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 平成２５年第１２回平取町議会定例会 （開 会 午前 ９時３０分） 

 

議長 皆さんおはようございます。ただいまより、平成２５年第１２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番丹野議員と３番四戸議員を指名します。 

日程第２、会期の決定を議題とします。このことにつきましては、１２月４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１２回町議会定例会の議会運営等につきましては、先日

１２月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１２月１１日から明日１２月１２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、

会期は本日から明日１２月１２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１２月１２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。日高地区交通災害共済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、閉会中の諸事業について配付資料のとおりご報告いたします。以上で諸般

の報告を終了します。 

日程第４、行政報告を行います。行政報告について。教育長。 

 

教育長 それでは本年１２月定例議会における諸般の教育行政についてご報告申し上げ

ます。まず学校教育事業等についてであります。１点目、平成２５年度学力・

学習状況調査結果についてであります。本年４月２４日に実施されました、全

国学力・学習状況調査にかかわる北海道全体及び管内別での結果が先月５日に

北海道教育委員会のホームページに登載されるとともに、新聞報道等がなされ

たところであります。このたびの学力調査にありましては、４年ぶりに文部科

学省が全国の小中学校を対象に抽出方式から悉皆方式に変更するなかで、国語、

算数、数学の２教科について調査を行ったものとなっておりますが、都道府県

単位での平均正答率の結果にありましては、８月に公表がされ、その結果とい

たしましては、北海道は全国の順位でいきますと、２科目を合算し、小学校が

３８位、中学校は４５位でありました。順位からいきますと、４年前と比較を
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して、わずかではありますが、改善されてきておりますけれども、依然として

全国平均には隔たりがあり、厳しく受けとめざるを得ないものとなっています。

このことにおいて、前段申し上げました先月５日、道教委が公表した道内の管

内別の結果にありましては、日高管内は小中学校ともにすべての教科において、

全道平均を下回り、その差は前年度と比較いたしましても、軒並み悪化し、日

高管内は全管内中下位の位置となり、これまで以上に危機感を持つ取り組みを

行わなければならない実態にあると考えるところであります。そうしたなかに

おいて平取町の状況を申し上げますと、小学校にありましては前年度より全道

との差が若干ではありますが大きい傾向が見られます。特に、国語Ａ、Ｂが平

均より大きく下回っています。次に中学校でありますが、前年度にありまして

はすべての教科において全道平均より上回る結果となりましたが、本年度にお

いては横並びもしくは若干ではありますがポイントを下げている状況となって

います。そのことにおいてこれまでの学力調査の推移等から判断いたしますと、

近年において、町が学力向上対策として取り組んでまいりました、町単独教員

の採用等におけるＴＴ指導や、習熟度別指導体制等の施策による効果があらわ

れ、着実に功を奏してきているものと考えるところでありますが、いまだ十分

とは言えない状況でありますので、平取町の児童生徒一人一人に、社会で自立

していくために必要な最低限の学力を保障しなければなりません。そのため、

教育委員会と学校においては、この学力調査の結果を真摯に受けとめ、課題は

何かを改めて確実に分析を行い、その課題解決に向け努力していく必要があり

ます。今後におきましては、北海道教育委員会が掲げる、平成２６年度の学力

調査までに全国平均点以上とする、そして平成２９年度までにすべての管内を

全国平均に引き上げることを目標とする上でのあらゆる施策に積極的に取り組

むとともに、学校改善プランの見直し、家庭学習の充実、学校における補充学

習の実施等について努めていかなければならないものと考えております。この

ことを踏まえ、教育長といたしまして、直近において開催されました町校長会

議並びに教頭会議におきまして、ただいま申し上げました事項等の確実な実施

について、校長教頭に対し指示を行ったところであります。なお、この学力学

習調査にかかわる結果については、例年広報びらとりにおいて、町民にお知ら

せさせていただいておりますが、本年度の結果につきましては、今月下旬発行

の町広報において、掲載する予定としておりますことを申し添えさせていただ

きます。続いて、２点目の平成２６年度新入学児童に係る就学時健診等の実施

につきまして、ご説明を申し上げます。１０月８日及び１０日となりますが、

平成２６年４月に町内小学校に入学を予定している児童の健康診断等を実施い

たしました。来年度は現在４８名の児童が入学予定となっておりますが、学校

別に申し上げますと、紫雲古津小学校３名、平取小学校２５名、二風谷小学校

３名、貫気別小学校６名、振内小学校１１名となっております。実施いたしま

した健康診断等の内容につきましては、内科検診のほか視力、聴力、歯科の各

検査を行うとともに、児童の発育状況を調べるスクリーニング検査を合わせて
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実施いたしました。教育委員会におきましてはこの健診等を通したなかで、児

童一人一人の様子を確認し、状況によっては、保護者と入学に当たっての相談

等を行うとともに、今月１６日に開催をいたします、平取町就学指導委員会の

協議結果等をもとに、児童に対し必要とする教育的支援並びに環境等を整えて

まいりたいと考えております。続いて３点目の平取高等学校振興支援協議会の

事業経過についてご説明を申し上げます。平取高等学校生徒確保及び生徒並び

に保護者、学校に対する支援策を検討する本協議会でありますが、９月定例議

会におきましても協議経過等についてご説明申し上げてきておりますが、その

際、平取高等学校に関するアンケート調査の実施についてご説明申し上げさせ

ていただき、このたび、その集計結果がまとまりましたので、概要についてあ

わせてご説明いたしたいと存じます。なお詳細につきましては、本日予定され

ております総務文教常任委員会においてご報告をさせていただきたいと考えて

おりますので、よろしくご留意いただければと思います。平取高等学校振興支

援協議会の事業経過につきましては、９月定例議会以降において、これまで２

回の役員会と同じく２回の生徒確保委員会並びに支援対策委員会を開催してお

ります。協議事項にありましては、前段申し上げました平取高等学校に関する

アンケート調査内容の検討及び集計結果にもとづく、支援策の検討となってお

ります。このたび実施いたしましたアンケート調査にありましては、今後にお

ける支援策を協議していく上の参考資料とすべきものとなっておりますが、１

０月２１日から１０月２５日までの間において、町内中学校及び、平取高等学

校生徒並びに保護者全員を対象として実施いたしました。１０月２８日から１

１月１２日にかけて、回収されました調査票の集計作業を教育委員会事務局に

おいて行ったものとなっております。集計に係ります概要となりますが、まず、

回収率にありましては、中学校生徒が８２．１％、中学校生徒保護者が８２．

８％、高等学校生徒が５９．６％、同じく保護者が５８．５％となっておりま

す。質問等における回答といたしまして、特徴的な点について２、３申し上げ

たいと存じます。中学生が高校へ進学する際に、どのような考えで選ぶかとの

問いに際しまして、最も大きい理由といたしましては、校風及び学校イメージ

となっており、続いて将来の夢や目標をかなえるため進学及び就職に有利なと

ころとなっております。また、平取高等学校へ入学したいと思うかとの問いに

対しましては、全学年トータルといたしましては、入学したいが３３．７％、

入学したくないが２５．０％、わからないが４１．３％となっております。中

学生保護者の結果といたしましては、１人でも多く平取高校へ入学させる上に

おいて、どのような支援策が必要かとの問いに対し、進学や就職に対する支援

策として、各種資格取得経費にかかわる補助でありますとか、進学、就職にお

けるゼミナール等の開催といったことがあげられておりました。また、現役の

平取高等学校生徒からの声といたしまして、入学してよかったところは何であ

るかとの問いに対し、学年に隔たりなく生徒同士の友情が育まれている、進学、

就職における教師からのサポートが充実している、先生と生徒の距離が近く相
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談しやすいといったことがあげられておりました。また反面改善してもらいた

い点等にありましては、部活動の充実、学級を増やしてほしいといったことが

ございます。さらに保護者からは、生徒数の減少により高校がなくなることへ

の懸念、平取高校の魅力を町内中学生にＰＲする機会を積極的に設けるべきと

いった声がございました。ほんの一例となりますが、アンケート調査結果の内

容についてご報告をさせていただきました。進路志向の多様化等により、地元

普通科高校への進学率を高める上において、なすべき最善の対策はどこにある

のかを改めて協議会として検討してまいりたいと考えておりますので、よろし

くご理解を賜りたいと存じます。続いて学校教育事業等の４点目、振内地区児

童生徒保護者との教育懇談会の開催についてご報告申し上げます。このたびの

懇談会にありましては、振内中学校ＰＴＡ会長、振内小学校ＰＴＡ会長、振内

保育所父母の会の会長の連名により、各保護者への呼びかけをいただくなかで、

教育懇談会が開催されたものとなっております。懇談会にありましては、振内

中学校の統合に関する事項が中心となりましたが、保護者からの要望にもとづ

き教育委員会からの統合に関する資料等の提出を行うことなく、保護者自身と

しての思い、考え方等についてざっくばらんにお伺いをいたし、意見交換を行

ったところであります。現状においてはこれまで同様、統合に関しての具体的

な進展はございませんが、校舎の老朽化耐震問題等がありますことから、今後

においてはスピード感をもって対応を検討していかなければならないものと考

え、現在、教育委員会事務局内部におきまして、子どもたちの安心安全な学校

生活、そして教育条件をいかに図るかを最優先することにおいて鋭意検討をし

ているところでありますので、まとまり次第議会をはじめといたしまして、地

域、保護者とのご協議を申し上げてまいりますので、この点につきましても、

何とぞよろしくお願いをいたしたいと存じます。続きまして社会教育事業等に

ついてであります。平成２５年度上期生涯学習事業実績及び社会教育施設利用

状況等についてであります。町民一人一人が自己の人格を磨き、健康で豊かな

人生を送ることができるよう、その生涯にわたり、あらゆる機会にあらゆる場

所における学習について計画的に各種事業を展開してきておりますが、本年度

上期における主な事業実施内容及び課題等についてご報告させていただきま

す。まず社会教育事業関連でありますが、計画いたしました事業がこれまです

べて終了いたしたところでございますけれども、このうち青少年教育における

キッズチャレンジＴＨＥあぐりにありましては、小学生４５名の参加のもとに、

酪農体験を実施し、牛の保育、搾乳等に挑戦をいたしました。実施にあたりま

しては、山田町議会議員をはじめ、ＪＡ青年部の皆さま方からなります実行委

員会委員各位にはご多忙のなかご協力をいただきましたことに本席をおかりを

いたしまして改めて深く感謝を申し上げる次第であります。また通学合宿にあ

りましては、振内地区及び本町地区の２か所において実施をいたしましたが、

合わせて２６名の児童に参加をいただいたところであります。本年度にありま

しては、団体生活としての基本的なルール、礼節等を学ばせることはもちろん
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のこと、早寝早起き朝ごはんを通学合宿の大きな目標とするなかで、国立日高

青少年の家からの職員派遣を受けますとともに、本庁の外国語指導助手とあわ

せまして、家庭学習の充実に努めたところであります。続いてはその他におけ

る上期の青少年教育事業、成人教育事業並びに文化活動、さらには社会体育事

業、文化財事業、図書館事業につきましては、教育行政執行方針、予算にもと

づくなかで計画どおり実施してきたところでありますが、新規事業であります、

町民大学につきましては、これまで６回の講座を開催するなかで、一般聴講者

を含め、学生の方々に受講いただいているところであります。次に社会教育施

設の利用状況でありますが、中央公民館、町民体育館をはじめ、各地区におけ

る社会教育施設につきましては、前年度と比較をいたしまして、持ち回りとな

ります日高管内等の各種スポーツ大会等が減したことによります利用者の減少

を除きましては、ほぼ例年どおりの利用となっておりますが、本年度から新た

に毎月第２、第４日曜日において、児童生徒の居場所確保を主たる目的として、

３地区の体育館を一般開放といたしましたが、上期までにありましては、その

利用は必ずしも有効的とはなっていない状況であります。また、アイヌ文化博

物館及び沙流川歴史館等の利用状況にありましては、対前年度同期と比較をい

たしまして２０００人以上の減少となっているところでありますが、その大き

な要因といたしましては、修学旅行における団体利用の減があげられるものと

なっています。このように減少傾向が続く博物館等の入館状況となっておりま

すことから、次年度以降にかかわります入館者の増対策として、先月下旬に札

幌市で開催をされました北海道観光商談会に博物館職員が参加をいたしまし

て、観光事業者、旅行会社並びに旅行雑誌関係会社、あわせて２２社との面談

交流を行い、施設等のＰＲに努めてきたところであります。これらのＰＲをも

とに、また、観光事業者等からの国内外における修学旅行、そして観光情勢等

を聴取分析するなかで、いかに今後における入館者の増を図っていくか、その

対策について検討してまいりたいと考えているところであります。以上本年１

２月定例議会におけます諸般の教育行政にかかわります報告説明とさせていた

だきます。 

 

議長 以上で行政報告を終了します。 

日程第５、一般質問を行います。各議員からの質問事項はお手元に配布したと

おりであります。この順序により指名します。６番千葉議員を指名します。６

番千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

６番千葉です。本日は通告しております、除排雪作業の効率化と関係機関の連

携について一般質問したいと思います。この問題は、以前にも数名、何件かの

かたちで除排雪問題、常に取り上げられてきたことだろうと思いますけども、

私はそれだけ毎年地域住民の方々が除排雪に対する、さまざまな課題問題を抱

えている、そういったことなのだろうというふうに、捉えております。今回は
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それらの問題点を踏まえまして、少し視点を変えながら、何点かに分けて質問

