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議長  

平成２３年第８回平取町議会定例会   （開 会 午前 ９時２９分）

 

皆さんどうもおはようございます。定刻より若干早いですけれども皆さんおそ

ろいですので、只今より、本日の会議を開きたいと思います。只今の出席議員

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

１１５条の規定によって、１１番安田委員と１番丹野議員を指名します。 

日程第２、議案第１号教育委員の任命についてを議題とします。提案理由の説

明を求めます。町長。 

 

町長  それでは、議案第１号の教育委員の任命についてご説明を申し上げたいと思い

ます。平取町教育委員会委員に次の者を任命したいので同意を求めるものでご

ざいます。同意を求める者は、住所を沙流郡平取町字貫気別２４０番地６。氏

名を本間稔浩氏でございます。生年月日は、昭和３５年３月１０日生まれの５

１歳でございます。次のページをお開き願います。経歴概要でございますが、

本間氏は昭和５３年の３月に岩見沢農業高等学校を卒業した後、昭和５６年の

３月に北海道拓殖短期大学を卒業してございます。職歴等については、次のと

おり、多くの公職を歴任されておりまして、現在は、平取町教育委員会委員長

として活躍されてございまして、人格識見も高く適任者でございますので、引

き続き選任同意を求めるものでございます。ご審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 

議長 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。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、任命同意す

ることに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第２、議案第１号教育委員の任命については、任

命同意することに決定しました。 

日程第３、議案第２号平取町公民館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。生涯学習課長。 

 

生 涯 学 習

課長 

議案第２号平取町公民館条例の一部を改正する条例に係ります提案理由並びに

条文改正内容についてご説明を申し上げます。本条例の提案理由につきまして

は、中央公民館における葬儀使用に当たり、その使用料金の減額改定等を行う

中で、公民館の利用拡大を図るものであります。それでは、条文改正内容につ
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いてご説明いたしますので、議案書５ページの平取町公民館条例新旧対照表を

ご覧をいただきたいと思います。表の右側が現行条文、左側が改正条文であり

ます。また、条文に付されております下線部分が改正事項とするものでありま

す。本改正条例におきましては、前段申し上げましたとおり、平取町中央公民

館における葬儀に係ります使用料について減額改定を行うものでありますが、

条文改正に係る説明の前に、現在の中央公民館において、葬儀を執り行った場

合の使用施設の状況及び料金についてご説明をさせていただきたいと存じま

す。現在、中央公民館を利用いたしまして、葬儀を執り行う場合においては、

大ホールを主会場として、さらにその他の部屋として大会議室の後にあります

和室、大会議室の横にあります中会議室及び調理実習室を使用した場合におい

て、１日２万９千円を徴収しております。また、大会議室を主会場とした場合

によっては、1 日単位の料金徴収ではなく、３時間を基本とした料金体系とな

っており、現実的に利用がしづらい状況となっております。さらに、施設面に

おいても大ホールにあっては、祭壇設置がステージに限られるなどその利用に

おいて敬遠されていたところであります。以上のことを踏まえる中で、合わせ

まして町民要望等を十分に参酌をし、料金体系の見直しと施設整備を図る中で、

その利用拡大に努めるものであります。それでは、新旧対照表により改正内容

についてご説明申し上げます。別表における改正となりますが、第２項におい

て、現行規定では只今も申し上げましたが、大ホールにおいて葬儀を行い、そ

の他使用する部屋として、和室Ａ、和室Ｂ、中会議室、調理実習室を含めて、

１日につき２万９千円を徴収としておりましたこの使用料について改正後にお

いて１日２万１千円とするものであります。あわせて大ホールでの葬儀におい

て、その他使用する部屋等については、これまでの和室Ａ、和室Ｂと、新たに

第３研修室、これは大ホールのステージということになります。これまでこの

ステージを使用した場合によっては、３時間を基本として、料金を徴収してお

りましたが、改正において１日料金に含めた内容となっています。さらに、大

会議室及び小会議室、この小会議室については公民館１階、トイレ横となりま

す和室ということであります。この大会議室、小会議室についてもこれまでは、

ステージ同様３時間を基本とする料金徴収としておりましたが、これにつきま

しても１日料金に含めるものとするものであります。なお、中会議室及び調理

実習室については、これまでどおり１日料金に含めるといたします。以上のと

おり大ホールを主会場として葬儀を執り行う場合において、その他使用する部

屋を、和室Ａ、和室Ｂ、第３研修室、大会議室、小会議室、中会議室、調理実

習室を含めて、１日の使用料を２万１千円にしようとするものであります。こ

の１日２万１千円の料金設定の考え方といたしましては、現在生活館において、

大型生活館といたしまして貫気別、二風谷生活館がございますが、ここでの生

活館での葬儀にありましては、１日につき１万７６００円を徴収しているとこ

ろであります。この料金を基本とする中で、公民館におけます、施設状況での

利便性及び現行料金との比較等を考慮する中で、概ね２割増しとすることでの
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２万１千円に設定したところであります。続いて、改正後における第３項であ

