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 平成２７年第１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２７年第１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

１２２条の規定によって、３番四戸議員と４番松澤議員を指名します。 

日程第２、会期の決定を議題とします。このことにつきましては、２月２６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１回町議会定例会の議会運営等につきましては、先日２

月２６日開催されました議会運営委員会におきまして協議し、会期については

本日３月２日から３月１３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２日から３月１３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２日から３月１３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２６年１２月分と平成２

７年１月分の出納検査の結果報告がありました。次に、平成２６年度財務に関

する事務の執行及び経営に係る事業の管理状況監査の結果報告があり、その写

しをお手元に配付しました。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、胆振東部日高西部衛生組合議会に関する報告がありましたので、

あわ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、

会期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。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。要望項目ホッカイドウ競馬に関す

る要望。要望先は、北海道知事、副知事、農政部長、競馬事業室長、北海道議

会議長、副議長、日高地域選挙区道議会議員であります。要望月日は１月１６

日、要望者は日高町村会、日高総合開発期成会として管内７町長で要望してご

ざいます。日高管内の軽種馬生産は全国の８０％を占めておりまして、競馬産

業とともに歩み続け、幾多の経営危機を克服しながら、中央、地方競馬界に良

質な競走馬を安定的に供給しながら、今日の日本競馬を支えてまいりました。
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平成２０年に策定をいたしました、北海道競馬改革ビジョンと平成２３年に策

定をいたしました、北海道競馬推進プランに基づき、軽種馬生産地に立脚する

特色を活かした産地競馬の開催や、門別競馬場のナイター化、屋内調教用の坂

路の整備、ＪＲＡとの総合販売など、さまざまな事業に取り組み、その成果が

着実にあらわれ、 近は単年度での収支均衡が図られるようになってきたとこ

ろであります。特に平成２６年度のホッカイドウ競馬の発売成績は計画比で１

１２％と近年では 高の販売成績となっております。競馬事業における収益に

ついては、北海道の一般会計に繰り入れするのではなくて、まずはホッカイド

ウ競馬の経営安定に向けた対策に優先的に活用していただきたいと強く要望し

たところでございます。この要望に対し、道といたしましては、平成２６年度

の収支決算については３月いっぱいの時期がございますが、 終の決算ではま

だ出ていない状況にございます。しかし、地方での大変な努力により、単年度

黒字がほぼ確実であり、北海道としても要望事項については、前向きに検討し

たいとの回答を得ているところでございます。次に２点目の要望事項、ＪＲ日

高線の早期全線復旧に関する緊急要望であります。要望先はＪＲ北海道本社取

締役副社長ほかであります。要望月日は２月２５日、要望者は日高町村会、日

高総合開発期成会として日高管内７町の町長で要望したところであります。こ

のことについては、すでに新聞等々でご承知のことと存じますけれども、今年

の去る１月８日に北海道を通過いたしました低気圧に伴う波浪の影響によりま

して、ＪＲ日高線、鵡川から様似間の１１６キロの区間、特に新冠の大狩部駅

から苫小牧方面に３．６キロの地点の線路わきの土砂が流出をいたしまして、

全線運休となってございまして、通院、通学に利用している住民生活に支障を

及ぼす事態となっているところでございます。１月２７日以降については、静

内から様似間で列車の運転が一部再開をしておりましたが、さらに盛り土が流

出いたしまして、２月２８日から再び不通となっているところでございます。

日高町村会、日高総合開発期成会として、長期運休は地域住民に影響が出るこ

とから、速やかに復旧工事に着手をし、全線復旧を強く要望したところであり

ます。ＪＲ北海道本社側では、スクリーン並びに資料をもとに現場の状況を説

明がなされてございます。打ち寄せる波によって線路わきの盛り土が下から吸

い出されてございまして、線路のレールが３、４センチずれるだけで脱線の危

険性があるとのことでございます。復旧するまで、代行バスの確保も含めて、

地域住民、特に通学生等の足の確保に努力をしたいという回答でございます。

なお復旧については、現在ＪＲ総研に工法等の検討を依頼してございまして、

復旧の見通しは未定であるとのことでございます。３月上旬にＪＲ総研から提

言がございまして、工法あるいは事業費等が明らかになる予定でございまして、

明確になった時点で、また報告していきたいとの回答でございます。以上で要

望経過報告を終わります。 

 

議長 続きまして教育行政報告について。教育長。 
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教育長 それでは平成２６年１２月定例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結果についてであります。体罰に関する調査につきまして

は、平成２４年度にはじまり、今回で３回目となっているところであります。

これまで２回の調査にありましては、北海道内において数多くの体罰としての

認知事案が生じているものとなっており、体罰防止に向けた取り組みを推進し

ているにもかかわらず、依然として解消されないことは大変憂慮される状況と

いえるところであります。このことに鑑み、本年度におきましても、体罰事故

実態把握と事故防止の周知徹底を図ることを目的に、教職員、児童生徒、保護

者に対しての調査を実施したものとなっています。本年度調査につきましては、

昨年１２月の終業式までに小中学校７校に対するアンケート調査票の配布、回

収を行うなかで、回答内容の点検確認作業を終えたところであります。回答状

況にありましては、すべての教員７６名については、いずれも体罰行為はない

とするものでありました。また、児童生徒及び保護者からの回答にありまして

は、生徒自身体罰を受けたことがあるか、また、他の生徒が体罰と思われる行

為を受けているのを見たことがあるかとするものにおいて、中学生において生

徒自身があるとするものが１件、見たことがあるとするものが２件、それぞれ

あったところであります。行為の内容にありましては、いずれも平手で叩くと

いうことでありました。教育委員会におきましては、これらの回答を受けるな

かで、関係する生徒及び保護者、そして教職員に対する事実確認をその後行っ

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、状況、程度等を

相対的に検討するなかで、結論といたしまして、体罰には認知すべき事案でな

いとの判断を行い、北海道教育委員会に対し、調査結果報告書を提出したとこ

ろであります。その理由といたしましては、生徒自身が体罰を受けた、またそ

れを見たとする時期がそれぞれあいまいであること、生徒自身が授業中におい

て、教師に対し、わるふざけ的な行動をとっていたということもあり、若干、

生徒及び教師の関係において、友だち感覚的ななかでの行為であったものと考

えられるところであります。また、程度につきましても軽いものであったと推

察できますことから、体罰事案には該当しないものとの結論に至ったものであ

ります。今回の事案にありましては、教員において、叩いたという意識がなく、

瞬間的に行為に及んだということになるわけでありますが、生徒指導において、

いかなる場合にありましても、叩くという行為が許されないことにおいて、教

育委員会といたしましては、該当教員に対し、生徒指導上、疑念が抱かれる行

為については厳に慎むこと、また、より良い生徒との関係を築くことについて、

学校長ともども注意を促すとともに、指導を行ったところであります。今後と

も町内各学校においては、体罰の未然防止に向け、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２６年度全国体力・運動能力、運動
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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小学校５校の５年

生あわせて４４名、中学校２校の２年生あわせて５４名、合計９８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、実技調査となります体力テ

ストの種目については、小学校が握力、反復横飛び、２０メートルシャトルラ

ンなどの８種目、中学校が持久走を加えた９種目、アンケート調査といたしま

しては、運動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調査

結果となりますが、体格にありましては、男女共に身長及び体重においておお

むね全国全道平均と同様となっておりますが、男子の体重において若干肥満傾

向がうかがえるものとなっております。体力運動能力面でありますが、男子児

童においては、８種目中７種目で全国全道平均とほぼ同様、もしくは平均以上

という結果となっています。女子児童につきましては、ソフトボール投げ及び

５０メートル走の２種目において、全国全道平均を上回りましたが、他の６種

目につきましては、ほぼ同様もしくは下回ったという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となりますが、男子及び女子児童とも

に運動することが好きで、体育の授業につきましてもともに楽しいとする回答

が全国全道平均を上回る状況となっており、総じて評価いたしますと、小学生

はスポーツに興味関心を持ち、活発的であるものと考えます。続いて中学生に

おける調査結果となりますが、体格にありましては男女ともに身長及び体重い

ずれも全国全道平均を上回るとともに、バランスのとれた体型となっています。

体力運動能力面でありますが、男子生徒においては、９種目合計点の平均では、

全国全道と同様となっています。女子生徒にありましては、すべての種目にお

いて全国全道平均を上回る、もしくはほぼ同様という結果となっており、非常

に体力に優れ運動能力も高いことがうかがえる状況となっています。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７２％を占めると同時に、運動が好きであることの回答がさ

れています。また女子生徒につきましては、運動部への所属は全体の５０％程

度に加えて、運動が好きであるとする回答は３割弱となっておりますが、運動

能力的には高い生徒が多い結果となっています。以上調査結果の概要について

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２６年度平取町教育奨励表彰

被表彰者の決定及び授与式の実施についてご報告申し上げます。本年度におけ

る本教育奨励表彰につきましては、１月２７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２５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、別添資料のとおり、スポーツ奨励におけ

る９個人となっておりますが、被表彰者にかかわる実績内容についての説明は

省略とさせていただきますので、ご了承願います。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
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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を申し上げます。平取町における被表彰者

につきましては、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二風谷小学校６年生の小山和馬君と

なっております。以上長くなりましたけども昨年１２月の町議会定例会からこ

れまでの主要な教育行政にかかわる報告とさせていただきます。 

 

議長 以上で行政報告を終了します。 

日程第５、議案第１号平取町地域包括支援センターの包括的支援事業の人員等

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 

１ページをお開き願います。議案第１号平取町地域包括支援センターの包括的

支援事業の人員等に関する基準を定める条例について、ご説明いたします。皆

様のお手元に議案第１号の資料がございます。これにて、説明させていただき

ます。条例制定の背景でございます。地域の自主性及び自立性を高めるための

改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、第３次一括法、平成２

５年６月７日に成立いたしました。その中で１８条において介護保険の一部改

正が行われました。この法改正により、地域包括支援センターの職員、運営等

の基準については、これまで介護保険法及び厚生労働省令により定められてお

りましたが、地方分権により実施主体が市町村となり、平成２７年４月１日ま

で市町村の条例で定めることになりました。よって、今回提出させていただき

ました。根拠となる現行法律の条例ですが、介護保険法第１１５条の４６第４

項、介護保険法施行規則第１４０条の６６に基づき制定しております。条例に

対する考え方でございますが、今回の条例制定に当たっては、多くの条文にお

いて平取町の実情に国の基準を上回る内容、または異なる内容を定めるほどの

特別な事情、地域性は認められないため、原則として国の基準、従うべき基準、

参酌すべき基準に基づいて、平取町の条例を制定いたしました。２ページをお

開き願います。条例の概要ですが、まず第１条趣旨、第２条基本方針を記載し

ております。第３条については、人員に関する基準であります。まず一つ目は

第１号被保険者の数が３千人以上６千人未満ごとに保健師、社会福祉士、主任

介護支援専門員を１名ずつ配置しなければなりません。二つ目といたしまして、

３職種が協働し、高齢者の状況や環境等に応じ必要な援助等を利用できるよう

に導き、可能な限り住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことがで

きるようにしなければなりません。三つ目といたしまして、当該市町村の地域

包括支援センター運営協議会の意見を踏まえ、適切、公正かつ中立な運営を確

保しなければならないと定めております。以上施行期日は、この条例は平成２

７年４月１日から施行するものでございます。以上で説明を終わります。ご審
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議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長 説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はありませんか。９番藤澤議員。

 

９番 

藤澤議員 

９番藤澤です。資料の裏側にある４、条例案の概要について、この（１）、（２）

についてでありますが、この（１）の３職種が協働し、必要な援助等、利用で

きるように導くとこの２番がありますが、この協働に対して具体的な取り決め、

新しい取り決め等はもられているんでしょうか。伺います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

基本的には、今まで通りの、現行の体制でいきますので、この条例に定めたか

らといいまして新たに決めたということはございません。通常の、いままで通

りの事業の推進の仕方で実施してまいります。よろしくお願いいたします。 

 

議長 藤澤議員。 

 

９番 

藤澤議員 

藤澤です。ついでと言ってはなんですが、平取町の第１号被保険者の数が３千

以上から６千未満の中にあるということで、よろしいでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

基本的には３千から６千というのはあくまでも標準でございます。そして、条

例の第３条の下の表にございますが、ここに人口に対する職員はこれだけ以上

配置しなければならないということが記載されております。 

 

議長 よろしいですか。ほかございますか。なければ質疑を終了します。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５、議案第１号平取町地域包括支援センターの

包括的支援事業の人員等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６、議案第２号平取町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関

する条例の制定についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。保健福

祉課長。 
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保 健 福 祉

課長 

３ページをお開き願います。議案第２号平取町指定介護予防支援等の事業の人

員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法の基準等に関する条例の制定についてご説明いたします。これについても

皆様のお手元にあります資料にて、ご説明いたします。まず、条例制定の背景

でございますが、先ほど議案第１号で述べましたとおりでございますが、この

法の改正により介護予防支援サービス事業所の人員、運営等の基準については、

これまで介護保険法、厚生労働省令により定められておりましたが、これも、

地方分権により実施主体が市町村となり、平成２７年４月１日までに条例を定

めなければならないということになり、今回提案させていただきました。根拠

となる現行の法律の条項でございますが、介護保険法第５９条第１項１号、第

１１５条の２２第２項第１項、１１５条の２４、第１項及び第２項に基づき制

定しているものであります。根拠法令等についてでございますが、これにつき

ましては指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に基づいて、作成し

ているところでございます。条例案に対する考え方でございますが、これも今

回平取町の実情に国の基準を上回る内容または異なる内容を定めるほどの特別

な事情がないということで、国の基準に従い、今回条例を制定しているところ

でございます。次、２ページをお開き願います。条例（国）の主な変更点でご

ざいますが、指定介護予防支援事業申請者の資格に関する基準でございますが、

これは、法人であることを追加しているところであります。それでは平取町の

条例案の概要についてご説明いたします。まず第１章でございますが、第１条

から第４条までございます。これにつきましては、趣旨、基本方針等を定めて

おります。第２章、人員に関する基準でございますが、まず第５条従事者の員

数でございます。従業者は１人以上の保健師等を置かなければなりません。第

６条につきましては管理者、管理者は常勤で原則専従のものを配置しなければ

なりません。次、第３章運営に関する基準でございます。これは、７条から第

３１条までございます。その中で、第１５条指定介護予防支援の業務委託でご

ざいます。これは、指定介護予防支援の一部を委託する場合には、中立性及び

公正性を図るため、地域包括支援センターの運営協議会の議を経なければなり

ません。また、事業の運営に当たっては、住民による自発的な活動によるサー

ビスを含めた地域におけるさまざまな取り組みを行う者等との連携に努めなけ

ればならない。次、第３１条の記録の整備でございますが、これは厚生労働省

令では、現在、完結の日から２年間保存するということになっておりますが、

返還請求権の時効期限が５年であることから、５年間に変更いたしました。第

４章でございますが、介護予防のための効果的な支援方法に関する基準、３２

条から３４条まで記載しておりますが、この内容につきましては、ケアプラン

作成に当たり、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、総合的か

つ効率的に提供されるよう配慮して行わなければならないということが記載さ
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れております。次、第５章、基準該当介護予防支援に関する基準、３５条でご

ざいますが、以上これを定めております。施行期日ですが、平成２７年４月１

日から施行となります。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 説明が終わりました質疑を行います。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。７ページの第１５条（１）において、地域包括支援センター運営協

議会というものが設置をされており、次ページの８ページ２行目において、こ

の議をこれははかると読んでよろしいですか。はかるということは何ごとかの

不利益、いわゆる従業員に対して職場の働いている人に対して何らかの不利益

等がこうじた場合に、この運営協議会をもって、是正勧告なり、それに近い指

導ができるのかどうかお伺いします。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

運営協議会につきましては、各団体の組織で構成されている団体でございまし

て、そういうことがあれば基本的にはその運営協議会に諮りまして、勧告とい

うことにはなりませんが、その中で議論をして、指導していくというような考

え方でおります。以上です。 

 

議長 

 

９番 

藤澤議員 

９番藤澤議員。 

 

なぜ、質問を申し上げたかと申しますと、・・において常々・・（マイクなし）

議員同士では話、会話をしているところでありますが、例えば報酬の問題にし

ても、いわゆる世に言う格差もあるのかなということもございまして、この運

営協議会については、直接指導はできないにしても、身分の保障たる責任のあ

る協議会の中身であってほしいと、これはお願いであります。以上です。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

今後ですね、議員のおっしゃるとおり、当然それなりの効力を持ったかたちで

進めさせていただきますので、どうぞ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。 
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（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第６、議案第２号平取町指定介護予防支援等の事

業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法の基準等に関する条例の制定については原案のとおり可決しまし

た。 

日程第７、議案第３号平取町介護保険条例の一部を改正する条例についてを議

題とします。提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

１７ページをお開き願います。議案第３号平取町介護保険条例の一部を改正す

る条例についてご説明いたします。これにつきましてもお手元の資料でご説明

いたしますので、よろしくお願いしたいと思います。まず、条例の一部改正に

ついて説明する前にですね、第６期の介護保険料についてご説明をいたします。

介護保険料基準額及び所得段階についてということでございます。介護保険料

は介護保険事業計画により３年ごとに見直すこととなっており、平成２７年度

から２９年の３か年間に見込まれる介護保険給付費等に基づき必要な保険料額

を算出しております。保険料基準額については、第５期、２４年から２６年で

すが、３千円でございました。第６期につきましては、平成２７年から２９年

度まで、これは３５００円に改定いたしました。年額の保険料額を定めるもの

でございます。年額４万２千円ということになります。所得段階については第

５期において国の標準は６段階であり、特例段階実施により平取町も８段階に

しておりますが、第６期は所得水準に応じた、きめ細やかな保険料設定を行う

観点から、国の政令が改正され、標準段階がこれまで６段階から９段階に見直

されることとなりました。平取町の６期における段階設定については、国の標

準段階通り９段階とし、段階ごとの所得基準に基づいて国の標準どおりといた

します。なお、６期において今後さらなる高齢化に伴い、介護費用増加と保険

料負担水準上昇が避けられないなか、制度を持続可能にするためにも、介護保

険法の改正により、公費を投入し、低所得者の保険料軽減を行う仕組みが、今

後設けられることとなります。平取町では国の予算措置等が行われた後、国の

基準に従い、軽減措置を図る予定で、公費による低所得者の軽減による条例改

正は６月の議会に提出させていただきたいと考えております。別紙資料を見て

いただきたいと思います。ご説明いたしました保険料の標準６段階から標準９

段階の見直しでございます。上段の分については、現行の平取町の５期の保険

料となっております。第１段階から第６段階までございます。その中に特例が

設けられております。３段階のところと４段階で特例が設けられております。

それが今後、２７年度からですね、その下段になろうかと思いますが、第１段

階から第９段階ということになります。その率につきましては、０．５から１．

７までということになります。第５段階が１ということでなっております。条

例案の１９ページ、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。これも現行６

段階ということでございます。改正案が９段階ということになります。その中
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で、第５段階が４万２千円の１．０というところになります。その前後は別紙

資料の計数により、金額がかわるような状況でございます。次、１８ページの

第９条をご覧いただきたいと思います。これも、別紙の資料でご説明させてい

ただきますが、附則に次の１条を加えるということであります。改正法附則第

１４条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置という

ことであります。第９条の１項でございますが、法第１１５条の４５第１項に

規定する地域支援事業が改定されたことにより、介護予防サービスの訪問介護

と通所介護が、介護予防・日常生活支援総合事業に移行し、施行日は平成２７

年４月１日とされておりますが、市町村が条例を定めることにより、平成２９

年３月３１日まで実施することといたします。第２項におきましては、法１１

５条の４５第２項第４号から第６号までで規定する在宅医療・介護連携推進事

業、生活支援体制整備事業及び認知症総合支援事業の施行日は平成２７年４月

１日とされておりますが、これも市町村の条例を定めることにより、平成３０

年３月３１日まで、実施すことといたしております。この条例は平成２７年４

月１日から施行ということになります。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７、議案第３号平取町介護保険条例の一部を改

正する条例については原案のとおり可決しました。 

日程第８、議案第４号平取町債権管理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。税務課長。 

 

税務課長 議案第４号平取町債権管理条例の制定についてご説明申し上げます。議案の２

０ページをご覧いただきたいと思います。平取町債権管理条例を次のとおり制

定するものでございまして、説明につきましては本日配布をいたしました平取

町債権管理条例説明資料でご説明をしたいと思いますので、そちらのほうをご

覧いただきたいと存じます。この説明資料につきましては左側半分が債権管理

条例の条文、右側半分が債権管理条例施行規則の条文となっていまして、条例

の説明とあわせて、この条例の制定に伴い関連する規則の部分についても参考

までにご説明をさせていただきたいと存じます。それではこの説明資料の１ペ

ージ、左の条例の第１条をご覧いただきたいと存じます。第１条については条

例制定の目的及び内容を明らかにしたものでありまして、この条例は町の債権
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の管理の適正化を図ることと、公平かつ円滑な財政運営に資することを目的と

しているところであります。第２条については条例中における用語の定義につ

いて定めたものであります。地方公共団体の債権を公債権と私債権に、そして

公債権を強制徴収できる債権とそうでない債権に分類して定義をしているの

は、時効制度や滞納処分等について債権の種類によってそれぞれ法律上の取り

扱いが異なることからこうした分類をしているものであります。次に、第３条

については、本条例が債権管理に関する通則的な基本規定であることを明らか

にしたものであります。他の法令等に特別の定めがある場合は、その定めが優

先して適用されることになります。第４条については、町の債権の回収を町長

及び公営企業管理者の責務としたものであります。次のページをご覧願います。

第５条については町の債権を適正に管理するために台帳を整理することを定め

たものであります。債権を適正に管理、回収していくためには、その記録を整

備しておくことが極めて重要であることから、こうした規定を設けているもの

であります。台帳の記載事項としましては右に施行規則をのせてありますけれ

ども、第４条の第１号から第１０号までとしているところであります。次に左

の条例に戻っていただきまして、第６条については、町の債権を適正に管理す

るために、不納欠損額の見込みを把握する町の努力義務を定めたものでありま

す。次に、第７条については督促について、地方自治法第２３１条の３第１項

及び地方自治法施行令第１７１条と同一の内容を規定したものであります。右

の施行規則第５条をご覧願います。督促は納期限経過後２０日以内に発するも

のとし、その督促により指定すべき期限を１０日以内において定め文書により

通知することとしております。次に、また左の条例に戻っていただきまして第

８条については、督促状を発した場合の手数料について規定したものでありま

す。次に第９条については公債権にかかる延滞金の徴収について、期間の日数、

延滞金の割合、端数処理などその計算方法を規定したものであります。次に３

ページをご覧願いたいと思います。第１０条については、延滞金を減免する場

合の事由について規定したものであります。次に第１１条については、詐欺や

不正行為により徴収を免れた者または徴収事務を妨げた者に対する過料を定め

たものであります。次に、第１２条についてですけれども、強制徴収公債権の

滞納処分等については、地方自治法第２３１条の３第３項の規定により、地方

税の滞納処分の例により、強制徴収できるので、私債権等とは別個に規定した

ものであります。第１３条をご覧願います。第１項については私債権の管理方

法を明確化するために、基本法令である地方自治法施行令第１７１条の２を条

例化したものであります。第１３条第１項中、督促をした後、相当の期間を経

過しても履行されないときの期間を規則の第６条で１年を限度とすることと規

定し、１年以内に強制執行等の措置をとらなければならないとしたものであり

ます。次のページをご覧願いたいと思います。左の条例のほうをご覧願います。

第１項の 後の行にその他特別の事情があると認める場合は、この限りではな

い。ということで、強制執行等の手続をとらない場合の特別の事情を条例横の
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規則第８条をご覧いただきたいと思いますけれども、分割納入誓約に基づく定

期的な弁済がなされている場合とし、この場合は、強制執行等の手続をとらな

くても良いこととしたものであります。次に条例に戻っていただきまして、第

２項についても、第１項と同様に、基本法令である自治法施行令第１７１条の

３から１７１条の７までを条例化したものであります。次に、第３項について

は支払督促の申立てが督促異議の申立てにより、訴訟に移行する場合に、迅速

に対応するべく、専決処分をすることができる旨を規定したものであります。

次に第１４条については、地方自治法第９６条第１項第１０号の規定に基づき、

権利の放棄に関し条例に特別の定めを設けたものであります。債権回収が将来

にわたり期待できない、実質的に徴収不能の債権については、むだな経費や労

力を費やすことなく速やかに債権を放棄し、債権の適正な管理と効率的、効果

的な回収を図る必要があることから、本条を定めたものであります。本条第１

項第１号にいう、これに準ずる状態とは生活保護を受給していないが申請すれ

ば、受給が認められると推測される状態をいうものであります。次に、第２号

にいう責任を免れたとは町が強制執行等の法的手続により、債務者に対して弁

済を求めることができないという意味となっております。次に、第３号におい

て、対象債権を私債権に限定しているのは、否強制徴収公債権の時効による消

滅については、地方自治法第２３６条第２項により時効の援用を要しないから

であります。本条第１項第４号及び第５号にいう債務者が無資力とは資産がな

いか、資産があっても価値がない、かつ収入が生計や事業を維持するに足りな

いことをいうものであります。また、同じ号にいうこれに近い状態とは、債務

を弁済すると、生活や事業を継続できないなど、無資力に準ずる状態をいうも

のであります。次に同じ号にある資力の回復が困難とは、収入や資産が増加す

る特段の事情、すなわち就職、転職、相続、贈与などうかがえない場合は、資

力の回復が困難と判断するものであります。次に、本条第１項第５号にいう徴

収停止後相当の期間を経過してもなお債務者の状況が変わらない場合は、債権

を回収する見込みがないと考えられるため、債権を放棄できることとしたもの

であります。関連する規則の条文として右の規則第９条をご覧願います。この

徴収停止の措置を取った日から相当の期間を規則で１年以上と規定したもので

あります。次に第２項については私債権等を放棄したときの議会への報告義務

を定めたものであります。報告事項としましては右横に施行規則をのせてあり

ますけれども、第１０条の第１号から第５号までとしているところであります。

次のページをご覧願います。条例に戻っていただきまして、第１５条について

は条例を施行するために必要な細目については、町長に委任することを定めた

ものであります。また、条文の委任を受けて施行規則を制定することとしたも

のであります。次に、議案に戻っていただきまして議案の２４ページの附則を

ご覧願います。附則として、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。次に附則の２としまして本条例の施行に伴い、平取町税外収入金

の徴収に関する条例を廃止しようとするものであります。次に附則の３の経過
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措置としまして第１４条の私債権等の放棄の規定については、この条例の施行

の際に現に発生している私債権についても適用するものであります。附則の４

の延滞金の割合の特例としては、延滞金の割合を本則の規定にかかわらず、当

分の間、地方税の延滞金の例による割合とするものであります。以上、平取町

債権管理条例の制定について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。９番藤澤議員。 

 

９番 

藤澤議員 

９番藤澤。資料の４ページになります。私債権等の放棄、１４条（１）、これは、

いわゆる生活保護を受けているかまたこれに準ずる状態にあっていわゆる回収

が不可能であるということが、放棄することになるんでしょうけども、例えば

一例として、過去に相談にのったことがあるんですが、生活保護を受けること

によって、前日までの困窮が緩和されたと。受けることによって。仕事がなく

てできなくて、生活保護を申請して受けるようになったと、いうことになれば

当然、その前日よりは決まったものが入る。これに対して、任意で、天引きが

できないにしても、これから千円でも払いますよ、という方がおられたら、こ

の放棄というのは当然放棄されないで、善意でもらい続けるということになる

と思うんですが、そのへんはどうなんでしょう。 

 

議長 税務課長。 

 

税務課長 あくまでも任意ということで、議員おっしゃるとおり、受けることはできると

いうふうに考えております。以上です。 

 

議長 ほかにございますか。６番千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

６番千葉です。今回の条例制定にあたりましてですね、私なりに１点だけちょ

っとお聞きしておきたい。ちょっと危惧してることがございます。やはり条例

を制定してですね、さまざまな公的な料金の滞納に対してですね、取り組んで

いく。これはもう、もちろん当然のことでありますけども、私はもう一つ町と

してですね、やっぱ忘れてほしくないなと思うことは、やはり町民との滞納者

であってもですね、信頼関係、特にお話し合いをできるような関係を構築して

いく、これがあってはじめてですね、この債権条例、生きてくるものだという

ふうに私は考えているんですけども、その辺が手薄にならないような方向、方

法、特に職員の数も当然今の時代、公務員の数が限られて、特に税務課あるい

はそのまちづくり課の関係、徴収していくような、部署の関係、この辺のこと

についてですね、やはり話し合い、基本やっぱりこういったもの適用していく

前の話し合いに対してですね、やはりもう少し踏み込んだですねかたちで債権
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者との話し合いができないものか、さまざまな、私も事情存じ上げております

けども、そういった考えのもとにですね、やはり人と人、町民と役所の関係を

重視していただきたいなと思ってますけども、そのことについての考え方を改

めて伺っておきたいと思います。 

 

議長 税務課長。 

 

税務課長 ただいまのご質問ですけれども、この資料の１３条見ていただきたいんですけ

ども、１３条、強制執行等にかかわる規定というふうになってます。先ほども

説明したんですけども、１年を限度として強制執行するよと、強制執行の中身

としては、差し押さえその他になるんですけども、この資料の４ページの２行

目に、その他特別の事情があると認める場合、これも先ほど説明したんですけ

れども、その認める場合として規則でですね、その横の規則の第８条で条例第

１３条第１項に規定するその他特別の事情があると認める場合とは、前条に規

定する合理的な分割納入誓約に基づく定期的な弁済がなされている場合とする

ということで、計画的に納入されてる人についてはですね、話し合いによって

計画的に納入されている人については強制執行しないということになってます

ので、その辺も含めてですね、今までもそうだったんですけど、今後も含めて

きちっと誓約をしたなかでですね、滞納者ときちっと話を、協議をしたなかで

適正に取り扱っていきたいというふうに思ってますのでよろしくお願いしたい

と思います。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

６番千葉です。今課長申し上げたとおりですね、さまざまな事情があってです

ね、それにあてはめながら、役所のほうも、行動あるいは言動に移していくと

いうふうに私も考えておりますけども、どうか機械的な処理にだけはならない

ような方法でですね、できる限りなかなかお会いできない人とかもいる事情も

わかりますけども、そのことに対しては、やはり一考の余地があるのかなとい

うふうに思ってますので、良い方向でいくことを願いながら、この条例制定に

対しましてですね、これからしっかりと取り組んでもらいたいと思ってます。

 

議長 税務課長。 

 

税務課長 はい、今議員さんおっしゃるとおり、適正に協議したなかで、適正に取り扱っ

ていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議長 ほかございますか。質疑を終了します。次に、討論を行います。反対討論はあ

りませんか。 
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（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第８、議案第４号平取町債権管理条例の制定につ

いては原案のとおり可決しました。 

日程第９、議案第５号平取町自治基本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５号平取町自治基本条例の一部を改正する条例について説明をいたしま

す。２６ページをお開き願います。平取町自治基本条例の一部を改正する条例、

平取町自治基本条例、平成２０年平取町条例第１７号の一部を次のように改正

するものでございます。条文説明の前に若干の経過等をお話させていただきた

いと存じます。平成２０年４月１日に施行されました町政運営の基本理念や制

度運営の原則を明らかにする本条例でございます。その第３８条の見直し規定

で、４年を超えない期間ごとに条例が平取町にふさわしく、地域の情勢に適合

しているかどうかを検討するということになってございます。すでに施行後６

年を経過しようとしている状況ではありますけれども、本年度本格的に住民か

らなる検討委員会、庁舎内でのプロジェクトチーム等の検討を経まして、見直

し作業を行い、さらに住民説明会などでの意見等を集約し改正をさせていただ

くものでございます。全般的に条文そのものに大きな改正はございませんが、

両常任委員会でも説明させていただいたとおり、各条文の趣旨に沿ったそれぞ

れの立場での実践と取り組みが重要との認識を新たにいたしまして、必要な関

係条例の整備や仕組みづくり等に今後、真摯に対応してまいりたいと考えてお

りますので、ご理解とご協力を賜りたいと存じます。それでは、２８ページの

比較表にて説明をさせていただきますので、改正欄をご覧ください。目次を追

加してございます。一般的な条例の策定手法として、章を設ける場合、目次を

付すというのが通常になっているということでございまして、今までなかった

ことから、今回改正で目次を付させていただいたということにしてございます。

次に、基本原則、第４条でございます。第１項第２号の次に第３号として、次

の一語を加えます。以下の号を繰り下げるとしてございます。第３号、協働。

町民と町は、それぞれの自主性を尊重しお互いに補い合う協働のまちづくりを

すすめることを基本とします。を加えます。これは条例の前文に協働の精神を

基本とするということが謳われておりますが、さらにこれからのまちづくりに

は、町民との協働の推進が重要になるとの判断から、協働を基本原則として位

置づけるということといたしました。次に第３章の名称を第４条の基本原則に

協働を加えたことから、町民参加と協働としております。２９ページの一番上

のほうでございます。その次でございますが、次に第１０条町民参加の権利の

条文です。これは、条文の表現の整理として改正をさせていただくもので、も
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ともと本条文には青少年、子どもにもその年齢に応じた参加が必要であるとの

趣旨があることからも、第３項の満２０歳未満の町民はそれぞれの年齢にふさ

わしい町政運営に参加する権利があります。を削除いたしまして、第１項に表

現を統合しまして、第１項にそれぞれの年齢にふさわしいという文言を加える

ことにしてございます。次に、基本原則にも協働を追加したことから、第１５

条でございますが、協働に関する条文を追加してございます。第１５条、町民

と町は相互理解のもと、共通の目的を持って、それぞれの役割を担いながら、

協働を推進します。をつけ加えております。先にも申しましたけれども、前文

にも謳われている協働の精神を明確にする意味からも、協働の１条を追加して

おります。第１５条を追加したことで、旧の１５条を１６条に、以下条文も１

条ずつ繰り下げてございます。次に改正案の欄の第１７条、総合計画でござい

ます。この条文に議会の議決を経るという文言をつけ加えてございます。これ

は地方自治法の改正によりまして、総合計画の基本構想は議会の議決事項から

削除されたということでございます。あくまでも自治体の判断によるものとさ

れてございますが、平取町のまちづくりの根幹となる総合計画の基本構想、基

本計画は、今までどおり、町の意思を決定する 高機関としての議会の議決を

経ることを明確に規定することとしてございます。次に、３１ページをお開き

願いたいと思います。改正案の第２７条、議会の役割と責務の条文中、３項の

町政への町民意思の部分でございますが、この条文の趣旨は変更しておりませ

んが、言い回しを整理させていただきまして、町政への町民意思という表現に

変更してございます。改正案の第２９条、政策会議の第２項を平成２４年度に

設置されております政策会議の要綱に整合性を図った改正を行っております。

会議の招集を議会運営委員会の委員の中から選出された座長という文言を追加

してございます。改正案の第３０条、議会の会議第１項中、現行では議員への

質問及び意見を述べさせるという表現でございますが、これでは議員からの質

疑に対して答弁者側が意見を言えると受け取ることが難しいという表現になっ

ていると判断いたしまして、この部分を、議員の質疑及び質問に対し意見を述

べさせることができると、いうふうに改正をしてございます。改正案の３１条、

議会の情報公開、第３項を町民に対しできるだけ速やかに多様な媒体を活用し、

という表現といたしまして、議会に関する情報を公開する手段といたしまして、

現在の情報通信の技術などの多様な媒体等を大いに活用したスピード感のある

手法で公開することを趣旨として追加してございます。以下も条文を１条ずつ

繰り下げまして、基本条例としては３９条の構成として、改正を行うものでご

ざいます。この条例は公布の日から施行するものでございます。改正部分につ

いての説明は以上でございますけれども、冒頭申し上げました条文の改正は行

わない箇所につきましても、検討委員会などからの意見、今後の取り組みにつ

いて、各常任委員会でもおしらせさせていただいておりますけれども、この条

例の認知度を向上させる上で、解説書の改定、町内各種団体等への説明なども

積極的に行ってまいりたいと考えてございますので、今後とも条例の管理運営
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に関し、議会のご理解とご協力をお願いしたいと考えてございます。議案第５

号平取町自治基本条例の一部を改正する条例の説明とさせていただきましたの

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９、議案第５号平取町自治基本条例の一部を改

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６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６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、３３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２６年度におきまして、町内振内地区と紫雲古津地区に農業

研修生用の住宅が新たに１棟２戸ずつ建設され、２月末に完成したことにより、

条例の一部改正を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、３５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た住宅を追加するものでございます。名称は平取町振内

第二農業研修生住宅と平取町紫雲古津第二農業研修生住宅、位置につきまして

は沙流郡平取町振内町９０番地７と、沙流郡平取町字紫雲古津１７５番地５で

あります。次に別表第５条関係、これは家賃の決定についてでございますけれ

ども表にそれぞれ追加をいたします。住宅名につきましては平取町振内第二農

業研修生住宅と平取町紫雲古津第二農業研修生住宅、管理戸数につきましては

それぞれ２戸、建設年度は平成２６年度、規格は３ＬＤＫ。家賃、月額につき

ましては２万円であります。附則といたしましてこの条例は平成２７年４月１

日から施行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、よろしくご審議願います。

 

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。 
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（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１０、議案第６号平取町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１１、議案第７号平取町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例

についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

総務課長 議案第７号平取町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例、ほか議案第

８号、９号、１０号、１２号につきまして、関連がありますので、一括してご

説明を申し上げます。このたびの条例の改廃は法律の改正に伴うものでありま

すので、各条例案の内容をご説明いたします前に、５２ページをご覧いただき

たいと思います。この地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に

伴う町条例の改正等についての資料によりまして、法改正の趣旨と概要及び町

条例改正の要旨についてご説明いたします。はじめに法改正の趣旨であります

が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律に基づき

まして、地方教育行政の組織及び運営に関して、教育の政治的中立性、継続性、

安定性を確保しつつ、責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方自

治体の長と教育委員会との連携の強化など制度の改革を行うものであります。

平成２７年４月１日に法律が施行されるものであります。法改正の概要といた

しまして、１番、教育行政の責任の明確化であります。（１）で現在の制度にお

ける教育委員長と教育長を一本化して新たな教育長を置き、教育長が教育委員

会の会務を総理し、教育委員会を代表するものであります。（２）といたしまし

て、新制度による教育長は町長が議会の同意を得て直接任命、罷免するもので、

任期は３年であります。（３）教育委員会から教育長に対し、教育委員会会議の

招集を求めることができ、教育長は委任された事務の執行状況を教育委員会に

報告するものであります。２番目といたしまして総合教育会議の設置・大綱の

策定であります。（１）町長は総合教育会議を設けることとし、会議は町長が招

集し、町長及び教育委員会によって構成するものであります。（２）町長はこの

総合教育会議において、教育委員会と協議し、教育の振興に関する施策の大綱

を策定するものであります。（３）総合教育会議は、大綱の策定、教育条件の整

備等重点的に講ずべき施策、緊急の場合に講ずべき措置について協議、調整を

行うものとするものであります。３番目、経過措置といたしまして（１）現在

の制度における教育長は、教育委員としての任期満了時まで在職するとともに、

教育委員長を含め現在の制度はその時点まで継続するものであります。（２）教

育公務員特例法第１６条、これは教育長の給与等を定めた条文でありますが、

これは現在の制度における教育長が在職する間は、その効力を有するものであ

ります。次に、町条例改正の要旨でありますが、１番目といたしまして、現在

の制度による教育長の給与または期末手当の特例については、町長等とは別に

それぞれ条例を有しておりましたが、支給根拠が町長等と同一のものとなりま

したため、町長等の条例の中に新制度における教育長にかかわる規定を追加す
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るものであります。２番目、現在の制度による教育長の旅費につきましては、

一般職の規定を適用しておりましたが、特別職の規定を適用するための対象条

文の文言整理を行おうとするものであります。３番目、新制度の教育長任命と

ともに廃止される、教育委員長の報酬にかかわる条例の文言の整理を行おうと

するものであります。４番目、新制度における教育長の勤務時間、休暇及び職

務専念義務に関して、条例の改正を行うものであります。これにつきましては、

教育委員会から提案させていただくこととなります。一番下の※でありますが、

法改正に基づきまして、関係条例の改正を行いますけれども、現在の制度にお

ける教育長の任期中は現体制を維持し、改正する条例の適用は任期満了後とな

る旨の経過措置を設けてございます。続きまして、各条文に沿ってご説明いた

しますので、議案の３６ページをお開き願います。議案第７号平取町長等の給

与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。議案３８ペ

ージの新旧対照表をご覧をいただきたいと思います。平取町長等の給与に関す

る条例は、町長と副町長の給料月額について規定しているものでありますが、

本条例の第３条に教育長の給料月額を加えようとするものであります。なお、

金額につきましては、現在規定されているものと同じ金額であります。続いて、

議案３９ページをお開き願います。 

 

議長 ただいま議案第７号から１２号まで内容的に関連するということで説明がされ

ました。そして、今 後に議案第７号についての提案の説明が行われたところ

であります。それでですね、１２号までにつきましてはそれぞれ進めていきた

いと思います。今提案されました議案第７号についての質疑を行いたいと思い

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７号平取町長等の給与に関する条

例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決しました。休憩します。

 

   （休 憩 午前１０時４９分） 

   （再 開 午前１１時００分） 

 

議長 

 

 

 

再開します。 

日程第１２、議案第８号平取町長等の期末手当の特例に関する条例の一部を改

正する条例についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。総務課長。
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総務課長 平取町長等の期末手当の特例に関する条例の一部を改正する条例についてご説

明いたします。４１ページの新旧対照表をご覧ください。平取町長等の期末手

当の特例に関する条例は、町長等の期末手当の加算の割合を１５％から５％に

引き下げるとともに、支給額の全体を２０％削減する特例措置を定めたもので

ありますが、この条例に教育長を加えようとするものであります。なお、教育

長の期末手当の加算の割合及び削減率につきましては、現在規定されているも

のと同じ内容であり、割合と率は町長、副町長と同じものであり、内容に変更

はありません。以上、議案第８号平取町長等の期末手当の特例に関する条例の

一部を改正する条例につきましてご説明いたしましたので、よろしくご審議く

ださる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１２、議案第８号平取町長等の期末手当の特例

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１３、議案第９号職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例につい

てを議題とします。提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

総務課長 議案第９号職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明

いたしますので、４４ページの新旧対照表をご覧をいただきたいと思います。

職員の旅費に関する条例は、特別職及び一般職が公務で出張する際の日当、宿

泊料などの旅費について定めた条例でありますが、これに教育長を加えようと

するものであります。内容につきましては、現在規定されているものと同じ内

容であります。以上、議案第９号につきましてご説明いたしましたので、ご審

議くださる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１３、議案第９号職員の旅費に関する条例の一
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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１４、議案第１０号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。提案理由の説明を

求めます。総務課長。 

 

総務課長 議案第１０号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例についてご説明いたします。議案４７ページの新旧対照表

をご覧をいただきたいと思います。特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例は、教育委員を含む非常勤の委員の報酬及び費用弁償につ

いて定めたものであります。先ほど申し上げましたとおり、法改正によりまし

て、現在の制度における教育委員長と教育長が一本化して、新たな教育長とな

ることから、条例中、職名の教育委員会委員長に関する規定の文言を削除しよ

うとするものであります。以上、第１０号特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたしました

ので、よろしくご審議くださる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１４、議案第１０号特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償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１５、議案第１１号平取町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職

務専念義務の特例に関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。生涯学習課長。 

 

生 涯 学 習

課長 

それでは、議案第１１号平取町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務

専念義務の特例に関する条例についてご説明を申し上げます。平取町教育委員

会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例、これは現行でありますけども、

それの４９ページをご覧ください。平取町教育委員会教育長の勤務時間、休暇

等及び職務専念義務の特例に関する条例というふうに全文改正するものであり

ます。このことにつきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

一部を改正する法律の施行に伴いまして、同法第１１条第４項の規定によりま

して、新教育長の身分が常勤の特別職の取り扱いとなることから、同法第１１

条第５項の規定に基づき、勤務時間等及び職務専念義務の特例に関する条例に
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改正しようとするものであります。４９ページの条例でありますけれども、第

２条における勤務時間、休日、休暇等、それから第３条におきます職務に専念

する義務の免除、こちらにつきましては、その内容については町の一般職の例

に基づくものの内容となっております。附則の１としましては、施行の日につ

きましては２７年４月１日から、附則の２につきましては、経過措置としまし

て、現教育長の任期が満了となるまでは適用されず、現行どおりであるという

ふうに規定をされております。説明につきましては以上になりますので、ご審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１５、議案第１１号平取町教育委員会教育長の

勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例については、原案のと

おり可決しました。 

日程第１６、議案第１２号平取町教育委員会教育長の期末手当の特例に関する

条例を廃止する条例についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。総

務課長。 

 

総務課長 議案第１２号、平取町教育委員会教育長の期末手当の特例に関する条例を廃止

する条例についてご説明をいたします。５１ページをご覧ください。教育長の

期末手当につきましては、議案第８号で申し上げましたように平取町長等の期

末手当の特例に関する条例に規定することになりますため現在の平取町教育委

員会教育長の期末手当の特例に関する条例を廃止しようとするものでありま

す。附則についてご説明を申し上げます。附則１で条例の施行期日は法律の改

正によりまして、平成２７年４月１日といたしておりますが、冒頭５２ページ

の資料でご説明いたしましたとおり、適用については、経過措置を設けて、現

在の制度における教育長の任期中にかぎりなおその効力を有する、または従前

の例によるとし、条例の適用は現在の制度における教育長の教育委員としての

任期満了日である平成２８年９月３０日までは現在の制度を継続しようとする

ものであります。このことは、本年４月に施行される改正後の法律にあわせて

市町村において経過措置の件を含めてあらかじめ関係条例の整備を行う必要が

あることから、このたび改廃を実施しようとするもので、実際の条例の適用時

期と異なるのはこのためであります。以上、議案第１２号につきましてご説明

をいたしましたので、ご審議くださいますようよろしくお願いをいたします。
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議長 質疑を行ないます。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号平取町教育委員会教育長の

期末手当の特例に関する条例を廃止する条例については原案のとおり可決しま

した。 

日程第１７、議案第１３号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いてを議題とします。提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１３号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説

明いたしますので、はじめに資料に基づきご説明申し上げます。６２ページを

お開き願います。平成２６年度給与改定の概要についてご説明いたします。表

の左側が人事院勧告の抜粋でありまして、右側が町の措置方針案であります。

町の措置方針案の一番上をご覧ください。職員の給与改定にあたっては、町は

従来から国家公務員に関する人事院勧告の内容を尊重してきた経緯があること

から、本年度に関しても同様に措置する方針であります。表の左側の人事院勧

告（抜粋）の２、給与改定の内容とその考え方のなかで、（１）給料表（２）ボ

ーナス、（３）改定時期につきましては平成２６年１１月２８日開催の町議会臨

時会にご提案をし、原案どおり議決をいただいているものであります。次に、

６３ページをご覧をいただきたいと思います。この表のうち、この表の左側、

３、給与制度の総合的見直しの中段に記載の（２）の災害対応等のため、深夜

に勤務した場合の管理職員特別勤務手当につきましては、昨年１１月２８日開

催の町議会臨時会にご提案をし、原案どおり議決をいただいているものであり

ます。３、給与制度の総合的見直しのうち、上段の（１）俸給表の見直し及び

下段の（３）実施時期につきましては、日高管内各町の動向を勘案し、本定例

会まで提案を留保していたものであります。その内容についてご説明をいたし

ます。（１）俸給表の見直しの①行政職給料表について。行政職給料表は、民間

賃金水準の低い地域、青森、岩手、秋田、山形、鳥取、島根、高知、佐賀、長

崎、宮崎、鹿児島、沖縄の１２県の官民格差と全国の格差との率の差を踏まえ

まして、一般職の給料表の水準を平均２％引き下げようとするものであります。

ただし、民間と比較して低い状態にある若年層の給料である、１級全号俸及び

２級の初任給に係る号俸の引き下げはありません。なお、３級以上の級の高位

号俸は、５０歳台後半層における官民の格差等を考慮して、 大４％程度引き

下げようとするものであります。②その他、行政職給料表の６級、課長職で５
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議長 

５歳を超える職員については、現在給料月額の１．５％を減額する措置が行わ

れておりますが、これについて廃止しようとするものであります。（３）実施時

期は①給料表については、平成２７年４月１日に切り替えとなりますが、ただ

し、②で、給料引き下げの激変緩和のための経過措置として、本年４月から今

後３年間は引き下げ前の現在の給料月額を継続して支給することを内容とする

現給補償措置を講ずることとし、具体的には平成３０年４月１日から新しい給

料表での支給を実施しようとするものであります。６３ページ下段の枠外をご

覧をいただきたいと思います。町は平成２６年１１月２８日開催の臨時議会に

おいて、職員の給与条例の一部改正案を提出した際、日高管内各町の改定状況

を見極める必要があると判断し、３月定例議会まで提案を留保しておりました

給与制度の総合的見直し（１）及び（３）につきまして、日高管内各町の動向

を確認いたしましたところ、新ひだか町は１１月臨時議会において、浦河町は

１２月定例議会において、それぞれ人事院勧告どおり既に改定済みであるほか、

その他の４町も３月定例議会に条例改正案を提出することから、当町といたし

ましても、基本的に人事院勧告に準拠してきた従来からの経緯に鑑み、管内各

町と同様に上記のとおり改正しようとするものであります。議案５４ページを

お開き願います。これが条例案の案文でありますが、先ほど申し上げましたこ

とを内容とする５５ページから６１ページまでの給料表に改定することとし、

附則において実施時期の経過措置に関する事項を規定しようとするものであり

ます。以上、議案第１３号につきましてご説明いたしましたので、ご審議くだ

さるようよろしくお願いをいたします。 

 

質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なし） 

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号職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例については原案のとおり可決しました。 

日程第１８、議案第１４号平取町診療所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６４ページをお開き願います。議案第１４号平取町診療所条例の

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。新旧対照表でご

説明いたしますので、６６ページをお開き願います。内容につきましては、第

２条の表中から名称の平取町貫気別診療所と設置場所の沙流郡平取町字貫気別

１３４番地６を削除しようとするものでございます。貫気別診療所の建物につ
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きましては、公共用財産となっております。そして現在、診療所部分、住宅部

分ともに使用されてない状況でございます。今後は建物の有効活用のために、

財産区分を普通財産に変更しようとするものでございます。なおこの条例は平

成２７年４月１日から施行するものでございます。以上議案第１４号平取町診

療所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１８、議案第１４号平取町診療所条例の一部を

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１９、議案第１５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 

議案第１５号町道の認定につきましてご説明申し上げます。町道に認定しよう

とする路線につきましては、路線番号１８９番荷菜三塚分譲線であります。見

取り図でご説明いたしますので、次のページをお開き願います。荷菜三塚分譲

線の起点につきましては、荷菜４０番地２２、終点につきましては４０番地１

８であります。総延長につきましては９９．２メートルであります。実延長は

９６メートル、重用は３．２メートル、幅員は３．６４メートルから６メート

ルであります。この路線につきましては地域の生活路線として必要なことから、

新規に認定しようとするものであります。以上で、町道の認定につきましてご

説明申し上げましたので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

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１９、議案第１５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２０、議案第１６号平成２６年度平取町一般会計補正予算第９号を議題
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とします。提案理由の説明を求めます。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

６９ページ、議案第１６号平成２６年度平取町一般会計補正予算第９号につい

てご説明申し上げます。歳入歳出予算の補正であります。第１条、歳入歳出予

算の総額にそれぞれ３５５１万８千円を増額いたしまして、予算総額を５９億

１００２万８千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。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

方債補正」によることとしております。今回の補正でございますけれども、緊

急的に対応しなければならない事業に関する、いわゆる通常の補正予算と、そ

れからまち・ひと・しごと創生法の施行によりまして策定いたします地方版総

合戦略に関連し、国の平成２６年度予算の補正となった地域住民生活等緊急支

援のための交付金に関する補正と、この二本立てとなってございます。よりご

理解いただけるように、これらを分けて、資料なども見ていただきながら、説

明をさせていただきたいと存じます。まず、国の補正に関連する以外の補正予

算について、歳出からご説明申し上げますので事項別明細７８ページをお開き

願います。下段でございます。３款１項１目社会福祉総務費８節報償費８８４

万円及び１３節の委託料４９２万４千円の、両方とも減額でございます。これ

は地域おこし協力隊事業にかかる経費の減額となっておりまして、報償費は実

践型地域雇用創造事業支援員分で、当初予算を６名と計上しておりましたけれ

ども、３名の執行となりまして、このうち１名は１２月で解任、１名は任命が

５月からとなりまして、１１か月分の執行となったことからあわせて６８０万

円の不用額が生じ、減額するものでございます。地域文化資源等ネットワーク

形成協力支援員分も、当初３名の予算のところ、１名応募がなく、欠員となっ

たことから、１７万円の１２か月分、２０４万円の減額、あわせて８８４万円

の減額補正となってございます。１３節委託料は、協力隊を地域でサポートす

るコーディネーターへの委託料となってございます。こちらも協力隊員が当初

予定していた人数に満たなかったことによる減額と、実践型地域雇用創造事業

支援員分で３５０万９千円、地域文化資源等ネットワーク形成協力員分で１４

１万５千円、あわせて４９２万４千円の減額補正としてございます。次のペー

ジをご覧下さい。３款１項２目老人福祉費６１３万９千円の減額でございます。

内訳はまず２０節扶助費７８０万円の減額です。これはリニューアルに伴い２

６年度から実施しましたびらとり温泉での高齢者等の入浴料助成金が当初の見

積りでは対象者１８００人、入場料４５０円として２４回分、その７割相当が

利用するという想定としての１３６０万８千円を計上しておりましたけれど

も、２７年１月までの実績４５３万３千円に、月平均利用料から推計いたしま

した２月３月分の２か月分、１３０万円を加えまして、２６年度の決算見込み

が５８３万４千円となることから、その差し引き額に同節内での不用額２万５
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千円を加えまして、不用額７８０万円を減額するものでございます。その下２

８節繰出金、介護保険特別会計繰出金１６６万１千円の追加でございます。居

宅介護サービスの受給が増加したことにより、給付費等の不足が生じるという

ことによる一般会計の負担分１２．５％を追加するものでございます。それか

ら、次に３款１項６目の生活館費１１節需用費、光熱水費１２０万５千円の追

加でございます。これは町内の生活館等３７施設の電気料の単価の増が主な要

因で増加し、不足を生じる見込みとなったことから、追加補正をするというも

のでございまして、各管理者には節電に心がけるよう通知をしているところで

ございます。続いて８０ページ５款１項２目農業振興費１９節負担金補助及び

交付金、経営体育成支援事業補助金８０４万８千円の減額でございます。本事

業は新規就農者、意欲ある経営体などが経営規模の拡大や経営の多角化を図っ

ていくために必要な農業用の機械の整備等の経費を国が直接支援する制度でご

ざいますけれども、当初予算では４名分の１２００万円を計上しておりました

けれども、２名の申し込みにとどまりまして、８８０万８千円の不用額が生じ

ております。一方、この事業は平成２６年度の国の補正予算事業として、新た

な対象者の募集も図っているというところでございまして、補正予算分として

１名分７６万円が追加になっているということでございまして、差し引き８０

４万８千円の減額としてございます。次に青年就農給付金事業交付金でござい

ますが、これも青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るために、一定期間

の所得を確保する給付金を国が給付する制度でございますけれども、当初予算

１８００万円に対しましての決算見込みが１５７５万円となったことから、不

用額２２５万円が生じております。ただこれも国の２６年度補正対象事業とな

りまして、２７年度前倒し分４件分４５０万円を追加することから、これも差

し引き２２５万円を追加するという内容になってございます。一つとばして農

業者就農対策事業補助金５００万円の追加でございますが、これは、後ほど説

明いたします地方創生関連の国の補正事業とあわせて補正をするものでござい

まして、当初予算４００万円の２件分８００万円を計上しておりますけれども、

１件分の利用にとどまったということから４００万円を減額すると。それと同

時に、後ほど説明いたします国の補正で９００万円の追加となることから、差

し引きあわせて５００万円を追加するとしてございます。その次、５款２項２

目林業振興費１９節負担金補助及び交付金５２万５千円の追加でございます。

内訳は、民有林活性化推進事業補助金の造林推進にかかる事業量が増加したと

いうことに伴いまして、２５２万５千円が追加となってございます。あわせて、

カラマツ材利用促進事業補助金が今年度の利用が見込めないという状況になり

ましたので、今回２００万円を減額するとさせていただいておりまして、差し

引きで５２万５千円の追加とさせていただいております。とばしまして８２ペ

ージをお開き願いたいと思います。７款４項３目住宅建設費１７節公有財産購

入費４６０万円の減額となってございます。これは２７年度去場地区の町営住

宅建設のための用地取得費を当初予算に計上いたしまして、当該地が農地のた
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めに農地法上の許可を受けるべく、諸作業を急いできたというところでござい

ますけれども、その許可取得に時間を要しまして、年度内での契約がどうして

もできないというような状況となったことから、今年度の予算を減額いたしま

して、２７年度当初予算に改めて計上させていただき、引き続き地権者との交

渉及び諸手続きを進めまして、来年度当初で速やかに取得を行いたいと考えて

ございます。その下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２千万円の追加でございます。これは病院会計の２６年度収益的収支決算

見込みで３２００万円の損失が見込まれるということから、その補てん措置と

しての追加の繰り出しを行うものでございますけれども、資本的収支で当初予

定しておりました病院改築の基本設計分が２７年度の実施となったため、その

分の繰出金は１２００万円減額となりまして、差し引きで今回２千万円を追加

するという内容でございます。 後に１２款２項７目の平取町ふるさと応援基

金２５節積立金７８万９千円の追加です。平取町ふるさと寄付条例によりまし

てご寄付いただいた寄付金を積み立てするものでございます。寄付件数が１１

９件となる見込みでございまして、当初予算計上の利子分１万１千円とあわせ

８０万円程度となる見込みから７８万９千円を追加いたしまして、積み立てを

図るものでございます。これによりまして、平成２６年度末での当該基金の残

高は１０５８万２千円となる見込みでございます。以上が地方創生に係る国の

補正以外の補正となってございます。それではこれから地方創生まち・ひと・

しごと創生関連の２６年度補正予算について、まとめて説明をさせていただき

ます。それでは別途お配りしております資料にて説明をさせていただきたいと

存じます。ご存知のとおり、まち・ひと・しごと創生法が昨年１１月に施行さ

れたということを受けまして、国は地方創生推進に向けてさまざまな展開方針

を示しているという状況でございます。まず資料１をご覧になっていただきた

いと思います。この図のように、国としても長期ビジョン、総合戦略を示しま

して、その下、地方も地方人口ビジョン及び地方版の総合戦略を策定するとい

うような内容になってございます。おおむね５か年の政策目標、施策を策定し

なさいというようなことになってございます。この総合戦略に関しまして、こ

の下の矢印の白い枠でくくってる分でございますけれども、国もですね、情報

支援ですとか、財政支援、それから人的支援を積極的に行うというような状況

になってございます。この地方版総合戦略の策定、実施の財政的支援としては、

この左下の青い枠がございますが、緊急的取組とそれから２７年度、２８年度

以降という置換的な区分をしておりまして取り組むということにしてございま

す。これから説明する当町の予算の補正でございますが、この左下の緊急的取

組、経済対策、地域住民生活等緊急支援のための交付金に関して行われるとい

う内容になってございます。次のページをお開き願いたいと思いますが、これ

は長期ビジョンと総合戦略の全体像でございますので、これはちょっと説明は

省略させていただきたいと思います。資料１の３ページをお開き願いたいと思

います。平成２６年度、地方創生関係補正予算の概要図となっておりまして、



- 29 - 

右側の青い枠に記載の内容で地方への好循環拡大に向けた、緊急経済対策でご

ざいまして、この下にあるとおり３３００億円程度の補正予算を組んでいると

いうことでございまして、さまざまな項目が列記されておりますけれども、こ

の下のほうの太い字で書いてあります地方住民生活等緊急支援のための交付

金、地方創生型というのがですね、今後策定する地方版総合戦略の先行型とし

て、今回、補正に盛り込まれるものとなってございます。資料２でございます

が、これは今言いました交付金の考え方ということでございますので、説明を

省略させていただきたいと存じます。次に資料３は交付金の概要というような

ものになっておりますので、説明させていただきたいと存じます。今回補正を

行う交付金の概要でございますけれども、この二つのタイプでそれぞれの補正

を組むということにしてございます。まず地域消費喚起・生活支援型でござい

ます。これは国の指示といたしましては、この左のところにあるように地域の

消費喚起など景気の脆弱な部分にスピード感を持って絞った対応をしなさいと

いうことになってございます。目的といたしましては地域における消費喚起や

これに直接効果を有する生活支援に対し国が交付金を交付するというものにな

っておりまして、対象事業といたしましてはプレミアム商品券の発行、それか

らふるさと名物商品券、旅行券などとなっております。次に地方創生先行型で

国の指示といたしましては、しごとづくりなど地方が直面する構造的な課題へ

の取組みを通じて、活性化を促すということにしておりまして、目的といたし

ましては、地方総合戦略の策定とこれに関する施策の実現を国が支援するとし

ております。対象事業といたしましては、戦略におけるしごとづくり事業、例

といたしましてはＵＩＪターン助成事業としてございます。双方とも人口、財

政力等に基づき配分されるということになってございます。資料３の２ページ

をお開き願います。地域消費喚起・生活支援型は国の補正額２５００億円でご

ざいまして、平取町への配分は１５９１万５千円となってございます。その下、

地方創生型は国の補正額１７００億円となっておりまして、当町への交付額は

２９４２万円となっております。この交付基準によりまして、平取町としても

国の考え方に沿って、２６年度内での予算を追加するということになっており

ますので、ご理解をお願いしたいと思います。３ページ目は対象メニュー例と

なっておりますので、ご一読いただければというふうに思います。これが、今

回補正をする基本となる国の動きということでご理解をお願いしたいと存じま

す。それでは、これらに基づいた具体的な事業について説明をさせていただき

ますので、資料にお配りしております一覧表でございますね、地域住民生活等

緊急支援のための交付金対象事業という資料でございますが、これについてご

説明をさせていただきたいと思います。地域消費喚起・生活支援型、１番地域

商品券の発行事業、事業主体は商工会でございまして、例年実施している事業

でもございますけども、今回はプレミアム分３０％といたしまして、１万３千

円の商品券を１万円で３千冊の販売を見込んでいるということです。プレミア

ム分９００万円、それから印刷費など事務費で１００万円、事業費は１千万と
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なっております。次に、２番平取トマトスタンプ券活用促進事業で、事業主体

は商工会、平取トマトスタンプ会で実施しているポイント付与を通常の５倍と

して、町内の消費喚起を図るものとなっております。事業費は２１０万円で、

ポイント分が２００万、事務費が１０万円となっております。３の住宅リフォ

ーム支援事業は、事業主体を商工会といたしまして、町内業者を利用しまして、

小規模な住宅リフォームを実施する消費者に対し、商品券を発行して、町内経

済の活性化を図るというものでございます。対象は２０万円から４０万円程度

のリフォームに対しまして、１０万円の商品券を交付するということになって

います。５０件分で５００万、事務費を２０万、合わせて５２０万円となって

ございます。この地域消費型の３件の事業でございますが、ちょっと議案に戻

っていただきまして、８１ページ。６款１項２目の商工振興費１９節負担金補

助及び交付金１７３０万ということで、この部分で追加補正をさせていただい

ているというところです。表にお戻りいただきたいと思います。地方創生先行

型でございます。１番でございますが、これは起業化支援助成事業となってお

りまして、２６年度予算にも計上しておりますけれども、会社の設立、新たな

事業の開始に対し、かかる経費を支援しようというものでございまして、必要

経費の２分の１を助成して１００万円を限度とする制度でございます。２件分

２００万円を計上しております。議案では７８ページの上段、２款１項９目の

企画費１９節負担金補助及び交付金での補正ということになっております。続

いて２番、歴史文化遺産を活用した地域活性化事業でございます。事業主体は

アイヌ文化振興協議会でございまして、事業内容は地域の埋もれた歴史文化調

査、伝説・伝承文化の調査、新商品の開発、ヘリテージツアーの施行となって

ございます。事業費は７０２万円で協議会の負担金となっております。３番の

広域観光となっていますが、訂正をお願いします。広域交流圏ですね、広域交

流圏の活性化事業でございます。事業主体はむかわ・日高・平取広域活性化協

議会ということで、事業内容は協議会を立ち上げまして、地域交流型観光の拠

点で交流人口の増を見込むというものでございます。内容はシンポジウムの開

催、都市間シャトルバスの運行となっておりまして、協議会全体の事業費は８

３０万円、このうち平取町が５７０万円をこの交付金で支出するというものに

なってございます。この二つの事業は、議案７８ページ３款１項１目社会福祉

総務費１９節負担金補助及び交付金１２７２万円の追加となってございます。

表にお戻りいただいて、４番農業研修生受入対策事業１２８万円で、農業研修

生の受け入れに関する指導謝金となってございます。４万円の８か月分、４名

分を計上しております。５番特産物消流対策事業３００万円の計上は、特産品

のＰＲやブランドの確立と販売促進を目的として例年実施しておりますトマト

和牛フェアの開催経費として、実行委員会への補助金を計上しております。６

番農業者就農促進対策事業、農業後継者確保のための設備投資に関する補助金、

施設整備分２件８００万円分と基盤整備１００万円、あわせて９００万円の追

加となっております。この三つの事業につきましては議案では８０ページでご
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ざいますけども、５款１項２目８節報償費１２８万円、それから１９節の負担

金補助及び交付金の特産物消流対策事業補助金３００万円。それから農業者就

農対策事業補助金で当初予算の不用額が４００万円生じておりますので、９０

０万円の追加にこの分を差し引いた５００万円を計上しております。表の 後

でございますが、７番地場産業振興事業２００万円の追加は、規定の制度によ

る試験研究補助金枠を増額追加するものでございまして、議案では８１ページ、

６款１項３目地場産業振興費１９節負担金補助及び交付金、地場産業振興対策

補助金２００万円の追加となってございます。少し長くなりましたけれども、

以上が地方創生先行型で計上したものでございまして、この２番を除いては平

成２７年度当初予算計上を予定しているものでございまして、事業を前倒して

さらには拡充して実施するというものになってございます。歳出の説明は以上

です。次に、歳入を説明いたしますので７５ページをお開き願います。１４款

２項１目総務費国庫補助金２節企画費補助金４５３０万円の追加は、今説明申

し上げました国の２６年度補正に伴う事業に係る地域住民生活等緊急支援のた

めの交付金で、地域消費喚起・生活支援型が１５８０万円、地方創生先行型が

２９５０万円となっております。充当率は１００％となってございます。次に

１５款２項４目農林水産業費道補助金１節農業費補助金５７９万８千円の減で

すが、ここで訂正をお願いしたいと思いますけれども、この経営体と青年就農

の額がですね、それぞれ逆になっておりまして、経営体のほうが８０４万８千

円の減、青年就農金が２２５万円の追加ということで、訂正をお願いしたいと

思います。申し訳ございません。経営体育成支援事業補助金は不用額が生じた

ことで、８８０万８千円の減となりますけれども、国の補正で７６万追加とな

りましたので、差し引き８０４万８千円の減額としております。青年就農給付

金事業交付金も不用額が生じたことで、２２５万円の減額となりますけども、

国の追加補正４５０万円がありますので、差し引き２２５万円の追加とさせて

いただいております。３節林業振興費補助金、２１世紀北の森づくり推進事業

補助金１５１万６千円の追加でございますが、これは民有林活性化推進事業補

助金に充当される道の補助金、補助率はおおむね６０％となってございます。

次のページをお開き願います。１５款２項５目１節商工費道補助金、地域プレ

ミアム付商品券発行事業補助金１５０万円でございますが、これは消費喚起・

生活支援型事業、地域商品券発行事業に充当される北海道の補助金となってお

りまして、プレミアム分３０％の５％分に充当されるということでございます。

１７款１項１目１節寄附金、ふるさと寄附金７８万９千円はふるさと応援寄附

金の決算見込み額を計上してございます。次のページ、１９節１款１項１目１

節繰越金、前年度繰越金３７８万９千円の減でございますが、今回の補正予算

の財源調整として一般財源を減とさせていただくものです。２１款１項２目１

節農業債４００万円の減額です。新規就農促進対策事業に充当した起債、これ

を減額に伴い減額するものでございます。歳入は以上でございます。次に繰越

明許費を説明いたしますので、７２ページをお開き願いたいと思います。第２
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表繰越明許費です。地方自治法第２１３条第１項の規定によりまして、繰越す

とさせていただくものです。これは先ほど歳出で説明いたしました地域住民生

活等緊急支援のための交付金事業１０事業を平成２６年度国の補正予算に係る

事業として、４７３０万円全額を翌年度に繰越し実施することとしてございま

す。これにかかわる繰越一般財の額は５０万円ということになってございます。

後に第３表地方債補正を説明いたします。新規就農用促進対策事業の限度額

を４００万円減額いたしまして４００万円とするものでございます。これによ

り補正後の限度額合計を５億６０４０万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、ここに記載のとおりでございます。以上議案第１６

号平成２６年度平取町一般会計補正予算第９号について説明をいたしましたの

で、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長 休憩します。再開は１時といたします。 

 

    （休 憩 午前１１時５３分） 

   （再 開 午後 １時００分） 

議長 再開します。先ほどの一般会計補正予算の質疑に入る前に、午前中に説明のあ

りました議案第１３号について、総務課長より説明資料についての補足の説明

の申し入れがございましたので、これを許可したいと思います。総務課長。 

 

総務課長 資料の一部訂正をお願い申し上げたいと思います。６３ページをお開きをいた

だきたいと思います。平成２６年度給与改定の概要の表の下のほうの表であり

ますが、右側の町の措置方針（案）の欄の中段、同左、左に同じという意味で

の同左（平成２６年１１月２８日議会提案）の議決済みの記載の位置でありま

すが、左の人事院勧告の抜粋と比較しまして、②のその他のところの位置と読

み取れる場所に記載をしてしまいました。これ１行下げていただきまして、（２）

管理職員特別勤務手当と同じ列の場所に１行下げるかたちでお読取をいただき

たいと思います。もう一つ、下段の同じく同左（平成２７年３月議会提案）で

ありますが、これにつきましては２行下げていただいて（３）実施時期と同じ

列でお読み取りいただきますように訂正を申し上げます。よろしくお願いをい

たします。 

 

議長 それでは、午前中に引き続きまして、平成２６年度平取町一般会計補正予算第

９号の質疑を行います。質疑はございませんか。４番松澤議員。 

 

４番 

松澤議員 

７８ページの３款１項１目委託料地域おこし協力隊活動支援業務委託料のとこ

ろなんですけども、先ほどの説明で人数が満たないという、ちょっと説明があ

ったんですけども、いま一度募集方法と今のその方たちの活動の現状をちょっ
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とお聞きかせください。 

 

議長 アイヌ施策推進課長。 

 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

それではただいまのご質問に対してお答えしたいと思います。ただいまのご質

問については募集方法とそれから現状の活動状況などということで、この点し

ぼってお答えさせていただきたいと思います。募集につきましては特別委員会

などにもお諮りしておりますように、私どもの課といたしましては９名の方々

を採用すべく、募集をしているところでございまして、この募集に当たりまし

ては、町のホームページを利用させていただきまして、募集を実施していると

いうことでございます。それで平成２５年度からこの事業活動を実施している

ところでございますけれども、平成２５年度につきましては３名の方々から応

募があったということでございます。平成２６年度につきましても同様に募集

をさせていただきまして、２名の方々が応募してきたということでございます。

それぞれ活動の内容といたしましては、農業支援員活動それから６次化農業支

援の活動それから都市山村交流の支援活動ということでそれぞれ３名ずつを募

集しているところでございますけれども、２６年度につきましては、農業支援

員が１名、それから２５年２６年それぞれ６次化農業の支援につきましては１

名、そして都市農村、都市山村交流促進支援員、そちらのほうにつきましては

３名の募集に対して２名、トータル５名の採用ということで、事業を実施して

いるところでございます。それぞれコーディネーターをつけまして事業を実施

しているところでございますけれども、現状といたしましてはその中の１名が

今年１月に別途就職活動を展開しまして、定住をされたということになってお

りまして、現状としては４名の方々が活動しているということになっていると

ころでございます。これらの活動内容につきましては、先だって地域おこし協

力隊の方々の発表会などでもご報告をさせていただいたところでございますけ

れども、農業支援員については農協のコーディネートのなかで、３年後、自立

に向けた活動を展開していくと。それから、６次化農業支援員については、１

名が採用されておりまして、その方についても、３年後、自立に向けた活動を

展開していくということでございます。それから、都市山村交流促進員につい

ては、２６年２７年度で終了年度ということになりますので、自立に向けた活

動を展開しているということでおります。それぞれ定住に向けた活動を展開し

ておりまして、一定程度の成果が見込めるのかなというように考えているとこ

ろでございます。あと金額のほうにつきましては先ほどご説明があったように、

それぞれ予定した人数に満たない部分の減額をするということで提案したとお

り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。 

 

議長 よろしいですか。松澤議員。 
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４番 

松澤議員 

２５年度からって言ってましたけど、私の記憶ではもう少し前から、この制度

で、まちづくりのほうでもやってたと思うんですけども、そこから仕事がかわ

ったということでよろしいですか。その前まちづくりでやってましたよね。い

まの説明では２５年度からのことだったんですけど。 

 

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。言い方が適当かどうかわかりませんが、第１次隊と、今

来てる方が２回目といいましょうか、２次隊というような言い方をしてますけ

ども、第１次隊については私どもの課が主管課でやらせていただいておりまし

て、平成２３年度に募集をしたということで、今、そもそもの規定では３年間

というところがございまして、 初の３人については２５年度で終了したとい

うようなところでございます。今アイヌ施策でやってるのは、第１次隊はです

ね、本当にこうとにかく私どもの町に来ていただいて、そこで自分たちが暮ら

していけるような、そういう仕組みを作ってくださいというような、そういう

任務だったんですけども、２次隊に関してはさっきもあったように伝統工芸で

すとか、農家ですとか、非常に分野をきっちり指定したというようなこともご

ざいまして、担当が分かれたというようなことになってございます。以上です。

 

議長 ほかございませんか。よろしいですか。質疑を終了します。次に、討論を行い

ます。反対討論はございませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは、採決を行います。本案について原案のとおり

決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第２０、議案第１６号平成２６年度平取町一般会

計補正予算第９号は原案のとおり可決しました。 

日程第２１、議案第１７号平成２６年度平取町国民健康保険特別会計補正予算

第１号を議題とします。提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

町民課長 それでは議案第１７号平成２６年度平取町国民健康保険特別会計補正予算第１

号について提案理由をご説明申し上げます。議案書８５ページをお開き願いま

す。第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ７６４万９千円を追加し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ７億９１７７万９千円にし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からご説明いたしますので８９ページをお開

き願います。１１款１項２目償還金２３節償還金利子及び割引料、平成２５年

度療養給付費等負担金の返還金７６４万９千円の追加でございます。療養給付

費等負担金につきましては一般被保険者の療養給付費、後期高齢者支援金、介

護納付金にかかる費用の３２％相当が国から助成されるものでございます。平
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成２５年度分につきましては、平成２４年度の実績により１億４４１３万２２

９９円の概算交付を受けておりましたが、このほど平成２５年度分の実績報告

の審査が完了し、交付金の確定額が１億３６４８万２９６７円となったことか

ら、７６４万９３３２円の返還金が生じたため追加するものでございます。次

に歳入についてご説明いたしますので８８ページをお開き願います。１０款１

項１目繰越金に７６４万９千円を追加し、２３６４万９千円とするものでござ

います。歳出でご説明いたしました平成２５年度療養給付費等負担金返還金の

財源を繰越金に求めるものでございます。以上、議案第１７号平成２６年度平

取町国民健康保険特別会計補正予算第１号についてご説明申し上げましたの

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２１、議案第１７号平成２６年度平取町国民健

康保険特別会計補正予算第１号は原案のとおり可決しました。 

日程第２２、議案第１８号平成２６年度平取町介護保険特別会計補正予算第３

号を議題とします。提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

それでは、議案第１８号平成２６年度平取町介護保険特別会計補正予算第３号

についてご説明いたします。９０ページをお開き願います。歳入歳出予算の補

正であります。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３３０万円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億４８１４万４千円とす

る。２項、歳入歳出予算の補正の款項目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金額は、「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。９８ページをお開き願います。２款１項１

目居宅介護サービス給付費、負担金補助及び交付金でございます。８００万円

を補正するものでございます。居宅介護給付費でございますが、これにつきま

しては、デイサービス、ショートステイ、ヘルパーサービスなどのサービスが

ございます。これは要介護者の中でショートステイのサービス利用者が年間１

０名ほど多くなっており、今回８００万円を補正するものでございます。次２

款１項２目でございますが、これちょっと訂正していただきます。２款２項１

目ということで、訂正をお願いいたします。介護予防サービス給付費でござい

ます。これも１９節の負担金補助及び交付金でございますが、居宅介護予防給

付費ですが、この内容につきましては、訪問サービス、短期入所サービス、そ
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れから通所サービス、それから福祉用具等がございます。この内、デイサービ

スの利用者がこれも１０名ほど年間増えております。このために５００万円を

補正するものでございます。次に９９ページをお開き願います。３款２項２目

任意事業でございます。これは委託料でございます。食の自立支援事業委託料

でございます。これは在宅で単身の高齢者等を対象に、定期的に栄養のバラン

スのとれた食事を配達し、食生活の改善や、訪問の際の安否確認などを行って

いる事業でございます。これにおきましては、配食サービスの利用者が増えて

おり、３００食ほど足りなくなり、今回３０万円を補正するものでございます。

次、歳入についてご説明いたしますので、９３ページをお開き願いたいと思い

ます。歳入３款１項１目介護給付費国庫負担金でございます。これは現年度分

でございますが、介護給付費の負担金でございます。３２５万円になっており

ます。これにつきましては、先ほど、歳出でご説明いたしました、居宅介護サ

ービス費８００万円の２５％、それから介護予防分５００万円の２５％分、あ

わせて３２５万円の歳入でございます。次、下の３款１項３目包括支援事業交

付金でございます。これも現年度分でございますが、これは地域支援事業の交

付金でございます。任意事業でございます。３０万円分の３９．５％分、７万

１千円の歳入でございます。次９４ページをお開き願います。４款１項１目介

護給付費交付金でございます。これも現年度分でございます。介護給付費交付

金ということでございます。これは４０歳から６４歳までの保険料を基金とし

て積み立てております。これが、交付金として入ってくるものでございます。

居宅介護分８００万円分の２９％、介護予防の５００万の２９％分、あわせて

３７７万円の歳入でございます。次、５款１項１目でございます。介護給付費

負担金でございます。これも現年度分ということになります。道の負担金でご

ざいます。これ道は１２．５％ということになります。居宅介護分で１００万

円、介護予防で６２万５千円の１６２万５千円の歳入でございます。次に９５

ページをお開き願います。５款１項３目でございます。包括支援事業の交付金

でございます。これも道の負担金でございます。３０万円の１９．７５％が入

ってきます。３万６千円でございます。次７款１項１目でございます。介護給

付費繰入金でございます。これについては、介護給付費繰入金ということで、

町の負担金でございます。居宅分で１２．５％、介護予防で１２．５％、１６

２万５千円ということになります。次に９６ページをお開き願います。７款１

項３目でございます。包括支援事業の繰入金でございます。これは任意事業に

対しまして町分の１９．７５％、３万６千円の歳入でございます。次に８款１

項１目でございます。繰越金でございます。これは、前年度繰越金ということ

で、保険料の負担ということになります。第１号被保険者分の２１％分です。

居宅介護で１６８万円、介護予防で１０５万円、任意事業で３万７千円の歳入

ということになります。次、９７ページをお開き願います。９款３項１目雑入

ということになります。これは給食サービス利用者の負担金ということであり

ます。１食４００円で３００食ですから１２万円ということになります。以上
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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と。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第２２、議案第１８号平成２６年度平取町介護保

険特別会計補正予算第３号は原案のとおり可決しました。 

日程第２３、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補正

予算第４号を議題とします。提案理由の説明を求めます。病院事務長。 

 

病 院 事 務

長 

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補正予算第４号を

ご説明いたします。１００ページをご覧願います。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４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

定めた収益的収入の予定額を次のとおり補正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７億４５３７万７千円、補正予定額３２００万

円の増額で計７億７７３７万７千円となります。第２項医業外収益の補正とな

り、既定予定額２億９７７４万３千円、補正予定額３２００万円の増額で計３

億２９７４万３千円となります。第３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

正するものでございます。収入、第１款資本的収入、既定予定額２５１２万８

千円、補正予定額１２００万円の減額で計１３１２万８千円となります。第１

項一般会計負担金の補正となり、既定予定額２４４１万９千円、補正予定額１

２００万円の減額で、計１２４１万９千円となります。支出、第１款資本的支

出、既定予定額３０９６万８千円、補正予定額は１２００万円の減額で計１８

９６万８千円となっております。第３項建設改良費、既定予定額２３３１万６

千円、補正予定額１２００万円の減額で、計１１３１万６千円となります。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。次のページをご覧願います。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目他会計負担金でございます。一般会計からの繰入金３２００

万円を増額補正するものでございます。平成２６年度の１２月末時点での損益

収支見込みにより、３２００万円ほどの純損失の計上を見込んでおります。そ

れによりまして、資金不足が発生し、その資金不足比率が１０％程度になる見
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込みなので、この資金不足比率が発生することにより、起債の発行に制限がか

かる場合があるため、病院の改築を控え、財源確保のための企業債の発行をス

ムーズに進めるため、資金不足を解消することを目的に繰入れを予定するもの

でございます。繰入れを行った場合は、資金不足比率が０．９％程度を見込ん

でおりますが、今後の収支の状況により１％程度の増減は変動があり得ますの

で、現時点では純損失の解消できる額の追加繰り入れを予定させていただいて

おります。次のページをご覧願います。資本的収入の第１款、資本的収入第１

項、一般会計負担金、第１目一般会計負担金でございます。一般会計からの負

担金、いわゆる繰入金になりますが、１２００万円を減額するものでございま

す。減額の理由は支出の項目で説明させていただきます。下段の資本的支出に

なりますが第１款資本的支出、第３項建設改良費、第２目建設工事費でござい

ます。補正額は１２００万円の減額で、１節委託料の病院改築基本設計委託料

の減額でございます。平成２６年度改築基本設計を予定しておりましたが、改

築に係る補助事業での採択を関係機関に要請しておりまして、それにより、補

助事業採択の目途がつくまで事業の進行を見合わせていただいておりました

が、２６年度中の事業の執行ができないので、減額させていただきます。収入

の一般会計負担金も同額の減額とさせていただいております。病院の改築につ

きましては財源確保のため、補助事業に採択されるよう努力しておりますので、

ご理解をお願いいたします。以上補正予算第４号の説明とさせていただきます

のでご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

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２３、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補正予算第４号は原案のとおり可決しました。 

日程第２４、発議第１号平取町議会委員会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。８番山田議員。 

 

８番 

山田議員 

それでは、発議第１号平取町議会委員会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。まず改正の概要でありますけれども、平取町

議会議員における政策会議におきまして、議会の改革等について、協議を進め

てまいりました。その中で、各常任委員会の定数についてでありますが、それ

ぞれ現行の委員定数では、もし何らかの事由で議員が欠席した場合、少人数で

重要案件の審議を行うこととなり、委員会としての議決等に支障をきたす恐れ
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があることと、できる限り多くの議員が、情報の共有ができるという目的で、

各常任委員会の定数の増を図るものであります。また、教育委員長と教育長を

一本化した新たな責任者として、新教育長をおくことなどを内容とする地方教

育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律とあわせ、地方自治

法第１２１条が改正されたことから、平取町議会委員会条例の改正を行うもの

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 終ページ

であります新旧対照表をご覧いただきたいと思います。まず、第２条ですけれ

ども、総務文教常任委員会、産業厚生常任委員会の現行の委員数は、それぞれ

６名となっております。これを改正後は、総務文教常任委員会を９名、産業厚

生常任委員会は８名の委員定数へと改正するものであります。次に第１９条で

すけれども、教育委員会の委員長を教育委員会の教育長に改めるものでありま

す。附則といたしまして、ですけれども、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が、第２条につきましては平成２７年５月１日、議員

の改選期から施行するものであります。また、附則の２番目といたしまして、

この改正法律の附則第２条第１項において、経過処置等について定められてい

ることから、現教育長の在任中に限り、改正前の規定を適用するという趣旨の

記載をしております。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２４、発議第１号平取町議会委員会条例の一部

を改正する条例は、原案のとおり可決しました。 

日程第２５、報告第１号陳情審査の結果報告について、及び 

日程第２６、報告第２号陳情審査の結果報告について、以上２件を一括して議

題といたします。常任委員会委員長からの審査報告については、お手元の議案

のとおりであります。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。 

日程第２５、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） 
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挙手多数です。従って、日程第２５、報告第１号については報告どおり採択と

決定しました。 

日程第２６、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２６、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２７、陳情第１号農協関係法制度の見直しに関する陳情について、日程

第２８、陳情第２号ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る陳情について、以上２件

を一括して議題とします。この２件の取り扱いにつきましては、先に開催の議

会運営委員会において協議されておりますので、その結果について議会運営委

員会委員長より報告願います。８番山田議員。 

 

８番 

山田議員 

提出されております陳情２件について、２月２６日に開催されました議会運営

委員会で協議をしております。結果、以下のとおり、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。陳情第１号及び陳情第２号の２件に

ついては、産業厚生常任委員会への付託としておりますので、議長よりお諮り

願いたいと思います。 

 

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

陳情第１号及び第２号については、産業厚生常任委員会に付託し審査すること

にご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。したがって、陳情第１号及び第２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と決定いたしました。 

日程第２９、平成２７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。再開は５５分といたします。 

 

   （休 憩 午後 ２時３７分） 

   （再 開 午後 ２時５６分） 

 

議長 再開します。次に、教育行政執行方針の説明を求めます。教育長。 

 

教育長 （教育行政執行方針について説明） 
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議長 以上で、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。

ご苦労さんでございました。 

 

  

（散 会 午後 ３時３８分）
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 平成２７年第１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します。会議録署名議員は、会議規則１２２

条の規定によって、７番松原議員と６番千葉議員を指名します。 

日程第２、議案第２０号平成２７年度平取町一般会計予算、 

日程第３、議案第２１号平成２７年度平取町国民健康保険特別会計予算、 

日程第４、議案第２２号平成２７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２３号平成２７年度平取町介護保険特別会計予算、 

日程第６、議案第２４号平成２７年度平取町簡易水道特別会計予算、 

日程第７、議案第２５号平成２７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２７年度各会計予算にか

かわ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２

７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。長時間になると思いますので、お座りいただいて説明いただい

てけっこうです。 

 

ま ち づ く

り課長 

それでは恐縮ですが、着席で説明させていただきます。議案第２０号平成２７

年度平取町一般会計の予算を説明させていただきますけれども、今議長より、

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２７年

度予算説明資料にてご説明を申し上げます。まず表紙でございますが、これは

目次になっておりまして、本資料は１番の平成２７年度各会計予算総括から１

９番の平取町畜産公社事業調べまでの３８ページの内容となっております。表

紙をお開き下さい。平成２７年度各会計予算総括です。一般会計の総額は、５

３億３３００万円、２６年度比４億３４００万円、７．５％の減となっており

ます。次に、特別会計の国民健康保険特別会計は８億８７７４万円、２６年度

対比で１億３６１万円、１３．２％の増となっております。後期高齢者医療特

別会計は７９６２万円で、２６年度対比２５２万円、３．３％の増となってお

ります。介護保険特別会計は４億５８１０万円、２６年度対比で２７３０万円、

６．３％の増となっております。簡易水道特別会計は３億７４４５万２千円、

２６年度対比で１億１８１８万５千円、４６．１％の増となっております。続

いて、国民健康保険病院特別会計は８億１０６５万９千円、２６年度対比で５

６３３万８千円、７．５％の増となっております。五つの特別会計の総額は２

６億１０５７万１千円、２６年度対比で３億７９５万３千円、１３．４％の増

となっております。一般会計、特別会計をあわせた２７年度の予算規模は７９

億４３５７万１千円となりまして、２６年度に比べ１億２６０４万７千円、１．

６％の減となっております。平成２５年度の決算におけます平取町の各種の財
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政指標は、改善が見られているものの、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環

境は依然として厳しい様相を払拭できない状況となっております。平成２７年

度平取町各会計予算は、既に審議会からの答申を受けた第５次総合計画の財政

計画並びに実施計画に基づき、維持可能な財政構造の構築を意識しまして、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す。歳入１款町税、

これは固定資産税の評価替え等による減額要素から４億７３６７万７千円とい

たしまして、２６年度対比で６４４万１千円、１．３％の減となってございま

す。２款から１１款につきましては、２６年度決算見込み、２７年度地方財政

計画の状況により、積算計上しておりますけれども、２款地方譲与税６０９０

万円は、２６年度に引き続き、自動車重量譲与税が減になる見込みであること

から、１５１０万円、１９．９％の減を見込んでおります。１０款地方交付税

は２８億７千万円といたしまして、２６年度対比で２億３３００万円、７．５％

の減となっております。内訳は、普通交付税は新単位費用等から推計いたしま

して、２５億６千万円と見込み、国の地方交付税特会としては０．８％の減少

となっておりますけれども、２６年度の決算見込みなども勘案しまして、当初

予算比で２億３００万円、７．３％の減で計上しております。特別交付税は２

６年度の決算見込みから２６年度対比３千万円減の３億１千万円と見込んでご

ざいます。１１款自動車取得交付税７００万円は、販売台数等の減が見込まれ

ることなどを理由に、３００万円、３０．０％の減となっております。１２款

分担金及び負担金３１４８万２千円は、保育料の増などから２０４万円、６．

９％の増となっております。１４款国庫支出金３億６２５２万１千円は、臨時

福祉給付金事業、埋蔵文化財発掘調査委託金などの減によりまして、９８００

万１千円、２１．３％の減となってございます。１５款道支出金３億１２０５

万９千円は、経営体育成支援事業補助金、子育て支援臨時対策交付金などの減

によりまして、８９９万２千円、２．８％の減となっております。１６款財産

収入７４０９万５千円は、公宅貸付料の減によりまして４．８％、３７５万３

千円の減と。１８款繰入金３億５４００万円は、２６年度に比べ１億５４２５

万円、７７．２％の増となっておりまして、交付税の伸びが期待できないなか、

各種事業への財源として充当を図るというものでございます。次に歳出でござ

います。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８億１

１６０万９千円は、２６年度対比で６９２６万５千円、７．９％の減となって

おりますけれども、実践型地域雇用創造事業、臨時福祉給付金、子育て世帯臨

時特例給付金などの減が主な要因になっております。４款衛生費２億６３７１

万５千円は、平成２６年度実施いたしました雑排水施設改修事業の減等により

まして、４７５９万３千円、１５．３％の減となってございます。５款農林水

産業費は３億１８０４万３千円、１０３３万８千円、３．１％の減となってお
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ります。これはオユンベ線林道改良工事等では増となっているものの、経営体

育成支援事業等の減が主な要因となってございます。７款土木費３億８８８９

万円は、道路改良事業、公営住宅建設事業費の減で１２．８％、５７０１万円

の減となっております。８款消防費２億６６４６万２千円は、２６年度計上い

たしました消防無線のデジタル化事業の完了によりまして、８２２３万５千円、

２３．６％の減となってございます。９款教育費４億７３９３万４千円は、９．

６％、５０５４万８千円の減となっておりまして、埋蔵文化財発掘関係経費の

減が主な要因となってございます。１１款公債費６億５７３４万９千円は、１

６．８％、１億３２４８万６千円の減となっておりまして、これはふれあいセ

ンター整備事業等の償還が完了したということによる大幅な減となってござい

ます。次に４ページをお開き願います。国民健康保険特別会計でございますが、

歳入１款国民健康保険税２億１７８３万４千円で、１．９％の減としておりま

すけれども、１世帯当たりの保険税としては２６年度より３９００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、２６年度比２．

０％の減とほぼ横ばいとなっておりますけれども、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。共同事業

の拠出金基準の改定によりまして、拠出金の額が増大し、それが要因で会計規

模は２６年度比で１３．２％、１億３６１万円の増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ページでございます。介護保険特別会計です

が、歳出の保険給付費は制度改正に伴う報酬改定、介護サービス利用の増加、

総務費では第６期介護事業計画策定に伴う経費の増加を見込み、会計予算総額

は２６年度と比べ、６．３％の増となってございます。次に簡易水道特別会計

ですが、本町地区、貫気別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９５．７％の大幅な増となっております。歳入歳出それぞれ４

６．１％の増の予算規模となってございます。６ページ目でございますが、国

保病院会計です。総額で２６年度予算対比、歳入４．７％の増となっており、

資本的収入の病院改築に伴う一般会計繰入金、企業債の増などが要因となって

ございます。続いて、７ページの一般会計歳出構成表についてご説明申し上げ

ます。まずその支出が任意に削減できない義務的経費は、２１億１２７８万８

千円となっておりまして、２６年度対比で１億６５万２千円、４．５％の減と

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

給額の差による増減等で２．９％の増、扶助費は、２６年度に比べ若干増え０．

６％の増、公債費は、大型事業の償還が完了したことによりまして、２６年対

比で１６．８％の減となってございます。また投資的経費は１１億７４５７万

９千円で、２６年度比３億４７０２万２千円の減、２２．８％の減となってご

ざいます。補助事業は２６年度に比べ、消防デジタル無線事業の完了、埋蔵文

化財発掘事業、公営住宅建設事業、分譲宅地の造成事業などの事業費が減とい
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うことで、３５．１％の減、２６年度実施の雑排水施設整備、道路整備事業の

減などで単独事業も１５．６％の減となってございます。その他の経費は２０

億４５６３万３千円、２６年度対比で１３６７万４千円、０．７％の増となっ

てございます。各会計への繰出金が４．７％の増となっております。その他の

物件費でございますが、これが０．２％の増、維持補修費が６．２％の増とな

っております。その他の経費が予算総額に占める構成比は３８．３％となって

ございます。８ページ、９ページでございますが、これは一般会計における性

質別、目的別の歳出分類表となっておりますので、説明は省略をさせていただ

きたいと存じます。１０ページでございます。２６年度の町税収入見込額とな

っております。収入見込額の欄、一番下の欄でございますが、総額で４億９８

５８万８千円となってございまして、下のグラフのとおり２５年度の決算額に

比べまして２７５万６千円、０．６％の減となってございます。１１ページは

町税の積算内訳表となっておりまして、また今回から１２ページの個人町民税

調定見込額調べを添付しておりますので、歳入見積書とあわせてご覧いただき

たいと存じます。それでここでですね、ちょっと訂正をお願いしたいと存じま

す。１２ページの一番上の表の、所得区分の均等割り特徴が９２５人とありま

すけれども、ここは９５２人に訂正をお願いしたいと存じます。それでは１３

ページでございますが、普通交付税の推移及び一般会計公債費の３１年度まで

の償還見込みの額ということになってございます。普通交付税の推移におきま

しては、平成１６年度の三位一体改革等によりまして大幅に削減されたと。そ

れ以降でございますけれども増化の傾向にございました。しかし、平成２５年

度以降は国の地方財政計画でも減少傾向となりまして、２６年度決算見込みで

は２５年度対比２億５３９４万９千円の大幅な減となっております。今後も厳

しい状況が予想されます。公債費は第５次の総合計画等に基づきまして推計を

してございます。平成３１年度には６億１３９５万４千円程度になるものとの

推計が出てございます。１４ページをお開き願います。基金現在高の見込み状

況です。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、１０番は特別会計分となってございます。一般会計における２６年度

末の基金残高見込みは２４億３２７２万８千円、２７年度での取り崩し、積立

分を加えますと平成２７年度末では２０億８４１３万７千円となる見込みでご

ざいます。下段の金券事業分については、ご覧のとおりでございます。次のペ

ージ、１５ページにつきましては、平成２６年度、２７年度の基金の取崩し予

定等について記載してございます。２７年度において も多く取崩しを予定し

ている沙流川ダム地域振興基金は、防犯灯のＬＥＤ整備事業から学校グラウン

ド整備事業までの３２事業、３億２９００万円を繰り入れるということにして

ございます。次のページの１６ページから２５ページでございますが、これは

平成２７年度の主要事務事業を掲載しております。個別の説明は省略させてい

ただきたいと存じます。２６ページ目をお開き願います。これは簡易水道特別

会計、国保病院会計への繰出金の算出の内訳となっております。２７ページは
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平取町の一般会計における、地方消費税交付金の充当状況を示した表となって

おりまして、社会福祉、社会保険、保健衛生の各分野での関係経費の合計が９

億９５７０万１千円となってございます。それの財源といたしまして一般財源

のうち１１３０万円が充てられるという状況になってございます。２８ページ

から３３ページまでは、各一部事務組合の負担金の内容となっておりますので、

各科目における予算説明で改めて説明をさせていただきたいと存じます。３４

ページは日高管内地方税滞納整理機構の歳入歳出の内訳と、各町の負担金の算

出資料となってございます。３５から３８ページは平取町畜産公社事業におけ

る決算見込、事業目論見となってございますが、説明は省略をさせていただき

たいと存じます。予算説明資料の説明は以上とさせていただきます。これより

一般会計予算書の説明に入りますけれども、ただいま説明した説明資料を使っ

ての説明もさせていただく箇所もございますけれども、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という場合がございますので、事業