していきたいと思いますので、真摯なお答えを回答を期待しております。まず

１点目に、これはもう基本でございますけども、除雪の一番基本となることは、

町民の方多く感じられていることだろうと思いますけども、町道の除雪作業の

いわゆる出動について、当然のことでありますが、委託を受けてる業者は当然

効率化を図りながら、路線を除雪していくというかたちをとっているというふ

うに思ってますけども、実は各地域特に振内、貫気別あたりもそうだと思うん

ですけども、多く、積雪があったときの対応はどのようにやってるのかという、

よく町民の方からそういったことを受けております。その日の気象状況を考慮

しながら、積雪量や路線別などの作業の優先順位、これはやっぱりどのように

決定しているのか、またその際、委託業者との連携や連絡体制はどのように行

って、除雪作業にかかっているのか、その辺のことを含めて、まずもってお伺

いしたいと思います。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

それでは今のご質問にお答えしたいと思います。まず除雪にかかる順路といい

ますか、順位性といいますか、そのことについてお答えしたいと思います。現

況をちょっとご説明させていただきますけれども、まず除雪の路線でございま

す。町道につきましてはいま現在３２０路線ございます。総延長２３５キロメ

ートルございます。そのうち、除雪を行っておりますのが２８２路線、距離に

しますと１８０キロメートル、％にしますと７６％の町道を除雪しております。

歩道につきましては６１路線ございまして、総延長約２０キロ、そのうち除雪

を行っているのが４６路線、１７キロメートル、率でいきますと８５％という

ふうになってございます。除雪体制、車両の関係でございますけども、車道に

つきましては、７台の除雪車車両で対応しております。歩道につきましては５

台の除雪車両で対応してございます。除雪の順位ですね、どの路線をどう順位

性をもってやっていくのかということだと思いますが、基本的には幹線をやっ

てから支線にいくっていうのが基本的なスタンスでございます。平取町、町道

先ほど言いましたとおり、３２０路線ございまして、区分としましては１級幹

線が１８路線ございます。２級幹線が２８路線、その他につきましては残り２

７４路線がその他路線ということで区分しております。この１級幹線といいま

すのは、集落が５０戸、５０世帯以上の集落を結ぶのが１級幹線でございます。

３０戸以上の集落を結ぶのが２級幹線というかたちで区分をしてございます。

そういうことで１級幹線の１８路線を優先的にやりましてそのあと２級幹線、

その他道路という順位性をもってやっていってございます。実際、具体的には

じゃあどういう路線でいっているのかということなりますけども、ちょっと例

をあげて申し上げますと、例えば、除雪ダンプ１号車につきましては、川向、

紫雲古津をやったら振内方面へ行きます。長知内、幌毛志、振内、ニセウ、岩



- 7 - 

知志という順でダンプ１台は行きます。もう１台のダンプにつきましては、本

町の市街地の幹線をやったらそのあと、小平、二風谷、荷負、そして貫気別方

面というルートでいっております。その他グレーダーだとかタイヤショベルと

か２トントラックとかありますけど、それは支線のほう、それぞれの地域の支

線を入っていっております。それと、豊糠豊建設さんに一部委託をしておりま

す。その豊建設さんは豊糠地区と芽生地区と旭の更生から上地区について、除

雪の委託をしております。除雪車につきましては、実は振内に１台タイヤショ

ベルを置いてございまして、振内の市街地を先にそのタイヤショベルではねて

いるというのが現状でございます。それで一つ課題となるのは、車両の基地が

ほとんど本町を起点に車両がスタートするということで、この順路でいきます

と、当然、振内、貫気別地区については、１０時から１１時頃でなければ車両

は行かないという状況になっているのが現実ございます。ただ振内につきまし

ては車両を１台置いてますので、市街地については、朝からあきますけども、

それ以外の幹線については、どうしても１０時、１１時頃になるということで

ございます。一番大きな問題は、貫気別地区でございます。貫気別については

除雪車両を置いてございません。そういうことで市街地の除雪等時間帯につき

ましては、先ほど言いましたとおり、１０時から１１時、遅いときには１２時

ぐらいになるというのが現状でありまして、あわせて、幹線でありますトエナ

イ線、あるいはアブシ線について、除雪時間帯が遅くなっているというのが現

状でございます。そういうことで、通学バスも運行してるというふうに聞いて

おりますので、支障が出ているような現状でございます。この対応といたしま

して、貫気別地区にも除雪車を１台配置するというのが一番好ましい姿であり

ますけども、９月１８日に開催されました定例議会において、補正予算で対応

したとおり、振内に配車しておりましたタイヤショベル、経年劣化で更新しよ

うと思いましたが、１台２千万円もするっていうこと、それと車両の購入につ

きましては雪寒寒冷地地域整備費補助金、国の補助３分の２もらえるんですけ

ども、除雪延長距離からいって、平取町につきましては、４台しか、車両４台

しか補助金をもらえないようなしくみになっております。いますでにダンプ２

台とグレーダーとショベルローダー１台補助もらって更新していってますので

これ以上増車しても、国の補助はもらえないというのが現実でございます。そ

ういうことで、なかなか貫気別地区に車両を配置するというのが難しいのかな

というふうに考えているんですけども、実はですね、いま委託契約三和日成さ

んにほとんど全路線やや８割ぐらい委託してるんですけど、ちょうど契約が５

年契約ですので、２６年度で契約更新になります。そのときに合わせて、貫気

別地区の問題もありますので、そのときに、業者さんとの委託契約のあり方、

例えば、地区別に業者さんを設けて委託契約するとか、あるいは貫気別にも車

両を置いて、車両基地を貫気別にも設けるとか、そういうかたちでいまのこの

問題について検討したいというふうに考えておりますので、ご理解のほどお願

いしたいと思います。次の、業者さんとの連絡体制でございます。除雪にかか
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る作業時間につきましては、委託業務要領に基づきまして、午前４時から午後

９時までとなっておりますけども、出動時の車両点検等がありますので実際の

出動時間については、午前５時頃となっております。除雪の判断につきまして

は、本町地区については職員が行ってございます。振内、貫気別地区について

は、それぞれ地区に住んでおられる委託業者の職員さんから連絡を受けまして、

最終的には職員が判断して行ってございます。当課の担当職員は、午前４時３

０分ぐらいまでには各業者さんと連絡を取り合って、除雪の出動命令を出して

ございます。除雪、降雪量ですね、町内一律とは限りませんので、時と場合に

よっては除雪順路を変えてやる場合もございます。そういうことから出動命令

後担当職員は道路の状況を把握するために、すぐパトロールに出ております。

そして、除雪車両との密接な連携のもとに、万全を期しているというのが現状

でございます。以上でございます。 

 

議長 ６番千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

ただいまご回答をいただきましたけども、やはり私はこの問題につきましては、

やはりどうしても山手側にある比較的積雪量の多い貫気別、振内、岩知志、あ

るいは豊糠、そういった地域の人たちのほうからの、やはり不安な要素、課長

今答えてましたけども、やはり貫気別にまず除雪すぐ出れる体制、これは委託

契約再度スタートするときにですね検討していきたいというお話でございまし

たけども、このことについてはぜひ前向きにですね、当然予算のこともあるし、

車両も除雪車両ということになるとかなり高額なものですから、補助を受ける

台数も限られているということなもんですけども、これはぜひですね、貫気別

地区あるいはその振内の除雪体制、振内からでしたら当然岩知志のほう含めて

ですね、カバーできるわけですし、当然貫気別に除雪車両常駐するというかた

ちになれば、芽生とか旭とか、そういった地域の人達についてもですね、かな

り除雪体制早まっていいかたちになるのかなというふうに思っております。そ

れをやっぱり強く言うことにはなぜなのかっていうことなんですけども、やは

り冬休み終わったあとの通学児童の問題、特に振内をみてみますと我が家の通

りが一応通学道路なってきてるわけですけども、やはり通学時にですね、年に

何回かといわれてもその年によって積雪量違うもんですから、一概には言えな

いですけども、結構苦労されながら、歩いて、また朝方出ていく車、仕事で出

ていくような車も、かち合うということで、あまり良い状態にはなってないと

いうこともですね、ありますので、貫気別含めて、振内、まあこの拠点となる

除雪体制というのをぜひ確立していっていただきたいというふうに思っており

ます。課長のほうから２３５キロ、町道全路線含めるとその距離に達して、対

象となっているところも１８０キロぐらいあるということですから、これはも

う業者さんとしては委託を受けてる業者さんとしては、大変ご苦労が多く、そ

の都度、例えば住民のほうから要望を受けたり、指摘を受けたりしながら、除
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雪を行ってる。このことに対しては、逆に敬意を表したいなというふうに思っ

ておるくらいでございます。ただ、毎年このように、冒頭に言いましたように、

一般質問で出てくるというかたちには、やはり課題問題点が残されている。こ

れはもうぜひ今後に向けてですね、改善をしていくようなかたちをぜひ取って

いただきたいというふうに思っております。それではまず、２点目のほうに移

らせていただきます。国道、道道、町道、まあ各道路の管理者それぞれ違うわ

けですね。委託業者との連携協議について、次は伺っていきたいと思います。

当然国道、道道、町道、皆さんそれぞれ委託業者、個別に分かれておるわけで

すけども、やはり町内によっては地域によりまして国道と町道の交差あるいは

道道と町道の交差、あるいはまたこの三つ、国道、道道、町道三つの交差する

地域も存在しております。お互いの連絡、連携不足なのかどうなのか、最近は

私の耳に入ってくることは、先に国道なら国道入ります、そのあと例えば道道

なら道道入ります、するとやっぱり横断するようなかたちでどうしても雪山が

残るという問題、これはどういう連携になってるのかちょっとその辺も紐解い

てお伺いしないとわからないんですけども、最後に町道来るというかたちで、

やはりどうしてもその近隣に住む住民の人たちは、たまたま私知っている地域

では、個別でタイヤショベルの小さいのお持ちになってたりですね、まだ、な

んとか元気のいいうちは私もお手伝いできるよというかたちで、はっきり言っ

てボランティアで最後の後始末をしてくれております。そのほかですね、町道

から私道への除雪についても、関係世帯、まあいわゆるその私道に住んでおら

れる方、いわゆる受益者ですけども、の応分の負担をしても、何とか除雪はや

っていただきたいんだと、いう地域がかなり存在しております。これは当然町

道の管理区域ではないんですけども、やはり先ほど冒頭に言ったとおり、だん

だんだんだん、除雪に対してのその地域に住む人達の高齢化の問題もあります

し、なんとか、除雪や排雪作業の実施について、検討していただきたいという

声が多く聞かれております。今後、地域の自治会それから町内会など、踏み込

んだ協議も、私は必要と考えておりますけども、この点についてどうなのかな

というふうに思っておりますので、答弁を求めたいと思います。またこのこと

についても、この私道を含めた、今後の取り組み、これはどのように考えてい

るのか、もうそろそろですね、新しい試案を出しながら、地域住民に対して、

できる限り１００％満足しなくてもですね、近づけた除雪体制をとっていくべ

きと私は考えておりますけども、ご答弁のほどお願いいたします。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

はい。それではお答えさせていただきたいと思います。まず国道、道道、国あ

るいは道との町との除雪の連携、協議といいますか、どういうふうにされてお

られるかということでございます。私建設水道課に来てからはですね、開発さ

ん、あるいは土現さん、町さんと除雪についての打ち合わせ協議等はしたこと
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は、実はございません。話を聞きますと過去にはそういう協議を開発、土現、

町、沙流３町と除雪体制について毎年協議をしていたというのは聞いておりま

す。私来てからはそういう協議したことはないというのが現実でございます。

千葉議員言われるとおり、道道と町道と国道の交点、あるいは道道と町道との

交点、あるいは私道と町道の交点、まあ交差点部分ですね、そこにどっちが先

だ後だっていうことなしに必ずそこに堆雪されるっていう、それが交通に障害

があるということで、そういう苦情は時々私どものほうにも来てございます。

それでですね、そういう過去は協議してたということで、実際その交差点部、

交点部の除雪については、業界、実際受託している業界のなかでは暗黙の了解

として、後に除雪した業者がそれを処理するという、そういう暗黙の了解があ

りまして、やっているのが現状でございます。ですから先に町道、道道との交

点で町道がはねて、後で道道の除雪がきたら、道のほうが、そこの交差点部の

除雪は行うというそういう業界同士の暗黙の了解があって対応しているという

のが現状でございます。ただし平取町につきましては、後とか先とか関係なし

に、町道、国道、道道との交点については必ずそっちの道路のほうに雪を押し

出すのでなく、交差点部については、除雪板の操作によって、左右に散らして

必ず道道、国道に雪を出さないように私どものほうは指導しておりますので、

あと先ということはないかなというふうに考えてございます。次に、除雪町道、

私道等の地域との関係、そしてあるいは応分の負担等についてどうなってるの

かということでございます。実際、除雪のなかで一番苦情が寄せられるのは道

路の沿線に居住されている方からの苦情が一番多いです。それはなぜかといい

ますと、玄関前に雪を朝早く起きて除雪したのに、町の除雪車が来て、また雪

を置いていくと。どうしてくれるんだという苦情が実は一番多いというのが現

状でございます。これにつきましては、沿線に居住する人たちの玄関先に堆積

されました雪やあるいは私道と町道との交差点の雪につきましては、除雪ある

いは排雪することは、箇所数からみてもうちの除雪体制、車両台数、委託料か

らみても、それを全部やるということは現実的には不可能でございます。そう

いうことで、週報等に掲載して、住民のご協力をお願いしたい。ということで、

実はやっているところであります。それでも現実には、町全体が高齢化して、

なかなか体力的にもなくて、自分たちで昔は若かったからはねれたけど、いま

はできないというのが現状かなというふうに思います。そういうことからして、

これから一番大事なことについてですけども、降雪に対する地域の除雪体制の

活動はどうあるべきかということが一番大事でないかと思っております。現在、

実際平取町においても全国的な課題と同様に過疎化や高齢化の進展によりまし

て、地域の雪かきの担い手が不足しているというのが現状でございます。国内

におきましては高齢者による屋根の雪下ろし中の事故等が多く起きているのも

現実でございます。これらに鑑みまして、国は、昨年度豪雪地帯対策特別措置

法の改正、及び豪雪地帯の対策基本計画の見直しを行っております。その見直

しによりまして、地域における除排雪の整備に係る規定等が追加されたところ
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でございます。これを受けまして、国土交通省は地域における徐排雪の体制整

備を促進するための改正された豪雪法及び基本計画の内容を踏まえながら、町

内会や自主防災会のリーダーにむけた、地域除雪活動実践ガイドブックを作成

いたしました。このガイドブックには数多くの地域の除雪活動の実践例が掲載

されておりまして、大変参考になるものでございます。基本的な考えとして、

これからは、行政、自治会、それから地域住民、受益者ですね、そういう人た

ちが応分の負担をして、体制整備を図って、除雪にあたっていくっていう、そ

ういう時代でないかということを記章しているわけでございます。当町におき

ましても、前段申し上げましたとおり、過疎化あるいは高齢化の進展に伴いま

して、除雪体制の整備を具現化していかなければならないというふうに考えて

おりますので、国土交通省の作成した地域実践活動ブックを参考にしながら、

地域住民が安全で安心して暮らせるよう、地域の自治会組織とも十分協議をし

ながら、推進してまいりたいと思っておりますので、ご理解のほどよろしくお

願いしたいと思います。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

地域により、特に雪が多い地域は本当さまざまな問題点、各地域で捉えている

んだなというふうに改めて私も感じておる次第ですが、今の質問のちょっと原

点に返りますけども、国道、道道、町道の三者におけるちゃんとした除雪に対

する話し合い協議というのは、いつの間にか暗黙の了解ということで返ってき

たんですけども、これはぜひですね、もう一度原点に返ってですね、国道を管

理する開発局、それから、道道を管理してる道のほう、それから町道、この三

つはですね、共通なやっぱり意見交換というのはやっぱり原点として求められ

ているのかなというふうに思っております。課長答弁ありましたとおり、町の

除雪に関しては本当最後にきれいにだいたい片づけてくれている。これは本当

にありがたいことだなと思ってますけども、逆に最初に入ってくる時間帯もあ

るんですね。で、あとから道道とか国道の一部歩道の部分とかっていうかたち

になれば、また再度、山になるということで、せっかくきれいにやっていただ

いても、国道を管理する道路管理者、道道を管理する管理者、この共通の意見

がやっぱりなければ、なかなか要望に沿った除雪はできないと思いますので、

今後の課題としてですね、暗黙の了解も確かに結構なことなんですけども、き

ちっとした話し合いを１回持たれてですね、協議をしたらいかがかなというふ

うに思っております。それから、ご答弁のなかで出てた私道の関係なんですけ

ども、課長言われるとおりなかなか玄関先をですね、要望に沿って、全部やる

なんてことはこれはもう絶対不可能なことだと私も思っております。仮にお願

いされて何か所かやったら、これはもう全部やらなくちゃいけないというかた

ちは僕も理解しておりますので、やはり先ほどから出ておる自治会とか、その

地域の町内会含めてですね、連絡協議会的なものはやっぱり除雪に対するもの
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しっかりと持っていただいて、それでですね、地域の実情に合った、地域の応

分の負担も踏まえてですね、ぜひ、今後の検討課題としていただきたいなとい

うふうに思っております。特に過疎化高齢化の問題でですね、やってあげたく

とも隣近所、一生懸命やってくれてるんですよ実は、見てたら。だけどもその

隣近所の人たちも段々高齢化して腰が痛いとか足が痛いって言いながらも、い

まのところは頑張ってくれてます。けれども、近い将来、それもやはり不可能

になってくるというかたちが出てきますので、このこともですね、今年いきな

りどうのこうのということではなくて、来年度に向けた、体制を、話し合いを

持っていただいて、ぜひ地域としても、応分の負担考えても私やってもらいた

いという箇所がかなりありますので、ご検討願えないか伺います。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

はい、地域の除雪体制の整備ということで先ほど申し上げましたとおりでござ

いますので、本当に地域自治会と、行政側とタイアップして、取り組んでいく

というのが大事なことでないかと思いますし、それは現実的に実際取り組んで

まいりたいというふうに考えております。それで、いまもう１点、除雪で要望

が多いのが、私道の除雪の希望が実は多くなってきております。それは例の高

齢化によるものだと思うのですけれども、結構私道、まあ２０メートルの人も

いれば１００メートルの人もいろいろあるんですけど町道とアクセスしている

道路がかなり多くなってきておりまして、私道を除雪していただきたいと、そ

ういう要望がだんだん多くなってきております。そういう現状を踏まえて、知

らん顔は町としてはできませんので、そのことについては、いま町道の管理規

定がございます。基本的には私道については除雪しないことになっております

けれど、そういう要望が多くなってきたということ、それと先ほどのことの沿

線の問題等もありますので、私道については、除雪の管理規程を、いま見直し

をかけているとこでございます。ですからそういう意味で私道も今後そういう、

場合によってはですね、除雪していかなければならないのかというふうに考え

ておりますので。いま見直しをかけておりますので、ご理解していただきたい

と思いますし、先ほど言いました自治会との連携、それから応分の負担につい

て、関係課と十分協議させていただきたいと思ってますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

ぜひよろしくお願いしたいと思います。それでは次の質問に移りたいと思いま

す。除排雪作業の安全対策についてお伺いしたいと思います。現在まで町道の

除排雪作業のなかで幸い平取町においては、大きな事故の報告例はありません

でしたが、昨今、お年寄りや子どもたちが犠牲となる大変痛ましい、除雪作業
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中の事故も各地で報告されてるのも事実でございます。町として、委託業者と

