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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎開会の宣告 

○議長(細川勝弥君) おはようございます。ただいまの出席委員数は 20名です。定足数に達して

いますので、これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

                                  (午前 ９時３０分) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎会議録署名議員の指名 

○議長(細川勝弥君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第 127 条の規定により、10 番、畑端君、11 番、建部君を

指名いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎一般質問 

○議長(細川勝弥君) 日程第２、一般質問を継続いたします。 

 18番、下川君。 

          [18番 下川孝志君登壇] 

○18番(下川孝志君) おはようございます。壇上からの質問をいたします。 

 私は、この二十間道路桜並木の管理維持についてということを取り上げたのは、今から 27年前

に、私が議員になったときに会派の研修で浅利先生をお招きして、お話を聞き、現地を見、いろ

んなお話を聞いた経緯がありました。その後、10年ちょっと議員をお休みして、また議員として

戻ってきたわけですけれども、その後、私はしずないさくらの会にも入っていましたし、去年、

今年と総会にも出ました。最近は職員を置いたり、老木のところは伐採して補植したり、または

病気にかかっている木については治療をするということが行われており、二十間道路の維持管理、

または他の河川等の桜についても、浅利先生から助言をいただきながら、それなりの管理は行わ

れていると思っていたんです。ところが、今年のしずないさくらの会の総会で、浅利先生の講演

を聞く機会がまたありましたけれども、その話を聞いて、私は大きなショックを受けました。と

いうのは、二十間道路桜並木というものに対して、多くの静内の町民の人たちは訪れたり、また

は親戚であったり、友人・知人が管外・道外から来たときには、必ず案内するというぐらい定着

していますし、見た人からの評価も非常に高いという認識をしていました。その上においては、

やはり桜の並木というそういうもう歴史的な遺産的に近いものをどう守り、維持するかというこ

とは、行政としても当然共有した認識があると思っていました。しかし、今年の講演会の中で、

浅利先生から聞かされたことは、二十間道路の桜並木を本当に守っていく姿勢が我が町にはある

のか。病気の桜を治療するとか、または老木を処理するとか、桜の木の間に植栽をするとかいう

レベルの問題ではない。この桜並木というものを、きちっと守っていくというためには、特に農

業高校から上の防風林が多くあるところがありますけれども、この防風林の伐採をし、抜根をし

て、土を入れ替えて、そこに補植をしていかなければ、この桜並木を守ることはできませんよと

いう強い言い方を指摘されました。多分、先生が、新ひだか町の桜に関係することになってから、

いろんな形で、多分町の担当者や職員等も、どうこの桜並木を守るかということを話し合ってき、

指導も受けてきたと思うんですね。しかし、それが浅利先生と我が町の担当者の間なのか、理事
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者の考え方に温度差があるのかわかりませんから、今回、確認したいと思ってこの問題を取り上

げます。つまり、桜の木というのは幼木であり、あれだけ大きな防風林がそばにありますと、上

に立っている大きな木だけでなくて、目には見えませんけれども、その地下には、すごく巨大な

根が張っていると。その根がある状況の中では、補植しても桜は育ちませんということを明確に

指摘されていました。そういう意味では、この桜並木をどう守っていくかということを、どのよ

うな視点で考えられているのかを確認したいと思います。また、一昨年だったでしょうか、職員

の中から桜の木を守るという意味で将来的には資格を取ってでも、この木を守っていくために頑

張りたいという職員が配置されたという話を聞いていましたけれども、個人的な理由等でやめた

というお話を聞きました。しかし、その後、職員が補充したという話も、私は聞いていませんし、

今の職員体制が、今後、この二十間道路の桜や他の桜を我が町の木として守っていくために職員

体制はどうなるかということの確認もいたしたいと思います。 

 これで壇上からの質問を終わります。 

○議長(細川勝弥君) 山口商工労働観光課長。 

          [商工労働観光課長 山口一二君登壇] 

○商工労働観光課長(山口一二君) おはようございます。下川議員からのご質問、二十間道路桜並

木の維持管理についてご答弁申し上げます。１点目の二十間道路桜並木の農業高校より上につい

て、防風林の木が桜の生育に悪影響を与えており、現状のまま放置では、桜の木を移植しても育

つ環境ではないとの助言があった。防風林の伐採が必要と思うが、関係機関と折衝して進めるべ

きではないかについて答弁申し上げます。二十間道路桜並木と並行する防風林は、独立行政法人

家畜改良センター新冠牧場が管理しております農地の作物の生育や土壌を守る役割を持つととも

に、幼木で植栽された桜の生育を守る役割等を担っておりますが、議員ご指摘のとおり、幼樹で

ある桜に当たるべき光を遮断し、根の張り出し等による被圧により影響を与えているものと、昨

年度実施いたしました桜樹木診断業務や今年度のしずないさくらの会総会時における桜守  浅

利正敏  氏からも報告されており、町としても十分認識しているところであります。二十間道

路桜並木は、その圧倒的なスケールと開花時における桜色と周辺の緑がつくる景観も魅力であり、

防風林も魅力ある景観に、その一役を担っているとともに、伐採や抜根時における桜への新たな

被害も想定されることから、枝払い等による光の確保を初めとする、さまざまな対策につきまし

て、今年度より実施いたします。桜並木樹勢回復業務における樹木医からの提言や、独立行政法

人家畜改良センター新冠牧場との意見交換等により、対応を進めてまいりたいと考えております。 

 ２点目の桜の維持管理に対する職員体制はどうなっているのかについてでございますが、二十

間道路桜並木の維持管理については、現在、商工労働観光課職員の８名で所管しており、うち２

名の嘱託職員が桜維持管理の専門職員として業務を担っております。桜の維持管理の業務につき

ましては、27年度より桜維持管理専門職員を配置し、これまで被害木への応急的な措置や治療等

に当たっておりましたが、昨年の実施の桜樹木診断業務による樹木医からのアドバイスや土指導

等もあり、専門的な作業となる桜の選定や被害木の治療なども実施しているところであります。

しかしながら、桜の維持管理については、長い年月と多大な労力を要するものであり、全国各地

で取り組まれている、民間ボランティアの活用も含めた人員確保等管理体制の構築に向けて、今

後も継続した検討を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。 

 以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 
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○議長(細川勝弥君) 18番、下川君。 

○18 番(下川孝志君) 再質問をさせていただきますが、まず１点目は、私が指摘したことについ

て、担当課の人たちも何名かは今年の総会にも出ていましたから、直接、浅利先生の言葉もお聞

きになっていますから、多分同じような印象を持っていた、同じ認識をしているということは理

解できます。認識しているだけでなくて、実際に浅利先生が指摘したように、今までどっちかと

言うと老木を補助・補てんしたり、または治療したり、または古い木については補植するという

ことでは、もうこの並木は持ちませんよということの中の認識が同じだとしたら、今後、新冠牧

場という形で言わせてもらいますけれども、牧場とも相談して伐採・抜根して、大々的に基本的

にやりかえるんだというような、認識を共有しているという取り方をしてよろしいでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 山口商工労働観光課長。 

○商工労働観光課長(山口一二君) はい。先ほど今、壇上のほうからも答弁申し上げたんですけど、

今年から桜並木の樹勢回復業務ということを実施予定しております。その中では、やはり一本一

本の桜が置かれている状況、そういったものは個別に違いますので、それぞれの木の助成を回復

するために、やはりその枝払いが必要なのか、それとも防風林が本当に邪魔になっているのか。

そういったことも一本一本に置かれてる状況を踏まえて、樹木医の先生と相談して、さらに所有

者である新冠牧場さんと協議をして対応を進めていきたいというそういう認識は変わりはありま

せん。 

○議長(細川勝弥君) 18番、下川君。 

○18 番(下川孝志君) 私は不思議に思ったのは、もう私が当初先生とお会いしたのは、もう 27

年前のお話ですし、もうそのころから、実はその防風林が桜の木にとっては問題がありますよっ

ていう話は、いろんな人からも出ていました。当然、将来的にこの桜の木を維持していくという

ことになったときにはやはり伐採も考えなければいけないなと思いますが、当然、相手方のある

ことですし、そのことが本当に良いのかどうか、もしくは非常に手間もお金もかかることですか

ら、簡単にいくことではないと思いますけれども、当然、10 年、20 年という中では相手とも話

し合ったり、交渉したりしてきた経緯があったのかなと思ったんですが、今年の先生のお話から

すると、どうもその温度差があって、結局指導はしたり、注意したりしたけども、さっぱり動い

てくれないんだと。これではだめだぞというような指摘に、私は聞こえたんですね。今年とか去

年だけの問題でなくて、この桜の木の一本一本のカルテをつくって、例えば先ほどちょっと言っ

たように一つ一つの機に個性もありますし、病気の状態、木の状況も違いますから、そういうも

のをとらえながら、どうしていくかということを当然考えてきた経緯の中で、浅利先生若しくは

樹木医の中からとの話し合いの中で、あれほど先生が強く指摘する前に、対応してきた経緯とい

うのは、経緯がなかったんですか、その辺のちょっとプロセスをお話し、説明願いたいんですが。 

○議長(細川勝弥君) 山口商工労働観光課長。 

○商工労働観光課長(山口一二君) はい。桜並木のまず樹木医とのかかわり合いについては、たし

か平成４年、５年、このあたりで一度桜の調査を実施して、そしてさまざまな指摘も受けており

ます。その後、その防風林の関係について、新冠牧場側との協議経緯についてはちょっと不明な

部分もありますけれども、現状としては風倒木等の処置、そういったもののみにとどまっていた

のではないかというふうに考えておりまして、議員おっしゃるとおり、抜本的な伐採だとか、抜

根だとか、そういった部分の協議というのは、ちょっと資料はございませんのでちょっと確認は
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できませんけれども、今の状況を見ますと、そういった状況にあったのではないかなというふう

に認識しております。 

○議長(細川勝弥君) 18番、下川君。 

○18 番(下川孝志君) 私は、実は小さいころ田原に住んでいましたので、ほとんど小さいころは

二十間道路で遊んだという経緯もありますし、少し大きくなってからは、豊畑で牧場をやってい

ましたから、農林省の、所管が変わったにしても、御料牧場だの農林省の牧場だという形で酪農

を通しての付き合いもいっぱいありました。それこそ、私が５、60年前の小さいころには、牧場

自体も飼料作物をつくって飼料化をするということで、畑作といっても良いくらい畑があったん

ですね。それで、春なんかには、もう暴風塵が、砂が巻き上がって豊畑のほうまで来たというよ

うな経緯もあった時期もありました。そういう意味では、防風林の必要性っていうのは、それな

りには認識している一人でもあったんです。ところが、牧場の内容も時代とともに変わり、飼料

作物というよりも、どっちかというと、主力がもう一部  れんとこんど  牧草に変わってい

ったという中では、防風林の役割というのは、私が素人的に見ても桜の木に隣接している二十間

道路沿いの防風林については、伐採したとしても作物にそう大きな影響があるとは思えないんで

すね。そういう意味では、昔ならそれは無理、そんなもの無理だということがいわれたでしょう

けども、現状の状態からすると、やはり二十間道路の桜並木というものは、私たちの新ひだか町

だけのものではなくて、ある意味では、国のもの国民のもの、そして地域から来た人たちが、そ

れを見て共通の楽しみを持つことができるという視点からすると、牧場側と国側というか、牧場

側とも相談しながら、この桜並木を維持するためにこの防風林をどうするかってことを、やはり

早い段階から話し合っていき、対策を講じていくっていうことが必要だと思うんですね。または、

牧場側はどう言ってくるかわかりませんけども、やはり防風林を切るということになると、やは

りじゃあ両側全部一遍に短期間に切れば良いのかというと、必ずしもそうでないとしたらどちら

から切るかとか、または二十間道路に隣接する畑作地の作付けをどうするかとか、いろんなこと

が出てくると思いますので、過去のことはわからないとしても、今後、私は牧場側とそういう細

かい話し合いをしながら、どうすればお互いにこの桜並木を守れるかという視点で、もっと積極

的に話し合いの機会を持っていくべきだと思うんですが、その考えは、私と担当者、もしくは新

ひだか町側として、同じ理解にあると確認してよろしいでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 山口商工労働観光課長。 

○商工労働観光課長(山口一二君) はい。先ほどの答弁させていただいたんですけれども、やはり

その全部の防風林が必要ではないというところの認識にはないです。というのも、先ほど壇上か

らも申し上げましたとおり、桜と松のその景観というのが、全国的に有名であるそういったスケ

ール的な絵柄と言いますか、そういったものが人気の一つでもあります。で、ただ、先ほども申

し上げましたとおり、一本一本の木にとって、その防風林が影響を与えている。そういったもの

については積極的に家畜改良センターとの協議によって、何とかお願いしていきたいなというふ

うに思っておりますけれども、いかんせんやはり防風林というのは、新冠牧場さん側の所有物で

あり、それを伐採・抜根するということは、かなりの経費も要します。さらには、桜の木という

のは、ちょっとした傷などがついても、そこから病害虫が発生するなどクリアしなければならな

い課題もありますけれども、答弁の繰り返しになりますけれども、一本一本の置かれてる状況に

よって、防風林の対応について、新冠牧場とこれからは積極的に協議を進めてまいりたいという
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ふうに考えております。 

○議長(細川勝弥君) 18番、下川君。 

○18 番(下川孝志君) 今、私の認識とちょっと違うんですが、私が二十間道路の桜並木の歴史だ

とか書いてあるものを読んでも、二十間道路桜並木の景観とか、その美的な景観を維持するため

に、あの防風林を植えたなんていうものは、私は読んだことはありませんし、話も聞いたことが

ありません。桜並木をつくろうとしたことと、防風林をつくろうとしたことは、全く別の視点で

つくったと思いますよ、当時は。ただ、現状では防風林の色と桜の色とのコントラストが、結構

いいですよねというのがあるだけで、それは後半に起きてきて、今、インターネットなんか、ブ

ログやりとりしてると、あの景観が良いんだとか、あの色が良いんだとかっていう、またはその

紅葉が、あれがあるから紅葉があるんだというようなことはやはり出てきたりはしますよ。しか

しそれは、ただいま治療にある一時的な景観を言ってるだけであって、そのことによって二十間

道路桜本体がやはり生育できないような状況に、今後ともどんどんなってきますよ。まして、本

来カラマツとかトビヒとか、あの系のマツというのは樹齢 50年を過ぎると、かなり中に空洞がで

きたり、逆に防風林自体が危ないということになれば、今度それが桜の木に倒れてきたりしたら

どうなるんだっていうことだって、今後もっと古くなってくるとありますよ。そういう意味では、

今の一時的な景観だとか価値観だけではなくて、やはり先輩たちがあれをつくってくれて、私た

ちが今その景観も楽しめるということを得てるわけですし、評価が高いものを、さらにこれを 50

年、100 年後にもまだ見れるという環境をつくっていく役割というのは、私たちの今の、現代に

生きている私たちにあるのではないかなと思いますので、そういう意味で、きちっとその相手側

とも相談しながら桜の木を守る。もしくは育てていくということを話し合ったらどうかなと思う

んですがいかがですか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) この二十間道路の桜並木は、1916 年、大正５年から桜が、近隣の山からと

ってきたものだと思うんですが植えられたと。ですから、2017年ですからちょうど 101年目にな

ります。それで、このすごい高齢化した桜っていうことになるわけですが、そこで大きないろん

な管理上の財源ですとか、そういった専門家の意見とかそういったもの聞かせていただいて、対

応しなきゃならんということで、実は数年前から数年前というよりもずっと毎年のように、頭に

は私もありました。それで、先ほど質問でもおっしゃってた専任の職員ということで、正職員を

配置して行いましたが、その方のちょっと健康上の都合でおやめになり、今現在、嘱託職員と臨

時職員が１名ずつ、それに当たっているという状況になっております。そこで、これはしっかり

取り組まなきゃいけないっていうのは、もう大きな課題でずっとあって、やはりどうしても財源

のことが頭に浮かぶ。そこで桜を優先すべきか、ほかのことを優先すべきかということで、この

ようになってきたことは正直に申し上げたいと思います。でもいよいよということで、樹木医も

浅利先生のご意見はもちろん重要なものとして受けとめておりますし、一方でまた近隣のところ

に住んでおられる樹木医さんをお願いして、今やってるとこです。それで、桜の木と被圧する被

圧しているのが、圧力を被ってるほうが桜で、圧力をかけてるほうが松の木だと。いわば日照、

日差しを妨げているという意味で、それと、今のご質問で、根の部分で地中で交錯しているよう

な状況になってるんではないかということも、私も理解できます。そうしますと大きな、これは

課題となります。そこで私が、いよいよこの話進めなきゃいけないかなと思ってたのは、かつて
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二十間道路桜並木事件というか、そういったことがあって、エントランス広場のほうからずっと