としての全体額などがわかりづらい場合もございますので、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きますので、ご理解を

お願いしたいと思います。それから、ご存じのとおり工事請負費、委託料での

事業の入札等において影響が予想されるものについては、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、議案第２

０号平成２７年度平取町一般会計予算について説明をさせていただきます。第

１条、歳入歳出予算でございますけれども、歳入歳出予算の総額は歳入歳出予

算それぞれ５３億３３００万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」によることとしております。第２条、地方自治法の規定により債務を負担

することのできる事項、期間及び限度額は「第２表 債務負担行為」によるもの

としてございます。第３条、地方債については地方自治法の規定により、起こ

すことができる町債の目的、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条において一時借入金の 高

額を１０億円としてございます。それでは、歳入歳出事項別明細における歳出

より説明をいたしますので、８８ページをお開き願いたいと存じます。８８ペ

ージ、３歳出１款１項１目議会費５７９４万６千円を計上しております。定数

１２名分の報酬と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、２６年度に比べ２９８万２千円の増となって

ございます。１８節備品購入費１２万６千円はロングマイクロフォンユニット

の購入費用となってございます。８９、９０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、全体で

１２億３８００万７千円を計上してございます。本科目については、職員給与、

嘱託報酬、臨時職員の賃金及び行政事務に係る旅費、研修経費、行政システム

管理経費、一般事務経費等について計上してございます。１節の報酬は嘱託職
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員を２６年度に比べて１名増員としたことから、４８４万８千円の増となって

ございます。２節給料は２６年度対比で４名の増となりまして１２９８万７千

円の増、３節職員手当は改定による勤勉手当等が増加ということが主な要因と

なり４７７万８千円の増となってございます。４節共済費は共済組合負担金の

減によりまして２４３万１千円の減となっております。７節賃金でございます

けども、２６年度対比で２名の増加で６３４万５千円の増となっておりまして、

今日お配りいたしました一般管理費へ計上した準職員報酬及び嘱託職員の比較

表ということになっておりまして、上段が準職員、その下が嘱託職員というこ

とになってございまして、便宜上、一般管理費にすべて計上してございますけ

れども、本来の科目におきましてはこのような配置になっているということで、

ご承知おき願いたいと思っております。準職員では１名の増、嘱託職員では２

名の増というような状況になってございます。戻りまして１３節の委託料でご

ざいますけれども、２６年度計上のホームページ改修委託料３５０万円が減、

新規で番号法関連例規整備委託料２００万円、ふるさと寄付金包括業務委託料

１１８万円が増となったことから、全体で１２３万円の増となってございます。

１４節使用料及び賃借料は事務機器等使用料の増加で１９１万８千円の増とな

っております。１９節負担金、補助及び交付金には、平取町自治会総合交付金

２０６６万６千円を計上、新規でマイナンバー制度導入に伴う地方公共団体情

報システム機構負担金４４１万７千円を計上しているという状況でございま

す。次９１ページをお開き願います。２目会計管理費１０９万１千円でござい

ますが、これは出納事務に関する事務経費を計上してございます。事務用品、

消耗品の減額によりまして科目全体で１万５千円の減額となってございます。

９２ページ。３目財産管理費２４４２万８千円の計上となっております。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２６年度計上の解体工事分が減となりまして、

需用費全体で３４０万円の減となってございます。１３節委託料は新規事業の

公有財産管理台帳等の電子化のための導入委託料３４０万円を計上してござい

ます。１４節使用料及び賃借料２２万３千円の減でございますけども、これは

今まで借地だった庁舎隣接地を購入したことによる借地料の減ということにな

ってございます。１５節工事請負費は職員住宅の浄化槽設置工事１棟２戸４９

０万円を計上してございます。２６年度計上の貫気別支所高圧キュービクル設

置工事の減で工事請負費としては３１０万円の減というふうになってございま

す。９３ページ４目町有林管理費６９万円の計上です。山火事警防に係る巡視

を森林組合に委託する経費でございます。車両経費等の増加によりまして４万

円増の６９万円を計上してございます。９４ページ５目町有林造成費７３００

万円の計上でございます。この費目は町有林における各種整備事業等を計上し

てございますけれども、１２節役務費、森林保険料の増で２９万３千円の増と

なっております。１５節工事請負費は事業量の増によりまして２６年度比で７

６２万１千円の増、６５８０万８千円を計上しておりますけれども、このうち
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冬季間雇用対策事業に関しましては、２６年度に引き続き雇用対策として地域

雇用創出基金１千万円を充当することで計上してございます。９５ページ６目

広報広聴費３８８万１千円の計上です。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３３８万６千円は、年１０回の発

行といたしまして、ページ数の増、色刷りページを増やし見やすい紙面とする

ための単価増分で２６年度比で２７万４千円の増となっております。１８節備

品購入費は取材用カメラの更新で１２万円を計上してございます。９６ページ

７目支所費３７３万３千円の計上です。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節の需用費は修繕

料で２６年度実施の貫気別支所の駐車場の舗装の経費が減となったことにより

８５万９千円の減額となってございます。９７ページ８目公平委員会費５万４

千円の計上です。これは委員会開催経費に伴う報酬、費用弁償を計上してござ

います。２６年度同額を計上しております。９８、９９ページでございますが、

９目の企画費１億１０４７万２千円の計上でございます。企画費は総合計画関

係経費、情報通信設備等の維持経費、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等を計上してご

ざいます。１節報酬８１万４千円は、第６次の総合計画策定のための策定委員

報酬等の回数の増ということで５万４千円が増となっております。８節の報償

費１６２万円でございますが、これは２６年度に引き続きまして、協力隊事業

ですとか、まちづくり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

目的とした外部専門家への謝礼となっておりまして、２６年度比で１６０万円

の減となってございます。１１節の需用費７５０万５千円は、修繕料の新規で

ございまして、とよぬか山荘の屋根改修を計上したことが要因で４７８万８千

円の増となっております。１３節の委託料２９７５万６千円でございますが、

新規でバイオマス産業都市構想策定業務委託料、それからふれあいセンター太

陽光発電設計委託料、継続でありますけれども二風谷地区再整備事業実施設計

委託料等の増によりまして、２３０７万９千円の増となってございます。１５

節工事請負費６１４万９千円は、光ケーブル、地デジの配信施設の増強工事等

を計上してございます。２６年度計上いたしました二風谷分譲宅地の造成工事

が完了ということで、工事請負費としては６０２１万８千円の減となってござ

います。１９節の負担金、補助及び交付金５３３２万１千円は、ペレットスト

ーブ購入補助、太陽光発電システム補助を継続といたしまして計上してござい

ます。それから、平取町で起業を目指す方への支援策としての、起業化支援対

策補助金１００万円も継続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運行等に係る協議会の負担金でございますけど

も、事務事業の委託を取りやめということで直営にしたことから１３７２万９

千円の減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ー活動支

援事業も継続計上をしてございます。また、２５年度から実施いたしました定

住対策事業として、民間アパート等の建設費用を助成し町内の定住できる環境
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を確保する民間賃貸集合住宅整備事業助成金２千万円も継続計上してございま

す。なお企画費に係る各種事業につきましては、説明書の１６、１７ページに

掲載をしておりますので、予算書を見る上でのご参照をお願いしたいと思って

おります。１００ページ目をお開き願います。１０目水資源対策費３９０３万

６千円の計上でございますけれども、平取ダム建設事業に係るアイヌ文化環境

保全対策事業と沙流川総合開発事業利水者負担金を計上しております。保全調

査は国からの委託により実施するものでございますけれども、調査班１２名分

の人件費と調査にかかる事務経費で科目総額のうち３８１８万３千円を計上し

ているというところでございます。４節の共済費４１２万１千円、それから７

節の賃金２６２７万１千円は単価等の整理でそれぞれ減額をしてございます。

１４節の使用料及び賃借料４０１万３千は車両の更新により３７万３千円の増

となってございます。１９節の負担金、補助及び交付金でございますが、これ

は利水者負担金６０万３千円は二風谷ダム管理に係る平取町の負担分を計上し

ております。それと、期成会の経費に余剰金があって、２６年度予算には未計

上でありました平取ダムの建設促進期成会への助成金でございますが、これは

さらに平取ダムの早期完成の要請活動を継続的に行うということから２７年度

２５万円を予算計上しているところでございます。１０１ページ１１目交通安

全対策費４１４万３千円を計上しております。交通安全対策に係る事務経費、

振内交通公園管理費、交通安全推進委員会への補助金等を計上してございます。

１１節の需用費、修繕料は２６年度までの専用車両の車検経費等が減となりま

して２８万１千円の減ということになってございます。１０２ページ１２目の

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

などを計上してございます。２６年度予算と大きな増減はございませんけれど

も１６節の原材料費では新規でイオルの森のしゅうけい緑化木苗木の購入代３

８万円を計上してございます。１０３ページ１３目アイヌ文化情報センター費

４４９万４千円を計上しております。これはアイヌ文化情報センターの管理経

費ということでございまして、７節賃金の１２２万７千円の減でございますけ

れども、これは管理賃金を一般管理費に計上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ございますが７６万２千円でございますけれども、

これは事務機器リース料の減によりまして２９万４千円の減ということになっ

ております。１０４ページ１４目の諸費３４２万７千円の計上です。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けれど

も、これは土地に係る相続放棄等の関係で地代を受け取る側の整理ができてい

ないということから、その分を当面減額とさせていただいたことによる１６万

４千円の減ということになっております。１９節は各種団体等への補助金、負

担金となってございます。１０５ページ。２款２項１目の税務総務費５６万９

千円の計上です。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。２６年度同額となってございます。

２目賦課徴収費１０６２万円は賦課徴収に関しての関係経費を計上しておりま
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す。１３節の委託料は、新規で住民年金特徴・電子申告ＡＳＰ利用料及び保守

料１２１万８千円を計上したことによりまして６１万６千円の増ということに

なっています。１０７ページ２款３項１目戸籍住民基本台帳費９１５万８千円

の計上です。戸籍の管理等に関する経費を計上しております。１２節役務費は

新規文字作成手数料が減ということによりまして、１１万４千円の減となって

おります。１３節委託料は住民基本台帳ネットワークシステム機器保守料の増

で１３万５千円の増となっております。１４節使用料及び賃借料は、住基ネッ

トシステムリース料、窓口証明機器リース料が減っておりまして、７２万７千

円の減となっております。１０８ページ２款４項１目選挙管理委員会費６３万

６千円の計上です。これは委員報酬と委員会運営費について計上してございま

す。１０９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６３８万

６千円の計上です。平成２７年４月１２日に執行されます北海道知事及び北海

道議会議員選挙経費について２７年度の経費分について各節ごとに計上してご

ざいます。１１０ページ２款４項３目町議会議員選挙費４８０万５千円の計上

でございます。平成２７年４月２６日に執行されます平取町議会議員選挙経費

について、各節ごとに計上してございます。１１１ページ２款５項１目諸統計

費１３万６千円でございます。各種統計関連経費を計上しております。２６年

度は５年ごとに実施されました農林業センサス調査員の報酬などの経費を計上

しておりましたので、それらがなくなり、科目で１３２万８千円の減となって

ございます。１１２ページ２款５項２目国勢調査費４２３万円の計上です。こ

れは５年に一度実施されます国勢調査に係る経費となっております。６０名の

調査員等の報酬ほか、事務費等を計上してございます。１１３ページ２款６項

１目の監査委員費１０６万８千円の計上です。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。１１４ページ、１１５ページでございまして、

これより３款の民生費となります。３款１項１目社会福祉総務費２億６６３８

万９千円の計上です。本科目は戦没者追悼式の関係経費、各障害者等の給付費、

国保会計への繰出金、民生児童委員活動経費、各種アイヌ文化振興対策経費な

どが計上されてございます。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２３４万３千円の計上でございますが、２１世紀伝承の森推進員委員、

社会福祉業務嘱託報酬などが計上されておりますけれども、２６年度計上の平

取町障害福祉計画策定委員報酬がなくなったことで、８万２千円の減となって

ございます。３節の職員手当、時間外手当でございますけれども１２万５千円

は２６年度に引き続き実施される臨時福祉給付金事業に係る事務処理のための

職員賃金で、事務量が昨年度に比べて減ることから１７万５千円の減としてご

ざいます。８節報償費１１２８万円はアイヌ文化振興関連の専門家への謝金が

計上されておりますけれども、地域おこし協力隊謝金が９名から５名での予算

計上となったことが要因で８２６万円の減となってございます。９節旅費１１

９万７千円は地域文化資源等ネットワーク形成事業等が終了したことによりま

して、一般旅費が減って６８万２千円の減となってございます。１１節需用費
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９１万１千円も地域文化資源等ネットワーク形成事業に係るＰＲポスターなど

の印刷製本費が減したことによりまして９６万円の減となってございます。１

３節委託料９７２万３千円はアイヌ文化データベース化支援業務委託、障がい

者相談支援業務委託料などが計上されてございますけれども、２６年度で実施

されましたシャトルバス運行企画業務、実践型地域雇用創造事業の委託料、工

芸品等のＰＲシステム開発業務等が完了したということと、地域おこし協力隊

の活動支援業務委託料が減額されたということによりまして１９６０万１千円

の減額となってございます。１９節の負担金、補助及び交付金３８７５万９千

円は社会福祉協議会への補助金、沙流川・鵡川ペアライン活性化協議会、二風

谷民芸組合、アイヌ文化振興推進協議会、平取アイヌ協会などへの団体補助金

等が計上されておりますけれども、臨時福祉給付金１２９０万円などの減によ

りまして、節としては１０５７万４千円の減ということになってございます。

１１５ページの２０節の扶助費でございますが、これは重度心身障がい者医療

費１００万円、相談支援給付費等の４５０万円の減などによりまして３６９万

９千円の減となってございます。２８節繰出金、国民健康保険特別会計繰出金

３９１０万７千円は、２６年度に比べまして２８３万３千円の減ということに

なっております。内訳は保険基盤安定等の繰入金として保険者支援分と保険料

軽減基準額において２５１万７千円減となっておりまして、国保財政の安定化

支援事業分については３１万６千円の減と内訳はそのような状況になっており

ます。計上しておりますアイヌ文化の振興推進事業といたしましては、説明資

料の１８ページでございますのでご参照を願いたいと思います。１１６ページ

３款１項２目老人福祉費２億４８万７千円の計上です。この費目は老人福祉寮

経費、老人福祉バス運行委託費、デイサービス運営費、高齢者事業団運営費、

介護保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計への繰出金などについて計上し

ている科目でございます。１１節の需用費、修繕料で２６年度計上の貫気別老

人福祉寮非常用外部スロープの修繕料等が減となったことで、需用費としては

８４万２千円の減となってございます。１２節役務費６５万４千円は、温泉の

無料券配布のための簡易書留料金の増によりまして、６０万４千円の増となっ

てございます。１９節負担金、補助及び交付金８４２２万円ですけれども、こ

れは２６年度比で１５８５万７千円の減となってございますけども、主な要因

といたしまして、老人医療療養給付負担金が１３５８万６千円の減、それから

平取デイサービス運営補助金を３００万円減したということによるものでござ

います。２０節の扶助費８９５万５千円はびらとり温泉の無料入浴券を配布す

る事業の実績によりまして５４４万３千円を減したことによりまして、減とな

ってございます。２８節繰出金は介護保険特別会計への平取町のルール分の繰

出金７１８０万９千円となってございます。２６年度に比べ８０７万円の増と

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負担分

が２２６万３千円、特別会計運営費分が３２４万５千円、保険基盤安定負担分

が２１００万６千円のあわせて２６５１万４千円となっておりまして、これは
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２６年度に比べて１０７万１千円の減ということになってございます。１１７

ページ３目でございます。すこやか福祉基金費１７８万９千円の計上です。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。１２節の手数料は設置台数の減によりまして１２万２千円の減、１

３節委託料８５万８千円も対象台数の減ということで３４万８千円の減、１８

節備品購入費４８万８千円は２６年度計上の１２台が７台となったことから、

３４万８千円の減ということで計上してございます。１１８ページ４目国民年

金費１０万４千円の計上でございますけども、これは日本年金機構との連絡事

務経費となってございます。１１節需用費２万円は２６年度計上の年金システ

ム改修の修繕料１４万１千円が減となってございます。１１９ページ５目生活

館費３８２４万円の計上です。３７施設の生活館の管理経費ということでござ

います。１１節の需用費１７０５万５千円は光熱水費が６４万円の増、修繕料

が一般修理等で１２６万９千円の増によりまして、需用費で２６年度対比２０

０万２千円の増となってございます。１３節委託料は振内町民センターのエレ

ベーター取りつけ等の改修実施設計委託料が増しておりまして４５８万５千円

の増となってございます。１５節工事請負費５５０万円は、旧長知内生活館の

解体工事費となってございます。２６年度は振内町民センター、荷菜研修セン

ターの外壁塗装工事１２００万円を計上しておりましたので、費目としては６

５０万円の減ということになってございます。１２０ページ６目共同作業所費

１１９万６千円を計上しております。本科目は二風谷民芸品共同作業所に係る

経費について計上しております。１３節の作業所管理委託料１１２万円は管理

のための報酬、光熱水費等を積算して計上しております。２６年度同額を計上

しております。１２１ページ７目の介護支援費１５５万８千円は、地域包括セ

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８万４千円の増となってございます。１３節

委託料５３万４千円は居宅介護予防サービス計画の作成委託料が９万６千円増

えたことによりまして、１０万８千円の増となっております。８目ふれあいセ

ンター管理費３６６９万６千円の計上でございます。１１節需用費１５８０万

７千円は２６年度比で３３１万７千円の減となっておりますけども、これは２

６年度修繕料で計上の図書館屋上の防水修繕料の減によるものでございます。

１５節の工事請負費７５０万円は新規事業でございまして、建物のメンテナン

スといたしまして、さらに屋上の防水改修工事を予定するということにしてご

ざいます。１２３ページ９目子ども発達支援センター費２８２万８千円の計上

です。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。

２６年度とほぼ同じ額となっておりますけども、１８節備品購入費は遊具でご

ざいまして、空気の入ったトランポリンの購入費４２万円を計上してございま

す。それでは１２４ページ３款２項１目の児童福祉総務費３２１９万円の計上

でございます。１節報酬は子ども・子育て支援事業計画策定に伴う委員会、委

員報酬１３万７千円を計上しております。３節の職員手当、時間外手当１２万
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５千円、７節賃金、臨時職員賃金６６万５千円は平成２６年度から実施されて

いる子育て世帯臨時特例給付金給付事業として、子育て世帯の影響を緩和し、

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行う事業に係る経費

となってございます。１１節需用費２６８万４千円はへき地保育所の修繕料等

によりまして１２万８千円の増、１３節委託料４６５万４千円はへき地保育所

の管理料３７６万２千円、その他システム改修費等が含まれてございますけれ

ども、２６年度実施しました子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料２２

６万８千円、それから新制度対応業務委託料１８３万６千円がなくなったこと

によりまして、４５８万９千円の減ということになってございます。１９節負

担金、補助及び交付金７３１万円は主なものといたしまして、常設保育所保育

士の特別枠配置事業補助金５１６万円、子育て世帯臨時特例給付金１９５万円

が計上されてございます。２６年度の子育て支援対策事業４８６万円が減とな

りまして、それから子育て世帯の特例給付金も２５５万円減っているというこ

とから１９節としては７３９万円の減ということになっております。２０節扶

助費１３４０万円でございますが、これはすこやか赤ちゃん誕生祝い金は２９

名分でございまして、２６年度より１００万円多い５４０万円を計上してござ

います。乳幼児医療費が２６年度比で１００万円の減ということになってござ

います。１２５ページ２目の児童措置費２億２８１１万８千円の計上です。１

３節委託料１億５３９８万３千円、常設保育所運営費につきましては４保育所

１２４名分につきまして計上してございます。２０節の扶助費７４０２万５千

円児童手当につきましては、２５年度に制度改正が行なわれ０歳から３歳未満

は１万５千円、３歳から小学校修了前は第１子２子１万円、第３子以降は１万

５千円、中学生は１万円と所得制限限度額を超える場合は一律５千円とされる

内容で計上してございます。２６年度に比べ４万５千円の減額ということにな

ってございます。１２６ページ３目児童福祉施設費２０１万４千円でございま

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、代替補助職員等の金額の増によりまして、２１万

２千円の増となっております。１１節需用費６７万４千円は、２６年度に平取

児童クラブ、振内児童クラブの絨毯の張替え修繕等がありましたので、その分

２７万１千円の減ということになっております。１２７ページ、ここからは４

款の衛生費になります。４款１項１目保健衛生総務費１７０万４千円の計上で

す。平取町食育推進計画に基づき実施されます事業経費、各種負担金を計上し

ております。１３節委託料２０万円でございますが、これは平取歯科診療所へ

の委託料を計上しておりますけれども、２６年度に第２期の食育計画のアンケ

ート調査のための委託料がなくなったということで、２０万円の減ということ

になってございます。１２８ページ、１２９ページ２目の予防費３４３５万２

千円の計上です。各種予防接種経費及び健診委託料等について計上しておりま

す。１節の報酬１７５万９千円は医師、歯科医院等の検診の報酬を計上してお

ります。１１節需用費は消耗品費の予防接種用ワクチン代などで需用費９千円
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の減ということになってございます。１３節の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して、２６年度とほぼ同

様の内容で実施をするという見込みですけれども、４０歳歯科無料健診委託料

を新規で１０万２千円計上しております。１４節の使用料及び賃借料１６１万

２千円は、新規事業でございまして、町民の健診等のデータを総合的に管理で

きる健康管理システムの導入リース料を計上してございます。１２９ページ１

９節負担金、補助及び交付金でございますけども、これは不妊治療助成金とい

たしまして、５０万円を引き続き計上してございます。１３０ページ３目保健

活動費５３万円、これは保健業務に係る旅費、事務経費を計上しておりまして、

１１節の需用費は２６年度計上しておりました公用車のタイヤ等の購入費の減

によりまして１０万９千円の減ということになっております。１３１ページ４

目の環境衛生費１億５１３０万６千円の計上です。この科目は廃棄物、し尿処

理の組合の負担金、有害鳥獣駆除等に係る経費について計上してございます。

１節の報酬２０万円は、ハンター出動報酬で２６年度同額としてございます。

１２節役務費、手数料５９９万１千円は、シカ捕獲後の指定処理施設搬入手数

料１３００頭分を計上しております。２６年度比で４００頭分１８０万円が増

額となってございます。１３節委託料２９５６万円もシカ捕獲業務委託料が捕

獲頭数で２１００頭分を計上しておりまして、３００頭の増を計上しておりま

す。指定処理施設への運搬料を１３００頭で計上しておりまして、これも４０

０頭分の増を見込んで計上しております。これらを含めまして２６年度比で７

６０万円の増となってございます。１９節負担金、補助及び交付金１億１４５

１万２千円を計上しておりまして、２６年度引き続き地域でのごみステーショ

ンの設置費を補助する助成金５０万円を計上してございます。平取町外２町衛

生施設組合負担金は１２万４千円の減、胆振東部日高西部衛生組合負担金つい

ては１８５万円の減となってございまして、これらの組合負担金については予

算説明書で説明をさせていただきますので、説明資料を再度ご覧いただきたい

と存じます。２９ページをお開き願いたいと思います。まず、２９ページの平

取町外２町衛生施設組合の負担内容について説明を申し上げます。平成２７年

度予算総額は上の表の下から３段目の合計という欄でございますけども、５億

２０３９万円となっております。この内訳といたしましては議会費が監査委員

費等含めて一番上でございますが９５万１千円、総務費が職員の人件費及び事

務所管理経費等で１億５０２万５千円となってございます。事業費は３億２７

１０万４千円で、２６年度に比べまして４９万３千円の減額ということになっ

ておりまして、これは収集業務委託料や 終処分場での補修費等は増えており

ますけれども、焼却処理施設工事補修等が減ったということによるものでござ

います。公債費につきましては８６３０万７千円を計上しておりまして、諸支

出金３千円、予備費１００万円となっております。これら所要経費に対する各

町の負担金については、上の表の右側でございます。下から３段目に記載のと

おり、平取町分９０１６万４千円となっておりまして、２６年度に比べ１２万
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４千円の減額となっております。歳出の合計額から使用料及び手数料、財産収

入、繰越金、諸収入の合計額がこの下の表でございますけども１億８０７万１

千円とこれを差し引いた額に均等割の２０％、人口割の８０％で算出した額が

負担金額ということになってございます。続いて３１ページをお開き願います。

胆振東部日高西部衛生組合負担金についてご説明申し上げます。下の２の歳出

の表でございますけれども、①の議会費から⑦の予備費までの各款での予算計

上となっておりまして、予算総額は１億９０３０万３千円と、２６年度に比べ

１３５５万円の６．６％の減額となってございます。減となる主な要因でござ

いますけども、③の衛生費が各諸経費、収集委託料、工事費、備品購入等の減

で１２６２万８千円の減ということになっております。⑥の給与費、退職手当

組合負担金等の減ということで６６万１千円が減となっております。各町の負

担金につきましては、３３ページをお開き願いたいと思いますけども、この上

の表にその内容が記載されておりまして、平取町一番右側でございますけども、

負担については１９７３万６千円となってございまして、２６年度に比べ１８

５万円、８．６％の減額となっております。以上が胆振東部日高西部衛生組合

の負担金に係る説明とさせていただきますので、再度予算書の１３２ページに

お戻りいただきたいと思います。１３２ページ５目墓地火葬場費７２３万円は

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節の需用費６６８

万８千円は、修繕料５７０万円で斎場の外壁の補修及び火葬炉の改修、貫気別

墓地の修理等を計上してございます。２６年度計上の駐車場の修繕、火葬炉の

修理、屋根葺替の工事等の減がございまして、前年対比では２８７万１千円の

減額となってございます。１３３ページ６目診療所費１２３４万１千円の計上

でございます。本科目は診療所の委託料が主な計上となっております。１１節

の需用費修繕料は６４万円でございまして、これは、振内診療所の物置の修繕

ということで需要費としては４３万５千円の増となっております。それから、

新規事業でございまして、１８節備品購入費４２５万円は振内診療所の超音波

画像診断装置を購入する費用となってございます。１３４ページ４款２項１目

小規模給水施設費１５万４千円の計上です。これは１９節負担金、補助及び交

付金でございますが、これは給水施設の整備に当たりまして、限度額を３０万

円としてその３分の１を補助するという内容で、町内の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うものでございます。１３５ページ４款２項

２目小規模給水施設管理費１３２６万円の計上でございます。これは川向営農

用水施設の管理経費等について計上しております。２６年度に引き続き、中山

間地域総合整備事業、南地区にて浄水施設の整備を行うための負担金８０１万

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

いたしまして、工事請負費には財政調整基金を充当するものでございます。１

３６ページ４款３項１目廃水処理費４２８３万８千円の計上です。雑排水処理

施設の管理経費を計上しております。１３節委託料１５６９万５千円は、新規

事業で本町地区雑排水処理施設調査設計委託料を計上したため、２６年度比で
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５００万円の増となっております。２６年度に計上いたしました大規模改修、

振内地区の処理施設の改修事業が減となったため、工事請負費が減っておりま

して、科目全体として４８０７万５千円が減額となってございます。 

 

議長 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。 

 

ま ち づ く

り課長 

それでは再開させていただきます。１３７ページでございます。これより５款

農林水産業費の説明をさせていただきます。５款１項１目農業委員会費６８５

万７千円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５６１

万２千円は農業委員１４名分の報酬を計上しております。２７年度選任委員の

改選年度ということから重複する１か月分の報酬が発生するというようなこと

によりまして、２６年度対比で２５万６千円の増となっております。１３節委

託料４４万６千円は、地籍書込用務委託料などを計上しておりますけれども、

２６年度で計上した２年に一度実施している重ね図の書き込み委託料が減とい

うことから、３７万２千円の減額となってございます。１３８ページ、１３９

ページでございますが、２目農業振興費でございます。１億６９５０万８千円

の計上です。農業振興に係る各種事業費を計上している科目でございます。４

節共済費、７節賃金は経営所得安定対策事務職員に関する経費です。８節の報

償費１２８万円は農業研修生受入指導謝金でございまして、これは道の支援が

なくなったということで、２７年度も平取町の単独事業として実施するという

内容になっております。１１節の需用費４５２万１千円でございますけれども、

修繕料で親水公園のあずまやの修理が増えておりまして５６万２千円の増とな

っております。１３節委託料３６３６万１千円は、親水公園の管理委託料を計

上しておりますけれども、新規事業で中山間直接支払対象農地の把握のための

測定業務委託料が計上されたため、委託料としては３０１５万３千円の増とな

ってございます。１９節負担金、補助及び交付金１億２４００万３千円は新規

で２７年度から本格的になる北大農学部との事業のための平取サテライト事業

推進協議会補助金３０万円が計上されております。新規就農用リース農場整備

事業補助金が１８６０万円で２６年度対比で９４０万円の減、道営中山間地域

総合整備事業町負担金５００万円は２６年度比で６９１万円の減、経営体育成

支援事業補助金１９５万円は、前年比で１００５万円の減となりまして、それ

から２６年度計上の食料供給基盤強化特別対策事業交付金、これが５９４万円

が皆減となっておりまして、１９節全体で３５２１万６千円が減ということに

なってございます。この科目は、説明資料では２０ページに掲載されておりま
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すので、ご参照をお願いしたいと思います。１４０ページ３目後継者対策費９

１万７千円でございますが、農業後継者対策として事務費、農村ふれあい事業

補助金等について計上しております。２７年度は取り組みの強化を図るという

ことから、交流事業の補助金を３０万円増額してございます。１４１ページ４

目畜産業費４８００万９千円を計上しております。家畜共進会経費、軽種馬消

流対策、畜産公社関係経費、町営牧野管理経費等について計上してございます。

１３節委託料２５０１万円は町営牧野管理委託料、２６年同額の２４００万円

を計上しております。２６年度実施の町営牧野鹿柵整備委託料がなくなったこ

とで、１０４万２千円の減となっております。１５節工事請負費７２０万円は

２６年度に引き続き鹿柵設置工事１６３１メートルと川向牧野の水飲み場の整

備費を計上しているというところです。１４２ページ５目山村振興等農林漁業

特別対策事業費３００万円の計上です。１３節委託料は振内町のトマトジュー

ス工場の管理委託料となってございます。１４３ページ５款２項１目林業総務

費９９万５千円の計上は、みどり豊かな環境審議会経費、地域緑化推進経費に

ついて計上しております。２６年度と同額計上となってございます。１４４ペ

ージ２目林業振興費１４５４万８千円ですけれども、民有林活性化等の関係経

費を計上しております。１９節負担金、補助及び交付金、カラマツ材利用促進

事業補助金は１００万円を計上しております。民有林活性化推進事業補助金全

体で１２００万円、２６年度に比べまして１１２万２千円の増額というふうに

なってございます。１４５ページ３目治山治水費１８５９万２千円の計上です。

本町の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７４万４千円の減でございますが、これは２６年度修繕料

の生活環境保全林の遊具修繕料を計上したことによるものでございます。２７

年度の治山事業は２６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

す。１３節委託料、調査測量委託料及び１５節工事請負費９００万円を計上し

ているというところです。１４６ページ４目林道費５５６１万７千円の計上で

す。林道整備及び維持管理経費、糠平幌尻線のシャトルバス運行経費について

計上しております。１１節の修繕料では林道の小破修理を計上、１３節委託料

はその他林道オユンベ線の調査設計委託料、芽生林道専用道開設実施設計委託

料が新規計上となっておりまして１０２１万９千円の増となっております。１

５節工事請負費２７００万円は、その他林道オユンベ線改良工事費の計上とな

ってございます。２６年度で計上いたしました幹線林道ヌタップ線整備事業の

減ということで、節としては５７０万円の減となってございます。次に６款商

工費を説明いたします。６款１項１目商工総務費１６５６万８千円の計上です。

１１節需用費５万円は２６年度に計上の悪徳商法注意啓発リーフレットの減に

よりまして３５万円の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４８万２千円でございますけれども、労働講座の補助金が記念事業の

実施によりまして１０万円増、３５万円となっております。２１節の貸付金は

生活安定融資資金で北海道労働金庫への預託金となっておりまして、融資額は
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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。

次に１４８ページ２目の商工振興費５４２１万７千円の計上です。１９節負担

金、補助及び交付金２４０１万３千円の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への補助金、平取町商工会補助金１５６７万５千

円の内訳は職員人件費等、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、青年部助成事業に係る一般事業費が８９万４千円となっておりま

して、２６年度同額を計上してございます。商工業振興事業補助金は地元購買

促進、商店街美化事業などへの補助金で１５０万円を計上しております。新規

に商工会館の屋上等の改修のための補助金、３００万円もあわせて計上してお

ります。中小企業特別融資の利子補給金は平成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１８１万１千円を計上しております。預託

額の２倍を融資枠といたしまして、１件当たり限度額５００万円となっており

ます。経営改善融資につきましては新規１件分を見込みまして４２万７千円と

しております。これは貸付額６００万円の利子、保証料相当額を計上しており

ます。２１節貸付金はこれらの融資資金に係る預託金を計上しております。１

４９ページ３目地場産業振興費１５７万円の計上です。１９節負担金、補助及

び交付金１５７万円のうち１００万円につきましては地場産業の振興に寄与す

ると認められる試験研究及び設備の整備に関し補助するものとなっておりまし

て残り５７万円は当該制度を利用した融資の利子補給費となってございます。

１５０ページ４目地域振興費２３万６千円の計上です。市街地再開発に係る管

理経費等を計上しております。１１節の需用費９万２千円でございますけども、

これはみどりが丘中央線のポケットパークの花の苗代、２６年度実施したプラ

ンター代６万円が減額となっております。１９節の負担金、補助及び交付金９

千円は振内市街地近代化融資に係る利子補給金となっております。１５１ペー

ジ６款２項１目観光振興費１６８４万２千円の計上は振内山の駅ほろしり館の

管理運営費、観光協会補助金など観光振興に係る経費となっております。１２

節役務費５１万４千円はフラワータウンフェスタ花壇管理手数料が主なもので

ございますけども、２６年度計上の国道沿線町有地の景観整備、草刈り手数料

の減がありまして４３万円の減ということになっております。１３節委託料３

０７万６千円は山の駅ほろしり館の管理清掃業務委託料、ほろしり山荘の管理

料が主なものでございますけれども、２６年計上のご当地ＰＲキャラクター制

作委託料１０８万３千円が減額となったことから、９０万円の減となってござ

います。１９節負担金、補助及び交付金１０２２万１千円は観光協会補助金が

４５万円増の９８５万円となっておりますけども、これはＰＫグランプリ２０

回記念事業分経費が増となったことが要因してございます。１５２ページ２目

の公園管理費４６６７万８千円の計上です。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おり

ます。１１節需用費１０５３万４千円は二風谷ファミリーランドの光熱水費を

２６年度委託料に含めておりましたけれども、これも直接支払うということに
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したため、光熱水費で３５９万２千円の増となったことが要因しております。

１２節役務費、手数料１２０万５千円もパークゴルフの受付業務の手数料、ご

み袋代などを委託料から分離したということで、８３万２千円の増となってお

ります。１３節委託料は３２６７万８千円を計上しておりますけども、ファミ

リーランドの管理委託料１千万円を計上しており、２６年度対比で２００万円

の減というふうになっております。１４節使用料及び賃借料１６４万４千円は、

新規でファミリーランドの遊具のリース料を計上したことによりまして、８３

万３千円の増額となってございます。１５３ページ、ここからは７款土木費に

ついての説明となります。７款１項１目土木総務費７６万５千円の計上です。

９節旅費と１１節需用費は土木管理費関係の事務費、１９節負担金、補助及び

交付金においては、加盟団体の負担金を計上してございます。１５４ページ２

項１目道路維持費１億１１６５万３千円の計上です。この科目は町道維持管理

費用について計上しております。１１節需用費２７７５万円は消耗品で、路面

整正用砂利、車両タイヤ、修繕料でライン引き、舗装補修など増大する維持修

繕の対応を図るため、２６年度対比で１０５万７千円の増で予算を計上してお

ります。１３節委託料５６３０万２千円は、町道維持管理委託料、新規の道路

付属物点検委託料の増によりまして、１３３１万１千円の増となってございま

す。１５節の工事請負費２２２０万円の町道舗装補修等工事は荷菜福満線舗装

補修ほか８か所を予定しておりまして、道路照明ＬＥＤ化整備工事は紫雲古津

分譲地内道路分、１１基を予定しているという計上になってございます。１５

５ページ２目道路新設改良費１億２２１９万９千円の計上です。２７年度新設

改良事業として実施する継続事業でございますが、荷負本村線、川向学校シラ

ウ川線、川向町界線、それから２７年度に工事着工する長知内トーナイ線の横

断管改修工事、二風谷ファミリーランド線の局部改良工事、二風谷学校前線交

差点改良工事、本町高橋線の改良舗装工事、この７路線にかかわる工事請負費、

設計委託料、用地補償費、事務費について計上している科目でございます。１

３節委託料には２８年度以降施工予定に係る荷菜三浦分譲線、荷菜牧場線調査

設計委託料もあわせて計上しているというところです。１５６ページ７款２項

３目の橋梁維持費２８３０万円の計上です。１３節委託料１４００万円は、橋

梁長寿命化修繕計画に基づく点検業務委託料１５橋分及び新規で橋梁長寿命化

補修設計委託料２橋分を計上しております。それから１５節の工事請負費１４

００万円は岩内線上部補修工事を予定してございます。１５７ページ７款３項

１目の河川維持費３８４３万９千円の計上です。普通河川に係る浚渫及び維持

補修費について計上しております。１１節需用費修繕料は対応箇所の増大を見

込み、２６年度に比べまして２００万円の増となってございます。１３節の委

託料にはオバウシナイ川、振内排水路、赤石の沢、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ございます。１５節工事請負費２１５０万円は

継続事業のタンノの沢護岸整備、町民体育館前排水路整備、新規で長知内ヤマ

ダの沢の整備工事を実施する予定となってございます。１５８ページ７款４項
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１目住宅管理費３８０１万９千円の計上です。町営住宅の維持管理費経費につ

いて計上しております。１１節需用費、修繕料は資材費、労務費等の増嵩を見

込み、８６万円の増としてございます。１３節委託料３０１万円は、新規事業

として２６年度補正でも対応いただきました、住宅使用料の滞納整理に関しま

して弁護士等に委託する費用を計上してございます。１５節工事請負費１２７

０万円は大規模内部改修１戸、浄化槽設置１棟２戸ほかを計上してございます。

１５９ページ２目住宅対策費１５７０万円を計上しております。本科目はアイ

ヌ住宅改良資金貸付金に係る経費及び２２年度から実施しております住宅リフ

ォームに関する経費を計上しております。アイヌ住宅改良資金貸付金は新築住

宅１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８００万住宅リフォーム促進助成金は、リフォームにかかる経

費の２分の１、４０万円を限度とした補助制度を継続いたします。要望が多い

ということもあり、２６年度に比べまして２００万円増額計上し２０件分の改

築に対応したいと考えてございます。３目の住宅建設費、３３８１万５千円の

計上です。２７年度は去場団地の建設工事に係る経費を計上しております。１

３節委託料８９０万円は住宅実施設計委託料、それから１５節の工事請負費２

千万円は、去場団地の敷地造成工事費を計上しております。１７節の公有財産

購入費４６０万円は、団地の用地取得費となってございます。１６１ページ８

款１項１目の消防費、日高西部消防組合負担金について計上しております。負

担金の内容につきましては予算説明資料にて説明いたしたいと思いますので、

資料の２８ページをご覧いただきたいと思います。資料２８ページの平成２７

年度の日高西部消防組合の負担金でございます。組合全体の平成２７年度予算

総額でございますけれども、この組合総括の中程でございますが歳出の（Ａ）

＋（Ｂ）＝（Ｃ）の欄でございまして、この右側に記載をしております１９億

５２４万８千円となってございます。内訳でございますけれども、議会費、公

平委員会費、監査委員会費をあわせた、小計欄の議会費等が８１万６千円とな

っております。それで消防本部費が５７４１万３千円で、ヘリ負担金これが３

６万５千円と共通経費合計で５８５９万４千円、これが（Ａ）というところで

す。次に、署・支署費等として、署・支署費が６億４１１４万１千円、消防団

品が５０９２万９千円、消防施設費が１１億４４１８万５千円となっておりま

す。次に公債費ですけれども、公債費、予備費あわせて１０３９万９千円で署・

支署費と公債費とをあわせた額が（Ｂ）でございますが１８億４６６５万４千

円となっております。両町の負担金合計額は歳出合計額１９億５２４万８千円

から、署・支署歳入１６４４万５千円を控除した一番下の１８億８８８０万３

千円というふうになってございます。平取町の負担金については左側に記載の

とおり２億６５６３万１千円となっております。続いて、平取支署における２

７年度での主な予算内容について説明いたします。下段右側の表をご覧くださ

い。共通経費は１８２３万９千円で、平取支署費は２億６５５万４千円となっ

ております。職員２２名分の人件費及び支署管理経費を計上しております。２
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６年度に比べ９７０万１千円の増となっております。主な要因といたしまして

は給与改定等による人件費の増、デジタル無線回線使用料等の増となっており

ます。次に、消防団費ですけれども２３９９万９千円となっておりまして消防

団員１２８名に対する火災、訓練、警報等における出動日当等を中心として、

団員にかかる所要経費を計上しております。次に消防施設費ですけれども、１

６３７万７千円を計上しておりますけども、２６年度計上の消防無線のデジタ

ル化事業が完了したということで、１億９２０１万２千円の減額となってござ

います。負担金合計としては危険物取扱手数料などの歳入合計３６万５千円を

差し引いた２億６５６３万１千円となりまして、２６年度と比べまして８１２

６万円、２３．４％の減となっているところです。以上が日高西部消防組合に

係る負担金の説明とさせていただきますので、予算書の１６２ページにお戻り

いただきたいと思います。８款１項２目災害対策費８３万１千円でございます。

防災関連経費について計上しております。１１節需用費３２万６千は２６年度

計上した備蓄食料等の購入費が減ということで１３０万９千円の減ということ

になっております。１３節委託料３３万４千円は新規で防災用地図の閲覧シス

テム作成委託料を計上してございます。１６３ページ９款、ここからは教育費

について説明をさせていただきます。９款１項１目教育委員会費２０８万２千

円を計上しております。これは教育委員の報酬及び費用弁償、委員長交際費に

ついて計上してございます。１６４、１６５ページ２目事務局費６２００万２

千円を計上しております。７節賃金１２１５万円、これは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おりま

す。これは期限つき教員２名を１名として時間講師での対応等によるというこ

とで、２４８万１千円の減額となってございます。８節報償費１０９万５千円

は、新規で平取高校生確保対策の一環といたしまして、入学時に電子辞書を贈

るための経費７５万円を計上しております。同じく新規で子どもたちの悩み相

談に対応するというスクールカウンセラーの謝金７万円も計上してございま

す。９節の旅費１５９万１千円でございますが、英語指導助手の１名増のため

の帰国赴任旅費及び研修旅費が増となりまして４２万７千円の増となっており

ます。１３節委託料５８２万１千円は平取高校福祉課程外部講師委託料の減に

よりまして、８６万１千円の減となっております。１７節公有財産購入費６３

９万８千円でございますが、これは校務用パソコンの購入による償還金となっ

てございます。１９節負担金、補助及び交付金２２５１万２千円は、平取高校

通学費補助金が６７４万９千円、平取養護学校児童生徒送迎バス運行事業補助

金２６０万円も例年どおり計上しております。また、新規事業で平取高校生の

確保対策事業として、各種資格検定料補助金１９０万円、平取高校新入学生徒

制服購入費補助金１８７万５千円、部活動補助５０万円等を計上しており、こ

れらの増によりまして、１９節では２７６万６千円の増額となってございます。

１６５ページの貸付金につきましては、継続貸付が１０名分、新規貸付を７名

分と見込んでおりまして、３０万円の増ということになっております。１６６
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ページ、１６７ページでございますが、９款２項１目の小学校管理費１億４３

５９万８千円の計上です。小学校の管理経費について計上しております。７節

賃金１４１８万７千円は障害のある児童生徒等の教育の充実を図るため、学校

特別支援教育支援員を１名増員し、９名にすることから１３９万６千円の増と

なっております。４節の共済費もそれに伴い３４万８千円の増となっておりま

す。１１節の需用費３９９４万１千円は光熱水費の単価増、修繕料の増加によ

りまして１５８万９千円の増となっております。１３節委託料６５５８万２千

円は、児童生徒輸送スクールバス運行委託料の増額１３３万円が主な要因とな

って委託料としては１８８万３千円の増となっております。１５節の工事請負

費８７０万円は二風谷小学校の教員住宅の解体工事及び貫気別小学校のトイレ

の洋式化にかかる工事費を計上しております。１８節備品購入費１００万円は、

各小学校の備品購入費を計上しております。２６年度計上の平小の机いすの購

入費３５０万が減となってございます。１６８ページ２目小学校教育振興費１

４２９万円の計上です。１７節公有財産購入費７４８万円は児童用パソコン９

４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

なっておりまして、２７年度から本格的な償還が始まるというところです。１

８節備品購入費３００万円は各学校への教材図書備品購入費です。２６年度が

改訂版の社会科の副読本、小学校の指導書を計上していたため６１７万３千円

の減額となってございます。２０節の扶助費３００万円は要保護・準要保護児

童援助費として、学用品、修学旅行費、学校給食費等について援助をするよう

になってございます。１６９ページ９款３項１目中学校管理費４２１１万５千

円の計上です。中学校の管理経費について計上しております。４節共済費３１

万２千円、７節賃金１５３万７千円は、学校特別支援教育支援員が２名から１

名になることによる減額となってございます。賃金で１５２万３千円、共済費

で３０万２千円の減となっております。需用費の１８５３万円は修繕料で２６

年度の教員住宅修理が減となったことから１７２万円の減となっております。

１５節工事請負費６００万円は教員住宅１棟２戸の浴室等の改修６００万円を

計上しておりまして、２６年度に実施した振中の灯油タンク設置工事３００万

円、それから平取中学校の前庭舗装工事１００万円が減ということで、請負費

としては４００万円の減となっております。１９節負担金、補助及び交付金４

０８万７千円は、通学費補助金、部活動費交付金などを計上しております。通

学費補助金が増加し２０万円の増となっています。１７０ページ２目の中学校

教育振興費１２８９万円の計上です。１２節手数料４４万３千円は教育用タブ

レットパソコン用ウィルス対策等のソフト導入手数料の増加で１３万７千円の

増となっております。１７節公有財産購入費４３２万８千円は生徒のパソコン

５４台分の購入費に関する償還金、５年間の債務負担となっております。１８

節備品購入費４１０万７千円は、新規で中学校教科書指導書の購入費３２０万

円が計上されたことによりまして、増加したものでございます。２０節扶助費

は小学校費同様、要保護・準要保護生徒の援助費として学用品等について援助
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するものになってございます。１７１ページ３目中学校建設費２７５０万円の

計上です。１３節委託料２２００万円は、老朽化し危険な状態にあります振内

中学校の耐震化補強工事等の実施設計委託料を計上しております。１５節工事

請負費５５０万円は平取中学校のグラウンドトイレの改修工事を計上してござ

います。１７２ページ９款４項１目の社会教育総務費１４０１万２千円の計上

です。１節の報酬５３万９千円は計画策定のための委員会の増ということで、

１６万１千円の増となっております。８節の報償費９５０万８千円は放課後子

ども教室協力者の謝金、芸術劇場出演者の謝金等が計上されているというとこ

ろです。２７年度は隔年実施の芸術鑑賞会の出演者の謝礼分、これが減となっ

ておりまして節としては２０３万６千円の減ということになっております。１

４節使用料及び賃借料２８万５千円は、スポーツ観戦、芸術鑑賞事業等の入場

料を計上しております。１９節負担金、補助及び交付金２４０万２千円は、自

治振興会補助金、各社会教育団体等への補助金が計上されてございます。１７

３ページ２目公民館費でございます。３７５９万６千円の計上です。公民館の

管理運営費について計上しております。１１節需用費７１３万９千円は光熱水

費、公民館備品修繕料等を計上しております。１３節の委託料１４１５万６千

円は、町有バスの運行管理委託料を計上してございます。これは２６年同額で

す。それから１４節使用料及び賃借料２３２万３千円は、車両借上料の増で１

８万５千円が増となっております。１５節の工事請負費１２４２万円は老朽化

に伴う公民館の屋根の防水工事費を計上してございます。１７４ページ３目の

文化財保護費３５８６万６千円の計上です。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費、アイヌ文化体験学習事業

費等について計上しております。９節旅費１８８万円は２６年度計上の重要文

化的景観の二次選定に向けた旅費が減ったということにより、４４万７千円の

減となっております。１１節の需用費１１３０万１千円は修繕料で、屋外展示

のチセ等の補修費を計上しております。１８節の備品購入費８０万４千円は博

物館用図書、パンフレットのラック、民芸品の販促用のＰＲ等の半纏の購入費

を計上してございます。１９節の負担金、補助及び交付金２８７万９千円では、

二風谷アイヌ語教室、アイヌ文化保存会の運営費の補助金などを計上している

となっております。１７５ページ４目埋蔵文化財保護費８４５万７千円の計上

です。本科目は平取ダム建設事業に伴う豊糠８遺跡の発掘について、国土交通

省からの委託を受け実施する経費を計上してございます。２６年度対比で６２

６６万８千円の減額となっておりますけども、これは現場での発掘作業が終了

いたしまして、報告書等の作成に係る経費の計上となったことによるものです。

国の委託分経費が７６７万６千円となっておりまして、また、歴史館の独自の

発掘に係る経費７８万１千円をあわせて計上しているところです。１７６ペー

ジ５目沙流川歴史館管理費３６８万６千円は歴史館の管理経費を計上しており

ます。１１節需用費２６８万１千円は印刷製本費で歴史館だより、歴史館年報

の経費について計上しております。１８節備品購入費１９万８千円でございま
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すが、これは関係図書と新規でダム湖を含む文化的景観等を楽しんでもらうた

めの、単眼の望遠鏡の購入費を計上してございます。１７７ページ６目図書館

費９１１万６千円は図書館の管理に関する経費を計上しております。１３節委

託料１７９万５千円でございますが、図書館システム保守料の増で３３万円の

増額となっております。１４節使用料及び賃借料２３１万円は、これも図書館

システム導入に係る使用料の増ということで３２万４千円が増となっておりま

す。１８節備品購入費３５０万円は図書購入費で２５０万円、新規で老朽化で

使用できなくなっております視聴覚ホールのプロジェクターを更新するという

費用１００万円を計上してございます。１７８ページ９款５項１目保健体育総

務費４１７万５千円は、スポーツ振興等に係る経費について計上してございま

す。８節報償費、学校開放事業管理者謝金は平取中学校分を高齢者事業団等へ

の委託に変更するため、１３節委託料に組替えてございます。双方の節がそれ

ぞれで２０万円増減しているという状況です。１９節の負担金、補助及び交付

金２９６万８千円は平取町体育連盟補助金、スポーツ少年団の本部補助金、全

道大会へ出場補助金などを例年どおり計上してございます。１７９ページ２目

の体育施設費３２４１万２千円の計上です。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かかわる管理経

費について計上しております。１１節需用費１４６２万１千円は修繕料でプー

ルのポンプろ過装置の交換経費の増等によりまして１７９万１千円の増となっ

ております。１３節委託料１１６４万７千円は各施設での管理委託料の計上と

なっております。２６年度計上いたしました町民グラウンドの調査設計委託料

の減によりまして３０９万１千円の減額となっております。１５節の工事請負

費５１０万円はこれは新規事業で振内カーリング場の屋根の改修工事、町民体

育館の高圧受電設備キュービクルの設置工事を計上しております。１８節の備

品購入費２万９千円は振内青少年会館事務費のブラインドの購入費用となって

おります。１８０ページ９款６項１目の学校給食費２４１３万７千円は、小学

校５校、中学校２校の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。

１３節委託料５７９万４千円は給食調理業務委託料が２５６万６千円の増とな

っております。これは現在貫気別小学校、それから２７年度から平取小学校の

給食調理業務を委託するということによる増加となっております。１８節の備

品購入費４１４万円は貫気別小学校の冷凍冷蔵庫の更新が主なものになってご

ざいます。１８１ページ１０款１項１目現年発生災害復旧費５３万９千円の計

上です。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。１８

２ページ１１款１項公債費１目元金５億９２７２万３千円、及び次のページ１

８３ページ２目利子の長期債償還利子６３１２万６千円でございますが、これ

は長期債に係る元利償還金となってございます。冒頭申し上げたとおり大型事

業の償還が完了したことから、２６年度に比べまして、元金で１億１８８６万

５千円、利子で１３６２万１千円の減額となってございます。なお、各起債の

償還予定、現在高等については１０２ページに記載をさせていただいておりま
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す。１８３ページ１１款１項公債費２目利子２３節償還金、利子及び割引料６

４６２万６千円のうち一時借入金利子につきましては、２６年同額の１５０万

円を計上しているというところです。１８４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す。収益的収支に対する繰出金２億８千万円、資本的

収支に対する繰出金２８３８万９千円、あわせて３億８３８万９千円となって

ございます。１８５ページ２目簡易水道特別会計繰出金７７６５万３千円とな

っております。公債費分に対する繰出金４５４５万５千円、高料金対策として

の人件費、建設改良費等に対する繰出金が３２１９万８千円となっております。

２６年度に比べ公債費分が５６万５千円の減、高料金対策分が５１５万７千円

の増となることから、あわせて４５９万２千円の増となっております。１８６

ページ１２款２項１目の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目を除く１９４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、金融機関預入等の利率を０．１％として積算しておりまして、

その利子分を積み立てるということになってございます。１目の財政調整基金

につきましては、条例に基づく２００万円もあわせて積み立てるということに

してございます。それでは１９３ページをお開き願います。１２款３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積算いたしまして、

２６年度同額の６００万円の積み立てを行うということにしてございます。子

育て支援医療費助成に関し金券を発行するものとしてございます。１ページ飛

ばしまして１９５ページ、 後でございます。１３款１項１目の予備費でござ

います。２６年度同額の５００万円を計上しております。次のページの表１９

６ページでございますけども、これは２６年度予算では設定されておりました

けれども、２７年度で廃止となった予算科目となっております。後ほどご覧い

ただければと思います。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。

 

議長 休憩します。再開は１時とします。 

 

 （休 憩 午前１１時４６分） 

（再 開 午後 １時００分） 

 

議長 再開します。一般会計の歳入から説明をいただきます。 

 

ま ち づ く

り課長 

それでは歳入から説明を続けさせていただきます。１１ページでございます。

１款１項町民税１目個人１節現年課税分でございます。均等割は納税義務者２

３０６名といたしまして、税率３５００円、収納率９８％、７９０万９千円と

見込んでございます。所得割は課税所得を２６年度ほぼ同額と３６億５９７１

万７千円、平均税率を６％とした算出税額を２億１９５８万３千円とし、これ

から住宅借入金等控除分を差し引いた額に収納率９８％を乗じた２億１３９０
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万９千円としてございます。２６年度に比べ１３６万６千円の増となってござ

います。滞納繰越は収納率を１２％とし２２３万２千円としてございます。１

２ページ１款１項町民税２目法人１節現年課税分でございます。均等割は２６

年度中における事業所の廃止、新規設立を見積り、２６年度と比べ３社少ない

１２５法人１０４５万７千円を計上してございます。法人税割は税率が１０月

から改正になることに伴い、各法人の課税時期と平成２５から２６年度の確定

申告等の状況から見積り７４１万８千円とし、２６年度予算対比で２７６万９

千円の減という数値で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。土地については２６年度中の地目変更等を

積算し、課税標準額を１９億５５５７万２千円とし、税率を乗じた算出税額か

ら生保等の減免税率を控除した調定見込み額２７０６万３千円といたしまして

これに収納率を９６％として、見込みを２５９８万円としてございます。家屋

は平成２６年度中の評価替えによる減と新増築、滅失等を積算し、課税標準額

を４９億５６９２万９千円として算出される税額に、新築等の減免額を控除し、

収納率９６％を乗じた６４４２万円を収納見込みとしてございます。償却資産

は新たな設備投資が見込めないということなどから、課税標準額を２６年度対

比１億４７２１万４千円減の５２億３００７万２千円といたしまして、税率を

乗じた算出税額に収納率９６％とし、収入見込みを７０２９万２千円としてご

ざいます。現年分で２６年度に比べ、４８１万５千円の減となってございます。

滞納繰越は収納率を１２％とし３７０万２千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１２５０万２千円を計上

しております。これは国等が所有する収益的な事業に使われる資産について固

定資産税のかわりに交付されるものでございますが、これは既に確定した数値

を計上してございます。１５ページ１款３項１目軽自動車税ですが、平成２６

年度中の新規登録、抹消等をもとに課税台数全体で２７３２台、軽自動車は１

８２８台を見込んでおります。現年課税分で、対２６年度比４４万円増の１０

６８万２千円となってございます。１６ページ１款４項１目町たばこ税ですけ

れども旧３級品は平成２６年度決算見込みから１１７万４６０３本といたしま

して、税率を乗じ、調定額で２９３万円と見込んでおります。旧３級品以外は

２６年度の決算見込みから７５６万６８２１本といたしまして、税率を乗じ調

定額を３９８１万６千円と見込んでおります。１７ページ１款５項１目入湯税

は、びらとり温泉の宿泊者数の８０３０人分、税率１５０円で１２０万４千円

を見込んでございます。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２６年度決算見込み数値に地方財政計画等から予測される推定交付

率を乗じ、１９３０万円を見込んでおります。２６年度対比で２７０万円の減

ということになってございます。１９ページ２款２項１目自動車重量譲与税で

ございます。国税としての重量税を道路延長、面積に応じ、３分の１が地方に

交付されるというもので、平成２６年度決算見込み数値に地財計画から予想さ

れる推定交付率を加味いたしまして、２６年度対比１２４０万円減の４１６０
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万円を見込んでございます。３款１項１目利子割交付金でございます。これは

貯蓄などにともない生じる利子の額に応じて徴収される利子課税のうち、５％

は道民税となり、この内５分の３は市町村の個人道民税の額に応じて市町村に

交付されるものとなっております。２６年度決算見込み数値に地財計画から予

想される推定率を加味して２６年度同額の１３０万円を見込んでございます。

２１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

が課税し、そのうち１００分の６４．６％が市町村に交付されるものとなって

ございます。平成２６年度見込み数値に地財計画等を加味し、前年同の４０万

円を見込んでございます。２２ページ５款１項１目株式等譲渡所得割交付金で

ございます。これは道税のうち３分の２が市町村に交付されるというものにな

っておりまして、２６年度決算見込みから、６５万円増の８０万円を見込んで

ございます。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％とあわせて地方分１．７％が徴収されることとなり

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

割合とで市町村に配分され、国から道を通じて交付されるものでございます。

２６年度決算見込み数値に地財計画等から予想される交付率から、２６年度と

比べまして２８０万円減の６３００万円を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ございます。これはゴルフ場の利用者数を

２６年度実績から推計し、１万１５０人と見込みまして、税率４００円から道

税を控除した９５％の額に１０分の７を乗じた２７０万円、前年同額を見込ん

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ございます。

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

収入実績等から、２６年度より３０万円減の９０万円を見込んでいます。２６

ページ９款１項１目地方特例交付金です。これは恒久減税等による市町村の減

収として交付されるものでございまして、決算見込みから２６年度５万円減の

６０万円を見込んでおります。１０款１項１目地方交付税でございます。まず

普通交付税は２５億６千万円で、２６年度比較で２億３００万円の減を見込ん

でおります。国の２６年度の地方財政計画における交付税総額は１６兆７５４

８億円でございまして、２６年度に比べ０．８％の減となっておりますけども、

当町の２６年度の決算見込み交付金が２７億２３２万４千円となっていること

から、この見込み額や新単位費用などの入手可能な情報をもとに算定表に置き

か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７．３％

の減、２６年度決算見込み対比では５．２％減の予算措置となってございます。

特別交付税は２６年度当初予算と比べまして３千万円減の３億１千万というふ

うに見込んでおります。これは国の交付税額が非常に厳しい状況にあることか

ら、２６年当初予算８．８％の減ということで、３億１千万と計上をさせてい

ただいております。２８ページ１１款１項１目自動車取得税交付金です。これ

は道税収入のうち９５％の１０分の７が市町村に交付されるものとなっており

ます。消費税の税法改正によりまして、税率が引き下がったということもあり
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まして、２６年度決算見込み数値に地財計画の推定交付率から２６年度に比べ

３００万円の減、７００万円を計上してございます。２９ページ１２款１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

にかかる保育料となっております。常設保育所負担分は所得基準にもとづいて

の徴収となりますけれども、国の基準から算出した額、４０４２万４千円から

軽減分として１３６２万６千円の平取町の負担を控除した２６７９万８千円、

それから滞納分３０７万５千円の３０％であります９２万２千円をあわせて、

常設保育所分は２７７２万円を計上してございます。へき地保育所保護者負担

については、１人目７千円、２人目以降５千円、３人目以降３５００円として

５１名分、３７６万２千円を計上してございます。総額で３１４８万２千円を

計上してございます。３０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１２戸分、

空き室等を考慮し９５％の稼働率として、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は光ファイバー回線等の使用料となって

おります。内訳としてはインターネット回線としてＮＴＴに貸す分１戸あたり、

ひと月７５６円、これを１２か月９００件分８１６万５千円と振内、貫気別局

の通信設備使用料４４万２千円、あわせて８６０万７千円を計上してございま

す。携帯電話の電送路使用料はＮＴＴドコモ及びソフトバンクモバイル２社に

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引き込みによって視聴する世帯

の使用料、毎年１万円の３か年ということでございますけども、２７年度分は

新規で１０件分、１０万円を見込んでいるというところでございます。３１ペ

ージ１３款１項２目民生使用料でございます。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名分と寮母さんの月額１万円

の使用料をあわせて６２万４千円を計上しております。２節生活館使用料２４

４万円、３節共同作業場使用料４０万８千円、４節ふれあいセンターびらとり

使用料４０万円については過去３年間の収入実績をもとに計上をしてございま

す。３２ページ１３款１項３目衛生使用料は墓地使用料と斎場使用料で２６年

度同額の６０万円を計上してございます。３３ページ１３款１項４目土木使用

料でございます。１節土木機械使用料９千円、３節河川敷地使用料１５万８千

円、５節排水処理施設使用料２７７８万円は使用実績等により２６年度同額を

計上してございます。２節道路占有使用料は単価の改定等を見込み、２６年度

に比べ１６６万９千円減の１２１万６千円を計上してございます。４節の町営

住宅使用料６０７５万９千円は平成２６年度の実績から３７４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５戸の増減等も加味して１

８７万４千円の増という計上になってございます。３４ページ１３款１項５目

教育使用料です。１節体育施設使用料１万円、２節アイヌ文化博物館使用料５

５０万円、３節公民館使用料５０万円につきましては、２６年度の実績からそ

れぞれ見積もっております。２節のアイヌ文化博物館使用料については、来館
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者の増を見込みまして、５０万円増を計上してございます。３５ページ１３款

１項６目農林水産使用料、これは町営牧野の使用料で２６年度実績をもとに積

算しまして、２６年度より６４万１千円増の、５４０万円を見込んでおります。

３６ページ１３款１項７目商工使用料です。１節の鉄道記念館使用料６万８千

円、２節義経資料館使用料２３万７千円、３節山の駅ほろしり館使用料２１万

４千円、４節二風谷ファミリーランド使用料７２２万円は、２６年度実績等を

もとに計上をしてございます。３７ページ１３款２項１目総務手数料ですが、

１節徴税手数料４万５千円、２節戸籍住民登録手数料３４３万６千円も２６年

度実績をもとに計上しております。３８ページ１３款２項２目衛生手数料、畜

犬登録手数料３２万円ですけれども、これも実績から計上しておりまして、２

６年度と同額となってございます。３９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２万７千円でございます。農業経営基盤強化促進事業嘱

託登記の手数料、実績をもとに計上し６千円の減としてございます。４０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のうち、障害者自立支援費負担金は、身体障害者更生

医療給付費、介護訓練等給付費などの２分の１を充当する国庫負担金６５３０

万５千円、新たに介護保険料の軽減のための負担金４８万９千円、あわせて６

５７９万４千円となってございます。２節児童福祉費負担金５６７７万９千円

は、常設保育所運営に係る負担金となっております。３節児童手当に係る国庫

負担金５１１９万１千円で、３歳児未満、３歳児から小６の第１子、２子、３

子、中学生それぞれの段階ごとに定めた率をもとに積算をされております。４

節保険基盤安定費負担金３２５万１千円は、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。４１ページ１４款２項１目総務費国庫補助金

でございます。１節財産管理費補助金、家賃低廉化事業交付金１０１２万円は、

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して、２６年対比で２万円の減となってございます。

２節の企画費補助金、地域公共交通確保維持改善補助金５３４万５千円は、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等に充

当される補助金となってございます。それから、平成２７年度新規計上でござ

いますが、総務管理費補助金で４４１万７千円、これは社会保障・税番号制度

システム整備費補助金でございますけども、マイナンバー制の導入に係る補助

金となっておりまして、これが要因で科目としては４０６万９千円の増という

ふうになってございます。４２ページ１４款２項２目民生費国庫補助金でござ

います。１節社会福祉費補助金、障害者自立支援費補助金３８万４千円は、補

助基準４３０万円の９％の積算となっております。臨時福祉給付金給付事務費、

事業費補助金あわせて１０７７万２千円でございますが、これは平成２６年４

月から消費税率が引き上げられ、所得の低い方々への軽減負担のための臨時的

な措置として給付金を支給する事業でございまして２７年度も支給額は減額さ

れますけれども、引き続き実施され、それに係る補助金でございます。充当率
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は１００％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、事業費補助金あわせて３５８万４千円でございますが、これ

も前節同様、消費税が引き上げられたことによる子育て世帯への影響を緩和し、

臨時的な給付措置を国が行うための補助金となってございまして、これも充当

率が１００％となっております。科目としては給付金の単価の減、それから２

６年度計上の過疎地域等の自立活性化推進補助金９６０万円が減ということ

で、２６６１万４千円の減というふうになってございます。４３ページ１４款

２項３目衛生費国庫補助金１節保健衛生費補助金で、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３５万２千円が８基、４４万１千円が２

基の３分の１で１２３万２千円となってございます。後期高齢者健診事業に充

当される健康増進事業費補助金７０万円、がん検診事業に充当する感染予防事

業補助金６０万円も２６年度同額を計上してございます。４４ページ１４款２

項４目土木費国庫補助金でございますが、１節道路橋梁費補助金は荷負本村線

改良事業と川向学校シラウ川線改良舗装事業、橋梁長寿命化橋梁補修事業、道

路付属物点検事業のそれぞれの事業費の１０分の７の額で積算をしておりまし

て、あわせて６４４０万円を計上しております。２節住宅建設費補助金は公営

住宅建設事業、去場団地の実施設計料、敷地造成費でございますが、これの事

業基準額の２分の１、１４４５万円を計上してございます。４５ページ１４款

２項５目教育費国庫補助金でございますけども、１節の教育総務費補助金４万

２千円はへき地児童の心臓検診費用への補助金、２節社会教育費補助金６５５

万２千円は文化的景観保護推進事業補助金として、２６年度に引き続き二次選

定へ向けての調査費用等に充当するための補助金ということになってございま

す。４６ページ１４款３項１目総務費国庫委託金ですが、１節の総務費委託金

３８１８万３千円は平取ダム建設に係るアイヌ文化の保全調査に関する調査業

務の国からの委託金となってございます。２節戸籍住民基本台帳費委託金２２

万９千円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。４７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節は国民年金事務委託金１８２万９千円、それから特別児童扶養手当事

務に関する国からの委託金２万３千円となってございます。４８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７１０万円は二風谷ダム

周辺の環境維持管理に係る国からの委託金となってございます。４９ページ１

４款３項４目教育費国庫委託金ですが、１節の沙流川歴史館管理費委託金７８

６万７千円は歴史館の管理に係る国からの委託金で、２６年同額となっており

ます。２節埋蔵文化財発掘調査費委託金７６７万６千円でございますが、これ

は国からの委託により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、２７年度は報告書等の策定などの事務作業が主となることから、

昨年度より６２７１万円の減となってございます。以上が国庫支出金の説明と

なっておりまして、次からは道支出金の説明をさせていただきます。５０ペー

ジ１５款１項１目民生費道負担金ですけれども、１節から４節の国民健康保険
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基盤安定費負担金までは、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分についてのそれぞれの金額を計上してございま

す。４節の国保安定基盤費負担金の上段でございますが、保険料軽減分として

道からの負担金１５６８万１千円を計上しております。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２１００万

６千円の４分の３が交付されるものとなってございます。５１ページ１５款２

項１目の総務費道補助金です。１節の財産造成費補助金２９４２万８千円は町

有林造成に係る補助金となっておりまして、造林２５ヘクタール、下刈５９．

７１ヘクタール、除間伐等９８ヘクタール、森林保護野鼠駆除３１７ヘクター

ルに対し交付されるというものとなっております。造林事業の増により２６年

度に比べ９８４万円の増となってございます。２節企画費補助金の電源立地地

域対策交付金５１３万円でございますが、これは岩知志発電所の所在町として

交付されまして、国保病院への繰出金に充当を予定しております。土地利用規

制等対策事業市町村交付金５万４千円は国土法の土地届出事務に交付されるも

ので、２６年度同額を計上しております。５２ページ１５款２項２目民生費道

補助金でございます。１節社会福祉費補助金の重度心身障がい者医療費補助金

７５６万３千円は医療費に、民生委員活動費補助金１６６万１千円は活動費に

対し、それから子ども発達支援事業費補助金４１万８千円及び発達支援センタ

ー事業補助金７１万５千円は子ども発達支援センターの運営費に充当される補

助金となってございます。障害者自立支援事業費補助金４０万円は、身体障害

者の医療費等に充当されるものでございます。２節の老人福祉補助金６２万７

千円は、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節の生活

館費補助金１０８５万９千円は、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。４節の児童福祉費補助金の医療費

補助金、乳幼児医療費補助分で３０３万７千円、ひとり親分で１１３万７千円、

乳幼児ひとり親家庭等医療費に充当されるということになっております。放課

後子どもクラブ推進事業補助金１７４万１千円はふれない児童クラブ運営費に

充当する補助金となっております。科目としては２６年度計上した子育て支援

対策臨時特例交付金４００万円、安心こども基金分３２４万円がありまして、

これが減ったため科目としては７２３万４千円の減ということになってござい

ます。それから５３ページ１５款２項３目の衛生費道補助金です。１節の保健

衛生費補助金、地域づくり総合交付金１１７万円はエゾ鹿捕獲委託事業に充当

されます。医療施設等設備費補助金２１２万５千円は振内診療所の医療機器購

入に充当されるものです。充当率は２分の１です。消費・安全対策交付金３０

万円は、食育推進事業に充当される補助金となっております。２６年度の雑入

で計上しておりました鳥獣被害防止の緊急捕獲活動支援事業補助金１千万円で

ございますが、今回、道費補助金として計上され、エゾ鹿アライグマ捕獲委託

事業に充当されるということになってございます。５４ページ１５款２項４目

農林水産業費道補助金で１節の農業費補助金、額の大きなものを主にご説明申
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し上げます。中山間直接支払は２６年度同額の３９０３万３千円、北海道総合

地域づくり総合交付金は新規参入者就農促進対策事業補助金に充当されまし

て、２６年度より４４０万円減の１３６０万円を計上してございます。経営所

得安定対策直接支払推進事業補助金は６４万７千円増の５９８万３千円の計上

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施

設整備に対し、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

りますけども、２７年度は対象者が１名を計上しておりまして、２６年度に比

べ１００５万円の減となってございます。青年就農給付金交付事業交付金は対

象者が１１名で２６年度より１１２万５千円増の１９１２万５千円を計上して

おります。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、

２６年度より１４０万８千円減の２６４万円を計上しております。４節の治山

治水費補助金は２６年度に引き続き、小規模治山事業貫気別丸山地先の沢６５

０万円を計上しております。５節の林道費補助金は新規事業の林業専用道開設

事業補助金５００万円、林道オユンベ線改良事業補助金９００万円を計上して

ございます。５５ページ１５款２項５目の土木費道補助金です。１節の住宅改

良費補助金１９０万円でございますが、アイヌ住宅改良資金貸付事業に対して

の補助金、対象事業費の４分の１が交付されるということでございます。５６

ページ１５款２項６目の教育費道補助金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紫雲古津、二風谷、貫気別地区で実施されております教

室の運営費等に交付されるものでございますが、２６年対比で７０万４千円減

の２８１万４千円を計上しております。５７ページ１５款３項１目総務費道委

託金です。１節から３節については説明欄記載の委託金について計上しており

ますけれども、２節の道民税徴収委託金６９２万３千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。３節の統計調査費委託金は、２７年度

が国勢調査の年となることから、国勢調査の経費に係る委託金４２３万円を計

上し、２９２万３千円の増となっております。５節の選挙費委託金でございま

すが、２７年４月１２日に執行される北海道知事道議会議員選挙の委託金６３

８万６千円となってございます。５８ページ１５款３項２目の農林水産業費道

委託金です。道営農業農村整備事業補助監督等委託金６４万８千円は道営事業

の補助監督等に係る委託金となってございます。５９ページ１６款１項１目財

産貸付収入１節の土地建物貸付収入です。土地貸付料６３７万７千円は一般貸

付分１５１件のほか北電、ＮＴＴの電柱等の貸付料となってございます。建物

貸付料は１０３４万１千円となっておりまして、一般貸付２１件分、新規就農

住宅等の貸付料を見込んでおります。公宅の貸付料は職員住宅貸付料２０１４

万８千円となっておりまして、公宅１５９戸分を計上しております。２６年度

と比べ１４４万７千円の減となっておりまして、科目では１９４万５千円の減

という計上になっております。６０ページ１６款１項２目の利子及び配当金３

４１万７千円の計上です。財政調整基金及び各種特定目的基金の利子について

計上してございます。預金利率０．１％にて積算をしてございます。６１ペー
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ジ１６款２項１目不動産売払収入１節の不動産売払収入、土地売払代３８０万

１千円は、二風谷分譲宅地８区画分の収入を計上してございます。２節その他

の不動産売払収入３千万１千円は、町有林の流木売払代を見込んでおります。

２６年度同額で計上しております。６２ページ１６款２項２目物品売払収入１

万円です。町史等の売払１万円を見込んでおります。６３ページ１７款１項１

目１節の寄附金です。一般寄附１０万円と新規でふるさと寄附金２００万円を

当初予算で見込んでございます。６４ページ１８款１項１目１節平取町財政調

整基金繰入金ですけども、これは平成２７年度予算における財政調整のための

繰入れとなりますけども、充当事業といたしましては川向営農用水施設整備事

業となってございます。６５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３億２９００万円でございます。充当事業といたしましては、予算説

明資料の１５ページに掲載されておりますけれども、防犯灯ＬＥＤ整備事業か

ら学校グランド整備事業までの３２事業にそれぞれの額で充当を予定している

というところでございます。６６ページ１８款１項３目１節の平取町地域雇用

創出基金繰入金です。昨年に引き続きまして、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いるというところです。６７ページ１９

款１項１目１節繰越金、前年度繰越金３千万円の計上を予定しております。２

６年度予算における繰越金は、繰越事業の一般財源を除きまして、８千万円程

度との繰り越しを見込んでいるところで、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。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、これは町税の延滞金を計上してございます。６９ページ２

０款２項１目１節預金利子です。実績から見積り２６年度より５万円増の３０

万円を計上してございます。７０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４４５万２千円でございます。２２年度に国保病院に

貸し付けを行いました４４００万円に係る元利償還金となってございます。７

１ページ２０款４項１目１節社会福祉資金貸付金元金収入１８８万４千円は、

滞納を含めない償還分を１７０万円としまして、滞納分を４６万円の４０％の

収入見込１８万４千円で計上しております。７２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３０１８万４千円は、特別融資が２８１８万４

千円、経営改善融資が２００万円を計上し、新規既存分の金融機関への預託金

の収入を計上してございます。７３ページ２０款４項３目１節の公社融資資金

貸付金元利収入３０６万９千円ですけども、畜産公社への貸付金に係る元利収

入を見込んでございます。７４ページ２０款４項４目１節住宅改良資金貸付金

元利収入１３７６万２千円でございますが、アイヌ住宅改良資金貸付金の元利

償還金現年分１２５６万円、滞納繰越分１２０万２千円を計上しております。

７５ページ２０款４項５目１節の勤労者生活安定融資資金貸付金元利収入１６

００万円は預託金の収入を計上してございます。７６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４４万円は貸付金に係る償還元利収

入を計上してございます。７７ページ２０款４項７目１節平取町奨学資金貸付
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金元金収入１４０万５千円は、奨学資金貸付者１２名分の償還金を計上してご

ざいます。７８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、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

なってございます。７９ページの２０款５項１目雑入１節の企業負担金、これ

は平取町畜産公社からの負担金で人件費分３９９万１千円、事務所費分４０万

という内訳になってございます。人件費の減によりまして６７３万１千円の減

ということ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

せていただきたいと存じます。まず、平取町社会福祉協議会負担金、これは２

６年度より１０万６千円増の６６９万４千円を計上しております。それから３

番目、土地改良区の負担金は２６年同額の６００万円。それからアイヌ文化振

興・研究推進機構委託金はイオル再生事業に係る委託金でございまして、２６

年度比で３万６千円減の１０１１万４千円を計上してございます。それから重

度心身障がい者医療費高額分は２６年度比で１００万円減の２００万円を計上

しております。それから、居宅介護サービス計画費、これは前年度８０万７千

円増の３２６万円を計上しております。それから、中段のあたりですけども、

いきいきふるさと推進事業助成金４００万円は、沙流川・鵡川ペアライン活性

化協議会の事業に充当されます。それからずっと下にいきまして、糠平・幌尻

林道シャトルバス利用料でございますが、これは１９００人の利用、単価の増

３５００円から４千円に増加を見込みまして、７６８万４千円を計上してござ

います。市町村振興宝くじ交付金につきましては、下のほうでございますが、

２００万円を計上しております。これは図書の購入に充当されるものでござい

ます。それから下から四つ目ですが、二風谷ファミリーランド施設収入７８万

円は管理棟、売店収入、バッテリーカー収入を見込んでおります。一番下でご

ざいますが、びらとり温泉の指定管理者からの納付金として２００万円を見込

んでおります。８０ページでございますが、沙流川・鵡川ペアライン活性化事

業負担金、これは各町からの負担金でございまして、日高町とむかわ町の負担

金、２町分で２６０万円を予定しております。それから、独立型再生可能エネ

ルギー発電システム等対策補助金でございますが、これはふれあいセンターの

太陽光発電システムの設計費に充当を予定しておりまして２３５万円を予定し

てございます。主なものは以上でございますけども、雑入に関しましては、２

６年度に比べまして先ほど申しましたけれども、日高西部の鳥獣被害防止対策

協議会負担金１２２０万円が道の補助金に組み替えとなったということから大

きく減となっていまして、雑入としては１２８７万円の減ということになって

ございます。次に８１ページ、ここから町債となります。２１款１項１目１節

総務債５８３０万円でございます。内訳は民間賃貸共同住宅整備費助成事業２

千万円、二風谷地区再整備事業１５００万円、生活交通確保対策事業１６００

万円、地域公共交通活性化事業７３０万円を予定しておりまして、すべて過疎

債を予定してございます。８２ページ２１款１項２目１節衛生債２１０万円で
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ございます。振内診療所医療機器整備事業に充当する予定でございまして、こ

れも過疎債を予定しております。８３ページ２１款１項３目農林水産業債１節

の農業債３２００万円の内訳でございますが、農業者就農促進対策事業９００

万円、新規就農者用リース農場整備５００万円、中山間地域総合整備事業５０

０万円、中山間地域等直接支払交付事業１３００万円となってございます。い

ずれも過疎債を予定しております。２節の林業債２４５０万円は、貫気別の丸

山地先小規模治山事業に６５０万円、林業専用道開設に５００万円、林道オユ

ンベ線改良事業１３００万円の充当を予定しております。丸山地先につきまし

ては一般単独債を予定していますが、ほか２路線は過疎債の充当を予定してお

ります。８４ページ２１款１項４目土木債１節の道路橋梁債５７８０万円は川

向町界線舗装事業から二風谷ファミリーランド線の局部改良事業までの５路線

で３３８０万円、これは過疎債の充当を予定しております。それから長知内ヤ

マダの沢、タンノの沢、トーナイ線の横断管改修事業３事業については２４０

０万円、これは一般単独債を充当する予定でございます。２節の住宅債２２４

０万円は、公営住宅建設事業、去場住宅団地１４４０万円と住宅リフォーム促

進事業に８００万円を予定しております。住宅は住宅債、リフォームは過疎債

を予定しております。８５ページ２１款１項５目１節教育債２６００万円は、

学校給食用備品の整備に４００万円、振内中学校耐震補強事業に１千万円、中

央公民館改修事業に１２００万円を予定しております。これらも過疎債を予定

してございます。８６ページ２１款１項６目臨時財政対策債でございます。交

付税の性格を持つ臨時財政対策債は地方財政計画では１９．１％の減となって

おりますけれども、２６年度決算見込み等も考慮いたしまして、２６年度対比

で４０５０万円の減ということで、１億５９５０万円を計上してございます。

当該起債は後年度その元利償還金が１００％普通交付税に算入される起債とな

ってございます。以上で歳入の説明とさせていただき、次に第２表の債務負担

行為を説明いたしますので、７ページにお戻りいただきたいと思います。７ペ

ージの第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ございますが、期間を平成３７年度、限度額は

３０６万１千円としてございます。町内中小企業への新規貸付を２千万円、利

率３．１％として積算をしております。次に中小企業経営改善融資利子補給金

で、主に設備等の整備のための資金ということで、融資額６００万円、利率３．

３％として積算をしてございまして、３６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。小中学校電子黒板購入費は備荒資金組合への債務

負担行為として、黒板７台分の１千万円、年率０．３％といたしまして、期間

を平成３１年度として、限度額を１００６万８千円としてございます。続いて

第３表の地方債についてご説明申し上げますので、次のページをお開き願いま

す。８ページ、第３表地方債を説明いたします。起債の目的、限度額、方法、

利率、償還の方法を定めるものでございますけれども、平成２７年度はこの表
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の一番下の臨時財政対策債を除く２５の事業に充当を予定してございます。こ

のうち、上から４番目でございますけども、地方公共交通活性化事業、それか

ら１０番目になりますけども小規模治山事業貫気別丸山地先、それから林道専

用道の開設事業、それから林道オユンベ線改良事業、それから川向学校シラウ

川線改良事業、それから下から５番目となりますけども、公営住宅建設事業、

その下の振内中学校耐震補強事業、これは補助事業となっておりまして、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なってございます。あ

とは単独事業でございます。それから、臨時財政対策債を除く起債総額でござ

いますが、これは２億２３１０万円でございまして、その内１億７８２０万円

はその元利償還金が交付税算入される過疎債を予定してございます。一番下の

臨時財政対策債は、言うなれば普通交付税に算入される額を起債というかたち

で交付するものとなっておりまして、２７年度の発行見込み額が１億５９５０

万円を予定しております。以上で議案第２０号平成２７年度平取町一般会計予

算の説明をさせていただきました。座ったままで大変失礼度申し上げましたけ

ども、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 それでは議案第２１号平成２７年度平取町国民健康保険特別会計予算について

ご説明申し上げますので、国保の１ページをお開き願います。第１条歳入歳出

予算の総額をそれぞれ８億８７７４万円に定めようとするものでございます。

第２条は一時借入金の 高額を５千万円とするものでございます。第３条は歳

出予算の流用について定めております。それでは事項別明細書の歳出からご説

明いたしますので、国保３２ページをお開き願います。１款１項１目一般管理

費で、国民健康保険事業の実施に係る経常的経費２６５万１千円を計上してお

ります。１３節委託料で１４６万７千円減額となっておりますが、これはシス

テム更新業務の減によるものでございます。国保３３ページ２目連合会負担金

で１千円増の７１万３千の計上でございます。国保３４ページ３目特別対策事

業５７４万７千円の計上で、国保事業の医療費適正化を講じるための経費で１

３節委託料で１３５万７千円の増額分につきましては、診療報酬明細書の点検

業務の見直しによるものでございます。国保３５ページ２項１目賦課徴収費１

７０万円の計上で前年同額となっております。国保３６ページ２目納税奨励費

１３２万５千円の計上で前年同額でございます。これは日高管内地方税滞納整

理機構の負担金でございます。国保３７ページ３項１目運営協議会費２９万５

千円の計上で、国保運営協議会に関する必要経費で前年同額でございます。国

保３８ページ２款１項１目一般被保険者療養給付費４億１千万円の計上でござ

います。この科目は一般被保険者の医療費を保険者が直接医療機関へ支払うも

ので、被保険者数は１００名増としておりますが、１人当たりの平均医療費が
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下がっていることから、１千万円減で見込んでおります。国保３９ページ２目

退職被保険者等療養給付費２３００万円の計上で前年同額でございます。国保

４０ページ３目一般被保険者療養費４００万円の計上で、一般被保険者の補装

具、針、灸等の医療費を本人が一旦全額負担した場合の自己負担分以外の療養

費で、前年同額でございます。国保４１ページ４目退職被保険者等療養費２０

万円も前年同額で計上しております。国保４２ページ５目審査手数料１２０万

円の計上で、国保連合会に係る医療費審査手数料となっております。国保４３

ページ２項１目一般被保険者高額療養費５０３０万円の計上でございます。一

般被保険者が支払う医療費の自己負担額のうち、月内で定められた限度額を超

えた場合に超えた部分を高額医療費として支払う費用で前年実績をもとに算出

し、１７０万円の減としております。国保４４ページ２目退職被保険者等高額

療養費４００万円につきましても、１人当たりの平均医療費の増により１７０

万円増で計上しております。国保４５ページ３目一般被保険者高額介護合算療

養費３０万円の計上でございます。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を合算して決められた限度額

を超えた場合に支払う費用で、前年同額で計上しております。国保４６ページ

４目退職被保険者等高額介護合算療養費で、これは一般同様に退職被保険者分

で前年同額の１０万円で計上しております。国保４７ページ３項１目一般被保

険者移送費で、医療機関を受診時に特別な事情が発生し、移送される場合に支

給されるもので、前年同額の３万円の計上でございます。国保４８ページ２目

退職被保険者等移送費につきましても一般同様に２万円の計上でございます。

国保４９ページ４項１目出産育児一時金でございます。前年同額２０人分、８

４０万５千円を計上しております。国保５０ページ５項１目葬祭費につきまし

ても前年同額２０件分２０万円を計上しております。国保５１ページ３款１項

１目後期高齢者支援金等１億２８８万円の計上でございます。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、社会保険支払診療基金の概

算通知により４９１万円の減で計上しております。国保５２ページ２目後期高

齢者関係事務費拠出金は前年同額の１万円で計上でございます。国保５３ペー

ジ４款１項１目前期高齢者納付金等４万７千円の計上でございます。これも全

保険者が拠出し前期高齢者医療制度を支える仕組みで、１人当たりの負担調整

対象額の減により２万７千円の減で計上しております。国保５４ページ２目前

期高齢者関係事務費拠出金につきましては前年同額の１万円の計上でございま

す。国保５５ページ５款１項１目老人保健事務費拠出金につきましては、医療

費精算に係る拠出金で、経過措置により継続中のため前年同額の５千円を計上

しております。国保５６ページ６款１項１目介護納付金でございます。これは

４０歳から６４歳までの全被保険者が拠出し、介護保険制度を支える仕組みで、

３８７４万６千円の計上でございます。１人当たりの負担額の減により５７４

万７千円の減となっております。国保５７ページ７款１項１目共同事業拠出金

でございます。これは１件当たり１か月８０万円以上の高額な医療費が発生し
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た場合に、国が保険者の運営基盤の安定化を図るための事業で１９１５万６千

円の計上でございます。医療費に基づいた国保連合会の試算により２９５万７

千円の増で計上しております。国保５８ページ２目保険財政共同安定化事業拠

出金で２億１５４万９千円の計上でございます。１億２２１０万１千円の増と

なっております。この事業は平成２６年度までは、１件３０万円以上のレセプ

トを対象としておりましたが、平成２７年度からの対象事業が拡大されまして、

１件１円以上すべてのレセプトが対象となることからこのような大幅な増とな

っております。この保険財政共同安定化事業の拡大については、保険者の構造

的問題であります市町村の格差に対応するために、国民健康保険法が改正され

たことによるものでございます。国保５９ページ３目共同事業事務拠出金は前

年同額の１千円の計上でございます。国保６０ページ、８款１項１目特定健康

診査等事業費でございます。この科目は国保被保険者の保健事業に要する経費

で４３７万７千円の計上でございます。受診率の向上のため、４０歳時受診時

の自己負担額の助成と町単独検査項目として心電図検査分７３万円を新たに予

算措置いたしました。国保６１ページ２項１目保健衛生普及費は国の医療費適

正化事業で、保健師による個別の保健指導の経常的経費で前年同額の１８万円

を計上しております。６２ページ９款１項１目基金積立金は国保給付費支払準

備基金利子で前年同額の４万円の計上でございます。国保６３ページ１０款１

項１目利子は一時借入のための利子ですが、ここ数年借入実績がないことから、

４５万円減の５万円を計上しております。国保６４ページ１１款１項１目保険

税還付金、次のページ国保６５ページ２目償還金、国保６６ページ３目還付加

算金は、それぞれ前年同額の１千円を計上しております。国保６７ページ２項

１目直診施設勘定繰出金は、国保病院特別会計への繰出金で、６４万９千円減

の４５０万円の計上となっております。対象事業につきましては救急患者受入

体制支援事業でございます。国保６８ページ１２款１項１目予備費は前年同額

の２００万円の計上でございます。以上歳出合計額８億８７７４万円、前年対

比で１億３６１万円の増となっております。次に歳入についてご説明いたしま

すので、国保８ページをお開きください。１款１項１目一般被保険者国民健康

保険税でございます。これは一般被保険者の療養給付に要する費用の財源とし

て、賦課徴収する保険税でございます。世帯数１０２０世帯、被保険者数２０

００人、収納率９６％を見込み、医療分、後期支援分、介護分あわせて２億１

０８８万３千円を計上し、２７９万９千円の減となっております。国保９ペー

ジ。２目退職被保険者等国民健康保険税は一般同様に退職被保険者として世帯

数４０世帯、被保険者数７０人、収納率９６％を見込み、医療分、後期分、介

護分あわせて６９５万１千円、１３６万円の減で計上しております。国保１０

ページ２款１項１目督促手数料は保険税の督促手数料として前年同額の５千円

を計上しております。国保１１ページ３款１項１目療養給付費等負担金は一般

被保険者の療養給付費、後期高齢者支援金、介護納付金に係る費用に対して３

２％相当額が国から助成されるもので、１億５０１８万９千円を計上しており
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ます。療養給付費一般分の負担増により７５１万２千円の増となっております。

国保１２ページ２目高額医療費共同事業負担金は、歳出の７款１項１目の高額

医療費共同事業拠出金に対して国から４分の１相当額が助成されるもので、７

４万円増の４７８万９千円を計上しております。国保１３ページ３目特定健康

診査等負担金は、特定健康診査等の行為に対して国から助成されるもので、６

８万円の計上でございます。国保１４ページ２項１目財政調整交付金は市町村

間の財政力の不均衡を調整するために国から交付されるもので、普通調整交付

金が２５７１万２千円、特別調整交付金が５４８万円、あわせて３１１９万２

千円、５９１万４千円の増で計上しております。国保１５ページ４款１項１目

療養給付費交付金は退職被保険者の療養給付費等に係る費用から保険税を控除

して助成される交付金で２７９３万４千円の計上で、７０万４千円の増となっ

ております。国保１６ページ５款１項１目前期高齢者交付金は前期高齢者に対

して社会保険診療支払基金から保険給付費に充てられるものとして交付される

もので、１億２４８１万４千円の計上でございます。前々年度の精算分が相殺

されて交付されるため３１２９万６千円の減となっております。国保１７ペー

ジ６款１項１目高額医療費共同事業負担金は国庫負担金と同様に高額医療費共

同事業拠出金に対して道から助成されるもので、４７８万９千円、７４万円増

の計上となっております。国保１８ページ２目特定健康診査等負担金は国庫負

担金と同様に６８万円の計上でございます。国保１９ページ２項１目財政調整

交付金でございます。これも国と同様に市町村間の財政力の不均衡を調整する

ために道から交付されるもので、普通調整交付金３３９９万１千円、特別調整

交付金１２９４万２千円、あわせて４６９３万３千円、４２２万８千円の減で

計上しております。国保２０ページ７款１項１目高額医療費共同事業交付金は、

レセプト１件８０万円を超える医療費が発生した場合に国保連合会から交付さ

れるもので、１２１９万２千円の計上でございます。１１万５千円の減となっ

ております。国保２１ページ２目保険財政共同安定化事業交付金は保険料の平

準化、財政の安定を図るというものですが、歳出７款１項２目保険財政共同安

定化事業拠出金でもご説明いたしましたが、平成２６年度までは１件３０万円

以上のレセプトが対象となっておりましたが、制度改正により平成２７年度か

らは１件１円以上のレセプトが対象となることから、１億３１６３万３千円増

の２億１５４万９千円の計上となっております。国保２２ページ８款１項１目

利子及び配当金は、国保支払準備基金利子分で前年同額の４万円を計上してお

ります。国保２３ページ９款１項１目一般会計繰入金でございます。これは国

民健康保険制度の運営に対しまして、一般会計が国保特別会計へ繰出すための

経費で法定ルールに従い措置するもので、２８３万３千円減の３９１０万７千

円の計上でございます。国保２４ページ２項１目平取町国民健康保険給付費支

払準備基金繰入金は、医療費の推移状況及び繰越金を考慮し、５００万円増の

１５００万円を計上しております。国保２５ページ１０款１項１目繰越金は１

千万円の計上でございます。国保２６ページ１１款１項１目一般被保険者延滞
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金は、前年同額の４千円の計上でございます。国保２７ページ２目退職被保険

者等延滞金、国保２８ページ２項の雑入、１目一般被保険者第３者納付金、国

保２９ページ２目退職被保険者等第３者納付金につきましては、それぞれ前年

同額の１千円を計上しております。国保３０ページ３目雑入は前年度同額の６

千円を計上しております。歳入合計８億８７７４万円の計上で、２６年度対比

で１億３６１万円の増となっております。歳入歳出とも２６年度対比で１億３

６１万円の増となっておりますが、これは保険財政共同安定化事業の対象が３

０万円から１円以上に拡大されたものが主な要因となっております。以上国民

健康保険特別会計予算の説明とさせていただきますので、ご審議のほどよろし

くお願い申し上げます。 

続きまして議案第２２号平成２７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。後期予算書の１ページをお開き願います。第１条歳入

歳出予算の総額をそれぞれ７９６２万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からご説明いたしますので、後期の１７ページを

お開き願います。１款１項１目一般管理費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１５万５千円減の２６８万８千円の計上でございます。後

期１８ページ２項１目徴収費は保険料徴収に要する経費で、前年同額の１６万

円の計上でございます。後期１９ページ２款１項１目後期高齢者医療広域連合

納付金は、広域連合に支払う事務費負担金、保険料、保険基盤安定負担金で７

６３６万９千円の計上でございます。保険者数は減少傾向にありますが、１人

当たりの医療費が増加傾向にあるため、２６７万５千円の増となっております。

後期２０ページ３款１項１目保険料還付金、後期２１ページ２目還付加算金、

後期２２ページ３目償還金は、それぞれ前年同額の１千円の計上となっており

ます。後期２３ページ４款１項１目予備費は前年同額の４０万円の計上でござ

います。歳出の合計額が７９６２万円で２６年度対比で２５２万円の増となっ

ております。次に歳入についてご説明いたしますので、後期の６ページをお開

き願います。１款１項１目特別徴収保険料は現年度分保険料として１０万８千

円増の３１０８万４千円の計上でございます。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きまして前々年度の所得をもとに試算をしてお

ります。後期７ページ２目普通徴収保険料は現年度分滞納繰越分として３４８

万３千円増の２２０１万６千円を計上しております。この保険料につきまして

も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もとに試算をして

おります。後期８ページ２款１項１目督促手数料は前年同額の１千円を計上し

ております。後期９ページ３款１項１目事務費繰入金は広域連合事務負担金と

後期高齢者医療運営に必要な経費を一般会計からの繰入金として２３万８千円

減の５５０万８千円を計上しております。後期１０ページ２目保険基盤安定繰

入金は、低所得者に対する保険料軽減相当分を公費で負担するもので、８３万

３千円減の２１００万６千円を計上しております。後期１１ページ４款１項１

目繰越金、後期１２ページ５款１項１目延滞金、後期１３ページ２項１目保険
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料還付金、後期１４ページ２目還付加算金、後期１５ページ１目雑入につきま

しては、それぞれ前年同額の１千円の計上でございます。以上歳入合計も歳出

と同様７９６２万円、２６年度対比で２５２万円の増となっております。以上

後期高齢者医療特別会計の予算説明とさせていただきますので、ご審議のほど

よろしくお願い申し上げます。 

 