りますが、葬儀に大会議室を主会場として使用する場合での料金体系でありま

すが、前段ご説明いたしましたとおり、これまでにおいては、大会議室で葬儀

を行った場合、使用料については、１日料金ではなく、時間単位での徴収とし

ておりましたが、改正においては、１日単位での料金徴収とするものでありま

す。あわせてその他使用する部屋については、和室Ａ、和室Ｂ、小会議室、中

会議室及び調理実習室といたしまして、その１日料金を１万２千円とするもの

であります。この料金設定につきましては、現在、町民体育館の柔道場を利用

して葬儀を行った場合においては、１日の料金が１万２千円としておりますが、

この町民体育館の料金と同額とするものであります。以上のとおり葬儀におけ

る使用料について減額改定を行い、公民館における葬儀使用の拡大を図るとと

もに、町民サービスに努めていくものであります。また、公民館におけます葬

儀使用の拡大に当たりまして、後ほどを提案といたしております一般会計補正

予算において、施設備品の整備に関して計上しているところでありますので、

このことにつきましてもよろしくご理解を賜りたいと思います。なお、大ホー

ルにおける葬儀において祭壇設置については、ステージ及びホール観客席の双

方においてできるものといたしますが、観客席の設置については、ホール北側、

山側に面して設置するものといたしまして、その壁面に対しましては、黒幕を

備えることと、設置する際において床面から若干高くするというようなことと

いたしまして、台をそれぞれ備えていきたいと計画をしてございます。また、

大会議室におけます参列者の収容人員につきましては、イス席で２００名程度

は可能というふうに考えておりまして、また合わせまして和室を利用するとな

れば、２７０から８０程度は収容可能というふうに考えております。４ページ

をご覧をいただきたいと思いますが、附則といたしまして、この条例は公布の

日から施行するものであります。以上、議案第２号平取町公民館条例の一部を

改正する条例についてご説明を申し上げましたので、よろしくご審議を願いま

す。 

 

議長 これから、質疑を行います。質疑は、ありませんか。８番櫻井議員。 

 

８番 

櫻井議員 

 

 

議長 

今、明確にしていただきたいのが、体育館の今までの柔道場も引き続き使用す

るということをこの場で私たちは委員会で聞いておりますけど、知らない方も

多数おられるかと思いますんで、その辺明確にしていただきたいと思います。

 

生涯学習課長。 

 

生 涯 学 習

課長 

只今のご質問でありますけれども、現在、町民体育館の柔道場について使用、

葬儀について使用許可してるということでありますけれども、今後において、

只今ご提案申し上げましたように料金改定等を行う中で、中央公民館の利用拡
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大を図っていきたいということで、そのことによって、町民体育館でのその柔

道場での葬儀を許可するのかということで、前回総務文教常任委員会等の中に

おいてもご質問等がございました。葬儀使用ということに当たりましては、あ

くまでも遺族側の選択というようなことで、町民体育館の柔道場において葬儀

を行いたいということであれば、それは教育委員会といたしましても許可をし

ていきたいということで、公民館につきましてもですね、今後やはり公民館の

方に多く利用していただきたいということの考え方もありますけれども、あく

までも遺族側の選択というようなことで、葬儀を町民体育館の方でも行いたい

ということであれば、それはそのように許可をしていきたいというふうに考え

てございます。 

 

議長 他、ございますか。なければ、次に討論を行います。反対討論は、ありません

か。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは、採決を行います。本案について原案のとおり

決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って日程第３、議案第２号平取町公民館条例の一部を改正す

る条例については原案のとおり可決しました。 

日程第４、議案第３号平取町税条例等の一部を改正する条例についてを議題と

します。提案理由の説明を求めます。税務課長。 

 

税務課長 ６ページの、議案第３号平取町税条例等の一部を改正する条例についてご説明

申し上げます。次ページをご覧願います。７ページですけれども、平取町税条

例等の一部を次のように改正しようとするものです。なお、改正内容につきま

しては、改正条項等が多いことから説明資料により要旨をご説明申し上げます

ので、１６ページをご覧願います。要旨でございますけども、先ず、提案理由

です。現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための

地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、所要の整備を行うため、次

のとおり平取町税条例等の一部を改正しようとするもので、本議案につきまし

ては、ＮＰＯ法人に係る寄附金税制及び罰則規定条文の整理などが主な改正内

容となっております。はじめに、第１条関係ですけども、１番目としまして、

個人住民税関係でございますけれども、（１）番目寄附金税制の改正ですが、こ

ちらにつきましては、右の方に平成２３年１月１日以降の寄附金について適用

されるものでございます。①としまして、国税庁の認定を受けていないＮＰＯ

法人、かたく言えば特定非営利活動法人ということでございますけども、ＮＰ

Ｏ法人への寄附金であっても、これが住民福祉の増進に寄与するものとして町

が条例で新たに指定した場合には、個人住民税の寄附金控除の対象となるもの

でございます。カッコとして、当該寄附金を受け入れるＮＰＯ法人からの申し
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出があった場合に、適切と認められたときに指定するものでございます。これ

