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 平成２５年第１回平取町議会臨時会 （開 会 午前９時３８分）

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

皆さんおはようございます。皆さんにおかれましては、新たな気概に満ちてご

壮健にて輝かしい新春をお迎えのことと存じます。今日は平成２５年 初の議

会でありますので、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 

 

（議長、町長より新年のあいさつ） 

 

それではただいまより、平成２５年第１回平取町議会臨時会を開会します。直

ちに本日の会議を開きます。本日の出席議員は１１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、１番丹野議員と２番藤澤議員を指名します。 

日程第２、会期の決定を議題とします。このことについては２３日、議会運営

委員会を開催し協議をいたしておりますので、その結果を議会運営委員会委員

長より報告願います。山田議員。 

 

３番 

山田議員 

本日招集されました第１回町議会臨時会の議会運営等につきましては、２３日

に開催されております、議会運営委員会において協議し、会期につきましては

本日１月２５日の１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１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１日間と決定しました。 

日程第３、諸般の報告を行います。監査委員より平成２４年１１月分の出納検

査の結果報告があり、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。次に平成２４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布してきましたので、ご了

承願います。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点目、要望経過報告について。川上町長。

 

町長 それでは１の要望経過報告をいたします。要望項目、高規格幹線道路等「日高

自動車道」の整備促進について。要望先は、道内の選出国会議員でございます。

要望月日は１月２３日、要望者は日高総合開発期成会として、日高管内の町長

と共に要望をしております。高規格幹線道路日高自動車道として、浦河町まで

の１２０キロのうち、供用区間苫小牧東から日高門別間４５．７キロを除く、

未整備区間７４．３キロの整備促進について要望したものでございます。次に、

要望項目沙流川総合開発事業における平取ダムの早期完成についての要望でご
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ざいます。要望先は、道内の選出国会議員、国土交通省、財務省であります。

要望月日は１月２４日、要望者は、平取町長、平取町議会、平取ダム建設促進

期成会と日高町長、日高町議会議長であります。このことにつきましてはご承

知のとおり、平成２１年の１０月に国土交通大臣の突然の方針展開によりまし

て平取ダムの凍結を余儀なくされまして、平成２４年１１月９日、北海道開発

局が関係地方公共団体による検討の場における検討結果並びに関係地方公共団

体の長、関係住民、学識経験者、関係利水者からの意見を踏まえまして、平取

ダム建設事業の継続が妥当とした対応方針案を決定したところでございます。

これを受けまして、国土交通大臣が設置しております、今後の治水対策のあり

方に関する有識者会議においても、検証の手続については、適切との意見が出

されたところでございます。これまでの検証、経緯をふまえまして、２点につ

いて要望をしたところでございます。１点目は、国土交通省としての対応方針

の早期決定、２点目は、早期着工のための平成２５年度平取ダム本体工事の予

算確保の２点について、緊急要望をしてまいりました。以上要望経過報告を終

わります。 

 

議長 ２点目、第５次平取町総合計画実施計画ローリングについて。はじめに事業実

施計画にかかる各会計財政計画の１ページ、２ページの一般会計の財政計画に

ついて報告願います。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは第５次の平取町総合計画実施計画、平成２５年度から２７年度の事業

にかかる財政計画につきまして、ご説明申し上げたいと存じます。説明の前に

若干ですね、審議会の経緯等をお知らせさせていただきたいと存じます。ご存

じのとおり、第５次の平取町総合計画後期５ヶ年計画に基づきまして、平成２

５年度から２７年度のローリングにつきまして、昨年１２月１０日から本年の

１月２１日まで、３回の総合計画審議会を開催いたしておりまして、その間、

各自治会等でのご意見等も賜りながら、それらをもとに、１月２２日に別冊の

とおりの答申をいただいてございます。その内容等について、議会にも説明を

申し上げ、ご意見等を賜りたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上

げます。それでは財政計画の１ページの一般会計でございます。主に２５年度

の数値を中心にご説明をさせていただきます。まず歳入でございますが、町税、

２５年度４億６４４０万円と見込んでございまして、これは前年度決算見込み

数値をもとに、課税所得が減少するものとの推計で数値を見込んでございます。

後年度もさらにそれ以降の減少傾向が続くものとの推計をしてございます。次

に２番地方譲与税でございますが、自動車重量譲与税や地方揮発油譲与税の２

５年度見積額を７９００万円と見込んでございまして、その後、自動車販売数

等の減少傾向があるという推計から、毎年５０万程度減少するものと見込んで

ございます。３番の交付金でございますが、地方消費税交付金、自動車取得税

交付金等の２４年度決算見込みから、消費動向等による増税前の駆け込み需要
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等も考慮いたしまして、８２２５万円を見込んでございます。平成２６年２７

年と消費税の引き上げにかかる増減を見込み推計してございます。４番目、普

通交付税でございますが、現在、把握可能な単位費用等により、各年度ごとの

推計により算出をした数値となってございます。平成２５年度は２６億６５０

０万円の計上でございまして、対前年比９．９％の減と見込んでございます。

またその後も現在把握できる情報を算定基準に当てはめて推計してございまし

て、２６年度は前年度とほぼ同額、２６億６３００万円、２７年度は２６年度

対比で１．５％減の２６億２３００万円を見込んでございます。ただこの辺の

地方交付税に関しましては、いまだに政権交代等の影響によりまして、地方財

政計画が提出されていないということもございますので、今後変化が見込まれ

る費目と見込んでございます。特別交付税でございますが、前年度決算額から

見込んだ２５年度の２億７千万に、特殊事情であります有害獣侵入防護柵、そ

れですとか地域おこし協力隊事業にかかる交付金の措置分１億１００万円を増

額いたしまして、２５年度で３億７１００万円というふうに見込んでございま

す。その後シカ柵が減少するということで、２５年、２６年は減額して計上し

てございます。分担金負担金につきましては保育料等の積算により算出した２

４年度の３３２０万円をベースにいたしまして、児童数の推移等を推計し、２

５年度は３１０５万７千円を見込み、それ以降も同額を見込んでございます。

使用料手数料でございますが、２４年度決算見込みから２５年度は１億２０９

５万円と見込んでございまして、その後もほぼ同額を見込んでございます。次

に、国庫支出金でございますが、これは現行制度の交付見込みを把握いたしま

して、２５年度２億５０万円を見込んでございます。それ以降も同様の方法で

推計をしてございます。道支出金に関しましても、現行制度の交付見込みを把

握いたしまして、２５年度１億５９２１万７千円を見込んでございまして、そ

れ以降も同様の方法で推計をしてございます。財産収入でございますが、２４

年度決算見込みから２５年度以降を推計いたしまして、２５年度は４３７３万

６千円を見込んでございます。繰越金でございますが、これは過去の決算数値

から毎年定額で８千万という推計にしてございます。諸収入でございますが、

貸付金元利収入等、２４年度決算見込みから２５年度以降を推計いたしまして、

２５年度は１億１３０４万８千円としてございます。基金繰入金でございます

が、これは投資的経費の収支の調整で計上させていただいておりまして、２５

年度は充当事業が２０事業でございまして、３億５２７５万円を計上してござ

います。次に投資的経費特定財源ということでございましてこれは後ほど説明

いたします、事業実施計画に充当する国庫補助金等の特定財源でございまして、

起債と基金の繰入金を除いた額の総額となってございます。町債ですけれども、

これも後ほど説明いたします各種事業に充当する起債となってございまして、

平成２５年度は８億８５６０万円、このうち、地方交付税的な性格を持つ臨時

財政特例債の額が２５年度以降各年度で２億円を見込んでおります。それで、

この臨時財政対策債を除く２５年度の起債額は６億８５６０万ということにな
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ってございまして、このうち、びらとり温泉改修事業に充当する４億８７００

万円が大きな額となっている状況でございます。歳入は以上でございます。歳

出につきまして、人件費でございますが、これは採用計画等を基本に推計をし

てございまして、２５年度は９億９３１４万となってございまして、また昨年

度の財政計画まで、臨時職員等の賃金を人件費と分析してございましたけれど

も、全国の自治体の決算をとらえる統計の分析が物件費として分析していると

いうこともございまして、各町との決算数値を比較する場合等にもそれに沿っ

た分析が妥当との判断によりまして、２４年度数値からその賃金分に関しては

物件費に計上し、区分をさせていただいてございます。次に物件費でございま

すが、２５年度を賃金の分析替えをしてございまして７億７６２７万円と見込

んでございます。２６年度以降はびらとり温泉改築に伴いまして、指定管理料

の減が見込めるということでございまして、その分の減を見込んで推計をして

ございます。次、維持補修費でございますが、平成２５年度６７７６万円とい

たしましてその後もほぼ同額というような数字を推計してございます。扶助費

につきましては平成２４年度の決算見込み数値から推計をいたしまして、２５

年度を３億６千万と見込んでございます。その後も子ども手当などの対象者の

数ですとか状況も見込み、推計をしてございます。補助費等、各年度衛生施設

組合、消防組合の負担金の状況等を加味しながら計上してございます。平成２

５年度は５億９２３１万円としてございます。公債費につきましては、新規起

債等も見込みまして償還台帳からの数値となってございます。積立金につきま

しては、平成２５年以降は基金利息プラス条例積立を見込んでございまして、

２５年度は７７５万円としてございます。貸付金でございますが、商工関係の

中小企業関係の融資預託金、市街地再開発の預託金、生活資金等の前年の実績

で見込みまして、平成２５年度は２２１１万円というふうに見込んでございま

す。それ以降も同額を見込んでおります。繰出金ですがこれは特別会計への繰

出金を見込んでおりまして、このあと各会計の説明がございます。投資的経費

でございますが、これもあとで説明いたします事業実施計画の合計額となって

ございます。以上歳入歳出でございますが、その下にですね、また欄がござい

まして、基金残高というものがありまして、ご存じのとおり、これは平取町の

基金の残高を示す数値でございます。２５年度末で２２億５５３０万４千円と

いうことにしてございまして、第５次の総合計画の 終年度２７年度について

は、２０億８８４万２千円ということになってございます。昨年度、審議会総

合計画の財政計画で示した額が 終年度で１６億１５９２万５千円ということ

で、昨年度に比べますと推計の額が約４億程度増えるという推計になってござ

いまして、この要因といたしましては普通交付税が毎年一定程度の額を確保し

て交付される状況が続いているということと、今後もこの傾向がある程度期待

できるということを想定いたしまして、このような推計になってございます。

その次が起債残高というところでございますが、これは平取町の起債、いわゆ

る借金の残高ということでございまして、後期５か年事業の新たな起債、臨時
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議長 

 

 

財政対策債など借入を考慮いたしまして、償還金を差し引いた残高の推移とな

ってございまして、これも 終年度の２７年度にはですね、５３億２６６３万

４千円となってございます。債務負担行為は新たな負担も加味して推計をさせ

ていただいてございます。一般会計の財政計画としては以上であります。 

 

次に３ページ、４ページの国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業の会計収

支について、町民課長。 

 

町民課長 それでは、国民健康保険事業会計のご説明をいたします。まず、平成２４年度

の決算見込額でございます。これは１１月現在をもとにしまして推定された額

でございまして、歳入合計額７億９８５４万２千円、歳出総合額７億３１８３

万９千円、差し引き６６７０万３千円の次年度繰越金となっております。それ

では、平成２５年度の国民健康保険事業の収支を説明いたします。試算基準で

ございますが、被保険者数が２０７０人、世帯数が１１０２を基にしておりま

す。まず、国民健康保険税でございます。これは医療給付費１億６６９０万円、

これは保険給付費等に充てられる税でございます。次に後期高齢者支援金４２

２１万５千円、これは後期高齢者制度に充てる税でございます。介護納付金１

６００万円、これは介護給付に充てる税でございまして、４０歳から６４歳に

賦課される税でございまして、合計２億２５１１万５千円を計上しております。

これらの保険給付費の基礎となる保険者から国保事業のために徴収する税でご

ざいます。次は国庫支出金でございます。２億３６０万円を計上しております。

これはそれぞれの医療費に対して、療養給付費の負担金３２％また共同事業か

ら４分の１、調整交付金等から９％相当額が、歳入で見込まれております。次

に３の療養給付費交付金でございます。これは退職医療に充てる交付金として

１８００万円を計上しております。次４の前期高齢者交付金でございますが、

１億２千万円で、前期高齢者６５歳から７４歳の被保険者に対して交付される

ものでございます。次、５の道支出金でございます。４３２０万円、これも医

療費に対して共同事業の４分の１、財政調整交付金の９％相当を計上しており

ます。次、６の共同事業交付金でございます。７千万円で、共同事業拠出金に

対して高額医療費が発生した場合に対して交付されるものでございます。７の

財産収入でございます。基金利息６万円を計上しております。平成２３年度の

基金でございますが、３１２４万９千円程度ございます。次、８の繰入金でご

ざいます。一般会計からの繰入金でございまして４１１５万２千円を計上して

おります。これは内訳としましては、保険基盤財政支援金、出産一時金等の、

国の法定のルール分に基づいた交付金でございます。基金の繰入金は０でござ

います。９の繰越金ですが、６６７０万３千円を計上しております。次、１０

の諸収入、雑収入でございますが１０万円を計上しておりまして、歳入の合計

が７億８７９３万円でございます。次に支出でございますが、１の総務費１千

万円計上でございます。これは国保事業を運営する経常的経費でございます。
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次、保険給付費でございますが、４億９８０７万円を計上しております。これ

は医療給付費、また出産一時金等でございます。これにつきましては、前年度

より額が上がっておりますが、今年度から退職者医療制度が段階的に廃止され

るということと、高額医療費が若干発生しているということで、本年度増額さ

せていただいております。次、３の後期高齢者支援金でございます。制度を支

える拠出金でございまして、１億１３００万円を計上してございます。４の前

期高齢者納付金でございます。これもこの制度を支える拠出金でございまして、

２５万円を計上しております。次、５の老人保健拠出金でございますが、医療

費の精算にかかる拠出金でございまして、平成２４年度で廃止されるというこ

とでございますので、０でございます。次、６の介護納付金でございます。平

成２５年度の概算納付金で、国から示されている金額でございまして、４５０

０万の概算の通知がございまして、これを計上しております。次、共同事業拠

出金でございますが、１億１千万円で、これは国保連合会からの概算通知によ

り計上しております。これは高額医療費に伴い、保険者の運営基盤の安定化を

図るための制度でございます。次、８の保健事業費でございます。３５５万円

を計上しております。これは特定健診、また特定指導をすることを目的とする

事業でございましてこの予算を計上しております。次９番目の基金積立金でご

ざいますが、これは基金の利息でございまして、６万円を計上しております。

次、１０の諸支出金でございますが、これは直診施設の繰出金でございまして、

８００万円を計上しています。以上歳出の合計が７億８７９３万円でございま

して、歳入歳出差し引き０でございます。次に資料３の４ページでございます。

後期高齢者医療会計についてご説明いたします。いま現在、この後期高齢者制

度は２０年度よりスタートしているところでございますが、平成２４年度で終

わるということでございますがまだ事業が継続されるということでございまし

て、今回また計上しております。平成２４年度の決算見込みでございます。歳

入計が７２３６万２千円、歳出合計が７２３６万１千円でございまして、１千

円が次年度の繰越金となっております。それでは歳入について説明させていた

だきます。１の後期高齢者医療保険料でございます。これは医療費諸費に要す

る経費でございまして、北海道後期高齢者医療広域連合が試算した額でござい

まして、現年分の保険料と今年度の普通徴収の保険料を見込んだ額でございま

して、収納率９８％を見込んでおります。５２５２万円を計上しております。

この内訳といたしましては特別徴収が３１００万円、普通徴収が２１１４万円

でございます。それと滞納繰越の保険料として３８万円を見込んでおります。

ちなみにこの試算の被保険者数はですね、９４７名で見込んでおります。次、

２の使用料及び手数料でございます。５千円でございます。次、繰入金でござ

いますが２７６７万円を計上しております。内訳といたしまして、一般会計か

ら事務費の繰入金９０１万円と保険基盤安定繰入金が１８６６万円でございま

す。次に４の繰越金でございますが、前年度繰越金１千円でございます。５の

諸収入でございますが、４千円でございます。これは延滞金等でございます。
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以上、歳入合計８０２０万円でございます。次に、歳出でございますが、１の

総務費です。一般管理費に必要な経常的経費ということで６１１万６千円を計

上しております。次に２の後期高齢者医療広域連合納付金でございます。これ

は７３６７万６千円を計上しております。これは事務負担金分、保険基盤安定

分、保険料分の支払いで内訳は市町村の事務費負担金として２４９万５千円、

保険料５２５２万円、基盤安定負担金として１８６６万１千円でございます。

次に３の諸支出金でございますが８千円、保険料の還付金でございます。次、

４予備費でございますが４０万円を計上しております。歳出合計８０２０万円

でございまして、歳入歳出０でございます。以上で特別会計のご説明を終わり

ます。 

 

議長 次に５ページの介護保険事業の会計収支について、保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

それでは介護保険事業特別会計の収支計画につきまして、平成２４年度決算見

込みと平成２５年度計画を中心にその概要をご説明申し上げます。介護保険事

業会計収支の資料をご覧ください。平成２４年度決算見込額は、歳入計３億９

０３１万２千円に対し、歳出計３億８８１１万２千円と見込んでおりまして、

歳入歳出差引は２２０万円となり、これは平成２５年度繰越金となる予定であ

ります。次に、太枠で囲んでございます平成２５年度計画について、その概要

をご説明いたします。はじめに、下の方の段、歳出の方をご覧ください。１総

務費１０５０万円、２保険給付費４億８１０万円、３地域支援事業費１千万円、

５基金積立金２０万８千円、歳出計４億２８８０万８千円を見込んでおります。

次に、上の段、歳入をご覧ください。１介護保険料５６００万円、３国庫支出

金１億４４０万４千円、４支払基金交付金１億１８９８万７千円、５道支出金

６４７１万６千円、６財産収入２０万８千円、７繰入金８０４９万２千円、８

繰越金２２０万円、９諸収入１８０万円、歳入の合計で４億２８８０万８千円

となり、収支同額といたしてございます。歳出におきましては、２４年度に比

較いたしまして２５年度から増嵩しております。保険給付費は、認知症グルー

プホームが２５年度から町内で新たに事業を開始する予定となっておりますこ

とから、入所される方に関する保険給付費の増加を見込んでいるものでござい

ます。歳入に関しましては、６５歳以上の方からいただく介護保険料について、

その金額をできるだけ低く設定するため、一般会計繰入金と介護給付費準備基

金繰入金合計８０４９万２千円を投入することによりまして、６５歳以上の方

１人当たり月平均３千円に抑えることとしておりまして、この料金は平成２４

年度から２６年度までの第５期介護保険事業計画期間３か年を通して維持する

予定でございます。平成２６年度につきましては、２５年度とほぼ同様の収支

計画といたしてございます。なお、２７年度以降の保険料や事業計画につきま

しては、それ以降３年間の収支状況の推移を見きわめさせていただいた上で、

第６期介護保険事業計画を策定する平成２６年度に決定をいたしますが、今後、
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介護サービスの充実を目指すなかで、高齢者の保険料負担の軽減も図る、それ

には町の財政負担も伴うという、相反する命題を十分に勘案をいたしながら、

平取町の現状にあった介護保険事業となるよう、総合的に検討してまいりたい

と考えてございます。介護保険事業会計収支計画については以上でございます。

 

議長 次に６ページの簡易水道事業の会計収支について、建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

それでは簡易水道事業会計の収支につきましてご説明申し上げます。まず 初

に平成２４年度決算見込みの欄をご覧いただきたいと思いますが、歳入歳出そ

れぞれ合計で２億１７０２万６千円を見込んでおります。当初予算との比較で

は１４０７万４千円の減となっておりますが、主な理由といたしまして、職員

の人件費でありまして、本採用職員１名、再任用職員１名のあわせて２名の減

に対して臨時職員１名で対応したことによるものでございます。平成２５年度

以降につきましては総合計画に記載されます事業を反映させた収支計画となっ

ております。大きく変わるところだけご説明させていただきたいと思います。

歳入の５国庫支出金についてでございますが、平成２４年度より水道管の布設

替工事で国の交付金、事業費の３分の１でありますが、それを受けて実施して

おりますので、平成２５年度以降も事業費にみあった分の交付金を見込んでお

ります。歳入の７繰入金の①一般会計繰入金でございますが、歳出の財源不足

を求めたものでありまして、平成２５年度につきましては、職員１名の増員、

振内簡易水道の取水口の改修、町内の配水管長期整備計画の策定などによりま

して繰入金が増額するものでありまして、平成２６年度、平成２７年度につき

ましては、貫気別橋及び振内橋の架替工事に伴う添架工事の設計委託、移設工

事に生じるものと貫気別簡易水道の計装改修工事、振内簡易水道の急速ろ過装

置改修事業に伴う起債の償還金が増えていくことによる増でございます。歳入

の１０諸収入の①受託工事収入ですが、平成２７年度におきましては、振内橋

架換工事と貫気別市街地拡幅工事に伴う水道管移設補償費を見込んだものでご

ざいます。次に歳出ですが、１番目の総務費については、平成２５年度、平成

２４年度対比で４８４万７千円増えてございますが、平成２５、２６年度にお

きまして水道管の長期整備計画策定等の業務が増大することから、技術職員１

名の増員を見込んだことによるものでございます。２番目の事業費につきまし

ては総合計画書に記載のとおり、平成２５年度以降、配水管の長期整備計画の

策定、貫気別橋、振内橋の架換工事に伴う添架工事の設計委託及び移設工事が

生じることにより、増えていくものでございます。３の公債費につきましては、

貫気別簡易水道の計装改修工事、振内簡易水道の急速ろ過装置改修事業に伴う

起債の元金の償還が始まることから、平成２５年度以降も毎年増えていくもの

でございます。以上で簡易水道会計事業収支についてご説明を終わらせていた

だきます。 
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議長 次に、７ページの国民健康保険病院事業の会計収支について、病院事務長。 

 

病 院 事 務

長 

それでは国保病院事業会計収支見込みについてご説明いたします。記載してお

りますのは平成２１年度から平成２３年度までの決算額、平成２４年度の決算

見込額、そして平成２５年度から平成２８年度までの収支見込みでございます。

それでははじめに平成２４年度の決算見込額についてご説明いたします。収益

的収支の収入につきましては７億７６４７万８千円、支出につきましては８億

９７８万３千円で、平成２４年度では現時点では、３３３０万５千円の損失を

見込んでおります。平成２３年度に比較して入院収益が落ち込んでいることが

要因と考えております。資本的収支の収入につきましては、収入が１９９４万

２千円、支出につきましては２４３４万２千円で、差引収支不足額が４４０万

円となっております。この不足額につきましては、減債積立金を取崩し充当予

定としております。次に平成２５年度から平成２８年度までの収支見込みにつ

いてご説明いたします。収益的収支の収入につきましては、平成２５年度では

６億７４５０万円を見込んでおります。平成２５年度から院外処方を実施する

ことにより薬剤収入を１億２千万円程度の減収と見込んでおります。平成２６

年度以降の医業収益は２５年度と同額で見込んでおりますが、医業外収益の普

通会計繰入金により資金不足比率を２０％以下に抑えることとして収入を計上

しております。次、支出につきましては、平成２５年度では７億１４０９万５

千円を見込み、院外処方の実施などで平成２４年度決算見込みから９５００万

円程度の減額としております。平成２６年度は平成２５年度と比べて１４００

万円ほど少なくなっておりますが、これは退職手当組合の清算分が３年ごとに

あるため、平成２５年度、平成２８年度と支出額が増加することになります。

純損益は平成２５年度３９５９万５千円の損失、平成２６年度以降は１５００

万円程度の損失を見込んでおります。以上国保病院事業会計の収支見込みのご

説明とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 

議長 続きまして平取町事業実施計画書について報告願います。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

それでは、平取町事業実施計画書後期５ヶ年計画ローリングの２５年度から２

７年度までの実施計画につきましてご説明を申し上げたいと存じます。説明の

仕方でございますけれども、事業の数、一般会計だけでも１６４ということも

ありまして、説明といたしましては主に２５年度事業で新規事業及び基金を充

当している事業等を中心にご説明をさせていただきたいと存じますので、よろ

しくお願いいたします。それではまず１ページでございますが、番号を申し上

げます。２番の振内小学校の前庭等整備事業でございます。これは基金を充当

してございますが、これは振内小学校の前庭のブロックの劣化が著しいという

ことと、非常用階段についても老朽化が著しいというようなこともございまし

て、改修をする費用になってございます。２５年１００万円を計上してござい
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ます。続きまして３番目新規事業でございますが、これは振内中学校校舎外壁

整備事業ということで、かなり振内中学校も校舎が老朽化をしているという実

態もございまして、瓦礫等が落下するというようなことも発生してございまし

て、早急に屋根、外壁等の改修を実施するということで、１千万円を計上して

ございます。これも基金を充当してございます。５番目の学校給食施設整備事

業でございますが、これは調理環境の向上を図るということで厨房用のエアコ

ンを設置するということで、貫気別、振内小学校、振内中学校に設置をすると

いうことで５００万円計上してございます。これも基金を充当してございます。

６番目平取中学校整備事業でございまして、これはグランドのネットフェンス

の改修ということで、３２８メートルを予定しております。事業費は７００万

円。これも基金を充当してございます。８番目中学校教育環境整備事業という

ことで、平取中学校の授業用机、椅子の更新ということで、２００万円を計上

してございます。これも基金を充当してございます。１２番バス停留所整備事

業ということで、２４年度も実施をしてございますが、２５年度、２６年度も

それぞれ２棟ずつのバス停の建替えを行う計画となってございまして、事業費

は１７０万円、このうち１００万円を基金充当してございます。１３番目新規

事業、学校敷地排水整備事業ということで、平取中学校のグランド等の周辺排

水整備、１２２メートル１７５万円を計上しております。このうち１００万円

を基金充当を予定しております。１４番目新規事業ですが、これは学校トイレ

改修事業ということで、今後、それぞれ小学校、中学校におきまして、和式ト

イレを洋式化する改修ということでございます。２５年度は紫雲古津小学校、

二風谷小学校ということで、生徒教員用あわせて１０基を改修する予定でござ

います。事業費は６８０万円、このうち６００万円を基金を充当してございま

す。１８番目新規の旧荷負小学校体育館暖房整備事業ということで、これは廃

校になった小学校でございますが、体育館を地域活動に利用しているというこ

とで、暖房効率を図るという目的から体育館に４基の暖房設備を設置するとい

うことにしてございます。事業費は３００万円でございます。１９番目新規で

ございますが、これは体育館等のトイレ改修ということで、学校同様、和式か

ら洋式に改修する事業ということで、平成２５年度は町民体育館、振内青少年

会館、貫気別町民センターということで合計で８基、２７２万円を計上してご

ざいます。２０番目図書館整備ですがこれは毎年図書資料、映像資料の購入と

いうことでございますが、この特定財源２００万円、その他財源は市町村の振

興宝くじからの補助金ということになってございます。次のページ、３ページ

になりますが、２２番のイオル整備推進事業ということで、これも例年行って

いる事業でございますが、このうちのその他事業１千万円は、アイヌ文化振興

機構からの助成金ということになってございます。２３番新規事業でございま

すが、これは大学間連携共同推進事業ということで、東日本区域の大学１９校、

それから連携機関１４団体とが協定締結いたしまして、平取町での研修を行う

内容という事業でございます。事業費は５０万円計上しております。２４番新
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規事業でございますが「２１世紀・アイヌ文化伝承の森」推進事業ということ

で、これは国有林との協働・連携による森づくりのための運営会議の運営資金

事業ということで、平取町の負担分５０万円を計上しております。それから２

７番目ですけれどもアイヌ文化・地域産業創造事業ということで、実践型地域

雇用創造事業と緊急雇用創出推進事業ということで、これは地域おこし協力隊

の制度を活用いたしまして、担い手の育成と企業家を支援するといった内容に

なってございます。それからソーシャルビジネス等の企業家育成と雇用創出の

推進を図るといった内容になってございまして、３３５０万円を計上しており

ます。２８番目の重要文化的景観保護推進事業の１３００万円でございますが、

これは追加選定に向けた調査等でして、このうちのその他財源３２５万につき

ましては、三井林業からの負担金ということになってございます。３４－１番

目の新規事業でございますが、これは、アイヌ文化博物館の屋外展示施設補修

事業ということで、竪穴式住居、トイレ等の修理ということでございまして、

３３６万１千円を計上させていただいております。次のページ、５ページでご

ざいますが、３９番の平取ダム建設に伴う埋蔵文化財調査ということで、今年

度も発掘調査が行われておりますけれども、来年以降も引き続きダム建設に伴

う発掘作業等が行われるということで２５年度は豊糠１０遺跡の報告書作りと

いうことで、１千万円計上してございます。４１番目平取ダム地域文化調査事

業ということで、これも平取ダムの建設に伴う調査ということで、継続事業で

ございます。 

 

議長 休憩します。 

 

   （休 憩 午前１０時３０分） 

   （再 開 午前１０時４０分） 

 

議長 再開します。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

それでは説明を続けさせていただきます。５ページでございますが、４２番地

域文化資源等ネットワーク形成事業でございます。これは、都市間交流の推進

ということでございまして、ガイド養成等、地域おこし協力隊制度を活用して

実施するという内容になってございます。無料シャトルバスの運行も予定をし

てございます。平成２５年度事業費としては２０５０万円を計上してございま

す。次のページをお開きください。４５番、これは新規事業でございますが、

デイサービス送迎車購入事業ということで、デイサービスセンターの送迎車が

老朽化ということでございまして、２５年、２６年度と更新をする予定という

ことで平取町負担分４７０万円を計上しております。４７番、新規でございま

すが、民芸品共同作業場排水路整備事業ということで、これは二風谷の民芸品

共同作業場の側溝の整備ということで、延長６５メートル、１８０万円を計上
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してございます。次のページをお開きください。５０番、有害獣侵入防護柵整

備事業ということで、２４年度に引き続きまして鹿柵の設置を、これは河川敷

を中心に設置するということでございます。延長が４万４千メートルというこ

とで、２億８５０万円を計上してございまして、このその他財源のうち、５１

００万円が基金事業、残りが受益者分担金等となってございます。５２番、中

山間地域等直接支払交付金事業ということで、これは中山間地域の農道、水路

等の保全、維持管理、環境美化等の内容となってございまして、５２１４万５

千円を計上してございまして、その他の１３００万円は基金を充当してござい

ます。５４番、中山間地域総合整備事業（平取南地区）ということで、来年度

２５年度から本格的な実施ということで、その事業の町の負担分４５７５万円

を計上してございます。その他財源１５７５万円は、財政調整基金を繰入れる

ということになってございます。５５番、新規事業、食糧供給基盤強化特別対

策事業ということで、これは食料自給率の向上を目指すということで、農業生

産基盤の整備ということでございまして、事業費総体としては２５年度１億７

千万円を予定しておりまして、実施主体北海道ということで、平取町負担分５

３５万円を計上してございます。５９番、新規就農希望研修生用住宅整備事業

ということで、２４年度振内地区に２戸を建設してございますが、引き続き紫

雲古津地区２戸を建設する予定でございます。３３００万円を計上してござい

まして、これも基金を充当する予定でございます。６３番、新規事業でござい

ます、青年就農給付金事業ということで、これは２４年度、途中補正等での対

応もございますが、引き続き事業を行うということで新規就農６件、経営継承

４件ということで１２７５万円を計上してございます。次のページをお開き願

います。６９番、町営牧野整備事業ということで町営牧野の機械のリース料、

草地の整備料ということで２５年度は９８８万１千円を計上してございます。

その他財源９００万円は基金を充当する予定です。７０番、新規、町営牧野鹿

柵整備事業、これは２６年からの事業ですけれども、牧野の鹿柵の防護柵を設

置するということになってございます。２６年度は５３６０メートル、２７年

度は４８００メートルを予定してございます。７３番、新規でございますが、

林業専用道豊糠線開設事業ということで、豊糠地区の林道２３００メートルを

実施する予定でございます。事業費は２８００万円となってございます。７５

番、これは新規事業でございまして、持続可能な循環型森林経営事業というこ

とで、循環型森林経営の実践に向けた計画策定ということで、協議会の設立、

事業計画の策定ということで１３０万円を計上してございます。７７番、シカ

捕獲業務委託事業ということで、引き続き業務委託料等を計上してございます。

捕獲頭数としては１８００頭を予定してございます。１７００万円のその他財

源は基金を充当してございます。７９番、８１番のそれぞれの融資対策事業で

ございますが、これは継続ということで、その他事業に関しましては金融機関

への預託金ということになってございます。８４番、住宅リフォーム促進助成

事業ということで、すでに過去３年において同様の事業を実施してまいりまし
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たけれども、非常に住宅環境の向上ですとか、地域経済にも好影響を与えると

