
- 1 - 

 平成２５年第７回平取町議会定例会 （開 会 午前 ９時２９分） 

 

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

ますので、会議をはじめたいと思います。 

ただいまより、平成２５年第７回平取町議会定例会を開会します。ただちに本

日の会議を開きます。本日の出席議員は１２名で会議は成立します。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１

２２条の規定によって、３番四戸議員と４番松澤議員を指名します。 

日程第２、会期の決定を議題とします。このことにつきましては、６月１４日

に議会運営委員会を開催し協議をしておりますので、その結果を議会運営委員

会委員長より報告願います。８番山田議員。 

 

８番 

山田議員 

本日招集されました第７回町議会定例会の議会運営等につきましては、６月１

４日開催されております議会運営委員会において協議し、会期については本日

６月２０日から明日６月２１日までの２日間とすることで意見の一致をみてお

りますので、議長よりお諮り願います。 

 

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

会期は本日から明日６月２１日までの２日間とすることにご異議ございません

か。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、会期は本日から明日６月２１日までの２日間と

決定しました。 

日程第３、諸般の報告を行います。監査委員より平成２５年４月分の出納検査

結果報告があり、その写しをお手元に配布しておきましたので、ご了承願いま

す。次に、日高西部消防組合議会、平取町外２町衛生施設組合議会、胆振東部

日高西部衛生組合議会に関する報告があり、その写しを、お手元に配布してお

きましたので、ご了承願います。次に、郵送による陳情及び閉会中の諸事業に

ついて、配布資料のとおりご報告いたします。以上で諸般の報告を終了します。

日程第４、行政報告を行います。１．要望経過報告について。町長。 

 

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

設事業の早期完成について、国道２３７号線歩道等の整備促進について、道道

の整備促進について、平取養護学校施設の改修について、アイヌの伝統的生活

空間（イオル）の整備についての５項目について要望してございます。要望先

は、自由民主党北海道第九区選挙区支部移動政調会であります。国会議員は堀

井学衆議院議員、道議会議員は藤沢道議会議員ほかでございます。要望月日は

６月１日、要望者は町長、議長、産業厚生常任委員長、総務文教常任委員長ほ

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

れ、本年度は約３３億７千万円の大幅な予算措置がされているところでござい

ます。しかしながら、最近における異常気象により大規模な災害が全国各地で

発生をしておりますので、１日も早いダムの完成に向けての要望をしてござい

ます。次に、国道２３７号線歩道等の整備促進につきましては、この国道につ

きましては、道東と道央を抜ける産業道路として、年々、車両も大型化してご

ざいますので、危険な状況にございます。全町で必要な歩道の設置、また、交

通事故が多発している局部箇所の改修について、強く要望しております。道道

の整備促進につきましては、特に宿志別停車場線の桂峠の整備促進とともに、

平取静内線の貫気別市街地等橋梁整備促進について要望したところでございま

す。この路線は平取ダム工事での骨材運搬車両の往来が予想されますので、先

行して整備されるように要望をしてございます。次に、平取養護学校の施設整

備につきましては、特に、寄宿舎については小中学部の仕様となってございま

すので、高等部の生徒も現在は入所しているため、非常に、不便をきたしてご

ざいますので、改修についての要望をしたところでございます。最後にアイヌ

の伝統的生活空間（イオル）の整備については、継続しての予算措置について

の要望をしてございます。以上で要望経過報告を終わります。 

 

議長 ２．平取町教育行政に関する報告について。教育長。 

 

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

報告を申し上げます。まず学校教育についてであります。１点目の体罰の実態

把握調査結果についてでありますが、このことにつきましては、３月定例議会

において調査の概要等についてご説明申し上げたところでありますが、６月５

日付けの新聞各紙で報道がありましたとおり、その結果が公表されましたので、

平取町における実態についてご報告いたします。本調査につきましては、文部

科学省が実施したものとなりますが、平成２４年度に発生した体罰に関し、道

内札幌市を除く道立及び市町村立の小学校、中学校及び高等学校等の教職員並

びに生徒保護者を対象として、体罰が行われた場面、体罰の態様、被害の状況

等についてアンケートを取ったものとなっております。道内における体罰とし

て認知されたものは、このたびの第二次調査を含め、平成２４年度において、

合わせて９０件となっております。このうち平取町における体罰として認知し

た件数は０件でありましたが、町内小中学校に関するアンケート調査の内容等

につきましてご説明申し上げたいと思います。町内小中学校合わせて７校の全

児童、保護者並びに教職員を対象に、体罰の有無について調査を行ったところ

でありますが、小学校においては、体罰を受けたことがある体罰を見たこと聞

いたことがある、とした回答があわせて５件ありました。中学校にありまして

は同じく体罰を受けたことがある、体罰を見たこと聞いたことがあるとした回

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

とがある、見たことがあるとする回答の内容といたしましては、長時間廊下に

立たされた、こめかみをぐりぐりされた、身体的特徴を授業中に何度も言われ

た、授業中腰のあたりを平手で叩いた、サッカーのまねごとのごとく足を蹴っ

た、部活動中平手で叩いた、などとなっておりました。教育委員会といたしま

してはこれら回答のありましたすべての事案につきまして、教育委員会職員に

よる児童生徒及び保護者並びに関係教職員から直接個々に事情聴取を行うなか

で、その事実確認作業を実施したところであります。その事実確認によりまし

てはアンケート回答書に基づき、体罰があったとされる当時の状況等をつぶさ

に聞き取りを行ったところでありますが、その事実確認をすべて終え、体罰に

該当するか否かについて、教育委員会として、最終的に判断を行ったところで

あります。その結果においては冒頭申し上げましたとおり、町内各学校におい

ては体罰に該当する事案はないものとしているところでありますが、児童生徒

が叩かれた、蹴られた、こめかみをぐりぐりされた、身体的特徴を何度も言わ

れた、長時間廊下に立たされたといった事実は、いずれも程度としては軽く、

肉体的苦痛を与えたことには至っていないものであり、またこれら行為は、指

導の範囲内での行為と認め、体罰には該当しないものとして北海道教育委員会

に対し報告をしたところであります。なお教職員自ら体罰として報告を行いま

した事案につきましては、児童が授業時間において、集中することなく、他の

子どもたちへ迷惑をかける行動を取り続けていたため、廊下へ引きずり出し、

立たせた行為でありました。廊下に立たせ、その間、指導等を行わずいわゆる

放置した状態を長時間続けることは、体罰として認知しなければならないもの

となってまいりますが、今回の事案につきましては、時間も短く、また、立た

せた間は注意指導も行っており、放置状態ではないことから、体罰には認知し

ないことでの判断を行ったところであります。また体罰には該当しないものと

して判断したことにつきましては、当該児童生徒並びに保護者に対しましても、

改めて説明を行うなかで、それぞれ理解を得たものとなっております。いずれ

にいたしましてもいかなる理由においても肉体的苦痛を与える行為そのものを

今後とも、根絶する上において、学校内における連絡体制の確立を十分図って

まいる所存であります。また事案発生時にありましては、児童生徒の相談しや

すい環境づくりとあわせて、教師への信頼感を損なうことなく、児童生徒との

より良い人間関係の構築に努めてまいりたいと考えております。続いて２点目

の平成２５年度全国学力・学習状況調査の実施についてでありますが、去る４

月２４日、町内の小中学校７校において、例年実施しております全国学力・学

習状況調査が行われました。今年度は、従来の調査方法であります抽出方式か

ら数年に一度、きめ細かい調査を行う悉皆方式に変わりまして、国が全国すべ

ての小中学校を対象に調査を実施し、集計、分析、公表するはこびとなってお

ります。調査の概要といたしまして、中学校第６学年、中学校第３学年の全児

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

かに、国は今年度これまでの調査結果を踏まえ、経年変化分析や経済的な面も

含めた、教育格差を把握するための調査等を抽出方式により新たに追加調査す

ることとなりました。平取町におきましては、保護者を対象としたアンケート

調査が、町内で１校抽出され、６月上旬に実施されたところであります。なお

国及び北海道から調査の結果が公表され次第、内容等を分析し、各学校におけ

る児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てるとともに、議会

に対しましてもご報告をさせていただきたいと考えております。次に３点目の

平成２４年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果及び平成２５年度調査

の実施についてであります。昨年６月に国から全国体力・運動能力、運動習慣

等調査の抽出対象校として、町内の小学校１校が抽出され、調査を実施し、本

年３月末に全国平均及び北海道平均とあわせて公表されたところであります。

調査の概要は、小学校第５学年を対象に、体育の授業のなかで８種目、これは

握力、上体起こし、反復横とび、５０メートル走などの実技調査と児童生徒に

対する運動習慣、生活習慣等に関する調査となっております。平取町の結果に

おける態様について申し上げますと、男子は北海道の平均を上回るぐらい身体

が大きく、体型的にも標準に位置するとともに、運動能力的にも平均以上に優

れておりました。また日常の生活習慣におきましても、総合的にスポーツが大

好きで、積極かつ活発な子どもであるという状況になっております。一方女子

は北海道平均と比較し、身長は同じくらいでありますが、体重は上回る状況と

なっており、全体的に肥満傾向となっております。運動能力につきましても８

種目中、７種目で大きく北海道平均から離されている現状にあり、どちらかと

いうと、運動があまり得意ではない部類に属する結果となりました。普段の生

活習慣におきましてもあまりスポーツに興味関心がなく、日常的にどちらかと

いうと、運動するより家でテレビを見たり、睡眠をよくとるほうで体を発散さ

せない傾向となっております。以上の調査結果を踏まえ、町教育委員会といた

しましては、各学校の創意工夫に基づき、体力づくりの取り組みを一層行うよ

う指導してまいりたいと考えております。また平成２５年度調査の実施につい

て、この５月末に通知があったところでございます。今年度の調査につきまし

ては、従来の抽出方式から悉皆方式となり、すべての小中学校を対象とするこ

とになりました。調査対象となります児童生徒につきましては、これまでどお

り、小学校調査が第５学年、中学校調査が第２学年となっております。平取町

におきましてはすべての学校に調査依頼をするなかで、７月末までに小学校５

校５２名、中学校２校３２名を対象として、各学校で取り組む予定となってい

るところであります。続いて４点目の子ども教育委員会の実施結果についてで

ありますが、去る４月２７日、町教育委員会主催によります、平取町子ども教

育委員会を中央公民館において開催をいたしました。町内の７小中学校から児

童生徒の代表者各３名、計２１名が参加し、教育委員及び教育委員会職員と町

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

一人一人事業を通して交流していく姿を見ておりますと、児童生徒が一堂に会

する機会があまりないことから、今後におきましても、事業の目的に沿って、

また学校の理解と協力を得るなかで、創意工夫を図りながら継続してまいりた

いと考えております。また今回子どもたちが一生懸命に話し合いを行い、考え

た多くの意見要望等につきましては、教育委員会事務局において改めて精査を

行い、今後の教育行政に十分反映させてまいりたいと考えております。続いて

５点目の平取高等学校振興支援協議会の設立についてであります。このことに

つきましては３月定例議会における予算審査特別委員会での質疑において、平

取高等学校にかかわる生徒確保対策を検討していく上で、新たな組織体制を構

築していくことについてご答弁申し上げたところでありますが、この度正式に

協議会を設置することでの要綱等を定めたところでありますので、その概要等

についてご説明申し上げます。ご承知の通り、平取高等学校につきましては、

静内高等学校の地域キャンパス校として、１学年１間口４０人定員をもって運

営されているとこでありますが、児童生徒数の減少並びに進路志向の多様化な

ど町内小中学校卒業者の平取高等学校への進学率が年々低下するとともに、町

外からの生徒につきましても一定数を確保することは今後においても困難な状

況が予想されるところであります。このことにおきましてこの平取町から高校

をなくさないという強い意志のもとで、地域ぐるみで存続させていくための検

討組織体制へと移行させていくものといたしまして、これまでの平取高校の未

来を創る会を発展的に解消を図り、新たな検討の場とする平取高等学校振興支

援協議会を設置したところであります。平取高校の未来を創る会にありまして

は、学校ＰＴＡ関係者を中心とした組織でありましたが、これを平取高校が地

域からなくなることにより、当町の地域振興、経済を含め、多大な影響を及ぼ

すことについて深く町民すべてが認識するなかで、町民全体で生徒確保、学校

存続を検討する会議の場にしようとするものであります。本組織につきまして

は、その委員について、町議会をはじめ、農業協同組合、商工会、建設協会、

沙流川森林組合、アイヌ協会平取支部、社会福祉協議会、自治振興会、さらに

はＰＴＡ連合会、校長会、教頭会、合わせて１９団体並びに学識経験者、一般

公募委員若干名を含めた、３１名程度による組織編成とするものであります。

この新たな組織による事業といたしましては、町民の英知と団結を結集するな

かで、平取高等学校の振興と生徒確保を目指すために、大きく４点について展

開を図るものとしております。その一つといたしましては、学校のイメージア

ップへの支援に関すること。２点目として、生徒の教育環境の充実と向上に関

すること。３点目に小規模ゆえの学校運営への支援に関すること。４点目に、

町民への存続意識の喚起及び啓蒙活動に関すること。以上４点が本会における

事業内容となっておりますが、現在各団体からの委員推薦を受けるとともに、

一般公募委員について受け付けを行っておりますので、全委員がそろい次第第

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

と考えておりますので、町議会をはじめ、町民各位に対し、特段のご理解とご

協力を改めてお願い申し上げる次第であります。続いて６点目の教育懇談会の

実施についてでありますが、教育行政全般にわたる懇談を去る４月２５日に振

内中学校ＰＴＡ役員、６月６日に振内小学校ＰＴＡ役員会とそれぞれ実施いた

しましたが、学校施設整備の充実並びに学校統合に関することにつきまして意

見交換を行わせていただきました。続きまして社会教育事業についてご報告申

し上げます。平取町民大学の開設についてでありますが、平成２５年度教育行

政執行方針においてもご説明申し上げてまいりましたが、このたび開設にあた

り、町民大学設置要綱並びに運営要綱等を定めるなかで町民に対しいつでもど

こでもだれでもが、楽しく、そして幅広い知識等を習得していただくことを目

的といたしまして、今年度からの開校に向けて整備したところであります。既

に６月１４日付けのまちだよりの折り込みにて町民大学学生募集及び予定講座

等について、ご覧をいただいていることとは存じますが、学生定員は３０名と

して、本年度は１０回程度の講座を計画しております。多分野に及ぶ講座を開

設するものといたしまして、その分野における専門家に講師として努めていた

だくものとしておりますので、ぜひ町民皆さまにおかれましては、ご入学いた

だければ幸いと考えておりますので、入学手続き方についてよろしくご配意下

さいますようお願いを申し上げたいと思います。以上本年３月定例議会以降に

おけます諸般の教育行政にかかわる報告とさせていただきます。 

 

