただやはりそんななかでやはり２代目、３代目ということなってき

ますとね、やはり多額の設備投資、近代化へ向けた農業の、いわゆるその資金

面、そんなことがちょっと懸念してるんですよ。それとか、やはり新規就農の

方それぞれ頑張って定着率高いことは言うまでもないんですけども、やはり今

後はですね、例えば水田だったとこの跡地とか、離農してったとこの跡地、そ

れから休耕地含めてですね、やはり施設野菜をやっていく上で、公的な、いわ

ゆる良い条件であの道路のすぐ側とかね、例えば電源、水道もうすぐ確保でき

るとかいろんな条件あると思うんですけども、あるいはその沢水がすぐ近くか

らとれるよとか、いろんな条件あると思うんですけども、その休耕地に対する

ですね、対策とか、例えば古い建物残ってる、離農してった農家の人たちので

すね、住宅をどういうふうにやっていくのかなっていうのもちょっと私は心配

をしているところなんですけども、まずもって、今後、この新規就農対策、そ

れから農業後継者対策等についてですね、今の現状のまま推移していくのか、

それとも新たなまた違った角度で捉えていこうとしているのか、まずもってそ

の部分についてお伺いをしたいと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 それでは、ご質問のほうにお答えをしたいと思います。平取町の基幹産業であ

ります農業におきましても、農業の高齢化と後継者不足が心配をされておりま

して、農家戸数の減少は深刻なところでございます。ちょっと古くなりますけ

れども、平成２３年に作成しましたアグリビジョン、これは平取町農業振興計

画でございますけれども、それにおきまして、平成２２年４月現在の販売農畜

産業者につきましては、２７８名ということでございます。そのうち、農協の

組合員である２６７名につきまして、年齢構成だとかそういう部分について統
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計をとっているところでございます。平成２２年４月での農業者の平均年齢に

つきましては５５歳ということでございます。この４年間で経営移譲や廃業等

ございますけれども、大幅な代替わりはないということで推計していきますと、

平均年齢につきましては、そのまま４歳程度増えてきておりまして、現在５９

歳程度になっているんじゃないかというふうに考えております。年齢構成につ

きましては５０代が全体の２７．３％と も多くありまして、次いで６０代が

２３．６％、４０代が２１．３％となっているような状況になってございます。

年齢構成を平成２２年の国勢調査と比較してもですね、４０から５０代の働き

盛りが町全体の平均に比べて、農業の場合は１６％以上多くいるということで、

現在の農業の担い手は充実している状況になってございます。ただ今後推察し

た場合、２０代で農業を継いでいる方が１人もいないということや、全体の半

数を占める５０から６０代の方が高齢となる１０から１５年後、年齢構成の逆

ピラミッド化の急速な進行などが懸念をされているところでございます。後継

者につきましても全体で２６７の農家に５８人というような状況になってござ

います。経営主に子どもがいる場合、後継者候補としてその部分をカウントい

たしますと、その数については１００名ほどということでございまして、後継

者５８人と合わせて１５８名ほどというようなかたちになってございます。後

継者候補が全員後継者となったというようなかたちで計算しても現在いる農家

が１００以上減るというような状況になるということで、引き続き、新規就農

の農業者等を受け入れていく必要があるというふうに考えているところでござ

います。平取町の新規就農、また後継者対策ということでございますけれども、

平成５年より新規就農促進対策事業を開始しております。当時につきましては、

Ｕターンですとか後継者対策で始まってきております。平成７年には北海道農

業担い手センターが設立されたのに伴いまして、平取町もその会員となりまし

て、平成９年に平取町として新規参入者受け入れ要領を作成しまして、当時の

受け入れ作目としましては花でございますけれども、東京で行われました就農

相談会に初めて参加をしてございます。平成１０年より農業研修生の受け入れ

を開始いたしまして、平成１１年に受け入れ要領を変更し、現在の施設野菜、

トマトを追加したところでございます。同年に平取町新規参入者受入対策協議

会を設立しまして、翌年平成１２年より平取町新規参入者就農促進対策事業を

開始するとともに、紫雲古津に実践農場を整備しまして、農家研修後に実践農

場で自らトマト栽培ができるようになっております。また平成２２年には振内

にも実践農場を整備しまして毎年２名の研修生を受け入れしていく現在のシス

テムができ上がっているところでございます。町が行っている事業としまして

は、平取町農業者就農促進対策事業で、Ｕターン後継者を対象として就農時に

施設ハウス、畜舎の取得や増改築に対しまして、４００万円を限度に２分の１

補助を年間２名、予算をしているところでございます。平成７年から現在まで

４７戸が活用しておりまして、金額にいたしますと２億円程度支出をしている

ところでございます。また、平取町新規参入者就農促進対策事業では、就農時



- 15 - 

の施設機械の取得の経費及びリース料に対して、５００万円を限度に２分の１

補助、これを年間２名分予算しておりまして、平成１２年度から現在まで１８

名が活用をしているところでございます。金額にしますと９千万円ほどという

ようなかたちになってございます。他に支援対策としましては新規参入者の住

宅問題の解消策として、研修生住宅を振内地区、紫雲古津地区にそれぞれ２棟

４戸、合計４棟８戸を整備し、よりスムーズに研修生が平取町に来やすい環境

整備を行っているところでございます。また新規参入者の特別研修助成といた

しまして、農業大学校で開催されます経営研修や農業機械の研修受講費用の補

助も実施しております。また農家研修の際に指導農家の負担軽減をするために

農業研修生受け入れ指導謝金も年間４名分を予算措置しているところでござい

ます。また町とは別に、農家の方々を中心として、新規就農者の受け入れと支

援をする団体につきまして、振内にネオフロンティア、本町地区にアンビシャ

スという２団体ができておりまして、平取町への新規参入受け入れに対して大

きな力となっているところでございます。なお現在までに平取町に新規就農し

た方については、１８名ということになってございます。将来に向けた農業振

興対策についてはまず、農家戸数の維持が一番重要と考えておりますので、今

後もＵターンや後継者対策、新規参入者の受け入れにつきまして、引き続き実

施していくことと、議員おっしゃるとおりこれまでのシステム以外にも農業を

始めたい方の多様なニーズにこたえるようなかたちの施策につきまして関係機

関と協議を始めているところでございます。これも第６次の総合計画に盛り込

んでいきたい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 

今、産業課長のほうから答弁いただきましたけど、とりわけですね、新規就農

対策は、やはり全道というか全国的にも非常にうまくいっている地域だという

ふうに私は捉えております。特にある程度ハードル高くして、年齢的なものも

そうだし、家族構成とかいろんなものもあると思うんですけども、それにプラ

スしてですね、やはり研修住宅整備したり、農業のほうではやっぱり特に施設

野菜は指導員の方がしっかりしてるという評判も聞いております。これは私は

けっこうなことだなと思ってます。ただ一つ、もう一つそんな農業対策につい

てですね、やはり私先ほども申したんですけども農業の後継者、いわゆる今か

らもう何十年か前に農業、開拓で入ってきて何代か続いて、今もう３代目とか

４代目の時代になってくるんですけども、やはりこれ以上先ほどちょっと農業

人口にもふれてましたけどね、世帯数にもふれてましたけども、やっぱこれ以

上減らさない、増やすことは難しいにしてもですね、これ以上は減らさないん

だよという、やっぱり歯止めの政策は私必要だなと思ってますんで、それにや

っぱりどうしても近代化、農業もやっぱり近代化の時代ですから近代化に向け

た取り組み、それから、農業機械もそうですよね、例えばトラクター一つにし
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ても、２０年前、３０年前とはもうぜんぜん機能、装備が違いますし、その分

とりわけ価格のほうも高いわけでございますけども、やはりそういったかたち

でＵターンして農業を続けたいとかっていう、一定の、条件も含めてですね、

私は独自の政策、平取町の取り組みがあっていいのかなというふうに思ってま

すけども、それと先ほどもちょっとふれました休耕地の対策なんですけど、今

はね、承知のとおり米の作付け、稲作が減ってきてる分、まあもともと水田だ

ったところに施設野菜の設備、投資をしてですね、トマトを中心に頑張ってい

るわけですけども。いずれですね、やはり特に新規就農者に対しては、改めて、

土地あるいはその家を建てれるような条件にみあったとこ、それから搬送とか

流通のことを考えれば当然道路の整備もそうなんですけども、良い例がやっぱ

り平取町振内のですね、川向いの池売、あそこはもう固まって集中してですね、

農地も、それから住宅も、良いかたちでできてるわけですけど、やはり受け入

れが段々段々増えてくるようだと、年間３人、４人て受け入れて、新規でやら

れてくるということになると、やはり離農してった跡地とかですね、そういっ

たところも再考して、考えてあげる必要があるのかなと思ってますけども、こ

れがなかなか私は見えてこないんですよね、前に離農跡地をリレー方式でつな

いでいくような話もちょっと出てたんですけど、それが全く僕はうまく機能し

てないのかな。まあ難しい側面もあるんですね。１回休耕して、土地を長年放

置しとくと、当然立木も生えてきますし、雑草どころかもうすごい状態になっ

てるから、それを一つ一つということではないんですけども、やはり新規就農

で、ここの土地がいいなと。ここでなんとかならんだろうかという具体的な窓

口、やっぱり設けていく必要があるのかなと。それに沿って、確定したものか

ら予算をですね計上して、やはりサポートしてあげるような体制が私は必要か

なと思ってるんですけども。その設備投資の部分とか機械化、近代化の部分、

それから新規就農者に対するですね、今後の受け入れ体制のあり方について、

その辺、現実的なことを含めてですねもう一度ご答弁いただきたいと思います。

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えしたいと思います。新規就農で来られる方の農地の確保、また離農して

いく方の農地が荒廃していくんじゃないかというような部分等の質問かと思い

ますけれども、新規就農者に対する農地の確保につきましては、うちの担い手

センターといいますか、支援センターのほうで窓口になりまして、新規就農で

来る方の農地の確保等については、そこが窓口になって対応しているところで

ありますし、先ほど言いました振内と紫雲古津地区にできております民間の受

け入れ団体のほうですね、ネオフロンティアとアンビシャスという団体があり

ますけれども、そちらのほうでも周りの、地域の農家の離農したいだとか、誰

かに譲りたいというような情報をそちらのほうで集めていただいてそれを町の

ほうに情報として流していただいたりですとか、実際に新規就農される方の農
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地として今までもその部分で提供したりというようなことで、役割を担ってい

ただいているところでございます。農地、なかなか施設野菜に特化していくと

面積が広すぎてですね、次に入ってくる方についても 低限、うちの場合につ

いては就農する際に１２００坪で始めてくださいというようなかたちで取り組

んでおりますので、それが３町４町というようなかたちになりますと、なかな

かその部分を全部新規就農者の方が受け入れをして担っていくというのはなか

なか難しい状況、資金の面ですとかそういう部分もありまして、 低限、施設

野菜をやっていける面積を必要としてるようなかたちでですね、その部分のマ

ッチングはなかなか難しいかたちになっております。離農される方、誰かやっ

ていただける方を探してる農家についてはすべて農地の部分についてもまとめ

て引き受けてもらえればありがたいという部分もありますし、新規に入る方に

ついては必要 低限の資金で経営していける部分の面積を求めているというこ

とがありますので、その部分についてもですね、大きな面積の農地をどのよう

なかたちで新規就農の方に引き継いでいくかという部分を今後検討していかな

いとだめかなというふうに考えております。また第５次の総合計画の中身のほ

うをまちづくり課のほうで各自治会との懇談会等で出てきている意見の中でも

離農される方については、ハウスを含めて新しい人にできればというようなこ

ともありますので、今現在は新規に建てて、リースでというかたちになってお

りますけれども、そのように使わなくなっていくハウスですとか暖房機、そう

いうものについても新規に入ってくる方、また後継していく方にどのようなか

たちでつないでいくかということを、検討していかないとなかなか難しいかな

というふうに思っています。また農地の売買ですとか貸し借りについては今年

度から農地中間管理機構という、新しいかたちができておりますので、そちら

を通しながら荒廃していく土地がないようなかたちで、対応していきたいとい

うふうに考えております。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

今お答えいただいたことで、できるだけ農業、またスムーズに発展していくよ

うな方向で捉えていただきたいと思います。そんな中で私は、農業といっても

幅広いわけですけれども、この新規就農者対策というのは、先ほど言ったよう

に、おおむね両輪がかみ合ってうまくいってるのかなと思ってますけども、そ

の影に潜めてるのがやはり僕は酪農家の人だというふうに、いつも懸念をして

おります。先ほども設備投資とかね、近代化のこと言ったけど特に乳牛扱って

るところはもう莫大な設備投資やっぱりかかるわけですね。で、かけてもやっ

ぱり２代目、３代目に受け継ごうとしたら、やっぱり施設が老朽化してくれば

またさらにっていうかたちのなかで、これが一つやっぱり、例えばうちの息子

にこの牛を全部引き継いで本当にやっていかれんだろうかという親自身もやっ

ぱり、経営者である親自身も、不安な一面というのがすごくあるのかなと思っ
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てますから、特にこの酪農業の振興対策についてはね、当然びらとり和牛の肉

牛もそうですし、黒豚扱ってる農家の方もそうなんですけども、一定の私は新

たなですね、政策を打ち出してやる必要がある。それから資金面の援助も含め

てですね、国のほうでもいろんな、例えば補助金制度あると思うんですね。た

だ、なかなか蓋をひらいてみると本当に使えるの、実際使えないしくみがあま

りにも多すぎる。条件が合わないと。そんななかで、町の役割はやっぱり一歩

サポートしてあげることが私は大事かな。その一歩がお金だけでなくてですね、

さまざまな条件あると思うんですね。例えば一時話題になりました花嫁対策も

そうなんですけども、町としてすべてお金を出す、資金を出す、財源を支出す

るということではなしに、やはり日ごろのさまざまな話し合いの中からですね

何を望んでいるか、やっぱり農業の経営者の意向をやっぱくみ取っていただき

たいなというふうに思ってますけども、特に酪農家の方々のお話を直接行って

伺ってみれば、やはり先ほど言ったようにまず設備が大変だと。維持していく

のが大変。それから、跡取りがなかなか見つからない。それともう一つは、や

っぱり地域ブランドとしてびらとり和牛のことあげれば年間３００、４００の

出荷、これはやっぱり希少価値があって逆の見方すれば非常に評価の高いお肉

なんですけども、これはいつまで維持して続くのかなという不安もあるみたい

ですね。ということはやっぱりこれ以上酪農家の数が減ってくると、何ぼ頑張

っても、本当に大丈夫か、うちの息子残していいのか、そういうことになっち

ゃうんですよ。私はそんな中で、平取畜産公社のあり方もですね、私はトータ

ル的に含めて今後の展開どういうふうに考えていこうとしてるのか、非常に気

になっております。やっぱり絶対頭数がやっぱり少なければですね、やっぱり、

道南の日高のびらとり和牛という一つのブランドは確立しても、なかなかこう、

推進して発展していく、出荷量を増やすということがなければですね、これい

つか消えるんでないのかなという心配を実はしております。取り組みの中では、

全国的に見ましてもですね、いろんな地域ブランドの和牛なんかも取り入れて

一つのブランド化をまた再構築してですね、三つ、四つの自治体の特徴ある牛

をですね、トータル的に合併をしてですね、名前もネーミングも全部変えて、

統一的な方向でやってる自治体もあるようですけども、どうなんでしょうかね、

このまま酪農家の数が減って、出荷頭数も４００頭前後で推移していくことが

私は望ましいとは思ってませんけども、今後の展開、理事者側はどのように心

配してるのかまずもってそこのところを伺いたいと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えをさせていただきます。議員質問されるとおりですね、酪農畜産につい

ては非常に厳しい状況であると認識をしております。トマトを中心とした施設

型の農業に対して、酪農畜産については、農業経営や農業後継者問題、新規就

農者のいずれの問題についても大変厳しい状況でありまして、これらを一挙に
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解決していくというのは非常に難しい問題でございます。ただ、難しいという

ことばかり言って何も対策をとらないでいるわけにはいきませんので、まず農

家の現状把握、議員先ほどおっしゃられたとおり、農家がどのようなことを考

えているのか、どういうことを行政に要望しているのか、というような現状把

握をしまして、それぞれの問題点と課題の洗い出し、それらの解決に向けた具

体的な方策を明らかにしてまた行政や農協ＪＡ、農業機関、農家がそれぞれ、

今できること、またこれから行わなければならないこと、行うべきことを整理

しながら早急に対策を講じていきたいというふうに考えております。その際に

は町民の方の意見も聞き、また議会とも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。酪農や畜産に対する質問にありました平取畜産公社の

役割につきましても、非常に大きいものと認識をしてございます。ここ数年に

つきましては福島の原発の事故による保証費等によりまして黒字が計上されて

きたところでございますけれども、今年度につきましては収支見込みでも厳し

い状況が見込まれているところでございます。びらとり和牛のブランド維持に

つきましては、年間１００頭以上を出荷している畜産公社は非常に重要になっ

ておりますし、肥育素牛の販売についても現在は素牛価格の上昇等により、好

調な状況ではございますけれども、将来的には肥育農家の減少により厳しい状

況が出ていくんじゃないかというふうに、予想しているところでございます。

畜産公社も地元素牛の購入に大きな役割を果たしているところでございますけ

れども、現在の畜産公社の施設、設備、人員等では現状の経営が限界というよ

うなかたちでございます。今後畜産農家、酪農家の方々と十分な協議をしなが

ら、平取の畜産公社にどういうことを望んでいるか、ということを把握しなが

ら、それを踏まえて今後の展開を検討していく考えでございます。それも早急

に対策を講じていかないと間に合わなくなる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。今年の６月には北海道酪農畜産協会のほうに出向き

まして、畜産公社の現状について説明をさせていただきまして、経営診断と将

来のあるべき姿について、調査の依頼をしてきているところでございます。ま

た９月には管内の他町の公社や牧野を視察してきたところでございまして、今

後その結果が出た段階で具体的な方針について検討していく予定でございま

す。平成２８年度から始まる第６次の総合計画にそれらの対策について盛り込

んで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 

今のご答弁、本当に謙虚な姿勢で受けとめているんですけども、ぜひ原点にか

えってですね、やはり畜産農家が現状抱えてる小さな問題からですね、やっぱ

将来どのようになっていくのか、やはりその影にやっぱり、先ほどから言って

る畜産公社の果たしていく役割、これはぜひとらえながらですね、一体化して
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ですね、ぜひ進めていってもらいたいなというふうに思っております。次の質