被圧、圧力をかけているのほうの松を伐採していって、それの、そのことは、恐らくそういう被

圧のされてる桜が守らなきゃいけないという発想もあって、あのような伐採をしたと、そして、

また一列に桜を植えてるということで、それも大分育ってきて、相当の鑑賞に値するような状況

になってきているということからすれば、あの続きの圧力をかけてのほうの松を軽種馬協会のあ

そこの言わば、道道平取静内線のところまで、まずは松を伐採をして被圧を取り除くということ

が大事だなと思ったんですが、今、下川議員ご指摘のことは、その先の家畜改良センター所有地

内の松ということになりますので、これは当然、交渉が必要なものだと思っております。そこで、

ちょっと答弁長くなって、失礼しますが、花のトンネルのところに、ここ何年かもう定着しまし

たけども、売店が１列に、あのように桜まつりのときに並んでいる状況、これは三代か四代前の

場長の、当時の新冠市場長ですね、家畜改良センターの。高橋さんがすごくスピーディーにやっ

てくれたんです。それで、花のトンネルの海側に立てた松を全部伐採して抜根して、そして売店

のためにをお使いくださいと、こうなったので、今でもその恩は私も大きく感じているとこです。

そうしますと、そういう伐採をした過去の経緯があるということですので、それらも頭に置きな

がら、今、赴任されている、こちらに着任されている、市場長さん方とも話して、これはやはり

進めて、話を進めていくと言いますか、そして、土地所有者、すなわち地権者の理解のもとに進

めさせていただくということになると思います。そんなことでありますが、これはご指摘を踏ま

えて、また今後、そう日を置かずして、その話は私自身もここの市場長にさせていただきたいと

思います。財源のことにつきましては、このなかなか窮屈な予算編成の中で、大変なんですが、

この今、ふるさと納税の企業版として企業版ふるさと納税というのが、出てまいりまして、これ

はふるさと納税をした企業が、その分法人税何パーセントか、かなりのパーセントが減免になる

ということであるんですが、そういったことで、当町出身の方が理解を示してくれて、その話が

進んできております。それで、これはいずれきちっとした話を所管委員会等に報告をさせていた

だかなければならないと思いますが、そういった方の特使のふるさと納税ですね、企業ですから

かなり金額も大きなものであると思いますので、そういったことで財源を用意してやってまいり

たいと。また、他の企業さんにもそういった話を持ちかけて、財源づくりをしなきゃならないな

というふうに考えております。そんなことで鋭意取り組んでまいりたいということを申し上げて

答弁としたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 18番、下川君。 

○18 番(下川孝志君) 今の私は力強い町長の答弁で納得しましたし、今の考え方は、私とほとん

ど変わりませんし、それこそやれるところからやっていくということというのは大切だと思うん

ですね。それは今まで、多分、浅利先生にすれば 20年、実はそんなに見えてこなかったんじゃな

いかと。お前の町はやる気あるのかっていうことだと思うのね。そういう意味では、今、町長の

中から花のトンネルのことも出ましたし、私たちが浦河へ行ったり、または他の桜の木の名木の

ところを見たケースでも、あのような大きな障害の木が周りに立っているという例はほとんどあ

りません。そのことは、やはり桜の木を植えるときに、その周囲にああいうものがあったらでい

けないということは、もう誰しもわかってることですから、ただ牧場の場合には防風林としての

機能を維持するためにということで、植えたということがあったので、結果的に今残ってしまっ

たということですから、現状の中で何をすれば良いかはわかってきたわけですから、今、町長の
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答弁にあったようにできることからしていく。それから、ふるさと納税なんかも一つの手ですし、

またはやはり町民の中からもさくらの会のように寄附をやはりしている人たちもいっぱいいるわ

けですし、またはさくらの木を守っていくという中では、今ある木を含めて、ただ業者に任せて

草刈りをするとかでなくて、枝払いとか草刈りというものなんかは、やはり今の時代ですから町

民のボランティアを募って、やはりある意味では老木も含めて、オーナー制をとって、下の草刈

りはそのオーナーが維持してください。もしくはお金を 5,000 円でも寄附して管理してくれって

いう形もあるかもしれません。ただ方法はいろんなことがありますので放置しておくと、必ず並

木は朽ちていきます。そのことはもう浅利先生を初め、樹木医も指摘されている共通なことだと

思いますので、ぜひその辺を今年の担当者も総会に出てましたから、今年の総会の浅利先生の意

を汲んで、積極的に今町長が答えられたように、積極的に取り組んでいくということを確認して、

このことは終わりたいと思います。 

 最後に担当の職員が病気等で専門をつけていかなければということだったものが、今いないと

いうことですけども、今やってる嘱託や臨時の人にしてもやはり年齢のこともあれば、いつまで

もやってもらえるという環境にはないと思いますので、やはりもし当初、職員を置こうと思った、

熱意なり理解があるとしたならば、やはり若手のある程度、それこそ 10年、20年、25年関わっ

ていきながら、樹木医からも指導を受けながら、指導を受けたら資格をとりながら、やはりその

人を中心に嘱託職員であったり、ボランティアであったりという、やはりそういうリーダー制を

やはり職員の中からも育てるということは大切だと、私は感じているんですが、その補充につい

ては、どのような考え方を持っているんでしょうか。あくまでも嘱託なら嘱託なりでいくしか考

えていないということになったんでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 土井経済部長。 

○経済部長(土井 忍君) 今、下川さんからいただきましたように、今現状では強い意向もござい

まして、桜の桜守になっていただきたいということで、職員から募集を取って１名配置したとこ

ろで、先ほど町長からもありましたように健康上の理由で一応退職されたってこともございまし

て、それ以降は、今、嘱託職員２名で現状やっているところなんですけど、言われましたように、

年齢的にも役場退職した職員と女性ではございますけども、40歳を超えてるということでござい

ますので、去年もちょっと総務課のほうと人事の方もお話しはしたんですけども、本腰を入れて、

先ほども町長からもお話あったんで、今後桜をどのように二十間道路をどのように管理していく

かということも十分踏まえながら、人事当局と正職員で配置できるように、課からもお願いして

いきたいというふうに考えております。 

○議長(細川勝弥君) 18番、下川君。 

○18 番(下川孝志君) 今部長の答弁もよく私は理解しましたので、ぜひ例えばの話ですけど、私

は、今、介護の仕事をしていますから、例えば静寿園の園長なんかも、私は昔、若いときもやは

りそういう専門性を持ったものについては、20 年、25 年という、それこそした職員がなってい

かなければ、変わるたびに士気が下がったり、変わるたびに方向性がちょっと不明確になったり

するということではだめなので、やはり特にそういう例えばの例ですけど、特有なところは、20

年、30年って専門的にやれる職員を中から育てるか、他から採用してでもやるべきだっていうも

のは、今思ってますので桜についても、やはりそれこそ、20年、30年やれる、勉強していける。

そこに、やはり職員がまたはボランティアをリードしていけるという必要性はあると思いますの
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で、このことも含めまして、人の問題、またはどう守るかの問題を期待していますので、ぜひそ

れが、来年、再来年に形としてもきちっとあらわれるように期待して、質問を終わりたいと思い

ますありがとうございました。 

○議長(細川勝弥君) 次に、進みます。 

 17番、城地君。 

          [17番 城地民義君登壇] 

○17 番(城地民義君) それでは、ご質問をさせていただきます。まず１点目の河川の防災、治水

対策についてでございますが、この治水防災体制につきましては、皆様ご承知のとおり、昨年度

夏の台風被害で、北海道の管理の 89 の河川では氾濫など、被害の発生をしております。そして、

堤防の整備や川底の掘削などとともに、川の流れをスムーズにするため、適切な管理整備を課題

としておるということでございました。これをもとに、北海道では、台風被害を受け速やかな対

応がなされていない状況もあったと総括をしております。これは道の維持管理防災会議の総括で

ございます。このため、考え方として、河道内の  じ林伐採  などの河川維持管理のあり方

で、河川ごとに 10 年先を見越した長期管理計画を策定するという考えでおるようでございます。

また、本年度におかれましては、これらを踏まえまして、川沿いの樹木を伐採する河川事業費を

前年度の３倍に当たる 33億円を増やしまして、これまで場当たり的だった整備にさらに 10カ年

の長期管理計画を導入するということでございます。そこで、質問の要旨でございますが、町内

には海へ流出する中小河川が 26河川ありますが、近年の全道的な大雨による被災状況をかんがみ、

予防保全を取り入れた計画的な維持管理対策を進める必要があると考えますが、１点目といたし

ましては、北海道の管理河川でありますいわゆる二級河川、静内川の河道内樹木伐採などの河川

維持管理のあり方のこのいわゆる 10カ年長期管理計画が作成されたと思いますが、その計画の内

容についてお伺いをしたいと思います。２点目でございますが、同じく道管理河川であります真

沼津川の整備計画の目途はどうなっているのかをお伺いしたいと思います。３点目でございます

が、町の管理の 20カ所の普通河川と道管理の二級河川三石川あるいは鳧舞川等６河川ございます

が、これらを含む 25河川について、同上の中期・長期維持管理計画の策定について、検討されて

いるかお伺いいたします。 

 次、大きな２点目のご質問でございますが、水産物の新ひだか町地域ＨＡＣＣＰシステムの取

り組みをということでございます。この本件につきましては、前段に述べさせていただきますけ

ども、この地域ＨＡＣＣＰにつきましては、道内のそれぞれの各市町村で策定をし、取り組んで

おりますが、この地域ＨＡＣＣＰにつきましては、過去をさかのぼってみますと、平成７年のい

わゆるＰＬ法、製造物責任法の施行により、食品加工業者は消費者に対し、製造物に欠陥があり

消費者に健康被害が発生した場合は、その責任を負うことが明確されました。すなわち加工業者

の製造提供でございますが、製造した食品が原因で消費者に被害を与えた場合、加工業者は消費

者への補償責任を問われることが明確になったということでございます。その後の安全な責任の

ある製造物を提供するのに必要な方法を検討した結果。いわゆる世界的な評価を受け、各国で検

討されているＨＡＣＣＰ方式、日本語に書き換えれば、危害分析重要管理点方式、この導入が進

められることとなりました。したがいまして、この経過を踏まえて、いわゆる米国では水産物に

対する安全性の確保から、その管理システムとして、国内はもとより輸入水産食品の過去に対し

て、ＨＡＣＣＰ方式による衛生管理を義務づけております。つまり米国に輸出する水産食品はＨ
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ＡＣＣＰシステムの導入実施が不可欠となりまして、日本においても行政の指導のもと、その導

入が食品ごとに進められている現状でございます。新ひだか町の漁業の魚類と水産加工業者にお

いても、これは例外ではなく、特に非加熱で輸出され、しかも直接給食される鮮魚加工品等の水

産加工製品にあっては、より確実な衛生管理が必要となってきております。現在、ご承知かと思

いますが、大手量販店、百貨店、コンビニエンスストアなどでの取り扱いにおいても、食品の安

全性は数ある食品の中からそれを選択する際の大きな選別の要因となっており、原料段階からの

消費者の口に至るまでの徹底した衛生管理が求められています。もちろん、これは消費者からの

ニーズでもあります。以上のことから、安全な食品の製造・提供とは、原料の安全性を確認する

ことから始まるということになると考えているところでございます。また病原性細菌及び化学物

質等に汚染された原料であっては、その後の工程がいくら衛生的に取り扱われても、安全な食品

の提供とはならなくなり、また安全な食品が加工されていても、輸送・流通の段階での温度管理

に事故が発生したのでは、これも安全な食品の提供とは言えません。このことを考えるときに、

生産から加工、そして輸送、流通の一貫した協力体制をもとにして、その管理基準の設定と熟考

が必要であると思います。新ひだか町における安全安心の食糧の供給基地として、今後さらなる

の発展を望むとき、地域としての組織化、衛生管理体制の確立が最も大切であり、その手法とし

て、私は新ひだか町地域ＨＡＣＣＰシステムの導入が必要と考えます。 

 以上を踏まえまして、質問の要旨を申し上げます。質問の要旨。水産物の消費・流通形態の多

様化が進んでおり、近年食に対する健康や安全志向の高まりなどから、水産物のすぐれた栄養特

性が消費者に評価されております。一方、衛生管理などの食品の品質や安全に対する取り組みが、

各分野で求められてきております。まず１点目でございますが、ハード面では、本町では五つの

漁港のうちの一部が漁港関連施設として計画整備されておりますが、水産物品質管理高度化推進

事業等による魚種ごとの漁獲、そして水揚げ、そして市場、さらに加工場、そして輸送、最後に

は消費者に係る新ひだか町地域ＨＡＣＣＰシステムの取り組みは検討されているかお伺いをした

いと思います。２点目でございます。町水産業界が連携一体となって、ＨＡＣＣＰ推進委員会を

組織し、設備、管理、記録、監視、そして教育などＨＡＣＣＰ方式に沿った実践による新ひだか

ブランド化を図ることは出来ないかお伺いをします。３点目、最後でございますが、厚生労働省

により加速化するＨＡＣＣＰ義務化に対する今日の町の対応についてもお伺いをしたいと思いま

す。 

 以上、ご質問いたしますので、ご答弁の方よろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 酒井建設課長。 

          [建設課長 酒井 隆君登壇] 

○建設課長(酒井 隆君) 城地議員からのご質問の大きな項目の１点目、河川の防災治水対策につ

いてご答弁申し上げます。初めに１点目の北海道の管理、静内川の河道内樹木伐採などの河川維

持管理のあり方の 10カ年長期管理計画の策定、その計画内容についてのご質問ですが、北海道で

は、平成 28年８月に道内を襲った四つの台風の接近・上陸により記録的な大雨となり、河川のは

んらんなどにより甚大な被害が発生したことから、一連の台風被害などをかんがみ、河道内樹木

の伐採や堆積土の除去について、稼働内の樹木伐採などの河川維持管理のあり方が平成 29年３月

に作成されております。北海道が管理する河川については、今後、このあり方により、河川ごと

に実施計画を作成し、優先度の考え方を踏まえ、メンテナンスサイクルを考慮した計画的な趣旨
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により、トータルコストの縮減や費用の平準化を図りながら、適切な維持管理の実施に取り組む

こととされており、伐採等の必要性、環境や生態系への配慮、施行時期など、わかりやすい資料

を用いながら、地域への説明を行い調整を図りながら施行することとされております。ご質問に

あります静内川の計画策定状況については、現在 10カ年サイクルによる維持管理計画の策定が進

められているところで、本年６月末に計画策定の予定と伺っております。なお、静内川の今年度

の実施予定は、樹木伐採及び堆積土除去を８月上旬から始め、白鳥飛来する前の 11月末までに完

了を予定とし、シベチャリの橋下流側の約 200 メートルを実施する予定で、今後についても策定

される維持管理計画に基づき、適切な維持管理の実施に進めると伺っております。 

 次に、２点目の真沼津川の整備計画のめどについてのご質問ですが、真沼津川の改修計画につ

いては、浸水被害等が発生している状況を踏まえ、流域を水害から守る治水対策として、平成 15

年より改修事業が着手され、その後河川法改正に伴い、各種の再検討が行われた真沼津川の河川

整備計画が平成 27年５月に新たに策定され、改修整備の完了予定は、平成 40年を目標とされて

いるところであります。現在の整備状況は、計画延長 3,330 メートルのうち、河口側から上流へ

試験工法を含め、277 メートルの改修整備が完了しており、今年度については、整備完了区間よ

り上流側へ 63メートルの実施が予定されております。今後の予定については、北海道からの聞き

取りなどによる情報になりますが、引き続き加工側より上流側へ、改修・整備を進める予定で、

昨年の台風などの異常気象により記録的な大雨による溢水被害の発生を踏まえ、改修・整備の進

捗を高める施行方法等の協議検討、調整が行われているところであります。今後も地域住民の不

安解消と安心安全な生活を図るため、１日も早い改修整備の完成と治水効果を高める河道内の土

砂除去などの維持管理とあわせて、北海道へ強く要望してまいりますので、ご理解のほどよろし

くお願いいたします。 

 最後に、３点目の町の管理、三石川、鳧舞川ほかを含む 25河川についても、同上の中・長期維

持管理計画の策定について検討されているかの質問ですが、初めに、道が管理する三石川、鳧舞

川については、１点目の静内川と同様に河道内樹木伐採などの河川維持管理のあり方に基づき、

10カ年長期管理計画の策定が進められているところで、本年秋ごろまでに策定を予定していると

伺っております。なお、計画の策定後、維持管理計画に基づき適切な維持管理の実施が行われる

ことになりますが、今年度の実施予定については、計画策定中のため、実施内容が適切に反映さ

れるように町政されているところであります。 

 次に、町が管理する河川は、準用河川及び普通河川を合わせまして、286 河川あり、そのうち

直接川に接続しているものが 20河川あります。河川の維持管理につきましては、年に１回渇水期

に町職員による現地点検調査を定期的に実施し、護岸等の施設の破損や土砂、流木、ごみなどに

よる河積の障害状況などの確認を行い、危険性の高いものや被害が大きくなることが予想される

ものを検証して、優先順位を定め予算措置をした上で対応してるところです。また、台風などの

異常気象による大雨や高波が発生した際には、臨時のパトロールを実施し、被害状況などの確認

を行い、対策を講じているところですが、管理河川が多いことや管理用道路の整備がされていな

い箇所があるなど、直接現地確認することが困難な場所が多いことから、自治会からの要望や地

先の方からの通報を受けて、現地確認の上、緊急性や周辺への影響などから判断して優先順位の

高いものから対応してるところであります。河川施設の損傷や土砂の埋塞などについては、異常

な天然現象による大雨や融雪水による増水、または高潮や波浪などに大きく左右されるものであ
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り、状況の変化にあわせて、その都度、優先順位を調整しながら対応しておりますので、特に町