いうことで、今後３年間もまた同様の内容で助成制度を継続したいと考えてご

ざいまして、２５年度も４００万円を計上してございます。８６番、びらとり

温泉改築事業ということで、これは備品等も含めまして、総事業費で６億８７

００万円を追加計上してございます。１３ページ、８８番、新規事業でござい

まして、観光振興事業ということで、観光パンフレットの作成ということで２

００万円を計上してございます。８９番、町有林造成事業、これは例年継続事

業ということで地域雇用創出の基金を充当いたしまして、町有林の枝打等に職

員の雇用を促進するといった内容になってございます。続きまして１５ページ

でございますが、１００番の新規事業、貫気別市街排水路整備事業ということ

で、これは道道の平取静内線の整備に伴い、道路横断管を整備するということ

になってございまして、２７年度の事業ということで５００万円を計上してお

ります。１０２番、新規事業、振内市街川沿線道路整備事業ということで、２

６年からの実施を予定してございます。１０３番、新規事業、道路新設改良事

業ということで、これは積算システムの整備事業ということでその使用料を計

上してございます。２５年は４００万円計上しております。１０４番、道路施

設整備事業、これは例年の道路管理業務事業ということで、４６５０万円計上

しておりますが、このその他財源４千万は基金を充当する予定でございます。

続きまして１７ページの１０８番、新規事業でございますが、地域情報通信基

盤整備事業ということで、高速インターネットの光ファイバー等が全町に網羅

されてはいるんですけども、当初どうしても光ファイバーが設置できなかった

所の増設工事と、それから町道荷負本村線にかかる評価替と言いましょうか、

移転工事を含んで、２５年度４５０万円を計上してございます。それから１１

５番、新規事業、タンノの沢河川改修事業ということで、これは２６年度実施

ということで計上してございます。１１９番、ニセウエコランド改修事業とい

うことで、これも継続事業でございますが、エコランド内の散策路の橋の改修

ということで、２５年度２３８万円を計上しております。このその他財源１０

０万円は基金を充当しております。１２０番、防犯灯ＬＥＤ整備事業というこ

とで、２４年度に引き続き防犯灯のＬＥＤ化に対しての助成ということで、２

５年度１７０基を予定しております。８４０万円計上しております。１２１番、

新規事業、斎場施設整備事業ということで、斎場の火葬炉等の修繕を行うとい

うことで、２５年度は３１５万円計上してございます。１２２番、新規事業、

ゴミステーション助成事業ということで、ゴミステーションの設置にかかる助

成ということで、３分の２を助成するということで、上限４万２千円というこ

とで１０基の補助金を予定してございます。１２５番、公営住宅大規模改修事

業、これは例年の改修ということになっておりますが、１４２５万円を２５年

度計上しておりまして、このその他財源１千万円は基金を充当する予定でござ

います。１９ページ、１２７番、移住・定住推進事業ということで、交流農業

体験施設整備事業ということで、市民農園方式で農場を造成区画いたしまして、
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町外からの交流人口を増やすというような施策を実施したいということで、２

５年度は３５０万円を計上してございます。１３０番、新規事業でございます

が、民間賃貸集合住宅整備費助成事業ということで移住定住推進事業に関連い

たしまして、居住空間の確保ということで、民間に助成をしながら住宅整備を

図っていこうというものでございまして、助成事業１０戸分で２千万円を計上

してございます。その他財源１千万は基金を充当してございます。２１ページ

でございまして、１４８番、新規事業、庁舎等電気施設整備事業ということで、

これは大規模施設の電気等を制御するキュービクルという施設が老朽化をして

いるということで、これの更新ということでございまして、各施設を予定して

ございます。２５年度は本庁舎の切替ということで３００万円を計上しており

ます。１５０番、職員住宅整備事業その２ということで、２５年度は独身寮改

修工事ということで９０万円を計上しております。１５１番、新規事業でござ

いますが、公用車車庫改修事業ということで、本庁舎の既存車庫を取壊しまし

て、新設するといった内容になってございまして、４３０万円を計上しており

ます。１５３番、新規事業でございますが、庁舎内ネットワーク端末更新事業

ということで、資産管理の観点から一斉にパソコンを計上して、どの端末も同

じ能力が望ましいということで、パソコンの更新のための費用ということにな

ってございます。２６年度から実施される事業となっております。２３ページ

でございますが、１６１番、新規事業、貫別支所庁舎改修事業ということで、

２５年度、支所の事務所でございますが、天井張替え、屋上防水ということで、

９３０万円を計上しております。１６２番、議事堂音響システム改修事業とい

うことで、音響システムの改修を予定しておりまして、２５年度３２０万円を

計上しております。１６３番、継続事業ですが、糠平・幌尻林道シャトルバス

運行事業ということでございまして、これのその他財源１０６０万円は利用料

を予定してございます。続きまして、特別会計分の事業もあわせてご説明申し

上げたいと思います。まず衛生施設組合でございますが、これは４番の新規事

業でございますが、 終処分場整備事業ということで、埋立地再生事業、これ

らの基礎調査等も含めた事業ということになってございまして、２６年度から

の事業、２６年度は４００万円を計上しております。それから消防組合でござ

いますが、新規事業といたしましては７番の庁舎改修整備事業ということで、

消防庁舎のボイラー、貯蔵タンクの改修工事ということで、１２９万円を予定

しているところです。次のページ、水道会計でございます。１番の配水管整備

事業ということで、計画的に５１００万円の予算を計上いたしまして毎年進め

ていくということで、地区といたしましては２５年度が荷菜地区、２６年度荷

菜地区、２７年度本町地区ということになってございます。２番目、新規事業

ですが、配水管長期整備計画策定事業、先ほど担当課長からもご説明あったと

思いますけども、全町的な長期の計画を策定いたしまして、それに則って今後

の水道施設の更新等を進めるということでの計画策定業務ということで、２５

年度、２６年度２３０万円を計上してございます。 後に病院会計でございま
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すが、１番、医療機器整備事業ということで、ＨｂＡ１Ｃ分析装置、これはヘ

モグロビン、血糖等を分析する装置でございますけれども、それと干渉電流型

低周波治療器等を導入するということで、２５年度５８８万円を計上してござ

います。２番目の国保病院の改築事業ですが、２６年度からになりますけれど

も、国保病院の改築に向けた基本設計を２６年度、それから実施設計を２７年

度ということでそれぞれ予算を確保しているといった状況でございます。実施

計画の説明としては以上でございます。 

 

議長 休憩します。再開は１１時１０分といたします。 

 

（休 憩 午前１０時５７分） 

（再 開 午前１１時１１分） 

 

議長 それでは再開いたします。休憩前に報告がありました第５次平取町総合計画後

期５ヶ年計画についての質疑を行います。質疑の順序としては初めに各会計財

政計画を行い、続いて事業実施計画をページごとに行いますので、よろしくご

配意願います。また実施計画の質疑につきましては１事業につき１人３問まで

といたしますので、よろしくお願いをいたします。それでは各会計財政計画書

の一般会計から質疑を行います。一般会計１ページ、２ページ。ございません

か。３番山田議員。 

 

３番 

山田議員 

歳入であります。１２の諸収入等、等という言い方で書いてありますけど、こ

れは町民が住宅を建てるために貸したお金の償還金やいろいろな負担金などと

いうことで、書いてありますけども、これの細々についてですけども、いろい

ろな負担金を含めこの住宅資金を含め、配分の金額ちょっと細々わかればお教

えいただきたいのと、当然ながら償還金でありますので、これの収入状況等も

お知らせ願いたいと思います。 

 

議長 今調べておりますので。 

 

３番 

山田議員 

 

はい。 

 

議長 もしほかにあれば先に伺いたいと思いますが。１０番千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員 

１０番千葉です。同じく一般会計の財政計画についてお伺いしておきたいこと

がございます。先ほどの説明のなかにも、今後の普通交付税は非常に流動的で

どのような状況になっていくかということは非常に見通しがつきづらいという

ことでありますけども、２５年度に向けての部分では９．９％、約１０％近く
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減額予定ということでありますけども、それが例えば１３番の歳入の基金の繰

入れあるいは強いて言えば基金の残高に相当な影響を与えていくかなというふ

うに思ってますが、この予定でシミュレーションによりますと平成２７年まで

には、何とか基金残高２０億を保っていけるのかなという見通しでございます

けども、この辺の正直な今後のこともあろうかなと思いますけども、捉え方と

いうのをどのように考えているのか、財政的な全般についてこの、特に基金残

高を非常に注目してますけども、あらためての事業、特に病院の関係もござい

ますし、捉え方としてどうなのかなっていうちょっと疑問に残るところがある

んですけども、お答えいただきたいと思います。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。まず先ほどもご説明申し上げましたが、２７年度の基金

残高２０億台ということでございまして、交付税、基金の残高に関しましては、

当町の歳入の４０％を占める普通交付税の金額いかんによってかなり影響を及

ぼすというような実態がございまして、２４年度２９億５７００万という交付

がされたということで、先ほど申しましたとおり地方財政計画がまだ出ていな

いという状況のなかでは、非常に厳しい状況も予想されるので、非常に見方と

してはかたく、現時点ではみさせていただいているというところでございます。

それで、２６億台を確保しながら、後期５ヶ年 終年度の２７年度には２６億

台が交付されるのではないかという推計のもと、この辺も加味しながら、やは

り第６次、今のご質問にもありましたが、病院等の非常に大きな事業があると

いうようなことで、やはりストックとしては１円でも多いストックがより良い

財政の状況かなという判断もありまして、交付税の見方とプラス２７年度まで

のいろいろな事業に充当する基金繰入金等を調整いたしまして、なんとか２０

億台で次の計画に渡していきたいというような考えもございまして、今後非常

に不透明な財政状況もございますけれども、その辺も逐次情報を収集いたしま

して、次の計画につなげるようなストックを意識しながら、財政計画を運営し

たいというふうに考えております。 

 

議長 

 

２番 

藤澤議員 

 

 

 

 

 

２番藤澤議員。 

 

２番藤澤です。実は私新聞の切り抜きをやっててですね、どうもその切り抜い

たものを紛失してしまったということで大変恥ずかしい話なんですが、以前１

０日も前になりますか、２週間も前になりますか管内の特別交付税だったでし

ょうか、各町の割り振りが載っていましたが各町といえばえりもから始まって

日高まで、平取までというなかで、３億から５億の交付金が示されておりまし

たが、特出するのは平取町でしたか、これ中身はおそらく４億５億程度の鹿柵

の関係で特出してるのかなと思いますが、それにしても各町に比べるとまだず
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議長 

 

いぶん多い内容になっておりますけど、これ大ざっぱに言ってこういうことな

んですよと大ざっぱで結構です、ご説明を願いたいと思います。 

 

まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

今のご質問にありましたとおり、今年度鹿柵事業の非常に大きな事業を実施し

たということもございまして、その半分は国庫補助金等で充当できるというこ

とでございますが、残り半分は特別交付税の措置ということになっておりまし

て、予算としては約３億程度、特別交付税を見込んだということでございます。

特別交付税は、交付の仕方として１２月と３月に交付されるということになっ

ておりまして、きっちり項目立ててルールどおり入るというような交付のされ

方を１２月にされるということで、鹿柵のルール分というような内容で交付さ

れるということで、鹿柵部分につきましては、１２月１億８千万程度入ってい

るというような見方をしております。ただ予算としてはまだ３億程度の見積も

りをしておりましたので、今後３月に、 終交付で残りの分が入ってくるとい

うふうに今考えてございまして、ただ１億８千万が大幅に増えたということも

ございまして、１２月の交付としては全道一の伸び率を示したということなり

ますが、平取町の予算としてはまだまだ鹿柵分も今後交付されるというような

見込みになってございます。 

 

議長 ２番藤澤議員。 

 

２番 

藤澤議員 

２番藤澤です。ということは一回こっきりのこの事業で新年度からもうなくな

るんだ、じゃなく、場合によっては地形的あるいはまだ未整備部分があること

ですから、そういう部分もこれから先２５年度についても加味される余地はあ

るということですか。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

おっしゃるとおりでございまして、来年度も２５年度もですね、鹿柵整備を予

定しておりますので、その分特別交付税分は計画計上させていただいてござい

ます。 

 

議長 ほかございますか。先に進んでよろしいですか。５番平村議員。 

 

５番 

平村議員 

すいません一つだけ。今の質問と関連するんですけど人件費が今の国の方で国

家公務員の７％削減という見出しが今新聞を賑わして、大変いろいろと問題に

なっているんですけれども、平取町でもこの人件費とかそれから交付金の関係

で、ずっと地方交付税も減ってますけれども、この辺の対応は平取町はどのよ
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うにするのかちょっとお伺いしたいと思います。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは私の方からご答弁を申し上げたいと思いますが、新聞等で国家公務員

の給与７．８％ですね、震災のほうに振り向けたということで、同様に地方公

務員の給与についても、一括、地方交付税で削減をしたいということでござい

ます。しかしながら地方交付税というのは、地方の固有の財源でございまして、

これまで徹底した行財政改革に取り組みながら、そのなかでも、独自の給与の

削減も実施をしてきておりまして、これまでの地方の努力を無にするものだと

いうふうに私は感じておりまして、まことに遺憾に思っているところでござい

ます。今後、全国町村会とともに連携しながら、削減の阻止をしてまいりたい

と考えておりますが、いずれにしても職員の人件費については、今後国あるい

は道、そして管内の動向等を見定めながら対応してまいりたいと考えておりま

すが、いずれにしても、今日の新聞にも載っておりましたように、４月からは

なかなか難しいということで７月にずれ込むだろうというような動きがござい

ますけれども、今後どういうかたちになるのか、まだちょっと先行きがわかり

ませんので、前段申し上げたような考え方が現在の考え方でございますので、

ご理解願いたいと思います。 

 

議長 ほかございますか。なければ次に３ページの国民健康保険事業会計にうつりた

いと思います。６番松澤議員。 

 

６番 

松澤議員 

歳入の中にですね、常に繰越金として前年度のお金がくりこまさってますし、

２６年度からは基金を取り崩すっていうことの歳入の計画ではそういうふうに

なってますけども、これいつまでもあるものではないと思いますが、保険料も

そんなに安いとは思っていないんですが、これから長い目で見た場合どのよう

な計画でやっていこうと思ってらっしゃるかお聞きしたいです。 

 

議長 町民課長。 

 

町民課長 お答えいたします。まず、基金の関係でございますが、基本的には２６年、２

７年、基金をみておりますが、基本的に２５年の収支の決算の結果、また２６

年度で考えていきたいと思います。それとですね、今基金また繰越金等がござ

います。これもその年の保険の医療費ですね、それによっていろいろ変動がご

ざいますので、単年度、単年度ですね、医療費を考えていくっていう状況でご

ざいます。 

 

議長 ほかございますか。なければ次に４ページの後期高齢者医療事業会計について。
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ないようですので、続きまして５ページの介護保険事業会計について。なけれ

ば、次に６ページの、簡易水道事業会計について。２番藤澤議員。 

 

２番 

藤澤議員 

２番藤澤です。このいわゆるインフラ整備、この簡易水道事業だけに限らずで

すね、お聞きしたいんですが、例えば、今回トンネル事故あるいは東京都心の

全国的な問題ですけれども、建設時からもう４０年５０年経過した時点で、す

べての、ほとんどのインフラ整備について、改修がこれから１０年２０年３０

年にわたって行われる、そういうようななかで平取町の簡易水道、これについ

てもですね、同じ問題がもう既に場所、箇所的には降りかかってくる問題かと

存じておりますけども、これも大ざっぱで結構でございます。今から、蓄財な

り何なり計画を立てて、将来的にはっていう町長のお考えを伺っておきます。

 

議長 町長。 

 

町長 それで私の方からお答え申し上げます。本当に水道に限らず、びらとり温泉も

３５年経過、またこの庁舎についても築４０年経過、あるいは病院についても

そういったことで４０年を過ぎておりまして非常に老朽化している状況にござ

います。そういうかたちで、非常にこれから改修費には経費がかかるというこ

とで補助制度がなかなか見当たらないのが現状でございますので、水道につい

てはわずか３分の１でございますけれども、今後ですね、生活雑排水の関係に

ついても、回転円板装置のそういった浄化装置も古くなってきてございますの

で、財政的には少しずつでも経費を節減しながら、基金を積み立てながらそう

いった準備をしてございますが、合わせまして、そういった生活雑排水、ある

いはこれからうちばかりじゃなくて、各市町村ともですね、そういった過渡期

といいますか、改修に費用がかかる状況にきてございますので、そういったも

のに重点的に補助制度を設計していただくように、国の方に町村会とともに要

請をしてまいりたいというふうに考えておりますので答弁と代えさせていただ

きます。 

 

議長 ほかはございませんか。なければ７ページの国民健康保険病院事業会計につい

て。１０番千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員 

１０番千葉です。私も毎年この国民健康保険病院の会計収支見てると、本当に

町長はじめ努力もされて病院改革に乗り切ってさまざまなことを一生懸命やっ

てくれてるなと努力は私本当に認めたいと思いますけど、現実的にですね、や

はり患者さんの、特に外来なんかももうちょっと頑張ればかなりいいとこいく

かなというふうには見ておりますけども、局面から言うと大変厳しい局面に立

たされていくのかな。そんななかで、特に繰り越していく損失の累計、これが

非常に気になっておるところでございまして、また近い将来、一般会計の方か
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ら病院のほうに繰り入れしていかなくちゃいけない、そういった補てんを繰り

返していくようなことで大変懸念をしておりますけども、特に先ほどもちょっ

と出てました病院の新築含めた改修、耐震の問題もございますけども、この辺

のことについては、例えば全国的なものでも構わないと思うんですけども、病

院改革に乗り出してですね、成功してる事例のある自治体あたりに積極的な勉

強をしていくということも私は、必要になってくるのかなというふうに思って

ますけども、この病院の収支会計の将来の見通しについてのご意見等を伺って

おきたいと思います。 

 

議長 

 

町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町長。 

 

それでは私の方からお答え申し上げますけれども、基本的にはですね、平取か

ら病院をなくすということは、これはもう、絶対あってはならないと考えてご

ざいまして、昨年の４月からも診療報酬の改定等々もございまして非常に収入

が落ち込んでいる状況でございますし、また先ほど収支会計のなかでもお話が

ございましたように入院患者が亡くなるということで、入院する患者さんで大

きく変わるような状況でございますけれども、現状としては、やはり街の病院

においては、もう治療の方法がなければすぐ出されるという状況もございます

ので、そういった面についてはですね、ある程度繰り出しもしながら、この

終、ふるさとで安心して 後の療養をしていただくというような面では現在の

７１床の病院については維持をしながらやっていくという考え方がございま

す。またこれからの病院の改築計画が予定をされておりますけれども、新年度

になりまして、町民を交えた検討委員会のなかでただ建物を作ればいいという

ことではなくて、本当にどういった魂のある病院、医療サービス、安心してこ

の地域で暮らせる病院作りをできるかというようなこと、また病院のベッド数

のあり方等々についても十分そういったコンセプトを確立しながら実施計画に

向けて対応してまいりたいと考えてございますので、よろしくお願いします。

いずれにしても現状の段階では３千万程度ということの収支の赤が出る予定で

ございますが、それらについては、いろいろな事情がございますけれども、何

としても、現状では病院を維持していくという前提のもとに、やむを得ない部

分もあるのかなと、いずれにしても病院一丸となって努力をしてまいりたいと

思いますし、特に入院患者は減っておりますけれども、外来はずいぶん伸びて

おります。しかしながら、やはり診療報酬の観点、経営の観点からいきますと、

なかなか入院患者から見ると、診療の点数が低いということでそういった状況

にございますので、いずれにしても、４人の固定の医師が確保できましたので、

これからできるだけ待っている病院から出かけていく診療体制、そういったも

のを確立しながら健全化に向け、あるいは医療のサービスの充実に向けて努力

をしてまいりたいと考えていますのでよろしくお願いいたします。 
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議長 

 

１０番千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員 

町長、私も本当に病院はなくなったらこれはもう大変だなという意識は全く変

わりはございません。むしろ病院が各地診療所に変わってきてるなかで、やは

り役割を地域として果たしていく、病院の役割というのは非常に大きなものが

やっぱりこの平取の国保病院の場合はあろうかなというふうにも感じておりま

すけども、特に自治体を超えた連携、医療連携もそうですし、それから入院の

ベットの数、病床数の維持の問題もそうですけども、特に一次医療を受け入れ

ている病院のあり方ということに対しては、診療報酬はおもいきって伸びてい

くことは私は将来的にはないなというふうには捉えておりますけども、そんな

なかで、ちょっと今町長ふれられておりました、訪問していく、外へ出ていく

診療、このあり方をですね、やはり予防医療と含めて一体化して取り組んでい

く方法というものをやはり先ほどちょっと１回目の質問にも出しました、先進

地をかなり勉強していく必要が私はあるかなと思ってますので、どうかそうい

った病院の関係のスタッフにもですね、共通の意識を持って、自分とこの病院

は自分たちで守っていくんだよっていうような意識をもとにですね、こういっ

た先進地の視察、それから勉強会兼ねてですね、病院が新しく建物だけなって

いくっていうんでなくて、経営のあり方に対してもですね、来年度に向けて一

生懸命取り組んでいく考えがないのか伺っておきたいと思います。 

 

議長 町長。 

 

町長 前段、１点目の広域連携については一次医療であってもやはりこれはもう安心

して暮らすためには必要でありますので病院は何としても維持するというかた

ちのなかで、この一次医療で間に合わない部分について、専門的な部分につい

ては、王子病院あるいは市立病院との連携をしながら取り組んでおりますので、

ご答弁に代えさせていただきたいと思いますし、本当に地域で安心して暮らし

ていただくためにはやはり待っているというよりはまた訪問診療というかたち

で、今後重点的に自宅にいてもお医者さんにかかれるというかたちもやはり考

えていかなければならない、こういったことがこれからの高齢化時代を迎えて

は、大変重要なことではないかということで、これらについては、医師の皆さ

んともそういったお話をさせていただいておりますので、徐々に増えさせてい

ただくようなかたちになりますが、また、もう１点先進地の研修については、

当然、やはりそういった患者さん目線で、また経営の体制のなかでも、医療サ

ービス、また経営健全化の面でもですね、先進地の検証をしながらやはりでき

るだけ町から一般財源の負担が伴わないようなかたちの努力を今後とも続けて

まいりたいと思ってございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 病院事務長。 
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病 院 事 務

長 

ただいまの訪問診療についてお答えさせていただきますけれども、訪問診療に

つきましては今まで月に１回行っていたのですが、医師も４名体制になったと

いうことで、実は来月から２名、本町地区については小林先生に担当していた

だくということで、振内地区につきましては水曜日、金曜日藤井先生が担当に、

固定医ということで行っておりますので、振内地区につきましては、ちょっと

１日だけですね、診療時間を早めさせていただいて、藤井先生に毎月第一の水

曜日ですけれども、３時半で診療終わりなんですけど、それを３時に繰り上げ

てその分訪問診療に回したいという考えで２月からそのようなかたちで実施さ

せていただいておりますので、今後も患者さんがいればどんどん出かけていっ

て、診療収入に貢献させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。あと外来患者につきましても、今年は前年対比で今のところだ

いたい延べ４千名くらいの患者さん、外来は増えているのですが、入院患者さ

んが亡くなった方もいらっしゃって、ちょっと落ち込んでいるというような現

状です。病院としてもやっぱり繰入金に頼ることなく、病院の経営努力という

のが一番重要だと考えておりますので、例えば２５年度からですけれども、今

まで予防接種等は担当課で先生頼んで行っていたのですがそれも医師が４名体

制になったということで、２５年度から町立病院の方で予防接種も対応させて

いただきたいということで今担当課と協議しておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 

議長 先ほど、保留となっておりました山田議員への答弁を行います。まちづくり課

長。 

 

ま ち づ く

り課長 

先ほどのご質問にお答えしたいと思います。財政計画に記載されております諸

収入等ということでございまして、この諸収入も非常に内容的には細分化をさ

れている費目となっておりまして、主といたしましては中小企業の融資資金の

元金収入ですとか、勤労者の生活安定融資資金の元利収入、こういったものが

大きな費目となってございます。雑入もこの諸収入に入ってございますので、

もろもろ経常経費等にかかる小さいものから大きいものまでの雑入がまとめて

ここに計上されておりまして、その雑入のトータルがだいたい６５００万円ぐ

らい、この内訳となるというふうに考えております。この費目のなかには住宅

改良資金の貸付金の元金収入というのもございまして、来年度は約１５５０万

程度収入をみているということでございまして、これは滞納分もあるというこ

とで、滞納の徴収率も、前年度等の実績等を加味して計上させていただいてい

るということになってございます。以上です。 

 

議長 ３番山田議員。 
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３番 

山田議員 

いろいろ細かいものも、それ含めてこの住宅改良資金及びその他もろもろある

んでしょうけども、どうでしょうかね、自分これ質問したのには当然、時代も

変わってますし、１８年１９年度くらいまでの金額からみると、もう一気にこ

こまでと落ちたということでちょっと未納の金額が非常に多くなったのかちょ

っとその辺の不安があったもんですから、その辺の計算をどのようにされて、

本来であれば、実際であればここへどのくらいの金額が計上されて当たり前な

のか。１００％と見ればですよ。その辺の金額がちょっと知りたかったもので

すから、質問させていただきました。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

住宅改良資金のですね、未納ということになろうかと思いますが、この計画額

の積算といたしましては、未納分の現在高が約７６００万程度あるということ

で、これは一気に収納回収ができないというような判断でございまして、滞納

繰越分としてはこの分の２．３２％を予算計上しているということで、未納分

については１７６万程度を積算で参入しているということになってございま

す。 

 

議長 山田議員。 

 

３番 

山田議員 

それでは 後に。そうするとですね、本来であればこれ全部集まりますと、今

のところ１億１３００万という計算でありますと、３，４億。ちょっと大ざっ

ぱで申し訳ないんですけども、この程度はいくという判断でよろしいんでしょ

うか。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

先ほど申しました未納総額としては７６００万程度ということでございますの

で、本当に仮の話でこれが一気に未納解消できても、この数値に７６００万加

算されるということでございますので、３億のような数字にはならないとはふ

んでおります。 

 

議長 ５番平村議員。 

 

５番 

平村議員 

病院会計のことで、お話ししたいと思います。平成２４年度の決算見込みで３

３３０万５千円という当年度の純損失を計上されていますが、昨年度は若干で

も黒字になりまして、病院改革プランのなかで単年度の収支黒字化がされない

とペナルティーがくるということで、そういう体制をつくって何とか持ち直し

たんですけれども、検討委員会とかを設置して取り組まれましたけれども、２
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３年度の決算では１００万ほど黒字となりまして、当年度純利益を計上されて

いますけど、この黒字は一般会計から２億７５００万円の繰り入れをしてずっ

と２億６千万ずつ毎年繰り入れをするというかたちを取っていたんですけれど

も、この予定表で見ますとその繰入金も徐々に上がって２億７５００万とか２

億８５００万、ずっといって 後には３億というそういう計画をしているよう

でございますけれども、こういう病院の改革プランは、２３年度の黒字化で終

了してしまったのか、またこれから病院も新しい病院を改築するという計画の

なかで、そういうものも一緒に計画していかないと、何億という繰入金を入れ

ながら毎年赤字が段々増えていっていると思います。そういう状態のなかで町

民の税金を使うんであれば、病院の改築ももっと前倒しで早くやるような計画

がなされないのか、また病院の改革プランとかも継続してそういう案のことを

研究、検討しているのかどうかお聞きしたいのと、あとはやはり今昨日の新聞

にも耐震の病院の場合は、昭和４０年に建っているのでもう何十年も経ってま

すので、耐震診断も義務化されまして、ペナルティーが来るということで、や

はり病院が一番先に、役場と町立病院は一番古いので、そういうのも国のなか

で、そういう施設の耐震診断の義務化も発表されていますので、もっとその計

画を前倒しでやる計画がないのかちょっとお伺いしたいと思います。 

 

議長 病院事務長。 

 

病 院 事 務

長 

お答えいたします。それではまず初めに改革プランの関係ですけれども、一応

私どものとらえでは平成２３年度に向けてということで、単年度の黒字化が

終目標ということでございましたので、町からの繰り入れを増やしていただい

て、１千万程度の黒字化を達成できたということで改革プランについては一応

これで終了しているということで考えております。それで繰入金がずっと２億

６千万できたのが、例えば２５年度に２億７５００万、２６年２億８５００万

とこれ増えておりますのは、一番下のですね、資金不足比率の関係でこれが２

０％を超えてしまうとまた経営改善企画書を提出しなければならないというこ

とになりますので、収支計画といたしましては資金不足比率を２０％以下に抑

えることを目標として一応繰り入れの額を出させていただいたということでご

ざいます。耐震につきましては、当然建築が東京オリンピックの年の昭和３９

年ということで、もう４０数年経過しておりますので、一刻も早く改築をした

いということですけれども、これは町の財政事情等を考えまして、２６年度基

本設計、２７年度実施設計ということで今のところ総合計画に計上させている

ということでお答えさせていただきます。 

 

議長 ５番平村議員。 

 

５番 病院改革プランもただ１年度の黒字化になったということで終了したのではや
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平村議員 はりせっかくの長い目で見た改革プランをやらないと意味がないんではないか

と思いますし、耐震についても２６年度でやると言ってますけれども、その間

に万が一のことがあったら、大変なことになるので、どうしてもっと予算を前

倒しでやる計画がなされないのか、病院の経営もこういうふうに毎年赤字にな

るのであれば縮小しながら急いでやる方法があると思うんですけども、その辺

の考え方を町長にお伺いしたいと思います。 

 

議長 町長。 

 

町長 はい、それではお答え申し上げますが、発展計画で当初計上したときには２６

年基本設計ではなくて２７年度のものを前倒しでやってございまして、先ほど

事務長から申しましたように財政的なことも非常にございますのでなかなか新

しい改築については、補助制度がないというようなことで、実は国の方にいろ

いろと掛け合いながらそういった補助制度もお願いをしながらやっている状況

でありますが、しかしながら先行きがまだはっきり見えてないという状況の中

では今のところは１年前倒しで２６年基本設計、２７年実施設計そして２８、

２９と２か年で実施するということで考えておりまして、今回、国の方でも国

土強靭化計画ということで１０か年で約２００兆円の公共事業の実施をすると

いうようなことが組まれてございますので、そういった国の動向等も見定めな

がらこういった対応をしてまいりたい、できるだけ借金をしないように何とか

やりくりしながら、健全化のなかで建設をしていきたいという思いもございま

すのでもう少し国の動向等、あるいは、国の方行けばそういった情勢もいろい

ろと取り入れながら今いろいろ検討してございますので、そういったことでご

理解願いたいと思います。今のところですね、大体２０億くらいの改築経費が

かかる、１５億は病院の改築、あとは５億円くらいは備品等にかかるというこ

とで、膨大な経費がかかりますのでやはり財政状況、こういったものをいかに

いろんな情報を得ながらそういった町の負担を軽減するということが大変重要

になって参りますので、国の動きがもう少し、強靭化計画もわかってきたらそ

ういった対応もしてまいりたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 

議長 ほかございませんか。なければ各会計財政計画の質疑を終了いたしまして、休

憩に入りたいと思います。 

 

（休 憩 午前１１時５３分） 

（再 開 午後  ０時５９分） 

 

議長 定刻以前でありますけれども、皆さんおそろいですので再開したいと思います

がよろしいですか。それでは再開をいたします。続きまして事業実施計画につ
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いて質疑を行います。事業実施計画の一般会計１ページ、２ページにおける質

疑はございませんか。３番山田議員。 

 

３番 

山田議員 

学校関係ですけども、このページに振内中学校校舎外壁整備事業ということで、

２５年度にのっているわけでございますけれども、この学校に関しては将来的

な問題もあり、学校統合という大問題も含めましてあるわけでございますけど

も、それも含めてまた耐震の方もまだやられてない学校ということで、私たち、

当自治会としましても父兄の話を聞きますと、到底この学校にはいつ何どき起

きるかわからないところに子どもを通わせるのはいかがなものかという意見を

まとめたところでございます。そういう意見も踏まえて、今後この振内中学校、

今のところはこの外壁工事ということで済みますけども、何回も一般質問でも

千葉議員も含めてこの問題にふれているわけでございますけども、耐震含めた、

今後自民党の、国の動向もこれからですけども、そういう資金を借りて改修す

る意思があるのか、答弁のなかで出ておられました、いや、学校統合の問題が

あるので今のところは修理をしながら対応していきたいということでございま

す。そういう返答何回も聞いているわけですけども、当然ながら当自治会とし

ての父兄の考え方、いつ何どき起きるかわからないところに子どもをいつまで

おかせるんだという、町のまだ方向性が見えていないなかでそういう不満の声、

そして急いで統合するなりしてくれという、こういうのも出ているわけでござ

いますけども、この外壁修理含めて、今後この振内中学校をどのような考え方

で修理、耐震そして統合の考え、方向性をもし考えておられるんであれば、教

育長の答弁を求めたいと思います。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 それでは振内中学校の校舎外壁整備事業にからめまして、学校統合等について

お答えをさせていただきたいと思います。振内中学校につきましては、平取町

教育条件整備方針のもとに学校統合対象校といたしまして、現在振内中学校を

校区といたします地域の保護者及び自治会と話し合いを断片的ではありますけ

れども、継続させるなかで、それぞれ合意をいただき統合を行っていきたいと

考えているところであります。しかし現状におきましては、その話し合いその

ものが進展していないということが実態でありますので、統合の目途というこ

とにつきましては、現在のところはご報告できないという状況ではございます。

仮に統合とすることで地元との合意が得られ、いたしましてもその後における

諸般の手続き、統合条件の整備等において 低でも２年はかかるものと考えて

いるところであります。このことにおきまして、振内中学校の校舎老朽化に伴

います軒天からのブロック片の落下など、これまでアクシデントが発生をして

いるということから、その危険性より生徒及び教職員、並びに校舎管理に関わ

る方々について、回避をしなければならないという考え方のもとで、当面する
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校舎の安全対策ということでの事業計画でございますので、まずはこの校舎の