問に行きたいと思います。次の２番目の質問でございますけども、先ほどの藤

澤議員のときの答弁にも町長ふれてましたけども、自治体としてはね、人口が

減ろうが何しようが医療、福祉、教育の分野だけはこれはもう絶対維持してい

かなくちゃいけないというのは、これはわかるんです、すごく。私も町長の立

場になったら同じことはやっぱりこれ切り離してできないですから。ただ、現

実的にですね、私は人を増やしていくということは平取町、現実的な話ですよ、

難しいと思います。今の現状からいったら。横ばいになれば一番理想なかたち

かなというふうには思ってますけども、やっぱり５千人を切り４千を切って３

千人台ぐらいになってくると、やっぱ就労人口が限られてくるわけですよね。

ということは就労人口限られるイコールどういうことが起きるかといったら、

先ほど町長申したけどもやっぱり自主財源の確保がまずできなくなる。交付税

以外何ものも町として自主財源得るものないとやっぱりかなり厳しくなる。や

っぱり求められるのは新規就農を含めてですね、これは良いかたちであるけど

も、人を増やすまでということには私は、農業の高齢化も含めてですね、本当

に横ばいで、これすらも横ばいで推移してくれればいいのかなと思ってるぐら

いですから、そんななかで私いつも企業誘致のことについて、２回、３回と過

去にも一般質問、中道町長時代もしてきたわけですけども、どうも企業誘致は

そんなもの来るわけないだろとか、今さら、この平取にどんな企業来るのとか

という議論の中で私は入り口付近でもうすぐ終わっちゃってるような気がして

ならないんですね。さっき町長もふれてましたけど６次化なんていうのはね、

私新たな取り組みで、やっぱり地域としてはですね、やっぱり平取町自慢の作

物いっぱいあるわけですから、林業の場合も木材の関係だとまだまだてこ入れ

をすれば、まだ違うのかなという部分もありますので、やっぱり私はこの入り

口付近でいつも議論立ち消えしてるですね、企業誘致これ真剣に考えていただ

きたいと思いますよ。なぜそういうことを言うかったら、やっぱり働く場がな

いと若い人が残れない。若い人が残れないということになればさっきの繰り返

しになりますけども、やっぱり自主財源の確保ができなくなるんですね、どこ

の自治体も同じですから。そんななかで、とんでもない、例えば自動車メーカ

ーとか、精密機器のメーカーなんて私は考えてません。もし、原点で入り口付

近で停滞してる話があるんであれば、ぜひ農林業の活用を活かしたですね、例

えばの話ですよ、今北大のほうとも農業連携して良いかたちでこれから多分進

んでくると思いますし、私は一定の勉強会程度からやっぱりスタートしていく

のが順当かなと思ってます。そんななかで農業者、一般農業者も含めてですね、

北大の農業連携のお力も借りながら、それとやっぱり今現在出ている食品メー

カー、主立った食品メーカーたくさんございますけども、やはりそんな会社の

役員の方ともひざを交えて話するところから私はスタートすればいいのかなと

思ってます。そんななかでやっぱり地場産品を活かしたですね、いわゆる農業

生産、林業もそうですけど生産、加工、流通、販売。これやっぱり独自のもの
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を目指していけば、一つの小さな企業でも、平取に来てちょっと我々ちょっと

工場出してみようかな、二次加工してみようかなっていう気も私は起きると思

うんですけど、そこまでいかないうちにいつも議論が立ち消えしている。やっ

ぱり角度を変えて見ればですね、例えば、びらとり温泉のゆからに来て指定管

理を受けたアンビックスさんだって、あれだって裏を返せば一つの企業誘致な

んですよね。ただ残念なことに、やっぱ働く人が募集かけてもなかなか集まら

ない。それだけやっぱり人口が減って停滞している。これが顕著な現象ですよ。

そうなる前にね、やはり私は、関係機関ともですね、真剣なひざを交えた協議

にもう入ってもいいのかなというふうに思ってます。農業は農業で、これはも

う政策さっき言ったように続けてもらいたいんですけども、やはりその先へ何

ができるのか、平取町将来どうなのかということ含めてですね、やっぱり、農

業に関連する、平取町に関連する企業に対して、やっぱり一定のですね、町有

地の提供とか、例えばマッシュルームのプラントも、私は流行している有効的

にですね活躍している施設だと思ってませんし、それがまだまだ振内では例え

ば旧八田工業の跡地も木工場として立派なものがまだ残ってますし、いろんな

こと含めてですね、優遇策も含めて、もしかみあってくれるようなことあれば

ですね、この１年や２年では私できないと思ってますけども、もう、そういっ

た関連する企業のやっぱり誘致に対して真剣に我々議員もぜひ逆に使って動か

してもらいたいな。独自にやっぱり、いろんなことやっぱり我々も調べる責任

もありますけども、できるだけ共通の話題、共通なその認識を持ってですね、

この企業誘致についてどのように考えているのか、ご答弁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 

お答え申し上げます。藤澤議員のご質問にもありましたけれども、今後の人口

対策といたしまして平取町が今後維持可能な地域であるという条件の一つとし

て、生産年齢人口の確保、それから拡大と言いましょうか、そういうの非常に

大事な要素であるというふうには認識してございます。今ご質問にあったとお

り過去何度か企業誘致に向けての条例の整備ですとか、受け皿の整備について、

議論してきたという経緯がございますけれども、当町の、やはり体質といいま

しょうか、１次産業がやはり当町の基幹産業なんだというような基本的な現実

がございますので、そのへんをやはりシフトしていくというような現状があっ

たかというふうに反省しているところでございまして、今後ですね、やはり企

業誘致をするということはですね、これは雇用機会の拡大という意味ではそう

いう人口を定着するという要素は非常に強いのかなという認識ではございます

ので、総体的にみて大企業等はより安い労働力を求めて海外に行くという傾向

がございますので、ご質問の中にあった当町のやはり農産物ですとか、それか

らほかにはない自然環境等、こういったものをやはり条件として来ていただく
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ような企業誘致をやはりこれからも考えていかなければならないのかなという

ふうに思ってございます。それで、そういうことを推進するうえで過去にも検

討はいたしましたけども、まず平取町としてこういう企業を受け入れるんだと

いう条例の整備、それから優遇制度等の整備を行い、それから、いろんな利害

が誘致することで衝突するような状況も考えられるというようなこともあっ

て、その辺を関係者とうまく調整を図るとかですね、そういったことも必要な

んだろうなというふうに考えてございます。今までのそういった経緯も含めて、

今後は具体的に予算化するようなものとして、第６次の計画のなかで検討をし

ていきたいというふうに考えています。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

本当に今まで何もやっても、マッシュルームもそうですよね。一つはやっぱり

あれにかけた時代もあったわけですから。ただやっぱり時代の動向というか、

ニーズの動きがあまりなかったということで、すぐにだめになった経緯がある

わけですけども、つめればやっぱり平取町は農業、林業これを主体に、ほかの

産業が付帯して一生懸命やりながら、成長していくというのは、私は基本的に

そういう町だなというふうに思ってますので、ぜひ、今遠藤課長答えられたよ

うにですね、前向きにとらえて第６次の部分ではですね、より具体化してです

ね、進んでってほしいなというふうに思っております。どうしてもね、私は、

財政支出、お金をかければ何でもできるなんて私ぜんぜん思ってませんのよ。

やっぱり知恵とか工夫とか、やっぱもう少しこう絞り出していけば、まだまだ

たどり着く部分というのはあると思いますので、ぜひこれから検討を進めてい

ってもらいたいなというふうに思っております。時間の関係上まだいろいろ聞

きたいことあるけど次の質問項目にいきたいと思います。次の質問項目は少子

化対策ということでお伺いしたいなというふうに思ってます。平取町も先ほど

来、町長答弁しましたけどいろんなことやってくれてるんですね。本当に、例

えば生まれたときの出産お祝い金から、実質義務教育のお子さんたちは医療費

が実質無料だと。それから、やはり高校の部分でも通学補助の部分含めてです

ね、他町からも、いろいろ協力しながらやってる。対策は一生懸命やってんで

すよ。やってることは。私はそれは認めたいと思います。ただなかなか、身に

ならないかなしさも現実ありますね。これ僕もちょっと調べてみたんですよ。

少子化対策というか、少子高齢化が進む現在社会ということでテーマでちょっ

といろいろ調べてみたら、結論的なことですね、もうちょっと時間の関係で結

論的なこと言いますけども、やはり自治体における少子高齢化への対応のなか

で、大事なことやっぱり就労世代、いわゆる生産人口の世代、特に２５歳から

４０歳未満にかけてなんですけども、女性なんですよね。キーワードは。ご主

人は仕事をして、やっぱ働いて勤め先を持ってるよ。例えばうちのだんな農協

に勤めてるよ、役場勤めてるよ、あるいはその自営業で商売している、そんな
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なかでもですね、多くの女性がこれから先ですよ、高齢化と含めて育児とか、

介護の家族的なやっぱり責任をだんだん負っていく、高齢者人口増えて、うち

もおじいちゃん、おばあちゃん元気でいてくれるのうれしいけどやっぱり家庭

内においての介護、で、施設はもうほとんど新しく現時的にできないと思うん

ですよね。いろんな施設含めて、特養もそうなんですけども。そんななかで、

女性が果たす役割としてやっぱりこうした家庭的な責任を負う人でもですね、

働く意欲があれば、ぜひ女性もですね就労することができるようにしていくこ

とが重要である、そういったことがですね生産年齢の人口増加につながる、あ

るいは維持に自治体としての就労人口の維持につながっていくというようなも

のもあるわけですけども、私は、今までやってきた事業を含めて、やはりもう

一度冒頭言ったように、再度立ちどまって、検証していく必要があるな。出産

お祝い金も私は、良いとか悪いとかという議論でなくて、ありがたいんです、

皆さんね。いただく方は。それはそれでもう結構なことだと思ってますし。そ

れから、町税の１％事業、あれも非常に拡大してって、私はすばらしいことだ

なと思ってますし、認めることは私たくさんありますけども、やっぱり一度立

ちどまって本当に効果があるものかどうかも含めてですね、あるいは、私は一

番心配してるのは平取高校ですよ。ということは、１８歳未満のこととしてこ

の少子化対策に対してふれるんであれば、やはり存続が危ういということであ

れば、当然高校自体の特徴ある施策も必要だと思うんですけども、じゃあ、今、

何が、町として何がやってもらえるのか、何をやればこう将来の少子化に対し

て一定の歯止めをかけれるのかということだと思うんですね。やっぱり先ほど

ちょっと農業者でもひざ詰めた、あるいは酪農家の話もあったんですけども、

やはり今現在いる、特に若い世代のお父さんお母さんたち含めてですね、別な

集まりの場、話を聞く場というのをじっくりやっぱり事務的なことではなくて

伺っていく、そんななかから、私は少子化対策についても、一定の方向づけが

できていくのかなというふうに思ってますけども、一度検証するということと、

効果が本当に得られてるのかなということも含めてですね、見直しも必要かな

という部分も私はあると思いますので、それに対して、今言った若い世代、特

に子育てをしている世代のお母さま方でもいいですよ、ひざを詰めた協議、も

うやっぱり生の話として、もっと違った機会にですね、求めてやっていくとい

うことが必要だと思っているんですけど、この少子化対策について、今後、町

としてどのように考えて捉えているのか、お答えいただきたいと思います。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは私のほうからご答弁申し上げたいと思いますが、平取町では今、質問

されたように、いち早く他町に先行しながら、子育ての支援の医療費の助成事

業、あるいは放課後の子ども教室の開設、それからすこやか赤ちゃん誕生祝い

金の助成事業、また特定不妊治療の助成事業、保育料の引き下げ、学力向上の
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ための教員の加配事業等々に取り組んでございますし、また高校生に対する支

援につきましては、これまでも特色ある学校づくりの一環ということで、福祉

コースの支援等に助成をしてまいりましたが、さらなる支援の拡大につきまし

ては、高校存続との関連もありまして、これまで地域の方々の検討委員会で十

分協議されまして、答申をいただいているところでございまして、新年度に向

けて、予算措置をしながら、さまざまな取り組みを実施することとしてござい

ますので、ご理解を願いたいと思います。また、町といたしましても、これま

での少子化対策も十分に検証しながら、いままでやってきたことが十分だとい

うことではなくてですね、まだまだ満足はしてございません。そういった意味

で、子育て世代の方々のニーズもしっかり受けとめながら、さらに効果的な対

策を講じてまいりたいというふうに考えてございますので、総論としての話を

申し上げたいと思います。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

そうですね、残念ながら平取だけでなくて、ほかの自治体もそうだよといえば

そのとおりなんですけども、なかなかかたちの上で効果が出てこないという部

分がやっぱあると思うんですけど、やはり都会と田舎は違うと思うんですけど

も、データ的に見ましたら海外なんかも日本がやっぱり２５歳からですね４０

歳ぐらいまでの女性の仕事してる率が一番低いんですよ。欧米、それからドイ

ツ、フランスと比べても一番低いんですよ。これはいろんな問題あると思うん

ですね。例えば子育てしてる世代に対しての、やっぱり国のちゃんとした整備

がなされてないという部分とか、これはもう平取独自の問題でなくて国の問題

もあるわけですけども、都会では保育所の確保含めて、そのような待機児童の

問題もありますし、やっぱり職場に戻れるか戻れないかという、そのニュアン

スもちょっと海外によって日本が一番やっぱり立ち遅れているような現況もあ

るので、これからぜひ女性の活用も含めてですね、就労人口の増加、あるいは

定着を図るような、町独自の措置もぜひ行っていただきたいなというふうに思

っております。そこでこの問題、本当にまだまだたくさん伺いたいんですけれ

ど、さすがに私も時間のことがいろいろ気になっております。私は少子高齢化

と一緒くたにして文言、どうしてもこう出てるわけですね。テレビやなんかで

も少子高齢化、少子高齢化と言ってるわけですけども、私はちょっと切り離し

て今回質問してるわけですけど。それから高齢者のことについて次行きたいな

というふうに思います。高齢者の人口が平取町も多分に漏れず３人に１人はも

う６５歳以上という時代になってきまして、やはり平取町のお年寄りの方、元

気良い方元気良いですしね、まだまだ私なんか若い人に負けてないよって年寄

りも多いんですけども、今心配してるのはやっぱり独居老人の関係とか、夫婦

２人とも高齢化なって子どもたちみんな都会出ていないよ、私たち将来この家

に住んでていいんだろうか。何かやっぱり介護のこともあるしっていうふうに
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段々思ってきてる時代なんですけども。やっぱり高齢者のこれから求められて

いく事業といたしましてですね、私はやっぱり医療体制のあり方、それから特

に病院は、診療所は振内にあっても、やっぱり核となる町立病院、平取国保病

院ですか、までの交通手段含めてもですね、なかなか思うようになってないの

が現状であると思うんですね。そんななかでやっぱ求めてることとして、在宅

医療とか訪問診療、昔でいう往診的なことですね、医者が家まで来て、看護師

さんと来て、往診してもらえる。薬もそのとき診察してですね、一緒に持参し

てきてもらえるのかなとか、さまざまなサービスがあると思うんですけども、

今後はですね福祉施設の改善充実、特にかつら園は待機者もそうなんですけど

も、デイサービスとの兼ね合いがやっぱりどうしても私あると思うんですね。

デイサービスを続けながら、あそこのかつら園の本来の役割を果たしていくと

いうことに対して、本当にこのままでいいのかなというふうに私はいつも考え

てるんですけども、一つは、やはり医療体制のあり方もそうなんですけども、

現在ある施設の改善、それから充実をどのように図っていくのかなということ

と、やっぱり冒頭に言いました、高齢者世帯用のですね、住宅整備、これがや

っぱり必要になってくる時代がもうすぐそこまで来ているのかなというふうに

思ってます。特に公営住宅も振内のほうでも何棟かずつ新しく建ってきてはい

るんですけども、やはりもう高齢者を見据えた高齢者用の町営住宅、公営住宅

というのはね、やはり、先駆けてる自治体のほうはもうすでにかなり取り組ん

でますんでね、今後のこういった住宅に対してのあり方と、それから先ほど言

いました訪問診療とか、いわゆる往診的なことも含めて、医者の確保難しいよ

とか、なかなか財政支出大変だよというのは私よくわかるんですけども、やは

りただそれが求められていく時代がもうやってきてますよというようなことで

ありますので、そういった高齢者が求められている事業の将来、どのようにと

らえているのか、このことについてご答弁をお願いいたします。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

ご質問に答えたいと思います。まず１点目の福祉施設改善の充実ということで

ございますが、現在、福祉施設といたしましては、平取福祉会が経営する、障

害者支援施設すずらん、またケアハウスしずか、そして特別養護老人ホームび

らとりかつら園、デイサービスがございます。その中で、今議員がご指摘なさ

っておりますかつら園、それとデイサービスの関係ということでありますが、

これに関しましては今現在も利用者の数、デイサービスなんですが、利用者の

数は、多少横ばい、並びにちょっと落ちてるかなという状況であります。これ

も施設に対してのどうだこうだという問題ではございません。その辺のサービ

ス的なものの多少なり、問題があるのかなっていうのは、ちょっといろいろ福

祉会とは協議しているところであります。またそのかつら園そのものにつきま

しては、基本的には５０床というかたちのなかでこれから増設するということ
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も視野には入れておりません。それで、今後どういうふうにしていくかという