議長 以上で行政報告を終了します。 

日程第５、一般質問を行います。各議員からの質問事項につきましては、お手

元に配布したとおりであります。この順序により指名します。４番松澤議員を

指名します。４番松澤議員。 

 

４番 

松澤議員 

４番松澤です。先に通告しておりました、道立苫小牧病院の廃止に係る町の対

応について質問させていただきます。道立苫小牧病院は、本年３月に策定され

た「新・北海道病院事業改革プラン」において、平成２５年度をめどに東胆振、

日高地区における結核医療及び呼吸器疾患に対する医療の機能の確保を図った

上で廃止するとされました。本町において肺疾患により、専門的な道立苫小牧

病院を利用する方は、一定数いると思われますが、廃止により住民にどのよう

な影響が及ぶのか、また、道による道立病院廃止について、町の考えと道への

対応をどのように行ってきたのか伺います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

それでは松澤議員のご質問にお答えをいたします。東胆振、日高地域で唯一、

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

成２４年８月８日、道は、道立病院の今後の運営について、地元市町村から意

見を聞くことを目的に道立病院にかかわる連絡会議を苫小牧で開催し、東胆振

及び日高地域の各市町村の担当者が出席をいたしました。その際に、私のほう

から、平取町には結核及び呼吸器科疾患に対応する専門的医療機関が存在しな

いため、道立病院の存在意義は大きく、道は、さらなる経営健全化を進めるこ

とによって、同病院が今後も存続し、継続して医療を提供するよう求める内容

の意見を述べました。次に昨年、平成２４年１２月１８日、北海道保健福祉部

道立病院室の参事が、町の保健福祉課を訪れまして、その際、道側から道立苫

小牧病院は、平成２３年度決算状況で、単年度純損益が６億１８００万円の赤

字、累積欠損金が６６億３７００万円の赤字に達し、経営状況は極めて厳しく、

今後も改善の見通しが立たない状況であることから、現在、同病院を廃止する

方向で検討しているとの説明がありました。これに対しまして、私のほうから、

平取町としては、８月の会議の際にも申し上げたように、現に診療を受けてい

る、町民に与える影響が避けられないことから、呼吸器疾患に苦しむ患者のた

めに、道は、公的医療サービスを安定的に提供する責任を果たす観点で、今後

とも継続して診療を続けるよう努力願いたいとの要請を行いました。続きまし

て、本年１月２１日に同じ道立病院の参事が役場を訪れまして、川上町長に対

し、道は道立苫小牧病院を廃止する方針である旨、正式に表明がありました。

これに対して、川上町長は、医療サービスの低下による町民生活への悪影響を

懸念する立場から町長として、道立苫小牧病院の廃止に対しては反対であり、

道は地方を重視したいとする知事の考え方に沿って、廃止の方針を見直すよう

求めるとの申し入れを行っております。次に、本年、５月１６日、同じ道立病

院の参事がふたたび、町の保健福祉課を訪れまして、その際に、道立苫小牧病

院は、結核患者数が減少していることなどを踏まえ、平成２５年度末をめどに

東胆振、日高地域における結核医療及び呼吸器疾患に対する医療の機能の確保

を図った上で、廃止するとの内容を含む、新・北海道病院事業改革プランを作

成し、道が道立苫小牧病院を廃止する方針を固めた旨の説明がありました。こ

の際におきましても私のほうから道立病院で廃止の方針が出されているのは、

苫小牧病院だけであり、町としては、本年１月、川上町長が道に申し入れした

ように、廃止には反対であるとともに、その方針を見直すよう求める考えに変

わりはないとの意見を伝えたところであります。以上が、道立苫小牧病院の廃

止に関する昨年から現在までの道の考え方と、これに対する町の対応の経緯に

関する概要でございますが、この間、町は現に利用している、患者、町民のこ

とを考慮し、本件に関し、一貫してこれに反対する姿勢を示してまいりました

が、大幅な経営赤字を背負った道の姿勢に変化はないというのが、現在までの

状況であります。以上です。 

 

議長 松澤議員。 
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４番 

松澤議員 

ただいまの説明で、住民の影響を考えての町の対応と考え方がよくわかりまし

た。ありがとうございます。現在各地域において医師不足が大きな問題となっ

ていますが、今回の道立苫小牧病院の廃止に伴い、東胆振、日高地域における

結核医療については、苫小牧私立病院において結核患者の一時受け入れに必要

な、陰圧空調設備等を要する病床を必要数整備する、また、呼吸器疾患の患者

については、苫小牧市立病院及び王子総合病院を中心とした地域の医療機関に

おいて対応し、道として呼吸器科医師の確保について支援を行うこととしてい

ます。そのことにより、中心的な受け入れ先となる苫小牧市内の病院の医師の

確保が必要不可欠となっていくと思われます。先日、新ひだか町のバーチャル

総合病院構想の説明を聞く機会がありましたが、町内に多くの病院と診療所が

存在している町なので、病院間連携システムの整備等を行っていけば、専門的

分野もあわせ持つ一つの医療機関圏として機能していくことも可能でしょう

が、平取町は専門医療に関し、循環器内科、皮膚科、物忘れ外来などの導入等

改善に努めてきていますが、多くは苫小牧市に依存している状況なので、苫小

牧市の医療に関する情報は、我が町にとってはとても重要なことと思います。

住民に不安を与えることなく、かつ、不利益を生じさせないよう、呼吸器疾患

患者の受け入れ病院における医師の確保と道が講じようとしている対策が確実

になされることが求められていますが、町として受け入れ病院が所在する苫小

牧市の負担にならないためと、これからの北海道全体の医療の充実を図るため、

道に対し、万全な対策の確実な実行を求めて、要請するべきと考えますが、そ

れはお考えだと思っています。先ほどの説明もわかりましたが。その見解をも

う一度伺いたいのと、また、現在、道立苫小牧病院に通院している町民ついて、

平取町国民健康保険病院での対応等を何か考えていらっしゃるのか伺います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

道のスケジュールといたしましては、道立苫小牧病院を廃止する条例案を、今

後開催される道議会に提出をし可決された場合に、正式に決定するとの見通し

を示した上で、医療の機能確保の面では、道立苫小牧病院の廃止に当たっては、

苫小牧市立病院と王子総合病院の二つの総合病院、並びに、札幌市内にある、

結核の専門病院と十分に連携をしながら、今後の対応について、患者に支障が

出ないよう万全を尽くすとしております。具体的には、道立苫小牧病院の入院

及び外来患者一人一人に対し転院、紹介を含め、きめ細かく対応するほか、地

域の各病院や、市町村等の関係機関並びに、道民に対して積極的な情報提供を

行い、混乱を招かないよう、十分な対策をとるとの説明がありました。また、

一般の呼吸器疾患の患者は王子と市立で対応出来ますが、道立苫小牧病院が廃

止された場合、東胆振、日高地域に結核の入院病床が存在しなくなるため、結

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

院に転院できない重症患者については、苫小牧市立病院にある陰圧空調設備、

空気が外に漏れない設備のある、病院に入院させるなど、道として必要な措置

を講ずるといたしております。なお、道立苫小牧病院における平取町の患者数

は、平成２４年度年間実績実人員で入院が３名、外来が８８名となっておりま

す。現在、平取町からの入院患者は０ということでございます。松澤議員ご質

問のように、町としては、今後、道立苫小牧病院の廃止が正式に決定された場

合には、道が廃止の条件として示した、結核医療及び呼吸器疾患に対する医療

の機能確保対策と患者対応に万全を尽くすとする対策の着実な実行を、道に求

めてまいりたいというふうに考えてございます。また、道立苫小牧病院が現実

に廃止されたとすれば、議員ご指摘のとおり、市立と王子の両病院にかかる負

担は重くなるものと予想されますが、これについて、道は、北海道大学医学部

に対し、この二つの病院に医師を派遣するよう要請するとともに、二つの病院

とも道立苫小牧病院が廃止された場合の、患者数と入院外来収益の増加を見込

むことにより、呼吸器科の医師をそれぞれ１名ずつ増員をして、現在の２名か

ら３名の体制にする予定であるとの説明を道から受けております。道立苫小牧

病院へ通院している町民に対する、町国保病院での対応等につきましては、副

町長からお答えをいたします。以上です。 

 

議長 副町長。 

 

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

す。ただいま大西課長から、るる細かいご説明がございましたとおり、道がた

だいま入院してる患者あるいはその通院している患者に、今話されたとおりの

対応をすれば平取から通院している患者についても、大きな、混乱はないのか

なというふうには思っております。ただし、もし通院してる患者さんがどうし

ても町立病院で診療を受けたいと、いうようなご希望される方がいれば、当然、

道立苫小牧病院との打ち合わせ・連携が必要になってまいりますけれども、そ

れらの連携のなかで受け入れが町立病院として可能であれば、受け入れるよう、

患者さんの希望に沿ったかたちで対応をしてまいりたいというふうに思ってお

ります。ただ残念ながら、町立病院には呼吸器科専門の医師はおりませんので、

なかなか希望する患者さんがいるかどうかというのは今後状況をみながら対応

したいなというふうに思っております。いずれにしましても、今後の道の対応

が苫小牧市立病院、そして王子総合病院の医療関係機関の受け入れがどういう

かたちで進んでいくのか、これらについても十分状況を見きわめながら町立病

院の対応をさらに検討してまいりたいというふうに思っております。以上です。 

 

議長 よろしいですか。松澤議員。 
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４番 

松澤議員 

聞き漏らしたかもしれませんのでもう一度。そういうことで道に対して万全な

対策の確実な実行を求めて要請していくというお気持ちといいますか、そうし

て下さるということはどうなんでしょうか。要請していただけるんでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

町といたしましては、道立苫小牧病院が廃止されるということが決定された場

合におきましては、道が廃止の条件として示した万全な対策を尽くすとするこ

との着実な実行を道に求めてまいりたいというふうに考えてございます。 

 