が管理するような小規模河川においては、中・長期的な維持管理計画を策定することは困難であ

りますことから、現在は計画策定を検討してない状況であります。河川の維持管理費については、

有利な財源措置がないことから、多くの河川に対応することが難しい状況ですが、パトロールな

どを充実させて、町民の安全、安心な生活を守るために、鋭意努力してまいりますのでご理解を

お願いいたします。 

 以上、答弁といたします。 

○議長(細川勝弥君) 石丸水産林務課長。 

          [水産林務課長 石丸修司君登壇] 

○水産林務課長(石丸修司君) 城地議員ご質問の大きな２点目の水産物の新ひだか町地域ＨＡＣ

ＣＰシステムの取り組みの一つ目、新ひだか町地域ＨＡＣＣＰシステムの取り組みは検討されて

いるかについてご答弁申し上げます。ＨＡＣＣＰは、食品の衛生管理の方式として、各種団体の

認証と、審査機関の審査により運用されるもので、地方自治体による認証を初め、業界団体、厚

生労働省、また民間審査機関による認証など、経営の規模、流通の範囲、食品の種類などによっ

て、どのＨＡＣＣＰ認証が良いのかを選定することとなります。ご質問の地域ＨＡＣＣＰは地域

自体による認証に該当し、各自治体が独自で決めた基準で審査が行われ、対象製品や適用範囲が

限られていることから、中小企業での取得しやすいのが特徴であります。道内での水産業におけ

る地域ＨＡＣＣＰについては、道東やオホーツクの沿岸海域で盛んに取り組まれている一方、こ

れ以外の海域では、あまり取り組まれていないのが現状ですが、これは、漁業経営や加工流通な

どの形態が大きく相違していることが要因と考えられます。地域ＨＡＣＣＰの認証には、生産か

ら消費者までの一連の過程すべてにおいて、審査基準をクリアする必要がありますが、当町の漁

業生産現場の実態は、定置網漁業などの大規模経営から小型漁船による小規模経営など、多岐に

わたっており、それぞれ水揚げされる魚種が多い一方、その漁獲量は、毎年の資源動向に左右さ

れているのが実情であります。販売部門に関しましては、主に漁業協同組合が担っておりますが、

広域組合であり、その範囲は当町のみならず新冠町や日高町にまたがっており、それぞれの地域

事情があること。また、加工流通に関しましては、主に民間事業者が担っておりますが、こちら

も大小さまざまな形態となっており、統一基準を満たすための設備投資に対する懸念があるなど、

それぞれの事情により、現状として当町も含め、当地域でのＨＡＣＣＰシステムを検討したこと

はございません。 

 続きまして、二つ目のＨＡＣＣＰ方式に沿った実践による新ひだかブランド化を図ることはで

きないかについてでございますが、ＨＡＣＣＰ推進委員会等を組織するためには、それぞれの部

門において関係するさまざまな団体を構成員として、統一した認識のもと、各規模に準じた設備

の整備や管理運用、相互の監視、さらには定期的な研修会の実施を踏まえ、関係業界全体が連携

一体となって取り組む必要がございます。生産現場については、当町では、大小５つの漁港を有

しており、それぞれ操業形態や生産規模など、地域により意義はあるものの、水揚げから出荷ま

での衛生管理についてのＨＡＣＣＰに準ずる期限をもとに、実施可能な取り組みが既に行われて

おります。まずは、屋根つき岸壁の建設や洗浄での漁獲物の鮮度保持のための海水氷を使用し、

出荷される漁獲物は床など直置きはせず、漁箱やタンクを使用する市場内での保管時には氷を使

用し鮮度保持する。市場内では排気ガスが発生しない電動のフォークリフトを使用する。漁獲物
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の洗浄など市場内で使用される海水は、紫外線で滅菌されたものを使用するといったソフト、ハ

ード面ともに地域の実情に合わせ、個別の取り組みが進められております。今後、水産業の振興

を図る上で、ＨＡＣＣＰ方式を取り入れ、衛生管理の徹底を実践することにより、安心・安全で

ある水産物のブランド化や付加価値が図られ、これにより産業全体の振興につながるなど、重要

性が認知された場合には、城地議員が言われてるように、ソフト、ハード面ともに実現に向け、

組織化も含め検討が必要であると考えます。 

 最後に、厚生労働省により加速するＨＡＣＣＰ義務化に対する町の対応についてでありますが、

近年の多発している食品安全事件に伴い、消費者から厳しい目が向けられる中、厚生労働省は先

進国を中心に義務化されている食品衛生管理の国際基準であるＨＡＣＣＰの義務化に向け、食品

衛生管理の国際標準化に関する検討会において協議が進められ、平成 28年 12月に最終取りまと

め案が承認されました。その主な内容は、現行の食品衛生法の許可業種だけではなく、すべての

食品等の事業者を対象にＨＡＣＣＰを義務化するといったものであります。本案により、関連法

案が改正された場合、水産業のみならず、他産業等への影響が生じることが懸念されますが、現

時点では本案の詳細が示されていないことから、具体的な内容についてはご答弁できませんが、

今後、国と道や関係機関などからの情報等を注視し、その内容により関係する漁協や町内の主な

加工業者、また関係団体などを含め、当然対応を協議検討をしていかなければならないと考えて

おります。 

 以上、壇上での答弁とさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 城地君、ここでちょっと休憩したいと思いますけどよろしいですか。 

 暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

          休憩 午前１０時３０分 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          再開 午前１０時４４分 

○議長(細川勝弥君) 休憩前に引き続き、一般質問を継続いたします。 

 17番、城地君。 

○17 番(城地民義君) はい。それでは再質問を何点かさせていただきます。ご答弁ございました

けども、この災害等に伴って、道の管理の氾濫防止のための伐採等も含めた河道掘削も含めた長

期計画のあり方、長期計画についてでございますけども、まず一つは町として、この計画のあり

方等について、地元の町の担当者にこの計画の事前の６月ころに先ほどの答弁では策定されると

いうことでございますけども、もう６月ということは、今月末ですから、多少のことは別にいた

しましても、計画策定に当たって地元の担当者との実際に地元では、その河川の実態等なんかは

一番詳しいと思うんですよね。道も策定する前に地元とのコミュニケーションというのがあった

のかどうか、この静内川のみならず、その他、真沼津川もあるいは鳧舞川、三石川も含めて、そ

ういう事前協議があって、道が今策定されているということなのか、私は本来では、地元が先ほ

ど言ったように詳しいので、地元との協議があってそれから中身を熟した道のそれぞれの河川計

画策定すべきというふうに私は思うんです。そのあたりはどうなんでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 水谷建設課参事。 

○建設課参事(水谷 貢君) はい。今のご質問ですが、これに限ってということではございません

が、道の管理する河川については、各々適宜、情報交換をしているところでございます。まず２
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月に社会資本整備推進会議の要望関係がございますので、その２月前に事前に河川管理について

の協議をさせていただいております。昨年の８月の台風の雨の後についても、町のほうから現地

状況を確認した写真など、資料をお渡しして河川の埋塞状況だとか、そういった伐採関係につい

ても要望しているところでございます。 

○議長(細川勝弥君) 17番、城地君。 

○17 番(城地民義君) そういうことになりますと、策定された計画書、策定書については地元の

意見を踏まえたものができ上がってくるというふうに認識で良いということになりますね。それ

で、それは一番良いことだと思うんですが、静内川のことだけでちょっと言いますと、皆様もご

承知のとおり、非常に川の築堤から築堤までの間が 400メーターから 350メーターのスパンでの

河川幅になっております。そして現状としては低水路、いわゆる  高水敷？  を除いて低水

路の中には、静内橋から上流川のほうに向かって中州が非常に出来て、柳が鬱蒼と育っていると

いうことでございますが、そのあたりのところを今聞きますと本年度やるということですが、内

容は別にいたしましても生態系のこともありますけども、今の現状での柳と樹木の生えている成

長の度合を見ますと、大雨が降りますと、築堤幅、堤内、  高水敷？  を含めて、400、350

メーターありますけども、大きく言っても 30パーセントぐらいは、あの流木があることによって、

洪水が出たときに流化能力が阻害されるんではないかというふうに考えているんですね。そのた

めに今回、道ではこの昨年度の夏の道内での大きな大雨による災害に伴って、この管理防氾防止

と伐採計画ということで立てていると思うんですが、そのあたり、私が言いたいのは、早急に対

応すべき区間、それから長期的にということで、10カ年計画と言っていますけども、私がこちら

に住んで、まだ４、５年しかたっておりませんけれども、それなりに川を見てみますと、少なく

とも頭首工ありますね。田原と言うんですか。目名の上のあの頭首工から下については長い間の

スパンじゃなくして早急に、いわゆる今言いました３割の流下能力が阻害される状況の恐れがあ

るんで、そういったところを部分的にする。早急にやっぱり町として要望して部分的な立木の取

り払いだとか、河川の一部掘削だとか、そういうところを要望すべきだなというふうに考えてお

りますけども、そのあたりのところの協議はどんなふうになっているんですかね。 

○議長(細川勝弥君) 水谷建設課参事。 

○建設課参事(水谷 貢君) はい。静内川についてですが、静内川の伐採、堆積土の土砂状況につ

いては、平成 21年度から計画的に実施が進められているところであります。特に、議員さんがお

っしゃられた市街地付近、シベチャリの橋付近だとか、あとルベシベ橋付近については、21年度

から実施されているような状況となっております。今後についても、今の状況も踏まえながら、

町のほうとしては、重点的な箇所というところの位置づけで要望はしております。ただ、シベチ

ャリの橋の付近については、生態系のお話もあったと思うんですけれども、そういう野鳥の関係

もございますので、そこに配慮しながら実施しているというような状況になっております。 

○議長(細川勝弥君) 17番、城地君。 

○17 番(城地民義君) はい。結果が出てから、被災があってから大変のことなんで、強く要望し

ていただければ幸いと思います。そこで、今回のその河川の中で、河川の中での計画の中で、こ

の道の計画では川岸に生えている柳などこれまでの樹木ですね。いろいろありますが、これを、

今までは切った木は廃棄物として投げていたけれども、直径６センチ未満の伐採木材は、道とし

ては今後は木質バイオマスとして、需要が高まっているためチップ工場に売却すると。道は今日
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まで、廃棄処分を年間約１億円をかけていただけに、この防災評価だけでなく、大幅な費用の節

減を見込めるという計画でおるようでございますけども、これは当然よろしいことなんですけど、

私がちょっと質問したかったのは、この計画のルートに日高管内では、本町と様似町がこの計画

の将来の流木の処理の部分で出てるんですけども、多分様似町はチップ工場があるからそこに指

定したと。本町が今言った道の河川等の廃棄処理の流木伐採を受けた場合には、本町になってい

るということなんですが、私の勝手な思いですが、森林組合になるんでないかと思うんですが、

このあたりもどういうふうにとらえて、町としているのか。一番良いのは、どんどん森林組合で

こういった事業が取り入れれば雇用も増えるだろうし、森林組合としても経営上プラスになるん

ではないかと思うんですけども、このあたりのところの協議内容というのはどんなふうになって

いますか。 

○議長(細川勝弥君) 水谷建設課参事。 

○建設課参事(水谷 貢君) ただいまの質問の関係なんですけれども、ちょっと詳しく町でちょっ

と把握し得ない状況です。今言われたとおり、地元で対応できるようなものについてあれば、そ

の旨情報提供しながら、あわせて要望もしていきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 17番、城地君。 

○17 番(城地民義君) それで、これからの話ですから、まずそういう道で河川の流木受け入れ先

を新ひだか町、様似町に受け入れるとすれば、やはり町もただ行政として、連携するのではなく

して、可能であれば様似並みの将来、河川の流木を受け入れすれば、建設機械等の投資が補助の

関係もあると思うんですが、チップ等も含めてバイオに可能なような機械も補助事業で取り入れ

て、いつでも対応できるというような設備投資も、私は将来やっていくべきではないかなという

ふうに考えておりますので、これから策定後に、町と協議があると思いますけれども、そのあた

り検討すべきだな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。それは

それで、よろしくお願いします。それから、先ほど言いましたいわゆる頭首工下の河川計画の河

道整備等の部分ですけども、上流にいろいろと砂利採取業者等も  ？？？  、さらに上流で

すね ？？？  おりますども、これらの砂利採取業者との河川周辺との将来見込みというか、

河川に与える影響というものは、二級河川ですから道ですから、町がいろいろ検討されていると

思うんですけども、河川敷地外での堤内というんですか、堤内ですね。堤内は山側ですから、そ

れらとの今後の協議を踏まえた何か、災害も含めて検討されているのかお聞きしたいと思います

が。 

○議長(細川勝弥君) 酒井建設課長。 

○建設課長(酒井 隆君) 今おっしゃるのは、静内川流域におきまして、砂利採取業者などが河川

敷を利用して渡場等を使っている。その中で、防災も含めて、こういう河川専用業者を含めた、

河川管理者及び町を含めた協議等について、今後進めるべきだっていうことでございますので、

先ほどの河川内の伐木等も含めて情報交換していきながら、河川管理者と調整していきたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 17番、城地君。 

○17 番(城地民義君) それと、もう一点、いわゆるこの道の今回の管理の流木の流出の関係で長

期計画で、なるべく被災が伴わないところでございますけども、現実として河川から流れてくる

流木が、海へ流れて、海岸等への流出によって、被害が発生しているわけですから、多分、この
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計画が早期実施されることにより、相当抑制されるんではないかと思いますけども、先ほど言い

ましたように計画倒れではなくして、少しでも一日でも早く実行に移れるよう、町としても要望

していただければと思っております。それで、次の真沼津川の関係ですけども、これについては、

非常に毎年の大雨で家屋の床下、床上浸水等、オーバーフローしておりますけども、これも管理

の関係とは別にして、非常にでき上がった護岸は、川底が多分コンクリートになる、梯子がコン

クリートで側壁がブロックあるいはコンクリート擁壁になっていると思うんですが、現状を見ま

すと、非常に川底には土砂が堆積して部分的にそれなりに盛り上がって流化能力を阻害している

と。それからブロックののり面、いわゆるのり面については、雑草あるいは流木、小流木がひっ

かかって、これも大雨の時に流化能力を阻害するというような現状だと思うんですが、この真沼

津川の年間、草刈だとかちょっとした雑物が、  低水路？  にあるようなものについては年

間何回くらい維持管理をやって、どれぐらいの経費を見込んでやってるのか、あまりやってない

ような気もするんですけども、少なくとも河川であれば、年に二回ぐらいはやるのが通常だと思

うんですが、状況としては道の河川ですからわからないと思うんですけども、しかしながら町民

は、新ひだか町の町民ですから、このあたりは町としても実態を把握しながら、道のほうに積極

的に行って、少しでも被災が起こらないようにすべきだなとこんなふうに思うんですが、今回の

いわゆる道の見直し計画について、このルートの整備、実施整備計画、拡張計画に入ってますけ

ども、これの計画ですと 40、平成 40年ですから、まだまだ 10何年、後の先ですから、多分、今

40 年ということは、まださらに伸びて、40 年じゃなくさらに伸びていくんじゃないかと思うん

です。完成までに。それまでにいかに維持管理をして、被災を被らないようにするというのが、

私は大切かと思いますけども、そのあたりの現状の実態、どんなふうになっているんでしょうか

ね。 

○議長(細川勝弥君) 水谷建設課参事。 

○建設課参事(水谷 貢君) 真沼津川の維持管理の現状でございますが、北海道から聞いておりま

す情報と、うちのほうで把握している内容になりますが、過去５過年の維持管理の状況ですが、

平成 28年、こちらについては昨年８月に発生した台風９号の大雨被害と、神森で溢水被害が発生

している関係から、  葦刈り  と土砂の除去、あとは逸水箇所の大型土嚢を設置しているよ

うな状況であります。あと、平成 27年度については実施がございませんが、平成 26年度につい

ても、堆積土砂の除去を約２キロ程度、平成 25年度についても、土砂の除去を約１キロ程度やっ

ております。24 年度については実施はございません。過去５年間、３カ年実施しておりますが、

そのときの維持管理費の合計ですが、約 3,600万円と聞いております。 

○議長(細川勝弥君) 17番、城地君。 

○17 番(城地民義君) とにかく真沼津川、被災が多くて、皆さん町民も非常に心配している川で

すから、町も一生懸命対応してると思いますけども、私が言いたいのは、要するに低水路分の土

砂の取り除き、それから側面の雑草、これをきちっと取り払えば、相当な流下能力があって、オ

ーバーフォローすることもそんなに私はないんじゃないかというふうに思っております。それで、

前も私は所管の委員会でも話したと思うんですが、他の町では、あの程度のと言ったら失礼です

けども、コンクリートブロック水路等の部分であれば、業者に委託しなくてもシルバー人材セン

ターで十分可能な仕事なんですよね。実際それでやっている市町村もあるんですよ。だから、例

えばシルバー人材センターにある程度年間のパイは預けておいて、そして実態を近くですから、
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それを現地見ながら、必要のときには土砂取る、あるいは草を刈ると、こういったような方法も、