議長 休憩します。再開は、２時３５分といたします。 

 

（休 憩 午後 ２時１９分） 

（再 開 午後 ２時３５分） 

 

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

福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

議案第２３号平成２７年度平取町介護保険特別会計予算についてご説明いたし

ます。介護保険１ページをお開き願います。歳入歳出予算、第１条歳入歳出予

算の総額は歳入歳出それぞれ４億５８１０万円と定める。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。一時借入

金、第２条地方自治法２３５条の３第２項の規定による一時借入金の 高限度

額は５千万円とする。歳入歳出予算の流用、第３条地方自治法第２２０条第２

項ただし書きの規定により、歳入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。それで

は、事項別明細書、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目一般管理費７４９万円の計上であります。これは介護保

険事業に必要となる、一般的経費でございます。本年度介護保険の制度の改正

及び第６期の介護保険事業計画のスタートとなり、前年度と比較し、需用費消

耗品がパンフレットを作成することにより、６９万４千円の増額となっており

ます。また委託料について、制度改正によるシステムの改修がございますので、

これも３００万円の増額となりまして、３６９万３千円の増額となっておりま

す。次３３ページをお開き願います。１款２項１目賦課徴収費３万６千円の計

上です。これは、第１号被保険者の保険料の普通徴収に係る経費でございます。

次３４ページをお開き願います。１款３項１目介護認定審査会費４３２万８千

円の計上であります。役務費ですが、介護認定審査会への資料となる主治医の

意見書を作成していただくための経費でございまして、本年度２０件程度の増

で１０万８千円の増額ということになっております。負担金につきましては、

日高西部介護認定審査会の規約に基づくもので、均等割、人口割でございます。

２６９万７千円の計上であります。３５ページをお開き願います。２目認定調

査費５００万７千円の計上であります。賃金について、介護認定審査員の賃金

でございますが、これの賃金のアップと認定者の増員によりまして、また介護
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予防日常生活支援事業の新しい事業に移行するための準備ということもござい

まして、１名の増でございます。それで、１９３万９千円の増額となっており

ます。また、賃金の増額に伴いまして、共済費１７万８千円の増額でございま

す。次、３６ページをお開き願います。１款４項１目計画策定費１３万円の計

上であります。介護保険運営委員会の報酬等でございまして、平成２６年に介

護保険事業計画を策定いたしましたので、その分の報酬費の減額となっており

ます。３７ページをお開き願います。２款１項１目居宅介護サービス給付費８

３０４万円の計上でございます。これは、在宅での介護サービスでデイサービ

ス、ショートステイ、ヘルパー事業の利用などに係る給付費でございます。各

サービスにつきまして、前年度より利用者が非常に多くなっております。その

ために、１２４２万円の増額ということになっております。次３８ページをお

開き願います。２目地域密着型サービス給付費６０４８万円の計上でございま

す。これにつきましては、平成２５年に開所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給付費でございます。これは要支

援２及び要介護１から５の方が対象ということになります。２６年度、介護報

酬の部分的な加算額が減額となったために６１２万円の減額ということになっ

ております。次に３９ページをお開き願います。３目施設介護サービス給付費

でございます。２億３４０万円の計上になっております。これは施設での介護

サービスに対する給付費ということであります。これには施設給付費、常に介

護が必要となるための介護施設、老人ホームになります。それから病状が安定

し、リハビリを重点的においた介護老人保健施設、それから病状が安定してい

るが長期間にわたる療養が必要となるための介護療養型の医療施設ということ

になっております。本年度におきましては、月当たりの給付費は下がっており

ますが、特養などの利用者数が増員となっておりまして５１４万３千円の増額

ということになります。次に４０ページをお開き願います。４目福祉用具購入

費でございます。４０万８千円の計上であります。在宅で使用する福祉用具の

購入に対する給付ということになります。腰掛便座、特殊尿器など年間１０万

円を限度としております。個人負担は１割となっております。４１ページをお

開き願います。５目住宅改修費でございますが、１０８万円の計上であります。

これは要介護者が在宅での生活に必要な小規模な住宅改修に対する給付という

ことになります。主に手すり等がございます。上限２０万円として、自己負担

が１割ということであります。前年度実績に基づいて、１２万円の増額となっ

ております。次４２ページをお開き願います。６目居宅介護サービス計画給付

費１３２４万８千円の計上でございます。これは居宅介護支援事業者、これは

社協でございますが、居宅サービスの計画作成、またサービス提供事業者であ

ります連絡調整などの費用でございます。前年度より６０名程度増加しており

まして１１８万８千円の増額ということになっております。次に４３ページを

お開き願います。２款２項１目介護予防サービス給付費２２１７万６千円の計

上であります。これは要支援１、２の方が利用するサービスなどで、在宅に対
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する給付費でございます。通所サービスでありますデイサービスなんですが、

この利用者が増員ということで、本年度５８７万６千円の増額でございます。

次に４４ページをお開き願います。２目地域密着型介護予防サービス給付費１

２０万円の計上であります。これは認知症高齢者共同生活介護グループホーム

における要支援２の方が対象となる給付費でございます。食事、入浴、生活訓

練等のサービスということになります。次に４５ページをお開き願います。３

目介護予防福祉用具購入費４０万８千円の計上であります。これは要支援１、

２に認定される方が福祉用具を購入する費用として、給付されるものでござい

ます。次に４６ページお開き願います。４目介護予防住宅改修費でございます。

１０８万円の計上でございます。これも要支援１、２の方の在宅での生活に必

要な小規模な住宅改修に対する給付ということになります。上限２０万円でご

ざいます。これも実績によりまして、１２万円の増額でございます。次、４７

ページをお開き願います。５目居宅介護予防サービス計画給付費３２９万４千

円の計上でございます。これ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ということになります。これも実

績に応じまして４７万４千円の増額でございます。人数的には１５０名程度の

増ということになります。次４８ページをお開き願います。２款３項１目審査

支払手数料３５万円の計上でございます。これは各事業所から請求に対して、

国保連合会が行う審査に係る支払手数料でございます。これにつきましても、

若干伸びております。次、４９ページをお開き願います。２款４項１目高額介

護サービス費１２００万円の計上であります。これにつきましては利用者の１

か月内の自己負担合計額が高額になり、上限を超えた場合にその超過部分に支

給する費用でございます。本年度も短期入所者などのサービス利用者が増加に

なっておりまして、１９６万８千円の増額ということになります。次に５０ペ

ージをお開き願います。２目高額介護予防サービス費でございますが１万２千

円の計上でございます。これは要支援１、２の方が対象のサービスでございま

す。次、５１ページをお開き願います。２款５項１目高額医療合算介護サービ

ス費１２０万円の計上でございます。これは同一世帯で医療と介護の両方のサ

ービスを利用した場合に、その方に対して単年度で自己負担の軽減を図るため

の制度でございます。５０件ほどでございます。次に５２ページをお開き願い

ます。２目高額医療合算介護予防サービス費１万２千円の計上でございます。

合算世帯の要支援１、２の方に対する費用でございます。次５３ページをお開

き願います。２款６項１目特定入所者介護サービス費２６４０万円の計上でご

ざいます。これは所得の低い方に対して所得に応じた自己負担の限度額が設け

られ、これらを超えた場合の費用でございます。食費、居住費などの負担軽減

をしているところでございます。これも利用者の増加ということになり、増額

しております。次、５４ページをお開き願います。２目特定入所者介護予防サ

ービス費７万２千円の計上でございます。これも前ページ同様、要支援１、２

の方が対象ということになります。次に、５５ページをお開き願います。３款
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１項１目介護予防高齢者施策事業費１３６万３千円の計上でございます。この

事業につきましては、要支援または要介護になる前の介護予防を推進するため

の予算でございます。主に一般高齢者に対する健康運動指導、口腔ケアの事業、

いわゆる二次予防高齢者と言われ、要支援、要介護になるリスクの高い方を把

握し、その対策としている事業でございます。前年度より１３２万円の減額で

ございます。これは、第６期の介護保険事業計画策定に当たっての高齢者ニー

ズ調査を実施いたしました。その時に要しました臨時職員の賃金と共済費によ

るものでございます。また報酬の中の健康運動指導士の資格者が町内にいない

ために、報酬５８万６千円の減額ということにしております。次に、５６ペー

ジをお開き願います。３款２項１目包括的支援事業費３１３万円の計上でござ

います。これは包括支援センターの運営などに係る経常的な経費でございます。

前年度より９３万１千円の増額でございます。これは理由といたしまして、報

償費の２１万１千円の減額ですが、本年度より、権利擁護にかかわる成年後見

人制度の活用促進を考えて、委託料に計上しております。また、委託料ですが、

介護保険制度の改正に伴うシステムの改修がございまして、増額となっており

ます。次に５７ページをお開き願います。２目任意事業費６０７万８千円の計

上でございます。これは平取町での任意の事業の展開ということであります。

食の自立支援事業、これは配食サービスですが、これの委託料です。７７０食、

５０万円程度増額しております。また、認知症サポーターの養成事業や、また

家族介護の支援事業の高齢者の謝金については実績に応じて減額しておりま

す。次に５８ページをお開き願います。４款１項１目介護給付費基金積立金９

万４千円の計上でございます。これは介護給付費支払準備基金の利息でござい

ます。次に５９ページをお開き願います。５款１項１目利子１万円の計上でご

ざいます。これは一時借入金を起こした場合の利子でございます。６０ページ

をお開き願います。６款１項１目第１号被保険者保険料還付金でございます。

これは７万４千円の計上でございます。第１号被保険者に対して保険料の還付

が発生した場合の額でございます。前年同額でございます。６１ページをお開

き願います。予備費として５０万円の計上でございます。歳出合計４億５８１

０万円の計上でございます。次に歳入をご説明いたしますので、７ページをお

開き願います。歳入でございます。１款１項１目でございます。第１号被保険

者保険料６４２９万７千円の計上でございます。これは平成２７年度から２９

年度までの３年間、第６期の介護保険事業計画に基づき介護保険料３５００円

に本年度設定させていただきました。その分の保険料でございます。収納率９

９％を見込みまして、６３９９万７千円を予定しております。それから滞納繰

越分につきましては、２７年度繰り越される分として３００万円程度見込み、

その１０％で３０万円ということの計上にしております。次、８ページをお開

き願います。２款１項１目督促手数料２千円の計上でございます。次に９ペー

ジをお開き願います。３款１項１目介護給付費国庫負担金でございます。７４

６１万１千円の計上であります。これは介護給付費施設分１５％、その他分２
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０％の国の負担金でございます。これも給付費の増額によりまして、前年度よ

り増額でございます。１０ページをお開き願います。３款２項１目調整交付金

２９４４万円の計上でございます。この調整交付金につきましては、全国の水

準との格差の調整のための交付金ということでございます。高齢者の割合や所

得分布により全国平均の水準となるような調整を図るための国庫からの交付金

でございます。次、１１ページをお開き願います。２目地域支援事業交付金で

あります。３４万円の計上であります。これは介護予防高齢者施策事業であり

まして、今、ゆうあい長寿事業を行っております。それの経費分２５％分でご

ざいます。次、１２ページをお開き願います。３目包括支援事業交付金であり

ます。２８７万４千円の計上であります。これは包括的事業で地域包括支援セ

ンターの運営経費の３９％を乗じた額１２２万１千円、任意事業でありますこ

れは食の自立支援事業であります。業者負担１８４万円を差し引いて３９％乗

じた額でございます。次、１３ページをお開き願います。４目介護保険事業費

補助金でございます。１５０万円の計上でございます。これは介護保険制度に

よりまして、システム改修分３００万円のうち、国２分の１の補助金でござい

ます。次、１４ページをお開き願います。４款１項１目介護給付費交付金でご

ざいます。１億２０３６万１千円の計上であります。本年度より支払基金交付

金、これは第２号の被保険者の保険料でございますが、これは２９％から２８％

に変更されたということでございます。それで次１５ページをお開き願います。

２目地域支援事業交付金であります。３８万１千円の計上であります。これは

介護予防高齢者施策事業のゆうあい長寿事業に対しまして、２８％の交付金で

ございます。次、１６ページ。５款１項１目介護給付費道負担金でございます。

これは６５０９万４千円の計上であります。これは介護給付費の施設分１７．

５％、それからその他分１２．５％の道の負担金ということでございます。こ

れも給付費の増加によりまして、前年度より増加しているところであります。

次に１７ページをお開き願います。２目地域支援事業交付金でございます。１

７万１千円の計上ということになります。これもゆうあい長寿事業に対して、

道から１２．５％の交付金ということになります。１８ページをお開き願いま

す。３目包括支援事業交付金でございます。１４３万７千円の計上でございま

す。これも包括支援センターの運営経費の１９．５％分を乗じた額ということ

と、それと任意事業の食の自立支援事業の配食サービスの業者負担１８４万円

を差し引いた額に１９．５％を乗じた額ということでございます。次１９ペー

ジをお開き願います。６款１項１目利子及び配当金９万４千円の計上でござい

ます。これは介護保険給付費の支払準備基金の利子でございます。次２０ペー

ジをお開き願います。７款１項１目介護給付費繰入金でございます。５３７３

万２千円の計上であります。介護給付費に対する町の一般会計からの繰入金で

あり、負担割合１２．５％を乗じた額でございます。２１ページをお開き願い

ます。２目地域支援事業繰入金でございます。１７万１千円の計上でございま

す。これもゆうあい長寿事業に対する町一般会計からの繰入金でございます。
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１２．５％でございます。２２ページをお開き願います。包括支援事業繰入金

でございます。１４３万７千円でございます。これも町の一般会計からの繰入

金でございます。次に２３ページをお開き願います。４目低所得者保険料軽減

繰入金９７万８千円の計上でございます。これは介護保険制度の改正によりま

して、所得段階が９段階に見直されました。介護保険第１号保険料について、

給付費の５割と国で定められておりますが、低所得者の高齢者の保険料の軽減

を図るということで、市町村民の非課税世帯の中の第１段階の部分に対して、

今回、軽減措置をするということでございます。その中で、現行第１段階が０．

５でございます。それを０．０５分を公費で負担するということになります。

第１段階の被保険者４６６人が対象ということになります。金額といたしまし

ては、２１００円の４６６名で９７万８千円の計上ということになります。次、

２４ページをお開き願います。５目その他一般会計繰入金１５４９万１千円の

計上でございます。これは歳出１款の総務費で介護保険の運営上必要な一般的

事務経費で国や道から補助金がなく、町が全額負担することになり一般会計よ

り繰入れするということになります。その中で歳出でありました１６９９万１

千円からシステム改修の補助金が１５０万円補てんされるということになりま

す。それで、実際の額が１５４９万１千円ということの歳入でございます。次

２５ページをお開き願います。７款２項１目介護保険給付準備基金繰入金２３

２６万７千円の計上でございます。これは介護保険制度によりまして公費で負

担する分、また保険料で負担する分で賄えない不足分に対して、今回、基金を

繰入れし、補てんするものでございます。２６ページをお開き願います。８款

１項１目繰越金でございますが、本年度５０万円を計上しております。続いて

２７ページから２９ページまで、第１号被保険者の延滞金、同じく過料、そし

て預金の利子でございます。それぞれ１千円の計上でございます。続いて３０

ページをお開き願いたいと思います。９款３項１目雑入でございます。１９１

万９千円の計上でございます。これにつきましては、地域支援事業の中の食の

自立支援事業、配食サービスですが、それの利用者の負担分でございます。５

２０食分増額しております。次、３１ページでございますが、歳入の合計４億

５８１０万円でございます。前年度対比２７３０万円の増加ということになっ

ております。全体的にサービスの給付費が上がっておりますので、この２７３

０万という増額になっております。以上で平成２７年度介護保険特別会計予算

について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、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２４号平成２７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条歳入歳出予算でありますが、歳入歳出予算の総額

は歳入歳出予算それぞれ３億７４４５万２千円とするものであります。２項に
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おいては歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳

出予算」によることとしております。第２条地方自治法の規定により、起こす

ことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第

２表 地方債」によるものとしています。第３条において一時借入金の 高限度

額を５千万円とするものであります。それでは、歳入歳出事項別明細書、歳出

よりご説明を申し上げますので、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３１９６万３千円を計上しております。２６年度対比で２

４２万４千円の増となっております。２節給料から４節共済費、１９節の負担

金、補助及び交付金において９４万８千円の減となっておりますが、これにつ

きましては会計間異動によるものであります。２７節公課費において３３０万

円の増となっております。これは簡易水道事業に伴う消費税の納付金でありま

して、平成２６年度確定申告分２２０万円と平成２７年度の中間納付分１１０

万円を計上しております。次のページをお開き願います。２款１項１目維持管

理費で４１７０万円を計上しております。２６年度対比で４６２万９千円の増

となっております。７節賃金において３８万７千円の減となっておりますが、

施設管理、漏水調査賃金につきまして６６日分から２０日分としたことからの

減となっております。１１節需用費において５１１万３千円の増となっており

ますが、光熱水費において、電気料金の値上げに伴います３７９万円の増、そ

して修繕料においては、水道施設における老朽機器の更新に伴い、１１７万円

の増となっております。１２節役務費と１３節委託料におけます増減でありま

すが、水道施設の水質検査について、２６年度までは手数料で計上しておりま

したが、２７年度より委託料で計上することとしたことによる増減でございま

す。次のページをご覧願います。２款１項２目建設改良費で１億８４６８万３

千円を計上しております。２６年度対比で１億１４０７万８千円の増となって

おります。１３節委託料でありますが、継続事業の本町地区配水管整備工事、

新規として貫気別簡易水道配水管整備工事、振内橋添架配水管整備工事、そし

て本町地区増圧ポンプ新設工事に係る設計委託料、そして簡易水道統合計画策

定業務委託料を計上しております。１５節工事請負費でありますが、配水管整

備につきましては、本年度は本町地区と有収水率の低い貫気別地区の配水管工

事、そして振内橋架け替え工事に伴います配水管添架工事、そして量水器の更

新工事を計上しております。１８節備品購入費において１４０万円の増となっ

ておりますが、２７年において更新すべき量水器の個数が４００個となるため、

１００個分が増となっております。次のページをお開き願います。３款１項１

目元金で８４８１万７千円を計上しています。２６年度対比で７１４万４千円

の増となっております。２３節の償還金、利子及び割引料でありますが、２１

年度、２２年度に実施いたしました振内浄水場の機械設備工事、そして２３年

度に実施した配水管布設工事にかかわります起債償還借入れ分の元金償還が始

まることによる増であります。３款１項２目利子で３０７８万９千円を計上し

ております。これにつきましては水道施設整備事業に伴う起債の償還利子であ
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ります。次のページをお開き願います。４款１項１目予備費でありますが２６

年度と同額の５０万円を計上しております。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たいと思いますので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。

現年分本町簡易水道、貫気別、中部振内簡易水道におけます現年度分につきま

しては１億３１１０万円を計上しております。２６年度対比で８０万円の減を

見込んでおります。この減の要因といたしまして、給水世帯の減少と全体的な

使用水量の減少によるものであります。滞納繰越分につきましては２３０万円

を計上しております。２６年度対比で８０万円の増を見込んでおります。次の

ページをお開き願います。１款２項１目手数料でありますが、２６年度同額の

２０万円を計上しております。２款１項１目簡易水道施設費国庫補助金で３４

９９万８千円を計上しております。本町地区と貫気別地区の配水管整備工事に

係ります国庫補助金であります。次のページをお開き願います。３款１項１目

繰越金５０万円を計上しております。４款１項１目一般会計繰入金で７７６５

万３千円を計上しております。２６年度対比で４５９万２千円の増となってお

ります。事業費の財源不足を一般会計に求めたものであります。次のページを

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。６款１項１

目簡易水道事業債で１億２７７０万円を計上しております。水道施設整備事業

に伴う国庫補助金以外の財源を町債に求めたものであります。以上で歳入の説

明とさせていただきます。次に、第２表地方債をご説明いたしますので４ペー

ジをお開き願います。起債の目的、限度額、方法、利率、償還の方法を定める

ものでありますが、平成２７年度はここに記載の四つの事業に充当を予定して

おります。限度額につきましては１億２７７０万円にしようとするものであり

ます。以上で議案第２４号平成２７年度平取町簡易水道特別会計予算の説明を

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 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 

議案第２５号平成２７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。病院予算書の１ページをご覧願います。第１条総則としまし

て、平成２７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条の業務の予定量でございます。１.業務量

（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２万４３００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４

７人を見込み、外来は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４３１３人で、１日平均１９人を予定してお

ります。次に主要な建設改良事業となります。事業は平取町国民健康保険病院
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改築設計事業６６００万円を予定しています。次に、第３条収益的収入及び支

出の予定額を次のとおりとするものでございます。収入支出とも同額の７億２

３２７万円を予定しております。予算内容につきましては、予算説明書でご説

明申し上げます。次のページをご覧願います。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８２５０

万９千円とし、資本的支出の予定額を８７３８万９千円としております。この

収入が支出に対して不足する４８８万円は、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、起債の借入限度額を定めるものでございます。平取町国民健康保

険病院改築事業の財源として起債の発行を予定しております。限度額は５４０

０万円の借入れを予定し、借入条件等は記載のとおりでございます。次に、第

６条、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７条は議会

の議決を経なければ流用することが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４億６９５０万８千円とし、交際費が３０万円としておりま

す。次に、第８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２７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、予算の内容を説明させていただきます。次のページをご覧願いま

す。平成２７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、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収入第１款病院事業収益

が、本年度予算額７億２３２７万円となり、前年度比較２２３１万３千円の減

となっております。第１項医業収益は４億１５１７万３千円で、前年度比較５

０３万４千円の増となっております。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させていただきます。次に、第２項医業外収益は３億８０

９万６千円で１０３５万３千円の増となっております。第３項特別利益は１千

円を見込んでおります。前年度から３７７０万円の減となっておりますがこれ

は会計制度改正により、前年度計上していた特別利益がなくなったことにより

ます。次に、支出の第１款病院事業費用の本年度予算額は７億２３２７万円と

しております。第１項医業費用は７億２０７６万３千円で前年度比較１５４４

万６千円増となっております。第２項医業外費用は１３０万７千円で前年比較

２５万８千円の減となっております。第３項特別損失は２０万円で、これも会

計制度改正により、特別損失がなくなり、前年度比較１７５９万９千円減とな

ります。第４項予備費は前年度同額としております。次のページをご覧願いま

す。資本的収入及び支出となります。第１款資本的収入は８２５０万９千円と

なり、前年比較５８２０万９千円の増となります。第１項一般会計負担金は２

８３８万９千円で前年比較４７９万８千円の増となっております。第２項企業

債は改築事業の財源として５４００万円の借入れを予定しております。第３項

奨学資金等貸付償還金は平成２２年度に支給した奨学金の返還を受けることと

して、１２万円を見込んでおります。次に、支出ですけれども、資本的支出は、

本年度予算額８７３８万９千円となり、前年度比較５８７４万９千円の増とな
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ります。第１項企業債償還金は、本年度予算額６９万３千円で前年比較２３万

１千円の減となります。第２項長期借入金償還金は、一般会計借入金の償還分

４４０万円となります。第３項建設改良費は、医療機器等の整備と病院改築の

設計を予定して、８１０９万６千円を予定し、前年比較５７７８万円の増とな

っております。第４項貸付金は看護学校への就学資金と看護職資格取得資金を

予定しております。収支につきましては先ほど説明いたしましたが、４８８万

円の不足がありますが、留保資金で補てんする予算としております。次のペー

ジをご覧願います。平成２７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６９３５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２億４７１０万５千円を予定し、前年同額

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１０

０人、延べ患者数２万４３００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１９人、述べ患者数４３１３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

３１７７万８千円を予定しており、前年度比較３３０万７千円の増としており

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３６２９万円、

前年度比較１７２万７千円の増となっております。１節室料差額収益、２節公

衆衛生活動収益、３節自動車収益が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、２９２８万５

千円を計上しております。次のページをご覧願います。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９千円を予定しております。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２億８千万円計上してお

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。次に、３目患者外給食収益は４４万５千

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２３１４万２千円で、

前年度比較３４万２千円の増となっております。１節のその他医業外収益は５

９４万６千円を計上し、６０万４千円の増となっております。主なものは職員

住宅の使用料が増加するものとなります。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。２節長期前受

金戻入の科目は昨年度から計上した科目ですが、取得した対象資産の減価償却

見合い分を収益化するものとなります。前年度比較２６万２千円の減となって

おります。次に１款３項１目特別利益ですが１千円を計上しています。昨年度

から３７７０万円の減となっておりますが、会計制度改正により、昨年度計上

された退職給付引当金に係る利益がなくなったことによります。次のページを

ご覧願います。収益的支出の予算となります。１款１項１目給与費でございま
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す。本年度は４億６９５０万８千円となり、前年度比較２３２３万３千円の増

となります。１節給料は医師２名、職員３１名の総額１億４７０９万２千円と

なります。増額となった理由は定期昇給、職員の入れ替わりなどにより、５０

０万８千円の増額となっております。２節手当は各種手当として９６２９万４

千円を計上しております。勤勉手当の支給率の改正などで３９４万４千円の増

となっております。３節報酬は１億１７５１万２千円で、その内嘱託職員報酬

が７９４７万円となり、この中には医師２名分の給与が含まれております。振

内診療所医師分の診療日数が増えた分と看護師の育児休業復帰などにより８８

６万３千円増となっております。嘱託医師等業務報酬として出張医等の報酬を

３８０４万２千円計上しております。常勤医師の負担軽減を考慮し、出張医な

どを依頼いたします。４節法定福利費は本年度予算額５５７４万３千円で、前

年度比較１６７万１千円の増となっております。５節退職給与金は本年度予算

額３３４２万円で前年度比較１５９万９千円の増となっております。６節賞与

引当金繰入額は昨年度から会計制度改正により、義務付けられたものになりま

す。本年度予算額は１９４４万７千円となり、前年度比較２１４万８千円増と

なります。次のページをご覧願います。１款１項２目材料費でございます。本

年度予算額６３４０万円を計上しております。前年度比較５５万２千円の減と

なっております。１節薬品費は２０４０万円を計上しております。前年度比較

９６０万円の減となっておりますが、これは薬品費について、２６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４２００万円

を計上しております。前年度比較は９０４万８千円の増となっております。２

７年度から給食材料費の委託を廃止して直接購入することとしたことにより、

給食材料費１３８０万円が新規に増加となっております。これに伴いまして経

費の委託料がなくなることになります。３節医療消耗備品費は８０万円を計上

し前年同額としております。４節給食消耗備品費も前年同額としております。

次のページをご覧願います。１款１項３目経費でございます。本年度予算額１

億６２２１万３千円を計上し、前年度比較６８６万６千円の減となっておりま

す。１節賃金は６３９万７千円を計上しており、前年度比較２９８万３千円減

となり、臨時職員賃金を計上しております。２節旅費交通費は３５０万円を計

上し前年度と同額としております。３節職員被服費は７０万円を計上し、前年

度比較２万円減としております。４節消耗品費は２６０万円を計上し、２０万

円減とし、５節消耗備品費は１８０万円で前年比較１０万円減としております。

６節会議費は１０万円を計上し前年同額となります。７節光熱水費は５７７万

円で１２万円増としております。単価増などを見込んでおります。８節燃料費

は１２２０万２千円を計上し、６０万１千円増となっております。９節食糧費

は４０万円を計上し、１０節印刷製本費は８０万円を計上し前年度同額として

おります。１１節使用料及び手数料は１００１万円を計上し、前年度比較１９

３万６千円の増となっております。医師送迎車の入れ替えのリース料や常勤医

の負担軽減を図るため出張医の確保の医師紹介手数料などの増加によります。
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１２節通信運搬費は１０７万２千円を計上し、前年度比較１万８千円増となっ

ております。１３節保険料は２００万円を計上し、前年度比較９千円増となっ

ております。１４節建物修繕費は２７０万円を計上し前年同額となっておりま

す。１５節車輌及備品修繕費は２１０万円を計上しております。前年度比較１

０万円減としております。１６節賃借料は３２万４千円を計上し前年度同額と

なっております。次のページをご覧願います。１７節委託料は１億７２２万２

千円を計上し、前年度比較６１１万円の減となっております。主要な減額の要

因は材料費のところでも説明いたしましたが、給食材料費の委託の廃止や振内

診療所の派遣医師の日数と単価の減などがあります。１８節交際費は前年度同

額となっております。１９節諸会費は１５６万６千円を計上し、前年度比較３

万７千円減となっています。２０節雑費は５０万円を計上し、前年同額となっ

ております。次のページをご覧願います。２１節修繕引当金繰入額は昨年度の

会計制度改正により計上しておりまして、昨年度と同額の１０万円を計上して

おります。２２節貸倒引当金繰入額のも今ご説明した修繕引当金繰入額と同じ

になりまして昨年同額の５万円を計上しております。次に１款１項４目減価償

却費でございます。本年度予算額は２３６６万２千円を計上し、前年比較２９

万９千円の減となっております。１節建物減価償却費から５節リース資産償却

費の当年度償却予定額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に前年度同額の４

０万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１５８万円を計上しております。２節旅費交通費が前年度比較７万円

の減となっています。その他の科目は前年度同額としております。次のページ

をご覧願います。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３０万７千円を計上しており、前年度比較４万２千円の

増となっております。次に、１款２項２目消費税でございます。１００万円を

計上し、前年度比較３０万円の減となっております。次に１款３項１目特別損

失でございます。本年度予算額２０万円を計上し前年度比較１７５９万９千円

の減となっております。会計制度改正に伴い、２６年度は特別損失が計上され

ましたが、２７年度は計上されないことによります。次に、予備費は前年同額

の１００万円を計上しております。次のページをご覧願います。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２８３８万９千円

を計上しています。次に１款２項１目企業債でございます。改築事業に係る実

施設計費の財源として５４００万円の起債の発行を予定しています。次に１款

３項１目奨学資金貸付金償還金でございます。奨学資金の貸付金の償還として

１２万円を見込んでおります。次のページをご覧願います。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６９万３千円

を計上し、前年度比較２３万１千円の減となっております。次に１款２項１目
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長期借入金償還金でございます。２２年度において一般会計から４４００万円

の運転資金を借入れたものを１０年で元金均等償還することとして５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電動ベッドなどの医療機器の購入費で

３００万円を計上しております。２節は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医療機器などのリース料の支払いとし

て７１９万６千円を計上しております。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係る基本設計と実施設計委託料として

６６６０万円を計上しております。２節工事請負費は病院職員住宅の外部塗装

工事として４００万円を計上しております。次に１款４項貸付金１目奨学資金

等貸付金でございます。奨学資金貸付金は２７年度から看護学校へ入学する学

生に対しての貸付金６０万円を計上しております。２目看護職資格取得資金貸

付金は２６年度に新たに制度を設けさせていただきました貸付金でありまし

て、６０万円を計上しております。次のページをご覧願います。１６ページか

ら２０ページまでは給与費明細となりますが、詳細の説明は省略させていただ

きます。２１ページをお開き願います。次に、平成２７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。２７年度の資金の動

きの情報となります。１年間の資金の受入支出の予定を記載したものとなりま

す。１の業務活動によるキャッシュ・フロー、２の投資活動によるキャッシュ・

フロー、３の財務活動によるキャッシュ・フローと三つに区分した現金の予定

になります。一番下の２７年度末の資金残高が１２４万３千円と見込んでおり

ます。詳細の説明は省略させていただきます。次のページをご覧願います。平

成２７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。２７年

度の貸借対照表でございますが２８年３月末の予算執行後の残高となっており

ます。まず左側の資産の部、１．固定資産ですが（１）の有形固定資産がイ、

土地からト、の建設仮勘定の項目まであわせまして３億７６２８万４千円の残

高となっております。次に（２）の無形固定資産はイ、の電話加入権からハ、

の無形リース資産の項目をあわせまして、２９７万２千円になります。（３）投

資その他の資産がイ、の前払退職手当組合負担金からロ、の貸倒引当金をあわ

せまして、４１６５万３千円になります。固定資産合計が４億２０９０万９千

円となります。次に、２の流動資産ですが、現金預金の残高が１２４万３千円、

未収金が５千万円、貯蔵品が３００万円を見込み、流動資産合計が５４２４万

３千円を予定しております。資産合計が４億７５１５万２千円となります。次

に、右側の負債の部の３．流動負債でございますが、（１）の一時借入金から（７）

の預り金までの残高が１億１１６３万８千円を予定しております。次に４．固

定負債でございます。（１）の企業債から（４）の引当金までの残高が７７４０

万７千円を予定しております。次、５の繰延収益になりますが（１）の長期前

受金から（３）の建設仮勘定長期前受金までの残高が１億３４０６万円を予定

しております。負債合計が３億２３１０万５千円を予定しております。次に資
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本の部でございますが６．資本金ですが、（１）の自己資本金として２億１４１

万４千円の残高を予定しております。７．剰余金は（１）の資本剰余金のイ、

その他の資本剰余金が１５２万８千円となります。（２）の利益剰余金はロ、繰

越利益剰余金年度末残高、これは累積欠損になりますが５０８９万５千円を予

定しております。利益剰余金合計がマイナス５０８９万５千円となり、資本剰

余金が１５２万８千円となり、資本金合計とあわせた資本合計が１億５２０４

万７千円を予定しております。負債・資本合計が４億７５１５万２千円となり、

左、右と同額で平成２７年度末予定貸借対照表となります。次に、２３ページ

をご覧願います。昨日の議会で提出した補正予算を見込まない額での２６年度

の予定損益計算書となります。２６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

になりますけれども、２６年度補正予算を見込まない損失になりますが、５４

１２万円を見込み、特別利益が３８７８万４千円、特別損失が１７２９万９千

円を含めた、平成２６年度純損失が３２６３万５千円となる決算を見込んでお

ります。昨年度の繰越欠損金が１８２６万円ありますので、この額を加算した

５０８９万５千円が累積欠損となる予定です。昨日、補正予算を提出させてい

ただいて議決を得ておりますので、この額から３２００万円が減った額が実際

の決算見込みになるかと思います。次に、２４ページをご欄願います。平成２

６年度の予定貸借対照表になります。今ご説明した予定損益計算書の数字に基

づいた予定貸借対照表となります。補正が含まれていない額となりますので各

科目の数値については説明を省略させていただきます。平成２６年度から地方

公営企業会計制度が大きく改正され、その実行年の初年度の途中で決算が確定

しておりませんが、財務諸表などが大きく変わり、説明が行き届かなかった箇

所もあったかと思いますがご理解をお願いいたします。以上病院会計の説明を

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します。 

 

議長 以上で議案第２０号から議案第２５号までの平成２７年度各会計予算の説明が

終了いたしました。 

お諮りします。ただいま提案がありました平成２７年度平取町各会計予算につ

いては、議会運営基準１１１により、議員全員で構成する予算審査特別委員会

を設置し、これに付託して審査したいと思います。ご異議ございませんか。 

（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２０号から日程第７、議案第

２５号までの平成２７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、審査することに決定しました。 

お諮りします。ただいま設置されました、予算審査特別委員会の正副委員長の

選挙については、議長の指名推薦により行いたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。 

（異議なしの声） 
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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４日から８日までは休会とし、

９日に再開しますので、よろしくお願いをいたします。以上で本日の日程はす

べて終了いたしましたので、これをもって散会といたします。ご苦労様でござ

いました。 

 

  

（散 会 午後 ３時４６分）
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 平成２７年第１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ないます。会議録署名議員は、会議規則

１２２条の規定によって５番貝澤議員、８番山田議員を指名します。 

日程第２、一般質問を行ないます。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番藤澤です。町政執行方針と予算の配分、事業内容については、ほぼ健全と

いいますか、限りのある財源の中で苦心をされて作ったなという感じで受けと

めさせていただきました。後にもふれますけれども、この健全財政と申します

かあるいは、ある意味では、緊縮財政というのかもしれません。これについて

は、例えば、後でふれますけども雇用の関係でふれますけれども、びらとり温

泉に事業費をいく分かけたと。あるいは、来年度に向けて、病院建設など、大

きな出費が伴うということで、あえてこの２７年度についてはこういう予算配

分になったのかなと、いろいろ思いをめぐらしながら、後半の今日からの議会

に臨んだわけであります。今年についても、平取ダムの事業、建設業者が決ま

ったようでありますし、聞くところによりますと、大方の建設に携わる方々が

平取町に住所をおきながら、この４年５年という建設期間をすごしていただけ

るということでございますので、１０月１０日の国勢調査には、その分が上乗

せされるのかなと。これも大きな企業誘致の一つだと思って、昨年の温泉、そ

して言った今年の移入者、流入者というんですかね、工事に関わる、平取町に

入ってくる方、そして次年度に向けた病院等の建設ということで、昨日、今日、

明日と、ある意味ではつながって順調につながってきたのかなというふうにも

考えるところであります。この私の一般質問の町政執行方針には四つに区切っ

て通告をしております。この一つ目にですね、執行方針の２８ページにもあり

ますように、子育て支援関係ですね。実は、昨年の１２月にも、類似した質問

を行っており、果たしてこの質問が重複するんではないのかなという懸念を持

ちながら、通告をいたしたわけですが、昨年申し上げたように国のほうで人口

減少に関わる政策というのが重要視されておりまして、または、年前にも北海

道においても、企業誘致はもちろんのことでありますが、この人口減少問題、

そして学校、子育て支援、というかたちで国も北海道も、この人口減少子育て

関係については、まさに、上位から１か２番目の大きな課題として、新聞、テ

レビ等ニュースで見受けるわけであります。ここでひとつ本論に入る前にです

ね、この地方創生担当大臣というんですか、担当省というんですか。この確か

去年だと思いますけども、石破担当大臣、頑張るとこには頑張る自治体には、

そして良いアイデアを出した自治体には予算を出すんだと言っておりました
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が、今年になって安倍総理も同じように、アイデアを持って元気に頑張る自治

体を助けるんだと、いうことを明言しておりますので、まずこの地方創生と、

それからまち・ひと・しごと創生総合戦略、ちょっと理解できていない部分が

あるので、この部分を担当課長に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 

それではお答えさせていただきます。今ご質問にありました地方創生に関連す

る法案、まち・ひと・しごと創生法が昨年１１月に施行されたというところで

ございまして、これは地方創生ということで、安倍内閣の肝煎りというような

ところで、位置づけをされているというところでございまして、この法令その

ものの目的をちょっと朗読をさせていただきたいと存じますけれども、この法

律は、我が国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に

歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの

地域で住み良い環境を確保して、将来にわたって、活力ある日本社会を維持し

ていくためには、国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安

心して営むことができる地域社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多様な人

材の確保及び地域における魅力ある多様な就業の機会の創出を一体的に推進す

ることを目的とする、というような内容になっているということでございます。

それでですね、今後の地域創生の推進ということで、国の取り組みといたしま

しては、国自体が長期ビジョンを策定いたしまして、それに基づいた総合戦略

を立てていくということになっておりまして、今のご質問の中にありました子

育て支援というのも非常に大きな基本目標の一つになってるというところでご

ざいまして、それをおおむね５年程度かけて実証していくということにしてお

りまして、国の長期ビジョンを受けて地方版の総合戦略を都道府県、市町村も

立てるというようなことになってございます。情報支援、財政支援、人的支援

もですね、国が補償するというようなことになっておりますので、その辺で人

口ビジョンとあわせて総合戦略を策定して、それにのっとってやるということ

になっておりまして、先週の議会でも説明いたしました補正予算が既に先行型

として来てございますし、２７年度中に地方版の総合戦略を立てて、今後５年

間、子育て支援ももちろんその中に盛り込むということになりますけれども、

そういった中でやっていくというようなことになっておりまして、国も予算規

模で言いますと、平成２７年だけで関連予算を１．３兆円程度用意していると

いうことでございますので、非常に国としても力を入れてやっていくというよ

うな方向性を示しておりますので、これにのっとった、私どもも総合的な戦略

を形成していくということになろうかと思っております。以上です。 

 

議長 藤澤議員。 
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９番 

藤澤議員 

藤澤です。国のほうから目次を出して、中身の文章、ストーリー物語について

は自治体が出しなさいというような感じで、おそらく大きな方向づけとしては

三つか四つぐらいに絞られてくるんだろうというふうに思っております。そう

いう意味では、まだまだ自治体のアイデアを出すには、早急にもいかないし、

これからせめて半年中にはという、そんなスパンかなとも思うわけであります。

それについてですね、この地方創生の中で一番に取り上げてるところの企業誘

致の次に来ている子育て支援について、でございますが、実はもう皆さん全員

に配ればよかったと思うんですが、川上町長が取り組んだ事業について、平成

２０年から２６年の大まかな事業を抽出してまいりました。そして、川上町長

にもお見せして、間違いはないですかねということで、大まかに拾ってみまし

たら実は毎年、五つ六つの新事業、例えば２０年については、三つでございま

すか。アイヌの伝統的空間イオル再生事業実施、町民とのひざ・びらとりの実

施、町有林枝払い冬期雇用事業。２１年には子育て支援医療費助成事業、町民

税１％まちづくり事業、介護保険料引き下げ、これは３４００円から３千円に

なっております。放課後子ども教室、全部読み上げたら時間が足りませんので

読み上げませんが、子どもを育てるに当たっての関連にあるものだけを読み上

げますと、このほかにプレミアム商品券も家計費にずいぶんありがたいもので

ありますし、高齢者福祉灯油、これは別ですかね。あと荷負小学校、貫気別へ

統合、あるいは平取もそうでありますが、越してきた荷負の駐在さんは、３人

のお子様がおられまして、何を感心されてありがたいかと聞いてみたら、玄関

先から学校の校門まで送っていただける。こんなありがたいことはない。大変

喜んでおり、考えてもみなかったありがたいことだと、今でも感謝をしており

ます。あと、厚生部門ではやはりびらとり温泉のオープンもそうでありましょ

う。また、さわやか赤ちゃん誕生祝い、そして国保病院の循環器あるいは皮膚

科、そして、治療費の中学生までですか医療費関係、まだまだあるんですが、

保育料の引き下げ等まだまだあるんですが、数えてみますと、２０年からこの

かた、平取町長は、新規事業を５０ぐらいやってるんですね。今、子育て支援

にかかわるものだけを取り上げましたが、このほかにそれでは、藤澤議員はこ

のほかに何を求めてるんだということになるかと思うんですが、まさにこれだ

け重複しながら、子育てにかかわる支援対策をやっていただいてるということ

になれば、精いっぱいやっていただいてるということで、これ以上を求められ

ると乾いたタオルをさらに絞るのかと、お叱りを受けるかもしれませんが、い

ずれにしても大きな自治体のまさに存亡にかかわる大きな問題でございますの

で、１２月議会にもお伺いをいたしましたが、執行方針を発表するに当たって

のこの問題に対する考え方の一端をお伺いしたいと思います。 

 

議長 町長。 

 

町長 それではご答弁申し上げます。今、るる少子化対策の関係について、お話がご
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ざいましたけれども、私としてはまだまだ、十分ではないというふうに考えて

おりますので、さらに助成をしていかなければならないというふうに思ってお

りますが、一連のお話を申し上げたいと思いますけれども、国では２７年度中

に国、道、市町村の連携のもとに国と地方における人口減少ビジョン総合戦略

を樹立することになってございます。その中で、少子化対策等の事業等の具体

的な施策を明確化されることになってございますので、現在第６次の１０か年

の総合計画を策定中でありますので、あわせて取り組んで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。藤澤議員がご指摘のとおり、人口減少対

策については、平取町をはじめ多くの町村にとって待ったなしの課題でござい

ます。先日の国会での施政方針演説でも、安倍首相は地方にこそチャンスがあ

る。地方こそ成長の主役である。熱意ある地方の創意工夫を全力で応援すると

述べております。私どもの町としても、国、道と連携しながら、地方創生に向

けた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。し

かし国はアベノミクスの経済対策に次ぐ２枚看板の一つということで、地方創

生に力を入れる反面、財務省は地方交付税を大幅に削減をしてきております。

人口減少対策を食い止めるためには、今必要なのは、市町村の税収不足を補う

地方交付税の充実、また人口減少対策に使える、幅広い税源移譲というふうに

考えてございます。これまで平取町としても人口減少歯止め対策をはじめ、少

子化対策については先ほどご質問の中にありましたとおり、いち早く取り組ん

でおり、一定程度の効果は出ているものの、歯止めまでには至っていないのが

現状でございます。そういったことから、これまでやってきた事業の検証をし

っかりしながら、国の指導ではなく、平取町のオンリーワンの施策が重要と考

えてございます。そのためにも、今後町が強化していかなければならないのは、

何より大事なのは、若者が夢と希望を持って働くことができる、安定的な雇用

の場の確保が大切と考えています。また結婚したい、子どもを持ちたいという

若い世代の希望がかなうような環境をこれまで以上に整えることではないかと

いうふうに考えております。雇用が安定せず、結婚や出産に踏み切れない若者

も多いかと思います。また、経済的な負担が重くなりやすい多くの子どもを抱

える世帯への支援等々もしっかりと今後考える必要があるというふうに考えて

おります。そういったことから、今年１２月までに平取町の新しい総合計画を

樹立する予定でございますので、平取らしい人口ビジョン、総合戦略を含めな

がら策定し、国の支援等を有効に活用できるように国の動きを注視してまいり

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 藤澤議員。 

 

９番 

藤澤議員 

藤澤です。当然のことながら、つい 近の新聞にも、道内で将来３０年あるい

は４０年頃には、１７９でしたか、北海道の自治体が３分の１になるだろう。

こういうことを読みますと、公の新聞がここまで出されますと、わが町のこと
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のように心配するところであります。今のご答弁をもって１番目は終わるわけ

ですけれども、２番目といたしまして、執行方針にありました雇用対策、これ

はいろんな雇用の場があって、一概にはこれとこれでこうであるということに

はならないわけでありまして、私はこの執行方針の中の雇用対策について、こ

れを取り上げたわけであります。と申しますのは、先ほど読み上げました町有

林の枝払い冬季雇用事業、これについてはもう皆さんが、従事された方々にお

聞きしているだろうと思いますが、どんなところにこの寒いときにどんなとこ

に連れていかれるのかなと、おっかなびっくり行ったところが、大変作業内容

も作業時間も配慮されたなかで、年前には稼いだ分が孫の小遣いにもなるんだ

と大変喜んでおりました。ところが、次年度、さらに次年度になりますと応募

者が多すぎて目減りしてしまったと。私もこの冬でしたかね、正月でしたか、

自分ももう山に行くんだと申し上げましたら、いやいや増えたら困るんだと。

おれたち先にやってるやつ残してあんたがた新しいのは入らないでくれと笑い

ながら言っておりましたが、いや隣のじいさんも、いやうちの親戚も行きたい

んだという声が多いわけであります。たまたま農協からも、大きな面積で山林

を譲り受けましたが、私が言うまでもなく、山は手入れをすればするほど見返

りがあるんだということでございますから、今の枝打ち、２０年から始まった

枝打ち作業についても年々伐採、枝打ちがされて、果実が膨らんでいるんだろ

うと。今行っているものについては子、孫がその果実を回収、収穫するんであ

ろうなという、林業に関しては、親子２代３代にわたる壮大な事業ということ

でありますので、まあ私現有の町有林ももちろんのことでありますが、この農

協から寄贈を受けた山林、山の姿、林相はまだ見ておらないので一概と言えま

せんが、おそらく収穫伐期には相当早い、若い山林、あるいは年寄った山林な

のかなというふうにも思いまして、回収のつく、ある程度回収のつく事業でご

ざいますから、この枝打ち作業も、大きく言うならば、今の１千万を２千万程

度にして、もっともっと木の育成に、そしてお年寄り、私たちに働く場をいた

だいてですね、その運動、快い汗のもとに、健康を維持して、あるいは健康を

回復して、病院に行く回数も減るという、三重の喜びに浴していただきたいな

と、浴したいなとそういうふうに思ってこの執行方針の雇用対策をこの枝打ち

作業に問題を求めたわけでありますので、町長のお考えを伺います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 それでは質問にお答えしたいと思います。平取町では、地域雇用創出基金事業

といたしまして、冬季間における町内の雇用対策の充実を図るために、町有林

の枝打ち、ツル切り、枝条巻き等の作業を事業料１千万円で議員おっしゃると

おり、平成２０年から実施してきているところでございます。現在の基金事業

としましては、平成２７年度まで実施する計画となっております。ほかの市町

村においても実施の例を見ない、平取町独自の事業であり、大変評価を得てい
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るところでございます。継続実施の要望も多くあるところであります。平成２

０年度には２４名の応募があり、平均年齢が５９．８歳、１人当たりの収入と

いたしましては１５万円程度ということでございました。年々応募者も増え、

その後３１名、４２名、５９名、今年度２６年度につきましては７０名という

多くの町民の方がこの事業を利用しているというかたちでございます。ただし、

平均年齢のほうもかなり上がってきているということで、今年は６１．６歳ま

で平均年齢が上がっているようなかたちになってございます。 高齢の方は８

２歳、若い方で２４歳ということで、１人当たりの収入につきましても、当初

１５万円程度ということでございましたけれども、今年度につきましては９万

円ほどというようなかたちになってございます。年齢が高くなりますと事故等

の心配もございますし、山林内の仕事ということで、平らな場所ばっかりでは

ありませんので、また１日でこなす仕事量などで年齢により、差が出てきたり

するということで、現在は１日単価９千円という賃金になっているところでご

ざいますけれども、その部分でも事業を行なう面で難しい問題が出てきている

状況であります。また緊急雇用創出事業のねらいといたしましては、冬季間仕

事がなくなる方を対象に、春までのつなぎとして考えていたわけでありますけ

れども、現在では１２か月仕事がない方、つまり、高齢などでリタイヤされた

方も現状多く来ているところでございます。その辺も、整理すると言ってもな

かなか難しい状況でございます。平成２８年度以降につきましては現状白紙の

状態ではございますけれども、継続の要望も多いことから次の総合計画を策定

するなかで、町民の方々の意見、議会の意見を聞きながら協議をしていきたい

と考えております。また国の地方創生政策の中で対応していけるメニューが出

てまいりましたら、積極的に活用していきたいというふうに考えてございます。

現在町有林、農協より寄付のありました山林を含めて、その施業につきまして

は平取町森林整備計画及び森林経営計画に基づき、４０年おくれるカラマツを

中心として人工林を計画的に毎年３０ヘクタール、皆伐を行いまして、皆伐、

植え付け、下刈り、除伐、間伐の施業を繰り返す循環型経営というのを平成２

５年度から実施をしてきております。２７年度以降についても、その計画に沿

いまして実施をしていく予定となっております。枝打ち作業等につきましても、

その中に含めて実施をしてまいりますので、林齢などを考慮し、適期に実施を

するというかたちになりますので、なかなか予算規模を議員おっしゃるとおり

倍増してということにつきましては、難しい状況にあると考えますけれども、

議員の提案も十分考慮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。また、その他の作業ということになりますと、チェーンソーを使ったり、

専門的な作業となるために安全面を考慮いたしますと、緊急雇用的に集めた人

員により実施するのは大変難しい状況でありますとともに、町有林の経営計画

につきましては現在の軌道に乗ってきているところでありまして、町内民間業

者や森林組合にありましては計画的な事業の発注があることによりまして、う

まく回りだしているというような認識をしているところでございます。短期の
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雇用拡大という意味で実施をするということであれば現在実施をしている冬季

間の枝打ち等の事業が適当と考えているところでございます。農協より寄付の

ありました山林につきましては、５４３ヘクタールのうち平取町内の山林が３

１５ヘクタールあまり、日高町の所在になります山林につきましては２２８ヘ

クタールほどございます。そのうち天然林につきましては４２７ヘクタール、

人工林は１０７ヘクタールとなっておりまして、そのうち人工林の４２ヘクタ

ールの立木につきましては、農協が処分をすることとなっておりますので、す

ぐに活用というふうにはなりませんけれども、この山林につきましても、今後

町有林経営計画に組み込みまして、整備を図っていく予定でございます。平成

２６年度の補正予算による地域消費喚起生活支援型地域創生先行型事業につき

ましては、既に補正予算の議決をいただいておりますので、今後国のほうから

示される、地方からの優れた事業に対する支援等を注視しながら、平取町経済

の活性化につながる事業を検討してまいりたいと思っております。 

 

議長 藤澤議員。 

 

９番 

藤澤議員 

藤澤です。おおまか理解をしたところでありますが、今年この冬に入ってから、

これは道東の話でありますが林業作業中に熊が出たと、これはやはり、奥地へ

入って熊の生活圏内にやはり入ってしまったのかなと、何とも言えない事故が

ありました。こういう面についても当然、配慮されてると思いますが、これか

ら先も、言い方をかえれば、この事業は、今の１千万程度で長くやるのか、あ

るいは、２千万、３千万にして、途中でやめてしまうのかという議論もあるか

と思いますけども、可能な範囲でできるだけ長くというのが、本筋なのかなと

そういうふうに思っておりますけども、その辺はいかがでしょうか。 

 

議長 町長。 

 

町長 ただいま産業課長からお話がございましたので、多少重複するかと思いますけ

れども、現在実施している緊急雇用対策については、夏場は仕事があっても冬

場に仕事が切れる、主には季節的な雇用の方々を対象にしながら、少しでも生

活安定してもらおうと進めてきているところでございます。働いている方々は

冬場に仕事がないなかで、町の財産である町有林の手入れをしながら、働くこ

とができることは大変ありがたいと感謝の声も届いているところでございま

す。しかし議員がご指摘のとおり、 近応募の数も増えまして、働ける日数も

目減りしてきている状況にございまして、増やしてほしいという声もございま

す。本年度も１千万円の予算措置を計上しているところでございますが、これ

を倍にするというのは、現在の財政状況からいっても大変難しいのかなという

ふうに考えてございまして、私としてもできるだけ長く継続していくことが重

要と考えてございますので、現状維持できればいいなというふうに、維持の１
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千万の予算措置のなかで長くこれが事業として取り組めればいいというふうに

考えておりますが、藤澤議員の意見も十分留意しながら今後の取り組みについ

て、新しい計画作りのなかでも十分議論をしていただきながら、考えていきた

いというふうに思いますので、ご理解を願いたいと思います。 

 

議長 藤澤議員。 

 

９番 

藤澤議員 

藤澤です。それでは、３番目に入っていきたいと思います。執行方針の中で２

４ページに沙流川総合開発事業に係る水資源地域推進ということであります

が、この本論についてここにからめるのがいいのかどうかは、お許しをいただ

きましてですね、道道６３８号線振内宿志別線、言うところの振内豊糠線、こ

れについてはもう過去古くから要請がございまして、途中まで改良舗装された

ということでありますが、その後曲がりくねった山道ということで、豊糠ある

いは、幌尻岳に向かうお客さんの一部には山道の雰囲気が非常に良いと、登山

道に向かうにふさわしいなというお客さんも実はいるんですが、やはり一番に

考えるのは住民の足ということで、やはり桂峠から豊糠方面に向かっての道路

は改良が必要であろうと。聞くところによりますと、台風、言うならば風雨、

降雪、大雪ですね、の関係で、一時自宅へ帰れないこともあるんだということ

も聞いております。おかげさまで貫気別からの流入については、平取ダムの関

係で相当な整備がされた、そして、ダムから宿主別大橋ですか、から豊糠の町

の中までの道路が今整備されつつあるということで、これは近い将来すんなり

と入ることができる。先ほど申し上げた、振内豊糠線、これについては当時か

ら保安林という指定でございますのでなかなか解除は難しいということで、改

良工事が止まったと聞いております。しかしながら、もう既にその聞いたとき

から１０数年２０年ですか。今も法令どおり考えていくと保安林解除にはなら

ないんだろうと思いますけれども、逆にですね先ほど申し上げた豊糠地区の特

殊性、まず平取ダムの工事がこれから向こう５年あるいは延びても７年という

壮大な事業が始まるということと、幌尻岳のいわゆる登山に対するベースキャ

ンプ的な意味合いを持たすなり、その保安林解除に少しでも傾いてくれるよう

な、アピールの仕方というのはないものなのかなと。また、その中の一つとし

て、当然災害時、あるいは、ある意味の有事の際には、振内、貫気別と避難す

る、あるいは車で往来することについては、大きく安全に寄与するものだと考

えておりますし、特に想定されるおまつり等については、すずらんまつり、お

まつり等についても、一方通行が楽々と曲がりくねった道を通行、通過できる

という、そういうメリットもありますので、何とか保安林解除を含めたなかで、

改良舗装工事がなされるよう、強く求めるものであります。お考えを伺います。

 

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。ご質問の振内豊糠間、道道宿志別振内停車場線の改良と

いうところでございますけれども、本路線につきましては延長が１２．５キロ、

このうち振内側国道を起点といたしまして、６キロがすでに改良済みというと

ころでございます。１２．５キロのうち、ダム関連整備が２２９０メートル、

うち豊糠橋が今さかんに建設をしておりますけども、５５９メートルとなって

おりまして、ご質問にありましたとおり事業といたしましては、中断というよ

うな現状がございまして、それも保安林解除の手続きに時間を要しているとい

うようなことになっておりまして、今年度もほとんど工事らしい工事が進んで

いないという状況でございます。先月室蘭建設管理部との来年度以降の要望も

含めていろいろと協議をさせていただいた中では、２７年度中に国有林との協

議をほぼ終了させたいという意向を示しておりまして、本格的に２８年度で再

度また桂峠を中心とした整備を行ってまいりたいというような回答も得ている

というところでございます。建設管理部としても早急に豊糠までの施工を進め

たいということでありますけれども、やはり重点的な予算配分が非常に厳しい

という状況でもあるというようなこともあわせて聞いております。今、通行止

めのお話がありましたけれども、この路線は管理上、断続的に１００ミリ以上

の雨が降ると通行止めというような規制区間になっております。雨が止んでも

６時間は閉鎖するというような状況になっております。平成１５年の豪雨には、

孤立化したという実態もございまして、自衛隊のヘリも出動するというような

状況にもなっています。 近はこのような状況はありませんけれども、ご質問

にもあったとおりですね、平成２８年度中には、貫気別側から道道芽生貫気別

線のほうからのアクセスがほぼつながるということで、この辺の孤立化は回避

できる状況になるのかなというふうに考えてございます。この路線は平取ダム

の建設にともなう水源地域の対策特別措置法に係る計画にも計上されておりま

して、優先的に整備を行うというような路線の一つにもなっておりますので、

議員質問にありました幌尻岳のベースキャンプとしての、今とよぬか山荘も一

生懸命やっておりますけれども、そういった利用の促進ですとか、もちろんダ

ム工事によって振内側からの交通量もある程度の増大が見込まれるというよう

なことも含めてさらに、水特法に基づく事業なんだということも再認識してい

ただきながら、強く要望をしてまいりたいというふうに考えてございます。以

上でございます。 

 

議長 藤澤議員。 

 

９番 

藤澤議員 

藤澤です。恥ずかしながら、１００ミリ以上、６時間というのは今、思い出し

たところでありまして、やはり、私どもは、常日ごろいろんな地域に目を向け

て、過去からの情報も蓄積しながら、お話しをしなきゃならんなと、今恥ずか

しい思いで聞いておりました。いろいろ今ご説明があった中でですね、当局も

事情は重々わかってるということでございますので、何とか、やっぱり平取ダ
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ム完成までではなく、当然、工事車両関係あるいはその他の通行往来もあるわ

けですから、できるだけ早くというのが、地域の願い、我々の願いであります

ので、よろしくお願いをいたします。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは私のほうからもご答弁させていただきたいと思いますが、平取ダムの

本体着工に町も相当力を入れてきましたけれども、新年度２７年度に本体着工

に決定したところでございまして、今後ダムの工事については粛々と進められ

るものというふうに考えておりまして、次はやはり平取ダムに関連する水特法

事業でありますこの道道宿志別振内停車場線の道路整備事業に重点を置きたい

というふうに考えておりまして、これらについては、日高の総合開発期成会の

重点要望事項になっておりますが、そのほかにも、道のほうに行ったときには

各部署によりながら個別に要請活動をしてございまして、何とか一定のめどを

立てたいというふうに考えてございまして、この事業はダムによる水没等で移

転等の不利益をこうむる水源地域に対する水特の事業でございますし、豊糠地

区の約束ごとでございます。また病院、あるいは学校、買い物等については振

内におりるというような生活路線でもございますので、今後とも強力に要請し

てまいりたいと思いますので、答弁に代えさせていただきます。 

 

議長 藤澤議員。 

 

９番 

藤澤議員 

通告の 後になりますが、今の豊糠関係の話にひとつつけ忘れておりましたが、

貫気別の中央にかかる橋の件についてもひとつよろしくお願いいたします。そ

れでは、 後に振り込め詐欺等の被害の関係でございますが、無理くり１９ペ

ージの防災消防救急補助体制の中で無理くりこじつけたわけですけれども、実

は皆さんもご存じのとおり、毎日のようにですね、新聞テレビで、被害の状況

がニュースになっております。単純でありまた高額でありという非常になんと

もし難いジレンマといいますか、目で見ておられるのでないかなと思いますけ

ども、札幌では１千万とか１４００万とか、あるいは旭川ほかにおいて８００

万が３５０万がと、確か２０年だったか２１年だと思いますけども、隣の町で

は、お年寄りが３千万を詐欺をされて、門別警察署が動いたということでござ

います。それから、この質問に関して警察に尋ねたところ、恥ずかしくて、そ

れから身内に叱られるから被害届を出してないというのが実は相当あるらしく

ですね、そうすると北海道内で確か年前は１２億かちょっとかなと言っていた

被害が今は１３億、１４億ですから、年々増えてるのが実態であり、隣人、家

族、特に家族、子どもには言えないんだという人が多いという、そういうのを

聞いたときに、隠れ被害がいくらあるんだろうなと、本当に想像をしてしまう

ところであります。先般もこの私自身もブログとか、フェイスブックで２度、
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３度紹介をしてるんですが、怪しい電話のチェッカーというんですか、撃退チ

ェッカーというこれぐらいのアンテナ、１０センチぐらいのアンテナがついた

小さな機械なんですけども、電話の取り入れ口から、壁から電話機の間に単純

に、両側さしてつけると。そして１０分ぐらいすると、登録しましたよ、と合

図がきます。たったそれだけ。そうすると、今まで頻繁に来てた怪しい電話の

場合は、赤い点滅で電話が鳴りません。赤い点滅で怪しい電話きてますよ、怪

しい電話きてますよ、と教えてくれます。それから、非通知については２回電

話が鳴りまして、切れます。そういうかたちでちょっと怪しいかなというのは、

電話の持ち主が確認してから、知ってる電話なら出てくださいよと。まるっき

り通常の登録してある電話はもちろん普通どおり、電話ができるというものを

私実はつけさせていただきました。新聞を見ますと、酒井町長もつけたようで

あります。新ひだかの酒井町長もつけたようであります。私は、自分ではだま

されるタイプではないとかたく思っておりますが、だまされるタイプの人がこ

れを答えなさいと７項目だったかあって全部チェックしてるんですが、私は、

結果を見ますとだまされる１００％でございました。そんなことがあるのかな

といまだに信じられませんけれども、そういう誰もが知っていて、多くの人が

だまされるこのいわゆるオレオレから始まった詐欺事件ですね。これを、実は

この機械を１年半のリースでお借りしまして、ただでお借りしまして、モニタ

ーというかたちでお借りしまして、１年半使えると。１年半後は返すんですか

ったら、そのまま置いてもらうと７００円だといいますから、いや７００円で

は高過ぎると。せいぜいお年寄りを対象にしたものであれば、２００円、３０

０円ならなんとか出せるけれども、ちょっと７００円ではいきなり高いという

ことが、まず頭に入ってしまうということをこの１月につけたものですから、

ぜひ、機械のことはあまり詳しくなくて言うのも大変恐縮ですけれども、光回

線とか、あるいはＯＡ機器、隣近所で助け合うものがありましたね、緊急通報

システムとか、あらゆるものを想定して、町でそれをリンクしながら、いわゆ

るさっき言った緊急通報システムのような手法がとれないものかどうか、聞い

たところによりますとなかなか藤澤の言うことについては難しいであろうと。

それはお金をふんだんに投資すればできないことではないけども、一般質問と

して、疑問をもって投げかけるのはいいだろうということでありますから、町

側はこの通告に対してどのような考えをお持ちか伺います。 

 

議長 町民課長。 

 

町民課長 それではご質問にありました現金詐欺事件の被害防止策についてお答えいたし

ます。北海道内におきましても、振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺の被害

は依然として後を絶たない状況でございます。道警の発表による振り込め詐欺

の発生状況につきましては、平成２７年１月末現在で認知件数ということです

けれども１６件、被害総額が約１億２千万円となっております。特に犯人が息



- 12 - 

子や孫を騙るオレオレ詐欺の被害は高齢者の被害が多くを占め、深刻な問題と

なっております。詐欺事件は不特定多数の人に電話等の通信手段を使って対面

をしないで現金を騙しとるものでございます。このような被害防止のために、

ただいまの議員のご質問の中にもありましたように、北海道警察が通信事業者

と連携して、昨年の１０月から迷惑電話チェッカーの無料モニターを募集して

おりました。この迷惑電話チェッカーとは、光回線を使用するというわけでは

なくて、通常の電話回線を使用するものですけれども、現在使用中の電話機と

接続することで着信した電話番号の危険度をランプの色と音声で知らせ、電話

に出る前に注意を呼びかけてくれる小型機器でございます。ひとたび悪徳業者

からの電話に出てしまいますと、巧みな話術にだまされて、被害に巻き込まれ

てしまう可能性があるため、事前に着信の危険度がわかることで、被害の未然

防止が期待できるものでございますが、この無料モニターにつきましては、予

定台数に達したことから、本年の２月で申し込みが終了しております。全道で

２千台、平取町から２台の申し出があったと聞いておりますので、その１台は

議員ではないかと思います。この迷惑電話チェッカーの専用料金プランにつき

ましては、税抜き価格で月額６６７円とナンバーディスプレイの使用料が４０

０円かかりますが、このような機器の使用も特殊詐欺にあわないための一つの

方策ではないかと考えております。今後このような機器の活用も含めて、特殊

詐欺の被害防止について門別警察署や平取町防犯協会連絡協議会と連携し、町

広報誌や駐在所が発行しておりますミニ広報紙等を通じて啓発活動を強化して

いきたいと考えております。以上でございます。 

 

議長 藤澤議員。 

 

９番 

藤澤議員 

後になりますけれども、予算のかかることですから、あるいはシステム上難

しい問題かと思っております。私どもも、荷負地区においても、独居老人の食

事会とかあるいは老人会の月例会もろもろについて、駐在さんあるいは郵便局

長さんをお招きしまして、ごあいさつの中に注意喚起を呼びかけていただく、

そういうかたちをとって、とにかく常日ごろ、注意を呼びかけているというこ

とを実施しております。今回についても、広報なりあるいは議会広報なりで、

当然、のっけていただけると思いますので、そういう地道な活動しかいまのと

ころないのかなという考えでありますが、何とか大事な虎の子をですね、悪い

やつに持っていかれないような、明るい社会であればいいなとそういうふうに

思っておりますので、町におかれましてもいろんなかたちで広報等、周知等を

よろしくお願いを申し上げます。以上でございます。 

 

議長 町長。 

 

町長 ご答弁申し上げますが、オレオレ詐欺については、年々巧妙化してございまし
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て、被害も本当に増加している状況にございまして、町といたしましても、毎

年の住民の集い、あるいは老人クラブ、あるいは広報を通じながら、いろんな

かたちで被害防止に努めてございますが、実際問題として後を絶たないのが現

状でございますが、やはり地域ぐるみでの連携が必要かというふうに存じてご

ざいます。そういったことからも、今日の貴重なご質問も十分参考にしながら、

今後検討させていただきたいと思いますので、答弁に代えさせていただきます。

 

議長 藤澤議員の質問は終了いたします。休憩します。再開は４５分といたします。

 

   （休 憩 午前１０時３１分） 

   （再 開 午前１０時４５分） 

 

議長 再開します。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平取町のふるさと納税について質問い

たします。ふるさと納税制度は、出身地や応援したい自治体に寄付すると居住

地の住民税や所得税が一部控除される制度で、全国的に利用者が増えている状

況下にございます。この背景には、寄付のお返しとして自治体が送る特産品な

どが魅力で、利用者が増えている一面もあると言われています。国は、ふるさ

と納税がもたらす地域活性化の効果を踏まえ、地方創生活性化対策の柱の一つ

に税制上の制度拡大について検討されているようでございます。当町がふるさ

と納税の取り組みについては、平成２０年６月に多様な人々の参画による個性

豊かな活力あふれるふるさとづくりに資する目的で、平取ふるさと寄付条例と

寄付金を適正に管理するための平取町ふるさと応援基金条例をそれぞれ制定

し、今日まで６年余りを経過しています。このふるさと納税の寄付の特典に地

元の特産品を多種類用意し、積極的に取り組んでいる事例が新聞等を通して紹

介されています。そこで、今日はふるさと寄付金の実績についてと、ふるさと

納税の受け皿である平取町ふるさと寄付条例等の改正についてと、寄付者に対

する特典制度の見直しについて、この３点についてお伺いしたいと思います。

まず１点目の寄付金の実績について伺います。ふるさと寄付条例で寄付者は五

つの事業のうちから指定し、寄付をすることができるようになっております。

そこでお伺いしたいことは、決算で確定している平成２５年度末現在の実績を

もとに伺うことにしたいと思いますが、積立金の現在高は９７８万円余りとな

っていますが、寄付者が五つの事業のうちから指定し、寄付された実績につい

てまずお伺いします。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 それでは、ふるさと納税についての平村議員のご質問にお答えをいたしたいと



- 14 - 

思います。平取町ふるさと寄付条例によりまして、寄付をいただきました金額

の平成２５年度末の基金残高は９７８万２２３３円となっております。このう

ち、事業の区分別の内訳につきましては、次のとおりであります。一つ目、教

育・文化の推進に関する事業４３７万５千円。これは全体の約４５％に当たる

金額であります。２番目、保健・医療・介護・福祉の向上に関する事業３６３

万円。これは全体の３７％に当たる金額であります。３番目、産業の振興に関

する事業３２万６千円。４番目、生活環境の向上に関する事業３万円。５番目、

町民活動・行政活動の向上に関する事業２万５千円。その他、目的達成のため

に町長が必要と認める事業、これは特別に指定のない寄付でありますが、それ

は１３４万２５０１円、全体の１４％であります。これに預金利息５万３７３

２円を加えまして、先ほど申し上げました全体の金額となっております。以上

です。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

おおまかな五つの事業ということでなかなか選ぶほうも難しいのではないかと

思いますけれども、おおまかにやはり、教育・文化とか保健のほうが多いのだ

なということがわかりました。五つの事業から寄付者が指定することは、本当

に見たら難しい総合振興計画の計画表がのってましたので、とてもなかなかぱ

っと選べないんでないかなっていう疑問を生じました。また、先ほど指定寄付

の実績の中でも、現状でなかなか自分で選べないのと、あと自治体の取り組み

もおおまかなことしかわからないので、なかなか選べないのではないかという

ことで、そういう先進地の自治体の取り組み等を平取町でも検討したことがあ

るのかどうかちょっとお聞きしたいのと、あと寄付金の払い込み方法はどのよ

うになっているのか、 近は振替用紙で前はやってたように思いますが、先進

地の自治体ではクレジット利用とかを始めているそうなのでその辺をちょっと

お聞きしたいと思います。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 お答えをいたします。先進地の事例につきましては、調査をさせていただいて

ございます。事業、この後の通告いただいたご質問ありますので、そちらのほ

うで詳しくお答え申し上げたいと思います。振り込みの方法等でありますが、

町といたしまして今後取り組んでいく今後のご質問の通告の３番目のところで

詳しく申し上げたいというふうに考えております。よろしくお願いします。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 その他ＰＲ方法は、町のホームページだけなのか、また 近はインターネット
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平村議員 でふるさとチョイスとかそういうホームページも開設していると思いますけ

ど、その辺の当町の取り組みについてと、あと札幌びらとり会とか苫小牧びら

とり会とかそういう当町のふるさと納税についてそういう会に対してＰＲをし

たことがあるのか、また、そういう中の会員の方々が寄付をされているのかそ

の辺のちょっとわかればありがたいと思います。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 ＰＲの方法でございます。今、議員ご指摘いただいたインターネットのホーム

ページ、ふるさとチョイスというホームページがありますが、これは、ふるさ

と納税をする全国の方々にとって も多く利用されているインターネットサイ

トであります。今後は先進地の例を考慮いたしまして、これに平取町も掲載す

る方向で検討してまいりたいと考えてございます。寄付のＰＲ、びらとり会と

の関係でございますけれども、札幌びらとり会、苫小牧びらとり会につきまし

ても、このふるさと寄付、ふるさと納税につきましてはＰＲさせていただいて

おりまして、過去におきましてもご寄付をいただいているところでございます。

以上です。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

ふるさと納税で実績が幾らかびらとり会と札幌会にもあるそうですけれども、

もうちょっと私も参加したことがありますけれども、ＰＲ不足ではないかと思

います。それと、当町ではふるさと会員制度ということで、広報紙を定期的に

送られている会員がいると思いますがそれらの方のほうにＰＲ関係もなされて

いるかあわせてちょっとお聞きしたいと思います。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 ふるさと会員に広報紙等を送らせていただいております。頻繁ではありません

けれども、その方面にもご連絡はさせていただいております。ただしょっちゅ

うやらせていただいているわけでありませんでしたので議員ご指摘の通り、今

後はもう少しＰＲをさせていただきたいというふうに考えてございます。以上

です。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

それでは、２点目のほうのふるさと寄付条例等の改正についてでありますが、

ふるさと納税の使途について先進地の事例を調べてみましたら、寄付金の使い

道は子育て支援など、１、２点に絞られているような町村が多々ありました。
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当町も、先ほども申し上げておりますが五つの事業と町長が特に必要と認めた

事業となっておりますが、どちらかというと、総花的になっておりせっかくの

寄付も使途が多すぎて、指定事業に活かされないのではと考えています。そこ

でこのふるさと納税の使途でございますが、例えば子ども、子育て支援事業と

か高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って安心して暮らせる事業、に特化

した条例に改正したらどうかと考えていますが、町長の所見をお伺いしたいと

思います。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 ふるさと寄付金の使途、事業区分につきましてでありますが、今後子ども、子

育て事業と高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って安心して暮らせる事業

に特化してはどうかというご指摘であります。少子高齢化がさらに進行をいた

します、今後の平取町にとりまして、これらのことは大変重要な事業であると

いうふうに認識をいたしております。一方で、現行の条例にあります他の事業、

教育・文化の推進、産業の振興、生活環境の向上、町民活動及び行政活動の向

上につきましても、町にとりまして、それぞれ非常に大切な分野でありますの

で、寄付をくださる方の立場に立って考慮した場合に、町といたしましては、

行政が実施をいたしております幅広い多くの事業メニューをお示しした上で、

寄付者の意向をお伺いしそれを尊重しながら、その気持ちをまちづくりに役立

てるという現状の条例の考え方、これにつきましては、継続をしてまいりたい

というふうに考えております。ふるさと寄付条例の事業区分を改正する考えは

持っておりません。平村議員の長年にわたる活動、とりわけ町民の生活に密接

に関係する事業に関する深い思いと幅広いご見識に対しましては、深く敬意を

表するものでありますので、ご指摘いただいたご意見は十分に参考にさせてい

ただき、今後とも、行政に活かしてまいりたいと考えておりますので、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 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

いろんな分野にそれぞれの寄付者が考えてくださるということも大切なことだ

とは思いますけれども、特に私たちこれからの子ども・子育て支援事業が、平

成２７年度から３１年度までの５か年の支援事業計画が立てられているなか

で、これらの事業に対する支援と少子化対策に充てたらどうかという考えが私

には特に選んでいただけるんではないかなという思いと、また、高齢期になっ

て介護が必要になった場合でも、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービ

スの五つの分野のサービスが相互に連携して適切に提供されることにより、住

み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域包括ケアシステムの構築と、

その運用が も大事になってきていますので、それらの支援に寄付を充当した
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らどうかという考えでございます。特にこの高齢者対策は、他町の事例ではあ

まり見たことがありませんけれども、私たちふるさとに親がいて、地方の都市

に子どもたちが出て行って、特に平取町はそういう親達が結構２人世帯で、住

んでいる人がたくさんいまして、どうしても地元に就職口がなくて、地方のほ

うに出向いているために、高齢者をやはり大事にするという町ということで、

そのお子さん方も自分達のふるさとに対して愛着を持ってそういうかたちで寄

付のほうに目を向けてくれるんではないかと思いますのでその辺のお考えを伺

いたいと思います。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 ご指摘のご意見につきましては、私ども重要な事項であるというふうに認識を

しております。しかしながら、先ほど申し上げました事業別の内訳にあります

とおり、教育・文化の推進に関する事業やほかの事業もいただいております。

保健福祉、介護に関する事業が全体の３７％、その他がそのほかの事業に対す

るご寄付であるということを考えた場合にですね、今おっしゃったご指摘、少

子高齢化のことに特化するということは、現状では具体的には町といたしまし

ては考えていないところであります。以上です。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

次、３点目では寄付者に対する感謝特典制度の見直しについてお伺いします。

初に当町の特典制度について、確認の意味でお伺いします。当町の特典は町

のホームページを見ますと、５千円以上の寄付者に４千円程度、送料も込みで

特産品を送ることになっていますが、ここで何点かについて伺います。１万円

以上の寄付者にも同じように４千円のものを送っているのか。また、１人の寄

付者が、５千円を何回か数回に分けてしたときはそのつど送っているのか。ま

た、特産品を送ることになっていますが、実際に何を送られているのか。贈呈

に当たって、要綱的なものを決められて、その中から選ぶというかたちをつく

っているのかその辺をちょっとお聞きしたいと思います。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 お答え申し上げます。ふるさと寄付の寄付者に対する返礼品につきましては、

現在、寄付金額の段階に応じまして、５千円以上１万円未満の場合は、びらと

りトマトジュース１０本入り、１万円以上５万円未満の場合は和牛カレー８個

入りまたはびらとりトマトジュース３０本入り、５万円以上５０万円未満の場

合はトマト和牛加工品ギフトセット１万円相当、５０万円以上の場合は和牛す

きやき１キロに加えまして感謝状を贈呈することとなってございます。一人の
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方が何度もされるということはこのことについては詳しく調べてございません

でしたが、このふるさと寄付に該当する場合については、このように対応させ

ていただくこととなっております。ご本人に寄付の返礼品のメニューを提示申

し上げてお選びいただいているかという質問に関しましては、現在におきまし

てはそういうやり方はとっておりません。町の内規によりまして、今申し上げ

ましたような返礼品の送付を行っているものであります。以上です。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

他町のホームページと比較すると、うちのほうのは全体的にホームページでも、

希薄に見えるんですけれども、五つの事業の中で基本的な計画をただのせてい

るので、ちょっとわかりづらい部分があるのと、あと特典の品物についても今

お聞きしたように、いろいろと分かれているようですけれども、その辺をきち

っと金額と中身を書いてＰＲしているのかどうかその辺お聞きしたいのと、５

千円っていうのはもう今の時期はちょっと少なすぎて送ってしまったら本当に

いただける寄付が少なくなってしまうので、 低１万円程度にしたらどうかと

いう考えもあるんですけれども、その辺はどうお考えなんでしょうか。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 お答えをいたしたいと思います。町の現在行っておりますホームページでの掲

載につきましては、議員ご指摘のとおり、詳しい内容を写真等で付けたり、そ

ういうかたちで先ほどのホームページふるさとチョイスの話もありましたが、

そのような詳しい内容にはなってございません。次に５千円以上１万円未満の

部分についてのお話しでありますが、議員ご指摘の通り今検討させていただい

ているのは、やはり１万円以上につきまして返礼品を差し上げる、ほかの町も

だいたいそのようなかたちになっておりまして、小口の場合ですとやはり具体

的に送料もけっこう遠くの場合は負担になるということもありますので現状に

おいては１万円以上を対象に検討させていただいているところであります。以

上です。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

本当に５千円では送料も今は全国高くなっていますし、考えたほうがいいかな

と思います。また感謝特典制度の見直しなんですけれども、先進地の自治体で

は特に億単位の寄付金を集めている宮崎県の三股町では、宮崎牛１頭分とか、

いろいろ寄付額に対していろんな特典を設けています。また、北海道内でも皆

さんも承知と思いますが、上士幌町の取り組みでは、特産品は２万以上寄付者

に対して１万円相当の十勝和牛肉など半額ぐらいの特典を用意され、また２６
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年度では９億１０９８万円という高額な寄付金を集めている先進地でもありま

す。また、先月東京で大感謝祭という寄付者に対して１千人を招待して、特産

品の試食会を行ったりして、全国的に名を売っているそうです。また日高管内

のえりも町でも、これまでの制度を見直しして昨年１２月から１万円以上の寄

付者に対して、寄付者の希望をとりながら３点を送って、まず、高級秋鮭それ

から短角牛、その他うにとかその他いろんなのをメニューに入れながら、総額

２億円余りを集めているそうです。こうしたふるさと納税の取り組みは、町の

特産物のＰＲにより産業の活性化をはじめ、交流人口の増加と観光振興にも連

動するなど、多面性を持った事業であると考えておりまして、現在の特典制度

では実績から見ても魅力はないのではと思いますので、思い切った特典制度を

再構築したらどうかと考えていますので、町長の所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お答え申し上げますが、すでにご意見のやりとりをしな

がらこの制度については生まれ故郷やかつて住んでいた、または訪れたことが

ある地などを応援したいと思う自治体に寄付することで、町を元気づけ応援で

きる制度でございますが、 近は税金を納める免除や特産品を目的にする人も

目立ってきてございますが、やはり趣旨からいって寄付している人の純粋な気

持ちを大切にしながら取り組んでまいりたいというふうに考えてございまし

て、すでに町としても２０年６月に条例も制定しながら、ホームページ等にも

掲載して、応援してくれる方々も徐々に増えてきてございます。新年度から新

たな取り組みというようなことで、平取町には、トマトだとか和牛、あるいは

伝統工芸品等々の特産品もございますので、選べる特典、特産品をもとにし創

意工夫をしっかりしながら、取り組んでまいりたいと思いますし、今後やはり

インターネット等を媒介にしながら、他町と違ったかたちでの思い切ったかた

ちでのふるさと納税についての取り組みができればいいというふうに考えてご

ざいます。また条例改正してはどうかというご意見もございましたけれども、

先ほど総務課長が答弁の通り、条例で定めている幅広い事業メニューを継続し

ながら、寄付される方々の意向を尊重しながら、まちづくりに役立てたいとい

うふうに考えておりまして、これらの条例をベースにしながら、どう特化した

かたちで理解され、ＰＲできるか早急に検討してまいりたいというふうに思い

ますので、答弁に代えさせていただきます。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

ぜひ、平取町には和牛、それからトマトジュース、それから健康豚、またアイ

ヌの伝統の工芸品もございますので、ぜひそういうものをメニューの中にＰＲ
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しながらぜひやっていただきたいと思います。これで終わります。 

 

議長 答弁はよろしいですね。平村議員の質問は終了します。以上で通告のありまし

た議員からの質問はすべて終了いたしましたので、日程第２、一般質問を終了

します。 

日程第３、報告第３号陳情審査の結果報告についてを議題とします。陳情第１

号農協関係法制度の見直しに関する陳情について、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３、報告第３号陳情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４号陳情審査の結果報告についてを議題とします。陳情第２

号ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る陳情について、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４、報告第４号陳情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。 

以上をもって本日の日程はすべて終了いたしました。本日はこれで散会といた

します。ご苦労さんでございました。なお、明日１０日は午前９時３０分から

予算審査特別委員会を開催いたしますので、よろしくお願いをいたします。 

 

 

 （散 会 午前１１時１５分）
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 平成２７年第１回平取町議会定例会 （開 会 午後２時４５分）

議長 皆さんご苦労さんでございます。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

１２２条の規定によって９番藤澤議員、１０番平村議員を指名します。 

日程第２、議案第２０号平成２７年度平取町一般会計予算、 

日程第３、議案第２１号平成２７年度平取町国民健康保険特別会計予算、 

日程第４、議案第２２号平成２７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２３号平成２７年度平取町介護保険特別会計予算、 

日程第６、議案第２４号平成２７年度平取町簡易水道特別会計予算、 

日程第７、議案第２５号平成２７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２７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。平成２７年度平取町各会計予算審査報告であります。報告の前

に、まずもって、委員各位には連日、長期間にわたりまして熱心に議案のご審

議をいただきまして、厚くお礼申し上げたいと存じます。また、町長をはじめ

といたしまして理事者の方々、また課長各位の審査に寄せられましたご説明等

への協力に対し、深く感謝を申し上げるところでございます。それでは、平成

２７年第１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２０号から２５号までの平成２７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十分反映した予

算案となっているかという点についても審査の重点事項としたところでありま

す。平成２７年度各会計予算案は、一般会計をはじめとして総額７９億４３５

７万１千円で、前年度当初予算と比較すると１．６％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

脱却や各種景気浮揚策などにより、景気が徐々に上向いているとのことであり

ますが、地方においてはその実感がまだ感じられない状況となっており、消費

税増税による景気の減速などもあり、自主財源の乏しい地方財政におきまして

は、今後も厳しい状況で推移していくものと予想されます。このようなことか
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ら、町税等における自主財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、納税者の公正・公平感を失うことのないよう万全を期されることを強く要

望いたします。なお、収納全般にわたっては、鋭意、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未納額が増加して

いますので、保証人を含めての回収方法や、町税や国保税以外の使用料や手数

料における制限条例の適用などについても早期に検討願います。いずれにしま

しても、新たに制定されました平取町債権管理条例に基づき、適正な債権処理

にあたられますよう強く要望いたします。また、歳入の根幹をなす地方交付税

については、交付額が減少傾向にあり、人口の減少などを要因に今後において

もさらに先行き不透明ではありますが、国の動向を的確に把握し、対象需用額

の的確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。

また町の全国的なＰＲにより産業や観光などさまざまな面で地域活性化へと可

能性が広がるふるさと納税制度の積極的な活用を期待いたしますとともに、本

来のふるさとを応援するという意味での納税制度も考えるべきと思ってござい

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。次に歳出

であります。住宅リフォーム助成や民間共同住宅助成事業、医療費助成事業や

すこやか赤ちゃん誕生祝金など、生活や子育て支援を他町に先駆けて実施され

ていますことに深く敬意を表します。しかし、町内の各公共施設は、年数の経

過とともに老朽化が進んでいますので、計画的な改修や建て替えを進めていた

だくともに、病院の改築にあわせて、市街地の再開発について再考願います。

また、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

進めていますが、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

についてもご配慮を願いますとともに、民間委託関係を協議する行政改革につ

いては、さらに議会への説明と協議がなされるよう配慮願います。このほか各

分野において多くの委員から、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

後年度に引き継げ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極めながら、保険税率を精査し決定さ

れるよう配慮願います。また、各種保健活動を通じて、被保険者の健康管理、

健康教育等に努め、医療費の削減が図られるよう努力願います。 

次に介護保険特別会計についてであります。平成２７年度から始まる第６期の

高齢者保健福祉・介護保険事業計画の 初の年となりますが、これまでの計画

の事後評価のもと、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

に基づき次期計画が効果的に進められることを期待いたします。 



- 3 - 

次に簡易水道特別会計であります。今までも配水管の老朽化により毎年布設替

を行っておりますが、水道水は町民のライフラインと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ますとともに、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いますが、一般会計からの繰入については前年度対５％

増の３億８３０万円余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。院舎改築に向けて、さらに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

通認識の下で、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、この他にも審査において

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２７年度平取町一般・特別会計予算の６議案について

は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。しかし、議案第２０号平成

２７年度一般会計予算におきましては、民間委託業務の取り扱いについて、予

算案の修正動議が提出されました。採決により修正案が否決となりましたこと

をご報告いたします。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２０

号から議案第２５までの平成２７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２０号平成２７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原案可決です。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２０号平成２７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２１号平成２７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原案可決です。反対討論はあり

ませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは、採決を行います。本案について原案のとおり

決定することに賛成の方は挙手願います。 
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（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第３、議案第２１号平成２７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２２号平成２７年度平取町後期高齢者医療特別会計予算に対

する討論を行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。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２２号平成２７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２３号平成２７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原案可決です。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２３号平成２７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２４号平成２７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原案可決です。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２４号平成２７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２５号平成２７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原案可決です。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２５号平成２７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。 
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日程第８、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。意見を求める

方は住所、沙流郡平取町振内町２７番地２７、氏名、渡邊隆之氏であります。

生年月日は昭和３３年１２月１４日、５６歳でございます。現在平取町の人権

擁護委員につきましては、昨年の１２月の町議会定例会で推薦のご承認をいた

だいた１名のほかに３名の委員がございますが、そのうちの１名が、退任した

いとの申し入れがございまして、後任として、このたび渡邊氏を候補者として

推薦するものでございます。裏面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、学歴は昭和５７年３月北海道工業大学工学部土木工学科を

卒業してございます。職歴については次のとおりでございますので、お目通し

を願いたいと存じますけれども、職歴欄の下段にございますように、現在、平

成１０年４月１日から現在まで、マルタカ建設株式会社の代表取締役として活

躍されております。またその他の経歴としては、平成１２年の４月１日から現

在まで、社会福祉法人振内福祉会の理事、そして、下段にあります平成１６年

７月１日から現在まで、ＮＰＯ法人平取町ふるさと親子留学推進協議会の理事

長としても活躍をされてございます。渡邊氏は人格、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、適任者として判断をしてございますので、

ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長 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渡邊隆之

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。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、渡邊隆之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９、議案第２６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。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

議案第２６号公の施設に係る指定管理者の指定について説明申し上げます。地

方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づきまして、平取町公の施設に係る

指定管理者の指定について、議会にお諮りするものでございます。管理を行わ

せる施設の名称は平取町豊糠体験宿泊施設「とよぬか山荘」（旧豊糠小中学校）

でございます。所在地は沙流郡平取町字豊糠２４番地３となっています。指定
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管理者となる団体の名称は、豊糠自治会。管理を行わせる期間は平成２７年４

月１日から平成３０年３月３１日の３か年としております。選定の理由は、指

定管理者選定委員会にて評価を行いまして、公募によらない方法をとる理由と

して、評価したものでございまして、平取町公の施設に係る指定管理者の指定

の手続に関する条例第５条の規定によりまして、当該地域住民の団体が自ら、

地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより、事業効果が相当程度

期待できると、いうこととしてございます。地域の人口流出、高齢化と、地域

の核となる学校がなくなることで、さらに地域の衰退に拍車がかかることを危

惧いたしまして、地域での協議を重ね、将来にわたり維持可能な豊糠地区の活

性化策として、平成２２年度からこの学校を利用して試験的に幌尻岳の登山客

を対象にとよぬか山荘をオープンいたしました。２４年度には、豊糠自治会を

指定管理者として本格的な運営に移行しまして、３年間が経過してございます。

この間、運営に関してもさまざまな状況に対応できる、さらなるノウハウの蓄

積ができたとの評価から再度、豊糠自治会を指定管理者として指定し、地域活

性化等の事業効果をさらに期待するものでございます。以上、議案第２６号公

の施設に係る指定管理者の指定について、説明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。 

（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２６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１０、意見書案第１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。それでは本文を読み上げまして、主旨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） 
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討論なしと認めます。それでは採決を行います。日程第１０、意見書案第１号

について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１０、意見書案第１号については原案のとおり

可決しました。 

日程第１１、意見書案第２号必要な介護サービスを受けられるよう求める意見

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。同じく、本文を読み上げて主旨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。日程第１１、意見書案第２号

について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１１、意見書案第２号については原案のとおり

可決しました。 

日程第１２、意見書案第３号農協関係法制度の見直しに関する意見書案の提出

についてを議題とします。提出議員からの説明を求めます。６番千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

６番千葉です。同じく本文を読み上げて主旨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。日程第１２、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１２、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１３、意見書案第４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。 
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６番 

千葉議員 

６番千葉です。同じく本文を読み上げまして主旨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。日程第１３、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１３、意見書案第４号については原案のとおり

可決しました。 

本定例会に付されました事件の審議状況を報告します。諮問１件で、答申１件。

議案第２６件で原案可決２６件。発議１件で原案可決１件。陳情２件で委員会

付託２件。報告４件で、採択４件。意見書案４件で原案可決４件。以上のとお

りであります。 

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２７年第１回平取町議会定例会を閉会します。 

 

平成２７年３月定例会の閉会にあたり、一言ごあいさつを申し上げたいと思い

ます。 

（議長、町長、退職課長よりあいさつ） 

 

  

（閉 会 午後３時２５分）
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 平成２７年第４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２７年第４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

１２２条の規定によって、３番櫻井議員と４番中川議員を指名します。 

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１６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番四戸議員。 

 

８番 

四戸議員 

８番四戸です。本日召集されました第４回町議会定例会の議会運営等につきま

しては、６月１６日に開催されました議会運営委員会におきまして協議し、会

期については本日６月２３日から明日６月２４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、議長よりお諮りお願いいたします。 

 

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２４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６月２４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２７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、胆振東部日高西部衛生組合議会に関する報告があり、

その写しをお手元に配布しておきましたので、ご了承願います。次に、郵送に

よる陳情及び閉会中の諸事業について、配布資料のとおりご報告いたします。

以上で諸般の報告を終了します。 

日程第４、行政報告を行います。１番、要望経過報告について。町長。 

 

町長 １番の要望経過報告を申し上げます。前段の要望については、私のほうから報

告いたしまして、後段のＪＲ日高線の緊急要望については、副町長から報告を

申し上げたいと思います。 初に要望項目、沙流川総合開発事業における平取

ダム建設事業の早期完成について、次に国道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、北海道平取養護

学校施設の改修について、アイヌ文化の総合的な伝承と理解を目的とした伝統

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ございます。

要望先は自由民主党北海道第九区支部選挙区移動政調会であります。要望月日
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は６月５日でございます。要望者は町長、副町長、議長、副議長ほかでござい

ます。まず 初の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

り平成２５年の１月の２８日に個別ダムの検証を得て、国土交通大臣が継続決

定されまして、本年度は約４１億円の大幅な予算措置をされているところでご

ざいます。 近における異常気象により、全国各地で災害が発生しております

ので、１日も早くダムの完成に向けて平成２８年度の予算確保について要望し

ているところでございます。次に、国道２３７号線歩道等の整備促進につきま

しては、この国道については道東へ抜ける産業道路として年々車両も大型化し

ており、危険な状態にございますので、一つは、振内市街地の入り口、狭隘部

の改良、歩道の設置、また交通事故が多発している局部改良、国道横断管の改

良について強く要望したところでございます。次に道道の整備促進につきまし

ては、宿志別振内停車場線、平取静内線、平取門別線、貫気別振内線の４路線

についての整備促進について要望をしたところでございます。河川改修の整備

促進については、昨年に続きまして貫気別川でございますが、貫気別川のコタ

ン橋の上流の河道の堆砂土砂の掘削について要請をしているところでございま

す。次に、平取養護学校施設の改修については、築３７年を経過したところで

ございまして、校舎、寄宿舎についての大規模改修の要望をしたところでござ

います。このことにつきましては後日平成２７年度実施設計調査、そして平成

２８年と２９年の２か年で校舎と寄宿舎を改修する予定であることが日高教育

局から報告を得ているところでございます。 後に、伝統的生活空間（イオル）

の整備につきましては、アイヌの総合的な伝承や理解を目的として平取町につ

いては平成２０年度から先行実施してございますが、継続して予算措置につい

ての要望をしているところでございます。私のほうからの要望報告を終わりま

す。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 続きましてＪＲ日高線の早期全線復旧に関する緊急要望についてでございます

けども、要望先は６月９日がＪＲ北海道本社取締役副社長・鉄道事業本部長ほ

かであります。また、６月１０日は国土交通大臣・副大臣・政務官、国土交通

省事務次官・技監・審議官・鉄道局長ほか、及び道内選出の衆参国会議員であ

ります。要望月日はただいま申し上げましたとおり、６月９日、１０日の２日

間、要望者は日高町村会、日高総合開発期成会、北海道、北海道議会新幹線・

総合交通体系対策特別委員会の４者と日高管内選出の藤澤、金岩両道議の参加

をいただきまして、要望したところでございます。このことにつきましては３

月の議会、定例会でも町長より行政報告をしているところでございますし、そ

の後の情勢につきましては、逐次新聞報道等でご承知のことと思いますけども、

この度の緊急要望につきましては、管内の住民が４月下旬から５月下旬にかけ

まして早期全線復旧を願う署名活動を実施した結果、日高管内の署名対象人口、
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これは１６歳以上の方ですけども、この方々の約５２％を占めます３万２８６

５人分が集まりましたので、管内住民の思いを尊重し、重く受けとめていただ

きますよう、これをＪＲ北海道に提出するとともに、一刻も早く工事に着手す

るよう強く要請したところであります。また国土交通省及び道内選出の衆参国

会議員にも、国の強力なご指導とご支援をお願いするとともに、今月より開催

されます国土交通省、北海道、ＪＲ北海道の三者協議会での協議に地元要望が

大限生かされるよう強く要請してまいったところであります。以上で要望経

過報告を終わらせていただきます。 

 

議長 ２番目に平取町教育行政に関する報告について。教育長。 

 

教育長 それでは教育行政報告といたしまして、学校教育事業に関する小中学校の現況

についてご説明申し上げます。本年度の町内小学校の第１学期につきましては

４月６日、中学校が同じく７日をそれぞれはじめとして、始業式をむかえすで

に３か月が経過するところでありますが、同時に、１学期も終盤に入ろうとし

ているところです。平成２７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２６４名、中学校２校で１４５名、合計で４０９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１０名、中学校２名とな