ことでございますが、基本的に国の指針といたしましては、在宅介護というの

が、それと予防ということに重点を置きたいということなんで、今、高齢者福

祉計画、また介護保険事業の計画の中で、十分検討しておりますので、またそ

れができ次第また皆さんに報告させていただきたいと思っております。次の２

点目のですね、高齢者の公営住宅の整備ということでございますが、これは平

取町のみならず、とりわけ高齢者向けの住宅の転機を迎えているのかなという

状況でございます。その背景にですね、核家族化や長寿命化等による単身や夫

婦のみの高齢者世帯が増加しているということであります。家族や近隣住民の

サポートが期待できない高齢者の住居の確保が求められているということであ

ります。具体的には、持ち家のある方は手すり、段差などを解消するというこ

とが望まれます。また、持ち家がない方はこれから主流となってくるサービス

つきの高齢者住宅ということが、考えられるのかなということであります。い

ずれにしましてもですね、第６次の総合計画において、各関係部署と協議しな

がら考えてまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

今保健福祉課長の中野課長のほうからご答弁ありましたけども、今もういろん

なかたちのなかで私どもの、うちの家内のおばあちゃんなんかを見てたら思う

ことは、やっぱ元気のいいお年寄りが多いんですよ。だけどもやっぱりさまざ

まな状況のなかから、やっぱりお年寄りの方にとっては静かなところで暮らし

たい、１人でもいいから暮らしたい。そんななかで何を心配してるかっていっ

たらやっぱり住宅のあり方ですね。 低限のやっぱり段差がない公営住宅、町

営住宅。あるいは手すりが確保されてるよ。それから、いざとなったとき、緊

急的にですね、人が呼べるような体制。こういった基本的なこと含めてですね、

やっぱり高齢者世帯用に向けたですね、やっぱり住宅の整備について、やっぱ

り私は心配をしております。きょうのテーマにももうすでに通告してある通り

なんですけども、 近やっぱり話題というか注目されているのはシェアハウス

のことでありまして。シェアハウスについては 初のメディアに登場したのは

やっぱり大学生同士とか、あるいは社会人同士、一つの建物にですねシェアし

ながら、寝泊まり、生活を一緒にしてコストを下げていく。生活的なコストを

下げていくという部分が一つと、それとやっぱりいろんな視野を持てる。いろ

んな価値観の違った人とお話できるよという部分はあるわけですけども、 近

は調べてみましたら高齢者向けのシェアハウスということが非常に注目されて

おります。このことは多分一般質問に出て、いろんな理事者側も調べだと思う

んですけども、まだ全国的なものということで、その地区によって展開のされ

方が随分違っているようですけども、やっぱり１人になった孤立している高齢

者とやっぱり若い人が一緒にですね、生活して、共生ができるならばやっぱり
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やっていく意味があるのかなというふうに思っております。それとやっぱり施

設に入れない年収の方、この方も相当数私はお年寄りのなかでできますんでね、

これからも。やっぱり貯金や収入が少ないために介護を受けられる民間とか特

養も含めてですけども、そういったものがですね、なかなか利用することがで

きない。子どももう実はもう相当独立して年数たってて、今さら私の面倒みて

くれって言えないっていうのが現実的でございますので、やっぱり両者の、若

い人も含めてですね、お年寄りと両者やっぱり問題を解消していくためにやっ

ぱりこのシェアハウス真剣に私とらえていく必要があるなと思ってます。特に

一時一般質問でも出てました、空き家対策の問題が出てましたけども、壊す、

撤去する、これはやっぱお金かかるという現実的な生の話ありますけども、い

わゆる所有者がはっきりしてて、将来ここの家が空きますよ。で、ある程度築

年数もまあまあ新しいですよっていう部分は、やっぱり一般の方に貸したり売

ったりするというほかにですね、やはり町のほうでしっかりとそういった物件

をとらえて、私は極端なことを言えば、平取高校の寮と合体したようなかたち

でもいいですから、若い人たちと共存できるようなシェアハウスが一つやっぱ

り目指してもらいたいというのと、あるいはお年寄りだけ４人、５人で生活し

ていく上で、そういった独立したシェアハウスの場合は、例えばですよ、町で

お金をかけて人を派遣してその面倒見るという、あるいはその民間事業者探し

てというのも一つの手だとは思うんですけども、やはりできるだけそこのシェ

アハウスを利用してですね、いろんな行事を行っていく、あるいはそのもっと

具体的に言えばですね、例えば日中手芸教室を開いて、そこの会場として使う

とかですね、あるいはその、例えば俳句だとか短歌の会的なものもそこでやっ

てあげるとか、とにかく人とふれあっていけるような、常にこう見守りができ

るような体制ということもですね、私は考えていく必要があるのかなと思って

ますんで。だから、同時進行で私は空き家対策含めてですね、今後いろんな問

題があるとは思います。まだいろんな研究、シェアハウス研究所というところ

もいろんなこと調べてますんで、データ見ましたら、まだまだ難しい問題もあ

ろうかなと思ってますけども、私はやっぱりなんていうのかな、お年寄りの方

も若い人と一緒にいることで元気が出る。それから、若い人とふれあってれば

やっぱり何らかのかたちで高齢者をサポートしてくれるっていう助け合いが生

まれてくるし、世代が違う人とやっぱりうまく付き合う方法をですね、若い人

たちはやっぱり良い意味で影響受けると思うし、それを整備して構築していく

のは時間もかかると思いますけども、私はやっぱりちょっと頭の隅っこでもい

いですから、そういったことも将来必要になってくると私は思われますので、

このシェアハウスに対する考え方、一度真剣に調査してみてはどうでしょうか。

まあ、今言ったようなこと、ちょっと数あって申しわけないんですけども、ま

ず、その高齢者の求めてることの中で、このシェアハウスの考え方についてで

すね、多分私一般質問で通告してありますんで、調べてると思いますけどそれ

に対するご感想でもいいし、政策的なことでのご意見でも構いませんのでこの
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ことについて、ご答弁を求めたいと思います。 

 

議長 休憩します。再開は午後１時といたします。 

 

    （休 憩 午前１１時３０分） 

   （再 開 午後 １時００分） 

 

議長 再開します。午前中に引き続き、千葉議員の質問に対する答弁より、始めたい

と思います。答弁を求めます。保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

それでは、高齢者シェアハウスについてのご質問にお答えいたします。シェア

ハウスは自立した高齢者が集まり、介護サービスなど地域のサービスを活用し

て、共同生活していくものでございます。少子高齢化が進むなか、介護支援が

必要な方は高齢者の全体の２割程度、また元気な方が８割程度の高齢者で元気

に生活しているという状況でございます。健康であるため、子どもには迷惑か

けたくない、施設には入りたくない、このまま自分らしい生活を続けたいとい

う考え方の一方で、ひとり暮らしでは突発的な病気、また孤独死という問題が

ございます。また、健康な高齢者が入居するケアハウスでは、効率性を重視し

ながら、食事や入浴時間に制限があるなど、管理体制の中での生活になりがち

で、自分らしい生活を送れないという状況でございます。これらを解消するた

めに、新しい高齢者シェアハウスというのが 近、都会のほうで注目され、ま

た個人を尊重し、自分らしく生き生きと自立した暮らしを実現できるものであ

ります。今後、住民のニーズを把握しながら、各関係機関と十分協議しながら

検討してまいりたいと思います。当然これは行政だけではできないものでござ

います。民間の活力も利用しながら、十分検討していきたいと、そのように考

えております。また、空き家の活用ということが出ておりました。そういう面

で地域の高齢者の集いの場として、地域を活性化し、空洞化の防止につながる

ということで、利点はございます。またさらに、新たな住宅や施設整備には多

額の費用がかかるということも考えられ、財政的な観点からみても既存の資源

である民間の活用は非常に重要と考えております。今後、各部署なり、各団体

ともいろいろ詰めながら、検討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。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

６番千葉です。午前中に引き続きということでご答弁いただきました。そうで

すね、本当にまだほかでされてるこのシェアハウスというかルームシェアの関

係は、まだまだいろんな問題点もやっぱり浮き彫りになってるのも事実であり

ますし、町としてもやっぱりできるとこから詰めていく。実際、実現するまで
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にはまだまだちょっと時間かかるのかなと思うんですけども、それまでにはぜ

ひ時間をかけながらでもですね、ぜひ調べて、実施できるもんであればですね、

やはり思い切って踏み込んでいくということに対しましては、私も応援したい

なというふうに思ってますのでよろしくお願いしたいなと思ってます。ある地

域ではやっぱり認知症がですね、確認されたお年寄りもシェアして何人かと一

緒に住んでるうちにですね、認知症対策、いわゆる進行が遅れてあまりひどい

状態にならないで生活営んでいる人もおりますし、今後はぜひ調べて、実現化

に向けて努力してもらいたいなというふうに思っております。なぜこういう質

問するかというと、やはり平取福祉会の状況、やはり限界が私あると思うんで

すね。やっていくことに。 後のやっぱりバックアップ、後ろだては町のほう

にかかってきますし、やはり財政的な支出も抑えていくということになれば当

然のことながら民間の力を借りてですね、いろんなネットワークを持ちながら

ですね、こういったことも一応調べて検討していく課題、余地があるのかなと

いうふうに思っております。現に、こころのホームふれない、開設されてから

ですね、２ユニット１８名の認知症のグループホームということで進んでおり

ますけども、私も時々行ってみますけれども、やっぱり共同で生活する、台所

に立てる人は台所に立つ、掃除のお手伝いできるぐらいの方もいますし、共同

でやっぱり生活ができるっていう良さが、やっぱ改めて私はあの施設を見て思

ってるわけですけども、やっぱり今後はですね、平取福祉会以外の民間の事業

展開できる業者さんともですね、やっぱりひざを詰めたですね、お話をしてい

ってもらいたいなというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いし

たいなというふうに思ってます。こころのホームふれないの場合は、さまざま

な協力体制も少しずつですけどでき上がっていって、地元の人たちはじめ、サ

ポートしてくれる人たちも団体でおりますし、今後も私、注目していきたいな

と思ってますので、こころのホームの展開を見てますと、やはり将来的にはそ

う遠くない将来に、やはり本町とかですね、貫気別とかも一つずつぐらいやっ

ぱり対応していくような、もう時代がすぐそこまで来てるのかなと思ってます

んで、どうかあわせてご検討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、これ 後の質問になろうかなというふうに思ってますけれども、以前

の一般質問の中で、平取町の場合、まだ総合的な福祉計画というのがまだ確立

されてないということでありますけども、今後に向けては、そういった方向で

進むっていう話でしたが、平取町の総合福祉計画の策定についての、今現在、

どこまでこう話し合いがなされているのか。また、どういったことに重点を置

いてやってくれるのか、総合福祉計画でありますから、高齢者だけなくて、や

はり乳幼児から就学児童、あるいは就労している若い世代も含めて、総合的な

その福祉計画が策定してですね、１日も早く、それに向かって、平取町の進む

べき方向が拡充されてくると思いますので、まずは平取町の総合福祉計画の策

定の状況、何に重点を置いて、ほかの自治体でやってることに対しても、良い

ものはやっぱりどんどん取り入れていくべきだと思ってますけども、今後いつ
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この平取町総合福祉計画が完成してですね、小冊としてまとめてくれるのか、

スケジュール的なものも含めて伺いたいと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

それでは地域福祉計画に向けた取り組み状況ということで質問にお答えいたし

たいと思います。まず地域福祉計画は、社会福祉法１０７条におきまして規定

がございまして、この計画を策定する場合、関係者の意見を反映させながら公

表に努めるという規定にとどまっており、市町村において必ず策定するという

義務はございません。３月の定例会において、総合的な視野をもちまして計画

の立案に努め、関係機関と連携を取りながら、意見を聞きながら、計画策定に

当たりたいという答弁をいたしているところであります。本年度、福祉に関す

る個別の計画の見直しの時期でございまして、平成２７年度から始まります高

齢者福祉、また、介護保険事業計画、また障害者福祉計画、いずれも３年間、

それに子ども・子育て支援計画、これは５年でありますが、今現在、その計画

内容は、膨大なものでございまして、協議策定中ということでございます。い

ずれにしましても、地域福祉の総合的な推進を図る観点から、重要な意義を持

つものであり、少子高齢化の進展、それから核家族やひとり暮らしの世帯の増

加、社会環境の変化に伴いまして、家庭の中で子育てや介護能力が弱まったば

かりでなく、地域においても、近隣の人々がお互い、相互扶助機能が弱体して

いるものと考えられます。こうした状況のなかで、住民同士がともに助け合う

活動、それから公共サービスの組み合わせを生活課題の解決に向けて、住み慣

れた地域で自立した生活ができるよう、取り組みが求められております。現在、

策定の進行中ということもございまして、個々の計画が策定が終わった段階で

取り組んでまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

ぜひ私も期待をしておると同時にですね、例えばさまざまな中身が変わってく

れば、町の条例の改正も当然視野に入れながらですね、一つ一つ詰めの作業、

ぜひ無限に時間はあるものだと思わないでですね、やはりスピーディーに、早

く、やっぱりこの総合福祉計画ということに対してですね、総括的な取りまと

めをしてもらいたいなと思ってますが、 後になりますけども、町長のほうか

ら私の人口減少対策と少子化、少子高齢化への対応について、町長自身のご意

見がありましたら伺っておきたいと思います。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは、ただいまの質問にお答えを申し上げますが、今、担当課長のほうか
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らこの計画の関係、詳細にお話し申し上げましたので、簡潔にご答弁申し上げ

ますが、これらの計画の策定については現在、個別計画との整合性を図りなが

らできるだけ早めに総合的な福祉の指針となるような計画を策定してまいりた

いというふうに考えております。策定に当たっては、近年、少子高齢化、ある

いは核家族化の進行、共稼ぎ世帯の増加などですね、町民の生活様式の変化等

により、地域の連帯感が希薄化していくなかで、地域で暮らすことができる、

お互いに助け合い、支え合っていくことができる今後の地域福祉を総合的に推

進する上で、大きな柱となる、総合福祉計画を目指して取り組んでまいりたい

というふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 千葉議員の質問は終了します。続きまして８番山田議員を指名します。山田議

員。 

 

８番 

山田議員 

８番山田です。高齢社会のいきいき活動事業ということでお題目を作成させて

いただきました。先ほど来、また町長におかれましても、各議員におかれまし

ても、近年、少子高齢化の時代ということで、平取町におきましても、将来的

に近い将来には３千人台という考え方も出てきている時代でございます。そん

ななか、平取町におきましては、移住・定住促進をさまざまなかたちで行い、

それに関連した事業も数多く推進されていることは大変理解するところでござ

います。その中の一つとして、高速インターネット、光回線のインフラ整備を

いち早く管内でも、また道内でもいち早く取り入れたということは大変すばら

しい対応だったかなと思っておるところでございますけれども、さてこのイン

フラ整備におきまして、この技術、光回線インターネットの関連事業を使いま

して、果たして町民の皆様がどのようなかたちで利用、活用されているのかと

いうところの問題を掘り下げてみますと、疑問を大変感じるところでございま

す。特に、高齢者の方々についてはどのような利用状況になっているかという

ことは、自分もふと考えさせられるところでございます。そういうなかで、今

年まちづくり課におきまして、この光回線を利用しまして、こういう利用をし

ていこうという考え方があったのかどうか、その辺を聞いていきたいんですけ

ども、こういう委員会をつくって立ち上げていこうというそういうことをやっ

ていこうという考え方があるようでございまして、公募もされて、この委員会

の立ち上げを整備していこうとしている矢先とは思いますけれども、この辺に

つきましては、どのような委員会でどのような要綱、また利用を考えてこうい

う委員会を立ち上げていこうとしているのか、まず一つ目の質問としてその辺

の状態をお聞かせ願いたいと思います。またさらに、今までにおいてこの光回

線を利用、利用というか、各世帯に引っ張っておられる方の戸数だとか、世帯

数などがわかればその辺の情報もお教え願いたいと思います。 

 

議長 まちづくり課長。 
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ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。平成２２年度に、将来のまちづくりの基本施策といたし

まして、情報通信施設等の充実は必須の条件になるとの認識でおりまして、ケ

ーブルテレビの整備による難視対策と一緒にブロードバンドの普及を目的に、

光回線の整備を行ったというような経緯がございます。現在、ご質問にあった

フレッツ光への加入状況でございますけれども、これは毎月増加をしてござい

まして、１１月末で９１１件という加入率になってございます。この整備をし

た時点では７００件程度の目標数値を掲げて整備を図ったということでござい

まして、その後本当に皆様の加入が多かったということで、地域によっては線

の増強をしなければならないというような状況にもなっているというような状

況でございます。こういう基盤整備ができたということで、フレッツ光を利用

されているということで、インターネットは本当に職場など生活の中に入り込

んでいるなというような状況でございまして、役場の仕事一つとっても、やは

りこういうネット回線等がなければ非常に進まないといった状況になっている

のかなという認識は持ってございます。それでですね、さらにこういった基盤

施設をいかに利用するかということで、今年度予算化もさせていただいており

まして、名称としては平取町ＩＣＴ活用検討委員会というものを要綱としては、

今年の９月１日に制定をさせていただいたというところでございまして、主に

公共的な分野でのインターネットの活用について検討を図りたいということ

で、この組織を立ち上げさせていただいたというところでございます。要綱の

内容としては、委員の数は７名以内ということで、組織としては、委員として

は住民、それから各地域の団体の代表、それから学識経験者ということでござ

いまして、こういう分野に詳しい識者、それからＮＴＴをはじめとした業者に

も入っていただきながら進めたいなということを考えておりまして、ただ公募

した時点で応募が住民の方からなかったということで、ちょっと足踏みをして

おりまして、再度今公募をかけているということになっておりまして、年度内

には第１回目の会議を開きたいというふうに考えてございます。そこで、いろ

いろ公共分野での検討を図ってまいりたいということでございまして、今どう

いうものにこういうものを活用できるかということで、全国の先進事例を見ま

すと、医療、福祉、教育、産業、防災それから地域交通等のあらゆる分野での

活用が可能性としてあるということでございまして、この委員会をもとにいろ

いろ議論をしまして、具体的な事業等については次期の総合計画等で検討させ

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 山田議員。 

 

８番 

山田議員 

わかりました。今のところは公共的な活用ということで、お話しされてたんで

すけども、どうでしょう、この事業を含めてまたやるとなれば２、３年かかる

という可能性も大な話なんですけども、具体的な話も、今後委員会を立ち上げ
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ながら検討していくということで進めていくということでございますけども医

療、防災事業、即座にできる事業というのも考えられるんでしょうけども、来

年度以降すぐにできるような事業などは考えられますか。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

現在のところ、福祉分野での活用が公共の部門としては非常に重要なところか

なと思っておりまして、ただ、やはりかなりその整備にお金もかかるというよ

うな状況もございますので、そのへんは、一度この検討委員会でそういったも

のを含めて検討してというようなことを基本にしたいなと思っておりますの

で、今のところ来年からすぐというようなことではなくて、またいろんな関係

者の意見を聞きながら、次の年以降でですね、事業費の全体的な財政計画の中

での位置づけ等も含めて、考えてまいりたというふうには思っております。 

 

議長 山田議員。 

 

８番 

山田議員 

はい、わかりました。ぜひとも進めていただきたいと思います。質問前後して

大変申しわけないんですけれども、先ほど９１１世帯の方が光回線を引っ張っ

ていただいているということなんですけども、自分の考える、高齢者、６０歳

以上の方でっていう世帯数は把握しておられるでしょうか。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

実は、この辺は非常に個人情報等の取り決めと言いましょうか、取り扱いがご

ざいまして。今年この件について会計検査が入ったときに、私ども年代ごとの

加入件数を知りたいということだったんですけども、なかなか教えていただけ

ないというような状況もありましてその件についてはちょっとお答えできない

ということなんですが、ただやはり加入する世帯としてはやはり若い世代が主

になっているのかなという感触は受けております。以上です。 

 