の間で除排雪作業に対する安全対策はどのような方法で行われているのか、除

雪機械の同乗者、それから交差点などにおける作業のときの誘導員、それから

監視員の配置など含めましたですね、安全対策について伺いたいと思います。

委託契約の際に交わされている、安全作業についての、逆に言うとそのマニュ

アル的なものはあるのかどうか、このことについてご答弁を求めたいと思いま

す。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

はい、それでは除雪時の作業の安全対策についてというご質問でございます。

除雪作業については安全第一ということでございます。作業の安全対策につき

ましては、委託業務の処理要領によりまして、まず作業計画書、それから作業

手順書等を記載した事務処理計画の提出を義務づけております。作業にあたっ

て、十分安全確保がされているかどうか内容について、当町のほうでチェック

をしておりますし、また、労働安全衛生法に基づく月１回の安全訓練及び危険

予知ミーティングの実施状況についても報告書を提出していただくよう義務づ

けしているところでございます。現場のほうでございますが町としては、特に

除雪作業の安全対策として、同じくその委託業務処理要項によりまして除雪車

両につきましては後方確認等のために必ず助手を同乗させるよう義務づけして

ございます。ダンプだとかショベルは必ず２名体制で除雪にあたってございま

す。ただし、実際グレーダーにつきましては、２名乗れるスペースがございま

せん。で、乗るとレバー操作ができないということでグレーダーだけは１名で

やっているというのが現実でございます。そしてその助手につきましては誘導

員も兼ねておりますので、先ほど議員指摘されました交差点時の除雪時等につ

いては、状況を見きわめながら車両から降車して周辺の車両の誘導をしたり、

歩行者の安全確保に万全を期するように義務づけをしているというのが現状で

ございます。そういうことで体制的にはそういうふうになっているということ

でご理解を願いたいと思います。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

本当に今後もですね特に交差点あるいはその排雪時はどうしても車両が重なっ

てくる、積み込みの機械も必要ということで、何回かこう、バックで機械を戻

しながらという作業も、そういった箇所では多くなると思いますので、今後も、

委託業者との間でしっかりとした安全対策、できれば施工計画書、一般の現場

でいったら施工計画書というなかで安全対策の詳細についても付されているの

が通常でございますけども、まあ委託工事の場合はたしてどうなのかなという

のがちょっとありまして、町道の維持管理、除排雪作業の委託契約の際にも、
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私はこの安全作業に対するものはやっぱり的をしぼってですね、業者からも、

作業手順を含めた詳細を逆に提出してもらうという必要性を強く感じておりま

すが、いかがでしょうか。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

先ほど申しましたとおり、作業計画書、作業手順書っていうのを提出を求めて、

それを内容等を確認して現場でやってもらうってことで。実際現場に私も張り

ついているわけでございませんので、それが遵守されてるのかって言われたら

ちょっと、せつないところがありますがまあそれは委託契約というのは信頼関

係のなかでやっているということでご理解していただければというふうに思い

ます。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

ぜひともお願いしたいと思います。次にですね、的をしぼって排雪作業の予算

確保について伺っていきたいと思います。現在町としてですね、委託業者との

間で町道の年間の維持管理費含めてですね、除雪費もその中に含めたなかで、

いわゆる１年間を通しての通年定額発注をしておるようでございますが、比較

的その年の気象状況、積雪状況によっては、大きく費用が負担となる排雪作業

ですね、これはやっぱりこの中に組み入れていくのは非常にちょっと無理があ

るのかなというふうに私は感じております。年間委託契約ということでのなか

では、やはり委託を受けてる業者にしてみたら、この雪はかなり大変だぞと。

これは排雪やらなくちゃいけないという部分では、やはり応分の費用負担とい

うものが加算されてくるわけですから、そういったことが、本当に正しいのか

なというふうに思っております。できる限り委託を受けた業者のですね、負担

も軽減しながら、排雪が必要となったその年の排雪作業にあたっては、やはり、

別枠でですね、予算を計上されて、あるいは補正を組むことも結構だと思って

おりますけども、その排雪の作業の区分に応じた、いわゆる出来高払いは別に

設けるというようなかたちはとれないのかなというふうには私は常々思ってお

ります。特に除雪作業は皆さんご承知のとおり除雪機械が入って、道路際にそ

のまま雪がたまって、いわゆる車両の通行に対しては、非常に効果があるわけ

ですけども、例えば歩道の問題、それから狭い地域では駐車スペースがなくな

るというようなことがあってなかなか思い切って排雪をしないと安心して冬を

越せないというような地域も何か所か私は見ておりますけども、逆に言うと、

その出来高発注できない場合、あるいはその予想以上の降雪量を記録した場合、

それから燃料が上がったとかという場合を、いわゆる予期しない事態としてで

すね、通常の積雪量も今年はとんでもなく多くなったと。この場合は補正予算

を別に計上していく考えがあるものかということも含めまして、ご答弁をいた
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だきたいと思います。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道

課長 

排雪作業の経費でございますが、現在町道の道路維持管理を委託契約していま

す三和日成さんは夏冬通して年間の委託契約をしてございます。福澤設備工業

さんとか豊建設さんは冬場の除雪だけで契約しておりますが、三和さんについ

ては通年を通してやっております。それで、三和日成さんの場合ですね、年間、

町道の維持管理委託料だいたい２千万円で、毎年３月の予算審議のときにご説

明しておりますので、議員さんにおかれましてはご承知かと思いますけど、だ

いたい２千万くらいで委託契約しております。そのうち冬分にかかるのがだい

たい７００万ほどが冬の分の経費でございます。まあ３３％くらいでございま

す。三和日成さんにつきましては、契約につきましては定額契約でございます。

福澤設備工業さんと豊建設さんについては出来高でいってますけど三和日成さ

んは平成１２年契約が始まってから１３年ほど経過しますけど、この間すべて

定額契約でやってきてございます。年間定額契約といいますと、当然、排雪の

作業も含めての契約になってございます。そういうことで、特別に排雪分につ

いてはプラスアルファで委託料上乗せして出すとかっていうことは全くござい

ません。定額ですので、その年によって雪が多い年、少ない年ありますし、費

用頻度というのが当然違うんですけども、そういうことで、新たに出すという

ことはしてございません。ただ千葉議員も心配されておるとおり、例えば燃料

の高騰だとか、降雪量が通常の年の２倍も３倍も降ったとか、そういうことで

作業頻度が例年の２倍も３倍もなるっていうような場合は、当然、委託料の見

直しをかけて、追加で出しております。それは、契約仕様書にうたってござい

ますので、そういう対応をしてございます。予算のないときは当然補正予算を

しながら、その分については追加で補てんしていきたいという考えでございま

す。ちなみに土現につきましては、出来高払でやっております。隣の日高町さ

んも、定額でなく、出来高で実は除雪の委託契約をしてございます。前段のほ

うでご説明申し上げました、例のあの平成２６年度に一応５年の長期契約三和

さんと終わりまして、２７年度に新たな更新ということになりますので、先ほ

ど申し上げましたとおり、体制整備ですね、車両基地貫気別にも設けるのか設

けないのかあるいは、地区別の土現業者さんと委託契約してやっていくのかと

いうこと、ちょうど２７年度からの見直しをしますので、そのときに定額がい

いのか出来高がいいのかということで町予算全体の予算バランスを見ながらそ

れもあわせて検討してまいりたいと思っておりますのでよろしくお願いしたい

と思います。 

 

議長 千葉議員。 

 



- 16 - 

６番 

千葉議員 

わかりました。予期しないような事態のときは、いまの状況からいったら補正

を組んでいくこともやぶさかでないというふうに理解をいたしましたので、ど

うかそのときはよろしくお願いしたいというふうに思っております。最後にな

ろうかなと思いますけども、先ほどから出てる、過疎化高齢化が進む地域社会

にとりましてですね、冬期間の除雪問題は今後もやっぱり避けて通れない、委

託を受ける業者自身もですね、機械のオペレーター含めて、担い手不足、それ

から高齢化もやっぱり指摘をされております。本当に深刻な状況かなというふ

うにも私自身も理解しております。地域の人達も先ほど言われたとおり、高齢

化が進んで隣近所助け合ってはいるんですよ、かなり。いいよいいよここはも

う私一緒にやるからっていう人もたくさんおりますけども、それもやはり、限

界があります。話のなかでご回答いただきましたように、今後は町内会とか、

自治会との連携、それから、私道の除排雪の問題、先ほど言ったように一部こ

れはもう受益者負担という負担を求めても私は構わないと思いますけども、詳

細はやっぱり今後煮詰めていっていただきたい。それから、今後の除排雪問題、

それから、課題点ですね、いろんなこともう１回洗いざらい出していただいて

ですね、今後の方針を決定していただきたいと思いますけども、このことにつ

いていま現在、建設水道課長のご答弁ですけども、理事者、特に町長副町長あ

たりのお考えも最後に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ますが、いまそれぞれ課題が出てまい

りました。１点目は、貫気別地区への除雪車の設置の検討、これについては２

７年から新たに契約更新でありますので、そのときに、やはり山手側というか

山側が雪が多いという実情もございますので、検討させていただきたいと思い

ますし、また新たに要望が多い私道への除雪の対応、これらについても、もう、

検討しなければならない時期に来ているのかと思いますし、また、国、道、町

との連携協議、これの必要性も出てまいりましたし、また今後過疎化、あるい

は高齢化の進展によりまして高齢者の除雪ということが新たな課題というよう

なことで、さまざまな課題が出てまいりましたので、今後ともこの過疎化高齢

化の進展によりまして、地域の雪かきの担い手が不足するなかで、やはり住民

同士で協力して雪かきをする、共に助け合う共助が求められておりますので、

これまでの課題もひっくるめてですね、各自治会との連携、協力をいただきな

がら、除雪体制の強化に取り組みながら、安全安心な冬季の生活環境の向上に

努めてまいりたいというふうに考えてございますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 

議長 

 

千葉議員。 
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６番 

千葉議員 

ぜひ町長今言ったようなことは本当にしっかりと取り組んでいただきたい。特

に最後になりますけど、貫気別地区の先ほどから出てる除雪車の常駐体制、こ

れは検討じゃなくてですね、前向きにやはり進めていくような方法をですねさ

まざまな地域の人たちともお会いになってですね、ぜひ進めていただける考え

がないのか、前向きに検討というかたちにならないのか、再度お伺いいたしま

す。 

 

議長 町長。 

 

町長 これの問題については、雪寒補助の関係の問題もございますので、いずれにし

ても最近は豪雪する時期もございますので、これらについて設置することにつ

いては、前向きに検討させていただきたいと思います。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

さまざまな今、質問で出てたなかでの諸問題、これはもうできるだけ早い時期

に解決されるよう、願いまして私の一般質問を終わります。以上です。 

 

議長 千葉議員の質問は終了いたします。２番丹野議員を指名します。 

 

２番 

丹野議員 

はい、２番丹野です。除雪体制、千葉さんと重なる部分が結構あるんですけれ

ども、まず、今年度冬期間に入りまして雪が降り寒さも厳しくなってきました

が、予報によりますと、寒さも厳しく降雪量も多いとの予報でございます。今

年の春先におきまして、特に、振内地区の公営住宅において、入居者のいない

ところもあり、屋根の雪が落ちて通路が十分に確保できないことがありました。

入居者が年々高齢になってまいりましたので、除雪作業を大変だという支援を

求める声がいまも聞かれます。今年の３月の議会で、松澤議員が公営住宅の除

雪について質問したんですけどそのときの説明ですと、十分内部で検討して、

予算はまちづくり課でつき次第作業をするというような回答でした。また、個

人の高齢者世帯、独居老人の多くからも同じような声が聞かれております。町

では人口確保のため、いろんな対策をしております。新規就農、ふるさと留学、

移住定住策に予算を使っておりますが、ここにいま住んでいる高齢者、独居の

方々に対して、生活に対する応援をしてはいかがでしょうか。この平取が好き

で、いつまでも住んでいたいという人たちのために、多少の予算で支援をして、

いつまでも平取に住んでもらうというのはいかがでしょうか。そのことについ

てお伺いします。 

 

議長 まちづくり課長。 
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ま ち づ く

り課長 

質問にお答え申し上げます。まず公営住宅の除雪につきましてですけれども、

まず基本的には、入居者がそれぞれの敷地内を除雪していただくというような

ことで、このことにつきましては、入居の条件ということで入居者に確認をさ

せていただいているというところでございます。それで、ご質問にもありまし

た事例でございますけれども、過去に町として住宅内の敷地の除雪を行ったと

いう事例が何件かございまして、それにつきましては、例年よりかなり積雪が

多かったというような状況と、入居者がいない住宅周辺が積雪によりまして、

住宅内の道路、動線が滞ってしまうというようなことから町が対応したという

ようなこともございます。それから質問にありましたその入居者が長期不在、

例えば入院等で長期不在になっていたというようなことで、室内が暖まらない

ものですから、屋根の雪がどうしても残ってしまうというようなことで、かな

り徐々に溶け出して氷になってですね、非常にひさしに伸びだしてくるという

現象が起こりまして、かなり危ないというような状況もありまして、その辺は

町で対応させていただいたというような状況もございます。このような件に関

しましては、やはりその状況を見て、町として判断するというようなことを考

えたいと思っておりまして、屋根からの落雪でそこが凍って非常に除雪しづら

いというような状況も見受けられるということで、原則、そういったものも、

冒頭申したとおり入居者の作業というようなことが原則でございますけれど

も、要請なり、現場等を把握して、そのときの積雪の状況ですとか現場の状況、

それから通路等の状況、それからその入居者がそういうことに対応可能かと非

常に高齢というようなことで対応が難しいなといった場合はその状況のケース

バイケースで町としても対応を図ってまいりたいというふうに考えてございま

す。公営住宅の除雪については以上でございます。 

 

議長 丹野議員。 

 

２番 

丹野議員 

２番丹野です。今の公営住宅はあれなんですけどね、予算化して高齢者、独居

老人の住宅の除雪に対する予算をつけていただくという話について、外から人

をたくさん集めるのもいいんですけど、いる人もね、大事にしてやることによ

って人口が減らないんでないかなという考えもあるんですけど、その辺につい

て。 

 

議長 町長。 

 

町長 それでは私のほうから答弁をさせていただきます。千葉議員の答弁と重なる部

分もございますけれども、最近、大雪が降ることが大変多く、特に高齢者の世

帯も増加しておりまして、自助努力で行ってきた除雪に対応できない不安も多

くなっておりますことから、町としても安全で安心して生活を確保することは

大変重要でございまして、特に豪雪等の状況によっては行政だけでは行き届か
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ないことも発生するかと存じますので、今後自治会あるいは民生委員、福祉委

員との連携を図りながら、不安を払拭しながら、冬期間の生活環境向上に向け

て、万全を期したいというふうに考えております。また予算の関係もからむと

思いますけれども、従来から、社会福祉協議会で各自治会に交付されて協力を

お願いしております、助け合いネットワーク事業について、これについてはご

承知かと思いますけども、一つは老人世帯の定期的な訪問と声かけ。また２点

目には、老人世帯のへの除雪や草刈りなど日常のお世話、そして３点目には独

居老人を招きながら昼食会など交流機会の提供などの援護活動を推進するため

に奨励金を各自治会に毎年交付されているところでございますので、今後とも、

状況によってはこの社会福祉協議会ともさらなる連携、充実を図りながら検討

してまいりたいというふうに考えておりますので、答弁としたいと思います。

以上です。 

 

議長 丹野議員。 

 

２番 

丹野議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

町長 

そのへんについては老人、独居の方から何回も言われてますので十分検討して

いただきたいと思います。また千葉議員と重なるんですけれど、貫気別地区の

除雪体制についてなんですけど、貫気別地区は一般住民から苦情があまりない

んですけれども、ボランティアの人が古いタイヤショベルで朝から晩まで町民

センターから学校から公営住宅、やすらぎと１人でやる人がいるんですよね。

でもその人のタイヤショベルも、非常に古くて限界に来ている状態で、もう壊

れたら、壊れて大雪でも降ったら大変なことになるということで、先ほどから

言ってます振内地区と同じように、タイヤショベルを配置してほしいという、

まあ私貫気別のものですからそういうことを今考えてきたんですけれども、ボ

ランティアの人にタイヤショベル配置して、ボランティアの人にやってもらう

ということであればその人はもう道も知ってますし、スムーズにいくんじゃな

いかなと思いますので、その辺についてと、特に町道の除雪については、アブ

シ坂が非常に苦情が多いということで先ほども課長言ってましたけども、非常

に多いのでその辺についての質問とさせていただきます。 

 

町長。 

 