っています。児童生徒の総数では前年度より小学校で７名の減、中学校では１

４名の増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

２名、教頭３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、これまで児童生徒並びに保護者等と

の信頼関係を構築するなかで、指導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２１日に実施されたと

ころでありますが、当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題等の分析把握に努めている状況

であります。また同時に各学校にありましては、本調査結果をもとに家庭学習

の定着、読書活動の充実、ノート指導等の徹底を図ることに加えて、学校改善

プランの見直しにつきましても、それぞれ着手しております。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、ご報告申し上げたいと考えて

おります。次に、各学校行事につきましては、現在までに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、一昨日の２１日までにすべて終

了したところであります。なお、体育祭、運動会にありましては、議会議員の

皆様方におかれましても、ご多用のところご参加いただきましたことに改めて

感謝申し上げる次第であります。以上申し上げまして本定例会における教育行
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政報告とさせていただきます。 

 

議長 以上で行政報告を終了します。 

日程第５、一般質問を行います。各議員からの質問事項はお手元に配布したと

おりであります。この順序により指名します。８番四戸議員を指名します。８

番四戸議員。 

 

８番 

四戸議員 

８番四戸です。質問事項につきましては、びらとり温泉の旧施設の活用につい

てと、その後には、振内にございます古い建物に残された開拓財産、３番目に

は自然災害に対する町側の危機管理体制について伺っていきたいと思います。

初に１番目の旧温泉の施設のことでございますが、今後における行政側の活

用について伺っていきたいと思います。この質疑については、平成２６年度の

定例会の中で千葉議員が質問してございます。その部分が重なることがあると

思いますが、ご了承のほどをよろしくお願いいたします。二風谷温泉ゆからが

オープンしてから約１年を迎えました。来客者は、宿泊した人が５８５１人、

日帰りされた入浴者は９万７７１４人、合計で１０万３５６５人のお客様が温

泉ゆからを利用されました。今話したことの１０万３５６５人の数字について

は、３月末現在の数字でございます。 近、温泉側にその後の客数を支配人に

お聞きしましたところ、まだ確かな数をまとめていませんが、宿泊者は８千人

を超えました。日帰りの入浴者については、１２万人を超えています。総計で

１３万人のお客様に来ていただけましたという回答をいただいております。さ

らには今話した人数には、食事だけで帰られたお客さんの数は入っていないの

で、その数を入れるともっと増えますとの答えでございました。当初アンビッ

クス側が見込んでいたお客様より、数多くのお客様が二風谷の地、温泉ゆから

に来ていただいたことは、町にとりましても大変よかったことと思います。こ

の１年間にかぎりましては、考えていましたより良い結果が出ましたが、これ

から先においても、お客さんが増えるよう努力していかなければならないと思

います。私の今話した観点から、二風谷ゆから温泉においては自然豊かな環境

の中でキャンプ場やパークゴルフ場などの、数々の客さんが楽しめる場所はあ

りますが、今後に向けては、まだまだ考えていかないとならないことはたくさ

んあると思います。今、話しました私の考え方から、旧温泉施設について、今

後において町政として、これから先、この温泉をどのような活用をまず考えて

いるのか。また、その考え方がないならば、この施設をどのように整理しよう

と計画しているのか、確かな担当課長の答弁を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させていただきます。四戸議員おっしゃられたと

おり、びらとり温泉ゆからにつきましては、昨年の６月にプレオープン、７月
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にグランドオープンしてからということで、入館者数につきましては３月末日

まででおっしゃられたとおり、日帰りの入浴が９万７７１４人、宿泊が５千８

５１人ということで、合計では１０万３５６５人となっております。アンビッ

クスが当初予想をしておりました７万人をはるかに超えた数字ということでご

ざいます。またこの数字はレストランのみの利用者については入っていないと

いうことで、それを含めますと１２から１３万人程度入っているのではないか

というふうに考えているところでございます。昨年度はオープン初年度という

ことでかなりの人が利用していたということでございますけれども、今後につ

きましては、この数字を落とさないよう、できれば数字が伸びていくような努

力を行政としても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。

次に質問の旧温泉施設の活用、または処分についてでございますけれども、平

成２５年９月議会での一般質問、平成２６年６月議会での一般質問がございま

した。その際にも答弁をさせていただいておりますけれども、昨年の６月議会

から１年が経過しているということで、現在どのようになっているかという質

問だと思いますので答えさせていただきたいと思います。この１年の間に町民

の方や有識者の方から旧温泉の利用方法や使用したいという申し入れ等が数件

ございました。以前の答弁でも述べておりますけれども、このような意見を踏

まえまして、第一段階といたしまして、役場庁舎内でのプロジェクト会議、関

係する課等でのプロジェクト会議を開催しまして、その活用方法または撤去す

るなどについての議論をしていきたいというふうに考えております。またそれ

と並行しまして、議会の説明、また協議を行いながらどのようなことで活用す

るか撤去するかという、結論を出していきたいというふうに考えております。

そのプロジェクトにつきましてはこの後早い段階で開催をして協議をしていき

たいというふうに考えているところでございます。その結果に基づきまして２

８年度から始まります第６次の平取町総合計画に組み入れながら対応していく

という考えでいるところでございます。また必要に応じまして、町民の皆さん

への意見聴取などを行うことも検討しておりますのでそれを含めてご理解を願

いたいと思います。はじめに話したとおり、温泉の入館者数につきましては昨

年度好調ではございましたけれども、今後のこの数字の維持や交流人口のさら

なる増加を考えますと二風谷ファミリーランドの施設等を含めた旧温泉施設も

有効な活用をしていくということが重要と考えておりますのでご理解のほうよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 四戸議員。 

 

８番 

四戸議員 

８番四戸です。課長の答弁をいただきまして、これから先、プロジェクトなど

を組んで６次計画の中で考えていくということ、これは大事なことだと思って

おります。これから先、何年を計画していくのか、実はですね、先日中を見せ

ていただきました。温泉の中を。中を見たとき感じたことについてですが、や
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はりフロントといいますか玄関のとこはもう雨漏りがひどく、やはり、屋根か

ら結構むっているような状況でございます。そういうことも踏まえて、１年た

ちましたけども、施設をもし再利用するんであれば、今後に向けてやはりそう

いうことも、当然財政的にはお金のかかることだと思いますけども、含めたな

かで考えていってほしいと思います。これについては答弁いりませんから。今

言いましたことを踏まえて、次の質疑に関連ございますので、答弁を求めたい

と思います。それでですね、古い話になりますが、この話については、語りつ

ぐ平取、この中からちょっと見て、今質問したいというふうに思っております

ので。明治の時代にさかのぼりますけども、明治１９年に北海道土地払下規則

ですね、それから明治３０年の北海道国有未開地処分法、この公布によってで

すね、大地積の処分が北海道でもって進行いたしまして、道外からの華族や政

治家、また、資本家を地主とする土地所有がですね、北海道の各地で成立して

いく契機となっております。そのころから、北海道に入植する人々が年々増え

てきまして、わが町、平取町においても、明治３０年以前は１０５０人程度だ

ったから人口も、その公布によって４５０人増加いたしまして、人口も約１５

００人の時代を迎えております。なぜそんな話をしますかというと、そのころ

から使用されてまいりました、要するに農機具や生活用具など、数々の開拓の

当時開拓されました農機具等がございます。それは昭和５７年頃からですか、

町民の方々から寄贈されて、現在まで、町としては、整備するものは整備して

保管されてる状況でございます。前回千葉議員の質疑の中で答弁もございまし

た。そのとおり、旧振内高校の中にございました。私もですね、数々の品物を

見ながら、懐かしく、子供の時代を思い出しました。本当に懐かしい気持ちと

いいますか、そういう気持ちでいっぱいになって帰ってきました。先ほど来か

ら話してきた時代からの、要するに、平取町に開拓に入られました先人が残さ

れました開拓財産、いつまでもこの場所に置いておくのか。先人の方々が大変

な思いで開拓されてきたからこそ、今の私たちの平取町があると私は確信して

おります。平取町の歴史の一環として残されているこの貴重な開拓財産、これ

から先の人のためにも、残していかなければならないと思います。町として、

その考え方が本当にあるのかないのか、確かな答弁をお願いしたいと思います。

また、この開拓財産を学校教育の中で本当に活用する考え方があるのかないの

か、この点についても伺いたいと思います。 

 

議長 文化財課長。 

 

文 化 財 課

長 

お答えさせていただきます。開拓財産と旧振内青少年道場、前身の旧振内高校

の建物の件につきましては、昨年６月の町議会定例会で千葉議員よりご質問が

あり、答弁させていただいた経過がございます。平取町の開拓財産につきまし

ては、主に戦前戦後の近代開拓期に使われていた農機具、生活用具など当時の

暮らしぶりを伝え残すために、町民の皆様から寄贈を受け、保存してきたもの
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でございます。現在、合計４１３点の開拓財産を保存し、あわせて写真つき台

帳と整合できるように整理されております。しかしご指摘のとおり、近年寄贈

された展示品が増えるにつれまして、展示スペースが狭くなり、また建物は当

初の建設から５５年ほど経過しておりますことから、建物全体の老朽化が著し

く進行しておりまして、床、屋根、外装とも、補修して使えることは困難な状

況になっております。そのため開拓財産の移設につきましては、第６次の総合

計画に計上した上で、平成２８年度の実施を目標に移設後は建物については解

体撤去する方向で協議を進めておりまして、今年度はその移設に向けた準備作

業として、開拓財産の仕分け整理作業を進めている状況でございます。次に開

拓財産の移設場所でございますけれども、展示スペースを確保するということ

になりますと相当の床面積が必要となります。したがいまして既存の公共施設

等を中心に検討しておりますが、担当課としては二風谷地区にあるアイヌ文化

博物館あるいは沙流川歴史館に近いことが維持管理上あるいは、有効活用する

上においても、望ましいということで、旧二風谷温泉施設を一つの候補地とし

て考えております。ただし、温泉施設につきましては、さまざまなご意見があ

るかと思いますので先ほどの産業課長の答弁にありましたとおり、庁内プロジ

ェクト等で十分に協議した上で、町議会の皆さん、あるいは町民の皆さんにご

提案させていただくことになろうかと思いますが、いずれにしても早急に検討

を進めて、移設先を決めていく必要があると認識しております。また、移設後

の学校教育等での活用でございますけれども、現在、アイヌ文化博物館、沙流

川歴史館には毎年町内外から多数の小中学生が来館し、社会学習、郷土学習の

場として活用されております。開拓財産につきましても、移設整備が完了した

後は、平取町の近代開拓における歴史を学ぶ場としてぜひ学校教育現場でも活

用していただきたいと考えておりまして、そのための環境整備を行いたいとい

うことで考えております。また小中学生だけではなくて、一般の方々にも見学

できるような環境を整えることで、博物館、歴史館とともに平取町の歴史文化

を紹介し、次世代に伝え残す施設として、有効に活用していきたいということ

で考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

議長 四戸議員。 

 

８番 

四戸議員 

先ほどの私の質疑の中で、もっと大事なものがあるのに言い忘れました。あそ

この中にですね、本当に私も消防団に２５年以上いたんですけども、多分大正

時代のポンプ車っていいますか、手押しポンプっていうか、２台もあるんです。

やっぱりそういうものを含めた中で、やっぱり当時の消防としても使われた手

押しポンプ、大事にしていかなければいけないかなというふうに思いました。

今課長の答弁でその方向性、先ほど産業課長も６次計画の中、で今も文化財の

課長の答弁で、その中、できればなるべく早い時期にそういう方向性に向けて

いただきたいなと思って、いろいろ考え方はあると思いますけども、思います。
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このことについても前回の答弁で話されているとおりですけども、要するに、

開拓財産が保管されている施設、今の旧振内定時制高校跡地ですか。本当に千

葉議員でないけども、老朽化がかなり進んでおります。そういう危険であるそ

の付近にはですね、振内小学校、さらにはですね、振内交通公園、そういうも

のが隣接しております。そんな危険な状態の中におかれている施設でございま

す。町としてもですね、子どもたちの遊び場所に近いことから、本当に施設の

定期的な点検なども含めて、危険のないように維持管理に前回は努めますとい

うふうに話されておりますが、私が見たところによりますと、そんな危険な状

態であるのに、その危険な看板も立ってなく、また施設のまわりにですねバリ

ケード等などもなく、いつですね、この軒天や屋根が落ちても不思議ではない

状況の中でですね、この施設の維持管理は、本当に今の状態でいいと思って考

えておるのか。やはり近くで子どもが遊んでけがでもして、それから考えるの

か、この点についてですね、もう一度、その施設についてだけでいいですから、

その考え方の答弁をお願いいたします。 

 

議長 文化財課長。 

 

文 化 財 課

長 

お答えいたします。旧振内青少年道場、前身の旧振内高校の建物につきまして

は、昨年度から定期的な見回り、点検を行っております。しかしご指摘のとお

り、今後も周囲の安全に配慮する必要があると認識しておりますので、今後は

振内支所とも連携をとりながら、状況に応じてバリケード、あるいはロープ、

看板等を設置する必要があるということで考えております。いずれにいたしま

しても、抜本的な対策としては、建物の解体撤去が必要であると考えておりま

すので、早急に移設先を決めて、先ほど申し上げましたとおり、平成２８年度

の実施を目指して古い施設の解体撤去、そしてそれまでの安全対策と、両面か

ら対策を講じていきたいということで考えておりますので、よろしくご理解の

ほどお願いいたします。 

 

議長 四戸議員。 

 

８番 

四戸議員 

わかりました。よろしくお願いいたします。ただいまですね、文化財課長から

数々の答弁がございました。その中でですね、３点、さらには 初に答弁をい

ただきました旧温泉施設の活用について、私はそういうなかで使用したほうが

いいという考え方ですが、教育長の考え方を伺いたいと思います。また、あの

ですねアイヌ博物館には数々の文化的財産が展示されております。またですね、

先ほども言いましたゆからが２６年にオープンしてから２５年度と比較します

と、アイヌ博物館に来た来客者が、２千人ほど増えたそうでございます。当初

の予算よりもですね１００万以上の収入があったとのことも聞いてございま

す。まだ１年限りでございますが、現在においてですね、人が一番集まってる
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場所は二風谷地区、先ほども話したように二風谷温泉なんです。私は旧温泉を

リフォームして、その人の集まる場所に平取の歴史的なものにつくりかえてき

たらどうかというふうに考えてございます。そこにまた開拓財産や平取町のあ

る歴史的な大きなパネルの年代順の写真や今町民の方がつくっているサークル

等でつくってございます絵画、そのほかの数々の品物等をこの平取の旧温泉施

設を直して平取の歴史的な施設にしてはどうかという私の考え方でございま

す。そういうことで、このことについては質問してまいりましたが、教育長に

おかれましては、今後に向けましてどのような計画を考えているのかこの質問

の 後として伺いたいと思います。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 これまでご質問をいただきました開拓当時からの大変貴重なる生活用品であり

ますとか、農機具等にかかわります保存、管理ということにつきましては、喫

緊の課題であるということを教育委員会といたしましても十分認識をしている

ところであります。これら貴重なる財産を後世へと引き継いでいくことが、私

どもに与えられた使命でありますとともに、人間は歴史を知ることで、その先

を見通してきているというふうに考えるところであります。平取町の文化、と

りわけ日高における平取農業を支えてきた機械技術の積み上げでありますと

か、経過、先人の偉業、生きざまについて資産を残すなかで未来を見てもらう

場所は大変必要であるというふうに思っているところであります。そのことに

おきまして、現施設における展示等につきましては極めて困難さがありますの

で、移設していくことが適切であるとの判断に立つ上で、ただいま文化財課長

からもご答弁申し上げておりますとおり、第６次平取町総合計画にしっかりと

位置付けていきますとともに、あわせまして、国、道の補助メニューが導入可

能か否かにつきましても、検討してまいりたいというふうに考えているところ

でございます。それと、ただいま質問の中にございましたけれども、この農機

具等の展示ということに限らず、町内のサークル活動等を行っております絵画

でありますとか、写真、そういうものについてもあわせて展示をしていくとい

う総合的な施設として、検討していくことも必要ではないかというご質問だっ

たかなと思いますけども、このことにつきましても、総合計画の中におきまし

て、総体的に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、答弁

とさせていただきます。 

 

議長 四戸議員。 

 

８番 

四戸議員 

次の質問に入りたいと思います。次の質問につきましても昨年、２６年度の定

例会において自然災害に対する危機感、これについては質疑いたしまして、こ

の部分についても多少重なる部分がでると思いますんで、ご了承のほどよろし
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くお願いいたします。前回はですね、担当課は総務課だったと思います。そう

いうなかで、今回災害関係については、まちづくり課に移転、移りましたとい

うことも承知しております。そのなかでですね、人員も増やしているというふ

うには聞いておりますけども、まずですね、本当にこの自然災害については、

日本列島を顧みますと２６年度においても、皆さんも記憶にあると思いますけ

ども、広島市ですか、あそこを見ても本当に土砂災害で多くのやっぱり人命を

亡くされて、本当に大変な思いをされたことと思います。今このですね、要す

るに環境の変化している、前にも言いましたけども、本当に温暖化しているの

は現実にこの平取町でも、本当に今年感じました。それは何かと言うと、３月

にいままで見たことないようなドカ雪が降りました。それで、松の枝というの

は弱いと思いますけども、松の枝、特に神社の下のほうの松の枝がかなり折れ

ておりました。そのほかも、全町において枝が折れた。本当にあんな時期にあ

んなベタ雪、本当に見たことございません。そしてこの４月ですね。４月には、

要するに今回地方統一選挙でまあ私たちの町議会も選挙でございました。そん

ななかであんまり外見る私は余裕なかったんですが、選挙が終わってふと外を

見ますと、もう桜が開花していました。それが４月の２６日、だからその前か

ら咲いていたんではないかと思います。これも私もう６０何歳になりますけど

も、今まで経験したことないことが起きています。こういうことがやっぱり温

暖化の影響をかなり受けているんじゃ、私たちの町も受けているなというふう

に感じております。前回も言いましたけども、私たちの町、平取町においては、

災害に平成１５年に起きた大きな災害から、まあ１８年にも多少ございました

けども、もう１０数年来、大きな災害がございません。本当にこれはいいこと

だと思います。でもですね、このいつふってわいてくるかわからないこの自然

災害、先ほども話したけども、要するに法面、いまの雨の降り方は半端でござ

いません。 近も要するに積乱雲の発生、これは上の寒気等の影響もございま

すけども、晴天でも急に突風が吹いたり、そういうなかで集中的に雨が降った

り、本当に、そういう気候的な面では大変な時代を迎えております。また、下

の日高町の海のほうへいきますと、水温が上がりまして、当初獲れなかった魚

が獲れております。ブリだとかね、それから苫東においては鯛なども釣れてお

ります。本当に海の海水温も上がってございます。そういうなかで、これから

先に向けてですね、やっぱり町民のそういう災害からですね、生命を守るのは

本当に大事なことではないかなというふうに私は考えてこの質疑に立っており

ます。課長にまず１点目として伺いたいと思いますが、町民に配られたマップ

ですね、マップ。要するにそのなかで前回も言いましたけども、要するに避難

場所、町民が避難する場所、今高齢者も増えて、要するに障害者、それから子

ども、どこの災害見てもやっぱり一番犠牲になるのは弱者なんです。そういう

観点から周りも含めて、大きな災害が起きた場合に助けてあげないといけない

ところかなと思います。そういう観点からですね、今、先ほど言いました広島

の本当に法面の災害、土砂災害ですね、それで多くの犠牲を出してから、国も
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規制を変えました。北海道も変えております。私が前回言った体育館ですね、

含めたなかで、あそこはけっこうな傾斜の神社の法面のそばに建物が建ってい

ます。そのなかでですね、まだ避難所として扱われておりますけども、今は災

害がないからそれでいいのかもしれないけれども、やはり、道からは法面危険

災害とはまだ指定されてないと思いますけども、でも４年前から調査はしてい

ると思います。それについて今後に向けてどうなのか。その辺のことについて

まず答弁をいただきたいと思います。それとですね、先ほど申しましたもう１

点。要するに、担当課が変わって、今これからその災害に対してどういう対策

を考えているのか。その２点についてですね、課長より答弁お願いしたいと思

います。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

それではご質問にお答えさせていただきます。四戸議員のご質問のなかにもあ

りましたけれども、近年ですね、全国的な傾向といいましょうか、非常に激し

い、１時間５０ミリ以上の雨の降る機会が増加しているという状況にございま

して、土砂災害等の発生件数も年々増加しているというような傾向にございま

す。政府機関等の報告では、将来さらに年 大日雨量の増加、それから大雨が

高頻度化するというような推測も出てございます。それから地震でございます

けれども、地震大国であるわが国でございますが、地球上で発生する約２割が

日本の海域及び国土で発生しているというような統計的なものもございますの

で、非常に災害が発生しやすい環境であるという認識は私どもも持っていると

いうような状況でございます。まずご質問にあるですね、ガイドマップ等にお

ける避難の体制の確立というところでございますけれども、平取町の防災ガイ

ドマップにつきましては改訂版を２５年３月に全町に全戸配布しているという

ところでございまして、ホームページ等でもＷｅｂ版ということでいつでも閲

覧できるというような状況になってございます。ただなかなか実態として、い

ざというときにこういうものを活用できるかというようなところは非常に心配

するところがございますので、ご自分の居住している地域を含めて、常にこう

いったガイドマップ等の情報を意識していただけるようなさらに取り組みを定

期的に広報等を通じて、啓発に努めてまいりたいというふうに思っています。

またあわせて、今回あとで補正予算のご審議もいただきたいと思いますけども、

防災セミナーを近く開催させていただきまして、その上で、災害図上訓練です

とか、避難所運営訓練などですね、そういう機会に触れるような場もぜひ設定

をして防災に対する意識の向上を少しでも図ってまいりたいというふうに考え

てございます。それで、傾斜危険地域に隣り合わせている避難所なんですけれ

ども、今ご質問にあったとおり、町民体育館と中央公民館が非常に近いエリア

にあるということで、避難所に指定されているということでございますけれど

も、昨年の６月でも総務課長のほうから答弁がありましたけれども、施設とし
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ては、非常に避難所として適しているということからの指定でございますので、

そういう周りの環境の状況でもありますけれども、そのときの降雨の状況です

とか、そういうものを判断した上でそこを使用するかどうかの判断をさらにさ

せていただければと思っております。今、北海道と危険地域についてのさらに

議論といいましょうか協議を進めていくなかで、やはりここは避難所にふさわ

しくないという結論が出た場合はさらに別の避難所等の検討をぜひさせていた

だければと思っております。あわせて弱者対策ということで、これは平取町災

害時要支援者避難支援計画というのを、今 終的な詰めに入っておりまして、

これは災害防止法の法令が改正になったということもあってですね、なかなか

個人情報等で把握できない部分があったんですけども、それらが非常にやりや

すくなったということもありますので、この辺の弱者といわれる方々の情報を

しっかり把握してですね、いざというときの活動等に結びつけていきたいとい

うふうに思っております。それから担当課がかわってどうかというところです

けれども、やはりこういう災害、いざというときの災害対策については、我々

行政機関も初動体制等のしっかりした動きとか、そういうのは必要になってき

ますけど、やはり各地域のそういった防災に対抗できるような、キーマンとい

いましょうか、そういう方の育成も非常に大事だなというところで、まちづく

りという視点でもですね、日頃、そういった訓練活動ですとか、そういうもの

をさらに積極的にやってまいりたいというふうには考えてございます。以上で

す。 

 

議長 四戸議員。 

 

８番 

四戸議員 

今課長の説明でそういう自然災害に対することについては 終的な詰めに入っ

ているというふうに理解しております。そのなかでですね、これは も大事な

ことだと思うんですけども、しばらく大きな災害から遠ざかった現在でござい

ますけども、役場の職員もそうなんですけども、やはり町民におかれましても

やはりその災害に対する危機管理意識といいますか、これが本当に大事なこと

ではないかなと。だけど役場だけがそういう体制ができましても、やはり、そ

ういうことにつきましては一番町内会を把握してるのは自治会だと思うんで

す。やっぱり自治会を中心として、タイアップし、それでその災害訓練といい

ますか、そういうものに対して、やはり危機管理意識をもってもらう。本当に

大事なことだと私は思っております。今もろもろ課長から答弁あったように、

前回も言いましたが多分平取町の要するに災害に対する自治基本条例ですか、

第２５条、これにはすべての危機管理だとかそういう災害に対することが含ま

れていると思いますけども、この体制についても見直されてきたのかどうか、

今、質疑、危機管理ですね、その点についての行政側はどういうような方向性

でいっているのか伺いたいと思います。 
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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。自治基本条例、これは改正になってございまして、２６

条になってございます。危機管理体制の確立ということで、平取町としても町

民の生命と財産を守るというような視点に立ってさまざまな災害時の緊急時に

いかに機能的な行動がとれるかというようなことを進めるということが規定さ

れているということでございまして、先ほども一部申し上げましたけれども、

さらに町民個々のそういった防災に対する意識の高揚ですとか、さらに各自治

会、それからすでにできております自主防災組織とさらに密な日頃の連絡、そ

れから訓練を含めたそういった普段の活動等をさらに密にやっていきたいとい

うふうに考えてございます。それで、あともう一つ、今、室蘭開発建設部から

打診がございまして、タイムラインという、事前防災行動計画というものがご

ざいまして。これは、地震ですとか突発的に起こるものは初動の行動が非常に

大事になるんですけども、例えば台風が来るぞというような非常に来るまでに

準備ができるような災害等がございまして、そういったものに有効な手段とい

うことで今検討が始まっているということでございます。開発といたしまして

は１５年、１８年の災害を受けて、この沙流川流域でそういったいろんな経験

をしている方とかが、行政も含めてあるということで、全道で初めて、この沙

流川流域でそういったものを試行でやりたいというような打診もございまし

て、平取町としてもそれに協力するということもございますので、これも関係

機関、例えば消防ですとか警察、それから自治体、開発、それから北海道さん、

それからもちろん地域の住民の方々も巻き込んだ上でのいろんな行動計画とい

うことになりますので、ぜひこういったものもうまく活用してさらに平取町の

災害に備える体制の強化に努めていければなというふうには考えてございま

す。 

 

議長 四戸議員。 

 

８番 

四戸議員 

課長の答弁を聞いていてだんだんその危機管理体制の確立はできているのかな

というふうに理解いたしました。そのなかで 後の質疑になると思いますけど

も、町長は前にも私も言いましたけど、執行方針の中で町民の生命や財産、こ

れを守ることは本当に大事なことなんだと、災害から当然町民の生命、もし起

きちゃった場合、これ町長ですね、執行方針の中でだけ町長は考えてないとは

思うんですけれども、やはりそのへんの町長の思い、災害に対する思いという

ことについてですね、再度、前回から再度の質疑になると思いますけども、町

長の本当のそういう執行方針で述べられた気持ちですね、それをお聞きして私

の 後の質問とさせていただきます。 

 

議長 町長。 
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町長 まちづくり課長のほうから詳細に答弁させていただいておりますので、多少重

複する部分もあろうかと存じますけれども、答弁をさせていただきたいという

ふうに思います。近年は、東日本の大震災をはじめ、毎年のように全国各地で

大きな災害が発生をしてございます。先ほど来お話があるように、当町におき

ましても、平成１５年の８月の台風１０号災害、また平成１８年の８月の前線

停滞による集中豪雨災害など未曾有の災害が発生し、大きな被害をもたらして

いるところでございます。私どもは町民の生命、財産を守るためにも、災害に

強いまちづくり、安全で安心して暮らせるまちづくりは大きな課題でもあり、

大の努力をしていかなければならないというふうに考えているところでござ

います。いつ発生するかわからない危機に対応するために、平取町の地域防災

計画に基づきながら平常時から関係機関と密接な連携を図っているところでご

ざいます。特に前段申し上げましたように、１５年災害の教訓から一番大切だ

なと思いますのは、やはり地域コミュニティーとの連携ではないかというふう

に考えてございます。自治会を通じながら避難所、避難経路の住民周知、ある

いは災害要援護者の把握などに努めるとともに、自主防災組織の強化が今後と

も必要だというふうに考えてございます。特に、町としても、自治会とも連携

して、これから防災訓練を実施してまいりますけれども、自治基本条例にも明

記されているとおり、住民の皆さんの危機管理に関しては、ふだんから相互の

連携に努めながら、災害などの発生時においては自らを守る努力をすることが

重要でありまして、各自治会の自主防災組織のもとに、緊急時には地域におい

て、みんなで助け合うネットワークの構築が大変重要であるというふうに認識

をしているところでございまして、再度、災害に備えて行政と自治会との連携

強化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。また、

行政報告でも報告させていただいたとおり、長年の懸案でございました平取ダ

ム事業については、一時凍結されておりましたけれども、これらも終始一貫、

ダムの必要性について訴え続けてまいりましたが、関係地方公共団体からなる

検討の場、事業審議会等の回答を得て平成２５年の１月に国土交通大臣が平取

ダムの建設継続という対応方針を決定し、平成２６年度から堤体の建設が実施

されまして、２０２０年完成を目指しているところでございまして、今後とも

災害に強いまちづくりに大きく前進したところでございます。沙流川流域住民

の安全・安心を早急に確保するためにも予定通り、平取ダムが完成するように、

今後とも予算が確保されるように強く国に要請してまいりたいというふうに考

えているところでございます。以上申し上げまして答弁といたします。 

 

議長 四戸議員の質問を終了いたします。休憩します。５０分再開といたします。 

 

   （休 憩 午前１０時３８分） 

   （再 開 午前１０時５０分） 
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議長 再開します。６番高山議員を指名します。６番高山議員。 

 

６番 

高山議員 

６番高山でございます。それでは、私は一般通告しておりますけれども、高齢

者福祉計画における介護保険計画並びに不納欠損における事業分担金の未納問

題について質問させていただきたいと思います。まず１点目でございますけれ

ども、高齢者福祉計画における介護保険計画につきましては、今年度２７年度

から第６期の計画ということで、２７、２８、２９ということで、それぞれ計

画を策定しているというふうに伺ってございます。また、計画策定の前提とし

て、日常生活圏域高齢者ニーズ調査を実施していることも、了解しております

けれども、その中で高齢者人口なり、高齢化率の推計が出ているところでござ

いますけれども、これらにつきましてはいずれも増加の一途をたどっていると

いう状況でございます。これから段々、団塊の世代の方々が後期高齢に入って

くるという状況のなかで、そういった高齢化の推移がみられるなかでの３年間

の計画ということになってございます。特に調査を見てみますと、高齢者の世

帯のひとり暮らし世帯が３１．４％、そして家族同居は６７．１％でございま

すけれども、このうち半数以上が高齢者お二人の世帯ということに調査ではな

っているかというふうに聞いております。さらに、家族と同居されておりまし

ても、日中それぞれ働いているということで、日中においては８０％以上の方々

が、家で１人で生活している状況であるということが、調査の内容をお聞きし

たところ、そういった高齢者のニーズ調査をもとに、今回６期の計画を作られ

ておりますけれども、まずもって、それぞれご質疑をしていきたいと思います

けれども、この６期の高齢者福祉計画もしくは介護保険計画につきまして、本

計画の作成体制についてはどのようなかたちでつくられているかまず１点お伺

いをしていきたいと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

ご質問にお答えいたします。まず、介護保険事業計画の推進体制ということで

あります。まず介護保険事業計画ですが、これにつきましては、介護保険制度

を円滑に進めるために、平成１２年から３年を１期とする２６年まで、５期の

計画を実施してきたところでございます。今回第６期ということで、平成２７

年から２９年度の３年間の事業計画でございます。策定の目的としましては、

すべての高齢者が住みなれた地域で安心して暮らせるまちを実現するために策

定したものでございます。策定に当たっては、高山議員がおっしゃいました日

常生活圏域ニーズ調査をもとに各関係部局により、検討委員会を設置いたしま

して、さらに高齢者福祉計画・介護保険事業計画検討協議会で協議いたしまし

て、委員の皆様からそれぞれの立場で貴重な意見をいただき、第５期を検証し

つつ北海道事業計画と整合性をとりながら今回策定したという状況でございま
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す。以上です。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

それではまず、もう１点でございますけれども、基本的には、１０年後の２０

２５年を見据えたそういった経過のなかでの計画の策定ということになってま

すけれども、町長の執行方針もそうですけれども、この計画の中で出てくると

いうことの言葉でございますけれども、地域包括システムの構築ということが

大変そういった意味では、これからの高齢者福祉、介護保険計画の中では、非

常に重要になってくるというふうに思われますけれども、この地域包括システ

ムの構築とはどんなことを言っているのかまずお聞きしたいと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

 

 

 

議長 

地域包括ケアシステムということでありますが、これにおきましては、高齢者

が地域で自立した生活を営めるように医療、介護、介護予防、住まいや見守り

などの多様な生活支援サービスなどの事業を切れ目なくサービスを提供できる

体制ということでございます。 

 

高山議員。 

 

６番 

高山議員 

今、地域包括ケアシステムの構築とはこういうもんだということでご理解いた

しましたけれども、それでは、このシステムの構築に向けた、具体的な取り組

みというのは、どういったものをそれぞれ計画の中に掲げているのかお聞きし

たいと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

具体的な取り組みでございますが、大きく分けますと、五つに分かれることに

なります。まず一つ目ですが、健康づくりと介護予防の推進ということであり

ます。自分の健康は自分でつくり、自分で守るという、自分の健康管理をする

ための健康づくりに支援、それに対する健診体制また運動、栄養、口腔ケアな

どの強化、また、食育を通じた健康づくりにも取り組むものでございます。ま

た介護予防の推進ですが、これは地域包括ケア支援センターを中心に要支援の

予防、また日常生活支援の総合事業などの取り組みが必要となってきておりま

す。また二つ目としまして、生活支援、また介護予防サービスの充実というこ

とであります。これは地域包括支援センターの機能を強化し、高齢者の増加に

伴いまして地域のニーズに応じた生活支援サービスの提供や相談体制、家族介

護支援、権利擁護の充実、また高齢者が安心して暮らせるための住民参加型の
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地域づくりや、災害時の支援体制を進めてまいりたいと考えております。三つ

目ですが、認知症対策の推進ということであります。認知症の早期発見、早期

対応により地域で認知症と家族を支援し、見守り体制を構築し、また、サポー

ター養成を行い、総合的な認知症対策を進めてまいりたいと考えております。

四つ目ですが、在宅医療・介護連携の推進ということであります。医療の必要

性の高い要介護者の在宅を支えるために訪問介護、訪問看護などの連携した体

制づくりを考えております。五つ目といたしましては、高齢者ニーズに応じた

住まいづくりの確保ということであります。その能力に応じた、日常生活を営

むことができる、多様な住まいの確保ということで、この五つを考えていると

ころでございます。以上です。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

ただいま、今、具体的な施策の推進ということで、まず１点目聞きましたのは、

地域包括ケアシステムの構築に向けた具体的な取り組みということで、ちょっ

とあの項目だけではございますけれども、ご理解ができたというふうに思って

います。ただ、もう一つお聞きしたいのは、高齢者の社会参加の促進に向けた

具体的な取り組みとはいったいどういうことをこの計画の中では言っているの

かお聞きできればと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

 

 

 

 

 

 

議長 

高齢者の社会参加の推進に向けた具体的な取り組みということでございます

が、高齢者が積極的に参加する地域づくりということで、高齢者の自主的で活

発な地域貢献活動などさまざまな社会活動を通じて地域社会の中で、自らの経

験や知識、また技術を生かした、積極的な役割を果たしながら共に支え合う地

域社会づくりを推進するということでございます。高齢者のマンパワーですね、

かけがえのない地域資源ということであります。高齢者事業団、また老人クラ

ブ、ボランティア活動により生きがいを促進するということで考えております。

 

高山議員。 

 

６番 

高山議員 

それでは先ほど今ケアシステムの構築と、それから社会参加の促進に向けた具

体的な取り組みをお聞きしましたけれども、三つ目には、高齢者福祉サービス

の安定供給に向けた具体的な取り組みとは何を言っているのかお聞きできれば

と思います。 

 

議長 保健福祉課長。 
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保 健 福 祉

課長 

高齢者福祉サービスの安定的な供給に向けた具体的な取り組みということでご

ざいますが、まず一つ目といたしまして、高齢者福祉サービスの提供基盤の整

備であります。これは先ほども言いました地域包括ケアシステムの構築に向け

た、医療と福祉サービスの提供ということの充実を図りたいと考えております。

また二つ目といたしましては、高齢者福祉サービスの適正化と質の向上、それ

から介護ニーズに対する質の高いサービスを安定的に供給できる取り組みとい

うことで考えております。また、介護給付の適正化やサービス事業者への指導

監督の強化もしてまいりたいと考えております。三つ目におきましては介護保

険の安定的な運営ということで、低所得者などの軽減を図り、負担能力に応じ

たきめ細やかな保険料の設定など、安定的なサービスを図るというものでござ

います。以上です。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

今先ほどお聞きしましたこの３点が今後、このケアシステムとその今お話があ

ったものがですね、高齢者福祉に対する具体的な施策の推進にかかわる３点か

なというふうに理解しているところでございます。それではこれらの計画を推

進していくための推進体制というのはどのようになっているのか、どのような

かたちでやっているのか、やっていきたいということになるのか、お聞きした

いと思いますけれども。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

これらの事業推進に当たっての体制ということでございますが、まず基本的に

は地域包括支援センターを中心といたしまして、効果的な取り組みを推進する

ために保健医療、福祉分野だけでなく地域で生活する高齢者を支えるのが非常

に難しいということもございまして、行政分野含め各関係機関、また、自治会

等も有機的な連携を図りながら実施してまいりたいと考えております。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

これらの今の推進体制につきまして、特に私は常に考えていますけれど、感じ

ておりますけれども、どこの町でもこういった福祉のやはり 先端でやっぱり

頑張っているというのは、民間ではございますけれども、社会福祉協議会があ

ろうかなというふうに思っています。私たちの町でもそういったところとの連

携は十分にとっているとは思いますけれども、まだまだ社会福祉協議会の活動

の分野というのはたくさんあるかな。そういった意味では、今後、民生児童協

議会だとかいろんなかたちとの連携も必要になってきますけれども、ぜひその

私たちの町にある社会福祉協議会が、福祉の活動の 先端の活動ができるよう
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に連携を取りながらですね、頑張っていただければと思いますけれども、そう

いった意味では社協の役割というのは、非常に大事かなというふうに思ってお

りますので、その辺についてはどうでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。今回第６期の計画を策定したなかで、社会福祉協議会とは

十分な連携を図っていくというなかで話は進めておりますので、今後そのほか

平取福祉会、また民間の事業所なども含めて、十分また常に協議しながら進め

てまいりたいと思っておりますので、ご理解願いたいと思います。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

それでは高齢者福祉計画における介護保険計画についてもあわせてお聞きして

いきたいなというふうに思っています。基本的には、今、介護を必要としてい

る人方の人数というのはですね、６５歳代では、横並びで推移してきてると思

いますけれども、実は、後期高齢の方々につきましては、１０年前と平成１２

年に比べるとですね、２５年までであれば、非常に、２．２倍になっていると

いうことで、特に８５歳以上の人については２人に１人が、要介護の認定を受

けているというような状況になっているかなと思います。また、平取町で名前

をつけたゆうあい長寿さんということで、そういった方々は、これから介護に

落ちていく予備軍と言いますか、そういった方々が、実はこの町の中にはたく

さんいらっしゃるというふうに聞いております。ますます今後、介護で、どう

しても在宅で頑張れないという方々が、介護でやはり落ちていくということは、

これからやはり増えていくん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。まず、今回の第６期、平成２７年から２９年までの３年間の介護保

険料でございますけれども、３５００円ということでこれは基準額でございま

すけれども、３５００円と設定しているけれどもですね、これらについては設

定に至った経緯と計算根拠についてまず伺っていきたいというふうに思ってい

ます。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。まず保険料の３５００円の設定の経緯と算出根拠というこ

とでございます。今回第６期の計画ということであります。まず介護保険法で

３年に１期とする計画の策定が義務づけられているということで、介護サービ

スの供給量に基づき、保険者ごとに基準の保険料が設定され、保険者の所得に

応じて課せられる保険料率は保険給付に要する費用の予想額に照らし、おおむ

ね３年を通じて財政の均衡を保つことができるものでなければならないという
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ことになっております。これによりですね、保険料を次期３年間分の介護サー

ビスの供給見込みに応じて算出したところでございます。その額が、保険料が

４４７７円ということになります。しかしながらですね、平成２６年度まで、

保険料の余剰が原資となる、介護給付の準備基金が７千万程度、残金がある。

この内、５７００万を今回の計画で取り崩しいたしまして、第６期の保険料を

３５００円に設定したところであります。それと、第１号被保険者の負担軽減

を図るという意味でも、３５００円ということで設定させていただきました。

第５期につきましては３千円ということで、１６．７％のアップでございます

が、そういうかたちで今回設定させていただきました。今回この準備基金を取

り崩しているということでございますが、ちょっと国の指導もございまして、

保険財政の安定を図るために大切な役割を果たしているということでありま

す。必要以上に基金の残金を残すことは、保険給付のためにお預かりした保険

料の使用目的としては適切でないというちょっと国からの指導もございまし

て、今回こういうかたちで基金を取り崩しながら、３５００円に設定させてい

ただいたということでございます。以上です。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

この６期の計画の中ではですね、先ほど、担当課長言われましたように、５７

００万程度を３年間で基金を使用しながら、３５００円にしていくということ

のお話ありました。今お話聞きますと、実際の介護の保険料は４５００円程度、

４４７７円ということでございますので、その差額を基金の支消でもって抑え

るということになるかなというふうに思っています。ただ、今年の予算の説明

資料で見ますと、今年は介護保険の会計の基金から２３００万程度、一応、支

消、取り崩す予定ということになっておりますけれども、初年度でこれぐらい

落とすということになると、残りが４５００万程度、こういったかたちのなか

で、実質的に繰り越しもいろいろ出てくるんでありましょうけれども、実質的

に３年間でどれぐらいの基金が使うというような、もしくは残るというような

想定でいるのかまず伺いたいというふうに思っています。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。まず、今回の予算ということでありますが、まず、予算に

おきましては、平成２６年度のある程度の給付の見込み額に応じて、それにさ

らにある程度の上乗せをしながら今回予算を計上しております。その中で２３

００万崩すということでございますが、基本的にこの３年間の中でいきますと

５７００万ということでありますが、実質４千万程度を崩していくのかなとい

うことで、今は考えております。 
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議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

今基金の支消の見込みがそれぞれ出ておりますけれども、私が言いたいのは、

この６期については３５００円ということで、新聞にも載りましたけれども、

全国で下から５番目という、非常に安い保険料を設定していただいている。こ

れは、私たちにとっても、年金だけで生活してる人にとってもですね、それぞ

れまた軽減措置もいろいろとやっていただいてるということのなかでは非常に

ありがたい、そういうふうには思いますけれども、今予定でいきますと、４千

万程度、実質ですけれども、４千万程度じゃなくて５７００万程度、本当にこ

れから来年再来年どういうふうになるか動きはわからないですけども、私の推

計では、次の７期の時には、確実に５千円を超えるだろうという私は、私なり

の推計をしてますけれども、そうすると上げ幅が１５００円以上。６期はそれ

で非常に安い設定ではございますけれども、７期の時に、基準額で５千円以上

になった時に、本当に基金が残って、少し軽減できればいいですけれども、そ

れがなかったということになると、年金で生活してる人にとっては非常にやは

り厳しいものになるであろうというふうに私は考えていますけれども、そうい

ったかたちのなかで、大変なんでしょうけれども、３年間平準化で３５００円

ということではなくて、スライド式に３５００円、例えば３８００円、４２０

０円というような設定の中で、少しでも余剰金を７期に振り向けられるような

かたちのスライド資金というものについては、検討はされなかったのかどうか

その辺をまずお聞きしたいと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。まず、第７期に向けての保険料ということでありますが、

計画上、第７期の保険料にしましては５１６４円ということで、いまのところ

推計しております。実際今３５００円ですから１５００円上がるというような

かたちになろうかとは思いますが、そのなかで基金も取り入れながら実施して

まいりたいと思っております。それで３年間の保険料を平準化でなくスライド

方式はどうなのかということでありますが、まずスライド式に対しては問題は

ないと思います。ただですね、単年度ごとに介護保険事業計画をまず策定しな

ければならないということになります。またそのなかで、国の了承を得なけれ

ばならないということもございますので、今はスライド方式は考えておりませ

ん。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

一応３５００円ということで３年間平準化でやるというような考え方でやる。

基本的には、毎年度、一応スライド式もできるんですけれども、事務的には非
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常に大変っていうことも十分に理解はしています。ただ、このままでいくと、

基本的には、それぞれ先ほど担当課長が言いましたように、これから１０年間

の中間ではですね、５１００何ぼというような推計もしておりますけれども、

今後この介護保険料をおさえるための、本当に具体的な対応といいますか、こ

の３年間でそれをやっていかなければ、余剰金も何もない、次の７期の時には、

１５００円以上上がるだろうというようなこともありますので、この保険料を

抑えるための具体的な取り組みというのは、先ほどの中にもお話ありましたけ

れども、特にこういったことをということがあれば、お聞きしたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。第７期の保険料に向けた保険料を抑えるという施策的なこ

とになろうかとは思いますが、まず国の介護保険サービスの方針にもあります

ように、基本的には地域包括ケアシステムの構築ということであります。介護

医療、生活支援、介護予防の充実を図るということになろうかと思います。そ

のなかで、特に居宅サービスの基盤サービスの充実が求められているというこ

とになります。この居宅サービスの基盤ということになりますと、まず、今で

いいます通所介護、それと訪問介護、また短期入所、ショートステイですね、

それらを改善なり、充実を図るということが今市町村に対する国からのお話で

ございます。その辺を十分、整備、また充実を図っていきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

今のお話の中で、うちの町の施設サービスとそれ以外の施設サービスの比較を

した資料がございますけれども、国は６割がそれぞれ居宅のサービス、そして

施設サービスが４割ということになっています。それとは逆に、平取の場合は

逆で施設サービスが６割、居宅は４割ということになりますので、そういった

なかでは、施設サービスをそれぞれ１人２人よりも、広く、やはり在宅なり居

宅で対応できる、そういった方々をやっぱり増やしていくというのが介護保険

料をやっぱり抑えていく、もしくはゆうあい長寿さんみたいなかたちの方々を、

介護に陥らない、そういうような、地域包括ケアシステムっていうことも言っ

てますけれども、そういったことが大事でないかなというふうに私は思ってい

ます。ですから、あまり施設ばかりということになっても、基本的には確かに

施設もいいと思います。３０人の特養つくったら１億は金が落ちる、平取町に。

雇用もできるかもしれない。ただ、いろんな問題はある。受け入れする担い手

になる人の確保が難しいというようなこともいろいろあるかと思いますけれど

も、私はそういったなかでですね、やっぱりこの介護保険についても、やはり
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２７年の次の新しい期間の検討というのはやっぱりかなり厳しくなってくるだ

ろう。全道一円の広域化にするには７期では全く話は出ていない。８期でも出

るかどうかわからない。そういったなかでですね、まだまだ町としての計画作

りのなかで、保険料を決めていかなきゃならないということになりますので、

そういった意味のなかで、ぜひこの３年間ですね、そういった意味では、施設

偏重ではなくて、在宅の人を増やしながら、何とか介護保険料を抑える、これ

は保険料が上がると年金から自動徴収がされるといいながらも、やはりそうい

った方々、私たちもそうですけれども、そういった方々は、やはり生活に大き

く影響してくるというようなことも踏まえて考えているということになればで

すね、ここに資料もありましたけれども、ＡＤＬのまだ自立で何でもできる人

方は８０％、９０％いる。調査やっても。ＩＡＤＬということで、例えば、そ

ういった方は、集団的自立をというんですけれども、炊事だとか買い物とか金

銭の管理等についても、まだ８０％以上の人方がやっぱり自分でやっていける。

こういう方々をですね、やはり介護に陥らないような、そういうこれから施策、

この３年間で徹底して、それは保険料を抑えるという意味ばかりではないです

けれども、そういったことをですね、私としては、そういった具体的な目標を

掲げながら、頑張っていってほしいというふうに思っていますけれども、それ

へのお考え方はどうでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。まず、今回、地域包括ケアシステムの構築ということで、

まず国の指導のもとこの整備をしていかなければならないっていうことであり

ます。そのなかでまず、２９年度に介護予防、また日常生活総合支援事業が始

まるということで、２７年、２８年におきましてはそのなかでの準備というこ

とになります。そのなかで、今年準備委員会を立ち上げまして、それぞれの今

課題となっているもの、またサービスの充実ということを含めまして総合的に

検討して、また実施していきたいと、そのように考えておりますので、ご理解

のほどよろしくお願いします。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

これからそういった意味ではですね、先ほど申し上げましたように、団塊の世

代の方々が後期高齢に手が届く。これからはどんどんどんどん、７５歳以上の

後期高齢の方々が増えていく。やはり独居の方も５００世帯にならんとしてい

る状況。もしくは老老介護の問題、そして家庭の中にあっても日中、本当にお

一人で過ごしているという方々が、在宅でどうしても頑張れなくなった時には、

やはり病院か介護の施設か、そういったものに、もしくはどこも入れなければ

やはり子どものところに行かなければならないというようなこともあるという
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ふうには考えてますけれども、できるだけ地域のお年寄りの方々が、この町に

長く住んでいるそういった方々が、この町のなかで、介護に陥らない、介護に

なってもこの施設のなかで対応できるというようなことも踏まえたなかでです

ね、６期の計画については、それぞれ計画を推進していただければというふう

に切にお願いをして、１点目のご質問を終わりたいなというふうに思っていま

す。続いて、通告してありますけれども、不納欠損に係る道営草地改良事業分

担金の未納と時効についてということについて、それぞれ、ご質問させていた

だきたいと思います。不納欠損処理をすることにつきましては、法令や契約な

どに基づき、徴収すべき債権を放棄するものであり、財政面や住民負担の公平

性の観点から、容易にそれを行うべきものではないということは言うまでもあ

りません。しかし、一方で相当の徴収努力を行った場合でも、回収できない債

権が生じるということは私もやむを得ないということで、そういった現実だと

いうふうには理解しているところでございます。まず税務課長にお聞きいたし

ますけれども、毎年度不納欠損処理が出ておりますけれども、私たちの町にお

いては、不納欠損処理の基準を策定しているのかまず１点お伺いをしたいと思

います。 

 

議長 税務課長。 

 

税務課長 不納欠損ということですけれども、不納欠損については、地方自治法上には規

定はないと。ないけれども、行政実例によれば、既に調定された歳入が徴収し

得なくなったことを表示する決算上の取り扱いということになっていまして、

時効により消滅した債権や放棄等がされた債権など、証明した債権に対して行

われるものとなっております。そこで証明した債権とはどういうことというこ

とですけれども、これについては、債権がすでに消滅している場合と、債権が

ほぼ消滅状態にある場合、ある債権とに大別されます。債権が既に消滅してい

る場合としては、私債権に分類される債権については時効の援用があった時、

公債権に分類される債権については時効が完成した時、また、法人につきまし

ては生産するべき財産が存在しない状況で破産手続きが終了し、法人格が消滅

した場合などがこれに該当し、不納欠損が適用される条件ということになって

おります。一方、債権がほぼ消滅状態にある債権とは、債務は存在しています

が法律上または事実上の理由により徴収できない場合、いわゆるみなし消滅債

権といわれておりますが、こうした債権も不納欠損が適用される条件というこ

とになっております。次にみなし消滅債権とはどういうことでというと、具体

的に言いますと、税や分担金や負担金などの強制徴収公債権に分類される債権

については、地方税法や国税徴収法が根拠規定になっておりまして、不納欠損

の対象となっています。その内容としましては、滞納処分をすることができる

財産がない場合や、滞納処分をすることにより、その生活を窮迫させる恐れが

あるとき、居所及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき
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に執行停止を行い、停止が３年間継続したときは債権が消滅することとしてい

て、不納欠損処理をすることとしています。一方、水道料や住宅料などの私債

権に分類される債権のみなし消滅債権については、３月議会で議決をいただい

た、平取町債権管理条例が根拠規定となっていまして、この条例の第１４条の

第１号から第５号までの要件に該当する債権がほぼ消滅状態の債権、みなし消

滅債権として条例に基づき、債権放棄をした後に不納欠損処理をすることとし

ております。以上のことから簡単に言いますと、平取町におきましては、先ほ

ど申し上げた地方税法等の法律や条例の規定に基づき、既に消滅している債権

とみなし消滅債権に該当する各債権について、不納欠損処理をすることとして

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 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

今ちょっとお話を聞きましたけれども、基本的には基準はあるということです

か。 

 

議長 税務課長。 

 

税務課長 法律にそのような規定がありますので、法律に則って不納欠損処理をしている

ということでございます。以上です。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

そういった法的なものに基づいてということでございますけれども、やはり全

国の町村なり、大きなところを見ますとですね、徴収の透明性をやっぱり、担

保しながらですね、明確な不納欠損処理の基準を設けている所がですね、非常

に多いということになりますけれども、そういった意味では、法的に基づくば

かりでなく、町の不納欠損の基準を新たに設けるというようなことの考え方は

ないのかお聞きしたいと思います。 

 

議長 税務課長。 

 

税務課長 先ほど申し上げましたけれども、３月議会で債権管理条例を制定していただき

ましたので、それに基づいて、私債権については不納欠損処理をしているとい

うことになっていますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。

 

議長 高山議員。 

 

６番 先ほどちょっとお話ししましたように、すでに公債権の強制徴収公債権なり、
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高山議員 非徴収公債権というようなことがございますけれども、私債権ということで、

地方自治体における金銭債権につきましても、ちょっと税務課長がふれており

ましたけれども、それでは私がここに書いてありますように、通告してありま

すように、平成１３年度の道営草地改良事業の未納に係る債権の時効について

をまず伺っていきたいなというふうに思っています。まず、産業課長にお聞き

したいと思いますけれども、この事業の内容について、事業内容、事業主体、

受益農家戸数、事業費の財政負担割等についてまずお聞きをしていきたいと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えをいたします。平成１３年度に実施をいたしました道営草地整備改良事

業につきましては、事業主体につきましては、北海道、道営ということで北海

道になっております。それぞれ分担割合ということでございますけれども、事

業の分担割合ということでございますけども国が５０％、道が２２．５％、受

益者については５％、残った分については町が負担するというようなかたちで

実施をしているということで、この不納欠損が生じた事業自体につきましては

事業費につきましては、これは事業自体堆肥舎と尿だめ施設、それに伴う水道

管移設ということで、堆肥舎自体で事業費につきましては２２９３万２２４９

円、受益者の分担金については５％ということで１１４万６６１２円、尿だめ

で事業費は５２６万７９７３円。受益者の分担金につきましては５％というこ

とで２６万３３９９円、それに伴う水道管移設につきましては、事業費で１０

２万９９７１円、分担金につきましては事業がちょっと変わって、この事業と

違うということで分担金自体につきましては２２．５％、受益者のほうですね、

で、２３万１７４３円となっておりまして、分担金合計では１６４万１７５４

円というようなかたちになってございます。事業費の割合について、不確定な

ところがありますので、後ほどまた正確な数字を述べたいと思っております。

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

それでは次にですね、この実は事業をやった時にですね、当然にして受益者農

家の戸数は何件かあったと思いますけれども、当然にして受益者の負担金、分

担金が出るということがわかっていた前提で、もちろん事業を始めているかと

思いますけれども、なぜ、払えなかったのか、その辺の理由について、お聞き

きしたいと思いますけれども、いかがですか。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 平成１３年当時の書類等を見て経緯等を見たところですね、受益者自体が要望
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していったかたちのものと若干、工法というんですか、場所ですとかそういう

ものが実際に工事のかかる際に傾斜地の関係等で場所が動いたり、土の入れ替

えをしたりだとかということが発生してきたと。設計段階では想定していなか

った部分が出てきたので、受益者と事業主体、また町等が協議をしまして、変

更等をかけていったというふうに聞いております。その際に水道管等について

も、それに伴って移設を行っていかないといけないということで、受益者に説

明をして工事を実施していったということでございますけれども、事業が終わ

った段階で当初と違うというようなかたちの申し入れ、受益者のほうからです

けれども、このようなかたちでの工事ではなかったんじゃないかということで、

十分工事をやる際にですね、説明、協議等は行ってきたというようなことで記

録されておりますけれども、受益者自体は意向と違うようなかたちでの工事に

なっているので、事業費等の算出についてもこれはそのままではちょっと受け

入れられないというようなことがございまして、それが続いてきて納入されて

きてなかったというふうに記載されております。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

それではあわせていろいろと内容等については約３千万の事業の中で個人の受

益者の負担が１６４万。そのほかに先ほど聞きますと、それぞれ国や道や町や

ということで、それぞれ負担があるように思いますけれども、とりあえず個人

の受益者負担につきましては、１６４万ということですけれども、これが未納

になって時効になった経緯について、それぞれ伺いたいというふうに思います

ので、よろしくお願いします。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 それではお答えをいたします。お話しのとおり、平成１３年度に実施をしまし

た道営草地改良事業により、町内農業者が堆肥舎と尿だめ、水道管の移設を行

ったけれども、その分の受益者分担金が未納となっているということで、北海

道への事業費の分担金の納入につきましては平成１３年の１２月に平取町が納

入をして、翌年の３月に受益者から平取町に納入されるという手続きで事業を

実施してきております。その際に、納入がなかったためにその後、受益者とも、

その農業者とも協議をして支払いをお願いしたいということで、話し合いをし

てきたところでございます。その間、毎年度納入通知書等を送付して当該人と

も話し合いを行って納入を促してきたところでございますけれども、その時点

では行政として、毎年度納入通知を送付することにより、時効が中断されて、

債権が有効となっているというような判断でございました。未納がその後もず

っと続いているということで毎年、その農業者と協議等納入についての話し合

いを続けてきたところでございますけれども、未納がその後も続いているとい
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うことで、決算審査等でも指摘がございまして、そのような金額が未納になっ

てるというのはよろしくないのではないかという指摘はもちろんございまし

て、産業課としても納入を促す話し合いなど、その後も継続して続けてきたと

ころでございますけれども、平成２５年度にこのままでは解決に至らないとい

う判断から滞納処分も含めた強制執行等の対応をとるために、事務手続につい

て調査をしていたところ分担金につきましては普通公共団体の督促滞納処分の

対象になる債権であり、滞納処分対象になる債権については時効が５年間とい

うことが判明をしたところでございます。これにつきましては地方自治法２３

６条第１項の規定によるものでございまして、納入通知書による時効の中断効

力につきましては 初の納入期限までの１回のみが中断の有効ということであ

ることが判明したところであります。このことからですね、この件の受益者の

分担金につきましては、平成１８年度に時効が成立し、債権消滅というふうに

なっているということが判明したところでございます。それを受けまして、平

成２５年１０月１６日に開催しました議会の産業厚生常任委員会におきまして

経緯等について説明を行ってきているところでございます。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

未納から時効に係る経過については、私もこの２５年の１０月の産業厚生常任

委員会の会議録を見てだいたい了解をしています。ただ、これは１点だけ確認

をしたいんですけれども、これは時効になるよということについては、内部の

中で協議の中で、それが出てきて調べたということになっているということで

確認してよろしいですか。それとも相手方が、いやいやもう時効じゃないの、

ということを言われてから調べたっていうことではないですよね。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 先ほど言ったとおりですね、強制執行等も含めて差し押さえ等も頭に入れなが

ら解決していきたいということで、こちらのほうでその事務手続を進めるとい

うことで調べているうちに判明したということで相手方から話が出てきたこと

ではございません。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

基本的に今お話ありましたように、この受益者の方の事業費については２９０

０万程度、こういったかたちのなかで、本人の受益者負担については、結局は

払わないで時効になってしまったと。そのほかにも、先ほどもちょっと、それ

ぞれの負担割を・・ますと、国と道と町が実際的に・・には・・きれなかった

というのが、５年で本来であれば差し押えだとか、財産差し押さえということ
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になるのが適当だけれども、それは行政のミスということで理解してよろしい

ですか。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 おっしゃるとおりですね、これは行政のほうの判断ミス、事務手続の誤り、１

８年度で時効が成立してこれは援用が必要のないということで時期が来たら、

時効が発生するということで債権消滅となるというふうになっておりますの

で、これについては町の事務手続の誤りということになります。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

それでは、町の理事者にお聞きしますけれども、２９００万程度の事業をやっ

て、基本的には、それぞれ受益者負担を払わない、町の負担もあった。それが

１４年間、そういうかたちで、現在にきていて、それが平成２５年の１０月の

産業厚生常任委員会のなかでは、副町長、産業課長、町長がそれぞれ対応して

いますけれども、そのことについて、町のミスだということのなかで、その内

容について町に損害を与えたということの中の内容について、どのように対応

されてきたのか、まず１点伺いたいと思います。 

 

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。前段ですね、ただい

ま産業課長から、答弁ありました道営事業の分担金の率について若干訂正をさ

せていただきたいと思います。それでまず堆肥舎と尿だめ、この二つについて

は受益者負担が５％ということになります。単純に道の負担は２７．５％、１

７．５％の２分の１、３分の１が町、３分の２が道ということになります。当

時のパワーアップ事業の対象になったということでございます。あと水道事業

につきましては水道移設につきましては、受益者負担が２２．５％、道が２７．

５％、国が５０％ということになりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。ただいまのご質問にありました、どういう整理をしたのかというようなこ

とでございますけれども、先ほど来、税務課長、また産業課長のほうからお話

がありましたとおり、当町におきましては、本事案以外にも未収金対策につい

ては常日ごろから、監査委員、また議会の決算審査委員会からそれらの結果報

告の中で収入未済の発生防止に向けて抜本的な対策を講じるようということで

常々、指摘をされていたところでございます。これらの状況を踏まえまして、

ただいまの道営事業の時効の成立問題含めて、平成２６年度の収納対策会議の

なかで、平取町債権管理基本方針、そして私債権等の管理回収等の手引きを策

定するとともに、先ほど税務課長が申しました平取町債権管理条例の制定につ
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いて、３月議会に提案をさせていただきまして、可決成立させていただきまし

た。本年４月１日より、この条例については施行をし、未収金対策をはじめ、

債権管理の適正化を図ってまいることとしております。また本年４月の機構改

革では、税務課に収納対策係を新たに新設をいたしまして、収納率の向上をは

じめ、適正な債権管理に取り組むこととしておりますので、ひとつご理解のほ

ど、よろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

今、副町長お話しされたことについては、私も理解ができます。ただ、町にこ

れだけ損害を与えたということのなかで、町の理事者が町民に対してどっかで

謝罪をしたり、報告をしたことがあるのかということをまずお聞きしたいんで

すけれども、その辺はどうでしょうか。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 ただいまのご質問の件ですけれども、いわゆる町民に対して謝罪をしたことが

あるのかということでございますけども、先ほど産業課長のお話もありました

けども平成２５年の１０月１６日に時効成立の関係については、担当常任委員

会であります産業厚生常任委員会に報告をして協議をいただいているところで

ございます。これらについては、担当課長を含め、副町長、町長ともですね非

常に反省をしているということで大変申しわけなく思っているというような陳

謝をしながらこの常任委員会に臨んできたということで、改めて町民全体に対

してそれらの謝罪をしたということは、今のところございませんので、ご承知

おきをいただきたいというふうに思います。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

２５年の１０月の１６日の産業厚生常任委員会のなかで、たしか当時は、人数

が少ない委員会でありましたけれども、このなかでの会議録は読ませていただ

きました。その中でも、各委員から非常に厳しいご指摘がありました。・・事業

をやっている方で正規に分担金を払って事業をやった方々もいる。そのほかの

方々もいらっしゃる。ましてや、このなかではそういった意味では９万円で職

員が懲戒免職になってるっていうそういった厳しいときもある。そういったな

かで１６４万とは言いながらも、そういうかたちのなかでですね、これからも、

陳謝をしないのか、例えば今回の、この２５年の１０月の時のあとの議会だよ

りを見ても、これは議会の問題ですけれども、あれだけ長くやったことが議会

の広報委員会の議会だよりのなかでは一切書かれていない。ですから今の問題

は、地域のなかでくすぶっている。例えば、町に物を申して、変な語弊がある
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言い方ですけれども、クレームをつけたらお金は払わなくていいんだなんてい

うことが、やはり地域のなかで、いろいろとくすぶっている。やはりこういっ

たかたちのなかで、私は経過は理解するけれども、結果についてはやはり１６

４万も個人が払っていない。全く道義的責任も感じていないのかどうかという

のはちょっとわかりません。ただ、このことが１４年間もどこにも出ていない、

そういったことが、こういった受益者本人が、これは話がもう全部終わったの

かなというふうな考え方でいるのかどうかわかりませんけれども、やはり、自

治基本条例のなか見ても、情報共有とか説明責任だとか、公平だとか透明性が

とかということを担保するということがそれぞれ書かれているけれども、今後

ともこれだけ損害を与えた内容等について、どっかの段階で、基本的には、町

長が謝罪をする、報告をするということは考えていないのか、お聞きしたいと

思います。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 本件については、今、高山議員のご質問にありましたとおり、負担の公平性と

いうのを原則とすれば当然、今回の時効が成立したということについては、当

方の事務処理ミスということになりますので、それらについてのいわゆるその

１点だけをとらえると、かなり我々の事務処理について重大なミスがあったと

いうことは感じております。しかし全体的な不納欠損の部分、負担の公平性を

とらえるとこの点だけに限定するというのはなかなか難しいのかなというよう

な気がしております。そういうようなことから、この事案だけをとらえてとい

うことになるとなかなかまた、厳しいものがあるのかなと。ただ、問題、内容

そのものが我々の事務処理のミスで時効が成立をしたということがございます

ので、これらについて、この事情を明らかにしていかないと謝罪の意味もない

というようなことになりますので、これらの事情を明らかにするということに

なると当然、相手がいることでございますので、いわゆる個人情報とのからみ

もありまして、デリケートな部分もありますので、その辺については慎重な対

応が必要なのかなというふうに思っております。そういうようなことから、現

時点でこれについて、町民にオープンに謝罪をするということについては、今

のところ考えておりませんので、ご理解をしていただきたいというふうに思い

ます。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

不納欠損にはやっぱりいろんな理由があるかなというふうには思っています。

それぞれ税のこともありますし、いろんなことがあります。ただ今回のやつは、

基本的には相手方の例えばミスではなくて、町のミスだということになれば、

やはり、どっかで、きちっとやっぱり報告するべきかなというように私は考え
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てます。ですから、このことがどこにも出ない。だから、１４年間も、３千万

も工事やって町のお金も入っている。個人の負担だって、結果的に全部チャラ

になった。そういったものは、道義的責任すら感じるような状況ではない。で

すから、不納欠損だって、先ほど僕言いましたように、いくら徴収の努力をし

てももらえないところというのはやはりたくさんある。それと同じくして、そ

れを出せということを言ってるわけではないんです。ただ、明らかに町のミス、

結果ですよ。経過はわかります。結果、町のミスであれば、その責任たるもの

についてはきちっと謝罪をはっきりしたかたちのなかでやはり謝罪なり、報告

なりがあってもいいんではないかなというふうに私は考えています。ですから

この本会議でやったということは、この内容は全部外へ出るということですか

ら、やはりきちっと謝罪をしないって、ほかのこともあるから謝罪しないとい

うことが、それで対応できるのかどうかというものについては、町長としては

どう考えてますか。 

 

議長 町長。 

 

町長 本件の内容については、町としても、お互い、相互の信頼関係のもとに理解を

得ながら何とかお支払いをしていただくということでお願いをしてございまし

たけれども、５年を経過すると時効が成立するというような法的な根拠から

終的に不納欠損に該当することが判明いたしまして、議会にも報告、陳謝した

ところでございます。そういったなかで、当然にして事務処理の不手際でござ

いまして、大変これらのことについては大変遺憾に思っているところでござい

まして、深く反省をしながらですね、今後この誤りのないように具体的な対策

を講じているところでございますけれども、今申された明らかにすべきという

ことについてはですね、副町長からもお話がありましたように、個人情報、あ

るいはデリケートな事案でございますので、十分その辺については、慎重に内

部でも詰めながらですね、対応してまいりたいというふうに思ってございます

ので、ご理解願いたいと思います。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

ちょっと時間がなくなってきているので、や、時間はまだあるんですけれども、

昼前でやめたいなというふうに思ってますけれども、私としてはやはり不納欠

損の中身の内容が違う。これは町のミスによって、１６４万、もしくは負担割

合でそれぞれ道の３分の１ですか。そういったものもお金を投じている。１４

年間も２９００万もの事業をやったものがただだまって使ってる。これは道義

的責任ですから、個人の問題もありますからあれですけれども、別に名前を出

して指摘するわけではないですけれども、やはり、一生懸命やっぱりそういう

かたちでやってる方っていうのは隠すことよりも、やはりどっかで報告すると
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いうことは必要でないかなというふうに私は考えていますので、その辺もです

ね、当然にして、予防の対策というのはとってくれているとは思いますけれど

も、やはりそういったかたちでなにかあったときにはですね、やはり理事者自

らやっぱり報告をする義務があるんじゃないかなということをですね、私は考

えていただければなというふうに思っています。ただもう１点だけ。この税務

課長に聞くんですけれども、この強制徴収公債権の中には、どんな種類の、例

えば時効は５年で、裁判所へかける必要のない、これは公債権の例えば町にか

かわる、実はものは何があるかちょっと教えていただきたいと思います。 

 

議長 税務課長。 

 

税務課長 それでは、お答えをいたします。強制徴収公債権に該当する債権としては、町

税時効５年、保育料時効５年、国民健康保険税時効５年、介護保険料時効２年、

後期高齢者医療保険料時効２年ということになっております。以上です。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

それでは今お話のあったなかでですね、時効がそれぞれ強制徴収公債権という

ことでございますので、そのなかで１点だけ確認していただきたいですけれど

も、介護保険料の強制徴収公債権の一つですけれども、介護保険でも、実は年

数たってるものについては時効で不納欠損で落としているということになりま

すか。保健福祉課長。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。介護保険につきましては、時効２年ということでございま

すが、本人との話し合いによりまして、時効中断というようなかたちを設けて

おります。そのなかで、２年以上の滞納があれば基本的にはペナルティが給付

に課せられるというような状況でございます。以上です。 

 

議長 

 

６番 

高山議員 

高山議員。 

 

今介護保険のお話は未納が残ってると、今度使うときに１割負担がペナルティ

で３割になる。だから、時効になっても、一応それはそのまま残しておくとい

うようなケースもあるかと思います。ただ、保育料だとかその他のものは、ど

ういう対応をしているのか、税務課長にお聞きしたいと思います。もうないと

いうことですよね、時効になって。 

 

議長 税務課長。 
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税務課長 納期限の翌日から起算ということで、それで５年とか２年とかっていうことに

なるんですけれども、途中一部納付とかですね、納付がなくても、債務の承認

というのをしていただければ、またそこから５年間なり２年間なり伸びるとい

うことなりますので、そういう取り扱いを行っております。以上です。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

今の税務課長のお話ですけれども、実際にそういう事務処理をやっているとい

うケースはあるんですか。 

 

議長 税務課長。 

 

税務課長 そういうような事務処理で今行っております。 

 

議長 

 

６番 

高山議員 

 

高山議員。 

 

ちょうどお昼ですので、あれですけれども、ただやはりこういった不納欠損に

係る時効ということも含めてですね、やっぱりこれ町ももちろん私たち民間も

議員もそうですけれども、そういったとこにはやっぱり責任あるかと思います

けれども、やはり町がやっぱり、法を守りながら地方自治法を守りながら事業

やってきている。おのずと経過わかったとしても結果がそうであれば、やはり

その時の理事者というのは、やはり報告をして謝罪するべきだっていうのは、

私の考え方です。ただ、今副町長言ったように、そのあとのことについては、

きちっとされているということですから、特に言うことはございませんけれど

も、ただ私の知っている範囲のなかでは、保育料についても１０年ぐらい前の

ものも含めて、まだまだ残ってるな。これは保育料だけではないからいろんな

影響が出てくるからあまりさわりませんけれども、やはり、どっかでやはり、

そういうミスがあったときには、責任者は、町の理事者ですから、理事者はど

っかでやっぱりきちっと謝罪をすべきだということを申し上げて私の質問終わ

りたいと思います。以上です。 

 

議長  これについての、今の分についての答弁はよろしいですね。高山議員の質問は

終了いたします。休憩します。 

 

   （休 憩 午前１２時００分） 

   （再 開 午後 １時００分） 

 

議長 再開します。午前中に引き続き一般質問を行います。７番井澤議員を指名しま
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す。７番井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

７番井澤です。今回質問は２点ありますけれども、まず第１点目については、

特別養護老人ホームかつら園の増床改築について、質問をいたします。まずは

じめに、今年までの計画でした町の後期５か年計画にこの平成２７年度、 後

の年にかつら園の基本設計等のことが盛り込まれてましたけれども、それが抜

けていった理由等について、お聞かせ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 

お答えいたします。質問の内容なんですが、かつら園の基本設計ということで

しょうか。２７年度にかつら園の基本設計があがっていたということでしょう

か。 

 

７番 

井澤議員 

はい、そのような計画があったように認識して、私も楽しみにしてたんですが、

違ったでしょうか。 

 

保 健 福 祉

課長 

基本設計についてはですね、予算上は計上していないということになろうかと

思いますが。 

 

７番 

井澤議員 

 

わかりました、私の勘違いです。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

大変 初から勘違いして申しわけありませんでした。現在のところ平成元年に

できました特別養護老人ホームかつら園について、２７年、約３０年近い年月

がたっていますけれども、施設の老朽化等もありますけれども、世の中の特別

養護老人ホームというのは、個室ユニット化ということで、それぞれ個室でご

利用者の方がお過ごしいただいて、そのなかで何人かのグループで、家庭のよ

うなかたちをつくってやっていくというのが、今、主流となって、国もそれを

進めている状況ですけれども、かつら園については、そのような状況じゃなく、

ここまで、２７年間良い介護を続けてきていただいたと思いますけれども、５

０床という限定、まあショートステイ５床がありますけれども、５０床という

限定のなかで、現在、大勢の待機者がおられるというなかで、今後の増床、増

築計画についてはどのように考えておられるか、お示しください。 

 

議長 保健福祉課長。 
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保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。まず、本年４月よりですね、入所対象の基準が変更になり

ました。介護保険法に定める、介護認定審査会において要介護３から５の要介

護者が入所対象ということになります。要介護１、２についても、市町村によ

り特に必要と判断される場合には入所可能というような状況でございます。そ

れで、今の特別養護老人ホーム平取かつら園の入所待機者数ですが、議員おっ

しゃります定員５０名でございます。今満床でございます。そのなかで入所待

機者は５月末現在、２０名ということになっております。それに保留者８名と

いうことでございます。この保留者というのはですね、長期入院の方、また家

族は、そこに入所していただきたいが、本人が拒否してるっていうような状況

で、その方が１名いて、計８名ということになっております。待機者のうちで

すね、介護度３の方が９名、うち３名が在宅ということになります。そのほか

６名につきましては他町の施設、また入院ということになっております。介護

度１、２の方が１１名おられます。内、在宅が５名ということです。そのほか、

６名の方が町外施設また入院ということになっております。平成２４年の２月

に 高で６４名いた入居待機者に比べまして半分以下に減少してるというとこ

ろでございます。これは、平成２５年度に開所いたしましたこころのホームふ

れないへの入所が主な要因かなということでございます。それにまた死亡され

た方、また、病院に入院された方などにより、減少ということになっておりま

す。また現在かつら園に申し込んでいるうち、在宅の待機者８名中、要介護３

以上の方が３名ということであります。これに対して年間かつら園より退所さ

れる方、また死亡、入院等で１０名程度が退所されるということになります。

したがいまして、特別な事情がなく、国のルールに従って入所判定が行われる

とすれば、年内に入所できるものと考えられます。また、町外施設に入所して

いる方については、基本的に平取町に戻りたいという方が、まだ緊急がないも

のと、空き状態ということで考えているところでございます。それで、今質問

にございます、個室化の配慮とか、また増床改築の必要性ということでご質問

がございますが、まず国の介護保険制度の方針に従いまして、先ほど高山議員

からも質問がございましたが、高齢者ができる限り住み慣れた地域で自立した

生活が継続できるように、地域包括ケアシステムの構築、また介護、医療、生

活支援、介護予防の充実を図るものでありまして、特に在宅サービスの基盤の

整備を図ることが求められているというような状況でございます。現在平取町

において施設サービスとそれ以外のサービスの比率ということで、全国の割合

が施設４に対してその他の施設が６ということになります。平取町はその逆と

いうことになります。施設が６でその他のサービスが４というようなかたちに

なっております。こういう状況も踏まえまして、 も需要の多い通所介護デイ

サービス、これを安定的な運営をしていくため、基本的なサービス以外、また

運動機能の向上、それから栄養状態の改善、口腔ケアなどの向上、サービス充

実を図るものであります。さらに、訪問介護、これはヘルパー事業でございま

すが、利用者のさまざまなニーズに対応して効率的なサービスが提供できるよ
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う強化を図るものでございます。以上のことから総合的に判断しまして、現在

におきましては増床改築を早急に行なう環境はないということの認識でおりま

す。以上でございます。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

今、早急に増床等を行う状況ではないということでしたけれども、ご存じのよ

うに、高齢化は進んでますし、お元気で自宅で過ごされることが望ましいこと

ですし、それに見合うサービスも平取町内で今のお話のなかでも国の方針に従

ってやるということですけども、具体的に、特別養護老人ホームというのは、

ご存じのように、先ほどつくられたといった認知症グループホームとは違って、

医師の常駐はありませんけれども、嘱託医師の診察はありますが、看護師が必

ず在籍しているというなかで、介護のなかで医療に関することがとてもよく行

われるというのが特別養護老人ホームのやっぱり一大の特徴かと思います。今

後要介護度の進んだ方々、もう今は３ということですけど実質的に４、５とな

ったときに、そういう方、ご利用者の方に対応するのに看護師がいるというこ

の特別養護老人ホームの良さということがありますし、今後、高齢化するなか

で、この平取町内で先ほどショートステイ５床と言いましたけど１０床の間違

いでしたけれども、あわせてその役割や違うことになってますけれども、６０

床のなかで対応していくにはどう見ても、この５０床という特養のベッド数で

は、近未来に耐えられないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。基本的にですね、５０床ということで、実際振内には認知

症のグループホームということでございますが、基本的に、これ以上増床する

ということであれば、介護給付の増加が見込まれる、またそれに伴いまして、

保険料の引き上げもしなければならないということになります。またさらにこ

の数年、平取町に限らず介護職員の人材確保も非常に難しいという状況でござ

います。そういうなかで、今の５０床で何とか運営していただいて、その後、

先ほども言いましたように、在宅等、そのなかでも、ショートステイなりデイ

サービスということのなかで事業を進めてまいりたいと思いますので、ご理解

のほどよろしくお願いします。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

このようにお答えいただきましたけれども、今、こころのホームができて２ユ

ニット１８名で事情のなかでかつら園からこころのほうにも行かれたような方

がおられたように把握しておりますけれども、今デイサービスのことについて
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も、また、訪問介護、ヘルパーについても、例えば、デイサービスについては

今かつら園にしか町内ではないというところですし、その利用率については、

上がったり下がったりということがありますけれども、ヘルパーステーション

で町と密接な関係持って活動していただいている社会福祉協議会のヘルパー活

動については、土日休み、土曜日は一部やっているようですけれども、２４時

間体制というのはとっていないという状況のなかで、このサービスが向上させ

ていきたいという、意思はわかりますけどそれに対してのどのような財政処置

がされるかという数字もまだ把握しておりませんけれども、今待機している方

が、課長の説明では、対象者の方がおられれば今の２０名ということですけど、

私昨日施設行ってきましたら２８名ということで３０名をちょっと切っている

ような状況にはなっていると思いますけど、これは、退所者が予測ではあって

も、介護の状況がよくて、お元気で入所を続けたらば、希望している人、待っ

ている人は入れないというような状況がありまして、そう今後の見通しが在宅

のこといって力を入れてるから、この特養のことについての増床計画について

は、今は考える必要がないというのは、大変甘い認識ではないかと思いますし、

実際に今待機しておられるご本人、またそのご家族の介護の状況を考えたとき

に、やはりこのあと、入所希望者が増えるということは、否定できない、増え

ていくというのは当然なことだというふうに考えますので、どのような段階で、

今はできないというけれどもどの段階でどうみていくか、この例えば、介護報

酬、介護保険料が介護アップしたらかかっていくというのはそれは後ろ向きの

ことだし、職員が確保できないというのもそれも後ろ向きのことであって、こ

の平取町での介護のまず基幹となる特別養護老人というのは、入所機関として

は大変重要だと思いますけれども、その辺の認識について、実際の待機してお

られるご本人あるいは介護しておられるご家族の状況について認識が少し少な

いのではないか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 

今ですね、かつら園の入所待機者の関係でお話がございましたが、基本的にう

ちで取りまとめてる状況でありますと２０名と、それと保留者が８名というこ

とで、それで２８名ということになります。実際ところ。ただその保留者とい

うのは実際のところ長期入院の方が７名います。１名がですね、家族は当然そ

の入所をさせたいというのですが、本人が入りたくないというそういう状況で、

８名ということであります。ですから実際のところいきますと２０名、かつら

園に申し込んでいるという状況でございます。それとかつら園の増床というこ

とであります。先ほど私も人材不足ということでお話ししておりますが、基本

的に、昨年、こころのホームふれないのほうで、デイサービスを行いたいとい

うことで、それで事業のほう進めたいということで、そういうお話がございま
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した。そのなかで実際やっていく上で介護職員の人材がなかなか確保できない。

実際事業進めたいけどできないという状況で、昨年、断念いたしました。それ

もデイサービス、１０名程度ということで、そこでできれば、非常に在宅介護

にとっては非常にいいことかなということで話はしてたんですが、実際のとこ

ろ日高管内も含めて、特に平取もそうですけど、実際のところ働く人がいない

という現状でございます。それで、今の待機状況も含めながら総合的に判断し

たなかで、今のところ増床は考えていないということで説明を申し上げたとこ

ろでございます。今後、かつら園も２７年の経過ということでございますが、

今後、今の状況を把握しながら、当然総合的な判断をしていかなければならな

いかなと思いますが、現時点では増床するという考えはございません。以上で

す。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

２７年という年数のなかで、どんな施設も１０年ごとにいろんなことで改修と

いうのか、手当てをしていかなければ、いろんなとこが、傷んできて、遅らせ

てしまうと手遅れになって、被害額も大きくなることがありますが、特養かつ

ら園についても２７年のなかで、いろんななんというか不具合というか、損傷

箇所が出てきているように思いますけれども、屋根防水に、雨漏りがするとい

うようなことのなかからこの老朽化、２７年といったら鉄筋コンクリートで新

しいようですけれども、１階建てで、ですけど屋根防水に雨漏りがしてくると

いうようなことのなかで、いろんな費用がこのあと、かかってきますので、そ

ういうことともう一つは個室ユニット化っていうのことを改築のなかで取り組

んでいって、現在での特養入所介護の水準に近づくって意味ではそういう意味

での、個室化の改築、改造等もまた必要なってきますので、いろんな老朽化に

伴う費用とそれから社会的な要望である個室化のことを、平取のかつら園につ

いても進めていくことが必要なんでないかと思いますけどもいかがでしょう

か。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。まずかつら園の老朽化ということでございます。本年度、

かつら園の屋上の防水をしたいということで、かつら園からお話がございまし

た。そのなかで補助を見込んでのお話っていうことできました。かつら園のほ

うでは、開設してからまだ１回も防水をしていないという状況でございました。

その防水の質そのものはどうかそれはちょっとよくわかりませんが、本年度で

すね、そういうことで行いたいということで補助が当たらないというなかでま

た、今後本年度検討しなければならないということでもございます。それと入

所の個室化ということでありますが、今、井澤議員のおっしゃるとおり開所す
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るにあたり個室化が基本となっております。現施設は当初より多床室にて許可

をとっているという状況でございます。それで運営しているような状況であり

ますが、現在カーテンで仕切りをしているような状況ということになっており

ます。それなりにプライバシーの配慮はされてるかなということであります。

今後ですね、増床、開設するに当たってはその辺は十分考慮しなければならな

いのかなということでございます。以上です。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

今の個室化のことについてですけれども、私が札幌の老人ホームで６年間勤め

ていた経験を持っていますが、直接特養の施設長ではなく軽費老人ホームの施

設長の経験ですけれども、法人事務局長として、全体を見ておりましたので、

私のいたところも一部個室ということで、古い施設４５年の施設と２０年近く

になる施設、１５年ぐらいの施設だったんですけれども、建物としては古い施

設をどう生かしていこうかということなかで、押し寄せてきた個室ユニット化

ということを、どう取り組むかということをいろいろやってましたけれども、

札幌市内のそのそういう個室ユニットで新しくできた施設等を見る機会も多か

ったわけですけれども、改築して、個室化をしたような施設につきましてはで

すね同じご利用者が入所しておられて、多床室、カーテンで仕切ったところの

なかで排せつ介助等もしている状況と、で個室化した時ですね、一番に違うの

はご家族を含めて、お見舞いに来られる方が非常に増えるという。倍とは言わ

なくてもとにかく、それまでの多床室の、要するにプライバシーの守られない

ような状況のなかでご家族が来ても、排せつ介助等をしているときに、やっぱ

りそれはそれで受け入れなきゃいけないけれども施設のそういう状況のなか

で、ご家族がお見舞いに来ても、ご本人もそうだと思いますけれども、それに

耐えているというような状況がありますけれども、個室化したときに、それは

臭いもとんでいかないし、見えることもないというようなことのなかで、個室

化ってのは大変なコストはかかるけれども大変良いその、少なくとも特養にお

いて介助の方法なのではないかと思いますけれども、そういうことを考えて、

そういうことの私経験を持ってますけれども、ぜひそういう意味では、現状の

かつら園についても、増築あるいは建て替えというのことが近い将来難しいと

しても、個室化による建て替えについては、計画を持ってやれば、できること

ではないか、それによって介護の質が上がるし、ご利用者、またご家族のその

安心感も増していくのではないかと思いますが、そのことに関してはいかがで

ございましょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉 個室化につきましてはですね、基本的に今運営しているかつら園、平取福祉会
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課長 のほうと十分、今後検討していきたいとそのように考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

それでは将来のことになりますけれども、今現時点で計画が増床の計画、ある

いはその個室化の計画については、現時点ではないということですが、将来の

ことになりますけれども、現在、かつら園でご利用者の方が、ご病気になって

お医者様というか、病院に行かなければならない。町立病院ですけれども、町

立病院は、私ども車を運転する者からすれば、かつら園から町立病院、目と鼻

の先のように思いますけれども、実際には、緊急の場合については救急車で対

応しなきゃいけないという距離、１キロちょっとあるんじゃないかと思います

けれども、そういうことのなかで、顧問医師というのか町立の病院長さんに週

１回診てもらえるっていうそういうような契約化進めているということですけ

れども、いざというとき、何か緊急のときにやったときに、病院、 寄病院と

いうか町立病院がすぐそばにあるということが何よりも、ご利用者にとって、

家族、また施設職員にとっても安心となると思いますので、今後、計画、かつ

ら園の特別養護老人ホームの増床改築等の計画については今計画されて、土地

の、民有地の提供していただくようなお願いを始まったというところですけれ

ども、その病院ができた折には、ぜひ、そのあとに隣接地、病院の隣接地へ渡

り廊下等で速やかに移動できるような、そういうようなことを考えていただき

たいと思いますけれども、その病院隣接地への移動のことについてはどのよう

にお考えでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

今現在、国保病院の改築が予定されているところであります。この隣接地に施

設を建設するということであります。これに関しては、救急搬送などを考える

と、非常に効率的なものではないかと考えるところであります。現在の特養か

つら園は、平成元年に開設されまして、２７年たっているという状況で、耐久

年数からみても老朽化の施設には問題ないということであります。今後高齢化

率３０％、１０年後には３６％ということになります。その後なだらかに減少

するということでありますが、施設を整備するにあたり、中長期的な視点に立

って場所、またその辺も含めて、総合的に判断していきたいと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 お話伺いましたが、今、病院建築を 優先ということで先だって議会全員協議
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井澤議員 会に町から用地の候補地そして買収等のことについて、説明を受け、現在お住

まいの方についての病院側からのお願いの説明もされたということで聞いてい

ますけれども、今大変大きな器っていうのか、病院についてが 優先でやって

きまして、建築から今後の設計建築からいきますと、多分、開院、病院として

新規病院が開院するのは平成３１年になろうかと思いますけれども、そのあと

のその病院が建て終わった後に、どのようなそのなんていうか器ものというか、

優先課題、私としては、特養が 優先課題だと先ほどから言っているように

思ってますけれども、そのようななかで、一番病院のあとに 優先とされるべ

き、町内、必要な施設、機能については、どのように考えておりますでしょう

か。川上町長に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、ご説明申し上げます。今保健福祉課長から答弁のよ

うに、平取かつら園の待機者の内容から、現状で十分対応できるというような

ことから、現在のところ町の考え方としては、かつら園施設については、今の

ところ増床する考えは今のところ持っておりません。ただしですね、現在いわ

ゆる団塊の世代で も高齢の方は６５歳の高齢者年齢に到達しておりますが、

その方たちの多くが、７５歳以上の後期高齢に到達する時点、いわゆる西暦２

０２５年、平成３７年を含めてその推移を検証しながら、今後社会福祉法人を

はじめ、関係機関とも十分連携しながら、その対策を考えていくことが重要に

なるというふうに考えております。またご承知のとおり、国の介護保険サービ

スのあり方については、今後はやはり施設ではすべて収容できないということ

から、在宅に重点を置いた方針が示されてございまして、高齢者ができる限り

住み慣れた地域で、自立した生活が一番望ましいというふうに考えておりまし

て、そのためにも、先ほど来、お話があるように在宅ケアシステムの構築をし

っかりと強化していくことが大切であるというふうに思っておりますし、また

将来、新しい病院ができて、仮に隣接地にそういった施設を整備するとしたら

ですね、やはりできるだけ自宅での生活に復帰できることを目標にできる施設

が望ましいというように考えてございます。しかしながら、介護保険施設の整

備については、同時に介護保険料の引き上げにつながることから、総合的に勘

案しながら、慎重に進めなければならないというふうに考えておりますので、

答弁といたします。 

 

議長 

 

７番 

井澤議員 

井澤議員。 

 

町長のお答えをいただきまして、先ほど課長からの回答も、そして午前中に質

問された高山議員の介護保険料の今後の見通し、いろんなこと考えますけれど

も、今、特養を含めて、介護保険にかかわる、町内での業務のなかで十分にそ
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の、何というか、業務機能が果たせていない、例えば、デイサービスセンター、

ヘルパーステーション、グループホーム等含めて、十分にどうぞ要介護あるい

は要支援の方々にですね、またそのご家族の方に、どうぞご利用くださいとい

う、威張ることはないけれども、大丈夫です、ご利用くださいといえる状況に

ないので、今まで前３年間は３千円の介護保険で済んだということがあります

が、今回これから今年からの３年間は３５００円に５００円アップするという

ことですが、高山議員が先ほど質問の中でご心配しておられたように、介護保

険料が不足になる、足りなくなるぐらい、上げなきゃいけないぐらいなその介

護の提供を今、居宅サービス関係で一生懸命やるということを、国の方針であ

りますけれども進めるということですが、その辺のことについて、具体的なと

ころは、これからの６次の計画の中に入っていくんでしょうか、介護保険だけ

は別に、介護保険というか、介護保険に関するものについては、別に計画され

ていくことになるんでしょうか、お聞きいたします。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。介護保険そのものは介護保険事業という中で進めてまいり

たいと思います。それも、総合計画の、第６次の中で取り組みながら、また進

めてまいりたいと考えております。以上です。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

１番目の質問はこれにて終わりたいと思います。続きまして、２番目の質問を

させていただきます。ちょっと失礼します。２番目に、地域ブランド化に必要

なびらとり和牛生産への体制の支援についてということに関しまして、お伺い

いたします。今月、６月１１日に、平取町の家畜共進会が小平の会場で開かれ

まして、和牛に関しましては６か月齢から経産牛まで４部門において審査され、

５０頭もの頭数が出陳されて、評価され、大変、審査員の方からもびらとり和

牛の質の高さをお褒めいただいたとこでありますけれども、このびらとり和牛

がここまで、地域ブランドとして確立したなかには、町そして農協、個別の農

家、普及所いろんな関係者の方々の努力があってのことだと思いますけれども、

現在、平取の黒毛和牛については、１６００頭ほどが、飼養されているという

状況のなかで、繁殖育成、そして肥育ということで、それぞれが農家経営、あ

るいはその畜産公社も入ってきますけども、行なわれているところですが、ま

ず一つ目に肥育に関することのなかについてお伺いをしたいと思います。肥育

につきましては、近年の平取町内での肥育については、４００頭前後、だいた

いが４００頭を超えてますが、平成２５年だけは３７６頭とちょっと４００頭

を切ったような状況ですけれども、ここ７年ぐらい４００頭のベースで肥育牛

が、生産、出荷されてますが、肥育牛に関しまして、肥育牛が出荷されなけれ
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ばびらとり和牛というのは、食べていただけないわけですけれども、その肥育

の段階のなかで、肥育素牛から肥育を仕上げていきますけれども、農協それか

ら普及所等の技術の中では、３６か月齢を肥育の進めることを目標としている

ということですけれども、実際については、肥育月齢が２８か月以上になって

本当の牛肉のうまみが出てくるというようなことで、いろんな栄養分析もされ

ているということがあるわけですけれども、その肥育に関しましては、 後の

肥育の段階で、和牛の特徴であるそのうまさの秘訣の脂肪のサシが入る、その

脂肪のサシに入る、脂肪の色に黄色みがつかない、真っ白な脂肪になるように、

カロチン、要するにビタミンＡ等を欠乏させた飼料を 後の仕上げのとこで与

えていくというようなことのなかで、ビタミンＡの欠乏症から事故になる、あ

る朝行ってみたらぽっくり逝ってたというようなそんなようなこともあるのが

肥育の仕上げ期における状況で、近年少なくはなってきていますけれども、共

済の整理、統計のなかでは２５か月齢以上とそれ以下ということで分けてデー

タをとっているようですけれども、２５か月齢でも近年、平取管内のことだけ

ですけれども、２２年４頭、２３年２頭、２４年３頭、２５年２頭、２６年３

頭ということで、一定数、そういう事故が起こっているという状況ですけれど

も、この栄養の限界をみながらその 後の肥育していくことのなかで、１頭だ

めなると農家負担もそれまで、素牛の値段、そして肥育のための餌の値段がす

べてだめになって、そういうときに倒れた牛は飼料の、餌用の肉にしかならな

いというような状況がありますけれども、このような肥育の末期の仕上げ期の

事故について、町としてはこれまで何かその補償をするというか、何かやって

きたような実績はありますでしょうか。お伺いいたします。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 それでは今の質問にお答えしたいと思います。びらとり和牛の肥育用の成牛、

月齢６か月以上の共済加入率につきましては、今井澤議員がおっしゃったとお

り、共済のほうの資料になりますけれども、平取町においては全頭加入してい

るということでございます。平成２６年度で１０６５頭、加入しているという

ことでございます。また事故の頭数につきましては先ほど述べられておりまし

たけれども、２５か月齢以上、つまり出荷直前の牛で３頭ほどの事故があった、

２６年度ですね。加入頭数に対する被害率は、０．２８２％、１％を下回って

いるような状況でございます。６か月齢から２４か月齢までを含めた全体の事

故頭数についても９頭ということで、全体からみた被害頭数について、率につ

いては０．８４５％ということで１％を切って、かなり低い数字というふうに

なっている状況でございまして、肥育技術の向上ですとか、厩舎の近代化、環

境の整備が整ってきているというところからみて数字が下がってきてるのかな

というようなかたちでございます。ここ１０年間でも一番被害率が高かった平

成２０年で２５か月齢以上で０．９２１％、全頭含めた数字では平成２２年度
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の２．３９９％となっておりますけれども、それと比較しても昨年については