議長 山田議員。 

 

８番 

山田議員 

委員会も立ち上がり、今の質問は高齢者、個人情報も含めてお答えできないと

いうことですけれども、当然この光回線、今の時代携帯電話も、俗に言うガラ

ケーからスマートフォンの時代に変わって利用方法も若い人方は独自に当然熟

知し、使用されていることと思いますけれども、せっかくのこの光回線が通っ

て、以前、町長のお話で議員も視察に行ったんですけども、ＮＴＴの回線によ

って見守りなどを各世帯にする技術もＮＴＴでは 先端を行っておりまして、

そういうこともできるんだよという話を聞き、大変期待を持ったところでござ
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いますし、その他今では医療、それから福祉、それから防災に関しても、いろ

いろな技術が発展して、利用できるということを聞けば、それぞれかなりの数

でこの回線を利用した事業が今後展開できるんじゃないかなっていうことを考

えていたんですけれども、平取町においては今年やっと委員会を立ち上げてこ

れからやっていきますということで、自分らも３年前に行ったことを考えると

もう３年を過ぎたんだなっていう気はして、ちょっと期待外れな面も多くあり

ます。そんななかですけども、今おっしゃられたとおり、委員会を立ち上げて

やっていくということなので、ぜひともやってほしいですけども、自分の提案

として、一つ、この光回線を利用した高齢者用のパソコン教室の普及でありま

すけれども、これをぜひやってほしいということで政策を提言させていただき

たいなと思っておるところでございます。今、実際岩知志地区におきまして、

高齢者向けのパソコン教室、まあ高齢者、高齢者というのもなんですけども、

５０代の方から８０何歳までの方々がそれぞれこの光回線を利用されて、パソ

コンはじめアイパッドという機器を使いそれぞれ勉強しているところでござい

ます。何回かお邪魔して、大変自分も、こういうスタイルなら教室開いても、

お年寄りの方集まっても、和気あいあいと勉強できたり、おぼえたりすること

できるんだろうなという気はしております。実際、教育委員会というか、生涯

学習のほうで何回かパソコン教室も開いたという経過も聞いておりますけれど

も、やはり先生、講師というかたちで呼ぶよりは、今行われている岩知志パソ

コンクラブのように、ボランティアの方、ある程度年代の若い方、５、６０代、

まあ若い人もいるんですけれども、その中で結構おしゃべりしながら和気あい

あいとやるのが、お年寄りにとっては楽しい時間の一つなのかなと。ましてや、

長続きする一つの方法ではないのかなと思って、ぜひともこの教室を全町地区

に広めてほしいという考え方が自分の頭の中では考えてきたところでございま

す。いろいろなかたちで今岩知志パソコンクラブやっておりますけれども、結

局は１％事業を申請した中身はまちづくり課で理解されていると思いますけれ

ども、この全町地区に広めていこうとする希望を持って今岩知志パソコンクラ

ブでは、高齢者の方が一生懸命、先生とまでいきませんけれども、各地区に散

らばっても教えられるような技術を磨いていると、いうことの話を聞いており

ます。普通の先生、講師といえば、ある程度パソコンの知識を持ってああだ、

こうだという知識がたくさんあるんでしょうけども、そこまでいかなくても、

平取町が推進する、高齢者の見守りも含めて、防災も含めて、また、今言う認

知症、そういう防止のためにも、ぜひこのパソコン教室を全町に広げていった

らどうかという考え方を持っておりますので、委員会を立ち上げる、今後話し

合っていくということではなく、来年早々からできないものかということの考

え方をぜひ聞かせていただきたいと思います。 

 

議長 教育長。 
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教育長 高齢者にかかわります生きがい活動の一環としてのパソコン教室についてでご

ざいますが、現在、岩知志地区において、継続的に実施されていることにつき

ましては、生涯学習事業を所管しております教育委員会といたしましても、そ

の活動に敬意を表するものであります。生涯学習を推進する観点において、町

民が求めるさまざまな学習の機会を提供しなければならないものと認識するな

かで、現在教育委員会といたしましても、各種事業について展開をしていると

ころであります。そのことにおいて、高度情報化時代を迎えております現状に

鑑みるときに、若年層に限ることなく日常生活上、そして余暇、パソコンをは

じめとするさまざまなＩＣＴ機器の活用ということは拡大してきておりますの

で、より効果的で適切な機能の取扱等に関し、学習の場を設定することは、事

業の優先度的にも高いものというふうに考えております。これまで、パソコン

教室ということにつきましてはただいまご質問の中にもありましたけれども、

教育委員会が事業主体となり、実施をしてきた経緯がございますけれども、イ

ンターネットへの接続など、ネットワーク環境が整備されていないなかでの教

室ということになっておりましたので、インターネットが著しく普及している

現在にありましては、さらにその必要性はあるものというふうに考えておりま

す。ただいまのご質問にありましては、高齢者がいきいきと活動して、そこに

生きがいのひとつとしてのパソコンを通したライフステージの創造ということ

になるものと考えるところでありますので、事業のあり方などについて十分精

査するなかで実施に向け取り組んでいきたいというふうに考えますが、実施に

あたりましては、さまざまな隘路もあるものと思っております。機器類につい

ては、参加者個人が持ち込むのか、教育委員会が必要とする台数を用意をして

いくということでは、財政的な問題も生じてくるというふうになりますし、ま

た、指導していただく講師の方々の確保であるとか、実施会場におけるネット

ワーク環境についても整備をしなければならないということになってまいりま

す。このように実施においては課題等がございますが、 小の経費をもって、

高齢者をはじめ、多くの町民が参加していただけるよう、十分検討させていた

だきたいというふうに思いますが、運営方法において、例えば学校開放事業と

して計画できないかということもございます。本年、町内小中学校の児童生徒

用パソコンを更新をいたしまして、タブレット型について導入をさせていただ

きました。各学校ともインターネット環境も整備するなかで、あわせて電子黒

板等と一定数のパソコンもそろっておりますので学校備品を活用しての各地区

における講座ということも可能ではないかというふうに考えているところであ

りますので、これらのことも含めまして、より良い教室のあり方を検討させて

いただきたいというふうに思っております。いずれにいたしましても、高度情

報化社会への対応を目指す上で、効果的で効率的な生涯学習の一層の推進を図

っていく考えであることを申し上げまして、お答えとさせていただきます。 

 

議長 山田議員。 
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８番 

山田議員 

今、教育長のご返答いただきましたけれども、自分は今、お話されたとおり、

岩知志パソコンクラブのことしか今頭になくて、町で考えるどういう施策でど

ういう方法でという運営方法も含めてという、失礼ですけど、またこうレベル

というか、座敷が高くなったような感じで、高齢者の方々が、どのようなかた

ちで足を運んでくれるかとなると、その辺も十分考慮していただきたいなと考

えております。そこで先ほど来お話した岩知志パソコンクラブの６０代、７０

代の先生方、まあ先生方と呼ばせてもらいますけども、そういうおばあちゃん

方が気軽に今ある老人クラブなどに足を運んで、パソコン私やっててこんなに

楽しいんですよ、って何かこう気軽に行けるような教室開きからしてほしいな

と思ってるんですよね。まあ老人会にとっては、文化祭見てもそれぞれ皆さん

たくさんの趣味持っておられて、高度な技術も絵画、それからいろんな文化的

な技術など持っておられて、活動されて、十分それで楽しんでおられる高齢者

の方もたくさんおられますけれども、全員が全員パソコンやってくださいとい

う言い方ではなく、やっぱり１回どこかで老人クラブでそういう先生方が行っ

て遊び感覚で、私こういうことやってるんで、一緒にやりませんかっていう、

何回か説明しているなかで１人、２人、３人と増えていくのが理想かなという

気がしておりますので、その辺もぜひ、教育長も含めて、関係機関の方々には

ですね、岩知志パソコンクラブ１回行って、どういう状況なら人が集まるかと

いうこともぜひ勉強してほしいなと思っておりますので、その辺も含めてじっ

くり計画を練っていただきたいなと思っております。そこで、来年ぜひという

ことで、私今申し上げているのは、やはり年寄りの方年々自分らもそうですけ

ど１年１年年とっていきますけれども、先ほど言った健康、認知症、特に認知

症、頭を使ったこういうことというのは非常に大事ですし、今後計画されるで

あろう見守りの中のこの光回線の利用なども含めて、ぜひとも早急に進めてい

ただきたいと。まちづくり課で進めている委員会も大事ですけども、それを飛

び越してでもこのパソコン教室というのを、ぜひ教育委員会含めて、老人クラ

ブ含めて進めていっていただけないかなと考えておりますけども、その辺町長

も一回見学されているのかなと思いますけれどもその辺の考え方、お聞かせく

ださい。 

 

議長 町長。 

 

町長 パソコンを通じた教室の開設、また光回線の利用方法については先ほど来、担

当課長からも申し上げたとおり、さまざまな利用方法がございますので、今後、

有効活用を検討すべく町民、また情報通信社、専門家などからなるＩＣＴの委

員会を立ち上げる準備をしているところでございますので、もう少し時間をい

ただきたいと思います。また小さな自治会が自らの力でパソコン教室を開催し

ながら、高齢者の皆さんが楽しくパソコンをおぼえて、パソコンを通じて仲間
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が増え、自宅にいながら、パソコンでの会話を楽しんでいる。また、頭の体操

にもなり、今では、小さな地域に全町から人が集まり、輪が広がっていること

は十分承知をしているところでございます。今後とも、これらのパソコンクラ

ブの輪が高齢者に限らずいろんな世代の方々でパソコンを通じて全町に広がる

ことを大いに期待をしているところでございます。そういった意味で、岩知志

でも高齢の方が、そういったマンパワーということで育ってきてございますの

で、これから、教育委員会とも十分協議しながら、前向きにそういったことが

前進できるように検討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 山田議員。 

 

８番 

山田議員 

後になりますけども、１％事業、岩知志パソコンクラブで行なった良い方法

としては当然、今教えている先生方の意見ですけども当初はじめのときより、

３年、４年はみなさん年が若返ったような気がするとの意見も出されておりま

す。ぜひともこの３町、貫気別、振内、本町地区でぜひとも実行してほしい。

ということで町の言う今後検討させていただきますというのはまた２年３年か

かるので、どうでしょうまちづくり課長含めて、毎週水曜日やっておられると

いうことなので１回のぞいていただきたいとぜひ自分こう思ってるんですけ

ど、そのへんはどうでしょうか。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

当初、岩知志パソコンクラブさんの事業、私どもの１％の事業を活用してやっ

ていただいたというような経緯でございまして、私実は何度も足を運んで見さ

せていただいておりまして、チャット仲間でもありまして、携帯にガンガンは

いってくる日もあります。本当に当初から私も見ておりまして、実際こんなに

続いたのはなぜなんだろうというような、本当にある意味驚きといいましょう

か、そういうものを感じておりまして、やはり機器の使いやすさがやっぱり近

年、ものとしてすね、便利というか使いやすくなってきているということも非

常に大きなところかなということもあって、本当に皆さん教室がないときでも

いろいろメール等のやりとりをしているということは本当にすばらしいことな

のかなという認識でおりますので、ぜひこういう活動のために町内フリースポ

ットも９か所用意させていただいておりますので、ぜひこういった活動はある

意味自主的でいかに私どもサポートできるかというところも大事かなと思って

おりますので、ぜひ継続をさせていってほしいなという思いでおります。私か

らは以上です。 

 

議長 山田議員。 
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８番 

山田議員 

大変失礼しました。何回も足を運んでいるということ自分の仲間と話するの忘

れてました。そういったことで大変すばらしいということ、評価得ております

んで、ぜひとも教育委員会のほうでもですね、一応老人クラブのほうに連絡を

とってですね、その機器がいくら必要だとかっていう話までまだいかなくても

いいですから、１回、興味ある方を募集するだとかこっちから先生が行ってこ

ういう活動している老人の高齢者の方がいるんですけど、１回皆さんの中に入

れてそういう話をできる機会をぜひつくってほしいんですけどその辺は別に、

予算等含まないのでやってほしいんですけど、その辺の考え方どうでしょうか。

 

議長 教育長。 

 

教育長 それではお答えをさせていただきたいと思います。大変先ほど申し上げました

けれども、岩知志地区におけますパソコン教室ということでは、本当に継続さ

れておりまして、私どもとしても本当に深く感謝を申し上げているところであ

ります。そのようなことで、岩知志地区ということに限らず振内地区の方々も

皆さん入っていらっしゃいますけれども、全町的に広めるということにおいて

現在、活動が積極的にされている岩知志地区のパソコン教室を見学等々できる

ように、また高齢者大学でありますとか、いろいろと声掛けをしながら広めて

いければなというふうに思っておりますので、今後のこれらの各地区の教室と

いうことでありますけれども、十分教育委員会そしてまた町のほうとも連携を

取りながら、そのあり方といいますか、十分検討等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っております。 

 

議長 山田議員。 

 

８番 

山田議員 

そうですね。ぜひよろしくお願いいたします。わざわざ平取から岩知志のほう

に通ってる高齢者もいて、冬、雪降ると大変ボランティアでやっている方も心

配しておられるようですし、全町に広まってくれれば近間に行って楽しんでい

ただけるかなっていう気はしております。またさらには、先ほど来からお願い

しております防災、医療含めたかたちでの、このＩＣＴ利用の委員会、今後、

十分期待しておりますので、よろしくお願いします、ということで、自分の質

問を終わらせていただきます。 

 

議長 山田議員の質問は終了いたします。続きまして１０番平村議員を指名します。

１０番平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

１０番平村です。先に通告しております、胃がんリスク検診ＡＢＣ検診につい

て質問いたします。厚生労働者の人口動態統計によりますと、日本では、毎年
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１０万人が胃がんと診断され、５万人が死亡しているようでございます。肺が

んに次ぐ２番目の多さで５０代以降の発症率が死亡率を高くなっています。こ

の胃がんの原因は塩分のとりすぎのいわゆる塩分過多の食生活説が指摘されて

きましたが、近年は胃潰瘍の原因ともなっているピロリ菌を発生要因とする説

が有力と言われています。日本では胃がん患者の約９０％がピロリ菌に感染し

ており、特に５０代以上の男性を中心に、５０％以上が感染者との調査報告も

出されています。町は、がんの予防と早期発見のため、各種のがん検診を実施

されていますが、今日は特に胃がん検診の新たな取り組みについて質問いたし

ます。この新しい胃がん検診は、これまでバリウムを飲んで行なうＸ線検査か

ら、今度血液検査でピロリ菌感染されているかどうかがわかるのと、胃粘膜の

萎縮度を測定し、胃がん発生のリスクをＡからＤの４段階で判定する検診方法

で、気軽に受診ができ、胃がんの予防、早期発見にもつながります、胃がんリ

スク検診ＡＢＣ検診を導入したらどうかと考えていますが、町長の所見を伺い

たいと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

胃がんリスク検診の導入についての質問にお答えいたします。まず胃がんリス

クの検診でございますが、これは胃の粘膜の萎縮度を調べる検査で、ピロリ菌

感染の有無を調べる検査と組み合わせて胃がんのリスクを調べる検査でござい

ます。町はこれまで、胃がん検診は厚生労働省が示している胃がん検診ガイド

ラインに基づきＸ線で胃を透視する検査で実施しているところであります。ま

た、胃がん検診の検査方法として、内視鏡検査、それと胃の萎縮度の進行度を

図るペプシノゲン検査、それと胃粘膜の萎縮に関与する発がんの原因でありま

すピロリ菌の抗体検査というものがございます。このような状況のなかで、市

町村における胃がん検診の見直しについて検討されている厚生労働省の審議会

でございますが、この中でがん検診に関する検討委員会において、市町村が実

施する対策型検診といたしまして、死亡率減少効果が認められているＸ線の検

査が奨励されていることから、今後も現在の方法で実施してまいりたいと考え

ております。以上です。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

今まではＸ線検査でバリウムを飲んで検査をしていたんですけれども、やはり

検診率がとても低いんですよね。胃がんの場合は特に、やはりバリウムを飲ん

でＸ線をするっていうことは大変苦痛なので、検診率が特に悪いような状態で

あります。ですから、料金的にもあまり変わりませんし、この判定では要する

に予防も兼ねながらＡの人は四つの段階の中で胃がんの全然異常のない人、あ

とＢＣＤと胃がんの発生率と危険性を伴うかどうかのシステムをわかるように
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判定されますので、その点ではとても患者さん、受ける側の住民側にとっては

リスクが良いと思いますし、各北海道外では市町村別には北海道はあまりまだ

やってるところはないんですけれども、兵庫県の明石市とか、あとすでに実施

されている県が２、３県ございますけれど、とても検診率が良く、予防にもな

るということで、厚生省でもとても進めているようです。胃がん検診はバリウ

ム検査がとても苦痛でみんなが、私も住民の人に聞いたんですけどそれが嫌で

胃がん検診を受けないっていう方が何人もいましたので、ピロリ菌の除菌も平

成２５年２月からは内視鏡検査でピロリ菌の感染胃炎と診断された人は保険で

除菌治療も受けられるようにはなっていますが、予防と早期発見の視点から、

受診しやすいＡＢＣ検診の導入を図ると同じ金額的にもあまり変わらないなか

でも、町民の健康維持の増進を図る必要があると考えていますが、その点もう

一度、いろいろと検診の他町村のやっているデータをとるなり、あとうちらの

検診率のリスクの住民の意見を聞いたりしながら変えたほうがいいんではない

かと思いますけどいかがでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。この検診につきましては、あくまでも、胃がんのリスクの

可能性が低いか高いかというものでございます。もし、危険性が低いと判断さ

れた場合ですね、安心により数年間胃がんの検査をしないということも考えら

れます。また、低いと評価されて、胃がんが見つかったという報告もございま

す。これでがんを見つけることはできません。やはり毎年、早期予防というこ

との観点からしますと、Ｘ線検査が望ましいと考えます。今後、厚労省の動向

を見ながら十分検討していきたいとは思いますが、今の段階ではこういうＸ線

の検査で実施してまいりたいと考えております。以上です。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

今までやってるのは当然のことながら、やはり検診率が低いので胃がんの発症

原因と言っているピロリ菌とほとんど９０％が原因はピロリ菌にあると言われ

ていますので、ましてその除菌治療の保険も適用されるようになりましたけれ

ども、内視鏡検査で診断されて除菌もできるようにはなっているんですけど、

がんの予防、早期発見という意味から、ぜひこの検診を取り入れてほしいと思

います。それとがん検診の受診率についてお伺いしますけれども、がんは国民

の２人に１人がかかり、日本人の死因は第一位となっているようです。がん検

診の受診率は全国的に長年２０％から３０％台で低迷していたようですが、胃

がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がんの五つのがん検診、全体で４０％

に達したようでございます。大変喜ばしいところではございますが、当町も毎

年この五つのがん検診を実施していますが、平成２３年度から２５年度までの
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３か年の受診率について、お伺いをしたいと思います。特に私がちょっと調べ