貫気別の除雪体制の確保については、これらについては前向きに対応させてい

ただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 

議長 建設水道課長。 

 

建 設 水 道 丹野議員さんより町での貫気別市街地のショベルの配置ということで、先ほど
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課長 千葉議員のときにも申し上げましたとおり、振内のショベル、老朽化して買お

うとしたら２千万もかかるということで、今回補正予算で、リースで１２月、

１、２、３、４か月で１７０万円のリースで４か月借りることができます。オ

ペレーターについてはもともと三和日成でやってるんで心配ないんですけど

も、いま貫気別市街地に例えば同じ１７０万くらいでリースして車両置くとい

うことは、検討する余地は十分あります。それで今度はオペレーターがいない

ってことでその分、結局また誰かに頼んでってことでそうなると、２００何十

万もなるのかなというふうに思っております。そういう関係でどうしても順路

からいっても、貫気別についてはもう１０時、１１時。多いときは１２時ぐら

いならないとなかなかアブシ線、トエナイ線は入っていけれないというのが、

現実であります。そういうことで、そういうショベル１台置くというのが一番

理想かなというふうに思っておりますので。まあ２７年度見直しですけれども、

委託料、リースでやれば、ある程度２００数十万でやれるのかと思いますので、

次期の冬場はにはそういう対応の仕方をできるように検討させていただきたい

と思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

議長 丹野議員。 

 

２番 

丹野議員 

それでは大変良い回答というか、貫気別地区については、大変良いなと思いま

すので、今後ともよろしくお願いしたいのと、老人の声が非常に多いのを言っ

て終わりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議長 丹野議員の質問を終了します。休憩します。 

  

（休 憩 午前１０時４８分） 

（再 開 午前１１時 ５分） 

 

議長 再開します。１０番平村議員を指名します。平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

はい、１０番平村です。先に通告しております福祉ボランティア制度について

と、公会計システムの推進について、質問いたします。それでは、１問目の福

祉ボランティア制度について質問いたします。高齢期を迎えても、可能な限り

長く健康で過ごしたいと思うのは誰もが望むことでございます。その観点から、

介護を受けたり、寝たきりになることなく、日常生活を支障なく暮らせる期間

をあらわす健康寿命という考え方が最近注目を集めております。そして高齢期

で健康で元気に過ごすための具体的な方法の一つとして、高齢者が介護支援な

どのボランティアの活動に参加することにスポットが当たっています。ボラン

ティア活動をすることで、世の中の役に立っていると生きがいを感じ、それが、

心身の健康の増進につながり、介護予防にも役立つと指摘されています。こう
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したなかで、介護支援ボランティア制度を実施する市町村が徐々にふえている

ようです。この福祉ボランティア制度については、介護支援ボランティアのほ

かに、地域の高齢者が定期的に交流できるふれあいサロンなど、また病院の介

助ボランティア活動の事例もございます。福祉ボランティア制度の導入につい

ては、平成２３年９月の町議会で町長の所見を伺って以来、数回にわたり制度

の導入については伺った経緯がございますが、このことについては、前向きに

検討されており、平成２５年度の町政執行方針でも取り上げられておりますし、

予算審査特別委員会で平成２６年度の実施に向けて、精力的に取り組む考え方

が示されておりますので、予定どおり実施されると思っておりますが、今日は

総合計画の実施計画ローリングと予算編成の時期でもございますので、確認の

意味で、制度設計の概要と実施スケジュールについてお伺いをいたします。 

 

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。平村議員以前からご指摘のボラン

ティアポイント事業につきましては、現在、全道的にみましても数箇所の町村

での実施にとどまっておりますことから、範囲を全国に広げまして、事例を調

査し、資料収集などを行ってまいりました。私どもといたしましては、全国の

事例のうち、標準的なものを参考にさせていただきながら、この実施にあたっ

ては、介護保険事業制度のメニューの中で、具体的には地域支援事業と申しま

すが、この事業の中での位置づけを考えております。町内の介護保険サービス

事業所におけるボランティア活動の実績に応じてポイントを付与し、それを、

累積をして、平取町金券として交付することを軸に、現在調整を行っておりま

す。必要な経費について精査し、今後の予算編成の内部協議のなかで、さらに

検討いたしまして、平成２６年度介護保険事業特別会計予算に計上して、平成

２６年度の早い時期から開始できるよう、関係機関との間で具体的な調整をい

たしたいと考えておりますので、ご理解をくださるようよろしくお願いをいた

します。以上です。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

制度設計にあたってはその取り組みをするという計画はわかりましたけれど

も、現状と課題それから先進自治体とかでも、苫小牧とか近いところではやっ

ていますので、その辺の資料を集めたり、また前には町長の答弁のなかでボラ

ンティア団体等の意見も聞きながらとかいう答えをもらってたんですけれど

も、私もボランティアの会に入ってますけれども、そういう話し合いにも参加

はしておりません。そういうなかでやはり皆さんの地域地域で暮らしている方

たちの考えも違うと思いますので、私は一応本町地区ではいろいろボランティ

アには参加していますけれども、そういう団体のそういう意見も聞いてやりた
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いという考えだったんですけれども、その辺の、やったかやらないか、まずお

聞きしたいと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

議員ご指摘の苫小牧の事例につきましては、苫小牧市で行われた研修会があり

まして、それに参加させていただきまして内容を聞き、資料を収集いたしてご

ざいます。その他、全国的にですね、道内で先ほど申し上げましたように道内

ではあまり数市町村しかありませんので全国的に範囲を広げまして、調査をい

たしてございます。ボランティアの方にもご理解をいただきながらご意見をお

伺いしながら、事業の開始にあたってはやってまいりたいというふうに考えて

ございますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

私も先例地の取り組みの事例として、苫小牧地区のはちょっと調べたんですけ

ど、ふれあいサロンということで、各自治会とかそれからボランティアの会と

かいろいろなかたちで何か所かでやっております。そのなかでもふれあいサロ

ンというのは、地域の高齢者が定期的に集い、会話をしたり歌を歌ったりゲー

ムなどをしたり、そういう、交流をする場所として、ふれあいサロンというの

は広がりを見せています。このふれあいサロンはひとり暮らしなどで自宅にこ

もりがちな人が外出するきっかけをつくって役立てようということで、自治会

とか町内会が中心になって活動されています。和気あいあいとしている、毎回

楽しみという参加者からの好評な意見も出ているようです。また、私事でござ

いますが、毎月１回本町生活館で、どなたでも自由に参加できるいきいきサロ

ンを企画実施していますが、毎回３０名近くのお年寄りが参加されています。

また、そういうなかで楽しいひとときを過ごされていますが、現状は５名の方

で運営していますが、回数をふやしてほしい、もうちょっと月２回か３回やっ

てほしいという声がありまして、要望されているんですけども、なかなかそこ

までいかないで社協の協力をもらいながら、月１回を広めているようなわけで

ございます。そういうなかで、やはり各地区でももう少し、そういういきいき

サロンとか、それから病院の介助のお手伝いをするとかそういうなかでやって、

ある程度ポイントもやると、やはり参加する人もいるんではないかと思います

のでポイントの制度はあちこち調べても大体１時間で１ポイント、１００円ぐ

らいのなかで、年間通して５千円のポイントまでで、それほど高くあげている

町村はないように見受けられました。また全国的にもあちこちでやってますけ

れども、なかなかその地域で先進的にやっているところは今大西課長も申しま

したけれども、少ないなかでやっているようでございます。平取町は先進的に

早くそういう地域の通貨の役割とかそういうことを考えながらぜひやってもら
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いたいと思います。介護支援ボランティア制度は、介護予防のために市町村が

行う、地方支援事業の一つとして、平成１９年度からはじまった事業でありま

すが、全国的にもまだまだ自治体的には取り組まれていません。北海道では本

当に苫小牧が先進的にやっています。高齢化が今後いっそう進行するなかで、

高齢者がみずから活動するボランティアをはじめ、地域ぐるみの福祉ボランテ

ィア活動に協働のまちづくりにもなりますので、制度の創設と活動体制の充実

に努められることを期待しています。そういうなかで、ぜひ各団体の要望も聞

きながら、早急に制度設定に向けてやってほしいと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

今、平村議員おっしゃったように、現在におきましては、残念ながら北海道に

おきましても数市町村にとどまっているという状況がありまして、当然日高管

内では、１町村も実施していない、苫小牧が先進ということで、平村議員おっ

しゃるとおりでございます。調査、道内のある実際に実施している町村の担当

者に電話で確認をしたところ、この制度をつくって実施しましたが、利用者が

ほとんどないという状況であることがわかりました。平取町はボランティア活

動が比較的盛んであるというふうには認識をしておりますので、そのようなこ

とはないものと想定はいたしておりますが、町が制度を発足させる以上、実施

可能、実現可能そして持続可能な事業としていかなければならないというふう

に考えておりますので、制度設計には十分慎重に時間をかける必要であると考

えております。ご理解をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。以

上です。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

はい。ぜひ、そのようなかたちで進めてもらいたいのと、ただ６５歳以上の介

護のボランティアをやる人は対象は高齢者でいいんですけれども、やはり高齢

者ばかりのボランティアでなく、子育てとか、いろんな病院の介助とか、そう

いう多面的な考えのなかにも入れてほしいと思います。それでは次の二つ目の

質問に入ります。次に２問目の公会計システムの推進について質問いたします。

いまの会計方式では公共施設やインフラなどの資産負債の総額や変化がわから

ないという短所があります。このため、資産負債の現状を踏まえた管理を行う

ことや、事業や施設にかかる費用を把握し評価に活かすことができませんでし

た。この課題を解決するために、従来の歳入歳出計算に加えて、企業会計の考

え方を取り入れた新しい会計制度を導入することになったと理解をしていま

す。また、この制度導入の背景には、夕張市の財政破綻をきっかけに、平成１

９年度決算から自治体財政健全化法が制定され、財務諸表の公表が義務づけら

れていることとこれに並行しまして、総務省は、公会計の整備推進について、
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人口３万人未満の町村は、平成２３年度決算までに、貸借対照表、行政コスト

計算書、試算収支計算書、純資産変動計算書、この４表の整備と必要な情報の

開示に取り組むよう通達されており、各自治体で取り組まれていると思います。

財政の実態を把握する「見える化」のツールとして公会計制度は高く期待され

ており、当町の取り組みについて、昨年の１２月の町議会に財務書類の作成に

ついて伺ったところ、総務省方式の改正モデルをベースで平成２３年度までの

資産評価は完了しており、平成２３年度、２４年度決算については、平成２５

年度にわかりやすい手法で財務書類の４表を開示をすると述べておられます。

平成２４年度の決算審査特別委員会に公表されると思っておりましたが、残念

ながら公表されませんでしたので、今日は財務書類４表をいつ開示しようとし

ているのかと総務省の今後の新地方公会計の推進に関する研究会が７月に公表

した内容を見ますと、現行モデルの見直しを打ち出しています。情報を入手し

ていると思いますが、今後の対応について伺っておきたいと思います。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。今ご質問にありました財務諸表４表の開示でございます

が、昨年１２月議会でも答弁をさせていただいたというところで、現在、専門

の業者に委託をかけておりまして、今進めているという状況でございまして、

公表の時期といたしまして来年２月ごろには、議会をはじめ、町民の皆さんに

お知らせすることができるということで、スケジュールを組んでおりまして進

めておりますので、その辺はご理解をいただきたいというふうに考えてござい

ます。また総務省でのこういった会計モデルの見直し等の動きでございますけ

れども、このモデルの要請が平成１８年度に新地方公会計モデルというのを地

方公共団体に示しまして、総務省として、こういった公会計の整備を要請をし

てきたというような経緯がございます。要請から平成１８年ということもあっ

て時間がたっているというようなこともございまして、今ご質問にありました

今後の新地方会計の推進に関する研究会というのを総務省内部で立ち上げてご

ざいまして、議論、検証を進めているといった内容になってございます。まだ

その研究会としてはその中間報告というような内容にとどまっておりまして、

今後の実務上の課題と対応の方向性といたしましては固定資産台帳の整備の推

進ですとか、複式簿記の導入、それから、前年度との比較、それから他の地方

自治体、国との比較がしやすいものとするなどの、開示等にあたってのわかり

やすい表示等の検討ですとか、自治体の財政の効率化、適正化につなげるため

にも、財務書類や各種台帳から得られる情報を活用することによって行政評価

ですとか、予算編成、それから、資産管理等にもつなげるような活用の充実を

図るといったような内容で中間報告がなされているということでございまし

て、ただちにこういったシステム自体の内容の見直しが行われるといった内容

ではないというような認識でございまして、全国で今、都道府県市町村含めて
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９６％の団体がこういったシステムに取りかかっているということでございま

して、このシステム公表の一つの大きな目的としまして、それぞれの自治体の

比較というものが非常に重要な部分もありますので、そういった内容の見直し

をすると、なかなかそこら辺がまた調整というかうまく比較ができないという

ような状況も出てきますので、総務省としても開示をするのであれば、その辺

出そろったところで次どうするかというような内容になっているということの

認識でおります。このような動きに注目いたしまして、今後とも全国の自治体

の取り組みなども情報収集しながら、より効果的な公会計システムの導入を検

討してまいりたいというふうに考えてございます。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

公会計の目的は、事業評価などの意思決定に役立つ情報を提供することもあり

ますし、また、より重要なのは、納税した住民に対して説明責任を果たすこと

でもありますので、毎年度の決算にあわせて公表すべきではないかっていうふ

うに考えております。またいままでに、平成２２年度からずっと公会計システ

ムの補修委託料というのが出ていますけれども、その中身的には、どういうこ

とをやったのか私たちも勉強不足でよくわからないんですけれども、そういう

そのシステムを毎年ずっとやってきてなかで、今回初めてそういう４表を２月

に公表するということなんですけれども、その辺の中身的に年度ごとにどうい

うことをやったのかちょっとお伺いしたい。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

毎年度の公表という点につきましては、今回２３年２４年度含めて２月頃にと

いうふうに思ってまして、そういったベースができますと、次の年からも公表

がさらに、簡便にできるというようなこともございますので、それ以降、毎年

度公表するというようなかたちをとってまいりたいというふうに思っておりま

す。それから委託の関係ですけれども、一番大きな作業といたしましては、う

ちの資産の把握ということでございまして、そこまでは、いままでは資産台帳

というような、管理の方法をやっておりましたけれども、さらにこういうモデ

ルを公表する場合、例えば台帳、財産として把握してないと、例えば道路です

とか、諸々の公共施設の評価額というようなものを試算しなきゃならんという

ここが非常に大きな作業になっておりまして、その辺が委託した主な内容とい

うことになっておりまして、その辺が、主要な部分は昨年度２４年度の委託で

ほぼ完了しておりまして、新たな資産の評価とかですね、そういうのを含めて、

第４表の作成に向けて、今年度、進めさせていただいているというような状況

でございます。 
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議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

一応資産の確認とかそういうので委託料で４年間やったと思うんですけども、

そのほかにこれから現在４つあるモデルのうち、総務省で方式を以後改正をし

ようとしているんですけれども、そのほとんどの自治体が採用しているんです

けれども、これは財務諸表の作成とか、それから、既存の決算統計を組み入れ

たりして、基準モデルや東京都方式などでいろいろと取り組んでいるんですけ

れども、うちらのほうのなかでもそういう改正モデルを採用していくのかその

辺もちょっとお聞きしたいなと思います。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

私ども、平取町の採用しているシステムといたしましては、総務省の改定モデ

ルというようなことで、これは決算統計上の数値などから数値等を把握できる

ということで、ある意味、簡便に評価等のコストも低く抑えられるというよう

なことで、ほとんどの自治体がそういうものを採用しているというようなこと

もございまして、私どもそれらの採用に踏み切ったということでございまして、

そういった同じシステムで評価されたものが、やはり自治体の比較としても非

常に適切に比較ができるものかなというような判断もございまして、そのシス

テムを採用してございます。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

公会計の目的としては、税金や借入金が有効に使われていることを示すなど、

住民に対する説明責任も果たすことも一つとあります。またもう一つとしては、

行財政運営の効率化への必要な情報を提供するなどあげられていますが、こう

した機能を果たすには、行政活動に伴うすべての取り組みや資産、負債を把握

し、有効に利用されるような管理することが求められていますので、制度の導

入にあたっては、調査研究し対処していただきたいと思います。また、発生主

義には何がわかるのかということでは、学校、公民館、体育館施設など資産を

保有しているがその価値は、老朽化などの年々減少しているなかで、これを減

価償却費として把握することができるのではないかと思いますし、また、施設

の更新など、適切に実施されているかどうか判断できるようにもなります。コ

ストを正しく反映した財務諸表を作成しながら、資産の出入りがなく従来の制

度ではわからなかったデータが明らかになれば、将来の行政コストの正しい反

映にもなると思いますので、ぜひその辺を検討しながら、新しい会計制度でや

っていただきたいと思います。 

 