外壁整備事業ということについてはご理解をいただきたいというふうに思いま

す。また今後におけます学校統合ということになりますけども、冒頭申し上げ

ましたとおり振内中学校を校区といたします地域の保護者、さらには自治会と

積極的に話し合いをもつなかで統合を推進していきたいという考え方ではござ

います。今年になりまして振内自治会の三役とこの統合ということも含めなが

ら教育行政懇談ということで、今週の月曜日になりますけれども、行ったとこ

ろであります。今後におきましても、関係をいたします長知内、岩知志、豊糠

それぞれの自治会なりさらには、保護者、ＰＴＡ等の関係者とも積極的に話し

合いを進めていくなかで統合への理解を得ていきたいという、現在のところの

考え方でございますのでよろしくお願いをいたしたいと思います。 

 

議長 ほかございませんか。３番山田議員。 

 

３番 

山田議員 

続いてですけども、学校教育のなかで新事業としては当然出てこないんですけ

ども、学校全体の問題として、この今いじめ問題で体罰を受けて自殺したとか

という報道が大きく話題になっておりまして、さらにはその先生を告訴すると

いう事態にまでなっている状況のなかでこの学校教育全般のなかで計画的には

いろいろもって、この中身書いている以外には、当然計画されているんでしょ

うけども、いじめ問題を含めてね、この学校教育をどのように考えているのか、

１回一般質問のなかでいじめの問題もちょっと返答されたこともあると思うん

ですけども、平取町においてはいじめの問題はないという簡単な返答なんです

けども、全国的に見てもそういうなかったとこからぽつんと出てくるという事

例が結構あるなという考えでみておりまして、このいじめの問題も外部者を含

めて教育委員会も含めて、また父兄も含めてね、もう少しじっくりと深いとこ

ろまで追求したなかで調査していく必要があるんじゃないかなということで、

その辺も今後計画のなかにぜひ盛り込んでおいてほしいなと思っております。

実は自分毎年言われるんですけども、必ず１件、２件父兄から相談持ちかけら

れるんですよね。うちの子どもいじめられてるんだって、担任の先生と話しす

るんだけども、それっきりでいじめとしての対応をしてくれないという、返答

いただいてそれであきらめてる父兄が今年卒業しますが、そういう方がいます

ので今後その、上っ面だけでいじめの問題がないとかという対応じゃなく、も

う少し教育委員会としてこういう事業計画ばかりではなくそういう中身につい

ての協議会をつくるだの、検討委員会をつくるだの、調査委員会をつくるだの

というそういう計画性をもう少し持てるものかどうか、その辺の返答をお聞き

したいと思います。 

 

議長 山田議員、今回のは２５年度から２７年度の事業の総合計画という性質のもの

でありますので、何かこの事業計画いうかたちのものと関連があるのかなと思
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って 後までお聞きしたのですけども、どうもその辺がちょっと質問すべきも

のがちょっと違うのかなというふうに思います。 

 

３番 

山田議員 

わかりました。次回の問題にさせていただきます。失礼しました。 

 

 

議長 お願いします。５番平村議員。 

 

５番 

平村議員 

５番平村です。１８番の新規の旧荷負小学校体育館の暖房整備事業なんですけ

れども、いま荷負体育館は前にはデイサービスに使うとかいろいろ言ってたん

ですけど、これをどのようなかたちで実際に何人ほどが使っているのか、各町

内会か荷負の地区で使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。またこれは町の方では、売りに出したり何か違う方法を考えていないのか

どうかその辺も一緒にお聞きしたいと思います。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 それでは平村議員のご質問の１点目のことにつきまして、教育委員会としてお

答えをさせていただきたいと思います。旧荷負小学校体育館の利用についてで

ありますけれども、現在この体育館につきましては地域の方々によりますテニ

ポンでの利用、そして剣道少年団でございます義経剣心会がそれぞれ週１回を

基本といたしまして使用しているところであります。平成２３年度での利用延

べ日数は９８日、利用者数はこれも述べでありますけれども、１５７５人とい

うことになっております。２４年度につきましては１２月末での利用状況とい

うことになりますが、延べ日数で７８日、利用者数は１２０９名ということに

なってございます。それで事業でのご質問ということになろうかなと思います

ので、つけ加えて説明させていただきたいと思いますが、この度のこの事業計

画ということにつきましては、暖房機器の整備ということになりますが、現在

は重油によりますボイラー稼働ということで、校舎全体に送風される構造、シ

ステムということになっておりますので、重油の消費ということにつきまして

は、不効率、不経済ということになっている状況でございます。そのため効率

的な暖房機器の稼働を図るうえにおきまして、体育館専用の灯油暖房機器を設

置していくなかで、施設の効果的運用に努めていきたいと考えているところで

ございます。一つ目の質問にお答えをさせていただきました。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

旧荷負小学校の再利用というようなことでのご質問でございますけれども、ご

質問にありましたとおり、デイサービスセンターでの再利用ということが挙げ
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られておりましたけども、いろいろな検討のなかでデイサービスには利用しな

いというような結論に達しまして、その後これをどのように活用しようかとい

うことをいろいろ、まず内部的な方向性をある程度示しながら、地域にも示し

たいというふうなことも考えてございまして、また新年度本格的にと言いまし

ょうか再利用について、一つの方法としては売買というようなことも考えられ

ますが、またいろいろな面で再利用について、地域と相談しながら考えていき

たいと思っております。荷負小学校ばかりでなく、貫気別中学校の校舎につい

ても一応総合計画では解体というような事業費も計上させていただいておりま

すけども、この辺も再度、何か有効な利用法がないかということも含めてあわ

せて検討させていただきたいと思います。 

 

議長 ほかございませんか。８番櫻井議員。 

 

８番 

櫻井議員 

８番櫻井です。２０番の図書館の整備事業でありますけど、以前に矢祭町の事

例を挙げまして蔵書を増やしていくという方法を提示させていただいたことが

ありましたが、前教育長、前課長のときにはなかなか良い返事をいただけなか

ったのですが、今後、こういう７万冊に向けて蔵書を増やすということに関し

て、そういった方法、僕は本当に必要だと思うんですけど、今答えられるもの

でしたら教育長の方からお答えいただければと思いますがいかがでしょうか。

 

議長 教育長。 

 

教育長 それでは２０番の図書館整備事業ということで、このことにつきましては図書

資料、映像、録音資料というようなことで固定的に各年予算措置をさせていた

だいているところでございます。それではただいまのご質問にございましたが

当図書館ということにつきましては昨年の１１月末現在にはなりますけれど

も、閉架分も含めて現在のところ６万７千冊という現状になってございます。

一つの目標として７万冊ということがございますので、鋭意この分については

整備等を行っていきたいと、さらにはこの図書館の整備もそうですし、学校で

の図書整備ということもございまして、地方交付税の中にそれぞれこれらが基

準財政需要額の中に算入されてきている部分もございますので、それらにつき

まして十分内容等精査をしていくなかで今後図書資料等の充実、整備等につい

ては詰めていきたいと考えてございます。 

 

議長 ５番平村議員。 

 

５番 

平村議員 

１０番なんですけども、小中学校教科書指導書購入事業ということで、２６年

度と２７年度にはのってきているんですけど、これやるならばもっと２５年度

からやった方が子どもたちのためにもいいのではないかと思うんですけど、何
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か変更があるからこういうふうに年度を一つ遅らせているんですか。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 １０番の小中学校教科書指導書購入事業ということで、このことにつきまして

は指導書ということでは３年に１度ということでそれぞれ予算措置をさせてい

ただいているところでございます。小学校中学校ということで年度は違ってま

いりますけれどもそれぞれ３年に１度というようなことでの予算措置というこ

とになっております。教科書ということでは４年に１度ということでは全面改

定にはなってまいりますけれども、指導書ということにつきましては、３年に

１度の購入というようなことにさせていただいているところであります。 

 

議長 ほか、ございますか。なければ３ページ、４ページに移ります。９番松原議員。

 

９番 

松原議員 

９番松原です。２３の大学間連携共同推進事業ということでのっておりますけ

ども、今２５のシシリムカ大学だとか、そういう事業を一緒に推進していると

ころですけどもこの事業とはまた全く関係なく、東日本の大学との連帯という

ことで、別に設けておりますけども、趣旨やなんかもこういう大学だとか、そ

ういう文化に対するそういう契約だと思うんですけども、これ地域との、どの

ような団体と結びつきながら進めていくのかちょっとお伺いします。 

 

議長 アイヌ施策推進課長。 

 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

それでは松原議員のご質問にお答えをしたいと思います。この事業は説明に書

いてありますように、大学間連携共同推進事業ということで大学１９校、それ

から連携機関１４団体とが協定を締結しながら大学生の社会学向上に向けた取

組みをしていこうということで考えている事業でございまして、主体的には山

形大学が事業を実施していくというところでございます。ここに書いておりま

す連携共同推進事業と、町が取り組む事業といたしましてはこの東日本広域大

学連携事業との共同歩調のなかで、平取において大学生のアイヌ文化に関する

学習ができないかというようなことについて共同の事業として取り組んでいき

たいと考えているところでございまして、大学生が平取町に来るまでの旅費等

につきましては東日本広域大学連携事業のなかで対応すると。当町においての

活動については、それぞれ学生が負担するということになります。当町といた

しましては、財団法人アイヌ文化研究推進機構が行っておりますアイヌ文化の

普及啓発に関わるアドバイザー制度がありますので、そういうようなものを活

用しながら地元の方々の講師をご依頼致しながら大学生徒の学習にあてていき

たいと考えているところであります。どこの団体とどういうようなかたちで連

携をするのかというご質問もあったかと思いますけれども、私どもといたしま
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しては、アイヌ協会平取支部を中心としたなかで適切な講師をご依頼しながら

実施していきたいと、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 ほかございますか。６番松澤議員。 

 

６番 

松澤議員 

ただいまの２３番の大学関連共同推進事業なんですが、この事業は国から補助

金が出る事業ではないのかと思うんですけども、一般財源だけで行っておりま

すけども、そういう事業ではなかったでしょうか。 

 

議長 アイヌ施策推進課長。 

 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

はい、この事業そのものは東日本広域の大学間連携による教育の質保証、向上

システムの構築というようなことで、文部科学省の方から先ほど言った、広域

的に連携をする大学などが国の助成を受けて進めている事業でございます。た

だ当町において、先ほど申し上げましたような学習につきましては、当町独自

のものということでございますので、その部分の経費を計上させていただいた

ということでございますのでご理解のほどよろしくお願いをいたします。 

 

議長 ほかこのページございませんか。９番松原委員。 

 

９番 

松原議員 

９番松原です。２８番ですけども、重要文化財の保護推進という事でこれ三井

物産と関係機関ということですけれども、地元の取り扱いというか、それに関

連に向けてどういうような対処というか推進を図っていくかお聞きします。 

 

議長 アイヌ施策推進課長。 

 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

はい、２８番の重要文化的景観保護推進事業でございますけれども、このこと

につきましては文化庁の補助をいただきながら進めている事業でございまし

て、平成１９年の７月に選定を受けたところでございます。その後、選定にあ

たりましては日本で３番目、北海道で初めていうことで選定を受けたところで

ございますけれども、その後さまざまな地域で重要文化的景観の指定を受けて

きたところでございます。後年になりますと、制度をそのものが徐々に整備を

されてきたと。私どもが選定を受けたときには十分な法整備あるいは助成制度

が充実されていなかったわけでございますけれども、それが徐々に整備をされ

てきたということもございまして、改めて、そういった現制度に則った見直し

を含めて、二次選定を行おうというふうに考えているところでございます。二

次選定に当たりましては、その候補地としては三井物産の社有林などがあるわ

けでございますけれども、当然ながら、そういうような会社との協定などをも
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とにした指定を考えていきたいと、このように考えているところでございます

のでご理解のほどよろしくお願いをしたいと思います。 

 

議長 

 

９番 

松原議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

ほかございますか。９番松原議員。 

 

今の２８番で辻井先生が亡くなっていろいろ文化的景観の絡みでいろんな、町

もバックアップしていただいているんですけども、そういう今の事業に対して

影響というかそういうものはないんですか。環境のあれで文化的景観の関係あ

りますよね。それで辻井先生をバックにいろいろな、重要文化的景観の推進を

していると思うんですけども、その大事なトップの方が亡くなって今の文化庁

にいろいろ重要文化財的な要素をまだまだ発信していくと、世界に発信してい

きたいという文言でいろいろアイヌ文化の環境に対していろいろ各機関とです

ね、進めていると思うんですけども、それは変わらないでアイヌ文化推進協議

会の中で、そのまま推移していくんですか。 

 

アイヌ施策推進課長。 

 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

皆さんご承知のとおり平取町が大変お世話になっております辻井達一先生が１

月１５日に急逝されたところでございます。私どもの町といたしましては、ア

イヌ文化振興推進基本計画を樹立した時点から辻井先生の知見をいただきなが

ら、まとめてきたところでございまして、大変お世話になったというところで

ございます。そういう意味では辻井先生が急逝されたことについては大変私ど

もの今後を考える上では大きな痛手と言いましょうか今後を考える上では大き

な損失になるのかなというふうに考えているところでございます。重要文化的

景観について申し上げますと、辻井先生についてはアイヌ文化振興推進協議会

の委員でございまして、重要文化的景観の保全委員ではございませんから、そ

ういう面では従来どおりの進め方ができるのかなと思っております。ただアイ

ヌ文化を広く世界に発信するということにおいては、大変これからどういうよ

うな対策を練っていくかということについて内部で対策を検討していきたいと

思っております。以上でございます。 

 

議長 ほか、５番平村議員。 

 

５番 

平村議員 

３１番の二風谷アイヌ文化博物館のホームページリニューアル事業についてな

んですけれども、この間もちょっと地域活性化のシンポジウムでも言われたん

ですけども、平取町のホームページは全然中身がよくわからない、そういうい

ろんな意見がありましたので、ここでもホームページを博物館としてやってい

るんだと思いますけど、今年度２５年度には計画がなくて、次の年にあるんで

すけど、そういう批判を受けながら、やはり宣伝をして平取町はどういうもの
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なのか、この間東京の方から来た先生方も全然よくわかっていなかったんです

よね。ホームページを開いてもよくわからなかったというご意見だったので、

なぜこれが２５年度にやらないで１年延ばしているのかその辺をちょっとお聞

ききしたいと思います。 

 

議長 文化財課長。 

 

文 化 財 課

長 

ただいまの質問の関係ですけども、今回計画しております中身としましては、

もともと現在あるホームページというのが古いタイプでなかなか今おっしゃっ

たような、アクセスですとか、見づらい点とかいろいろ課題がありまして、そ

こら辺を十分に中身を詰めまして、２５年度十分研究しながら、２６年度に実

施したいということで外国語のことも含めまして、また見やすさ、それからリ

ンクの関係等全面的に万全を期して２６年度やりたいということで今回計画し

たところであります。以上であります。 

 

議長 ５番平村議員。 

 

５番 

平村議員 

はい。そんな１年も計画にかからないと思いますので、もうちょっとそういう

面で観光の面からも平取の町のホームページも同じなんですけれども、早急に

整備をしないと本当に遅れた町になるような感じがいたします。この間のシン

ポジウムでもとってもそれを言ってましたので、早急にやったらいかがでしょ

うか。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 町のホームページが見づらいということでございますので、早急にということ

を頭に入れながらちょっと内部で検討させていただきたいと思います。 

 

議長 ほかございますか。なければ、５ページ、６ページに進みます。ないようでし

たら先に進みますが。７ページ、８ページ。５番平村議員。 

 

５番 

平村議員 

４５番の新規なんですけどデイサービス送迎車購入事業ということで、ワゴン

車を買うことになっているんですけれども、これ福祉会の方では、全然予算持

たないでこれ町の方でみんな買うんでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

平村議員の質問にお答え申し上げます。デイサービスの関係の経費につきまし

ては、町が大部分助成をさせていただいて、購入するというふうになってござ
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いまして、今般、デイサービスの送迎車両が１０年以上経過してですね、老朽

化により更新をしたいということで、町で検討いたしまして、この１０人乗り

のワゴン車について補助するかたちで支援するということに計画をいたしてご

ざいます。 

 

議長 平村議員。 

 

５番 

平村議員 

これは１台の補助ですか。全額ではないということ。 

 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

これについてはですね、４７０万がこの車両購入の金額でございまして、町が

全面的に財源をですね、お金を出して購入するということでございます。補助

は全額の補助ということでございます。 

 

議長 ほかにございますか。なければ９ページ、１０ページに進みます。８番櫻井議

員。 

 

８番 

櫻井議員 

８番櫻井です。６３番の青年就農給付金事業なんですけど、これ自体の事業に

対して云々というのはないんですけど、これ当然Ｕターン、Ｉターンというこ

とに充当できるという事業なんでしょうけど、実際に件数を見ると、６件８件

９件と経営継承者につきましては４件５件６件と毎年増えているんですけど、

実際にこれだけの人数の積算というか根拠っていうのがあっての数字なんでし

ょうか。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えいたします。実際に対象になる方をピックアップして、それで数字を出

しているところであります。それでなかなか対象になるかならないかっていう

条件が厳しい部分があるんですけれども、なるべく広く見ておいて対象もれが

ないようなかたちで、ぎりぎりなるかならないかという人も含めて、数字をあ

げて金額をのせているところであります。全額国の方から来る部分になってお

ります。 

 

議長 ほかなければ、先に進みます。１１ページ、１２ページ。５番平村議員。 

 

５番 

平村議員 

８４番の住宅リフォーム促進助成事業なんですけども、昨年まで３か年でやっ

てたんですけど 後だということで追加までしてやったはずだと思ってたんで
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すけどまた今年から新たに出てきているのですけど、こういう補助事業は一旦

３年なら３年でやめるのではなかったんでしょうか。そういう意味で去年追加

して１０戸を２０戸にしてやったと思うんですけど、また新たにずっと出てき

ているんですけどその辺の考えをお聞かせ下さい。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 ご指摘の通り、当初３か年の事業として取り組んでまいりました。２４年度、

今年度ですけども、 終年度ということで、取りまとめをしたところ予算の倍

以上の申し込みがあったということでですね、補正をして事業費を増額したと

いうのはご承知のとおりということでございます。この事業につきましては、

前段まちづくり課長の説明にもありましたとおり、この事業の実施要望がかな

り町民の間から多いということが１点、それとこの事業につきましては町内の

業者が請け負って実施をするという条件がついてること、この条件によって町

内業者のいわゆる事業量がある程度確保されるというような状況にもなってお

ります。こういうようなことから地域経済の発展、活性化にも大変寄与してい

るというような状況から、再度３年間継続するということで決定をした状況で

ございます。何とかですね、また３年間継続をして住環境の整備、それと建設

業の地域の業者の振興を図ってまいりたいと思っておりますので一つご理解の

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 ６番松澤議員。 

 

６番 

松澤議員 

聞きもらしてたらちょっと恥ずかしいんですが、今の８４番の住宅リフォーム

なんですけども、２５年、２６年は一般財源からなんですが２７年がその他と

なってますけども、これはどこからお金が出るんでしょうか。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

２７年度につきましては基金充当というような事業にさせていただいてまし

て、先ほどの財政計画で若干説明しましたが、総体的な基金残高、それから交

付税の交付の推計等を総合的に判断して、２７年度を基金充当事業とさせてい

ただいたところでございます。 

 

議長 ほかございますか。ないようでしたら１３ページ、１４ページ。１５ページ、

１６ページ。ほかなければ１７ページ、１８ページ。１９ページ、２０ページ。

３番、山田議員。 

 

３番 １３５番の住宅用ペレットストーブ購入費補助２件ということで、２５年度に
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山田議員 あるんですけど、それ以降２６、２７は消えているということで、前回一般質

問したときにペレットもう限界に来たのか、当時はやったことで何年間は続い

たんですけども、もう限界とみたのかひとつその辺の考え方をお聞かせくださ

い。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

２５年度のみの計上というご指摘でございますが、以前の一般質問でもお答え

したように、非常に補助制度がなかなか活用されないというような実態がござ

いまして、当面といっては何なんですが、２５年度には今までの制度と同様の

要綱で予算計画計上させていただいて、この辺で今燃料も非常に高騰の傾向に

なってきてますので、また反響があれば２６年度以降継続なり、また補助制度

も内容の検討を行いまして、ここで一度２５年度でこの今の現行の制度として

は一応の区切りをつけたいなというような考えでございます。 

 

議長 ほかございますか。８番櫻井議員。 

 

８番 

櫻井議員 

８番櫻井です。１３０番の新規事業の民間賃貸集合住宅整備助成事業なんです

けど、１件当たり２００万の補助という事業ですよね。これの内容については

建設協会等といろんな打ち合わせをしたうえでの事業なんでしょうか。あまり

これを打ち合せいろいろしたという話は、伺ってないんで、その辺どうなんで

しょうか。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

まだ詳細については関係が出てきそうな団体とか建設協会とは具体的な打ち合

せはしてございません。今、この制度の詳細をさらに新年度に向けて詰めると

いうような作業になろうかと思いますけれども、おおむね考えているのは、民

間のアパート経営に関して助成するというような趣旨でございまして、例えば

１棟１０戸アパートがあるとすれば１戸当たり２００万の助成をして建築をし

ていただこうというようなことにさせていただこうかなという大まかなまだ考

えでございますが、そういう方向で民間のアパート経営を助成するという方向

で進めたいと考えてございます。 

 

議長 ８番櫻井議員。 

 

８番 

櫻井議員 

この考え方は本当に大賛成ですのでね、もう少し綿密にというか十分検討して、

その２００万が妥当なのかその辺も含めて検討していただきたいと思いますの

でよろしくお願いします。 
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議長 ほかございますか。５番平村議員。 

 

５番 

平村議員 

１２８番の移住・定住推進事業なんですけれども、地域おこし協力隊っていう

ことで今も３名の方が来てやっているんですけれど、これは期限とかはないの

でしょうか。前に新聞では３か年とかそういうのがあったんですけれども、そ

ういう期限はなくてずっとやれるんでしょうか。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

いま現在施行しております協力隊事業は２５年度が３か年目ということで、一

応ここで区切りをつけるというようなことにしてございまして、ちょっと一人

が大学の卒業ということもございまして、一時中断といいましょうか、そうい

うかたちになっておりますが、一応３か年という交付税のそういった財源等の

条件もございまして、一応３か年の２５年度で区切りを付けて、いろんな課題

なり、検証等も行ったうえで今後も継続なりどうするか等を検討させていただ

きたいと考えてございます。 

 

議長 ほかございますか。なければ２１、２２ページ。ないようですので２３ページ、

２４ページ。３番山田議員。 

 

３番 

山田議員 

１６３番の糠平シャトルバスの運行の関係なんですけども、去年の利用料をも

とに大体このような計算をされているのか、去年若干足りないような予算、９

００万ぐらいですかね、ちょっとすいませんうろ覚えで悪いんですけども、ま

るまるこの利用料をもらって、利用料を与えてるというような感じの理解でよ

ろしいでしょうか。町の持ち出しは今までどうだったかその辺おしえてくださ

い。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。２４年度、今年度の実績につきましては、約で申し訳な

いのですが２０３０名程度というふうに記憶しています。収入といたしまして

は、７１０万程度の収入にとどまったというようなことでございまして、ただ

山荘利用者が延べ３千名近くということもあって、もう少し今年はかなり条件

としては良かったんですけれども、もう少し利用者の伸びも期待できるかなと

いうようなことも考えてございまして、基本的にはこのシャトルバスの運行に

かかる経費は利用料で賄うということを考えてございますので、非常に流動的

な、何人利用するかというのはまだわからないようなところもございますが、

一応利用料ですべて財源を充当しているという格好になってございます。 
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議長 ほかございますか。次に特別会計１、２ページ。５番平村議員。 

 

５番 

平村議員 

消防自動車の更新事業なんですけど、これ救急車を更新することになっている

んですけれども、これ何年に１回で更新しているのでしょうか。 

 

議長 消防支署長。 

 

消 防 支 署

長 

救急車は何年に１回ということではなくて、２台体制をとるためにやっており

まして、現在の更新予定の救急車は平成１３年度購入でこの秋には丸１２年に

なってございます。 

 

議長 ほかございますか。３ページ、４ページ。１番丹野議員。 

 

１番 

丹野議員 

水道の整備事業で毎年５千万、これは配管入れ替えしていると思うんですけど、

漏水の効率はどうなんですか。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

２３年度から２４年度、ここ２か年５千万ずつかけて荷菜地区の漏水が多かっ

たということで本管の布設替えを行いました。距離にして、３千メートルほど

を実施しております。どれだけ効果があったかということなりますけども、数

値的にはほとんど差が出ていないというそういう細かい数値までの分析という

のは時間当たりのトン数からいってなかなかつかみづらいんですけども、若干、

ほんのわずかですね、１トンとか２トンとかというレベルの漏水の解消はなさ

れております。ただその漏水箇所が、今とりあえず本管でやっておりますけど

も、本管から各家庭に行く配水管というのもございまして、本管から漏水する

のがすべてということでございませんので、本管を取り換えればすべて１００

パーセント漏水が解消されるかといえば、配水管ということもありますので、

その効果っていうのは今すぐに何トンという数字ではなかなか計算して出すの

はちょっと難しいというような状況にございます。 

 

議長 丹野議員。 

 

１番 

丹野議員 

大体ポンプで汲むと１００汲んだらどれくらいの水がよそへ流れてるんです

か。水槽に１００汲んだらどれぐらいの効率で水が利用されているんですか。

 

議長 建設水道課長。 
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建 設 水 道

課長 

はい、有収率ですね。要するに水を作って送水して、実際使われている量は平

取町平均で４９．１パーセントと、だいたい５０パーセントというのが現状で

ございます。それは平取町全体平均ですので、例えば貫気別でしたらもう３０

何パーセントという有収率でございます。逆に言えば、７０パーセント漏水し

ているということです。振内では４０パーセントですから６０パーセントは漏

水してるという、そのような非常に厳しい状況になっております。 

 

議長 ほかございませんか。５番平村議員。 

 

５番 

平村議員 

１番の配水管の整備事業なんですけれども、２５年度は荷菜、次２６年度も荷

菜それから本町となってるんですけれども、一番古い本管は本町の方が古いん

じゃないでしょうか。荷菜の方が古いんですか。なるべく、もうちょっと早め

に本町の方やらないとあちこちで破裂したりなんかしてるんですけどその辺、

どっちが古いんでしょう。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

ちょっと誤解を生じているところもあるかなと思うんですけども、先ほどまち

づくり課長の方も２７年度本町っていう説明をちょっとしてしまっているんで

すけども、実は２３年度２４年度荷菜地区をやりました。２５年２６年も荷菜

地区をやります。これ荷菜地区やるっていうのは非常に漏水が多い、漏水事故

が多いので先に手をかけたということでやってきているわけです。その敷設年

度が古いから先にやるとかやらないということでなくて、漏水が多いところか

らやはり先にしなければならないということで進めてきたということでござい

ます。それで、２６年度で一応は荷菜地区はだいたい敷設替えが終わります。

問題、じゃあ２７年度からはどこがやるんだということなんですけども、それ

で２番目に長期の整備計画策定事業と予算組んでおります。そういうことで２

５年度２６年度荷菜行う間に長期の整備計画を策定します。それで水道管の布

設年数、あるいは漏水の度合い等を調査して、２７年度から具体的にどこの箇

所をどう整備していくかということで、予算的な事業費も積算をしながら計画

を策定して、具体的に２７年度から進めていきたいと考えております。 

 

議長 ほかございませんか。各会計財政計画及び事業実施計画について、全体を通し

て改めて質疑を行いたいと思いますが、どこかありましたら、６番松澤議員。

 

６番 

松澤議員 

１７番の中央公民館・町民体育館駐車場整備のことについてなんですが、 

 

 

議長 ページ数おしえてください。 
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６番 

松澤議員 

２ページです。この駐車場のスペースの整備のことなんですけども、そのなか

にドクターヘリの止める場所ありますよね、そのことに関してもこのなかで考

えて整備するということにはいっているのでしょうか。 近は親水公園の方に

ドクターヘリが停まるようになってるんですけども、できれば病院に近い方が

私はいいんじゃないだろうかと思ってるんですけども、そのことも含めての整

備というのは考えてはいないのでしょうか。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 それでは１７番中央公民館・町民体育館の駐車場整備事業ということで、２７

年度で３千万ということでの事業費を計上させていただいております。このこ

とにつきましては、現在のところ計画している分につきましては、体育館前の

芝生といいますか、草地の部分について、その部分を舗装等にしていきたいと

いうことで当初計画している部分では中央公民館の前のロータリー部分につい

ても、撤去しながら整備、駐車場区画を設けていきたいというふうには検討し

ていたんですけれども、現在のところにつきましては体育館前の部分の整備と

いうこととあわせて旧社会福祉協議会のところ、今、資材庫等となっておりま

すけれどもそこの前の部分について整備を行っていきたいという考え方でおり

ます。それで、ただいまご質問のありましたドクターヘリの部分での、離発着

地点といいますか、そのことについてはいま現在、町民体育館の正面の部分に

設置をしているということであります。ご質問にありましたとおり、消防の方

にはなるんですけれども、親水公園と町民体育館の前ということでそれぞれそ

の状況に応じて、使用の部分が変わってくるわけなんですけれども、これまで

におきましても体育館前ということになりますと体育館の利用者そして公民館

の利用者ということで、常時車等が駐車されているということもありまして、

現在ところはやはり多くは親水公園の方を利用しているということが、件数的

には多い状況にはなっています。そのことにつきましては今後また消防の方と

も十分協議等をさせていただくなかでこの整備の２７年度に向けてそれらにつ

いては、改めて十分内容等について検討させていただきたいと思っております

のでよろしくお願いいたします。 

 

議長 ９番松原議員。 

 

９番 

松原議員 

すいません、１０ページでちょっと聞き忘れましてもう一回説明お願いしたい

んですよ。５２番の中山間地域直接払交付金事業についてちょっと具体的に教

えてもらえればと。 

 

議長 産業課長。 
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産業課長 お答えいたします。中山間地域の直接支払交付金事業については書かれており

ますとおり耕作放棄地を防止するという関係で傾斜のある農地の部分について

一定程度の割合で金額をかけて直接農家のほうにお金がいく部分と共同で事業

を取り組んで耕作放棄地を防止するような事業ということで実施をしておりま

して、２６年までやっております事業については２６年度までの予定で取り組

んでいるところでございまして、それ以降についてはまだ実施するかどうかっ

ていう部分につきましてはですね、今後検討していくようなかたちになってい

きます。 

 

議長 ほかにございますか。なければ以上をもって第５次平取町総合計画実施計画ロ

ーリングに対する質疑を終了いたします。以上で行政報告を終了いたします。

続きまして日程第５議案第１号平成２４年度平取町一般会計補正予算第９号を

議題とします。提案理由の説明を求めます。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

議案第１号平成２４年度平取町一般会計補正予算第９号につきましてご説明申

し上げます。第１条、歳入歳出予算の補正でございますけれども、既定の歳入

歳出予算の総額にそれぞれ６７８万３千円を追加いたしまして、歳入歳出予算

の総額を６３億１３３９万９千円とするものでございます。第２項におきまし

ては歳入歳出予算の補正における款項の区分及び金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は第１表、歳入歳出予算補正によることとしてございます。それで

は事項別明細の歳出からご説明申し上げますので７ページをお開き願います。

２款１項９目企画費１２節役務費、手数料１９７万３千円の追加補正となって

ございます。これは北電柱及びＮＴＴ柱の支障移転に伴いまして、それの電柱

に共架しております平取町が所有する光ケーブルの移設もせざるを得ないとい

うような状況になりまして、町内８か所の移設にかかる経費を追加補正させて

いただくものでございます。次に３款１項１目社会福祉総務費２０節扶助費３

７６万円の追加補正となってございます。これは灯油価格の高騰により影響を

受けます、低所得者の高齢者、障害者、ひとり親世帯に対して冬季暖房に必要

な灯油価格の一部を助成するというものでございます。対象世帯は町民税非課

税世帯で、６５歳以上の高齢者世帯、障害者世帯、それから１８歳までの児童

を養育しているひとり親世帯となってございます。支給額は１世帯８千円を予

定してございます。支給予定世帯は４７０世帯となってございます。次のペー

ジをお開きください。３款１項２目老人福祉費２８節繰出金４６万円の追加補

正となってございます。これは厚生労働省による介護保健総合データベースの

構築に向けまして同省より配布されている認定ソフトの仕様が変更されること

に伴い、認定ソフトと連携しております資格管理、認定台帳管理等を行ってい

る介護保険システムの改修が必要となりまして、対応パッケージ等を導入する

ことに伴う追加費用の補正となってございます。相当額を介護保険に繰り出し
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するための費用となってございます。内訳といたしましてはシステム改修委託