私は一番ベターではないかなと思うんですが、そういった方法も取りながら、いわゆる被災の大

雨が降ってから急遽対応するんでなくして、年間やはり、春から秋の間のスパンの中で、そうい

ったシルバー人材センター的な企業組合というんですか、そういうところにやる方法も一つの方

法だと思いますので、道あたりとも協議をしてやるべきだとこんなふうに思ってますけどもどう

でしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 酒井建設課長。 

○建設課長(酒井 隆君) 真沼津川につきましては、議員ご指摘のとおり逸水等が、数年に１回程

度起きている中で、土砂除去、または草刈り等について、頻度についてもう少しふやすとか、ま

たは発注方法について、今ご指摘もございます。それで先ほど参事のほうから説明してますが、

北海道におきましても、29 年度もそうですが、掘削もされておりますし、伐開もしております。

その中で地域の一番実情を知っている例えばシルバー人材センター的なものを利用して、発注し

ていくのを北海道に協議していってはというご指摘でございます。それで、草刈り等については

議員ご指摘のとおり回数をふやすとか、そういうことも考慮しながら、実際土砂除去につきまし

ては、議員もご覧になったことあるかと思いますが、真沼津川沿いの町道で大きな重機、アーム

が結構長いような重機を使って、10トン車で土砂を搬出してる状況ですので、ちょっとこういう

小規模な団体さん等にはちょっとなじまないのかなとは思うんですが、ご指摘も踏まえながら河

川管理者と協議しながら進めさせていただければと思います。 

○議長(細川勝弥君) 17番、城地君。 

○17 番(城地民義君) 河川関連については、これで終わらせていただきますけども、いずれにし

ても静内川関連あるいは鳧舞、三石川の関連でございますけども、道のこの計画が一年でも早く

整備されることを期待いたしますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に移りますが、いわゆるＨＡＣＣＰの水産物のＨＡＣＣＰの関係ご質問さしていただきます

したけども、ご答弁いただきました。この中で、何点かちょっとお聞きしてますけども、一番地

域ＨＡＣＣＰの中で要は、もちろん衛生管理ですからいろいろあると思うんですが、この五つの

漁港内の、まずは基本は漁港内の湾内の排水の水質だとか、あるいは湾から外れた部分のいわゆ

る防波堤の海側の水質とかこういうものが、年間に水質調査を年に１回かあるいは何回かやられ

ているという状態になっているのか、その点をちょっとお聞きしたいんですが。 

○議長(細川勝弥君) 新川水産林務課主幹。 

○水産林務課主幹(新川兼一君) はい、ただいまご質問のありました漁港内での水、それから周辺

での水の水質調査の実施の有無についてでございますが、衛生管理を目的としての水産、水の調

査というのはこれまで実施したことはございません。以上です。 

○議長(細川勝弥君) 17番、城地君。 

○17 番(城地民義君) ないということですね。いずれにしてもＨＡＣＣＰはこういった基本的な

ことが大切でありまして、これは相手が漁業者あるいは漁業協同組合でございますけども、やは

り指導的な立場として町もそれなりの何らかの協議の段階では、やっぱりそういったデータも必

要だというふうに思ってます。私が知り得る範囲では、地域ＨＡＣＣＰをやってる漁港はほとん

ど漁港湾内、それから湾外との比較でそんな難しいことではなくして、いわゆる一般細菌と大腸

菌というのも検査ですから、こうやった検査をやってデータをそろえて何かあったときには、こ
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れをもとにして追跡調査をしていくというようなことをやっておりますので、これからの地域Ｈ

ＡＣＣＰは多分逃れることはできない制度でございますので、そういったことも大切かなと思っ

ています。それから、それぞれの漁港で課長のご答弁では地域ＨＡＣＣＰも段階的に補助事業を

とりいれながらやっているということでございますけども、海水の水質の問題とあわせて、漁港

内のカモメだとかカラス、これの糞害処理、これが地域ＨＡＣＣＰの大きな部分の一つにもなる

んですね。こういった苦情対策等については、現状ではどういうふうになっているのか。 

○議長(細川勝弥君) 石丸水産林務課長。 

○水産林務課長(石丸修司君) 城地議員おっしゃるとおり、やはり漁港内には上がる魚を狙って、

カモメだとかカラスだとか、いろんな動物がやってくるわけですけども、今のところは、何かそ

ういうような対策をしているかと質問になりますけども、現実問題として、現在は行っておりま

せん。ただやはり漁組の仕様としては、やはりそういう衛生的にできる範囲取り組んでおります

ので、そういう残渣物を残すなだとか、そういうようなものを残さないように各漁港ともそうい

う努力は怠ってないということは聞いております。 

○議長(細川勝弥君) 17番、城地君。 

○17 番(城地民義君) 前向きにやっていただきたいなと思いますけども、いずれにしても地域Ｈ

ＡＣＣＰは面倒なことではないんですね。先ほど言った漁獲から消費までの流通家庭をしっかり

とらえて記録に残しておいて、物事が起きたとき、例えばＯ－１５７とか大きな物事が起きたと

きには追跡調査をして、そこの原因を突きとめると、こういうことでございまして、地域ＨＡＣ

ＣＰのやっている事業の状況を見てみますと、多少は漁業者、あるいは漁業協同組合水産加工者、

そういった関係者との連携ははからなきゃなりませんけども、最終的には漁単価というか、付加

価値が高まって、地域ＨＡＣＣＰをやっている魚種については、それなりの価値観、評価がされ

ておりまして、価格も実際には、他のやらないとこよりも、上がっているというのが実態なので、

これの今後におきましても、地域ＨＡＣＣＰのまずは組織化しかり、あるいは漁業協同組合との

協議をする中で、これをぜひ取り入れられて、私が先ほど質問しました新ひだか町の水産物の、

新ひだか町水産物ブランド、このブランドを高めるような対応をしていただきたいなと、こんな

ふうに思っておりますので、これを機にして、先ほど言いました漁業協同組合と町、あるいは関

係機関の連携をはかりながら、前向きに取り入れてもらえればありがたいなとこんなふうに思っ

てますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上、要望しておきまして、ご質問にかえさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長(細川勝弥君) 以上をもって一般質問を終結いたします。暫時の職員の入替がございますの

で、その場でお待ちください。 

          休憩 午前１１時１０分 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          再開 午前１１時１３分 

○議長(細川勝弥君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎議案第４号から議案第 11号の一括上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第３、議案第４号 平成 29 年度新ひだか町一般会計補正予算(第２号)

から議案第 11 号 平成 29 年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第１号)までの８件を一括議題
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といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 藤沢総務課長。 

          [総務課長 藤沢克彦君登壇] 

○総務課長(藤沢克彦君) ただいま上程されました。議案第４号から議案第 11号についてご説明

いたします。なお、議案第 10号及び 11号につきましては、それぞれ担当課長及び事務長からご

説明をいたします。初めに、今回の補正予算の概要についてでございますが、人件費等の精査が

主なものとなっておりまして、平成 29年度当初予算における人件費等については、平成 28年９

月の現員現給を基本として予算計上させていただきましたが、その後の給与改定や制度改正、平

成 29年４月１日付の人事異動等の発令に伴いまして整理を行っております。また、施設の維持管

理上におきまして、緊急的に実施しなければならない調査、事業展開に伴う間接補助、国保税等

の還付金など、速やかに実施する必要がある経費につきましても、あわせて予算計上してござい

ます。各会計の補正予算の説明に入ります前に、人件費等について総括的にご説明させていただ

きます。正職員でございますが、職員数は４人増の 455人となっており、人件費の補正額総額で

は、5,902 万 8,000 円の増となっております。職員数が４人の増となった要因でございますが、

再任用職員が２名退職したのに対しまして、新たに７名が増員となったことが要因となってござ

います。人権費が 5,902万 8,000円の増額となった要因でございますが、採用・退職の差額で 602

万 1,000 円の減、育児休業により 1,046 万 8,000 円の減となりましたが、人事異動等による昇給

昇格等によるものは、4,305万 3,000円の増のほか、勤勉手当の支給率が 1.6月から 1.7月になっ

たことや共済組合負担金等の負担率がアップしたことなど、制度改正により 3,248 万 1,000 円の

増となっております。費目ごとでは、給料は 2,073 万 1,000 円の増となっておりますが、採用・

退職による差額及び育児休業により 953万 2,000円の減となりましたが、昇給昇格及び給与改定

の影響で、3,026 万 3,000 円の増となっております。これが全体を押し上げた形となってござい

ます。職員手当等では 2,416 万円の増となっておりまして、こちらも採用・退職による差額及び

育児休業により減額となりましたが、勤勉手当の支給率など、制度改正等で 1,645 万円 4,000 円

の増、昇給昇格及び給与改定などの影響で、1,246 万 1,000 円の増となったことから、全体とし

て増額となっております。共済費は 2,756 万 6,000 円の増となっておりまして、育児休業により

251 万 2,000 円の減額となりましたが、共済組合負担金の負担率の増で 2,981 万 1,000 円の増と

なった影響から増額となっております。負担金につきましては、1,342 万 9,000 円の減額でござ

いまして、退職手当組合負担金の負担率の減で、1,378 万 4,000 円の減となったことが要因でご

ざいます。次に、嘱託職員、臨時職員及びパートタイム職員についてでありますが、職員数は１

名減の 416人となっており、その内訳は、嘱託職員が２名の減、臨時職員は２名の減、パートタ

イム職員は３人の増となってございます。人件費等の補正の総額は、47万 3,000円の増となって

おりますが、その要因といたしましては、報酬は７万 3,000 円の増でございまして、嘱託職員の

採用・退職等による影響が 489万 8,000円の減となりましたが、給料表の改定や昇給等に係る影

響が 497万 1,000円の増となりましたことから全体としては増額となっております。賃金でござ

いますが、312 万円の減となっておりますが、これは臨時職員及びパートタイム職員の採用・退

職等による影響でございます。共済費は、社会保険料の料率等の変更などにより、56万 5,000円

の増。報償費につきましては、嘱託職員の給料表の改定や昇給等の影響によりまして、295万 5,000
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円の増となってございます。なお、この後、各会計の補正予算についてご説明をさせていただき

ますが、人件費の整理に基づく項目につきましては、ただいま総括でご説明をさせていただきま

したので省略をさせていただきます。また、各会計の歳出事項別明細書の後ろに給与費明細書を

添付しておりますが、こちらにつきましても説明を省略いたしますので、後ほどごらんいただき

たいと思います。 

 それでは議案の説明に入ります。補正予算の議案は別冊となっております。議案第４号は、平

成 29 年度新ひだか町一般会計補正予算(第２号)でございます。平成 29 年度新ひだか町の一般会

計補正予算(第２号)は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億

6,347 万 8,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 162 億 2,262 万 1,000 円に

しようとするものでございます。第２項は歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの

金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表のとおりでございます。 

 第２条は、債務負担行為でございまして、地方自治法第 214 条の規定により、債務を負担する

ことができる事項、期間及び限度額は、第２表のとおりでございます。 

 それでは、歳出の事項別明細書よりご説明をいたします。一般９ページをお開きください。３ 

歳出でございます。１款１項１目議会費、10ページにまいりまして、２款総務費、１項総務管理

費、１目一般管理費は、人件費のみの補正でございますので、説明は省略させていただきます。

11ページにまいりまして、４款財産管理費では 215万 3,000円を追加し、１億 1,702万 7,000円

にしようとするものでございます。事業目２、その他公用施設管理経費でございますが、人件費

の補正のほか、アスベスト定性分析等調査業務委託料を追加しておりまして、17 施設 22 カ所の

公用施設につきまして、アスベストの含有状況の調査を行い、含有率が 0.1 パーセントを超えて

いる場合は、さらに計量分析の調査をするための経費について追加計上をしてございます。 

 12ページにまいります。５目車両管理費は、人件費のみの補正でございます。11目地方振興費

では、157 万 5,000 円を追加し、８億 1,307 万 5,000 円にしようとするものでございます。人件

費のほか、事業目 15、地域振興事務経費 30 万円の追加は、優駿日高道魅力発信キャンペーン町

実行委員会負担金でございまして、高規格道路日高自動車道の日高厚賀インターチェンジの開通

を契機に、日高地域の魅力を発信し、交流人口の拡大等を図るため、管内７町で組織された委員

会にかかる負担金でございます。また事業目 16、テレビ共聴施設整備事業では、59 万 6,000 円

の追加でございますが、辺地共聴施設整備事業費補助金でございまして、本年４月６日に発生し

ました火災により焼失したあざみの沢第二共同受信組合共聴施設につきまして、同組合が実施す

る復旧経費について助成を行うものでございます。 

 13ページ、２項徴税費、１目税務総務費、２目賦課徴収費、14ページにまいりまして、３項、

１目戸籍住民基本台帳費、15ページ業務項選挙費、１目選挙管理委員会費、５項統計調査費、１

目統計調査総務費、16ページにまいりまして、６項、１目監査委員費は、人件費のみの補正でご

ざいます。説明は省略いたします。17ページにまいりまして、３款民生費、１項社会福祉費、１

目社会福祉総務費では 424万 7,000円を減額し、５億 3,841万 5,000円にしようとするものでご

ざいます。人件費の補正のほか、事業目９、国民健康保険特別会計繰出金でございますが、内容

につきましては、国民健康保険特別会計補正予算でご説明をいたします。 

 ２目障害者福祉費、18ページにまいりまして、５目国民年金事務費は、人件費のみの補正でご
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ざいます。説明は省略いたします。７目老人支援費では、１億 4,901万 6,000円を追加し、14億

6,997 万 5,000 円にしようとするものでございます。本科目につきましても人件費の補正を行っ

ておりますが、介護サービス事業特別会計、失礼しました、本科目につきましても、人件費の補

正行なっておりますが、介護サービス事業特別会計、居宅介護サービス事業において、ケアプラ

ンの作成等について、一般会計経費負担職員が実施していることから、財源といたしまして介護

サービス事業特別会計繰入金 382万 9,000円を充当しております。また、人件費のほか、19ペー

ジになりますが、事業目４、後期高齢者医療経費 100万 4,000円の追加、これは後期高齢者医療

特別会計繰出金でございます。こちらにつきましても、内容が特別会計補正予算でご説明をいた

しますし、介護サービス事業特別会計繰出し金 1,979 万円の追加につきましても、介護サービス

事業特別会計補正予算でご説明をいたします。 

 20ページにまいりまして、事業目８、介護サービス提供基盤等整備事業では１億 1,276万 7,000

円の追加でございます。内容につきましては、介護サービス提供基盤等整備事業補助金でござい

まして、日高中部広域連合が策定いたしました第６期介護保険事業計画に基づき、介護サービス

提供基盤整備事業として実施する地域密着型施設の整備を推進するため、建設費用と開設準備経

費について補助するものでございまして、２事業者３施設について補助金を交付しようとするも

のでございます。財源につきましては、介護サービス提供基盤等整備事業費交付金、道補助金で

ございますが同額を充当してございます。なお、本事業の実施につきましては、介護保険者であ

ります日高中部広域連合が実施すべき事業でございますが、北海道の実施要綱が保険者ではなく、

市町村が実施する事業となっていることから、今回、一般会計で予算計上したものでございます。

介護保険制度の趣旨を踏まえますと、保険者が実施すべき事業であり、今後も同様な事業の展開

が考えられますので、北海道に要綱の改正要望を行なってまいりたいと思いますので、ご理解を

お願いしたいと思います。事業目９、地域介護福祉空間整備事業 846万 6,000円の追加は、地域

介護福祉空間整備事業補助金でございまして、消防法で義務づけられております高齢者施設のス

プリンクラーの整備について支援するものでございまして、１事業者３施設が有料老人ホームと

なることから補助金の交付をしようとするものでございます。財源でございますが、地域介護福

祉空間整備等施設整備交付金、国庫補助金でございますが同額を充当してございます。 

 ８目老人福祉施設費、21 ページにまいりまして、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、22

ページにまいりまして、３目児童福祉施設費、それから 25 ページまで飛びまして、４款衛生費、

１項保健衛生費、１目保健衛生総務費は人件費のみの補正でございます。説明は省略いたします。 

 ３目環境衛生費は 94万 2,000円を追加し、１億 1,098万 9,000円にしようとするものでござい

ます。人件費の補正のほか、事業目９、簡易水道事業特別会計繰出金でございますが、内容につ

きましては簡易水道事業特別会計補正予算でご説明をさせていただきます。 

 26 ページにまいります。４目保健活動施設費、27 ページ、５目保健活動費、28 ページにまい

りまして、６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、２目農業総務費、29ページにま

いりまして、３目農業振興費、30ページにまいりまして、４目農業施設費、６目畜産施設費、31

ページ、７目和牛センター運営費、32ページにまいりまして、２項林業費、１目林業総務費、３

項水産業費、１目水産業総務費、33ページ、７款１項商工費、１目商工総務費、４目観光施設費、

34 ページにまいりまして、５目観光推進費、35 ページ、８款土木費、１項土木管理費、１目土

木総務費、２項道路橋りょう費、１目道路橋りょう総務費、36ページにまいりまして、３項河川
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費、３目排水機場管理費は、人件費のみの補正でございますので説明は省略いたします。 

 37ページ、４項都市計画費、１目都市計画総務費では 1,572 万 9,000円を減額し、６億 5,904

万 8,000 円にしようとするものでございます。人件費の補正のほか、事業目２、下水道事業特別

会計繰出金でございますが、内容につきましては、下水道事業特別会計補正予算でご説明いたし

ます。 

 ５項住宅費、１目住宅管理費、39 ページに参りまして、９款、１項消防費、２目災害対策費、

40 ページにまいりまして、10 款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、41 ページ、２項小学