につきましては、従来は国税庁長官の認定を受けたＮＰＯ法人のみが補助対象

でした。現在、町内では三つのＮＰＯ法人が道の認証団体として登録され活動

されております。これが、今後の国から示される新認定制度の手引書が寄せら

れる予定になっており、提示される予定になっておりますので、これに基づき

対応させていただく予定になっております。②番目としまして、寄附金税額控

除適用下限額を２千円、改正前は５千円ですけども、２千円に引き下げするこ

ととするものでございます。それから（２）番目ですけども、肉用牛の売却に

よる事業所得に係る所得割の課税の特例の適用期限延長でございます。これに

つきましては、平成２５年度分の個人住民税から適用されます。①としまして

免税対象肥育牛売却頭数が年間１５００頭、改正前は２千頭ですけども、この

１５００頭を超える場合には、その超える部分の所得について免税対象から除

外する見直しを行ったので、その適用期限を平成２７年度まで延長することと

するものです。当町では、個人が１５００頭を超える事例はありません。（３）

番目としまして、その他引用条項の改正となっております。次に、２番目の固

定資産税関係、それから３番目の特別土地保有税につきましても、引用条項等

の改正となっております。４番目の罰則規定の見直しですけども、こちらにつ

きましては、公布の日から起算して２月を経過した日から施行でございます。

（１）番目としまして、次の不申告、不提出等に係る過料について、現行の３

万円以下を１０万円以下に改めるものでございます。①番目としまして町民税

に係る申告に関する過料、②退職所得申告書の不提出に関する過料、③固定資

産に係る不申告に関する過料、④軽自動車税に係る不申告等に関する過料など

となっております。（２）番目ですけども、次の納税管理人の不申告に係る過料

について、現行の３万円以下を１０万以下に改めるものでございます。①とし

まして、町民税の納税管理人に係る不申告に関する過料、②固定資産税の納税

管理人に係る不申告に関する過料、③鉱山税の納税管理人に係る不申告に関す

る過料、④特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料などでござ

います。（３）番目としまして、新たに不申告に関する条例を加え、過料を１０

万円以下とすることとしております。①番目としまして、たばこ税に係る不申

告に関する過料、②鉱山税に係る不申告に関する過料、③特別土地保有税に係

る不申告に関する過料などとなっております。第２条関係ですけども、１番目

の個人住民税関係、（１）個人の住民税に関する経過措置を追加して条文を整理

しております。（２）番目軽減税率の適用期限の延長についてでございますけれ

ども、①としまして、上場株式等に係る配当金所得及び譲渡所得、条約適用配

当等に係る配当所得の軽減税率の適用期限を、平成２３年１２月３１日から２

年延長し、平成２５年１２月３１日までとすることでございます。それから、

第３条関係でございますけども、１番目個人住民税関係です。（１）番目としま

して、施行日の延長でございます。①非課税口座内上場株式等譲渡に係る所得

計算の特例の施行日を、平成２５年１月１日から２年延長し、平成２７年１月
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１日とすることでございます。今回の改正の内容につきましては、以上のとお

りですのでご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 これから、質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。 

次に、討論を行います。反対討論は、ありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは、採決を行います。本案について原案のとおり

決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第４、議案第３号平取町税条例等の一部を改正す

る条例については、原案のとおり可決しました。 

日程第５、議案第４号平成２３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 

それでは、ご説明申し上げます。３８ページをお開き願いたいと思います。議

案第４号、平成２３年度平取町一般会計補正予算、第５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１４１５万円を追加いたしまして、歳入歳出予算

の総額を５４億１５３７万９千円とするものでございます。第２項においては、

歳入歳出予算の補正における款項の区分及び金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によることとしてございます。それでは、

事項別明細書の歳出からご説明申し上げますので、４２ページをお開き願いま

す。３款１項１目の社会福祉総務費、１３節委託料、３９万９千円の追加補正

でございます。内容といたしましては、平成２３年１０月に障害者自立支援法

が重度視覚障害者同行、援護等、新たなサービスの追加などを内容といたしま

して、一部改正されることに伴い、現在使用しております障害者福祉システム

の改修が、国保連合会への請求事務等に必要になったということに伴う、追加

補正となってございます。次に、４款１項２目予防費。これは、各節の組み替

え補正となってございます。ここで、若干訂正をお願いしたいと思いますが、

１３委託料の説明でございますが、各種検診委託料となっておりますが、これ

をですね、乳幼児予防接種委託料、ご訂正をお願いしたいと思います。これは、

この補正でございますけれども、当初予算計上ではヒブワクチン、小児用肺炎

球菌の予防接種につきましては、平取町国保病院へ委託して実施することとし

てございますが、医師の確保など病院側の体制が整わないというような事情に

よりまして、受託できない状況となったことからですね。町が直接医師を確保

いたしまして、予防接種を実施するための予算の組み替えとなってございます。

１３節委託料の国保病院への委託料をヒブワクチン２８０人分、小児用肺炎球
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菌３２０人分の接種委託料、これは６０１万２千円を減額いたしまして、１節

報酬の医師と看護師の５０回分の報酬、１５７万５千円及び１１節需用費、消

耗品費４０６万７千円。この内訳といたしましては、ヒブワクチン１４３万５

千円。小児用肺炎球菌ワクチン２６３万７千円を増額してございます。１９節

負担金補助及び交付金、３７万円の追加でございますが、これは町外での病院

で予防接種を受けた対象者に係る経費相当額の償還金となってございまして、

子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンそれぞれ１０人

分というような積算となってございます。次のページをお開き下さい。４款１

項４目環境衛生費は、これも予算の組み替えとなってございます。これは、エ

ゾシカなどの野生鳥獣によります、農林業及び地域住民の生活環境被害を軽減

するために、関係者が相互に協力いたしまして、総合的な被害防止対策を的確

かつ効果的に実施することを目的といたしまして、平取町、農協、改良普及セ

ンター、農業委員会、森林組合、猟友会沙流川支部などで構成する、平取町鳥

獣被害防止対策協議会が設立されたということになりまして、この今後ですね

この協議会が主体となりまして、事業実施することによる予算の組み替えとな

ってございます。駆除対策事務に係る職員の普通旅費９万円及び消耗品１万円

を減額いたしまして、新たに設立された協議会の平取町分の補助といたしまし

て、１０万円を追加するものでございます。当該協議会の事業計画といたしま

しては、猟友会によるエゾシカ全町一斉駆除、キツネ等の有害駆除、アライグ

マの防除などを実施することとしてございます。協議会運営費の予算に約２０

０万円に対しまして、平取町が１０万円を補助する内容となってございます。

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８０万円の追加

でございます。これは、平取トマト及び関連商品のＰＲと、消費低迷へ価格の

下落しております肉牛につきまして、びらとり和牛の安心、安全をアピールし

まして、あわせて平取町を知っていただくために平取町にゆかりのある方に参

加いただき、平取の味を堪能してもらいたいといたしまして、平取町地域資源

活用再生協議会が、札幌グランドホテルで実施する平取トマト和牛フェアの開

催に対し、補助するための追加補正となってございます。この総事業費といた

しましては、２９０万となっておりまして、この内８０万円を平取町が補助す

るものとなってございます。次のページでございますが、６款１項２目商工振

興費、１９節負担金補助及び交付金４７０万円の追加でございます。これは本

年３月の東日本大震災の発生によりまして、日本全国に広がった自粛ムード等

の影響で、平取町におきましても、消費の低迷が続いている現状から、町民へ

の生活支援及び町内消費の拡大を図り、地域経済の活性化に寄与することを目

的にいたしまして、平取町商工会が実施するプレミアムつき地域商品券の発行

事業に対し補助する内容となってございます。発行総額は、２４００万円。１

万２０００円１組を２０００組発行します。１組１２枚で１万２０００円相当

を１万円で販売するものとしてございまして、これによるプレミアム分４００

万円と商品券印刷代等の事務費７０万円を補助することとしてございます。次
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に、９款２項小学校費１目の学校管理費、１３節の委託料、２６万１千円の追