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

指名します。四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

３番四戸です。質問事項にあります２問について。１点目は老朽化した公共施

設の改修計画、２点目については、本町市街地の商店の整備について、質問し

ていきたいと思います。町内の各種の公共の施設は、建設された後、かなりの

年数が経過しております。いま、町立病院をはじめ、過渡期にきた施設が、数

多くございます。今年度は、びらとり温泉の改築がはじまり、また、平成２７

年度には、国保病院の改築に向けた実施設計がはじまります。その後、国保病

院の改築へと進んでいくものと考えられますが、過去において、平取町は道路

や河川の整備、水道の整備、施設の建設など、数多くの大型事業を行ってきま

した。生活環境や、町民の生活の大きな向上が図られてきましたが、しかしな

がら、その一方で多額の起債残高を抱えて、国の三位一体の改革とあわせ、財

政的に大変な時代も、経験してまいりました。現在、町は健全な財政運営のも

と、起債残高も年々減少してまいりました。今後数多くある古くなった公共施

設を改築していくとなると、また過去のような多額の起債残高を抱えることに

なると思われます。今話したような、状況が考え得ることから２点に分けて、

質問していきます。まず、新たな起債について伺います。昭和４５年から４次

にわたり、議員立法として過疎法が制定され、私たちの町も上下水道や、先ほ

ど言いました道路や河川の整備、公共施設の改築などが整備され、一定の成果

を上げてまいりました。過疎の地域は、人口の減少と高齢化に直面し、町にお

いてもさまざまな問題が生じております。実効性のある対策を切れ目なく講じ

る必要から、平成２２年に法の期限を平成２８年３月まで６年間延長されまし

た。さらに、東日本大震災により過疎対策事業の遅れから、平成２４年に法の

期限を平成３３年３月まで５年間再延長されました。町の事業の多くは、過疎

計画によって過疎対策事業債を主な財源とし、今後事業を展開していくものと

思われます。これらを踏まえ、この過疎債は、どの程度が普通交付税の需用額

として算入されるのか、また今後の資金計画において、財政の健全化が図られ

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

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

四戸議員の質問に対し、お答えさせていただきます。質問にありました過疎債

充当事業ということでございますが、もとより、平取町が計画しています投資

的事業等の実施につきましては、可能な限り国や道の補助金、他の財源等をで

すね、充当いたしまして、残りの平取町の負担分につきましては、過疎対策事

業債などの借入をおこないますが、元利償還金の一部が交付税に算入される、

いわば良質起債を積極的に活用して財源の確保をしてきたという状況です。今

後、そのような方向で、財源の確保へと考えていまして、ご質問にあった、過

疎債、いわゆる良質起債のなかでも事業の充当メニューも非常に多様だという

こともございます。そのうえ、元利償還金の７０％が基準財政需要額に算入す

るというようなものになっていまして、今後こういった老朽化等に伴う事業の

実施にあたっては、いわゆるハード事業、もしくはソフト事業などにこの総体

的な、財政運営における公債費の状況なども勘案しながら可能な限りでの充当

を図りたいと考えてございます。現在、平成２３年度末で、町債の元金残高で

ございますが、これは一般会計で５７億４千万円あまりございます。そのうち、

こういった過疎債などの良質起債を積極的に利用してきた経緯もありまして、

そのうち６５％の約３７億円程度は、その償還分が交付税の基準財政需用額に

算入される額になっています。財政の健全化を示す各種財政指標でありますけ

ども、以前もお示ししましたとおり、実質公債費比率ですけども、これは起債

の償還がいかに財政運営に影響を与えるかというひとつの財政指標であります

けども、これが２３年度決算で１１．８％となってございまして、健全化基準

が２５％ですから数値の上では大きく下回って健全化の状態にあるというふう

に言えると思います。それから、将来にわたっての負担比率がどうなっている

かということで、これは当町におきましては、２３年度の決算ベースでは０％

ということで、数値の上では、良好な数値ということが言えようかと思います。

この数字も現時点での総合計画等の事業ベースで推移した場合においても、総

合計画の最終年度であります、平成２７年は実質公債費比率が５．８％、将来

負担比率についても０％となる見通しでございます。今後第６次の総合計画に

て実施予定されております、大型事業などを計上するにあたっても、さらによ

り的確な財政状況の見通しですとか、健全化の方向性を基本としました、事業

計画、財政運営の構築が求められると考えてございます。以上です。 

 

議長 

 

３番 

四戸議員 

四戸議員。 

 

課長の答弁のなかで過疎債の返還７０％とそれが普通交付税で返ってくるとい

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

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

 

そのような考えで７０％算入されることとなっています。 

 

議長 ３番四戸議員 

 

３番 

四戸議員 

先ほども質問のなかで言いましたけども、結局ですね、施設の要するに資金源

といいますか、お金はやっぱり過疎債、まあすべてが過疎債じゃないんですけ

ども、それが基本となっていくなということで過疎債について伺いました。２

点目として、これから先、人口の増加があまり多く望めないなか、５年先さら

には１０年先を考えた場合、町の古くなった施設を今後どのような、財政計画

を立てて改築していこうと考えているのか、この点について伺いたいと思いま

す。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

先ほど申し上げたとおり今後もこのような事業については、第５次後期及び、

これからの第６次の総合計画にそれぞれ位置づけをして、財政計画とともにそ

の整備にあたるということになろうかと考えます。なかでも、こういう老朽化

施設については、それぞれの施設の老朽化の度合いですとか、それからその施

設の現在の使用頻度、今後、地域での位置づけですとか、さらには、それを廃

止することでの代替措置とのコスト比較も含めて検討するということになろう

かと考えてございまして、そこで新たな施設を建てるか廃止するか、もしくは

その補強改修などを行うかなどの判断、それから、当然財政計画に沿った、整

備の準備をしながら実施、対応しなければと考えています。それも、第６次の

総合計画のなかで、議会をはじめとした町民の議論のなかで、検討していくも

のと考えてございます。以上です。 

 

議長 四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

これからやっぱり、過去のような起債を残したくないという思いで、今課長に

質問いたしました。２８年度にまた新たな計画が始まるわけですから、そうい

うことも踏まえて、考えてしっかりした計画をつくっていってほしいと思いま

す。３点目にですね、本町市街地の整備について伺いたいと思います。３点目

としてはですね、本町の市街地について伺います。現在においてはあまり雇用

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

のが大変だという声がいまあちらこちらから聞かれます。さらにはですね、後

継者がなく店も古くなりましたから、あと、２年、３年先には店をやめるとい

う寂しい声も聞かれています。これから数年先、現在も空き地もでてまいりま

したが、空き地、さらには空き店舗が出てくると考えられます。町としてはど

のような考え方で、今後どのような市街地づくりを考えているのか伺いたいと

思います。 

 

議長 産業課長。 

 

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

５１５人ということで、前回の国勢調査、平成２２年の１０月１日になります

けれども、その際５５９６人でありましたので２年半ほどで８１人の減少とな

っております。３月下旬に出されました新聞報道によると、人口の将来推計に

おきましては、２０２５年度では、平取町の人口が４３６３人、２０４０年で

は３１９４人になるのではないかというような衝撃的な数字が出されていたと

ころでございます。答えとしましてですね、対応として町長も答えておりまし

たけども、農業分野における新規参入の方の導入、またアイヌ文化等を活用し

た交流人口ですとか新たな職場の開拓ですとかそういうもので、その数字は何

ぼか押さえていきたいというような答えをしているところでございますけれど

も、いずれにしましても、衝撃的な数字でございました。また平取町の商工会

の会員数につきましても今年４月で全体で１７７会員、本町では９８会員とい

うふうになっているということでございます。これにつきましても平成１９年

の４月では全体で１９３会員、本町では１０５会員だったということでそれと

比較しましても町全体で１６会員、本町で７会員の減少というようなことにな

っております。今後の見通しとしましても大変厳しい状況にあるというふうに

考えております。平取町としましても、商工業の振興策としまして、子育て支

援を目的としてタイアップしました、金券発行事業を平成２１年度から実施し

ており成果を上げているところでございます。また平成２２年度より継続して

支援してきております、プレミアつき地域商品券の発行事業につきましても地

元購買と町民の生活支援に大きく貢献をしているところでございます。その他

中小企業者の運転資金または設備資金等の特別融資制度などの活用を促進し、

経営の近代化と経営基盤の強化のための支援をしてきているところでございま

す。しかしながら人口減少による購買力の低下も明らかであるため、町の人口

減少を少しでも穏やかなものにするために、施策を実施してきているところで

ございます。農業関係につきましては新規就農者の受け入れを計画的に実施を

しておりますし、後継者対策としてさまざまな方法を検討協議しているところ

でございます。また移住・定住のための施策や平取町活性化協議会を立ち上げ、

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

まして、交流人口の拡大を図りながら、観光資源を増やすための施策事業も展

開しているところでございます。議員指摘のとおり本町市街地の商店について

は高齢化が進んでおりまして、後継者がいないところについては、今後ですね、

廃業となる可能性は大きいものと考えているところでございます。平取町商工

会もこの現状には危機感を持っておりまして対応策などについて今後協議され

ていくことと思いますし、平成２０年から実施されました空き店舗対策事業な

ども、その一つでございました。今後は平取町として、商工会とも連携を密に

しながら、将来のあるべき姿について、情報共有、共通認識を持ちながら、で

きる支援についてしていくというようなことで考えておりますのでよろしくお

願いしたいと思います。以上です。 

 

議長 四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

答弁はよく分かりました。私の質問のなかで言った、多分これから先、空き地、

まあもうできていますが、特に本町市街地内の都橋から上って言いますか下っ

ていうのか、向こうのほうにおいては、既にもう２～３か所空き地ができて、

本当に、町の市街地としては、今は道々に格下げなりましてから歩道も、日高

管内で唯一歩道もなく、そういうふうに商店街も閉鎖されていきますと本当に

寂しい町になるなというふうに私なりに考えております。そこでですね、先ほ

ども質疑していましたけども、これからいろいろ計画されると思いますが、施

設が今過渡期に来ておりますので、そういうものも踏まえながら、今後計画さ

れてはいかがと思いますが、その辺についてはどう考えてるのか伺いたいと思

います。 

 

議長 産業課長。 

 

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

しては平成２０年度から商工会が中心なりまして、空き店舗を使って人の集ま

るような施設等ということで実施をしてきたところでございます。その事業に

つきましても、建物が撤去されるということで、その後、実施はしてないよう

なかたちになっておりますけれども、今後そのような空き店舗等が出てきた際

には、人が集まる施設ももちろんですけれども、継続して実施していくに当た

っては何かしらの収益が上がるようなことをやっていかないとなかなか継続は

難しいというふうに思うんですよね。人が集まるということでなかに職員、対

応する人の賃金ですとかそういう部分で金額がかかってきますし、そういうも

のも補ったり少しでもそこで収益を上げながら、継続的に実施をしていけるよ

うなかたちの施設等も今後検討されていくようなかたちが望ましいんじゃない

かというふうに考えております。商工会のほうともお話をしましたけれどもな



- 15 - 

かなか後継者対策、店舗については、現在営業している関係でですね、１０年

後２０年後にどうしますかという話もなかなかデリケートな部分があって、難

しいというふうに聞いているところでございます。いずれにしても近い将来、

そういう問題が多く出てくるということですので、平取町の商工会につきまし

ても内部で検討もされていくことと思いますし、町としましても、先ほど言っ

たとおり、商工会と連携しながら情報を共有しながら対応していきたい、議員

指摘の公共施設等も含めた対応について検討していきたいというふうに考えて

おりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

ありがとうございました。今ですね、この質問事項２点について、担当課長さ

んから答弁をいただきまして、それなりに考え方はわかりましたけれども、最

後の質問になりますが、町のトップであります町長は、今の質問事項について、

これから先どう考えているのか伺って私の質疑を終わりたいと思います。 

 

議長 町長。 

 

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

いと思います。一つは、公共施設の老朽化への対応の関係でございますが、皆

さんもご承知のとおり、平取町は行政区域が広く、大きくは、本町、振内、貫

気別に分かれまして、公共施設がそれぞれ整備されておりますことから、非常

に行政コストが他の町よりかかっている状況にございます。そのようななかで

公共施設の多くが老朽化して更新時期に来ておりますことは事実でございま

す。先ほど来、まちづくり課長、そして産業課長のほうからの答弁と重なる部

分もございますが、さらにつけ加えるとしたらですね、どうしても建てかえが

必要な公共施設については可能であれば、複合的な施設として、将来のランニ

ングコストを下げることが望ましいというふうに考えておりますし、また、特

定財源については、当然ながら、国、道の補助金等を有効に活用しながら、そ

の裏負担については、良質な起債をしながら、健全な財政運営につなげていく

べきだというふうに考えてございます。いずれにしても、今後、第６次の総合

計画の１０か年計画の策定が始まりますので、財政状況の見通し、あるいは健

全性を踏まえまして、これから議会、あるいは町民の皆さんとも協議をしてま

いりたいというふうに考えているところでございます。次に財政的な観点でご

ざいますが、先ほどの担当課長のほうから申されたように、町の財政について

は平成２４年度で、一般会計の町債の元金残高については、５７億円、そのう

ち、６５％の３７億円程度が交付税算入されるということで、これについては、

毎年の交付税に元利償還する、過疎債の元利の７０％が算入されるものでござ

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

たことで維持できるだろうということでございます。いずれにしても、町は健

全財政を維持してございます。しかし、ただ借金をしたら悪いということでは

なくてですね、借金をしても、財産が残ることになりまして、町民サービスの

向上にもつながるということでございます。これまで平成１４年度、当時の小

泉内閣の骨太方針に伴ってですね、三位一体改革によりまして、平取町も大幅

に交付税が削減をされて、大変な状況になっていた矢先に平成１５年８月、そ

して平成１８年の未曾有の大災害が発生をいたしまして、約１００億を超える

被害が発生をしました。そのとき、やはり感じたのは、これらピンチをチャン

スに変える大切な時期だなというふうに考えまして、大規模な、行財政改革を

町民の皆さん、そして議会の皆さんのご理解をいただきながら、進めまして、

乗り越えながら、今日の財政健全化が構築をされているところでございます。

これらの経験を踏まえながら、健全財政を維持しながら、しっかりと町政運営

をしてまいりたいというふうに思っておりますので、ご理解を願いたいという

ふうに考えてございます。次に本町市街地も含めたまちづくりの関係でござい

ますが、平取町はこれから人口が減少して、超高齢化社会を迎えようとしてい

まして、いま、まちは、先ほどご指摘のとおり、空き地、あるいは空き店舗な

どが出てまいりまして非常に薄く広がりまして、車でなければ生活しにくい拡

散型の構造となってきてございます。超高齢化社会を迎えるなかで、高齢者も

含めた多くの人たちが暮らしやすいまちにするためには、できるだけ拡散して

いくことに歯止めをかけることに留意していくべきだというふうに考えてござ

います。町民の皆さんが役場に来たついでに買い物をしたり、あるいは銀行に

立ち寄るような、そういった生活環境をつくるなど、さまざまな機能がコンパ

クトに集積し、アクセスしやすいまちづくりを進めることが将来的には大事な

ことかなというふうに考えてございます。従いまして、コンパクトなまちづく

りは将来を見据えて、地権者、あるいは商業者、民間企業など多くの関係者が

関与しているためですね、これは、地域の協力なしでは、実現できないものと

いうふうに考えてございますので、そのためには、将来的なビジョンをしっか

りと立てながら、その実現のための戦略を官民で共有しながら、取り組むこと

が重要というふうに考えておりますので、以上申し上げまして、答弁に代えさ

せていただきます。 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

四戸議員の質問は終了いたします。休憩します。 

 