かなり低い数字ということでございます。死亡した牛に対して町から何らかの

補助をやっていたかということでございますけども、特段行っていないという

ような状況になっております。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

肥育の共済の評価額っていって、いくらに牛を事故があったときにみるかって

いうそういう・・が約８０万円ということで、昨年の金額ですと７９万６千円

ということでお聞きしてますけれども、その場合にですね、肥育の牛、今課長

は１００％とおっしゃったけど共済から聞いた加入、ごめんなさい、１００％

でいいんです。そのなかでですね、７９万６千円に対して、自分が、農家の方

がですね、いくら補償してほしいかっていうそういう歩合ってのがあって加入

歩合っていうのがあって、８０％から２０％ということが畜主が選べるという

ことになります。だから 高が８０％ですけれども、それに見合う、また掛金

は相応にそれだけ増えてくるということでいっていいと思いますけれども、そ

のような８０％出たとしてももし事故があった場合については、畜主の負担が

大きいと。ここのところ先ほど今、課長が数字で１％を割っている状況になっ

ているということがありますけれども、このなかで要するに枝肉になったとき

の評価、いわゆる皆さんご存じのＡ５という一番良いランクがあって、Ａ５、

Ａ４というランクが上位のほうで、上物率っていうようなことの表現を使うそ

うですけれども、そういう上物率を高めようとするときに、そのいろいろ努力

しても事故が起きやすいというような状況かと思いますし、事故になったとき

に１００％補償するわけではなくて、必ず畜主としてはマイナスになるんじゃ

ないかと思いますけれども、共済金をいただいたとしてですね。そういうとき

に、なんだかその、今後びらとり和牛のブランド化で４００頭からもっとイン

ターネットでも販売できるような、多い頭数の肥育をして、出荷してくるとい

うような場合にですね、その辺の共済の掛け金に対する補助というのが制度、

法律的にできるかどうかわかりませんけれども、びらとり和牛として飼育して

いただければ、いただかなければ、肥育が続かないというようなことがあると

思いますし、小規模農家が肥育をやめていった理由はほとんどがそういう事故

によって、餌をずっと、素牛を買ってきて餌を食べさせても、事故によって出

荷頭数が少なければ少ないほど被害が大きくなるわけですから、そういうこと

があったと思いますけども、今、私が把握しているなかでは、肥育をしている

事業所というか農家、畜産公社を含めて８戸だと思いますけれども、そういう

意味では、今は、そういう意味で小規模なところが少なくなってきていますけ

れども、小規模なとこもないわけではありませんけれども、やはり４００頭を

維持していく、また増やしていくときに、今の小規模な農家もまた大切だし、

また新規にやっていただくことも必要なんじゃないかと思いますけれども、そ
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ういうようなことに、ときにですね、肥育に取り組んでいる農家の方々に何ら

かのそういう事故のときの場合の補償等もあるから安心してやってくださいと

いうようなことが、町から言えないものかなと思いまして、ご意見を伺いたい

と思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 はい、それではお答えしたいと思います。事故があった際に支払われる共済組

合からの共済金以外に、町からの補助を検討してはどうかというような質問と

思いますけれども、共済金の仕組みについて若干説明をさせてもらいますけれ

ども、共済以外からそのような保険金、見舞い等が支払われた場合につきまし

ては、当該事故牛の個体評価額、亡くなった時点で評価の金額が決まるわけな

んですけれども、その評価額から支払われた金額を差し引き、見舞金ですとか

保険金がほかから出た場合ですね、その金額分を引いて評価額から引いて、そ

れに対して、各農家さんが掛けている保険率による保険掛け金による保険率分

が支払われるというようなかたちになってございます。例えば事故にあった牛

がその時点で６０万の評価があるということで、町から例えば１０万円の見舞

金を出しますよ、ということになると、６０万円の評価から１０万円を引くよ

うなかたちになるんですよね。５０万円という評価になりまして、それに対し

て、保険が５０％、現金出ますよという保険掛けてた場合については、２５万

円支払われるというようなかたちになります。町から何もほかから出ないで、

という場合については、６０万円の５０％ですから、３０万円の共済金が出る

というかたちになっております。町が１０万円補助していた場合については２

５万円ですから、両方足して３５万、共済を掛けていた場合に比較して、町が

１０万円見舞金を払ったとしても、５万円の効果しかでなくなるような仕組み

になっているということでございます。その５万円の効果でも、効果がある分

という考えもあるかと思いますけれども、ほかの町等にも確認をしてございま

す。どこの町もやはり、そういう亡くなった場合の補償金、見舞金等について

は行っていないのが現状ということでございまして、そういう部分については、

自己の責任の範疇という考え方でございまして、当町においても、先ほど述べ

たとおり、被害率、１％を切っているような状況ということもございまして、

当面は現状のままというような考えでございます。ただですね、口蹄疫等大規

模なそういう被害が出てきた場合ですよね。壊滅的な被害が出て、農家自体が

もう経営がどうにもならないというようなことが出てきた場合においては、関

係機関とも協議をしながら、そういう場合に対応していきたいというふうには

考えておりますけれども、現状のなかでは死亡した際の見舞金等については、

ちょっとみていないという状況でございます。 

 

議長 井澤議員。 
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７番 

井澤議員 

先ほど質問の中に入っていたんですが、共済掛金への援助というか、補助みた

いなことは可能性はありますでしょうか。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 掛金に対してはですね、農家の考えで、先ほど言ったとおり８０％から２０％

までの補償を得られるということもございますし、それぞれの農家の考え方等

もございますので、なかなか一概に町のほうから保険の掛金に対する補助とい

うのは、現状難しいかなというふうに考えておりますけれども、このあと、第

６次の総合計画も組み立てていくという段階で、各生産組合、農家等から意見

も聞きながらということでお話ししておりますので、その点についても意見を

聞きながら対応していけるかどうかという部分も含めて、それが第１なのか２

番目３番目の施策になるのかということも、考えながら対応していきたいとい

うふうに考えております。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

肥育牛のことに関しましては、以上で終わります。次は、繁殖、育成のことに

ついてですけれども。今、肥育素牛として販売する市場で販売してますけれど

も、６月の市場でびらとり農協で、２頭８０万円以上の牛が出たということで

した。１頭は平取町、もう１頭は日高町だったんですけども、その素牛が大変

高い状況が続いていて、先ほどの肥育のほうでは、肥育素牛として買う肥育農

家にとっては大変な状況が続いているかと思いますが、それが肉として、売れ

ているからそれも仕入れして、肥育できるという状況があると思いますけども、

繁殖牛につきましてはそこから出てくる肥育素牛の状況のなかで、大変大きな

割合を占めるのが、その牛の血統がどうであるか、優良血統で生まれた素牛で

あるかどうかということが大変評価のなかで大きな割合を占めると思います

が、平取町として、これまで、ここまで、１６００頭になる牛、和牛が増えて

きた状況のなかで、府県からまず入れなければ牛はいなかったわけですけれど

も、府県からの導入等で牛が増えてきて、良い血統の牛が平取町各農家に残っ

て、繁殖され、そして市場で素牛として売られ、そしてまた、肥育、自家での

肥育生産ということで、経営が続いてきている状況ですけれども、現在、農家

戸数でいきますと、平取町で繁殖農家が繁殖育成をしている農家が３４戸、日

高町で元の日高町のほう、そして今回農協が合併しましたので、とみかわ農協

だったところで、８戸ということで、あわせると５５戸ですが、平取町内だけ

では、今、農協で把握した戸数でいくと、３４戸の黒毛和牛の繁殖、そして育

成している農家があると思います。そして、肥育素牛として出荷している頭数

が年間約９００頭というようなことで聞いています。そのようななかでですね、
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血統が重視される黒毛和牛ですので、どのような優良な血統で平取町内で牛群

を作っていくかということがとても大切なことだと思います。そういうなかで、

今、平取町としては牛群の、新しいその良血統の雌牛ですね、の導入に関して、

私の調べたところでは、補助金とか助成金というものはないと思いますが、管

内の隣町、今言いました農協が重なっています日高町、そして近くの新冠町、

新ひだか町等については、それぞれ規模拡大の場合に、助成金を出すとか、規

模拡大でも、そして、良血統の導入のために、高齢化した雌牛を出して、新し

い雌牛を導入するという、そういう保留という言葉を使うということですけれ

ども、規模拡大にも保留にも、助成金を出しているというようなことがあって、

大体、５０万で導入するときに２０％程度ですから、１０万円ぐらいの導入時

の補助金が各町ちょっと細かいところは違うようですけれども、ある状況、私

調べたなかでは、日高町、新冠町、新ひだか町はあるようですけれども、平取

町にはそのようなものがありましたらいいんですけれども、あるかないかとい

うことと、今後の牛群を作ってびらとり和牛のもとのもととなるその牛群を作

るという意味でどのようなお考えでおられるのか、お聞きしたいと思います。

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 それではお答えをしていきたいと思います。びらとり和牛生産の体制支援とい

うことでございますけれども、この点については、昨年の１２月議会において

千葉議員より一般質問のあった、平取町畜産公社の今後の役割とあり方につい

てということにも関連してくる問題でございますけれども、現在も肥育素牛に

ついてはおっしゃったとおり、高値が続いているというような状況になってお

ります。うちも畜産公社で買い付けにいきますけれども、始まりがもう５０万、

６０万から始まるだとかっていう素牛も出ていますし、以前だったら４０万く

らいからはじまって、ある程度の素牛を買えたという状況ですけども、 近に

つきましては、予算の関係もあってですね、今まで５頭買ってたところ３頭に

おさえてたとか、そういうようなことも、畜産公社ですけども、やってるよう

な現状でございます。このような状況が続いていくと、肥育をする農家につい

ても素牛が高くて、買ってきてやるというのはもう経営が困難になってくとい

うことでどんどんなくなっていくと、ひいては素牛農家も影響が出てくるとい

うことが懸念されるところでございます。平取畜産公社はこういうような状況

で大変厳しい状況でございます。びらとり和牛のブランド維持については、現

在年間４００頭程度出していっているということで、そのうちの１００頭ぐら

い、４分の１は、公社から出していっているということもございまして、公社

の役割が大変重要になってくるということでございます。ということでですね、

畜産公社についても、なかなか今までは東電の補償金ですとか、牛肉の価格が

下がったときの補償金、マルキンの制度等ありまして、そういう補助金が入っ

て、ここ３年ぐらいはかなり黒字が出ているというような状況でございますけ
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れども、昨年からもう東電の補償金もなくなってきているということで、今年

度の決算２６年度の決算についても非常に厳しい状況が予想されているところ

でございます。そのような状況から、現在の状況、経営形態ですよね、素牛を

買ってきて、肥育して販売していくという形態から、いろんなかたちを検討し

ていかないとだめじゃないかというようなことになっておりまして、これは議

会からも質問を受けて答えてきている部分でございますけれども、例えば預託

を受けて、それを育てて預託料を受けて、それを戻していくというかたちの形

態ですとかそういうものも今検討して、具体的な話もきておりますので、検討

しているところでございます。議員質問のですね、そのような繁殖素牛、雌牛

に対して補助があるかというと、現在のところ、平取町ではそういう補助がな

いということでございまして、これについては農業関係について、平取町につ

いては基幹産業の農業を特に施設野菜、トマトの関係でかなりこの１０年間、

第５次の総合計画等でも、トマトに関しての施策を手厚くやってきたというこ

ともございまして、なかなか畜産、酪農関係についてはその点が手薄であった

ということは否めないところでございまして、その点についても今後の総合計

画の中にいろいろ入れ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。議員もいろいろ各町の状況調べてるようなかたちでございますけれども、

当方でも各町の状況は把握しておりまして、例えば新冠町では繁殖素牛導入、

これは増頭の場合ですけども、言ったとおり５０万円を基本額として２０％補

助するということで１０万円の補助を行っております。また日高町でも優良繁

殖雌牛の定着を図るために自家保留した雌牛に対して１頭あたり５万円の補助

をやっていると。新ひだかでも三石では優良繁殖素牛導入に５万円、静内地区

では１２万円、これはＪＡと町が２分の１ずつ補助をしているというようなか

たちということでございます。また自家保留雌牛に対しては三石地区で１０万、

静内地区では１５万、これもＪＡと町で２分の１ずつ折半をしているというこ

とですけども、そのような制度を持っているということです。また、貸付牛制

度ですとか、リースをして先に牛を持っていってもらって、後で子返しという

か、１頭返してもらうだとか、そういう制度をやっているということでござい

ます。いろんな制度をやっておりますし、浦河でも繁殖牛、素牛の購入に対し

て、利子補給、これは６．５％以内ですとか、自家保留の繁殖雌牛に対しまし

て３万円の補助していってるとか。また厚真町では優良繁殖素牛導入、これは

未計算ですけれども、１０万円の補助等ということで、かなり各町も繁殖等に

対して援助しているという状況でございますので、平取町でもですね、ＪＡび

らとりで今年度から優良精液の導入に対して４０％から２０％ぐらいの補助、

精液の種類によってということでございますけれども、そういう補助を実施し

てきているということと、草地改良ですね、その部分についても反当たり５千

円の補助をＪＡとしてやっていっているというような状況になっておりますの

で、町としましても、ＪＡがそのような補助をやっているので、それ以外の部

分で畜産酪農関係に対しての援助をどのようなかたちでできるかというのを今
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後の計画に盛り込みながら早い段階で入れていきたいなというふうに思ってお

りますので、よろしくご理解のほうお願いしたいと思います。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

大変前向きな回答いただきまして、特に、ＪＡびらとりが、とみかわ農協と合

併しまして、日高町でそういう黒毛和牛の農家が増えていくというなかで、組

合員間の齟齬が生じてくる。町によってその助成金が、ある町と農協の管内で

ね。びらとりのなか。そういうことをなるべく防いだほうがよろしいのではな

いだろうかということがまた畜産農家の意欲にもなっていくんじゃないかと思

いますので、前向きに考えていただけるということでしたので、大変うれしく

思います。それで、その良血牛の導入、自家牛の保留ということで出す場合、

出すということで、飼える頭数がそれぞれ農家、自分のとこで飼えるのは３０

頭だとか、５０頭というふうに繁殖牛で決まっているときに、それ以上増やす

にあたって、難しくなってきた時に元気で比較的血統も良い高齢の雌牛、繁殖

牛いたとしても、本当は良い精液、そういう意味では今課長から話もありまし

たけれども、農協の補助もあったなどで良血の精液で良い雌牛ができても、そ

して良血ということで新聞記事いきますけれども、北海道が、雄牛、黒毛の雄

牛で勝早桜５というのを大変良い雄牛が造成されて、今回、生産改良組合で１

回、受精料、種付け料、３千円かかるうちの道が２千円を助成するというよう

なのが新聞記事でも載ってましたけれども、例えばそういう場合に、残り千円

をまた町が助成するというなことも、これは農協の制度の中でひょっとしたら

農協がやれる部分かもしれませんけども、町としてもいろんな分でできるかな

と思いますが、そういう良血の雌牛を新しい雌の子をとってもつなぎきれない、

要するに自分とこで飼う頭数が、３０頭なら３０頭で決まってるときに、大変

良い精液で血統の良い雌子牛が生まれても、それを売らざるを得ないというこ

とになったときに、それは、市場に出してしまって、町内の人が買わんとも限

らないけれども、よそ行ってしまう時に雌の子牛も市場で売られているという

状況ですので、そういうせっかくの雌の子牛が保留ための助成金等があればそ

れが１０万なのか５万なのかということはあると思いますけれども、そういう

助成金があるという状況のなかでは、畜主の方も、これは助成金を受けて保留

していく、残していく、で牛を入れかえていくというようなことも、可能にな

っていくと思いますので先ほどももう一回言いましたけど、どういう優秀な血

統牛群をつくるかというのが、黒毛和牛にとっても大切なことと思いますので、

そういう良い雌子牛が売られてしまうんでなくて町内にいっぱい残っていっ

て、より高い他の町村、地区よりもより高い雌牛牛群を作っていくことが、

終的に肥育になって肉までなるところのこの基本中の基本ではないかと思いま

すので、その辺のことについて、助成のことについては、大事だと思いますけ

れども、市場で良血雌牛が売られてしまっているような状況については、私も
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正確にはとらえてませんけれども、何か持っているデータはありますでしょう

か。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えしたいと思います。私も早来の市場行って素牛のせりだとかみてきたり

しておりますけれども、平取の場合先ほど議員おっしゃったとおり素牛を生産

していた方が肥育やったりだとか、畜産公社入れて３５戸あるわけなんですよ

ね。それで、肥育で出しているところは、畜産公社を入れて８戸ということで、

あとはだいたい素牛で出していくというかたちでございますけれども、それぞ

れ大きいところ小さいところあってですね、自家保留できる部分については、

施設の関係だとか頭数の関係等ございまして、それは残していってるというふ

うに押さえているところでございますけれども、それを少しでも良血の雌牛、

繁殖の雌牛ですね、を残すようなかたちの対策を、各町でも行ってきているの

で、平取もおくればせながらそういう対応をしていきたいということで、現在

４００頭でている肥育の部分を少しでも伸ばせるように落ちないように、でき

れば５００、６００というようなかたちにしていきたいというのもございます

ので、ブランドを守っていくために、そのためにそういう制度も、今後検討し

て、必ずやっていきたいというふうに思っておりますので、よろしくご理解の

ほうお願いしたいと思っております。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

先ほど、これまで農業政策が少し野菜というかトマトに力を注いできたという

ことがあったんですけれども、そのトマトのハウスで使ってない方もいらっし

ゃるかもしれないですけど畜産農家、特に和牛農家の堆肥は有効に使われてい

るんじゃないかと言いますけれども、今畜産公社含めて３５戸ということで、

これは平取町内だけの和牛繁殖農家戸数だと思いますけれども、和牛農家戸数

を維持する、あるいは増やすことが、トマトの出荷のための苗床をつくるハウ

スの堆肥についても、大事なことなんじゃないかと思いますけれども、その辺

の畜産農家の堆肥、トマトハウス農家の利用、その辺のことについて、今後、

いやこれまでも取り組んできたと思いますけれども、今後についても何か取り

組んでいくようなご計画はあるんでしょうか。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えしたいと思います。現在各畜産農家で出ている堆肥の部分ですけれども、

畜産公社でもかなり頭数飼ってて、堆肥はかなり出ているような状況ですけれ

ども、ほとんどは草地にまいてるというのがほとんどになっているんですよね。
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で、トマトの農家にいってるというのは、そのうちのなんぼかということで、

そんなに数は出ていないというふうに正確な数字は今押さえておりませんけど

も、そういうふうに考えております。先ほど言った畜産公社の預託の関係の検

討の際にもですね、２００頭、３００頭預託を受けた際に堆肥がかなり出ると

いうことで、その処理の部分について、どのようなかたちで堆肥舎をつくらな

いとだめだということもありますし、活用方法ということで、草地にまいてい

くという部分でもかなり限界があるということで、それが全部トマト農家のほ

うにいくかというとなかなか難しい問題でございますけれども、そういうこと

も検討しながらですね、対応していきたいと思いますし、議員おっしゃるとお

り今いる畜産農家、和牛の農家ですね、この数を減らさないようなかたちでの

支援策を講じ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

ほう、お願いしたいと思います。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

今回の質問にあたって、農協に協力していただいて調べたなかでですね、農協

の組織のなかでびらとり和牛生産改良組合というのがあって、今年の総会で今

私が導入牛への助成のことを質問させていただきましたけれども、その改良組

合のほうでも、ぜひ他町にみあった助成をしていただきたいということで今後

要望書をまとめて、多分、産業課へ行くんではないかと思いますけども、その

ようなことが多分出てくるんではないかと思いますけれども、特に保留牛への

部分についてが要望が強いというふうに聞いてますので、その辺のことについ

て届きましたら、あるいは督促してでも、良い方向にですね持っていっていた

だければと思います。いろいろなことでお聞きしましたが、びらとり和牛のブ

ランドを守るために、今後ともいろんな関係部署が努力していかなければいけ

ないことだと思いますけれども、それのなかで、町の助成措置についていろい

ろ検討していただくというお言葉をいただきましたので、これで私の質問を終

わりたいと思います。 

 

議長 それでは井澤議員の質問を終了いたします。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、一般質問を終了します。 

日程第６、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 それでは議案第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た

いと思います。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。これまで旭の阿部憲三氏にご尽力をいただいてお

りましたけれども、８月６日をもって任期満了となりまして、７０歳を超えて

ございますので、この度、新たに選任しようとするものでございます。同意を
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求める者は、住所、沙流郡平取町字貫気別９６番地１０、氏名、粒来政美氏で

あります。生年月日は昭和２９年３月１１日生まれの６１歳でございます。次

のページをご覧いただきたいと思います。経歴概要でございますが、粒来氏は

学歴が昭和４７年３月３１日に平取高等学校を卒業し、職業については農業で

ございます。公職歴については記載のとおりでございますけれども、平取町の

体育指導員、さらには平取町の統計調査員として長くご尽力をいただいてござ

いますし、また、平取町の農業委員会の委員としてもこれまで、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、

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をいた

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、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６、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７、議案第２号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

を議題とします。提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

総務課長 それでは、議案書の３ページ、議案第２号職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例につきまして、別紙の説明資料によって、ご説明をいたしますので、

お手元の資料をご覧をいただきたいと思います。はじめに、１の提案理由であ

りますが、職員の時間外勤務手当を支給する際の基礎となる単価、いわゆる時

給でありますが、この計算方法につきましては、国家公務員法上の規定を適用

しておりましたが、地方公務員の労働条件に関しましては、労働基準法の規定

に準拠すべきことから、このために必要な条例の改正を行おうとするものであ

ります。従いまして、本改正案は、法律の適用の見直しに伴う実務的な計算の

仕方に関する条例の改正であります。２の改正内容ですが、職員の勤務１時間

当たりの給与額の算出方法について、（１）改正前は 給料月額に１２をかけた

ものを１週間の所定勤務時間数である３８時間４５分に年間の週の数である５

２をかけたもの、年間の勤務時間でありますが、これで割って、計算をいたし

ておりました。これは国家公務員法の規定に基づく算出の方法であります。（２）

改正後は、これを給料月額に特殊勤務手当と特地勤務手当を加えること、並び

に週の労働時間かける５２の年間の勤務時間から規則で定める日数、具体的に

は祝日と年末年始休暇に係る時間数を差し引くものであります。これは、労働
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基準法が規定する実労働時間を基準にする方法でありまして、本来、地方公務

員である平取町の職員は、労働基準法の規定に準拠すべきものでありましたと

ころ、現在まで国家公務員法の規定を適用しておりましたので、今般、これを

見直し、以上のように条例の改正を行おうとするものであります。３．施行期

日につきましては、本件改正理由の性質上、議会の議決をいただいたのち、可

及的速やかに実施する必要があることから、これを議会後の 初の月の初日で

ある本年７月１日からにしようとするものであります。以上、職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例案につきまして、ご説明いたしましたので、よ

ろしくご審議くださるよう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２号職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例については、原案のとおり可決しました。 

日程第８、議案第３号平取町税条例の一部を改正する条例についてを議題とし

ます。提案理由の説明を求めます。税務課長。 

 

税務課長 議案第３号平取町税条例の一部改正についてご説明を申し上げます。議案書６

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

のです。次のページをご覧願います。それでは平取町税条例の一部改正につき

まして、その改正理由をご説明申し上げます。今回の改正は地方税法の一部を

改正する法律が平成２７年３月３１日に公布されましたが、これに伴いまして、

平取町税条例の一部を改正するものでございます。主な改正内容といたしまし

ては、１点目としまして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に伴う改正となっていまして、町が作成し、納税者が税

金を納付するために用いる納付書、または住民また法人が町へ提出する税に係

る各種の申請書、申告書等に今までの住所、氏名等の記載に加えて個人番号ま

たは個法人番号を記載しなければならないこととしたものであります。２点目

としましては旧３級品の紙巻たばこにかかる税率の見直しを行うこととしたも

のであります。具体的には激変緩和の観点から、平成２８年４月１日から平成

３１年４月１日までに４段階で見直しを行うこととし、たばこ税の税率の特例

を廃止し、たばこ税の税率の１本化を図るものであります。条文に基づき、主

な改正内容についてご説明申し上げますので１７ページの新旧対照表をご覧願

います。はじめに第２条用語の規定であります。町で作成する納付書または納
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入書に今までの住所及び氏名等の記載に加え、個人、法人番号の記載を義務付

けるため、納付書または納入書の用語の定義を改正することとしたものであり

ます。次に第２３条、町民税の納税義務者等の規定でありますけれども、地方

税法等の法律改正に伴う改正によるものであります。次に第３３条、所得割の

課税標準の規定であります。法律の改正に伴う改正によるものでありまして、

所得税における国外転出時課税の創設に伴い、個人住民税所得割の計算におい

て、譲渡所得については所得税法の計算の例によらないものとするものであり

ます。次に、１８ページをご覧願います。第３６条の２、町民税の申告につい

てですが、いわゆるマイナンバー法施行に伴い、法人番号の規定を整備したも

のであります。次に、３６条の３の３、個人の町民税に係る公的年金等受給者

の扶養親族申告書の規定についてでありますが、法律の改正に伴う、法番号の

ずれの整備によるものであります。次の第５１条、町民税の減免から次のペー

ジ、第６３条の２、第６３条の３、次の２０ページの第７１条固定資産税の減

免、次のページの第７４条、住宅用地の申告、第７４条の２、被災住宅用地の

申告、次の２２ページの第８９条、軽自動車税の減免、第９０条、身体障害者

等に対する軽自動車税の減免、次の２３ページ、第１３９条の３、特別土地保

有税の減免、第１４７条、入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告については、

マイナンバー法施行に伴い、個人番号または法人番号の規定を整備したもので

あります。次に、附則の規定についても、このページの附則第４条、納期限の

延長に係る延滞金の特例の規定と、２７ページ、附則第１６条の２、たばこ税

の税率の特例の削除規定を除き、 後のページの附則２２条まで、それぞれ個

人番号の規定及び個人番号または法人番号の規定を整備したものであります。

２４ページに戻っていただきまして、２４ページをご覧願います。前後しまし

たけれども、附則第４条、納期限の延長に係る延滞金の特例の規定ですが、法

律の改正に伴い、条番号のずれが生じたことによるものであります。次に、２

７ページをご覧願います。附則第１６条の２、たばこ税の税率の特例の削除規

定については、冒頭ご説明しましたけれども、旧３級品の紙巻たばこにかかる

税率の見直しを行うこととしたものでありまして、たばこ税の税率の一本化を

図るものであります。詳細は改正附則のなかで本日配布の資料も使い、改めて

ご説明をしたいと思います。次に、戻っていただきまして９ページをご覧願い

ます。附則をご覧願います。この条例の施行期日ですけれども、第１号では所

得割の課税標準の改正の規定及び個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族申告書の改正規定については、平成２８年１月１日から施行するものであ

ります。次に、第２号については、町民税の納税義務者等の改正規定及び納期

限の延長に係る延滞金の特例の規定並びにたばこ税の税率の特例に係る削除規

定については、２８年４月１日から施行するものであります。また、３号につ

いて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

律の公布の日から起算して３年６か月をこえない範囲内において政令で定める

日から施行するものであります。第２条、町民税に関する経過措置及び第３条、
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固定資産税に関する経過措置、並びに次のページの第４条、軽自動車税に関す

る経過措置についてはそれぞれの改正規定における経過措置を規定したもので

あります。次に第５条、町たばこ税に関する経過措置についてですけれども、

条文と本日配布をいたしました資料等を見比べながらご説明をしたいと思いま

す。まず条文ですが、条文の第１項の規定ですけれども、２８年４月１日前に

課税したたばこ税については改正前の税率とする経過措置が規定されていると

ころであります。次に、第２項では２８年４月１日から平成３０年４月１日ま

での町たばこ税の税率の経過措置を規定したものであります。資料をご覧願い

ます。本日配布の資料をご覧願います。中ほどの市町村たばこ税の欄をご覧願

います。実施時期の現行が現在の旧３級品のたばこ税となります。それを平成

２８年４月１日から平成３０年４月１日までの間に段階的に税率を引き上げ、

平成３１年４月１日からは現在の旧３級品以外のたばこと同率の５２６２円と

し、税率の一本化を図ろうとするものであります。条文に戻っていただきまし

て、３項をご覧願います。この項の規定については２８年４月１日から平成３

１年３月３１日までのたばこ税の申告納付の手続きに使用する、申告書の様式

の経過措置を規定したものであります。次のページの第４項から１２ページの

第８項までは平成２８年４月１日前の町たばこ税の手持品課税についての経過

措置を規定したものであります。手持品課税とは、説明資料にも記載をしてお

りますが、たばこ税の税率の引き上げが行われる際に、すでに売り渡しをされ、

流通段階にある製造たばこに対して税率の引き上げ分に相当する課税を行うこ

とでありまして、第４項の条文の 後の行に規定されている当該町たばこ税の

税率は１０００本につき４３０円とする、のここでいう４３０円とは現行税率

の２４９５円と２８年４月１日改正税率の２９２５円の差額ということを規定

しているものであります。次に、第５項については手持品課税における申告書

の提出期限を、また第６項については納期限を規定しているものであります。

第７項については手持品課税に関する第５項及び第６項の経過規定に基づいて

本則条文中の字句を、この表の中段にある字句から左の欄にあげる字句に読み

替える規定をしているものであります。第８項については、手持品課税をされ

た３級品たばこが小売業者から卸売販売業者に返還された場合の手続きに関す

る経過措置を規定しているものであります。次に、第９項及び次の１３ページ

の第１０項については、平成２９年４月１日前の町たばこ税の手持品課税につ

いての経過措置を規定したものであります。第９項については、第４項の規定

と同様の規定となっていまして、 後の行に規定されている当該町たばこ税の

税率は１０００本につき４３０円とする、のここで言う４３０円とは、２８年

４月１日の税率２９２５円と平成２９年４月１日の税率３３５５円の差額とい

うことを規定しているものであります。第１０項については、第５項から第８

項までの規定を準用する規定となっていまして、この場合、それぞれの項文中

の字句を左の欄の字句に読み替える規定をしているものであります。次の１４

ページをご欄願います。このページの第１１項及び第１２項については、平成
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３０年４月１日前の町たばこ税の手持品課税についての経過措置を規定したも

のであります。第９項、第１０項の規定の場合と同様の経過措置となりますの

で、説明を省略いたします。次の１５ページをご覧願います。第１３項及び第

１４項については、平成３１年４月１日前の町たばこ税の手持品課税について

の経過措置を規定したものであります。同じく第９項、第１０項の規定の場合

と同様の経過措置となりますので、説明を省略いたします。次のページをご覧

願います。第６条については、特別土地保有税の、また第７条については、入

湯税に関する経過措置を規定しているもので、いずれの規定も施行日前に行な

われたものについては、従前の例によることとしているものであります。以上

で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

議長 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８、議案第３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。休憩します。再開は２時４５分

といたします。 

 

   （休 憩 午後 ２時３３分） 

   （再 開 午後 ２時４５分） 

 

議長 再開します。 

続きまして日程第９、議案第４号平取町介護保険条例の一部を改正する条例に

ついてを議題とします。提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

２９ページをお開き願います。議案第４号平取町介護保険条例の一部を改正す

る条例についてでございます。皆様に配布されております別紙資料にて、ご説

明させていただきます。今回の提案理由でございますが、保険料率において介

護保険条例で所得に応じた９段階に分類されているものであります。今回の介

護保険の一部改正に伴いまして、介護保険第１号保険料について、現在給付の

５割を公費で負担しているところでありますが、低所得者のさらなる軽減を図

るために、別枠で公費により、介護保険料第１段階（第１号）の保険料の算出

割合を引き下げるものであります。これは国２分の１、道、町が４分の１でご

ざいます。３番の条例改正の内容でありますが、現在、第１号の保険料が０．
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５で基準額２万１千円、年額でございます。これを改正後、第１号保険料０．

４５、１万８９００円、０．０５の負担軽減ということであります。３０ペー

ジに戻りまして、第２条の次の１項を加えるというものでございます。所得の

少ない第１号被保険者保険料の減額賦課に係る第１項第１号に該当する者の平

成２７年度から平成２９年度まで、各年度における保険料率は同号の規定にか

かわらず、１万８９００円を加えるものでございます。附則といたしまして、

公布の日から施行し、平成２７年４月１日適用ということでございます。２番

目の経過措置でございますが、改正後の平取町介護保険条例第２条第３項の規

定は平成２７年度以降の保険料から適用し、平成２６年度以前の年度分の保険

料については、なお従前の例によるものといたします。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。 

（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号平取町介護保険条例の一部を改

正する条例について、原案のとおり可決しました。 

日程第１０、議案第５号平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を説明申し上げ

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。３４ページ

の比較表で説明をさせていただきますのでお開き願います。左側が変更前、右

側が変更後という表になってございます。変更後をご覧いただきたいと思いま

す。市町村計画の２７ページを今回、変更するというものでございまして、こ

の別紙様式１の４．生活環境の整備（２）その対策、（エ）住環境、という項目

がございまして、この下線の部分でございますけれども、下線の部分で、また、

持ち家のリフォーム経費に対する助成を行い、定住化の促進を図る。という部

分を付け加えまして、計画書では２９ページになりますけれども、（３）計画、

下線の事業名、（６）の過疎地域自立促進特別事業、事業内容といたしましては、

住宅リフォーム促進助成事業、住宅リフォーム費用助成、事業主体平取町を追

加するものでございます。次のページをお開き願います。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２７年度、

右側になりますけども、８００万円を追加してございます。これによりまして
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総計、過疎債ソフト分事業実施分、総計等の数値もそれぞれ追加変更してござ

います。この変更につきましては当初予算で計上いたしました住宅リフォーム

費用助成事業に、ソフト事業といたしまして、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という

ことに伴いまして、議会の議決を得るための提案となってございますので、ご

審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 

 

議長 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（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号平取町過疎地域自立支援促進

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１１、議案第６号平成２７年度平取町一般会計補正予算第２号を議題と

します。提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

総務課長 議案第６号平成２７年度平取町一般会計補正予算第２号につきまして、ご説明

申し上げますので、議案書の３６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２３５０万７千円

を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５３億８７００万７千円にしようと

するものであります。第２項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」

によると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

明申し上げますので、議案書の４１ページ上段をご覧いただきたいと思います。

科目は、３款１項１目社会福祉総務費１９節負担金補助及び交付金、金額は３

２０万円を減額しようとするものであります。内容は、一つは、平取町地域活

性化協議会が国からの委託を受けて実施する実践型地域雇用創造事業を円滑に

実施するために、協議会が国から受託する契約金額の１５％または４００万円

を上限として町が補助するもので、今回これに３７０万円を支出しようとする

ものであります。もう一つは、沙流川・鵡川ペアライン活性化協議会に対する

補助金６９０万円を減額しようとするものです。これは、平成２７年度当初予

算の編成終了後に、国が発表した地域住民生活等緊急支援のための交付金事業

における高率の交付金の対象となったことから、本年３月定例議会において、

広域観光圏地域活性化事業として、２７年度に予算を繰り越す前提で、補正の

議決をいただいて行った申請が、このたび正式に事業採択となったため、平成
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２６年度補正予算を繰越明許費として本年度、平成２７年度で執行することと

し、２７年度当初予算計上分について、この全額を 今回、減額しようとする

ものであります。以上、１９節負担金補助及び交付金において、差し引き、３

２０万円を減額しようとするものであります。次に、２１節貸付金４２０万円

を追加しようとするものです。これは、平取町地域活性化協議会について、そ

の事業が始まる７月から、実際に国から委託料の交付を受ける今年秋までの当

面の間、その運営資金を確保する必要があるため、町が平取町地域活性化協議

会に対して、単年度で貸し付けを行うものであります。次に、４１ページ下段

でありますが、科目は、３款１項７目介護支援費１３節委託料で、金額は７２

万７千円、内容は、居宅・予防介護システム改修委託料となっております。こ

れは、介護保険法の改正に伴い、現在、介護保険制度の中で実施しております

介護予防サービスのヘルパーによる訪問介護・デイサービスなどの通所介護が、

平成２９年度から市町村による介護予防・日常生活支援事業に移行する予定で

ありますが、本年度、国民健康保険連合会の電算システムがこれに対応するた

めに改修されることとなったことから、これと業務の上で密接に関連する平取

町の介護システムにつきましても、同様の改修を施す必要が生じ、このための

費用に要する予算の補正であります。続いて、４２ページ上段をご覧ください。

科目は、５款１項２目農業振興費１９節負担金補助及び交付金、金額は、３０

０万円の減額であります。これは、平成２７年度当初予算の編成終了後に、び

らとりトマト和牛フェアの開催に係る事業費に関して、国が発表した地域住民

生活等緊急支援のための交付金事業により、特産物消流対策事業として、１０

０％交付の対象となりましたことから、本年３月定例議会におきまして、２７

年度に予算を繰り越すことを前提に、補正の議決をいただいて申請をいたした

ものが、このたび正式に事業採択となったため、本年３月に補正した平成２６

年度補正予算の事業を繰越明許費として本年度、平成２７年度で執行すること

とし、２７年度当初予算計上分について、今回、この全額を減額しようとする

ものであります。次に、４２ページ下段をご覧いただきたいと思います。８款

１項２目災害対策費８節報償費２５万円、同じく１１節需用費５万円、合計３

０万円の追加補正であります。これは、午前中、四戸議員からの一般質問に対

してまちづくり課長がお答えしたなかにもありましたが、平成１５年に発生し

た豪雨災害以来、既に１２年が経過した今、いざという時の災害への対応は、

地域住民同士の連携が重要であるとの視点に立ち、日常的な災害への備えなど

防災意識の向上について、住民一人ひとりが家庭や地域で、改めて考える機会

とする目的で、平取町まちづくり防災セミナーを開催するための費用の支出に

関するものであります。内容は、セミナーの講師に対する謝礼金２５万円とＤ

ＩＧと呼ばれる災害図上訓練の実施に必要な消耗品の購入に要する経費であり

ます。続いて、４３ページ上段をご覧をいただきたいと思います。科目は、９

款１項２目事務局費４節共済費９７万７千円、同じく７節賃金５５９万円、合

計６５６万７千円の増額補正であります。内容は、平取中学校における本年度
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新入学生徒の見込みが当初４２名であったところ、転出等の発生によりまして、

結果として４０名になったことから、北海道教育委員会による教職員の配置が

１名減となりましたが、町としてこれまで行ってまいりました、きめ細かな学

習指導を今後とも継続的に推進し、支援して行く考え方から、少人数学級指導

推進体制の確保のために、町単独による教員の雇用に要する経費の補正を行お

うとするものであります。４節 共済費９７万７千円は、中学校生徒指導教員

採用に伴う社会保険料と雇用保険料であり、７節賃金５５９万円は、当該教員

に支払うためのものであります。次に、４３ページ下段でありますが、科目は、

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、金額は１２９

１万３千円を増額補正しようとするものです。内容は、国民健康保険病院特別

会計において、病院改築に関する用地物件の調査委託料を追加するとともに、

改築の基本設計発注にあたり、設計者選定の支援、基本設計の監修などを第三

者の立場から検証し、専門的なアドバイスを受け、新しい病院の建設をスムー

ズに進めるための病院改築支援業務委託料を計上することで、病院会計におい

て生じる予算不足分１２９１万３千円を一般会計から繰出金として支出しよう

とするものであります。次に、４４ページをご覧いただきたいと思います。１

２款２項７目平取町ふるさと応援基金積立金２５節積立金、金額は、５００万

円の増額で、平取町ふるさと応援基金にその全額を積み立てようとするもので

あります。歳出は、以上です。一方、歳入につきましては、３９ページ上段を

ご覧いただきたいと思います。科目は、１７款１項１目寄附金１節寄附金で、

金額は５００万円の増額であります。これは、先ほど申し上げました４４ペー

ジのふるさと応援基金積立金に関するものでありまして、内容は、平取町字荷

菜に事務所を有する株式会社小林組様からいただいた町に対する寄付金５００

万円で、平取町ふるさと寄付条例第２条第１項第２号に規定する保健・医療・

介護・福祉の向上に関する事業の財源に活用するための寄付をいただいたもの

であります。次に、３９ページ下段でありますが、科目は、１９款１項１目繰

越金１節繰越金で、金額は１９８５万３千円の増額であります。今回の補正に

関して対象となる特定財源を充てた上で、なお不足する財源を前年度繰越金か

ら求めようとするものであります。次に、４０ページ上段をご覧ください。科

目は、２０款４項 ９目平取町地域活性化協議会運営資金貸付金元利収入、１

節平取町地域活性化協議会運営資金貸付金元利収入であります。金額は４２０

万円で、歳出の４１ページ上段でご説明しました平取町地域活性化協議会の事

業運営資金として町が貸付けを行ったのち、本年度内に同協議会から 返済を

受けるものであります。続いて、４０ページ下段でありますが、科目は、２０

款５項１目雑入２節 雑入、金額は５５４万６千円の減額であります。内容は、

はじめにいきいきふるさと推進事業助成金で、これは、４１ページの上段で説

明しました沙流川・鵡川ペアライン活性化協議会事業について、平成２７年度

当初予算を減額補正したもののうち、公益財団法人・北海道市町村振興協会か

らの助成金３００万円並びに同じく４２ページ上段でご説明いたしました特産
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物消流対策事業補助金のうち、同協会からの助成金１００万円、合計４００万

円の減額であります。次に、沙流川・鵡川ペアライン活性化事業負担金で、こ

れも同様に２７年度当初予算を減額補正したことに伴う日高町・むかわ町から

の負担金合計２６０万円の減額であります。次に、居宅介護サービス計画費７

２万７千円の増額は、４１ページ下段でご説明いたしました居宅介護予防シス

テム改修費の財源となるもので、居宅介護サービスに係るケアプラン作成によ

る収入であります。次に、公益財団法人北海道市町村振興協会助成金３０万円

は、４２ページ下段でご説明しましたまちづくり防災セミナーの開催に伴う経

費３０万円に対するもので、同協会から１００％の助成を受けるものでありま

す。次に、雇用保険被保険者負担金は、４３ページ上段でご説明しました中学

校生徒指導教員の賃金から控除し、当該教員を雇用する立場の町の収入として、

雇用保険負担金に当てるための財源となるものです。以上、平成２７年度平取

町一般会計補正予算第２号につきまして、ご説明申し上げましたので、よろし

くご審議くださいますようお願いいたします。 

 

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。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１１、議案第６号平成２７年度平取町一般会計

補正予算第２号は原案のとおり可決しました。 

日程第１２、議案第７号平成２７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 

平成２７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２７年度平取町国民健康保険病院特別会計補正予算第１号

を次に定めようとするものでございます。第２条、平成２７年度平取町国民健

康保険病院特別会計予算第２条に定めた業務の予定量を補正するものです。２、

主要な建設改良事業、平取町国民健康保険病院改築設計事業、既定予定額６６

６０万円を４１０８万７千円減額し、２５５１万３千円とするものです。第３

条、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。収入第１款資本的収入、既定予定額８２５０万９千円、補正予定額４

１０８万７千円の減額で、計４１４２万２千円となります。第１項一般会計負

担金の補正となり、既定予算額２８３８万９千円、補正予定額１２９１万３千

円の増額で、計４１３０万２千円となります。第２項企業債の補正となります。

既定予算額５４００万円、補正予定額５４００万円の減額で全額の減額となり
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ます。次に支出になります。第１款資本的支出、既定予定額８７３８万９千円、

補正予定額は４１０８万７千円の減額で、計４６３０万２千円となります。第

３項建設改良費、既定予算額８１０９万６千円、補正予定額４１０８万７千円

の減額で計４千万９千円となります。なお不足する財源４８８万円については

留保資金で補てんをいたします。第４条、予算第５条に定めた企業債を補正す

るものです。起債の目的、平取町国民健康保険病院改築事業のための企業債の

発行限度額の５４００万円を全額減額するものです。次のページをお開き願い

ます。平成２７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。次のページをご覧願

います。資本的収入の第１款資本的収入、第１項一般会計負担金、第１目一般

会計負担金でございます。一般会計からの負担金、繰入金になりますが１２９

１万３千円増額するものでございます。増額の理由は、支出の項目で説明させ

ていただきます。次に、第１款資本的収入、第２項企業債、第１目企業債でご

ざいます。今年度実施計画を予定しておりましたが今年度中の事業の完了が見

込めないことから、２８年度での事業の執行とさせていただくことで、改築実

施設計に係る企業債の発行を取りやめるものです。次に、資本的支出になりま

すが第１款資本的支出、第３項建設改良費、第２目建設工事費でございます。

補正額は４１０８万７千円の減額で１節委託料のうち病院会計実施設計を減額

し、建設用地が確定したことから、用地物件調査委託料と病院改築に関する基

本設計、業者選定の支援、基本設計の第三者的な立場からの監修業務、医療機

器の導入に関する支援業務を委託することとして、その委託料を新たに予算措

置するものです。当初予算額６６６０万円から４１０８万７千円を減額いたし

ます。それに伴いまして先ほど説明いたしました資本的収入の一般会計繰入金

をこれらの委託料の財源として補正させていただいております。病院の改築に

つきましては当初予算から大幅な修正をすることとなりますが、病院改築に向

けて補助事業等も模索しながら事業を進めておりますので、補正予算の提出に

ご理解をお願いいたします。以上、補正予算第１号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 提案理由の説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

１１番千葉議員。 

 

１１番 

千葉議員 

１１番千葉です。まだ基本的な枠決めというんですか、まだ本当にスタートラ

インについたばかりでまだまだ流動的な部分もたくさんある今回の補正の関係

だと思いますけども。一つは今後の予定含めて、これは議会運営委員会のとき

も私申し上げているんですけども、基本的な建設資金の計画、これはやっぱり

明確にしていただきたい。特に補助事業の部分で我々やっぱり議員として常に

注目してるのはやっぱりどのようなメニューがあってどのような補助率がある
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のか、それから、例えば本体、病院の本体の建設工事のほかにですね、予定さ

れている部分では例えば看護師さんの住宅とか、医師の住宅とか、あるいはそ

の外構工事、それから駐車場の整備もろもろやっぱり出てくるわけですね。そ

のなかでしっかりとした資金の手当、これはびらとり温泉のゆからのときもそ

うだったんですけど、急にですね、木造から例えばＲＣ、コンクリートに変更

だということで、何億ものお金が変わったという経緯もいままでありますので、

その辺の資金の手立て含めた今後の予定についてどのようにとらえているのか

理事者側の答弁を求めたいと思います。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 それでは私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。基本的には先

ほど井澤議員の質問にもありましたとおり、平成３１年オープンを目指してと

いうことになろうかなというふうに思っております。２７年度につきましては

これから来月になりますけども基本設計のプロポーザルの発注をいたします。

設計期間は約１か月程度ということで、審査委員会を開いて複数業者から１社

に特定をするということになろうかなと思います。この基本設計がやや今年度、

いっぱいというようなことで考えておりますし、またこれに伴いましてただい

ま補正していただきました用地調査、物件調査を来月早々に発注をしたいとい

うふうに思っております。これは、成果品が出てき次第、２８年度で用地、物

件の交渉、そして移転をしていきたいというふうに思っております。そういう

ようなことで、これらの整理がつきます２８年に実施設計をいたしまして、２

９年から着工していきたいということで考えております。まず補助事業の件で

すけれども、現在想定されているのは、いわゆる木材を利用した補助事業を想

定しておりますけれども、工事の実施期間との兼ね合いがございます。一般的

に補助事業、単年度完結の補助事業ですので、工期が２か年になると補助事業

が対象になってこないというのがありますので、それを含めて補助事業の選定

については慎重にとり行なっていきたいなというふうに思っております。ただ

プロポーザルの仕様書には、できれば木材を使用した内装を含めた、木材を使

用した設計、仕様ということで提案をしていきたいなというふうに思っており

ます。そういうようなことで、まずまだ正式に補助メニューが決定をしていな

いというようなことで、木材関係の補助メニューが２種類ほどありますけども、

それがさっき言ったとおり、工期の関係で該当するかどうか検討させていただ

きたいと思います。また、敷地造成の設計、そして敷地の造成工事については、

２８年間から２９年にかけて実施をしていきたいということで考えておりま

す。そういうようなことで 終的には３１年に既存の建物の解体と医師住宅の

建設をして、 終的にこの事業については完了ということで予定をしておりま

す。議員全員協議会のときに資料でお示しした事業費、全体で１９億６３６０

万、これが現在のところですね、この事業費が、今提示できる も新しい事業
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費ということになります。これからそれぞれ設計が進んでいく状況のなかで、

多少出入りは当然出てくると思いますけれども、こういうかたちで進めていけ

たら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いたします。 

 

議長 １１番千葉議員。 

 

１１番 

千葉議員 

今までの建設事業と、やっぱり決定的に違ってくるところはやっぱり病院の建

設ということで、例えば予算のメニューも、例えば厚労省のメニューなのか、

あるいはその国交省の関係のメニューなのか、それから先ほど言った補助率の

関係がどうなるのか、あるいはその木造を使うことによってその建物本体の耐

震はどうなのか、あるいはその外構に関する工事、駐車場工事、多分ですね今

回は相当繰り入って、私は総額で総工費としていくらとして上がってくるとい

う数字というのは非常に時間のかかる事業かなというふうに思ってますけど

も、できる限りですね、確定してきたものから随時議会への報告、それから協

議、そういったことに対しては、慎重にですね、我々にもご説明をいただきた

いと思っております。その中で特に用地の物件、これおそらく来年度から取得

していくようなかたちを取りながらですね、建設場所の確定につなげていくん

だろうというふうに思ってます。それから実施設計も平成２８年間からという

ことでありますけども、本体工事、仮に単年度、平成２９年かかったといたし

ましたら、平成３０年にかけてですね、すべて、例えば私のこれは憶測の部分

もあるんですけども、今言った給排水の関係とか、あるいは軽微なもの、駐車

場整備、それから、例えば外構のもっと細かく言えば、花壇ひとつからですね、

大体こう順を追って建設されていくものが出てくるわけなんでございますけど

も、その点の一つ一つのですね、議会に対しての報告、協議に対しては今後の

スケジュールどのように考えてるのかもう一度お尋ねしたいと思います。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 まず補助メニューの関係ですけれども、先ほど千葉議員申されました国交省あ

るいは厚労省の補助メニューも念頭にということでございましたけれども、現

実的になかなか厚労省も国交省もメニューがない。社会資本整備総合交付金と

いうのがあるんですけど、これがその病院事業が対象にはなっていないという

のもありますので、これはなかなか国交省と厚労省のメニューは難しいという

のが正直言って実態でございます。今あるのは、林業関係のメニューが２つあ

るというような状況だけでございます。これもですね、一つについてはもう木

造建物が補助対象ですから、なかなか二階建ての病院を全部木造でというのは

かなり難しいかなというふうに思いますので、できれば木材を利用した部分と

いうことになってくると、補助対象が限られてくるということになりますので、

その事業に該当できればなというふうに思っております。それとあと事業の内
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容等の議会との協議ですけれども、先月開催されました議会全員協議会でも議

員の皆さんから要望が出ていたのは逐次まだ病院の内容そのものがすべて固ま

ったわけではないという解釈でいますのでそれらについて逐次議会と協議をし

ながら、取り進めていきたいというふうに思っております。それで、先ほど申

しましたプロポーザルの基本設計が終わるのがおそらく今年度年明けて２月、

３月くらいに基本設計が出てくるというふうに思いますので、それから具体的

に内容について個々に整理をしていくのかなというふうに思っております。今

回の補正提案した中には、公立病院共済会というところにいわゆる公立病院の

設計に関するアドバイス、指導助言等を受けるコンサル業務も予定しておりま

すので、それらの業務も十分活用しながら対応してまいりたいというふうに思

っております。それで、近くの町で隣のむかわ町なんですけども実は４０床の

むかわの町立病院、いわゆる厚生病院ですね、厚生病院の建築を実施をしてる

わけですけども、これ平成２２年度から２４年度３か年かけて整備をしてるん

ですけども、やっぱり病院本体は２か年で整備をしてるわけですね。ですから

４０床規模の病院を単年度でたたき上げるのはなかなか、今の情勢では厳しい

かなというふうに思っておりますので、それらも含めて、今後十分議会と相談

しながら進めていきたいというふうに思っておりますのでひとつよろしくお願

いしたいと思います。 

 

議長 ほかございませんか。７番井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

７番井澤です。新しい病院のことにかかわることに話がありましたので、昨日、

病院建設予定地のところで見ておったんですけれども、今の病院の建っている

とこからすると、道路に向かっていくんですけれども、一段低いように思いま

すけれども、道路との関係で今の病院の高さで建てる必要があるのか、それと

もそのまま低いまま建てるのかのところでもし土盛りをしてやるということに

なると、お金の面でだいぶ違ってくるかなということを、昨日建設予定地を見

まして感じたところですけれども、その辺について、設計プロポーザルのとき

に土地の現状をどうするかということもかかわってくるかと思いますけど、そ

の辺についてはいかがでしょうか。 

 

議長 病院事務長。 

 

病 院 事 務

長 

建設予定地ということで、先日お示ししたところは、今現在建ってる病院の地

盤から、２メートルぐらいちょっと低くなるかなと思います。それで新しく建

つ病院については土盛りをしないで今現状の地盤の高さで建設をしていこうと

いうふうに考えております。それで跡地については取り壊して医師住宅等を建

設するという考えでおりますけれども、その辺についてはこれから設計のなか

でうまく土地利用ができるかたちで考えていきたいというふうに思っておりま
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す。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

土盛りをしないということですけれども、後背地が義経公園からの山があって、

水がもし大雨降って重なってきたときに低いところに建てるといろんな意味で

障害がある場所かなと思って昨日見てきたのですけれども、その辺ところは、

設計する段階でよくよく確認した上で、あとあと失敗したなということのない

ように進めていただければと思います。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 そうですね自然の地形にあわせたかたちで、あまり切り盛りをしないで建設を

していきたいということで、ご承知のとおり、ふれあいセンターびらとり、あ

れも現況地盤にあわせながら建てていったという経過がございますので、その

地形にうまくあわせながら、災害の心配のないよう、建設をしていきたいとい

うふうに思っておりますので、ひとつご理解のほどお願いいたします。 

 

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

討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは、採決を行います。本案について原案のとおり

決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って日程第１２、議案第７号平成２７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１３、報告第１号繰越明許費繰越計算書一般会計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。総務課長。 

 

総務課長 報告第１号繰越明許費繰越計算書一般会計分について報告いたしますので、議

案書の４８ページをご覧いただきたいと思います。地方自治法施行令第１４６

条第２項の規定により、繰越計算書を調製し、議会に報告するものであります。

４９ページをご覧ください。平成２６年度予算の一部を２７年度に繰越した予

算の内訳は、次のとおりであります。２款総務費１項総務管理費、起業化支援

事業２００万円、３款民生費１項社会福祉費、歴史文化遺産を活かした地域活

性化事業７０２万円、同じく広域観光圏構想地域活性化事業５７０万円、５款

農林水産業費１項農業費、農業研修生受入対策事業１２８万円、同じく、特産

物消流対策事業３００万円、同じく、農業者就農促進対策事業９００万円、６

款商工費１項商工費地域商品券発行事業１千万円、同じく、平取トマトスタン
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プ券活用促進事業２１０万円、同じく、住宅リフォーム支援事業５２０万円、

同じく、地場産業振興事業２００万円、合計は、４７３０万円で、財源の内訳

は、国・道からの支出金が、合計で４６８０万円、町の一般財源は、５０万円

となっております。補正の時期が平成２６年度末に近い時期であったために、

地方自治法第２１３条第１項予算成立後の事由に基づき、年度内にその支出を

終わらない見込みのあるものについては、翌年度に繰り越して使用することが

できる。との規定に基づき、この事業を２７年度に繰り越したものであります。

以上は、すべて、平成２７年３月議会定例会において議決いただいた補正予算

に盛り込んだもので、まち・ひと・しごと創生法の施行により、国が策定した

地域住民生活等緊急支援のための交付金に基づく事業として、あらかじめ、平

成２７年度に繰り越す前提で、本年３月に議決をいただいていたものでありま

す。以上、繰越明許費繰越計算書についてご報告をさせていただきましたので、

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。以上で日程第１３、報告第１号繰越明許費繰越計算書一

般会計の報告を終わります。 

日程第１４、請願第１号地方財政の充実・強化を求める請願について、 

日程第１５、請願第２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、 

日程第１６、請願第３号義務教育費国庫負担制度維持・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２０１

６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１７、請願第４号、平成２７年度北海道 低賃金改正等に関する請願に

ついて、以上４件を一括して議題とします。この４件の取り扱いについては、

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番四戸議員。 

 

８番 

四戸議員 

８番四戸です。提出されました請願４件についてでございますが、６月１６日

に開催されました議会運営委員会で協議をしました結果、以下の通りに常任委

員会に付託して審査することで意見の一致をみています。請願第１号、請願第

２号、請願第３号の３件については総務文教常任委員会への付託、請願第４号

については産業厚生常任委員会への付託としておりますので、議長よりお諮り

をお願いいたします。 

 

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、

請願第１号、請願第２号、請願第３号については総務文教常任委員会に付託、

請願第４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
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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１号から請願第３号までは、総務文教常

任委員会、請願第４号については産業厚生常任委員会にそれぞれ付託し審査す

ることに決定しました。 

日程第１８、意見書案第５号憲法解釈変更による集団的自衛権行使容認の閣議

決定撤回と関連法の慎重審議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番四戸議員。 

 

８番 

四戸議員 

８番四戸です。この件につきましては意見書案の朗読をもって説明とさせてい

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。７番井澤議員。

 

７番 

井澤議員 

７番井澤です。今提案の意見書の提案の説明がありましたけれども、私、新人

議員でもありますし、議会のこういう決議について慣れてないかもしれません

けれども、全く、この意見書提出案件について、不勉強ですので、どのような

かたちでこういうことが決議されていくのかわかりませんけれども、今ここで

すぐ意見について 終的に賛否を問われるものであるとすると、非常に困惑す

るものです。私一個人としてはね。このようなことについて何かよくわかるよ

うな説明があるんでしょうか。 

 

議長 具体的な説明というのはありませんけれども、この意見書案についての態度は

賛成するか反対するか、あるいは保留にするか、そういう態度のとり方という

のは、各々の判断でできることだというふうに私は考えております。ほかにご

ざいませんか。なければ質疑は終了してよろしいですか。それでは、質疑を終

了します。次に討論を行います。反対討論はありませんか。７番井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

先ほど言いましたこの案件自体について私不勉強ですから、反対をするのもお

こがましいかと思いますけれども、皆さんの各、他の議員については、よくよ

くこのことについてご勉強かもしれませんけれども、私今政府が安倍内閣が進

めているなかで、ニュースとしてはいろいろ、出ていますけれども、昨日の国

会で期日までに法案の成立というかみなかったということで、大幅に会期が延

長されたという状況にありますので、このことについては、今ここで決めるの

ではなくて、該当するのは総務文教委員会かと思いますけれども、そういった

ことで、よくよく実態を把握した上で、議決することに向けて進んだほうがい

いと思いますので、この意見書をここで採択することについては反対いたしま

す。 
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議長 賛成の方の発言を許します。１１番千葉議員。 

 

１１番 

千葉議員 

１１番千葉です。冒頭に井澤議員ね、賛否を問われてもということでございま

したけども、私のほうから申し上げると今回の意見書案、中身をよく精査して

みますと、慎重審議を求める意見書案でございますので、私は会期の延長含め

てですね、今国会で動いてる様子をですね、やっぱり我々地方の末端の議会で

も慎重にその推移をみて、できればですね、その後の推移、経過によっては、

地方議会としても、議員発議なり何なりを出しながら、意見を出していく、こ

れがやっぱり私の今の置かれてる、私のというかこの平取町の置かれている、

議会の姿勢だというふうに思ってますので、私はこの意見書案提出に対しまし

ては賛成といたしたいと思います。 

 

議長 次に反対の方の討論はありませんか。なければ討論を終わりたいと思います。

それでは採決を行います。日程第１８、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１８、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１９、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１９、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。 

 

   （休 憩  午後 ３時５１分） 

   （再 開  午後 ３時５２分） 

 

議長 再開します。 

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２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
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実施したい旨申し出がありました。申し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。 

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１件で、報告１件。意見書案１件で原案可決１件。請願４件で

委員会付託４件。承認２件で決定２件。 

お諮りします。本定例会の会議に付された事件はすべて終了しました。従って、

会議規則第６条の規定によって、本日で閉会したいと思いますがご異議ござい

ませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、本定例会は本日で閉会することに決定しました。

平成２７年第４回平取町議会定例会を閉会します。大変ご苦労さんでございま

した。 

 

  

（閉 会 午後 ３時５４分）
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 平成２７年第６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２７年第６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

１２２条の規定によって、７番井澤議員と８番四戸議員を指名します。 

日程第２、会期の決定を議題とします。このことにつきましては、９月８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番四戸議員。 

 

８番 

四戸議員 

８番四戸です。本日召集されました、第６回町議会定例会の議会運営等につき

ましては９月８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１５日から明日９月１６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１６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１６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２７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番、要望経過報告について。川上町長。 

 

町長 １の要望経過報告をいたします。要望項目、２３７号線の整備改良について要

望してございます。要望先は道内の地元選出の国会議員並びに、国土交通省北

海道局でございます。要望月日は９月の３日であります。要望者は町長であり

ます。国道２３７号線は道南、道央と道東を結ぶ産業、物流、あるいは観光ル

ートとして、重要な路線でございまして、近年は車両の大型化や日高自動車道

の日高富川インターの開通に伴って車両の増加が著しく、安全対策の必要性が

一層強まっているところでございます。特に小平から二風谷間の北島地先にお

いては、７月にも大型車の単独事故によりまして、一時交通止めするほか、こ

れから冬季の凍結時に高低差と急カーブによる事故も頻発が予想され、また過
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去にも死亡事故も発生する危険箇所でございますので、早期に対処するように

強く要望したものでございます。以上で要望経過報告を終わります。 

 

議長 ２番目として、農作物の作況について。産業課長。 

 

産業課長 農作物の生育状況について報告いたします。資料１をご覧願います。作況状況、

日高西部農業改良普及センター日高西部支所による９月１日現在の状況になり

ます。水稲につきましては、生育は順調に経過しており、平年対比でマイナス

１日となっております。牧草につきましては、好天が続いておりまして、２番

牧草の収穫が順調に進んでいるということで、平年対比でプラス９日というふ

うになってございます。次に、サイレージ用トウモロコシの登熟については順

調に進んでいるということで、平年対比で平年と同じというようなかたちにな

ってございます。次にトマトの出荷状況につきましては、８月２６日現在で９

３９５トン、金額で２９億７５００万円で前年対比、数量では９０．３％、金

額で９５．２％となっておりますが、単価では昨年よりも、キロあたり１８円

上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きましては表

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６４％、３５

５．３ヘクタールとなっており、前年より１７．６ヘクタールの減となってご

ざいます。ゆめぴりかにつきましては全体の２４．０％ということで前年より

１０．１ヘクタール増加してございます。全体的にはゆめぴりかが増加し、他

品種は減少してきている状況でございます。また今年度新たな品種そらゆきが

３．８ヘクタール作付けされておりますけれども、そらゆきにつきましてはき

ららに代わる品種として耐寒性に優れ、収量も多いということで、今年度から

作付けをされている状況でございます。町全体としましては作付面積は昨年よ

り１８．２ヘクタール減少しているような状況でございます。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２．６％、去場で２．８％、貫気別

で２．３％となっておりまして昨年より数値が３．０％下がっており、平年値

よりも４．２％低くできは非常に良い状況になってございます。 後に水稲作

柄でございますけれども農林水産統計による８月１５日現在の見込みでは、北

海道全体で平年並み、日高管内でも平年並みとなっております。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 ３番目として、平成２７年度平取町表彰者について。副町長。 

 

副町長 行政報告３点目の平成２７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２７年度の功労表彰者及び貢献表彰者の決定につきましては

９月８日に開催いたしました平取町表彰審議会におきまして、諮問申し上げ、

当審議会より資料２のとおり被表彰者の答申を受けたところでございますが、

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、
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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

ついてご紹介を申し上げます。はじめに１の功労表彰者ですが、まず、自治功

労賞の安田功二様ですが、平成７年５月より平成２７年４月までの５期２０年

間にわたり、町議会議員としてご活躍され、この間、副議長をはじめ、議会運

営委員長、各常任委員会副委員長、平取町外２町衛生施設組合議会副議長など

の要職を歴任し、町政のためにご尽力されるなど自治の振興発展に大きく貢献

をされました。次に、同じく自治功労賞の鈴木修二様ですが、昭和５４年５月

から現在まで、通算２０年余にわたり町議会議員としてご活躍され、その間、

議長をはじめ産業厚生常任委員会委員長などの要職を歴任され、町政の発展に

尽くされているほか、長年平取町農業委員も務められるなど幅広い分野で活躍

され、自治の振興発展に大きく貢献をされました。次に同じく自治功労賞の藤

澤佳宏様ですが、平成３年５月に初当選以来、現在まで通算２０年余にわたり

議会議員として務められ、この間、議長をはじめ副議長、日高西部消防組合議

長などの要職を歴任され、町政の発展に尽くされているほか、長年消防団員と

して務められるなど幅広い分野でご活躍され、自治の振興発展に大きく貢献さ

れました。以上３名の方々が自治功労賞の受賞となります。続きまして産業経

済功労賞の青山和裕様ですが、昭和５５年５月に平取町商工会理事に就任され、

その後平成１８年には副会長、平成２１年５月には会長に就任し、本年５月に

退任されるまでの３５年間の長きにわたり、商工会並びに商工業の発展に寄与

するとともに、総合開発、総合振興計画審議会委員をはじめ、多くの公職を務

めるなど、地域産業の振興発展に大きく貢献をされました。次に同じく、産業

経済功労賞の奥村秀宏様ですが、昭和６３年４月から現在まで平取町農協及び

びらとり農協の幹事として２７年間にわたり務められ、その間、平成９年から

代表幹事として、また本年２月からは常勤代表幹事として農協の健全経営に向

け、重責を果たされ、地域農業の振興発展に大きく貢献されました。次に、同

じく産業経済功労賞の吉田正志様ですが、平成３年４月から本年４月に退任す

るまでの２４年間にわたり、平取町農協及びびらとり農協の理事として務めら

れ、この間、副組合長、常勤の専務理事を歴任し、また平成１８年より農協の

子会社である有限会社平取アグリサポートの代表取締役も兼務され、農協運営

にあたり重責を果たし、地域農業の振興発展に大きく貢献をされております。

次に、同じく産業経済功労賞の高橋一夫様ですが、平成１２年４月から本年４

月に退任するまでの１５年間にわたり、平取町農協及びびらとり農協の理事、

幹事を歴任され、農協の健全経営を進めるなど、地域農業の振興発展に大きく

貢献をされております。次に同じく産業経済功労賞の樫野公様ですが、平成３

年に平取町森林組合の理事に就任後、平成１２年には副組合長に、平成１８年

には沙流川森林組合の代表理事組合長に就任し現在に至っております。沙流３

町の森林組合の合併にあたっては、合併協議会委員として合併を積極的に推進

し、平成１４年に沙流川森林組合を実現し、新しい時代の森林組合体制の構築

など、地域林業の振興発展に大きく貢献されております。次に同じく産業経済
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功労賞の佐々憲一様ですが、平成６年２月に平取町森林組合の幹事として就任

され、合併後の沙流川森林組合では、平成１５年２月から代表幹事として現在

に至っております。この間、森林組合の健全経営に重責を果たされ、地域林業

の振興発展に大きく貢献をされております。以上６名の方々が産業経済功労賞

の受賞となります。続きまして、２の貢献表彰者ですが、本表彰につきまして

は本年より新たに各分野におかれまして地域の振興発展などに貢献され、その

功績が顕著な方を表彰するものであります。はじめに自治貢献賞の議会議員で

すが、勤続年数１２年の千葉良則様、櫻井幹也様の２名の方々。次に産業経済

貢献賞の農業委員ですが、勤続年数１２年の宮入司様。次に社会福祉貢献賞の

交通安全指導員ですが、勤続年数２０年の大浦義己様。次に、同じく社会福祉

貢献賞の消防団員ですが勤続年数３０年の川奈野竜二様、本間稔浩様、丸岡敏

弘様、宮入司様の４名の方々、次に同じく社会福祉貢献賞の消防団員、勤続年

数２０年の川奈野栄子様、黒川コスミ様、和田ともよ様、川奈野誠様、萱野久

彦様、山道鉄也様、黒川実様の７名の方々がそれぞれの分野で表彰されること

になっております。続きまして、３の善行表彰者ですが、はじめに善行賞のび

らとり農業協同組合様ですが、本年２月の農協合併に先立ちまして、平取町農

協所有の山林及び多額の寄附により、平取町の振興発展に大きく貢献をされて

おります。同じく、善行賞の株式会社三和日成様ですが、本年３月末をもちま

して、長年経営されました建設業の営業を廃止されたことから、多額の寄付に

より、平取町の振興発展に大きく貢献されております。次に同じく善行賞の株

式会社小林組様ですが、本年は会社設立５０周年の節目の年となることから、

多額の寄付により、平取町の振興発展に大きく貢献をされております。以上３

団体が善行賞の受賞となります。続きまして奨励賞のびらとりホタルの会様で

すが、平成１８年に発足し、毎年ホタルの放流活動を行っており、本年で１０

周年の節目を迎えております。これまで、子どもたちに自然の豊かさを感じて

もらいたいとの強い思いのもと生息環境作りに努めるとともに、毎年約１００

０匹の幼虫を放流しており、このことは、蛍の飛び舞う里作りとして、自然や

環境を大切にする、豊かな心の教育にも貢献していることは、多くの町民の模

範となる活動であります。次に同じく奨励賞の藤谷るみ子様ですが、長きにわ

たるアイヌの伝統的な手工芸の振興発展に寄与するとともに、後継者の育成に

大きく貢献されております。この間北海道アイヌ協会が開催する北海道アイヌ

伝統工芸展に出展され、奨励賞、審査員特別賞など数多く受賞し、平成２３年、

平成２６年には北海道知事賞を受賞され、北海道アイヌ協会認定優秀工芸師と

して認定されるなど、今後も豊富な知識と経験をもとにした活動が期待される

ところであります。以上１団体と１名の方が奨励賞の受賞となります。なお、

功労表彰並びに貢献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、中央公民館で開催されます平取町功労者等表彰式におきまして、表彰する

こととしております。以上で平成２７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。 
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議長 続きまして、教育行政報告について。教育長。 

 

教育長 それでは平成２７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

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。北海教育委員会が行っている直近の調査

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、町内

小中学校児童生徒４０４名の回答状況となっています。今年の４月からいじめ

られたことがあるかとの問に対し、あるとしたものが、２２件でありました。

内訳としては、小学校が１９件、中学校が３件であり、いじめの内容といたし

ましては、複数回答を含め仲間外れ、無視が６件、暴力が同じく６件、いたず

らが４件、悪口が１３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が１０件

でありました。各学校、教育委員会におきましては、いじめ問題に対し日々神

経を張りめぐらすなかで、その未然防止等に努めているところでありますが、

子どもたちの受けとめ方も多様であることにおいても、アンケート調査にあり

ましては、依然としていじめを受けたことがあるとする回答が多くあるものと

なっています。学校としては関係する児童生徒への指導等を的確に行っている

ところでありますが、学校自体でいじめとして認知する事案については、本年

度の調査に関し、中学校での１件となっております。認知事案に関わります対

応といたしましては、悪口や嫌なことを言われる、ほかのクラスメイトに自分

のことについての文句を言うということでありました。なお本件においていじ

める生徒及びいじめられた生徒への対応、そして保護者との連携等につきまし

ては、それぞれ教職員が生徒からの状況にかかわる聞き取りを行うなかで、指

導の徹底を図るとともに保護者に対しましては、学校における指導及び対応方

法について伝達しているものとなっております。学校におきましては事案が拡

大することなく速やかに対応を図ることにおいて、現状として問題そのものは

解消しているものと考えております。当町におけるいじめの実態はただいまご

説明したとおりでありますが、懸念される点といたしましては、このいじめに

かかわるアンケート調査において、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する問がございますが、この問に対し思わないとするも

のが１１件。わからないとするものが４４件あることであります。教育委員会

にありましては、いじめは許される行為だと受け止めている児童生徒が、これ

までの調査同様、数多くいることについて重く受けとめ、引き続き改善に向け

た指導の徹底に努めるよう各学校長に対し、指示したところであります。また

あわせて、各学校におきましては、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

童にも起こり得るものである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
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じめのない明るく楽しい学校生活を送ることができるよう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二中学校からの全道大会への出場につきま

しては、４競技あわせて２２名となっております。平取中学校からは剣道男女

団体及び男女個人、バドミントン女子団体及び個人、柔道男子個人の計２０名、

振内中学校からは、ソフトテニス女子個人２名がそれぞれ参加いたしました。

各競技ともに善戦をいたしましたが、そのうち柔道男子個人戦において、平取

中学校２年の松浦くんと同じく３年生及川くんの２名が第３位となり、また剣

道男子個人戦におきまして、同じく平取中学校の小山椎名くんが全道優勝２連

覇を果たしたところであります。小山くんにつきましては、８月２２日から秋

田県秋田市で開催されました中体連全国大会へ出場したところでありますが全

国大会における結果につきましては、３回戦まで勝ち進むなか、４回戦で敗退

したものの見事ベスト１６に輝いたところであります。今後一層の活躍を期待

いたしたいというふうに思います。以上申し上げまして、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。１１番千葉議員を指名します。

千葉議員。 

 

１１番 

千葉議員 

１１番千葉です。本日は通告してございます平取国保健康保険病院の改築工事

と今後の病院経営、運営について一般質問をいたします。近年、新冠それから

穂別、それから日高町、今現在の山日高ですね、などの近隣の自治体におきま

しては、地域の自治体病院ということを廃止しまして、改めて診療所として開

設するうごきがみられてきましたが、私といたしましては、日高西部を中心と

した地域、この沙流川沿いの地域で、ここの平取町の国保病院が今後ですね、

地域医療の中心といたしまして、将来にわたり、果たしていかなければならな

い大変大きな役割と使命感を持った自治体病院としての、位置づけであるとい

うふうに思っております。しかしながら、長年国保病院特別会計の決算の数字

を見ていますと、やはり赤字脱却からはほど遠く、残念ながら、一般会計から

の補てんを余儀なくされているのが現状でもあります。今回、改築を計画され

ております平取国保病院がこの改築を契機に、近代的で町民が安心して通院が

でき、そして地域の皆さんからも愛される病院として、また経営的にも安定し

て生まれ変わることを私はとても大きく期待をいたしております。そこで今回

は、通告にあるとおり、主にこの４点のことについて、質問をいたしますが、

現段階において現状わかっている範囲で結構でございますので、真摯なご回答、

ご答弁を期待をしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、第

１点目でございますが、国保病院の改修工事について、実施設計の内容提示、
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それからそれにかかわる総工事費の確定時期はいつ頃となってくるのか、それ

に対しましてこの改築計画が、今後どのような日程で進んでいくのか、またそ

の改築工事に当たり、さまざまな補助金を含めた建設資金の財源内訳はどうな

のか、このことについて、現状の範囲内で、まずもってご答弁を求めたいと思

います。 

 

議長 病院事務長。 

 

病 院 事 務

長 

ただいまの質問についてお答えいたします。病院の改築事業につきましては８

月に基本設計の契約を行いまして設計内容を協議しております。まず、病院の

ブロックプラン、住宅で言うところの間取りになりますが、現在院内で意見を

取りまとめて、それを設計に反映する作業を行っております。このブロックプ

ランが１０月中に院内案として決定したいと考えていますので、１１月中に１

回目の報告をさせていただきたいというふうに考えております。ブロックプラ

ンが決定しますと次に各部屋の備品のレイアウトの決定になりますけれども、

このレイアウトの決定もそれぞれの担当職員の意見を聞き、１２月に決定をし

て２回目の報告を１２月か１月にと考えております。２回目の報告の時には建

物の構造なども並行しての設計になりますので、現在木造鉄筋コンクリート造

の混構造を考えておりますが、それらの内容も報告できるかと考えております。

全体を通して、 終決定を２月上旬に決定したいと考えています。基本設計の

成果品の納品が３月末ですので３月中に３回目の報告を考えております。町民

説明会ですけれども１月下旬から２月上旬の間に３地区での開催を考えており

ます。全体の事業の日程ですけれども、今年度基本設計、２８年度実施設計、

２９年度３０年度とかけて病院の本体工事、３１年度に現在の院舎の解体、医

師住宅等附帯工事等というような流れで現在のところは考えておりますけれど

も、さまざまな事情により多少変更になることもあるかと考えております。次、

総事業費の確定時期ですけれども、病院本体の建築事業費は基本設計が完了し

た段階で病院本体としてはおよそ８割方の建築事業費の見込みが立つというふ

うに設計業者のほうから聞いております。 終的には２８年度に実施する実施

設計が終わらなければ、病院本体の建築事業費が出ませんが、その他附帯工事、

医師住宅、医療機器などを含めた全体事業費の概略については、予算の措置の

関係もありますので、今年度中に目途を立てたいというふうに考えております。

次に、建築に対する補助金ですけれども、国民健康保険の調整交付金は対象に

なると考えていますが、その他には木造に関する補助事業をというふうに考え

ております。木造関係の補助事業を有効に活用するために、林野庁が実施して

いる木造公共建築物の整備に係る技術支援という事業の採択を受けまして、こ

の技術支援事業も基本設計と並行して木造建築に関するアドバイスをいただく

ことになっております。木造による病院建設は全国的にも例がないということ

で林野庁から委託を受けている事業主体の担当者も興味をもっておりました。
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このことは補助事業の採択とは直接関係ありませんが、何とか補助事業の採択

に向けて優位性を持ちたいと考えております。建築資金ですけれども、補助事

業の種類などが現時点ではどの補助事業というふうに確定できておりませんの

でお答えはできませんけれども、調整交付金が該当になると７千万程度、その

ほか補助事業が採択になった場合、ならなかった場合の特定財源以外について

は、いずれも起債、過疎債、病院事業債による資金調達を考えております。そ

のほか各方面の対象となる見込みの補助事業の情報提供を各課にお願いしてお

りまして、対象となる見込みのある事業については、条件が許すかぎり活用し

たいというふうに考えております。以上です。 

 

議長 千葉議員。 

 

１１番 

千葉議員 

どうもありがとうございます。一定の事務長のほうからですね、今後の日程含

めて、財源のこれからやっていこうとする内訳について説明がございました。

私としてはですね、まだ、やっぱり理事者側もですね、不透明な部分というの

はあろうかなというふうに思っておりますけども、冒頭の事務長の説明のなか

にあったとおりですね、今後進んでいく日程に照らし合わせて、私は少なくと

も町民説明会、３地区で開催されるということで予定をしておりますけども、

この説明会のなかにおいては、しっかりとこの内容をですね、把握して説明会

のなかでも住民にやっぱり周知をしてご理解を求めていくということが必要に

なってくると思いますけども、この大枠のなかでですね、総論として決定して、

方向性、いわゆる建設資金の内訳がはっきりと確定するのはいつぐらいの時期

で、すべてはっきりしてくるのか、その時期的なことについてのご答弁を求め

たいと思います。 

 

議長 病院事務長。 

 

病 院 事 務

長 

はい、先ほどもちょっとお答えしたんですけれども、現在、どの補助事業が一

番有利になるか、該当になるかということを探しておりまして、その事業が、

補助事業としては単年度というのが基本なんですけれども、それらに合わせた

時期に、うまく採択されるということが決定しませんと、なかなかその辺の財

源の内訳というのは、はっきりお答えできませんので、その辺のところをご理

解願いたいと思います。 

 

議長 千葉議員。 

 

１１番 

千葉議員 

や、わかりました。先ほど言ったように私もまだまだ不透明な部分というのは

理事者側もまだつかみ切れない部分というのはあるのかなというふうに思って

ますけども、そのことがはっきりいたしましたらぜひですね、私が申し上げた、
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町民説明会の場においてもですね、ご説明ができるようなかたちをとっていた

だきたいなというふうにご希望いたします。それでですね、次の②番のほうに

関連したかたちにもう進んでいこうかなというふうに思ってますけども、私は

１１月中に１回目のブロックプランというふうに発表されたと思うんですけど

も、予定をされているということで、１２月に備品の関係もですね、含めて、

プランを練っていくと。ということは、逆に言うと、もうすべてですね、建築

のレイアウト、それから各病室のあり方、まあ今後の機能的なプランについて

の話し合いがもうこの時期には進んでいくのかなというふうに思ってます。た

だ私が心配してるのは、今までどおりのいわゆる一般的な内科、外科、出張医

で来てもらってる循環器の関係とか、例えば今までやってた皮膚科の関係とか、

これは当然視野に入れてるだろうと思いますけども、たまたま説明の中で、眼

科を意識した説明がちょっとこう、私の耳に入ってきたもんですから、その辺

の、新たにもし診療科を設けるということになればですよ、視野に入れていく

ということになれば、私は、実施設計に入る平成２８年のですね、前には、も

う基本的な病院の建物の平面的なレイアウトだけでもですね、もう確定してい

かなくてはならないのかなというふうに思ってますけども、この、改めてです

ね、診療科を別になにか設けるようなプランがあるとしたら、この設計の中で、

実施設計の中で生かされていくものというふうに理解するなかで、どのように

考えているのかなということで、もう少し眼科に限らずですね、診療科目につ

いての説明が欲しいと思っております。それと、やはり町民全体的に流れとい

きましては当然のことながら高齢化が進んでまいりますので、高齢者を意識し

た病院の改築というのは当然求められてくるわけでございますけども、私は、

若い世代の人たちに聞いてみますと、やはり小児科で苦労されている。その前

段階では、まず産婦人科で苦労なされてるというのがよく話の中で出てまいり

ます。というのは、当然のことながらこの地域に住んでいる町民の人たちは、

産婦人科を求めて他町行くということは少なからずとも苫小牧、あるいは人に

よっては札幌まで行ってたって話も聞きますけども、苫小牧現状の多いのかな

というふうに思ってます。小児科も、そうでありますね。過疎地域に対してあ

まり小児科というのは数少ないと思うんですけども、やはりこの小児科に対し

ても、苫小牧を中心に通院されてる。特に通院ということになればですね、や

はり、往復の車の運転含めて、どうかしたらお母さんだけでなくて、お父さん

も仕事を休んで一緒に付き添って苫小牧のほうに診察に伺うというのが現状で

あります。大変、特に農業の経営者の方の中には、農繁期の時期になると、子

どもですから突然熱を出したり、あるいは、産婦人科のほうにかかってて、臨

月が近くなってくると当然病院に行って診察を受ける回数も増えてくるという

ことのなかで、私は病院改革の中でですね、もし求められ、手探りでもいいで

すからこういった診療科目に対して、町のほうではどのように考えていこうと

してるのか、あるいは、絶対数でいったら７５歳以上の人口、手元にある資料

を見ていただくとわかるんですけども、圧倒的にやっぱり多いです。ただし、
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小児科に関しては、あるいは産婦人科に関して申し上げると、年間約４０名前

後の子どもがまだ出生をいたしております。いわゆる、子どもがこの平取町内

で誕生して、就学前、５歳６歳までの子どもたちの数は少なくみてもですね、

２００名から２５０名ぐらいは、私はこの地域に、暮らしてる子どもたちかな

というふうに思ってまして、私は、決して、特に産婦人科のほうはちょっと置

いといても、小児科に関してはですね、地方の自治体病院として、苫小牧あた

り、あるいは札幌あたりの個人病院でわりと専門診療の場合開院してる病院が

多いもんですから、そういった病院のほうともひざを詰めた話をしながら、こ

の平取町にも協力してもらえないかどうか手探りでもいいからやっぱりやって

って、努力をしてみるべきかなというふうに思ってますけども、この診療科目、

どのように考えているのか、まずもってお伺いをいたしたいと思います。 

 

議長 病院事務長。 

 

病 院 事 務

長 

診療科目についてお答えいたします。町民の皆さまからの診療科目への要望に

ついては存じていますけれども、特に小児科については常勤医が診療できるこ

とがベターと考えておりますが、常勤医で小児科を診れるという医師の特定に

なりますと、その確保については非常に厳しいものがあります。現在、内科、

外科の診療の維持を 優先に医師確保をしておりますので、現在、診療を行っ

ている循環器内科、物忘れ外来の継続をやっていきたいというふうに考えてお

ります。それについて、小児科ですけれども札幌の医院との連携ということで

すけれども、これらについてもですね、医師の確保、その診療収支の状況など

を勘案して、条件が整った場合には診療科の増設も可能かと考えております。

小児科の医師についてもなかなか招聘については厳しいと考えております。そ

れと改築にあたりまして、眼科の開設ということですけれども、現在、札幌の

眼科医院の応援をいただける方向で協議を進めておりまして、新しい病院の改

築にあわせて眼科の開設も視野に入れております。それと産婦人科につきまし

ては、皆さま報道等でもご存知と思いますが、産婦人科医師が非常に不足して

いるということで当院で産婦人科医師を確保して診療を行うということは非常

に厳しいものがあるというふうに考えております。以上になります。 

 

議長 千葉議員。 

 

１１番 

千葉議員 

私もその辺のことは承知はしてますけども、なぜこういった質問するかという

ちょっと原点的なことを申し上げたいと思いますけども、産婦人科においても、

それから小児科においても、だいたい個人で開業されてる病院が圧倒的に多い

んですよね。そんななかで、やっぱり少子化の影響によって診察を受ける患者

数がやっぱり減っている。それと、跡取りの医師がなかなか見つからない、そ

んななかで閉院に追い込まれてる病院が数多く私はあるというふうに理解をし
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てますけども、私はやっぱり詰めの作業をやっぱりやってもらいたいなと、理

事者側にはそう思ってるんですよ。ということは、現状の把握のなかで不可能

に近いなという判断をするのは 終判断だというふうに私は思ってまして、や

はりきちっと調査をして、協議をしてですね、可能な医師がもしかしたら存在

する可能性もやっぱり否めない。このことはやっぱりね、可能性がある以上は、

私は、鋭意努力をしてそういった病院、お医者さんをお探しいただけたらなと

いうふうに思ってます。常勤医とそれから出張医、この辺の難しさ、私も承知

してますけども、一つはですね、やはり特に小児科の場合だったらいつ熱出し

て、いつ子どもが状態悪くなるかわからんということで、これは親の責務とし

てもう夜中であろうが何だろうが苫小牧まで走るのは、これはいいんですよ。

ただ、持病として生まれたときからですね、持っている子ども。どうしてもこ

の薬は継続しなくちゃいけないよという子どもも中にはおりますし、それから、

しょっちゅう熱を出す。風邪でないのに、いわゆる熱を出しやすい子どもとか、

さまざまな症状もってるお子さんがいると思いますけども、やはり定期的な出

張医の検診、例えば、週１回でもあるいは月２回でも３回でも、定期的に小児

科の専門のお医者さんがいたら、うちの子は安心して診察が受けられるという

ような環境づくりというのも、やはり私は全く不可能ではないのかなというふ

うに考えてます。それから産婦人科のことも取り上げますけども、行きつけの

病院、当然特に産科とか婦人科というのは行きつけの病院として、出産までさ

まざまなお医者さんにですね、かかっているわけでございますけども、一度や

はり診察を受けて、定期的に通うということになれば、やはり個人の病院とし

てはですね、 後の出産として生まれてくる子どもの取り上げまでいうことで

考えますと、日常的な通院あるいは検診というのは、やはりこれも私は出張医

として協力している病院があれば、 終的に出産までお願いするというかたち

をとってこえばですね全く不可能ではないのかなというふうに考えてます。ど

うかその辺をですね、探り当てながらですね、もう一度ですね、今言ったよう

なかたちで、非常に難しさは私も承知してますけども、ご考慮いただけないか

なというふうに考えてますけども、どのように思ってますか。 

 

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、千葉議員もご承知の

とおり、平成１６年度から開始をされました医師の臨床研修制度によりまして

医師の都市部への集中によりまして、希望する医師を確保することは大変厳し

い状況にございます。この制度によりまして、新卒の医者が研修病院を自由に

選べるようになりまして、勤務が過酷な大学病院を敬遠しながら、厚遇される、

都会の病院に集中して、大学病院は医師を地方に派遣する余裕がなくなりまし

て、医師不足が深刻化しているのが現状でございます。例として、浦河の日赤

病院については精神科、精神神経科の医師不在によりまして、廃止するとの話
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題になったところでございますし、また、婦人科の医師についても、現在は常

勤医ではなくて、出張医で対応しているところでございます。医師の確保につ

いては、そういう大学病院からの連携が絶たれているという状況のなかでは大

変厳しい状況にございますが、今後とも町民ニーズにこたえた、医師の確保と

いうようなことでは、手探りでもですね、そういった努力をしてまいりたいと

いうふうに考えておりますので、ご理解を願いたいと思います。以上です。 

 

議長 千葉議員。 

 

１１番 

千葉議員 

本当に、我々みたいな過疎の地域にある自治体病院というのは、同じような、

皆さん悩みを抱えながら、病院の経営、運営に当たっていることは私も理解し

てます。町長、どうかその辺ですね、もう一度原点にかえって、難しさあって

も頑張っていただきたいなというふうに思っております。それでは３番目のこ

とにちょっと触れていきたいと思います。約４０床前後の病床数となる計画で

現在の改築のほう進めようとしておりますけども、理想はやっぱり４０床一生

懸命頑張って埋まってくれることにこしたことないんですけども、逆に言うと

患者が定員を超えた場合、あるいはその逆で定員を割った場合、まあやっぱ今

後は近隣の病院、自治体病院含めてですね、個人の病院ともそうなんですけど

も、近隣の自治体との連携はやっぱり、今まで以上に私は求められてくるのか

なというふうに思ってます。一時期入院患者のお互いの連携ということで、苫

小牧方面の病院とも連携を組んでいましたけど、はっきり申し上げてあまりそ

の先陣を切ってそういう連携を強調して言ってた割にはあまり、目に見えた病

院連携で例えば入院患者をこちらのほうに搬送して、こちらのほうでみて、こ

ういう患者が入ってるっていうこれは実はよく私の目にあるいは耳に飛び込ん

でこなかったということがありますけども、この病院間の連携、病床数におけ

るですね、特に入院患者の関係なんですけども、近くの富川のある病院も、入

院を受け入れないというかたちもとってきてますけども、その辺のですね、ま

だまだ不透明な部分というのはあると思うんですけども、この病院間の連携は

今後この改築を契機にですね、新しくなる病院を契機にどのように考えている

のか、そのことについてお伺いをしたいと思います。 

 

議長 病院事務長。 

 

病 院 事 務

長 

病院間の連携ということになりますけれども、病院の連携につきましては今年

４月から医療相談地域連携担当を設置して連携の強化を図っております。現在

千葉議員がおっしゃるとおり、なかなかほかの病院さんとの連携というのがう

まくいってはいない状況にあるかなとは考えておりますけれども、これから、

来年度からですね、取り組む新公立病院改革プランというなかでも、ネットワ

ークの推進化というのが盛り込まれておりますので、病院の連携については今
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後検討していかなければならない課題だと考えております。入院患者さんの受

け入れ、近隣自治体ということですけども、日高町さん、むかわ町さんとなる

かと思いますけれども、そちらの病院さんでもそれほど余裕を持った病床数は

持ってはいないというふうに考えておりますので、うちの病院が満床になった

場合には、そちらの病院さんがベッドの空きがなければ受け入れはしていただ

けないというふうには思っておりますけども、その辺についてですね、今後と

なり町の病院さんと協議を進めてですね、うまいかたちで連携をできるような

ことを協議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。 

 

１１番 

千葉議員 

まあ、事務長言うとおりだなというふうには思いますけども、もうそういった

ことでいきますとですね、すべて地方の病院、過疎化している地域の病院とい

うのは、患者さんの獲得とそれから、医師、看護師のいわゆる獲得、招聘、医

師の招聘、このことはやっぱり、もう永遠的に課題として付きまとうのはもう

明らかでございまして、そんななかで少なくともですね、やはり、病院連携含

めた患者さんの行ったり来たりは、これは今まで以上にやっぱり真剣にとらえ

て、ネットワークを持っていただかないと、 後に関わってくる病院経営に対

しても相当厳しい状況になってくるのかなというふうに思っておりますから、

何とか今まで以上にですね、病院連携、具体的にむかわ町とか日高町って出た

んですけども、私は決して不可能ではないということは、となりの穂別もです

ね、振内からいきますと大体車で２０分か２５分で穂別の市街に到着いたしま

す。特に病院での診療以外で、例えば訪問診療とか、将来的にですね、かなり

視野に入れなくちゃいけない部分のなかでは、逆に連携をとれるのかなという

ふうにも思ってますので、どうかですね、もうちょっとこう、広義の意味で、

地域を限定しないでですね、私はこのネットワーク、病院連携を持ってほしい

なというふうに思っております。そこで、 後のほうの質問、４番目、これ一

番私は今回の質問の中で伺っておかなければならない事項だというふうに思っ

てますけども、やはり先ほど私の一般質問の冒頭の中で説明したとおり、やは

り一般会計のほうからの補てんは今後もやっぱり続いていく、そんななかでで

すね、私はお伺いしなくていけないのは、私たちがいただいております平取町

国保健康病院の改築基本構想のこれ、平成２６年と７年にいただいてるわけで

すけど、２７年の６月にいただいているやつをもとにお伺いいたしますけども、

５ページ開いていただきますと、今後の人口推計、それから、病床利用率の推

計というふうに２表、３表というふうにありましてその手前の１表、患者数と

いうかたちで、全体のいままでの流れを含めてですね、数字が出ておりますけ

ども、私が思うに総人口は、例えば、１０年先の平成３７年、今５千、総人口

は大体５３００から４００おりますけども、少なくともですね、１０年後には

人口が４３００人台になっているのではないかなという推計が出ております。
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それから、高齢者の人口もおおよそですね、１０年先には、高齢化率が進むわ

けですけれども、高齢者の人口は減っていく。これを見ますと、１００人ほど

は減っていくのかなというふうに思っております。人口割合は、先ほども言っ

たとおり、高齢化率が進むわけでございますので、１０年後には、今現在３人

に１人、３３．３％ぐらいという推計でありますけども、平成３７年には３７％、

どうかしたらもっと私は上がってくる可能性もあるなというふうに思ってま

す。そんななかで、病院の経営的なことにちょっと触れていきたいと思います

けども、私は、１日平均の患者数、これもやっぱり当然のことながら変わって

いく、減っていく、これは避けられない。そんななかで、資産としてあげてる、

いわゆる、今回の病院の改築にあたりですね、元金の償還金のことをちょっと

触れてみたいと思いますけども、当然、起債を計上してですね、元金を償還し

てくという作業に建物が建って、改めてスタートすればまた新たな予算措置を

しながらやっていくわけでございますけども、元金償還は起債額に応じた償還

額を見込んでいますとはっきり明記されてるわけでございます。ということは、

起債額に応じた償還額を見込んでいるということは、起債額、まあ 初の作業

として、さまざまな補助金を対象にしながらですね、地方債の中身も一生懸命

吟味しながらやってっても、やっぱりどうしても借金をしなくちゃいけないと

いう状況になってきますけども、この起債額においた償還金を見込んでいると

いうことで、私なりに心配してることは、思ってた以上に、病床が埋まらない。

思ってた以上に外来の患者が少ない。これもやっぱり、頭の隅っこのどっかに

やっぱり視野に置いて、病院経営にあたっていく必要が私は今後生じてくるも

のというふうに思っております。特にですね、償還額を起債額において、見込

んでいくということになれば、７ページ、このいただいてるものにあるとおり、

繰越金イコール元金償還金と平行した数字でいくというかたちを取るわけでご

ざいますので、その年度、その年によっては相当見込んでいる数字と違ってく

るということも私は、想定されるのかなというふうに思っております。そんな

なかで、私は病院の改築にあたり、今までどおりの経営の中身でいくというこ

とは非常に病院経営、苦戦を強いられるのかなというふうに思っておりますが、

私は一つの方法として、これは私の提案とか何とかでなくて、私もわかんない

ながら、多少医療関係の本とかも探ってみたところ、地方の自治体病院におい

てはやっぱり限界が、ある。その限界は何かというと、やっぱり例えば今事務

長でいかれております田中事務長あたりにしても、やっぱり医療に精通した医

療事務に精通したプロではないわけですね。町の職員が派遣されて、異動にな

っていくわけでございますから。そんななかで、医師の関係、それから看護師

の関係との調整、それから事務的な当然のことながら中身の精査含めて、日常

の業務は大変だなというふうに思ってますけども、私はこの病院がですね、継

続して続いてっていただくためには、やはり、もうそろそろですね、外部から

の有識者あるいは、病院経営に携わった経験者含めて、私は、リーダーシップ

を発揮していただける外部からの私は人選も必要かなというふうに思っておる
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んですよ。なぜそういうかたちとらなくちゃいけないかなというふうに思いま

すけども、やっぱ限界がある。特に病院の事務関係、それから医師との調整役、

もう首長もやっぱり大変な思いをしながら、私は日常、この病院経営にあたっ

てるのが現状だというふうに思ってますけども、常駐は難しいにしてもやはり

例えば病院経営に対する顧問的な立場でやはり私はそういった精通した人間を

一人派遣していただくという方法は、全く視野にないのか。それとも、現状維

持のままで病院経営を進んでいくことに対して、何とか建設起債されたものが

償還していけるものと思ってるのか、その辺の考え方もちょっと垣間見て伺っ

ておきたいなというふうに思います。 

 

議長 病院事務長。 

 

病 院 事 務

長 

起債の償還の部分ですけれども、起債の償還については病院の経営自体ではな

かなか償還が現状では厳しいというふうに考えておりまして、一般会計からの

繰り入れによらなければ償還ができないというふうに考えております。それで、

今後の経営なんですけれども、制度の中で増収となるものについては積極的に

取り入れて、収益の増加を図っておりますけれども、なかなか大幅な診療収入

の増加というふうにはいかない部分があります。それでですね、どうするかと

いうことになると、費用を抑えることが、優先されるかというふうに考えてお

ります。費用については人件費が大部分を占めることになりますので、この部

分を何とか改善していかなければならないというふうに考えております。現在、

うちの病院はですね、５０代後半の看護師さんが非常に多い配置というふうに

なっておりますので、該当職員の退職を機会にバランスのとれた年齢構成を目

指して採用を考えてですね、何とか経営改善を図っていきたいというふうに思

っております。それと病院の職員の専門職ということだと思いますけれども、

いろいろな会議、病院関係の会議でも出てくるんですけども、病院としてはプ

ロパー職員の育成が重要だということをそれぞれの病院さんも言っておりま

す。現在、うちの病院には医療事務の専門的にわかる職員を２４年度に採用さ

せていただいて、今年度も大学の医療関係の専門科を出た職員を採用させてい

ただいております。それによりまして、医療の専門性ということでなかなか行

政から行ってすぐ医療事務をマスターするということはなかなか厳しいという

ふうに考えておりますので、そういうことで事務職員については、そういうか

たちで採用をさせていただいております。それと、経営についての外部からの

人材登用ということですけれども、これについてはなかなか制度上厳しいもの

があるのかなとは思いますけれども、アドバイス的なものをいただくというよ

うな、そういう方がいるとしたらそういう方にアドバイスをいただくというこ

とが、現段階ではいいのかなというふうに考えております。 

 