加でございます。これは、荷負、貫気別方面のスクールバス運行委託料の当初

の運行上で積算されておりません中学校での、休日、夏休み等の期間中の部活

動に伴う、運行回数の増加及び旭、貫気別方面バスの運行委託料、これは、旭

方面のスクールバスの増便ということで、旭方面から通学する平高生の確保を

含めまして、回数を増やすといった内容になってございます。双方合わせて８

９万円を増加する増額する内容となってございますが、当初と輸送業務の委託

料として、各業者と見積もり合わせなどで生じた予算残額がございまして、こ

れが６２万６千円ございますので、これを充当した後の不足額２６万１千円を

今回補正することとしてございます。次のページをお開き下さい。９款２項小

学校費、３目学校建設費、１５節工事請負費６６０万円の追加でございます。

内容は、貫気別小学校校舎外部塗装工事に係る工事費となってございます。貫

気別小学校の外壁塗装を屋根防水加工、体育館壁の改修、体育館の屋根塗装に

つきましては、平成２２年度国の補正に伴いますきめ細かな交付金事業といた

しまして、予算計上してございまして、本年度に繰り越して実施することとし

てございましたが、本設計段階で屋根防水加工の既存施設撤去費用等が予想を

上回りまして、現状の予算では校舎の塗装に未実施の箇所が生じるとなったた

め、当初予算どおりの内容で事業完了するため追加させていただくものとなっ

てございます。 後に９款４項２目公民館費、１８節備品購入費、１３９万円

の追加でございます。内容は、先ほど生涯学習課長の説明にもございましたけ

れども、本町地区での葬儀使用に対応する中央公民館での施設整備に係るもの

となってございます。兼ねてより体育館柔道場を葬儀会場としてする使用する

ことでの、練習などへの影響及びイスを使用できないことに伴う参列者、特に

高齢者への配慮をいたしまして、公民館の使用をお願いしてきた経緯があった

こと、それから、より利用しやすい施設整備をとの住民要望などにも対応する

ため、使用料等の改定を含めまして、葬儀用の備品の充実を図り利用の拡大を

図ることにしてございます。それに伴う追加補正となってございます。金額の

内訳といたしましては、放送設備５７万円。祭壇のバックカーテンが５８万４

千円。それから祭壇用の台がございますが、これが２３万６千円となってござ

います。以上、歳出を説明いたしました。次に、歳入をご説明いたしますので、

４１ページをお開き願います。１０款１項１目の１節地方交付税、普通交付税

でございますが、１１４万１千円の追加でございます。また、下段の１９款１

項１目１節の繰越金、１２６０万９千円の追加としてございまして、今回補正

をさせていただく１４１５万円の一般財源として、充当を予定しているところ

でございます。以上、一般会計補正予算第５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、ありませんか。 

（質疑なしの声） 
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質疑なしと認めます。 

次に、討論を行います。反対討論は、ありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第５、議案第４号平成２３年度平取町一般会計補

正予算、第５号は原案のとおり可決しました。 

日程第６、議案第５号平成２３年度平取町介護保険特別会計補正予算、第１号

を議題とします。提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

それでは、議案書４７ページをお開きいただきたいと思います。議案第５号平

成２３年度平取町介護保険特別会計補正予算、第１号につきましてご説明、ご

提案を申し上げたいと思います。第１条におきまして歳入歳出予算の補正でご

ざいますけれども、歳入歳出それぞれに４７４万円を追加し、それぞれの額を

３億７０３４万円としようとするものでございます。それでは、歳出からご説

明申し上げますので、５１ページをお開きいただきたいと思います。３歳出、

６款１項２目償還金、２３節償還金利子及び割引料、金額につきましては、４

７４万４万を補正しようとするものでございます。この提案内容でございます

けれども、平成２２年度の介護給付費関係、地域支援事業関係費のそれぞれの

決算によって、清算されましたので、その交付額が確定になりました、それの

金額等を報告済み額との差額に返還金が生じましたので、償還金に予算補正を

しようとするものでございます。それぞれ、そこに書かれていますように、介

護給付費関係につきましては、それぞれの一定の案分によりまして、国、道を

支払基金、地域支援事業費につきましては、国、支払基金ということで、それ

ぞれ交付済額の中で、差額がでましたので償還金として整理をしようとする内

容でございますか、前ページを見ていただきたいと思います。２歳入、８款１

項１目繰越金、１節繰越金４７４万でございますけれども、この交付済額との

清算の償還金につきましては、前年度繰越金に求めているということでござい

ますので、よろしくご審議をお願いいたします。以上です。 

 

議長 これから、質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。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） 
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挙手多数です。従って、日程第６、議案第５号平成２３年度平取町介護保険特