（休 憩 午前１０時３９分） 

（再 開 午前１０時５４分） 

 

再開します。１０番、平村議員。 
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１０番 

平村議員 

１０番平村です。先に通告しております緑化の推進計画について、景観づくり

と地域活性化に向けてという視点で質問をいたします。近年では、環境意識の

高まりから、社会貢献活動として、温暖化対策の一つでありますカーボン・オ

フセットに取り組む企業が増えています。当町でも、最近の事例として、昨年

３月にホームセンター大手のホーマックと森林整備支援協定が結ばれ、昨年７

月にホーマック二風谷の森の植樹祭が二風谷ファミリーランドで行われていま

す。さて、当町で例年実施しています、植樹祭グリーンフェスティバルは、み

どり豊かな自然環境を未来の人々に残すため、各地域を対象に植樹祭を計画、

実施されているものと理解をいたしております。今日は、今後の緑化推進にか

かわって、次の諸点について具体的にお伺いします。１点目は、平取町みどり

豊かな環境保全条例で良好な生活環境づくりのため、緑化の推進に関する計画

を作成しなければならないと定められています。例年実施されている植樹祭は、

緑化計画に基づいて計画実施されてきているのでしょうか、まず基本的な点に

ついてお伺いいたします。 

 

議長 

 

産業課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

産業課長。 

 

それではお答えいたします。質問にありました植樹祭の関係でございますけれ

ども、例年実施をしております、植樹祭グリーンフェスティバルにつきまして

は、みどり豊かな環境保全条例の第２０条に緑化の推進、第２１条に公共施設

等の緑化というような条項がございまして、その趣旨と、平取町の森林経営計

画、以前につきましては森林施業計画と呼ばれておりましたけれども、それに

より植樹祭を定期的に計画的に実施をしてきております。また自治会やその他

の団体等が公共性のある植樹を行う際の樹木の提供を行っております、緑化木

の配布につきましてもこの条例等に基づいて行っているところでございます。 

 

平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

これまでの植樹祭のあり方について、評価する必要があるのではないかと思い

ます。また、植樹祭は緑化の目標のもとに計画・実施することは基本になって

いるんですけれども、環境審議会に携わって植樹祭の計画について審議会の意

見等を聞いたことがあるのでしょうか。また、せっかく立派な条例があります

ので、審議会の意見を聞いて計画づくりをやっているのかどうかお伺いしたい

と思います。 

 

議長 産業課長。 

 

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

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

まして、そのなかにおきまして会場ですとか、どういう樹木を植えていくとい

うことを計画しながらやっているような状況になっております。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

この間もフェスティバルに参加してそういう協議会のなかで皆さんでやってい

るということはわかっているんですけれども、その審議会の方たちも全員が参

加して任命されているのかどうか、その辺もちょっとお聞きしたいのと、２点

目は、これまで生活環境と景観づくりの観点から、住民参加のなかで、植樹を

されてきたと思います。植栽後の育成管理をどのようにされているのか、その

状況をわかる範囲でお聞きしたいと思います。私もわかる範囲で議員になって

から植樹祭を実施した場所を見て歩いたんですけれども、なかなか管理がなさ

れていなくて枯れている部分が特に多かったように見うけられますので、その

辺の植栽後の管理をどのようにやっていらっしゃるか、ちょっとお聞ききした

いと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お答えいたします。植樹祭で植栽した後の育成状況と管理の関係でございます

けれども、平成２１年度につきましてはニセウエコランドにおきましてエゾヤ

マザクラなどを１００本植樹しております。平成２２年には旧豊糠小中学校で

これもエゾヤマザクラなどを５６本、平成２３年には旧荷負小学校にドウダン

ツツジ他を５７本、昨年につきましては二風谷ファミリーランドにおきまして、

ファイターズ応援の森ということで、バットの原材料になるアオダモ２６６本、

植栽しております。仁世宇・豊糠につきましてはかなりの鹿の食害に遭ってお

りまして、地元自治会と協議をしながら、先ほど言った緑化木の提供などをし

ながら、管理をしていただいて補植管理してもらっているところでございます。

被害についてはかなり甚大でございます。荷負につきましては、現在のところ

順調に生育しているところでございます。昨年、植樹祭を行いました二風谷フ

ァミリーランドにつきましては、当初からかなりシカの食害が予想されました

ので、まとまって２６６本分植えているということで、周りに防護柵を事前に

設置をしながら植樹をしたということで、こちらのほうにつきましては順調に

生育をしているところでございます。うちのほうでおさえている植樹祭の場所

につきましては、第１回については、昭和６３年に二風谷ファミリーランドで

実施をされたというふうに記録が残っております。その後うちのほうで調査を

しておりましたけれども、なかなか資料が見つからないということで、平成１

１年につきましては同じく、二風谷ダムですね、１００年記念事業ということ

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

 

雲古津小学校、ニセウエコランド、旭、本町の神社裏でございますけれども、

また本町のケアハウスの付近、二風谷ファミリーランド、本町中学校の裏の山

に植樹、貫気別支所の裏山のほうに植樹、次の年にはみどりが丘住民センター

裏、その後、先ほど言った平成２１年度にニセウエコランドということで植樹

を行っている状況でございます。管理につきましては、議員おっしゃるとおり

かなりシカの被害にあってですね、甚大な被害ということで、最近、ここ数年

植えてる部分については地元の自治会さんと先ほど申した通り、管理をしても

らいながら、補植等を行っているという状況になっておりますけれども、今後

につきましても該当自治会さんとも話をしながら、緑化木等の配布を行いなが

ら管理をしていきたいというふうに考えております。またグリーンフェスティ

バルにつきましては、地元の自治会のほうにも案内を出して自治会の皆さん、

会員の皆さんの参加も呼びかけ、また小学校等の子どもたちにも呼びかけて参

加をしていただいているというような状況になってございます。それと先ほど

言いました林業振興対策協議会のメンバーにつきましてはですね、みどり豊か

な環境審議会のメンバーに入っているかということでございますけれども、現

在、審議会が開催されていない、何かあったときに開催するというかたちにな

っておりますので、委員の構成とはなってございません。以上です。 

 

平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

私も全部、現地を回ったわけではありませんけれども、私が議員になってから

でも、豊糠の学校の閉校のときにも植栽をしたんですけれども、そこに今年も

行ってきましたらほとんどが枯れていまして、補強もしてませんし、せっかく

子どもたちが閉校のときに植えたり、自治会の方たちが記念樹としていろいろ

果物の木とかも植えてありましたけど、ほとんど枯れておりました。それで、

その補植をするのか育成管理のあり方とかそういうことは、町のほうでどのよ

うに、体制作りをしているのかな、その辺ちょっとお伺いしたい。 

 

議長 産業課長。 

 

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

樹をする場合については、防護柵等でシカの被害にあわないようなかたちで実

施をしております。また豊糠はかなり被害があるということで、豊糠自治会と

も話をしながら緑化木の配布ということで、補植をするようなかたちで進めて

きているところでございます。ただ、本数がかなり多いということで毎年緑化

木の配布についても予算案的なものもございまして、十分被害に遭った部分を

補うだけの樹木が配布されているかというとなかなかそうもいってないような

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

ね１００本２００本等と植えてる場合については、なかなか防護柵も難しいと

いうことで、一本一本を守るような対策をしながら行くのが効果的かなという

ふうに考えておりますので、今後そういうような協議をしながら進めていきた

いというふうに、考えております。以上です。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

３点目にはちょっと環境保全条例の審議会の話を聞こうと思ったんですけど今

のところ、審議会を置いていないということで、必要なときに置くそうなので、

次に４点目に入ります。新たな視点での取り組みということで、何点かについ

てお伺いします。一つ目は、これまでの答弁の確認にもなりますけど、過去の

植栽地の生育実態をまず把握し、再生するか否か、また、現地検討会的なもの

を開き、今後の計画をまとめながら、新しい考えで植の専門家をお伺いしなが

らやるようなことができないのかどうかその辺をお伺いしたいと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

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

て景観づくり条例を制定して、景観に関する施策、また総合的かつ計画的に推

進をしているところでございます。また平成１９年にはアイヌの伝統と近代開

拓による沙流川流域の文化的景観として、国の重要文化的景観の選定を受けて

いるところでございまして、今後はさらにそれらとの整合性を取りながら、時

代に合った緑化の推進を図っていく考えであります。また先ほどお話ありまし

たみどり豊かな環境保全条例の関係ですけれども、審議会のほうが平成６年に

環境条例が制定されまして、環境審議会をその後立ち上げているような状況で

ございまして、年に１回程度当時は開催をしてございました。平成９年まで実

施をしていたところでございますけれども、内容としては、平取町の緑の保全

と平取町の銘木指定、また銘木を保存樹として保存をしていくというようなこ

とで、その協議をしているようなかたちで実施をしておりましたけれども、先

ほど言いましたとおり、何か懸案事項があった際に審議会の委員を委嘱して審

議会を開催するというかたちで現在なってきております。今年度につきまして

は、持続可能な循環型森林経営事業を検討するための審議会について、２５年

度で予算化しているところでございます。そのなかで、環境に配慮した森林資

源の有効活用や木質バイオマスの利用などについて、地域活性化につながるよ

うな山づくりまちづくりを検討していく予定でございます。先ほど言った審議

会は現在委員の委嘱は実施はしておりませんけれども、現在、みどり豊かな環

境プロジェクト会議というのがございまして、３年に一度、町内の保存樹の状

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

うなかたちが一番良いのかということも検討していきたいというふうに考えま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 

 

１０番 

平村議員 

平村議員。 

 

毎年計画して植えているなかで、やはり例えば平成２０年５月にも植樹祭でみ

どりが丘の住民センターの周辺にニトリ基金で植えた桜がほとんど咲いていな

いんですよね。もう満開に咲いているかなと思って見に行ったら、ほとんど枯

れていまして何本も咲いていませんでした。そういう観点からも、これからの

緑化は景観づくりと地域活性化につながるような緑化計画のもとで取り組む必

要があるのではないかと考えています。また、過去の植樹事例をちょっと提供

するんですけれども、１点目は、義経公園の桜も何十年も前からだと思います

けれども、社務所の左側の上段に、ずっと桜を植栽されてました。毎年見に行

っても、ほとんどが咲いていません。実際にはもう何十年もたつので本当に静

内の桜まつりに劣らない立派な桜で花見ができるんではないかと思っていまし

たけれども、生育管理があまりされていませんで、商工会の青年部等もいろい

ろと植えているようでございますけれども、やはり平取も観光資源に義経公園

をあげながら取り組んでいるなかで、やはりもう少しその補強とか管理につい

ても、対策を考えていただきたいと思います。特に観光入込みの対策の視点か

ら、義経公園は、静内の桜まつりの期間中に、義経にも必ず観光バスが同じよ

うに寄るんです。その観光バスが来られても、実際に上にあがっていくとほと

んど桜が見られないということで、なかなか来た人達を楽しませることができ

ないでいます。特に、また、トイレとか駐車場も狭くて、観光バスが連休から

静内の桜まつりが終わるまで、ほとんど停めるところがなくて道路にも駐車し

ているような状態です。やはり地元企業が、いろいろと、植えたり特に地元の

企業さんで、義経神社の倉庫のところに牛若丸と弁慶の壁画をつくったり、階

段の両面に松前の桜を植えたり、いろんなことをされています。また、右側の

広場の春先の雨の多いときに表面水が溜まるので、暗渠工事もボランティアで

企業さんがやってくれています。そういう取り組みも町長が知っているのかど

うかわかりませんけれども、公園の中で、トイレとかそれから、水飲み場とか

そういうものが少ないので、観光客が来て、がっかりしているようでございま

す。また、花菖蒲を神社の鳥居の横に植えているんですが、昨年までは花がた

くさん咲いて観光客が楽しまれていましたが、今年は生育不良で開花もできる

かどうか心配な状態にあります。現状を承知されているのかどうかと思います

が、どう再生しようとしているのか、明治神宮から下賜された貴重な花でござ

いますので、生育環境の整備が必要かと思います。桜の専門の樹木医がいます。

この花菖蒲の育成にも専門の方の指導をいただいて、保存業務を行ったらどう

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

に推進したらどうかと考えていますが、その辺町長にお伺いしたいと思います。 

 

議長 産業課長。 

 

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

おり、平成１５年に植樹祭を行って、エゾヤマザクラ等１０７本、植樹してい

るところでございます。ただ被害が甚大だということで翌１６年から毎年、５

本から１０本程度、商工会さんのほうに緑化木を提供して植樹をしてもらって

いるようなかたちが続いている状況でございます。先ほど言ったとおりシカの

被害が甚大でありまして、毎年植樹をしていってるんですけども、追っかけて

エゾシカの被害に遭っているというような状況でありますので、先ほど言った

とおり一本一本の保護のための策を練っていかないとなかなか、大きくなって

きれいな桜が咲くようなかたちになるのは難しいと考えますので、今後その点

についても検討しながら、対策を練っていきたいというふうに考えております。

またその後に申されました義経神社が観光拠点となっておりまして、春の静内

の桜の後によっていかれて、かなり多くの観光バス等もよっていっているとい

うことでございます。その点につきましても以前の議会でも指摘があったり、

予算委員会のなかでも話がございましたけれども、整備をしていかないとなら

ないというふうに認識しておりますので、トイレ等を含めた、大規模の整備に

なってくることが予想されますので、次の町の振興計画、総合計画のなかで策

をあげながら、整備をしていって観光客の入り込みになる、また交流人口がふ

えるようなかたちになるような施設にしていきたいというふうに考えておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