校費、１目学校管理費、42ページにまいりまして、３項中学校費、１目学校管理費、43ページ、

４項社会教育費、１目社会教育総務費、２目公民館費、44ページにまいりまして、３目文化財保

護費、４目女性センターみらい費、45 ページ、５目図書館、46 ページにまいりまして、５項保

健体育費、１目保健体育総務費、２目体育施設費、47 ページ、３目乗馬施設費、48 ページにま

いりまして、６項、１目学校給食費は、人件費のみの補正でございます。説明は省略いたします。 

 以上で歳出の説明を終わります。 

 続きまして歳入の説明をいたします。一般７ページにお戻りください。２ 歳入でございます。

歳入につきましては、歳出の説明時におきまして、事業の充当特定財源としてご説明をいたしま

したので、詳細な説明は省略させていただきますので、後ほどごらんいただきたいと思います。

不足財源につきましては、一般８ページ、18款繰入金、１項１目１節基金繰入金において、財政

調整基金繰入金 4,000 万円を繰り入れしておりますし、10 款１項１目１節地方交付税で 158 万

4,000 円の減額で収支の調整を図ってございます。これらの財源につきましては、金額が確定次

第、次回以降の補正予算において精査をさせていただきますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

 以上で歳入の説明を終わります。一般４ページにお戻りください。第２表債務負担行為でござ

います。事項は、新ひだか町新築マイホーム取得応援ギフト発行事業に係る助成のための債務負

担行為でございます。期間は平成 30年度、限度額につきましては新ひだか町新築マイホーム取得

応援ギフト発行事業実施要綱に基づき、決定された金額でございます。本事業の概要でございま

すが、町内建設業者により、住宅の新築工事を行った者に対し、応援ギフトを発行により助成す

ることで、町内建設業者を含めた商工業の振興及び活性化と住民の居住水準の向上及び経済的負

担の軽減を図ることを目的としております。対象は、新ひだか町内に自ら所有し、居住する住宅

を町内業者によって平成 29年度から平成 30年度までの間に新築し、当該住宅に固定資産税が賦

課された方としてございます。要件でございますが、町税を滞納していないこと及び地方税法付

則第 15条の６または第 15条の７の規定により、固定資産税の減額の適用を受ける住宅であるこ

ととしてございます。応援ギフトの概要でございますが、対象となる住宅にかかる固定資産税の

減額に相当する額につきまして、３年間健康づくり商品券を発行するものでございます。本事業

の助成を受けるためには、住宅建築後、各年度の固定資産税を全額納付をした後に応援ギフトの

申請を行なっていただき、発行及び換金という取り扱いになりますので、早くとも平成 30年５月

以降に事業が動き出すことになりますが、平成 29年度中に新築住宅を検討されている方に対しま

して、本事業により町内業者を利用しての住宅新築を検討する要因があがるものと期待しており

ますことから、あらかじめ平成 30年度予算について、債務負担行為を設定するものでございまし

て、予算が議決された後、７月を目途に町広報などにより町民周知を進めていくこととしており
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ますので、ご理解をしていただきたいと思います。 

 以上で一般会計の補正予算の説明を終わります。 

○議長(細川勝弥君) 課長、ここで休憩したいと思いますけども。 

 暫時休憩いたします。午後１時再開いたします。 

          休憩 午前１１時３４分 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          再開 午後 １時００分 

○議長(細川勝弥君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 藤沢総務課長。 

          [総務課長 藤沢克彦君登壇] 

○総務課長(藤沢克彦君) それでは、次に議案第５号についてご説明をいたします。ブルーの間紙

の次をお開きください。 

 議案第５号は、平成 29年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(第２号)でございます。 

 平成 29年度新ひだか町の国民健康保険特別会計補正予算(第２号)は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 292

万 1,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 35 億 585 万 6,000 円にしようと

するものでございます。 

 第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表のとおりでございます。 

 それでは、歳出の事項別明細書よりご説明をいたします。国保７ページをお開きください。３ 

歳出でございます。１款家総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は人件費のみの補正でござ

います。説明は省略いたします。 

 ８ページをお開きください。10款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保

険税還付金では 264 万 6,000 円を追加し、564 万 6,000 円に。４目還付加算金では 16 万 4,000

円を追加し、21万 4,000円にしようとするものでございます。保険税還付金及び保険税還付加算

金の追加補正につきましては、過日の新聞報道等でご承知であると存じますが、厚生労働省から

後期高齢者医療保険料の軽減算定に用います所得の算定誤りが公表されまして、同様の軽減判定

を国民健康保険税の賦課でも用いることから調査を行ったところ、同様な事象があることが判明

いたしました。国民健康保険税の軽減判定に用いる所得の算定に当たりましては、青色申告の場

合、取得税法上の純損失とは異なり、青色事業者専従者給与を必要経費として算定しないため、

純損失に差が生じますが、確定申告上の繰越純損失をそのまま用いたため軽減判定に誤りが生じ

まして、国民健康保険税が正しく賦課されなかったことによるものでございます。このことを踏

まえまして、国民健康保険税の付加を見直したところ、国民健康保険税の還付が 53件、うち還付

加算金対象が 42 件でございます。追加徴収が、36 件発生することとなりましたことから、予算

を追加し、還付等を行うものでございます。 

 以上で歳出の説明を終わります。 

 国保５ページにお戻りください。２ 歳入でございます。１款、１目、１項国民健康保険税、

１目一般被保険者国民健康保険税では、126 万 3,000 円を追加し、６億 5,792 万 3,000 円にしよ

うとするものでございます。先ほど歳出でご説明しました軽減判定の誤りによる賦課の構成に伴
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う追加徴収分でございます。３款国庫支出金、２項国庫補助金、１目財政調整交付金では、154

万 7,000 円を追加し、１億 4,980 万 3,000 円にしようとするものでございます。普通調整交付金

154 万 7,000 円を追加しておりますが、補正予算の調整時において、国民健康保険税の当初賦課

が決定していなかったことから、不足財源の調整を財政調整交付金ではかってございます。 

 ６ページにまいります。８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金では 11万 1,000

円を追加し、２億 3,892万 2,000円にしようとするものでございます。繰出基準につきましては、

今回追加補正をいたしました職員給与費等の経費相当分を一般会計繰入金で措置したものでござ

います。なお、歳入予算につきましては、金額が確定次第、次回以降の補正予算において精査を

させていただきますのでご理解をお願いしたいと思います。 

 以上で国民健康保険特別会計補正予算の説明を終わります。 

 次に、議案第６号についてご説明をいたします。ピンクの間紙の次のページをお開きください。

議案第６号は、平成 29年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号)でございます。 

 平成 29年度新ひだか町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号)は次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 108

万 5,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億 1,134 万 2,000 円にしようと

するものでございます。 

 第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表のとおりでございます。 

 それでは歳出の事項別明細書よりご説明をいたします。高齢者６ページをお開きください。３ 

歳出でございます。３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金では、108 万

5,000円を追加し、231万 5,000円にしようとするものでございます。事業目１保険料還付金でご

ざいますが、国民健康保険特別会計補正予算でご説明いたしました軽減判定に用います所得の算

定誤りによる保険料還付及び還付加算金の追加でございまして、保険料の還付が 35件、還付加算

金 20件分を追加補正としてございます。 

 以上で歳出の説明を終わります。 

 １ページをお戻りいただいて、高齢者５ページをお開きください。２ 歳入でございます。１

款、１項後期高齢者医療保険料、２目普通徴収保険料では８万 1,000円を追加し、8,425万 9,000

円にしようとするものでございます。先ほど歳出でご説明いたしました軽減判定の誤りによる更

正に伴う追加徴収分７件でございます。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金では 100 万 4,000 円を追加し、9,804 万

5,000円にしようとするものでございます。その他繰入金 100万 4,000円の追加でございますが、

保険料等の還付金の財源につきましては、後期高齢者医療広域連合から納付金の還付を財源とす

べきでございますが、納付金の還付分は、本年度の納付金と相殺されることとなっており、現時

点で時期等が確定していないことから、早期に還付するため、一旦、一般会計繰入金で収支調整

を図ってございます。今後、次回以降の補正で精査・更正を行うこととしてございますのでご理

解をお願いしたいと思います。 

 以上で高齢者医療特別会計補正予算の説明を終わります。 

 次に、議案第７号についてご説明をいたします。黄色の間紙の次のページをお開きください。 

 議案第７号は、平成 29年度新ひだか町簡易水道事業特別会計補正予算(第１号)でございます。 
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 平成 29年度新ひだか町の簡易水道事業特別会計補正予算(第１号)は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 409

万 8,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億 9,075 万 7,000 円にしようと

するものでございます。 

 第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表のとおりでございます。 

 それでは、歳出の事項別明細書よりご説明をいたします。簡水６ページをお開きください。３ 

歳出でございます。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費でございますが、人件費のみ

の補正でございます。説明は省略をさせていただきます。 

 １ページお戻りいただき、簡水５ページをお開きください。２ 歳入でございます。今回の補

正予算の財源でございますが、初めに４款繰入金、１項他会計繰入金、１目、１節一般会計繰入

金につきまして、繰出基準分で留保していた 71万 3,000円を計上させていただき、不足財源分に

ついては水道使用料として、338 万 5,000 円で収支調整を図ってございます。これらの財源につ

きましては次回以降の補正予算において精査をさせていただき、補正をさせていただきますので、

ご理解いただきたいと思います。 

 以上で、簡易水道事業特別会計補正予算の説明を終わります。 

 次に議案第８号についてご説明をいたします。グリーンの間紙の次のページをお開きください。

議案第８号は、平成 29年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第１号)でございます。 

 平成 29年度新ひだか町の下水道事業特別会計補正予算(第１号)は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

1,278万 2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 15億 5,385万 2,000円にし

ようとするものでございます。 

 第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額が、第１表のとおりでございます。 

 それでは、歳出の事項別明細書よりご説明をいたします。下水道６ページをお開きください。

３ 歳出でございます。１款、１項下水道費、１目一般管理費、７ページにまいりまして、２目

施設管理費、３目下水道建設費はいずれも人件費の補正でございます。説明は省略をさせていた

だきます。 

 下水道５ページにお戻りください。２ 歳入でございます。今回の補正予算につきましては、

減額補正でございますので、一般会計繰入金のうち、繰出基準外分の減額で収支調整を図ってご

ざいます。最終的な財源調整につきましては、次回以降の補正予算において、各費目とも精査を

してまいりたいと思いますのでご理解いただきたいと思います。 

 以上で下水道事業特別会計補正予算の説明を終わります。 

 次に、議案第９号についてご説明をいたしますので、オレンジ色の間紙の次のページをお開き

ください。 

 議案第９号は、平成 29年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第１号)でございま

す。平成 29年度新ひだか町の介護サービス事業特別会計補正予算(第１号)は、次に定めるところ

による。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,439
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万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 14億 5,892万 2,000円にしようとするも

のでございます。 

 第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表のとおりでございます。 

 それでは、歳出の事項別明細書よりご説明をいたします。介サ７ページをお開きください。３ 

歳出でございます。１款、１項特別養護老人ホーム費、１目静寿園運営費、８ページにまいりま

して、２目蓬莱荘運営費、９ページ、２款、１項、１目老人保健施設費は、人件費のみの補正で

ございます。説明は省略いたします。なお、補正額の財源内訳の特定財源につきましては、いず

れの費目につきましても、サービス費収入を充当してございます。10ページにまいりまして、３

款、１項居宅介護サービス費、１目静内居宅介護サービス事業費については、目全体では補正が

ございませんが、経費の構成に移動がございます。人件費の精査のほか、一般会計補正予算でも

ご説明をさせていただきましたが、ケアプラン作成等を一般会計経費負担職員が実施しているこ

とから、サービス計画費の収入をその人件費に充当するため、一般会計繰出金を追加してござい

ます。 

 ２目みついし居宅介護サービス事業費、12ページにまいりまして、４款、１項訪問介護サービ

ス費、１目訪問介護サービス事業費、13ページ、１項通所介護サービス費、１目通所介護サービ

ス事業費につきましても、人件費の補正のみとなっておりますので説明は省略いたします。なお、

補正額の財源内訳の特定財源につきましては、いずれの費目もサービス費収入を充当してござい

ます。 

 以上で歳出の説明を終わります。 

 介サ５ページにお戻りください。２ 歳入でございます。今回の補正予算の財源につきまして

は、各事業目とも根幹となる収入であります介護給付費等収入を充当いたしましたが、それでも

なお財源不足が生じることとなり、ほかに財源が見込めないことから、介サ６ページになります

が、一般会計繰入金にて収支調整を図ってございます。 

 以上で介護サービス事業特別会計補正予算の説明を終わります。 

 これで私からの説明は終わりますが、議案第 10号及び 11号につきましては、担当課長及び事

務長よりそれぞれ説明がございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 野本上下水道課長。 

          [上下水道課長 野本武俊君登壇] 

○上下水道課長(野本武俊君) ただいま上程されました議案第 10 号 平成 29 年度新ひだか町水

道事業会計補正予算(第１号)についてご説明させていただきます。今回の補正につきましては、平

成 29年４月１日付人事異動等に伴う職員人件費の整理を行うもので、職員数につきましては変更

はございません。 

 第１条は、総則になりまして、平成 29年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第１号)は、次に

定めるところによります。 

 第２条は、収益的収入及び支出の補正になりまして、平成 29年度新ひだか町水道事業会計予算

(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するものです。第１款 水道事業

費用は 31万 1,000円を追加し、３億 8,502万円にしようとするもので、第１項営業費用に 31万

1,000を追加し、３億 3,605万 4,000円にしようとするものです。 
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 第３条は、収益的収入、資本的収入及び支出の補正になりまして、予算第４条本文括弧書きを

改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものです。資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額１億 5,913 万 2,000 円は、当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整

額 583万 9,000円、減債積立金 6,500万円、建設改良積立金 6,500万円及び過年度分損益勘定留

保資金 2,329万 3,000円で補てんするものです。第１款 資本的支出は、24万 2,000円を追加し、

３億 449 万 8,000 円にしようとするもので、第１項建設改良費に 24 万 2,000 円を追加して、２

億 334万 4,000円にしようとするものです。 

 第４条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正となりまして、予算第

７条に定めた経費の金額を次のとおり補正するもので、職員給与費に 71 万 1,000 円を追加し、

5,580 万 7,000 円にしようとするものです。恐れ入ります水道１ページをお開きください。平成

29年度新ひだか町水道事業会計予算実施計画にまいりますが、収益的収入及び支出及び次の水道

２ページ、資本的収入及び支出につきましては、次の水道３ページから５ページにかけての収益

的収入及び支出明細書及び資本的収入及び支出明細書にて説明いたします。それでは、水道３ペ

ージをお開きください。収益的収入及び支出明細書になります。第１款水道事業費用、第１項営

業費用、２目配水及び給水費及び３目総係費ですが、３ページから４ページにかけて、全節すべ

てにおいて人事異動等に伴う職員人件費の整理となりますので、説明は省略させていただきます。

次に、水道５ページをお開きください。資本的収入及び支出明細書でございます。第１款資本的

支出、第１項建設改良費、１目配水施設改良費でございますが、こちらも全節すべてにおいて、

人事異動等に伴う職員人件費の整理となりますので、説明は省略させていただきます。 

 次に、水道６ページから７ページの給与費明細書、水道８ページは、平成 29年度新ひだか町水

道事業予定キャッシュフロー計算書、水道９ページから 10ページは、平成 29年度新ひだか町水

道事業予定貸借対照表となりますので、お目通しのほどお願いいたしまして、説明を省略させて

いただきます。 

 以上で、平成 29年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第１号)の説明を終了いたします。ご審

議のほどよろしくお願いします。 

○議長(細川勝弥君) 米田町立静内病院事務長。 

          [町立静内病院事務長 米田一治君登壇] 

○町立静内病院事務長(米田一治君) ただいま上程されました議案第 11 号 平成 29 年度新ひだ

か町病院事業会計補正予算(第１号)につきましてご説明申し上げます。このたびの補正予算は、４

月１日付の人事異動などに対応する人件費の補正を中心としてございます。 

 第１条は、総則でございまして、平成 29 年度新ひだか町病院事業会計の補正予算(第１号)は、

次に定めるところによります。 

 第２条は、収益的収入及び支出の補正でございまして、平成 29年度新ひだか町病院事業会計予

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するものでございます。収入の

第１款 病院事業収益は、163万 2,000円を追加し、18億 7,395万 8,000円にしようとするもの

で、第１項静内医業収益は、522 万 4,000 円を追加し、９億 7,327 万 4,000 円に。第５項三石事

業収益は、359万 2,000円を減し、４億 247 万 3,000 円にしようとするものです。支出の第１款 

病院事業費用は 163万 2,000円を追加し、18億 7,395万 8,000円にしようとするもので、第１項

静内医業費用は、522 万 4,000 円を追加し、12 億 4,261 万 7,000 円に。第４項三石医業費用は、
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359万 2,000円を減し、５億 7,285万 1,000円にしようとするものでございます。 