料が３３万６千円。認定ソフト用端末の購入費が１２万４千円という内容にな

ってございます。次に５款１項２目農業振興費１９節負担金補助及び交付金５

９万円の追加補正でございます。これは道営中山間地域総合整備事業の当初予

算の時期でございますが、これは道の単独事業でございます食糧基盤強化特別

対策事業いわゆるパワーアップ事業と呼びますけれども、この支出金が見込め

ない状態でありましたけれども、これが認定されるということになったことか

ら、受益者負担が軽減されるということでございまして、財源充当を変更する、

それから事業内容の確定と事業費の変更に伴う事業負担金の増となってござい

まして、当初７６５万円が８２４万円に変更になったことに伴う増額となって

ございます。次に歳入をご説明いたしますので４ページをお開きいただきたい

と思います。１０款１項１目１節地方交付税３６１万６千円の追加でございま

す。今回の補正の一般財源は普通交付税を充当するものでございます。次に１

２款１項１目農業費、農林水産業費分担金１節農業費分担金３９万４千円の減

額補正でございまして、これは合わせて６ページをご覧いただきたいと思いま

すが、６ページの１５款２項４目農林水産業費道補助金１節農業費補助金、食

糧供給基盤強化特別対策事業交付金これがいわゆるパワーアップ事業でござい

ます。これが７３万６千円交付されたことに伴う、受益者負担の減額というこ

とで分担金を減額しているということになってございます。５ページにお戻り

いただいて、１３款１項１目総務使用料２節の情報通信施設使用料１６７万５

千円の追加になってございます。これは光ファイバー使用量といたしましてブ

ロードバンド利用者フレッツ光の加入者数によりましてＮＴＴ東日本が平取町

に支払う使用料となってございまして、１件につきまして月額７３５円が平取

町の収入になりますけれども、当初予算におきましては４９０件の加入者で積

算してございましたが、その後加入者数が伸びたということで、６８０件分の

使用料が見込めることとなったことから１９０件分の使用料を増額するといっ

た内容になってございます。これは先ほどの光ファイバーの移設費用に充当す

るものでございます。１４款２項５目教育費国庫補助金３節社会教育費補助金

１１５万円の減額でございます。これは歳出を伴わない財源振替になってござ

いまして、当初は文化財保護費で計上いたしておりました、文化的景観調査に

よる事業の国庫補助金でございまして、文化的景観保護推進事業補助金の減と

１１５万円の減というふうになってございます。この事業につきましては２３

０万円の２分の１を当初補助金として計上してございましたが、これも次のペ

ージを合わせてご覧いただきたいと思いますが、２０款５項１目雑入２節雑入

２３０万円の追加となってございまして、これは博物館等アイヌ資料展示・公

開事業補助金ということで、財団法人のアイヌ文化振興研究推進機構から２３

０万円の交付が充当可能となったことからこちらの２３０万円を１００パーセ

ント２３０万円の歳出に充てて当初組んでおりました先ほどの国庫補助金を１

１５万円減額するという財源振替の補正となってございます。以上、議案第１
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号平成２４年度一般会計補正予算第９号につきまして説明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 これから質疑を行います。質疑はございませんか。５番平村議員。 

 

５番 

平村議員 

５番平村です。灯油のことなんですけれども、７ページの。昨年もやったんで

すけど今年は８千円に増額してやってますけれども、去年も１００パーセント

当たってない方が、取りに来ない人がいたという報告を受けてたんですけれど

も、その追跡調査をやったかどうか先に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 

お答え申し上げます。申請に来られなかった方の追跡調査は特にいたしてござ

いません。以上です。 

 

議長 ５番平村議員。 

 

５番 

平村議員 

個人的に聞いた部分なんですけれども、忘れてた人もいるし、ちょっと入院し

ててもらえなかったとか、あと灯油券でいただくものですから、自分の家は薪

をたいてて該当ないと思ってもらわなかったとかそういう話を聞いたんですけ

れども、そういうやはり来ない人に対してのもうちょっと親切に追跡は何人で

もないと思いますので、そういうことをやった方がいいんではないかと思いま

すのでその辺はどう考えるのか聞きたいと思います。それと、今回８千円にし

たんですけれども、うちは生活保護世帯も全部充当されているんですけど、他

町の見ますと、生活保護の人は除いてやってるところもありますのでね、その

辺、生活保護の人はこういうふうに１００円近く灯油が上がったらその実費で

いただいているのかどうかもちょっとお伺いしたいと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

はい、お答え申し上げます。 初のご質問でございますけれども、お忘れにな

っていらっしゃった方、申請についてですね、来ていらっしゃらなかった方と

いう、あるいは少し入院していた方ということについての配慮はというお話で

ございますけれども、この福祉灯油に関しましては、町民税非課税を含む個人

情報の部分がありまして、個人情報保護法等によりましてですね、申請者本人

の同意をいただいた上で、調査ができるという建前になってございます。した

がいまして、申請前に町から対象世帯宛てに直接その申請を促す等の通知を差

し上げることはしてございません。この点につきましてはご理解をいただきま

すようにお願い申し上げます。あとは今ご質問にありました、灯油以外の燃料
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で生活されている方に対する配慮等のお話ございますけれども、今回福祉灯油

の支給事業につきましては、灯油の価格の高騰によりまして厳冬期の生活費に

影響を受ける世帯を対象といたしておりますために灯油以外の燃料で暖房をと

っていらっしゃる方につきましてはその暖房費の高騰の影響が少ないというふ

うに考えられますことから、従来からこの対象にしてございません。これにつ

きましては実施する管内他町におきましても同様でございます。この点につき

ましてもご理解をいただきたいというふうに考えてございます。本日配布させ

ていただきました灯油支給事業についての資料にもございますけれども、平村

議員ご質問のとおり平取町につきましては生活保護世帯も対象にしてございま

す。管内他町支給している町については、生活保護の世帯は対象から除外をし

てございます。私ども平取町につきましては、生活保護の中には、灯油暖房相

当分が加算算定はされておりますけれども、平取町におきましては、その生活

保護世帯の方も含めまして、灯油の券８千円ということで支給させていただく

ことにしております。８千円を超える分の、仮に給付があった場合は、その超

えた分が保護費の減額につながるということがございますので、そのことも考

慮いたしまして、私ども８千円ということで、今回灯油の高騰もありましたも

のですから、昨年よりは上げて、平取町としては昨年の支給の１．６倍という

事で８千円に設定をさせていただいてございます。生活保護の方も同じ給付券

で支給するということにしてございますので、ご理解のほどよろしくお願いい

たします。 

 

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

はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って日程第５、議案第１号平成２４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６、議案第２号平成２４年度平取町介護保険特別会計補正予算第２号を

議題とします。提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

おそれいります、はじめに議案のなかの数字及び文言の一部訂正２点ございま

す。申し上げます。１点目は、１３ページの歳出の表の上から２段目、右側に

記載の「補正額の財源内訳」という文字の欄がありますがそれが誤って二重に

記載をしておりました。いずれか一方を消していただきますようにお願いをい

たします。もう１点、２点目につきましても同じ１３ページ、ただいま申し上

げました補正額の財源内訳の一番右側にございます、一般財源の欄に記載の数

字で言えば４３９０、４３９万円この数字を４６０、４６万円に恐縮ですがご
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訂正くださるようにお願いをいたしたいと思います。それでは、議案第２号平

成２４年度平取町介護保険特別会計補正予算第２号につきましてご説明を申し

上げます。議案９ページをお開きください。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４６万円を追加し、それぞれ３億８３６７万５

千円にしようとするものでございます。それでは、歳入歳出事項別明細書の歳

出からご説明を申し上げます。再び１３ページをお開きいただきたいと思いま

す。３歳出１款１項１目一般管理費１３節委託料３３万６千円、同じく１８節

備品購入費１２万４千円、１目一般管理費合計４６万円を補正しようとするも

のでございます。内容は、先ほどまちづくり課長から一般会計補正予算の説明

でも申し上げましたが、厚生労働省による介護認定ソフトの仕様が変更される

ことに伴いまして、認定ソフトと連携して資産管理、認定台帳管理を行ってお

ります介護保険の電算システムの改修が必要となりまして、そのために必要な

予算を補正しようとするものでございます。一方、歳入につきましては、前の

ページ１２ページをご覧いただきたいと思います。２歳入７款１項４目その他

一般会計繰入金１節事務費繰入金に歳出と同額の４６万円を補正しようとする

ものであり、歳出補正する財源を一般会計繰入金に求めようとするものでござ

います。以上、よろしくご審議くださいますようにお願いを申し上げます。 

 

議長 これから質疑を行います。質疑はございませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って日程第６、議案第２号平成２４年度平取町介護保険特別

会計補正予算第２号は原案のとおり可決しました。 

日程第７、請願第１号地方財政の充実強化を求める請願についてを議題としま

す。 

お諮りします。請願第１号については、会議規則第９０条第２項の規定によっ

て、委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、請願第１号については、委員会の付託を省略す

ることに決定しました。これから質疑を行います。質疑はございませんか。 

（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。日程第７、請願第１号について採決を行います。請願第

１号を採択と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７、請願第１号は採択することに決定しました。

休憩します。再開は、２時３０分といたします。休憩中に議長室において、議

会運営委員会の開催を求めます。 

 

（休 憩 午後 ２時２０分） 

（再 開 午後 ２時３０分） 

 

議長 再開します。藤澤議員が体調不良を訴えて退席されましたので、会議録署名議

員の追加を行います。３番山田議員にお願いをいたします。 

お諮りします。意見書案第１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、議題としたいと思います。ご異議

ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、意見書案第１号を日程に追加し、追加日程第１

として議題とすることに決定いたしました。意見書案第１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、提出議員からの説明を求めます。櫻井議

員。 

 

８番 

櫻井議員 

８番櫻井であります。朗読をもって説明と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。追加日程第１、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、追加日程第１、意見書案第１号は原案のとおり可決し

ました。 

本臨時会に付されました事件の審議状況を報告します。議案２件で原案可決２

件、請願１件で採択１件。意見書案１件で原案可決１件となっております。以

上で全日程を終了しましたので、平成２５年第１回平取町議会臨時会を閉会し

ます。どうもご苦労さまでした。 

 

  

（閉 会 午後 ２時３６分）
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 平成２５年第２回平取町議会臨時会 （開 会 午前 ９時３０分）

議長 みなさんおはようございます。ただいまより平成２５年第２回平取町議会臨時

会を開会します。ただちに本日の会議を開きます。本日の出席議員は１２名で

会議は成立いたします。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１

２２条の規定によって、３番山田議員と４番貝澤議員を指名します。 

日程第２、会期の決定を議題とします。このことについては、先に議会運営委

員会を開催し、協議をしておりますので、その結果を議会運営委員会委員長よ

り報告願います。３番山田議員。 

 

３番 

山田議員 

本日招集されました第２回町議会臨時会の議会運営等につきましては、昨日１

２日に開催されました議会運営委員会において協議し会期につきましては本日

２月１３日の１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１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１日間と決定しました。 

日程第３、行政報告を行います。貫気別・本町間スクールバスの事故について。

教育長。 

 

教育長 それでは教育行政報告におけるスクールバス運行での路肩逸脱事故について、

ご説明を申し上げます。去る２月８日金曜日となりますが、貫気別・本町間を

運行しておりますスクールバスが圧雪アイスバーンでのスリップにより、路肩

への逸脱事故が発生いたしましたのでその詳細についてご報告申し上げます。

まず、事故発生日時につきましては、平成２５年２月８日午後３時３０分頃で

あります。場所につきましては、平取町字貫気別１４２番地１８、町道貫気別

トエナイ線松崎進氏宅の地先であります。事故状況でありますが、町道貫気別

トエナイ線における直線道路を時速おおむね２０キロ程度で走行中、アイスバ

ーンによるスリップが生じ、走行方向左側路肩を逸脱のうえ雪中に入り込み、

走行不能状態となりました。バスへの乗車等につきましては、貫気別地区の平

取中学校生徒２名及び運転手の計３名でありました。けが等の状況であります

が、不幸中の幸いといたしまして、生徒２名そして運転手ともに負傷すること

はなく、生徒につきましては事故後運行業者が手配いたしました乗用車にてそ

れぞれ自宅までお送りしたところであります。本業務にかかわる運行業者につ

きましては、平取町字荷負、有限会社オアシス石油代表川上優であります。本

事故の原因につきましては、スリップによるものとしておりますが、運転業務
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に携わる者の経験不足も否めないものと運行業者及び教育委員会双方におい

て、その認識にたっているところであります。車両の損傷等につきましては、

事故翌日の９日に自動車整備工場による点検を受け、エンジンをはじめとする

車両主軸での損傷は一切無くフロントバンパー等を一部破損した状況でありま

すが、走行には支障がないことを確認したところであります。事故後における

対応につきましては、事故発生後ただちに私も含め、教育委員会職員が現場へ

直行するとともに、乗車しておりました生徒さんの保護者と面会いたし、改め

て生徒のけがの有無の確認と事故に対しての謝罪を行ったところであります。

また、翌９日土曜日となりますが、保護者世帯等で組織しております貫気別地

区スクールバス運行協議会を開催するなかで、今回の事故にかかわる謝罪と状

況の詳細説明を行ったところであります。さらに、運行業者代表に対し事故報

告書の提示を求め、同じく９日に提出がされたところであります。また、１０

日には前日開催されましたスクールバス運行協議会における保護者から出され

ました意見要望等について運行業者に伝えるなかで運行に際しての安全運転の

励行等について口頭にて指導要請を行ったところであります。今般の事故につ

きましては、大事に至らなかったものの、生徒及び保護者並びに関係者みなさ

まに多大なご心配、ご不安、ご迷惑をおかけいたしましたことに、改めてスク

ールバス運行における指導監督者であります教育委員会といたしまして、衷心

より深くおわび申し上げる次第であります。また今後におけます事故等の再発

防止につきましては、運行業者における交通安全に対する意識の喚起はもとよ

り、教育委員会といたしましても、再度、運行経路、運行体制等にかかわる課

題等の有無について検討を行うなかで、スクールバスの安全安心な運行に万全

を配してまいりたいと考えているところであります。以上申し上げまして、こ

の度のスクールバスの事故にかかわる行政報告とさせていただきます。 

 

議長 行政報告が終わったわけであります。行政報告につきましては、通常質疑は行

っていないところでありますが、この件につきましては、質疑を受けたいと思

います。みなさんの方からあれば。１番丹野議員。 

 

１番 

丹野議員 

事故の報告は私も聞いたんですけれども、何かＰＴＡの話だと最初の契約で運

転手が２名で、その人が入ってなかったっていう話だったと思うんですけどそ

の辺については、契約書のなかに。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 それではただいまのご質問にお答えをさせていただきたいと思います。貫気

別・本町間のスクールバスの運行に際しましては、昨年４月１日より本運行業

者でありますオアシス石油と契約を締結をしたところでございますが、その時

点では運転手につきましては２名ということでの届出でございます。現在この
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バスを運転している者につきましては、４月の中程に運転免許を取得して、そ

の後運転業務に携わってきているわけですが、免許取得後において、現在の運

転手については教育委員会の方に届出がされているということでありますの

で、現在は運転手については３名ということでの届出になっているところであ

ります。 

 

議長 ほかございますか。２番藤澤議員。 

 

２番 

藤澤議員 

２番藤澤。聞く限りにおきますと、行政処分というものは発生しなかったとい

うふうに捉えてよろしいでしょうか。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 このたびの事故ということにつきましてはあくまでも自損事故ということで、

乗車しております生徒につきましても、けが等も全く無いというような状況で

ございましたので、このたびにつきましては先ほども説明等させていただきま

したけれども、運行業者の代表であります方に口頭にて、指導、要請というこ

とで今後における安全運転の励行に努めていただきたいということでの申し出

をいたしたところでありますので、処分ということについては、考えておりま

せん。 

 

議長 １０番千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員 

私も１問だけちょっと質疑を賜りたいと思います。事故の場合は、幸か不幸か

一瞬にしてお互い気をつけててもなる場合の事故とかあるんですけど。まあ今

回の場合は凍結路面でのスリップというふうに理解をしておりますけども、大

事なことは先ほど教育長のお話によりますとすぐ車を手配して、生徒の安全図

って送り届けたようなかたちで報告を受けましたけども、スクールバスでござ

いますので、例えば天候が悪いときとか、あるいは万が一の事故の時に対する

ですね、委託されている会社のほうとの非常時におけるマニュアルというもの

はきちっと活字になってでき上がって提出を受ける、あるいはその提出をされ

ているのか。その辺の非常時のマニュアルについてはどのようになっているの

か、この事故の関係上伺っておきたいと思っております。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。緊急時等における、連絡体

制とさらにはマニュアルということでございますが、私ども教育委員会と運行

業者とにおいて緊急時での、まず連絡体制というものを明文化をするなかで、
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それぞれ事故発生時等においては、ただちに連絡が取れるというような体制等

を取っておりますので、その点については、明文化されたものになっておりま

す。 

 

議長 １０番千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員 

ということは、委託をされた、受けたなかではもうそういったものをきちっと

交わして最初の段階ではそういったものが構築されているという理解でよろし

いんでしょうか。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 はい。連絡体制ということで双方その分については承知をしているということ

であります。 

 

議長 ほかございますか。６番松澤議員。 

 

６番 

松澤議員 

 

はい、そのバスはチェーンは巻いているのでしょうか。タイヤにですね。 

 

議長 

 

教育長 

 

 

 

議長 

教育長。 

 

バスにおけますタイヤチェーンということについては備え付けてはおりませ

ん。タイヤそのものに現在は備え付けてはおりませんけれども所持はしており

ます。 

 

６番松澤議員。 

 

６番 

松澤議員 

ちょっと私も詳しくはわからないんですが、アイスバーンっていうことで、自

分たちも車乗りますけども、安全運転だけでどうしようもないということもあ

り得るんですけども、整備っていいますか、例えばチェーンを付けた方がアイ

スバーンには効果的というかそういうことであれば、こういうことが起きた後、

技術だけじゃない部分への対策っていうのはこれ以上のものって何かあるとお

考えでしょうか。 

 

議長 教育長。 

 

教育長 当然、路面状況等によってですね、例えば、スタッドレスということだけでは

なく、チェーン等も装備をしなきゃならないというようなことを判断すれば、
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それを行っていかなきゃならないと思いますけれども、今回のスリップという

ことでは、チェーンを装備しての走行ということまでには至らなかったという、

その必要はないというふうに運行業者は判断をしておりますので、そのような

なかで事故が起きたということでは大変遺憾に思っているところでありますけ

れども、やはり今後ともその天候状況、路面状況等に合わせるかたちのなかで、

それぞれ対応していかなきゃならないのかなというふうに思っておりますの

で、その点につきましては改めて運行業者とも協議、対応してまいりたいと考

えております。 

 

議長 ほかございますか。質疑を終了します。以上で行政報告を終わります。 

日程第４、議案第１号工事請負契約の変更について、日程第５、議案第２号工

事請負契約の変更について、日程第６、議案第３号工事請負契約の変更につい

て、日程第７、議案第４号工事請負契約の変更について、日程第８、議案第５

号工事請負契約の変更について、日程第９、議案第６号工事請負契約の変更に

ついて、日程第１０、議案第７号工事請負契約の変更について、以上７件を一

括して議題とします。提案理由の説明を求めます。建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

それでは、ただいまより工事請負契約の変更につきまして７件、提案させてい

ただきますが、議案の説明に入る前にみなさまの手元にお配りしました、有害

獣侵入防止柵工事設計変更内訳書により、工事の概要と経緯についてご説明さ

せていただきたいと思います。この有害獣侵入防止柵工事の請負契約の締結に

つきましては、平成２４年８月３１日に開催いたしました、第７回平取町議会

臨時会において議決をいただいたものでありまして、平取町内で総延長３３万

９００５メートルを設置するものであり、町内全域を７工区に分けまして、工

期を平成２５年２月２８日と定め、工事を発注したものでございます。第７回

平取町議会臨時会において、議案ご説明申し上げましたとおり、工事の延長に

つきましては、現地測量に至っていないことから図面上、要するに平面での距

離で概数として算出したものでありまして、実際の施工現場におきましては、

起伏等があることや地権者との協議のなかでルート変更等があり得ることか

ら、工事の実延長につきましては出来高数値をもって確定し、設計変更すると

いうものでございました。今回、出来高数値が確定いたしましたので、設計変

更するとともに、それに伴う工事請負契約が変更になることから工事請負契約

の変更について、議会の承認を得るものでございます。各工区の変更につきま

しては、内訳書のとおりでありますが、１工区、２工区につきましては延長減

による請負金額の減額でありますが、３工区、５工区、７工区につきましては、

延長は減っておりますが、請負金額は増額しております。理由といたしまして

は、３工区につきましては、延長減による施工費の減額よりも門扉の増による

施行費が上回ることによるものであります。５工区、７工区につきましては、

トータルでは延長減でありますが、新設を希望した方もおられ、直線の減に対
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し施工単価が高い曲線が増えたことによるものでございます。７工区全体では

延長で１万４３５４メートル、４．２％の減、請負金額では７７３万８５００

円、０．８７％の増となります。どの工区にも共通することでありますが、施

工に当たっては地権者、施設整備組合、施工業者、施工管理業務を担当しまし

た町職員の４者立会いのもとに進めてきておりますので、実延長の確定、出来

高数値につきましては、何の問題も生じておりませんので、申し添えたいと思

います。それでは議案第１号工事請負契約の変更についてご説明申し上げます。

平成２４年第７回平取町議会臨時会において議決を得た議案第１号「工事請負

契約の締結について（有害獣侵入防止柵１工区工事）」の一部を次のように変更

しようとするものであります。工事概要でネットフェンス延長４万５３８８メ

ートルを１万６１４メートル減らしまして、３万４７７４メートルに、請負金

額で１億１７４９万５千円を２２５４万３５００円減額いたしまして、９４９

５万１５００円に変更するものでございます。次ページでございますが、次に

議案第２号でありますが、有害獣侵入防止柵２工区工事におきまして、工事概

要でネットフェンス延長４万８５８７メートルを７５３６メートル減らしまし

て、４万１０５１メートルに、請負金額で１億３０２０万円を１０１６万４千

円減額しまして、１億２００３万６千円に変更するものであります。次ページ

でございますが、議案第３号であります。有害獣侵入防止柵３工区工事におき

まして、工事概要でネットフェンス延長５万８１６４メートルを３４０１メー

トル減らしまして、５万４７６３メートルに、請負金額で１億４５９５万円を

５４万６千円増額いたしまして、１億４６４９万６千円に変更しようとするも

のでございます。次ページでございます。議案第４号であります。有害獣侵入

防止柵４工区工事におきまして、工事概要でネットフェンス延長４万２１２８

メートルを３７７６メートル増やしまして、４万５９０４メートルに、請負金

額で１億８０４万５千円を１２２０万１千円増額いたしまして、１億２０２４

万６千円に変更しようとするものでございます。次ページでございますが、議

案第５号有害獣侵入防止柵５工区工事におきまして、工事概要でネットフェン

ス延長４万６４４６メートルを１１８４メートル減らしまして、４万５２６２

メートルに、請負金額で１億２５８１万１千円を２７８万２５００円増額いた

しまして、１億２８５９万３５００円に変更しようとするものでございます。

次ページでございますが、議案第６号有害獣侵入防止柵６工区工事におきまし

て、工事概要でネットフェンス延長４万２５５１メートルを５０４０メートル

増やしまして、４万７５９１メートルに、請負金額で１億１２８７万５千円を

２０１７万５００円増額いたしまして、１億３３０４万５５００円に変更しよ

うとするものでございます。次ページでございますが、議案第７号有害獣侵入

防止柵７工区工事におきまして、工事概要でネットフェンス延長５万５７４１

メートルを４３５メートル減らしまして、５万５３０６メートルに、請負金額

で１億４３３２万５千円を４７４万６千円増額いたしまして、１億４８０７万

１千円に変更しようとするものでございます。以上、工事請負契約の変更につ
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いて、７件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 それでは、一括して質疑を受けたいと思います。質疑はございませんか。１０

番千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員 

１０番千葉です。それぞれ協議しながら結果としての数字、それから増減とい

うかたちになったことは承知いたしました。ただ私が、議運のときにも申し上

げたことなんですけども、懸念しているのはこちらからいきましたらびらとり

温泉過ぎまして、稲原さんの所の直線の所の鹿と遭遇する率が昨年、一昨年あ

たりと全く変わってないということで、そのなかで、この工区でいきましたら

２工区が二風谷の部分になっておるわけでございますけども、二風谷の部分で

約１千万減額になり、延長で７キロ５００ほど減ったわけでございますけども、

河川敷の施行の部分というのがまた改めて発注になるわけでございますけど

も、その辺の問題提起というか交通事故につながる可能性が非常に高いという

ことで、一般町民の方からも私のほうに相談がありました。その部分では、今

後の施工体制含めてこのまま放置しておいてよろしいのかどうかその辺につい

て伺っておきたいと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えいたします。防護柵を設置しまして、設置になってない地区に鹿が出て

くるケースがかなりあるということで、議員おっしゃられたとおり稲原さんの

所につきましても防護柵が張られていないということで、鹿がかなりみられる

ようなかたちになっていると聞いております。河川敷また道路敷地等につきま

しては、占有許可等をとっている農家さんの部分につきまして、開発等に設置

の申請をあげて、許可をとって張るようなかたちになりますけれども、先ほど

申された場所につきましては、占有許可をとっているようなかたちになってい

ないというふうに思っておりますので、開発等に要請をして、ほかの箇所でも

二風谷のダム手前の、こちらから行きますと右手側に道路の横に防護柵が開発

で張られたものがありますし、振内市街に入る手前の国道左側の部分にも張ら

れている部分がございまして、開発等でも事故防止のための防護柵は張ってい

ってる状況でございますので、町としましても交通事故等の心配がありますの

で、開発等に要請をしながら、その部分、道路に出てこないようなかたちでの

防護をしていただきたいという要請をしながら、対応していきたいと考えてお

ります。また２５年度につきましても議員おっしゃられたとおり国、道の土地

に張る部分につきましては、農家等とも協議しながら、占有、設置の許可を取

りながらですね、設置していきたいと考えておりますので、その部分も含めて

要請をしながら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
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す。 

 

議長 １０番千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員 

今、産業課長の方からお答えをいただきまして、ぜひ、私は昨年発注になった

部分と今年河川敷中心に最終的な施工に入っていくわけですけども、それで終

わりということではなくですね、今言ったように鹿が頻繁に発生する場所につ

いては、道路管理者、当然国道ぶちでしたら開発局になると思うんですけども、

よく協議をしながらですね、１００％ということは私はもうあり得ないと思っ

てますけども、でき得る限りのですね、交通事故につながらない方法というの

を協議して、今後の施行終わった段階でもですね次の段階、安全対策というも

のを十二分に考えてほしいと思ってますのでよろしくお願いいたします。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 議員おっしゃられるとおり、設置されていない箇所につきましても、農家等に

連絡しながら、そういう被害をなくしていくために全体の利益というようなか

たちで協力をしてもらいながら、設置をしていきたいと考えております。また

国の方も、２４年度で終了と言っておりました補助につきましても２５年度も

引き続きあるというふうに聞いておりますし、それ以降についても鹿の被害が

かなり出ているという状況で補助事業等も継続されると考えておりますので、

その辺も含めて、設置についてはよく検討しながら、被害が少なくなる、事故

が少なくなるようなかたちで対応し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 ほかございますか。２番藤澤議員。 

 

２番 

藤澤議員 

２番藤澤です。今日は、この予算、金額的な増減ということで、議案が提出さ

れたわけですけれども、究極的には農家被害と交通事故の鹿と衝突という両面

の被害が現実に起きているわけでありますので、関連があるかなと思って今発

言に及んだわけですが、先般、警察署長、あるいは理事者との立話程度のもの

でございますが、鹿柵ができた後にはおそらく鹿の道路横断出没の状況も変わ

るんであろうなという立話をしたところであります。であるならば、これから

先、事故の状況を把握するかぎりですね、集約して、どの場所が出るようにな

ったのかなという町民に知らしめることが必要であろうと、あるいは将来的に

は、出没するところに公安委員会にお願いして出没の看板というんですか、も

のを立てるべきであろうと思うんです。そういう将来的な、今言った内容につ

いての、お考えはどのように考えておられるかお聞きします。 
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議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えしたいと思います。２４年度に設置しまして２５年度にも事業継続して

行いますけれども、その結果、議員おっしゃるとおり鹿の出る場所等について

も変更というか、場所が変わってくるように思っております。その状況を調査

しながら、特に出る場所等につきましては、まちだより、広報等で周知しなが

ら、こういう箇所については、鹿が出やすくなっております等の周知をしなが

らですね、町民のみなさんに啓発していきたいと考えておりますし、警察等と

も公安のほうともですね、連携を取りながら、必要であればそういう看板等の

設置につきましても直接産業課担当ではございませんけれども、担当課と協議

をしながら、そういう看板設置について、要請をし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 

 

５番 

平村議員 

 

 

 

 

 

議長 

ほかございますか。５番平村議員。 

 

今の関連なんですけれども、農地は一応柵ができて安全になってきたと思うん

ですけれども、やはり山の方の森林の管理の方で、この間ちょっと新聞にでて

たのですけれども、静内とか浦河の方は４町で猟友会で、合同の対策をとって

やってたんですけど、平取はどのように、そういう森林のほうの関係で被害は

どのように駆除するのか、まあハンターには要請はしてたんでしょうけれども、

お願いしたいと思います。 

 

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。一般的に、鳥獣被害の防止につい

ては、うちの町で言いますと、町民課が所管している事務になります。町民課

に、日高西部、これは新冠から日高町、新冠町、日高町、平取町３町のですね、

広域の鳥獣被害防止対策協議会がございます。この協議会が農業被害、林業被

害、そして生活被害全般の鳥獣被害防止対策を講じているということになりま

す。具体的には、それぞれ各町、いわゆる猟友会に委託した駆除事業も実際行

っております。特に、平取町については一斉駆除をはじめとして、そのほかに

猟友会個々の分区の個々の対応として、駆除作業を実施をしております。これ

は森林対策ばかりではなくて農業対策も全部含めてということで、ご承知の通

り例年２千頭程度の駆除をしていると、鹿だけに限って言えばですね、２千頭

の駆除をしているというような、状況になっております。この事業については、

今後２５年度以降も同じようなかたちで継続をして整備をしていきたいと、事

業を進めていきたいと思っております。東部側が一斉駆除をするというのは、

なかなか軽種馬地帯ということで、常時駆除できるという環境にないというこ

とで、日時を指定をして一斉駆除するという効率的な駆除をしているというよ
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うな状況で、平取だけで限って言えば、大きな軽種馬地帯でもないということ

で比較的楽に、日ごろから駆除活動に従事できるというような状況で、そこは

若干、日高東部地区とは違うところかなというふうに思っております。こうい

うような状況のなかで、今後とも整備を図っていくと、実施をしていくという

ような状況になりますのでひとつよろしくお願いしたいと思います。以上です。

 

議長 ほかにございますか。３番山田議員。 

 

３ 番 山 田

議員 

建設工事にかかわることなんですけども、実は私たちの地域も今の状況で何か

所か壊れている状況も見えるし、ネットも被害を受けて破れてる状況もあるん

ですよね。普通の土木工事であれば、春先に業者が来て、総点検してくれて直

してくれたりするようなものと意識していたんですけども、その辺の対応と、

各組合があるのでその人方がもし壊れていて部品が必要な場合の購入先等また

それとおそらく工事をしていて、プラスマイナスゼロでびったりその在庫品が

残っているのかどうかちょっと各業者でわかんないんですけども、その辺に関

して組合におろしていただくだの、部品の購入等について、この３点少しお聞

きしたいです。よろしくお願いいたします。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えいたします。１点目はいま工事をやって既に破損してる箇所があるとい

うような質問でしょうか。工事が終了しまして検定する際に、町のほうで検定

を行いますのでその時点で破損してる部分がありましたら業者さんのほうに言

ってですね、きちんとしたかたちで受け渡ししていただくというようなことを

考えております。もちろん工事ですからきちんとして完成したかたちで受け渡

しをするというようなことで考えております。またその後の維持管理につきま

しては、設置する際に各地区農家等にも説明をしておりましたけれども、施設

の整備組合を最初設置しておりまして、完成した際、それ以降につきましては、

その組合が維持管理組合にかわっていただいて、そのなかで管理をしていただ

くということで話をしておりますので、その部分についてはよほどのことがな

い限り、維持管理組合のほうで整備をしていっていただく、費用についても組

合のほうでもっていただくということで説明をしていっております。また、備

品といいますか物自体、網ですとか、ポールですとかそういう部分につきまし

ては、ＪＡを通して納入できるようなかたちになっておりますので、前から入

ってる業者さんの製品になっておりますので、物自体が不足して困るというよ

うなことはないと聞いております。そういう対応できちっとしていきたいと考

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 ほかございますか。なければこれで質疑を終了いたします。次に討論を行いま
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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４、議案第１号につい

て原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第４、議案第１号工事請負契約の変更については

原案のとおり可決しました。 

日程第５、議案第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５、議案第２号工事請負契約の変更については

原案のとおり可決しました。 

日程第６、議案第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６、議案第３号工事請負契約の変更については

原案のとおり可決しました。 

日程第７、議案第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７、議案第４号工事請負契約の変更については

原案のとおり可決しました。 

日程第８、議案第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８、議案第５号工事請負契約の変更については

原案のとおり可決しました。 

日程第９、議案第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９、議案第６号工事請負契約の変更については

原案のとおり可決しました。 

日程第１０、議案第７号について原案のとおり決定することに賛成の方は挙手

願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１０、議案第７号工事請負契約の変更について

は原案のとおり可決しました。 

日程第１１、議案第８号平成２４年度平取町一般会計補正予算第１０号を議題

とします。提案理由の説明を求めます。まちづくり課長。 
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ま ち づ く

り課長 

議案第８号平成２４年度平取町一般会計補正予算第１０号についてご説明申し

上げます。第１条、歳入歳出予算の補正でございますが、規定の歳入歳出予算

の総額にそれぞれ４０３万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を６３

億１７４２万９千円とするものでございます。第２項におきましては歳入歳出

予算の補正における款項の区分及び金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、第１表歳入歳出予算補正によることとしてございます。それでは、事項別