花菖蒲の管理につきましては私のほうからお答え申し上げたいと存じます。花

菖蒲の管理につきましては、主に草の除去ということで、昨年度までは、高齢

者事業団ですとか、その他の業者さんにお願いしてやっていただいたというこ

ともあったんですが、非常に草が繁茂してきておりまして、除去するのも非常

に困難ということで、なかなか請け負ってくれる業者もいないということで、

自前で作業に当たっているという状況でございます。本当に今年、非常に生育

状態が悪くて私どもちょっと心配しておりまして、株ごとに生育に差が出てい

るというような状況もあってですね、多分、以前株が込みすぎて、ちょっとそ

れぞれの花がつきづらいというようなこともありましたので、多分そういう状

況になりつつあるのかなということで、来年度に向けまして、ちょっと株の間

引きとかそういうこともしながら、さらにきれいな花が咲くように心がけて管

理をしてまいりたいというふうには考えてございます。 
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議長 町長。 

 

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

に観光バスも増えてきているということは承知をしておりまして、それに伴っ

て、トイレの関係、あるいは駐車場が狭い、あるいは水飲み場の整備等々、や

はり支障が出てきてございますので、これらについては、できるものであれば、

計画のなかにあげながら、また中長期の展望のなかで、取り組むものについて

は、１０か年の第６次の計総合計画が始まりますので、そのなかで十分計画的

に検討をしてまいりたいというふうに考えておりますし、また大事な桜等も枯

れているということもありますし、植栽している樹木等についても、この育成・

管理については素人ではなかなかわからないという状況もございますので、そ

ういった適任の指導する方がいればそういったアドバイスも受けながら、対応

をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

もう一つはちょっと忘れてたんですけれども、先ほど庄野課長も、二風谷のダ

ム湖の周りに植栽をしたということで、これは、平取町１００年記念の事業と

して平成１１年に３００本桜を植えて、私たち町民もいろんな記念樹というこ

とで、たくさんの方が参加して、私も参加したんですけれども、そこのところ

も１００年事業で実施されたことは、住民たくさんの住民のなかの人たちが参

加して記念樹として植えたんですけど、そのすばらしい桜並木を想像して、皆

さん想像して植樹されたんですけれども、私も何年か行ってみてるんですけど、

今年で１４年目になりますけど、たまたまちゃんと育っている木もあるんです

けれども、周りの木が大きくなって、その木が邪魔をしてつるが張ってなかな

か生育管理がなされていないようで、後ろに木がないところはもう直径１０セ

ンチ以上の大きな木になって、向こうの二風谷の温泉のほうから見たら桜が見

えるのかなという気もいたしましたけれども、若干枯れてなくなっているのも

ありますし、つるが絡んでほとんど生育不良を起こしているものもたくさんあ

りました。ですから、もう１５年もたってみんなそれを楽しみにして記念樹を

植えたので、やはりその辺ももう一度、周りも成長不良起こしている木がたく

さんありましたので、その辺を後ろを刈って、やはり生育期の桜を大事にして

やると本当に平取も静内に負けない桜並木ができるんではないかなと思いまし

た。また、ダム湖の右岸にはイオルの森もあり、フットパスコースにもなって

いるようですので、桜並木の再生は観光資源の確保の観点からも大変重要な課

題と認識しています。その点も踏まえて、もう少し管理体制を整えて欲しいな

と思います。 
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議長 産業課長。 

 

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

００年記念事業ということで、エゾヤマザクラほかを３００本植えているとい

うような状況になってきております。現状については議員言われたとおりの状

況になっておりまして、おっしゃるとおり桜並木については静内が有名でござ

いますけれども、本町におきましても、本町から行って小平北島牧場の前等に

ついても、国道わきに桜が咲いてきれいな並木道になっておりますし、奥のほ

うに行きましたら芽生の生活改善センター前あたりのところにもですね、きち

っと植えられていて、きれいな並木ができているようなかたちになっておりま

す。せっかくダム周辺に植えててファミリーランドからも咲いたらきれいに見

えるんじゃないかということでございますし、その点も踏まえて、先ほど言っ

たとおり、みどり豊かな環境プロジェクト会議というのがありまして３年に一

度、保存樹の状況等を見ておりますので、今年度、その年に当たっているとい

うこともありますので、その辺も含めて、どういうようなかたちにしていくの

が一番良いのか周りの木を切って日が当たるようなかたちにしていくのがいい

のか、またほかの対策があったらそういうかたちを協議しながらいきたいとい

うふうに思っておりますので、今後もよろしくご指導をお願いしたいと思いま

す。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

最後になりますけどそのような平取町景観づくり条例という関連性についてお

伺いします。この景観づくり条例は、平成１９年３月に制定されていますが、

この条例は、みどり豊かな環境保全条例による環境保全と相まって、景観に関

する施策を総合的かつ計画的に推進し、良好な景観を守り、創り、育て、愛情

の持てる魅力あるまちづくりの形成に資するという条例の目的になっておりま

す。今後の植樹計画は、先ほども申し上げていますが、景観づくりと地域活性

化の観点から、つくり育てることが課題でございますので、総合的な計画のも

とで推進していただきたいと考えております。終わります。 

 

議長 産業課長。 

 

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

９年に制定されているということで、平取町全体の景観に関することを設定し

ておりまして、そのなかにはもちろん緑の関係の部分も含まれておりますので、

今後につきましてはまちづくり課と連携しながら、どのようなかたちが一番町

においてみどり豊かな環境をつくる上でも良いのかということも協議しながら

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

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 

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

 

７番 

松原議員 

７番松原です。先に通告しました、住宅リフォーム促進助成事業について２点

お伺いいたします。２５年の住宅リフォーム事業の応募について２７件の申し

込みがあり、補助枠が１０件に対し３件が優先され、残り２４件のうち７件が、

抽選により決定されましたが、倍率も実に３倍と非常に高い状況となっており

ます。しかも１７件の方が抽選からから漏れており、来年度からは、消費税が

増額される見通しもあることから、例年以上の希望者が多かったと考えられま

すが、第１期から３年間の事業実績をみても応募者が多く、この事業に対する

期待は非常に大きいものがあります。今年度、町長の町政執行方針で２２年か

ら３年間の期限でありましたが、継続の要望が多く、さらに、個人住宅の環境

整備促進と環境負荷の低減になり、地域経済の活性化を目的に制度を持続しま

すと述べられております。また、第５次総合計画でも、後期５か年計画ローリ

ングでも同様に記述されております。第１点目の質問ですが、抽選に外れた方

の５割分でも補正を組んで、再抽選をしてはいかがと考えますが、お伺いいた

します。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。本事業でございますが、この事業の要綱の目的にあると

おり、また今、松原議員のご質問にもあったとおりですね、町民が安心して快

適に暮らす住環境の整備を促進して、定住の促進及び環境負荷の低減並びに地

域経済の活性化を図るということをこの事業の目的とさせていただいておりま

す。これは非常に町内の緊急的な経済対策としての側面を重視したということ

もございまして、当初、３か年の時限的な制度としてスタートさせていただい

たという経緯がございます。非常に大きなニーズがあったということから、財

政状況等も勘案の上、最終年度に当たる２４年度、昨年ですが、この最終的に

は当初予算の４倍の枠を設定して、こういったニーズに対応してきたという経

緯がございます。ちなみに２２年度から２５年度までの申請者数は１２５名と

いうことになっておりまして、そのうち決定者数が７０名ということで非常に

倍率が高い事業ということになっておりまして、こういった状況からもさらな

る制度継続の要望も強かったということもございまして、さらに３か年、同様

の制度内容で継続の延長を図ったというような状況になってございます。ただ

いま申した通り、３か年の事業継続を総合計画で担保したというようなことも

ございまして、いまのところこの計画に基づきまして、実施を図りたいという

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

多くの応募があったということで、来年度以降、また総合計画のローリングの

なかで、ぜひ検討させていただければなというふうに考えてございます。以上

です。 

 

議長 松原議員。 

 

７番 

松原議員 

それでは補正しないで来年のローリングで考えたいということなんですが、来

年度から消費税がアップするということもやはりあってですね、大変多いと思

うんですよね、考え方が、町民の応募者が実に多いと、ましてですね前回から

倍以上の、２２年からの倍以上の応募がありながらですね、結局今年も同じ枠

でということに対してですね、ちょっと考えが補助金に対してですね、もう少

し先に見直す経緯があっても良いんではないかと思われるんですよね。まして、

いろんな補助金の枠のなかで、あまり使われていない、活用されていない補助

金等も見受けられますので、そこら辺がですね、もうちょっと今年に継続とい

うかたちをとったなかでですね、枠をふやすという考えがなかったのかどうか

っていうこととですね、町長がですね、あくまでも個人の住宅環境を整備した

いという強い２５年度の、そういうこともあって、継続っていう、ことを考え

ているということを助成の継続という考えなんですけどもう一度ちょっと町長

の考えをお聞きしたいんですが。 

 

議長 町長。 

 

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

３年を一つのめどとして取り組んでまいりまして、２４年度については最終年

度というようなことで、応募者が殺到して抽選漏れが本当に３年間で、３回も

抽選漏れをしたというようなことからですね、２４年度で終わるというような

ことから、補正を組んで対応した経緯がございます。しかし町民の皆さんから

の非常に要望の声が多い、大変喜ばれているということで、地域経済の活性化

にもつながりますので、さらに２５年から３か年継続を担保したというような

ことで考えてございます。確かに消費税の関係で駆け込みということもござい

ますけれども、いろいろといろんなかたちで、補助もいろんな制度を導入しな

がら町民の生活向上のために取り組んでおりまして、そういったトータルとし

ての財政状況も勘案しながら、３か年のなかで、うまく対象となって実施でき

ればというふうに考えておりますし、今年もこんなに多く来るというようなこ

とは想定もしておりませんでしたので、次年度ですね、そういった応募者の件

数とも勘案しながら１０件をもう少し増やすべきかどうかということも勘案し

ながら十分考えていきたいというふうに、枠をふやすという考え方で取り組ま

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

 

議長 松原議員。 

 

７番 

松原議員 

結局、想定していなかったと言われましてもですね、これは、結局、２２年か

ら２５年の２４年に対してのですね倍以上の応募が、あるんですよね。まして、

消費税とか、そういう状況というのは、読まれていることだと思うんですが、

この時点で、要するに、継続の段階でですね、そういう予算の配分っていいま

すか、そういうことがせっかく町長が個人の住宅環境だとか、経済効果の活性

化を目的としているという、強い考えで継続されて、考えていると思うのです

が、これが現実には、同じ枠で予算割れしてるっていう自体がちょっと甘かっ

たんでないんでしょうか、その辺、町長どう考えますか。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。先ほどの町長の答弁にもございましたけれども、２４年

度、時限制度の最終年としておりまして、そのとき第１回目の応募では３５件

というような、応募がございまして、その時点ではこの制度が今年で終了とい

うようなこともございましたので、３年間抽せんに漏れたと、この当選を待っ

てたというような方もございましたので、そのようなことに対応するためとい

うこともございまして、当初も８００万の通常の２倍の枠で対応したのですが、

それと同額の補正をさせていただいて、そういった対応をさせていただいたと

いう経緯がございます。それでいままでの申請者数からいってほぼ倍以上の申

請者があるなというようなことがございましたけれども、総体的な総合計画に

おける予算の配分ですとか、そういうものを勘案しながら、やはりまたさらな

る時限ということもあってですね、当初の予算額での枠で組ませていただいた

ということもあって、それは議会に提出をさせていただいて議決をいただいた

という経緯もございまして、なんとかこの３年間でまた再度、同様の内容でや

らせていただきたいということが基本だったものですから、先ほど申しました

ように、今年も２７件という非常に大きな応募があったということで、来年度、

そういった総合計画ローリングのなかでこの財政状況を勘案しながら、検討さ

せていただきたいなというふうに考えてございます。 

 

議長 松原議員。 

 

７番 

松原議員 

はい、もうちょっと今年に何とかですね、少しでも枠をふやして５割程度でも

補正を組んでいただければと思っておりますけども、いろんなかたちでこれか

ら検討するということですので、結局、町民の枠が外れた方についてもですね、

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

ことも計画考えて、いるかどうか、その辺お聞きしたいと思います。 

 

議長 町長。 

 

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

ットストーブの推進ということですね、こういった取り組みも助成の枠、ある

いは浄化槽の関係もこれらも非常に根強く、毎年、やりたいということで整備

を図っておりますし、また今年は新しい取り組みとして、アパートの建設に対

する支援制度も導入しながら、まだ決定はしておりませんけども、いま２件ほ

ど問い合わせ等がございますので、そういったかたちで定住環境を含めて、そ

ういう、ここに住んでもらうためには、そういう住宅の環境整備を総合的に取

り組んでいきたいというふうに考えてございます。 

 

議長 松原議員。 

 