 第３条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正でございまして、予算

第８条に定めた経費の金額を次のとおり補正するものでございます。(１)職員給与費は 128 万

6,000円を追加し、10億 7,142万 3,000円にしようとするものでございます。 

 それでは、収益的収入及び支出明細書でご説明申し上げますので、病院の２ページをお開き願

います。支出よりご説明申し上げます。１款病院事業費用、１項静内医業費用、１目給与費並び

に３目経費につきましては、人件費に係る補正でございまして、説明は省略をさせていただきま

す。４項三石医業費用、１目給与費並びに３目経費につきましても、人件費に係るものでござい

ますので、説明を省略させていただきます。 

 ２ページにお戻り願います。収入でございますが、１款病院事業収益につきまして、163万 2,000

円の追加でございまして、１項静内医業費用、１目入院収益は、103 万 2,000 円の追加で、こち

らは手術件数の増加によります入院単価の増を見込んでおり、２目外来収益は、419 万 2,000 円

の追加で、今年２月より診療を開始いたしました脳神経外科によります収益増を見込んだものを

計上してございます。５項三石医業収益、２目外来収益は 359万 2,000円の減額でございますが、

歳出予算の減額分につきまして、外来収益で収支調整を図ったものでございます。 

 以上で収益的収入及び支出明細書の説明を終了いたします。なお１ページは、予算実施計画書。

４ページは給与費明細書。５ページは、予定キャッシュフロー計算書。６ページから７ページに

つきましては、予定貸借対照表となっておりますが、お目通しをいただき説明のほうは省略をさ

せていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) これより一括質疑を行います。質疑ありませんか。 

 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) ４ページの債務負担行為についてお伺いいたします。まずは限度額で新ひ

だか町新築マイホーム取得応援ギフト発行事業実施要綱に基づき、決定された金額と書いてあり

ますけども、普通限度額というのは、私の経験では何百万とか何千万とか普通は書くんじゃない

ですか。これは白紙みたいなもので、フリーハンドじゃないですか。我々議会はどうやってこれ

を判断するんですか。そして、所管委員会には説明されているかもしれませんけども、この事業

実施要綱も私たち所管委員会以外にはわかりません。わからないのにこれで理解しろと言うんで

すか、町長。それともう一点、昨年度までは新築リフォーム助成事業と言うんですか。ちょっと

正確な名前はちょっと忘れましたけども、それは廃止しましたよね。今回似たような制度だと思

うんですけども、この関連がわからないんですよね。町長は一定の政策効果があったからやめた

みたいなことをおっしゃったんですけども、今度ここに出て来る理由がわからないんですよ。で

すから、昨年度の事業と今度の事業がどう違うから、こういう案が出てきたのか。違うから出て

きたんでしょう。でなかったら整合性つきませんから。それについてまず説明してください。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) 私のほうから債務負担行為の金額の限度額の関係についてちょっとお

話をさせいただきます。今、福嶋議員おっしゃいましたとおり、本来は限度額については、当然

金額で示すのが通常でございます。ですから、本来であれば金額を示すということが、正しいや

り方だと思うんですけども、実はこの要綱でする金額というのは、固定資産税の額が決定してか

らでないと金額が算定できません。それから、件数等も実際のところ、何件が出てくるかもわか
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りませんので、文章のほうで表現をさせていただいたところでございます。ただ、壇上でもご説

明をさせていただいたんですが、基本的に金額につきましては、固定資産税の減額の適用を受け

る住宅で、地方税法の不足の 15条の６及び 15条の７の規定の固定資産税の減額の２分の１以上

は支出できないというところが、基本的には１件当たりの限度額になりますので、それを文書で

表現をさせていただいて限度額を設定させていただいたものでございます。こういうものにつき

ましては、例は少ないんですけども、予算書の後ろに同じように債務負担行為の表がずっとつい

ていると思うんですけども、その中にも実は、言葉で表現をした限度額がございますので、今回

は件数、それから金額が確定しない部分がございましたので、文字で、文書ですか、文言で表現

をさせていただいたということですので、ご理解のほうをしていただきたいと思います。政策の

ほうについては、建設課のほうからご説明をさせていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 酒井建設課長。 

○建設課長(酒井 隆君) 債務負担行為に係る応援ギフトについて、２点目、経済常任委員会では

概要等を説明させていただく要綱等が示されないということでご質問でございます。それで、今

日、現在、まだ予算が整ってないということで、要綱は制定されておりません。その中で、先ほ

ど総務課長が説明したように目的、それから要件、それから内容等について説明させていただい

ておりますが、これを網羅したような形で要綱を制定する方向で進んでおります。それから、３

点目の昨年まで実施、昨年度まで実施していた新築リフォーム補助事業について、担当課として

は効果は経済的に町内にあった、そんな形の中で財源的に一般財源が全体を占めていたっていう

ことで、今回は規模を縮小しながらも、同じく経済効果が発揮できるであろう制度をこういう形

でちょっと形は変えますが取り組んでいきたいということで、今回上げさせていただいてます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13番(福嶋尚人君) 限度額は、一番、総務課長、そういう事例もあるよというけれど、普通は、

それならそれで良いのかもしれませんけど、ある程度の金額というのも載せてということはでき

ないのかどうか。ある程度の金額というのを載せて、限度額ですよ。載せることが出来ないと言

えば、それで構いませんけど。 

 それと、今の課長がおっしゃったことについては、私なかなか理解できない。どこが違うのか

と私聞いているんですから、それは町長の政策なんですからね、町長が政策としてやって来られ

ているわけですから、町長から先ほどの予算委員会でもかなりの議員の方から、リフォームの助

成金については認めるべきだとかということを言ったんですけども、町長側は、いやもう一定の

効果は終わったしとか云々で否定したわけですよ。それが何でここで出て来るのか金額とギフト

と確かに少し、多少違いますけども、趣旨としては同じでしょう、町長。それならば、その予算

委員会のときに、町の財政が厳しいけども、別の形でやりますとかって言えば良いんですよ。そ

れをあたかも冷たいような立場とっててですよ、町長、今さら出してくるなんて町長おかしいん

じゃないですか。 

○議長(細川勝弥君) 土井経済部長。 

○経済部長(土井 忍君) この件につきましては、３月の定例会の進藤議員の質問の中で、前年度

までやっておりました新築リフォームのほうについては一度立ち止まって考えてみたいというこ

とで、答弁はしておりました。その中で、それに何か変わるものを考えていきたいということで

答弁しておりまして、その後、建設協会等と協議しながら、この方策で何とか金額は少なくはな
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るけどもやっていきたいということで、役場内と建設協会のほうといろいろお話しながら進めて

いって、今回に至ったということで、今回の債務負担行為等要綱等について、進めてきたという

ことでご理解いただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) 限度額のお話について、私のほうからちょっとご説明をさせていただき

ます。福嶋議員おっしゃられるとおり、例えば 50件分の 10万で 5,000万とかという形で、予算

を計上する方法も一つございます。ただ、それでそうなりますと、固定資産税の評価額が建物に

よってばらばらになるということもありますし、固定資産税の額なのでありますし、実はこの減

額が適用なるのは居住するスペースの 120 平米部分までしか、減額というのは、この地方税法上

はできませんので、それによってもちょっと金額がばらばらになります。例えば税額が 10万円だ

とした場合について、２分の１になりますので５万円が、このギフト券の対象にはなるんですけ

ども、これは 120平米の住宅の固定資産税が 10万だったときには 10万円の２分の１ですか、５

万円となるんですけども、これが 150 平米だと、120 平米部分しか対象になりませんので、２割

減額になるものですから、８万円が減額の対象となりまして、その２分の１の４万円が、今度、

固定資産税の減額の金額になるものですから、そこでもまた差異が出てくるということもありま

すので、見込みで限度額を設定すると混乱する場合もあるのかなということもありまして、大変

こういう文言での表現というのは、福嶋議員おっしゃるとおり、白紙の委任状に判子を押すもの

と一緒だというのは、言われるのはそのとおりだと思うんですけれども、ただその今、要綱上の

こともあり、またそのどれだけの件数が出てくるかというのも、なかなかつかめない状況だった

ものですから、文言で表現をさせていただいたということですので、ご理解のほうしていただき

たいと思いますのでよろしくお願いします。億単位の金額には、単純に 30年度分ではならないと

は思ってますけども、そういう事情でございますのでご理解していただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) わかりました。３回目ですから、町長にご答弁していただきたいんですけ

ども、今、課長おっしゃったとおり５万か、６万程度の効果というんですか、固定資産税のリフ

ォーム資金でそれで前回までのリフォームですとか、新築では 200 万ぐらいですかね、限度額。

ちょっと記憶があれですけどね、それが何倍にも、経済効果で何倍にも町内を回ると。そういう

効果があるということで、確かやってきたはずですよ。それがわずかといったら悪いんですけど

も、５万円程度の減免で経済的効果というのは、私なかなか考えられないんですけども、町長は

これについて、経済的効果というのはどのように考えておられるんですか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) 前年度まで取り組んでまいりました住宅の新築リフォームの補助金、これは

大変活発に使われてきたということで、相当の私どもも一般財源を費やしてきたわけなんですけ

ど、当初予定の年数より延長しまして、やってきたこと、それから予算編成上のいろんな懸案の

こと等をいろいろ検討いたしまして、これを前年度までのものを辞めることにいたしました。そ

れで、その前にちょうど、今年のまだ寒いうちとかだったと思いますが、商工会また建設業界か

ら、引き続き制度を続けてやってほしいと。大変な経済効果があるということで、強い要請を受

けておりました。そこで、それでもやめさせていただくということなんですが、他に何か変わる

ことがということで、そういった要望側からの意向というものもありまして、こういった形で本
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当に金額的には、もう相当差があるんですが、地元の建築業者を使うと。あるいは建築関連業者

を使うということで、それが町のそういった関係業界の仕事の確保、またそれに連なるいろんな

業種への良い意味での拡散、こういったことになるということで、こういった政策をとったとい

うことですので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) ほかに質疑ありませんか。 

 14番、阿部君。 

○14番(阿部公一君) （マイクを通さず、聞き取れず） 

○議長(細川勝弥君) 阿部君、マイク。 

○14 番(阿部公一君) 予算書の８ページですけども、基金繰入金なんですが、例月出納検査の今

年の３月 31 日で、例月出納検査の財政調整基金７億何がしだったと思うんです。それで、29 の

当初予算で繰入を一般財調から４億 6,600 万ぐらいする予定になっているかと思うんですが、今

回この 4,000 万を入れると、これが議決されますから、その時点で実質的な現金が何ぼあるかっ

て話しじゃなくて、予算的にとらえた場合の残高、財調の残高が幾らになるのか、それと、もう

一つ29年度末の段階の予測の積み立て財調が１億5,000万くらいだったというふうにちょっと記

憶しているんですけども、その辺の数字の流れを教えてください。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) 財政調整基金の関係につきましては、例月出納検査の書類を見ていただ

いたんだと思うんですけども、それには７億 400万という数字が出ております。これのうち１億

7,383 万 4,000 円につきましては、北海道市町村備荒資金組合の納付金でございますので、財政

調整基金ところからは切り離して考えております。これを除きますと、５億 3,020 万ほどの残高

となります。これが、平成 27年度末の現在高とほぼ一致しているという状況になります。そこで、

28 年度中の予算で積み立てた額が 2,114 万 4,000 円ございます。それに平成 28 年度に繰入れし

た額、これが当初予算では３億 9,253 万 7,000 円を繰り入れるという予算で予算計上させていた

だいたんですけども、実繰入額は３億 5,000 万とさせていただきました。これによりまして、平

成 28年度末の現在高、これ５月 31日現在になるんですけども、これにつきましては２億 104万

9,000 円となってございます。で、今回、失礼いたしました。29 年度に財政調整基金に今積もう

としている予算が 1,300 万 9,000 円予算計上させていただいておりまして、当初予算では、財政

調整基金を繰り入れすることにはなっておりませんでしたが、今回の補正で 4,000 万円を繰り入

れすることとしましたので、平成 29 年度末の財政調整基金の残高見込みにつきましては、１億

7,400万程度となる見込みでございます。 

○議長(細川勝弥君) ほかに質疑ありませんか。 

 ４番、川端君。 

○４番(川端克美君) 常任委員会でも説明をいただいたことなんですけども、債務負担行為、今の

総務課長のご答弁と委員会での答弁がですね、答弁というか説明が若干違っているような気もし

ますので、そのあたりちょっと確認したいと思うんですけれども。これは 30年度１年間だけの措

置だということなのかということと、それと複数年を考えてるっていうようなお話もあったかと

思うんです。それで、固定資産税の２分の１減免で３年間、これは 30 年度分、29 年度に新築を

したところに対して、３年間分で２分の１を３年間分、こう商品券というんですか、それで支給

しますよということなんだろうというふうに思うんですけれども、そのことを１点確認したいの
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と、先ほど何千万にはならないというようなお話だったと思うんです。それで、限度額の文章表

現ということは、私も総務委員会のときに確認したところなんですけれども、これが過去の例え

ば 27年だとか 28年とかにおいて、これに相当する金額がどのぐらいだったのかということもち

ょっと説明をいただきたいと、そういうふうに思います。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) 過去に相当する額といたしましては、単年になりますけども 79万程度、

80 万ぐらいになる予定でございます。すみません、28 年度実績に置きかえてということですけ

ども、80 万程度になるということでございます。それと、30 年度１年にした理由でございます

けども、実はＰＲを 29年度中にしたいということがございまして、それで、実は 30年単年だけ

の期間とさせていただいております。それ以外につきましては、今、先ほど建設課長からもお話

がありましたけども、まだ実施要綱については、予算できていないというか、出来ていないとい

うか、案はできているんで、委員会等に説明した案はあるんですけども、まだ施行日だとか入っ

てない状態ですので、何とも言えないんですけど、先ほど川端議員おっしゃるとおり、３年間、

住宅の軽減が３年間ございますので、その３年間に合わせては助成はしたいなという考えは、ご

ざいます。今回、債務負担行為を起こしたのは、29年度から事業をスタートするというご案内を、

ご案内というかＰＲをしたいということで、基本的には、債務負担行為の期間を１年とさせてい

ただいているということと、それから申請につきましては、固定資産税を全納したときから初め

て申請を受けるという形をとらさせていただいてますので、あくまでも３年間助成を受けること

ができるんですけども、単年単年での申請となることから期間については単年の予算という形を

とらさせていただきますので、予算審議についても単年ごとに予算審議をしていただきたいとい

うこともございましたので、期間は１年とさせていただいたところでございます。 

○議長(細川勝弥君) よろしいですか。 

 ほかに質疑ありませんか。 

          [「なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。 

 議案第４号から議案第 11号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから、議案第４号 平成 29年度新ひだか町一般会計補正予算(第２号)を採決いたします。 

○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。よって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号 平成 29年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(第２号)を採決いた

します。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第６号 平成 29年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号)を採

決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号 平成 29年度 新ひだか町簡易水道事業特別会計補正予算(第１号)を採決い

たします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号は、原案のとおり可決されました。 

 これから議案第８号 平成 29年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第１号)を採決いた

します。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号 平成 29年度 新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第１号)を採

決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第９号は、原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第 10 号 平成 29 年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第１号)を採決いたし

ます。 

○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありません

か。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第 10号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第 11号 平成 29年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第１号)を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第 11号は、原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

          休憩 午後 １時５０分 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

          再開 午後 ３時０１分 

○議長(細川勝弥君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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   ◎議案第 12号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第４、議案第 12号 新ひだか町過疎地域自立促進のための固定資産税

の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 岩渕企画課長。 

          [企画課長 岩渕博司君登壇] 

○企画課長(岩渕博司君) ただいま上程されました議案第 12号についてご説明申し上げます。 

 議案第 12号は、新ひだか町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例の

一部を改正する条例でございまして新ひだか町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特

例に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。 

 １枚おめくりください。新ひだか町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例に関す

る条例の一部を改正する条例でございます。この条例は、市町村が独自に行う固定資産税の課税

免除のうち、過疎地域自立促進特別措置法いわゆる過疎法の規定に基づきまして、地方交付税に

おいて減収補てん措置を受けるために、その対象となる業種等を定めているものでありますが、

この度、その根拠規定である過疎法第 31条が改正されまして、減収補てんの対象業種が見直され

たことから、本条例上の対象業種もこれに連動して改正するものであります。 

 改正内容につきましては、新旧対照表でご説明いたしますので恐れ入りますが１枚おめくりく

ださい。条例第２条第１項の改正でございまして、同項で定めている課税免除の対象業種のうち、

現行の情報通信技術利用事業を農林水産物等販売業に改めるものでございます。これまで減収補

てん措置を受けて行う、課税免除の対象業種は、製造事業、情報通信技術利用事業、旅館業の３

業種でございましたが、国はコールセンターなどの企業誘致が全国的に進んでいない昨今の社会

条項等をかんがみ、情報通信技術利用事業を減収補てん措置の対象から外し、新たに農林水産物

等販売業を対象業種とする法改正を行ったことから、当町の条例も必然的にこれに連動するもの

でございます。農林水産物等販売業の範囲につきましては、条例上にも括弧書きで規定しており

ますが、町内において生産された農林水産物または当該農林水産物の原料もしくは材料として製

造、加工もしくは調理したものを店舗において、主に他の地域のものに販売することを目的とす

る事業ということで、地場産の農林水産物を活用した事業である限り、かなり広い範囲で適用に

なると思われますが、実際には減収補てん措置を講じる国の運用基準などに戻すこととなります。

なお、当町は課税免除を行う場合における適当・不適当の判断につきましては、別に定めており

ます新ひだか町企業立地促進条例に基づいて行うこととしておりますので、これら業種に該当す

るものであっても、企業立地促進条例に基づく支援対象に該当しない限り、町として支援は行わ

ないこととなります。したがいまして、今回新たに加わる農林水産物等販売業は、企業立地促進

条例で規定する基本的な支援業種にはなっておりませんので、廃校舎などの指定町有財産等を活

用する場合における特例的なケースに該当しない限り、支援対象にはできないものと考えてござ

います。恐れ入りますが、１枚お戻りください。この条例の施行期日でございますが、この条例

は公布の日から施行するものでございます。 

 以上、ご説明申し上げました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 18番、下川君。 
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○18 番(下川孝志君) ちょっとわからないので聞くんですが、農林水産物としたときに、主に他