議長 まちづくり課長。 
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ま ち づ く

り課長 

今、ご質問にあったとおり、この財務諸表４表の公表については、おっしゃる

とおりの効果等を期待して、私どもも取り組みをさせていただきたいと存じて

おりまして、ただなかなか財務諸表４表ということで、ぽんと公開してもなか

なか一般の町民の方には理解しがたい部分があるのかなというようなことも、

予想しておりますので、その辺も公表の仕方等についてはより理解のしやすい

ようなかたちでの公表に努めたいというふうに考えておりますので、ご理解を

お願いしたいと思います。 

 

議長 

 

１０番 

平村議員 

平村議員。 

 

ぜひ、そういう財務書類の活用として、やはり税金を預かった住民に対しての、

説明責任を果たすためにも必要だと思いますのでよろしくお願いしたいと思い

ます。これで質問を終わります。 

 

議長 いまのはまとめということでよろしいですか。平村議員の質問を終了いたしま

す。４番松澤議員を指名します。松澤議員。 

 

４番 

松澤議員 

はい、４番松澤です。先に通告しておりました地場産業振興対策補助金につい

て大きく三つに分けて伺います。地場産業振興対策という名目の補助金につい

て、ほかの自治体も何件か調べてみましたが、補助の条件として、現在ある地

場産業にかぎるもの、事業工業組合や商工組合などの団体にかぎるもの、また、

地場産業とはとの項目があり、その中身として工業出荷額該当業種及び関連企

業として指定しているものなど、かなり制約のあるものが多かったです。その

なかで、平取町の場合は団体及び個人となっており、制約も少なく、産業振興

を図るため、町民の自由な発想と向上心を促す事業と認識しております。また、

団体も対象としているため、数多いほうがいろんな発想が生まれてくる状況に

なっております。まさに、町民全体で町の地場産業の未来を考える、その後押

しとなる夢のある補助金と言えると思います。それを踏まえて、質問させてい

ただきます。まずはじめに、現在、地場産業振興対策補助金の補助及び資金援

助対象経費には試作、試験研究、市場調査、技術者等の養成に関するもの、そ

れと、特産品消費拡大のための新たな設備導入経費が入っていますが、この二

つは性質が違うものと思われますので、分けて考えてはどうかと考えます。特

に、試作研究は、試作とは試みること、本格的につくる前に、実験的に製作す

ることですから、当然、失敗もあることは覚悟の上とは思いますし、縛りが多

いと自由な発想の妨げにもなることも考えられますが、失敗したとしても、次

に活かせることもあると思います。例えば、別な人がなぜだめだったのかとい

うことを検証した上で、さらに良いもの、成功が期待できるかもしれない。時

代、状況が変わった場合、その検証結果が生きるアイデアがあるかもしれない
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と思います。ですから、その内容により、期間を決めて、検証結果報告も次に

つながるためにも必要と考えますがいかがでしょうか。また二つ目に、この補

助金は単年度で予算が決められていて、その配分や選択方法の明確な決まりも

ありません。１７年から２０年度の４年間は申請は１件もない状況でしたが、

２１年から要項の内容も変わり件数や費用もふえてきているようです。そのこ

とから、この補助金が浸透してきているとも考えられますが、申請件数がふえ

ることで、予算のなかで、どんな理由でどの事業を優先するのか、はたまた早

い者勝ちとするのか、難しい選択となります。そのために、募集期間を定め、

事業内容を精査し、決定できる選考委員会の設置が必要ではないかと考えます

がいかがでしょうか。最後に、この補助制度は、知る人は知っている、知らな

い人は知らないというような状況ではないのでしょうか。事業を始めようとい

う人がその対象となる人が役場に聞きに来れば教えてくれるっていうのはわか

るんですが、この補助金自体があることすら知らない人が多いのが現状だと思

うんです。その方たちが申請に間に合わなく、あとから知るということのない

ように、広く町民に周知させるため、資金の融資を受けたり、開業の相談や各

種手続に訪れるであろう商工会、農協、金融機関との情報共有、連携が必要と

考えますが、いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 それでは質問にお答えいたします。地場産業振興対策補助金につきましては、

平成２１年４月にそれまでありました地場産業振興融資対策補助金交付要綱を

一部改正いたしまして、現在のかたちになっております。一部改正につきまし

ては、平成１７年から平成２０年まで先ほど議員がおっしゃったとおり、４年

間でこの要綱による補助、融資援助を受けるというような実績がなかったこと

がありました。制度の見直しを行いました平成２１年から平成２５年まで、八

つの団体また個人がこの制度を活用した実績がございます。２５年度について

も実績があるようなかたちでございます。これは現在の制度が有効に使われて

いるものと考えるところでございます。特産品消費拡大のための新たな設備導

入等に要する経費というのを新たに加えたことによりまして、その利用も新た

に加わって実績が上がってるような状況でございます。ここで特産品と規定し

ているのはびらとりトマト、びらとり和牛というようなことで、範囲を決めて

いるところでございます。メニューといたしましては試作、試験研究、市場調

査、生産技術に関する調査、技術者養成、それと特産品の消費拡大のための、

新たな設備導入というものがあり、この制度もいくどかの改正を経て、現在の

かたちになってきたものでございます。改正の要因としましては、その時代時

代のニーズや時代背景等によってより使いやすい制度へと変わってきていると

いうことでございます。また限られた予算のなかで効果的に利用される事業と

するためにも、あまり細かく分けて不用額を発生させることがないように１年
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ごとの要望量の変わるメニューに対しまして柔軟性を持った制度として継続し

ていくためにも、今の段階でご指摘のありました両方分けるというようなこと

は現段階では考えていないところでございます。ただ今後の事業要望ですとか

利用者のニーズの変化があることに関しましてはそれに対応するような制度へ

の変化は必要になってくることもあると考えているところでございます。また

検証結果、実績につきましては補助事業の申請に際しましては平取町補助金等

交付規則の定めるところ、これは第１４条で実績報告ということで補助事業者

等は補助事業等が完了したときに速やかに補助事業等実績報告書に町長の定め

る書類を添えて町長に提出をしなければならない。補助金等の交付の決定にか

かわる町の会計年度が終了した場合も、また同様とするということでございま

して、実績報告もしていただくようなかたちに当然なっているところでござい

ます。またある程度の年数がたった後の検証結果報告も必要ということでござ

いますけれども、そういう場合も必要かと考えられますけれども、あまりにも

過度な報告の要求につきましては補助制度の硬直化につながる部分もあるんじ

ゃないかというふうに考えるところもございまして、これについては慎重に検

討していきたいというふうに考えてございます。次に２番目の質問でございま

すけれども、予算内で配分の枠を決めていないということで、逆に良い意味で

柔軟な対応がとれていると考えているところでございます。また選択方針の明

確な決まりがないわけではございませんで、地場産業振興対策補助金交付及び

融資に関する要項の第４の要綱のなかで採択方針をうたっているところでござ

いまして、補助及び資金援助団体等の採択は事業計画及び収支予算書等に基づ

き調査、検証し決定するが採択方針は次の方針によるということで、三つ述べ

ております。第１に、地場産業の振興に積極的意欲を持っているもの。次に第

２に農林水産物等の資源を活用した製造加工等の産業を開発、育成しようとす

るもの。第３として、地域経済の活性化に寄与されるものとしているところで

ございます。またこの補助金につきましては年度当初はもちろん、年度途中で

の要望やニーズにこたえることができるよう、また迅速な対応をしていくため

にも募集期間で区切ることは現段階では考えていないところでございます。年

度途中の要望等もあるということでございます。また選考委員会につきまして

も事業をはじめるに当たって資金やその他特定個人のプライベートな情報が提

出書類にかなり多く含まれてくるということもございまして、そのようなこと

を考慮する場合にそういうような選考委員等が必要な補助金事業も、町のなか

にはあるというふうに思いますけれども、この地場産業振興対策補助金には現

在の段階ではちょっとなじまないんじゃないかというふうに考えるところでご

ざいます。３番目の質問に対してですけれども、ここ数年、毎年コンスタント

に要望があったということで、町民の周知につきましては不十分な部分があっ

たんじゃないかというふうに考えているところでございます。今後につきまし

ては町の広報誌等による町民への周知を実施していきたいというふうに考えて

おりますし、町商工会等にもその旨伝えておりまして、関係者等への周知をお
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願いしているところでございます。今後も関係機関と十分連携を取りながら進

め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 松澤議員。 

 

４番 

松澤議員 

あまりたくさん答えられたのでちょっと頭のなかで整理できてないんですけど

も、３番目にお願いしたものはＯＫって理解してよろしいですね。私見ました、

一応いろいろ資料いただきまして見たなかではこれは本当に、試験研究として

本当に平取町にとっていいんじゃないだろうかっていうものもちょっとありま

したが、その結果がなんといいますか書類のなかにこうなりましたっていうこ

とがなかったものですから、もし産業課長がおっしゃってますように、本当に

私もこの自由な発想でやれるということが、この補助金の一番の魅力だと私も

思ってるんです。何がこうだからっていうかたまりをもって最初から始めるん

じゃなくて、こうなったらどうだろうということを、町民に後押しするすごく

自由な本当にいろんなアイデアを町の中からとりだせるという補助金だってい

うことは理解しています。ですから、なおさらのこと、それがもし、こうやっ

てみようと言った方が、それが成功といいますかね、結論的にどうにかならな

かった場合でも、どうしてそうだったのかっていうその簡単なことでいいと思

うんですけども、そのものが何か一つ後ろに付いていると制約するというその

きつい言い方ではなく、それもやっぱり、こうだったよっていうっていうこと

の報告は受けても、次につながるのではないかなっていう、書類に１枚ちょっ

とつけていただくとよろしいかなという考え方でちょっと質問させていただき

ました。あと、規約も読ませていただきましたし、２１年度にこのように変わ

ったということで使う方も増えたということも十分わかっております。ですか

ら、いろいろ考え方っていろいろあるんでしょうけども、本当にその規約のな

かで、例えばですね、いっぱいいろんなことが出てきて早いもの勝ちではなく、

その予算内のなかで決められたことしかできなく、そのほかにもっと違うもの

ができた場合って言いますか、出てきた場合、そのなかで例えば補正予算をつ

けるとか、そういう考え方でも対応できるっていうことではないんでしょうか。 

 

議長 産業課長。 

 

産業課長 お答えしたいと思います。実施報告、実績報告の関係ですけれども、おっしゃ

るとおり、そういう部分についてはどのようなかたちになったかというような

報告が必要になってくるというふうに思っております。今までの書類のなかに、

もちろん実績報告はついておりますけれども、それ以降、どういうようなかた

ちになってきたかという部分は付いてない部分がございますし、担当課、担当

職員、係にはどういう状況でこういうふうになったというような情報が入って

はきておりますけれども文章的になっていないという部分がありますので、頭
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の中というか、その課の中ではこういうことがあってこういう部分でうまくい

かなかったんでこれはこういうふうにちょっと失敗になったというようなかた

ちの情報は残っておりますけれども、議員がおっしゃるとおり、ある程度文章

化だとかそういうことをして次につなげていくということが必要なってくると

思いますし、町広報紙等でそういう地場産業のそういう補助金があって、その

事業を使ってこういうふうに成功している実例があるというような広報紙に載

せたり、そういう周知も逆に必要になってくるんじゃないかというふうに考え

ております。こういうことができるんだだとか、こういうことを補助金を使っ

てこういうふうに成功している実例があるんだというようなことがあれば、見

た町民の方も自分たちもそれじゃあ、そういう補助金を使って新たなものを考

えていこうというような考えが広がっていくようなかたちになると思いますの

でそういうこともぜひ、今後、検討して実施していきたいというふうに考えま

す。また事業の採択ですとか、予算が決められてるなかで早い者勝ちになって

しまうんじゃないかというような心配でございますけれども、これは当然予算

を持って行っている事業でございますのでその年度の予算がある程度決められ

ているということでございますけれども、過去に補正で足りなくなった部分を

対応している部分もございますし、そういうことも必要になってくると思いま

す。ただ行政事務をやっているものとして、予算範囲内で何とかやっていきた

い。この事業自体が町民の方の自由な発想でそういうものの援助になるという

ことは十分理解してるところでございますけれども、予算というものがあると

いうこともありまして、これについては相談に来られた方にその年で対応でき

ない場合については、次年度にもこういうことでできる部分があるんでそうい

うかたちはどうでしょうかだとか、そういう相談をしながらなるべく取り上げ

ていきたいというふうに考えておりますけれども、何分予算もあるということ

で、その年に対応できなかった部分があったことは事実でございますけれども、

対応としてはすべてきちんと話を聞いて今後どういうような対応をしていくと

いうような話をし、相談者と協議をしながら、対応してきたということもござ

います。指摘のとおり制限してしまうのは自由な発想で町のためっていう部分

もありますし、そういうことも考えられますので今後の対応としては補正等で

対応していける部分については、補正等で対応していくということで、理事者

とも話をしてるところでございますのでご理解いただきたいと思います。 

 

議長 松澤議員。 

 

４番 

松澤議員 

先ほどのそうですね、担当職員の方のその対応で確認しているということより

も役場のなかでは、やはり職員異動というのがございますので、なるべくでし

たら書面にして、次の引き継ぎにも残していただければと思いますし、このこ

とに関して、やはり、いろんなことを考えてこの政策なさってるということが

よくわかりましたので、中身の精査もやはりときどきやりながら長く続けてい
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ってほしいと思います。期待しておりますのでよろしくお願いします。答えは

よろしいです。 

 

議長 松澤議員の質問を終了します。休憩します。 

 

（休 憩 午前１１時５０分） 

（再 開 午後 １時００分） 

 

議長 再開します。３番四戸議員を指名します。四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

はい。３番四戸です。質問事項にあります高齢者福祉施設の入所待機者の対策

について、伺っていきたいと思います。この質疑については、過去いままで何

人かの人が質疑していることと思いますが、あえてもう一度質疑したいと思い

ます。まずはじめに、私たちの町内の各施設の入所待機者について伺います。

現在、町内においては、本町にあるかつら園、また、ケアハウスしずか、貫気

別には老人福祉寮、振内においては認知症のグループホームの施設が整備され

ております。いままでも、過去において入所待機者の減らないなか、今後１０

年先、２０年先、高齢化社会が急速に進んでいくなか、現在の施設の規模では、

増えていくと考えられる高齢化に対しまして、対応できないんではないかと思

います。これからの施設の問題点について、担当課として、町としてどのよう

な対応をしていく考えな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 

四戸議員のご質問にお答えを申し上げます。はじめに、施設へ入所の待機の関

係でございますけれども、本町にあります特別養護老人ホーム平取かつら園へ

の待機者につきましては、現在定員５０名が満床で加えて入所の待機者が３４

名という状況になっておりまして、平成２４年２月に最大６４人おりました入

所待機者の数に比べて、それは約半数近くに現在は減少をいたしております。

このことにつきましては、死亡された方、あるいは病院に入院をされた方、あ

るいは、認知症グループホームこころのホームふれないに入所されたことによ

って申し込みを辞退された方、等の数に対しまして新規の申込者の数がそれを

下回っているということであるとかつら園側から報告を受けてございます。同

じく本町にありますケアハウスしずかにつきましては、現在定員が２０名が満

床、待機者が２名となっておりまして、平成２４年９月に最大９名いた待機者

の数に比べまして大きく減少をいたしている状況であります。この理由は先ほ

ど申し上げましたかつら園の場合とほぼ同様であるというふうに報告を受けて

ございます。次に、貫気別にあります老人福祉寮やすらぎにつきましては、定

員６名のところ、ここは現在１名空き室になっておりまして、１２月６日付発
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行のまちだよりで入所者１名を募集している状況であります。担当者に確認い