別会計補正予算、第１号は原案のとおり可決しました。 

日程第７、報告第１号平成２２年度財政健全化判断比率及び資金不足比率報告

及び平成２１年度財政健全化判断比率の一部修正についての説明を求めます。

まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

報告第１号、平成２２年度を財政健全化判断比率及び資金不足比率及び平成２

１年度を財政健全化判断比率の一部修正についてご説明申し上げます。本報告

に関しましては、本日お配りをさせていただいております、平取町の健全化判

断比率という資料がお手元にいっていると思いますけれども、これによりまし

てですね、主にご説明をさせていただきたいと思っております。先ず、この資

料にありますとおり、健全化判断比率とは何かということを若干説明させてい

ただきます。平成１９年に施行されました、地方公共団体の財政の健全化に関

する法律に基づき報告をするものでございまして、法の規定では地方公共団体

の財政の健全化比率というのを公表することを設けまして、それに応じまして、

地方公共団体等が、財政の早期健全化を図るための計画を策定する制度を定め

るとともに当該計画の実施の促進を図るための、行財政上の措置を講ずること

で、地方公共団体の健全化に財政の健全化に資することを目的としてございま

す。指標といたしましては、議案の５３ページに記載されております。四つの

指標がございます。この資料の左側の下にもございますけれども、指標といた

しましては、実質赤字比率、それから連結実質赤字比率、実質公債費比率、そ

れから将来負担比率の四指標を指してございます。この数値の大きいほど財政

状況は悪いとされておりまして、各指標が基準を超えた場合には、財政の早期

健全化を図ることを目的としております。前年度の健全化判断比率、資金不足

比率とその積算の基礎となる事項を記載した書類を監査委員に提示するととも

に、監査委員からの審査意見をつけて議会に報告し、公表しなければならない

とされてございます。意見書は、既に交付されているところでございます。新

しい健全化比率の導入ということでございますが、この資料にあるとおり、こ

れまでの指標及び開示の制度に課題があるとされておりまして、今後の課題と

いたしましては、自治体の財政情報の開示が不十分であると、それから財政の

早期健全化をしなければならない状態を発見することができなかった、それか

ら将来にわたる負担が把握できないなどが挙げられておりまして、この図のと

おり、４つの健全化判断比率が悪化し、この箱の真ん中にありますが、早期健

全化基準以上になればですね、自主的な改善努力が義務付けられるイエローカ

ード状態となってございまして、さらに悪化が進みますと財政再生基準を超え

るような悪化になればですね、国等の関与で財政の確実な再生を図らなければ

ならないレッドカード状態というような状態になってございます。それでは、

各指標について説明いたします。先ず、 初右側の上の方でございますが、実

質赤字比率ございます。これは、平取町０％ということでございまして、赤字
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比率等をですね、正式には黒字であっても、翌年度収入をその年度に繰上げて

た、いわゆる繰上げ充用とか歳入不足のための支払いなどをですね、翌年度に

繰り延べるなど、実質的には赤字の状態を実質赤字と言いまして、この数字が

ですね、一般会計の標準財政規模に対してどのくらいの割合になってるかとい

うのを示すのが、実質赤字比率でございまして、これの早期健全化基準がイエ

ローカードですね、この１５％となってございます。カードは、２０％となっ

てございますが、２２年度決算におきましては、平取町は赤字を発生しており

ませんので、比率はゼロとなっておりまして、健全段階にあるということが言

えると思います。次に、その下の平取町の連結実質赤字比率でございます。こ

の比率はですね、今、申し上げました、一般会計の実質的な赤字状態、さらに

国民健康保険会計、それから簡易水道会計など、平取町のすべての会計を合計

した結果ですね、実質赤字が生じている状況が連結赤字実質赤字と申しまして、

これが標準財政規模に対する割合ということになってございます。平取町の２

２年度の決算におきましては、病院会計は赤字となってございますが、他の公

会計との合計が黒字となるために、比率は０％ということになりまして、比率

の上では健全段階となってございます。次に、実質公債費比率、裏面でござい

ますが、平取町は、２２年度で１４．７％となってございまして、これは、公

共事業を行う時に起債した地方債の償還金を公債費と言いますけれども、実質

公債費とは、一般会計における地方債のみならず、簡易水道会計などの特別会

計が起債した地方債に対する一般会計の負担分、繰出金という形で出ますけれ

ども、それを含めた自主的な町債の償還費のことを指します。この実質公債費

が財政規模に対してどのくらいの割合になってるかというのが、実質公債費比

率ということでございまして、過去３年間の平均により算出するものとなって

ございます。この中ほどの囲みが算出基礎でございまして、算出式でございま

して元利償還金とか、一部事務組合等の公債費を足しまして、公債充当の特定

財源、それから交付税算入の公債費等引いたものを分子といたしまして、標準

財政規模から、算入公債費を引いたものを割ると、分母といたしまして計算を

するということになっておりまして、これが単年度で２２年度は、１１．１％

という数字になっております。この下の囲みにあるとおり、３カ年平均という

ことでですね、２０年度が１９．１％、２１年度が１４．２％、２２年度は１

１．１％ということで、３カ年平均で１４．７％ということでございます。イ

エローカードの基準が２５％でございますので、これも健全段階にあるという

ことが言えるかと思います。平取町では、平成１８年から公債費適正化計画を

立てる中でですね、その数値の改善に取り組んでまいりましたけれども、この

計画では２２年度１８％台にする計画となっておりますけれども、既に２１年

度で１７．８％、今年が１４．７％となっておりまして、数値的には改善の傾

向にあるということでございます。次に、４番の将来負担比率、３．４％とな

ってございまして、これは将来負担率と言いますのは、将来負担といたしまし

てはですね、一般会計が起債して今後償還すべき地方債の残高、それから特別
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会計等で起債した地方債の残高、これは繰入金ということで負担しますが、そ