ただけではとても全国受診率からみますと、当町の受診率が低いのですけど、

その辺のデータをお持ちであれば、皆さんにお見せしながら、どうして平取町

がこのように受診率が低いのか、その辺も鑑みながらお答え願いたいと思いま

す。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

それではがん検診の受診率について。まず胃がん検診なんですが、２５年度の

実施した結果でございますが、まず胃がんの検診につきましては、受診者数が

３６０名でございます。大腸がん検診につきましては４５２名、それから肺が

ん検診については３９６名、乳がん検診については１６４名、子宮がん検診に

ついては１４３名となっております。これはあくまでも、共済それから健保協

会の方は除かれておりますので、基本的にはこの数字となっております。以上

です。 

 

議長 ８番平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

これは受診対象者の中で受診した人がこの人数でございますね。それで私は一

応それを聞いて受診率を調べたんですけど、胃がんで９．７％、それから大腸

がんで１２．２％、肺がんで１０．７％、乳がんで１６．９、子宮頸がんで１

１．４ということで平取町は受診率が低いんです。なぜそうなってるかってい

うことをずっと２３年、２４年、２５年とずっと当たってみたんですけれど、

あまり上がっていません。全国的にも４０％近くを他の町ではいろんな啓蒙活

動を行ったり、いろいろやって受診率が上がっているのに、うちは１０％未満

とか、本当に受診率が低いんです。その割に死亡率ががんで亡くなる方が、若

い人でもとても平取町は死亡率が高いんです。そういうのを個々にデータをと

って、やはり町民の皆さんのためにもっと住民の検診率を上げるという努力を

しなければ、本当に大変なことに、もう人口が減る減ると先ほどからもいろん

な議員さんからも少子化の問題だとか、人口減少、高齢化って言ってますけれ

ども、がんで死亡する人が本当に多いんです。そういうことでもう少しそうい

うのを考えながら、受診率の向上に向けての努力がどういうことをやっている

のか、もう一度お聞きしたいと思います。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは私のほうからお答えを申し上げますけれども、特定検診の受診率の件

につきましては、ご承知のとおり、まちだよりあるいはチラシ、健康教育など

の機会にＰＲ活動をしてございますけれども、やはり基本的には、自らの健康
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は自ら守るということが基本であります。検診率を上げるためにも、さらに低

いということは十分承知をしておりますけれども、今後ともいろいろな機会に

普及啓発に努力をしてまいりたいというふうに考えてございますし、その対策

の一環として、保健推進員制度の取り組みについてはこれも導入をしながら、

健康づくりの大切さを理解していただくために各地域から推進員になっていた

だきながら、地域での協力も願いたいというようなことで考えておりますので、

ご理解を願いたいというふうに考えております。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

はい、町長の答弁のようにこれからももちろん、個人個人が一番自分の健康は

自分で守るものが当然なんですけれども、今のこのように平取町の受診率が低

いということで、ちょっとアップについてちょっと伺いたいことがあるんです

けど、１点目は国は乳がん、子宮頸がん検診の受診率を向上させるためにコー

ル・リコールという制度を導入して、平成２８年度までに受診率を５０％に達

成しようとして目指しているようです。このコール・リコールはご承知のとお

り、受診に対してのお手紙や電話などで改めて受診を勧める制度で、着実に成

果を上げているようでございます。こうした受診率の向上対策方針を受けて、

当町としても、そういう取り組みをやってはいかがかというのと、また、今保

健推進員制度が、平取町でもやろうということでこの間広報にも出ておりまし

たけれども、この制度も、以前にも保健推進員制度はあったような気がするん

ですけれども、途中でなくなってしまったような経緯についてなんですけれど

も、今回の制度の内容を見ますと、委員が１０名程度で、事業内容も３項目の

中の一つで各種健診、予防接種の周知、受診の勧奨となっていますが、この体

制で十分な活動推進がなされるかどうか、ちょっと疑問に感じます。そこで提

案なんですけれども、各自治会で社会福祉協議会からの要請で各町内会に福祉

委員っていう自治体の役員さんがいます。もちろんただ見回りとか、声かけ運

動でやっているんですけども、その福祉委員の活動範囲を広げていただいて、

福祉保健推進委員という体制にしたらどうかという提案でございますけれど

も、各自治会では、そういう福祉保健支援制度の指導とかそういうのを１０名

ではとても足りない、広域の平取町では足りないので、その福祉委員とタイア

ップしながら、そういう、効果を出していただくような制度をつくったらどう

かと思いますけれどもその辺はどうお考えなのか、ちょっとお聞きしたいと思

います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。受診率の向上の取り組みということでございますが、まず

電話等、うちの職員も近くなれば、常に電話をかけて皆さん検診に来ていただ
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きたいということでは、コールしているところでございます。それと保健推進

員制度でございますが、基本的にこれは自治会とは十分協議しなければならな

いかなと思いますが、今現在応募を行っているところでございます。定員１０

名でございます。集まり次第、この制度は開始していきたいと考えております。

それで自治会で福祉委員の設置がされておりますが、基本的には福祉委員とい

うのは１年から２年程度の任期で、その役割も今の段階ではちょっと違うのか

なというふうに考えております。町の考える保健推進員はですね、保健活動に

熱意を有し、町民の健康に対する知識の普及、各種健診の通知なり、受診の奨

励などを意欲的にやっていただくということでございます。 終的には自治会

との十分な連携をとらなければ、なかなか進まないのかなとは思いますが、今

後ともそういうようなかたちで検討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 

いろいろこれから検討すると思いますけどもこの保健推進員という制度は国の

指導で新たにできたんでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

 

お答えします。これは町独自のものでございます。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

本当に私も受診率を計算してびっくりしたんですけど、町民の１０．何％とか

ほとんど１０％台だということで、健診の受診率向上を図るためにはいろんな

観点からも、住民自らやらなければならないことですけれども、ぜひこれも自

治会運動の中とか、それから、各そういう福祉委員の、保健推進員の制度も利

用しながら、とにかく平取町は死亡率が高くて、がんで亡くなる方が非常に多

いということで、本当にこれが何よりも一番先にやる課題ではないかと思いま

すので、ぜひその辺を考えながら新しい保健推進員制度の設置についてもよろ

しくお願いしたいと思います。おわります。 

 

議長 保健福祉課のほうで、先ほど課長答弁されたのはたしかたぶん国保関係という

ことで答えられている、全ての保険の対象者がこの数字に入っているというこ

とではないということではなかったかなと思うんですけど、そのへんちょっと

明確に。 
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保 健 福 祉

課長 

がん検診の受診率につきましては、ここに受診者数が記載されております。実

はこの分母というものが基本的に平取町の４０歳からの全町民の人数というこ

とになりますので、実際率的にはこういう率ですが、あと例えば健保協会なり

共済に加入している方の率は入っておりませんので、ですからこういうちょっ

と低い数字になっております。これ、記載するとき全部チェックしながらやれ

ばよかったんですが、基本的に出されてる数字はそういう数字でございます。

 

議長 平村議員の質問は終了いたします。休憩します。 

 

   （休 憩 午後 ２時００分） 

   （再 開 午後 ２時１０分） 

 

議長 再開します。７番松原議員を指名します。松原議員。 

 

７番 

松原議員 

７番松原です。先に通告をしてます農業振興対策の推進について３点お伺いい

たします。先に千葉議員のほうからも、質問がございましたけれども、私から

はしぼってお伺いしたいと思います。まず、平取町の農業事業対策についてお

伺いいたします。平取町農業協議会、地域協力隊、地域活性協議会、緊急雇用

等の事業が行われていますが、２６年度も終盤となり、町民は事業の実績や成

果が上がることを期待しておりますので、各事業の進捗状況を説明願います。

また、２７年度に向け、各農家、事業主の方々や、雇用されている従業員の方

からも、事業の継続を強く要望されております。各関係機関の農業事業や各事

業にかかわる継続事業があるのか。募集状況、人数などお伺いします。また、

農業協議会についてでありますが、新規就農対策事業でありますけども、トマ

ト農家を中心に募集をしていますが、稲作農家や和牛畜産、酪農、軽種馬等に

ついても、農業実習生や、新規就農者を受け入れる対策や、募集の方法など、

具体的に説明をお願いします。また、新たな就業対策として、第三者継承等の

受け入れ条件について検討されているかを伺います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 それでは質問のほうにお答えしたいと思います。まずはじめに、農業協議会の

名前が出てきておりましたけれども、農業協議会につきましては町の農業政策

ですとか、各団体で行っている事業等を検討する機関というふうになっており

まして、事業実施の機関ではないということなんですよね。質問にあった、新

しい雇用の関係ですとか、そういう部分については協議会のほうでは実施はし

ておりません。町のほうでやっております新規就農者の受け入れですとか、産

業課サイドのほうのそういう事業については先ほど千葉議員さんから質問があ

りまして、答えた内容でございます。あえて農業協議会の事業ということでご
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ざいましたら協議会の中で話し合われている部分につきましては農業経営改善

計画認定申請というのが農家から出されておりまして、それを認定する事務を

行っております。また毎年開催している家畜共進会、これについては農業協議

会の主催の事業ということで毎年実施をしておりますし、２７年度についても

実施をしていく予定でございます。また、農業協議会の幹事会という団体、い

ろいろとワーキンググループみたいなかたちでございますけれども、そちらの

ほうで先進地の視察をしてきたりだとか、また９月に行っております農作物の

生育調査、これの実施等については協議会で実施をしております。また農業支

援センターの収入収支の監査、生産者基金事業ということで、これは転作関係

で積み立てた基金でございますけれども、それの事業をどのように行っている

かということで、報告をさせていただいたりしてきているというかたちでござ

います。農業就農促進対策事業については、町でやっている事業でありまして、

農業協議会で公募をかけてるわけでもございませんし、その内容、あくまでも

町の農業政策をいろんな団体の方に来ていただいて審議をしていただくという

かたちになっておりますので、よろしくお願いしたいと思っております。 

 

議長 アイヌ施策推進課長。 

 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

それでは質問の中にありました地域おこし協力隊、それから平取町地域活性化

協議会、これにおきまして、それぞれ人員を募集しまして、雇用して、事業を

実施しているということになってございます。この事業そのものは平取町地域

活性化協議会、これは農協、森林組合、それから商工会、平取アイヌ協会、そ

れと建設協会、平取町と６団体で構成する組織となってございまして、そこで

いろいろな平取町の振興などについての協議を行ったということになっていま

して、その中で、平取町地域再生計画なども立案し、それに沿ったかたちでこ

の平取町活性化協議会の事業を展開してきているということになってきており

ます。協議された内容としては２点ありまして、一つは農業の６次化に向けた

取り組み、それから都市との交流産業の推進ということでそれらについて取り

組むということになって、それを事業として実際に実施しているところでござ

います。平取町地域活性化協議会におかれる事業そのものは厚生労働省のほう

からの受託、町がですね、町といいましょうか活性化協議会が受託をして、事

業を展開するということになっておりまして、先ほど言った６団体のうちの代

表として町長が立っているということになってございます。その中で、先ほど

言ったおおまかに二つの事業を進めるにあたりまして、一つは地域おこし協力

隊の導入も考えてきて、実施してきているところでございまして、これにつき

ましては、先ほど、質問のなかにもありましたけれども、実際には１期として

は３名の方々、２期としましては私どもの課で行っておりまして、平成２５年

に３名、それから平成２６年度に２名ということになっておりまして、これは

農業支援員、それから６次化に向けた支援員、それから交流産業の推進員とそ
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れぞれ応募をしていただいてきているところでございます。農業支援員につき

ましては、将来平取に移住、定住して農業を経営していきたいというそういう

活動をされる方を募集したところでございます。それから、６次化に向けての

取り組みにつきましてはトマトですとか農産物など、平取町の特産品を利用し

た加工を含めた販売、そういうような活動を展開したいという方々について募

集をしたところでございまして、先ほど申し上げました農業支援員については

１名の応募が来ております。それから６次化に向けては２名の応募があると。

それから都市との交流というかたちで、これは伝統的工芸品、こちらのほうの

活動を展開したいという方については２名の応募ということになっておりま

す。しめて５名の方々が、地域おこし協力隊として採用しているということに

なっております。今後どのような採用を考えているかということもお話しとし

てありましたので、私どもの課としては、活性化協議会のほうで９名を目標に

しておりますから、あと４名程度募集をしていきたいというふうに考えており

まして、平成２７年度もそのようなことができる予算ができれば予算化をして

実施していきたいと考えているところでございます。地域おこし協力隊につい

ては、応募される方々については３年間の期間、町との契約をして活動を展開

していただくということになっておりますけれども、したがって平成２５年度

に採用された方については、２５、２６、２７年度まで。２６年で採用された

方は２６、２７、２８年度まで。２７年度予算化されればそれから３年という

ことになります。ただ、平取町地域活性化事業、こちらのほうは３年間の受託

期間というふうになっておりますので、平成２４年の７月から、２５年度、２

６年度、今年度末に事業期間が満了するということになってございまして、こ

ちらは厚生労働省からの募集事業となっておりますから、採択されれば２７年

度以降も可能になるということなんですが、ただ必ずしも、募集があって応募

したから採択されるということではなくて、私どもの町のようにすでに実施を

しているところにつきましてはハードルが高くなるといいましょうか、今まで

以上の切り口を変えたかたちの取り組みが必要になるということになりますの

で、そういうことを視野に入れて募集があれば応募していきたいということに

なります。これが採択されますと、平成２７年の７月から３年間ということに

なりますので、２８年度、２９年度までという期間になるのかなというふうに

考えております。以上が平取町の実施状況と、それから今後に向けての展開と

いいましょうか、予想、予定としてお答えをしておきたいと思います。以上で

す。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 質問された内容で答えてなかった部分がありますので追加でお答えをしていき

たいと思います。新規で就農する場合の農業就農の関係ですけれども、今年度

については、今年度といいますか、２７年度については２名の方が平取町に入
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ってくるというかたちですでに決定をしております。それ以降につきましては

次年度以降、農業人フェア等で募集というか、相談を受けながら、対応してい

くというかたちになっております。また、千葉議員のときに説明もいたしまし

たけれども、新規就農とは別に農業就農促進対策事業ということでＵターン後

継者の関係でございますけれども、これにつきましては町のほうでやってる事

業でございますけれども、その募集につきましては農家に限られるということ

もありますので、募集方法については農協だより等で周知をして募集をかけて

いるというような状況でございまして、平成２６年度におきましては応募が１

件、これは施設野菜農家１件がありました。これの補助内容については４００

万限度の２の１ということでございます。町の予算としましては２名予定をし

ているところでございますけれども、２６年度においては、１件のみの応募と

いうかたちでその方が決定しているというかたちでございます。また 後に出

ました新たな就農の対策ということで、農業協議会の中でも話をさせていただ

いているところでございますけれども、第三者継承については今後検討してい

きたいということで、第６次の総合計画等にも盛り込んでいきたいというふう

に考えておりますけれども、細かい規定ですとか、どういうような支援の内容

になるというのは、今後検討していくということなので、現在の段階では決ま

っているものではございません。また農業就農促進対策事業、先ほど２件を予

定、予算しておりまして、年間８００万ほどの予算を持っておりますけれども、

今年度については１名分の募集ということで協議会の中でも要綱ですとか受け

る際の制限等、いろいろと考えていったほうがいいんじゃないかという意見も

ありまして、その部分について１２月はじめに行いました総会のなかで話をさ

せていただいて、２７年度からその対応をしていきたいというふうに考えてお

りますけれども、具体的には１８歳以上４５歳までの方を対象にするというこ

とでございました。４５歳で切るというのは国の補助制度がだいたい４５歳が

上限ということもありまして、町の事業についてもそれに倣って４５歳という

かたちで行っておりましたけれども、施設野菜等につきましては、７０を超え

ても立派にやっていけるというような部分もございまして、４５以降で就農さ

れて、その後農業設計を十分していけるんじゃないかという意見もありまして、

今回、４５歳から５０歳まで引き上げて５０歳までを対象にしていきたいとい

うことで、２７年度からは対応していきたいというふうに考えております。ま

た、対象になるメニューでございますけれども、今までは施設ハウスの増設で

すとか畜舎等の増改築を対象にしておりました。ただ施設野菜だけじゃなくて、

稲作ですとか、畜産、酪農関係もいろいろあるんじゃないかということもあり

まして、そちらのほうの要望もあるんじゃないかということで、メニューを増

やしまして農地の取得ですとか貸借、貸し借りの部分についてもですね、新規

にやってく部分については、対象としていきたいということでございます。そ

れにともないまして、今後の予算の組み立てになってくることでございますけ

れども、若干、予算のほうも上乗せをしていきたいというふうに考えていると
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ころでございます。また対象となる農家につきまして、今までは所得制限等が

なかったということなんですよね。町から個人補助というかたちになってまい

りますので、そういう補助についてはきちんとした所得制限ですとかそういう

ものを設けて、町民の皆さんが見て、これはこの補助については妥当な補助だ

なっていうふうに感じてもらえるような制度にしていきたいということもあり

まして、２７年度からは所得制限をつけてこの事業をやる場合についてはそこ

も調べて、対象になるかどうかということを練っていくということで、規約の

改正等を行っているところでございます。以上です。 

 

議長 松原議員。 

 

７番 

松原議員 

農業協議会のことはちょっと理解あれだったんですけど、この中でですね、農

家の水田だとか和牛だとか、畜産だとかそういう農家の人方について、実習生

だとかそういう新規就農に対しての募集やなんかは・・・でも行っているんで

しょうか。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 申しわけありませんけれども、もう一度質問をしていただきますか。 

 

７番 

松原議員 

新規就農の促進で和牛だとかの農業関係で酪農だとか、軽種馬だとか、畜産だ

とか、そういうとこのかかわりを持っている農家についても、この実習だとか

そういうことを受け入れることができるのかどうかお伺いしたいです。 

 

議長 これは新規参入者のような、公募をしているかというようなことになるんです

か。 

 

７番 

松原議員 

 

そうです。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えをしたいと思います。新規参入につきましては、施設野菜、トマトを主