たしますと、ご家族の方はやすらぎ、老人福祉寮に入所を希望いたしておりま

すが、ご本人がですね、入られるご本人が住み慣れた我が家、自宅から離れた

くないとおっしゃる方が多いということも聞いてございます。次に振内町に開

設されました認知症共同生活介護事業所、こころのホームふれないは定員１８

名が現在満床で、待機者が６名という状況になってございます。以上のことか

ら、本年４月に開設されましたこころのホームふれないを除きまして、昨年と

比較できる施設につきましては、いずれも入所待機者が昨年に比べて大幅に減

少しているのが現状でございます。したがいまして、現在におきましては新た

な施設整備を早急に着手する環境にはないと認識をしております。いずれにい

たしましても、町といたしましては、今後ともこれら待機者の推移を随時把握

をいたしながら、総合的に検討してまいりたい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 

数は減っていると、今課長から答弁ございましたが、でも、先ほど言いました

ように、これから２０年先、３０年先ですね、高齢者のピークはくると思いま

す。そういうなかで、課長も知っていることと思いますが、実はかつら園から

聞いた話なんですが、町内において、入所待機者は先ほど課長も言ったように

６０名近くいた。現在は３０数名に減ったそうですが、その減った理由を先ほ

ど課長も答弁しておりましたが、聞いたところ、入所を待って亡くなっていか

れた方、また病院へ入院された方がほとんど多かったようでございます。また、

ケアハウスにおいても、入所を待っている方が１０名ほどいると聞いておりま

す。さらに、町の独居生活をしている高齢者にお話を聞いたところ、１人でい

ると食事をつくるのも大変だし、不安で寂しいですとの話も出ていました。入

所を申し込まれていない高齢者のなかにも入所できない方がかなり多くいるこ

とを痛感いたしました。そのような、高齢者対策として、隣の日高町では３０

名ほどの入所をふやしました。また、新冠町においても、２０名ほどふやして

おります。そのふやした理由については詳しくお話をお聞きしておりませんが、

そのためここで話をすることはできないですが、入所を希望している高齢者は

入所待機者のほかにも多くいるということを担当課も知っておくべきことだと

思います。今後においては、町としても、真剣にこの対策を進めるべきと考え

ますが、いかがでしょうか。 

 

議長 保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

入所を申し込んでいない方のなかにも、入所を希望しているという方がいらっ

しゃるというご指摘でございます。先ほど申し上げた入所を正式に申し込みし

ている方についての数を申し上げましたので、そういう貴重な情報ですので、
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私ども地域包括支援センターやあるいは社会福祉協議会のケアマネージャー等

を通じまして、そういう希望がある部分についての把握も含めて十分検討をし

たいというふうに考えてございます。四戸議員ご指摘の高齢化、今後の将来的

な高齢化の部分、問題についての対応ということでございますけれども、四戸

議員ご承知の通り町の高齢化率、全町民に占める６５歳以上の割合につきまし

ては、平取町においては３０％を既に超えて、今後も上昇していくということ

で予想をいたしておりますが、これにつきましては、数字の分母である人口の

減少に起因する部分もありまして、高齢者の実人口、頭数ですね、本当の頭数

につきましては、ほぼ平成２７年度前後をピークにして、その後はなだらかに

減少に転ずるっていうふうに予想をしております。ただ、ただしですね、現在、

いわゆる団塊の世代で最も高齢の方は６５歳以上の高齢者の年齢に到達してお

りますが、その方たちの多くが、７５歳以上の後期高齢者に到達する時点、今

から１２年後の西暦２０２５年平成３７年にあたりますが、これに向けて、そ

の対策をどう進めておくかということを考えておくことが、重要になるという

ふうには認識をいたしております。したがいまして短期的な、いま、入所者が

少なくなっているという現実と、四戸議員ご心配の今後の団塊の世代が７５歳

以上になる部分、中長期的な部分を分けて総合的に考えながら、今後、町が進

むべき方策というのを探っていきたいというふうに考えてございます。 

 

議長 四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

今後、一時減ったとはいえふえていく要素は目の前にぶら下がっております。

本当に、真剣に取り組んでいただきたいと思います。次にですね、国による介

護保険の改定に対する町の今後の対応の見込みなんですけれども、これについ

てお聞きしたいと思います。最近になりまして、厚生労働省は社会保障審議議

会において、改定の意見書案を大筋での決定を受け、来年の通常国会へ提出す

る構えです。国は来年度から、消費税を上げるとき、消費税増税で社会保障の

充実を図るよういままで国民に説明しておりましたが、現在になってなぜ介護

保険制度を改定しないとならないのか、厚生労働省の説明のなかでは、多くの

国民の方、私も含めて町民のひとりとして本当に理解できません。町としても、

長年にわたり歳出削減の努力を続け、子育てや医療、介護などの、町として増

大する地域の行政需要に対応するために、必死の努力を続けてきたことと思い

ますが、いまは国が改定しようとする社会保障制度は、各市町村、町民の方に

大きな負担になることは避けられないことかと思います。まだこの改定につい

ては、決定しておりませんが、町として、国のこの方針をどのような思いで考

えているのか伺いたいと思います。 

 

議長 保健福祉課長。 
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保 健 福 祉

課長 

お答えをいたします。国の介護保険制度の動きに対しましては、四戸議員ご指

摘のとおり、既に各種報道において断片的に伝えられておりますが、正式な決

定がなされていない現在におきまして、市町村、私どもの机の上には公式な通

知が全く届いていないというのが現状でございます。いずれにいたしましても、

今回の制度改正につきましては、町の財政支出の増加につながる可能性がある

ものと予想をいたしておりますので、町としては今後、厚生労働省から北海道

を通じて通知される詳しい制度内容、制度改定内容の全貌を確認した上で、早

急に判断してまいりたいと考えておりますので、ご理解くださるようよろしく

お願いいたします。 

 

議長 四戸議員。 

 

３番 

四戸議員 

まだ決定していることじゃないですけども町の考え方としては、持っておいた

ほうがいいんでないかなと思います。介護保険では、要支援の人への訪問通所

介護を先ほど言いましたように市町村の事業に任せて、事業主の上限を定め、

効率化を図ろうという考え方です。また、専門的な知識や戦略が必要なのに、

費用の削減を国は市町村にやらせる考え方、現場の意欲を削ぐ政策だと思いま

す。これでカットする費用は１６００億円。こういう国のやり方が、本当の社

会保障制度の改革なのか、私としても理解ができません。この１０年間、雇用

が拡大したのは、医療と介護の領域です。全国においても、雇用が２３０万以

上増えていると報道されています。先ほどから話してまいりましたこれからの

町の施設についても、雇用の場所としての考え方も必要ではないかと思います

が、最後にですね、町長の考え方をお聞きしまして、私の質問を終わらせてい

ただきます。 

 

議長 町長。 

 

町長 それではお答え申し上げます。いま現在進められております介護保険制度のこ

のたびの改正をしようとする件については、課長の答弁のとおりでございます

が、今後高齢者がふえていくなかで、現在の施設では、待機者が多くなると考

えておりますが、今後において町はどう対応していくのかっていうご質問でご

ざいますけれども、現在急速に進む少子高齢化のなかで、７５歳以上のお年寄

りの方だけでも、９月末現在では約１０００人ということでございまして、年々

高齢化が進むなかで、施設への待機者をなくすということは極めて困難なのか

なというふうに思ってございますし、また介護保険施設の整備は同時に、介護

保険料にはね返るというか引き上げにつながることから、今後必要な事業の推

進とともに、一方で町民にとって、介護保険料の急激な増高につながらないよ

うに事業整備と適正負担の両面を総合的に勘案しながら、慎重に進めていく必

要もあるというふうに考えてございます。町としても、高齢者の皆さんが住み
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慣れた地域で本当に安心して暮らせることが一番望ましいというふうに考えて

おります。したがいまして、今後とも病院の訪問診療、あるいは在宅福祉サー

ビスというようなことで現在行われておりますヘルパーのサービス、あるいは

デイサービス、またショートステイサービスに重点を置くことが重要というふ

うに考えているところでございます。そのためにも、地域で暮らす人方がお互

いに助け合い、支え合っていくことが非常に重要でございます。そういったこ

とから、福祉ボランティア制度もその一環というふうに考えているところでご

ざいます。今後の高齢者福祉対策については、第一にはやはり住み慣れた自宅、

地域で生活続けられるように、自分自身も頑張っていただきながら、そして、

家族だけでなく、周囲からの見守りなどの温かい応援が必要というふうに考え

てございます。また第二には、行政としても地域包括支援センターを中心とし

ながら、相談、総合的な相談業務、また介護予防に向けた教室活動と地域ケア

体制をさらに充実していくことが必要だというふうに考えてございます。また

第三には、自宅での生活が難しくなった場合には、先ほどご質問あったように、

町内の施設であります、老人福祉寮やすらぎ、あるいはケアハウスのしずか、

また今年度開設されたグループホーム、こころのホームふれない、さらにはか

つら園などに入所しながら、利用していただくとともに、国保病院の療養型病

床など、それぞれ医療、介護、福祉との連携のなかで対応していくことが重要

というふうに考えてございます。また第６期の介護保険事業計画を樹立するの

が２６年になろうかと思いますが、実施は２７年から２９年の３か年でありま

すが、その際に、将来展望も含めて介護保険施設の整備について十分検証しな

がら、検討してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願い

したいと思います。以上です。 

 

議長 四戸議員の質問は終了いたします。以上で通告のありました議員からの質問は

すべて終了しましたので、日程第５、一般質問を終了します。 

日程第６、議案第１号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

を議題とします。提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

総務課長 議案第１号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案

理由並びに改正条文内容につきましてご説明申し上げます。本条例の提案理由

につきましては、昨年８月８日に出されました人事院勧告につきましては、国

は一般職の給与に関する法律の一部を改正する法案が本年６月１７日に成立

し、平成２６年１月１日から施行することとなったことから本勧告に基づき、

職員の給与の改定を行うべく条例改正の提案をいたすものでございます。それ

ではまず、本日配布しております、給与改定の概要につきましてご説明を申し

上げます。資料の左側が給与改定の概要、右側が町の措置方針としております。

１の給与制度の改正内容でありますが、５０歳代後半層におけます給与水準の

上昇を抑制するため、昇給・昇格制度の改正を行うことが適正であることと人
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事院は判断したところであります。具体的な措置といたしましては（１）と（２）

に記載しておりますが、まず（１）５５歳を超える職員は標準成績では、昇給

の停止であります。これまでは、標準的勤務成績では２号俸昇給可能でありま

した。今後におきましては、標準的な成績であれば昇給停止となり、勤務成績

が特に良好の場合に昇給させることができる取り扱いとする内容となっており

ます。（２）の高位号俸から昇格した場合の俸給月額の増加額の縮減であります。

昇格させる場合には、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する昇格時号

俸対応表に定める号俸とすることとなっております。この昇格時号俸対応表に

おいて、５０歳代後半層の昇格時における俸給月額の縮減を図る内容となって

おります。２の実施時期でありますが、記載のとおり、平成２６年１月１日で

あります。続きまして、本勧告に基づく町の措置方針についてでありますが、

一般職におけます給与改定につきましては、これまでにおいて、人事院勧告に

基づく国家公務員の給与改定に準拠するとともに、労使交渉等によって決定し

てきているところであります。人事院勧告に基づき、給与改定について実施し

ていきたいと考えているところであります。次に、３の平成２５年度人事院給

与等に関する報告であります。民間給与との格差といたしまして、額にして月

額７６円、率にして０．０２％国家公務員が下回っている結果となったところ

であります。この格差については、平均年齢４３．１歳のものとなっておりま

す。ボーナスについては民間での支給割合が年間３．９５か月に対し公務員に

おいては３．９５か月と均衡しているため改正を行わないと報告されておりま

す。以上のことから、平成２５年度については人事院勧告でなく給与等に関す

る報告となっております。続きまして、給与条例の改正内容についてご説明い

たしますので、議案書の３ページをお開き願いたいと思います。職員の給与に

関する条例の新旧対照表に基づき説明させていただきます。左側が改正案であ

ります。第４条につきましては級の決定及び初任給、昇格の基準に関する規定

でありますが、第５項において規定しております、昇給の取り扱いにつきまし

てはこれまで、標準的な勤務成績であれば２号俸、５５歳以下の職員につきま

しては通常４号俸でございますから、その半分が昇給可能でありました。今後

におきましては、標準的な成績であれば昇給は停止となり、勤務成績が特に良

好である場合に限り昇給させることができる取り扱いとするものであります。

附則といたしまして、平成２６年１月１日から施行しようとするものでありま

す。職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例にかかわる提案理由並び

に改正条文の説明とさせていただきますので、よろしくご審議願います。以上

であります。 

 

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番千葉です。今、一連の改正のご説明がありましたけども、これも私議運終

わってから持ち帰っていろいろ調べてみたんですけども、どうなんでしょうね、
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平取町自体に明確な人事評価制度がないなかで、良好とか特に良好とかこの勤

務成績、どのように今後とらえていくのか。もうちょっと補足で説明をいただ

きたいんですけども。あるいはその全く改めて、人事評価制度、今後できるだ

け近いうちにちゃんとしたものを確立するよという考えがあるのかも含めてお

伺いしておきたいと思います。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 はい、昇給時の評価の関係でございますが、人事評価制度については現在導入

してないということになりますので、５５歳以上にある立場の職員についての

関係につきましては個々詮議のなかで昇給の判断をしていかなければならない

のかなということで考えております。あと、人事評価制度の関係につきまして

は、今後平取町については小さな町村でございますので、人事評価制度の導入

についてはなかなか難しい面もありますけれども、今後、人事評価制度につい

てはですね、調査研究をしていかなければならないということで考えておりま

す。以上であります。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

であればですね、やはり今この段階で改正の中身、これはやっぱり私には理解

しがたいものがあるんですよ。なんというのかな。だから通常で考えて今まで

どおりという考え方にどうしても返り咲いてしまうんですけど、どうなんでし

ょうその辺。どうお考えでしょうか。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 この給与改定の問題につきましては、先月開催されました総務文教常任委員会

でもご説明をして、ただいまの千葉議員のご質問と同じようなご質問が、常任

委員会のなかで出されております。今、総務課長ご説明したとおり、平取町に

は人事評価制度が現在ありませんので、従来通り町理事者が個々詮議のなかで、

職員のモチベーションが下がらない状況のなかでこれを運用していきたいとい

うことで考えております。将来的には人事評価制度を創設して、そのなかで対

応していきたいということで考えておりますけども、管内各町まだ人事評価制

度を導入している町村もないというような状況のなかで、これから調査研究を

してまいりたいということで考えております。いずれにしても、当町給与改定

に関しましては、人事院勧告どおり、過去実施をしてきているというような状

況でございます。本年については人事院勧告ということではなくて、給与等に

関する報告ということで出されておりますけれども、これらに倣いながら実施

をしていきたいということでございます。一番肝心な人事評価については、先
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ほど申しましたとおり、個々詮議の範疇のなかで理事者が対応して整理をして

いきたいということで考えておりますのでひとつよろしくご理解をしていただ

きたいと思います。 

 

議長 千葉議員。 

 

６番 

千葉議員 

これ最後の質問になろうかなと思いますけども、近隣の日胆地区の自治体のな

かで、現在人事評価制度を明確に取り入れて運用してやってるというところが

あれば教えていただきたいのと、それがどのように効果があるのか、その辺の

実情は、平取町として調べているのかも伺っておきたいと思います。 

 

議長 総務課長。 

 

総務課長 近隣の町村というか管内の状況でございますが、日高町につきましては人事評

価制度の導入を行っておりますが、実際的には試行段階ということで運用はさ

れてないということでございます。 

 

議長 ほかございますか。なければ質疑を終了します。次に討論を行います。反対討

論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第６、議案第１号職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例については原案のとおり可決しました。 

日程第７、議案第２号平成２５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２号平成２５年度平取町一般会計補正予算第９号についてご説明申し上

げます。歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額に、

それぞれ１１８７万６千円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を６８億

８９６２万６千円とするものでございます。２項におきましては、補正の款項

の区分金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」

によるものでございます。それでは事項別明細の歳出からご説明申し上げます

ので１０ページをお開き願いたいと存じます。２款１項５目町有林造成費１５

節工事請負費８８０万円の追加でございます。これは町有林造成事業に係る平

成２５年度労務単価の変更に伴う事業費の増、及び今年度策定いたしました、

新たな森林経営計画の策定に従いまして、事業量の増による事業費の増額とい

うものでございます。内訳は、保育間伐事業が面積で４３．１４ヘクタール、
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５４０万円追加、利用間伐事業が面積で７．５２ヘクタールの増、１５０万円

の追加となってございます。作業路補修事業は皆伐計画事業量増に伴います作

業路補修が９５０メートル増えたことによる事業費２００万円の追加となって

ございます。次に、２款１項９目企画費６４９万２千円の追加でございます。

内訳といたしましては１２節役務費２６３万２千円の追加でございます。これ

は平取町が所有いたします、光ケーブルが北電柱、ＮＴＴ柱の工事等での支障

移転等に伴いまして、それらの電柱に共架をしている光ケーブルも移設すると

いうこととなりまして、町内８か所分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。１９節負担金補助及び交付金３８６万円の追加とな