議長 千葉議員。 
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１１番 

千葉議員 

事務長あれですよ、事務的なこととか日常の業務は何も私心配してるわけでな

いですね。将来的な病院経営にあたって、いわゆる経営の中身そのものをやっ

ぱり改善してく必要も同時にこの建物を建てると発生してくるということであ

ります。ということは、医療事務に精通したとか、職員のこと、これはもう当

然やっていかなくちゃいけないことでありますけども、例えば、お話の中に今

事務長の中にありましたとおり、やはり、医業でなかなか収益を追っかけても

非常に難しい分は存在する、これも承知しております。ただいつも返ってくる

答弁、やっぱり人件費の関係、それから経費を抑えるという関係、これもね、

もう私はこれすらもやっぱ限界がもうあるのかな。ということは、良い医療を

提供するということはやっぱりある程度のスタッフが必要ですし、ある程度の

人件費も抑えていかなくちゃいけないということが当然のことながら生まれて

くるわけですから、このことを抑えながら、病院経営の数字を良くしていくと

いうことは私は不可能に近いと思ってますので、どうかその辺はしっかりとご

理解をしていただきたいなというふうに思っております。じゃあどういうこと

かというと、やっぱり経営の中身に対してはですね、今後の運営含めて、病院

として、今言った外部からの有識者非常に難しいということでございますけど

も、だいたい、地方の病院をですね、やっぱ救っていること、いわゆる自治体

病院の崩壊を防いでいくということのなかに、小さな町の小さな病院をなくさ

ないために必要なことという項目でちょっと私注目して本も開いてみて読んで

たわけでございますけども、やはり強力なリーダーシップを持った人がですね、

やっぱり１人いないと経営は難しいよというのは、結論でございますよ。とい

うことは、自治体病院を経験してきた人、あるいはその外部からさまざまな医

療に精通した人、１人常駐ができなくてもやっぱり定期的にですね、来ていた

だいて、詳細のことについてやっぱり見てもらうような人間というのは、私は

必要だと思ってます。それと、もう一つ伺いしておきたいんですけども、やは

り病院を新しく改築して患者を待っている、来る患者に対応する、それから入

院患者に対応するということも私は当然、継続的に必要なことだというふうに

思ってますけども、私はこれからの地方医療というのは、やはりこっちから出

向いて行ってですね、やはり病院経営をよくするためには、患者さんの所に行

って、いわゆる訪問診療、それから在宅の診察を積極的に受け入れてくような

もう時代が来ているというふうに思ってますけども、このことについて、２点

お伺いします。一つは、外部からの責任者の関係、それから、病院経営に大変

重要である訪問医療、訪問診療のことについても、どのように考えているのか、

お伺いいたします。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは私のほうからお答えいたしますが、１点目は外部からの有識者を外部
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から入れながら登用していく、というようなことでありますが、これは大変大

事なことだということで、経営という視点からですね、これも確か総務省のほ

うにそういった人材派遣制度というのがたしかあるというように聞いておりま

すので、これらについてもしっかり受けとめてまいりたいというふうに思って

おりますので、また、上京する際にはそういったところにも顔を出しながら、

そういった可能性がないのかどうか、そういったかたちで取り組ませていただ

きたいと思います。それから病院の改築にあわせて、ベッドは４０床程度とい

うことで、これは将来の人口の推移、あるいは地域医療のニーズにあわせたな

かで十分考慮していかなければならないと思っておりますのと、あわせてです

ね、今後はやはり訪問診療、あるいは訪問看護、さらには基幹病院との広域連

携というのは、言うまでもなく、並行しながら対応してまいりたいというふう

に考えておりますので答弁に代えさせていただきます。 

 

議長 千葉議員。 

 

１１番 

千葉議員 

町長のただいまのご答弁、私もしっかりと耳にとどめておきたいなというふう

に思っております。私が心配してるのは７ページ、開いていただいたら、この

改築基本構想の中で、収益的収入の中で、繰入金が毎年２億３千万から２億４

千万見込んでいる。これはどういうことかというとやっぱり今までと同じよう

なかたちで繰り入れをしていかないといけないよという現状、やっぱあろうか

なというふうに思ってますけども、私が４番目で通告してあります将来構想と

見通しについて伺うという部分に入ろうかなというふうに思ってますけども、

やっぱり将来構想としてですね、やっぱこれをやっぱ繰入金を少しでも抑えて

いく、少しでも減らしていくような方法はどういうことかったら、やっぱり、

地域やこの平取を中心とした地域の医療はもとより、やっぱり外部との連携、

それから経営に対して精通した人材の検討、この二つに絞られてくるのかな。

それから、訪問診療、訪問医療に対しての考え方、私は振内、貫気別、特にそ

れから奥の例えば上岩知志、岩知志それから豊糠、旭、芽生、こういった人た

ちが農業営んでいる。あるいは高齢者が存在してるというなかでは、私は非常

に大事な拠点として振内の診療所あたりは今後は活かし方がまた違った視点で

とらえることができるのかなというふうに思ってますので、そういった将来構

想が何かあるんであれば、この場でお聞かせをいただきたいというふうに思い

ます。 

 

議長 町長。 

 

町長 それではお答えを申し上げたいと思います。病院経営の将来的な考え方につい

ては、やはり今後とも町民の約５５００人の健康と命を守るというこの国保病

院の使命感として運営していくことが基本的な考え方というふうに思っており
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ます。さらには、今お話ありましたように、病院の健全経営に配慮した運営に

努力しなければならないというふうに考えてございます。しかし、前段でもお

話をしたように、近年、医師、看護師をはじめとする医療従事者の不足、また

過疎化に伴う患者の減少、さらには診療報酬の引き下げ等によりまして、極め

て厳しい経営環境におかれております。このため、多くの道内の自治体病院で

は、一般会計からの繰り入れ、繰り出しを受けて、経営を維持している状況に

ございます。さらには都市病院ではですね、 高でも９０日で病院から出なけ

ればならないということで、自宅での療養が難しい現実がございますので、平

取の国保病院としては、町民のための、終の棲家としての役割も担っていると

ころでございます。しかし、そうは言っても、独自採算という基本的な考え方

を忘れることなく、経費等の節減を図りながら町財政にできるだけ影響が及ば

さないように、 善の努力をしていきたいというふうに考えておりますし、さ

らに、単に医療のみを提供する機関では、これからは病院存続というのは大変

難しいのかなという危機感を持ちながらですね、職員、医療スタッフの接遇な

どですね、今後ともさまざまな改善に院内全体で取り組んでまいりたいと思っ

ております。また 近の住民のニーズとしては、地域医療と高度な先進医療の

両面が求められておりますことから、今後とも、平取の国保病院としてはプラ

イマリーケアの充実を図りながら、高度な医療行為については、近隣都市の基

幹病院などとの連携により、地域住民の生命と健康を守ることができる医療環

境づくりに努力をしてまいりたいというふうに考えているところでございま

す。以上です。 

 

議長 千葉議員。 

 

１１番 

千葉議員 

ぜひですね、今、町長申し上げられたとおり、さまざまな壁が私はあるのも承

知してますけども、どうか少しでもですね、この平取町に存在する平取国保病

院をですね、継続して、運営、経営にあたれるように、我々議員もそうなんで

すけども、一生懸命探りを入れてですね、良い人材、良い医療を提供できるよ

うな方向で頑張っていただきたいなというふうに思ってます。今後もですね、

建築の日程にあわせた、さまざまなことで、また一般質問に立つこともあろう

かなというふうに思ってますけども、原点は私は 初に申し上げられたとおり、

この改築をきっかけにですね、近代的で、町民の人たちが安心して通院できる

皆さん方の愛される病院として、継続的に運営、経営にあたれるような方法を、

ぜひ考えていってもらいたいというふうに思ってますので、私のこの 後の質

疑でございますけども、特段ご答弁はいりませんけども、鋭意ですね今申し上

げられたことを念頭において、進めていっていただきたいなというふうに思っ

ております。以上です。 

 

議長 千葉議員の質問は終了します。休憩します。１１時に再開します。 
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   （休 憩 午前１０時４７分） 

   （再 開 午前１１時００分） 

 

議長 再開します。４番中川議員を指名します。４番中川議員。 

 

４番 

中川議員 

 

中川でございます。初めてなもので不備な点があるかと思いますけども、よろ

しくお願いいたします。有害獣侵入防止柵の安全管理について、２点ほどお聞

きしたいと思います。この事業、平成２４年の春に事業説明がありまして、そ

の年の秋口より事業を実施しております。２か年にわたり整備事業を行ってい

ますけども、概要は、目的は、エゾシカ、ヒグマによる農作物の被害減少。事

業主体は平取町鳥獣被害防止協会、実施主体は、各地区施設整備組合で整備後

は管理組合に移行しております。事業内容は、各町内の全域で進入防止柵の設

置で、概算で４５０キロメートルほど設置しております。事業費は１０億ぐら

いで、道が５５％、町が４１％、農協が３％、受益者がそして１％となってお

ります。防止柵整備後の維持管理については、整備を行った各施設整備組合ご

とに施設維持管理組合へ移行することによって、すべて各施設維持管理組合が、

みずからの負担によって管理することとなっております。これによって、町と

の契約書も交わして、防止柵の点検表も受け取り、一通りの事業は終わってい

ます。設置後はシカの道路への飛び出しも少なく、作物の被害のほうも少なく、

落ちつきをみせていましたが、ここ 近、どうもまたシカの進入が見受けられ

るようになってきております。特に山際のほうから来るシカが多く見受けられ

ます。考えられることは、今年も３月のはじめに大雪により、木の枝が折れて

柵が破損してるのではないか。雪の被害の原因も考えられております。こうい

ったなかで、管理については各維持管理の人々が行っておりますけども、春は

農作物の苗の管理に追われ、夏は収穫が忙しく、秋口の少し暇になったときに

修繕、修理に行くわけですけども、思ったより管理についてはなかなか難しい

のが現状であります。私も 初は維持管理組合で整備を行っておれば、それで

いいんではないかなと思っていましたんですけども、今年の７月にですか、皆

さんもご承知だと思いますけども、静岡県で電気柵の感電死事故がありました。

皆さんもご承知だと思いますが、道内も電気柵の調査を実施し、安全対策を実

施してない電気柵が全体の１割を占めていたそうです。私たちの柵は電気は流

れてはいませんが、安全管理については確認できていないのが現状だと思いま

す。こういった意味で、私は各維持管理組合が点検し、修繕した場合に、点検

表に記入して町に提出することによって、町も安全管理を把握できるのではな

いかと思いますが、その点のこと、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 産業課長。 
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産業課長 それでは、今の質問にお答えしたいと思います。有害獣侵入防止柵の設置につ

きましては、中川議員がおっしゃったとおりの内容で実施をしております。平

成２４年度と２５年度において、国の鳥獣被害防止総合対策事業により実施を

いたしまして、平成２４年度には総延長３２４．６キロ、事業費につきまして

は８億９２００万、内、国の補助が５５％４億８７００万、平取町の負担につ

いては４１％３億７１００万、農協負担３％で２７００万、受益者負担につい

ては１％８４０万ほどとなってございます。また、平成２５年度につきまして

は総延長につきましては、３０キロほどを実施しております。総事業費では１

億１４００万、内、国のほうが先ほど言った割合で６３００万、町は４７００

万、農協が３４０万、受益者は１１０万という内訳でございまして、２年間で

整備を行ったところでございます。事業を行うに際しましては、各地区で整備

組合を立ち上げていただきまして、事業を行うに際して設置箇所の決定、また

負担金の徴収等を行っていただいているところでございます。設置後につきま

してはその組合を維持管理組合と移行していただきまして、それ以降の管理を

行ってもらうことを条件として事業を実施した経緯がございます。設置後の効

果についてですけれども、平成２２年度に農業主に聞き取りによる調査を行っ

ております。全町で２億１千万ほどの農業被害があったということで町として

は押さえております。事業実施後、平成２５年になりますけれども、聞き取り

調査を実施いたしまして、全町で被害については８２００万ほどになったとい

うことで、被害額は６０％ほど削減されているということでかなりの効果がご

ざいました。当初の柵を設置するにあたっての目標というか、軽減率につきま

しては平成２６年度で３０％ほどの軽減をしていきたいという計画で事業を実

施しておりましたけれども、平成２５年度において６０％ほどの軽減がされた

ということでかなりの効果を生んでいるというふうに押さえてございます。た

だこれはあくまでも農業者への聞き取り調査でございますので、作物等の出荷

による増加ですとか減少ですとかそういう数字ではございませんけれども、１

月の営農計画を立てる段階で聞き取りを行いまして、そのような数字が出てき

ているというようなかたちになってございます。質問にありました施設点検表

につきましてですけれども、この点検表につきましては各地区の代表者を集め

まして、平成２５年の３月に管理者の会議を行っております。維持管理をして

いく際に補修が必要な箇所等の把握、補修の方法、またそれを地域として考え

る時に役立てていただきたいということで、町のほうで提示をしまして、それ

で各地区の利用組合のほうで、維持管理組合のほうで情報共有や補修のために

利用してもらって、ということで出していっております。ただ町への提出の義

務というのは付けていないような状況です。毎回町へ提出していただくという

ことになりますと維持管理組合の代表者の方等にかなりの負担がかかってくる

ということもありまして、各組合等でその状況を把握していただいて、その補

修方法ですとか、どのようなかたちで管理をしていくかということを秋口にで
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も協議検討していただきたい資料ということで提示をしているということで、

今後もですね、何か特別な事情がない限りは、現状のままの状況でやっていた

だ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うお願いした

いと思います。 

 

議長 中川議員。 

 

４番 

中川議員 

私はですね、点検表がですね、町が回収し集約することによってですね、各地

区のシカやクマのある程度の数、また作物の被害様子がわかると思うんですよ。

維持管理組合がですね、困っているときなどは、町が新たな対策やアドバイス

をくれることによって、作物の被害をまた 小限に食いとめることができるの

ではないかと、そういう考えなんですけども、そこら辺どうお考えでしょうか。

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 先ほど述べさせてもらったとおりですね、維持管理につきましてはあくまでも、

設置は町で行っておりますけれども、維持管理につきましては各地区で行って

いただきたいと。それぞれの地区でいろいろ事情があったりですとか、状況が

異なっているということもありまして、町のほうはですね、相談等受けたりで

すとか、かなりの被害があった場合についてはどういうふうにやっていくとい

うような協議はしていきたいと考えておりますけれども、あくまでも各自治会

の責任というか、そういうかたちで、事業を実施していただきたいということ

で行っておりますので、その辺ご理解のほうよろしくお願いしたいと思います。

被害状況の把握ですとかそういう部分につきましては、先ほど言った営農計画

の策定ですとか、農事組合長の会議等で必要があれば、そういう状況を調査し

たいというふうに考えておりますのでよろしくお願いしたいと思っておりま

す。 

 

議長 中川議員。 

 

４番 

中川議員 

実は私もですね、管理組合長をやっておりますけども、その話は今のところ全

然来てない。まあ農事組合長さんのほうに話はいってるのかもしれませんけど

も、私はね、点検表を町が集約してその内容が危機的状況なときにはね、必要

に応じて、維持管理組合の代表者を集め、話し合いのなかで安全策を図ってい

くことも重要だなと思っております。上地区、振内、岩知志のほうなんですけ

ども、クマの被害が多いそうです。そういった場合、話し合いのなかで対応策

を考えていく必要性もあるのではないかと思うんですけども、そこら辺もまた

各地でやってもらいたい、ということなんでしょうか。 
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議長 産業課長。 

 

産業課長 各管理組合の代表の方ですね、設置するときにうちのほうも一緒に設置につい

て協議をしたりですとか、そういうことで事業を行っておりましたけれども、

かなり代表の方に負担がかかってるというのは、うちらも承知しているところ

です。設置する際にやはり設置箇所等につきましてはやはり自分の田んぼのあ

ぜですとか、土地についてはなるべくしたくない、なるべく離して設置をして

いただきたいというような個々の要望等もあってですね、管理組合の代表の方

にはその折衝等をかなり負担をかけてきたということもありまして、設置後ま

たそういう状況を把握してもらいながら毎年度毎年度会議集めてですね、状況

をっていうことになると、また代表者にかなりの負担がかかってくるというこ

ともありますので、これがまた大きな災害等があって地区の組合等ではとても

対応できないというような被害が出た場合については、町ももちろん検討して

いきますし、何らかの対策を講じていかないとだめだというふうには考えてお

りますけれども、通常の被害等、まあ今年の春の雪等でもかなり被害が出たと

いうふうに聞いておりますけども、それぞれの組合で対応してもらっているよ

うな状況になってございます。またそれぞれの組合で温度差がありまして、管

理についても真剣に取り組んでいただいている組合があれば、設置後あまり気

をかけてなくて、草がそのまま登ってきているですとか、扉が壊れている、ま

たクマ等で柵が壊されている等、きちんと組合自体で把握をしていなかったり、

代表者もなかなか決まっていて決まっていないような状況、なかなか地区の取

りまとめに難しい地区もあるということで、一堂に会してその地区地区の事情、

状況等がありますので、なかなかそういう場面で話しにくい場面もあると思い

ますので、個別に何か問題がありましたらですね、ぜひ産業課のほうに話をし

てきていただければ、相談にのっていきたいと思いますけれども、基本は維持

管理につきましては、維持管理組合等で責任を持ってやっていただくというふ

うになっておりますので、行政のほうとしましても被害の状況を全く把握して

ないわけではございませんので、そういう部分を含めて、責任分担をしながら

事業を進めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくご理解のほ

う、お願いしたいと思います。 

 

議長 中川議員。 

 

４番 

中川議員 

私はですね、やはり、その管理不足、ということによってね、柵の近くに畑と

か、そういうところがありますけども、作業事故につながらなければいいかな

と思ってます。できれば安全対策を徹底し、前向きに検討のほうよろしくお願

いいたします。 後になりますけど一つ確認したいことがあります。平成２５

年３月１１日から平成３９年３月３１日までとするという契約期間がありま

す。これ委託の期間ですね。この期間が終わり次第、各維持管理組合から町へ
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移行するという考え方でよろしいのか、そこら辺ちょっとお聞きしたいです。

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 柵の耐用年数が１５年弱ぐらいということでメーカーのほうからも保証をもら

っているところでございます。ほかの自治体ですでに実施をしている状況を聞

きますと、きちんと管理をしていけば２０年以上もっていくということでござ

います。維持管理組合の期間として耐用年数の期間、まず維持管理組合は何と

か維持してやっていってほしいということで、そのような契約になっているか

と思っております。その期間近くなりましたら、それ以降のことにつきまして

も、自分たちの農地は自分たちで守るという基本的な方針にのってですね、町

も農業者、受益者自体できない部分については、サポートというか、そういう

かたちでやっていきたいというふうに考えておりますので、その際に各組合と

話をしましてそのあとの状況をどういうふうなかたちで管理していくですと

か、張りかえるだとかもし出てきた場合ですね、協議をし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 中川議員。 

 

４番 

中川議員 

 

 

 

議長 

せっかくですね、お金をかけてつくったものですから、大事に使っていかなけ

ればならないと思います。そのためにもですね、やっぱり管理体制は必要では

ないかと思いますけども、そこら辺のほう、前向きな検討よろしくお願いいた

します。以上で終わらせてもらいます。 

 

今の 後の件について、産業課長。 

 

産業課長 いただいた意見のほうはですね、今後の整備等について生かしていきたいとい

うふうに考えております。日常の管理につきましては、維持管理組合のほうに

お願いしておりますし、きちんと管理することによって長く使えるというかた

ちで 終的には受益農家の方、また行政的にも負担が少なくなるということも

ありますので、放置しておきますと本当に１４年ももたないでだめになってい

くということもありますので、各地区において、その辺の管理についてお願い

していきたいというふうに思っておりますし、そういう啓発等も町の広報紙で

すとか、そういうものも使いながら管理についてお願いしていきたいと思いま

すのでよろしくお願いします。 

 

議長 中川議員の質問は終了いたします。続きまして、７番井澤議員を指名します。

井澤議員。 
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７番 

井澤議員 

７番井澤です。私は３件の質問を用意しておりますので、一つずつ進めていき

たいと思います。まず第一に、介護保険サービス事業についてということで、

本年の介護保険の法律の改正によって介護の段階、７段階の内の介護の少ない

要支援の１、２がこの３年間で自治体に移管されていくということが、法律で

決まりましたけれども、今８月３１日付けの北海道新聞によりますと、今年度

中に要支援に移行するのは、道内１７９市町村のうちに７市町ということで、

あと来年度中というのが１７、１７年度っていうのが１３３。さらに未定とい

う回答が２２あるというような状況ですけれども、この平取町については、要

支援１、２、サービスの内容としては、訪問介護と通所介護ですけれども、こ

のことについて、法律に決まっておりますのでその見通しについてお聞かせを

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 

ご質問に答えいたします。８月３１日の新聞報道でもございますが、要支援サ

ービスの市町村事業への移行ということであります。これは、介護保険制度の

改正に伴いまして、介護保険サービスの一部を２０１７年度までに市町村の事

業に移行とするものでございます。内容といたしましては、今議員がおっしゃ

いました、介護保険はですね、日常生活の常時介護が必要な方、これ要介護、

５段階ございます。こうした要介護状態を予防する、要支援が２段階にという

ことで分類されております。今回移行される要支援１、２のうち、訪問介護、

通所介護の介護予防給付事業が地域支援事業に移行されるということでありま

す。この移行後も介護保険制度の内容でサービスを提供するということになり

ます。基本的には内容は変わりません。給付事業から補助事業ということにな

りまして、事業費の上限ということが出てくるかなと思います。この事業も市

町村が地域の事情に応じて、住民主体の取り組みを含めた多様な主体による柔

軟な取り組みということになるかと思います。それで、効率的なサービスを提

供するということで、市町村の判断で地域のボランティア、また民間団体など、

地域の資源を活用して事業を進めるということになってきます。実施時期とい

うことでございますが、この新聞報道で出されているのは７月現在の段階で取

りまとめたものだと思っておりますが、平取町といたしましても厚労省の早期

の移行を促すということで、早い時期に実施するほど財政的に市町村を優遇す

るということであります。こういうこともございまして、平取町におきまして

も、遅くとも２８年の４月を目途に関係者による準備委員会を立ち上げまして、

そこで体制の整備を図っていきたいとそのように考えております。以上です。

 

議長 井澤議員。 

 

７番 ２８年４月を目途にということですけれども、一部、何か先行してやるとかそ
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井澤議員 のようなことは考えておられないんでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

体制整備が整えば、実際のところ、３月、本年度２８年の３月くらいを目途に、

ちょっと考えてもおります。以上です。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

北海道新聞の記事の末尾に北星学園大学社会福祉学部の杉岡直人教授はという

言葉で載ってまして、ボランティア頼みでは助けあい、支えあいのシステムを

つくることは難しいと。地方では介護従事者の確保すら困難な状況にあり、行

政は、財政的な支援などで、担い手確保を後押しすべきだというようなことが

ありましたけれども、この担い手、ホームヘルプサービスとかデイサービス業

の担い手の確保についてはどのようなことを考えておられるんでしょうか。お

答えお願いします。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

担い手サービスの育成ということでありますが、特にうちの目立った動きはし

ておりません。ただですね、ヘルパー研修などですね、今、民間事業のほうで

しておりますので、そちらへの派遣だとか、そういうかたちでいろいろ広報的

なことは、やっております。以上です。 

 

議長 

 

７番 

井澤議員 

井澤議員。 

 

担い手の確保では大変残念なことでしたけれども、介護福祉の取得資格の単位

数が上がったことによって、平取高校で行われていた介護福祉士の養成コース

がなくなったことは、私どもの地域としては、平取町としてはいかにも残念な

ことではあったんですけども、初任者研修というかたちで希望する者は資格を

取ることも勧められているのではないかと思いますけども、かって平取町で行

われていた今はないのかもしれませんけどヘルパー３級とか２級の養成講座と

いうのはありますけど、具体的に仕事につながる、これは要支援のことばっか

りじゃなくて特養のかつら園の職員の確保にも厳しいっていう状況があるよう

ですけども、具体的に仕事につながる意味でそういう養成講座、一番身近なと

こで言えば初任者研修ですけども、この辺のことについて平取町として今後取

り組む考えについてはいかがでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 
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保 健 福 祉

課長 

介護員の初任者研修、ヘルパー２級ということになろうかと思いますが、今現

在ですね、富川の民間の事業所が毎年ヘルパーの初任者研修を実施しておりま

す。その中で、本年度は平取町では開催はされませんが、ほぼ富川の事業所を

主体に開催をしております。あとこれは毎年開催されておりますので、希望の

ある方はそちらにうちのほうから行っていただいてるという、そういう状況で

あります。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

希望の方はその富川での施設でやってる初任者研修、もしくはさらにその上の

介護福祉の研修についても行われているように聞いたことはありますけれど

も、その富川まで行って研修を受けるに関して、希望者に対して、町としては

何か補助のようなものは行っているのでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

 

基本的には、行っておりません。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

その補助について、やっぱり考えることが大切ではないかと思うんですが、先

回の６月の定例議会でも、かつら園に関することのなかで職員確保のところで

質問をいたしましたけども、町内の高校、もしくは町外の高校行って、その後、

介護福祉等の資格を得られる、方々は結構多いように思いますけども、平取町

に戻って、すぐに戻って来る方が少ないなかでなかなかその職員の確保は、特

に介護福祉の確保は難しいというようなことがあると思いますけれども、一番

身近なところで、隣の日高町富川地区でやってるそういうグロリアホームの研

修等にですね、具体的にそれぞれの平取町内の施設のなかで、特養でいけばか

つら園が５０名、定員でショートステイ１０名、ケアハウスしずかのところは、

利用者数でいえば２０名で、ここは職員数は少ないと思いますけども、あとは

振内のこころのホーム等についても、職員が経常的にやっぱり、新しい人材、

できれば若い人材がきおくしてもらいたいというか、きおくすることをしなき

ゃいけないとは思うんですけども、その辺のことについて、やはりいないいな

いばっかりでなくてそういう他の町の事業所に要請するんであれば、交通費を

支援するとか、いろんな助成の方法があると思いますけれども、そのことを真

剣に助成するし、経営は法人のことですからそれぞれの法人の中での採用とい

うのは、法人が決めることだと思いますけれども、やっぱり養成した人で優秀
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な人を積極的に採用していたというようなことがあると思いますので、その養

成することがとても大事だし、そういう就職の可能性の高いというか、可能性

があることをしっかり宣伝した上で、養成費を助成する、そのようなことが大

切ではないかと思うんですが、そのことについてはいかがでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

まずヘルパー研修、初任者研修ということでありますが、基本的には、今まで

でいきますと日高町と平取町、交互に開催、研修の回数ですね、開催されてお

りました。そのなかで、 近日高管内でそんなにないということで、管内から

結構遠いところで浦河町からも来てるというような状況もございまして、 近

は日高町で一つの地区で集中してやっているというような状況でもございま

す。あと担い手確保の関係になろうかと思いますが、その関係は今後十分検討

しながら進めてまいりたいとそういうように考えておりますのでよろしくお願

いいたします。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

質問の中でありましたそのそういう研修、今は初任者研修だと思いますけど、

その研修を受ける人たちに町として町民の方ですけども、助成する考えはない

でしょうか。 

 

議長 今、検討するという、今後検討するということで回答がありました。 

 

７番 

井澤議員 

 

失礼しました。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

それで、今の要支援のことと、それから職員、有資格者の養成等のことについ

ての質問は終わりまして、続いて要支援にかかわる通所介護とか、ホームヘル

プサービスにかかわるとこですが、町内の貫気別には老人福祉寮のやすらぎ荘

というのがありますけれども、平成７年にできたと思いますので、もう２０年

を経過していますが、私貫気別に住んでることもありまして、大変、独居老人

の方が、一人でお住まいができなくなったときに、希望者の方を受け入れて住

めるということで２０年の歴史がありますが、とても有用な施設ですが、その

後町内にはこのやすらぎ荘のようなかたちの施設がつくられていないんです

が、今、介護保険にかかわるところのなかで、生活支援ハウスのような施設を、

検討しているということがありますけれども、その中身についてとか検討の状
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況についてお知らせを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 

生活支援ハウスの設置ということでありますが、今回ですね、第６次の総合計

画の実施事業として、計画予定しております。これにつきましては高齢者世帯

の増加に伴う、独立して生活するのに不安のある方が安心して健康で明るい生

活が送れるようにということで、居住機能、それから交流機能、それから介護

支援機能を総合的に提供するということで、高齢者向けの福祉施設になろうか

と思います。基本的な考え方でいきますと共同住宅に管理人がいるということ

で考えていただければいいかなと思います。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

６次の総合計画のなかに織り込むということで、計画中だということで、大変

良いことかなと思いますけども、町内で何か所、そして、そこで何人ぐらいの

施設を考えておられるんでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

基本的にはワンユニット９人、プラス管理人入れまして１０人の共同住宅とい

うことになろうかと思います。それを今の段階では２戸建設予定でございます。

以上です。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

１ユニット９人、いわゆるグループホームと同じぐらいの人数かと思いますけ

れども、管理人で一つのところを２戸ということですけども、計画とは思いま

すけれども、今貫気別に６人のこの生活支援ハウスとは厳密には違うのかもし

れませんけども、１戸あるわけですけども、そういう独居高齢者の方のおられ

る割合とからいって、また地域的なその配分からいってどの地区に２戸を考え

ておられるのか、いかがでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

今考えているのは本町地区に、基本的には今のところ考えているところであり

ます。 

 

議長 井澤議員。 
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７番 

井澤議員 

それは２戸まとめてということでしょうかそれとも本町地区に２か所別な場所

にということでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

 

同じ場所に２か所ということで考えております。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

本町地区に同じ棟を並べるようなかたちで２戸ということですけれども、貫気

別で６戸の２０年の実績も大変に私は高齢者福祉の意味では貢献したと思いま

すので、貫気別よりももっと人口の規模の大きい地区は、本町はあたり前です

けども、荷菜、去場、紫雲古津と考えてもそれぞれあるように思いますし、荷

負地区も戸数の多いとこですけども本町地区２戸は確保していただくけども、

他の地区にももう１か所ぐらい検討していただくことが大切ではないかと思う

んですけれども、いかがでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

ほかの地区ということでございますが、基本的にまず、ひとつ、１か所建てて、

それからですね、状況をみながら、把握しながら進めてまいりたいと、そのよ

うに考えております。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

総合計画ですから、１０年の計画になるので今私も頑張らざるを得ないんです

が、２戸ということで決まってしまったら、その可能性がほかの地区では閉ざ

されると思うんですけども、他の地区でも、私は、私の知り合いも貫気別のや

すらぎ荘に入って快適な生活をしているのを見ておりますので、やはりほかの

本町地区に必要なことは２戸必要なことはあるいはもっとあってもいいのかも

必要なことわかりますけども、町内の住んでいる高齢者の割合とか、またその

地区での高齢者の生活またご家族、ご家族がいなくなったときの独居でありま

すけども、ご家族もその施設にやすらぎ荘に入ることによって大変安心して、

何かのときは連絡がつく管理人もいるということがありますけども、１０年の

計画ですから、２戸、本町地区２戸だけにこだわらず、プラスアルファを考え

ることはできないのでしょうか。 
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議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

基本的に、今総合計画の事業計画予定ということで、とらえていただければと

思います。確定したわけではございませんので、今後ですね、審議委員会とか、

いろんなかたちでありますので、そのなかでも十分協議してまいりたいと、そ

のように考えております。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

それでは、デイサービス、通所介護のことについてですけれども、今かつら園

に場所が併設しておりますデイサービスセンター１か所ですが、利用者数につ

いては増えたり減ったりということで、申し込みが過多で、早急にどこかに考

えなければいけないという状況では数字的にはないと思いますけれども、その

利用者が増えない原因の中には長距離、かつら園まで、特に振内方面、貫気別

方面等の方々が長距離のバスに乗ってデイサービスを受けることに対する苦痛

というか苦難、困難があるというようなことをお聞きしてるとこがありますけ

れども、この辺のところを含めて、デイサービスの施設は新しく町内に別に設

けるとか、バスのっていうか、乗車するバスの運行体制を考えるとかその辺の

ことについて、法人がやってることではありますけれども、介護の政策として

どのようなことを考えておられますでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

通所介護、デイサービスの利用者の長時間の乗車ということでありますが、今

現在、かつら園本町地区に一つということで今利用者の中でいきますと、岩知

志ですね、そこでいきますと約４０分程度かかるような状況であります。以前

は小型バスというかたちで１台のバスでずっと地区を回って運営しておりまし

たが、昨年度よりワゴン車を購入いたしまして、３台に分散しながら運営して

いるという状況であり、多少なりと乗車時間は短縮になったのかなと考えます。

このデイサービスも平取町の地域性を考えると、地区地区にあるのが一番良い

のかなとは思いますが、やはりデイサービスの運営だけではなかなか難しい。

経理も難しいということもございます。その中で本年度、こころのホームふれ

ないですか、デイサービス開所の準備に向けて進めてまいったんですが、介護

職員の人材確保ができないというなかで断念したということもあります。です

が今現在もこの事業所とデイサービスの開所に向け、調整、また検討している

ところでありますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 井澤議員。 
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７番 

澤議員 

先ほどの介護職員の養成、資格の養成ということと、今のデイサービスのお答

えのところでかかわってきますけれども、こころのホームでデイサービスをや

りたいという希望があって、町としても、やってもらいたいという希望があっ

たけども、グループホームのほうとしては、現在二つのユニットでやっている

１８の方をお世話しているグループホームの職員確保も大変厳しい状況がある

ということで、今すぐに手がつけられないということで、町といろんな調整を

した結果、今はちょっと止まっているということでしたけど、今課長からの報

告がありましたけども、このことについては、今、職員の養成、資格養成のた

めの補助金等で少なくとも初任者研修の方が幾人か、そして介護福祉の方が２

人ぐらい確保されていくと、ほかにもナースとか必要な職員、ケアマネージャ

ーとかデイサービスセンターを開くには必要なものはありますけども、こころ

のホームのなかの人材を活かすということのなかでできてくるかと思いますの

で、総合計画の中に入れなくても、少なくとも今１か所、振内のこころのホー

ムでデイサービスを開所しようするときに、町としては、それを支援していく

ことを考えているんでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

開所に当たっての支援ということでありますが、今建物ですね、外観的にはで

きて来ておりますが、そのなかで、設備なり何なりということが今後いろいろ

出てくる可能性もございます。そういうなかでは、町としても支援していくと

いうのが基本でないかなとは思います。以上です。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

要支援の方々の利用の中からもう一つですけど訪問介護に関してですけれど

も、現在、１週間での、延べの利用の人数でいくと８０名ぐらいの方が、訪問

サービス、訪問介護サービスを受けていると思いますけども、今土曜日の利用

についてはごく少ない、まあ日曜日はサービスしてないという状況があります

けれども、今後、この高齢化のなかで、要支援者の利用希望が当然増えてくる

というふうに考えますし、そういう意味では、人数的なこと、また曜日的なこ

と、そして２４時間の訪問介護、その辺のことについては今後の見通しとか予

定とかはどのようなことを考えておられるでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

今かつら園１か所でデイサービスを行なっておりますが、基本的には要支援の

方ですが介護保険の事業計画でもございますが、基本的にはそういう施設なり

でのデイサービスをなるべく少なくする予防の介護事業を今十分検討している
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ところであります。そのなかで施設の開所の、日曜日は休んでおりますが、そ

の辺はそのままでいきたいと、そのように、まあこれは基本的には事業者が決

めるということになろうかと思いますので、その辺は、ここでは何とも言えな

いような状況でございます。それとですね、今後在宅介護ということのなかで

２４時間体制で在宅を支えるという、これも介護職員と看護師の定期的な巡回

ということになろうかと思いますが、これも定期巡回、随時対応型の介護訪問

看護ということでありますが、これにつきましても、今、振内の事業所といろ

いろ調整、検討しているということでありますので、ご理解いただきたいと思

います。以上です。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

訪問介護は社会福祉協議会でセンターをつくってやっていますし、デイサービ

スは平取福祉会でやってるということ、一応組織が違うわけですけれども、デ

イサービスのほうでは機能回復訓練というようなことも取り組んでいると思い

ますが、訪問介護、デイサービス両方利用してるご利用者の方もおられると思

いますけども、その辺のことについては、平取福祉会のデイサービスセンター

と訪問介護の社協の何というか、連携といか、そういうことに町の福祉課とし

ては橋渡しをするとか、共に研修会持つとかそのようなことはされとるんでし

ょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

基本的にはですね、福祉会と社会福祉協議会というなかで、それと保健福祉課

というなかで常に連携はとっております。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

今この介護支援の自治体の移管、平取町へこの３年間で、移行しなきゃいけな

いことも含めて、これは、要支援のことだけでなくて、高齢者介護の介護保険

にかかわることを含めて全体の何というか、町内全体を今後の見通していく、

そういう高齢者介護というのか、福祉全体になっていますけど、そういう組織

ってのはどのように運営されているんでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

介護、高齢者福祉に関する今後の計画ということでありますが、基本的には第

６期の、本年度出しております平取町高齢者福祉計画、それから介護保険事業

計画に基づいて、これは実施していくということであります。そのなかに策定
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委員会のメンバーも記載されておりますので、そちらをご覧いただければと思

います。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

そうすると第６次のところでその計画なり委員会をつくっていくということで

したけども、現在は、組織があるんでしょうか、ないんでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

第６期の、今第６期目ですけど、その計画の委員というのはもうできてますの

で、その中で実施しております。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

それでは、１番目の介護保険サービス事業にかかわる要支援に関することにつ

いての質問を一通りさせていただきましたけれども、これから第６次の総合計

画で行われるというそういう全体を取りまとめているなかで、もう、言わずも

がなと思いますけれども、高齢者がどんどん増えていく状況、そして施設の充

実、そしてまた一番大きなのは、それに携わる職員の方の養成ということが何

よりも大切なように今質問させていただいても思うところでありますので、ぜ

ひ委員会等が活発に行われて、また町からも、大胆な提言がされてですね、良

いものとまとまることを希望いたします。続けてよろしいですか。 

 

議長 はい。あと８分ほどありますので、２分前くらいまでは質問を続けていただき

たいと思います。 

 

７番 

井澤議員 

７番井澤です。２番目の質問をさせていただきます。２番目は川向沙流川アー

ト館の整備にっていうことについて、お伺いいたします。沙流川アート館は開

館２５年目を迎えて、町内の芸術活動の拠点として成果を上げていますが、建

物の老朽化が著しい、またトイレも水洗化もされてないということで、利用者

にとって不快なものとなっているのが私も利用者の１人ですが、ずっと感じて

きたところです。数年前にアート館のほうのトイレについては、昔からの落と

し込みトイレですので、そこのところの改善を管理している川向生活館の委員

会等から要望で暖房便座のついたトイレのようにかぶせておく洋式のトイレに

改善されたという成果はあったんですが、臭いはいかんともしがたく、臭って

くる状況です。２５年管理、管理員っていう正確にわかりませんけども、アー

ト館の場所で、１人の女性のアーティストが活動してくれたおかげで、２５年

目に活動が入っているという状況ですけれども、大変町内としての活動拠点で
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もありますし、絵画教室を開いてくださってるとかいうことがありますけれど

も、ご本人も制作を大いに進めていて、道内各地また首都圏でも展示をしてい

るという方がアート館の管理人の、管理人って言っていいんでしょうか、正式

な名称わかりませんけども、児玉さんという方がおられるおかげでここまで続

いてきた。建物はご存じのように、実際建ってから何年経つかわかりませんけ

ども、閉校になってから２６年目に入るんじゃないかと思いますけども、その

ような状況があります。それで、そういう一部、洋式のトイレがのせられたと

いうようなことがありますけれども、まわりの環境が牧場、軽種馬の牧場に囲

まれて、大変草地、牧柵がきれいな状況のなかで、そしてまた、小学校跡地で

すから校舎があるし、また、柏の木の大きな銘木などがあって、いわゆる景観

がとてもよい場所だ。その上に町からの補助金があって、川向の自治会が、毎

月１回清掃したり、廊下、木質の分をワックスアップしているというようなこ

とがあってですね、大変、良い状況が続いていると、活動としては良い状況が

続いてるけども、ということです。それで、今年の３月に廃校を活用した芸術

文化施設による地域文化振興の基本調査というのが、発行されてまして、５名

の方が、会の名前はちょっとわからないですけども、５名の方が道内各地の、

こういう廃校を利用した施設を記録して冊子にして出していますけれどもその

中に沙流川アート館も紹介されています。大変ほめてくださってますけれども、

そのようなことに関して、これが、芸術家の方々の目にも触れる機会になると、

アート館で展示するものについても、町外からも今までよりも少しでも、増え

てくるんじゃないかということがありますけれども、そのような状況でした。

さらに、そのことを川向アート館で確認をしておりましたら、川向の自治会長

から今年の５月に川向生活館、沙流川アート館と体育館を含めて、川向唯一の

公共施設として一体的な改築をしてほしいという陳情書が出されていること

を、お聞きしましたので、それも見せていただいて、コピーを手元に持ってお

りますが、これらを含めて川向での沙流川アート館、そして川向生活館、アー

ト館には体育館が付属してますけども、隣には八幡神社、先日お祭りが行なわ

れましたけども、川向の有機的な施設がそこに集まっているような状況ですが、

それの川向自治会長からも一体的な改築の陳情書が出されているという状況で

すが、この対応について、どのように考えておられるか、お答えをいただきた

いと思います。 

 

議長 休憩します。 

 

   （休 憩 午前１１時５８分） 

   （再 開 午後 １時００分） 

 

議長 再開します。午前中に引き続き、井澤議員の質問を行います。答弁をお願いし

ます。アイヌ施策推進課長。 
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ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

それでは午前中にご質問がありました井澤議員の質問、川向沙流川アート館の

整備についてについてお答えをしたいと思います。数点のご質問からなってい

たのかなというふうに考えておりまして、まず１点目は、トイレの問題などが

取り上げられていたかと斯様に考えているところでございますが、トイレ等の

改修につきましては、また、それから臭い等が大変、とれないというようなこ

とがお話しがございました。これにつきましては私どもの持っております予算

の中で、他の施設との兼ね合いを考えながら順次整備をしていきたいと、この

ように考えているところでございます。また、有機的な施設が川向地区のこの

地区に一体的に整備されているということでございまして、これらについて、

今後改築をどのように考えているのかというようなご指摘、ご質問があったか

とこのように考えておりまして、私どもといたしましては、このアート館につ

きましては、すでに改築等を進めてきたという経緯がございます。従いまして、

それらを今後どのように活用していくのかということにつきましては、地元の

方々とご相談をさせていただきながらということになろうかと思いますが、一

体的にどのように改築していこうかということについては、第６次の総合計画

の中で具体的に考えていきたいと、このように考えているところでございます。

以上でございます。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

担当課の貝澤課長からお答えいただきましたけども、川向の自治会の高橋会長

から町長あての陳情書としてあげられておりまして、町長名で回答がされてま

すけども、町長はこの案件についてどのように把握しておられますでしょうか。

 

議長 町長。 

 

町長 これらについては、第６次の総合計画の中で十分協議してまいりたいというふ

うに考えておりますし、また生活館、それからアート館の統廃合というか、そ

ういったこともお話がございましたけれども、アート館についてはですね、校

舎の状況というか、風情がですね、非常に良いというようなお話もございます

し、いろんな、さまざまなご意見がございますので、地元自治会の意向等把握

しながら将来的な利用形態も検討しながら、取り進めてまいりたいというふう

に考えております。以上です。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

要望書の中で具体的には書いておりませんでしたけれども、自治会長の高橋さ

んからお聞きした中では今の生活館では、葬儀をするのにも大変手狭だし、た
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ぶんトイレも水洗化されてないんじゃないかと思いますが、生活館のほうです

けども。そういうことで、川向で唯一の公的施設でそういう集会をする、葬儀

も含めてですね、そういうところが今の生活館では大変手狭で不備であるとい

うことがあって、どの程度の予算がかかるかわかりませんけども、体育館のほ

うが大変立派、まあ閉校してから２６年ですが、体育館ができてから何年か私

ちょっと把握しておりませんけども、体育館に付属して、台所、トイレ等を作

っていただければ、葬儀もできるというようなことの希望をお聞きしてますけ

ども、そのことについて要望書の中には、葬儀のことについては含まれている

と思いませんけども、地域としては、葬儀をする会場がしっかりあるというこ

とが何よりも大切ということがあるかと思いますけど、その辺に関してはいか

がでしょうか。 

 

議長 アイヌ施策推進課長。 

 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

それではお答えしたいと思います。沙流川アート館につきましては、要望とい

たしまして川向自治会長から要望をいただいているところでございます。本年

の５月２３日に要望書いただいたということになっておりまして、６月２３日

に回答したところでございます。要望の中には１点目がアート館周辺の定住者

住宅の建設及び改修事業、２点目がアート館と生活館の改修事業、３点目が道

路側溝の改修工事というようなことで要望をいただいておりまして、それぞれ

ご回答申し上げたということになってございます。ただいまのご質問にありま

したのは、アート館と生活館の改修事業ということに当たるのかなというよう

に考えているところでございますけれども、この施設そのものは川向小中学校

の閉校にともないまして私どもの生活館の付属施設として管理を行ってきたと

いうことになってございまして、それぞれ目的に沿った利用がなされてきてい

ると、このように考えているところでございます。ただ、ご質問にありました

ように、さまざまな利用がなされるということでございますことから、私ども

といたしましては、それらの利用状況等を十分に検討し、さらに有機的な活用

がどんな方法があるのかということを一体的にとらえて、今後の改築等を考え

ていきたいと、このように考えておりますので、その改築にあたりましてはさ

まざまな意見があるということ、ただいま町長からお話がありましたとおり、

さまざまな意見があるということをお聞きしておりますことから、それらを加

味しまして今後検討して、第６次の総合計画の中で実施をしていきたいとこの

ように考えているところでございます。以上でございます。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

川向生活館のことで１点確認したいんで。私は先ほどトイレの水洗化がされて

ないんじゃないかという質問、確認したんですが、それは間違いないでしょう
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か。 

 

議長 アイヌ施策推進課長。 

 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

はい、私どものほうでトイレ等についても以前に改修を行ってきているところ

でございますが、ただいま質問にありましたようなことがあるとすれば、現地

を確認した上で、先ほど申し上げましたように私どもの維持管理のなかで改修

等を図っていきたいと、このように考えているところでございます。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

川向生活館に関しましては、耐用年数２０年を経過していないころからという

ことで、その回答書に書かれてるんですが、建物自体はもう少し古い、もとも

との建物は古いと思うんですけども、２０年前に津川資金っていう町の資金で

改築されたと思いますけども、それにしてもやっぱり２０年ということの経過

と老朽化、それでももうすでに２０年経ってますので、老朽化してるし、各設

備、床が抜けてる箇所がその後出てきてるとかいうようなことを、自治会長が

おっしゃってましたので、やっぱり今後の利用を考えていくっていう意味では

かなりな整備が、現在の生活館を生活館として利用する上では必要だと思いま

すけども、もし、せっかくそういうことに改築するんであれば、床がしっかり

しているアート館の体育館のほうに台所とかトイレ施設を移設することによっ

て、移設というかそこに建築することによって、生活館は別の用途で考えると

かいうような方向もできるのではないかと思いますし、私がさっき 初に言い

ましたアート館のトイレ水洗化も一緒に実現できるんでないかと思いますけれ

ども、そのことについてはいかがでございますか。 

 

議長  井澤議員、先ほどの答弁で、地元にさまざまなご意見があるんで、十分地元の

方々のご意見を伺った上で、第６次の計画の中で考えていきたいという答弁が

あったんですけど、その答弁では不足ですか。 

 

７番 

井澤議員 

そうすると、総合計画の中でこれらのことについて、平成３３年、１０年計画

の３３年以降の後期になるということで、担当課からお聞きしたんですが、そ

の辺のところについては、今、このように私質問してますけども、時期を総合

計画をまとめるなかで、少しでも１年でも前倒しするとかいうようなことは可

能でしょうか。 

 

議長 その辺も含めて、多分地元と、十分きちんと。ご意見がさまざまなご意見があ

ると。会長さんはそうかもしれないけれども。とういうことで先ほど答弁され

たんで、そういうかたちのなかで、地元との協議ということでよろしいんじゃ



- 38 - 

ないかなと私は判断して今発言しているんですけど、それでは足りませんか。

井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

はい、井澤です。それでは生活館にかかわることにつきましては、今のそれぞ

れのこれからも、また総合計画に向かっていろんなことで事情聴取なり意見を

聞いたりして進めていただくということでお願いしたいと思いますが、アート

館に関しましてなんですけども、アート館は町内で独立した唯一の芸術的施設

ということで、中央公民館、そしてふれあいセンターとでそういう芸術的なあ

るいは文化祭的なものの展示ができていますけども、それはその行事、そのと

き限りっていうことがあって、常設展示等ができないとか、細かい展示がなか

なかできないというなことがあると思いますが、沙流川アート館につきまして

は、今年の計画では５回の展示をしているっていう、予定表が出てまして、実

績として行われてますけども、これまで私の記憶で一番多いときは年に７回く

らいの展示を行ってきたというなことがありますが、現在の展示している部屋

はちょっと手狭かなという感じをして、私自身も写真展で利用させていただい

たようなこともありますし、そのほかの展示にも参加させていただいてますけ

れども、少し元の教室でしょうか、一部屋では手狭なっていう感じがしてます

し、それからさらには、町内唯一の施設ということはありますし、町内の出身

の方あるいは現在活動しておられて著名な方々の作品を常設展示するような場

所として、今アートレイ部分で利用されていないところもありますけども、そ

ういうことについて、ようするに、常設展示とか、現在の展示室の拡張とか、

に関してはいかがでしょうか。 

 

議長 町長。 

 

町長 アート館については、芸術の施設ということで、常設のかたちで、手狭という

ようなことで、そういったものも、整備をしていただけないかということであ

りますけども、基本的にはどうしても建て替えが必要な、アート館もひっくる

めて公共施設については、それぞれの施設の老朽化の度合い、それからその施

設の現在の使用の頻度、あるいは今後の地域での位置づけ、さらにはスクラッ

プすることでの代替の措置、コスト比較などの過程を経ながら新たな施設を建

てるか、あるいは廃止するか、もしくは補強、改修するかなどの判断と財政計

画にのっとった整備のプライオリティーを選択しながら対応していかなければ

ならないというふうに考えております。いずれにしても、地域とじっくり、生

活館とアトリエと分かれておりますので、その辺については十分深く協議をし

ながら、第６次の総合計画の中で、中長期的な視点で検討してまいりたいとい

うふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 井澤議員。 
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７番 

井澤議員 

大変前向きな回答をいただいたと思いまして、ありがとうございます。それで、

このアート館での展示をした、初めて個展をしたことから、道内とか国内ある

いはニューヨーク等での展示もすることになったというような女性のアーティ

ストもおられますし、今回８月の末に展示しました写真家の露口さんという方

の展示がありまして、これがパンフレットですけども、露口さんは国内的に大

変著名な写真家の一人なんですけども、そういう方がアート館でやってる絵画

教室の方のご主人の長年の来お友達ということの縁があってですね、今回、著

名な写真家の方の展示ができたというようなことがありまして、そのアートの

世界でもいろんなつながりのなかで、町外から大勢の方が、展示を見に来てい

ただいてると。そのなかにも、それぞれ道内の公募展の作家さん、入選の作家

さん、会員さんなんかもおられますし、大変そういう方々からは沙流川アート

館の評価は高いものだと私も思っています。私もほかの苫小牧、札幌等の展示

を見に行く機会がありますけども、アート館の宣伝もしていますけれども、今

後、町内ばかりでなくて、町外からも喜ばれるような施設に町長が計画の中で

見直す中では建て替えもというようなこともありましたので力強く思いました

けども、そのようなことで進めていただければと思います。このことに関して

はこれで終わらしていただきます。 

 

議長 今のことについて改めて答弁求めますか。先ほど来の答弁で十分かなと思うん

ですけれども。それでは３番目に移ってください。井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

それでは３番目の質問に移らせていただきます。３番目は畜産クラスター制度

の実施状況と、町営牧場の利用促進ということで、畜産にかかわる酪農、黒毛

和牛、農用馬そして養豚等のことに関しまして、かかわりますので質問項目は

二つに分かれてきますけども、まず１番目に畜産クラスター制度が今年度から

始まりましたけども、平取町と日高町で協議会がつくられて、自己負担６割で

の事業が開始されましたが、本年度のこれまでの事業実績と、来年からの予算

規模等の見通しについてはいかがでしょうか。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 それでは質問にお答えしたいと思います。畜産クラスターにつきましては、畜

産農家をはじめとして地域の関係事業者、行政やＪＡ、普及センター等が連携

し地域ぐるみで高収益の畜産を実現するための体制のことでございます。国は

地域がこの協議会を設置いたしましてクラスター計画を策定することを前提と

しまして補助事業等の対象とするということで、平取町におきましても今年の

３月に平取畜産クラスター協議会というのを設立しております。構成員としま

しては平取町、日高町、これはびらとり農協が富川も入ってるということで、
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日高町も入っているような状況になってございます。びらとり農業協同組合、

日高農業改良普及センター日高西部支所、日高地区のＮＯＳＡＩ西部支所、畜

産関係生産者会、生産者等また、コントラクター、農作業受委託の団体、うち

で言うとアグリサポートになりますけれども、そういう団体が入って設立をし

たというようなかたちになっております。事業としましては、畜産競争力強化

整備事業、畜産収益力強化支援事業等がありまして、平取畜産クラスター協議

会としては畜産収益力強化支援事業の機械リースの関係の事業が主立った事業

ということで、国の平成２６年度の補正事業を実施しまして、平成２７年度繰

越しになっておりますけれども、１８の個人及び法人が事業を行っているとい

うかたちになっております。これについては、先ほど言ったとおり、日高町の

ほうも入ってというかたちになってございますけれども、１８の個人及び法人

が事業を行って、事業自体では６４００万ほどの機械装置価格の事業実施とな

ってございます。そのうち２分の１の補助ということで補助対象経費に対して

３千万円の補助金が入っているという状況になってございます。これにつきま

しては、ＪＡが生産者等の要望等を取りまとめて事業実施を行っているところ

でございます。ちなみに機械リース事業につきましては、以前は補助率が３分

の１でございましたけれども、クラスターを計画することによって２分の１に

なるということで、その分、受益者にとっては恩恵があるといいますか、そう

いうようなかたちの事業になってございます。今後の見通しということでござ

いますけれども、毎年ＪＡのほうで要望を取りまとめながら、事業の要望書を

取りまとめて対応していくというようなかたちになってございますので、ご理

解いただきたいと思います。ただクラスター計画については毎年度毎年度精度

を上げたようなかたちの計画を出してきてくださいということで、国が予算し

ている補助金に対して全国的にもかなり要望が多いということで、今後につい

ては計画自体を磨き上げて、精度のあるものとして、出してってもらってとい

うようなことも言われてきておりますのでそういうような対応をしながら農業

者畜産関係の農家等に有益になるような事業というふうにしていきたいと思い

ますので、ご理解のほうよろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

２６年補正、国の補正の中で、６４００万円が実績値としてなったということ

ですけども、ＪＡで取りまとめた段階ではどれぐらいの規模があったかわかり

ますでしょうか。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 この事業については町を直接通っていかないということで補助金等についても

町を窓口としてやっていくような事業になっておりませんので、うちは正確に
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把握はしてございませんけれども、ＪＡに聞いたところ要望を取りまとめたも

のはすべて今年度実施できたというふうに聞いております。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

これは、今まだ妥決に至ってないＴＰＰのことにかかわって、事前に足元を強

化するというな事業として機械リースが３分の１だったのが２分の１に、率を

上げてくれるというのはそんなことで把握してよろしいんでしょうか。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 ＴＰＰももちろんそうだと思いますけれども、畜産の現状がかなり厳しいとい

うこともありますし、国の農業関係の補助事業につきましては、そういう計画

を立ててきちんと将来像をつくって事業を行う団体ですとか、行政のほう、町

だとかそういうところに補助をしてくというかたちに今変わってきております

ので、農業関係の補助事業についてはそういう計画をきちっと立てて将来どう

いうようなかたちで伸びていくかというものを明示しながらその補助事業にあ

わせていくということで、その計画がないとなかなか補助事業にのれないとい

うことで、当初はなかなか計画するのも難しいということでいかなるものかと

思っておりましたけれども、やはり補助事業にのれないということになります

と、地域の農業者に不利益被りますので、そういうこともあって昨年の１１月、

そういうクラスター計画をつくりなさいというかたちで国から要請がありまし

てそれにのってつくっていったというようなかたちになってございます。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

直接役場が事務取りまとめ窓口となっていないというなことがあって、まあ協

議会の事務局は平取町が事務局でそれで、補助で日高町ということになってい

たかと思うんですけども、この後今年の予算規模が６４００万円ということが

あったんですけども、取りまとめの中でほかの畜産関係の事業がこの畜産クラ

スター事業１本となると、ほかの事業に期待できないようなとこあると思いま

すけども、この辺のところでＪＡが主たる窓口となってれば、役場のほうでど

れほど指導するというかたちじゃないかと思いますけども、今後いま畜産農家

も、酪農家も、つい 近一軒やめたりしましたし、肉牛、黒毛和種の繁殖農家

も減りつつある傾向、そして、養豚も戸数はあまり増えていないというな状況

がありますし、農用馬も横ばいというな状況なんですけども、この辺のところ

を、地域一体というのか、ＪＡびらとりの管轄で日高町の組合員の方々も一緒

ということがありますので、まとめる上ではやはり平取町産業課の役場窓口の

働きっていうのか、もう大変重要じゃないかと思うんですけど、それについて
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いかがでしょうか。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 当然行政として町の畜産関係の振興についてはもちろん舵をとりながらやって

いきますし、先ほど言ったとおり生産者、農業者の要望の取りまとめはＪＡで

行っておりますけれども、クラスター協議会の事務局は町で行っておりますし、

各振興会等の総会ですとか役員会等にも、うちの職員が出て、いろんな意見を

聞いておりますので、当然そういうようなかたちにしてくというような、リー

ダーシップを持っていくというようなかたちになっていくと思います。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

これまで通り、力強くこの新しい畜産クラスター事業に役場産業課としても取

り組んでくださるというお言葉をお聞きして一面、安心するところがあると思

いますけれども、農協が平取が富川と２月に合併いたしまして、それぞれに、

例えば酪農振興会が二つあったのが今方向としては一つにまとめていくとこう

いう畜産クラスターのその協議会の中でもまとめやすいなんていうこともある

かもしれませんけども、相手があることですけども、役場事務局が大変心強く

おっしゃっていただければ、この後も心配ないのかなと思いますのでよろしく

お願いしたいと思います。それでは次に質問にいたします。町営牧野は芽生と

川向にありますけども、家畜の入牧事業の現状とまた町外者への利用の考え方

は、どうかと。さらに条例で入牧料が決まってますから、入牧料の低減につい

ては、第６次の総合計画のところあたりで検討課題となっているということを

お聞きしてますけども、町営牧場について、まず全般について、いかがでござ

いますか。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 町営牧野の運営状況といいますか入牧の関係でございますけれども、平成２６

年度の入牧頭数につきましては、川向牧野におきましては農用馬で４戸２４頭

ですね。乳用牛で３戸２６頭の入牧がございます。芽生牧野におきましては、

こちらのほうは、肉用牛になりますけれども、６戸の農家１１９頭、それと畜

産公社で４６頭を入れてるというかたちになってございます。入牧料につきま

しては平成２６年度で５４０万５千円ほどの入牧料があるということで、その

うち公社分では１０６万ほど納めているようなかたちになってございます。ま

た町外者への利用ということでございますけれども、条例で定めております。

町外者利用の場合については、放牧のみの利用になりますけれども、入牧料に

ついては町民利用の２割増しということで規則で定めておりますので、申し込
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み等が来た場合については検討するということになります。ただ町長の承認し

た場合について入牧させるということになりますので、いろいろ家畜の場合、

伝染病の心配ですとかいろいろそういう関係もありますので、そういう面を総

合的に判断して入牧を許可する、しないというようなことを判断するようなか

たちになっております。現実といたしまして、町外者の入牧があったというの

は平成２０年度に神内和牛ですけれども、それが１５０頭入ったということが

ございました。それが 後ということで以降東日本大震災後に東北方面の牛、

馬等について北海道で受け入れが可能かどうかという調査が来たり、ほかの町

村から数件今まで使ってたところが使えなくなったんで平取町さんどうですか

というような問い合わせはありましたけれども、実際に入ってきているという

ような状況ではございません。また入牧料の軽減でございますけれども、各振

興会等より直接的に要望は現在の段階できてないということで、以前にも議会

で質問があった部分でございますけれども、現状入牧料の減額については考え

ていないというようなことで消費税が５％から８％に上がった段階でも入牧料

等については値上げはしないようなかたちで現状維持でいくとういうかたちで

行なっておりますし、今後各団体農業者の意見等、十分把握しながらそういう

要望が出てきた場合については総合的に勘案しながら、町の財政状況もござい

ますので、そういうのと相談しながら、検討はし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 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

よく理解できました。町外者の利用のところなんですけども、先ほどからもあ

りますけど２月に平取の農協と富川の農協が合併しましてＪＡびらとりという

ことになりまして、日高町、今までも、かっての日高町の農協と合併したこと

がありまして、今回、富川の農協と合併したってことでありますが、そういう

意味では条例とのかかわりもありますし、町外ではありますけども、この平取

町を中心とするＪＡびらとりの傘下の主に酪農家、そして黒毛和牛繁殖農家等

の利用について、先ほどお答えいただきましての２０％の町外については割増

しってことですけども、その辺のところはＪＡびらとりの傘下にある富川地区

の新しくＪＡびらとり傘下になった農家についてなんか検討いただけるような

要素はないでしょうか。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えいたします。町営牧野ですので町民対象ということが大基本になってご

ざいます。まあＪＡは合併して富川地区も一緒になってるということでござい

ますけれども、町営牧野は町民を基本的に対象としてということになってござ

いますし、町外者が来た場合については、町民との差別化というか町外から来
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る場合ついては２割増しというような条例で定めている部分でございますの

で、それを基本に対応していきますし、農業関係ではＪＡの合併に伴いまして

そのほかの部門でも、例えば農業支援センターで土壌診断等もありますけれど

も、その部分についても、町内の方については金額決まっておりますし、町外

の方については、一定程度の割増しをもらってやるというようなかたちになっ

てございますので、その辺のけじめというか、線決めは町民と町外というよう

なかたちに、基本的になっていますのでご理解をいただきたいと思いますし、

今後そういうような状況でＪＡ等からも要望等があった場合については、先ほ

どから言っているとおり、町の財政状況もありますので、そういう部分も含め

て検討はしていきますけども、基本的には町民と町外者というような扱いで進

めさせていただきたいと思います。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

しつこく町外者の利用料のことにつきまして聞きましたのは川向の牧野につい

てはホルスタインの育成牛と、農用馬が放牧されているという状況で、私も２

０年ぶりくらいに先日庄野課長から図面をいただいたりしたのを見て見てきた

んですけども、多分、あそこには農用馬とホルスタインを含めて、６０頭ぐら

いの要するに入れられる、頭数を入れられる何というか面積ではないかと５３

町歩ぐらいヘクタールぐらいあったと思いますけども、それでいくと、今の頭

数が少し小さくて草地の維持管理という面ではやっぱり適切な頭数に近いとこ

ろでいないと後でのびすぎたやつを掃除刈りするとか、あるいは入れすぎると

今度は牧草地が傷んでしまうってことがあって難しい面があるんですが、そう

いう意味で、川向牧野について、今冬季間だけですけども、１１月１日から３

月３１日までに二つの牧区、手前側の二つの牧区について、坂東牧場と２年の

更新ということで貸し出しをしていますけれども、この辺の利用については、

円滑に進んでいるんでしょうか。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 冬季間の貸し出しにつきましては冬季間、町内のほかの農用馬、乳用牛の入牧

はありませんので、その期間使わせてほしいという要望がありましたので契約

書と各振興会のほうに断りを入れてというかそういうことをしまして、そのほ

かに週報等で入牧したいところはありませんかということで要望が来たからそ

こだけ入れるということじゃなくて広くほかに入れたいところがあるかどうか

という確認もとりましてそのなかで先ほど言われた牧場のほうで使いたいとい

うこともあったということで契約しながら、入ってるということで、現状では

特に問題なく進んでおります。 
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議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

川向牧野については、今現状について状況もう把握することができましたが、

芽生の牧野については黒毛専用で使ってるんですけど、近年、先ほどの数字も

出していただきましたけども、利用が少なくて、その分採草、草を採ることが

できるように利用しているのではないかと思いますし、採った草は販売できる

っていう良い草が採れるので販売できるということがありますけども、どなた

に聞いてもその放牧しての子牛も母牛も、特に育成子牛については日増体重、

１日の増体重について、芽生の牧野は特に成績が良いというようなことで、把

握してますけども、利用者が減っている状況がありますけど、その辺のことに

ついてはどのようにとらえておられるでしょうか。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えいたします。芽生牧野のほうの入牧数減少ということでございますけれ

ども、平成２４年度で６戸１０３頭、平成２５年度で５戸１０１頭、２６年度

で６戸１１９戸、平成２７年度今年ですけれども、途中で入ったり出たりとい

うことはありますけれども、利用の戸数は７戸ということで、特に極端に減っ

てきてるというような状況ではございません。それと議員言われたとおり牧野

に入れておくと秋になったらまるまるとして戻ってくるということで、大変管

理状況も良いということで評判は良いと思っております。利用状況については

特に減少しているというような状況ではないということでご理解いただければ

と思います。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

すると芽生牧野について、まあ川向も牧野も先ほど言ったときにまだ入牧でき

る余裕があると思いますけども、芽生牧野については、まだまだかってのもっ

と大きい頭数がいた時代があったと思いますけども、現代でももう少し、ダム

工事等でひょっとしたら減った分があるかもしれませんからだいぶずっと以前

のことの数字ではないと思いますけども、現在芽生牧野で可能な入牧頭数って

のはどのような数字になってますでしょうか。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 可能頭数ということですけれども、はっきりとした数字については今資料ござ

いませんので、後からでもお答えしたいと思いますけれども、条例等によりま

して、町営牧野の認容頭数、ということではこれは舎飼いの認容頭数というよ

うなかたちにもなってございますけれども、現状かなり古くなっているという
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こともあるんで現状にあってない部分はございますけれども、肉用牛、乳用牛、

農用馬、１日の認容頭数ということで川向、芽生合わせて５５０頭以内という

ようなかたちで条例等にはなってございます。また肉牛のほうの舎飼いのほう

の肥育については２５０頭以内ということでなってございますので、現状では

許容頭数以内にはおさまっておりますけれども、前回６月議会で質問あってお

答えしたとおり畜産公社自体の経営自体もかなり厳しくなってきているという

ような状況がありますので、今まで預託ですとかそういう部分については受け

ておりませんでしたけれども、そういうのも考えながら検討しながら行かない

となかなか畜産公社自体の運営もそうですし、びらとり和牛自体の頭数も確保

していけないということもありますので、預託も受けたいということもありま

して、その分につきましては町の第６次の総合計画の中に入れながら厩舎を新

しくしていくですとか、各施設の更新等も計画にのせながら対応していくとい

うことで検討しておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

今課長からあった預託っていうのは肥育預託のことですか。これで質問を終わ

りたいと思いますけども、畜産農家が全体的に減少していくなかで、びらとり

和牛としてのブランドを確立できてますけども、先だって公表されました白老

の肥育牛の数字が約１２００頭という状況。平取は４００頭ということで、３

分の１ぐらいのところですけども、大変肉がおいしいし品質も良いから、この

ブランドとして確立してると思いますけども、今いろんな面で肉が需要が大き

いということがありますので、畜産公社の拡充、また、人員のてこ入れ等をす

ると同時に、各畜産農家、和牛農家については特に農協とも手あわせてですね、

取り組んでいかなければ、この４００頭の和牛の肥育和牛の生産も難しい、ま

た和牛素牛の肥育素牛の出荷も難しいと思いますので、その辺について、ぜひ

６次の総合計画でいろんなものを取り組んでいただければと思いますので、こ

れで質問を終わります。 

 

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、畜産振興についてはいろん

な経営の問題、あるいは後継者の問題、いろいろ大変厳しい状況にございます

が、これらを一挙に解決する方法というのは非常に難しい状況にございますけ

れども、いずれにしても、正確な現状把握とそれぞれの問題点、課題の洗い出

しをしながら、それらの解決に向けて関係機関と取り組んでまいりたいという

ふうに考えております。またびらとりトマトとびらとり牛については、平取町

の２枚看板でありまして、大変重要でございまして、特に、トマトについては、

順調に推移をしてございますけれども、びらとり牛については、減少傾向にあ
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りますので、今後さらにてこ入れをしながら力を入れていかなければならない

ものと考えているところでございまして、そのためにも、畜産公社の生産も増

産できる体制づくりとともに、農家戸数もこれ以上減らさないことが重要でご

ざいます。また循環型農業にも貢献できるように、農協、関係機関とも連携を

図りながら取り組んでまいりたいというふうに思ってございます。以上です。

 

議長 以上を持ちまして、井澤議員の質問は終了いたします。続きまして６番高山議

員を指名します。高山議員。 

 

６番 

高山議員 

６番高山です。私は、通告してある動物由来感染症のエキノコックスの関係と、

それと、びらとり温泉の無料入浴事業について、その２点について、それぞれ

お伺いをしていきたいと思います。まず１点目のですね、動物由来感染症、俗

に言うエキノコックス症についてですね、それぞれ伺っていきたいというふう

に思っています。これは皆さんもご承知だと思いますけれども、北海道の礼文

島の風土病でありました。それが、多分ネズミを媒体としたかたちのなかで、

北海道全体に広がって、今では北海道全体が汚染区域ということになっている

というふうにそれぞれ言われております。このエキノコックスにつきます自然

界における寄生サイクルにつきましては、キツネと野ネズミの食べる食べられ

るの関係の中で、それぞれ寄生の連鎖が生きているような状況になっています。

また、その虫卵がですね、何らかの関係で人にも感染して、長い潜伏期間を経

てですね、肝臓に寄生をして発病するという、そういった意味では、現在あま

りないですけれども、非常に恐ろしい感染症であるというふうに私は考えてい

るところでございます。また 近の報告では、北海道全体の中で、約４０％の

キツネがですね、このエキノコックスに感染してるというようなことがありま

すので、 近ではですね、飼い犬だとか飼い猫だとかっていうそういったもの

にもですね、感染が心配されているというような状況であるというふうに私は

理解しております。その中で、まず１点お伺いしたいんですけれども、本町に

おけるエキノコックスに係る対応についてということで検査の体制であるだと

か予算措置であるだとか、現在の発病状況、啓発活動等についてですね、まず

伺っておきたいと思いますので、ご答弁をよろしくお願いいたします。 

 

議長 町民課長。 

 

町民課長 それではお答えいたします。エキノコックス症は、エキノコックスという名前

の寄生虫が主に肝臓に寄生して起こる病気でございまして、道内では議員ご指

摘の通り毎年２０名程度の患者が見つかっております。このエキノコックスは

自然界においては、主にキツネと野ネズミに寄生しており、私たち人間は虫卵

に汚染された野菜や山菜、沢水を直接口にしたり汚染された手や指を介して感

染し、野ネズミと同様にエキノコックスの幼虫が肝臓に寄生しますが、人から
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人に感染したり野ネズミから人に感染することはございません。人にエキノコ

ックスが感染してもすぐには自覚症状があらわれず、無症状のまま見つかる人

もおりますが、数年から１０数年の潜伏期間を経て、上腹部の不快感や、膨張

感が出現し、次第に肝機能障害に伴う症状があらわれ、放置しておくと転移し

たり、命にかかわることもありますが、これは予防できる病気であり、早期発

見早期治療が大切だと言われております。平取町におけるエキノコックス症の

対策につきましては、有害鳥獣駆除事業の中で、キツネの駆除を行っており、

駆除したキツネにつきましては、エキノコックス症の媒介動物疫学調査を北海

道静内保健所経由で行っております。平成２７年度は３万円を計上しておりま

す。また人への感染につきましては血液検査を実施しております。町内在住の

２０歳以上の方で、今まで一度も検査を受けたことがない方や検査を受けてか

ら５年を経過している方を対象に無料で行っているもので、平成２７年度は６

万３千円を計上しておりますが、そのほかに総合健診の中でも検査を行うこと

ができます。平成２６年度の受診者数は１２６名で陽性反応の方はおりません

でしたが２名の方が疑陽性、陽性の疑いがあるということで、２次検査を受け

ていただいた結果、所見なしで経過観察となっています。日高管内では平成１

８年度以降出てないと聞いております。今後もエキノコックス症の予防や早期

発見、早期治療を推進するために、町民の方へのエキノコックス症の正しい知

識の普及を広報紙等を通じて図るとともに、健康診断での血液検査の受診勧奨

を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

ただいま平成１８年以降については、発病のそういった状況はないということ

と、検査の中で一般検査の中でエキノコックスの項目を入れながら、それぞれ

検査してるほかにも、独自にそれぞれ検査をしてるというふうに理解をしてお

ります。ただ平成１５年に天皇陛下が北海道来道時にですね、北海道特有のエ

キノコックスについてはどうなっていますかというようなご質問があってとい

うことがそれぞれ新聞に報道されたこともあります。また、道議会におきまし

ては、平成２３年の中村道議、２６年の大崎道議がそれぞれエキノコックスに

関するそれぞれの質問をしているところでございます。また、先般、ちょっと

２、３年前でございますけれども、そういった道議会の質問を受けて北海道が

日高振興局を通したなかで、それぞれ管内の各町のエキノコックスについての

調査なりがあったというふうに聞いておりますけれども、それはどのような調

査であって、どんな内容なのか、もしおわかりなのであれば伺いたいと思いま

す。 

 

議長 町民課長。 
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町民課長 平成２４年の１１月に全道９か所でエキノコックス症の媒介動物対策会議がご

ざいまして、苫小牧会場に町から２名出席しております。その後平成２５年２

月にこの会議に出席した市町村を対象に、媒介動物対策のフォローアップ調査

がございまして、調査内容につきましては、町が行うエキノコックス症の媒介

動物対策として、次年度以降、駆虫薬入りのベイトを散布する予定があるかと

いうことでございました。問いに対しましては、駆虫薬の散布については実施

予定はなしと。実施しない理由については財政面の問題とキツネの有害駆除で

対応することで回答しております。今回事業実施については、広報紙での注意

喚起と有害駆除の強化と回答しております。以上でございます。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

実は平成２３年度までにおきまして、２３年から過去３年間、町内の民間団体

がこのエキノコックスの駆虫薬による感染源対策、もしくは町内のそういった

意味では感染動向状況等を調査をしているところでございます。基本的には、

この駆除ということで今担当課長からお話がありましたけれども、この駆虫薬

を使うやり方につきましては、基本的には虫下しをキツネに食べさせる。それ

によって体内に成虫を出して死んでしまうという、そのキツネとネズミの間の

連鎖を断ち切るというやり方です。キツネの習性というのは、キツネはそれぞ

れ自分のテリトリーを持っておりますので、一度そういうかたちで汚染がなく

なったキツネのテリトリーには、よそから入ってこないというような、そうい

ったことを使いながらですね、実はそういう駆虫源対策、駆虫薬を使ってです

ね、感染源対策をしているということをしておりますけれども、担当課として

は、そういった内容を承知しているのかどうか、お聞きしたいと思います。 

 

議長 町民課長。 

 

町民課長 この町内の民間団体が、エキノコックス症の感染源対策について、駆虫薬の散

布をしていたことについては把握をしています。平成２４年２５年の２年間、

駆虫薬を散布した結果、キツネへの感染率が２７％から１５％まで低下した。

また、犬についても振内地区で調査した結果、感染なしだったと聞いておりま

す。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

その調査の結果を見ますとですね、実は、今お話がありましたように、キツネ

の糞便を全町調査をしております。そのほかにも、飼い犬にそういった陽性反

応がないかどうかという、振内地区だけは飼い犬だったんですけれども、そう

いった調査をしているところでございます。調査の結果を見ると、確かにベイ
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トをまいたときに、感染率の低下というのは下がったんですけれども、実は調

査したところ、実は、糞便の中に虫卵を残したまま排せつしている地域が実は

町内に６か所それぞれありました。その中で、市街地に近いもの、実は学校の

すぐそばで虫卵がというようなこともありますし、もしくはそういった意味で

は陽性の反応が出ているところもちょっとあるというふうなことがございます

ので、私は、そういった意味では、キツネの駆除ということじゃなくて、キツ

ネと共存しながらですね、キツネの特性を利用した、そういう駆虫薬による感

染源対策がですね、やはり必要でないかなというふうに思っています。今道内

では羊蹄山麓の６町村、黒松内、それから清水町、鹿追町、大空町、そして豊

浦ではですね、民間のボランティアの人たちが今はじめていきたいねというよ

うなお話もそれぞれしているところでございます。そういった意味ではですね、

私たちの町については、非常にそういった意味では、農産物が豊富にございま

す。ましてやびらとりトマトというそういったブランドのトマトもございます

し、山菜の宝庫でもある。そういうなかたちのなかでですね、改めて、実はそ

ういったかたちのなかで、このエキノコックスの感染源対策を実施する必要が

あるのではないかなというふうに私は思っています。私はこういったそのリス

クマネジメントといいますか、こういう考え方というのは非常に重要であるか

なというふうには考えておりますけれども、３年間やった事業はちょっと中断

しておりますけれども、ぜひ事業を継続してほしいという私は考えております

けれども、町の考え方をですね、伺いたいなというふうに思っております。 

 

議長 町民課長。 

 

町民課長 エキノコックス症対策は基本は、廃棄物を適正に処理することにより、キツネ

を人の生活環境に近づけないことであるとされております。この人の生活環境

という点につきましては、 近の傾向としてキツネよりもアライグマによる被

害が多発しております。アライグマの捕獲頭数につきましては平成２０年度が

５２頭だったのに対し、平成２６年度は２１０頭となっており、平成２７年８

月末で現在２３４頭の捕獲頭数となっております。このアライグマの増加がキ

ツネのテリトリーに対しましても影響しているのではないかと考えておりま

す。今後もですね、広報紙等を通じて感染予防のための正しい知識の普及に努

めるとともに、早期発見早期治療のために、健康診断での血液検査の受診勧奨

を行ってまいりたいと考えております。また駆虫薬の散布につきましては、道

で設置しております北海道エキノコックス症対策協議会の媒介動物対策専門委

員会におきまして、キツネに対する駆虫薬の散布につきましてはこうした基本

対策にもかかわらず、キツネの出没を阻止できない場合に、一定地域において

継続して散布することなどの方法により実施することが効果的であるとされて

おります。道では駆虫薬を検討する市町村に対して、注意点や効果的な散布方

法など技術的な助言をすると言っておりますので、今後、道や近隣町とも協議
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を行ってまいりたいと考えております。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

そういった意味ではですね、ぜひ今後ともですね、このエキノコックスの今発

病者はいないということでありますけれども、ぜひそういったキツネと共存を

する、キツネの習性を利用したエキノコックスの感染源対策について、検討し

ていただきながらですね、やっていただければ大変ありがたいかなというふう

には、私は思っていますけれども、そういったかたちのなかで１点目のですね、

エキノコックスに対する質問を終わりたいと思います。続けて二つ目のですね、

実はびらとり温泉における高齢者の無料入浴事業について、続けて質問をさせ

ていただきたいと思います。昨年の６月から今年の３月まででそれぞれゆから

の利用者につきましては、１０万人程度、１０か月で１０万人程度ということ

になっているところでございます。そういった意味ではですね、非常に町民の

福祉だとか、観光に寄与する施設ということで、町民各位の方々にとってもで

すね大変すばらしい施設だということで、好評であるということをそれぞれ聞

いているところでございます。ただそのなかでですね、今年度の総合計画の中

で、高齢者の無料入浴事業については、１千万程度の予算を実はみております。

今回の予算書を見ますと、そのうち８００万ということで、それぞれ予算計上

しているところでございますけれども、まず伺っておきたいのは、この事業に

おいて、昨年の６月から今年３月までの間でこの温泉の高齢者無料入浴事業の

入場券の利用の状況はどれぐらいの人が利用してるのかをまず１点伺いたいと

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。びらとり温泉ゆからの無料入浴券の利用状況ということで

ございます。１８４７人に給付いたしまして、１人当たり２４枚ということで、

２６年度は１万３０１２枚利用されたという状況であります。パーセンテージ

にしますと、約２９．４％ということになります。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

今、１万３０１２人ということで、それぞれ利用者の人数が出ておりますけれ

ども、この事業における利用券に対する実績としての支払い額については、い

くらになるのか伺いたいと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 



- 52 - 

保 健 福 祉

課長 

利用券に対する支払額ということでございます。１万３０１２枚でございます

ので、それに単価４２０円ですので、５６４万３７２０円支払っているという

状況であります。以上です。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

そういったかたちのなかで、それぞれの実績に基づいてお支払いをしているよ

うな状況でございますけれども、そもそもこの６５歳以上の方に年間２４枚を

それぞれに配布をして、計算根拠というのは４２０円というふうに聞いており

ますけれども、この４２０円に設定している理由といいますか、それはどうい

うことかまず伺っておきたいと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

４２０円の根拠ということでありますが、温泉、当初４５０円ということで進

んでいたところでありますが、基本的には１人当たり４２０円ということであ

りまして、昨年度の予算計上ということになりますが、１８００人に対して当

初ですから、４５０円の２４枚の７割程度を昨年度は見込んでおりました。そ

の中で、実績といたしまして、１万３０１２枚ということで５６４万３千円の

実績ということになっております。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

今お話を聞きました。ただ一般の６５歳以上の方々が、２４枚の無料券を使わ

なくても１００円という設定の金額ということになってますけれども、なぜこ

の部分だけ４２０円という設定なのか、どうもその辺がよくわからないんで、

その辺をもう一度説明をしていただければ大変ありがたいんですけど。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 それではお答えを申し上げたいと思います。新しいびらとり温泉ゆからにつき

ましては、新しい指定管理者にお任せをしてですね、温泉の運営をしていただ

くということで、アンビックスという会社に指定管理者を決定をしたという経

過がございます。アンビックス社については、道内各地の公共の施設の指定管

理を行っておりまして、管内では新ひだか町の三石温泉蔵三もアンビックス社

の経営ということで、アンビックス社で経営してる三石温泉蔵三の入浴料が４

２０円ということで、管内的に統一をしたいということで４２０円に統一をし

た経過がございます。この４２０円の根拠なんですけども、実は北海道公衆浴

場条例で定めてます、当時のですね、当時のいわゆる銭湯の入浴料ということ
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で、４２０円。現在の消費税８％に上がってますんで、道の公衆浴場の入浴料

は若干高くなってると思いますけども、この値段を据え置きをして４２０円に

設定をしてやってきたということでございます。それと１００円の設定なんで

すけども、実は古いびらとり温泉のときは６５歳以上の老人については１００

円での入浴ということで、すべてやってきました。ただ指定管理者のアンビッ

クスとの協議のなかで、実は１００円の入浴はアンビックスとしてはできない

という、そういう協議経過がございまして、それは町の政策として実施をして

いただきたいということで、そういう協議の経過から無料入浴券を６５歳以上

の町民に対して、年間２４枚、交付をしたという経過がございます。その後、

アンビックス社の好意によりまして６５歳以上の方の無料入浴券がなくなった

状態でもですね、１００円で入浴を認めたいというようなことで、それは後か

らアンビックス社の好意によって決まったということでございますので、一応、

無料入浴券の配付については町の政策として実施をしたということでございま

すので、ご理解をお願いしたいと思います。以上でございます。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

基本的にはしたら年２４枚の４２０円でカウントする金額を設定すれば、あと

はアンビックスが通常、６５歳以上の人については、１００円を設定していた

だいてるという町の政策としてではなく、アンビックスの好意でやっていただ

いてるというふうにして理解してよろしいですか。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 今ご質問の通りですね、１００円料金というのは、アンビックス社の企業努力

ということでご理解をしていただければと思います。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

それではちょっと少し違うかたちでということで、これらは各世帯に６５歳以

上については簡易書留で送っていらっしゃるというふうに思っています。簡易

書留で送る送料のかかる経費と、それから、そういった意味では印刷費とそう

いったかたちのものについては、どれぐらいの経費がかかっているのか、お伺

いをしたいと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

まずこの利用券につきましては、まず金券ということで簡易書留で各個人世帯

に送っているという状況であります。２６年度の実績につきましては、印刷製
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本費ということで１９００セットで２５万円、それから送料として書留でござ

いますが、これは１２１９世帯でございまして、４５万８千円の経費がかかっ

てるという状況であります。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

私はこの一般質問しているのはですね、町がそういうかたちで無料券を発行す

ることについて、悪いということのお話をしてるわけではないんです。ただ４

２０円に設定、アンビックスのご好意によって１００円でやってるということ

は、だれも町民わからないですので、それは町の政策としてやっていただいて

いるのかなっていうような理解をしている人がたくさんいるかと思います。私

はですから、この４２０円で、実は簡易書留を送る、印刷する、人件費もかか

るったら１００万以上かかりますですよね。そういうことのなかでですね、ち

ょっとよくわからない積算根拠で６５歳以上の人の２４回分ということではな

くて、例えば、２４回であれば、月２回の無料の日を６５歳以上で設定をする。

１００円についても町が政策として、実は、町民のために、福祉に寄与する、

高齢者福祉に寄与する施設の料金を設定してるというようなことの考え方のな

かで、例えば、そのために８００万だとか、１千万を予算計上して支払ってい

るということのほうがずっといいんではないかなというふうに私は、ですから

そういうその書留を送るだとか、カードを作るだとかっていうことのないなか

で、町が政策として１００円にしたのも、例えば年２４回無料にしたのも、全

部町の政策予算の中で高齢者福祉に寄与するためにやったということにしたほ

うが、私は良いんじゃないかなと思いますけども、その辺、理事者の考え方は

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が、先ほど来、ご質問あったよう

にですね、びらとり温泉については、町民の皆さんの憩いの施設ということで、

昨年の７月に正式オープンしまして、１年以上が経過し、多くの方々に利用を

いただいているところでございます。また、町内外からの交流拠点施設として

ですね、平取町の新しい時代への活性化の一環ということで、平取町の潜在す

るさまざまなチャンスをしっかりととらえながら、新たな飛躍の力にかえてい

きたいというふうに思っているところでございます。そこで質問の関係でござ

いますけれども、これまで、そういう２４枚の無料券については、６５歳以上

については、簡易書留で送付をしてございますけれども、いろいろといろんな

試行錯誤をしながら、町と指定管理者と協議を重ねた結果として明確な収支決

算するベストな方法と一つは考えてございます。また２点目には町民の皆さん

が、役場支所の窓口で入浴の無料券を申請しなければ、無料券がもらえないと
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いう上から目線ではなくてですね、これまで町に貢献してくれた町民に対する

敬意を表する施策として現在取り組んでいるところでございます。町民が役場

まで申請に来るという手間と、時間と経費のことを考えますと、また窓口での

混雑を考えますとですね、当然、既存の職員では対応できない状況が管内のな

かでも散見されることが聞いておりますので、そういったときには、臨時職員

を一定期間採用するというようなことを想定するとですね、コストも安いとい

うふうに考えてございます。しかしながら、今、高山議員が申されたように、

さらに効率的な方法になるとしたらですね、今後、指定管理者とも協議しなが

ら、それらについてベストな方法を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 高山議員の質問を終了いたします。続きまして、９番松澤議員を指名します。

松澤議員。 

 

９番 

松澤議員 

９番松澤です。先に通告してあります公共施設の老朽化対策についてと、地域

資源活用事業等による観光の振興についてを質問させていただきます。まず、

公共施設の老朽化対策について伺います。平成２６年４月に総務大臣通達で公

共施設等総合管理計画策定の要請が各市町村に出されました。公共施設等の総

合的かつ計画的な管理の推進についてということで、その内容を抜粋しますと、

我が国においては、公共施設等の老朽化対策が大きな課題となっております。

地方公共団体においては、厳しい財政状況が続くなかで、今後、人口減少等に

より、公共施設等の利用需要が変化していくことが予想されることを踏まえ、

早急に公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって更新、統廃合、

長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減、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必要となっています。また、こ

のように公共施設等を総合的かつ計画的に管理することは、地域社会の実情に

あった将来のまちづくりを進める上で不可欠であるとともに、昨今推進されて

いる国土強靱化にも資するものであります、とあります。国土強靱化とはどの

ような災害が発生しても、被害を 小限に抑え、迅速に復旧復興できる強さと

しなやかさを備えた国土地域経済社会を構築すること、となります。というこ

とで、このことにも役立つものであるという政策だということでございます。

この計画策定については、地方財政措置として、計画策定に要する経費につい

ては、２６年から３年間、交付税措置率５０％反映されること。計画に基づく

公共施設の除去について地方債の充当。計画に基づく公共施設等の集約化、複

合化について、全体に床面積が減少する事業に限り、事業債を創設、これは庁

舎等は対象外となります。あと、公共施設の転用についても、地方債を創設す

るものであります。要するに、まず、計画を策定し、それに沿って事業を行っ

ていくことにより、地方財政措置が施されるものです。平取町としても、この

事業に沿って、老朽化対策に取り組んでいくべきと考えます。この２６年４月
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の総務大臣通達や交付税措置により、公共施設等総合管理計画の策定の自治体

が増加しているなか、市役所を民間建物に賃貸で移転する例があります。また、

室蘭市の胆振総合振興局合同庁舎、むろらん広域センタービルには利便性の高

い複合施設として、胆振振興局、室蘭市、商工会議所、北洋銀行等、民間企業

もテナントとして入居するなど、今までと違う柔軟な発想で対応する自治体が

増えてきています。平取町も財政が厳しいなか、防災拠点となる役場本庁舎も

老朽化が進み、対策を講じる必要があると思います。そこで、びらとり農協も

老朽化で建て替えの話が出ているということなので、立地的にも、経済的にも、

町にとっての大きな存在である農協の建て替えにあわせ、お互いの利便性を考

え役場機能の農業施設への賃貸での入居、お年寄りが気楽にお茶飲みに集まれ

る場所等住民サービスの目的の共有スペースを併設するなど、また例えば、現

在のオールシーズンパークに庁舎を移転してオールシーズン的なものをほかの

共有スペースに移転するなど、いろんな発想をもってびらとり農協さんと検討

してはいかがと思いますが、町の考えを伺います。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

それでは、今の質問にお答えをさせていただきます。まず質問としてですね、

現在の役場の建て替えをどうするかといったことなんだと思います。まずその

辺からちょっとお答えいたしますけれども、現在の役場庁舎、昭和４０年１２

月に建設されまして、昭和６０年に内部改修等を行いましたけれども、建物と

しては５０年が経過してるというような状況になっておりまして、老朽化が顕

著になっているというような状況になっております。昭和５６年の耐震基準を

満たしていないというような建造物でもありまして、主要な行政機能ですとか、

防災の拠点施設としての機能も有するということから、地震等の災害に対応で

きる改修及び建て替え等を検討せざるを得ないというような状況になっている

との認識でございます。現在庁舎の建て替え等については第６次の総合計画で、

まだまだ議論なり検討の必要はありますけれども、何とか建て替える方向でそ

の時期ですとか、規模ですとか、財源の確保等についていろいろと検討してい

るというような状況でございます。ご質問にもありましたけれども、総務省が

要請いたします、公共施設等の総合管理計画でございまして、これらを総務省

が要請する理由として、質問にもありましたけれども、長期的な視点を持って

更新、統廃合、それから長寿命化などを計画的に行うことによって、財政負担

を軽減、平準化するということで、 適な配置を実現するということになって

ございます。現在６次の中でいろいろ各担当から上がってきているいわゆる箱

物の改修計画についてはもうそのほとんどが建て替えなり改修の時期に差しか

かっているというようなこともございまして、大きな建物としてはふれあいセ

ンター以外、ほとんどが５６年の新耐震基準を満たしていないというような状

況でございまして、一気に、そういう改修の時期が重なるといったような時期
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にもなっているということになってございます。こういったことからもこれら

の公共施設のスクラップアンドビルドなど、それから利用者の利便性の向上で

すとか、それから建て替えた後のメンテナンス費用の低減を図るといった意味

でも、施設の複合化、公共施設の機能の集約ということは非常に重要な視点だ

というような認識でございます。役場庁舎の改築を考える時に、現在ふれあい

センターに集約されております、保健福祉、それから住民窓口、それから今現

在の役場庁舎、それから公民館にある他の部門も同一の施設、もしくは近隣に

設置されることが利用者の利便性向上ですとか、組織内での職務の効率化など

につながっていくというような認識でもございます。ご質問にあるそういった

ことを背景にした農協との施設の複合化というようなご質問ですけれども、現

時点で農協でも事務所、店舗の老朽化のために近い将来、建て替えの計画があ

るということは聞いておりまして、この辺の複合化、併用化は先ほど言いまし

た建物費用のメンテナンスの軽減ですとか、役場機能が市街地、ふれあいセン

ター近くに集約できるといった意味からも十分に検討する値があるのかなとい

う認識はございます。ただ私どもの総合計画の計画スケジュールとかですね、

庁舎以外にもいろいろ建て替えなり、改修が必要な公共施設もあるというよう

なことから農協側との整備スケジュールの都合ですとか、すり合わせ、それか

ら民間施設と公共施設を併合することによる、法的な制約があるのかとかです

ね、それから単体で建てた場合、複合した場合のランニングコストの比較です

とか、それから住民ですとか農協の組合員さん、それから双方の組織、それか

ら職員等の利用、運用についてもいろんなメリットデメリットをいろいろ検証

すべきところがあるのかなというふうに考えてございますので、今庁舎内で６

次の総合計画の樹立とあわせて、こういった建て替えを迫られている公共施設

の、何と言いましょうか、場所とか規模とか、事業年次とかを総合的に検討し

ているプロジェクトチームを同時に発足しておりますので、この辺もぜひその

なかで、また十分に検討させていただければと思っています。 

 

議長 松澤議員。 

 

９番 

松澤議員 

そうですね。地方財政に対する措置なんですけども、除去に関しましては当分

の間というふうになってますけども、集約化、複合化とか転用についてとかっ

ていうのは２７年度から３年間という制約がありますので、なるべく早く、使

えるうちにできればなというふうに思っております。それで５月２５日の病院

改築の全員協議会のなかで病院に隣接する公民館、体育館の改築にあわせてこ

の地区を医療福祉文教エリアとしていく考えがあると説明いただきました。そ

して、農協、飲食店、停留所がある街の中心に役場庁舎、消防支署、ふれあい

センターを一つにして行政とにぎわいのサービスエリアとして考えながらやっ

ていくことが必要なのではとおっしゃってました。町長がおっしゃってました。

まさに理想のかたちで、だれもが望んでいることと思います。複合化によって
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メンテナンス経費も節減というのは先ほど課長もおっしゃってましたけども、

なにより職員間の連携やコミュニケーション関係課内の情報交換と町民に関す

る行政サービスが向上すると思います。そのことから、人口減少を見据え、行

政サービス充実のため、行政施設を町の中心に集約させ、コンパクト化を図る

べきだと思いますが、いかがでしょうか。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

まず、計画策定のための交付税措置の件ですけれども、これはたとえば計画策

定のためにどこかの専門業者に委託したと、いった場合のそういった費用につ

いての交付税措置と理解をいただければと思っておりまして、今私どもは自前

と言いましょうか、直営で平成２８年度を目指して計画樹立したいというふう

に考えておりますので、この辺のところはちょっと受けられない状況というか、

受けない状況になるというふうに思っております。それからですね、中心に集

約させるコンパクト化ということでございますけれども、今現在、策定を進め

ております６次の総合計画の中で、人口の推計としては１０年後の平成３７年

には４５３０人台になるだろうというような推計をしておりまして、そういっ

た明らかに人口が減少するんだということを前提に策定する、総合計画という

ようなことにならざるを得ないというふうに考えております。いかにその人口

減少を鈍化させるかということを計画に盛り込むことが非常に重要なポイント

なんだろうなというように考えております。こういった人口減少とさらに少子

高齢化という、そういったものが必ずセットでついてくるというような現状で

ございまして、そういった意味からも、こういった行政機関も含めて、いろん

な機能を持った施設が集約されることは非常に町民にとっても非常に利便性の

高い、効率的な環境づくりに資するものだという認識でございますので、先ほ

どの答弁にもございましたけれども、本当に・・・を図ってきっちりやりなさ

いという国の要請もわかるんですけれども、本当に限られた財源のなかでこれ

らをどうスケジュール立てて改築、整備していくかというのがですね、非常に

至難のわざというところもございますので、この辺もぜひ念頭においてさらに

住民にとって利便性の高い公共施設の配置を考えていきたいというふうに思っ

ています。 

 