として実施をしてきている関係から、酪農ですとか畜産関係の新規の募集につ

いては行っておりません。トマトを中心とした施設野菜をやって複合経営をさ

れるだとか、そういうかたちの方を募集をかけて東京、大阪、札幌で農業人フ

ェアというのをやりましてそちらのほうで、ぜひ平取に来てトマトを作ってみ

ませんかということで行っているところでございます。先ほどの千葉議員の質

問の中で答えたとおりですね、 初は作目は花きで行っておりました。その後
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すぐトマトに転換をしてトマトを主にして新規研修生を募集する部分について

は、トマトを主体にしてやってきているというようなかたちでございます。 

 

議長 松原議員。 

 

７番 

松原議員 

はい、わかりました。次ですね、いろいろな事業をかけながらですね、産業課、

まちづくり課、アイヌ施策課ということで農業振興対策を進めて次の担い手育

成だとか、そういう定住化事業などに情報だとか・・されていると思いますけ

ども、この連帯を密にする組織っていうかそういうことは中心になってどこが

やっているんでしょうか。 

 

議長 アイヌ施策推進課長。 

 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

はい、私のほうから平取町地域活性化協議会、これが行っている事業という視

点からお話をさせていただきたいと思います。先ほど申し上げましたように、

私どものところは６団体で協議会を作りまして、その事務局はアイヌ施策推進

課が持っているということになってございます。その下に各団体のほうから事

務局長クラスの方々をお呼びして運営委員会を開いてございます。さらに役場

の内部では、地域再生戦略会議、これを組織しておりまして、こちらのほうは

副町長をリーダーとして、産業課長、まちづくり課長、生涯学習課長、それと

私と入ってさまざまな議論をしています。それを受けたかたちで運営委員会、

協議会にかけて事業を実施するということになっていますので、そのような連

携あるいは情報の交換を行いながら事業の展開を行っているということでござ

いますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。以上です。 

 

議長 松原議員。 

 

７番 

松原議員 

これからもですね、いろんな事業に対してですけどもどんどん進めていってい

ただきたいと思います。次に担い手について、後継者の受け入れについて。ま

た法人化に向けた、農業者の取り組みについてお伺いしたいと思います。平取

町農業体験、就農者を募集して、新規参入だとか、条件ありますけども多くの

若い人や独身者、年齢を問わなければ平取町での農業体験だとか、就農に対し

て、公募する人も増えるのでないかっていうことも考えられます。今後、各事

業に個々の条件にあった補助金、長期雇用ができる実習農家や就農者を受け入

れができる対応策が必要と考えております。担い手や後継者を受け入れる受け

皿となる農家への取り組みが必要と考えております。このようなことをこれか

ら農業に向けて、法人化の取り組みをしなければならないと考えております。

現在ですね、高齢者や後継者不足と深刻でありますが、農業生産、耕作放棄地

の解消や土地を守るには町外からの人材を確保することが求められると思いま
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す。農業従事者が、農業体験や就職を目指す方々の福利厚生面が充実されるこ

とによって、安心して就職もできると思います。これからの農業を変えていく

必要があると思いますが、農家が集まり、農業法人を設置することにより、地

域農業や経済を担う重要な地位でいて普及が必要と考えております。国でも農

業経営の法人化の支援、集落農家への組織化、経営の法人化に取り組む支援を

しておりますが、今後離農農家や後継者のいない個人農家の理解を求めながら

農業法人を目指す必要があると思います。先日道新に楠木前組合長の記事に載

っていた中で、法人化で好転ということでオホーツク管内の津別町の記事が載

っておりました。農地を守るためには、集落で農家による農業法人の設立を推

し進めてきて成功しているという例もございます。現在、平取町の農業法人の

戸数は少なく、平取町でも農業法人に向けた運営、指導、支援ができないか、

今後の農業法人化に向けての政策に取り組む考えはないか、町長にお聞きした

いと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 それでは質問のほうにお答えをしていきたいと思います。平取町の新規参入で

すとか就農促進の部分につきましては、千葉議員のときにもお答えさせていた

だいておりますけれども、平取町では平成９年から新規参入者の受け入れ要領

を制定して現在まで１８戸の新規就農者の受け入れを行ってきている状況でご

ざいます。これは平取町の農業政策や財政状況などを踏まえて行ってきたもの

でございまして、その実績から北海道全体としても先進的な地域というような

評価をしていただいているところでございます。それに伴い、いろんな事業等、

新規就農者の受け入れに対しての補助事業ですとか、住宅の関係ですとか、そ

ういう部分にも実施をしてきているところでございます。またＵターンですと

か後継者の確保、後継者をきちんと迎え入れるというかたちでは先ほど言った

とおり、就農促進対策の補助金等も使ってきているところでございます。今後

も高齢化や後継者不足に悩む農業の対策としては新規で来て就農していただく

という部分を町としては中心に押さえて実施をしていきたいというふうに考え

ております。ただ先ほども答えたとおり、いろんなかたちでの就農の要望とい

うか、ニーズがあるということでございますので、そういうものに対応したシ

ステムづくりですとか、どのようなかたちで希望している人がきちっと就農し

ていけるかというのを考えながら第６次の計画に盛り込んでいきたいというふ

うに考えておりますけれども、産業課農業サイドとしてはまず第１に、新たに

平取町に来てもらってる方がきちんと成功して生活をしていける、そして農業

のほうにも貢献していただけるというかたちを第一に考えておりますので、そ

の部分につきましては１０何年実施をしてきて、システムができているという

ことでございますので、それを踏まえてやっていきたいというふうに考えてお

りますけれども、昨今はですね、地域おこし協力隊が各町において農業関係に
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就かれて新冠あたりでも、新冠町では今年度一人就農したということを聞いて

おります。ただそこまでには何人もの方が農業関係で来ておりまして、それで

ようやく１人就農したということで、なかなかハードルが高い部分もあります

し、農業に志を持って地域おこし協力隊として来ている方が成功していくよう

なかたちをうちはきちんと取りながら、農業を続けていける、農業で生活して

いけるようなものをきちんとかたちとしていきたいというふうに考えておりま

す。法人化の部分については副町長のほうからお願いします。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 それでは農業経営の法人化について、私からご答弁させていただきたいと思い

ます。前段、千葉議員のご質問の中で産業課長が答弁した中にもありましたと

おり、平成２２年の４月現在、平取町のいわゆるその販売農家、農畜産物を販

売している農家が２７８戸というお話がございました。２８７戸のうち、現在、

平取町に本拠地を置いている農業生産法人は２１法人ということになっており

ます。これが多いか少ないかということですけれどもパーセンテージでいくと

１０％にも満たないという状況で決して多い数字ではないということでござい

ます。この数字が示しているのは平取町の農業に法人化が当てはまるのかどう

なのか、マッチするのかどうなのかというのがやっぱり一番の問題なのかなと

いうふうに思っております。農業の法人化の推進につきましては、基本的には

農家個々の経営の問題でありますので、自ら法人化を進めたいという意欲がな

ければなかなか関係機関が無理に法人化を進めてもなかなかうまくいかないと

いうふうに考えております。今もうなくなりましたけれども、一昔前に北海道

農業会議という組織がございまして、一時農業会議も地域農業の法人化を進め

た経過がございますけれども、なかなかやっぱり地域の農家はそれにのってい

けなかったという例がございます。特に、何がそこで問題なのかということで

ございますけれども、法人にすると通年、まあ家族だけの経営であればいいん

ですけれども、雇用をしながら法人経営をしていくということになると、通年

雇用していかなければならないということになります。ですから仕事のない時

期もですね、雇用した人間に給与含めて、払っていかなければならないという、

そういう経済的な負担がかなり大きくなるという面がございます。また農業経

営の法人化を進めるためには農家の個々の経営を承知をしております農協の役

割が、大きいというふうに思っております。行政としては農業者に対する研修

会の開催、さらには農業法人が対象となる補助事業等の情報提供など、側面か

ら支援せざるを得ないのかなというふうに思っております。町では農業支援セ

ンター、あるいは農業委員会の中で、農業の法人化に向けての一つの事業のＰ

Ｒ等も実施をしております。北海道も、地域農業を担う農業生産法人等の支援

事業というのもございます。ただこれにはいろんな制約がありますので、どの

法人もこの事業に適応するということにはなっておりません。このようなこと
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から、今後は平取町農業振興計画並びに平取町農協の中期計画の策定時期も来

ますので、農業関係機関及び農業者により農業の法人化について十分議論をし

て、方向性を見出すことが必要ではないのかなというふうに思っております。

このようななかで町としても、さらに協力の具体的な支援策が必要となれば、

十分検討させていただ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

お願いしたいと思います。以上でございます。 

 

議長 松原議員。 

 

７番 

松原議員 

農業法人というのはなかなか個人的にもですね、経済的にもいろんなハードル

が高いということを指摘されておりますけども、これからいろんなかたちで、

農業従事者に対してもきちっとした福利厚生面でも保障等、働きやすい農業対

策をとっていただければと思っております。そのためには、農業基盤を強くし

てですね、より良い農業の発展を目指していただきたいと思っております。次

にですが、生産の６次化についての、販売について、次、お伺いしたいと思い

ます。今、６次化産業と言われておりますけども、各地でいろんなことを事業

やってますけども、まだ１次産業の農林業者、生産物生産、就農だけにとどま

らずその原料を加工食品、製造販売、ならびに観光農園のような資源を活かし

たサービス等第２次や第３次の産業まで手がけることですが、平取町内では、

個人農家が野菜づくりや農産物の加工、特産品、地域の加工クラブでの特産づ

くり、農産物や商品をいろんなかたちで取り組んで各団体等が、地域の消費者

や農協、直売所などに販売をしているのが現状なんですが、こういう平取町の

特産物を活かした販売のできる産業といいますかに向けて、取り組んでいただ

ければということで、今平取町の農産物の販売する場所、農協だとかそういう

とこは、各団体でありますけれども、町全体としてですね、生産者との連携、

６次化に向けての、ネットワークづくり、協力隊だとかいろんなかたちで、今

やっておりますけれども、特に中心となって、これから平取町も力を入れてい

たける支援を考えていただければということで、６次産業のネットワークの構

築だとか、プロジェクトを考えることができないかということであります。ま

た販売施設についてなんですが、調査によりますと、平取の町村以外から来町

されているお客様からですが、１か所で平取町の地場産品の特産物だとか農産

物を一括してそこの場所で買えないのかという声もございまして、そういう総

合的な施設、道の駅風のそういう施設があればなあというような意見もござい

ます。その中でですね、今、今年からびらとり温泉ができまして、結構平取町

外からも平取に足を運んで温泉施設等に来ていただいている旧びらとり温泉の

跡地なんですけども、そういうところを利用した施設が利用できないのかとい

う声もございます。また、町内でこどもさんたちやそういう子育てするお母さ

んからもファミリーランドだとか遊びに来るんですけどもそういう施設があれ

ば、遊べる。また、学生等が来たときには、合宿の場所としても併用できるの
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ではないかということで、できれば旧びらとり温泉の跡地が利用できないかと

いうことを言われております。もしそういう利用が可能であればですね、商工

会や民間企業等の協力をいただきながら、運営委員会みたいなどを設置しては

どうかと考えておりますけども、町長のお考えをお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 それでは質問のほうにお答えしたいと思います。農業の６次産業化ということ

ですけれども、千葉議員の質問でまちづくり課長も答えておりました、企業誘

致を絡めて６次産業化という部分では答弁していたところでございます。農業

サイドとしてもですね、そういう地場産のものを活用したものを６次産業化し

ていきたいという話が聞こえてきているところでございます。平取町における

６次産業化の も大きなものとしましてはトマトジュースの生産があげられる

んじゃないかというふうに思っております。その他に、トマトジャムですとか

味噌、豆腐などをつくってですね、かなり前からつくられてきて、 近はその

他にもいろんなものを作って販売していきたいという声も聞こえてきておりま

すので、行政としてどのような支援や効果的な施策が行えるかということを検

討してまいりたいと思っております。また、直売場が出てきておりましたけれ

ども直売場につきましてはＪＡの直売場が荷菜にありますけれども、もう少し

きれいにですとか、場所という話で、以前からそのような意見がだされてきて

いるところでございまして、町としてもＪＡとも協議をしたり、いろんな機関

で観光ビジョン等でも話をしてきているところでございまして、ＪＡ自体も現

在ある直売場の整備についてきちっとやっていきたいというような話も出てき

てるところでございますので、それをすべて直売所で売るということになると

町内にはほかにも商店がございますし、商工会ですとか商工関係者とも協議を

しながら、ＪＡとも意見交換をしながらできるだけ早い段階で、どのようなか

たちが一番いいのかというのを協議して進めて参りたいと思っております。ま

た旧温泉についても話がありましたけれども、これまでも昨年の９月の議会、

また本年の６月の議会でも質問がありまして、旧温泉の利用につきましては、

答弁をさせていただいてきているところでございますけれども、現在は白紙の

状態ということで、今後議会との協議ですとか町民の方々の意見を聞きながら、

協議をしながら、どのような活用が一番いいのか、また、撤去したほうがいい

のかということをはっきりさせながら壊すとしてもかなりの財政負担があると

いうことでございますので、第６次の総合計画に盛り込んで検討していきたい

というかたちでの答弁でございます。今回についても同じ答弁になります。以

上です。 

 

議長 松原議員。 
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７番 

松原議員 

旧温泉についてはいろんな議論がありまして、できれば、１年でも早くですね、

施設を造っていただきたいという、利用させていただきたいという声がござい

ますので、第６次計画ということに煮詰めているということですのでできるだ

け町民の声を取り入れていただいてですね、運営をしていただきたいと思いま

す。以上です。質問をおわります。 

 

議長 松原議員の質問は終了します。続きまして、４番松澤議員を指名します。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す成年後見制度について大きく二つに分け

て、質問いたします。成年後見制度は、まずごく簡単に申しますと精神上の障

害により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、家庭裁判所に申

し立てをして、その方を援助してくれる人をつけてもらうという制度でござい

ます。その成年後見制度は、２０００年に介護保険制度とともにスタートしま

したが、制度の認知度の低さや後見人のなり手不足等の要因から、全国的にも

利用実績が少ないのが現状です。しかし、我が国の高齢化は急速に進行中で、

我が町も高齢化率は３０％を超えるなか、高齢者をねらう悪徳商法の抑止のみ

ならず、増え続ける認知症の高齢者等が安心、安全に当町で暮らし続けるため

に成年後見制度利用促進のための体制づくりは急務と考えます。平成２２年の

６月にも櫻井議員がその必要性を一般質問なさっております。その後担当課や

関係する広い範囲での勉強会を行っていることと、本年度４月から施行されて

いる平取町成年後見制度利用支援事業は、大きな一歩と言えると思います。先

日も平取町成年後見制度セミナーにたくさんの人が参加しております。その

方々は、制度の勉強はもうわかった。次はどうやってそれを実行していくのか、

と言っている方がいました。身近に困っていることがたくさんある。何とかま

わりで対処したけれど、やはり 後は家族しかできないことが多い。そして、

そんな制度があるなら、今から考えていきたいと感じたようです。さらに、セ

ミナーには、町内の金融機関の職員の方の参加もありまして、高齢者等と現場

で接するなかで権利擁護の取り組みの必要性を感じていらっしゃるようです。

このように、私たち町民一人一人、特に町内で高齢者等に接する方々が、人ご

とではないという認識を持ち始めています。これまでの取り組みの成果として、

潜在するニーズが掘り起こされ、当然その相談には保健福祉課へ足を運ぶこと

となります。しかし、せっかく掘り起こしたニーズですが、現状を見ましたら、

普段、いろんな分野の相談にのっている職員に今以上の専門知識をもって住民

に十分な説明と指導をする時間をとる業務が行えるか疑問です。窓口業務は不

安な問題、疑問等を抱えてくる町民に対して理解してもらって納得してもらい、

解決していくことですが、時間もかかりますし、根気がいることです。しかも、

ほかにもいろんな仕事を抱えての対応ですから、成年後見制度にしっかり取り
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組むためには、その後の組織づくりの準備の意味も含め、できれば、社会福祉

士が対応する権利擁護に関する専門の相談窓口を設けるべきと考えますが、伺

います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

それでは、権利擁護に関する専門相談口の設置についてのご質問にお答えした

いと思います。現在、保健福祉課の福祉係が権利擁護に関する窓口の相談に従

事しているところでございます。将来自分が寝込んだり、認知症になったとき、

自分の大切な財産を誰か守ってくれるのか、そんな不安を抱える方は少なくご

ざいません。年を重ねるごとに判断能力が衰え、その結果として、悪徳商法の

被害に遭うなど、自分の利益を自分で守れなくなってしまうという、今の現状

でございます。そんな高齢者や障害を持つ人のために、人権をはじめとしたさ

まざまな権利を保護したり、本人にかわって財産を適切に管理したりすること

が、権利擁護ということになります。つまり個人、人間として、尊厳を持って

生きていくことが、生活上、重要な場面でサポートすることが必要になってく

るかなと思っております。今後、高齢化が加速するなか、こうした権利擁護の

問題は福祉をはじめとする介護現場でも多く、見られている状況でございます。

議員が、ご指摘の通り、今以上の専門知識をもって対応しなければならないと

考えております。専門相談ができる、窓口の設置については十分検討してまい

り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。以上です。

 

議長 松澤議員。 

 

４番 

松澤議員 

ありがとうございます。現在の保健福祉課は、子ども、子育て、高齢者に対し

て幅広い案件を受け持っています。それも、できれば分けたほうがよろしいの

でないかと思っていることでございますので、ぜひ考えていただきたいと思っ

ております。次に、市民後見人に関することと、実施機関の体制づくりに関し

ての質問をさせていただきます。後見人の区分には親族後見、弁護士、司法書

士、社会福祉士などの専門職後見、社会福祉法人等の法人後見、そして新しく

加わった市民後見です。従前は家庭裁判所によって選任され、成年後見人にな

れるのは、家族、親族のほかは弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職で

した。ところが、成年後見制度の利用が進むにつれ、専門職の不足が問題とな

り、家族、親族以外に成年後見人となって、高齢者や認知症を患った方などを

保護、支援する人々の必要性が高まってきました。そこで、一般の市民が適切

な研修を受け、後見支援組織のバックアップを受けて成年後見人として活動す

ることができる、市民後見人制度が誕生しました。２０１１年に老人福祉法が

改正され、市町村は市民後見人にふさわしい候補者を育成するための研修や家

庭裁判所への推薦などの必要な措置を講じるよう努めなければならないと、法
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律で定められ、こうした動向を受けて、厚生労働省は、市民後見推進事業を全