っております。これは生活交通路線バスにかかわる道南バス株式会社への補助

金の増という内容で、平取町に関係する定期バス路線の運行のための収支の減

収分を平取町が負担するということになってございますが、利用者人数の減少

ですとか、燃料高騰によりまして、経費の増加等で収支が悪化をしているとい

うことでございます。当初予算１４００万円を計上していたもののさらに３８

６万円を追加いたしまして、補助金総額を１７８６万円とするものでございま

す。内訳といたしましては、北海道とともに負担する準生活路線分１系統１７

３万３千円、平取町単独の補助金であります、生活交通路線維持費分１１系統

分でございますが、これが７７７万１千円でございます。富内線転換バス事業

分５系統、これが８３５万６千円という内訳となってございます。次のページ

をお開き願います。５款１項２目農業振興費１９節負担金補助及び交付金、経

営体支援事業補助金２２８万６千円の追加でございます。これは農業における

意欲ある経営体、新規就農者など多様な形態が経営規模の拡大ですとか、多角

化を図るために、必要な農業用機械等の整備の経費を、国が直接支援するとい

うもので、かかる経費の３０％が補助金として交付されております。当初予算

では２名分の利用を想定いたしまして、６００万円を計上しておりましたけれ

ども、結果５名の申し込みがありまして、交付決定額が８２８万６千円となっ

たため不足分である２２８万６千円を追加補正するという内容でございます。

次に８款１項１目消防費１９節負担金補助及び交付金、日高西部消防組合負担

金７５０万２千円の減額でございます。これは組合予算の精査による減となっ

ておりまして、これにつきましては、本日お配りをさせていただいております

資料にてご説明を申し上げたいと思いますので、ご覧いただきたいと思います。

平成２５年１２月補正総括表（消防費）という資料でございます。これに基づ

きます。まず、歳出の精査額でございますが、上から二つ目の表、歳出補正と

いう表をご覧いただきたいと存じます。共通経費、消防支署関係費の精査をし

ておりまして、共通経費で議会費、消防本部費、監査委員費などで４８万円の

減となっております。消防支署関係費では消防支署費が退職職員の給料、退職

手当負担金等の減で３２５万９千円の減額、消防団費では、団員の増によりま

す報酬と消防操作等の資材等の購入による増ということで１８１万円の増額と

なっております。消防施設費でございますが、これは救急車及び救急資材購入
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費の入札残ということで７６万８千円の減額となっておりまして、消防支署関

係費では２２１万７千円の減、歳出の精査額といたしましては、２６９万７千

円の減額となってございます。次に歳入精査額でございますが、歳入補正とい

う表をご覧いただきたいと存じます。危険物の取扱手数料５千円の減、消防費

国庫補助金の７万２千円の減、それから２５年度の繰越金がございまして、こ

れは４８８万２千円ということでございまして、合わせて４８０万５千円の増

となっております。従って、平取町の負担金といたしましては、下から二つ目

の表となりますけれども、歳出補正額と歳入補正額を合わせた、７５０万２千

円を減額補正するということになってございまして、補正後の負担金額を２億

６３１２万３千円とするものでございます。消防費は以上でございます。次に、

議案にお戻りいただきたいと存じます。１２ページ、９款４項２目の公民館費

でございます。１８節備品購入費３０万円の追加でございます。これは公民館

の補助暖房用として購入するものでございまして、各部屋での使用と、特に公

民館を葬儀で利用いただくことに伴い、受付ホールや親族休憩室での補助暖房

についての要望が多いということ等を鑑みまして、今後の冬季間の利用等に対

応するための業務用ストーブ２台、ポータブルストーブ２台を購入するもので

ございます。次に１２款２項８目平取町金券基金積立金２５節積立金１５０万

円の追加でございます。これは子育て支援事業として実施しております、中学

生以下の医療費支払い分に係る金券基金事業の支出見込みでございますが、こ

れが当初予算を上回る見込みとなったために、追加をさせていただくものでご

ざいます。今年度当初基金残高が５０１万６千円ということでございまして、

本年度の支出額が昨年度の実績等から推計いたしまして、６５０万１５００円

程度となる見込みであることから、その差額分を追加補正させていただくもの

でございます。次に歳入をご説明いたしますので、７ページにお戻りいただき

たいと思います。１３款１項１目総務費使用料２節情報通信施設使用料８３万

７千円の追加でございます。これはＮＴＴに貸し出しをしております光ファイ

バー通信回線使用料でございまして、当初予算では７２０件分の利用料を見込

んでおりましたけれども、その後加入者数が増え、９５件分の利用料８３万７

千円を追加いたしまして、今回補正するケーブル移設に充当するものでござい

ます。次に、１４款２項１目総務費国庫補助金２節企画費補助金でございます。

これは金額に増減はございませんけれども、充当する補助財源の変更というこ

とでございます。今年度びらとり温泉に設置いたします太陽光発電システムの

整備事業に関しましては、当初、一般社団法人の新エネルギー導入促進協議会

の補助制度を利用すべく、申請を進めていたということでございますが、当該

協議会の予算枠の関係もあり、不採択ということになった経緯がございまして、

代替する特定財源といたしまして、平成２４年度の国の補正に伴う、地域の元

気臨時交付金が充当可能となったことから、事業費３千万円の２分の１の財源

１５００万円の補助財源の変更を行うものでございます。８ページ、１５款２

項４目の農林水産業費道補助金１節農業費補助金２２８万６千円の追加でござ
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いますが、これは歳出の農業振興費で追加させてきました経営体支援事業補助

金で、歳出と同額を見込んでございます。次に１６款２項１目不動産売払収入

２節その他不動産売払収入、立木売払代８８０万円の追加です。これは皆伐が

２０ヘクタール増加するということに伴います立木売払代金の増となっており

まして、今回補正の町有林造成工事の工事費に充当するものでございます。次

のページをお開きください。１９款１項１目１節繰越金、前年度繰越金４万７

千円の減でございますが、今回の補正予算の追加、減額に係る財政調整等で減

額となる一般財源の調整を繰越金で行うという内容になってございます。以上

議案第２号平成２５年度平取町一般会計補正予算第９号についてご説明申し上

げましたので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長 説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はございませんか。６番千葉議

員。 

 

６番 

千葉議員 

６番千葉です。ただいまご説明ありましたけど１０ページの２款１項９目１９

節生活交通確保対策事業の補助金のことについてお伺いしたいと思います。道

南バスも大変厳しい経営状況が続いているというのは私も承知しておりますけ

ども、どうなんでしょうねこれ一般財源から収支が悪化ということで、今後も

多分ですね、このままいけば、やはり何らかのかたちで町のほうから支出を余

儀なくされるという事態がやっぱり訪れてくると思うんですよ。で、私はいま

の乗車率とか、それからバスの大きさ見ても貫気別の方面はほとんど乗車して

ない日もあったり、乗ってても２、３名というときがよく目にとまります。私

はもうそろそろ道南バスのこのいわゆる収支悪化によるその補助金、これだけ

を点として見つめていくだけでなく町内の全般的にわたるですね、交通網につ

いてですねそろそろ変更していくような、時期が訪れてるんでないかなという

ふうには思っております。例えば民間の活用もそうですし、それから、デマン

ドバスのあり方も運行場所も含めてですね総合的なやはり詰めの協議が必要か

なというふうに思ってるんですけども、その辺の考え方、いま現在どのように

思われてるのか伺っておきたいと思います。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

お答え申し上げます。今ご質問にあったとおりですね、年を追うごとに乗車率

も減少をしているということでございまして、当然それにかかる燃料高騰等の

影響もありまして、非常に当町が補助対象としてる路線系統につきましては非

常に厳しい状況だということでの認識でございます。特に貫気別方面の路線に

関しては、その中でもさらに乗車率が低いというような実態もございまして、

ご質問にあったとおり、全体的に、町民の足の確保をどうするかということを

公共交通の確保という観点から、やはり再度総体的に考える時期に来ているん
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だというようなところの認識でございまして、その路線バスの代替として、も

う５年前から試行というかたちでありますがデマンドというかたちで、国のほ

うから補助金をいただきながらやってきたという経緯がございますけれども、

やはりそれらの結果も含めても、やはりかなり多額の財政支出等が必要だとい

うようなこともあってですね、それらも含めて、やはり道南バスの路線の確保

と、今後思い切って、ここは道南バスは切って、また違ったその路線体制にも

っていくとかですね、そういうことも本当に総合的に考えなければならないと

いうようなところもありまして、道南バスの考え方としては、やはり、赤字に

なる部分はやっぱり関係自治体がもってほしいというような意向も強いことか

ら、本当にデマンドバスの結果なり、それから、実態として、その利用者がな

ぜバスを利用するかというところまである程度踏み込んで目的が非常に単一と

いいましょうか、例えば温泉を利用する方が非常に多いというのであればまた

温泉専用の違ったその足の確保とか、そういうことも考えながら、総体的な検

討が必要になってきている時期だというような認識でございます。 

 

議長 

 

６番 

千葉議員 

 

千葉議員。 

 

まあ全く今遠藤課長が答弁されたことに尽きるわけですけども、私やっぱりも

うそろそろ来年度に向けてですね、今言われた中身をやっぱりひざを詰めた話

し合い、それから地域の実情の調査も含めてですね、できるだけ早い時期とい

うふうに思ってるわけですけれども、これいつから今言われたような問題点洗

い出してやっていくお考えなのか伺っておきたいと思います。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

もうそういった議論としましては、地域交通の活性化協議会というのが、まあ

主にデマンドバスをどうするかというような協議もありますが、その辺も今回

貫気別の試験的なデマンドバスの運行の結果等も踏まえて、やっぱり路線バス

もさらにどうするかといった深い議論も踏まえて、また来年度から新たな審議

内容といいましょうか、そういうものに入っていかなければならないかなとい

うふうに考えてございまして、そういったものに対しても、議会、それから町

民の皆さんにも、その内容等をお諮りしながら、さらに総括的な議論にしてま

いりたいというような考えでおります。 

 

議長 １０番平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

ただいま千葉議員がおっしゃったことと重複するんですけれども、いままで何

回も路線バスについてのいろいろな企業努力をやってほしいということで要望

してたんですけれども、なかなか道南バスも路線変更とか、そういうかたちを
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とっていないので、まあいまデマンドバスとかそういうのは町でやってますけ

れども、赤字になったから補助金を増額してくれということではなく、やはり

会社にもう少し企業努力をして、みどりが丘になんか３００も５００戸の戸数

がありながらバスを上に上げてってお願いしてもなかなか上がりませんし、下

のほうの町のとこをからっぽのバスが、もう何度も往復しているような状態の

なかで、赤字になったから補てんしてくれということでは、やはり道南バスも

企業努力が足りないと思いますので、その辺は町のほうでそういう話し合いを

道南バスとやったのかどうかその辺も聞きたいのと、やはり私たちには、企業

努力しているように見えませんので、ただ赤字になったから補てんをお願いし

ますっていうのは本当に私たちも賛成できませんのでその辺の経緯をお聞きし

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。毎年この生活交通路線等の補助金に関しましては、申請

の前に事前に協議をさせていただいているということがございまして、やはり

企業努力という部分では、もっと総体的な経費の抑制とか、そういうものがで

きないのかということでいろいろこうお話しをさせていただいているというと

ころがありまして、生活交通路線の維持分に関しましては、申請の７０％の補

助というようなことにもなりますし、その辺はやはり道南バスさんのそういっ

た経営努力と私どもの公共的な交通機関の足の確保という、そういった思惑と

いいましょうかそういうのが合致するような適切な協議を毎回させていただい

ているということで進めさせてはいただいているんですが、やはりなかなか赤

字を町が十分補てんできないという状況になれば、やはり撤退というようなこ

とが、最終的な結果になるというようなことにもつながりますし、現時点でそ

ういう、ぽんとこう路線を撤退というかたちであげられた場合の、足の確保が

さらに困難になるというようなこともありまして、なかなか現状とそういった

その交渉といいましょうか、そういうものでの、やっぱり、困難さといいまし

ょうか、そういうのがあるなという認識で担当としてはおりまして、これも先

ほど千葉議員に答弁したように、総体的に、やはり切るべきところは切って、

こういうものにしていくというような議論をこれから重ねて、より適正な道南

バスの路線の確保というものを考えていかなければならないのかなというふう

に考えております。 

 

議長 ほか、８番山田議員。 

 

８番 

山田議員 

８番山田です。７ページのですね、１４款２項１目総務費の国庫補助金でござ

いますけども、新しい補助金で金額的にはかわらないんですけども、名前が変

更で１５００万ということで、温泉の太陽光発電ということは、計画のなかに
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ありましたので理解しているんですけども、今課長の口のほうから今年度の予

算としてっていうことの言葉遣い出たんですけども、今の建物が果たして今年

度中にできて、補助金がまともに使っていけるのだろうかという心配を今した

んですけど、その辺お聞かせいただきたいと思います。 

 

議長 まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

太陽光発電に関しましての工期は３月の末というような設定をさせていただい

ておりますので、それまでに完成するような段取りで、いまもう着工しており

ますけども、そういう運びで進めさせていただいております。 

 

議長 山田議員。 

 

８番 

山田議員 

自分の見た限りでは到底太陽光発電なんかできる状態じゃないなというちょっ

と判断したもんですからちょっと不安に思いました。この発電に関して、もし

発電がなるとすれば、これは温泉施設内で全部消化するというかたちの考え方

でよろしいんでしょうか。それとも北電に売電してのまた再利用というかたち

での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 

以前のエネルギー導入促進対策事業補助金もそうでしたが、こういう補助金を

導入する公共的な施設に関しては、売電してはだめだよと、いうような規制が

ございまして、あくまですべてその施設内で使うということで進めさせていた

だいております。 

 

議長 山田議員。 

 

８番 

山田議員 

まあ、明日産厚ありますのでまた質問させていただきます。あと９款４項２目

公民館費のなかでストーブを購入するとありますが、ポータブル２台に業務用

２台ということで、自分としてはこういうもの全部町長のエネルギーの考え方

の基本のなかにはやはりお金じゃないよと、やっぱりこういう木材だとかを使

って環境に優しいエネルギーを使っていくんだという言葉遣いが何回も聞かれ

たわけなんですけどもこうして・・・ストーブというのも石油かと思うんです

けども、遠藤課長も当然担当なんですけどもそういう考え方、ペレットストー

ブだとかそういうのを普及しておきながらこういう考え方になるのかどうか、

そのへんちょっと考え方を聞かせてください。 

 

議長 まちづくり課長。 
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ま ち づ く

り課長 

 

 

 

 

いま、さらにバイオマス構想の検討を、議会からも代表で櫻井議員、来ていた

だいてますが、検討委員会というようなかたちで進めさせていただいて、エネ

ルギービジョンのさらに再検討というようなことも含めていま策定に向けて進

めさせていただいているところでございます。そのなかでは、当然木質バイオ

マス等もやはり公共施設に普及させていくというような方向性が出ていくんだ

と思います。ただ、今回の補正に関しましては、ポータブルの灯油用の補助暖

房というようなことでございまして、まだ技術的にそういうものが木質等でや

れるかというところまできてないというような実態もございますし、今回その

補助的な暖房で、こういった備品を整備するということで、まだバイオマスと

か、そこまでの内容で今回購入するというものではないということでご理解い

ただければと思います。 

 

議長 

 

８番 

山田議員 

 

３回なんですけど、特別許可します。山田議員。 

 

議長のおはからいでもう１回だけ質問させていただきます。いま補助的なスト

ーブという考え方あったんですけども、役場の庁舎の下に置いてあるのも補助

的なストーブの一部だと思うんですよね。確かに。そういう考え方なら自分は

これをやればおそらく煙突立てて穴をあけててっていう、お金もかかるでしょ

っていう考え方なんですけども、前段申したとおり町長の考え方のなかに、こ

ういう自然物のチップを使ったストーブ等などをやっていくということで、何

回も頭に残ってるもんですから、今後のエネルギービジョンの転換もいろいろ

考えておられるんでしょうけども、ちょっと若干、腑に落ちなかったものです

から質問させていただきました。 

 

議長 副町長。 

 