議長 松澤議員。 

 

９番 

松澤議員 

この公共施設等総合管理計画ができた背景には過去に建設された公共施設等が

これから大量に更新時期を迎える一方で、地方公共団体の財政は本当に依然と

して厳しい状況にあるということと、人口減少等により、今後の公共施設等の

利用需要が変化していく、絶対的に人口が減っていくなかでどのように変化し

ていくのとあわせながらやっていったらいいかということは考えなきゃいけな
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いというための計画だと思っております。先ほども言いましたけども、本庁舎

は町の防災拠点としての役割が大きくて、建て替えの準備をしなくてはいけな

い時期に来ていることは皆さんご承知と思います。財政難、人口減少、高齢者

増加を見据えて、長期的に、本当に長い目で施設の使用状況を、どうかわって

いくかということを含めて計画して、改築に取り組んでいただきたいと思いま

す。行政サービスエリアのまわりに、もしそういうものが、集約、コンパクト

化できたとすればですね、そのまわりに遠いところに住んでる、高いところに

住んでる高齢者の方の居住空間もそのまわりにつくるとか、そういう未来的に

はそういうことが、理想の町になると思います。新しくつくるということから、

賢く使うということを念頭に計画をすることを含め、進めてほしいと思ってお

ります。それでは次に、地域資源活用事業等による観光の振興について伺いま

す。現在平取町において、地域資源を活用し観光客を呼び込む事業として無料

シャトルバスの運行や現地ガイドの養成など、アイヌ施策推進課で実施されて

いますけども、これに対する事業内容について、町内外の認知度がまだまだ低

いと思います。旅行者は、旅行先や宿泊施設の決定について、何を参考にして

いるか、というデータを見ますと、インターネットの活用、ガイドブック、パ

ンフレットの情報、家族、友人の話と続いています。何年か前までは家族、友

人の話というのが１番でした。そして多くの資料を集めて、旅行に行って体験

した人の口コミが 後に一押しとなって、そこに出かけるというふうになって

いるようです。おもてなしの充実など、旅先の印象が重要な要素となっている

ようですが、ガイド養成はこのことを念頭に入れながら取り組んでいるようで

す。無料シャトルバスの運行は、体験した人の口コミによる宣伝効果は本当に

期待できるものでもありますが、人数が増えるということを期待する事業でも

ありますが、現実にはすごく安い２千円から４千円ぐらい、本当に食費等の実

費のみの料金しかいただいてないんですが、１０人、たまに１０人ぐらいとい

うのとか、見ましたら先日チプサンケには３５名となってましたがこれはやっ

ぱり知名度が高いせいなのか、このような人数というのはなかなかないような

感じでびっしりとはいかない、バスの中がびっしりというのはいかないようで

す。今、インターネットによる情報収集は当たり前となってまして、家庭での

活用が顕著となっています。総務省の調査によると、日本人の７９．５％に当

たる約９６５２万人が１３歳から４９歳では９０％の人、インターネットを活

用しておりまして、家庭での利用が１位となってます。２４時間いつでも利用

できることから、観光情報等の入手については、自治体や観光協会、施設等の

ホームページが有効な情報源となっています。それですので、せっかくの事業

ですので、業務委託業者と連携により町のホームページを活用してこの事業を

多くの人に知ってもらうのが有効だと思いますがいかがでしょうか。また、平

取町を知ってもらうため、目からの情報も必要だと思います。他の町を車で通

るとき、例えば黄色いひまわりがびっしり咲いていた、真っ赤なサルビアが長

く長く続いていたなど、印象に残る町があります。義経伝説はあちこちにあり
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ますが、義経神社までの道にずっと看板を立てている町があるそうです。平取

町はトマト、和牛、すずらんのほかにもアイヌ文化、義経伝説等もあります。

例えばですが、地区ごとに地名、アイヌ語地名、アイヌ語の由来説明など、道

路沿いに平取町らしい工夫を凝らした看板を設置してはどうでしょうか。シャ

トルバスは平取町を走る時に自然と共存しているアイヌ神話をお話ししていき

ます。帰り道看板を見ながら各地区の名前の由来を説明する機会にもなると思

いますが、看板には景観にも影響するので、慎重に検討しなければならないこ

とと思います。町民にもアイヌ文化に興味を持ってもらうことにもつながるか

なと思いますが、いかがでしょうか。すみません、二ついっぺんに言ってしま

いました。 

 

議長 アイヌ施策推進課長。 

 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

それではただいまの松澤議員さんのご質問、地域活用事業等による観光の振興

について、お答えをしたいと思います。すでにご存じのとおり、現在、私ども

の課では地域資源を活用した観光客の呼び込み事業といたしまして、主に重要

文化的景観事業にかかわる普及啓発事業として、シャトルバスの運行を行って

いる取り組み、それから、鵡川・沙流川ＷＡＫＵＷＡＫＵ協議会、この事業の

活動事業の中で行って取り組んでいる、シャトルバスの運行、こういったとこ

ろが主な事業としてございます。ただいま議員さんのほうからご指摘ありまし

たように、これらの周知につきましては、現段階では新聞等を通じて募集を行

ってきたと。しかしながら、限定的な区域での応募状況ということがございま

すので、それらについての改善が必要だと、このように考えているところでご

ざいまして、私どもといたしましては、ネットなどの情報の収集というような

ことについても、視点をあてておりまして、今回、今年度からですね、地域資

源を活用したシャトルバスの運行、これについても、平取町観光協会のフェイ

スブック上に運行を載せていただいていたり、ＷＡＫＵＷＡＫＵ協議会のほう

としましては、現在協議中でありますけれども、むかわ町、日高町のホームペ

ージ等にもアクセスができて情報収集できるような、そういうようなシステム

を考えているところでございます。また、びらとり温泉ゆからにおいてもシャ

トルバスの募集チラシの配置についてご協力をいただいておりますし、町内の

観光関連施設などとの連携もしてきています。さらに、先ほど申し上げました

が、このシャトルバスの運行は、札幌市を中心とした道央区の方々を呼び込も

うということでございますので、道新の札幌版のほうにですね募集広告を載せ

て、その成果としては顕著にあらわれてきてるということになってございます。

それからもう１点の観光ガイドの養成、これについても申し述べたいと思いま

すけれども、現在それぞれ先ほど申し上げました事業との関連の中で、ガイド

養成を行ってきております。この方々につきましては当然、その町の地域資源

について十分な理解が得られてないというようなところがございますことか
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ら、地域資源をしっかり見ていただいて、理解をしていただくと、そういうよ

うな初級段階からのガイド育成を行ってきているところでございます。現在３

０名の参加者をいただきながら、地域資源等についての理解を深めるよう育成

を図ってきているところでございます。またご指摘にありました看板等の設置

でございますが、景観に配慮したことも重要だよというお話しにありましたよ

うに、私どもといたしましては、平取町の特色ある看板の設置ということで、

文化的景観、これの理解を深め、活用を図っていくという一環としても取り組

んで行きたいですし、また別の意味でアイヌ語地名の由来を説明する看板、こ

ういったものも例えばツアーの路線上にですね、設置をしていくというような

ことも今後考えていきたいと、そのように考えておりまして、ご指摘のあった

ことをですね十分、お話しとしていただきながら、参考として、実証していき

たいと今考えておりますのでご理解のほどよろしくお願いをしたいと思いま

す。以上でございます。 

 

議長 以上をもちまして、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すべて終了しましたので、日程第５、一般質問を終了しま

す。休憩します。５０分に再開します。 

 

   （休 憩 午後 ２時３９分） 

   （再 開 午後 ２時５１分） 

 

議長 再開します。 

日程第６、議案第１号教育委員の任命についてを議題とします。提案理由の説

明を求めます。町長。 

 

町長 議案第１号教育委員の任命についてご説明申し上げます。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。同意を求める方

は、住所、沙流郡平取町字貫気別２４０番地６、氏名は本間稔浩氏でございま

す。生年月日は昭和３５年３月１０日、５５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けれども、学歴では 終学歴

は昭和５６年３月に北海道拓殖短期大学を卒業してございます。職歴は次のと

おりでありますけれども、多くの公職を歴任されておりますが、特に下から２

段目にあります、平成１９年１１月１０日から現在まで、平取町の教育委員会

委員として、また、教育委員長として平成２２年１０月４日から現在まで活躍

をされてございまして、人格、識見も高く、適任者でございますので、引き続

き同意を求めるものでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

 

議長 説明が終わりました。質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 
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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。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号平取町個人情報保護条例の一部を改正する条例について

を議題とします。提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

総務課長 議案書３ページ、議案第２号平取町個人情報保護条例の一部を改正する条例に

つきまして、お手元にお配りいたしました資料、平取町個人情報保護条例の一

部改正（案）について、をもってご説明いたしますので、資料をご覧ください。

１の改正の理由でありますが、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、以下番号法と申しますが、この法律の施行に伴い

平取町個人情報保護条例の一部を改正しようとするものであります。２の番号

（マイナンバー）法の概要は、次のとおりです。（１）行政の効率化、国民の利

便性向上、公平・公正な社会の実現を目的とするものであります。（２）平成２

８年１月１日から社会保障・税・災害対策の分野で個人番号の利用が始まるこ

ととなっております。（３）平成２７年１０月５日から国民全員に１２桁の個人

番号を記した紙製の個人番号通知カードの送付が開始されます。（４）通知カー

ドに写真等を添付して個人が申請することにより、ＩＣチップ付きの個人番号

カードが発行されるものであります。個人番号カードは（２）で申し上げた行

政手続きの際に本人確認のために使用できるほか身分証明書としても利用可能

となっております。これらはいずれも国の外郭団体である地方公共団体情報シ

ステム機構から送付されることとなっております。（５）といたしまして個人情

報を保護するための対策が図られることとなっております。３、条例改正の内

容（骨子）につきましては、（１）といたしまして、定義の追加として、第２条

４号、並びに第５号で、個人番号マイナンバーを含む個人情報を特定個人情報

とし、特定個人情報を提供した場合の記録のことを情報提供等記録と呼ぶこと

とします。（２）特定個人情報の収集の制限について、第７条の２で、利用目的

の明確化と必要 小限の範囲内での収集を義務づけます。（３）特定個人情報の

利用の制限について、第９条の２で、災害等の緊急時を除き、明確な目的以外

の利用を禁止いたします。（４）特定個人情報の提供の制限について、第９条の

３で、法の定める正当な場合及び災害緊急時を除き、特定個人情報を他に提供

することを禁止します。（５）個人情報の提供先への訂正通知について、第２１

条の２で、個人情報の訂正があったときは、遅滞なく提供先に書面で通知する

こととし、（６）特定個人情報の措置請求について、第２３条の２で、個人情報

が違法に取得された場合、（２）の第７条の２に違反した場合、第９条の２に違
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反した場合及び、法で禁止される特定個人情報ファイルが作成された場合に、

個人は、個人情報の利用停止または消去の措置請求ができること並びに、（４）

の第９条の３に違反した場合は、個人情報の提供の停止請求ができることを規

定をいたします。（７）といたしまして利用停止請求の手続き方法について、第

２３条の３・４・５・６・７で規定するものであります。４の施行期日につい

ては、附則で、（１）第２条以外の規定については、平成２７年１０月５日とし、

（２）第２条の規定については、番号法の附則の施行年月日である平成２９年

１月１日を予定いたしております。以上、平取町個人情報保護条例の一部を改

正する条例につきまして、ご説明いたしましたので、よろしくご審議くださる

ようお願いいたします。 

 

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。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号平取町個人情報保護条例の一部

を改正する条例については原案のとおり可決しました。 

日程第８、議案第３号平取町手数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。総務課長。 

 

総務課長 議案第３号平取町手数料徴収条例の一部を改正する条例につきましてご説明申

し上げますので、議案書の１４ページをお開き願います。提案理由は、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の施行に伴

い、平取町個人情報保護条例の一部を改正する条例でご説明いたしました個人

番号通知カード並びに個人番号カードについて、再発行する際の手数料の額を

定める必要が生じたことによるものであります。変更内容についてご説明いた

しますので、議案書１７ページ平取町手数料徴収条例（第１条関係）新旧対照

表をご覧いただきたいと思います。表の左側、改正案のオに記載のとおり、個

人番号通知カードの再交付１件につき５００円の規定を新たに定めようとする

ものであります。これは、今後、全国の都道府県と市町村から委託を受けた地

方公共団体情報システム機構から全国民に送付される個人番号通知カードを町

民が紛失した場合に、町が再交付を行う際の手数料であります。なお、この金

額は、国の指導によるもので、日高振興局管内各町とも同じ額としております。

また、附則におきまして、この規定は、個人番号通知カードが発送され始める

平成２７年１０月５日から施行しようとするものであります。次に、議案書１

８ページ平取町手数料徴収条例（第２条関係）新旧対照表をご覧ください。こ
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の表の右側、現行のエの住民基本台帳カード１件につき５００円の規定を削り、

左側の改正案のオの個人番号カード再交付１件につき８００円の規定を新たに

加えるものであります。住民基本台帳カードについては、個人番号、マイナン

バー制度の開始に伴い、平成２８年１月１日以降、従前から町が町民の申請に

基づいて発行してまいりました住民基本台帳カードは、その再交付や更新がで

きなくなることにより、当該手数料の規定を削除するものであります。また、

個人番号カードの再交付につきましては、平成２８年１月１日から個人の申請

に基づき地方公共団体情報システム機構が発行する個人番号カードを、町民が

紛失した際に、町が再交付を行う際の手数料であります。なお、この金額は、

国の指導によるもので、日高振興局管内各町とも同じ額としております。なお、

附則におきまして、この規定は、個人番号カードの利用が始まる平成２８年１

月１日から施行しようとするものであります。以上、平取町手数料徴収条例の

一部を改正する条例につきましてご説明申し上げましたので、よろしくご審議

くださいますようお願いいたします。 

 

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号平取町手数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９、議案第４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４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１９ページをお開き願います。

提案理由といたしまして、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約第１条

の一部の文言整理並びに、同組合の構成団体に加入・脱退による異動があるた

め、規約の変更を行う必要が生じたことから、地方自治法第２９０条の規定に

基づき、同組合を構成する町の議会の議決を求めるものであります。変更内容

についてご説明いたしますので、議案書２０ページをお開き願います。同組合

の規約第１条中「併せて、地方公務員等共済組合法第１１章の規定に基づく町

村議会議員共済会に関する事務と相互調整をはかることによって、本制度の健

全なる運営をはかることを目的とする。」の規定を削り、「議員及びその遺族の

生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」を加えようとするもの

であります。これは、平成２３年５月に議員年金制度が廃止されましたことに
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伴い、町村議会議員共済会が廃止されたことによる条文の文言整理であります。

また、構成団体の加入・脱退により、同組合の規約から、「道央地区環境衛生組

合」ほか五つの事務組合を削り、「とかち広域消防事務組合」を加えるものであ

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、総務大臣がこれを許可する日から、施行しようとするも

のであります。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

すようお願いいたします。 

 

議長 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第９、議案第４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１０、議案第５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５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２１ページをお開き願います。提案理由

は、北海道市町村総合事務組合の構成団体について、加入及び脱退による異動

があるため、市町村総合事務組合規約の一部を変更する必要が生じましたこと

から、地方自治法第２９０条の規定に基づき、同組合を構成する町の議会の議

決を求めるものであります。変更内容をご説明いたしますので、議案書２２ペ

ージをお開き願います。これを要約して申し上げますと、同組合規約、別表第

１の組合を構成する団体から道央地区環境衛生組合ほか５つの事務組合を削

り、とかち広域消防事務組合を加え、同組合規約別表第２の１から７、非常勤

の消防団員に係る損害賠償に関する事務を共同する団体に、音更町ほか１７町

村を加え、東十勝消防事務組合ほか４組合を削り、同じく、別表第２の９、非

常勤の職員の公務災害に対する補償に関する事務を共同処理する団体から、道

央地区環境衛生組合ほか５つの事務組合を削り、とかち広域消防事務組合を加

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、総務大臣がこれを許可する日から

施行しようとするものであります。以上、北海道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

すようお願いいたします。 
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議長 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１０、議案第５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、議案書の２３ページをお開き願います。提案

理由は、北海道市町村職員退職手当組合の構成団体について、加入及び脱退に

よる異動があるため、その規約の一部を変更する必要が生じましたことから、

地方自治法第２９０条の規定に基づき、同組合を構成する町の議会の議決を求

めるものであります。変更内容をご説明いたしますので、議案書２４ページを

お開き願います。これを要約して申し上げますと、同組合規約、別表第１、組

合を組織する団体から道央地区環境衛生組合ほか５つの事務組合を削り、とか

ち広域消防事務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項の規定による総務大臣の

許可の日から施行しようとするものであります。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２７年度平取町一般会計補正予算第４号を議題と

します。提案理由の説明を求めます。総務課長。 
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総務課長 議案第７号平成２７年度平取町一般会計補正予算第４号につきましてご説明申

し上げますので、議案書の２５ページをお開き願います。第１条、歳入歳出予

算の補正でありますが、歳入歳出にそれぞれ１億４５１３万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を、それぞれ、５７億７８８４万円にしようとするものであり

ます。第２項におきまして、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」によるとするもの

であります。第２条におきまして、地方債の変更は「第２表 地方債補正」によ

るとするものであります。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、議案書の３３ページ上段をご覧ください。科目は、２款１

項１目一般管理費１１節需用費、金額は、１０２４万８千円、同じく、１２節

役務費１１５万円、同じく１３節委託料１６７７万１千円、同じく、１４節使

用料及び賃借料５５万２千円、同じく備品購入費８１万円、同じく負担金、補

助及び交付金５００万５千円、以上、１目合計３４５３万６千円を追加しよう

とするものであります。１１節需用費１０２４万８千円に関しましては、ふる

さと納税による寄付金収入について、当初予算では年間２００万円と積算して

おりましたが、返礼品の内容の見直しを行うとともに、寄付に関し、インター

ネットのホームページからの直接申込とクレジットカードでの支払いを可能と

するため、寄付していただく方にとっての利便性を向上させることにより、寄

付者の数が大幅に増加することが見込まれることから、本年度における収入合

計を２千万円と見込み、寄付者に対して贈呈する返礼品の購入や配送などの経

費に充てるためのものであります。内訳は、返礼品の購入費用として１千万円。

これは、寄付収入見込み額の５０％とし、寄付金の半額に相当する価格の返礼

品を贈呈しようとするものであります。残りの２４万８千円は、印刷製本費で、

返礼品のカタログと郵便局の振替用紙を印刷するための費用であります。これ

は、ホームページを用いず、従来の申込書と納付書等を使用して寄付を申し込

まれる方に対応するためのものであります。１２節役務費、通信運搬費１１５

万円は、寄付していただいた方に、返礼品を贈呈する送料に充てるためのもの

であります。１３節委託料は、当初予算において、ふるさと納税のインターネ

ット専門サイトふるさとチョイスとの包括委託契約を予定しておりましたが、

他社との比較をしたところ、経費等の面で、大手の運輸会社グループとの契約

をするほうが、より安く、しかも事務負担も軽減されることが判明しましたの

で、当初予算で組んでおりました委託料１１８万円を全額減額するとともに、

社会保障・税番号制度、マイナンバー制度の開始に伴う住民基本台帳システム、

地方税システム、障害者児童福祉国保介護健康管理システム等整備委託料１７

９５万１千円を増額し、その差し引き、１６７７万１千円を計上しております。

１４節使用料及び賃借料５５万２千円は、ふるさと納税の寄付金をクレジット

カードで決済できるようにするためのふるさと寄付金システムの支払い手数料

であります。１８節備品購入費８１万円は、新たに平取町に転入した方のマイ

ナンバーの通知カード並びに個人番号カードに、住所を裏書するための裏書印
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字システム一式を購入するためのものであります。１９節負担金、補助及び交

付金は、本町、貫気別、旭、岩知志の自治会に対するＬＥＤ防犯灯設置事業費

補助金で、事業費４４０万１千円の３分の２にあたる２９３万４千円を町が補

助するほか、通常の自治会総合交付金で防犯灯の電気料金の値上げにより、予

算不足分１６万６千円、合計３１０万円を増額するものと、マイナンバーの通

知カード並びに個人番号カードの発行に伴う経費１９５万円を地方公共団体情

報システム機構に補助するための１９０万５千円、１９節合計で、５００万５

千円です。次に、２款１項５目町有林造成費１５節工事請負費２５０万円で、

内容は、本年３月１０日に発生した風雪害によって倒れた岩知志、振内、豊糠、

芽生、旭地区の町有林９か所、合計１６．７３ヘクタールの倒木除去を内容と

する保育間伐事業を行うものであります。次に、３４ページ上段２款１項９目

企画費１５節工事請負費８９１１万１千円で、これは、ふれあいセンターびら

とりの屋上に設置する計画の太陽光発電設備設置事業に対して、今般、環境省

から補助の採択を受けたことにより、当初、平成２８年度において計画をして

おりました設置工事を本年度において、前倒して実施しようとするものであり

ます。続いて、３款１項１目社会福祉総務費２３節償還金、利子及び割引料、

金額は、３１１万９千円であります。内容は、平成２６年度障害者自立支援給

付費道補助金について、既に概算交付を受けている補助金が、対象の方のうち

４名について、転出・死亡などにより不用額が生じたため、今回精算により返

還するものであります。次に、３５ページ上段の３款１項１０目福祉施設費１

９節負担金、補助及び交付金、金額は１５００万円であります。これは、平成

元年４月に開設され、既に２６年が経過する平取かつら園の建物が老朽化して

雨漏りが発生し、屋上の防水改修が必要となっているため、日本財団の補助金

の決定を待って工事を実施する予定としておりましたが、今年度においても補

助が採択されなかったことから、施設の運営上、限界が来ている現状を考慮し、

本年度平取かつら園が屋上改修を行うための事業費３千万円の２分の１にあた

る１５００万円を町が補助しようとするものであります。続いて、５款１項４

目畜産業費１３節委託料で、金額は８６万４千円であります。町は、今後、芽

生の町営牧野の牛舎の改修を計画していますが、現在水飲み場に引き込んでい

る河川からの水量が不足しているため、貯水タンクの設置を検討しており、渇

水期に貯水するだけの河川流量があるかどうかを本年度調査する費用に充てる

ものであります。次に、３６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３７０万円の減額と、同じく１５節工事請負費３７０万円の増額

で、３目における予算の節の振り替えであります。これは、本年度当初予算で

荷菜大橋の橋脚２基に関する橋梁長寿命化補修実施設計を行う予定でありまし

たが、社会資本整備交付金の要望額に対し、８５％の配分となりましたため、

これを１基に、一つに変更することなどによって、委託料３７０万円を減額す

るものであります。一方、豊糠、岩内橋について当初予定していた地覆と高欄

の取替え工事が、資材や労務単価の高騰により、費用がかさみ、実施できない
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見通しとなったことから、道に予算の増額を要望したところ、追加配分が認め

られたことにより、工事請負費を３７０万円増額して、当該工事を実施するも

のであります。歳出は、以上です。一方、歳入につきましては、２９ページ上

段をご覧いただきたいと思います。科目は１４款２項１目総務費国庫補助金３

節総務管理費補助金で、金額は１５７３万１千円であります。これは、先ほど

歳出の説明で申し上げました３３ページの社会保障・税番号、マイナンバーシ

ステム整備事業に関するものでありまして、実質的に国からの全額補助によっ

て実施するものであります。地方税システムと障害者児童福祉国保介護健康管

理システムは補助率が３分の２でありますが、残り３分の１の町負担分は交付

税措置がなされるもので、結果的に町の持ち出しは無いものであります。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７万７千円の減額であ

ります。歳出の３６ページで申し上げました橋梁整備に関する予算の振り替え

に伴って、荷菜大橋の設計委託料に関する国からの橋梁長寿命化補修事業交付

金２６６万７千円を減額し、一方、岩内橋の工事に関する交付金２５９万円を

増額してその差し引き、７万７千円を減額しようとするものであります。次に

３０ページ上段であります。１７款１項１目寄附金１節寄附金で、金額は１８

００万円であります。これは、歳出の３３ページで説明いたしましたふるさと

納税について、寄附金額の歳入見込みを年度当初予算の２００万円に今回１８

００万円増額して、合計で２千万円にしようとするものであります。続いて、

１８款１項２目沙流川ダム地域振興基金繰入金、１節沙流川ダム地域振興基金

繰入金で、金額は３００万円の減額であります。これは、歳出３４ページのふ

れあいセンター太陽光発電設備設置工事の調査設計及び実施設計の委託料８３

５万円について、当初予算ではそのうち６００万円を沙流川ダム地域振興基金

から取り崩して充当する旨、計上しておりましたが、今般、一般財団法人環境

イノベーション情報機構の助成が決まり、設計費の助成が増えたことにより、

当初、財源として計上しておりました沙流川ダム基金からの取り崩しを６００

万円から３００万円に減額しようとするものであります。次に、３１ページ上

段をご覧ください。１９款１項１目繰越金１節繰越金、金額は、３０２万３千

円であります。これは、今回の補正に関して対象となる国や道の補助金や交付

金や起債など、可能な特定財源を充当した上で、なお不足する財源につきまし

て、平成２６年度一般会計繰越金から求めようとするものであります。次に２

０款５項１目雑入２節雑入で、金額は、９５２５万円８千円であります。内訳

は、歳出の３４ページ上段でご説明いたしましたふれあいセンター太陽光発電

設備設置工事費に関し、一般社団法人 新エネルギー導入促進協議会からの独

立型再生可能エネルギー発電システム等対策費補助金２３５万円を減額して、

一般財団法人環境イノベーション情報機構から二酸化炭素排出抑制対策事業費

等補助金８７４４万２千円を増額すること並びに、歳出の３３ページ下段でご

説明いたしました町有林保育間伐事業に関し、風雪害により倒木したことによ

り下りる森林保険金１０１６万６千円であります。次に、３２ページ上段をご
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覧ください。科目は、２１款１項６目臨時財政対策債１節臨時財政対策債、金

額は、１６１９万５千円であります。これは２７年度普通交付税の算定の結果、

元利償還額の１００％が交付税に算入される臨時財政対策債の発行上限額が確

定したため、当初予算との差額を今回増額補正するものであります。以上、平

成２７年度平取町一般会計補正予算第４号につきまして、ご説明申し上げまし

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。１１番千葉議

員。 

 

１１番 

千葉議員 

１１番千葉です。３３ページ、歳出の２款１項１目の中で、ふるさと寄付金の

項目、委託料の関係でございますけども、委託料の関係で違ったメニューがあ

ったということで、そちらのほうが非常に安上がりだということで、返還した

というかたちになってくるようでございますけども、このふるさとの納税とい

うか寄付金ですよね。このこと、今回ネット上にも入れて、そして相対的にこ

のふるさと寄付金が増えてくる予測ということでございますけども、今後もで

すね、こういったかたちで展開の方法を工夫しながらいくということで、まだ

まだ先の増額を見込めるような状況なのか、その辺の手腕というかテクニック

があるんであれば、この場でございますのでお聞かせいただきたいと思います。

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 ご質問のふるさと納税寄付金でありますが、ご案内のとおり各町とも今、イン

ターネットやホームページを使用いたしまして、ふるさと納税の募集をいたし

ております。私ども平取町は、この９月にアップして、しかもクレジットカー

ドの支払いができるようにしたのが、この９月であります。今後、１２月に向

けて、一番年度がわりのときが税の切りかえでありますので１２月に向けてど

こまで増えるかということでありますが、今回補正させていただきました２千

万円を目標にして初年度でありますので、努力させていただく。もし仮に、そ

れに以上寄付をいただけるということであれば、またそのときに補正をさせて

いただく。今申し上げました２千万円を目途に頑張らせていただきたいという

ふうに考えております。以上です。 

 

議長 ６番高山議員。 

 

６番 

高山議員 

高山です。歳出の３４ページの、企画費の中で、ふれあいセンターの太陽光設

置の工事の事業費が出ておりますけれども、参考までにこれどれぐらいの発電

量でふれあいセンターの１年間にどれぐらいの割合の電気量を提供できるの

か、お伺いをしたいと思います。 
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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、グリーンニューディールということで環境省の非

常に効率の良い補助金が充当できるというような機会がございましたので、申

請をさせていただいたところ内示がきたということで、今回補正させていただ

いたというところでございます。それでですね、ふれあいセンター全体でどの

ぐらい賄えるのかというようなご質問ですけれども、現在ふれあいセンターの

年間の電力使用量は２３万４０９８キロワットアワーということでございまし

て、今太陽光パネルとしては１８キロワットアワーの出力のものを設置すると

いうことでございまして、この年間の発電量目安が１万８５６６キロワットア

ワーということで、全体からみますと７．９％程度を賄えるというようなこと

で、金額にしますとだいたい４０万円ぐらいの電気費用を節減できるというこ

とになってますけれども、この施設につきましては平成１９年度の新エネルギ

ービジョンにも位置付けた事業ということで、年次計画でずっと計画をしてき

たものでございまして、計画通り進めるということになっておりまして、さら

に蓄電池も今回防災拠点施設整備ということで、蓄電池は３０キロワットアワ

ーを蓄電できる施設を整備するということで、それに加えて３０キロワットに

対応する電灯もＬＥＤ化するというような事業にもなってございます。何かの

ときに大体３日間、その電気が確保できるというような、蓄電をするというこ

とで今回整備をさせていただくということになっております。 

 

議長 ５番藤澤議員。 

 

５番 

藤澤議員 

５番藤澤。先ほどの千葉議員の質問の関連なるかと思うんですが、ふるさと納

税の商品として黒豚、和牛、トマト製品ですか、加工品ですかという品目にな

るわけですが、例えば和牛については、ＪＡびらとりとびらとりミートが商品

を出して発送するということですが、これは、町側がだいたいお互いこう半分

ずついくようなとそういうことでなくて、両者の企業努力でどちらが多く売っ

ても構わないと、いわゆる自由なかたちで販売といいますか発送ということで

よろしいですね。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 お答えいたします。インターネットのホームページの中で、メニューがありま

して、寄付していただく方が何がいいか自由に選択していただくことになって

います。それの結果、びらとりミートかあるいは農協さんのものになるわけで

ございます。それを発送するということですので、あくまでも寄付者の、寄付

していただく方の選択ということであります。以上です。 
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議長 ７番井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

７番井澤です。３３ページの１９節平取町自治体総合交付金のところ３１０万

円のところですけども、これについては、街灯のＬＥＤ化のことに関する費用

で、町の負担３分の２、各自治会の負担３分の１ということの今回、要望があ

って補正予算に計上していただいたわけですけども、昨年１１月そして今年４

月と北電電気料が上がってですね、各自治体ですでにＬＥＤ化を済ましてるよ

うな自治会はいいんですけども、そうじゃないところから今要望があがってき

たんですが、手元資金の３分の１の財源がなければ町の３分の２の助成も受け

られないと。２０ワットタイプのＬＥＤで約その機器工事費を含めて、５万円

を超す金額ということが大体の数字だと思いますけども、今回はこういう補正

で今年度分でしていただきましたけども、北電にむだな電気代を払わないため

にも、各自治体でまだどの程度ＬＥＤ化が残っているのか、希望があるのか、

その辺のことで、次年度、平成２８年度予算のところで、その辺のところを酌

み取っていただくようなことを考えていただければと思うんですが、いかがで

しょうか。 

 

議長 町民課長。 

 

町民課長 このＬＥＤの整備事業につきましては、ただいま議員ご指摘の通りですね、今

回、北電の再々値上げにより、自治会の会計を圧迫して、電気代を支払うと事

業ができなくなるということで再度要望を取りまとめたところ、４自治会から

７５基分、事業費で４４０万１千円の３分の２が町負担でございますので２９

３万４千円を追加しようとするものでございます。ＬＥＤの事業につきまして

は毎年秋に次年度の要望を取りまとめておりますので、その中で検討させてい

ただきたいと考えているところです。なお要望を取りまとめたときにあと各自

治会さんにどのぐらい残っているのかというものを調査しておりますけれど

も、全町であと約５８０基ほど今回の補正を除いてですね、５８０基ほど残っ

ているということでございます。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

５８０基というと大変な総額の金額になると思いますけども、この辺のことに

ついて、各自治会、人口減のなかで大変、その３分の１の負担金ができなくて

今回も数基の要望しか出せなかったというのを聞いておりますけれども、何か

自治体に貸付金とか、いうような方法をもってですね、できないかについては

いかがでしょうか。 
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議長 町民課長。 

 

町民課長 このＬＥＤ化の整備事業についてはもう始まって数年が経過しておりまして各

自治会さんには３分の１についてはお願いしておりますので、第６次の総合計

画の中でも年次計画で計画しておりますけども、３分の１については、自治会

さんのほうで負担していただきたいと考えております。 

 

議長 ほかございませんか。質疑を終了いたします。次に討論を行います。反対討論

はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１２、議案第７号平成２７年度平取町一般会計

補正予算第４号は原案のとおり可決しました。 

日程第１３、議案第８号平成２７年度平取町国民健康保険特別会計補正予算第

１号を議題とします。提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

町民課長 議案第８号平成２７年度平取町国民健康保険特別会計補正予算第１号について

提案理由をご説明いたします。議案書の３８ページをお開き願います。第１条

は歳入歳出予算の総額にそれぞれ１８３万１千円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ８億８９５７万１千円にし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からご説明いたしますので、４２ページをお開き願いま

す。１１款１項２目償還金２３節償還金利子及び割引料１８３万１千円の追加

でございます。退職者医療交付金につきましては、退職被保険者の療養給付費

等にかかる費用から、保険税を控除したものが、社会保険診療報酬支払基金か

ら交付されるものでございますが、平成２６年度分につきましては、３０３１

万９千円の概算交付を受けておりましたが、実績精査の結果、交付金の確定額

が２８４８万７７２２円となったことから、１８３万１２７８円の交付超過額

が生じたため返還するものでございます。次に歳入についてご説明いたします

ので４１ページをお開き願います。１０款１項１目１節繰越金に１８３万１千

円を追加し、１１８３万１千円にしようとするものでございます。これは歳出

でご説明いたしました平成２６年度退職者医療交付金返還金の財源を繰越金に

求めるものでございます。以上、議案第８号平成２７年度平取町国民健康保険

特別会計補正予算第１号についてご説明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） 
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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。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８号平成２７年度平取町国民健康

保険特別会計補正予算第１号は原案のとおり可決しました。 

日程第１４、議案第９号平成２７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 

議案第９号平成２７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。４３ページをお開き願います。歳入歳出の補正第１条でござい

ます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０４９万３千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、４億６８５９万３千円とする。２項、

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算額は「第１表 歳入歳出予算補正」によるものといたします。歳出から

ご説明いたします。４７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２６年度介護保険給付費及び地域支援事業がすで

に概算交付されております。それで確定に伴いまして、介護給付費負担金及び

国庫負担金、道負担金、計９０６万７千円を返還するものでございます。内訳

といたしまして、介護給付費が３６２万６千円、支払交付金が３７５万１千円、

システム改修費１６９万のあわせて９０６万７千円ということになります。ま

た、地域支援事業の補助金、これは介護予防包括支援事業ほかでございますが、

国、道の負担分、１４２万６千円ということになります。以上、１０４９万３

千円の交付決定額により返還が生じたため補正するものでございます。次に、

歳入についてご説明いたします。４６ページにお戻りください。８款１項１目

１節繰越金でございます。歳出の１０４９万３千円を補正するものであり、償

還金の財源を前年度繰越金に求めるものでございます。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。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１４、議案第９号平成２７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。 
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日程第１５、発議第１号平取町議会会議規則の一部を改正する規則についてを

議題とします。提案理由の説明を求めます。８番四戸議員。 

 

８番 

四戸議員 

８番四戸です。それでは発議第１号平取町議会会議規則の一部を改正する規則

について、提案理由を説明申し上げます。改正の概要についてでございますが、

議会における欠席の届出の取り扱いに関して社会情勢などを勘案し、議員本人

が出産の場合の欠席届について規定するものであり、標準町村議会会議規則の

改正に伴い、平取町議会会議規則の改正を行なおうとするものでございます。

この改正内容についてご説明申し上げますので 後のページの新旧対照表をご

覧ください。第２条（欠席の届出）に次の項目を加えようとするものです。議

員が出産のために出席できないときは、日数を定めてあらかじめ議長に欠席届

を提出することができる。附則といたしまして、この条例は平成２７年１０月

１日から施行するものであります。以上で説明を終わらせていただきますので

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長 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１５、発議第１号平取町議会会議規則の一部を

改正する規則は、原案のとおり可決しました。 

日程第１６、認定第１号平成２６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１７、認定第２号平成２６年度平取町各会計決算認定についてを一括議

題とします。監査委員からの意見書並びに決算書はお手元に配布したとおりで

あります。 

お諮りします。平成２６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２６年度平取町各会計決算認定については、決算審査特別委員会を設置し、

これに付託して審議をしたいと思います。ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、認定第１号及び認定第２号については決算審査

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、議会運営基準１１１、先例１により監査委員を

除く全議員としております。このことから、監査委員を除く１１名の議員を決

算審査特別委員会委員に指名します。以上のとおり指名することにご異議ござ

いませんか。 
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（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、決算審査特別委員会の委員は、議長が指名した

とおり決定いたしました。また、この決算審査を行うため、本議会は地方自治

法第９８条第１項の権限を決算審査特別委員会に委任することを決議したいと

思いますがご異議ありませんか。 

（意義なしの声） 

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。直ちに正

副議長室において、決算審査特別委員会の開催を求めます。監査委員除いて全

員です。３時５分再開します。 

 

   （休 憩 午後 ３時５５分） 

   （再 開 午後 ４時 ３分） 

 

議長 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

長の互選が行われまして、その結果について報告をいたします。決算審査特別

委員会委員長には９番松澤議員、副委員長には１１番千葉議員、以上のとおり

互選された旨報告がありました。よろしくお願いをいたします。 

日程第第１８、報告第１号平成２６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。総務課長。 

 

総務課長 報告第１号平成２６年度財政健全化判断比率及び資金不足比率についてご説明

いたしますので、４８ページをご覧願います。この比率は、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するものであります。４９ページをお開

きください。平成２６年度決算においては、健全化判断比率の表の上段に実質

公債費比率だけに数値が記入されています。なお、下段の括弧書きは、これ以

上の数値になってはならないという基準となる数値であります。今回初めてご

説明申し上げる議員もいらっしゃいますので昨年度ご説明いたしました同じよ

うな様式でありますが財政健全化判断比率に関しては本日お配りしております

平取町の財政健全化判断比率【平成２６年度】というカラー刷りの説明資料を

もって説明させていただきたいと思います。はじめに、健全化判断比率とは何

かについて記載いたしております。これは法の規定に基づいて公表する自治体

財政の健全化の度合いを示す指標であり、①実質赤字比率、②連結実質赤字比

率、③実質公債費比率、④将来負担比率の４つの指標があり、この数値が大き

いほど財政状況は悪いとされ、４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、さらに悪化が進み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言わばレッドカード状態となります。それでは、

指標ごとに説明申し上げます。資料右側上の①の実質赤字比率でありますが、
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これは外形的には黒字であっても、翌年度収入をその年度に繰上げしたり、歳

入不足のため支払いを翌年度までに繰り延べるなどした場合、実質的には赤字

となる状態を実質赤字と申します。実質赤字比率は、一般会計における実質赤

字が財政規模に対して、どのくらいの割合になっているかを示す指標でありま

すが、平取町の実質赤字比率は２６年度において、０％となっています。その

下、②の連結実質赤字比率は、一般会計のほか、国民健康保険会計や簡易水道

会計などの特別会計すべての会計の収支を合算し、連結した結果、実質赤字が

生じている状態が連結実質赤字で、財政規模に対するこの赤字の割合が連結実

質赤字比率であります。平取町の場合、２６年度において赤字の会計はなく、

比率は０％となり、①②双方とも、現状においては健全段階にあるといえます。

資料の裏のページをご覧ください。左側の上③の実質公債費比率であります。

実質公債費とは一般会計における起債だけでなく、簡易水道会計など特別会計

が起こした起債に対する一般会計の負担などを含めた実質的な起債償還費のこ

とであります。この実質公債費が財政規模に対してどのくらいの割合になって

いるかを示すのが実質公債費比率であり、過去３か年の平均により、算出し、

国に報告することとなっております。この数値が、イエローカード状態となる

２５％以上になりますと、単独事業に係る地方債が制限され、レッドカード状

態となる３５％以上になれば、さらに一部の一般公共事業債についても制限さ

れることとなります。２６年度単年度の平取町の実質公債費比率は、６.８％で

あります。２４年から２６年の３か年の平均比率で計算する国への報告数値は、

７.５％となっており、実質公債費比率においても、現在は健全段階にあるとい

えます。次に④の将来負担比率でありますが、平取町には将来へのさまざまな

財政的な負担が予定されている一方、将来に備えての基金や、町の起債の償還

に関しては、普通交付税基準財政需要額に算入されるものもあります。これら

将来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、

どれぐらいの割合になっているかを示すものが将来負担比率であります。これ

が３５０％を超えますとイエローカード状態となり、財政健全化計画の策定を

義務付けられることとなります。平取町の将来負担比率は、前年度報告に続き

０％で、現在においては、健全な状況にあるといえます。この主な要因として

は町の起債残高の減少、基金の規模が維持されていることがあげられます。財

政健全化判断比率に関する説明は、以上です。続いて資金不足比率について説

明いたします。議案の４９ページにお戻り願います。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、この比率が経営健全化基準２０％

以上となった場合は、経営健全化計画を策定しなければなりません。平取町が

公開しなければならない会計は、国保病院特別会計と簡易水道会計であります。

平成２４年度において、病院会計に不足が生じておりましたが、２５年度以降、

これが解消され不足が生じなくなったことから、双方の会計とも資金不足比率

は生じておりません。以上、報告第１号平成２６年度財政健全化判断比率及び
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資金不足比率についての説明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１８、報告第１号平成２６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了します。 

日程第１９、報告第２号、 

日程第２０、報告第３号、 

日程第２１、報告第４号、 

日程第２２、報告第５号、以上４件を一括して議題といたします。常任委員会

委員長からの審査報告についてはお手元の議案のとおりであります。これから

質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。 

日程第１９、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することに賛成の方は挙手願います。

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１９、報告２号については報告どおり採択と決

定しました。 

日程第２０、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２０、報告第３号については、報告どおり採択

と決定しました。 

日程第２１、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２１、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２２、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２２、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２３、意見書案第６号森林・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番四戸議員。 



- 79 - 

 

８番 

四戸議員 

８番四戸です。意見書案の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２３、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２３、意見書案第６号については原案のとおり

可決しました。 

日程第２４、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ありま

せんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、日程第２４、承認第１号については別紙のとお

り関係議員を公務出張派遣することに、決定しました。休憩します。これより

議長室において議会運営委員会の開催をお願いいたします。 

 

   （休 憩 午後 ４時１５分） 

   （再 開 午後 ４時２０分） 

 

議長 それでは、再開をいたします。 

お諮りします。意見書案第７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７号を日程に追加し、追加日程第１

として議題とすることに決定しました。 

追加日程第１、意見書案第７号について提出議員からの説明を求めます。１０

番貝澤議員。 

 

１０番 

貝澤議員 

第１０番貝澤です。意見書案の朗読をもって説明に代えさせていただきます。

（意見書案朗読） 
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議長 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する方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、追加日程第１、意見書案第７号について原案のとおり

可決しました。 

お諮りします。意見書案第８号、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

異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、意見書案第８号を日程に追加し、追加日程第２

として議題とすることに決定しました。 

追加日程第２、意見書案第８号について提出議員からの説明を求めます。１０

番貝澤議員。 

 

１０番 

貝澤議員 

１０番貝澤です。同じく意見書案の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質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本意見書案について、原案の

とおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、追加日程第２、意見書案第８号について、原案のとお

り可決しました。 

お諮りします。意見書案第９号２０１６年度国家予算編成における教育予算確

保・拡充に向けた意見書案の提出についてを日程に追加し、追加日程第３とし

て議題としたいと思います。ご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、意見書案第９号を日程に追加し、追加日程第３

として議題とすることに決定しました。 

追加日程第３、意見書案第９号について提出議員からの説明を求めます。１０
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番貝澤議員。 

 

１０番 

貝澤議員 

１０番貝澤です。同じく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、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本意見書案について、原案の

とおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、追加日程第３、意見書案第９号について原案のとおり

可決しました。 

お諮りします。意見書案第１０号北海道 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

異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、意見書案第１０号を日程に追加し、追加日程第

４として議題とすることに決定しました。 

追加日程第４、意見書案第１０号について提出議員からの説明を求めます。９

番松澤議員。 

 

９番 

松澤議員 

意見書案の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質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本意見書案について原案のと

おり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、追加日程第４、意見書案第１０号について原案のとお

り可決しました。 

お諮りします。承認第２号閉会中の継続審査の申し出についてを日程に追加し、

追加日程第５として議題としたいと思います。ご異議ございませんか。 

（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５とし
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て議題とすることに決定しました。 

追加日程第５、承認第２号、閉会中の継続審査の申し出についてを議題としま

す。議会運営委員会委員長、各常任委員会委員長及び各特別委員会委員長から、

それぞれの委員会において所管事務調査等について、閉会中に継続審査及び調

査を実施したい旨申し出がありました。申出書はお手元に配布したとおりであ

ります。 

お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中に継続審査及び調査等

を実施することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、各委員長からの申し出のとおり、閉会中に継続

審査及び調査等を実施することに決定しました。 

本定例会に付された事件の審議状況を報告します。議案９件で原案可決８件、

同意１件。発議１件で原案可決１件。認定２件で特別委員会付託２件。報告５

件で採択４件、報告１件。意見書案５件で原案可決５件。承認２件で決定２件。

お諮りします。本定例会の会議に付された事件はすべて終了いたしました。従

って、会議規則第６条の規定により、本日で閉会したいと思いますがご異議ご

ざいませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、本定例会は本日で閉会することに決定しました。

平成２７年第６回平取町議会定例会を閉会します。どうもご苦労さんでござい

ました。 

 

  

（閉 会 午後 ４時４５分）
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 平成２７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２７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

は成立します。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第

１２２条の規定によって、１１番千葉議員と１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、１２月８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番四戸議員。 

 

８番 

四戸議員 

８番四戸です。本日召集されました第８回町議会定例会の議会運営等につきま

しては、１２月８日開催されました議会運営委員会におきまして協議し、会期

については１２月１５日から明日１２月１６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、議長よりお諮りをお願いいたします。 

 

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１６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までの２日間と決定をいた

しました。 

日程第３、諸般の報告を行います。監査委員からの平成２７年１０月分の出納

検査の結果報告、また、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。教育行政報告について。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を申し

上げます。１点目、平成２７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２１日に実施されました全国学力・学習状況調査にかかわりま

す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。本年度

における学力・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、並びに本年度は３年ぶりとなり

ます理科を加えた３教科について、主として知識に関する問題と、主として活

用に関する問題が一体的に出題され調査が行われたところであります。都道府

県単位での平均正答率の結果にありましては、８月に公表がされ、その結果と
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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、

理科の各科目平均正答率と全国との差は小学校国語Ａでマイナス１．９ポイン

トとなりました。同じく小学校国語Ｂでマイナス２．４ポイントとなり、小学

校算数Ａではマイナス２．９ポイント、算数Ｂではマイナス２．５ポイントと

なりました。また小学校理科にありましてはマイナス１．５ポイントとなって

います。中学校国語Ａでは、全国と同ポイントとなり、中学校国語Ｂではマイ

ナス０．１ポイントとなっています。同じく中学校数学Ａではマイナス１．４

ポイント、数学Ｂではマイナス１．９ポイントとなっています。同じく、中学

校理科につきましては０．３ポイント上回る結果となりました。このことにお

いて、都道府県別５科目平均正答率で北海道は中学生が３０位、小学生が 下

位となりましたが、中学校理科にありましては、全科目を通じて初めて全国平

均を上回った結果となったところであります。総じて申し上げれば北海道の状

況にありましては、全国の平均正答率の差が小中学校あわせて１０科目中、５

教科で縮まり、昨年度に引き続き、改善の傾向が見られるものの、いまだ多く

の教科で全国平均を下回り、そのうち３教科では全国との差が広がっているも

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、すべての教科において全道平

均を下回った結果となりました。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、国語Ａでは

低い、国語Ｂではやや低い、算数Ａでは同様、算数Ｂでは高い結果となってい

ます。また同じく小学校理科ではやや高いものとなりました。また全道との比

較にありましては、国語Ａではやや低い、国語Ｂでは同様、算数Ａではほぼ同

様、算数Ｂでは相当高い結果となっています。また同じく小学校理科ではやや

高いものとなりました。中学校にありましては全国との比較において、国語Ａ、

数学Ａ及びＢがやや低い、国語Ｂでほぼ同様となり、理科にありましては同様

という結果となったところであります。日高管内全体との比較にありましては、

小学校において、すべての科目で管内平均を上回り、特に算数Ｂ及び理科にあ

りましては、相当高い結果となり、国語Ｂ、そして算数Ａにありましても高い

結果となったところであります。中学校におきましては、国語Ａを除く４科目

で管内平均は上回ったものの、上位区分でのほぼ同様という結果となったとこ

ろであります。平成２７年度における調査結果につきましては、以上ご説明申

し上げたとおりとなりますが、平取町の対前年度との平均正答率の比較にあり

ましては、小学校中学校ともに、一部の科目を除き下回るものとなりましたけ

れども、特に活用に関する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低い状況にあることから、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、

推進を図ってまいる所存であります。続きまして２点目の平成２８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
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月１４日となりますが、平成２８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５１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７名、平取小学

校２５名、二風谷小学校６名、貫気別小学校３名、振内小学校が１０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

者と就学にあたっての相談等を行うとともに、また今月８日に開催をいたしま

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ります報告とさせていただきま

す。 

 

議長 以上で行政報告を終了します。 

日程第５、一般質問を行います。各議員からの質問事項はお手元に配布したと

おりであります。この順序により指名します。９番松澤議員を指名します。９

番松澤議員。 

 

９番 

松澤議員 

９番松澤です。先に通告してあります乳幼児予防接種について質問いたします。

現在、北海道において乳幼児の予防接種は定期予防接種６種類、任意は８種類

ほどと回数が多いですが、来年度からは、定期予防接種に日本脳炎が追加され、

それ以降も任意接種から定期接種への移行により、さらに、予防接種の種類、

回数が増えてくると予想されます。しかも、予防接種の種類によっては、早期

に接種しなければならないものや何週間か間をあけて複数回受けなければなら

ないものもあり、子どものためとはいえ、親の負担は大きいと思います。平取

町は同時接種を行っておりませんが、日本小児科学会の予防接種の同時接種の

考え方の中で、ワクチンの同時接種は必要な医療行為であるとの見解を示して

おり、利点として、各ワクチンの接種率が向上する、子どもたちがワクチンで

予防される疾患から早期に守られる、保護者の経済的、時間的負担が軽減する、

医療者の時間的負担が軽減するとあげております。同時接種は必要な免疫をで

きるだけ早くつけて子どもを守るだけでなく、保護者の通院回数を減らすこと

ができます。成人一人の外出とちがって乳幼児を連れての外出はその準備から

して大変です。ワクチン接種の目的で、２歳までに医療機関を訪れる回数はす

べて単独接種にしますと、公費、定期ですね、１７回、任意の、私費で行く場

合、１３回、これ全部行くとするとなんですけども、計３０回ほどになります。

同時接種にしますとそれが１０回程度で済むものとなっております。同時接種

であれば、医療機関を訪れるのに必要な外出の回数が減り、外出によって受け

る感染の機会も減ります。予防接種を受ける曜日は平日です。現在働く女性が
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多いなか、少しでも保護者の負担を軽く、受けやすくするために、同時接種は

必要と考えます。先ほどから負担という言葉を使っておりますけども、実際自

分が子どもを連れて行くときに負担だなと思いながら行ったわけではございま

せんけども、そのころに比べますと確かに、種類、回数、本当に増えており、

大変さがうかがえると思います。保護者の中には、同時接種に対して、当然不

安を抱いてる方もいらっしゃると思いますので、平取町でどちらをするかとい

うことで、親が選択できるという方法で、平取町で同時接種を行うことができ

ないか伺います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

それではご質問にお答えいたします。まず、日本の乳幼児が１歳前後に接種す

る主な定期予防接種ワクチンは６種類ございます。４種混合、風疹、麻疹、い

わゆるＭＲ、ＢＣＧ、ヒブ、小児肺炎球菌、水痘の６種類ということになりま

す。何回か接種するワクチンもあり、接種回数は先ほどお話にありました１５

回以上にもなるということになります。ワクチンを接種する場合は、原則とし

て小児肺炎球菌、ヒブ、４種混合の不活化ワクチンにつきましては、１週間、

６日以上、ＢＣＧ、ＭＲ、水痘の生ワクチンの種類については４週間、２７日

以上の間隔をおくことになっております。現在、平取町では国保病院において、

おおむね隔週になりますが、月、火、木の週３回、単独で実施している状況で

ございます。予防接種の同時接種につきましては、今松澤議員の質問の中にも

ありましたが、日本小児科学会の予防接種の同時接種に関する考え方に示され

ておりますが、同時接種は認めておりますが、あくまでも医師の判断で行って

いるという認識でございます。厚生労働省からの同時接種の基準が明確に示さ

れてない現状のなかで、同時接種を行った場合、万一、副反応が起きた場合に

その原因の特定がはっきりできないこともあり、ひとつのワクチンを接種した

場合は、それぞれの次のワクチンの接種までの間隔の基準があることから、今

後、厚生労働省が同時接種を行うべきと判断が示されるのであれば、同時接種

の実施が可能との医師からの見解をいただいております。以上のことから、予

防接種は現状と同じ、単独接種で実施してまいりたいと考えておりますので、

ご理解願いたいと思います。 

 

議長 ９番松澤議員。 

 

９番 

松澤議員 

たしかに私も厚労省のホームページを見てましたけどもの同時接種に対する質

問とかに関しましては、だめということは一言もなく、必ず医師が特に必要と

認めた場合は同時接種可能ですということにとどまっておりました。日本小児

科学会が出している見解ですので、小児科医のいない平取町では慎重にならざ

るを得ないということも私も理解はできます。小児科を持っている病院がほと
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んどのところ、私が昨日調べたかぎりでは、同時接種を結構進めている内容の

ほうになっておりました。それで、理解はできますので、それではですね、現

在の平取町の予防接種の流れとしましては、新生児訪問をしまして、その時に

定期接種の予約票をわたし、そのとき１回目の予約をとってきてその後病院で

予防接種を打ったとき、次回の予約をとってくると。要するに母子手帳を確認

しながら、何を受けたか、この次何を受けたらいいか、どのくらいあけたらい

いかということ、それを見ながらの次の予防接種の日程を予約をとったりして

いるっていうことなんですけども、結局、間隔があいたときなどはやっぱり今

は次の接種がわからなくなってくれば、接種履歴を確認して予約を取るという

保健福祉課のほうで、かなり把握しながら、一生懸命やっていってくれてるよ

うな、現在では平取町でそういうふうになっていると思います。それはとても

安心できる方法であると思うんですけども、それであれば母子手帳に記載され

ているということがきちっとしておればですね、基本いつどの予防接種受けた

かという確認ができるっていうことになりますので、ほかの推奨してます市町

村の病院で、特に総合病院では進んでやっているようなんですけども、同時接

種は行われているところで償還払等の方法で、町外の同時接種を行っている病

院でも平取町民が受けられるようなことにはできないか、ちょっと伺います。

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。基本的には、予防接種につきましてはですね、特別な事情

がない限り、町内の医療機関で実施を考えております。定期予防接種の回数で

は、現状の体制で十分行えるという考えでおります。ただ、来年より日本脳炎

のワクチンがふえることになり、接種期間及び間隔が限られてるなか、風邪な

どによる接種ができない場合もございます。それによって、日程的に非常に厳

しくなろうかと思いますが、子どもたちをこれらのワクチンで予防できる病気

から確実に守るためには必要なワクチンを適切な時期に適切な回数で接種する

ことが大変重要ということにはなってこようかなと思います。これらの状況を

踏まえまして、病院の体制もございますが、接種日数をふやすか、また同時接

種による保護者の負担軽減などにより町外の接種も含めて十分検討してまいり

たいと考えておりますので、ご理解願いたいと思います。 

 

議長 よろしいですか。それでは、松澤議員の質問を終了いたします。続きまして、

６番高山議員を指名します。６番高山議員。 

 

６番 

高山議員 

６番高山です。私は、先に通告しております職員の体調管理、そして障害者雇

用、そして職員の採用について３点を通告しておりますけれども、その３点に

ついて、これから一般質問させていただきたいというふうに思っています。ま

ず１点目でございますけれども、職員の体調管理ということで、この５、６年、
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もう少し前からでしょうか、そういった意味では非常に職員の中で、体調を崩

す職員がいる状況でございます。なかには、長期の休養が必要な職員が多いと

いうようなこともございますけれども、現在の職員が体調を崩している状況に

ついては、どうなっているのかまず１点お伺いをしたいと思います。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 質問にお答えをいたしたいと思います。現在、体調を崩している、休職あるい

は、病気休暇の職員がいることは事実であります。現状におきましては、１名

が休職をしている状態でございます。以上です。 

 

議長 ６番高山議員。 

 

６番 

高山議員 

近についてはですね、そういった意味では、過去何年間か現在休職中が１人

ということになりますけれども、過去にさかのぼれば、そういった、非常に短

い期間での休職だとか、もしくは、少し長いというようなことのなかで、復帰

されてきている職員が、現在業務についているかなというふうに思いますけれ

ども、そういった意味では体調を崩す原因というのはなかなか、難しいという

ふうに私も考えてるところでございますけれども、そういった意味では、個人

の問題だとか家庭の問題、そして、職員が勤めている職場の問題というような

こと、いろんなことがですね、考えられると思いますけれども、そういったか

たちのなかで、特に 近の体調崩している現状原因を職場としてどのように判

断をしているのか、その辺どういった考え方で崩されてるということの原因を

考えていられるのか、お聞きをしたいと思います。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 お答えをいたします。現状の体調崩している原因でございますけれども、高山

議員ご指摘のとおり、内科的症状の場合は、一概にこれが原因であると決めつ

けることはできませんが、一つに、食生活や運動不足を含めた、私生活の事情

に関するものが考えられるほか、業務的には、法律、制度の改正による市町村

への権限移譲や、住民ニーズの多様化による市町村の業務量の増加、事務的に

は、電子メールのやりとり等による各種調査、報告期限のスピード化など、仕

事によるストレスが原因になっている場合もあると考えております。以上です。

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

今、担当の総務課長から原因についてはなかなか、複合的な問題もある、だけ

ども職場の中での業務の関係だとかそういったことも、原因の一端として考え
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られるというようなご意見が、そのようにお話を伺いましたけれども、じゃあ

職場として、この、特に過去６年、７年からずっとこういうかたちで、実は、

体調を崩す職員が非常に多くみられているという状況のなかで、この５、６年

間の職員の体調を崩しているあいだ、町の、役場の組織として、例えば、どう

いうような対応をしてきたのか、それを伺いたいなと思います。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 高山議員おっしゃいましたように、私生活の原因が主な理由である場合、私生

活と仕事のストレスが複合している場合、仕事によるストレスが主な原因であ

る場合など、さまざまな要因があると考えられますけれども、町としては、労

働安全衛生法の規定に基づき、職員に毎年、健康診断を義務付けております。

とりわけ、４０歳以上の共済組合員、これは正職員と準職員でありますが、こ

れには毎年、３０歳以上は隔年で日帰りの人間ドックを受診する制度を設けて

おりますほか、４０歳以下の隔年と３０歳以下の職員は、毎年、町国保病院で

健康診断を受けさせております。仕事に関する要因についての対策といたしま

して、業務やイベント等のために土曜日曜祝日に出勤した場合は、振替休暇を

取得することを義務付けておりますほか、夏場においては、特別休暇３日間の

義務付け、年次有給休暇３日間の取得奨励など、働きすぎの緩和についても、

留意するとともに、近年の業務の増加や、多様化に対応する観点から、平成２

５年度に各係の業務量調査を実施し、事務量が過大で体制の見直しが必要な係

については、専門職を中心に職員の数を増やしたほか、平成２６年度から町の

機構改革の検討を行い、２７年度の組織機構の見直しにも取り組んでいるとと

もに、必要であると判断した場合は、事務のＩＴ化の推進や、専門業者への業

務委託を通じて、職員の負担軽減を図っているところであります。また、平成

２６年度から産業医を任命するとともに、労働安全衛生法の規定に基づく職員

衛生委員会を本年秋に発足させ、職員の健康管理の向上に向けて取り組んでい

るところでございます。以上です。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

今お話を聞いていての職場の対応でございますけれども、前段健康診断等につ

いては、これまでやってきた、長年ずっと職員の健康診断やってきているとい

うことで、特に対応ということではないのかな。体調を崩すということの条件

の中に、健康のどちらかというと、普通の一般的な病的なことをみつける健康

診断ではもちろん、担当課長もそんなことでこの体調を崩すというようなこと、

それは、体調を崩すというのは、体もそうですけれども、メンタル的なことも

やっぱり、崩す要因になってるということがもちろんありますので、ただ後半

の答弁のところについてはですね、業務量の見直しだとか専門職の配置という
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ようなことも、考えているというふうに思いますけれども、その中で今ちょっ

と聞いたんですけれども、確か庁舎内には労使による衛生委員会があったとい

うふうに思って実は私も、町の職員時代に担当としてそれぞれの委員会に出て

たということはございますけれども、今総務課長のお話を聞くと、この秋に新

しく、この組織は発足したということになるんですか。例えば、私が現職のと

きには、今の教育長が総務課長のときには、病院の先生を中心にしたそれぞれ

保健師も入れて、衛生委員会というようなことをやっていましたけれども、そ

れはこの秋まではそういったものが全く機能させていなかったということのと

らえでよろしいんでしょうか。それと、今秋に発足したものは、それとは別に

新しいものを作ったということの内容で理解してよろしいんですか。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 お答えをいたしたいと思います。今高山議員ご指摘の衛生委員会につきまして

は、平成１９年の夏に発足をいたしまして、平成２２年まで、継続しておりま

したが、その後産業医の退職によりまして、本年まで事実上中断状態にござい

ました。産業医を任命し、衛生管理者を配置をいたしまして、平成２７年１０

月から、再度発足をしているということでございます。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

ただいまの答弁でいくと、衛生委員会は１９年から２２年までは、いろんな保

健師さんだとか担当課長だとか、労働側の職員側の代表も入れて機能はしてい

たけれども、産業医が退職して、基本的にはそれはその間、今年の秋までは、

結果的に、先ほど総務課長が答弁したように、健康診断をやりました、業務量

の見直しはしました、専門職おきましたという、そういった内容の対応しかし

ていないと。衛生委員会のあるものの産業医がいないからということで、全く

なにもしていなかったというのが、実情だとご理解してよろしいんですか。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 お答えをいたします。全く何もしていないということではなく、町といたしま

しては、衛生委員会は、開催をいたしていなかった時期はございましたけれど

も、職員の健康管理について、先ほど申し上げましたことを実施をいたしてお

ります。ですので、ご理解を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 高山議員。 
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６番 

高山議員 

そういった意味ではですね、産業医がいるいないということもあるんでしょう

けれども、職員が体調を崩す 近の傾向をみると、どちらかというと、自分の

病気を苦にして、体調を崩すという方も中にはいらっしゃるかと思うけれども、

実はそうではないんじゃないかなということがあるんで、１９年に発足してい

た衛生委員会的なものは、職場の改善も含めてそうですけれども、どうしよう

かということが、衛生委員会の２２年度後半にはですね、これから考えていか

なきゃならないねっていうことが、確かそういう流れのなかでやってきたもの

が、産業医がいないからということで、この今秋の秋までですね、基本的には、

正直僕に言わせれば何もしてこなかった、そういうふうにとらえるということ

になるんですけれども、そのことはもうすぎてしまってるのでいまさらという

ことにはなりますけれども、当然にして昨年の６月に公布されました改正労働

安全衛生法に基づくストレスチェックについては、当然、担当課長ですから、

そういった制度が創設されたこともちろん、しかも、この１２月１日からはで

すね、メンタルチェック制度が導入されているということにそれぞれ新聞なり、

そういったことが出ておりますけれども、このメンタルチェック制度というこ

との導入がされるということになりますけれども、この内容について簡単に説

明をしていただければありがたいんですけれども。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 お答えをいたします。メンタルチェックにつきましては、今議員ご指摘のとお

り労働安全衛生法の改正によりまして本年１２月から平成２８年１１月までの

間においてスタートさせるように義務付けられている内容でございます。それ

ぞれメンタルの精神的な症状につきまして、各自がチェックシートを各職員に

対しましてチェックシートを配付いたしましてその回答を回収いたしまして、

それに基づいて産業医の見解、あるいは、治療、どういうふうなところにです

ね、診察に行けばいいかということも含めて、総合的に精神的疾患に関する基

礎的なチェックをする内容のものでございます。平取町役場といたしましては、

平成２８年度、来年春からですね、この法律に基づいて実施をしてまいりたい

と考えてございます。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

今それぞれ担当課長がお話ししたように、個人のストレスチェックにつきまし

ては、検査することによってですね、そういった意味では、メンタルヘルスの

不調だとかそういったリスクを低減させるということが、非常に大きな意味合

いを持つ。体調不調を未然に防止する取り組みということになっておりますの

で、国もそういった意味では、 近のこういった、それは町の職員ばかりでは

ないですけれども、いろんな一般企業の中においても病気で苦にして体調を崩
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すという人よりもやっぱり、メンタルチェックというかメンタル的なところの

なかでですね、やはり職場の中でつぶれていくだとか家族や個人の問題もいろ

いろありますけれども、そういったことにいよいよ本腰を上げてきたというこ

とになっていますけれども、今お話を聞くと、来年の１１月までにはまず１回

やりなさいということになってるかなというふうに思いますけれども、４月に

そういった、メンタルヘルスチェックの構築といいますか、体制を整えるとい

うことになっていますけれども、そういった内容のなかで、今、産業医がいる

ということでございますけれども、産業医の先生については、そういう資格を

持った先生であるのかどうかということをまず１点お聞きしたいと思います。

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 お答えをいたします。高山議員ご指摘のとおり、その資格を有している医師を

産業医に任命をいたしております。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

こういったメンタルチェックのですね、実施に向けてというのは、先般の新聞

報道にもございましたけれども、非常に難しい問題がたくさんあるというふう

なことがですね、抱えております。検査体制の構築、特に専門知識を持った医

師の確保だとか、それから労働者に対する不利益な取り扱いをどうするのかだ

とか、そういったことで、この制度を使うことによっての副作用があるんじゃ

ないか。結果的には面接をして、そういったものがあればですね、例えば、短

時間労働であるだとか、休職を進めるだとか、そういったことになったときに、

職員がそういう対応になったときに、不利益を生じるというようなこともある

ということで、職員が受ける義務はそれぞれ自由だということが、この法の中

ではですね、書かれているということになりますけれども、そういった意味で

はですね、これから、メンタルチェック制度の委員会的なものをつくって保健

師も入る、総合的にあれするというようなことのなかでですね、対応がそれぞ

れなされていくんだというふうに思いますけれども、この中にはですね、個人

の制度を実施することによる不利益なこともありますので、その辺十分にです

ね、そういったことがないようなかたちのですね、配慮をしたなかでのメンタ

ルチェック制度の導入をしてほしいというふうに思ってます。もうすでにそう

いった意味では、このメンタルチェック制度を利用しているということではな

いけれども、その先取りみたいなかたちで、やはり町のほうもですね、体調崩

した職員については、休職をして休養させるだとか、例えば短時間労働するだ

とか、例えば、配置転換によって少し、それぞれメンタルに負荷のかからない

場所への異動だとかということも、当然にしてもう実際はしてくれているとは

思いますけれども、さらなる制度を使うときですね、そういったことが、副作
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用的なことが起きないかたちのなかでですね対応していっていただければなと

いうふうに思ってます。やっぱり私はですね、町の職員になってもですね、

終的には職員がですね、長期休暇でやっぱり職場に出てこれないだとか、過去

にもそういった意味ではですね、退職を余儀なくされた、それは個人なのか職

場の中でのフォローがダメだったのかよくわかりませんけれども、少なくても、

そういう職員を抱えている課ではですね、課の中での、やはりそういった病気

だということを理解するようなやっぱり今まで取り組みをしてきたところもで

すね、正直あるかなというふうに思っています。そういった意味ではですね、

こういった、退職を余儀なくされるようなことのないような職においてですね、

さらなる対応が必要と思われますけれども、 後にですね、町理事者の考え方

を伺いながらですね、１問目の質問を終わりたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは、私のほうからお答え申し上げますが、平取町が実施する各種施策を

効率的に実行しながら、町民サービスの質的向上を図るには、やはり職員が心

身ともに健康な状態を保持することが大変重要であるというふうに考えており

ます。先ほど来お話がありますように、このいろんな健康状態についてはさま

ざまな要因がありますので、これまでもしっかり町としても、職員の立場に立

って考えてきておりますが、まず第一に自分の健康は自分で守るというセルフ

ケアの意識を職員一人一人が、まず基本的に自覚できるように啓蒙していかな

ければならないというふうに考えてございますし、２点目には、町としてはこ

れまで同様に、職員の健康状態を継続的に把握しながら、疾病予防、あるいは

健康回復、健康保持、増進の事業、あるいは職員への働きかけを徹底してまい

りたいというふうに考えております。特に予防対策としては、個人のストレス

対策能力の向上のためにですね、職員全体に対する研修の充実を図ってまいり

たいというふうに思っております。また労働衛生法に基づく対応については、

今後ともしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えておりますし、さ

らに、早期対応の強化としても、職員が相談しやすい、体制の一層の拡充にも

努め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 

 

６番 

高山議員 

高山議員。 

 

こういった、今町長から答弁いただきましたけれども、現代病だなんていうこ

とで、一概に片づけれるような内容ではありませんので、それは役場だけでは

ないのかもしれませんけれども、特に、役場の職員について体調崩される方が

多いということでございますので、これからそういったメンタルヘルスについ

てもですね、十分に一つの病気だということのなかで、それぞれ、研修なり、
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職場内での話し合いなりを継続していただければ大変ありがたいかなというふ

うに思っています。それは２点目なんですけれども、平取町における障害者雇

用についてということで、伺いたいというふうに思っています。障害者の雇用

の促進に関する法律は昭和３５年にそれぞれできております。障害者の雇用と

在宅就労の促進について定めている法律であることはご承知だと思いますけれ

ども、ここで障害者雇用の担当課長に伺いたいと思いますけれども、なぜ障害

者雇用を進める必要があるのか、まず先にお伺いをしておきたいというふうに

思っています。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 お答えをいたします。高山議員ご指摘の障害者の雇用の促進に関する法律によ

りますと、身体障害者または知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進のた

めの措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する

職業につくこと等を通じて、職業生活において自立することを促進するための

措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とするとい

うふうに規定されております。私もそのように認識をいたしてございます。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

今担当課長がお話ししましたように、障害者雇用を進める根底っちゅうのは、

共生社会の実現だということで、障害者がごく普通に地域で暮らしていくため

には、地域の一員として、ともに生活できる社会の実現のためには、職業にお

ける自立を進めることが重要だというのは、障害者雇用、法律のですね、根底

にある内容だというふうに思っています。当然にして、この障害者雇用促進法

にのっとって、常時５０人以上の企業なりについてはですね、障害者を１人以

上雇用する義務付けされてると思いますけれども、私たちがいるこの地方公共

団体の町にとってもですね、例外ではないと思いますけれども、町の障害者の

雇用状況についてどうなっているのかまずお伺いをしたいと思います。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 お答えをいたします。議員ご指摘のとおり、障害者雇用促進法によりまして、

一般の事業所においては、５０人につき１人以上、医師、看護師、保健師、教

員を除いた、全職員の２％以上の割合の職員については、障害者を雇用するよ

う義務付けられております。なお、これが国及び私ども地方自治体の職場にお

いては、２．３％以上とされております。平取町はこれによりまして、４人の

雇用が義務付けられているなかで、現在５名の雇用を行っており、障害者の雇

用の促進等に関する法律第４０条の規定に基づき、当町を管轄する苫小牧公共
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職業安定所を通じて、労働大臣に対しこれを報告いたしております。以上です。

 

議長 

 

６番 

高山議員 

高山議員。 

 

基本的にはこの２５年の４月からですね、そういった意味では、雇用のですね、

雇用率がですね、今お話ありましたように、地方公共団体もその例にもれずで

すね、２．３％ということになってるかなというふうに思っています。この内

容については毎年ですね、今総務課長言ったように６月１日付けでもって、ハ

ローワークに報告をするということになってるということに、私もそのように

確認をしております。実際ですねこの６月１日の資料を見ますとですね、２．

４５％、５人がいるということになっていますけれども、これは今の時点で、

障害者手帳なりを持っている職員を５人、雇用してるということなのかその辺

もう一度ちょっとお聞かせいただければと思います。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 お答えをいたします。報告の数値は５人であります。報告の中で、重度１、２

級の重度の身障者については２倍にカウントするように厚生労働省からの指導

があります。実人員は４名でありますが、今申し上げました関係で報告数値は

５名ということになっております。以上です。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

それでは町の職員の中にはですね、個人情報もございますから、そういうこと

はお伺いできませんけれども、４名の障害者手帳等を持っている職員、もちろ

ん内部疾患もいろいろございますけれども、そういった方々がいるということ

でありますけれども、この対象職員数の分母になる人数っちゅうのは何人なの

か、それをまずお聞かせいただければと思います。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 お答えをいたします。分母になる数字でありますが、６月１日現在の報告、２

０３名となっております。以上です。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

このハローワークの資料でみますと、対象職員数については、２０３．５人と

いうことになっていて、対象者の障害者の数については、今総務課長が言われ

ました、５名ということで、実雇用率については、２．４５ということになっ
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てるということになりますけれども、そういった意味では、これから、まだま

だ、そういった意味ではですね、雇用がこれだけ充足してればいいということ

ではないということのなかで、ましては、平取には、養護学校、そういった意

味では、誘致したという経緯もございますけれども、今後ですね、そういった

意味では、この人数で満足していることではなく、考え方としては、これから、

障害者の雇用を増やしていきたいという考え方なのかどうかというところをで

すね、お聞かせ願えればと思います。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 お答えをいたします。町は今後とも、障害者雇用促進法の精神にのっとって、

障害者の雇用につきまして、留意してまいりたいと考えております。以上です。

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

この参考の書類によりますとですね、障害者はどのような仕事に向いているの

でしょうかということで、障害者に向いてる仕事だとか向いてない仕事という

のはないということできちっと一人一人のですね、障害状況やスキルの所得状

況によっていろんな仕事に使えるんだということが書いてあります。また、参

考の雇用事例なんかもですね、リファレンスサービスというそういったなかに

ですね、こういった障害を持った方はこういう特性があってということがいろ

いろ書かれておりますので、そういった意味ではですね、今後ともですね、町

がこの５人でまだまだ、雇用率が達成してるからということではなくて、やは

り、地域のなかでも、もちろん農協もそうでしょうし、そういった意味ではで

すね、町内においてもですね、これからまだまだですね、やはり障害者の雇用

が増えていくということがですね、やっぱり必要になってくるんでないかなと

いうふうに思っているし、そういうふうにしていただかないと、やはり障害者

もですね、職業の自立という面ではなかなか年金をもらってるだけで生活でき

るわけでもないというなこともございますので、特に私は役場とこの町内では、

５０人以上の事業であれば農協ぐらいということになりますので、また、すで

に雇用している事業所見受けられますけれども、地域の障害者雇用を促進する

立場にある町が地域のリーダーとして、これからもですね、積極的に進めてい

かなければならないということを私は前向きに考えておりますけれども、 後

にですね、町理事者の考え方をお聞きして質問を終わりにしたいなというふう

に思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 障害者の雇用につきましてはただいま総務課長から答弁がありましたとおり、
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法律に義務付けられた雇用の率については下回らないようなかたちで対応して

まいりたいというふうに思っております。すべての職場の中でどういう職種の

中でどういう障害者が対応できるのかっていうのは、まだまだ十分把握されて

ない部分がありますので、それらについても十分に研究をして、障害者に開か

れた職場になるよう、これからも努めてまいりたいというふうに思いますので

ひとつご理解のほどよろしくお願いします。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

そういった意味ではですね、今副町長もお話しがありましたけれども、町長の

答弁がないのはちょっと残念ですけれども、そういう意味では、この地域の障

害者の職業の自立を図るという観点からもですね、町みたいな大きな職場の中

でですね、これからそういった意味ではですね、雇用が図られるように、前向

きにですね、取り組んでいただければというふうに思っているところでござい

ます。それでは３点目にですね、町の職員の採用についてということで、何点

か、お聞きをしていきたいなと思っています。まず 初にですね、町の職員の

正規職員の採用についてはどのような手順でやっているのか、まず１点お聞か

せいただければというふうに思っています。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 お答えをいたします。正規職員につきましては、町は優秀な人材を確保するた

め、毎年９月に実施される日高町村会主催による、採用資格試験、１次試験は

筆記試験でありますがこれを受験し、それに合格した人の中で、平取町に勤務

をすることを希望する人に面接試験、２次試験を行い、その結果採用の合否を

決定をいたしております。なお、建築、土木、保健師、社会福祉士、ケアマネ

ージャーなど、採用の条件の中に一定の資格を有することを明記する場合は、

日高町村会主催の１次試験とは別に、まちだよりや町のホームページ、保健師

の場合は加えて、国保連合会に情報提供するなどして、公募し、１次は書類審

査、２次は面接試験を行って、採用の適否を決定いたしております。以上です。

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

今、町の正規職員については、町村会主体の募集の仕方、そして、保健師なり、

いろんな資格を持ってる方については、そういった意味では、年度途中であっ

ても、そういう資格の場合については、正規職員というような募集の仕方もあ

るということで、伺いました。この次ですね、例えば 近、いろんな週報の中

で、正規職員ばかりでなくて、町の業務補助員的な臨時だとか、嘱託職員の募

集等が出ておりますけれども、この臨時なり、嘱託職員の採用についての方法
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といいますか、ルールはどのようになっているのか、お伺いしたいと思います。

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 お答えをいたします。嘱託職員につきましては、まちだよりをもって公募し、

応募のあった中から、同様に１次は書類審査、２次は面接試験を行って、採用

の適否を決定をいたしております。ただし、まちだより等で公募いたしまして

も、結果として応募がなかった場合、業務上再募集をする時間的余裕がない場

合には、業務遂行上、再募集を行わず町が選考して採用を決定する場合も、過

去においては、ありました。基本的には公募して採用をするという考え方でご

ざいます。以上です。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

今のお話ししていくと、基本的にはまちだより等の中で臨時なり嘱託というこ

とを明示しながら、面接なり、そういった書類審査なりの中で、それぞれ決め

ているよということが一つ。もう一つは、時間がないときというようなお話を

しておりましたけれども、そういった方々が特別に入るときの決め方っていう

のはどういうかたちになるのか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 お答えをいたします。一般事務職の嘱託臨時職員に関しまして、過去において、

採用のための公募を行いましたが、応募者がなかったため、業務の遂行上、再

度まちだよりで公募する時間的余裕がなかったことから、やむを得ず、その後、

公募面接を行わずに、１名採用したケースと、公募を行って１名のみの応募が

あり、面接の上１名採用いたしましたが、数日間勤務した後、一身上の都合に

より、退職をいたしましたことから、再度まちだよりで公募する時間的余裕が

なかったため、やむを得ずその後公募を行わず、町の選考により１名採用した

ケースがあります。いずれの場合におきましても、町民に対する、行政サービ

スの停滞を防ぐための例外的措置であり、その後の勤務状況を勘案し、町が当

該職員の能力を評価した上で、継続雇用を行っており、定数外職員の採用に関

し、平成２６年３月まで適用いたしておりました規定であります平取町定数外

職員の人事給与等運用方針第３項の規定において町は短期間または特殊事由の

任用については、試験委員会の選考を経ないことができるとの規定を適用して

採用していたものであります。以上です。 

 

議長 高山議員。 
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６番 

高山議員 

今の話を要約すると、臨時職員をとったけれども短期間でやめたと。その後、

基本的には募集する暇が、というか時間的な制約があったんで、町が独自にそ

の方を決めて採用したということになる、ということのご理解でよろしいんで

しょうか。それは、町の定数外職員の条例なり要綱なりにうたっているルール

に基づいて、採用してるということの内容でよろしいんでしょうか。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 お答えをいたします。今、高山議員の認識どおりであります。先ほど申し上げ

ました、町の規定に反しているものではないということにつきましても、つけ

加えさせていただきたいと思います。ただし、以上のケースにつきましては、

やむを得ず行った、いわば例外的な措置でありまして、公募面接試験を行って、

職員を採用していくという従来からの町の方針につきましては、全く変わりは

ございません。この点につきましてご理解をいただきますようにお願いをいた

します。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

町の定数外職員の採用等については、そういったかたちでルールどおりでやっ

ているということで、例外的なこともあるということになりますけれども、や

むを得ず例外的になった職員の、例えば町のほうからあなた期間がないからお

願いしたい、ということは町のほうからお話をする、してその方を一本釣りす

るという内容で選考していたということでよろしいですか。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 お答えをいたします。今申し上げた事例につきましては事前に町のほうで、選

考いたしまして、本人に打診をしたという内容でございます。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

町のほうがどのような選考をしてこれだけたくさんいる、町の主婦の方もいら

っしゃいますし、若い方もいらっしゃいます。その中でどのように、選考して

その人あてて採用したのかっていうのはなにか、ちょっとよくわかりませんけ

れども、どうもその辺が、不公平だ、公平性がないということを地域の方々言

うのもまた納得いけるのかなと思います。ただ、やむを得ず時間がなくて、例

外で採用した臨時の職員が、身分が例えば４月になったら、嘱託とかというこ

とに上がるルールというのは個々詮議ということになるのかちょっとわかりま

せんけれども、そういうふうになるということがちょっとよくわからないんで、
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それと、昔であれば、嘱託職員は 初２号嘱託ですけれども、５年間いたら１

号嘱託に上げるよ。で、２号と１号の違いは手当が１３．５か月だとか、例え

ば 初の１号嘱託職員は 初の５年間は、一般職員の半分ですよ。５年以上な

ったら７５％ですよということがいろいろあったけれども、今は、嘱託を臨時

が嘱託になる例と、嘱託が５年間２号でいて、１号になる道っちゅうのはある

のかないのか、それらもすべて、裁量のなかでやってるのかどうかということ

について伺っていきたいと思いますので、お答えをお願いしたいと思います。

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 お答えをいたします。 初、臨時職員と嘱託職員の関係でございますが、平成

２６年度からそれまでありました日給、あるいは時給の職員につきましては、

フル勤務、朝８時半から夕方５時１５分まで、しかも月曜日から金曜日まで、

フルの勤務をしている職員につきましては、全員、嘱託の職員といたしており

ます。これは、職員に対する待遇の改善、を目的として行った措置であります。

続きまして、高山議員ご指摘の、以前ありましたいわゆる１号嘱託と言われる、

職でございますが、現在は準職員というふうに呼んでおりまして、職員に準ず

る待遇の職員として、町の保育所の保育士さんや、あるいはこども発達支援セ

ンターの保育士さん、この方たちにつきましては、こども・子育ての町として

の環境を向上させるために、有資格者を採用する、確保する観点から、待遇を

改善する必要があると判断いたしまして、２６年度から準職員として位置付け

ているものであります。今まで、嘱託臨時の方について準職員とする考え方は、

現在は行ってございません。以上です。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

私、聞きもらしたかなと思うんですけれども、臨時の職員が嘱託になるという

ことは、どのようなケースの場合ということでご理解すればよろしいのかもう

１回ちょっと教えていただければと思います。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 お答えをいたします。平成２６年３月３１日までの臨時の職員、日給、１日い

くらという日給で働いていただいた職員については、フルの勤務の場合、月曜

日から金曜日まで、朝８時３０分から５時１５分までのフルの勤務の方につき

ましては全員嘱託職員として月額の報酬を支払う対象の職員といたしておりま

す。以上です。 

 

議長 高山議員。 
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６番 

高山議員 

今の話でいくと、２６年３月３１日去年の春までそういった意味では、という

ことはですねそれまで臨時の職員が、普通の勤務態様のなかで働いていた者に

ついては、嘱託にしたということの理解だと思うんですけれども、例えば３月

３１日以降の臨時の方が嘱託になる道は、次の年の４月１日に３月３１日まで

にフルで働いている人でないと上がらないということになりますか。３月３１

日の人は切りかえたということですよね。まあ準職員は専門職の人方が昔で言

う１号嘱託職員だけれども、嘱託の職員は、２６年３月３１日までの一定期間、

多分１年なら１年とか、２年なら２年とかってあると思うんですけども、そう

いった方が２６年の３月３１日まで働いたものが臨時から嘱託に切りかえたと

いうことになりますよね。そういうご理解でよろしいですよね。じゃあ２７年

の４月１日に、臨時の人が嘱託になる例というのはないということですか。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 お答えをいたします。２６年の４月からは、月額の報酬、いわゆる嘱託として

採用をすると、基本的に。ただごく短期間の職、仕事の内容でありますとか、

そういう場合は、別でありますが基本的に月額の報酬の嘱託で採用するという

ことといたしております。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

私の聞いてるのは、２６年の後半に臨時でとったものが、しかも例外的でとっ

た、そして時間がないからそういうふうに例外的にとったものが、この４月の

１日から例えば３か月か４か月くらいの勤務期間がないものが、この２７年の

４月１日から嘱託になるんですかということを聞いているんで、その辺はどう

なんですか。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 お答えをいたします。具体的になりますと、個人情報の関係ございますので、

抽象的なお話しということになりますが、勤務状況、その間の臨時職員でいた

期間の勤務状況を評価いたしまして、町の嘱託職員としての能力を有すると判

断して、嘱託職員にしたものでございます。以上です。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 追加でちょっと答弁させていただきたいと思います。わかりやすく言いますと、

現在は、本当に特殊な短期間雇用以外は、嘱託職員としての募集をして、採用
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しているということでございますので、勤務時間の長さには関係なく、いわゆ

るフルタイムで勤務する職員については、嘱託職員で採用するということで、

取り扱っておりますので、その辺について、ご理解をしていただきたいと思い

ます。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

あまりこう何度もお話しするということではあれなんですけれども、今言われ

ている勤務の状態だとか、いろいろそういったかたちのなかで、しかも、今副

町長の答弁では、嘱託職員として、今はほとんど募集してますよということな

んですけれども、今言っている、あまり特定するのは嫌ですけれども、２７年

の年末に、例外でやむを得なく臨時で使った職員が４月になったときに、そこ

の部署じゃなくてほかの部署に行って、嘱託の名前に、身分に変わるのかって

いうことを聞きたいんですよ。そのことについてもう１回ご答弁いただければ

と思います。 

 

議長 今、２７年のと。はい２６年ですね。総務課長。 

 

総務課長 お答えをいたします。２６年の後半に短期間の雇用として、採用いたしました

臨時職員でありましたが、平成２７年の４月１日に、町は嘱託の職員として改

めて、新たに採用している事実はございます。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

今のお話でわかるんですけれどもじゃあ臨時の職員が３月までいたときに、嘱

託にするための面接だとか、そういったものについてはしないで、臨時でいた

ものがそのまま４月１日から嘱託になるということは当然あり得るというお話

しで聞いてますけど、そのような理解でよろしいんですか。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 それにつきましても、先ほど申し上げました勤務の状況を判断、評価をいたし

まして、町の嘱託職員としてふさわしいと町が判断をいたしまして、採用をい

たしたものであります。先ほどから申し上げておりますとおり、基本的な方針

としては、公募、面接をして採用していくという町の考え方には変更はござい

ません。変更はないものでありますので、ご理解をいただきたいというふうに

考えております。以上です。 

 

議長 高山議員。 
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６番 

高山議員 

何回もお話しするわけにはなかなかいかないですけれども、ということは、年

度中途で入っても臨時で入っても、それぞれの臨時の職員等がそれぞれ嘱託を

採用してもいいというような評価であれば、それは、嘱託に臨時でとったとし

ても嘱託になるという理解だということでよろしいんですね、もう１回だけ。

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 お答えをいたします。先ほど来、お話しをいたしておりますが、原則は公募面

接でありますが、町といたしましては、それによらない、採用につきまして人

事運用方針等の規定によって、それを行った事実があるということであります。

それは、原則ではありませんけれども、 初に臨時として採用した事情、その

後の勤務状況から、町が判断をして、そのように採用しているということであ

ります。原則は公募、面接、採用に全くかわりはございません。以上です。 

 

議長 高山議員。 

 

６番 

高山議員 

わかりました。基本的には、原則は原則だけれども、例外適用のなかでそうい

う職員をとって、そういう臨時の職員が、成績優秀ということになるのかどう

かあれですけども、きちっと頑張っていれば、嘱託への道を個々詮議のなかで、

それぞれ上がっていくという捉え方ということで、私は考えますけれども、今

の話でいくと、昨日も実は地域の方から呼ばれてですね、こういう質問するん

だと言ったときにも、いろんな、お話をされております。やはり、例えば臨時

でやめたとしても、例えば次とるときになぜその人なのかということはやっぱ

り地域に公平でないとか公正でない、そういうことに映り得るということは、

やはり誤解を招くようなやっぱり職員、例えば、先ほども障害者雇用のところ

でもお話ししましたけれども、今、地域の若い人だとか、女性だとか、例えば

主婦の方でも働きたいといったらやっぱり大きく働けるところは役場と農協が

一番大きいんですよ。その中で働くときに、いやよくわからないわっていう募

集の仕方は誤解をまね、なんぼ原則に基づいたそういうことが載ってるからと

いうことで、ルールだからということで、募集してあれすることについては、

町のほうはルールに基づいてるからなんにも人に言われることはないって、こ

う考えるかもしれないけれども、一般町民の方は、やっぱりそうは見ていない

というのも現実です。ですから、先ほど総務課長が言ったように、募集しても

来ないというお話がありますけれども、地域でどうやって皆この評価してるか

ったら、いやいや今度何人か募集はあるけれども、臨時があるとか嘱託がある

ということは、まちだよりに出ても、どうせ採用される方は決まっているから、

こういうお話をする地域の方々がたくさんいます。例えば２月で募集する人が、

もう年明けたら募集もしてないのに、今度役所に入るんだなんていうことがま
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ことしやかに地域の中でささやかれる。もしくは、例えば募集したときに、い

やいや、電話１本で決まったんだよなんていう話を僕は採用する人に問題ある

ということでなくて、そういう情報が、これ人事異動の内部の人事異動だった

ら、何ぼもれても関係ないですけれども、やはり募集する、してまだ物事が決

まっていないのに、採用されるんだ、今度から４月から役場いくんだ、今度は

中途でも今度は働くことになったんだ、ってそういうことが、地域の皆さんの

中に、公平感というか、やっぱりそういう、不公正、公正でないところが、地

域の皆さん、皆さん言ってる。私も役場の職員でしたけれども、私も中にいた

らそういうお話は全く聞こえません。でも、昨日も夜呼ばれて２時間ぐらい、

実は地域の方々の集まりに行ってきました。皆さんやっぱりそういうことが特

に本町の町民はそうやって言います。どうも募集した段階で、物事決まってい

る人がいるらしい。ましてや今週報で出ている募集だって、人は決まってるん

だよって、まことしやかに言われる。たぶんその人になるんだと思います。や

っぱりこういうふうにですね、やっぱり人事異動でないんだから、募集で決ま

るまでの間に、何で採用されるということが本人もしくは本人の周りから地域

の中にもれ伝わるのか、このことを、例えば、担当課長ではなくても、理事者

の中から、あんた今度採用するよなんてことそんなことおくびに出すことは絶

対あり得ない。なぜそういう声になるのか。だから、町の臨時だとか嘱託だと

かということで、募集があっても、総務課長さっき言ったように、来ない。来

ないんですよ。皆さん、みんなひも付きかなだとか、余計な詮索をしているこ

とが多い。だから私は募集はみんな、どこでも主婦の方でも若い方でもみんな

役場大きい、職員だって臨時だって嘱託だって採用する数が多い。でも今嘱託

だって一度採用したら本人がやめないかぎりは１年交代と言いながらも継続し

て使っていかなきゃなんない。ほとんど職員と同じような対応になってくると

いったときに、やっぱりそういう配慮っちゅうのが必要でないかなというふう

に思いますので、やっぱりそういったときにはですね、地域の方々というのは

やっぱり、町は原則どおりやってる、だれもそんなことをもらしてもいない、

でも話はひとり歩きしてる、こういう内容だと思うので、町が悪いとか、もち

ろん採用される方が能力がないとかそういうこと言ってるわけではないんで

す。こうやって、やはりもれたり、勝手に言ってるのかもしれないけれども、

そういうことがですね、役場に受けたってだめだ、そういう地域の人方の風潮

って言いますか、やっぱりそういうことがやっぱり考え方の中に浸透している

んではやっぱりどうなのかなというのがですね、私は危惧するところだと思い

ます。私は先ほど障害者雇用のとき申し上げましたけれども、町の中で働きた

いといって大きいとこは役場と農協だ、一番大きい事業所だ、そういう方がた

くさんいる。雇用していきたい、働いてみたいという方がやっぱりそういう期

待できる職場だということを、皆さんやっぱり理解してるんですよ。例えばそ

ういった町で働きたいだとか、臨時でいきたい、嘱託でいきたいといっても、

そんな話が出たら、募集しても来ないのもですね、私も行ったってだめなんだ
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からというのがわかるような気もします。それが町の責任だということは言い

ませんけれども、私はこういうこともですね、ちょっと変わりますけれども、

先日の新聞報道でもありましたように、町長は３期目の立起をする。今日の一

般質問の 後でも立起表明をするということがあるかと思いますけれども、本

当に小さなことでも、町職員の採用なんていう、本当に小さなことでも、やっ

ぱり地域の中に、公平感だとか公正な感じのものが疑われるような対応であれ

ばですね、やっぱりこれからの情勢なり、そういったかたちで進めていくとき

に、やはり問題でないかなというふうに思いますので、小さなことであります

けれども、 後に、町長の考え方伺ってですね、私の質問を終了いたしたいと

思います。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは私のほうからお答え申し上げたいと思います。今、前段総務課長のほ

うからもお話がございましたように、町としては優秀な人材を確保することは

町の発展のためには大変重要というふうに考えておりますし、そのためには、

正規職員については、町職員の試験を合格することを前提にしながら、面接を

して、採用、というふうになっておりますし、その他技術職員については、先

ほどもお話あったように、一定の資格を有する者、嘱託職員、臨時職員を採用

する場合については基本的にはまちだより、町のホームページに公募しながら、

１次書類審査、あるいは２次面接試験を行って、採用の適否を決定をしてござ

います。また臨時職員、あるいは嘱託職員などについてはできるだけ待遇改善

を図るという前向きのなかで、行っているところでございます。職員の採用に

当たっては、るる高山議員からお話がありますけれども、私が２０年７月から

この町長職についておりますけれども、いずれにしても、公明正大のなかで徹

底を図ってやってございまして、残念ながら、憶測だけで根拠もないことを喧々

に話す方もいるようであります。そういった面では大変残念に思っております

が、いずれにしても、私どもは公明正大のなかに徹底を図って今後とも、町民

の誤解のないようなかたちのなかで、やってまいりたいというふうに思ってご

ざいますので、答弁に代えさせていただきます。 

 

議長 高山議員の質問は終了いたします。休憩します。再開は１１時１０分とします。

 

   （休 憩 午前１０時５８分） 

   （再 開 午前１１時１０分） 

 

議長 再開します。続きまして１番松原議員を指名します。松原議員。 

 

１番 １番松原です。先に通告してあります将来平取町の農業対策についてお伺いい
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松原議員 たします。第１点目、新しく、農業研修施設を開催してはいかがでしょうか。

現在、町長が会長であります、平取町農業協議会、農業支援センターなど、農

業対策にご尽力をいただいております。第６次平取町総合計画実施計画におい

ても、新規就農施設等、新規就農者の対策は継続されておりますが、現在、新

規就農者を受け入れる条件が厳しいという意見もあります。そこで、新たに農

業に関心のある人材を幅広く、公募し、若者、地元の町民も研修できる施設を

考えてはいかがでしょうか。現在の農業の環境は一段と厳しい現況であります。

特に、農家の担い手不足や農業の後継者がいなく、高齢化も進んでおります。

また、平取町の人口の構造が急速に減少し、１５年後の２０３０年には約４０

００人にも減少すると推計もされていることも深刻であります。そこで、平取

町の人口を維持するためにも農業の産業化する施設をつくり、多くの若い人た

ちや、特に女性が、気軽に農業を体験できる施設への、露地栽培やハウスの施

設野菜づくり、園芸栽培などが実習体験できる農業研修施設を開設することが、

今、国は若者が、将来に夢や希望を抱き、その場でチャレンジし、魅力あるま

ちづくり、人づくり、仕事づくりを地方と一緒になって取り組む、地方創生、

地方の好循環拡大に向けた緊急経済対策を閣議決定しております。この制度を

活用した農業の６次化に向けた農業観光や農産物を収穫した農産物の直売所や

食事も提供できる農家レストラン等も併設し、このような施設を平取町農協、

個人の農家さんや農業法人、民間との共同で農業研修の複合施設を検討しては

いかがと思いますので、町長に伺います。 

 