明細の歳出からご説明申し上げますので１２ページをお開き願います。３款１

項４目福祉施設費１３節委託料４０３万円の追加補正となっております。これ

は２５年度改築工事が計画されておりますびらとり温泉改築のための設計が進

んでいたところでございますが、施設設計内容の変更事由が発生いたしまして、

設計の変更が生じたことから、老人福祉センター改修事業施設実施設計委託料

４４３万円を追加するものでございます。現在の請負額でございますが、これ

が２９０８万５千円となってございまして、変更に伴う新請負額が３６７２万

５千円となってございまして、この差額７６４万円の増となりますけれども、

設計委託料の入札残等の金額が３２１万円あるということで、これも充当いた

しまして、４４３万円を追加するものとなってございます。それと、工期の変

更により不要となりました水質検査委託料、これは改めて２５年度予算計上い

たしますけれども、この４０万円、当初予算に組んでいた４０万円を今回あわ

せて減額するということでございまして、委託料といたしましては、４０３万

円を追加補正させていただくという内容になってございます。歳出は以上でご

ざいます。次に歳入でございますが、前のページをご覧いただきたいと存じま

す。１０款１項１目１節地方交付税４０３万円の追加でございます。今回の補

正の一般財源は普通交付税を充当するものでございます。以上議案第８号平成

２４年度一般会計補正予算第１０号につきましてご説明いたしましたので、ご

審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長 これから質疑を行います。質疑はございませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１１、議案第８号平成２４年度平取町一般会計

補正予算第１０号は原案のとおり可決しました。 

本臨時会に付されました事件の審議状況を報告します。議案８件で原案可決８

件となっております。以上で全日程を終了しましたので、平成２５年第２回平

取町議会臨時会を閉会いたします。ご苦労さまでした。 
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（閉 会 午前１０時１４分）
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 平成２５年第４回平取町議会臨時会 （開 会 午前９時３０分） 

 

議長 おはようございます。ただいまより平成２５年第４回平取町議会臨時会を開会

いたします。ただちに本日の会議を開きます。本日の出席議員は１２名で会議

は成立いたします。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１

２２条の規定によって、２番藤澤議員と３番山田議員を指名します。 

日程第２、会期の決定を議題とします。このことにつきましては、本日議会運

営委員会を開催し、協議をしておりますので、その結果を議会運営委員会委員

長より報告願います。３番山田議員。 

 

３番 

山田議員 

本日招集されました第４回町議会臨時会の議会運営等につきましては本日開催

されました議会運営委員会において協議し、会期につきましては本日４月１５

日の１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１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１日間と決定をいたしました。 

日程第３行政報告を行います。旧王子製紙振内工場建屋の一部倒壊について。

まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

行政報告といたしまして旧王子製紙振内工場建屋の一部倒壊について、報告を

させていただきます。本日、図面として、現在の建物見取図を添付させていた

だいております。平成２５年３月１８日午後２時ごろ、旧王子製紙振内工場建

物、全体で５３２３平米ございます。このうち西側の建物、見取図では黄色の

斜線を引いてございますけれども、鉄骨づくり平屋建て、３８６６平米のうち

約７０％程度の屋根が倒壊をしてございます。倒壊の要因でございますが、例

年より多い積雪に前日からの降雨が重なったことにより、屋根、建物への過重

が主な要因と思われます。現在は住民などが侵入しないよう、注意喚起いたし

まして、バリケードにて包囲している状況でございます。この倒壊に伴う主な

被害の状況でございますが、人命にかかわる被害はありませんでしたけれども、

当該施設の一部を利用して振内地区の道路維持車両等の格納場所として利用し

ていたことから、平取町が所有するミニホイルローダー１台、２トン積み作業

車両１台が損傷いたしまして、修理で対応できない全損の状態となっています。

また当工場の一部を使用して操業しております、前沢化成工業株式会社が保管

をしてございました製品４０数個、主に水道メーターボックスでございますが、

これはそのほとんどは製品として問題なく出荷できるということでの報告を受
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けてございます。また地域のイベント等に使用する道具等も保管されておりま

したけれども、確認したところ現時点では大きな損傷はないといったような状

況でございます。今回倒壊した部分につきましては、賃貸契約を結んでおりま

すサンユー化成でも製品の製造には実質的には使用していないエリアでござい

まして、道路維持車両はじめ地域イベントの道具等の保管場所として口頭での

許可程度で使用させていたというような状況がございます。またこのほかに近

隣農家が一時的な農機等の格納場所として、所有者等の承認を得ずに使用して

いたという実態がございまして、トラック２台、田植え機２台、コンバイン１

台をですね、格納しておりまして、今回の倒壊でコンバインを除く機械につき

ましては、損傷がなかったというような状況ですけれども、コンバインにつき

ましては、倒壊した鉄骨等の下となっていることから、詳細な損傷状況は確認

できていないというようなことでございます。建物倒壊による主な被害の状況

は以上のとおりでございます。この建物につきましては、昭和４７年に三晃合

板の工場閉鎖後、当時の王子製紙株式会社が工場を引継ぎまして、管理は契約

によって平取町が行っていたというような状況でございます。前述いたしまし

たけれども現在２社、サンユー化成、前沢化成工業株式会社がこの建物を利用

して操業を行っております。平成８年に王子製紙株式会社がこの建物を平取町

に寄附したという経緯がございまして、本来はその時点で更地にして地権者に

返還すべきものということでございましたけれども、工場も操業中でございま

して、その必要性が生じたときに平取町が解体整理を行うことといたしまして、

解体にかかる経費等４５００万円を王子製紙株式会社から、当時、負担をして

いただきまして、財政調整基金として積立てをしているところでございます。

現在、この分の現在高ですが、利子も含めまして、４７１２万９千円の残高と

なってございます。またその当時、当該建物が損壊した場合などの対応といた

しましては、老朽度合い等も鑑みまして、その都度、適宜対応するということ

としてございまして、事務所を除く工場部分には建物災害共済等には加入して

ございません。今回、積雪での突然の倒壊という状況になりましたけれども、

今後さらに倒壊が進む危険性があることや、建物の一部の飛散等による周辺住

民への影響が懸念されるということから、倒壊建物分の３８６６平方メートル

の建物の解体と撤去をですね、早期に基金積立金を充当いたしまして、実施す

る予定としてございます。賃貸契約を締結しておりますサンユー化成とは、解

体撤去後、新たな建物面積で再契約をすることで既に協議をさせていただいて

ございます。現在、主に工場として使用している建物も老朽化が進んでいると

いうことから、契約上、使用者が施工することとなる補強工事等についての協

議ですとか、今後、現在使用している２社の操業、経営計画等も把握しながら、

場合によっては、工場建物の使用の取りやめなどについても視野におきまして、

協議をしてまいりたいと考えてございます。また、当該建物用地につきまして

は、現在３名の地権者と賃貸契約にて使用しているところでございますが、こ

れも撤去後の更地となる部分につきましては、面積の変更に伴う契約の変更に
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ついて、関係地権者と協議を進めるということとしてございます。以上、旧王

子製紙振内工場建屋の一部倒壊についての行政報告とさせていただきます。 

 

議長 以上で行政報告を終了いたします。 

日程第４、議案第１号平成２５年度平取町一般会計補正予算第１号を議題とし

ます。提案理由の説明を求めます。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

１ページをお開き願います。議案第１号平成２５年度平取町一般会計補正予算

第１号について説明を申し上げます。第１条、歳入歳出予算の補正でございま

すが、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ６４５８万３千円を追加いたしま

して、歳入歳出予算の総額を６３億１８５８万３千円とするものでございます。

第２項におきましては、歳入歳出予算の補正における款項の区分及び金額並び

に補正後の歳入歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」によることと

してございます。それでは事項別明細の歳出からご説明申し上げますので、６

ページをお開き願います。２款１項９目企画費１５節工事請負費２６９２万２

千円の追加でございます。これは今、行政報告で申し上げましたけれども、３

月１８日に積雪等が要因で倒壊いたしました、旧王子製紙振内工場の倒壊建物

等の解体撤去工事に係る経費となってございます。鉄骨造り平屋建て、３８６

６平米分の解体撤去を行うとしてございまして、現在、２社がこの建物を使用

しておりますけども、平成８年に王子製紙が当該建物を寄附したということで

ございまして、本来その時点で更地にして返還するべきというところでござい

ましたけれども、工場の作業中でもありまして、その必要性が生じたときに平

取町が解体をするということでございまして、その当時、王子製紙から４５０

０万円の負担をして、それを財政調整基金として積立てをしていたというとこ

ろでございます。今回積雪という要因で倒壊となりましたけれども、今後さら

に倒壊が進む危険性があると。それから周辺住民への影響も懸念されるという

ことから、早期の対応が必要と考えまして、今回、補正をさせていただくもの

でございます。これは全額財政調整基金を充当して行うものでございます。次

に、３款１項１目社会福祉総務費１３節委託料２１５２万５千円の追加でござ

います。これは平成２４年度国の補正に伴います緊急雇用創出推進事業制度を

活用いたしまして、アイヌ文化コラボ六次化農園等新ビジネス支援事業と称し

まして、六次化農園と新ビジネス展開によります、農林作業支援、観光農園運

営とアイヌ文化等地域文化観光ガイド育成、アイヌ文化とコラボレーションし

た六次化農園等の新ビジネス企画運営などを民間事業者に委託いたしまして、

雇用の創出を図りながら実施するというものになってございます。今回、北海

道での事業採択が確実となったことから追加補正をさせていただくものでござ

います。当該事業に伴う雇用人数は５名、年間就労日数は１人当たり２００日

となってございます。次のページでございますが、７款２項１目道路維持費１

６１３万６千円の追加でございます。これは先ほど説明いたしました旧王子製
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紙の振内工場の建物の一部を道路維持車両等の格納場所として利用していたこ

とから、今回の倒壊によりましてミニホイールローダー１台、２トン積作業車

両１台が損傷いたしまして、修理では対応できない全損の状況となったことか

ら、新たな同型の車両等を購入するための費用となってございます。内訳は、

１２節役務費手数料、車検登録手数料４万５千円。保険料、これは自賠責保険

料と共済負担金４万９千円の追加と、それから１８節の備品購入費１６０４万

２千円、これは内訳といたしましてミニホイールローダー６０９万７千円、作

業車両９１３万５千円他となってございます。なお、この予算の財源といたし

ましては、車両保険、共済掛金、６８０万円を充当することとしてございます。

次に歳入をご説明いたしますので、４ページをお開き願います。１５款２項２

目民生費道補助金１節社会福祉費補助金２１５２万５千円の追加でございま

す。これは緊急雇用創出推進事業補助金でございまして、アイヌ文化コラボ六

次化農園等新ビジネス支援事業に充当される補助金となってございます。充当

率は１００％となってございます。次に１８款１項１目１節平取町財政調整基

金繰入金２６９２万２千円でございますが、この追加といたしましては旧王子

製紙の振内工場解体撤去に充当するというもので、平成８年に王子製紙が負担

した分を積立てた基金と、２４年度末で４７１２万９千円の残高から取り崩す

ものでございます。次のページで１９款１項１目１節繰越金９３３万６千円は、

今回の補正の一般財源として見込むものでございます。２０款５項１目２節雑

入６８０万円の追加でございます。これは建物倒壊に伴う車両全損に対し支払

われる自動車事故共済金６８０万円となってございます。以上議案第１号一般

会計補正予算第１号につきましてご説明申し上げましたので、ご審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

議長 説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はございませんか。３番山田議

員。 

 

３番 

山田議員 

６ページ、歳出の２款１項９目企画費でございます。建物解体撤去工事という

ことで予算出ておりますけども、まず一つ目としましてですね、基金が４７１

２万９千円あるということでこのなかのお金を使用するということでございま

すけれども、残り運良く西側の建物ということの説明でございますけども、東

側にも同じような年数の建物がありまして、この辺の費用、建物の解体につい

ても、同じように計画を練ったらどうかという気がしますし、同じような年数

おそらく経ったものだと自分では理解してるんですけども、この辺のことにつ

いてはこの基金のなかでできる、将来的にできるのか、また近い年数のときに

実行されるのかどうか、その辺ちょっとお伺いします。 

 

議長 まちづくり課長。 
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ま ち づ く

り課長   

お答え申し上げます。基本的に平成８年当時の王子製紙との約束といいましょ

うか、その時点では現在ある建物をすべて撤去するときに負担していただいた

というような基金でもございますので、残った建物がですね、これから２社の

操業計画ですとか、それから経営方針とかですね、いろんなものがございます

ので、その辺も勘案しながら逐次、協議をさせていただくということになりま

すけれども、いろんな状況で解体するとなった場合はですね、今回充当した残

りの基金をさらに充当して、解体撤去等を行うということになろうと考えてご

ざいます。 

 

議長 山田議員。 

 

３番 

山田議員 

この建物は自分も前に一般質問のなかで空き家対策条例をつくったらどうです

かという意見のなかで何点か質問されてちょっと一部訂正するような質問も誤

解を与えるような質問をしたわけですけども、まあこれ平成８年に平取町で一

応管理しているということなんですけども、東側の建物も同じような危険性が

あるということでね、今この業者がもし使いたいと協議のなかでなると当然危

険な建物ということで認識せざるを得ないんじゃないかという気がしておりま

す。それでできるのであれば、近いうちにこの東側の建物もこの基金を使って

撤去したらどうですか、と思うんですけども。さらにそれと西側の建物の先ほ

どの説明のなかで、一応管理者平取町ということです、バリケードも張ってお

りますということなんですけれども、そのなかにおいても今朝見てきた限りで

は強風でバリケードも倒れて何の意味もなさないような管理の仕方ということ

で少しこの辺についてもちょっとだらしないんじゃないかなっていう気はして

おりますので、その辺の考え方も一緒にご回答願いたいと思います。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

残った部分の建物の対応といいましょうか、今回こういう倒壊がありましてで

すね、改めて、残った分につきましても、見させていただいたという状況でご

ざいますけれども、確かに建設時期が同様の時期ということでございまして、

かなり今使ってる部分はまだ天井の部材なんかもはってある状況でございます

が、それもかなり落ちているというような状況もありましたので、行政報告で

も報告させていただきましたけれどもその辺のですね、今後その２社が操業を

続けるということであれば、契約上はですね、その建物の維持管理補強等につ

いては実質的に使用している方がやるというような契約になっておりますの

で、その辺、どういうような対応できるかということで、また操業している関

係業者と協議をさせてもらえればなと思っております。本当に今後ですね、危

ないというような状況をずっと続けるというわけにもいきませんので、その辺

の解体撤去も視野に入れたといいましょうか、そういうところでの話も協議を



- 6 - 

させていただきたいというふうに思っております。あとバリケードにつきまし

てはですね、私たちも何回か見ておりますけれども、強風等で最近ちょっと風

が強い日等もあって倒れていると。直してもまた倒れるというようなこともあ

りましたので、さらにその辺はですね、解体工事が始まるまでしっかり対応さ

せていただきたいと思っております。 

 

議長 ほかございませんか。６番松澤議員。 

 

６番 

松澤議員 

２款１項９目企画費の、ただいまとちょっと関連するのですが、解体撤去する

ということですが、そのあとの土地ですけども、使うことがないことで、地権

者の方にお返しするのかということと、あと管理者が町ということで近所の農

家の方が入れていた機械ですね、その修理というのは個人でやっていただくと

いうことになっているかっていうことを聞きたいのですが。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

土地に関しましては、今回の解体工事で全く３６００平米分、更地にしたいと

いうふうに考えてございますので、以前ももっと広いかたちで使用していたと

ころを徐々に徐々に縮小して、その都度土地も整理してきたという経緯もござ

いますので、関係地権者にはですね、その都度、協議をしながら理解をしてそ

の工場分にあった土地での、新たな賃貸借契約を結びたいというふうに考えて

ございます。それから、あとは個人の農機具等の破損なんですが、ちょっと先

ほども言いましたが、コンバインがですね、どのような状況になっているか、

鉄骨がかぶさっておりまして、ちょっと不明なところもありまして、そのご本

人とはいろいろ協議をさせていただいて、こういう状況でもあるんで、基本的

にはそういった賠償といいましょうか、そういうものには、平取町は対応でき

ないということで、確認はさせていただいてございます。 

 

議長 松澤議員。 

 

６番 

松澤議員 

今の続きなんですけども、町の車両がこの中に置いてあったということですが、

購入後はその車両はどこに置くことになるのかお聞きしたいと思います。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

ここの倒壊した場所につきましては振内地区の、特に冬場の除雪に使うという

大型のミニショベルローダー１台、通年通してそこに保管しております。あと

通常の大型車両についてはすべて本町で管理をしております。たまたまこの日、

なぜそういう状態になったかということなんですけれども、振内、貫気別だと
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かそういうとこに行って通常道路の維持管理、路肩の除雪作業等でやる場合で

すね、２、３日固定して連続的にやる場合あります。その場合グレーダーだと

か大型ショベルローダーについては、自走で行くものですから、移動にかなり

時間がかかるということで、車両については朝移動したら２、３日そこに保管

しておいて作業員だけが行って作業して終わったらまた、本町へ下げると、そ

ういうシステムでやっておりますので、通常は、保管してるということはござ

いません。たまたま保管したときに、そういうふうになったということでござ

います。そういうことで今後なくなった場合については振内に置いております

大型ショベルローダーについてはですねまた新たに保管場所については、検討

したいというふうに考えております。 

 

議長 ほかございませんか。１０番千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員  

１０番千葉です。同じく工事請負費に関係する１５節の部分でありますけども、

１点は地権者３名ほどいるということなんですけども、更地にしたあとの地権

者のあるいはその事前協議含めてのことなんですけども、考え方、対応は中身

ははたしてどうなのかな、更地にしてくれてどうもありがとうというかたちの

部分だけではおさまりがどのようにつくのかなということをちょっと心配して

おりますのと、それと周辺、今までも工場でこれは前沢化成さんのほうとサン

ユー化成さんのほう両方のものだとは思うんですけども、かなり私も現場、中

はちょっと入れないんですけども、危なくて、倒壊して立入禁止ということな

もんですから、周辺にある機材とかごみとかですね、あるいはその散乱してい

るような状況にある今現在の産廃処理しなくてはいけないだろうなと思われる

ようなごみも含めてですね、これはどのように区分して、まあ今現在動いてる

前沢さんそれからサンユーさんの部分は当然自前処理ということになると思う

んですけども、先ほど周辺住民という言葉も出ておりましたけども、環境整備

ということもあるとは私は考えておりますけども、そう言った今現在も倒壊す

る前から置いてあるようなごみに対する考え方、この際、せっかく工事請負費

で解体するわけですけども、どのように考えてるのかなということが１点、そ

れとですね、もう１点は、やはり解体に当たって私もちょっと外側から見てた

ら、中にもまだ何ですか、コンバインがちょっとどういう状況にあるのかわか

らないということであるんですけども、相当これは撤去工事をするに当たって

は、かなり危険を伴う工事だなというふうに私自身認識をしております。今後

当然入札になって落札した解体業者が決まればですね、その辺の解体手順、安

全指導に対してはこれは相当、注意をしていかないと、それこそ今回の災害で

人災には至らなかったということで不幸中の幸いというふうに考えております

が、業者に対しては二次災害が起きることのないような徹底した指導に基づい

てですね、解体工事に当たっていっていただきたい、あるいはその産廃工事に

当たっていただきたいというふうに思ってますけども、その辺の考え方もあわ
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せて今３点聞きましたけども伺っておきたいと思います。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

１点目、２点目につきまして私のほうから答弁させていただきます。まず地権

者のことでございますけれども、まだですね詳細、具体的なものに関して言え

ば、地権者等に協議をしてるという状況ではございませんが、現在３名の方の

土地を使用させていただいているということでございまして、地籍図等から見

ると、それぞれ３名の方がすべて関与するような状況になってございますので、

平成８年当時も王子製紙さんとのいろんな協議のなかで、敷地を縮小させてい

ただいたという経緯もありますので、この辺、平取町としての管理上の問題か

らやはり当初の基本としては更地にして返すべきというところが基本でありま

したので、この辺さらに、需要等ご理解いただくようなかたちで協議を関係地

権者に進めさせていただければというふうに思っております。それからごみに

対する考え方でございますが、ご質問にもありましたが今操業している２社の

産業廃棄物につきましては当然その事業者が処理を行うということで、それも

今回機会ということで、確認をさせていただきたいと思っております。それか

ら倒壊した部分にあるイベントのものですとか、中にはいろいろですねゴミと

称されるようなものも入っておりますので、極力その所有者を限定して、確認

をしてですね、基本は所有者が処理をするというようなことにさせていただけ

ればなと思っておりまして、どうしても所有者が判明できないというものにつ

いては、場合にもよりますが、おおむねこの工事請負費の中で対応できる分に

ついては対応をさせていただきたいというふうに考えてございます。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

解体に伴う産業廃棄物の処理方について今遠藤課長から申し上げたとおりでご

ざいまして、基本的には建築リサイクル法に基づくコンクリート、鉄、木材、

アスファルトの４項目については、適正なリサイクル方に基づいて処理しなさ

いということで設計書のなかにも予算組んでおります。そういうものについて

は地元の業者でも処理できるのもありますし、町外の産業廃棄物の処理場へ持

って行くのもあります。そういうことで積算上適正な処理のかたちになるよう

にできあがっております。実際これから解体については近々発注をする予定で

おります。そのなかで、今議員さん心配されておりました解体については十分

危険性が伴うということもありますので、基本的に飛散防止ネットを設置して

やるというのが解体の基本ですので、その辺事故等十分ないようにですね、発

注して業者が決まった段階で指導等を徹底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。 
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議長 ほかございますか。千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員  

もう１点ちょっと項目かえますけども、３款１項１目社会福祉総務費の１３節

委託費についても伺っておきたいと思います。アイヌ文化コラボ六次化農園等

新ビジネス支援業務委託料と非常に長い名前で中身のこと私は、まあ大体どの

ようなことであるということは承知はしておりますけども、この国と道の財源

ということで１００％確保できて進めるということでありますけども、私は雇

用を生み出していくという部分ではおおいに期待をしているところでもありま

すし、将来のアイヌ文化の発展、それから推進についても町づくりへの取り組

みについても一定の理解を示してこの事業、進めていくものというふうな理解

もしておりますけども、最も大事なことはこのお金を２１００万ほどの委託料

も含めてなんですけども、委託先も含めてなんですけども、これを将来のです

ね町づくりに対してどのような将来展望として活かしていこうとしているの

か。これが単発の事業でこの部分である程度の一定期間過ぎたら、はい終わり

ましたというようなかたちにならないような活かし方についてですね、どのよ

うに考えているのか理事者側の考えをきっちりと伺っておきたいと思います。 

 

議長 アイヌ施策推進課長。 

 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

はい、それではただいまの千葉議員のご質問にお答えしたいと思います。この

事業の内容につきましては議員がおっしゃるとおり、緊急雇用創出ということ

になりますので、一つは失業者向けの対策事業ということで、いわゆるつなぎ

雇用の一環ということになります。ただ、ご指摘のとおり、このことを進める

ことによりまして、今後もその雇用が継続していく、そういうような取り組み

としてつながる必要があるのではないかというようなことがご質問の趣旨かな

というふうに捉えております。私ども町といたしましても、このような事業を

進めるに当たりましては、平取町地域活性化協議会、これは従前にもお話をし

ておりますけれども、経済団体６団体のなかでさまざまな協議を進めて将来の

平取町の展望にどうつなげていこうかという考えを示しているところでござい

ます。そのなかの一つに、地場の方々が働く場をどう確保できるかというよう

なこともありますので、その一つとしてですね、これを位置づけていきたいと。

今回のこの雇用創出事業につきましても、平成２４年度の国の補正予算という

ことでありますが、一つには、従前のつなぎ雇用に加えて、将来的に地場での

働く場ができて、そこで継続して働けるようなそういうようなものについて支

援をしていきたいという考え方が示されておりますので、ご指摘のようなこと

を視野に入れて、考えていきたい、平成２６年度以降も雇用がつながるような、

そういうようなものとしてこの事業を活用していきたい、このように考えてい

るところでございます。私のほうからの説明は以上でございます。 
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議長 千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員  

事業主旨その他将来展望についてはおおよそだいたいご答弁いただいたという

ふうには思ってますけども、私は二風谷のですね、びらとり温泉の改修含めて、

それからまあ二風谷の地域というのも、今後のやっぱり平取町の発展のため、

あるいは交流人口を拡大していく、それから平取町をいかに内外含めてですね、

アピールできるかというやっぱり総合的な捉え方としてこの事業もやっぱり捉

えていっていただきたいなというふうに強く思ってるわけですけども、今課長

のほうからもご答弁あったとおり、平成２６年度以降もですね、継続して努力

して何とか雇用も継続させていきたい、そういった事業に拡大していきたいと

いう希望もあると思うんですけども、できれば町長、副町長あたりからのその

辺の地域の政策的なことを総合的な町づくりのことも関連してると思いますの

で、今後の二風谷地区の温泉の単発の事業ということの発展だけなくてね、こ

ういったことも含めて、この地域のあり方についてどのように考えているのか、

総合的な考えがあれば、今、この場で伺っておきたいと思います。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは私のほうからご答弁申し上げたいと思いますが、私も常日頃から申し

上げておりますように、基幹産業については、しっかりと、特に農業について

は、しっかりとですね、強い農業が進められていることは、ご承知のとおりで

ございますけれども、しかしながら人口減少がやはり加速化しているというこ

とでは、やはり基幹産業だけではですねこの町そのものが、沈滞化していくと

いうようなこともございますので、常日頃から申し上げているのは、やはり地

域資源である農産物、食とそれから平取沙流川流域に息づいてきた文化、そし

て豊かな自然、これらの連携をしながら、観光産業を進めながら、交流人口の

拡大を図っていくことが一つと、もう一つは、やはり農畜産物に付加価値を高

めながらですね、六次化を進めていきたいというようなことで考えてございま

す。今年度におきましても、特に、昨年実施いたしました二風谷の分譲宅地の

関係も一つの定住の関係でございますし、また、札幌地区からの無料シャトル

バス、これもトータルとしては、７０回ほどですね、こちらのほうに来ておお

いに平取町を知っていただくというようなこともございますし、さらには、市

民農園というかたちで、いろんなかたちで、平取をＰＲしながら平取を多く知

っていただくと、そういうかたちにですね、できるところから取り組みながら

やはり人口減少に何とか歯止めをかける、増やすというよりは歯止めをかける

ことに取り組みをしたいというようなことで、現在、地域活性化協議会という

ことで、各種団体のですね、トップが集まっていただいてですね、そういうな

かで、先ほど申しました、温泉の施設整備もそうでありますし、本当に町民の

憩いの施設イコールですね交流人口の拡大も図りたいということで現在取り組
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みをしてございますし、また新しい取り組みとしては民間の賃貸住宅について

もやはり居住環境を整備することによって、ここに住んでいただくということ

であらゆる対策を講じておりますし、また、少子化対策も他に差別化したなか

で取り組もうということで、やれるところから、緊急度の高いものからやって

いきたいということで、今回のアイヌ文化のコラボ六次化農園等のビジネス支

援業務委託についても、これは一つの緊急雇用、つなぎ対策ではございますけ

れども、こういった将来の輝く平取未来につないでいきたいとそういう思いで

こういった要請をしたところ、非常に感度良く、ぜひ予算をつけますというこ

とで、いただいたことから、今回補正をさせていただいておりますので、ご理

解を願いたいと思います。以上でございます。 

 

議長 ほかに質疑ございますか。山田議員。 

 

３番 

山田議員 

７ページの歳出の土木費、道路維持費ということでミニローダーと車両の購入

ということで、一つ目の質問としてこれを新車で購入するのかどうかの確認と、

それとですね、先ほど来から関連して質問ばかりでているんですけども、こう

いうところに置いたことへのやっぱり認識がちょっと甘かったんじゃないかな

という気がしております。おかげでこうしてミニローダー、車両をお金出して

買うということは、非常に感覚からいうと無駄遣いというような気がしてなり

ません。さらには、昨年一般質問した、副町長のやりとりのなかで廃屋が空き

家なのかという議論のなかで、いや使ってる以上は廃屋ではないという認識を

副町長もっておられたなかでこういう事故が起きたということはやっぱり、ま

あ何の被害もなかったらなんともなかったんですけどやはりもう少しこういう

ものに対して町側でも認識を持ってね、こういうものを保管しておくならおく

というところのやっぱりそういう感覚が少し薄れたんじゃないかということ

と、今後東側の建物も今後検討して壊していくという考え方というんですけれ

ども、この辺に関しても、当然ながらその廃屋空き家の感覚ではなく、やはり

使用される場合にはやっぱりそれなりの対策、対応をやっぱり管理者の平取町

として、考えていく必要があるんではないかなっていう気はしておりますんで

この辺の購入を考えているなかでの町側としての責任、またさらにはこの建物

に対するやはり認識をもう少し高く持ったほうがいいんじゃないかっていうこ

との考え方をどのように考えてるのか、副町長のほうからちょっとご答弁願い

たいと思います。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

まず１問目の車両の関係についてご説明させていただきたいと思います。倒壊

に伴ってミニショベルと２トンのパトロール車兼作業車が押しつぶされたとい

うことで２トン車につきましては全くの全損で完全に押しつぶされているとい
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うことで修理は不能ということで全くの全損でございます。そういうことで、

新たに新しく購入というかたちになります。ミニショベルにつきましてもほぼ

２トン車と同じように、全損というか押しつぶされてるということで、ただし

ですね、ミニショベルの場合は、ハイド板、除雪のですね、ハイド板、プラウ

ですね、については使えるということ。それとたまたま冬タイヤで行ってます

ので、夏タイヤについてはこちらで保管してるので、そういうのは全く使える

ということで、同じ車両を買えばそれは使えるので、安く買えるということで、

修理すればそれ以上のお金がかかりますので２台とも新規購入になりますけ

ど、ミニショベルの場合についてはそういう使えるものが一部ありますので、

少しは購入経費については削減になってるかというように思っております。以

上でございます。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 それでは私から後段のほうのご質問に答えさせていただきたいと思います。ま

ず、この建物の利用なんですけども、前段建設水道課長がご説明したとおり振

内に置いてあるショベルローダーの格納庫として利用をしておりました。これ

平成１７年から継続的に利用してたということでございます。また今回、この

損傷した車両２台については短期的に振内地区の除雪のために、ちょうど振内

地区に上がってたということで、たまたまそこに格納してたときに屋根が崩落

したというような状況で、常時利用していたということではございません。た

だですね、町の施設のなかで大型機械を格納できるところがこの場所しか残念

ながらなかったということでこういう利用をさせていただいてたというような

状況になっております。正直言って、今年の冬にこういう事故が起きるという

想定はですね、今までの利用の経過から想定をしてなかったというようなこと

で本当に何と申しますか、思慮が足りなかったのかなというふうに反省をして

いるところでございます。ただですね、今回のこの事故、人身に絡む事故がな

かったというのが不幸中の幸いなのかなというふうに思っております。このよ

うなことで、昨年の一般質問のなかで、廃屋の処理について山田議員とのやり

とりがありましたけども、この建物につきましては既に利用されている状況で

一般的には廃屋という表現ではないですよという言い方をしましたけども、確

かに、老朽化、かなり老朽化してたというような状況になっております。そう

いうようなことで、残った現在サンユー化成で利用している部分につきまして

も、これもまちづくり課長から説明したとおり、本来、利用者が補強工事をで

きるんであれば、利用者に補強工事していただいて、できないとすれば、その

辺のところ業者と協議をして工場をどこか別なところに求めるのか、どうする

のか、その辺について協議をしてまいりたいというふうに思っております。ど

ちらにしてもですね、町の管理施設ということで、これらが建物の解体工事、

それと車両の購入、工事費併せて、約５千万近い金額がかかるというようなこ
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とになっております。これらについてはですね、先ほども申しましたとおり、

少し見きわめが少し甘かったのかなというふうに思っております。そういうよ

うなことで何とかですね、これらについてはできるものであれば整理をしてい

きたいというふうに思っております。また昨年の一般質問にありました廃屋の

処理の関係につきましては、一般質問のときにもお答え申し上げましたとおり

ですね、廃屋の状況把握がまず、先決でございまして、実態調査を現在進めて

おります。このなかで、今後どう対応していくのか、検討させていただきたい

というふうに思っておりますのでひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 ほかございませんか。それでは、ないようですので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４、議案第１号平成２５年度平取町一般会計補正

予算第１号は原案のとおり可決しました。 

日程第５、報告第１号専決処分報告についてを議題とします。専決処分内容に

ついて説明を求めます。税務課長。 

 

税務課長 それでは報告第１号専決処分報告についてご説明申し上げます。議案書８ペー

ジをご覧願います。報告第１号平取町税条例の一部を改正する条例について、

別紙のとおり専決処分をしましたので、地方自治法第１７９条第３項の規定に

基づき議会に報告し承認を求めようとするものであります。次のページをご覧

願います。平成２５年専決処分第１号平取町税条例の一部改正につきまして、

平成２５年３月３０日、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分を

したものであります。それでは、平成２５年専決処分第１号平取町税条例の一

部改正につきまして、その専決処分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等の公布に伴いまして、平取町税条例の一部を

改正するものでございます。主な改正内容といたしましては、１点目としまし

て個人住民税の住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を４年間延長し、

平成２９年までの入居者を対象とするとともに、このうち平成２６年４月から

平成２９年１２月までの間に入居した場合の控除限度額を拡充することとした

ものであります。２点目としましては東日本大震災に係る津波により、甚大な

被害を受けた区域のうち、市町村長が指定する区域における土地及び家屋に係

る固定資産税の課税免除等の措置を平成２５年度においても継続することとし

たものであります。最後に３点目としまして、市中金利が低下していること等

を踏まえ、国税の見直しにあわせ、地方税に係る延滞金及び還付加算金の利率

の引き下げを行うこととしたものであります。それでは条文の改正内容の主な
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もの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５４条第５項の固定資産税の納税義務者等及び次