国の市町村でモデル化し、この事業の育成を支援することとしました。しかし、

市民後見人としてその職務を遂行するためには、市民後見人制度の基本理念の

正確な理解が必要です。それは、市民後見人の活動については、報酬はなく、

後見業務に要した実費のみ被後見人から支払われるというものなので、社会貢

献の意欲が強く、地域における総合支援活動として、市民という立場を生かし

た身近なところで行っていく、地域のため、友人知人のため、いわゆるボラン

ティアの気持ちで活動するということです。市民後見人養成講座に関するもの

を読んでましたら、基礎講習に引き続き、実務講習等を積みかさね、講習を受

けられた方の中から、十分な知識と技術等が身についた方について、家庭裁判

所に後見人等候補として推薦していく予定です。その中で、家庭裁判所が後見

人等として選任した方のみが、後見業務を担うことになります。（受講者全ての

人が後見人となれる保障はありません）とありました。こんなに一生懸命やっ

ても後見人となれない場合もあるということなんです。実際の後見活動ってい

うのは、極めてやはり人の預貯金とか、いろんな個人的なことに対してのお手

伝いなので、個別性が強くて、市民後見人の適切な判断と対応が求められるこ

とも多いので当然そういうこともあるとは思いますが、誰もが簡単にはいかな

いということがわかります。現在平取町には弁護士、司法書士はいない状況で

す。我が町にとっては、市民後見人を養成していくことが重要です。市民後見

人になるためには、各市町村で開催されている研修を受けなければなりません。

研修を修了すると市町村から家庭裁判所に対し、後見人候補者として推薦し、

家庭裁判所後見人候補者名簿に掲載されます。平成２４年と２５年には市民後

見人に関する法律の改正も行われ、市民後見人も重要視されるとともに、市町

村の役割として位置づけられました。研修を実施し、研修を修了した市民が実

際に市民後見人として活動できるように、身上配慮義務や本人意思の尊重など、

具体的にどのように対応すればいいのか、それを支援、監督する組織、実施機

関の体制づくりについても取り組んでいくべきと思いますが、いかがでしょう

か。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

支援機関の体制づくりについてというご質問でございます。お答えしたいと思

います。今現状では、認知の高齢者や、ひとり暮らしの高齢者が非常に多くな

ってきております。先ほどから出ております成年後見人制度の必要性が高まっ

ており、また需要の拡大が見込まれるというような状況であります。弁護士や

司法書士、社会福祉士などの専門職が後見人のその役割をも担うわけでござい

ますが、地域の事情によって、その弁護士、司法書士などがいないということ

も考えまして、地域に住む一般の住民が後見人になり、支える体制づくりの構

築が求められているということになろうかと思います。こういう状況をみまし
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て、平成２４年に老人福祉法が改正されました。市町村の市民後見人の養成を

努力義務として法律上で定められたものであります。市民後見人は、一般の後

見人とかわりませんが、複雑な法律問題や紛争がなく、専門職でなくても対応

できるケースの受任ということになろうかと思います。生活の見守りや、身上

監護を中心とした後見業務を行なうというものであります。こういうことを受

けまして、平取町においても地域における、市民後見人の普及活動推進にきた

ところであります。特に、高齢者虐待防止ネットワーク会議で、成年後見人制

度の普及推進、また講演会、セミナーなどを各種実施してきたところでござい

ます。今後、市民後見人を確保すべく、体制づくり、養成研修、また実施機関

の設置などを十分検討してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

したいと思います。以上です。 

 

議長 松澤議員。 

 

４番 

松澤議員 

後に東京大学市民後見研究実証プロジェクトの中にのっていた文章を引用さ

せていただきますが、市民後見人になるときもなってからもとても大変なこと

だということはちょっとわかったんですけども、その中の文書なんですが、「で

は、一般の市民があえて他人の後見活動を行う理由とは一体何なのであろうか。

それは仮に親族後見人が家族愛、専門職後見人が職業倫理とするならば、市民

後見人は地域的共助の精神ということができよう。市民後見とは、地域におけ

る一般の市民同士が、困ったときはお互い助け合いの精神に基づき、地域の認

知症高齢者等の社会的弱者を支援する活動ということができる。これは、地域

の市民みんなが自分が健康なうちは自分ができる範囲で地域で困ってる人を助

ける活動を実践することであり、そのような実践を通して、地域の誰もが、自

分が困った状況になったときは、地域の誰かがきっと助けてくれることを期待

できるような社会をつくり上げていくことを意味している」とありました。こ

の精神はいろんなことにつながっていく考え方だと思います。これをきっかけ

に目に見えない温かい心の貯金をできる町にしていきたいと思います。そのた

めには、成年後見人制度の専門窓口をまず手始めに開設し、町民への説明をし

ながら理解を求めながら、市民後見人を育成、活動支援を行う実施機関を開設

していくべきと考えます。町長が目指している町民が健康で豊かに安心して暮

らせるまちづくりに欠かせない仕組みとなると思います。先日の平取町成年後

見人制度セミナーに町長もいらっしゃっていたようなので、 後に町長の考え

をうかがって終了したいと思います。よろしくお願いします。 

 

議長 町長。 

 

町長 それではお答え申し上げます。るる担当課長のほうから答弁をしてございます

ので、簡潔にお答えを申し上げたいと思いますが、ご存じのとおり、当町にお
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いては、高齢化率も３０％を超えまして、認知症、知的障害の理由で判断能力

の不十分な方々が増えてきてございます。また不動産あるいは預貯金などの財

産を管理したり、あるいは介護サービスや施設の入所に関する契約を結んだり、

遺産分割の協議をしたりする必要性があっても自分でこれらのことをするのが

難しい場合がございます。また自分に不利益な契約があっても、よく判断でき

ずに契約を結んでしまって、悪徳商法の被害にあうおそれがございますので、

このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するためには成年後見人制

度は大変重要というふうに考えてございますので、現在、庁舎内部におきまし

て、専門相談のできる窓口の設置について検討をしてございます。また今後は

行政だけでは対応が難しくなってくることが予想されますので、今後、市民後

見人を確保する体制を整備するために、養成研修あるいは実施機関の設置検討

を前向きに検討してまいりたいというふうに思いますので、お答えを申し上げ

ます。以上です。 

 

議長 松澤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

全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。 

日程第６、報告第３号請願審査結果報告についてを議題とします。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６、報告第３号２０１５年度予算（介護・子ども）

の充実・強化を求める請願について、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、報告第３号については、委員長の報告のと

おり採択することに決定しました。 

日程第７、請願第１２号年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確

実な運用に関する請願について、 

日程第８、陳情第６号安全・安心の医療・介護の実現、医療・介護従事者の大

幅増員と処遇改善を求める陳情について、 

日程第９、陳情第７号必要な介護サービスを受けられるよう求める陳情につい

て、以上３件を一括して議題とします。この３件の取り扱いにつきましては、

先に開催されました議会運営委員会におきまして、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 

提出されております請願１件、陳情２件について、１２月１８日に開催されま

した議会運営委員会で協議しました結果、以下のとおり、常任委員会に付託し
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て審査することで意見の一致をみております。請願第１２号、陳情第６号及び

陳情第７号、この３件については、産業厚生常任委員会の付託としております

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のありましたとおり、

請願第１２号、陳情第６号及び陳情第７号につきましては、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） 

異議なしでございます。従って、請願第１２号、陳情等第６号及び陳情第７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決定しました。 

以上で本日の日程は全て終了いたしました。本日はこれで散会いたします。ご

苦労さまでございました。 

 

  

（散 会 午後 ３時１５分）
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 平成２６年第１０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、１番櫻井議員と２番丹野議員を指名します。 

日程第２、諮問第１号人権擁護委員の推薦についてを議題とします。諮問にあ

たり町長の説明を求めます。町長。 

 

町長 諮問第１号人権擁護委員の推薦についてご説明を申し上げます。人権擁護委員

に次の者を推薦したいので議会の意見を求めるものでございます。現在平取町

には、３名の人権擁護委員がおります。本町の上田智己氏、上田さんについて

は日高管内の人権擁護委員の協議会会長でもございます。２人目が貫気別の西

島達夫氏、３人目が岩知志の川上憲司氏の３名でございますが、札幌法務局の

日高支局より、人口規模５千人以上の平取町の人口規模では、４名の委員が必

要であり、なんとか１名増員したいので、町より適任者を推薦されたい旨、強

い要請がありました。また、上田会長からも、再三にわたり要請がありました

ことから、この度、新たに１名を委員候補として推薦するものでございます。

意見を求めようとする方は、住所、沙流郡平取町本町１０２番地４、氏名、杉

岡良子氏であります。生年月日は昭和２４年３月２８日６５歳でございます。

次のページをお開き願いたいと思います。経歴概要でありますが、学歴は昭和

４２年３月に北海道道立の富川高等学校を卒業されております。職歴は、昭和

４２年の４月１日より、昭和４７年３月３１日まで、国際観光株式会社に勤務

された後、平成７年１月１日から平成１２年３月３１日まで、富川農業協同組

合に勤務をしてございます。平成１７年５月１日から平成２４年３月３１日ま

で、北海道平取養護学校寄宿舎臨時指導員を勤められてございます。平成２６

年４月１日から現在まで、平取町のホームヘルパー推進会の会長としてご活躍

されております。杉岡さんは人格、識見が高く、人権擁護についても、深い理

解がございまして、人権擁護委員として、適任者と判断しておりますので、ご

審議のほどよろしくお願いをいたします。なお予定されている任期につきまし

ては、平成２７年の４月１日から平成３０年３月３１日までの３年間でござい

ますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

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。 

（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。人権擁護委員として杉岡良子

氏を推薦することとして答申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、杉岡良子氏を推薦することとして、答申することに決

定しました。 

日程第３、議案第１号平取町道路占用料徴収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１号平取町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例につき

まして、提案理由とその内容についてご説明申し上げます。提案の理由につき

ましては、道路法施行令の一部改正に伴いまして、道路占用料の改定を行うも

のであります。それでは、改正内容についてご説明申し上げますので７ページ

の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。この表の見方でありますが、右

に現行、左に改正後を記載しております。改正内容でありますが、第４条徴収

の時期でありますが、年度半ばに許可したものの徴収時期を現行の１５日以内

から２０日以内に変更するものであります。第１０条占用料の減免につきまし

ては、字句の修正であります。次に、第２条で定める別表を改める改正の概要

のでありますが、道路法施行令別表に規定する道路占用料の額を定める所在区

分が現行３区分を固定資産評価額の地価の平均を基に各市町村の地価を降順に

１級地から５級地までの第５区分に改正され、道路占用料の額が地価水準の変

動などを反映した額に改正されたことに伴い、道路法施行令別表に準じた改正

であります。左の改正後の占用料の額についてでありますが、平取町は第５級

地に該当することから、政令による所在区分第５級地の占用料の額に改正を行

うものであります。その他の改正でありますが、改正前のほうをご覧いただき

たいと思います。改正前のパーソナルハンデイホンシステム無線基地局であり

ますが、これにつきまして該当がありませんので、削除するものであります。

次のページをお開き願いたいと思います。改正前の送電塔については、前のペ

ージに記載しております変圧塔その他これに類するものに含まれることから、

削除するものであります。その下段でございますが、その他のものであります

が、テレホンカードを削り、その他これらに類するものを加えるものでありま

す。次に、水管等についてでありますが、現行６区分から９区分に改正するも

のであります。次のページをご覧いただきたいと思います。改正前のところで

ございますが、看板で電柱等に添加する広告物につきましては、その下段にあ

ります看板のその他のものに含まれることから、削除するものであります。次

に、改正後の一番下段をご覧いただきたいと思います。太陽光発電設備、風力

発電設備を加えるものであります。次のページをお開き願いたいと思います。

改正前の防火地域又は防災建築街区内に存する建築物を除去して耐火建築物な

どでありますが、ここでいう防火地域とは都市計画法に基づいた地域となって

おりますので、平取町は該当しないため削除するものであります。次に、改正

後の備考をご覧いただきたいと思います。備考４の次に、占用料の計算にあた

り、計算結果に１円未満の端数があった場合は、これを切り捨て整数とするを
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加えるものであります。６ページをお開き願いたいと思います。 後に附則で

ありますが、この条例は平成２７年４月１日から施行するものであります。以

上で条例制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。 

（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３、議案第１号平取町道路占用料徴収条例の一

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４、議案第２号訴えの提起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 

議案第２号訴えの提起についてご説明申し上げます。町営住宅及び職員住宅明

渡し等の請求の訴えを札幌地方裁判所浦河支部へ提起することについて、地方

自治法第９６条第１項の規定に基づき、議決を求めるものでございます。次の

ページをお開き願います。町営住宅及び職員住宅明渡し等の請求の訴えの内容

でございます。１、相手方の住所及び氏名、明渡しを求める町営住宅等の家賃

の滞納額でございます。１号の相手方の住所及び氏名、明渡しを求める住所等

は議案に記載のとおりでございます。家賃の滞納額は、１１月２８日現在で１

３１万６２０円となってございます。２、請求の趣旨でございます。１号の相

手方に対しまして、職員住宅の明渡し並びに、職員住宅及び町営住宅の滞納家

賃、賃貸借契約解約後の損害金、訴訟費用の支払い及び無断占有物件の撤去を

求めるものでございます。３、請求の原因でございますけれども、１号の相手

方は平取町公宅使用規則第７条の規定により家賃の支払義務を有しており、ま

た過去に入居しておりました平取町営住宅管理条例第１６条第２項に規定する

家賃の支払義務を有しておりますけれども、町からの再三の家賃支払いの催告

にもかかわらず、家賃の支払義務を履行せず、多額の家賃を滞納しております。

また町有地上に許可を得ず無断で工作物を構築、動産を保管するなど、土地を

無断占有しているということにございます。４の平取町の授権事項としまして

は、必要に応じて次の行為をすることができるものといたします。（１）和解、

（２）本件訴訟の不提起、（３）本件訴訟の取下げ、（４）上訴又はその取下げ、

（５）その他請求の内容を実現するため必要な裁判上の行為としてございます。

本件訴訟の提起でございますけれども、９月議会で補正をさせていただきまし

た滞納解消のための弁護士に委託をしての案件となっておりました。当初、弁
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護士を通じて、何とか示談交渉を成立させたく対応を図ってまいりましたけれ

ども、再三の弁護士や町からの示談についての協議、要請等に一切応じていた

だけないという状況が続いていることから、次の手段として、明渡し等を求め

る訴訟提起に移行するための議決を求めるものでございます。以上、議案第２

号訴えの提起について説明いたしましたのでご審議のほどお願い申し上げま

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。１０番平村議

員。 

 

１０番 

平村議員 

１０番平村です。先日私たちにいただいた議案書の中で、２件あったんですけ

れどもこの１件はどのようなかたちでなくなったんでしょうか。１件だけが上

がってきたんですけど、それは聞いてはだめなんですか。 

 

議長 議題の中に入っておりませんので。それは、別の委員会か何かの機会ではよろ

しいかと思いますけど。９番藤澤議員。 

 

９番 

藤澤議員 

実は私もその疑念といいますか、意見をしようかしまいかということで、迷っ

ておりましたが、ただいまのまちづくり課長の言葉を借りるならば、時間的な

余裕からみて、これを差し替える、まあ差し替え出てますが、名前を事前に伏

せる努力が必要であったのではないかと思いまして、ただいま議長の言われた、

常任委員会か何がしかのときに、その経緯と督促、あるいは、幾らが入って、

この次は、どういう状態になったらまた催告が始まるのかという、きちっとし

たものを後日、何らかのかたちで協議されればよろしいかなと思いますが、お

計らいを願います。 

 

議長 この件につきましては、議会運営委員会のときに差し替えが提案されましたの

で、後日の関係する委員会の中で、説明を求められればというふうに判断して

おります。よろしいですか。ほかございますか。１１番安田議員。 

 

１１番 

安田議員 

１１番安田です。提起するのは賛成はいたしますけれども、これだけ長い間、

これだけ大きな金額を家賃の支払催促にもかかわらず、家賃の支払義務を履行

せずと書いてありますけれども、もっと早い時期に何らかの方法ができたのか、

どういう方法でやられたのか、またその間に弁護士だとかそういう人から指導

を受けてやっていたのかどうか、ちょっとお伺いします。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く この方への滞納解消の対応ということでございまして、滞納額１３０万で、滞
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り課長 納月数としては２８４か月ということになっておりまして、２０年以上の滞納

があるというようなことになっております。対応といたしましては、再三にわ

たりまして私どもの職員が出向きまして、何とかお支払いいただきたいという

ようなことで、再三にわたってそういう対応してきたわけでございますけれど

も、なかなか、もうそういった対応では結果が出ないということもあってです

ね、やはり、町営住宅、他の方、きちんと払っていただいてるそういう方との

公平性を欠くということでございまして、非常に今までの私どもの対応も反省

すべきところはあるかなというところで、今回こういった法的な措置まで踏み

切るという決断をさせていただいて、９月に補正をさせていただいたというと

ころで、その対応で、同じような状況が続いてるということで今回、明渡し等

を見据えた、こういった対応にしたいということで、議決をいただきたいとい

うものでございます。 

 

議長 ほかございませんか。１０番平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

１０番平村です。今の件についてなんですけれども、再三の督促とかいろいろ

な、町のほうでやっているとは思うんですけれども、今この裁判にかけてでも、

明渡しするとなっても、入る家もない、財産もない、そういうなかで、どうい

うふうに明渡しをするのか、また町でも、公営住宅に入ってた時点から今度こ

ういう職員住宅のほうに移ったときにも何らかのかたちできちっとした文書取

り交わしてそういう条件を入れていたのかどうかその辺もお聞きしたいのと、

まあ行っても本人に会えなかったとか言われたんですけど、ずっと住んではい

ますし、生活保護も受けているわけではないようなので、障がい者ではありま

すけれども、やはりもうちょっと町のほうでこまめに行けば、何らかのこうい

う長い期間、こういう状態にならなかったんではないかと思いますのと、実際

に権力で撤去させても、今度住む家がなくてもそれを追い出すのでしょうか。

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

公営住宅、職員住宅も含めまして、私債権というような取扱いで、税と違いま

して、その財産の調査ですとか、そういうものは認められていないということ

でございまして、こういう訴訟の手続を踏むとその辺の調査も裁判所がやれる

というようなこともあって、そういうことを調べる、調査するという意味でも

こういう裁判の過程を経るということに意義があるのかなというところがござ

いまして、結果、これを履行する財産とか能力がないということが認められた

場合、そこでまた一つ町としても判断せざるを得ない状況があるのかなという

ことでございまして、一応強制退去という方向まで行く場合があるというよう

なことですけれども、その段階においても裁判所から和解を求められるとかで

すね、そういう状況もありますので、本当にご当人が対応いただけないという
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のがもう本当に私どもも対応しかねるというようなところもありますので、そ