の地域のものに販売する場合って限定する理由が私にはわからないんですね。地元のものにも販

売するし、他のものにも販売するということが出てくると思うんですが、地元のものに売ったら、

なぜ対象外になるんですか。 

○議長(細川勝弥君) 柴田企画課主幹。 

○企画課主幹(柴田 隆君) はい、今お尋ねの件でございますが、今回規定している文言につきま

しては、過疎法の規定に基づいて規定してございまして、一字一句変わらない内容になってござ

います。従いまして、今回、我々が町外のものに販売するということを政策的に決めたわけでは

なくて、法改正の中の文言どおりに今回規定させていただいたものでございまして、その趣旨と

国の運用基準、まだ細かく出ませんので、これが該当するしないというのは、まだ今お答えしに

くいところございますけども、基本的には地場産品を外にＰＲするという趣旨かと思われます。 

○議長(細川勝弥君)   13番  、下川君。 

○18 番(下川孝志君) 思われるんでなくて、国の法律に従うというのは、国はそれなりの趣旨が

ちゃんとあるという理解でもって、なおかつ今回も上程してるんでしょう。今の説明なら、町民

はわからないと思うな。だってその趣旨からしたら、当然地元のものを他のものに売るためとい

う意味はわかりますよ。当然、例えば町民からしたら原料であれ、そのものであれ、地元の人が

買いたいっていうケースだといっぱい出てきているじゃないですか。それが、仮に入ったらだめ

と言ったら、なぜって思うじゃないですか。ですから、私はそこを聞いているんですよ。なぜな

んですか。全然説明になってない。 

○議長(細川勝弥君) 柴田企画課主幹。 

○企画課主幹(柴田 隆君) 今企画課長のほうから壇上でもご説明を申し上げましたけども、実際

この農林水産物等販売業にどんな業種が当てはまるのかというところは、これから国の基準等を

詳細に確認しなければ、まだわからない部分が多々ございます。ただ現状、仮想の中でこういう

ものを減収補てんの対象にするということに明記されたものですから、当町条例も同じように今

は規定させていただくと。今、下川議員疑問の点につきましては、我々もまだすべてが把握でき

てない部分も正直ございますが、今後、事案が出てきたことにこれは減収補てんになるのかどう

かっていう確認は、国の基準等に照らし合わせながらやらせていただきたいと思っております。 

○議長(細川勝弥君)   13番  、下川君。 

○18 番(下川孝志君) 私はやはりこういう条例とか何かに制定するということは、例えば、新ひ

だか町でとれたメロンが地元でも売る、もしくは加工しても売るということが出てくることを想

定してつくるというのはわかりますけれども、何が該当するかわからないのに、ただ条例だけを

つくるというのは、ちょっと順序が違わないかと思うんですが。何か対象物が出てくる度に議会

にかけて、承認しなかったらできないということですか。 

○議長(細川勝弥君) 柴田企画課主幹。 

○企画課主幹(柴田 隆君) 最初からお話しますと、新ひだか町が企業立地に対する支援として、

今行なってる制度は別に定めております企業立地促進条例のほうに対象業種は決めてございます。

その中では、農林水産物等販売業は入っておりませんが、先ほど壇上でもご説明した廃校舎です

とか、今でいえばピュアですとか、そういう指定町有財産を活用するケースの中で、この農林水

産物販売業が該当になると判断した場合には、企業立地促進条例上の支援措置を講じます。それ
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には、雇用は３名以上ですとか、期投資が 2,000 万以上ですとか、明確に対象となる条件は規定

させていただいております。今回のこの条例につきましては、町が行う課税免除の中で、国によ

る減収補てん措置を受けられる業種を明確にするために定めてるものでございまして、その文言

は国の法律と同じ文言を、当然に規定させていただいているところでございます。お尋ねの何が

該当になるならないという部分につきましては、農林水産物等販売業と一口で申しましても、さ

まざまな形態があるかと思いますので、一つ一つ内容を見させていただきまして、国との基準等

を照らしながら、判断させていただきたいと思ってます。 

○議長(細川勝弥君) ほかに質疑ありませんか。 

          [「なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。 

 本案に対して討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

 これから、議案第 12号 新ひだか町過疎地域自立促進のための固定資産税の課税の特例に関す

る条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

よって、議案第 12号は、原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎議案第 13号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第５、議案第 13号 新ひだか町教育、保育施設の保育の認定等に関す

る条例及び新ひだか町地域保育施設条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 米田福祉課長。 

          [福祉課長 米田和哉君登壇] 

○福祉課長(米田和哉君) ただいま上程されました議案第 13号についてご説明申し上げます。議

案第 13号は、新ひだか町教育保育施設の保育の認定等に関する条例及び新ひだか町地域保育施設

条例の一部を改正する条例の制定でございまして、別紙のとおり制定しようとするものでござい

ます。 

 １枚おめくりください。新ひだか町教育保育施設の保育の認定等に関する条例及び新ひだか町

地域保育施設条例の一部を改正する条例でございます。今回の改正につきましては、平成 29年３

月 31 日に公布された国の子ども子育て支援法施行例の一部を改正する政令及び北海道の多子世

帯の保育料軽減支援事業実施要綱に基づき、一定条件の低所得者世帯、多子世帯等の経済的負担

の軽減を図るため、利用者負担の上限額に係る特例措置を拡充するよう、条例の一部を改正しよ

うとするものでございます。 

 それでは、改正の内容について説明してまいりますので、４ページをお開きいただき、条例改

正説明要旨をごらんください。まず、子ども子育て支援法施行例の一部改正に基づく、今回の改

正の第１項の(１)では、保育認定子どものうち市町村民税が非課税である階層、これを第２階層と

言いますが、この階層の世帯における第２子以降の保育料を、従来、第２子を半額、第３子以降

を無償としていたものを、第２子以降を無償とするものでございます。 
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 次に、(２)では、母子等在宅障がい児の世帯に係る特例措置でございます。１ページをお開きい

ただき、表をごらんいただきたいと思いますが、これは保育認定こどもに係る母子等在宅障がい

児部分の保育料の表を抜粋したものでございますが、第３階層及び第４階層のうち、市町村民税

所得割が７万 7,101 円未満の場合に係る保育料を別表第１中の表の上欄から下欄に。２ページを

お開きいただき、こちらの表は、教育認定子どもに係る母子等在宅障がい児部分の保育料の表を

抜粋したものでございますが、第３階層に係る保育料を別表第２中の表の上欄から下欄にそれぞ

れ改正するものでございます。恐れ入りますが、再び４ページをお開きいただき、説明要旨の第

２項でございますが、北海道の多子世帯の保育料軽減支援事業実施要綱に基づく改正となります

が、３歳未満の保育認定こどもについて、世帯の市町村民税の所得割額が 16万 9,000円未満であ

る場合は、まず第何子かを判断する子どもの年齢制限を撤廃し、現行では、第２子は半額、第３

子以降は無償としている保育料を第２子以降は無償とするものでございます。この改正により、

３歳未満の保育認定子どもにつきましては、世帯の市町村民税の所得割額が 16 万 9,000 円未満、

いわゆる第５階層までは、第１子の年齢にかかわらず、第２子以降が無償という取り扱いとなり

ます。今回の改正を本年４月１日現在の児童をベースにして、積算してみますと、利用者負担の

軽減額は650万7,000円と試算しておりますが、そのうち国の施行例に基づく軽減の負担割合は、

国が２分の１、道が４分の１、町が４分の１。北海道の要綱に基づく軽減の負担割合は、道が２

分の１、町が２分の１となっております。なお、新ひだか町地域保育施設条例におきましても、

同様の改正となるものでございますが、こちらは保育料の徴収をしておりませんので、現時点で

は、実質、利用者に対する軽減が生じるものではないことを申し添えます。３ページにお戻りい

ただきまして、附則でございますが、第１項は施行期日でございまして、この条例は公布の日か

ら施行し、第１条の規定による改正後の。新ひだか町教育保育施設の保育の認定に係る条例、以

下、新条例といいますが、この規定は平成 29 年４月１日から適用するものでございます。また、

第２項は経過措置でございますが、新条例の規定は、平成 29年４月１日以降に実施される保育に

係る保育料について適用し、同日前に実施された保育に係る保育料については、なお従前の例に

よるものでございます。 

 以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

○議長(細川勝弥君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

          [「なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。 

 本案に対して討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

 これから、議案第 13号 新ひだか町教育保育施設の保育の認定等に関する条例及び新ひだか町

地域保育施設条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第 13号は、原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎議案第 14号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第６、議案第 14号 新ひだか町特定教育保育施設及び特定地域型保育



 

 - 37 - 

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 米田福祉課長。 

          [福祉課長 米田和哉君登壇] 

○福祉課長(米田和哉君) ただいま上程されました議案第 14号についてご説明申し上げます。議

案第 14号は、新ひだか町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定でございまして、別紙のとおり制定しようとするものでござい

ます。 

 １枚おめくりをください。新ひだか町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例でございます。今回の改正につきましては、平成 29

年３月 31 日に公布された特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準及び子

ども子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令に基づき、小学校就学前子どもの保護者等

に対する支給認定証の交付を任意化するため、条例の一部を改正しようとするものでございます。

それでは、改正の内容についてご説明してまいりますので、２ページをお開きいただき、新旧対

照表をごらんください。まず、子ども子育て支援法第 20条により、小学校就学前の子供の保護者

が子どものための教育・保育の給付を受けようとするときには、市町村に対して、その給付の資

格と区分の認定を申請し、市町村はそれらの申請から保育を必要料などを記載した支給認定証を

発行することが義務づけられておりました。こうして支給認定書を受け取った保護者は、保育施

設等に認定書を提示し、また、施設側はその内容を確認する義務がありました。しかし、今回の

改正では、それが認可され保育施設とは必要に応じて確認するものとし、さらに保護者が市町村

から支給認定証の交付を受けていない場合は、市町村が交付する子ども子育て支援法施行規則第

７条第２項に規定されております利用者負担額の数値に区分や有効期限、保育の必要料などをあ

わせて通知することで、支給認定証を省略することができるようになるものでございます。この

改正により、保護者にとって支給認定証の紛失、認定項目や認定事由などの変更のたびに市町村

に対して、支給認定証の更新の申請しなければならないといった煩わしさが解消されるもので、

改正する条文はそれに沿った文言の追加でございます。 

 １ページにお戻りいただきまして、附則でございますが、この条例は公布の日から施行するも

のでございます。 

 以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

          [「なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 

 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから、議案第 14号 新ひだか町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第 14号は、原案のとおり可決されました。 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎議案第 15号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第７、議案第 15号 町道の路線認定及び廃止についてを議題といたし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。 

 酒井建設課長。 

          [建設課長 酒井 隆君登壇] 

○建設課長(酒井 隆君) ただいま上程されました議案第 15号について説明させていただきます。

議案第 15号 町道の路線認定及び廃止についてでございます。道路法第８条第２項及び第 10条、

第３項の規定により別紙のとおり町道の路線を認定及び廃止しようとするものでございます。 

 １枚おめくりください。路線の認定及び廃止の路線の整理番号などを記載しております。今回

の路線の認定及び廃止は、過去１路線であります。路線の説明でありますが、上段の表は、路線

の認定でありまして、整理番号 308 番、路線名は神森 24 号線、起点は静内神森 62 番５地先で、

終点が静内神森 248番１地先となっております。この路線は、現在認定されております区間を延

伸し、終点の変更をしたく認定を上程するものであります。また、下段の表は路線の廃止になり

ますが、路線を延伸し、終点を変更するため、現在、認定されております区間を廃止するもので

す。整理番号、路線名、起点は認定と同じく、終点が静内神森 65番５地先となっております。 

 １枚おめくりください。議案第 15号参考資料１となります。上段の表は、路線の認定で整理番

号 307 番、路線名 神森 24 号線、総延長は 141.5 メートル、幅員は 8.0 メートル、乗用延長は

8.0メートル、未供用延長及び橋りょうはありません。また、下段の表は路線の廃止で、整理番号、

路線名は認定と同じく、総延長は 63.7メートル、幅員重用延長は認定と同じく、未供用延長及び

橋りょうはありません。 

 １枚おめくりください。議案第 15 号参考資料２となります。整理番号 307 番、路線名 神森

24号線の認定位置図となります。位置図の中央右側にあります丸印を起点とし、矢印を終点とし

て表示しております。この場所は、道道平取静内線の静内第３中学校の交差点を過ぎ、建設会社

の資材置き場の向かい側に位置するもので、道道交差部を視点とし、終点は町道神森 23号線に接

続される形になります。なお、敷地は、地権者からの寄附によるものです。 

 １枚おめくりください。議案第 15号参考資料３となります。路線の廃止に係る位置図となりま

す。路線の認定で説明しました場所と同じになりますので、説明は省略させていただきます。 

 以上、議案第 15号の説明となります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

          [「なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。 

 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから議案第 15号 町道の路線認定及び廃止についてを採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第 15号は、原案のとおり可決されました。 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎議会案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第８、議会案第１号 新ひだか町議会議員の定数を定める条例の一部を

改正する条例制定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 ７番、進藤君。 

          [７番 進藤 猛君登壇] 

○７番(進藤 猛君) ただいま上程をされました議会案第１号についてご説明をさせていただき

ます。 

 

 新ひだか町議会議長 細 川 勝 弥 様 

                      提出者 新ひだか町議会議員 進 藤   猛 

                      賛成者  同     上  福 嶋 尚 人 

                      賛成者  同     上  志 田   力 

                      賛成者  同     上  畑 端 憲 行 

                      賛成者  同     上  池 田 一 也 

             賛成者  同     上  築 紫 文 一 

   議案の提出について 

 次の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条第２項の規定により提

出します。 

                    記 

１ 件 名 

  議会案第１号 新ひだか町議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例制定について 

 提案理由 

 本町の議員定数のあり方については、平成２６年９月から議会運営委員会において鋭意検討を

行い、鋭意検討を行い、その間、町民の皆様方からのご意見募集、さらには本年４月の全員協議

会を経て、本町及び道内の同規模の市町村における議員定数の推移及び見直し状況、その他地方

を取り巻く状況を踏まえて当議会においてふさわしい適正な教員定数について、検討を行ってき

ました。その結果、議員定数を現在の 20 人から４名を削減し、16 名に改めることとし、本条例

を提出するものです。 

 １枚おめくりいただきたいと思います。 

 新ひだか町議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例でございます。 

 改正内容につきましては、提案理由でただいま説明したとおりですので省略をさせていきます。 

 附則でございます。この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用するものでござ

います。 

 以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどをよろしくお願いをいたします。 

○議長(細川勝弥君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

          [「なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。 
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 本案に対して討論の通告がありますので、討論を行います。 

 次に、原案に反対者の発言を許します。 

 20番、川合君。 

          [20番 川合 清君登壇] 

○20 番(川合 清君) 議案第１号 新ひだか町議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条

例制定について、反対討論をいたします。 

 地方議会議のなり手がないという無競争、定数割れの問題が社会問題になっています。他方、

若い人や女性が立候補し、新しいまちづくりについて、大きな影響を与えていると、こういう事

例も萌芽的に生まれてきています。地方自治の原点は、多様な意見を真剣に議論するところにあ

ります。今、政府は、地方創生と言いながら、地方切り捨ての政策を進めている。こういうとき

に、まちづくりに情熱を持って、取り組もうという若い人たちのハードルを引き上げることにつ

ながる教員定数の削減については、到底賛成することはできません。今、私たちの町にとっては、

町議会が多様な意見を闘わせ、押し寄せてくる困難を跳ね返す道を模索することです。定数削減

は、この道に逆行します。 

 もう一つの問題は、こうした難しい時代に議会が行政に対する監視、チェックする機能が弱ま

っていることです。町長の提案になんでも賛成では、町民の議会に対する期待は生まれません。

私は、議会の権能を高めるために努力を続ける議会改革、若い人や女性が活発に議論する議会を

目指していきます。 

 以上、議会案第１号に対する反対討論といたします。議員の皆さんのご賛同よろしくお願いい

たします。 

○議長(細川勝弥君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

 13番、福嶋君。 

          [13番 福嶋尚人君壇] 