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。平取町を含めた多くの自治体では少子

高齢化、人口減少は深刻な問題となっております。町の存続にもかかわる喫緊

の大きな課題と考えているところでございます。町の第６次総合計画でも重要

な課題として、平成２８年から、１０か年の計画を立てているところでござい

ます。産業課としてもそれを踏まえて、計画の策定、実施事業について、事務

を進めているところでございます。農業分野の担い手、後継者育成の政策とい

たしましては、施設野菜、トマトですけども特化した農家研修、実践農場を経

ての新規参入者就農促進対策事業や、後継者を対象とした、農業者就農促進対

策事業など、今まで実施してきておりまして、今後も継続していくことと、新

たに第三者継承による就農対策として事業を計画をしているところでございま

す。新規参入者や後継者への事業効果は、これまでも議会で説明してきたとこ

ろでございまして、北海道内でも先進的または実績のあがっているものとして、

多くの自治体等の視察を受けているところでございます。ちなみに今年度はす

でに、１２の団体から視察を受けているようなかたちになってございます。た

だし、今後の農家減少のスピードを考えていきますと、新たな就農のかたちも

検討していくことが必要と考えまして、第三者継承による就農についても、事
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業をあげているところでございます。来年度につきましては、町がシステム的

に考えている、２戸の研修生、そのほかに１戸の第三者継承を希望する新規就

農希望者を受け入れることを担い手対策協議会で決定したところでございま

す。ですから、来年の３月からは３戸の就農希望者が平取町に来るというかた

ちになっているところでございます。農業サイドとしてはこのようなかたちで

人口減少に少しでも対応しているところであり、成果も今まであがってきてい

ると考えております。議員の提案のような、多目的な大型施設につきましては、

必要性や目的、財源の問題など、精査していかなければならないと考えており

ますし、協議のテーブルに乗ることは難しいのじゃないかというふうに考えて

おります。現状ではですね、実現可能で少しでも効果のあがるような対策から、

対応していきたいというふうに考えておりますので、ご理解のほうお願いした

いと思います。 

 

議長 松原議員。 

 

１番 

松原議員 

はい、確かに高齢化が進んで、農業の対策には苦慮すると思っておりますけど

も、第三者継承などの取り組みについてなんですけども、今第三者継承での取

り組みで、農家さんに派遣っていうか、そういう希望する農家が何軒あるんで

しょうか。 

 

議長 何軒あるかということですね。希望が。産業課長。 

 

産業課長 今答えたとおりですね、第三者継承、町は毎年２戸の研修農家受入れというこ

とで進めておりますけれども、来年につきましては１戸、それに乗らないよう

なかたちで就農したいということできております。 

 

議長 質問は第三者継承を受け入れたいというような希望する農家というのがどのく

らいあるのかという質問だったというふうに理解したんですが、それでいいん

ですね。はい。産業課長。 

 

産業課長 第三者継承につきましては、うちのような施設野菜、トマト等で希望するとい

うか、北海道全体としてもですね、多いのは酪農、畜産、畑作関係で、施設野

菜等で第三者継承によって就農してるというのは、今のところゼロでございま

す。希望する方というか、就農したいという方で、そういうのがあるというの

をわかりながらきている方もまだ少ないような状況になっておりますので、こ

ういうようなかたちで就農っていうことも検討してみてはということで、うち

のほうも相談が来た際にお答えするというか相談に乗ってるようなかたちでご

ざいますので、現実に何戸ぐらい実際にあるかという数字については把握はし

ておりません。そういう声があったり、うちのシステムになかなか乗れないと
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いう、うちは夫婦で入ってきたりだとか、自己資金が５００万以上必要ですと

か、そういうもろもろのハードルがありますので、なかなかそれに乗れない方

もいらっしゃるんで、相談の際に、そういう方法もあるというようなかたちで

お答えをしているところでございます。 

 

議長 松原議員。 

 

１番 

松原議員 

それと第三者継承の公募だとか取扱いの窓口は農協さんだとか、支援センター

だとか、そういうところで受けていると思うんですけども、これからのいろん

な公募の仕方についてちょっとお伺いしたいんですが。 

 

議長 第三者継承についての周知の、公募の仕方って言いましたか。産業課長。 

 

産業課長 町全体の就農の窓口としては、農業支援センター、担い手対策協議会が窓口に

なってやっておりますし、担い手協議会自体は町、農協、農業改良普及センタ

ー、農業委員会、土地改良区等メンバー入っておりますので、そちらのほうで

町の施策として、そういう第三者継承も、今後というか、新たに進めていくと

いう話をしておりますので、そちらのほうでも就農希望の方来たときには、窓

口として、農業支援センターがなってるということを共通理解しておりますし、

そういうものがあるということで公募についても、相談きた際には今の段階で

はこういう方法もありますよというようなかたちになっておりますけれども、

今後につきましては、総合計画がきちっとなった場合につきましては、そうい

う部分もですね、ホームページですとか、支援センター等でも、周知、ホーム

ページ等にのせたりだとかそういうのも検討していきたい、早めにとりかかっ

ていきたいというふうには思っております。 

 

議長 松原議員。 

 

１番 

松原議員 

できるだけ、そういう第三者継承、農家の跡継ぎということで、今の段階にお

いて、結構ですね、農家の後継げないというか、後継者がいないという件数も

結構多いのでですね、ぜひ、そういう農家さんを対象としながら相談をかけて、

平取の農業の後継者にしていただきたいと思っております。一番はじめに新し

い複合施設は考えていないと、今は難しいということをお答えいただいたんで

すけども、農業への人材育成だとか、支援体制を平取町独自で農業の研修、塾、

講座などを開設できないかということを次にお伺いしたいと思います。今、都

市交流や地元の人たちも農業をしたい、将来農業を経営したい人、第三者継承

や研修生、農業後継者や農業に関心がある人を対象に、基本となる、農業技術

を習得ができる農業の学習塾を開催できないかということを、また平取町独自

で就農者への育成に農業の給付金などを支援するなど、生活支援も必要と考え
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ておりますので、研修、給付金制度を検討ができないか、公募する研修生が２

年から３年、農業を研修、実践することが、就農の可能になっております。研

修制度が、平取町の農業であります、ハウス栽培や水田、和牛、酪農、軽種馬

という農家さんの希望する農業に実習生として研修もできるのではないかと考

えております。また、農業法人が、研究生を雇用し、人手不足の農家さんへの

応援体制をとるハウス農家への人手不足や農家の人手不足の解消として、ひと

つのヘルパー制度の考えも必要と考えます。また、研修生には新規就農制度も

あり、国から年間１１０万を給付金を２年間受ける制度があります。また、農

業法人は、研修生を雇用することで、研修費として月に１０万の支給を受ける

制度もございます。この農業の育成も、農業法人の育成も必要と考えておりま

す。平取町への農業者の人材を確保し、就農できる職場づくりや、農業を学べ

る研修塾などを開設することにより、農業の基礎学習の講義を受けることで、

高度な技術を習得できると考えます。講師としては、今年度北海道大学農学部

との連携協議もありますので、講師としてお願いもできるのではないでしょう

か。また、平取町内での農業指導士の人材もおりますので、担い手の育成にも、

農業の基礎学習の取り組みができ、現在の農業を営んでいる後継者にも、学ぶ

ことができると考えます。研修生は、講義終了後は農業の就農も可能になりま

す。研修は農業経営に参入する希望研修生が、農業経営に参入する希望をする

人が、びらとり農協や、農業協議会、センターなど相談できる体制もつくって

おりますので、農業に多く人を入れ、支援ができる事業を実践することにより、

町の効果的な農業の振興が図られると考えていますが、いかがでしょうか。町

長にお伺いいたします。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えをしていきたいと思います。いろいろと質問の中でこの部分あの部分と

いうことで質問があったように思っておりますけれども、そのなかできちっと

それに対応した適切な回答かどうかというのがちょっと、難しいのでございま

すけれども、こちらの答えられる範囲で答えていきたいというふうに思ってお

ります。第三者継承につきましてはですね、先ほど言ったとおり、当初、北海

道では畜産ですとか、畑作の担い手ということで進めてきております。ただこ

れマッチングっていいまして、受入れを希望する、受け渡したいという農家と、

入りたいという農家のなかでいろんな土地の評価だとか、施設の評価、それを

いくらで譲り受けるだとかという部分があって、なかなか難しい状況にあると

いうのは、道の話ですとか、第三者継承のシンポジウム等にも行ってですね、

先進にやっている地区の話を聞くと、非常に難しいので、マッチングをする、

そういうサポートチームがきちんとなって適当な評価をして、次の人に引き継

いでいくだとかっていうことが必要になってくるという話でございました。う

ちの町としましてはですね、施設野菜、トマトが主になっておりまして、現在
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１６０戸をこえるトマト農家が、１２０ヘクタールほどの面積で、トマトをつ

くっておりまして、年間の売り上げについては今年も４２億をこえて４２億５

千万ぐらいいくというかたちになってございます。その数字をなるべく維持し

ていくようなかたち、なかなかこれからその数字を延ばすというのは、農業の

現状からみても難しいものと考えておりますので、それをいかに継続していく

か、それを保っていくかというのが今後重要かなというふうに考えております。

その要因としては、農家の高齢化もありますし、担い手不足等もありますから、

町としては、農協ですとか普及センターその他もろもろ農業関係機関が一緒に

なってですね、担い手育成をしていくということで新規の参入希望者を研修生

制度で受け入れするということで、１０年以上前から取りかかってきたところ

でございます。それでも今後の農家の数、今販売農家で２９０ぐらいになって

るということでございまして、これが２０２０年とかになっていきますと、１

００戸ぐらい減ってくるんじゃないかということで、２００戸になるんじゃな

いかというような予測もされているところでございます。人口についても、議

員おっしゃるとおり今５３００切るようなかたちになってございますけども、

数年後には４０００まで落ちていくんじゃないかということになっております

ので、さまざまな対策、今までは２戸の農家を入れておりましたけれども、そ

れ以外の方法でもやっていかないとだめじゃないかということで、第三者継承

ですとかいろんな、現在はですね、なかなか景気が良くなってきてそういう相

談会等にも人が少なくなっているような状況でございます。私も先週の土曜日、

東京のほうで行われた新規の農業人フェアのほうへ行きまして、相談等も受け

ましたけれども、やはり農家を希望する方は少なくなってきておりますし、本

州方面はなかなか北海道までというのは数が少ないような状況になってきてる

のが現状でございます。そういう状況もありまして、いかに新たに、平取町に

入ってきてくれる方を増やしていくかということで、第三者継承ですとか、い

ろんな方法を考えていきたいということで、検討してきているとこでございま

す。それについては先ほど言ったとおり、農業協議会ですとか、いろんな機関

で相談をしましてですね、総合計画にも載せているというかたちでございます。

またいろんな農業のかたち、施設野菜をやったりだとか、水稲施設野菜ですと

か、酪農、畜産、軽種馬等ございますから、それがすべて同じかたちにはまる

かというとなかなか難しい部分がございますので、まずは町の基幹産業となっ

ているトマトの部分でシステム的にこういうようなかたちでいくと５年後１０

年後には成功してきちんと生活していけるようなかたちになるというのを今進

めてきているということで、ほかの町等におきましては、いろんなかたちで、

１０名ぐらい新規の方受け入れして、その中で２名３名、定着してくれればい

いというようなかたちでやってる町村もございますけれども、前にも議会で話

したとおり、うちの町としては、来たからには成功してもらうということで、

２名３名入ったときには２名３名がきちっと就農して、生活をしていけるよう

なかたちのものということで、いろいろハードルの高い部分もありますけれど
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も、そういうことで施策を進めてきているところでございます。議員おっしゃ

ってた、農業塾ですとか、そういうゼミナールみたいなかたちですけども、す

でに、改良普及センターのほうでも実施をしておりまして、後継者ですとか、

新規で入ってきた方対象にそういうゼミナールをやって、少しでも農業に早く

なじんでもらうというか、いろんな知識を習得していただくということでやっ

ているかたちでございます。先ほど言ったとおり農業協議会については、いろ

んな関係機関、普及センター等も入っておりまして、そういうのがもちろん必

要だということもあってですね、普及センターは普及センターでそういうこと

もやっておりますし、それぞれの機関でできる部分のものをそれぞれ分担しな

がら、やっていくというようなかたちになっておりますので、議員おっしゃる

ような内容についても、農業協議会等で検討していっておりますし、またそれ

以外のことでも良いものがあれば、こういうかたちでやったらもっといいんじ

ゃないかということ、今議員のほうから提案ありましたけども、それもですね、

十分協議しながら少しでも、平取町の農業が上向きというか、現状をなるべく

維持していくようなかたちでというふうに考えておりますので、ご理解のほう

いただきたいと思います。 

 

議長 なかには、研修生についての新規就農給付金制度の活用とか、あと町自体でそ

ういうことも検討しないのかという質問もあったかと思いますので。 

 

産業課長 新規就農の際に議員おっしゃってた１５０万というのは、多分、青年就農給付

金のことを言っているかと思いますけれども、現在新規就農希望で入ってきて

る方はすべてそれを対応してっておりますし、農業法人等に出ることについて

は農の雇用のほうの関係で受け入れるほうに出るものと理解しておりますけど

も、それについてもですね、もちろん協議会等でも話をしてって、そういうの

をおおいに活用しながら、入ってくる方が少しでも、負担が少なくなるような

かたちでということも、そういうような国の施策ですとか、道の事業ですとか

そういうもの活用していきますし、町独自のものとしては、もちろんみなさん

知ってるとおり新規就農の場合については就農時に５００万、町から補助金を

出すですとか、後継者等が入ってきて規模拡大ですとか、行っていく場合につ

いては、１軒あたり４００万を限度でというようなかたちのものもやっており

ますし、それで十分とは思っておりませんけれどもなかなか厳しい財政状況も

あって、その範囲のなかでいかに効率的に費用対効果を考えてやれるかという

ことも検討しながらですね、取りかかってるということで、ご理解のほうよろ

しくお願いします。 

 

議長 松原議員。 

 

１番 確かに就農の対策は、成功してもらうように、きちっと厳しい条件があるとい
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松原議員 うのはわかっております。そのなかでですね、一般に、できるだけ多くの人を、

人材確保できるような、そういうような感じて学べる、要するに農業を実習で

きるような、そういうような講座が設けられる場、いいのではないかなと、こ

れは一般的にですね、就農者ばかりでなく、地元でいる、これから高校卒業し

た人が地元で農業を学べるようなそういうような感じのかたちでできるだけ平

取にとどまってもらえるような、そういうようなかたちの学習も、講座も開け

ればいいなと思っております。そのなかで、いろんなかたちで、国の給付金も

ありますけども、町独自で、そういう農業に携わって勉強したいという人に、

ちょっとした就農の支援制度が設けられれば、いいのではないかと。人材を確

保するために少しでもですね、農業に携わってもらえるようなシステムづくり

をこれからお願いしたいと思って質問を終わらせていただきます。 

 

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、ただいま産業課長の

ほうからお話がございましたとおりでございますが、重複しますので、別な切

り口からですね、私のほうからご答弁を申し上げたいと思いますが、今日本社

会は人口減少の時代を迎えておりまして、また 近は、地方創生という言葉が

よく聞かれるようになってございます。民間の研究機関であります日本創生会

議が昨年の５月に、いわゆる消滅可能性の自治体リストを公表されたところで

ございます。そこには、このまま少子高齢化と人口減少が続けば、地方では仕

事がないことから、若い人が半減するために全国で１７２７市町村のうち、８

９６の自治体の機能維持が困難になり、今の状態で進めば、消滅のおそれがあ

るというような発表がされておりまして、当町においても、その波が押し寄せ

ておりますことから、今後地域経済の活性化と人口減少問題を解決するために

も、産業の振興対策、あるいは定住対策を講じなければならないというふうに

考えておりまして、人口減少はいろんな場面で影響が出てまいります。特に医

療福祉関係では、看護師をはじめ、介護士などが不足してございますし、また

本題の平取町の基幹産業であります農業についても、労働者不足を生じており

まして、選果場、あるいは農家のパートさんも不足している状況にございます。

さらには、農業者の高齢化、担い手の不足、農家戸数の減少が続いております

ことから、このことについては、すでに担い手の育成対策として、農業者の就

農の促進対策、新規参入者の就農促進対策等を積極的に推進をしているところ

でございます。特に新規参入者の就農促進対策では将来を見据えながら、いち

早く、毎年２戸の新規参入者を受け入れてきた結果、現在までに１８戸、６７

名の家族が定住しながら地域農業の活性化に大きく貢献をしてございます。ま

た、産業課長からお話あったように、２８年度に新規参入者２戸、そして第三

者の継承として１戸を受け入れることとしてございます。このように、他町に

先駆けて対策を講じておりますけれども、農業者の高齢化、後継者不足は続い
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ております。さらに抜本的な対策を講じなければならない大きな課題と考えて

ございまして、松原議員がご質問の農業の研修所的な施設の取り組み等々の意

見については、先進地の事例等も十分参考にしながら、担い手対策協議会、あ

るいは農業協議会のなかで、十分協議をしてまいりますし、現在平取のアグリ

ビジョン、向こう５か年計画を策定する予定でございますので、そのなかでも、

貴重なご意見を踏まえて十分協議を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、答弁とさせていただきます。 

 

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

井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

７番井澤です。平取町の障がい者計画、現在はこの平成２７年度から第４期の

平取町障がい福祉計画が策定されて初年度のことが進んでおりますけれども、

第１期の障がい者福祉計画は、障害者自立支援法が平成１８年にできて、それ

に対応して第１期の計画がつくられたというふうに聞いておりますけども、そ

のあと、平成２５年にこの障害者自立支援法が改悪と言われるほど悪かったっ

ていうことの批判もあって、平成２５年に障害者総合支援法に変わったという

ことがありました。それを受けて平取町も障がい者計画を整えてきているとい

うことがありますが、現在の、今年から計画を策定するにあたって昨年までの

第３期の障がい者計画のもとで、新しい計画を３か年の計画、これは第４期で

すけども、つくるために、平成２６年８月にアンケート調査を行った、という

ことがあって、第４期のこの平取町障がい者福祉計画の末尾にそのアンケート

の内容も添付されておりますので、このアンケートの内容、そしてまた計画の

本文等を見まして、少し、調査方法等について疑問の点がありましたので、今

回質問をさせていただきます。まず第１に、第４期計画、平成２７年度から２

９年度策定にあたって、障害者手帳３９４人の方、療育手帳７１人の方、精神

障害者保健福祉手帳の方１９人、あわせて４８４人の中から、１２９人、率に

いきますと２６．７％を抽出して、アンケート調査を行ったということですけ

ども、その中で、在宅、施設、病院等におられなくて、在宅生活の方の割合は

どれぐらいになっていたのか、そのことについてお伺いいたします。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。本年度ですね、障がい者福祉計画を策定させていただきま

した。その中で今、在宅ということであります。アンケート調査１２９人抽出

したなかでの在宅の割合ということになろうかと思いますが、約９割程度が在

宅ということであります。 

 

議長 井澤議員。 
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７番 

井澤議員 

それぞれの障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のそれぞれについ

て、在宅が何人おられるのかについて教えていただければと思います。 

 

議長 

 

保 健 福 祉

課長 

保健福祉課長。 

 

在宅、今回抽出したなかでありますが、基本的には障害者手帳の保持者が９３

名のうち９３が在宅、そして療育手帳保持者２４名のうち１１名が在宅、そし

て精神障害者の手帳保持者が１２人のうち１２人が在宅ということになりま

す。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

今回のそれぞれの手帳所有者の方４８４人の中から１２９人、２６．７％を抽

出したということですけども、この抽出方法のこのアンケートの手法について

は、何か基準となると何々法に基づいて、行ったという、そういう方法だとか

あるいは何かの実績に基づいてやった、その辺の根拠について教えていただき

たいと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

抽出方法でありますが、基本的には等間隔の抽出法ということであります。こ

れは無作為の抽出法一つの方法でございます。例えば３０００人の一覧であれ

ば、そこから３００人を抽出するということになればですね、開始番号を例え

ば５番目、それから抽出間隔を１０と設定しながら抽出していくというような

方法でありまして、いわゆる系統抽出法とも呼ばれているというような方法で

ございます。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

要するに調査の対象となるその３種の手帳の方々の母数、もととなる４８４人

という数字がその等間隔抽出法でその母数として適合していたというふうに考

えてよろしいんでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

 

それでよろしいです。 
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議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

３種の手帳保持者ということなってそれぞれの総合の数、障害者手帳で３９４

人、療育手帳で７１人、精神障害者保健福祉手帳で１９人、その中の在宅の数

については先ほど福祉課長からお答えいただいたことですけれども、この５４

００人の平取町の福祉計画を進めるにあたって、この２６．７％という抽出方

法で、とりあえずは３か年の計画を立てるということでありましたけども、そ

れが十分な、数字であったかどうか。そのことについては２番目の質問ともか

かわってくるんですが、私は、福祉、障害のことに関しては、やはり、全体的

な数字でとらえるということも大切ですけども、個々の障害、障害の要するに

段階というのもいろいろありますし、障害にも、いろんな障害が、種類が、８

種類ぐらいが今このアンケートの中の結果としては出てますけれども、そうい

うことからいくと、どの障害について無作為抽出という方法で４８４人に行っ

たことが、本当に十分であったのかどうかについて疑問があるんですが、その

ことについてはアンケートの結果を含めて、どうだったのでしょうか。 

 

議長 その質問につきましては、二つ目のことにかかわってくるかと思うんですけど

も、そういうことでよろしいですか。保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。通常のアンケート調査であればある程度市町村のところを

見てもらえばわかると思いますが、やはり１割から２割程度をアンケート調査

で行っているというのがだいたい現実かなということであります。今回うちは

約２６％くらいのアンケートということのなかで、出させていただいておりま

す。それで今回その１２９名抽出したということでありますが、このアンケー

ト、目的としましては、基本的に障害のある人の日常生活の状況や課題、また

障害者サービスのニーズ、より正確なものを把握するということで実施してい

るということであります。それとまた、普段から窓口の相談業務や住民からの

要望事項など、さらには平成２６年の１０月には平取福祉会の相談支援事業所

なないろが立ち上がりましたので、そこに委託して、障害者の相談、支援業務

等を通じて地域の実態やニーズの把握に努めているということであります。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

他の市町村のこういう障害者等のアンケートについては、１０から２０％と思

われるけども、本町で今回の案件は、２６．７％と十分な数字であるというご

意向はわかりました。ただ、アンケートの結果で２２名おられる視覚障害者の

方の回答がゼロだったということになってますけども、これは抽出方法でいく

と起こり得ることですが、ただ、４８４人、障害者の中でいくと、３９４人中

の２２名の方がこのアンケートからもれたことに関して、そのことに関しては
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そのアンケートの手法等について問題がなかったかどうか、いかがでしょうか。

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

今回のアンケート調査ですが、１２９名抽出いたしまして、回答としては７６

名の方が回答されております。そのうち３名の視覚障害者の方に調査票を送付

しております。回答でゼロもしくはアンケート調査の問いにおいて主たる障害

を記入せずに回答しているという可能性もございます。以上です。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

視覚障害者の方がアンケートの中に３名おられて調査票を郵送したけれども、

返送がその３名の方からはなかったということなので、やむを得ないといえば

やむを得ないで無記名の返信であったと思いますけども、調査依頼をした３名

の方は出した方がわかっておられるし、回答がなかったということであれば、

障害の３年間の少なくとも３年間の障害の計画を立てるにあたって、全く、ア

ンケートの結果では、回答がなかったけども、その手法は問題がないからとい

うことであるのかと思いますけども、この障害者のこの３年間の計画を立てる

審議会において、少なくとも、視覚障害者の方について、計画の策定の上で、

支障がなかったのでしょうか。私はないとは思えないんですがいかがでしょう

か。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。今の井澤議員の質問にございましたが、回答に関してはで

すね、無記名ということなんで、回答ゼロ、もしくはアンケート調査の問いに、

先ほど言いましたが、主たる障害の記入をしてなかったということもございま

す。ですからゼロとはちょっと言い切れないところもございます。それで先ほ

ども言いましたが、このアンケート、計画に支障がなかったかという問いでご

ざいますが、先ほども申しましたとおり、普段ですね、窓口の相談業務やそう

いうなかの要望事項等もいろいろ聞き取りなんかをしておりますので、その辺

は十分に反映してるのかなと、そういうふうに考えております。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

日常の窓口業務等で十分に視覚障害者の方についても把握しているという課長

の表明でありましたけれども、こういうアンケートを行う時に等間隔抽出法っ

ていう方法を用いたということですけれども、より具体的なこの地域での、そ

してまた具体的な障害に関わるところのときに、残念ながら、若干、主たる障
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害をどこにしたかっていう回答があったかともいうそういうのちがいが出てき

たかもしれませんけども、その、ほかの回答の少なかったことも含めてですけ

ども、視覚障害に関して、窓口業務で対応しているということで、おっしゃっ

てましたけども、２２名という視覚障害者の方がおられて在宅の方が先ほど３

名だったのは在宅の方なのか施設に入っておる方も含めてなのかちょっとはっ

きりしませんけども、やはり２２名という数は大きな数だと思うので、再アン

ケートをするというのことの手法もアンケートの手法のなかにはあると思いま

すけど、その辺のことについてはいかがでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。３名の方はですね、在宅でおられる方でございます。それ

と、再アンケートということのお話でございますが、基本的には先ほども答弁

したように、再調査は行わない予定でございます。 

 

議長 休憩します。 

 

   （休 憩 午前１１時５７分） 

   （再 開 午後 １時００分） 

 

議長 再開します。午前中に引き続き、井澤議員の質問を行います。井澤議員。 

７番 

井澤議員 

７番井澤です。午前中、現行の第４期平取町障がい者福祉計画について、その

アンケートの手法など等について質問させていただきましたけども、担当課長

からの状況の説明等がありましたので、今もうすでに動いている制度のことで

すから、それを蒸し返せとかそんなこと言ってるわけでありませんけども、や

っぱり障害者のことではとても大事なことだと思いますので、窓口で全部把握

できればいいけどもそれでできない部分をアンケートで行うというなことも、

当然行われてしかるべき制度ですので、この３年間、平成２９年度までこの計

画が続きますけども、次回の計画の中で、あるいは国の制度がまた変わってく

るかもしれませんが、そういうときにあたってこういうアンケートを行う場合、

そして、障がい者福祉計画につなげることによってより良い方法をこの後も、

選んでいただきたいと思いますので、そのような方向についていかがでござい

ましょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。アンケートがすべてではないということにもなろうかと思

いますが、アンケート、そして、窓口業務、そして前回の答弁でもお話しして
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ると思いますが、平取福祉会において障害者の相談支援事業所なないろという

ところも開設しております。そういうなかで、あらゆるニーズ調査などをして

おり、またその策定委員会のメンバーの方々も、ある程度障害者の団体だとか

そういうところからもいろんな意見を聞き取りながら今回の計画を策定してお

りますので、どうぞご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

それでは３番目の成年後見制度について、ご質問いたしたいと思います。この

福祉計画の 終年度、平成２９年度に成年後見制度法人後見支援事業というこ

とで、ありということになって、２７年度２８年度はないということですけれ

ども、成年後見制度自体は、障害者の方そして、認知症による介護保険等の要

介護認定の方等についての生活を守る、あるいは経済的虐待を防ぐって意味で、

とても大事な制度だと思いますけども、平取町では、今２９年度に向けて、そ

の事業所ですから、町の直接の部局としては持つことができないという見通し

のなかで、受け皿となる事業所を考えておられて、２９年に予定してると思い

ますけども、この制度の中で、市民後見人制度と、今新しく提案されてるもの

ですけども、受け皿となるときに、他の町をみますと、平取町でいけば平取町

社会福祉協議会が受け皿となるのに、一番近い組織かなというふうに私は考え

ますが、その辺のことについて、準備の状況と見通しについて、お知らせをい

ただきたいと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

お答えいたします。成年後見人制度ということで、まず、平成２４年の４月に

老人福祉法が改正されまして、市町村に市民後見人の養成が努力義務として、

法律に位置付けられているものであります。まず本町においてもですね、平成

２４年から２６年度まで、地域における市民後見人の普及活動を推進するため

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、

セミナーなどの各種事業に取り組んできたところでございます。そして平成２

７年から３年間ということで、今後の後見人制度の権利擁護人材育成というこ

とで、各関係機関と協力しながら、今後、人材の育成を考えているところであ

ります。今、受け皿ということでお話がございましたが、市町村において、後

見の実施機関を設置するということから、専門的な知識を有する人材を確保も

ございますが、今事業所と十分協議してるというような現状でございます。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 そこのなかに、私があげました可能性あるとことしては、平取町の社会福祉協
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井澤議員 議会というのがほかに探してもないような状況かと思いますけども、今ここで、

社会福祉協議会の名前が出てこないということは、社会福祉協議会の現状にお

いて、そのように取り組む力量がないという判断なのか、あるいはもっと良い

その受け皿について、考えておられるのか、社会福祉協議会が、町がたてます

福祉のことについて、現実に言えば高齢者のことでいけば訪問介護のステーシ

ョンをもっていたりすることがありますけれども、いろんな意味で、その専門

性というその事業所としては社会福祉協議会かなと思いますけども、具体的に、

課長から社会福祉協議会の名前が出てこないということには、何か、新しいこ

とを考えておられるのかその辺教えていただければと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

大変申しわけございません。今事業所ということで申し上げましたが、基本的

には社会福祉協議会と今協議してるところでございます。 

 

議長 井澤議員。 

 

７番 

井澤議員 

はい、社会福祉協議会と協議を進めているということでありますので、この成

年後見制度、２９年度の実施の見込みについて、ぜひ十分な打ち合わせをもっ

て進めていただきたいと思います。あと、この障害者福祉のことについては、

今３年の見通し、これまでも３年くらいの区切りでやってきたわけですけども、

この後の福祉のことについては、長期的な見通しも、必要になってくるかと思

いますが、あるいは障害者福祉ばかりでなくて、高齢者福祉とか、児童とかそ

ういうことを含めて、今、取りかかっている計画等について、見通しがあれば

教えて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 

お答えいたします。高齢者福祉計画そのものも昨年計画いたしまして、今年か

ら実施ということで、また障がい者計画も２５年に１０年間の計画なども策定

して、そして、今回のこの障がい者福祉計画という、実施計画になるかと思い

ますが、そのほうを、今年度から実施してるというようなことでありますので、

ご理解いただきたいと思います。 

 

議長 井澤議員の質問は終了いたします。次に、１１番千葉議員を指名します。千葉

議員。 

 

１１番 

千葉議員 

１１番千葉です。本日は２問の一般質問を予定しております。通告済みの質問

でございますけども、 初に、全国学力テスト結果不公表に至った真意につい
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て、詳細をお尋ねしていきたいと思います。この件に関しましては、昨年の９

月の４日に、総務文教常任委員会の中でも協議事項として、すでに教育委員会

教育長のほうからですね協議として扱われたことでございますけども、その議

事録のほうも詳細結構読んでみたわけでございますけども、残念ながら私は昨

年は産業厚生常任委員長という立場でこの総務文教の常任委員会のほうには出

席はしておらなかったわけでございますので、活字にしただけの文書読んでも

ちょっとわからない部分も、自分なりに存在してるなということで、質問して

いきたいなというふうに思っております。まず 初に、日高管内で唯一ですね、

平取町だけがこの結果を公表しなかった経緯、それから、このことに至った協

議内容の詳細について、現段階でわかってる範囲で結構ですので、お答えいた

だきたいと思います。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 それでは千葉議員のご質問に対しまして、お答えをさせていただきたいと思い

ます。本定例会の教育行政報告において、ご説明申し上げました平成２７年度

全国学力・学習状況調査でありますが、このことにおける北海道の結果という

ことにありましては、１１月２５日に北海道教育委員会が公表を行うとともに

翌２６日に、マスコミ各社において報道がなされたところであります。この全

国学力学習状況調査にありましては、ご承知のとおり、平成１９年度より実施

され、現在は悉皆方式に基づき、すべての公立の小中学校が参加している状況

となっております。また北海道教育委員会にありましては、本調査の実施要領

に基づき、市町村の同意を得た場合に限り、当該市町村名を明らかにした公表

を平成２６年度より行ってきているとこでありますが、この北海道版の公表に

同意した、道内市町村にありましては、平成２６年度において１７９市町村中

８６の団体、平成２７年度にありましては、１３５の団体ということになって

います。日高管内におきましては、２６年度で公表したのは３町ということで

ありましたけれども、２７年度においては、平取町を除くすべての町が同意を

したということになってございます。北海道新聞の報道にありますとおり、日

高管内において唯一、公表に同意をしていないのは、当町のみということにな

っているところでありますが、ご質問となります北海道版の公表そのものに、

平取町教育委員会がなぜ同意に至らなかったのか、その経緯等につきまして、

お答えをさせていただきたいと思います。この全国学力・学習状況調査にあり

ましては、前段申し上げましたとおり、平成１９年度より実施され、結果公表

ということにつきましては、平成２５年度まで、北海道にありましては、文部

科学省が定める実施要領に基づき、個々の市町村名を明らかにした公表は行っ

ていなかったところでありますが、２６年度の調査結果から、市町村の同意を

得た場合に限り、その市町村全体の平均正答率を公表することに至っていると

ころであります。市町村名を明らかにしたなかで公表することの背景には、一
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層、きめ細くわかりやすい調査結果を示し、保護者そして地域住民に対して、

説明責任を果たすことで、学力向上につなげていくことにあるものと考えてお

ります。そのことにおいて、北海道教育委員会からは、平成２７年度にかかわ

る北海道版結果報告書に市町村の結果を掲載することに同意する、同意しない、

ということに関して本年８月３日付けをもって照会があったところであります

が、平取町教育委員会におきましては、８月１７日に教育委員会議を開催し、

この取り扱いについて協議を行ったところであります。教育委員の会議におけ

ます協議ということにありましては、北海道教育委員会の考え方をもとに結論

として同意しない、ということで、前年度に引き続き、決定をしたということ

になっているところであります。平取町が同意をしないことの理由といたしま

しては、端的に申し上げまして新聞報道にありますとおり過度の競争や序列化

につながるという考え方に立つものであります。さらに申し上げますと、この

全国学テにおける本来の目的は、児童生徒の学習における理解度を把握をし、

授業改善等を行うなかで、学力向上に役立てるということがねらいということ

になっています。都道府県が、そして市町村が順位を競うということではなく、

点数獲得を目的とすることは、調査の趣旨から逸脱するとともに、学校現場は、

テスト対策に傾注する風潮が強まるということが避けて通れないということが

危惧せざるを得ないからでございます。私は今、学校教育が取り組むべきこと

ということでは、調査結果の順位を公表し、テスト対策に向けるのではなく、

子どもたちに知識を得る喜びを通じて、学習への意欲を高め、養うことにある

というふうに考えているところでございます。以上のことから、平取町として

は、公表に同意をしなかったということでございますので、お答えとさせてい

ただきます。 

 

議長 千葉議員。 

 

１１番 

千葉議員 

その流れ、お考えになってきた、そして公表しなかったという流れはだいたい

把握をした感があります。私は公表しなかったことが悪いとか、良いとかって

いうことよりもですね、やはりあのその結論に至った経緯というのは私は一町

民であるし、一議席を得てるものとして非常に、このことは真摯に受けとめな

くてはいけないなという感はありますけども、ただ結果公表しなかったことに

対してはやはり町民の中でも、特にあの現役世代のまだ通学をさしているお子

さんがいるような家庭の中では、１１月の２６日新聞報道あった報道があまり

にも、字体が大きくて、その中身結構町村別に全部公表された中身があるわけ

ですけども、反響が非常に大きかった部分も実はその背景にはあるということ

も、教育委員会サイドでも、教育行政サイドでもやはりとらえておく必要があ

るのかなというふうには思っております。それはどういうことかというと、通

告した２番目のほう入りますけどもやはり北海道の学力、全国学力テストの結

果、すでにここに席でお座りの方はみなさん全員承知だと思いますけども、４
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７都道府県中、結果的には、いつも４０番以下というあの低い学力というのは、

これは数字の上でも否めない結果が続いております。そして日高においては、

やはり道内においてもですね、やはりどういった位置付けで、学力が推移して

るのかというものもあまり見えてない部分というのがあります。学校単位にお

いては、かなり努力されてですね町内の学校の先生たちも一生懸命取り組んで

る先生の姿も見ておりますけども、残念ながら毎年少しずつの改善は見られる

ものの、やはり大きく進展するような取り組みというのも、私のほうにはうつ

っておりません。なかには、やはりあのここまで、北海道の位置付け、特にあ

の学力の偏差値含めてですけども、低下してなかなか浮上してこない背景とい

うのはやはりあの、道教委のほうで示しているような、全部やっぱりオープン

にしてですね、教育委員会単位で、了解が得られたところは公表していく。そ

してあの、問題点、課題点はやっぱり共有したなかでさまざまな取り組みとか

改善点を見出していく、そのことがやっぱり必要でないのかなという親御さん

も実は平取町内にもかなりの数がいるかなというふうに私は思っております。

現に新聞報道あったときも、３家庭の方から、電話やら私の自宅に来て、なぜ

平取町はこういうかたちでずっといかなくちゃいけないのか、なぜ日高管内で

１町だけ公表しないというのはどういうことかと、もうここまできたら全部さ

らけ出して、問題点をやっぱり共有して、取り組んでってもらう姿勢はとれな

いものかという意見が出ておるのも、事実でございます。結果を見ますとです

ね、結構改善されてきてるんですね。結構改善されてきているというか、やは

り教育長今答弁されたとおり、問題点をやっぱり意識してですね、学校単位で

の取り組みというのはやっぱり相当違ってきてるのかなという気はしておりま

すけども、残念ながら、大きな進展というのはない。これは、単年度で解決す

るような問題ではもちろんありませんので、長中期的な、中長期的な、立場で

ですね、改善されていくもんだという認識は私ももっておりますけども、特に

日高管内の中学校の状況を調べてみますと、数学のＢ、それから、Ｂの資料の

活用それから、数と式ですか、それから国語の同じくＢ、書くことそれから読

むこと、この４点が相当、レーダーチャートの中ではですね、かなり低い位置

に来ている。ということは、すべてＢですから、Ｂの部門というのはやっぱり

活用とか応用のことになってくると思いますけども、この辺は全国学力テスト

が始まった平成１９年度からですね、やはり、なかなか浮上してこない、上に

上がってこない位置付けでもあるのかなというふうに思ってますけども、具体

的にですね、今言ったようなことも含めて、今後の対策とか、取り組みについ

て、特にあの、一般町民に対しての説明責任、すべて公表はされてるわけです

けども、やはり管内、あるいは道内でどういった位置付けなのか。平取町の場

合は、義務教育課程の町立の学校７校、中学校２校と小学校５校あるわけです

けども、学校単位ごとの意見というんですか、今回公表をされなかったことに

対して特段何かその学校経営者である校長先生あるいは学校単位でのご意見と

か、何かこう、出てたんであれば、教育委員会で把握してる範囲で結構ですの
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で、今言ったこと踏まえてどうなのかっていうことも、重ねてお尋ねしておき

たいと思います。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 それでお答えをさせていただきたいと思います。全国学力・学習状況調査が実

施をされまして、来年度ということでは１０回目を迎えるということになって

まいります。これまでにありましては、抽出方式による調査の年もございまし

たけれども、現在はすべての公立小中学校が参加する、いわゆる悉皆方式によ

っての調査が定着しているという状況になっております。北海道教育委員会に

ありましては、調査開始以来、北海道全体の平均正答率が下位にとどまること

に危機感を抱くなかで平成２６年度調査までに全国平均点以上とする目標を掲

げ、学校、家庭、地域が一体となったさまざまな取り組みを推進をしてきたと

ころであります。しかし、２６年度調査におきましても目的を達成することは

できず、依然として低迷する結果ということに鑑みまして、より危機感を学校

関係者のみならず、地域住民にも共有していくことが肝要であるという考え方

において市町村別の公表に至ったというふうには考えているところでありま

す。議員ご指摘にありましては、北海道、そして、日高管内全体の学力の底上

げを図る上において、すべての市町村が課題を共有しながら、一体となった取

り組みを促進すべきではないかということで、平取町は、根底から北海道教育

委員会の方針を否定するんでないかなという見解に立たれたというふうに考え

るところであります。繰り返しになるかというふうに思いますが、この調査に

ありましては、学習の到達度を見きわめると同時に、学校での指導に役立てて

授業改善に努めるということが目的になっているところでございます。私は、

この調査の導入当初から、これらが目的となっていることの初志を忘れてはな

らないというふうに考えているところであります。しかし多額の税金を投入し

て実施されるこの調査でありますので、地域住民への説明責任ということでは、

町民に対し、平取町の子どもたちの平均正答率、並びに学習状況等について、

総体的に比較できるよう、これまで同様、町広報紙を通じながら、しっかりと

公表をしていくという考え方には変わっているところはありません。また各学

校にありましては、学校だより等をもって、保護者そして学校評議員等に対し

まして、自校の課題であるとか、改善策等について詳細な周知に努めていると

ころでございます。町民及び保護者に対する説明責任ということにおきまして

は、それぞれ行うということにしているところでありますが、学力向上に対し、

オール日高であるとか、オール北海道をもって、すべての市町村が、課題解決

に向けた共通認識のもとに、取り組む必要があるとのご指摘につきましては、

学力を含めた、生きる力の育成ということにありましては、とりわけ日高管内

といたしまして、教育委員会連合会をはじめ、教育長会、校長会、教頭会、さ

らには学力向上推進会議などの組織をもって、現状分析を明確に行うなかで何
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が課題であり、その課題をいかに改善していかなければならないのか、その課

題解決にあたっての共通認識を深めると同時に、各町教育委員会、さらには各

学校が、各町のそれぞれの実情でありますとか、学校事情に応じた取り組みを

推進しているところでございます。今後とも、管内各町、各組織における情報

交流をはじめ、連携を十分に図ることにおいて、平取町の子どもたちがテスト

による点数獲得を目的とするということではなく、社会で独立をして困難を克

服するために必要とする知識をしっかりと身につけるということとともに、心

豊かに、強くたくましく成長することができるよう、教育委員会として幅広く

支援していくことが今課せられている も重要なミッションであるというふう

に考えているところであります。そのため第６次の平取町総合計画、さらには

平取町の教育推進計画を機軸といたしながら、各種施策の展開に 善の努力を

払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。また、ご質問の

中にございました中学校の成績における、いわゆるＢ問題、主として活用にか

かわる分でございますけれども、これらについては中学校ということに限らず、

小学校においても、その課題はあるところでございます。今後におきましては、

この活用問題のみを克服するということではなくて、基礎基本をしっかりと身

につけながら、この活用問題等を解いていくということに向けていかなければ

ならないかなというふうに思っているところでありますので、今後にありまし

ては十分にここら辺の対策等は講じていきたいというふうに考えているところ

であります。また、今回の結果公表等にあたって、学校等からの意見といいま

すか、そのものがあったのかということのご質問でございますけれども、この

結果公表ということについて、教育委員会が決定をし、北海道教育委員会のほ

うに報告をしているということでありますが、それに至った後にありましては、

町の校長会でありますとか教頭会のほうにご説明等をさせていただきながら、

これまできているところでありますので、その後における各学校等から特段の

意見というのはないところであります。 

 

議長 千葉議員。 

 

１１番 

千葉議員 

今の教育長の説明の中ではもう一点私気になってるところがあるんですけど

も、今回公表しなかった結果について、日高の教育振興局、それから、道教委

の反応というんですか、それらに対して平取町の教育委員会に対して何かご意

見等を拝聴した経緯はあるのでしょうか。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 お答えさせていただきます。平取町教育委員会として北海道版の結果報告書に

同意をしなかったと、しないということで、これまで北海道教育委員会、日高

教育局を通じながら、報告等をさせていただいているところでありますが、こ
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のことにつきましては、日高教育局からも管内的に、いわゆる６町が同意をし

たということで、平取町につきましてもその考え方に至ってほしい旨のお話と

いうことは事実ございました。しかし、私ども教育委員会といたしましては、

これまでご説明申し上げているとおり、基本的な考え方はやはり貫いていかな

ければならないのかなということで、それぞれお答えはさせていただいている

ところであります。 

 

議長 千葉議員。 

 

１１番 

千葉議員 

わかりました。それともう１点ですけども、今現在教育委員４名ですか、おら

れますけども、教育委員の中でのこの公表せずという結論に至ったお話し合い

の中で、教育委員の委員会としては、全会一致でだれもこのことに対しては、

意見を申し述べる方は１人もいなかったという理解でよろしいんでしょうか。

お答えいただきたいと思います。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 この結果公表にかかわっての協議ということでは先ほど申し上げましたとお

り、教育委員会議を開催をして、平取町の教育委員会として 終的な答えを出

しているところでありますけれども、このことにつきましては、教育委員、私

を含めて現在５名でありますけれども、５名において、すべてが、同意するこ

とには反対をするということではなくて、委員の中にもやはり、結果というこ

とについては、序列化であるとか、そのものが、明確にならないということで

あれば公表に至っても良いのではないかというような考え方を持つ委員も中に

はおります。しかし、教育委員は合議体でございますので、 終的には、結論

といたしましては同意をしないということに至ったところでございますので、

教育委員の中にも同意すべきだという考え方を持つ委員は中にはいるところで

あります。 

 

議長 千葉議員。 

 

１１番 

千葉議員 

そうなんですね。状況のことは本当わからずの部分でしたので、今初めて流れ、

話し合いの結果も少しずつこうわかってきたわけでございますけども、それと

教育長、どうなんでしょうね、学校別の平均成績については、公表はしないほ

うがいいっていう教育長サイドでの考え方はどうなんでしょうか。そういう結

果なんでしょうか。 

 

議長 教育長。 
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教育長 北海道教育委員会にありましては、市町村別、そして学校別の公表をするとい

うことでは、その市町村教育委員会が決定をすることであるということで、そ

の市町村教育委員会が、市町村別、さらには学校別ということで公表するとい

うことの結論に至った場合はそれは公表していいという、要綱になっておりま

すので、北海道教育委員会にありましては、現在は、市町村別の公表だけに至

ってます。学校別は行っておりません。平取町としても、学校別に公表してい

くという考え方は当然、現段階では持っていないということであります。 

 

議長 千葉議員。 

 

１１番 

千葉議員 

またちょっとぶり返すようで本当恐縮なんですけど、全国の学力テスト、費用

はなんか５５億ぐらいかかってるということのようですけども、そういった費

用をかけて、なおかつあの結果がなかなか全国あるいは全道と比較した場合の

位置付け、あるいは日高管内の位置付けというのは、やはりあの透明化にして

もらいたいという部分も、先ほど申し上げたとおり、父兄のなかでもそういう

意見はあるんですけども、一つお尋ねしたいのが、来年度以降もそういった考

えの方針でずっと平取町はいくお考えなのでしょうか。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 現段階で、私がお答えできる分については、来年度以降におきましても、平取

町としては、北海道版の結果報告書に同意をするという考え方には至らない、

というように考えております。 

 

議長 千葉議員。 

 

１１番 

千葉議員 

それだけ信念をもって町教委として、やってこうということの結論だなという

ふうに私受けとめております。ただ新聞にも公表されてるとおり各自治体にお

いてはですね、課題となってる点、ひとつひとつ詳細が出てないんですけどね、

新聞紙上では。まあさまざまな意見があるなかで、例えばあの日高町の場合で

したら、結果に一喜一憂はしないで、基本的な生活習慣である早寝早起き朝ご

飯をきちっと正して運動もですね、やっていきたいと。そういった運動に取り

組んでいきたいということもコメントで出ておりますし、新冠は、たまたま管

内では結構成績が上のほうだったと思うんですけども、毎年安定した成績が出

せるかどうかが今後の課題であると。小学校の家庭学習を習慣化させることが

大切だというコメントも出ております。それから新ひだか町においては、やは

り中学生の数学Ｂの正答率は、全４分野ともですね、全国平均の７割以下だっ

たと。このことを大変重たく受けとめているコメントも出ております。それか

ら、浦河町においては、本年度から学力テストを受験しない小学校２年生から
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５年生、あるいは中１、中２を対象にですね、学力調査をはじめたというコメ

ントもありまして、やはり、それぞれ公表された結果の中身を厳粛に受けとめ

ながらですね、各自治体として町の教育行政として取り組んでる姿勢がうかが

われるんでありますけども、私は、先ほど冒頭に申したとおり、やはり共有し

ていくという部分においては、公表していかない方向でずっとこれからもいく

よという部分においてはですね、やはりあの、今後も私は、町民特にあの現役

のお子さんを抱えてる家庭に対しての説明責任、先ほどの話だと学校の評議員

とかあるいはその学校単位で発行しているものに対してですね文書化してたぶ

ん通知はすると思うんですけども、今後もですね、このようなかたちのなかで、

例えば、町内のほうから、あるいは父兄の方から公表してもらいたいという意

見が強まった場合は、教育委員会含めてですね、町の教育行政のなかで方向転

換もあるという考えでよろしいんでしょうか。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 結果公表にかかわって、現時点では北海道版の結果報告書に同意をするという

考え方には至らないということで、ご説明をさせていただいているところであ

りますけれども、ただいまのご質問において、保護者、地域等から今後にあっ

ては、平取町としてもその公表に同意すべきではないかというような声が多く

出た場合にあっても、方向を転換することはないのかということのご質問かな

というように思っておりますけども教育委員会といたしましてはこれまでもご

説明を申し上げておりますとおり、本来のこの全国学テの主旨そのものについ

ては、教育委員会としてはやはりそのものは忘れてはならないものだと考えて

おりますので、いわゆる過度な競争、序列化を招くということが考えられる場

合においては、そのことにはやはり至らないというふうには思っておりますけ

れども、やはり時代の趨勢とともに、そのことをやはり、ひろく町民のみなら

ず、北海道全体に対して、それらは公表すべきだというような声が大きくでる

ということもありましたらやはり、教育委員会としては、そのことは真摯に受

けとめながら、協議はしていかなきゃならないかなというふうには思っており

ますけれども、現時点では、その考え方には至らないということをお答えをさ

せていただきたいというように思います。 

 

議長 千葉議員。 

 

１１番 

千葉議員 

それではですね、その方針は、今教育長のほうから答弁いただいたとおりとい

うふうに厳粛に私も受けとめますけども、今後の課題であります、学力向上に

対してのですね、平取町の町教委としての取り組みはですね、どのような見解

をもってるのかっていうことでちょっと触れてみたいことがあります。それこ

そ序列化とかあの順位に対してっていうことは私も実は気持ちの上では本当に
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学力向上につながるような発表につながるのかなという部分ではちょっと首か

しげる分も自分自身ではあるんですけども、ただ現実的にですね、率直に申し

上げますと、上位に自治体で４７都道府県の自治体で上位にきてる学校、学校

というかその教育行政に対する取り組みの中で、調査した結果内容はやっぱり、

承知のことと思いますけども、やはりあの中学校小学校ともにですね、家庭内

の会話率が非常に高い、これはもう承知のことと思いますし自己肯定率も高い。

それから、学校の校則の遵守率も非常に高い。それから、宿題の実行率、要す

るに学校側から出された宿題を必ずこなしていく、実行率も非常に高い。それ

から、自宅学習率も高い。それから、読書率も高いんですね。すでに当然のこ

とながら教育長はじめ松澤課長も承知のことと思いますけども、そのなかでや

っぱり特記して、懸念されてることは、常任委員会の中でも話はちょっと出て

たようなんですけども、ゲームのプレイ時間ですね、これが異常に北海道がダ

ントツ１位なんですよね。小学生は特に。そういった部分に対して、まあ詳細、

これはもう家庭教育の問題もう当然のことながら、大きく関わってくることだ

と思ってますけども、こういった項目一つ一つを拾い上げて、やはり、問題点、

課題点を見出していく。そしてそれに対して、各学校に指導していく、あるい

は家庭側に周知するという作業に対して、今後の取り組みという部分ではどの

ような意見があるのか、そのことも、本日伺っておきたいと思います。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 ただいまのご質問の中におきまして、いわゆる児童生徒の学習状況といいます

か、それらについて課題があると。それらを改善をしながら学力の向上に努め

るということがやはり大切ではないかということになろうかなというふうに思

っておりますけれども、いわゆる、学習状況調査結果ということにありまして

は、今のご質問の中にもありましたけれども、１日におけるゲームに費やす時

間でありますとか、メール、インターネット、さらにはテレビの視聴時間が長

いだとかということは日高管内そして北海道もそうですけども当町におきまし

てもその実態はあるところでございます。例えば一例として申し上げますと、

１日のゲームの時間で２時間以上行っているかどうかということでは、小学生

では平取町の子どもたちについては全道、全国等からも低い状況にはなってま

す。小学校では２５％程度の子どもたちが２時間以上ゲームはやっているとい

うことなんですけども、全道、全国では３０を超えるというような割合になっ

てございます。そういうようなことで、やはり１日の生活習慣といいますか、

その辺のことについても十分に改善を図りながら、今後の学力向上ということ

にはつなげていかなければならないのかなというように思っておりますので、

これらにつきましても十分に学校、家庭、地域との連携等を図りながら改善に

努めていきたいというように考えているところであります。 
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議長 千葉議員。 

 

１１番 

千葉議員 

ぜひ頑張って取り組んでいただきたいなというふうに思っております。それと

質問の 後のほうになってくるわけでございますけども、正答率の話がどうし

ても出てくるんですけども、少なからずともですね、大都会とか中核都市、そ

れからその他の地方の市ですね、いわゆる人口がある程度いて、生徒数もいる

ような地域と、それから町村単位、特にへき地の地域を抱えてるへき地校を抱

えてる町村単位でいったら、非常にまだまだ改善はしてきてるんだけども、ま

だやっぱり都市部との格差が開いてる。この要因はやっぱたどっていけば、私

やっぱりあの、一概には言えないのかもしれませんけど、やはり指導力があっ

て学校運営に対してあるいはその子どもに対しての信頼関係をもてる、俗に言

ういい先生の数がですね、なかなか、こちら日高のほうには来てないのかな、

そういう意見も父兄の中から出てるのも事実でございます。これは今の先生が

良いとか悪いとかではなくて、一生懸命やられてる先生も努力してるのにそん

なに芽を出してくれないという結果もあるんですけども、その部分に対しての、

今後の私は平取町の課題でもあり、日高管内の課題でもあると思うんですけど

も、承知のとおり日高管内は人口７万２千前後かな、今。苫小牧の半分ぐらい

しか、この広い日高管内において、人が住んでない。生徒数もだからそれなり

に少ないわけでございますけども、そういったなかで、やはり学力向上につな

がるような、指導者、先生、これらの、まあ人事の関係も当然のことながら出

てくるわけですけども、取り組みに対してのお考えも、町教委として伺ってお

きたいと思います。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 学力向上を図るということにおいては、学校における指導そのものを、やはり

高めていかなきゃならないということになろうかなというふうに思っておりま

す。それで、ただいまご質問にありますけれども、いわゆる教員の資質の向上

ということにありましては、教育委員会といたしましても、さまざまな対策等

を講じながらあたっているところでありますけれども、いわゆる教員というこ

とにありましては、日高管内を基本としながら人事を行っているということと

なります。そこにおいては現状では、日高管内だけでの異動ということはなか

なかままならない部分がございますので、他管交流ということで現状におきま

しても、胆振、空知、渡島管内から教員が日高管内に入ってきてるということ

もございますし、また日高管内からその管内のほうに交流に出てるということ

で他管に出て、そしてまた日高管内に戻って、それ以降における管内の教育力

を高めていくというようなことの意味合いを持ちながら他管との交流を実施を

してきてるということもございます。そのようなことでは教員の質の向上を図

っていくということにおきましても、平取町の教育委員会といたしましてもや
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はり研修、そういうものに力を入れなきゃならないのかなというふうに思って

おります。そういう点では、平取町におきましてもさまざまな教員の研修等を

行っておりますし、また、教育研究協議会等を立ち上げるなかでそれぞれ先生

方が、自主的、主体的に活動を行っているということで、それらがすべて子ど

もたちに反映できるように、教員も日々努力をしているところでありますので、

今後とも教育委員会といたしましては教員の質の向上等に向けて 大限支援等

はしていきたいというように考えているところであります。 

 

議長 千葉議員。 

 

１１番 

千葉議員 

さまざまな困難な壁もたくさんあろうかなと思いますけども、ぜひ今教育長言

われたようなかたちでですね、少しでも、この平取町の町の教育行政として、

学校全体が地域全体がですね、学力向上するような取り組み、少しずつですね、

取り組んでってもらえればなというふうに思ってます。ただ悪い面だけではな

いですね、北海道のこのデータを見ていますと、全国のその正答率の中で全国

平均上回ってる項目というのが２、３ありまして、特にあの先ほどＢ項目の話

したんですが、Ａ項目では伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項が１０

０．４、いわゆる０．４ポイント上回ってる。全国の正答率を１００とした場

合ですね。それと、国語のＡですね、話すこと聞くこと、これは北海道全体で

の数字なんですけど、これも同じく１００．３と０．３ポイント全国平均を上

回っている。それから数学のＢ、唯一これは関数なんですね、関数の問題。数

学のＢ、これは１００．９で、０．９ポイント全国平均より上回っている。こ

ういった良い面もたくさんまた指摘をすれば出てくるわけでございまして、特

に平取町の場合は、道徳教育とか、例えば犯罪に対する地域としての取り組み

とか、あるいはその校内暴力の関係、家庭内暴力の関係とか、私は田舎特有の

この平取町のこういった町特有のですね、良い面はまだまだ探してこえばたく

さんあるなというふうに思ってますので、それらのこともですね、やはりあわ

せて一つ一つ検証しながら、今後の町の学力向上のためにですね、取り組んで

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、これ以上、

ご答弁求めませんけども、引き続きですね、教育長中心に教育委員会のメンバ

ー、それから学校単位、それから学校の評議員も含めてですね、親御さんたち

も全員一致してですね、さまざまな、平取町が抱えてる、教育問題に対して今

後もひとつ努力していっていただきたいというふうに思っております。それで、

次の質問に行きたいと思います。通告してあります、川上町長３期目の継続出

馬ということでございますけども、もうすでに新聞紙上で出馬に対しては、事

実上表明されたなかで本日の定例議会において、正式に表明したいという意向

もあったようでございますので、改めて、伺ってまいります。来年６月、任期

満了に伴いまして、町長選挙の改選が待ち受けておりますけども、川上町長の

ですね、現在の考え方を改めてこの議場で伺っていきたいと思います。 
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議長 町長。 

 

町長 それでは千葉議員からのご質問にご答弁を申し上げたいと思います。私は平成

２０年の７月に町民の支持を得まして、町長に就任し、町長という重責を担う

ことになり、早くも７年６か月が経過をいたしました。この間、多くの方々の

ご支援、ご指導をいただきまして、現在まで務めさせていただきました。私は

町民の幸せを第一に、豊かで安全で安心して暮らせるまちづくりを目指して、

町民の皆さま、さらには、議員の皆さんにご協力をいただきながら進めてきた

ところでございます。また、町といたしましても、理事者、職員が一体になっ

て、町民の付託にこたえるように、誠心誠意頑張ってきたところでございます。

２期７年６か月を少し振り返ってみますと、平取町はどの町とも合併せず、将

来にわたり自主、自立の道を歩み続けております。しかし、長く続いた景気の

低迷、政権の交代、東日本大震災など、大変厳しい社会情勢のなかで、景気対

策、あるいは人口減少対策、農林業対策、少子高齢化対策、財政健全化対策な

ど、多くの課題と向き合いながら、乏しい自主財源と地方交付税の動向に左右

されながらも、創意工夫を凝らしながら、町の活性化に取り組んできたところ

でございます。特に農業振興については、長年の懸案でありましたエゾシカの

侵入防護柵整備事業、あるいは農業の将来を見据えて、新規就農事業を積極的

に推進するために振内地区に実践農場を整備し、担い手対策に力を入れてきた

ところでございます。現在では、トマトの生産については１０年連続して、１

万トン、３０億円を突破して、今年も１万２千トン、４２億７千万円を達成し、

北海道一の生産地となっているところでございます。また、平取町の優れた特

産品をＰＲするため、初めて札幌でびらとりトマト和牛フェアの開催をしてお

ります。また、びらとり温泉ゆから整備につきましては交流人口の拡大ととも

に、町民の憩いの施設として利用されていることは大変うれしく思っていると

ころであります。これまで、指定管理料として約４千万円の経費が指定管理料、

現在はなしで運営され、他の重要な財源に充当できることは、昨今の財政状況

が厳しいなかでは、大きな成果でもございます。さらには、アイヌ文化の推進

では、沙流川地域のイオル再生事業、アイヌ文化情報センターの整備、伝統的

工芸品としてアツシ、イタが北海道初の指定を受けたところでございますし、

また、重要文化的景観等の追加選定など、アイヌ文化の振興についても、町議

会をはじめ、アイヌ協会、行政など、町ぐるみで進めてきたところでございま

す。福祉関係については、子育ての支援医療費の助成事業、高速通信網の光フ

ァイバーの整備、住宅リフォーム助成事業、赤ちゃん誕生祝い金事業、さらに

は、災害に強いまちづくりについて、政権交代により、一時、凍結された経緯

もございますけれども、平取ダムにつきましては、沙流川総合開発上２ダム１

事業として進めながら、約半世紀にわたり懸案となっておりましたけれども、

町民の願いが国に届き、本体着工されまして、２０２０年完成のめどがついた
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ところでございます。これまで、町議会をはじめ、町民の皆さんのご支援とご

協力のもとに、着実に町政を推進することができましたことに感謝をしている

ところでございます。町政の執行については、昨年度から着手をいたしました

第６次の平取町の総合計画が、町民の皆さんの手によって、策定をされ、先週、

答申を受けたところでございます。今後、第６次の平取町の総合計画を基調と

しながら、今後１０か年計画を具体的に進めてまいりますが、しかし乏しい自

主財源と地方交付税の限られた財源でありますが、現在進めている事業、今後

取り組んでいかなければならない多くの課題を選択と集中のなかで、確実に解

決しなければならないというふうに考えてございます。具体的には、国保病院

の改築、人口減少問題、少子高齢化対策、平取ダムの予定どおりの完成、そし

て関連施設の整備、道立平取高校の存続、肉牛振興、さらなる交流人口の拡大

のための観光振興、アイヌ文化の振興など、さまざまな課題が山積し、重要な

時期にあると考えております。今後とも自立の道をより確実に発展させなけれ

ばならないというふうに考えております。私たちは先人から生きる知恵や豊か

な自然を受け継いでまいりました。先人はその時々を懸命に生き、町の歴史や

文化、財産を築きあげながら残してくれました。今を生きる私たちは先人が残

してくれた宝を次の時代につなげる使命がございます。町民が幸せを実感でき

る確かな未来を築くために、全力を挙げなければなりません。今、日本は人口

減少の時代を迎えまして、平取町にも大きな波が押し寄せております。地域経

済の活性化と人口減少問題を克服するために、今後とも、産業の振興対策や定

住対策等々、平取だからこそできる、地方創生に果敢に挑戦をしていかなけれ

ばならないというふうに考えてございます。２１世紀は食料、環境、エネルギ

ー問題というのは、世界 大の課題でございます。平取町の将来展望といたし

ましては、やはり自然と共生しながら、豊かな森林資源等を活用し、化石燃料

に頼らないクリーンエネルギー１００％自賄いできるまちづくり、また、基幹

産業の農業の町として、食料自給率１００％のまちづくり、また、豊かな自然

を守り、次の世代に引き継ぐことのできるまちづくりを目指さなければならな

いというふうに考えてございます。平取町の５０年先１００年先も町民の皆さ

んがこの町に住んでよかったと思える平取であるために、町民と行政が一体と

なった協働のまちづくりを着実に前進させるためにも、私の集大成として、小

さな町の大きな挑戦をしてまいりたいと決意を新たにしているところでござい

ます。私としてはまことに浅学非才ではございますが、議会の皆さん、町民の

皆さん、そして職員の皆さんに対し、心からのご支援とご協力をお願い申し上

げまして、引き続き３期目の町政を担当させていただきたいと考えているとこ

ろでございますので、決意の一端を申し上げて答弁に代えさせていただきます。

ありがとうございます。 

 

議長 千葉議員。 
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１１番 

千葉議員 

今川上町長のほうから３期目に対する、決意の一端を述べさせて、私も今伺っ

ておりました。私としてはですね、第５次の今の前の総合計画のときのシミュ

レーション、思い起こせば、基金が２、３億に底をついてもおり、そしてその

かわりというか、その債務償還も順調に推移しながら起債残高も減ってるよと

いうような、確かそういったシミュレーションだったというふうに思っており

ますが、現時点で、基金残高が約２５億円ほど残っております。それと先ほど

温泉のゆからの施設のこともご紹介ありましたけども、今後予定されてる近々

の中身としては、まずは、平取町の国保病院を建物、あるいはハードウェアソ

フトウェア含めてですね、建て直して、再度、改修をして進めていきたいとい

う課題もございます。改めて町長のですね、川上町長の平取町の発展に伴うよ

うな、将来構想の核となっていくようなお話があれば、その一端もお伺いして

質問をしたいと思います。 

 

議長 町長。 

 

町長 それは簡単に、私のほうから申し上げたいと思いますが、基金の関係について

は、ちょうど小泉内閣の三位一体改革のときに、交付税が約１０億程度削減さ

れ、運営できなければ、平成の大合併というようなことでございました。なお

かつ、また、平成１５年には大きな災害がございましたけれども、自主自立の

選択を先人の方々が選びまして、基金が約３億程度、２５億あったものが３億

程度なくなっても、平取町が自立していただきたいというような、そういった

町民の声で現在、それぞれの町民の皆さんとともに、行財政改革に取り組みな

がら、限られた財源のなかで、選択と集中をしながらですね、これまで、今日

に至っているところでございます。そういったなかで、起債も約６０億、その

うち交付税に算入されるのが約２分の１ありますので、純粋な基金については

純粋な借金については３０億程度というふうに思いますけれども、今後は、大

きなプロジェクト事業が抱えてございますので、ある程度、良質な起債のなか

で、整備をしていかなければならない、そういうふうに思っておりますが、起

債もただ借金ではなくて、これもやはり財産が残るということでございますの

で、できるだけ町としても、借金が残らないようなかたちのなかで取り組んで

まいりたいというふうに考えております。また、これから平取町の発展の核と

いうようなことでは、大きなとらえでは申しましたけれども、今、これまで以

来ですね、人口減少というかたちのなかでは、本当に地域が大きく状況が変わ

ってですね、本当に町市街地から離れる地区におきましては本当に独居老人だ

とか、老老介護のお年寄りなど、新たな課題が、山積をしてございます。そう

いった状況が少しずつ変わっているなかでは本当に地域のコミュニティーとい

うか、絆をさらに強くしてですね、連携を図っていかなければならない、そう

いうことが大事だというふうに思っておりましてですね、これからはやはり人

口が減少しますと、自主財源もさらに減るなかではこれまでの行政サービスを
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行政だけでは、できない部分というのがございますので、そういった意味にお

きましては、これから、地域の課題は地域が課題を解決する地域力をしっかり

とつくっていかなければならない、そのためには、人づくりが大事だというふ

うに思っております。シンクタンクというようなことで、これもやはり職員も

切磋琢磨しながらブラッシュアップしながら、また地域は地域で解決する力を

つけながら、行政が支援をしなきゃならないところは、バックアップしながら

支援をしていく地域力、そして、人づくりということがですね、これから大き

な、大事なことなのかなというふうに思ってございます。元気な町にはですね、

人が集まってまいりますので、本当にふるさとを誇りに思うそんなまちづくり

をすることが交流人口、人が集まってくることにつながっていくのかなという

ふうに思ってございますので、そういった人づくり、地域力を高めることが、

町民全員がオール平取で２１世紀のこれからの先を進んでいくことが大事だと

いうふうに考えておりますので、答弁に代えさせていただきます。 

 

議長 千葉議員の質問は終了いたします。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。 

日程第６、請願第５号ＴＰＰ交渉大筋合意に対する請願について、 

日程第７、陳情第３号「介護報酬の再改定を求める意見書」採択についての陳

情について、以上２件を一括して議題といたします。この２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番四戸議員。 

 

８番 

四戸議員 

８番四戸です。先に提出されました請願１件、陳情１件についてでございます

が、１２月８日に開催されました議会運営委員会で協議をいたしました。その

結果については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。請願第５号及び陳情第３号の２件については、産業厚生常任委員会へ付

託としておりますので、議長よりお諮りをお願いいたします。 

 

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５号、陳情第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） 

異議なしと認めます。従って、請願第５号、陳情第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決定しました。以上で本日の日程はすべて

終了いたしました。本日はこれにて散会といたします。大変ご苦労様でござい

ました。 

  

（閉 会 午後 ２時 ９分） 
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 平成２７年第８回平取町議会定例会 （開 会 午後 １時３０分）

議長 皆さんご苦労さんでございます。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２番丹野議員と３番櫻井議員を指名します。 

日程第２、選挙第１号平取町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について。

お諮りします。選挙方法につきましては、議会運営基準４１先例４により、議

長の指名推薦によることが規定されておりますので、議長が指名したいと思い

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。従って選挙の方法につきましては、議長が指名推薦する

ことに決定しました。それでは、指名をいたします。選挙管理委員会委員につ

きましては、遠藤裕昭氏、丹羽剛氏、川上憲司氏、互野勝弘氏の４名と、次に

補充員には、香田文雄氏、三神玲子氏、堀内敏明氏、粒来高史氏の４名を指名

します。ただいま指名したあわせて８名の方を当選人と決定することにご異議

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、平取町選挙管理委員会委員及び補充員について

は、ただいま指名いたしました８名を当選人と決定しました。 

日程第３、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いたします。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。意見を求める

方は、住所、沙流郡平取町字紫雲古津２２５番地１４、氏名は高地岩男氏であ

ります。生年月日は昭和２３年６月１５日、６７歳でございます。この度の推

薦につきましては、前任者でありました故上田智己氏の後任として新規に推薦

するものでございます。次のページをご覧ください。経歴概要でございますが、

高地氏につきましては学歴は昭和４７年の３月に北海道教育大学釧路分校を卒

業され、職歴といたしましては、昭和４７年の５月から４７年の１０月まで千

葉県の教育委員会教諭として勤務され、その後、昭和４７年の１０月から昭和

５１年の９月まで、法務教官として勤務されてございます。その後、昭和５１

年の９月から平成２１年の３月まで、北海道教育委員会の勤務ということで、

ここに一覧のとおり、５１年の９月には平取町立平取中学校の教諭、平成８年

の４月には浦河町立の荻伏中学校の教頭、１３年の４月に同中学校の校長、平

成１６年の４月に平取町立平取中学校の校長で退職がなされております。その

後平成２１年の４月から２６年の３月まで、平取町の教育委員会指導主事とし

てご尽力をいただいてございます。人格識見も高く、適任者でありますので、
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議会の意見を求めるものでございます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

議長 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。人権擁護委員として高地岩男

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。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、高地岩男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４、諮問第２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２号人権擁護委員の推薦についてご説明をいたします。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。意見を求める

方は、住所、沙流郡平取町字貫気別４５番地１、氏名、西島達夫氏でございま

す。生年月日は昭和２０年３月１７日、７０歳でございます。次のページをお

開き願います。経歴概要でありますが、西島氏については、平成１６年１月の

１日から現在まで、人権擁護委員として４期ご尽力いただきまして、引き続き、

継続を求めるものでございますので、説明は省略をさせていただきます。人格

識見も高く、適任者でございますので、議会の意見を求めるものでございます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長 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西島達

夫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。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、西島達夫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５、議案第１号公平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号公平委員の選任についてご説明を申し上げます。平取町公平委員会

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
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方は、住所、沙流郡平取町字荷菜１１番地２、氏名、和田ともよさんでありま

す。生年月日は昭和４２年３月１４日、４８歳でございます。これまで公平委

員でありました冨士元美枝子さんが町外転出となったため、後任として和田と

もよさんの同意を求めるものでございます。次のページをご覧ください。経歴

概要でありますが、和田さんは学歴は平成元年３月３１日、北海道衛生学院助

産婦科卒業でございます。職業は非常勤看護師として、社会福祉法人平取福祉

会かつら園デイサービスセンターで勤務をしてございます。公職歴は平成７年

６月１日から現在まで、平取消防団女性消防団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、選任同意を求めるもの

でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長 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、和田ともよ

氏の選任に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５、議案第１号公平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６、議案第２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２号固定資産評価審査委員の選任についてご説明申し上げます。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。同意を求める方は、住所、沙流郡平取町振内町３４番地１、氏名、瀧治氏

であります。生年月日は昭和３３年８月５日、５７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。経歴概要については、以下、ご覧のとおりで

ございますが、平成２２年２月４日から現在まで、平取町の固定資産評価審査

委員として、ご尽力をいただき、引き続いての継続を求めるものでございます。

人格、識見も高く、適任者でありますので、引き続き選任同意を求めるもので

ございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長 説明が終わりました。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。本案について瀧治氏の選任に

同意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６、議案第２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７、議案第３号平取町税条例の一部を改正する条例についてを議題とし

ます。提案理由の説明を求めます。税務課長。 

 

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

の８ページをご覧いただきたいと思います。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す。次のページをご覧いただきたいと思います。平取

町税条例の一部改正につきまして、その改正理由をご説明申し上げます。今回

の改正は地方税法の一部を改正する法律が平成２７年３月３１日に公布されま

したが、これに伴う改正と本年６月議会で議決をいただきました平取町税条例

の一部を改正する条例の一部改正に伴いまして、平取町税条例の一部を改正す

るものでございます。主な改正内容の１点目としましては、町が徴収の猶予や

換価の猶予をする場合における、徴収金の納付の方法や、申請書の記載事項、

添付書類などについて、法律に条例委任事項が設けられたことに伴い、条例で

定めるものであります。２点目としましては、本年６月議会で議決をいただき

ました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

律に伴う条例の一部改正のうち、納付書の第２条第３号の納付書の用語の意義

において、法人番号の定義を規定していたところですが、今回の一部改正でそ

の改正規定を削除することとしたため、後に続く条文に法人番号の定義を追加

するものであります。それでは、条文に基づき、改正内容についてご説明申し

上げますので１５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８条、徴収猶予に係る町の徴収金の分割納付又は分割納入の方法について

ですが、１項では分割納付の方法として、毎月の納付を原則とするものであり

ます。次に、第２項から第５項までは、徴収の猶予または、徴収の猶予期間を

延長する場合における納入方法について、定めるものであります。すなわち、

第２項及び第３項では、分割納入の各月の納付期限または納付金額は、町が定

めることとするものであります。第４項及び第５項では、町が分割納入の各月

の納付期限または納付金額を定めたときは、徴収の猶予等を受けた者に通知す

ることとするものであります。次に、第９条、徴収猶予の申請手続等について

ですが、第１項、第２項については徴収の猶予を申請する場合の申請書記載事

項及び添付書類について、定めるものであります。第３項及び第４項について

は、法定納付期限から１年を経過した日以後に納付し、または納入すべき額が

確定した場合における徴収の猶予を申請する場合の申請書記載事項及び添付書

類について定めるものであります。第５項については、徴収の猶予期間を延長

する場合の申請書記載事項及び添付書類について、定めるものであります。第

６項については災害等による徴収の猶予をする場合で添付書類の提出が免除さ

れる場合であっても、提出が義務付けられる書類について、条例で定めるもの
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であります。すなわち、担保に関する書類については、提出しなければならな

い旨を定めるものであります。次のページ、１７ページをご覧いただきたいと

思います。第７項は申請書または添付書類の記載に不備がある場合の訂正期限

について２０日とするものであります。次に第１０条、徴収猶予の取消しにつ

いてですけれども、徴収猶予の取消し事由のうち、新たに徴収猶予の適用とな

る町の徴収金以外の町の債権に係る債務の不履行があった場合には、やむを得

ない理由があると認めるときは除き、徴収猶予の適用を取消すこと定めるもの

であります。第１１条職権による換価の猶予の手続等についてですが、第１項

及び第２項においては、法第１５条第３項及び第５項の規定を準用するもので

ありまして、第８条のところで説明をしました徴収の猶予等と同様の規定とな

っていますので、説明を省略したいと存じます。第３項については職権で換価

猶予をする場合に町が必要に応じて提供を求めることができる書類について、

定めるものであります。次に第４項については職権による換価猶予の取消し事

由を規定しているものでありまして、先ほど第１０条のところで説明をしまし

た、徴収猶予の取消しと同様の規定となっていますので、説明を省略したいと

存じます。次に第１２条、申請による換価の猶予の申請手続等についてですが、

第１項では換価の猶予を申請する期限を町の徴収金の納期限から６か月とする

ものであります。第２項については申請による換価猶予の不許可事由について

規定しているものでありまして、先ほど第１０条のところで説明をしました、

徴収猶予の取消しと同様の規定となっていますので、説明は省略したいと存じ

ます。第３項及び第４項については、第１１条第１項及び第２項と同様の規定

となっていますので、説明を省略したいと存じます。第５項及び第６項につい

ては申請による換価の猶予を申請する場合の申請書の記載事項及び添付書類に

ついて定めるものであります。第７項については申請による換価の猶予の延長

を申請する場合の申請書記載事項及び添付書類について、定めるものでありま

す。第８項については、申請書または添付書類の記載に不備がある場合の訂正

期限を２０日とするものであります。第９項につきましては、第１５条の３第

１項第４号の規定を準用するものでありまして、先ほど第１０条のところで説

明をしました徴収猶予の取消しと同様の規定となっていますので、説明は省略

したいと存じます。次に第１３条、担保を徴する必要がない場合の規定につい

てですけれども、担保を不要とする規定について定めるものでありまして、猶

予に係る金額が１００万円以下である場合、猶予期間が３か月以内である場合、

または特別の事情がある場合とするものであります。第１８条、公示送達及び、

次のページの第２３条町民税の納税義務者等の規定については、今回の条例改

正におきまして、第８条第１項で地方税法、第９条第２項第４号では地方税法

施行令の文言を用い、以下「法」以下「令」としたため、この後に続く条文中

に地方税法や地方税法施行令の文言を用いる場合には、それぞれ、「法」または

「令」というように、省略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。はじめに、第２条用語の規定であります。６月に議会提案をし
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ました一部改正では、町で作成する納付書または納入書に、今までの住所及び

氏名等の記載に加え、法人にあっては法人番号の記載を義務付けるものであり

ましたが、この改正規定を削り、元の条文の規定に戻すものであります。次に

第３６条の２、町民税の申告から次の次のページの第１４７条の入湯税に係る

特別徴収義務者の経営申告までの条文改正につきましては、第２条第３号第４

号を今回の改正で削除したため、第３号に規定されていた法人番号の定義を、

それぞれの条文において、追加するものであります。次に、附則第１条、施行

期日の改正については、先ほど説明したとおり、本則条文で、第２条第３号及

び第４号の改正条文を削除したため、施行期日からその条文規定を削除するも

のであります。次に、戻っていただきまして、議案の１４ページの附則をご覧

いただきたいと思います。この条例は、マイナンバー法関連条文の改正につい

ては公布の日から、また徴収の猶予等の法律に条例委任事項が設けられたこと

に伴う改正につきましては、平成２８年４月１日から施行するものであります。

次に、第２条については徴収の猶予等の経過措置について、規定しているもの

であります。納税者の申請による徴収猶予や職権による換価猶予の規定は、平

成２８年４月１日以後にされる徴収の猶予、換価猶予に適用するものでありま

す。また、納税者の申請による換価猶予の規定については、平成２８年４月１

日以後に納期限が到来する、町の徴収金について適用するものであります。以

上で説明を終わらせていただきますので、ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

議長 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７、議案第３号平取町税条例の一部を改正する

条例については原案のとおり可決しました。 

日程第８、議案第４号平取町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に基づく個人番号の利用に関する条例の制定について

を議題とします。提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

総務課長 議案書２４ページにあります議案第４号平取町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に基づく、個人番号の利用に関する

条例の制定について、ご説明いたしますので、お手元に別途お配りしてありま

す資料をご覧いただきたいと思います。はじめに、１制定の理由は、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、これは番号
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法、いわゆるマイナンバー法といわれているものでありますが、この法律の施

行に伴い、平取町における個人番号に関し、町はこれをどのように利用するか

を定めるため、新たに条例を制定しようとするものであります。次に、２条例

の主な内容でありますが、第４条の１項から４項までの個人番号の利用範囲に

ついての規定がその中心となっております。（１）第１項は町の独自事務に関す

る利用範囲であります。①条例別表第１は、町の執行機関とその利用範囲に該

当する町の独自事務の名称を次のとおり定めるものであります。重度心身障が

い者、ひとり親、乳幼児医療費助成事業、子育て支援医療費還元事業がこれに

あたります。②条例別表第２は、上記①に加えて、特定個人情報の範囲を定め

たもので、生活保護法、地方税法、住民基本台帳法に関する事務がこれにあた

ります。（２）第２項は利用限度で、町は今申し上げました上記（１）の①重度

心身障がい者、ひとり親、乳幼児医療費助成事業、子育て支援医療費還元事業

の事務を処理するため必要な限度で（１）の②生活保護法、地方税法、住民基

本台帳法に関する事務に関する町内部の特定個人情報を利用することができる

とするものであります。ただし、国が設置・管理する情報提供ネットワークシ

ステムにより、国や他の自治体から特定個人情報の提供を受けることができる

場合は、この限りではないといたします。（３）第３項は、国・地方の事務に関

する利用限度範囲で、町は番号法に掲げる次の事務を処理するため、必要な限

度で町内部の特定個人情報を利用できるとするものであります。地方税、国保・

介護保険・後期高齢の保険、福祉、年金、住宅業務等がこれに該当いたします。

国が設置・管理する情報提供ネットワークシステムにより国や他の自治体から

特定個人情報の提供を受けることができる場合は、このかぎりではないという

ことにつきましては、第２項と同様であります。（４）第４項は、書面提出のみ

なし規定でありまして、第２項で定めた事務について、町が町内部の特定個人

情報の利用を行う場合には他の条例や規則等に書面の提出が義務付けられてい

る場合であっても、当該書面、例えば住民票、所得証明、非課税証明等の添付

書類の提出があったものとみなすとするものであります。これは町がマイナン

バーを使って、個人情報を収集する場合は、町民は窓口において、住民票、所

得証明、非課税証明等の添付が不要になるという内容であります。３この条例

の施行期日は附則で、これを個人番号制度が本格的にスタートする平成２８年

１月１日と定めようとするものであります。以上、ご説明いたしましたので、

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長 説明が終わりました。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。 



- 8 - 

（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に基づく、個人番号の利用に

関する条例の制定については原案のとおり可決しました。 

日程第９、議案第５号工事請負契約の締結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 

はい、議案第５号工事請負契約の締結についてご説明申し上げます。この工事

につきましては、１２月２日に入札を執行いたしましたが、議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得または処分に関する条例に基づきまして議会の議決を

得ようとするものであります。工事名は振内中学校校舎耐震補強及び大規模改

造工事であります。工事場所は沙流郡平取町振内町１０１番地１であります。

工事概要は鉄筋コンクリート造２階建、延べ面積２１４６㎡の壁、柱の耐震補

強及び内外部改修工事であります。請負金額につきましては１億９４５４万４

００円であります。請負契約者は、菱中・小林特定建設工事共同企業体、代表

者は苫小牧市錦町２丁目６番２２号、菱中建設株式会社苫小牧本店取締役執行

役員本店長 永田博司、構成員は沙流郡平取町字荷菜４０番地６、株式会社小

林組代表取締役 小林史明であります。なお、この工期につきましては、平成

２８年３月３１日としておりますが、延長を予定しております。本工事におけ

る入札参加者は丸彦渡辺・日新特定建設工事共同企業体、岩倉・五十嵐特定建

設工事共同企業体、菱中・小林特定建設工事共同企業体の３企業体であります。

入札につきましては、２度、不落となりましたので、地方自治法施行令第１６

７条の２第１項第８号の規定により、随意契約といたしました。出資比率は、

５５対４５であります。以上で工事請負契約の締結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９、議案第５号工事請負契約の締結については

原案のとおり可決しました。 

日程第１０、議案第６号平成２７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。総務課長。 

 

総務課長 議案第６号平成２７年度平取町一般会計補正予算第６号につきましてご説明申
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し上げますので、議案書２８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９９５０万６千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ、５８億８０１９万６千円にしようと

するものであります。第２項におきまして、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、第２条におきまして、地方自治法第２１２条

第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表 継続費」によ

るとするものであります。また、第３条において、地方債の変更は、「第３条 地

方債補正」によるとするものであります。それでは、歳入歳出予算事項別明細

書の歳出からご説明申し上げますので、議案書の３８ページ上段をご覧くださ

い。科目は、２款１項１目一般管理費１３節委託料、金額は番号法関連例規整

備委託料９３万５千円の減額であります。これは見積もり合わせによって、当

初の予算より低い価格を提示した業者があったため、結果的に執行残が生じた

ことによるものであります。同じく、１８節備品購入費１６７万円の追加補正

で、内容は、個人番号カード交付顔認証システム機器購入３４万６千円、これ

は、個人番号カードを町民課窓口で交付する際に、申請した個人の顔をカメラ

付きのパソコンで認識し、カードについている顔写真と本人が同一人物かどう

かを確認し認証する機器一式です。次に個人番号カードタッチパネル端末機購

入３８万９千円、これは、町が個人番号カードを交付する際に、それを申請し

た個人に４桁の暗証番号を入力していただくためのタッチパネルの機器一式で

す。いずれも国からの指導により、導入する機械であります。職員用パソコン

５台９３万５千円は、職員の事務用パソコンについて、故障した場合に、事務

に支障が生じないよう、速やかに交換するための予備用パソコンを購入するた

めのものであります。続いて３８ページ下段の２款１項９目企画費 １９節負

担金、補助及び交付金、金額は２１９万６千円であります。これは、生活交通

確保対策事業費補助金で、町内の生活バス路線について、乗車人数の減少によ

る経費の増加により、事業者の赤字が当初予算より拡大したため、町民の足の

確保の観点から、町として、事業を行う道南バス株式会社に対して必要な補助

金を交付するものであります。次に、３９ページ上段の３款１項１目社会福祉

総務費８節報償費２０２万４千円の減額であります。これは、象徴空間広域関

連事業検討会謝金１７万６千円の追加並びに地域おこし協力隊の隊員減少によ

る謝金の減額２２０万円を差し引いたものであります。同じく、９節旅費５０

万１千円は、象徴空間広域関連事業を推進するために、理事者及び職員が札幌

ないし東京に出張するためのものであります。同じく、１３節委託料１５２万

３千円は、本年１０月に政府のアイヌ政策推進会議で、平取町が象徴空間の広

域関連区域に選定されたことから、当町の今後の役割の明確化と相互交流の拠

点づくりを国に提案する具現化プランを作成するための経費に充てるものであ

ります。以上、１目社会福祉総務費合計で、減額と増額、差引きプラスマイナ

スゼロとなります。次に、３９ページ下段の３款２項２目児童措置費１３節委
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託料２０５６万７千円の増額補正であります。これは、子ども・子育て支援制

度が平成２７年度から大幅に改定されたことにより、常設保育所の運営費につ

いて、平成２７年度当初予算作成時には、国の公定価格の単価と加算率が明ら

かにされていなかったため、やむを得ず２６年度の単価と加算率を用いて当初

予算を計上しておりましたが、本年１０月にこれが決定され、４月にさかのぼ

って適用されたことから、この差額分をこのたび補正をするものであります。

続いて４０ページ上段の５款１項２目農業振興費８節報償費、農業研修生受入

指導謝金１２８万円の減額並びに１９節負担金、補助及び交付金、農業者就農

対策補助金９００万円の減額、合計１０２８万円の減額補正であります。これ

らは、いずれも、平成２７年度当初予算の編成終了後に、農業研修生受入指導

並びに農業者就農対策事業に関して、本年３月議会において、２７年度に予算

を繰り越すことを前提に、補正の議決をいただいて申請したものが、国の地域

住民生活等緊急支援のための交付金事業の採択により、交付金の対象となりま

したことから、本年３月に補正した平成２６年度補正予算の事業を繰越明許費

として、平成２７年度で執行することとし、２７年度当初予算計上分について、

今回、この全額を減額しようとするものであります。続いて、４０ページ下段

の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６３２万４千円の減額補正であります。平取支署費として、消防平取支署職

員給料、共済費、光熱水費等を差引き合計２７万円の減額、平取消防施設費と

して、シャッター改修工事請負費、デジタル無線受令機及びガレージ購入費合

計４００万円の増額、消防本部との共通費で、３８万６千円の減額、歳入とし

て、危険物取扱（届出）手数料３万３千円さらに、平成２６年度繰越金が９６

３万５千円あることから、以上差引き町から消防本部への負担金６３２万４千

円を減額しようとするものであります。次に、４１ページ上段の９款３項３目

学校建設費１１節需用費、振内中学校屋内体育館改築事業に関する事務費とし

て、５８万６千円、同じく、１３節委託料は、改築工事管理業務委託料として、

２３７万円、同じく、１５節工事請負費は、改築工事費として、８４００万円

を追加補正しようとするものであります。この補正の理由は、当該振内中学校

屋内体育館改築工事を、当初は、平成２８年度の予算で実施する予定としてお

りましたが、平成２７年度において、全体工事費２億８千万円のうち、その３

０％にあたる８４００万円を平成２７年度に予算補正し、これを継続事業費と

することによって、平成２８年度の国からの補助金交付と改築工事の着工を確

実なものとするとともに、２７年度で制度が終了する東日本大震災関連の交付

金の交付並びに地方交付税交付金の算入率が高い全国防災事業債の起債を行う

ことができるメリットを 大限に活かすことが得策であると判断したためであ

ります。４１ページ下段の１２款１項２目簡易水道特別会計繰出金２８節 繰

出金５６５万６千円の追加補正であります。これは、水道料の過誤納金の返還

３２０万８千円、町内荷菜地区に新築中のアパート建設に伴う水量不足解消を

目的とした水道本管延長工事請負費など２４４万８千円、合計５６５万６千円
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を簡易水道特別会計に繰り出すものであります。歳出については、以上であり

ます。歳入につきまして、ご説明申し上げますので、３４ページをお開き願い

ます。１２款１項１目民生費負担金１節児童福祉費負担金４８８万３千円の減

額であります。これは、３９ページ下段でご説明いたしました常設保育所運営

費の補正に関し、保護者負担金分について、本年度２７年度は、年度当初の時

点で国の公定価格等が決定しておらず、１０月になってから決まったため、２

６年度の額と同様に暫定的に計上しておりましたことから、その金額と決定後

の公定価格との間に差が生じたため、今回予算額の調整をするものであります。

続いて、３４ページ下段１４款１項１目民生費国庫負担金２節児童福祉費負担

金９００万８千円は、保育所の運営費に関して国から受ける負担率２分の１の

負担金の増額ですが、上段の１目民生費負担金でご説明いたしましたように、

常設保育所に係る国の公定価格の決定が遅れたことによる当初予算額の調整で

あります。次に、３５ページ上段、１４款２項５目教育費国庫補助金３節 中

学校補助金３３４７万円の追加であります。これは、４１ページ上段でご説明

いたしました振内中学校屋内体育館改築工事に関する国からの補助金でありま

す。３５ページ下段１５款１項１目民生費道負担金２節児童福祉費負担金４５

０万４千円は、保育所の運営費に関する道の負担率４分の１の負担金の増額で

ありますが、先ほど国庫負担金でご説明申し上げましたように、常設保育所運

営費に係る国の公定価格の決定が遅れたことによる当初予算の調整でありま

す。次に、３６ページ上段、１９款１項１目繰越金１節繰越金、金額は１３０

０万７千円の追加補正であります。これは、今回の補正に関して、対象となる

国や道の補助金、交付金、起債など、可能な特定財源を充当した上で、なお不

足する財源につきまして、平成２６年度一般会計繰越金から求めようとするも

のであります。次に、３６ページ下段２１款１項３目農林水産業債１節農業債、

金額は９００万円の減額であります。内訳は、歳出の４０ページ上段でご説明

しました農業研修生就農対策事業の減額補正に関し、その財源といたしており

ました地方債９００万円を減額するものであります。次に、３７ページ 上段

２１款１項５目教育債１節教育債、金額は５３４０万円であります。これは、

４１ページ上段でご説明いたしました振内中学校屋内体育館改築事業の財源の

一部とする起債で、地方交付税交付金の算入率が８０％となる東日本大震災関

連の全国防災事業債という起債であり、過疎債に比べて、高率なものでありま

す。以上が、議案２９ページから３０ページに記載の第１表、歳入歳出予算補

正に関する内容であります。続いて、３１ページの第２表、継続費は、議案４

１ページ上段でご説明いたしました振内中学校屋内体育館改築事業に関するも

ので、これを平成２８年度に及ぶ継続費とすることとし、経費の総額を２億８

９２２万１千円とし、その年度別の内訳として、平成２７年度８６９５万６千

円、平成２８年度２億２２６万５千円と明示するものであります。次に、３２

ページの第３表、地方債補正は、４０ページ上段でご説明いたしました農業者

就農促進対策事業並びに４１ページ上段の振内中学校屋内体育館改築事業に関



- 12 - 

するもので、起債の目的、補正前と後の限度額、補正後の起債の方法、利率、

償還の方法をそれぞれ明示するものであります。以上、平成２７年度平取町一

般会計補正予算第６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号平成２７年度一般会計補正予

算第６号は原案のとおり可決しました。 

日程第１１、議案第７号平成２７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 

４４ページをご覧願います。議案第７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５６５万６千円を増額いたしまして、

歳入歳出予算の総額を３億８０１０万８千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表の歳入歳出予算補正にす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４８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３２０万８千円の増額であ

ります。２３節償還金利子及び割引料におきまして３２０万８千円の増額であ

りますが、水道使用料につきまして誤賦課が判明いたしましたので、相手方に

誤賦課額と還付加算金相当額を返還するものであります。次に、２款１項２目

建設改良費におきまして２４４万８千円の増額であります。１５節工事請負費

において荷菜地区におけます民間賃貸共同住宅建設に伴う、本町地区配水管整

備工事におきまして、３４３万４千円を増額し、貫気別簡易水道配水管整備工

事量水器取替工事、振内橋添架配水管工事におけます不用額９８万６千円を減

額するものであります。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４７ページをご覧願いたいと思います。４款１項１目一般会計繰入金に

おきまして５６５万６千円の増額でありまして、今回の補正財源を一般会計に

求めたものであります。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。 
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（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１１、議案第７号平成２７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１２、議案第８号平取町介護保険条例の一部を改正する条例についてを

議題とします。提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

議案第８号平取町介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明いたしま

す。提案の理由でございますが、国の番号法の施行に伴いまして、平取町の介

護保険条例においても保険料の徴収猶予及び減免の申請等の記載事項に個人番

号を追加する必要があり、今回提案させていただきました。次のページをお開

き願います。新旧対照表より説明いたします。現行、保険料の徴収猶予、第１

０条第２項第１号中、下線部分「及び住所」を改正案「、住所及び個人番号（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（平成

２５年法律第２７号）第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）」

に改めます。次、保険料の減面であります。現行、第１１条第２項中の下線部

分、「支払い」を「支払」に改めます。これは文言整理でございます。同項第１

号中の現行「及び住所」を改正案「、住所及び個人番号」に改める。この条例

は平成２８年１月１日から施行するものとします。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 説明が終わりました。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１２、議案第８号平取町介護保険条例の一部を

改正する条例については原案のとおり可決しました。 

日程第１３、報告第１号委員会審査報告について、 

日程第１４、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２７年第６回定例会認定第１号平成２６

年度平取町国民健康保険病院特別会計決算認定について、同じく認定第２号平
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成２６年度平取町各会計決算認定については、それぞれ認定すべきとの審査が

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あります。委員長の報告どおり認定することに賛

成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１３、報告第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１４、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１５、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。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１５、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１５、報告第３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１６、報告第４号陳情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１６、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１６、報告第４号陳情審査の結果報告について
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は報告どおり採択と決定しました。休憩します。１５分ほど休憩し、４５分に

再開いたします。休憩中に議会運営委員会の開催をお願いいたします。 

 

   （休 憩 午後 ２時２９分） 

   （再 開 午後 ２時４５分） 

 

議長 再開します。 

お諮りします。意見書案第１１号ＴＰＰ交渉大筋合意に対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。

９番松澤議員。 

 

９番 

松澤議員 

追加日程第１となりました意見書案第１１号につきまして、意見書案の朗読を

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 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは、採決を行います。本意見書案について、原案

のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、追加日程第１、意見書案第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号介護報酬の再改定を求める意見書案の提出に

ついてを日程に追加し、追加日程第２として議題としたいと思います。ご異議

ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、意見書案第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の説明を求めます。９

番松澤議員。 

 

９番 追加日程第２となりました意見書案第１２号につきまして、意見書案の朗読を
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松澤議員 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。質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本意見書案について、原案の

とおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、追加日程第２、意見書案第１２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３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３とし

て議題とすることに決定しました。 

追加日程第３、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。選挙１件を執行しました。諮問２件で答申２件。議案８件で同

意２件、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１件で委員会付託１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。会議を閉じます。

平成２７年第８回平取町議会定例会を閉会いたします。 

閉会にあたり一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 

 

（議長、町長よりあいさつ） 

 

  

（閉 会 午後 ２時５７分）