の１６ページの第１３１条第４項の特別土地保有税の納税義務者等の規定であ

ります。これについては既存の特例措置等のうち、独立行政法人森林総合研究

所が行う、特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業に伴う仮換地等に

係る納税義務者の特例措置並びに農用地総合整備事業の用に供する固定資産税

に係る非課税措置を廃止したものであります。次に附則第３条の２延滞金の割

合等の特例及び、１７ページの第４条の納期限の延長、いわゆる徴収の猶予等

の適用を受けた場合の延滞金の特例の規定であります。冒頭にも申し上げまし

たとおり、市中金利が低下していること等を踏まえ、国税の見直しにあわせ、

利率の引き下げを行うこととしたものであります。次に１８ページの中ほどに

あります附則第７条の３の２の個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除につ

いては、適用期限を４年間延長し、平成２９年までの入居者を対象とするとと

もに、このうち平成２６年４月から平成２９年１２月までの間に入居した場合

の控除限度額を拡充することとしたものであります。その下の附則第７条の４、

寄附金税額控除における特例控除額の特例についてですが、市町村民税の寄附

金税額控除について、平成２６年度から平成５０年度までの各年度に限り特別

控除限度額の算定に用いる所得税の限界税率に復興特別所得税率を乗じて得た

率を加算することとしたものであります。東日本大震災からの復興のための施

策を実施するために必要な財源の確保に関する特例措置法により、復興財源を

確保するため、平成２５年から平成４９年までの間、復興特別所得税が課され

ることとなったことによるものであります。次に１９ページをご覧願います。

附則第１０条の２、法附則第１５条第２項第６号等の条例で定める割合につい

ての規定であります。追加された第３項は、平成２５年４月１日から平成２７

年３月３１日までの間に締結された協定倉庫について、固定資産税の課税標準

を締結後５年間はその価格に３分の２を乗じて得た額とする特例措置を講ずる

こととしたものであります。次に２２ページをご覧願います。附則第２２条の

２の東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例

の規定であります。東日本大震災により居住用家屋が滅失したものの相続人が

その家屋の敷地等を譲渡した場合にその家屋を被相続人が取得していた日から

所有していたものとみなし、長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けることが

できることとしたものであります。次に２３ページの表でありますが、恐れ入

りますがここは改正部分ですので全文字に下線をしていただきますよう訂正を

お願いしたいと思います。続いて２４ページをご覧願います。附則第２３条の

東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例の規定であ

ります。東日本大震災により居住用家屋が滅失して、居住できなくなった納税

義務者が住宅の再取得または増改築等をして平成２６年４月から平成２９年ま

での間に居住した場合の控除限度額を拡充することとしたものであります。続

いて議案に戻っていただきまして１３ページをご覧願いたいと思います。附則
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といたしましてこの条例の施行期日は平成２５年４月１日から施行するもので

ございますが、第１号に規定されています改正規定及び次条に規定されていま

す改正規定については平成２６年１月１日に、第２号に規定されています改正

規定については平成２７年１月１日から施行するものであります。次に第２条

は延滞金に関する経過措置について、第３条は町民税に関する経過措置につい

て、第４条は固定資産税に関する経過措置についてそれぞれ規定しているもの

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。本報告について報告どおり

承認することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第５、報告第１号専決処分報告については報告ど

おり承認することに決定しました。 

日程第６、報告第２号専決処分報告についてを議題とします。専決処分内容に

ついて説明を求めます。税務課長。 

 

税務課長 報告第２号専決処分報告についてご説明申し上げます。議案書２６ページをご

覧願います。報告第２号平取町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いて、別紙のとおり専決処分をしましたので、地方自治法第１７９条第３項の

規定に基づき議会に報告し承認を求めようとするものであります。次のページ

をご覧願います。平成２５年専決処分第２号平取町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例につきまして、平成２５年３月３０日、地方自治法第１７９条

第１項の規定により専決処分をしたものであります。それでは、平成２５年専

決処分第２号平取町国民健康保険税条例の一部改正について、専決処分理由を

ご説明申し上げます。国民健康保険法施行令の一部改正に伴いまして、平取町

国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。平成２０年度の後期

高齢者医療制度の創設に伴いまして、従来、国民健康保険に加入していた７５

歳以上の方についても、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行すること

となりましたが、制度創設時に７５歳以上の方、または制度創設後に７５歳に

到達する方については、同じ世帯に属する国民健康保険の被保険者の国民健康

保険税が負担増とならないよう、特例措置を講じてきたところであります。こ

の特例措置は後期高齢者医療制度への移行後５年間の措置とされていたことか

ら、平成２５年度以降、これらの措置の適用を受けられなくなる世帯が生じて

くるため、特例措置の恒久化及び延長を行うこととしたものであります。具体
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的には１点目としまして、世帯別平等割額の軽減措置に係る基準額の算定にお

いて、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行後５年までの間に限り移行

した方を含めて算定している措置を恒久化するとともに、２点目としまして後

期高齢者医療制度への移行により２人世帯から単身世帯となる世帯の世帯別平

等割額を移行後５年までの間２分の１軽減する措置を講じてきたところです

が、移行後６年目から８年目までの間の３年間においても４分の１軽減する措

置を講ずることとしたものであります。それでは条文の改正内容につきまして

ご説明申し上げますので２９ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思いま

す。第５条の２は国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額を規定したも

のであります。先ほども申し上げましたとおり、従来、世帯類型を特定世帯以

外の世帯と特定世帯の二つに区分していたものを新たに特定継続世帯を加えた

三つの区分とし、特定継続世帯の定義を後期高齢者医療移行時のここで言う特

定月から５年を経過する月の翌月から８年を経過する月までにあるものと規定

し、特定継続世帯の平等割額を特定世帯及び特定世帯以外の世帯の平等割額か

ら４分の１を減額した２万１千円と規定したものであります。同じく次の７条

の３の国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等

割額の規定についても、特定世帯以外の世帯と規定されていたものを特定世帯

及び特定継続世帯以外の世帯と規定し新たに特定継続世帯を加え、その平等割

額を３７５０円と規定したものであります。次に第２３条の国民健康保険税の

減額規定についても、同様に第１号イの（ウ）、エの（ウ）、次の３０ページの

ですね、第２号のイの（ウ）、エの（ウ）、次の３１ページの第３号イの（ウ）、

エの（ウ）、それぞれに特定世帯以外の世帯と規定されていたものを特定世帯及

び特定継続世帯以外の世帯と規定し、新たに特定継続世帯を加え、その額を特

定世帯及び特定継続世帯以外の世帯の平等割額から４分の１を減額した額とす

るものであります。次に附則第１５項の東日本大震災に係る被災居住用財産の

敷地に係る譲渡期限の延長の特例は、東日本大震災により居住用家屋が滅失し

たものの相続人がその家屋の敷地等を譲渡した場合に、その家屋を被相続人が

取得をしていた日から所有していたものとみなし、長期譲渡所得の課税の特例

の適用を受けることができることとしたものであります。次にこの一部改正に

よる税収等への影響についてですが、本日配付の資料をもとにご説明を申し上

げます。この表の見方ですけれども、上の表が国保医療分、下の表が後期高齢

者支援分となっていまして、それぞれ表の上段が軽減世帯以外の世帯、下段が

軽減世帯となっておりまして、現行制度に新たに特定継続世帯を加え、その税

収影響額を仮に算出したものであります。世帯数については太枠に記載されて

いる特定継続世帯は見込み数値でありまして、それ以外の世帯の数値について

は平成２４年度の賦課確定数値を使って仮に試算をしているところでありま

す。次に減額される金額欄ですが、先ほど新旧対照表でご説明をした金額とな

っておりまして、それぞれ世帯類型ごとに特定世帯は特定世帯及び特定継続世

帯以外の世帯から２分の１を減額した金額、特定継続世帯は４分の１を減額し
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た金額が軽減されることとなっております。次に軽減後の平等割額ですが、軽

減世帯以外の平等割額があくまでも基本となりますことからそれぞれ世帯ごと

に軽減世帯以外の平等割額、この表でいきますと、国保医療分でみますと特定

世帯及び特定継続世帯以外の世帯で２万８千円、特定世帯で１万４千円特定継

続世帯で２万１千円、後期高齢者、下の表でみると、特定世帯及び特定継続世

帯以外の世帯が５千円、特定世帯が２５００円、特定継続世帯が３７５０円と

いうことで、それぞれこの額が基準額となるということになっております。こ

の金額から軽減世帯の減額される金額を差し引いた額が軽減後の平等割額とい

うことになります。したがいまして世帯数に減額された金額を乗じて得た額が

軽減額となり、世帯数に軽減後の平等割額を乗じて得た額が平等割額の合計と

なっております。それで国保税収入額への影響ですが、軽減額の一番下段の数

値となりまして、国保医療分で２０万５８００円、後期高齢者支援分で３万６

７５０円となりまして、合計で２４万２５５０円と試算をしているところであ

ります。以上のことからですね、今回の一部改正による減収への影響は、今回

の改正に限って言うとそれほど影響がないものと考えているところでございま

す。次に議案に戻っていただきまして、２８ページをご覧願います。附則とい

たしまして、この条例の施行期日は平成２５年４月１日から施行するものでご

ざいますが、附則第１５項の規定については平成２６年１月１日から施行する

ものであります。また第２条の適用区分において、改正後の平取町国民健康保

険税条例の規定は、附則第１５項の規定を除き、平成２５年度以降の年度分の

国民健康保険税について適用し、平成２４年度分までの国民健康保険税につい

ては従前の例によるものであります。以上で説明を終わらせていただきますの

でご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長 説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はございませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本報告について報告どおり承

認することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第６、報告第２号専決処分報告については報告ど

おり承認することに決定しました。 

本臨時会に付されました事件の審議状況を報告します。議案１件で原案可決１

件、報告２件で承認２件となっております。以上で全日程を終了しましたので、

平成２５年第４回平取町議会臨時会を閉会します。ご苦労さまでした。 

 

  

（閉 会 午前１０時３８分） 
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 平成２５年第５回平取町議会臨時会 （開 会 午前９時２９分） 

 

議長 おはようございます。ただいまより平成２５年第５回平取町議会臨時会を開会

します。ただちに本日の会議を開きます。本日の出席議員は１２名で会議は成

立します。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則１２

２条の規定によって、４番貝澤議員と５番平村議員を指名します。 

日程第２、会期の決定を議題とします。このことにつきましては、昨日議会運

営委員会を開催し協議を行っておりますので、その結果を議会運営委員会委員

長より報告願います。３番山田議員。 

 

３番 

山田議員 

本日招集されました第５回町議会臨時会の運営等につきましては、昨日５月８

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きましては本

日５月９日の１日間とすることで、意見の一致を見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１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１日間と決定しました。 

日程第３、諸般の報告を行います。監査委員より平成２５年２月分及び３月分

の出納検査の結果報告があり、その報告書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。以上で諸般の報告を終了します。 

日程第４、常任委員会委員の選任を行います。常任委員会委員の選任につきま

しては、議会の運営に関する基準４１先例２及び１０５により選考委員会の選

考に基づき議長の指名推薦により選出したいと思います。また、選考委員会に

つきましても、指名推薦による選出委員５名で構成することとなっております

が、今回の選考委員会の選出につきましては、正副議長を含めた５名を議長の

指名により選出したいと思います。これについて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、常任委員会委員の選任につきましては、正副議

長を含めた５名を議長において指名することに決定しました。選考委員として、

３番山田議員、８番櫻井議員、１０番千葉議員を指名します。この３人に正副

議長を加えた５名が、選考委員として決定しました。それでは、議長室におい

てただちに選考委員会を開き、各委員会の委員の選考をお願いいたします。休

憩いたします。 

 

（休 憩  午前 ９時３２分） 

（再 開  午前 ９時３８分） 
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議長 

 

 

 

それでは再開をいたします。常任委員の選考結果を選考委員会委員長より報告

願います。１１番安田議員。 

 

１１番 

安田議員 

１１番安田です。先ほど開催されました各常任委員会の選考結果についてご報

告いたします。総務文教常任委員会、１番丹野議員、２番藤澤議員、４番貝澤

議員、７番四戸議員、８番櫻井議員、１１番安田です。産業厚生常任委員会、

３番山田議員、５番平村議員、６番松澤議員、９番松原議員、１０番千葉議員、

１２番鈴木議員、以上です。 

 

議長 ただいま選考委員会委員長より報告がありましたとおり、議長が指名すること

にご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、常任委員は議長の指名の通り選任することに決

定します。休憩いたします。 

 

（休 憩 午前 ９時４０分） 

（再 開 午前 ９時４１分） 

 

副議長 それでは再開します。 

日程第５、議長の常任委員会の委員の辞任についてを議題とします。 

お諮りします。ただいま産業厚生常任委員に選任されました鈴木議長から常任

委員を辞退したい旨の申し出がありました。議長は、その責務上どの委員会に

も出席する権限を有しているほか可否同数の場合における採決権など議長固有

の権限を考慮するとき、一箇の委員会に委員として所属することは適当であり

ませんし、また議会の運営に関する基準１０７でも、議長については、辞任を

認めていますので、産業厚生常任委員会委員を辞任したいとするものです。辞

任について許可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。従って議長の産業厚生常任委員会委員の辞任については

許可することに決定しました。休憩いたします。 

 

（休 憩 午前 ９時４２分） 

（再 開 午前 ９時４３分） 

 

議長 

 

 

 

再開いたします。常任委員会委員長及び副委員長は委員会条例第８条第２項の

規定により委員会において互選することとなっております。休憩中に各委員会

を開催し、委員長及び副委員長の互選をお願いいたします。休憩いたします。

総務常任委員会は議長室、産業厚生常任委員会は議員委員控室において、ただ
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

ちに開かれるようお願いをいたします。 

 

（休 憩 午前 ９時４４分） 

（再 開 午前 ９時４９分） 

 

再開します。休憩中に開催されました各常任委員会において、委員長及び副委

員長の互選が行われ、その結果報告が手元に参りましたので報告いたします。

総務文教常任委員会委員長には８番櫻井議員、副委員長には１番丹野議員。産

業厚生常任委員会委員長には１０番千葉議員、副委員長には９番松原議員。以

上のとおり互選された旨の報告がありました。よろしくお願いをいたします。

日程第６、議会運営委員会委員の選任を行います。議会運営委員会は、議会運

営等の全般について協議し、議長の諮問事項等も審議する委員会でありますが、

委員の選任方法につきましては、議会の運営に関する基準４１先例２及び１０

５により、選考委員会の選考に基づき、議長の指名推薦により選出したいと思

います。また選考委員会につきましても、指名推薦による選出委員５名で構成

することになっておりますが、今回の選考委員の選出につきましては、正副議

長を含めた５名を議長の指名により選出したいと思います。これにつきまして

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、議会運営委員会の選任については、正副議長を

加えた５名を議長において指名することに決定しました。選考委員として、３

番山田議員、８番櫻井議員、１０番千葉議員を指名します。この３名に正副議

長を加えた５名が選考委員と決定しました。それでは議長室において、選考委

員会をただちに開き、委員の選考をお願いしたいと思います。休憩します。 

 

（休 憩 午前 ９時５２分） 

（再 開 午前 ９時５６分） 

 

再開いたします。議会運営委員の選考結果を選考委員会委員長より報告願いま

す。１１番安田議員。 

 

１１番 

安田議員 

１１番安田。先ほど開催されました議会運営委員会の選考結果についてご報告

いたします。議会の運営に関する基準１３８先例１により、議会運営委員の構

成は副議長、各常任委員長、一般議員２名となっていることを踏まえて、以下

のとおり選考いたしました。議会運営委員には３番山田議員、５番平村議員、

８番櫻井議員、１０番千葉議員、１１番安田です。以上のとおり選考結果をご

報告いたしますので議長よりお諮り願います。 

 

議長 ただいま選考委員長より報告がありましたとおり、議長が指名することにご異
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議長 

 

 

 

 

 

議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って議会運営委員は議長の指名の通り選任することに

決定いたしました。議会運営委員会委員長及び副委員長は、委員会条例第８条

第２項の規定により、委員会において互選することとなっております。休憩中

に委員会を開催し、委員長及び副委員長の互選をお願いいたします。休憩いた

します。 

 

（休 憩 午前 ９時５８分） 

（再 開 午前１０時 １分） 

 

再開します。休憩中に開催されました議会運営委員会におきまして、委員長及

び副委員長の互選が行われ、その結果が手元に参りましたので報告いたします。

議会運営委員会委員長には３番山田議員、副委員長には５番平村議員でござい

ます。以上のとおり互選されまし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７、報告第１号専決処分報告についてを議題とします。専決処分内容に

ついて説明を求めます。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

それでは、１ページをお開き願います。報告第１号平成２４年度平取町一般会

計補正予算につきまして専決処分の報告をさせていただきます。次のページを

お開き願います。平成２５年専決処分第３号、平成２４年度平取町一般会計補

正予算第１３号について、平成２５年３月２９日、地方自治法第１７９条第１

項の規定によりまして、専決処分とさせていただきましたので報告し、ご承認

を求めるものでございます。次のページ、３ページをご覧ください。平成２４

年度平取町一般会計補正予算第１３号についてご説明を申し上げます。第１条、

歳入歳出予算の補正でございますが、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１

３２０万円を追加いたしまして、予算の総額を６５億２３６０万６千円とする

ものでございます。第２項におきましては歳入歳出予算の補正における款項の

区分及び金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補

正」によることとしてございます。地方債の補正は「第２表 地方債補正」に

よることとしてございます。それでは事項別明細の歳出からご説明させていた

だきますので、８ページをお開き願います。１２款２項２目簡易水道特別会計

繰出金２８節繰出金１３２０万円の追加となってございます。これは平成２４

年度水道会計にて実施いたしました本町地区の簡易水道配水管整備事業の充当

財源でございます起債の種類の変更に伴うものとなっておりまして、そうなっ

た経緯について説明させてきていただきますと、当初水道会計で申請をしてお

りました水道施設整備費国庫補助金は、基幹改良という区分の一般的な補助金

ということでございましたが、この補助金の国の決定の段階で東日本大震災に
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関連する事業分の補助金という区分となりまして、この補助金を充当する場合、

必然的にその補助裏、補助金を控除した残りの額でございますが、これにはで

すね緊急防災減災事業債という起債しか充当できないというような規定になっ

てございまして、さらに、これは一般会計での起債が条件となってございます。

従って、当初水道会計で事業費から補助金を控除した財源として予定しており

ました過疎債を減額いたしまして、一般会計からその額と同額の１３２０万円

を繰り出すための追加補正となってございます。今回、補助金の最終決定が遅

くなったということに伴いまして、一般会計での３月末での起債限度額の設定

が必要となったことから、専決処分とさせていただい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存じます。次に歳入７ページでございます。

２１款１項８目１節の緊急防災減災事業債１３２０万円の追加でございます。

これは今説明申し上げました、全額水道会計への繰出金に充当される起債とな

ってございます。またこの起債におきましては、元利償還金の８０％が普通交

付税算入されるという起債になってございまして、過疎対策事業債の７０％よ

り算入率が高い起債となってございます。次に５ページをお開き願います。第

２表、地方債補正でございますが、緊急防災減災事業債１６３０万円を追加い

たしまして、総起債額を４億９２１０万円とするものでございます。この場合、

先ほど説明いたしました予算額と限度額に差が生じているということになって

ございますが、これは北海道が起債を同意した額を限度額としなければならな

いということになっていることから、差が生じるということとなったことをご

承知おきいただきたいと存じます。起債の方法、利率、償還の方法は記載のと

おりでございます。以上、平成２４年度平取町一般会計補正予算第１３号、平

成２５年専決処分第３号につきましてご説明申し上げましたので、ご審議のほ

どよろしくお願い申し上げます。 

 

議長 説明が終わりましたので質疑を行います。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。本報告について報告どおり承

認することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第７、報告第１号専決処分報告については報告ど

おり承認することに決定しました。 

日程第８、報告第２号専決処分報告についてを議題とします。専決処分内容に

ついて説明を求めます。建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

それでは、報告第２号専決処分報告につきましてご説明申し上げますので１０

ページをお開き願いたいと思います。報告第２号専決処分報告につきまして、
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平成２４年度平取町簡易水道特別会計補正予算につきまして、専決処分をいた

しましたので、地方自治法第１７９条第３項の規定によりまして、議会に報告

し承認を求めるものでございます。次ページをお開き願います。平成２４年専

決処分第４号平成２４年度平取町簡易水道特別会計補正予算第１号でございま

すが、これにつきましては、平成２５年３月２９日地方自治法第１７９条第１

項の規定により専決処分をしたものでございます。この専決処分により補正を

させていただきました主な理由につきましては、先ほど一般会計においてご説

明がありましたとおり、当初平取町簡易水道特別会計の歳出で本町地区簡易水

道配水管整備工事費を予算措置し、その財源として、町債、簡水債と過疎債を

見込んでおりましたが、過疎債が緊急防災減災事業債に変更となり、なおかつ、

一般会計での借り入れとなったことから、平取町簡易水道特別会計の歳入科目

に変更が生じたため専決処分を行ったものでございます。次ページをお開き願

います。平成２４年度平取町簡易水道特別会計補正予算第１号でございますが、

第１条、歳入歳出予算の補正でございますが、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」によるものでございます。第２条、地方債の補正でございま

すが、地方債の変更は「第２表 地方債補正」によるものでございます。それ

では事項別明細の歳出よりご説明申し上げますので１７ページをお開き願いま

す。３歳出２款１項２目建設改良費でございますが、１３節委託料及び１５節

工事請負費につきまして、補正額はございませんで、財源内訳として地方債が

１３２０万円の減、一般財源が１３２０万円の増となるものでございます。次

に歳入につきましてご説明を申し上げますので１６ページをお開き願います。

２歳入４款１項１目一般会計繰入金１節一般会計繰入金で１３２０万円を追加

補正しようとするものでございます。これにつきましては下段でご説明いたし

ます町債の減額分を一般会計繰入金に求めたものでございます。下段でありま

すが、６款１項１目簡易水道事業債１節簡易水道事業債で１３２０万円を減額

補正しようとするものでございます。これにつきましては起債の借り入れを一

般会計で行うことによるものでございます。次に地方債補正についてご説明申

し上げますので１４ページをお開き願います。第２表、地方債補正につきまし

て、本町地区簡易水道配水管整備事業で限度額を２１９０万円に変更しようと

するものでございます。また地方債についての現在高の見込みに関する調書に

つきましては、１８ページに記載しておりますので、後ほどご覧いただきたい

というふうに思います。以上で補正予算専決処分につきましてご報告申し上げ

ましたが、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長 説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はございませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 
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討論なしと認めます。それでは採決を行います。本報告について報告どおり承

認することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第８、報告第２号専決処分報告については報告ど

おり承認することに決定しました。 

日程第９、議席の変更を行います。議席の変更につきましては、会議規則第３

条３項の規定によって、議席を変更いたします。変更した議席はお手元に配付

しております議席番号表のとおりでございます。議席番号及び氏名を事務局長

より朗読します。事務局長。 

 

議 会 事 務

局長 

それでは変更後の議席番号について、ご報告いたします。議席番号１番櫻井議

員、同２番丹野議員、同３番四戸議員、同４番松澤議員、同５番貝澤議員、同

６番千葉議員、同７番松原議員、同８番山田議員、同９番藤澤議員、同１０番

平村議員、１１番安田副議長、１２番鈴木議長、以上です。 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

この議席は次の議会から使用します。休憩します。 

 

（休 憩 午前１０時１６分） 

（再 開 午前１０時１７分） 

 

再開します。 

お諮りします。承認第１号閉会中の継続審査等の申し出についてを日程に追加

し、追加日程第１として議題としたいと思います。ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、承認第１号を日程に追加し、追加日程第１とし

て議題とすることに決定しました。 

追加日程第１、承認第１号閉会中の継続審査の申し出についてを議題とします。

議会運営委員会委員長、各常任委員会委員長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の申し出があ

りました。申出書はお手元に配布したとおりでございます。 

お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中に継続審査及び調査等

を実施することにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、各委員長からの申し出のとおり、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。 

本臨時会に付されました事件の審議状況を報告します。報告２件で承認２件、

承認１件で決定１件。以上のとおりであります。以上で全日程を終了しました

ので、平成２５年第５回平取町議会臨時会を閉会します。ご苦労様でございま

した。 
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（閉 会 午前１０時１８分） 
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 平成２５年第６回平取町議会臨時会 （開 会 午前 ９時３０分） 

 

議長 みなさんおはようございます。ただいまより、平成２５年第６回平取町議会臨

時会を開会します。ただちに本日の会議を開きます。本日の出席議員は１２名

で、会議は成立します。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１

２２条の規定によって、１番櫻井議員と２番丹野議員を指名します。 

日程第２、会期の決定を議題とします。このことについては、昨日議会運営委

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６回町議会臨時会の議会運営等につきましては、５月２

２日に開催されております議会運営委員会において協議し、会期につきまして

は本日５月２３日の１日間とすることで意見の一致を見ておりますので、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１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１日間と決定しました。 

日程第３、議案第１号固定資産評価員の選任についてを議題とします。提案理

由の説明を求めます。町長。 

 

町長 議案第１号固定資産評価員の選任についてご説明を申し上げたいと思います。

固定資産評価員に次の者を選任したいので、地方税法第４０４条第２項の規定

により同意を求めるものでございます。同意を求めるものは、住所、沙流郡平

取町字紫雲古津２２８番地１、氏名につきましては、現税務課長でございます、

藤田実でございます。生年月日は昭和３１年６月２５日、５６歳でございます

が、固定資産の評価に関する知識及び経験を有し、適任者でございますので、

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長 質疑を行います。質疑はございませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について、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３、議案第１号固定資産評価員の選任について
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は同意することに決定しました。 

日程第４、議案第２号平成２５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。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

議案第２号平成２５年度平取町一般会計補正予算第２号についてご説明申し上

げます。第１条、歳入歳出予算の補正でございますが、既定の歳入歳出予算の

総額に、それぞれ、２６００万１千円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総

額を６３億４４５８万４千円とするものでございます。第２項におきましては、

歳入歳出予算の補正における款項の区分及び金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」によることとしてございます。それで

は、事項別明細の歳出からご説明申し上げますので、６ページをお開き願いま

す。３款１項１目社会福祉総務費１３節委託料２６００万１千円の追加でござ

います。これは、平成２４年度国の補正に伴います緊急雇用創出推進事業の制

度を活用いたしまして、伝統工芸品戦略的販売促進・着地型観光推進業務を民

間事業者に委託するという内容になってございます。アイヌの伝統工芸品、二

風谷のアツシとイタが平成２５年３月８日に北海道の第１号といたしまして、

国の伝統工芸品の指定を受けたところでございます。これを契機に、二風谷ア

イヌ工芸品の認知度を高めて需要を開拓し、現工芸家、転職や休職をしており

ます工芸家の復帰や新規参入者による伝統工芸品の産業の振興を図りまして、

雇用の場の創出を図ろうとするものでございます。内容は、工芸品実務支援員

の育成、政策技術指導などを行う雇用となってございまして、今回北海道での

事業採択が確実となったことから、追加補正をさせていただくというものでご

ざいます。当該事業に伴う雇用人数は８名、年間就労日数は新規雇用で１人当

たり２００日となってございます。次に歳入でございます。前のページにお戻

りいただきたいと思います。１５款２項２目民生費道補助金１節社会福祉費補

助金２６００万１千円の追加でございます。緊急雇用創出推進事業補助金でご

ざいまして、今説明申し上げました、伝統的工芸品戦略的販売促進、着地型観

光推進事業に充当される道の補助金となってございます。充当率は１００％と

なってございます。以上、議案第２号一般会計補正予算第２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 これから質疑を行います。質疑はございませんか。６番千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

６番千葉。ただいま説明いただきまして、大変道の補助金が活用されるという

ことで、結構なことだなあというふうには思っておりますけども、私はいつも

こういった類の単年度にくる道の補助金、あるいは国からの補助金の活用の仕

方について、特に今回の場合は伝統的工芸品の戦略的販売促進、それから、着

地型の観光推進ということで掲げておるわけですけども、単なるこの補助金が

ですね単年度の補助事業として捉えていかないように、将来に向けた取り組み
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が果たしてどうなのかなということが私は大変重要なことだなというふうに感

じております。特に例えば地域おこしの協力隊についてもそうですけども、や

はり町にとって、単なるその一時的な労働力だとか、雇用の確保というかたち

にぜひならないようなですね、将来に向けたやっぱり取り組みが行政側として

どのようにとらえていこうとしてるかこのことがやっぱり最も重要だなという

ふうに考えておるわけですけども、その辺の、今年度の道の補助金の活用とい

うことで、将来に向けた取り組みについては、今言ったようなことを申し上げ

たなかで、理事者側としてどのように考えているのか、質疑としてお聞きして

おきたいと思います。 

 

議長 アイヌ施策推進課長。 

 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

はい、それでは単年度のみの取り組み、あるいはその将来を見据えた雇用の場

としての継続性、そのようなことのご質問ということでとらえさせてご答弁さ

せていただきます。まずこの事業そのものにつきましては、ご存じのとおり、

失業者に対する短期の雇用、就業機会を創出、提供というもので取り組みが進

められている国の基金事業でございます。この事業の仕組みといたしましては、

平成２１年度、２２年度と私どもの町で取り組ませていただきました。また、

２３年、２４年度と、取り組んできているわけでございますけれども、ふるさ

と再生の雇用創造事業であるとか、それから、同じく緊急雇用でありますけれ

ども、重点分野における雇用の創出というようなことについて北海道のほうで

要領要綱を定めて取り組みが進められてきているところでございます。今年度

につきましては、先ほどまちづくり課長のほうから説明がありましたように起

業支援型ということになっておりまして、起業の起業は起こす業でございます。

この起業支援型雇用創造事業につきましては、ただいま千葉議員がおっしゃっ

たように過去のそういうような、つなぎ的な雇用、そういうような場で働いた

人方を含めて、将来安定的な雇用につながる、そういうようなですね、将来を

見据えて、業を起こす、そういうようなところを対象として、事業が進められ

るということで応募をしているところでございます。したがいまして、将来の

雇用の場といたしまして、この事業にかぎってお話をさせていただきますと、

今年の３月８日に伝統的工芸品として国の指定を受けました。これは北海道第

１号ということもございまして、将来のこの工芸品の伸び代というのは大きい

ものがあるのかなというふうに考えているところでございます。この指定を契

機といたしまして、国のほうの伝統工芸品産業の進め方が当然、この指定を契

機に国のほうからも求められますし、地域といたしましても、将来像を描きな

がら、しっかりと産業として位置づけていきたいと、このように考えていると

ころでございます。この産業として位置づけていくための、今回将来に向けた

産業として位置づけていくための計画につきましては、ただいま二風谷民芸組

合と協議をしておりまして、今月中には国のほうに、今後５年間の計画を策定
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いたしまして、申請をし、大臣の認定を受けるということになってございます。

このような５年間の視点に立ってですね、しっかりとした産業に位置づけてい

きたいというのが、私どもの考え方でございまして、当然ながら、産業として

振興していく上では、足腰の強い企業というのが必要になるわけでございまし

て、今回、このようなチャンスをいただいたわけでございますので、道の補助

金を利用させていただきながら、バックアップをしていきたいという趣旨でご

ざいますので、ご理解のほどよろしくお願いをしたいと思いますし、また、新

規参入者につきましても、現在、どの産業においても担い手不足というところ

がございますので、私どもといたしましては、伝統的工芸品、とりわけそのア

イヌの伝統工芸品に関心の高い方、こういう方々がおられれば、この事業を通

して採用することによって将来の振興につながっていくものと考えております

ので、ひとつ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 ６番千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

ただいまの説明、本当に特に二風谷の民芸組合含めてですね、平取町の発展的

な考え方、活性化につながっていけばいいかなというふうに思っております。

私はこういった事業、補助金を使った活用していく事業のなかで、やはり一定

の期間をおきながら町の発展計画なんかでもそうなんですが、いわゆるローリ

ングをしていくような考え方、実績の報告も含めてですね、今後とも我々議会

のほうにもぜひ諮ってですね、さらなるその発展的な平取町の進め方に向かっ

ていければなというふうに考えております。本当にいいチャンスを与えていた

だいた、大変大事な補助金だというふうに捉えておりますけども、町長あたり

の考え方もですね、このことについてどのように将来平取町の発展に向けて考

えているのか伺っておきたいと思います。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは私のほうから、全体的なこともお話をしたいと思いますけれども、や

はり平取町についてはですね、基幹産業についてはきちっとしたかたちのなか

で、その成果が出ておりますけれども、しかしながら、依然として人口減少と

いうかたちのなかでは、これは企業誘致といってもこのご時世のなかでは大変

難しいなかでは、やはり地域資源であります、平取のトマト、あるいはびらと

り牛だとか、新鮮な食がございますし、また、沙流川の流域には古からアイヌ

文化が栄えてきた。また、豊かな自然がございますので、これらの地域資源を

うまく活用しながら、町の活性化を図るために、交流人口の拡大、あるいは、

地域にある資源を６次化産業に向けていく取り組みというようなことで考えて

おりまして、その一環というようなかたちで、現在、アイヌ文化のかたちでは
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こういうかたちで進めさせていただいておりますので、いずれにしても、危惧