副町長 この備品の購入につきましては、予算提案のときにご説明したとおり、公民館

の備品ということで予算提案をしております。ご承知の通り、公民館、昨年か

ら葬儀に使用するようになっております。公民館の大ホールの前を受付の会場

にして葬儀を実施をしてるんですけれども、いわゆる暖房の入ってない期間、

暖房が切れてからの時間帯、かなり冷え込んでくるという状況のなかで、あく

までもこのストーブについては移動式の、手で持ち運びのできるストーブとい

うことで考えております。４台で３０万のストーブでございますので、今、山

田議員のご質問にあったそのエネルギービジョンの考え方を変えるとかという

ような、そういう範疇のものではないということでご理解をしていただければ

なというふうに思ってます。庁舎内にも２か所ペレットストーブ置いておりま

すけども、あれについては、基本的には固定式というかたちで設置をしており

ます。常時、来客者に見ていただけるよう、展示をしながら、利用していると
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いうことでございますので、その精神についてはですね、これからも活かして

いきたいというふうに思っておりますのでひとつよろしくご理解をしていただ

きたいと思います。以上でございます。 

 

議長 ほかございませんか。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） 

それでは、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号平成２５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８、議案第３号平成２５年度平取町国民健康保険病院特別会計補正予算

第１号を議題とします。提案理由の説明を求めます。病院事務長。 

 

病 院 事 務

長 

それでは議案第３号平成２５年度平取町国民健康保険病院特別会計補正予算第

１号についてご説明いたします。第１条、平成２５年度平取町国民健康保険病

院特別会計補正予算第１号は、次に定めるところによるものでございます。第

２条、平成２５年度平取町国民健康保険病院特別会計予算第３条に定めた収益

的収入及び支出の予定額を次のとおり補正しようとするものでございます。収

入第１款病院事業収益、既定予定額７億３６５７万８千円。補正予定額は減額

の１９１５万９千円、計７億１７４１万９千円。第１項医業収益の補正予定額

は、減額の１９１５万９千円となっております。次に支出、第１款病院事業費

用、既定予定額７億３６５７万８千円、補正予定額は減額の１９１５万９千円、

計７億１７４１万９千円、第１項医業費用の補正予定額は減額の１９１５万９

千円となっております。第３条予算第６条に定めた経費の金額を次のように改

めようとするものでございます。職員給与費、既定予定額４億５９４７万６千

円。補正予定額、減額の１９１５万９千円、計４億４０３１万７千円となって

おります。次のページをお開き願います。平成２５年度平取町国民健康保険病

院特別会計予算実施計画変更となります。補正予定額は記載のとおりでござい

ますので、詳細は次のページからの説明書によりご説明いたしますので、省略

をさせていただきます。それでは支出からご説明させていただきますので、１

６ページをお開き願います。収益的支出の第１款病院事業費用第１項医業費用

第１目給与費でございます。補正予定額は減額の１９１５万９千円となり、節

の内訳は、１節給料が医師の身分変更、職員の異動、退職等により１５５８万

円の減額、２節手当につきましても、医師の身分変更、職員の異動、退職等に

より執行額を精査し、１５３０万４千円を減額しております。３節報酬の嘱託

職員報酬につきましては、医師の身分変更による給与支給科目の変更で１１５

６万８千円の増額と嘱託医師等業務報酬は常勤医の勤務負担の軽減などによ
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り、外部医師の依頼が増加していることにより、３００万円を増額しておりま

す。合計で１４５６万８千円の増額となっております。４節法定福利費は、１

節給料と３節報酬の増減により精査し、３８８万７千円を減額しております。

５節退職給与金は、嘱託職員の退職により退職一時金の支給額を１０４万４千

円増額しております。次に、収入の部をご説明させていただきますので、戻っ

て１５ページをご覧願います。収入ですが、第１款病院事業収益第１項医業収

益第１目入院収益を９５０万円減額、第２目外来収益も９６５万９千円を減額

しております。収入補正額合計が１９１５万９千円の減額、支出補正額も１９

１５万９千円の減額とし、収入支出とも同額としております。次に１７ページ

をお開き願います。給与費明細書でございます。先ほどご説明いたしました、

収益的支出の給与費の補正に関する額の変更でございます。１．総括表の職員

数の中の一般職は２名減、嘱託職員が１名増として計上しております。給与費、

法定福利費、退職給与金は先ほどご説明させていただいた額の増減を記載して

おります。職員手当の内訳は各種手当の増減となっておりますので、詳細の説

明は省略をさせていただきます。一番下の表は、給料及び手当の増減額の明細

でございます。給料手当とも職員の異動等による増減額を記載しております。

以上平成２５年度平取町国民健康保険病院特別会計補正予算第１号についてご

説明申し上げましたので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長 説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はありませんか。１０番平村議

員。 

 

１０番 

平村議員 

平村です。病院の補正予算にかかわって２点ほどちょっとお伺いしたいと思い

ます。一つ目は、・・的なことなんですが、今回の補正予算の第２条で入院外来

収益の予定額の減額補正をされていますが、この補正に関連して、当初、予算

第２条の業務の予定量で年間患者数それから一日平均患者数を合わせて、補正

すべきではないかと思いますが、この点についてお伺いしたいと思います。一

応地方公営企業法のなかでは、第２４条の第１項で業務の予定量を定めること

になっていますし、同法の施行令第１７条では、予算には業務の予定量を含め

て、１２項目の事項を記載するということになっていますので、この法的根拠

から、今回の補正予算に予定量の変更をすべきではないかと考えますが、この

点について一つお伺いしたいと思います。もう一つ、二つ目は補正予算は医師、

看護師等の異動に伴う給与関係でこの点については、議運のときの説明をいた

だき、理解していますが、減額補正の財源は、ほかの科目にもあると思います

が、年度途中で入院外来収益を減額した補正予算については、どのようにお考

えしているのか、一般会計のなかで繰入金もありますし、その他補正財源を求

めるのは、入院外来収益が減っている場合は、企業会計の独立採算性の制度か

らも、年度途中の減額は適切ではないのではないかと考えます。それは、予算

内容をみますと、例えば一般会計負担金繰り入れしてますね、そのほかにもま
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た財政調整財政資金としても、予算を持っていますので、そのなかで減額する

方法をとったらよいのではないかと思うのですけど、その辺ちょっと疑問に思

いますので、お答え願いたいと思います。 

 

議長 病院事務長。 

 

病 院 事 務

長 

お答えいたします。まず予算の関係の予定量の変更でございますけれども、今

回の補正につきましては、医師１名と薬剤師の変更ということで予定量の変更

は行わず、この部分を減額させていただいたということでございます。あと、

科目の収入のほうですね、入院収益と外来収益のほうから今回の補正の額を減

額させていただきましたけれども、この減額の方法についてはいろんな方法が

あると思うんですけれども、今回の補正につきましては、大きなものが医師の

退職、というか身分の変更ということでございますので、入院と外来の収益か

らそれぞれ約半分ずつを減額させていただいたということになっております。 

 

議長 平村議員。 

 

１０番 

平村議員 

それも理由はわかるんですけれども、やはり企業会計で単独でやっぱり企業努

力をしなければならないなかで医者がやめたわけではないですし、そういうな

かで特にここで補正をしなくても、もうちょっと企業努力して年度末で調整す

る方法とか、先ほども申しましたように、財政調整の基金があるので、そこで

やったほうが、やはり病院としての企業努力をやっぱり一般町民にも見てもら

わないと、それでなくてもいろいろ不満が出ているなかで、そういう方法のが

よかったのではないかと思いますけど、その辺の見解をちょっとお伺いしたい。 

 

議長 病院事務長。 

 

病 院 事 務

長 

このことにつきましては、先日の議運のなかでも申し上げましたけれども、補

正、減額もありますけども当然増額分もありますので、今回の議会で補正して

いただかないと執行できないということでございますので、ご理解をいただき

たいと思います。 

 

議長 よろしいですか。ほかございますか。なければ、質疑を終了いたします。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８、議案第３号平成２５年度平取町国民健康保
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険病院特別会計補正予算第１号は原案のとおり可決しました。 

日程第９、議案第４号平取町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条

例についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

町民課長 それでは、議案第４号平取町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条

例について、ご説明いたします。配布しております、後期高齢者医療保険にお

ける延滞金等の割合の特例の見直しについての資料にてご説明いたしますの

で、よろしくお願いしたいと思います。まず、改正の目的でございますが、最

近の低金利の状況を勘案し、国税において市中金利を踏まえた水準に延滞の割

合の特例が見直され、平成２６年１月１日以降の期間に対応する町税同様後期

高齢者医療保険料における延滞金の割合を見直すこととなり、本議会に提出し

たところでございます。改正の概要でございますが、条例附則第３条の延滞金

の割合の特例についてでございます。特例措置として、特例基準割合（注２）

下段に記載しておりますが、に定率を加えてそれぞれの割合を求めることとし

ます。現行と改正後の比較は下記のとおりでございます。まず現行制度でござ

いますが、納期の翌日から１か月を経過する日まででございますが、現行の特

例でございますが、本則７．３％でございまして、特例基準割合（注１）下段

に書いておりますが、各年の前年の１１月３０日の日本銀行法第１５条１項１

号の規定により定められた商業手形の基準割引率に定率でございます年４％を

加算した割合でございます。いま現在では４．３％でございます。納期限の翌

日から１か月を経過する以後でございますが、これは１４．６％で特例なしで

１４．６になっております。続いて改正後でございますが、納期限の翌日から

１か月を経過する日までございますが、改正の特例といたしまして、本則７．

３％の割合にあっては、特例基準の割合（注２）でございます、これは租税特

別措置法第９３条２項の規定により、財務大臣が告示する国内銀行の新規の短

期貸出約定平均金利の前々年の１０月から前年の９月における平均に１％を加

算した割合でございます。それにさらに定率の１％を加算するということにな

りまして、改正後の基準の割合が３％ということになります。納期限の翌日か

ら１か月を経過する以後のものでございますが、これにつきましては本則１４．

６％の割合にあっては特例基準割合（注２）でございますが、それにプラス７．

３％を加算するものでございます。よって割合につきましては９．３％となり

ます。特例の割合が本則を超える場合につきましては、本則の割合といたしま

す。以上、この条例は平成２６年１月１日から施行するものでございます。審

議のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 

議長 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

(討論なしの声） 
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討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第９、議案第４号平取町後期高齢者医療に関する

条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決しました。 

日程第１０、議案第５号平取町介護保険条例の一部を改正する条例についてを

議題とします。提案理由の説明を求めます。保健福祉課長。 

 

保 健 福 祉

課長 

それでは、議案第５号平取町介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、

お手元の説明資料によりまして、この概要をご説明をいたしたいと思います。

介護保険料における延滞金等の割合の特例見直しについてであります。先ほど、

町民課長から後期高齢の関係でご説明申し上げました内容と同様、最近の低金

利の状況を勘案し、国税において市中金利を踏まえた水準にするため、延滞の

割合の特例が見直され、平成２６年１月１日以降の期間に対応する町税及び後

期高齢者医療保険料と同様に介護保険料における延滞金の割合を見直そうとす

るものであります。内容につきましては、平成２５年１２月３１日までの現行

の延滞金の割合は、納期限の翌日から１か月を経過する日まで及び納期限の翌

日から１か月を経過した日以後、本則は１４．６％でございますが、それを平

成２６年１月１日以降から、納期限の翌日から１か月を経過する日までを本則

７．３％といたしまして、１か月を経過した日以降を１４．６％、現状のまま

ということでございます。ただし、改正後の特例といたしまして、特例基準割

合に１％加えた率、改正後の基準による割合といたしまして、１か月を経過す

る日までは３．０％、１か月を経過した日以後については９．３％にそれぞれ

改正しようとするものであります。備考以下の説明につきましては先ほど町民

課長が説明した際の事項と内容が重複いたしますので、省略をさせていただき

たいと思います。この条例は平成２６年１月１日から施行しようとするもので

あります。以上、改正の概要についてご説明申し上げましたので、よろしくご

審議くださいますようお願いをいたします。以上です。 

 

議長 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１０、議案第５号平取町介護保険条例の一部を

改正する条例については原案のとおり可決しました。 

日程第１１、議案第６号平成２５年度平取町一般会計補正予算第１０号を議題
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とします。提案理由の説明を求めます。まちづくり課長。 

 

ま ち づ く

り課長 

議案第６号平成２５年度平取町一般会計補正予算第１０号について説明を申し

上げます。歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額に

それぞれ１００万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の補正を６８億９０６

２万６千円とするものでございます。２項におきましては、補正の款項の区分、

金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」によ

るものでございます。それでは事項別明細の歳出から説明いたしますので、５

ページをお開き願います。２款１項１４目諸費８節報償費１００万円、平取町

名誉町民弔慰金１００万円の追加でございます。これは１２月９日に逝去され

ました名誉町民中道善光氏に贈る弔慰金１００万円となってございまして、平

取町名誉町民に関する条例第６条の規定によりまして、支出するものとなって

ございます。前のページにお戻りいただきまして、１９款１項１目１節繰越金、

前年度繰越金１００万円の追加でございます。本補正に係る財源は前年度繰越

金を充当するということにしてございます。以上、議案第６号平成２５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したのでご審議のほ

どよろしくお願い申し上げます。 

 

議長 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に、討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。本案について原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１１、議案第６号平成２５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。 

日程第１２、報告第１号委員会審査報告について、 

日程第１３、報告第２号委員会審査報告について、以上２件を一括して議題と

します。決算審査特別委員会委員長より、平成２５年第１０回定例会認定第１

号平成２４年度平取町国民健康保険病院特別会計決算認定について、同じく認

定第２号平成２４年度平取町各会計決算認定については、それぞれ認定すべき

との審査報告が提出されております。これから質疑を行います。質疑はござい

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、報告第１号について採決を行います。本件に

対する委員長の報告は認定であります。委員長の報告どおり認定することに賛
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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、報告第１号委員会審査報告については報

告どおり認定と決定しました。 

続いて報告第２号について採決を行います。本件に対する委員長の報告は認定

であります。委員長の報告どおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１３、報告第２号委員会審査報告については報

告どおり認定と決定しました。 

日程第１４、請願第８号２０１４年度地方財政の確立を求める請願について、

日程第１５、請願第９号利用者本位の持続可能な介護保険制度の確立を求める

請願について、以上２件を一括して議題とします。この２件の請願の取り扱い

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 

請願についての取り扱いということで報告させていただきます。提出されてお

ります請願２件について、１２月４日に開催されました議会運営委員会で協議

をしました結果、以下の通り、各常任委員会に付託を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８号２０１４年度地方財政の確立を求め

る請願については、総務文教常任委員会へ付託。次に、請願第９号、利用者本

位の持続可能な介護保険制度の確立を求める請願については、産業厚生常任委

員会への付託としておりますので、議長よりお諮り願いたいと思います。 

 

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

日程第１４、請願第８号は総務文教常任委員会に、日程第１５、請願第９号に

ついては産業厚生常任委員会に付託し審査することにご異議ございませんか。

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、日程第１４、請願第８号は総務文教常任委員会

に、日程第１５、請願第９号については産業厚生常任委員会に付託して審査す

ることに決定しました。 

日程第１６、意見書案第１１号森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関

する意見書案の提出についてを議題とします。提出議員からの説明を求めます。

８番山田議員。 

 

８番 

山田議員 

それでは、森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する意見書案として

朗読により、説明とさせていただきます。 

（意見書案朗読） 

 

議長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はございませんか。
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（質疑なしの声） 

質疑なしと認めます。次に討論を行います。反対討論はありませんか。 

（討論なしの声） 

討論なしと認めます。それでは採決を行います。日程第１６、意見書案第１１

号について原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

挙手多数です。従って、日程第１６、意見書案第１１号は原案のとおり可決し

ました。 

お諮りします。承認第１号閉会中の継続審査の申し出についてを日程に追加し、

追加日程第１として議題としたいと思います。ご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、承認第１号を日程に追加し、追加日程第１とし

て議題とすることに決定しました。 

追加日程第１、承認第１号閉会中の継続審査の申し出についてを議題とします。

議会運営委員会委員長、各常任委員会委員長及び各特別委員会委員長からそれ

ぞれの委員会における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ありませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、各委員長からの申し出のとおり、閉会中に継続

審査及び調査等を実施することに決定しました。以上で議案の審議は終了いた

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６件で原案

可決６件、報告２件で認定２件、請願２件で委員会付託２件、意見書案１件で

原案可決１件、承認１件で決定１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いたしました。従

って、会議規則第６条の規定により、本日で閉会したいと思いますがご異議ご

ざいませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。従って、本定例会は本日で閉会することに決定いたしま

した。平成２５年第１２回定例会を閉会します。閉会にあたり一言ご挨拶を申

し上げたいと思います。 

 

（議長、町長より納めの挨拶） 

 

  

（閉 会  午後 ２時３０分） 

 

 