ういうところやっぱり、そういう法的措置を介してやりたいという思いもあり

ますので、そういう法的措置を取った後も段階的に私どもも考えていきたいと

いうこともありますので、状況に応じて対応させていただければいうふうに考

えてございます。 

 

議長 ４番松澤議員。 

 

４番 

松澤議員 

このことについてけっこうここに出てくるというのはとてもすごく大変なこと

だと思うんですけども、ご本人はここまでのことを、認識しているのかちょっ

と聞きたいのと、その中で例えばいくらでもいいですのでということもあった

と思うんです金額的なことも、そのことについての本人の認識っていいますか

ね、そういうのはどうだったのかちょっとお聞ききしたいんですが。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

弁護士に依頼をした後も私どもも出向きまして、こういう取扱いをさせてもら

うからということをお話ししたという経緯はございまして、その間もですね、

いっきに払えるような額ではないというようなこともあるんですけれども、も

う委託した以上は弁護士さんとの話の中でやっていただくということで、私ど

もも、またご本人が誠意を見せてくれた場合、いろいろ対応を考えたいという

ことでしたんですけれども、一切そういうものはなかったということでこうい

うところに踏み切ったということです。 

 

議長 ほかございませんか。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。本件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２号訴えの提起については原案のと

おり可決しました。 

日程第５、議案第３号平成２６年度平取町一般会計補正予算第８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３号平成２６年度平取町一般会計補正予算第８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項歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ４８１万６千円減額いたしまして、予算の総額を５８億７４５１万円と

するものでございます。２項におきまして補正の款項の区分、金額並びに補正
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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。第２条地方債の補正でございますが「第２表 地方債補正」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、２１ペー

ジをお開き願います。２款１項１目一般管理費３５０万１千円の減額でござい

ます。内訳でございますが、２節給料２３３万５千円の減額でございます。内

容は会計間移動、退職、採用等によりまして、３５９万４千円の減、給与改定

ベースアップ分が１２５万９千円の増ということで、差し引き２３３万５千円

の減額となってございます。３節職員手当３４４万２千円の追加でございます。

これも給与改定、会計間移動及び退職、採用等の要因での追加となってござい

ます。内訳は扶養手当５５万９千円の減、期末手当８４万２千円の減、勤勉手

当は０．１５月のアップ等によりまして、５０９万円の増となっております。

寒冷地手当１７万９千円の減、管理職手当３５万１千円の増、時間外勤務手当

１０万２千円の増、通勤手当１８万３千円の減、住居手当３３万８千円の減と

なってございます。４節共済費８００万５千円の減。これは追加費用、負担金

の負担率の変更によるものでございます。一つ飛ばしまして１９節負担金補助

及び交付金３１６万１千円の増でございます。北海道市町村福祉協会負担金は

会計間移動、給与改定等で７千円の増となってございます。退職手当組合負担

金は会計間移動給与改定等分で１３万８千円の減、準職員の負担金の遡及分が

３０１万３千円の増ということで、差し引き２８７万５千円の増となってござ

います。退職手当組合事前納付金でございますが、会計間移動給与改定等で４

千円の減、準職員負担金の遡及分で２８万３千円の増ということで、２７万９

千円の増となってございます。以上が会計間での人事異動、今回の給与改定等

に伴う補正となってございます。戻りまして、９節の旅費２３万６千円の追加

でございますが、これは当初予算での予定をしていない、突発的な出張という

ことで、消防団の全国操法大会ですとか、台湾の観光プロモーションの参加の

ための旅費等が増加いたしまして、今後予算に不足が生じるということから補

正をさせていただくものでございます。次の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１６５３万９千円の減額でございま

す。内訳といたしましては生活交通路線バスに係る道南バス株式会社への補助

金の増額でございまして、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、燃料高騰による経費の増加等で収支が悪化しているということでござい

まして、当初予算１５００万円を計上しておりましたけれども、さらに、３４

６万１千円を追加いたしまして、補助金総額を１８４６万１千円とするもので

ございます。内訳は、北海道とともに負担する準生活路線分１系統でございま

すが、１７４万６千円、平取町単独の補助であります生活交通路線維持分１１

系統分が８００万５千円、富内線転換バス事業分、これが５系統でございます

が、８７１万円という内訳になってございます。次に民間賃貸共同住宅整備費

助成金２千万円の減額でございますが、これは２５年度から開始いたしました
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本制度でございますが、今年度も募集をかけておりましたけれども、今年度応

募がないという状況でございまして、今時期、今後応募があったとしても、建

築確認申請等の手続きを経るということになれば年度内の完成は不可能という

ことから、今年度の制度活用はないものとして、減額をさせていただくもので

す。来年度に向けては、既に建築をぜひ検討したいという方の照会などもある

ことから制度の継続を図り、活用を推進してまいりたいと考えてございます。

次に３款１項２目老人福祉費２１５万５千円の追加です。１１節需用費、印刷

製本費２５万１千円、１２節役務費、通信運搬費５６万４千円の追加でござい

ますが、これは平成２７年度のびらとり温泉ゆからの無料入浴券の印刷及び発

送にかかる経費ということで、今年度３月には配布をしたいということから、

年度内での対応を図るための補正になってございます。印刷製本費は１９００

冊分、郵送料は重複世帯もありますから、１４１０世帯の簡易書留の料金とな

ってございます。２８節繰出金１３４万円の追加でございますが、これは介護

保険制度改正に伴いまして、管理システムの改修を行うことから、その事業費

としての２６９万７千円の２分の１を一般会計が負担するということから、介

護保険会計への繰出金の補正となってございます。次に３款２項１目児童福祉

総務費１９節負担金補助及び交付金２３３万５千円の追加でございます。内訳

といたしましては、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金３１６万３千円の追

加です。これは保育士の確保のために処遇改善に取り組む私立保育所への資金

交付を行うものでございまして、町内の４保育所に交付され、保育士に手当と

して支給されるという予定になってございます。１９節内でもう一つ、当初予

算計上いたしておりました、常設保育所保育士特別枠配置事業補助金が当初か

らの保育士の数の変更などによりまして８２万８千円の不用額が生じたという

ことで、今回これを減額して、これを差し引いた２３３万５千を補正させてい

ただくものでございます。次に、５款１項２目農業振興費１９節負担金補助及

び交付金、新規就農者用リース農場整備事業経営体支援事業補助金６５０万円

の追加でございます。これは当該事業に関しまして、北海道に申請をしており

ました地域づくり総合交付金が当初予算を上回る金額での採択となったことか

ら、その分を追加し、補助金額の増額をするものでございます。次のページを

ご覧ください。７款２項３目橋梁維持費１３節委託料、橋梁点検業務委託料、

あわせて次のページの９款４項２目公民館費１５節工事請負費、公民館大ホー

ル冷房設備設置工事についての補正でございまして、この二つにつきましては

歳出の増減補正ではなく、充当財源の変更の補正となってございます。これは

国の経済対策といたしまして、２５年度の補正予算関連の交付金でありますが

んばる地域交付金の充当事業について、９月議会にて充当事業の補正をいただ

いたというところでございますが、その後、国の方針等の変更によりまして、

充当事業の再検討を求められたということから橋梁点検委託料から公民館の冷

房設置工事に充当替えを行うということで５６１万４千円を国庫補助金から一

般財源に、また公民館については、一般財源から国庫補助金に充当替えを行な
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わせていただくというものでございます。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７８８万１千円の追加でございま

す。これにつきましては今日お配りしております資料にてご説明をさせていた

だきたいと存じます。平成２６年１２月補正総括表 消防費という資料でござ

います。まず、歳出の精査額ということで、二つ目の歳出補正の表をご覧いた

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いるという内容

でございます。共通経費では消防本部費で６万１千円の減額。消防支署関係費

では消防支署費が、今回の給与改定に伴う職員の給料、退職手当負担金等の増

で、２０８万４千円の増額となってございまして、歳出といたしましては、こ

のａの欄で、２０２万３千円の追加ということになってございます。次に歳入

の精査額で、この歳入補正の表を見ていただきたいと思いますけれども、危険

物の取扱手数料が決算見込みで５千円の減、デジタル無線事業の補助基本額の

確定に伴う国庫補助金で６３０万円の減と、諸収入、全国消防操法大会旅費の

助成金を見込んで４４万７千円の増となりまして、歳入補正でこのｂの欄５８

５万８千円の減額ということになってございます。このａとｂ合わせて７８８

万１千円ということで、この額を今回補正させていただくという内容になって

ございます。次のページの 後でございますけれども、１２款１項２目繰出金

２８節繰出金、簡易水道特別会計繰出金３６４万７千円の減額でございます。

これは今回の給与改定、会計間移動に係る分１３４万７千円の減、それから本

町地区の簡易水道配水管整備事業に伴う、水道会計での起債額が増加したとい

うことによる分が２３０万円の減となってございまして、合わせて３６４万７

千円の一般会計からの繰出金を減額するというものになってございます。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１７ページにお戻りいた

だきたいと思います。１４款２項２目民生費国庫補助金２節児童福祉費補助金

でございます。６８８万６千円の追加でございます。これは保育緊急確保事業

費補助金の追加で、内訳としましては今回歳出補正いたしました保育士等処遇

改善臨時特例事業に充当される国庫補助金２８２万２千円、へき地保育事業補

助金４００万円、これは、ちょっと１８ページの一番下の民生費の道補助金の

子育て支援臨時特例交付金をご覧いただきたいと思いますが、これが４００万

円の減ということになってございます。これはこの分を国庫補助金に計上替え

をしたということでの歳入の補正ということになってございます。それから、

乳児家庭全戸訪問事業補助金につきましては対象戸数が確定したということか

ら、６万４千円の増ということになってございます。次の１４款２項４目の土

木費国庫補助金、１節の道路橋梁費補助金５６１万４千円の減額と、次のペー

ジの１４款２項５目教育費国庫補助金２節社会教育費補助金でございますが、

これの５６１万４千円の増はこのがんばる地域交付金の充当事業の変更による

ものでございます。次に、１５款２項２目民生費道補助金４節児童福祉費補助

金２８万円の追加でございます。内訳は保育緊急確保事業費補助金ということ

でございまして、２５３万４千円が追加されてございますけども、これは三つ
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の補助金に係る民生費国庫補助金の交付に伴います、あわせて道も追加交付と

なる分でございます。その下の子育て支援対策事業等補助金の１７４万６千円

の追加でございますが、これにつきましては、子ども・子育て支援制度に係る

システム改修費が確定したための追加となってございまして、これは歳出につ

きましては当初予算の対応委託業務に充当するという内容になってございま

す。次のページをお開きください。１５款２項４目農林水産業費道補助金１節

農業費補助金６５０万円でございます。これは新規就農者用リース農場整備事

業に充当されるものでございます。充当率は１００％でございます。次に１９

款１項１目１節繰越金、前年度繰越金４７８万２千円の減額でございますが、

今回の補正予算の追加減額に係る財源調整等で一般財源の調整を繰越金で行う

ということになってございます。次のページ、２１款１項１目総務債１節総務

債２千万円の減額でございまして、これは民間賃貸共同住宅の整備費助成金に

充当しておりました起債、過疎債を減額するというものでございます。歳入

後に２１款１項４目消防債１節消防債、消防施設整備事業、消防無線デジタル

化整備事業６３０万円の追加でございますが、これは補助基本額の確定に伴い

まして増加する起債の追加となってございまして、これは消防組合負担金に充

当するというものでございます。１５ページにお戻りいただきまして、第２表

地方債の補正でございます。今説明申し上げましたけれども、民間賃貸共同住

宅の整備費助成事業の補正前の限度額２千万円を補正後ゼロとするものでござ

います。その下、消防無線デジタル化整備事業９９９０万円を補正後６３０万

円を追加いたしまして１億６２０万円とするものでございます。この補正によ

りまして、地方債限度額の合計は５億６４４０万円となる予定でございます。

以上、議案第３号平成２６年度平取町一般会計補正予算第８号につきまして、

説明をいたしましたので、ご審議のほどお願い申しあげます。 

 

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５、議案第３号平成２６年度平取町一般会計補

正予算第８号は原案のとおり可決しました。 

日程第６、議案第４号平成２６年度平取町介護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。保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

議案第４号平成２６年度平取町介護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。歳入歳出の補正、第１条の１項でございます。歳入歳出予算の
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総額に歳入歳出それぞれ２６７万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ４億３４８４万４千円とする。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は「第１表 歳入

歳出予算補正」によるものといたします。歳出よりご説明いたします。３３ペ

ージをお開き願いたいと思います。１款１項１目１３節委託料２６７万９千円

を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、介護保険制度の

改正に伴いまして、４月分の対応システムの改修分でございます。内容につき

ましては、第１号被保険者の保険料の軽減措置、現在標準で６段階ございます

が、それが９段階に細分化されるということになります。また、地域支援事業

の見直しによりまして、新しい介護予防、また日常生活支援事業へ移行するも

のでございますので、これに対しての補正でございます。次、歳入についてご

説明いたします。３２ページをお願いいたします。３款２項４目１節介護保険

事業費補助金でございます。１３３万９千円の補正でございます。これは介護

保険制度改正に伴うシステム改修分の補助金、国が２分の１補助するものでご

ざいます。次に７款１項４目１節事務費繰入金１３４万円の補正であります。

これも介護保険制度の改正に伴いまして、システム改修、国の補助残分２分の

１を一般会計から繰入れするものでございます。以上、説明が終わりましたの

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６、議案第４号平成２６年度平取町介護保険特

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７、議案第５号平成２６年度平取町簡易水道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。建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

議案第５号平取町簡易水道特別会計補正予算第１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ありますが、既定の歳入歳出予算の総額

にそれぞれ１３４万７千円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を２億５

４９２万円とするものであります。第２項においては歳入歳出予算の補正の款

項の区分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」

によることとしております。第２条地方債の補正は「第２表 地方債補正」に

よることとしております。それでは、歳入歳出事項別明細書の歳出からご説明

申し上げますので、４０ページをお開き願いたいと思います。３歳出１款１項
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１目一般管理費におきまして１３４万７千円の減額であります。２節の給料か

ら１９節負担金補助及び交付金までの各節の補正につきましては、本年度にお

きます人事院勧告に基づく給与改定並びに人事異動による会計間移動に伴う補

正となっております。以上が歳出であります。次に歳入をご説明申し上げます

ので、３９ページをご覧いただきたいと思います。４款１項１目一般会計繰入

金３６４万７千円の減額でありまして、これは充当財源の調整ということで、

下段の６款１項１目簡易水道事業債の本町地区簡易水道配水管整備事業２３０

万円の追加とあわせての財源調整となっております。第２表の地方債の補正を

ご説明いたしますので３７ページをご覧いただきたいと思います。本町地区簡

易水道配水管整備事業の限度額を２３０万円増額いたしまして、限度額を３４

７０万円とさせていただくものであります。以上で、補正予算につきましてご

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。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５号平成２６年度平取町簡易水道特

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８、議案第６号平成２６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 

平成２６年度平取町国民健康保険病院特別会計補正予算第３号をご説明いたし

ます。第１条平成２６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

次に定めようとするものでございます。第２条平成２６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

り補正するものです。収入、第１款病院事業収益、既定予定額７億４５５８万

３千円、補正予定額は減額の２０万６千円、計７億４５３７万７千円となり、

第１項医業収益の補正予定額は減額の２０万６千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７億２５６８万１千円、補正予定額は

減額の２０万６千円、計７億２５４７万５千円、第１項医業費用、補正予定額

は減額の２０万６千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るものでございます。職員給与費、既定予定額４億４６

２７万５千円、補正予定額２７２万６千円の増額、計４億４９００万１千円と

なります。次のページをお開き願います。平成２６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ありま
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すので、詳細は次のページからの説明書により説明いたしますので、省略させ

ていただきます。支出から説明させていただきますので、４８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。補正額は２７２万６千円の増額となり、節の内訳は１節給料が

給与改定、職員の異動、退職等により１３万４千円の減額。２節手当について

も給与改定、職員の異動、退職等により執行額を精査し、５３万円の増額とな

っております。４節法定福利費は給料と報酬の増減により精査し、１２万３千

円を増額しております。６節賞与引当金繰入額は２６年度、会計制度改正によ

り新たに計上した予算科目になりますが、平成２７年度支給する期末勤勉手当

の２６年度の費用として認識すべき額を引き当てしなければならないので、２

７年度の予算との関係により、２２０万７千円の増額としています。次に、３

目経費でございます。補正額は２９３万２千円の減額で臨時職員賃金として計

上していた額を精査し、減額させていただいております。次に、収入を説明さ

せていただきますので４７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３目その他医業収益を２０万６千円減額いたします。

収入補正額が２０万６千円の減額、支出補正額も２０万６千円の減額として収

入支出とも同額の補正としております。次に、４９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、総括の表は給与改定により増額となっ

た科目、職員の異動などにより増減する額を精査し記載しております。２段目

の表の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

省略させていただきます。一番下の表、給料及び手当の増減額の明細でござい

ます。給料、手当も給与改定による増加額と職員異動等による減額を記載して

おります。以上、補正予算の説明とさせていただきますので、ご審議をお願い

いたします。 

 

議長 説明が終了いたしました。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６号平成２６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９、報告第１号委員会審査報告について、 

日程第１０、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２６年第８回定例会認定第１号

平成２５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
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第２号平成２５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

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、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９、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１０、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１１、報告第４号請願審査結果報告についてを議題とします。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１１、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、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１２、意見書案第１６号２０１５年度予算（介護・子ども）の充実・強

化を求める意見書案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、本文を読み上げまし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、質疑を行ないます。質疑はございませんか。 

（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１２、意見書案第１６

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１６号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２１分） 

   （再 開 午前１０時３５分） 

 

議長 再開します。 

お諮りします。意見書案第１７号年金積立金の専ら被保険者の利益のための安

全かつ確実な運用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） 

異議なしと認めます。従って、意見書案第１７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１７号について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、本文を朗読いたし説明に代えさせていただきます。 

（意見書案朗読） 

 

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１７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１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、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。
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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。以上で議案の質疑が終了いた

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。諮問１件で答申１件。議案

６件で原案可決６件。報告４件で認定２件、採択２件。意見書案２件で原案可

決２件。請願１件で委員会付託１件。陳情２件で委員会付託２件。承認１件で

決定１件。これで本日の日程はすべて終了いたしました。会を閉じます。平成

２６年度第１０回平取町議会定例会を閉会します。 

閉会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 

 

（議長、町長よりあいさつ） 

 

  

（閉 会 午前１０時５１分）

 