しているような、単年度の取り組みに終わらないようなかたちのなかで、目標

は、やはり若者が雇用できる創造というようなことがやはり大きな定住、人口

に歯止めをかけるということが大きな課題でございますので、こういったいろ

いろな取り組みを通じながら、町の活性化につなげてまいりたいということで

考えておりますので、これらをやりながら、また、次の今回３月８日に、伝統

的な工芸品が、国から指定を受けてですね、また、国の補助あるいは道の補助

もいただきながら、計画を策定いたしますので、そういったものにもつなげな

がら、目標とするところに近づけていきたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 

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

す。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第４、議案第２号平成２５年度平取町一般会計補

正予算第２号は原案どおり可決しました。 

本臨時会に付されました事件の審議状況を報告します。議案２件で、同意１件、

原案可決１件となっています。以上で全日程を終了しましたので、平成２５年

第６回平取町議会臨時会を閉会します。 

 

  

（閉 会 午前 ９時４５分） 
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 平成２５年第８回平取町議会臨時会 （開 会 午前９時３０分） 

 

議長 みなさん、おはようございます。ただいまより平成２５年第８回平取町議会臨

時会を開会します。ただちに本日の会議を開きます。本日の出席議員は１２名

で会議は成立いたします。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１

２２条の規定によって、５番貝澤議員と６番千葉議員を指名いたします。 

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、本日、議会

運営委員会を開催し、協議を行っておりますので、その結果を議会運営委員会

委員長より報告願います。８番山田議員。 

 

８番 

山田議員 

本日招集されました第８回町議会臨時会の議会運営等につきましては、本日開

催しております議会運営委員会において協議し、会期につきましては本日７月

１１日の１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１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１日間と決定いたしました。 

日程第３、議案第１号平成２５年度平取町一般会計補正予算第５号を議題とし

ます。提案理由の説明を求めます。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

議案第１号平成２５年度平取町一般会計補正予算第５号についてご説明申し上

げます。第１条、歳入歳出予算の補正でございますが、既定の歳入歳出予算の

総額に、それぞれ４億３９４０万円を追加いたしまして、予算の総額を６８億

３７３４万２千円とするものでございます。第２項におきましては、歳入歳出

予算の補正における款項の区分及び金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は

「第１表 歳入歳出予算補正」によることとしてございます。第２条、地方債

の変更は「第２表 地方債補正」によることとしてございます。それでは、事

項別明細の歳出からご説明申し上げますので、７ページをお開き願いたいと存

じます。３款１項４目福祉施設費４億３９４０万円の追加でございます。これ

は、平成２５年度当初予算に計上しておりましたびらとり温泉改築工事及び改

築に伴う備品購入費の増額分の補正となってございます。びらとり温泉の改築

工事に関しましては、現施設が建設されて３４年が経過いたしまして、老朽化

による多額のメンテナンス費用及び修繕料の増加が顕著となったことから、施

設のリニューアルに向けて、既に平成２２年度基本設計に着手いたしまして、

２３年度は温泉掘削、２４年度での詳細設計を経て、平成２５年度での完成を

目指し本体工事費及び関連経費を当初予算に計上してございました。しかし、
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この間の我が国の経済動向の推移、震災復興事業への労働力の集中などの影響

によりまして、資材、労務単価が高騰したこと、及び既に新たな施設の管理者

として契約を前提としております、いま当町が整備しようとする同様の温浴施

設等での健全な経営を維持できるノウハウを持った指定管理者との協議などに

よりまして、長期にわたる安定的な経営を可能とする、利用客の利便性の向上

と確実に計画どおりの来館者数を維持できる採算性を見据え、経営における平

取町の負担をより軽減すべく、施設の整備を目指したということによりまして、

当初計画に比べまして建物面積では宿泊棟の充実、機械設備室の増設等により、

当初１８６５平米が６６０平米ほど増えまして２５２６平米となり、また、構

造等では、宿泊棟の木造を鉄筋コンクリート造りへ、また、冷房等の設備をさ

らに充実を図ったということなどの要因によりまして、工事費が増加するとい

ったことになり、さらなる工事費抑制のためのさまざまな検討工夫なども考慮

した結果、１５節の工事請負費につきましては当初の５億８千万円に４億１９

４０万円を追加いたしまして、９億９９４０万円とさせていただくものでござ

います。１８節備品購入費は、前述いたしましたこれらの施設の規模、及び内

容等が決定したことによりまして、レストランの机いす、宿泊棟のベッド、事

務機器などの必要備品の数や内容の精査を図ったことにより確定した額となっ

てございまして、当初予算に２千万円を追加いたしまして、４千万円とさせて

いただくものでございます。歳出は以上です。次に歳入を説明いたしますので、

５ページをお開き願います。１８款１項２目１節沙流川ダム地域振興基金繰入

金１億４９００万円の追加でございます。これは、びらとり温泉改築事業の事

業費増加のための充当財源として、当該基金を取り崩すものでございます。次

に、１９款１項１目１節繰越金４０万円の追加でございます。今回の補正に伴

う一般財源は前年度繰越金を充当いたします。次のページをお開き願います。

２１款１項２目１節民生債２億９千万円の追加でございます。今回の事業費増

加に伴う起債を予定してございまして、起債の種類といたしましては、その元

利償還金の７０％が普通交付税の基準財政需要額に算入される、過疎対策事業

債を予定してございます。３ページにお戻り願います。第２表、地方債補正で

ございます。起債の目的は、老人福祉センターびらとり温泉の改築事業、限度

額を２億９千万円追加いたしまして、７億７７００万円とするものでございま

す。この結果、平成２５年度の一般会計での起債総額は１１億５１９０万円と

なってございます。起債の方法、利率、償還の方法はここに記載されている通

りでございます。以上、議案第１号平成２５年度一般会計補正予算第５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 これから質疑を行います。質疑はございませんか。７番松原議員。 

 

７番 

松原議員 

７番松原です。ちょっとお伺いしたいんですが、財政についてお伺いしたいと

思います。前回ですね、建設事業検討委員会というかたちで前回開いておりま
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して、そのなかでずっと検討してきたんですけども、予算が、改築の規模がか

わったということなんですけども、検討委員会のなかでは、あくまでも７億く

らいの予算で木造というかたちをとっておりますけども、このたびは鉄筋コン

クリートということになっておりますけども、そこら辺の増額というのはわか

りますけれども、その建設に関してですね、一般的にこれからこの増額した部

分について、町民に話ができるような資料ですね、がこれから提示されるもの

とは思いますけども、細かくですね、前回２４年度にリニューアルしたときに、

起債がいくらで償還が２０年なり３０何年までの償還とかってきちっと提示し

て我々検討委員会のなかに提示されたんですけども、このたびの、その償還だ

とかっていう、きちんとした内訳等をですね、これから提示されるのかお伺い

します。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 それでは私からお答えを申し上げたいと思います。ただいま松原議員のご質問

にありました、基本的には、この施設の面積が増になった一つの要因、それと

面積の増に伴う事業費の増になった要因、それとこの事業費の増になったこと

によるいわゆる財源の手当の内訳、それと償還の関係については、すべて議員

のご質問の通りですね、説明資料として提出をしたいというふうに思っており

ますので、ひとつよろしくお願いをしたいと思います。以上でございます。 

 

議長 ほかございますか。なければ、質疑を終了いたします。次に、討論を行います。

まず、原案に反対の発言を許します。８番山田議員。 

 

８番 

山田議員 

それでは、反対討論をさせていただきたいと思います。この度の補正予算の計

上につきましては、先日の８日の全員協議会にはじめて予算が計上され、さら

には、多額の金額であることにはさすがに驚いている１人でございます。さら

に、１日おいて今日の臨時会というはこびになることに大変違和感を感じてい

るものでございます。本来であれば、いままで十分な時間をとり、議会との討

議がなされ、さらには産業厚生常任委員会も開催されてしかるべきものと考え

ているところでございます。このような多額の金額を補正するということのな

かで、このような急急な全員協議会、そして産厚も開かない、そして今日の臨

時会というかたちをとるのは、私たち議会があまりにも軽くみられているので

はないかと、そのような気がしてならないものでございます。このことにつき

ましては、前回の指定管理のときにも同じようなことがございました。会社名

を指定して、もうこれでいきたいと。時間がありませんので期間がありません

のでという、まさに、今回のことと同じようなかたちをとったところでござい

ます。前回のときには、副町長のほうから、今後このようなかたちはとらない

ように、議会と十分協議して検討させていただきたいという謝罪がございまし
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た。今回も先日の８日のときの全員協議会におきましては、私同じことを副町

長に追及いたしまして、また、申し開きがございませんけれども、大変申しわ

けないという謝罪をいただきました。このことにつきましては院外処方のとき

も、そこまでのかたちではなかったのですけれども、似たようなかたち、そし

て今日で３回目ということで、この短期間においてこのような理事者側のやっ

ぱり不届きというのは、大変許しがたいものでございます。この、予算計上に

対しての金額にも驚きますけれども、このようなかたちのとり方で予算計上を

あげてしまうということに対しての当然の反対意見と私は考えるところでござ

います。これが一つといたしまして、さらには、長年といいますか９か月に及

ぶ検討委員会、さらには何回かの住民説明がいままでなされてきました。それ

もこれも、検討委員会で説明された中身、十分町民の方に理解していただきた

いということでかなりの反対意見もございました。そのなかで、住民説明をし、

我々もそれにゴーサインを出してきたところでございますけれども、いまとな

ってはすべてこれが無に帰したような感じでございます。これに関して今、松

原議員もおっしゃいましたとおり、住民説明どうするんですかということでご

ざいますけれども、議員の立場含めて、住民代表として出ている自分としても、

このことに関してはやはり、住民に対して十分な説明が必要ではないかと考え

ているところでございます。これが案件が通過しても、通過しなくてもですね、

私たちの反対の立場が通ったとしても賛成が通ったとしてもですね、どっちに

しろいつかはやはり町側としての説明は必要になってくるんではないかと考え

るところでございます。これが金額がいくらだからという、そういう言い方で

はございませんけれども、やはりこれを私が今言おうとしていることは、トー

タルとしてやっぱり理事者側のこういう予算計上及びこういう事業に関しての

議会に対する計上の仕方、そして住民に対するこの事業の計画の進め方がやは

り不十分でないかという気がしております。ここでもう一度、検討され、議会

との検討そして住民との説明も含めまして考え直していただき、再考していた

だくことを希望するところでございます。以上でございます。 

 

議長 次に、原案に賛成の発言を許します。６番千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

６番千葉。今、反対討論の山田議員のほうから出ましたけども、私なりの観点

で賛成討論を申し上げたいと思います。私は今回の一般会計、びらとり温泉改

築事業費補正予算につきまして、将来の平取町のあるべき姿、そして現状の財

政のシミュレーションなどを総合的な観点から、私なりの賛成討論を申し上げ

ておきたいと思います。今回は、確かに設計変更のたび重なる見直し、それか

ら、建物だけでも４億円を超える建設費の増額、そして、時間的な余裕のない

なか、自分としてもこの部分につきましては、不本意なかたちで議会に補正予

算提出なっていたところはですね、正直なところ、やはりなかなかうなずけな

いところもありました。賛成討論の本題に入る前にこの点につきましては、や
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はりいかなる理由があっても、今後の反省材料として理事者側は真摯に捉えて

いってほしいと思っております。しかしながら、いま一度、冷静に将来の平取

町のまちづくりを鑑みて、とらえてみるとき、平成２２年からスタートし、２

３年に掘削が終わり、昨年１年間空いて、今年度平成２５年度に建設というか

たちのなかで、相当、その間、所管の担当課、例えばまちづくり課とか産業課、

それから建設水道課もそうなんでしょうけども、かなりの人たちのご努力もあ

り、基本となるまず財源が確保できている、その内訳はいうまでもなく、事業

費の７０％が普通交付税に算入される優良起債であるということ。過疎対策事

業債でございます。それと、道のほうからも地域づくり交付金の関係、これを

合算しますと、９億円近い財源確保が可能となっていることが第一に、私は、

あげてよいのではないかなというふうに考えております。また現在の平取町の

財政状況を照らし合わせてみたときに、将来負担比率が０、実質マイナス１０

ポイント以下かなというふうに捉えてますけども、今年度当初の基金残高、合

計で約２５億３千万円を有していることなど、極めて健全な財政運営で推移を

してきたことがあります。おそらく、今回の事業費、補正を組まれても、本年

度末においては、２０億円強の基金残高がまだ確保される予想となっておりま

す。びらとり温泉の改築は老朽化のさらなる進行と時代にそぐわない設備、そ

して指定管理料、それから指定管理者のさまざまな諸問題があるということで、

川上町長２期目に向けた最重要課題の一つであったわけでございます。このこ

とは単なる温泉の施設を改修するということではなしに、町が長年培ってきま

したびらとりトマトを中心といたしました施設野菜類、それからびらとり和牛、

黒豚など、食材の提供の発信基地、そして何よりも学術的にも評価の高い平取

独自のアイヌ文化の振興発展など、北海道はもとより道外にも発信していく平

取町の核となる、大事な施設整備であると私は確信をいたしております。今後、

解決していかなければならないさまざまな問題点もまだ残っていることは確か

にあると思いますが、私は、貴重な１議席を得ている議員の１人として責任を

もって、今こそ大局的な判断、決断を示す議案案件だと思っております。どの

ような事業案も決定していく上で、無制限に時間があるわけではありません。

今回、理事者側も種々の不手際は私はあったとは思っておりますけども、おそ

らく、ふりだしに戻って万が一ですね、再検討となれば、財源の手当は現在の

工期を逃すこととなり、老朽化した現在のびらとり温泉は一体誰がどのような

方法で、運営していくというのでしょうか。また、新たに、指定管理を受けて

くれる会社が本当に存在するのか、そのことに対しては大いに疑問に思ってお

ります。運営方法や指定管理にとっておきのもし名案があるのであれば、私も

ぜひ教えていただきたいところでございます。そして私が最も懸念をしている

ことは、今回の事業のためにせっかく財源確保できているにもかかわらず、こ

のことを一蹴して今回の事業は中止、実施できないということになりましたと、

万が一あれば、平取町の今後の行政運営や新たに予定されている懸案事項、新

規事業に対しても少なからず財源確保等に大きな穴をあけ、支障をきたすこと
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は明白だと私は思っております。地方自治体も事業推進のために関係してくる

各省庁に対する信頼関係が重要だと私は考えております。国も道も限りある財

源のなかで、首長を筆頭に時間をかけて積み上げてきた行動力や営業努力の真

価が問われている時代だとも私は認識をしております。議員各位のみなさんは、

それぞれ町民の付託を受けて、この議場におりますので、この事業に対する考

え方もさまざまあって当然のことと思いますが、広義でいろいろと考えてみま

すと、やはり雇用の問題、交流人口の拡大、それから、先ほど申し上げました

アイヌ文化の振興など、定住・移住策にもすべて関連している事業が、今回の

びらとり温泉改修事業が一番大きく私はかかわっていると思われております。

私自身このびらとり温泉改修事業のために確保されている財源、事業費をいま

ここでリセットして０に戻す判断は、到底できません。先ほども申し上げまし

たが、大局的な、大所高所からの判断で、平取町の将来を考えて、各議員賛否

の決断を下すときだと私は今思っております。以上をもちまして私の賛成討論

にかえさせていただきます。 

 

議長 次に原案に反対の発言を許します。１番櫻井議員。 

 

１番 

櫻井議員 

１番櫻井です。それでは、福祉施設費１５節工事請負費４億１９４０万円と１

８節備品購入費２千万円の補正についての反対討論をさせていただきます。ま

ず、これまでのびらとり温泉問題については、先の議会及び全員協議会のなか

でも、山田議員や多くの議員からあったように町理事者の一連の進め方の不手

際から、議会を混迷させたということで、一度は、謝罪を求め、町もそれを認

めまして謝罪をしたにもかかわらず、またしても同じことを今回また繰り返し

たことに対しまして、正直、強い憤りを感じておることは先ほど山田議員がお

っしゃったように、私も感じ入っております。このことをまず真摯に受けとめ

られ、深く反省をしていただきますことをあえてこの場において申し上げてお

きたいと思います。それでは、本題に入りたいと思います。先の全員協議会に

おいて、本体工事費の当初予算５億８千万に対しまして、４億１９４０万円の

増の補正額が示されましたが、７割強の増額に、正直空いた口がふさがりませ

んでした。総事業費も当然のことながら、備品の増も合わせ１１億を超える約

４億４千万の増であります。そのうち、７億８千万円ほどが、過疎対策事業債

と確実に交付税算入される良質な借金とはいえ、特別交付税を含め、３０億円

以上ある交付税が、今後地方交付税全体が縮小されることは十分に予想される

なかで、この突発的な４億４千万と、後に出てきます水道会計６千万の合わせ

て約５億円は、財政運営、総合計画全体にも、大きな影響が出るのは必至であ

ります。スクラップアンドビルドが基本中の基本であるのは、総合計画のなか

でどんな一体事業を削減していくのか、この温泉事業費の増額４億４千万のた

めにどれだけの事業が削減されるのか。精査して精査してつくり上げてきた計

画を、本当にこの補正された温泉事業が、優先順位も含め上回るのか。いま、
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日本国中で、インフラ整備の改修補修に各自治体が頭を悩ませているこの時代

に、平取町もしかりで、今後計画されている特に上水道は耐用年数を既にはる

かに超え、事業費は２４億円となっておりますし、病院の改築にも１０数億円、

ナイター設備も公約にうたっていますし、公営住宅や庁舎を含む公共施設の改

修、改築も当然必要になってくるはずで、本当に、金がいくらあっても足りな

い状況になるのは明白で、なぜいま、この老人福祉施設の事業に、さらなる５

億円の巨額の投資が必要なのか、私には、理解できないのであります。住民の

声を十分に聞くために、１年あまりをかけた検討会、住民説明会において、５

億８千万の枠は断じて超えません、この枠で収めますと公言してきたあの町長

の言葉のもと、紆余曲折がありながらもここまできたのは一体何だったのか。

今回の温泉の施設事業費と水道会計合わせて、約５億円の増額は紛れもなく、

どう言い繕っても町民に対する裏切りだと私は思っております。到底私には、

住民の方々を納得させる言葉を持ち得ません。よって、今回の議案第１号平成

２５年度平取町一般会計補正予算については反対の立場をとらせていただきま

す。以上です。 

 

議長 次に原案に賛成の発言を許します。３番四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

賛成の立場として、発言させていただきます。詳しい中身につきましては、先

ほど千葉議員と考え方が重なりますので、除いて発言させていただきます。本

来であれば２５年度に二風谷温泉の改築事業は完成されていたことと思います

が、業者側の要望もあり、当初の設計を余儀なく変更しなくてはならなくなり、

今日に至ったことと思います。その間、議会また委員会におきまして、数回に

わたり、議論がとり行われてきました。今日、反対の意見を聞いて、私も同感

することが多々ありました。その点については、行政側も今後に向けて十分に

反省していただきたいと思います。どこの町村もそうでありますが、人口の減

少、財政の悪化、大変な時代を迎えています。６月の定例会でも私は質疑しま

したが、今、櫻井議員の話のなかにもありましたが、私たちの町においても、

かなり年数が経過した施設が数多くあります。過去には、道路等の整備、水道

の整備、施設等の改築と数多くの事業を行ってきました。その結果、平成１５

年頃には１００億近い起債を残しました。その後、行政の努力もありその起債

も現在では、半分近くなりました。これからは、人口の減少、町民の高齢化が

進んでいくと考えられます。町民あっての町です。二風谷温泉においても、町

民にとりましては、憩いの場所です。行政側も、十分に理解して、今後進めて

いっていただきたいと思います。この施設が老朽化のなかで、維持費も年々上

昇するなか、１日も早いリニューアルが求められていたところです。町民のみ

なさんの希望も十分に取り入れた内容で、町民のみなさんから喜ばれる施設と

なることを信じ、私の賛成の討論とさせていただきます。 
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議長 次に原案に反対の発言を許します。１０番平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

１０番平村です。びらとり温泉の老人福祉センター改築事業は、平取町にとっ

て一大プロジェクトであります。１年間かけて、検討委員会で話し合いし決定

して予算付けをしたのですが、このような５億円近い予算補正をされることは

大変なものであります。内容的には、山田議員と櫻井議員が数値的なことを言

いましたのでその辺は省略しますけれども、自治基本条例の情報共有の理念か

らも、十分な説明と理解を得てから事業実施を決断すべきだと考えます。指定

管理者からの経営収支計画も出されていませんなかで、今後の医療介護施設の

予定もありますなか、十分に考えて議会に出されるものであるなか、早急な案

を出されてきました。そのなかで、私たちは住民不在の行政になるのではない

かと懸念しております。私たち、ここで決議をして住民に賛成か反対かを採択

するようなことになりましたけれども、私たちはやはり住民あっての議会だと

思います。とても、ここで決断して、住民に責任をとることはできませんので、

もう少し、住民のなかに入れて説明をやってからこういう案を出してほしいと

思います。それで、この件につきましては、反対いたします。 

 

議長 次に原案に賛成の発言を許します。発言はございませんか。９番藤澤議員。 

 

９番 

藤澤議員 

９番藤澤。ただいま賛成、反対とお聞きをいたしましたが、どちらも非難され

るべく、内容のものではございません。町思うべく町民を思うべくして発言を

されていることには、どちらもかわりはないわけであります。みなさんおっし

ゃるとおり、私も、同じ言葉の重複を避けながら発言をしたいと思いますが、

まず第１に、この拙速な予算案の提出方についてはやはり一様に驚き、また金

額についても私個人的には約倍であったなと。しかしながら、私は常日ごろ町

長、課長とお話をさせていただいてますので、驚きをもって見入りながらも、

１日ぐらいで理解をいたしました。普通の、過去を語れば個人名に行きあたる

かもしれない、失礼なことも出るかもしれませんが、ＲＣ工法でなきゃだめだ

と、プロが言うわけでありますね。どうせやってもらうんだから自信を持って

積極的に事業を展開するんだと、町に貢献するんだと。町長はとにかく役場に

いない人であります。なぜかと申します。上京し、お役人に行き合ってお願い

をする。北海道に行って、特に担当課長諸々にお願いをする。先行先行で行っ

てますから、お役人もその努力に対して、英断、決断を振るってくれた。いわ

ゆる、早目早目にやってくれたから、こういう事態が私は想定されたと思いま

すよ。いわゆる北海道の予算のあり方についても、この懸案については、町長

さんたぶん早く出してくれないとこれおじゃんになりますよと、出してあげた

いと、事実上、住民への説明、あるいは議会にはこういう工法の変更がありま

すよという、案内は、産業厚生常任委員会にはありましたが、金額は提示はさ

れておりませんでした。まさにそういう意味では、議会全体にも鍛えていただ
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いたなあと、思うわけであります。さて、それでは、財政のことも先ほど数名

の方が言われておりました、平成１９年どなたかの町長さんが組まれた財政シ

ミュレーション、確か来年度には３億ぐらいしか残ってないはずであります。

２０数億ってさっき議員が、これだけ残ってますよと言っておりましたが、こ

の予算のない時代に積み増しもしている、そして事業においても、私の記憶の

残っているとこでは、光ファイバーの敷設というんですか、他町に先駆けて、

行う。あるいは、いま貫気別でも花火があがったように、あるいは振内ですば

らしい花壇ができたように、たくさんの事業が毎年五つも六つも、精力的に行

われている１％事業、保険税の減額、数え上げたら時間が足りませんので、こ

の辺でやめておきますが、これだけの積極的な事業運営をやりながら、財政の

健全を果たし、さらに飛躍をしようとしている町長に、私は、賛成どころか後

押しをしたい気持ちでいっぱいであります。建設すれば、３０年３５年もたせ

なければなりません。木造ではいまだめなんだという業界の話であります。ど

うか、我々町民、もちろん町民方の説明は、当然必要でありますが、この時間

のないこのときにですね、そういう、業者と町、国と町、道と町つまり、理事

者ですが、そのやりとりのはざまのなかで、こういう経過に至ったということ

もどうかご理解をいただいて、総出でですねアンビックス社を町内に迎えてで

すね、ともに栄えていきたいなと、私の賛成の討論でありますが、この頑張っ

ている理事者がちょっと説明不足だったということを叱責をいたしまして、賛

成討論といたします。 

 

議長 ほかに討論はございませんか。それではこれで討論を終わります。それでは、

採決を行います。本案について原案どおり決定することに賛成の方は挙手願い

ます。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第３、議案第１号平成２５年度平取町一般会計補

正予算第５号は原案どおり可決されました。 

日程第４、議案第２号平成２５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 

それでは議案第２号平成２５年度平取町簡易水道特別会計補正予算につきまし

てご説明申し上げますので、９ページをお開き願いたいと思います。議案第２

号平成２５年度平取町簡易水道特別会計補正予算第１号でありますが、第１条、

歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６

０４８万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億９９４４万

４千円とするものでございます。２項において歳入歳出予算の補正における款

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」によるものでございます。第２条、地方債の補正であ

りますが、地方債の追加は、「第２表 地方債補正」によるものでございます。
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それでは事項別明細書の歳出よりご説明申し上げますので１４ページをお開き

願います。３歳出２款１項２目建設改良費におきまして、６０４８万円を増額

し、合計額を１億２４２８万５千円にしようとするものでございまして、びら

とり温泉施設改築に伴う、飲料水等の安定供給のために、中部振内簡易水道施

設の配水地の増設と本管の延長敷設工事によるものでございます。１３節委託

料におきまして、６５１万円を増額するものでありまして、配水池の増設と本

管敷設工事の設計委託料でございます。１５節工事請負費につきまして、５３

９７万円を増額するものでありまして、配水池増設と本管敷設の工事費であり

ます。配水池増設工事につきましては、まず場所につきましては、二風谷ファ

ミリーランドの敷地内にあります、二風谷第一配水地、既存の現施設の貯水量

は１７０トンでございますが、それに対し、１５０トンの貯水タンクを増設す

るものでございまして、合計貯水量を３２０トンにするものでございます。配

水管敷設整備工事につきましては、温泉等の場所まで中部簡易水道の本管から

約２７５メートルを新たに敷設延長する工事でございます。それでは歳入につ

いてご説明申し上げますので１３ページをお開き願いたいと思います。２歳入

３款１項１目繰越金におきまして８万円を増額し、合計額を１０８万円にしよ

うとするものでございます。１節繰越金におきまして、８万円増額するもので

ありますが、歳出で申し上げました建設改良費の財源のうち起債以外の一般財

源を繰越金に求めたものでございます。下段でありますが６款１項１目簡易水

道事業債におきまして、６０４０万円を増額し、合計額を９７３０万円にしよ

うとするものでございます。１節簡易水道事業債におきまして、６０４０万円

を増額するものでありますが、歳出で申し上げました建設改良費の財源を起債

に求めたものでございます。次に、地方債補正についてご説明申し上げますの

で１１ページをお開き願います。第２表地方債補正につきましては、中部振内

簡易水道配水地増設事業を限度額を５４５０万円に、中部振内簡易水道配水管

整備事業で限度額を５９０万円とし、追加補正するものでございます。また地

方債についての現在高の見込みに関する調書につきましては、１５ページに掲

載しておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。以上で補正予算に

つきまして、ご説明申し上げましたが、ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

議長 説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はございませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは、採決を行います。本案について原案どおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第４、議案第２号平成２５年度平取町簡易水道特
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別会計補正予算第１号は原案のとおり可決しました。 

本臨時会に付されました事件の審議状況を報告します。議案２件で原案可決２

件となっております。以上で全日程を終了いたしましたので、平成２５年第８

回平取町議会臨時会を閉会します。ご苦労さまでございます。 

 

  

（閉 会 午前１０時１０分） 
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 平成２５年第９回平取町議会臨時会 （開 会 午前 ９時３０分） 

 

議長 おはようございます。ただいまより平成２５年第９回平取町議会臨時会を開会

いたします。ただちに本日の会議を開きます。本日の出席議員は１２名で会議

は成立します。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１

２２条の規定によって、７番松原議員と８番山田議員を指名します。 

日程第２、会期の決定を議題とします。このことにつきましては、昨日議会運

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 

本日召集されました第９回町議会臨時会の議会運営等につきましては、昨日開

催し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８月９日

１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１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１日間と決定いたしました。 

日程第３、諸般の報告を行います。監査委員より、平成２５年５月分及び６月

分の出納検査の結果報告書が提出されましたので、その報告書の写しをお手元

に配布しております。また、地方自治法第１９９条第７項の規定による財政援

助団体等の監査の結果報告書が提出されましたので、その報告書の写しをお手

元に配布しております。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番の要望経過報告について、申し上げたいと思います。まず最初に

要望項目、２３７号歩道等の整備促進、道道の整備促進、河川改修整備促進の

３点について要望してございます。要望先は、室蘭開発建設部長、室蘭建設管

理部長ほかでございます。要望月日は７月１９日であります。要望者は町長、

議長、副議長、市街地再開発特別委員であります。国道２３７号の主な要望に

ついては、小平、二風谷間の北島牧場様前、また荷負坂の線形改良について要

望したところでございます。さらには、荷負の国道２３７号から貫気別へ向か

う道道平取静内線への右折レーンについても、危険箇所のため、早期の改善に

ついて要望したところでございます。さらには振内市街地入り口の狭隘部につ

いても改良について要望してございます。次に北海道の胆振総合振興局の室蘭

建設管理部長には、主には道道平取静内線の貫気別橋を含めた市街地改良整備

の早期整備について、要望してございます。また、河川改修整備促進について
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は特に、貫気別川の河道掘削として、コタン橋上、下流にはかなり堆積し、河

床が高くなっておりますことから、豪雨災害等に備えて、昨年に引き続いて早

期に掘削をお願いをしたところでありますが、これらについては、８月中に掘

削をするとのことでございます。次に、要望項目、平成２６年度日高地方の総

合開発に関する提案・要望について、高規格幹線道路日高自動車道の早期完成

について、要望してございます。要望先は北海道知事、道議会議長、管内選出

道議会議員、北海道開発局長、室蘭開発建設部長、胆振総合振興局長、室蘭建

設管理部長ほかに要望してございます。要望月日は７月２５日から２６日の２

日間でございます。要望者は日高総合開発期成会として、町からは町長と議長

が参加をしてございます。要望項目の１点目の２６年度の日高地方の総合開発

に関する提案要望にかかわる平取町分については、主には沙流川総合開発事業

における平取ダムの早期完成と、国道、道道に関する整備、さらには、河川改

修整備促進に関する要望、そしてイオル再生事業などの要望をしてございます。

２点目の高規格幹線道路日高自動車道の早期建設についての要望については、

災害に強い交通ネットワークの形成のため、現在日高町の平賀から日高門別間

の５．８キロは既に供用を開始しているところでありますが、その先の浦河町

までの整備促進について要望してございます。次に要望項目、沙流川総合開発

事業における平取ダムの早期完成に関する要望。要望先については、道内の選

出国会議員、国土交通大臣・副大臣・政務官・事務次官、北海道局長ほかでご

ざいます。要望月日は７月３１日、要望者は、平取町は、町長、議長、副議長、

平取ダム建設促進期成会長、副会長と、日高町からは日高町長と議長の２町で

要望したところでございます。最後に要望項目については、２点目の要望項目

とかわりませんので、説明は省略いたしますが、３点目の強い馬づくりと軽種

馬経営の持続的発展に資する馬産地活性化として、競走馬の生産事業における

軽種馬生産基盤整備対策事業及び優良繁殖牝馬導入促進事業について必要な予

算枠の確保等について要望してございます。要望先は、中央要望として、道内

選出国会議員、関係省庁に要望してございます。要望月日は８月１日、要望者

は、日高総合開発期成会として、管内の町長とともに、要請をしております。

以上で要望経過報告を終わります。 

 

議長 以上で行政報告を終了します。 

日程第５、議案第１号平成２５年度平取町一般会計補正予算第６号を議題とし

ます。提案理由の説明を求めます。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

議案第１号平成２５年度平取町一般会計補正予算第６号についてご説明申し上

げます。歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額に、

それぞれ７２３万９千円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を６８億４

４５８万１千円とするものでございます。第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」
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によるものでございます。それでは、事項別明細の歳出からご説明申し上げま