７番 

松原議員 

また、個人環境の整備についてでですね、太陽光だとかいろんなかたちなんで

すけれども、ペレットという言葉が出ましたけども、このペレットストーブに

対して、促進はあまり、利用する人はあまりいないと思うんですよね。そうい

うこともですね、ちょっと中身を検証しながらですね、これからいろんなかた

ちで、編成をしていていただいたり、個人の環境促進にしていただきたいと思

っております。次に、２番目なんですけども、今の選考されました、抽選でも

れた方々の件なんですけども、次年度についてですね、いろいろ考えるという

ことなんですけども、抽選に漏れた方の、次年度の目標っていうか、優先枠に

してはどうかということと、予算の見直しだとか、応募の件数だとかこれから

考えるということなんですけども、この応募に外れた方の、次年度についての

優先枠というか、そういうものは考えてないかお伺いします。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。今年もすでに抽選というかたちで実施をさせていただい

てございまして、実施の方法としては前期の３か年事業と同様の内容で継続は

申請される方の不公平感の解消とかそういうものを図る上でも、よいやり方で

はないかという判断をさせていただいたこともあって、交付決定者を決める上

では、今までのやり方の踏襲は、ベターというふうに認識をしてございます。

ということもあって抽選方式を選択をさせていただいたということでございま

す。今回落選された方も次年度の優先枠でどうかというようなご質問だと思い

ますが、これも今申した通り３か年のやり方を踏襲することが基本だという認

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

 

７番 

松原議員 

 

 

 

 

 

 

議長 

こういう平等なやり方でということも分かるんですけども、非常に抽選に漏れ

た方のですね、不満が、何年か続けてもだめだったとか、いろんなことがござ

いましてですね、それでもう少しやり方について、選考方法はどうか、考えて

いただきたいということが切実に訴えられておりますので、ぜひですね、もう

一度、また、抽選方法についてですね、協議をしていただくことを、伺ってで

すね、また検討していただけないかどうかということを再度確認して質問を終

わります。 

 

まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

今、そういった質問をいただきましたので、いろいろ担当としても、やり方と

して、苦慮したというか考慮したところがございまして、最終的に行き着いた

ところが、やはり非常にわかりやすい、ある意味では不公平感が生じない、抽

選のやり方を選んだということもございますので、それをご理解いただくとと

もにですね、今日こういうご質問いただきましたので、さらに公平感を欠かな

いようなやり方も、どういったものがあるかということも、さらに来年度に向

けて検討させていただきたいというふうに考えてございます。 

 

議長 松原議員の質問を終了いたします。 

日程第６、議案第１号平取町暴力団の排除の推進に関する条例の制定について

を議題とします。提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

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

例の制定でございます。まず、本条例の提出の理由でございます。暴力団が国

民の生活の場に深く侵入し、暴力やこれを背景とした資金獲得活動により、毎

年一定件数の犯罪が発生しており、国民や事業者に多大な脅威を与えている現

状でございます。そこで、暴力団の排除について基本理念を定め、町、町民及

び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策を各関係

機関、団体と連携、協力のもと、地域が一体となって推進し、社会全体で暴力

を排除していくことが求められ、条例を制定するものでございます。それでは

条文についてご説明いたします。２ページをお開き願います。第１条、目的で

ございます。平取町の暴力団の排除に関し、基本理念、町、町民及び事業者の

役割など必要事項を定めることによって、町民の安全で平穏な生活の確保、地

域社会の健全な発展及び青少年の健全な育成に寄与することを目的としており

ます。第２条、定義でございます。第７号までございまして、暴力団について

は、法律第２条に規定されている暴力団を基本とするところでございます。第

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

排除を行うことを基本理念としております。第４条、町の責務でございます。

第４項までございまして、基本理念にのっとり、地域各関係機関と連携を図り、

暴力団の排除の施策を推進し、道が実施する施策への協力をするものとします。

また、道所轄警察署その他関係機関に必要な情報を提供するものとします。第

５条、職員等への不当要求に対する措置でございます。不当要求行為に対して

は、速やかに所轄警察署関係機関に通報し、必要な措置を講ずるものとします。

第６条、町民等の責務。第１項ですが、町民の責務は相互に連携し、暴力団の

排除に取り組み、町の施策に協力するよう努めるものとなります。第２項です

が、事業者の責務は、事業における暴力団との関係の遮断とともに町の施策に

協力するよう努めることとなります。第３項ですが、情報の提供の努力につい

て、町民、事業者に求めるものでございます。第７条、町の事務事業における

措置ですが、第１項、町の事務事業に係る契約関係についての排除、入札に参

加させないことといたします。第２項ですが、町の契約の相手方に対し、下請

においても暴力団を排除するよう義務付けるものでございます。第３項ですが、

町の契約相手方に対し、暴力団の介入があった場合における情報等の協力を義

務付けるものとします。第４項ですが、町の契約の相手方に対し、定められた

義務に違反した場合には、入札に参加させないなどの措置を講ずるものとしま

す。第８条、公の施設の利用の不許可等。第２項までございまして、町が設置

する公共施設の利用の許可及び使用許可の取消し、停止ができるものとします。

第９条、町民等に対する支援でございます。暴力団の排除のための活動に自主

的に取り組むことができるよう、情報の提供、助言その他必要な支援を行うも

のとします。また、所轄警察署との連携により、安全の確保を図ろうとするも

のでございます。第１０条、広報及び啓発ですが、広報その他必要な啓発活動

を行うものの規定でございます。第１１条、青少年に対する教育等のための措

置でございます。２項ございます。暴力団の排除の重要性を地域全体で青少年

に教育、指導ができるよう、情報の提供その他必要な支援を行うものとするも

のです。第１２条、暴力団の威圧を利用することの禁止でございます。暴力団

の利用や威圧など、威力を利用してはいけないという決意を表しております。

第１３条、利益供与の禁止でございます。２項ございます。暴力団への金品等

の供与を禁止するものでございます。第１４条、祭礼等における主催者等の措

置でございます。３項までございます。行事、興業を行う者に対して、情報の

提供その他必要な支援を行い、暴力団を排除させようとするものでございます。

これらは町外者においても適用されるものでございます。第１５条、委任。そ

の他必要な事項においては、別途定める規定でございます。附則、この条例は

平成２５年９月１日から施行するものでございます。以上、町民が健康で豊か

に安心して暮らせる町づくりのために、本条例をご理解いただき、社会全体で

暴力の排除を取り組みをお願いするところでございます。ご審議のほどよろし

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

 

４番 

松澤議員 

第５条なんですが、職員等への不当要求に対する措置ということなんですけど

も、これ、職員に対してマニュアル作成して、皆さんで認識するということで

よろしいでしょうか。 

 

議長 町民課長。 

 

町民課長 それでよろしいです。 

 

議長 松澤議員。 

 

４番 

松澤議員 

第１１条なんですが、２段目後半から、教育が必要に応じてってあるんですけ

ども、この必要に応じてっていう文言はやはり必要なんでしょうか。必要に応

じる前に適切なことを講ずるほうが良いと思うんですけど、この内容、私の認

識、ちょっとおかしいんでしょうか。 

 

議長 町民課長。 

 

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

援ということでございますので、特に、問題はないかなということでございま

す。 

 

議長 松澤議員。 

 

４番 

松澤議員 

第１３条なんですが、後半の、金品その他財産上の利益の供与をしてはならな

いとあるんですが、供与っていうのは相手が欲する物品利益ということなんで

すけども、その相手がですね、家族、縁戚の場合もこの文言は適用されるとい

うことなんでしょうか。 

 

議長 町民課長。 

 

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

 

議長 ８番山田議員。 

 

８番 

山田議員 

８番山田です。産厚で説明されてた事項なんですけども、この学校という中身

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

このなかに小学校が入っていないのはおかしいんじゃないかという質問をさせ

ていただきました。そのなかで全国ニュースのなかで小学校６年生が、飲食店

に入って暴力団の関係の店のなかで、飲み放題の酒を飲んでたとかっていう情

報をちょっと頭に入れてたものですから、この学校というひとくくりのなかで

は小学校が入らないんじゃないかという、意味合いを言ったんですけど、この

辺の理解はどのように考えたんでしょうか。 

 

議長 町民課長。 

 

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

なかたちでございます。 

 

議長 ほかございませんか。平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

この条例の制定について、先週かその前なんですけど週報で意見の募集を、町

民の意見の募集をしてたんですけれども、ご意見があったのかとかちょっとお

聞かせください。 

 

議長 町民課長。 

 

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

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

ほかございますか。なければ質疑を終了いたします。次に討論を行います。反

対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第６、議案第１号平取町暴力団の排除の推進に関

する条例の制定については原案のとおり可決しました。休憩します。 

 

（休 憩 午前１１時５５分） 

（再 開 午後 １時 ０分） 

 

再開します。 

日程第７、議案第２号平取町共同作業場条例の一部を改正する条例についてを

議題とします。提案理由の説明を求めます。アイヌ施策推進課長。 
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ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

それでは、議案第２号平取町共同作業場条例の一部を改正する条例についてご

説明いたしますので、６ページをお開きください。同条例は、地域住民の共同

作業の推進及び生産の増強を図り、住民生活の向上及び住民福祉の増進に寄与

することを目的に、昭和４１年２月７日に制定されました。当時、国のウタリ

対策事業の一環で地方改善施設不良環境地区改善施設整備が実施されており、

その制度を活用し整備した、米などの穀物等の精製を中心とした、荷菜（昭和

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

荷負本村（昭和４４年）、去場（昭和４６年）の各共同作業場と二風谷の平取町

民芸品作業場（昭和５０年）、貫気別共同作業場（昭和５２年）における民芸品

などの製作・加工にかかる使用料や管理運営方法を定めた条例です。米などの

穀物等の精製を目的に整備した施設の利用者の多くは、稲作から施設野菜整備

へと移行し、また利用者の多くの農家は同施設の機器以上の能力を有する農機

具を所持し年々利用頻度が落ち込み、現在はごく少数の方の利用や、まったく

利用の見込みのない施設となってきております。各施設は、施設整備時の目的

である共同作業場としての機能を十分に発揮し、利用者の多くが自立農家とし

て活躍していることから、町としては当初の目的は達成したものと判断し、地

域住民のニーズに沿った柔軟な利用方法を検討し実施してきました。しかし、

施設利用者の多くが同施設を利用後に自立農家に移行し十分な成果を収めたと

はいえ、現状の利用状況は不良環境施設整備事業の視点では、目的外使用とな

る可能性があることから、また今後、施設利用にあたってさらに柔軟な対応や

住民福祉の増進を図るための施設の利用も想定されることから、その対応を可

能とするため、今般、当該条例を改正し二風谷の平取町民芸品作業場以外の７

施設について、行政財産の共同作業場から、普通財産の旧作業場として管理し、

地域のニーズを十分に把握してその意向に則した施設としての利用を図ろうと

するものです。それでは、改正点をご説明いたしますので、８ページをお開き

ください。平取町共同作業場条例（昭和４１年条例第２号）の一部を次のよう

に改正します。第３条第１項中「穀物」を「民芸品」に、「精製」を「製作」に

改めます。別表１は、二風谷の平取町民芸品作業場のみを当該条例の対象とす

ることから、現行の紫雲古津から長知内共同作業場、及び貫気別共同作業場を

削除します。別表２についても、「米脱穀」から「豆類製粉」、及び貫気別共同

作業場を削除しようとするものです。以上、説明を終えますのでご審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はございませんか。６番千葉議

員。 

 

６番 

千葉議員 

 

安価で譲っていただきたいという人も多分、いるのかなっていうふうに思いま

すし、それからほかの、例えば貫気別あたりは確か集会場として施設として利

用されてるのかなとも思うんですけども、そういった個々のいま残されている



- 34 - 

共同作業所のあり方についてですね、やはりこのまま、町のいわゆる、公共的

な施設として、利用されないまま、残していくということになるとその施設の

管理、それから、維持はどのようにやっていくのかなっていうのが一つありま

すので、その辺の、民間に移行させる場合とか、安価で譲る場合も含めてです

ね、あり方というのはどのように考えているのかなというふうに思っておりま

す。それから、このまま放置されますと当然のことながら、老朽化してきてい

る施設もたくさんありますので、例えば強風による災害、例えば屋根が飛ばさ

れて一般の住宅とか、民家に損傷を与える、それから、放置しておけば、例え

ば火災の原因になる可能性も出てくる。そういった問題についての今後のあり

方、どのように考えているのか答弁を求めたいと思います。 

 

議長 アイヌ施策推進課長。 

 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

それではただいまの千葉議員のご質問に対してお答えをしたいと思います。ま

ず１点目の７施設の利用方法についてでございますけれども、先ほど説明で申

し上げましたように、現状のままでは、当時の制度の観点から申し上げますと、

ある意味では目的外使用の可能性もあるというように考えているところでござ

います。ご指摘のとおり、老朽化しているという観点からも考え合わせまして、

今後につきましては、普通財産として管理していきたいというふうに考えてい

るところでございますが、普通財産の管理方法につきましても、ご指摘のとお

り、地元の方々のなかにはその施設を今後とも利用したいという意向をお持ち

の方もおりますので、つきましては、十分に地元の住民の方々と相談の上にで

すね、今後の利用について検討を進めたいと、こういうように考えているとこ

ろでございます。また、放置いたしますと、当然ながら、老朽化が進行するわ

けでございまして、ご指摘のように、維持管理上でも問題が生ずるおそれが出

てきますので、これらについて、早い時期に検討を進めまして、地域の住民の

方々のニーズに即した、今後の維持管理方法、それらについて、検討を進めて

いきたいと思いますので、ただいまのご指摘事項についてですね、今後とも、

十分に勘案しながら検討いたしますので、ご理解のほどよろしくおねがいをし

たいと思います。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

ただいま一定の回答いただきまして、当然そのようにぜひお願いしたいのと、

それとですね、問題はですね、例えば地域とさまざま協議を重ねた結果、箸に

も棒にもひっかからないと、もう利用する価値がないと判断された作業場につ

いてはですね、やはりそれこそ、前に山田議員が一般質問でも出た廃屋化して

いくようなかたちにならないようにですね、やはり思い切って解体をしていく

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

思っておりますけども、できる限りですね、そういったかたちで、近い将来で

すね、町としても、重荷にならないような、共同作業場のあり方解体も含めて

なんですけども、捉えてほしいと思ってますが、その辺の中身について、もう

少し詳細のご説明をお願いいたします。 

 