れから債務負担行為の支出見込み、それから町の職員の退職金の支給見込み、

それから一部事務組合の地方債の償還分、これらが将来負担としてあげられま

す。このような将来負担があるということは逆にですね、将来負担に備えた時

に基金でございますが、それから将来負担に対する財源として見込める歳入も

ございますので、これらの将来負担が財政規模に対してどのぐらいの割合なっ

てるかを示すのが、将来負担比率となってございまして、この中段の算式で算

出したものがですね、３．４％という状況になって、イエローカードの基準と

いたしましては、３５０％ですので、健全な段階にあるということが言えよう

かと思います。ここで５３ページに戻っていただきまして、下の方の２のです

ね、平成２１年度の財政の健全化に関する法律に係る健全化、ここもちょっと

修正をお願いしますが、健全化の全化が抜けておりまして健全化判断比率の一

部修正についてということで修正をお願いいたします。これを先に説明させて

いただきたいと思いますが、昨年２１年９月議会で報告させていただいており

ました、将来負担比率の数値０．２％につきまして、今回２２年度の各比率を

算定する段階でですね、誤りが見つかってございまして、誤りの内容といたし

ましては、計算の基礎となる基準財政需要額算入公債費の見込み額をですね、

起債台帳とかの転記誤りという単純なもので、今回修正をさせていただくとい

うことになりました。この件に関しましては、大変ご迷惑をお掛けしたという

ことを申し上げます。この結果、昨年２１年度決算の将来負担比率につきまし

ては０．２％ではなく、１９．５％と修正になりますので、ご容赦お願い申し

上げたいと思います。先ほど説明したとおりですね、平成２２年度決算での将

来負担比率は３．４％ということでございまして、修正後の昨年度の数値が１

９．５％でございますので、１６．１％減少する結果となってございまして、

これは地方債残高が大幅に減ったということが主な要因となっております。健

全化判断比率の説明としては、以上でございます。続いて、資金不足比率につ

いてご説明申し上げます。これは公営企業を経営する地方自治体は、企業会計

ごとに資金の不足額の事業規模に対する比率、資金不足比率を毎年度公表しな

ければならないとされてございまして、この比率が経営健全化基準２０％以上

となった場合は、経営健全化計画を定めなければならないとしてございます。

平取町で該当するのは、公営企業法の適用となる国保病院の特別会計、それか

ら非適用の簡易水道特別会計となってございます。それで、病院会計での資金

不足比率でございますが、流動資産から流動負債を差し引いた額不足額で、６

００６万５千円ございますが、これが医業収益５億２２７０万９千円に占める

比率となってございまして、これが１１．４％となってございます。２１年度

は１４．３％でございますので、２．９％減少しているのでございます。非法

適用の簡易水道会計につきましては、資金不足を生じていない状況でございま

すので、数値が出てこないという内容になってございます。以上、ご説明申し

上げてご報告に代えさせていただきます。 
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議長 質疑を行います。藤澤議員。 

 

２番 

藤澤議員 

只今、詳しいご説明をいただいたので、ほぼ質問なしかなと私自身思ったんで

すか、時間もございますので、ちょっとお聞きしたいと思います。本来であれ

ば、この内容については一般質問なり、時間を割いてということが筋だと思い

ますが、お許しを願いたいと思います。先ずですね、この将来負担率について

大きく０．２が間違ってたとはいえ、６０或いは３０台、４０台、そして今回

の１９．５ですか、どんどん下がっているということは、先ほどの説明による

ふれあいセンターの償還が終わった時にぐんと減ったと、これについては、い

わゆるその地方交付税の増減に、この２１年の数字は、地方交付税関係の増減

によっての数字の入れ替わりはなかったんでしょうか。 

 

議長 

 

まちづくり課長。 

ま ち づ く

り課長 

はい、お答え申し上げます。この算式のですね、分母でございますが、これが

標準財政規模ということになっておりまして、これが３７億約５６万というこ

とで、これは主に普通交付税がですね、加算されるといった数値になってござ

いまして、普通交付税が、非常に伸びているというような状況もありまして、

分母が大きくなることで、先ほどご質問にもありました、起債の償還も減って

ると分子が小さくなっているということで、より指標としてはですね、より良

い数値が出たというふうに考えてございます。 

 

議長 

 

藤澤議員。 

２番 

藤澤議員 

 

 

 

 

 

 

議長 

はい、藤沢です。そうすると私は、この数字について若干、普段から気にはし

ていたもんですから、伺いますが、３５０の数値がイエローになる手前だと、

上限と言いますか、仮に夕張は当時１０００、４、５００でしたが、そういう

状態で産炭地が１番その数値が大きいということでございますが、例えばそう

するとこの将来負担率を軸として聞いてるんですが、経常収支比率、そして公

債費比率についてもどのような数値の移行になってるか簡単で結構です、ダブ

って申しわけありませんが、もう一度お願いいたします。 

 

まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

 

お答え申し上げます。今、ご質問のありました財政の健全化を示す指標といた

しまして、経常収支比率、公債費比率も非常に重要な指標となってございます。

これは、２１年度の決算との比較ということで、今回お知らせをさせていただ

きますが、公債費比率につきましては、平成２１年度１５．７％、平成２２年
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度決算では１３．６％となっておりまして、これも実質公債比率に準じて改善、

良好な方向に向かっていくという内容になっております。経常収支比率につき

ましては、一般財源、経常的な一般財源に占める経常的な支出の割合というこ

とになりますけれども、平成２１年度におきましては、これは臨時財政対策債

を除いた分で計算しておりますけれども、２１年度は９４．２％、２２年度は

８９．９％ということで、こちらもかなりの改善の方向にあるというような数

値になってございます。 

 

議長 

 