すので６ページをお開き願います。２款１項９目企画費２１６万円の追加でご

ざいます。これは、地域のバイオマスを活用した産業化等を推進し、バイオマ

ス産業を軸とした、環境に優しく災害に強いまちづくりを目指すバイオマス産

業地域の構築を推進することを目的に実施するというものでございまして、平

取町の新エネルギーの施策としての指針となります平取町新エネルギービジョ

ンも、策定後５年を経過しているという状況でございまして、この間３．１１

の大震災以降、原子力発電施設の稼働制限等による我が国の再生可能エネルギ

ー政策の転換を余儀なくされていること、また、太陽光など再生可能エネルギ

ーによる電気の買い取り制度が発足するなど、これらをめぐる社会情勢、地域

情勢は大きく変化を求められているということでございます。このような情勢

のなか、平取町でも木質バイオマスなどを中心とした再生可能エネルギーの利

活用を図るための再検討を行い、改めて、中長期的な視点での地域のエネルギ

ー施策構想として、より具体的な方向性を示したいと考えているところでござ

います。今回これらの構想等の策定に当たりまして、農林水産省の地域バイオ

マス産業化推進事業補助金の申請をしていたところ、採択となったことから、

本制度を利用させていただいて、事業を行うための経費の補正をさせていただ

くものでございます。内訳といたしましては、８節報償費１２万６千円。これ

らの構想を検討するための委員会の設置のための謝礼７名分でございます。３

回の開催を予定してございます。９節の旅費４１万５千円は、委員会開催の費

用弁償１６万円と先進地視察及び職員の一般旅費２５万５千円となってござい

ます。１１節需用費１万９千円は、事務用消耗品１万５千円と会議のお茶代、

食糧費の４千円となってございます。１３節委託料１６０万円は、当該構想策

定のための事務的業務を外部委託するための経費となってございます。次に５

款１項２目農業振興費でございます。ここでは、実質的な予算の追加等はなく、

節間での予算の組み替えの補正となってございます。これは２４年度に引き続

き、有害獣侵入防止柵整備事業を当初予算に計上いたしまして、その実施を図

るべく作業を進めていたところでございます。今年度の主たる設置箇所であり

ます、河川地区への設置申請をする際、占用を審査許可する北海道から河川横

断図の添付を義務付けられたということによります、その横断図７１か所分の

作成を委託せざるを得なくなったということに伴う委託料１１０万円の追加で

ございます。また当初予算に計上した事業量を受益者等に改めて設置の意向等

を確認したところ、減少する見込みとなったことから、今回追加の委託料相当

額を工事請負費を減額して対応するといった内容になってございます。次のペ

ージでございます。９款４項４目文化財保護費３８８万５千円の追加でござい

ます。これは文化庁の新たな事業といたしまして、アイヌ語の保存、継承に必

要なアーカイブ化に関する調査研究事業が創設されまして、本年度におきまし

ては、千葉大学が受託することとなっております。調査研究に必要な、アイヌ

語の音声データが平取町には良好な保存状態で量的にも十分なものが存在する
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ということから、平取町が千葉大学の再委託先に指名をされたということで、

調査業務を支援、受託するための経費として追加補正するものでございます。

主な事業の内容は、アイヌ語音声資料の転写、これはカタカナ、ローマ字に変

換するという作業でございます。アイヌ語音声資料の和約、アイヌ語解釈に係

る注釈の作成などとなってございまして、経費の内訳といたしましては、８節

報償費２１０万４千円はアイヌ語音声転写和約、注釈作成に係る調査員７名へ

の謝礼となってございます。９節旅費４７万２千円のうち、１４万円は調査員

が札幌市などへの資料調査のための費用弁償となってございます。普通旅費３

３万２千円は、文化庁、千葉大学との連絡等に係る職員の旅費となってござい

ます。１１節需用費、消耗品５２万５千円は、作業用書籍、パソコン用消耗品

などの事務用品の購入費となってございます。１４節使用料及び賃借料４２万

円は作業用パソコン７台分のリース料となってございます。１８節備品購入費

３６万４千円は、収蔵音声のデータ保存に必要な再生デッキ等の購入費となっ

てございます。最後に、１０款２項１目林業施設災害復旧費１５節工事請負費

１１９万４千円の追加でございます。これは当初予算で計上しておりました、

奥地林道敷舎内線地すべり災害復旧工事の査定後における積算単価、労務賃金

及び各種重機使用単価のアップ等によります工事請負費の追加となってござい

ます。追加経費の９４．５％は国庫補助金が充当されるということになってご

ざいます。歳出は以上です。次に、歳入をご説明いたしますので４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、地域バ

イオマス産業化推進事業補助金２１６万円でございます。これは、地域バイオ

マス構想等の策定に係る経費に充当される国庫補助金で充当率は１００％とな

ってございます。次に１５款２項８目災害復旧費道補助金１節農林水産業施設

災害復旧費補助金１１３万８千円の追加は奥地林道敷舎内線地すべり災害復旧

工事の増加分に充当される補助金、充当率は９４．５％となってございます。

次のページ、１９款１項１目１節繰越金、前年度繰越金５万６千円でございま

すが、今回の補正に係る充当一般財源は前年度繰越金を充当してございます。

２０款５項１目２節雑入でございます。３８８万５千円はアイヌ語アーカイブ、

アーカイブとは保存資料という意味でございますが、これの調査研究事業委託

金、アイヌ語の保存、検証に必要なアーカイブ化に関する費用に充当される、

千葉大学からの再委託金となってございます。充当率は１００％となってござ

います。以上、議案第１号平成２５年度平取町一般会計補正予算第６号につい

てご説明申し上げましたので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長 これから質疑を行います。質疑はございませんか。８番山田議員。 

 

８番 

山田議員 

８番山田です。２款総務費９目の企画費のことでちょっとお聞きしたいと思い

ます。バイオマスということで新エネルギービジョンの関係のなかで再度こう

やって国、道の補助金を受けることになったわけでございまして、町側の持ち
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出しもなく当然ながら実行されていくのかなっていう気はしますし、大変良い

ことだという理解はしておりますけれども、前回、５年経過したというなかの

新エネルギービジョンのなかでいままでいろいろ委員会も、最初の新エネルギ

ービジョンをつくるための策定委員会、そしてそれを進めていくための推進委

員会、そしてそれがまた新たに今度、委員会をつくって、エネルギービジョン

の新たな考え方を示していくのかなという気はしておりますけども、当然なが

ら温泉の関係で木質バイオのほうも前回の新エネルギービジョンに則って進め

られてきたなかで、廃止になった件もございます。こうやって計画されていく

なかで、何か将来的に大きな構想があってこういう国、道の補助を受けてこの

申請をし、また新たに委員会をつくってやろうとしているのか、その辺考え方

があるのかどうかその辺お聞きします。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。先ほどの説明のなかにもですね、新エネルギービジョン

を示して５年が経過したというようなこともございまして、非常に社会的な情

勢ですとか、根本的に再生エネルギーに対する国の考え方も変化してきている

というような状況もありまして、エネルギービジョンのなかで進めてきた施設

の整備とか、そういうものも、いままで実績として残っているものもございま

すけれども、そういったなかで、代表的な施設として温泉施設もですね、木質

バイオマスのチップ化などが図れないかというようなものがビジョンのなかに

あったわけですけれども、それらも含めまして、今後さらに総体的に、例えば、

太陽光ですとか、木質をよりその具体的にどういう活用ができるかというよう

な議論をやっぱり、ここ、この時点で必要ではないかというようなことを痛切

に感じておりまして、一般質問にもあったとおり、見直しが必要ではないかと

いうようなこともありましたので、経常的な我々の事務の処理のなかで今年度

そういうものをやっていきたいということがございまして、たまたまこういっ

た制度が活用できるというようなこともありましたので、これらもですね、経

費の面では支援を受けながら、検討委員会としても、以前の推進委員会の踏襲

をできれば図りたいなと思っておりまして、引き続き、新エネルギービジョン

も尊重しながら、さらに、情勢の変化のなかで、平取町が目指すエネルギーの

構想といいましょうか、そういうものを目指していきたいと思っておりまして、

今回このような補正をさせていただくということになっておりまして、特にこ

ういった施設をどうこうするというものでは、いまのところありませんので、

全体的なそういった議論を、改めてやり直したいという考えで、補正をさせて

いただくものでございます。 

 

議長 山田議員。 

 



- 6 - 

８番 

山田議員 

前回の新エネルギービジョンに則って、温泉のところは廃止になったんですけ

ども、結局計画は綿密に練るんですけれども、そのあと、挫折して、いまのと

ころペレットストーブの補助金、太陽光発電の補助金など、若干、実行されて

いる経緯はございます。しかしながら計画倒れのないように、今後しっかりし

た進め方を進めていっていただきたいなと思っております。木質バイオチップ

のボイラーに関してもですね、一般質問をしたときには、町内のどれくらいの

木質が残渣というか、木材を切ったあとにどれだけの量が残って、そしてまた

各木工場のチップがどれだけの量供給してもらえるかなど、いろいろ検討しな

がら進めていきたいという返答をいただいたのを記憶してるんですけれども、

その報告すらないまま、中止になってしまったという経緯がございます。非常

に残念なことで、計画はするんですけども、途中で一番大きな事業がなくなっ

てしまうということがございましたので、その辺しっかりと考えた上で確実な、

計画実行していただくよう希望したいと思います。以上です。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

はい、今おっしゃられたことを念頭に置きまして、さらに供給体制とか、その

木質等の賦存量も改めて調査をさせていただいて、より現実性の高い構想等に

もっていければなと思っています。以上です。 

 

議長 ほか、９番藤澤議員。 

 

９番 

藤澤議員 

９番藤澤。６ページ。農業振興費で伺います。１３節の委託料、これについて

は、当然、設置後の諸々の情報集積等について、当然、行われるべき事業かと

思われますが、このいわゆるシカの横断路７１か所っていうところについては

具体的にどの部分どの部分という押さえ方をしているのか、そして、別次元の

質問しますと、設置当初のあのひどい壊れ方、そしていまなじんできたころで

あろういまの壊れ方、破損のされ方、壊され方ですね、その辺はどのような状

況になっているでしょうか。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えいたします。質問にありました河川の横断図７１か所の内訳でございま

すけれども、川向シラウ川が３か所、二風谷川２か所、額平川が１７か所、貫

気別川で７か所、沙流川で３１か所という箇所の横断図を作成するというよう

なかたちになってございまして、これにつきましては、開発で調査しましたレ

ーザー測量によります河川の横断の図面があるということで、それを業者のほ

うで使っていただいて横断図を作成するというような委託業務になりまして、

当初は７１か所とそのように多くの箇所を想定してなかったところでございま
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すけれども、河川の線形が変わった場所、１か所１か所で横断図を出していた

だきたいという道からの要請がありまして、それを全部トータルしますと７１

か所ということでありまして、自分たちで横断図作成をする時間等を考慮した

結果、委託業務にかけてすでにある図面等を使わせてもらうほうが一番有効と

いうようなことで、今回補正をさせていただいたところでございます。もう一

つの質問の当初のシカ柵を設置した際の破損の状況と、いま大分落ちついてき

た際の破損の状況ということでございますけれども、昨年、設置をしながらシ

カ等がぶつかって破損していたというのはかなりの箇所で報告がございまし

た。工事のさなかということで完成してない時期でございましたので、工事を

請け負っている会社等の責任で直しているような状況でございました。２月に

完成をしまして、その後の破損の状況でございますけれども、全くないという

ことではございませんけれども、開閉部、ドア等ですね、その部分の樹脂ネッ

ト等で作っている部分につきましては、雄ジカの角等が絡まってそのまま持っ

ていかれるですとかそういう部分の破損等が何箇所が報告をされておりまし

て、その部分につきましては業者のほうと話をして直したり、地区で直してい

ただいたりというような状況になっておりますけれども、箇所数については大

分落ちついてきたというような状況になっているというふうに聞いておりま

す。以上でございます。 

 

議長 藤澤議員。 

 

９番 

藤澤議員 

９番藤澤。それを踏まえてですね、まあ動物も学習をするということでござい

ますから、当然、年々減っていくのかなという話も聞いております。以前の会

議、議論のなかにですね、いまは河川関係のお話でしたが、道路の横断も相当

集約されてきたように皆さんも恐らく減ったなあという実感を持っていると思

いますが、最近まあわざわざ調べるために車を走らせたということではござい

ませんが、特に気をつけて、きょろきょろと自分なりに感じたところでは、荷

負から振内を臨む坂ですか、あすこまでにも３か所、シカが出没する場所があ

るんですね。この侵入柵の防止あるいはメンテナンスに絡めてですね、最終的

にこの辺が一番交通事故に出くわしやすいであろうという、以前に私は標識等

の希望を申し上げたわけですが、この補正に絡んでそういうことについては全

く考慮は今回は入ってないという解釈でよろしいでしょうか。 

 

議長 

 

産業課長 

 

 

 

産業課長。 

 

お答えいたします。今回の補正につきましてはその部分は入ってございません。

以前に質問でありました、国道等の横断について、いままでとは違った箇所で

横断してくるんじゃないかですとか、通れなくなったので一定の箇所でかなり

多くの数が横断するのではないかという質問がございまして、そのあとまちづ
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議長 

 

くり課とも話をしまして、日高道路のほうに話をしていま国道についておりま

すシカ等の侵入防止の柵ですね、それを現在ないところ、今後出てくるような

場所等について設置をしていただきたいという要請をしてきたところでござい

ます。今後もシカ等の出る場所等、情報を集めながら、町のほうでもそういう

事故がないようなかたちでの対応をしていきたいというふうに考えております

のでよろしくお願いしたいと思います。 

 

ほかございませんか。１０番平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

６ページの企画費のなかで先ほど山田議員も申し上げたのでほとんどダブって

いますので言いませんけれども、ちょっと追加でこの事業をどういうかたちで

地域活性化につなげていくのかその辺の全体の構想がなかなか私たちにもわか

らないのと、また、このバイオマス構想策定業務委託っていうのはどういう業

者に委託しながらやろうとしているのかその辺がなかなか、いろんな調査をし

てもその結果が地域活性化のなかになかなか結ばれていないんではないかとい

ういままでの経過もみまして、感じますので、その辺の具体的な、どのような

業者に委託してどういうことをやろうとするのかその辺の構想がなかなか見え

ないのとあとは、もし、下川町とかいろんな美幌とかでもこのバイオマスのあ

れをやっている事業の町村がたくさんあるんですけれども、そういうところを

町の職員が、もうちょっと勉強に行って、実際にきちっとそういうのを見たほ

うがかえってただ民間に委託して補助金もらうから、それで委託をしますとい

うことで、そこで途切れてしまうので、そういう計画はないのかちょっとお伺

いします。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

今回改めて、平取町の再生可能エネルギー等についての構想を考えていくとい

うようなことでございまして、新エネルギービジョンも、目的としては同じよ

うなことが言えるかと思いますけれども、やはり地域の振興という意味ではこ

ういった、本来、せっかく地元にあるエネルギーの素材みたいのを地元で使う

ことによって、そこにいろんな雇用ですとか、それからいろんなお金の流れが

できるといったことで、地域の振興が図れるのではないかというようなことが

やはり最大の、構想なり、ビジョンの目的ではないかというふうに思っており

ますので、その辺を主目的として、今回も構想を立てていきたいというふうに

考えてございます。どのような業者ということで、この辺エネルギーに関して、

特に詳しい委託業者、コンサル業者になりますけれども、それらを数社、指定

しまして、見積もり合わせ等で決定をしたいというふうに思っておりまして、

その選定に当たっても、やはりこういったことに非常に精通した、実績のある

業者を選定してまいりたいというふうに思っております。なかなかそういった
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結果が、皆さんに情報として開示されないというようなご質問でしたけれども、

委員会方式を採るということで、このようなことが議論されているというよう

なことも含めて、結果についても、もちろん議会にも、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し、極力、情報開示には努めてまいりたいと

いうふうに考えてございます。それから、下川町等の先進地を視察するという

ことで、非常に大事なことかなと思っておりまして、私も、下川には一度行っ

ていろんなお話を聞いてきたというようなこともありますので、そういった機

会も多く持ちながら、この構想を進める上で貴重な資料として、その辺も取り

込みながら、構想等に反映していければなというふうに考えてございます。以

上です。 

 

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

す。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第５、議案第１号平成２５年度平取町一般会計補

正予算第６号は原案のとおり可決しました。 

お諮りします。議案第２号工事請負契約の締結についてを日程に追加し、追加

日程第１として議題にしたいと思います。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、議案第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、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 

それでは議案第２号工事請負契約の締結についてご説明を申し上げたいと思い

ます。この工事につきましては８月８日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ございます。工事名は幹線林道ヌタップ線改良

工事でございます。工事場所につきましては、沙流郡平取町字川向１６４番地

１でございます。工事概要でございますが施工延長は９４メートル、切土工は

１０１０立方メートル、法面保護工１７９８．５平方メートルでございます。

路盤工一式につきましては路肩の芝張りでございます。標識工一式、これにつ

きましては、道路標識２本の敷設替えでございます。請負金額につきましては、

５０５０万５千円でございます。請負契約者は沙流郡平取町本町９６番地２、

株式会社渡辺工業、代表取締役渡辺研一でございます。工期は平成２５年１２

月２０日でございます。本工事における入札参加者は株式会社五十嵐工業、株
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式会社小林組、株式会社三和日成、日新建設株式会社、株式会社平村建設、株

式会社渡辺工業の６社でございます。落札率につきましては、９５．３％でご

ざいます。以上で工事請負契約の締結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、追加日程第１、議案第２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。 

お諮りします。議案第３号工事請負契約の締結についてを日程に追加し、追加

日程第２として議題にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。したがって、議案第３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、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 

それでは議案第３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８月８日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ございます。工事名はびらとり温泉改築工事でございます。

工事場所は沙流郡平取町字二風谷９２番地６であります。工事概要につきまし

ては鉄筋コンクリート造、地下１階・地上２階建、延べ面積２５２６．１６９

平方メートルでございます。請負金額につきましては、９億９９３７万９５０

０円でございます。請負契約者につきましては、岩倉・五十嵐特定建設工事共

同企業体でございます。代表者につきましては、苫小牧市木場町２丁目９番６

号、岩倉建設株式会社苫小牧本店、取締役本店長、岸田隆博、構成員につきま

しては、沙流郡平取町本町４４番地、株式会社五十嵐工業、代表取締役、五十

嵐千津雄でございます。工期につきましては、平成２６年３月３０日でござい

ます。なお、本工事における入札参加者は、岩倉・五十嵐特定建設工事共同企

業体、丸彦・渡辺・日新特定建設工事共同企業体、菱中・小林特定建設工事企

業体の３企業体でございます。入札につきましては２度の不落となりましたの

で、地方自治法施行令１６７条の２第１項第８号の規定によりまして、随意契

約といたしました。出資比率は５５対４５でございます。以上で工事請負契約
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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い

たします。 

 

議長 質疑を行います。質疑はございませんか。１番櫻井議員。 

 

１番 

櫻井議員 

１番櫻井です。今課長のほうから、２度の不落によって、随意契約となったと

伺いましたが、今回のこの契約に関しましては町側が膨大に膨らみました建設

費を無理して圧縮しすぎたためにおこった結果と十分に想定されますが、想定

以上の不利益を町に配慮した業者がこうむるんではないかと十分に心配される

んですが、その辺についてはどうお考えでしょうか。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

質問にお答えしたいと思います。今回の入札につきましては、２回の不落とい

うことで最終的には随意契約をいたしました。当町の予定価格につきまして、

入札額との差額は、金額にしまして２８２１万円の差異でございます。事業費

全体につきまして言いますと、％で言いますと、２．９％でございます。額的

に言いますと２３００万ということで、かなり大きな額に見受けられますけれ

ども、パーセンテージ的には、２．９％ということであれば、通常の落札率の

増減幅といいますか、総体的に２．９％の差異ということであれば、受託しま

した施工業者さんのほうに事業費的に利益等含めて、相当な被害をこうむると

いうことは考えられないかというふうに考えております。 

 

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

論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について、原案のとおり

決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、追加日程第２、議案第３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。 

本臨時会に付されました事件の審議状況を報告します。議案３件で原案可決３

件となっております。以上で全日程を終了しましたので、平成２５年第９回平

取町議会臨時会を閉会します。ご苦労さまでございました。 

 

  

（閉 会 午前１０時１４分） 
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 平成２５年第１１回平取町議会臨時会 （開 会 午前９時３２分） 

 

議長 みなさんおはようございます。ただいまより平成２５年第１１回平取町議会臨

時会を開会します。ただちに本日の会議を開きます。本日の出席議員は１１名

で会議は成立します。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１

２２条の規定によって、１１番安田議員と１番櫻井議員を指名します。 

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、本日、議会

運営委員会を開催し協議をしておりますので、その結果を議会運営委員会委員

長より報告願います。８番山田議員。 

 

８番 

山田議員 

８番山田です。本日招集されました第１１回町議会臨時会の議会運営等につき

ましては本日開催し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１１月２８日の１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１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１日間と決定しました。 

日程第３、諸般の報告を行います。監査委員より、平成２５年８月分及び９月

分、１０月分の出納検査の結果報告書が提出されましたので、その報告書の写

しをお手元に配布しております。また、地方自治法第１９９条第１項の規定に

よる、学校監査の結果報告書が提出されましたので、その報告書の写しをお手

元に配布しております。以上で諸般の報告を終わります。 

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 １の要望経過を報告いたします。要望項目、浦河赤十字病院の精神神経科存続

を求める緊急要望について。要望先は日本赤十字社北海道支部、道議会地元選

出議員、北海道保健福祉部長であります。要望月日は９月３０日、さらには同

じく１０月１日には上京をいたしまして、日本赤十字社長、道内選出国会議員、

厚生労働大臣・副大臣・政務官、厚生労働省社会・援護局長ほかでございます。

要望者は日高町村会として、管内の町長とともに緊急要望したものでございま

す。この内容については、さきの９月の町議会定例会におきまして浦河日赤病

院の精神神経科存続を求める決議案を議決しているところでありますが、浦河

町の浦河赤十字病院については、平成２６年３月末で精神神経科病棟を廃止す

る方針を表明したことを受けて、存続を求める緊急要望要請活動を実施したも

のでございます。日高管内７町が１９億円を上限とする高額な補助をしている

同病院の増改築事業完了前の唐突な廃止表明でございました。浦河日赤病院は
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地域センター病院、第２次救急医療機関、災害拠点病院として地域住民に安心

を与え、日高管内７万３千人を支える、重要な中核病院との位置づけからも、

精神疾患があり、身体合併症を持つ患者が増加しているなか、存続を強く要望

したものでございます。要望の結果につきましては、赤十字本社としては機関

決定していないということでございます。現段階では、廃止ありきではありま

せんけれども、先の見通しについての具体的な回答は示されなかったところで

ございます。次に要望項目、生活環境改善施設整備事業等予算の確保について、

アイヌ農林漁業対策事業予算の確保についての要望であります。要望先は道内

選出国会議員、国土交通省北海道局であります。要望月日は１１月２０日、要

望者は北海道アイヌ振興対策事業推進協議会として要望活動をしたところであ

ります。最初の生活環境改善施設整備事業としては、生活館、地区道路、下水

排水路などの生活改善事業、またアイヌ農林漁業対策事業は農林漁業の生活基

盤や近代化施設の整備補助事業について、平成２６年度予算の確保について要

望をしたところであります。特に平取町としての課題でございます、生活雑排

水の処理施設については、これまでこの生活環境改善施設整備事業の補助対象

事業として整備をしてきたところでございますが、しかし処理施設については、

年数が経過して、老朽化しており、隔年で改修整備をしているところでありま

すが、改修費については、補助対象外であり、多額の経費を要するため、補助

対象とするように北海道開発局長ほかに強く要請をしたところでございます。

次に要望項目、高規格幹線道路「日高自動車道」の整備促進について。要望先

は道内選出国会議員、国土交通大臣・副大臣・政務官、事務次官、国土交通省

北海道局長ほかでございます。要望月日は１１月２１日、要望者は日高総合開

発期成会として日高管内の町長とともに要望をしてございます。高規格幹線道

路日高自動車道につきましては、苫小牧東から浦河までの１２０キロのうち、

既に供用区間であります、苫小牧東から日高門別間４５．７キロを除く、未整

備区間７４．３キロメートルの整備促進について、平成２６年度の予算確保に

ついての要望を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 以上で行政報告を終了します。 

日程第５、議案第１号平成２５年度平取町一般会計補正予算第８号を議題とし

ます。提案理由の説明を求めます。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

議案第１号平成２５年度平取町一般会計補正予算第８号についてご説明申し上

げます。歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額に、

それぞれ４８０万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を６８億７７７

５万円とするものでございます。２項におきましては、補正の款項の区分、金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表の歳入歳出予算補正によるも

のでございます。それでは、事項別明細の歳出からご説明申し上げますので５

ページをお開き願います。３款１項１目社会福祉総務費２０節扶助費福祉灯油
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助成費４８０万円の追加でございます。これは、灯油価格の高騰によりまして

影響を受けます、低所得の高齢者、障がい者、ひとり親世帯に対しまして、冬

季暖房に必要な灯油価格の一部を助成するというものでございます。対象世帯

は町民税非課税世帯で、６５歳以上の高齢者世帯、障がい者世帯、１８歳まで

の児童を養育しておりますひとり親世帯となっておりまして、支給額は１世帯

１万円としてございます。支給予定世帯は４８０世帯ということで、高齢者世

帯４３２世帯、障がい者２４世帯、ひとり親２４世帯となってございます。次

に歳入を説明いたしますので、前のページにお戻りください。１５款２項２目

民生費道補助金１節社会福祉費補助金５０万円の追加でございます。これは、

今説明申し上げました、助成事業に充当される北海道地域づくり交付金、冬の

生活支援事業分となってございます。これは人口１万人未満の市町村におきま

しては、補助基本額１００万円となってございましてその２分の１が交付され

るものでございます。次に１９款１項１目１節繰越金、前年度繰越金４３０万

円の追加でございます。今回の補正に係る充当一般財源は前年度繰越金として

ございます。以上、議案第１号平成２５年度平取町一般会計補正予算第８号に

つきまして説明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 これから質疑を行います。質疑はございませんか。６番千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

６番千葉です。また例年のごとく福祉灯油の事業ということで補正を組まれた

わけでございますけども、ちょっと１、２点伺っておきたいことがございます。

我々いただいてる資料にも、日高管内各自治体の内訳も出ておるわけでござい

ますけども、今年は４８０世帯ということで例年より結構数が増えてきている

ということなんですけども、対象となっているすべての方々、いわゆる世帯全

員が６５歳以上の世帯、それから障がい者、それから重度障がい者が同居する

世帯、それから父または母親のいずれか、いわゆるひとり親世帯ですね、これ

はすべてあげると世帯数が、全世帯対象どのぐらいあって、実際に昨年、一昨

年あたりのデータをもとで結構ですけども、何割の方がこの申請に来て実際に

福祉灯油を入れて生活支援にあてたのか、その内訳を、特に知りたいのはどの

ぐらいの、何割の方がこれ申請に来てるのかなということの実績的なことです

けれども、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 

それでは、千葉議員のご質問にお答えを申し上げます。福祉灯油、平成２４年

度、昨年度の対象全世帯の数字でございますけれども、全部で５４５世帯、申

請率、支給率は７４．３％。支給世帯数が４０５世帯となってございます。以

上です。 
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議長 ６番千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

私も７０％台かなということで昨年もその前もそうだと思うんですけども、な

かにはですね、特に高齢者の６５歳以上という世帯、経済的な面もそうなんで

すけども、なかなか申請に行きにくいという声が正直私の周りでも聞かれてお

ります。それはなぜかというと、やはり一つそういうお年寄りの方とお話を聞

いていますと、やはりある程度のいわゆる収入もあるということも一つはある

んですけども、最も申請しづらい理由は何かと聞いたんですね。福祉灯油とい

うネーミングだそうですよ。いわゆるその、福祉灯油には間違いないんですけ

どね、これはもう、誰が見てもいわゆる生活の支援に充てていただくと、プラ

スにしてもらうということでの灯油なんですけども、そういった声が実は聞か

れて、なかなか窓口に行って申請しづらいというのが、やはりこの７４％であ

まりある２５％前後のですね、世帯の方、結構そういう方多いのかなというふ

うに思ってます。それともう一つは、やはり足の手段ですね、いわゆるその出

向いて行って申請、なかなかほかの人に頼んでとかっていうことにならないこ

となもんですから、なかなかその窓口に行きづらいという、そういった方も少

数ではありますが、おりますので、その辺のところですね、やはりもう少しこ

れがおそらく化石燃料、値上がりか横ばいになってもう値下がりするというこ

とは、僕はこれからあまりないというふうに思ってますので、今年はさておき、

来年度以降はそういったご意見も参考にしながらですね、せっかく受給資格が

あって、本当に入れたいんだよという人も申請に来られないということができ

るだけ少なくなるように、これは一つ工夫、努力をしていただきたいなという

ふうに思っておりますけども、その辺についてのご意見も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 

お答えを申し上げます。第１点目、福祉灯油のネーミングのことでございます。

生活保護の制度もそうでございますけれども、やはりその名前に、対象になっ

たとしても、申請されないという方が実際にいるというふうに聞いてございま

す。ですから、今後ですね、来年度以降、ネーミング及び、千葉議員ご指摘い

ただいた、足のこと、そのことも含めて今後内部で検討しながら、できるだけ

多くの方に申請に来ていただいて、できるだけ多く支給させていただけるよう

に努力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 ほかございませんか。１番櫻井議員。 

 

１番 

櫻井議員 

１番櫻井です。今、産業厚生常任委員会に提出されました資料に基づいて質問

するわけでありますが、この事業の目的はもう本当に町長の思いが、ここに表
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れておりますので理解はできるんですが、灯油価格の高騰という文言が入って

るんですけど、これ一体高騰というのが何を意味するのかね、一体いくらにな

ると、この福祉灯油を支給していくのかっていうのが、４番に実勢価格という

のはもちろん載ってるんですけど、これ、きまりとして、規定として明確な数

字っておそらくないと思うんですけど、そのあたりはどうなってるのか伺いた

いと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

櫻井議員のご質問にお答えを申し上げます。価格、灯油実勢価格の件でござい

ますけれども、実際その規定上いくら、何十円になれば支給するという受動的

な規定はありません。過去の状況を勘案しますと、ほぼ９０円を超える状態の

なかで支給をしているということでございます。各町の状況をご覧になってい

ただければわかると思いますが、例えば日高町につきましては、１００円、１

リットル１００円を超えれば実施をするという考え方の町もございます。平取

町といたしましては、その時々の灯油の実勢の価格あるいは過去の状況を総合

的に勘案いたしまして、実施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 １番櫻井議員。 

 

１番 

櫻井議員 

今答弁いただいたんですけど、９０円を超えると支給するというのももちろん

そうなんですけど、いくらになったらいくらを支給するということ自体も明確

になってませんよね。これ、だから時々の思いというか、そういうことが含ま

れて、たぶん価格の設定、今回も１月に比べて２千円増額になってますよね。

この辺のところをね、もう少し明確にというか、きちっと規程に９５円だった

らいくら支給しますよ、１００円なったらいくら支給しますよというみたいな

明確な数字を規定したほうが私はわかりやすいと思うんですけど。予算立てす

るときもおそらく楽だと思うんですよね。ちょっとこの支給の仕方というか、

あまりにもあいまいで納得いかないんですがその辺いかがでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

お答えをいたします。福祉灯油の金額、支給の金額につきましては、管内各町

の情勢も勘案をいたしまして、従来は決めていたという状況がございます。昨

年度８千円が今年はより高騰しているということで、１万円にした経緯の一つ

には平取町におきましては生活保護世帯も支給対象世帯にしているということ

から、収入認定の関係で昨年度８千円が上限でございましたが、本年はそれが

上がりまして１万円まで大丈夫だということで、今回１万円にしている状況が
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あります。ほかの生活保護等の収入が認定されて減少するというようなほかの

要素もございます関係から、当初からいくらになればいくらということで、規

程をできない状態もございました。ただ貴重な櫻井議員のご意見ですので、そ

のことも考慮しながら今後内部で検討させていただきたいというふうに考えて

ございます。以上です。 

 

議長 ほかございませんか。１０番平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

１０番平村です。今千葉議員の質問にもありましたけれども、やはり対象世帯

が５４５世帯もありながら、７４．３％の人しか支給されてないっていうこと

で、やはりもう少し追跡調査というか、親切に個別にやれる方法はないのかそ

の辺がもうちょっと親切にやらないと、ただ週報では何回かのってましたけれ

ども、ひとり世帯とか高齢者世帯の人はなかなかその分がわからないでいたり、

あとちょっと知ってる方では入院していて、２月ぐらいまで入院していて、３

月ぐらいに入って、もうもらえないかと思ったよ、とかという方もいらっしゃ

いましたので、その辺のもちょっと親切にせっかく該当者が５４５世帯もあり

ながら、４０５世帯ということではせっかく町でいろいろこういうふうにやっ

てらっしゃるのにもうちょっとその辺の個人的ないろいろプライベートな部分

もありまして、個別にできないというようなことは言われたんですけれども、

何か良い方法でもうちょっと周知徹底してあげたらもっと親切ではないかと思

うんですけどその辺いかがでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

平村議員のご質問にお答えを申し上げます。対象者に対する周知につきまして

は、産業厚生常任委員会の際にも申し上げましたが、個人情報保護法によりま

して、事前に対象者全員に通知をさせていただくことができないという事情が

ございます。しかしながら、今平村議員がご指摘のように、７５％残り２５％

という事実があるというご指摘でございます。まちだよりには、１２月の上旬、

６日から３月の下旬に至るまで、毎回月２回、毎回必ず掲載させていただくこ

ととしております。この２５％をできるだけ１００％に近づけるように、努力

をしてまいりたいと思いますが、先ほど千葉議員の話もありましたように、名

前、ネーミングの部分もあり、なかなか全員が申請していただけるというよう

な状況にはない、これは私どもの町以外管内各町も同じような状況と聞いてお

りますけれども、という状況がありますが、平村議員ご指摘のような、そうい

うお気持ち、大変重要なことだというふうに考えてございますので、できるだ

け、１００％近づけるようなかたちで努力させていただきたいというふうに考

えてございますのでご理解いただきたいと思います。以上です。 

 



- 7 - 

議長 ほかございますか。なければ、これで質疑を終了します。次に討論を行います。

反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第５、議案第１号平成２５年度平取町一般会計補

正予算第８号は原案のとおり可決しました。 

本臨時会に付されました事件の審議状況を報告します。議案１件で原案可決１

件となっております。以上で全日程を終了しましたので、平成２５年第１１回

平取町議会臨時会を閉会します。ご苦労様でございました。 

 

  

（閉 会 午前９時５９分） 

 