議長 アイヌ施策推進課長。 

 

ア イ ヌ 施

策 推 進 課

長 

それではお答えをしたいと思います。ただいまのご質問にありましたように、

将来的にどう利用していくかということにつきましては、できるだけ早い時期

に地元との協議を進めながら検討を加えていきたいとこのように考えていると

ころでございます。また当然ながら、地元のなかで現在の施設を利用している

方々も若干おりますので、そういう方々の将来の利用、今後の利用のあり方な

ども確認した上で、ある意味、解体に向けても、当然ながら必要な事項という

ように考えておりますので、先ほど来、一般質問等でもございましたように将

来の町の公共施設の維持が、将来の町の財政の負担にならないよう、・・・な視

点からも検討を加えて、考えていきたいと思いますので、ご理解のほどよろし

くお願いをしたいと思います。以上でございます。 

 

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

対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第７、議案第２号平取町共同作業場条例の一部を

改正する条例については、原案のとおり可決しました。 

日程第８、議案第３号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変

更する規約についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

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

にかかわります提案理由及び変更内容についてご説明申し上げます。提案理由

といたしましては、１市４町で構成する北空知圏学校給食組合の設立に伴い、

本組合への新たな加入が生じたことにより、地方自治法第２８６条第１項の規

定に基づき、組合組織団体議会における議決を求めるものでございます。変更

する規約内容についてご説明申しあげますので、１０ページをご覧ください。

本組合規約の一部を次のように変更するものでありますが、別表第１において

「北空知圏学校給食組合」を加えるものであります。別表１におきましては、

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

あります。以上、議案第３号についてご説明申し上げましたので、よろしくご

審議願います。 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

これから質疑を行います。質疑はございませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第８、議案第３号北海道町村議会議員公務災害補

償等組合規約の一部を変更する規約については原案のとおり可決しました。 

日程第９、議案第４号北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約に

ついてを議題とします。提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

議案第４号北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約にかかわりま

す提案理由及び変更内容についてご説明申し上げます。提案理由といたしまし

ては、議案第３号と同様、本組合への新たな加入団体が生じたことにより、地

方自治法第２８６条第１項の規定に基づき、組合組織団体議会における議決を

求めるものであります。変更する規約内容についてご説明いたしますので１２

ページをご覧願いたいと思います。本組合規約の一部を次のように変更するも

のでありますが、別表第１中において、新たに北空知圏学校給食組合を加える

ものでありますが、別表１については組合を組織する公共団体について定めて

おり、まず、空知総合振興局内における加入団体数の変更といたしまして、括

弧書きとなります３４を３５とし、「空知中部広域連合」の次に「、北空知圏学

校給食組合」を加えるものであります。次に、別表第２第９項中での変更であ

りますが、本項においては、共同処理をする事務といたしまして、非常勤の職

員の公務上の災害等における補償事務となっております。この事務について、

共同処理する団体として「空知中部広域連合」の次に新たに「、北空知圏学校

給食組合」を加えるものであります。附則といたしまして、この規約について

は総務大臣の許可の日から施行するものであります。以上、議案第４号につい

てご説明申し上げましたので、よろしくご審議願います。 

 

質疑を行います。質疑はございませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

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

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第９、議案第４号北海道市町村総合事務組合規約

の一部を変更する規約について原案のとおり可決しました。 

日程第１０、議案第５号平成２５年度平取町一般会計補正予算第３号を議題と

します。提案理由の説明を求めます。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

議案第５号平成２５年度平取町一般会計補正予算第３号についてご説明申し上

げます。第１条、歳入歳出予算の補正でございますが、既定の歳入歳出予算の

総額にそれぞれ、４３１５万８千円を追加いたしまして、予算の総額を６３億

８７７４万２千円とするものでございます。第２項におきましては、歳入歳出

予算の補正における款項の区分及び金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は

「第１表 歳入歳出予算補正」によることとしてございます。それでは、事項

別明細の歳出からご説明申し上げます。１９ページをお開き願います。３款１

項１目社会福祉総務費２４９万６千円の追加補正となっております。本費目で

の補正でございますが、アイヌ伝統工芸品の国の指定に伴う経費と文化遺産を

活かした地域活性化事業に関する経費の追加となってございます。まず、９節

旅費の２３万６千円の追加でございますが、アイヌの伝統工芸品、二風谷アツ

シとイタが平成２４年３月８日に北海道第１号としての国の伝統的工芸品の指

定を受けたことに伴います経済産業省、あるいは北海道産業局との協議及び道

外などでの需要開拓関係のための旅費の追加となってございます。１８節備品

購入費７６万円は、指定を受けた工芸品の展示ＰＲ用備品でございましてイタ

とアツシの購入費となってございます。ふれあいセンター及び町長室に展示す

る予定でございます。１９節負担金補助及び交付金１５０万円、このうち１０

０万円は伝統工芸品指定祝賀会の開催経費として実施主体の二風谷民芸組合へ

の助成金となってございます。北海道知事をはじめ、関係者など約２００名程

度の参加により、７月下旬に開催する予定となってございます。祝賀会経費及

びあわせて開催される記念フォーラム関係経費１５１万円に対しての町の補助

助成金、１００万円となってございます。同じく５０万円の追加でございます

が、これは平取町アイヌ文化振興推進協議会補助金５０万円ということで、平

取町アイヌ文化施策基本計画及び平取町観光振興ビジョンを基本に地域の文化

遺産等の次世代への継承、発展や文化遺産等を活用して、地域の活性化を推進

するため、文化遺産に関する総合的な情報発信事業、文化遺産に触れるヘリテ

ージツアー事業、伝統文化親子体験教室の実施など、当協議会が実施する事業

に文化庁の補助金、文化遺産を活用した地域活性化事業補助金交付が内示とな

ったため、それらの全体経費６８５万６千円に係る平取町負担分としての５０

万円を追加するものでございます。続いて５款１項２目農業振興費８節報償費

１２８万円の追加でございます。これは、平成２４年度まで北海道から農業公

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

本事業を継続的に実施しなければならないということから、平取町独自での代

替制度を実施するための追加補正となってございます。農業研修生１名につき

まして月額４万円、指導期間が４月から１１月までの８か月、研修生４名を受

け入れるための謝礼、報償費の追加となってございます。次のページをお開き

願います。５款２項４目の林道費１５節工事請負費、林業専用道豊糠線開設工

事費３４０万円の追加でございます。当初予算の工事請負費は２８００万円、

事業量延長で２３００メートルを計上してございましたけれども、昨今の積算

単価のアップ、主に砂利単価ですとか、労務賃金が大幅に上がったというとこ

ろで、当初予算での事業執行が困難になったというための追加補正となってご

ざいます。続きまして、８款１項２目災害対策費１８節備品購入費５２５万円

の追加でございます。これは国の平成２４年度補正に係る防災情報通信設備整

備事業として実施するものでございまして、住民への災害情報の伝達手段の多

様化を推進して、緊急時の情報伝達体制の強化を目的といたしまして、被災地

における複数の情報伝達手段としての携帯電話へのエリアメール自動起動装置

を導入するための経費の追加補正となってございます。地震、降雨災害等の情

報を電子メールにて、町民に提供するものでございます。これは事業費の１０

０％が補助金で充当されるものでございます。次のページでございます。９款

４項５目埋蔵文化財保護費３０７３万２千円の追加でございます。これは沙流

川総合開発事業のうち、平取ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査業務、豊

糠８遺跡、調査面積が９７４平方メートルでございます。これにつきまして室

蘭開発建設部から発掘調査の委託について依頼があったことから、それを受託

するための費用として追加補正をするものでございます。４節共済費９万９千

円、７節賃金６８万円は、発掘作業の一部であります事務補助整理作業員とし

ての臨時職員１名を採用するための経費となってございます。１１節需用費消

耗品費３６万円は一般事務消耗品、燃料費４万６千円は移動用車両の燃料費、

１２節役務費、通信運搬費４千円は電話料となってございます。委託料２９１

０万６千円の追加は、発掘作業を民間業者に委託する経費、内容といたしまし

ては調査員１名、運転手、技能作業員３名、普通作業員１６名となってござい

ますが、それに係る委託費用となってございます。１４節使用料及び賃借料４

３万７千円、これは連絡車両のリース料となってございます。これら発掘作業

に係る経費につきましては全額国である室蘭開発建設部が負担するということ

になります。次に歳入をご説明いたしますので１６ページをお開き願いたいと

思います。１４款３項４目教育費国庫委託金２節埋蔵文化財発掘調査費委託金

３０７２万９千円の追加でございます。これは今説明申し上げました、ダム建

設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査業務に充当される国からの委託金でございま

す。続いて、１５款２項４目農林水産業費道補助金５節林道費補助金３４０万

円の追加でございます。これは林業専用道豊糠線開設事業の増高する工事費に

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

器購入に係る経費に充当される補助金です。充当率は１００％となってござい

ます。１９款１項１目繰越金１節前年度繰越金３７７万６千円の追加です。本

補正に係る一般財源は前年度繰越金を充当してございます。次のページをお開

きください。２０款５項１目２節雑入でございます。これは雇用保険被保険者

負担金３千円でございますが、これは埋蔵文化財発掘調査の事務員の雇用保険

の個人負担金となってございます。以上議案第５号平成２５年度一般会計補正

予算第３号につきまして、ご説明申し上げましたので、ご審議のほどよろしく

お願い申し上げます。 

 

議長 説明が終わりましたので質疑を行います。６番千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

６番千葉。１９ページ、５款１項２目農業振興費についてお伺いをしておきた

いことがございます。突然農業研修生の指導謝金、いわゆるその受け入れ農家

に対しての、一定の謝金でございますけども、これが当然なくなったというこ

とは、私は当然のことながら補正を組んでいくということは、一般財源であり

ますけども、平取町の農業の振興それから発展のためには必要不可欠な予算措

置だというふうに考えておりますが、もう一つその背景に、なぜこの研修生の

受け入れ謝金がなくなったのか、これはもう我々平取町にとってどころか北海

道はやっぱり基幹産業農業でございますから、このことはやっぱり日高あるい

は北海道全域の自治体とも連携をとって、やはり復活さしていくような勢いの

ですね、議論があって当然なのかなというふうに思ってますけども、一つは来

年度以降、恒久的な予算措置として約束できるのかということと、今言った、

北海道ぐるみでですね、やはりこの農業を志す若い世代の人たちに対して、や

っぱり扉を閉ざすようなこういった措置をやっぱり、平取町あたりからも、一

つ発信してですね、全道的にですね、こういった予算は復活の必要があるとい

うふうにですね、そういった動向が必要かなと思ってますけども、この２点に

ついてご答弁を求めます。 

 

議長 産業課長。 

 

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

これが急遽廃止になったのが今年の３月５日に農業公社のほうから、うちの担

い手育成協議会のほうに連絡が入りました。昨年まではですね、この制度自体

が平成８年から行われておりまして、平成２３年度までは１００％、先ほどま

ちづくり課長から説明あったとおりの金額が支給されてきたわけでございま

す。２４年度については２５％カット、これにつきましては、やはり北海道の

財政状況がかなり厳しいということもありまして、２５％カットということで

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

かたちになっておりました。この道全体の金額、予算的には平成２３年度で２

０７２万円、全道でですね、の予算が組まれていたところでございます。平成

２４年度におきましては先ほど言ったとおり２５％カットということもありま

して、１７２０万円に減額されてきたところでありまして、それが今年度一挙

に０というかたちになったところでございます。一気に、もううちの町として

も、予算の編成が済んで、予算議会にかける段階になってきておりましたので

寝耳に水というような状況でございました。町独自の対策として受け入れ農家

の負担軽減ということで、先ほどまちづくり課長から説明あったとおり、１人

当たり年間３２万、４名で１２８万というような補正をあげさせてもらってい

るところでございます。指摘のとおり、これは北海道の今後の農業を発展させ

る上でも、新規参入に対する手当ということで、重要な施策の一つと町も考え

ておりますので、これを受けております道内の各市町村と連携しまして、道の

ほうに復活を要請していきたいというふうに考えておりますけれども、聞くと

ころによりますと、３月まで在籍した農務関係の担当者がですね、いきなり０

にして、そのあと異動になっていなくなったというようなかたちの話も聞いて

おりますので、そのような無責任なようなかたちのことで、市町村が影響を受

けるというのは非常に憤慨するとこでございますので、今後については関係市

町村と連携してですね、対応協議して、できる限り新年度において復活をして

いただくようなかたちでの要請をしていきたいというふうに考えておりますの

で議会の皆さんも一緒に応援していただければと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

今庄野課長申されたとおり、全く私もですね、寝耳に水というか、実際今まで

私住んでる振内地区においてもですね、受け入れ農家の指導というのは大変重

要な位置づけでございましてですね、実践的に作物別にですね新しく農業志し

ている人達にとっては、いろんな意味で知識を習得する大変大切な場でござい

ます。恒久的な４名いようが５名いようがですね、１０名いようが、やはり恒

久的な予算措置というのは私必要だなと思ってますけども、町長このことに対

してですね、町長の思いも含めてですね、やっぱり平取町、農業のこういった

部分での予算はですね、なくしていくわけにはいかないと私は思ってますけど

も、町長のこのへんについての、今後の思い入れも含めてですね、お考えを伺

っておきたいと思います。 

 