藤澤議員。 

２番 

藤澤議員 

後で、改めて勉強をしなおして、今、課長のまちづくりのデスクにお邪魔して、

聞くのも方法かなと思っておりますけども、なぜ今の状況聞いたかと申します

と、後で町長の総則的に、それで未来像を伺いたいと思うんですか。指導と判

断というか、我々かもしれませんが、一般的にはそれぞれの数値が平均して移

動するのが健全の或いはその反対もありますけども、連動していくのかなと思

うんですが、将来負担率がおもいっきり下がって経常収支、或いは公債費比率

がじわりという事についてのことについては、個人的にはまた勉強したいと思

っておりますが、それはそれとしましてですね、町長に伺いますが、孫、子に

つなぐ借金が余りないんだと、ゼロに近いんだという状況をですね、管内的に

見てもこの１０％、２０％の数字が、ほかの町村では６０、９０、１００、１

５０なんですね。日胆地区を見ても１５２くらい、そういうことで私ども平取

町については、一ついい材料があるのかなと、状況の中でこの財政出動、この

数値を軸にしてお答えをいただきたいんですが、例えば、温泉の改築、これは

おそらく８億もいくのかなと、超えるかなというふうな数字になると思うんで

すが、或いは先ほど出ていた商工会の一般町民に対する還元という事で、プレ

ミアム券諸々のことがあるんですが、もし許されるのであれば、他町村も連結

決算を求められて以来、乾いたタオルを絞ってさらに働けよという状態でござ

いますので、全てを含めた上でこの思い切った財政出動をしても平取町まだ耐

え得るのかなと、そんなような他町の数値を見ると、そんな感じをするわけな

んですが、これで質問を終わりにしますけども、町長の今も含めた形の中でご

答弁をいただきたいと。川上町長。 

 

町長 それでは、私の方からお答え申し上げたいと思いますが、皆さんもご存知のと

おり、１７年の９月にどの町とも合併せずに自立していくというようなことで

ですね、本当に先ほど藤澤議員が申されたようにですね、乾いたタオルを絞る

くらい相当の財政の健全化に向けて、また自立に向けてですね、努力をして今

日にあるというふうに考えておりますし、そういった意味でですね、非常に持

続可能なそういった財政の健全化に進んでいるというふうに考えてございま

す。しかしながらですね、現状の平取町の状況を見ますとですね、やはり過疎
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化が一層進んでいるという状況の中で、特に農業については、基盤がしっかり

しておりますけれども、それだけでは、やはり過疎を止めることはできない、

そういった中ではですね、ある程度必要なことについては、積極的な行政を進

めていかなければですね、町を支える若者がどんどん街に行くというようなこ

とでございまして、そういった意味で健全化にも十分留意しながらですね、こ

れからは、次の例えば、温泉の関係についてもですね、約７億円くらいでござ

いますけれども、補助金、或いは町の裏財源については過疎債等々ですね、差

し引きますと 終的には、２億２、３千万のぐらいで何とか持ち出しをできる

だけ少なくする中でですね。やはり、町の活性化のためにですね、大いに都会

から交流人口の拡大を図りながらですね、そしてお金を落としていただきなが

ら、雇用の場を生むような形をとっていきたいというふうに考えておりますし、

いずれにしても後期５カ年の財政の健全化のシミュレーションでいきますと、

基金は、１０億程度、或いは公債費、起債の借金についてはですね、３０億程

度ということでございますけれども、そういった事を十分加味しながらですね、

やはり積極的な形で行政進めていかなければですね、町は衰退の一途になりま

すので、財政の健全化、それと合わせながらですね、積極的な行政をかみ合わ

せながらですね、これからの町づくりを進めてまいりたいというふうに考えて

ございますので、ご理解を願いたいと思います。 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他、ございませんか。質疑を終了します。以上で、日程第７、報告第１号平成

２２年度財政健全化判断比率及び資金不足比率報告及び平成２１年度財政健全

化判断比率の一部修正についての報告を終わります。 

日程第８、認定第１号平成２２年度平取町国民健康保険特別会計決算認定につ

いて、 

日程第９、認定第２号平成２２年度平取各会計決算認定についてを一括議題と

します。監査委員からの意見書並びに決算書は、お手元に配布したとおりであ

ります。お諮りします。平成２２年度平取町国民健康保険病院特別会計決算認

定及び平成２２年度平取町各会計決算認定については、議会運営基準１１１、

先例１により正副議長を含め７名の委員で構成する決算審査特別委員会を設置

し、これに付託して審査したいと思います。ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、認定第１号及び認定第２号については、７人の

委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに

決定しました。特別委員会の人選につきましては、選考委員会の選考を省略し

直ちに指名推薦することにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、特別委員会委員の選任については、選考委員会

の選考を省略し議長が指名推薦することに決定しました。それでは、指名しま

す。決算審査特別委員会委員には、丹野議員、貝澤議員、平村議員、四戸議員、
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議長 

 

櫻井議員の５名。そして正副議長を加えた７名を決算審査特別委員会委員に指

名します。以上のとおり指名することにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、決算審査特別委員会の委員は議長が指名したと

おり決定いたしました。また、この決算審査を行うため本会議は、地方自治法

第９８条第１項の権限を決算審査特別委員会に委任することを決議したいと思

いますが、ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、平取町議会は地方自治法第９８条第１項の権限

を決算審査特別委員会に委任することを決議しました。休憩します。決算審査

特別委員会の開催を求めます。 

 

（休 憩  午前１０時３５分） 

（再 開  午前１０時４５分） 

 

再開いたします。休憩中に開催された特別委員会において委員長及び副委員長

の互選が行われ、その結果について報告いたします。決算審査特別委員会委員

長には、櫻井議員。副委員長には、平村議員。以上のとおり互選された旨報告

がありました。よろしくお願いいたします。 

日程第１０、意見書案第５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、 

日程第１１、意見書案第６号義務教育費国庫負担制度堅持と負担率２分の１復

元など２０１２年度国家予算編成における教育予算の確保、拡充を求める意見

書案の提出について、 

日程第１２、意見書案第７号北海道地域 低賃金の大幅な改善を求める意見書

案の提出について、 

以上、３件を一括して議題とします。提出議員からの説明を求めます。初めに、

意見書案第５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、櫻井議

員。 

 

８番 

櫻井議員 

趣旨説明に代えまして朗読をさせていただきたいと思います。 

（意見書案朗読） 

 

議長 次に、意見書案第６号義務教育費国庫負担制度堅持と負担率２分の１復元など、

２０１２年度国家予算編成における教育予算の確保拡充を求める意見書案の提

出について。櫻井議員。 

 

８番 

櫻井議員 

同じく趣旨説明に代えて朗読をさせていただきます。 

（意見書案朗読） 
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議長 次に、意見書案第７号北海道地域 低賃金の大幅な改善を求める意見書案の提

出について。千葉議員。 

 

１０番 

千葉議員 

それでは、同じく趣旨説明を省略いたしまして、意見書案を読み上げたいと思

います。（意見書案朗読） 

 

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

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。 

次に、討論を行います。反対討論は、ありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは、採決を行います。日程第１０、意見書案第５

号について原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１０、意見書案第５号について原案のとおり可

決しました。 

日程第１１、意見書案第６号について原案のとおり決定することに賛成の方は

挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１１、意見書案第６号について原案のとおり可

決しました。 

日程第１２、意見書案第７号について原案のとおり決定することに賛成の方は

挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１２、意見書案第７号について原案のとおり可

決しました。 

お諮りします。議案第６号平成２３年度平取町一般会計補正予算、第６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、議案第６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２３年度一般会計補正予算、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６号平成２３年度平取町一般会計補正予算、第６号につきましてご説明

申し上げます。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、９４５万６千円を追加いたしまして、歳入歳出予算の
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総額を５４億２４８３万５千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おります。それでは、

事項別明細の歳出からご説明申し上げますので、５８ページをお開き願いたい

と思います。３款１項１目社会福祉総務費、９４５万６千円の追加となってご

ざいます。これは、ふるさと雇用再生特別対策推進事業といたしまして、北海

道が雇用対策として２１年度から事業を行っているものでございまして、制度

といたしましては２３年度、今年度で終了する事業となってございますが、こ

の度、本制度の原資となる基金が１億円程度残る状況となったことから、本来

は３カ年の継続事業として採択される基本でございますが、単年度事業との条

件によりまして、新規事業の募集をしていたというような状況でございます。

平取町といたしましても雇用対策事業の拡大という観点から申請をしておりま

して、今回事業の採択が内定したことによる補正となってございます。採択さ

れた事業の内容といたしましては、アイヌ文化連携による体験交流産業、実施

創造事業と称しまして、アイヌ伝統文化の体験、それから観光農園等の体験交

流産業の推進に不可欠な農林漁業者や企業の協力者を把握しまして、ネットワ

ーク化を図り、その推進体制を構築するための事業としてございます。具体的、

より具体的内容といたしましては体験交流産業、観光農園等の実地調査、これ

はトマト栽培農家の協力調査などでございます。それと体験交流産業推進体制

の構築、これは本事業に係る協力者の把握、それからネットワークの形成、そ

れと観光農園運営等のマニュアル等の作成といった内容になってございます。

１３節の委託料９３５万６千円の追加は、今申しました事業を進めるための専

門業者への委託料となってございます。雇用対策事業でありますので、この事

業費のうち、人件費が７０１万３千円このうち失業者分が４７２万１千円とな

っております。人数で申しますと、５名の雇用、うち失業者が３名の雇用を創

出するとしてございます。雇用期間は、約６カ月となってございます。９節旅

費、５万円、１１節の消耗品費、５万円は、当該事業に係る事務費となってご

ざいます。次に、歳入でございますが、５７ページ。まず下の方でございます。

１５款道支出金、２の道補助金、民生費道補助金、社会福祉費補助金のふるさ

と雇用再生特別推進事業補助金ということでございまして、この委託料に係る

９３５万６千円を１００％の充当率で、本補助金が充当されることになってご

ざいます。事務費の１０万円につきましては、一般財源として普通交付税を充

当することとしてございます。以上、一般会計補正予算、第６号につきまして

ご説明申し上げましたので、ご審議のほどお願い申し上げます。 

 

議長 

 

 

 

質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。 

次に、討論を行います。反対討論は、ありませんか。 
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議長 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは、採決を行います。本案について原案のとおり

決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、追加日程第１、議案第６号平成２３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。休憩します。 

 

（休 憩  午前１１時 ３分） 

（再 開  午前１１時 ６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の申し出についてを

日程に追加し、追加日程第２として議題としたいと思います。ご異議ございま

せんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、承認第１号を日程に追加し、追加日程第２とし

て議題とすることに決定いたしました。 

追加日程第２、承認第１号閉会中の継続審査の申し出についてを議題とします。

議会運営委員会委員長、各常任委員会委員長及び各特別委員会委員長からそれ

ぞれの委員会において、所管事務調査等について閉会中に継続審査及び調査を

実施したい旨申し出がありました。申出書は、お手元に配布したとおりです。

お諮りします。各委員長からの申し出のとおり閉会中に継続審査及び調査等を

実施することにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、各委員長からの申し出のとおり、閉会中に継続

審査及び調査等を実施することに決定しました。以上で、議案の審議は全て終

了いたしました。 

本定例会に付された事件の審議状況を報告します。議案６件で、原案可決５件、

同意１件。認定２件で、委員会付託２件。報告４件で、決定３件、報告１件。

請願１件で、委員会付託１件。陳情３件で、委員会付託３件。意見書案３件で、

原案可決３件。承認１件で、決定１件となっております。これで本日の日程は、

全て終了いたしました。会議を閉じます。平成２３年第８回平取町議会定例会

を閉会します。 

 

（閉 会 午前１１時１０分）

 

 

 

 