議長 町長。 

 

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

った、廃止というようなことが出てきたことについては大変遺憾に思っており

まして、これらについては、北海道の町村会でそれぞれ農業部門だとか、財政

部門だとか、それぞれの部門別に、懸案についてのそういう議論をしながら、

また、関係機関に要請する、そういう機会もございますので、そういったとこ

ろでそれぞれ町村が連携をしながら、やはりこれから大きな課題となっており

ます、農業者の高齢化に対応しながらですね、チェンジしていくためにも、こ

ういった支援をしながら、やはり強化していかなければならない大事な部分っ

ていうふうに思ってございますので、そういったかたちで復活要求するように

取り組んでまいりたいと思います。 

 

議長 ほかございますか。１番櫻井議員。 

 

１番 

櫻井議員 

２０ページの災害対策費１８節の備品購入費、防災情報通信装置購入費等の５

２５万円についてでありますが、これはまた購入後にメンテナンスあるいはソ

フト等の変更ということで起きた場合に、必ず、また費用がかかっていく、そ

ういった性格のものなのか、ご答弁いただきたいと思いますが。 

 

議長 総務課長。 

 

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

ましては、携帯電話のエリアメールということでの備品購入費ということで今

回、国の緊急対策事業としておりますので、ドコモ、ａｕ、ソフトバンク３社

を一斉に送付できるというものをＪアラートにつけてやるということになって

おります。そのメンテナンス等、ソフト等のことまではですね、私のほうでも

ちょっと確認はしておりませんので、今ここの場でどうだっていうことはちょ

っとご答弁できない状況にありますので、ご理解願います。 

 

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

す。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１０、議案第５号平成２５年度平取町一般会計

補正予算第３号は原案のとおり可決しました。 

日程第１１、議案第６号平成２５年度平取町国民健康保険特別会計補正予算第

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

別会計補正予算第１号についてご説明いたします。歳入歳出予算の補正、第１

条、規定予算に２２８万９千円を追加し、歳入歳出合計それぞれ７億７３７３

万９千円とする。２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの

金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」によ

るものとする。歳出よりご説明いたしますので、２６ページをお開き願います。

１款１項１目１３節委託料２２８万９千円を追加補正するものでございます。

補正の理由といたしまして、平成２５年１月２９日に国民保険税に係る平成２

５年度税制改正の大綱が閣議決定されたところでございます。内容は国民健康

保険の被保険者であったものが、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行

する場合について、国民健康保険税の軽減判定所得の算定の特例を恒久化する

ものでございます。また、特定世帯に係る世帯別平等割額の最初の５年間を２

分の１に軽減する現行措置に加えまして、その後３年間４分の１に軽減する措

置を講ずるものでございます。これにつきましては、第４回の町議会臨時会に

おきまして、平取町国民健康保険税条例の一部を改正したところでございます。

今回この制度改正に伴い、システムの改修が必要となりまして、追加するもの

でございます。次、歳入をご説明いたします。２５ページを見ていただきたい

と思います。３款２項１目１節財政調整交付金２２８万９千円を追加補正する

ものでございます。歳出で説明いたしましたが、国民健康保険税の制度改正に

伴うシステム改修業務分、財政調整交付金の特別調整交付金で交付されるもの

でございます。以上、国民健康保険特別会計の補正予算を説明いたしましたの

で、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長 質疑を行います。質疑はございませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１１、議案第６号平成２５年度平取町国民健康

保険特別会計補正予算第１号は原案のとおり可決しました。 

日程第１２、報告第１号平成２４年度繰越明許費繰越計算書一般会計の報告に

ついて、説明を求めます。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

報告第１号繰越明許費繰越計算書一般会計分について報告いたします。地方自

治法施行令第１４６条第２項の規定によりまして、繰越計算書を調整し報告す

るものでございます。２８ページをご覧ください。平成２４年度予算を２５年

度に繰り越しを行い執行することとなりますが、計上した事業といたしまして



- 43 - 

は、まず、２款総務費１項総務管理費、過疎集落等自立再生緊急対策事業６５

０万円、５款農林水産業費１項農業費、新規就農研修生用住宅整備事業３３０

０万円、同じく、農産物加工場施設改修事業２３５０万円、７款土木費４項住

宅費、振内新団地公営住宅建設事業６３００万円、の４事業となってございま

す。すべての事業が、国の２４年度予算補正に基づく事業となってございます。

詳細な内容につきましては、予算計上時に説明をしておりますので、省略をさ

せていただきたいと存じます。事業費総額は１億２６００万円でございまして、

全額２５年度へ繰り越すこととしてございます。このうち５月３１日の出納整

理期間中までに収入になっている特定財源はなく、未収入特定財源は国道支出

金で７１９５万５千円、起債で５１５０万円となってございます。繰越一般財

源は２５４万５千円となってございます。以上、繰越明許に係る歳出予算の経

費について調整いたしましたのでご報告いたします。 

 

議長 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。以上で日程第１２、報告第１号平成２４年度繰越明許費

繰越計算書一般会計の報告についてを終わります。 

日程第１３、請願第４号平成２５年度北海道最低賃金改正等に関する請願につ

いて、 

日程第１４、請願第５号地方財政の充実・強化を求める請願について、 

日程第１５、請願第６号義務教育費国庫負担制度堅持・負担率２分の１への復

元、「３０人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など２０

１４年度国家予算編成における教育予算確保・拡充に向けた請願について、 

日程第１６、請願第７号道教委『新たな高校教育に関する指針』の見直しと地

域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める請願について、以上４件

を一括して議題とします。この４件の取り扱いにつきましては、先に開催の議

会運営委員会において協議されておりますのでその結果について議会運営委員

会委員長より報告願います。８番山田議員。 

 

８番 

山田議員 

提出されました、請願４件について、６月１４日に開催されております議会運

営委員会で協議をしました結果、以下のとおり、各常任委員会に付託して審査

することで意見の一致をみております。まず請願第４号平成２５年度北海道最

低賃金改正等に関する請願については、産業厚生常任委員会への付託、続きま

して請願第５号地方財政の充実・強化を求める請願について及び請願第６号義

務教育費国庫負担金制度堅持・負担率２分の１への復元、「３０人以下学級」の

実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など２０１４年度国家予算編成に

おける教育予算確保・拡充に向けた請願について、また、請願第７号道教委『新

たな高校教育に関する指針』の見直しと、地域や子どもの実態に応じた高校づ

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

 

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

請願４号については産業厚生常任委員会に、請願５号、請願６号、請願７号に

ついては総務文教常任委員会に付託し審査することにご異議ございませんか。

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、日程第１３、請願第４号は産業厚生常任委員会

に、日程第１４、請願第５号、日程第１５、請願第６号、日程第１６、請願第

７号は総務文教常任委員会に付託して審査することに決定しました。 

日程第１７、承認第１号平取町議会議員の公務出張に係る派遣承認についてを

議題とします。 

お諮りします。別紙のとおり関係議員を公務出張派遣することにご異議ござい

ませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、日程第１７、承認第１号については別紙のとお

り関係議員を公務出張派遣することに決定しました。 

お諮りします。議案第７号平成２５年度平取町一般会計補正予算第４号を日程

に追加し、追加日程第１として議題としたいと思います。ご異議ございません

か。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。したがって、議案第７号を日程に追加し、追加日程第１

として議題とすることに決定しました。 

追加日程第１、平成２５年度平取町一般会計補正予算第４号を議題とします。

提案理由の説明を求めます。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

議案第７号平成２５年度平取町一般会計補正予算第４号についてご説明を申し

上げます。第１条、歳入歳出予算の補正でございますが、既定の予算の総額に、

それぞれ１０２０万円を追加いたしまして、予算の総額を６３億９７９４万２

千円とするものでございます。２項におきましては、予算の補正における款項

の区分及び金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算

補正」によることとしてございます。それでは、事項別明細の歳出からご説明

申し上げますので５ページをお開き願います。２款１項９目企画費６００万円

の追加でございます。これは平成２５年度の総務省の事業であります、地域力

創造のための起業者定住促進モデル事業として実施する事業となってございま

して、地域おこし協力隊などの地域外の人材の定住を促進しまして、地域の活

性化を図るため、外部専門家を活用したモデル的な取り組みを実施し、今後の

平取町の移住定住施策に関する問題や課題を分析して定住につながる実践的な

方策を探る事業となってございます。年度当初、総務省で事業の募集が始まっ

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

いたしましては、主に、第１次募集の地域おこし協力隊が本年度で３年目の最

終年を迎えるということから、任期終了後の定住に向けて、それぞれに努力を

しているところでございますが、任期完了後の起業等に向けた取り組みをさら

に専門的なノウハウ、経験を持ち合わせている外部専門家が実際に現地に来て

アドバイス、もしくは一緒に実践をすることで、より起業などや定住しやすい

環境を構築していくことを主たる目的として実施したいと考えているものでご

ざいます。予算内容でございますが、８節報償費３１０万円でございます。こ

れは現地指導や指導助言、資料作成費などの外部専門家への謝礼となっており

ます。９節旅費の費用弁償９０万円は外部専門家の指導のための平取町東京間

の旅費、現在のところ９往復分を組んでおりますが、それから先進地視察に係

る専門家の費用弁償となってございます。普通旅費４８万円は職員分の総務省

外部専門家との打ち合せ及び先進地視察に係る旅費となってございます。１１

節需用費、消耗品費３５万円は、これはモデル的にこの事業のなかでモニター

ツアー、エコツーリズム系のモニターツアーを予定しておりまして、それに係

る消耗品、及び一般事務に係る一般消耗品となってございます。印刷製本費１

２万円でございますが、これは、そのツアー関連、それからこの事業のなかで、

外部専門家によるシンポジウム等も計画したいと考えてございまして、それら

の資料等の印刷製本費となってございます。１３節委託料１０５万円でござい

ますが、これは今回の事業を実施する上で、外部専門家との調整ですとか、全

体的な事業のプログラムの進行等の支援業務を民間の専門シンクタンク等に委

託するための費用となってございます。これらの経費は全額、総務省の補助金

が充当されるものとなっております。次に３款１項１目社会福祉総務費２１節

貸付金４２０万円の追加でございます。これは平成２４年７月より厚生労働省

より委託を受けて、実践型地域雇用創造事業に係る雇用拡大や人材育成などの

各種事業を実施しております、平取町地域活性化協議会の運営経費のための平

取町からの貸付金となってございます。平成２５年度の協議会が、国から受け

る交付金は８人分の人件費をはじめまして、各種経費に４４５０万円交付され

ることとなってございます。昨年、２４年度は毎月の人件費や施設費の管理費

の支払いは、四半期ごとの国からの概算払いの交付金を充当してきたところで

ございます。しかし、本年度２５年度は国の予算成立が５月半ばとなりまして、

概算交付がずれ込む事態となったことから、６月分の人件費等の支払いが困難

な状況となっているということもあり、任意の団体であります協議会としても、

資金繰りとしての金融機関からの融資も困難ということから、平取町が貸付規

定を設けまして、協議会に対し運営資金の貸し付けを行うための追加補正とな

ってございます。金額の積算は当面の運営資金１月２１０万円の２月分という

ことになってございます。次に歳入をご説明いたしますので、前のページにお

戻りください。１４款２項１目総務費国庫補助金２節企画費補助金地域力創造

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

続きまして、２０款４項９目１節の平取町地域活性化協議会貸付金元利収入４

２０万円は、運営資金としての協議会への貸付金の償還金ということで、歳出

と同額を計上してございます。国からの交付金の概算払いがあった時点で、償

還をしていただくということにしてございます。以上、議案第７号平成２５年

度平取町一般会計補正予算第４号につきまして、ご説明を申し上げましたので、

ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、追加日程第１、議案第７号平成２５年度平取町一般会

計補正予算第４号は原案のとおり可決しました。 

お諮りします。承認第２号閉会中の継続審査等の申し出についてを日程に追加

し、追加日程第２として議題としたいと思います。ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、承認第２号を日程に追加し、追加日程第２とし

て議題とすることに決定しました。承認案件の配布を行います。暫時休憩いた

します。 

 

（休 憩 午後 １時５５分） 

（再 開 午後 １時５７分） 

 

再開します。追加日程第２、承認第２号閉会中の継続審査等の申し出について

を議題とします。議会運営委員会委員長、各常任委員会委員長及び各特別委員

会委員長からそれぞれの委員会において所管事務調査等について、閉会中に継

続審査及び調査を実施したい旨申し出がございました。申出書はお手元に配布

したとおりでございます。 

お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中に継続審査及び調査等

を実施することにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、各委員長から申し出のとおり、閉会中に継続審

査及び調査等を実施することに決定しました。以上で議案の審議は終了いたし

ました。 

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

ております。 

お諮りします。本定例会の会議に付された事件はすべて終了しました。従って、

会議規則第６条の規程により、本日で閉会したいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、本定例会は本日で閉会することに決定しました。

平成２５年第７回平取町議会定例会を閉会します。ご苦労さまでございました。 

 

  

 

（閉 会 午後 １時５８分） 

 