○13 番(福嶋尚人君) 議会案第１号の新ひだか町議会議員の定数を定める条例の一部を改正する

条例制定について、賛成の立場から賛成討論を行います。先ほど、進藤猛議員が説明されたよう

に、この改正案は現行の 20 名の議員定数を減らして、16 名にしようとするもので、この改正案

提出に至る経緯を述べたいと思います。この議員定数の問題については、議会改革の一つのテー

マとして、これまで、議会運営委員会で議論されてきました。議会運営委員会では、定数は削減

か現状維持かにつきまして、さまざまな議論及び調査をしてきましたが、定数は現状維持と 18

名及び 16名の三つの考え方に分かれました。そのため、議会運営委員会では、定数の現状維持か

または削減を決めるだけで、もし削減となった場合には、具体的な 18名か 16名かは、議員の全

員協議会で協議・調整をすることとし、その多数をもって議会運営委員会の協議の結果とし、６

月定例議会に条例改正案を提出することで、全員一致の議会運営委員会で協議をいたしました。

その協議の結果、議会運営委員会としては、議員定数の削減をするという会派が多数を得ました。

このことにより、全員協議会には 18名か 16名のいずれかの採決をすることになり、議員定数の

現状維持案は、全員協議会に上程されないことになりました。しかし、共産党会派は、全員協議

会において上程していない議員定数 20名を主張するということだけでなく、今回の条例案の一部

改正案にも反対するということを、議会運営委員会で主張いたしました。議会運営委員会も共産

党を除く、すべての会派は、この共産党の主張は議会運営委員会の協議の結果に反するものであ
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り、反対討論をすべきではないと一致いたしましたが、共産党は、共産党会派は、あくまでも反

対討論をすることと主張いたしました。しかし、このように全国町村議会議長会の発行する議員

必携の議会運営に関する基準 141 条には、議会運営委員会の協議の結果については、議員はこれ

を遵守すると規定してきております。またその解釈として、議会運営委員会の協議結果について

は、議員はこれを遵守することが当然であると説明をされております。また、新ひだか町議会運

営基準 142条においても、議会運営委員会の協議の結果については、議員はこれを遵守すると規

定しています。このように、共産党会派は、議員定数削減反対の主張を通すために、これまで議

会運営委員会が、議会改革の一つとして、協議したことを遵守しないことは、議会運営ルールを

無視するものであります。 

 以上の理由により、議会改革の一つのテーマとしての議員定数の削減をする条例案に賛成する

ものであります。以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

          [何事か言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 以上で討論を終結いたします。 

 これから、議会案第１号 新ひだか町議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例制定

についてを採決いたします。この採決は起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

          [起立する者多数あり] 

○議長(細川勝弥君) 着席ください。起立多数であります。 

 よって、議会案第１号は、原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎議会案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第９、議会案第２号 新ひだか町議会会議規則の一部を改正する規則制

定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 ７番、進藤君。 

          [７番 進藤 猛君登壇] 

○７番(進藤 猛君) ただいま上程をされました議会案第２号についてご説明をさせていただき

ます。 

 新ひだか町議会議長 細 川 勝 弥 様 

                      提出者 新ひだか町議会議員 進 藤   猛 

             賛成者  同     上  福 嶋 尚 人 

             賛成者  同     上  志 田   力 

             賛成者  同     上  畑 端 憲 行 

             賛成者  同     上  池 田 一 也 

             賛成者  同     上  築 紫 文 一 

             賛成者  同     上  川 合   清 

   議案の提出について 

 次の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第２項の規定により提出します。 

                    記 
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 １ 件 名 

  議会案第２号 新ひだか町議会会議規則の一部を改正する規則制定について 

 提案理由 

 表決における各議員の賛否結果については、既にこれまで議会広報、ホームページで公開をし

ていることから、議案の運用に合わせ関連条項の一部を整備するものです。 

 この点について、会議規則の一部を改正するため、本案を提出するものです。 

 改正内容につきましては、新旧対照表でご説明をさせていただきますので、第 81条第２項を３

項とし、第２項として、議長は、起立者の氏名を会議録に記録をし、会議規則の表決結果を公表

するを加えようとするものであります。 

 附則でございますが、この規則は公布の日から執行しようとするものでございます。 

 以上で説明とさせていただきます。ご審議のほどをよろしくお願いを申し上げます。 

○議長(細川勝弥君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

          [「なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。 

 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから、議会案第２号 新ひだか町議会会議規則の一部を改正する規則制定についてを採決

いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、議会案第２号は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎議会案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第 10、議会案第３号 新ひだか町議会傍聴規則の一部を改正する規則

制定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 ７番、進藤君。 

          [７番 進藤 猛君登壇] 

○７番(進藤 猛君) ただいま上程されました議会案第３号についてご説明をさせていただきま

す。 

 新ひだか町議会議長 細 川 勝 弥 様 

                      提出者 新ひだか町議会議員 進 藤   猛 

             賛成者  同     上  福 嶋 尚 人 

             賛成者  同     上  志 田   力 

             賛成者  同     上  畑 端 憲 行 

             賛成者  同     上  池 田 一 也 

             賛成者  同     上  築 紫 文 一 

             賛成者  同     上  川 合   清 

   議案の提出について 
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 次の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第２項の規定により提出します。 

                    記 

１ 件 名 

  議会案第３号 新ひだか町議会傍聴規則の一部を改正する規則制定について 

 提案理由 

 現行の規則は、全国町村等「標準議会傍聴規則」に準拠しており、近年の動向として「プライ

バシー保護」の観点から、傍聴手続等の簡素化に取り組んでいる自治体も多く、当議会において

も、現前は所定の受付簿（連名式）に住所、氏名、年齢の記入をしていただいておりますが、年

齢記入を不要とするほか、連名式の受付簿を単票の受付票に様式を改めるなど、傍聴者のプライ

バシー保護予算を図るための対策を講じようとするものであります。 

 改正内容につきましては、ただいまご説明させていただきましたので、省略をさせていただき

たいと思います。 

 附則ですが、この規則は公布の日から施行しようとするものでございます。 

 以上、説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 

○議長(細川勝弥君) これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

          [「なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。 

 本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから、議会案第３号 新ひだか町議会傍聴規則の一部を改正する規則制定についてを採決

いたします。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、議会案第３号は、原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎意見書案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第 11、意見書案第５号 ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求め

る意見書についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 11番、建部君。 

          [11番 建部和代君登壇] 

○11番(建部和代君) 

   新ひだか町議会議長 細 川 勝 弥  様 

                     提出者 新ひだか町議会議員  建 部 和 代 

                     賛成者  同     上   池 田 一 也 

   議案の提出について 

 次の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により提出します。 

                    記 

１ 件  名 
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 （意見書案第５号） 

    ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求める意見書について 

 提案理由 

 昨年に成立した「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」の附帯決議では、ギャン

ブル等依存症実態把握の体制整備や依存症患者の相談体制などの強化を政府に求めています。 

 そこで、ギャンブル等依存症対策基本法の制定などの抜本的強化に取り組むことを強く求める

ため意見書を提出いたします。 

 提出先   衆議院議長 

       参議院議長  各 通 

       内閣総理大臣 

       内閣官房長官 

 なお、本文の朗読については省略をさせていただきます。 

 以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出いたします。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 

○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。本案は、質疑討論を省略し、原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

          [「異議あり」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議ありの発言がありましたので、起立採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

          [起立する者多数あり] 

○議長(細川勝弥君) 着席ください。起立多数であります。 

 よって、意見書案第５号は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎意見書案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第 12、意見書案第６号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２

への復元、教職員の超勤解消と「３０人以下学級」の実現、「子どもの貧困」解消など教育予算確

保・拡充と就学保障に向けた意見書についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 ８番、白尾君。 

          [８番 白尾卓人君登壇] 

○８番(白尾卓人君) 

                     提出者 新ひだか町議会議員  白 尾 卓 人 

                     賛成者  同     上   進 藤   猛 

   議案の提出について 

 次の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により提出します。 

                    記 

１ 件  名 

 （意見書案第６号） 

    義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、教職員の超勤解消と「３０人以
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下学級」の実現、「子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充と就学保障に向けた意見書につい

て 

 提案理由 

 子ども一人当たりの教育支出における私費負担率は依然として高い水準にあります。このこと

は、日本の教育にかかわる公的支出の貧困さを証明するものです。また、厚労省から発表された

２０１２年度の国民生活基礎調査によると、子どもの貧困率は１６．３％と約６人に１人、ひと

り親家庭にいたっては５４．６％と２人に１人以上となっています。 

 国においては、義務教育費無償、義務教育費国庫負担制度の堅持、当面負担率１／２への復元

など、教育予算の確保・拡充、就学保障の充実をはかるよう意見書を提出するものです。 

 提出先   衆議院議長 

       参議院議長 

       内閣総理大臣 

       総務大臣  各 通 

       財務大臣 

       文部科学大臣 

       内閣府特命大臣(地方創生) 

 以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出す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(細川勝弥君) お諮りいたします。本案は、質疑討論を省略し、原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第６号は、原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎意見書案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第 13、意見書案第７号 地方財政の充実・強化を求める意見書につい

てを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 ８番、白尾君。 

          [８番 白尾卓人君登壇] 

   新ひだか町議会議長 細 川 勝 弥  様 

                     提出者 新ひだか町議会議員  白 尾 卓 人 

                     賛成者  同     上   進 藤   猛 

   議案の提出について 

 次の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により提出します。 

                    記 

１ 件  名 

 （意見書案第７号） 

    地方財政の充実・強化を求める意見書について 
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 提案理由 

 地方自治体は、子育て支援、医療、介護などの社会保障、被災地の復興、環境対策、地域交通

の維持など、果たす役割が拡大するなかで、人口減少対策を含む地方版総合戦略の策定など、新

たな政策課題に直面しております。 

 人材が減少するなかで、新たなニーズの対応が困難となっており、公共サービスを担う人材確

保を進めるため、これに見合う地方財政の確立をめざす必要がありますが、社会保障と地方財政

の歳出削減にむけた議論が進められています。 

 財政再建目標を達成するためだけに、不可欠なサービスが削減されれば、本末転倒であり、国

民生活と地域経済に疲弊をもたらすことは明らかです。 

 ２０１７年度の政府予算、地方財政の検討にあたっては、人的サービスとしての社会保障予算

の充実、地方財政の確立をめざすことが必要であることから意見書を提出するものです。 

 提出先   衆議院議長 

       参議院議長 

       内閣総理大臣 

       内閣官房長官  各 通 

       総務大臣 

       財務大臣 

       内閣府特命担当大臣（経済財政政策）  

       経済産業大臣 

       内閣府特命担当大臣（地方創生）  

 なお、本文の朗読につきましては、省略させていただきます。 

 以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出するものでございます。ご審議のほどよろ

しくお願いします。 

○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。本案は、質疑討論を省略し、原案のとり決定することに

ご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第７号は、原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎意見書案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第 14、意見書案第８号 核兵器禁止条例の交渉会議に参加し、条約実

現に真剣に努力するよう求める意見書についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 19番、谷君。 

          [19番 谷 園子君登壇] 

○19番(谷 園子君) 

   新ひだか町議会議長 細 川 勝 弥  様 

                     提出者 新ひだか町議会議員  谷   園 子 

                     賛成者  同     上   川 合   清 
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   議案の提出について 

 次の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により提出します。 

                    記 

１ 件  名 

 （意見書案第８号） 

    核兵器禁止条約の交渉会議に参加し、条約実現に真剣に努力するよう 

求める意見書について 

 提案理由 

 昨年１２月、国連総会の全体会合で、核兵器禁止条約について交渉する国連の会議を２０１７

年に招集する決定が採択されました。 

 交渉会議は第１会期が３月に開会され、その後、条約草案も公表され、第２会期も開かれよう

としています。 

 ところが、日本政府は核保有国と同調し、核兵器禁止・廃絶の国民・被爆者のねがい、世界の

世論に背を向け、核兵器廃絶に「反対」「棄権」の態度をとりつづけています。 

 人類で唯一の被爆国の政府として、国連の交渉会議に参加し、核兵器禁止・廃絶のために真剣

に努力することを求めて意見書を提出しようとするものです。 

 提出先   衆議院議長 

       参議院議長  各 通 

       内閣総理大臣 

       外務大臣 

 なお、本文の朗読は省略させていただきます。 

 以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出します。ご審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。本案は、質疑討論を省略し、原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

          [「異議あり」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議ありの発言がありましたので、起立採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

          [起立する者少数] 

○議長(細川勝弥君) 着席ください。起立少数であります。 

 よって、意見書案第８号は、否決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎意見書案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第 15、意見書案第９号 オスプレイ飛行訓練の中止等を求める意見書

についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 19番、谷君。 

          [19番 谷 園子君登壇] 

○19番(谷 園子君) 
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   新ひだか町議会議長 細 川 勝 弥  様 

                     提出者 新ひだか町議会議員  谷   園 子 

                     賛成者  同     上   川 合   清 

   議案の提出について 

 次の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により提出します。 

                    記 

１ 件  名 

 （意見書案第９号） 

    オスプレイ飛行訓練の中止等を求める意見書について 

 提案理由 

 今年８月の陸上自衛隊矢臼別演習場で実施予定の日米共同訓練に、垂直離着陸機ＭＶ２２オス

プレイが参加すること、また、同機を使用した訓練場所として北海道大演習場も候補地として検

討されていると報道されている。 

 オスプレイの構造的欠陥と危険性は従来より指摘されており、オスプレイの道内訓練は墜落の

危険にとどまらず、騒音や振動への被害・不安も広がり、道民の安全を脅かすものであり容認で

きない。 

 よって、オスプレイ飛行訓練の中止等を求める意見書を提出するものである。 

 提出先   衆議院議長 

       参議院議長 

       内閣総理大臣 

       防衛大臣  各 通 

       外務大臣 

       総務大臣 

 なお、本文の朗読は省略させていただきます。 

 以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出します。ご審議のほどよろしくお願いしま

す。 

○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。本案は、質疑討論を省略し、原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

          [「異議あり」という人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議ありの発言がありましたので、起立採決を行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

          [起立するもの少数] 

○議長(細川勝弥君) 着席ください。失礼しました。もとへ、起立少数であります。 

 よって、意見書案第９号は、否決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎意見書案第 10号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第 16、意見書案第 10号 安全、安心の医療、介護の実現と夜勤交替制

労働の改善を求める意見書についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 
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 20番、川合君。 

          [20番 川合 清君登壇] 

○20番(川合 清君) 

 

   新ひだか町議会議長 細 川 勝 弥  様 

                     提出者 新ひだか町議会議員  川 合   清 

                     賛成者  同     上   谷   園 子 

   議案の提出について 

 次の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により提出します。 

                    記 

１ 件  名 

 （意見書案第１０号） 

    安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書について 

 提案理由 

 医療や介護の現場は、慢性的な人手不足のため、働き続けることが困難な状況です。１６時間

を超える長時間夜勤や休息もできない短い勤務間隔、介護施設などでの一人夜勤など、労働者の

健康だけでなく、患者・利用者の安全と尊厳が脅かされる実態があります。労働時間規制を含め

た実効ある対策が緊急の課題であり、２００７年の国会決議（夜勤の看護職員配置基準や日数）

の早期実現、ＩＬＯ看護職員条約・勧告、ＥＵ労働時間指令等の国際基準に照らした改善を強く

求めるものです。 

 提出先   衆議院議長 

       参議院議長 

       内閣総理大臣  各 通 

       厚生労働大臣 

       財務大臣 

       文部科学大臣 

       総務大臣 

 本文の朗読は省略させていただきます。よろしくご審議お願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。本案は、質疑討論を省略し、原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

          [「なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第 10号は、原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎意見書案第 11号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第 17、意見書案第 11号 介護保険制度の見直しを求める意見書につい

てを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 20番、川合君。 
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          [20番 川合 清君登壇] 

○20番(川合 清君) 

   新ひだか町議会議長 細 川 勝 弥  様 

                     提出者 新ひだか町議会議員  川 合   清 

                     賛成者  同     上   谷   園 子 

   議案の提出について 

 次の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により提出します。 

                    記 

１ 件  名 

 （意見書案第１１号） 

    介護保険制度の見直しを求める意見書について 

 提案理由 

 現在、政府内で進めている介護保険制度の見直しの検討には、ヘルパーの生活援助や福祉用具

サービスを自己負担に切り替える、利用料２割負担の対象者を拡大する、要介護１、２の通所介

護を市町村が実施する総合事業に移すなど、さらなる給付の削減・負担増を図る内容が盛り込ま

れています。 

 サービスの削減、負担増一辺倒の見直しでは高齢者の生活を守り、支えることはできません。

これから高齢化が一層進展していく中、行き届いた介護が保障される制度への転換と、介護を担

う職員が自らの専門性を発揮し、誇りをもって働き続けられる条件整備を一刻も早く実現するこ

とを求めるものです。 

 提出先   衆議院議長 

       参議院議長 

       内閣総理大臣  各 通 

       厚生労働大臣 

       財務大臣 

       文部科学大臣 

       総務大臣 

 なお、本文の読み上げは省略させていただきます。よろしくご審議お願いします。 

○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。本案は、質疑討論を省略し、原案のとおり決定すること

にご異議ありませんか。 

          [「なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第 11号は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎議員の派遣 

○議長(細川勝弥君) 日程第 18、議員の派遣についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本件については、会議規則第 129条第１項の規定により、お手元に配付の

とおり承認することにご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 
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○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認することに決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について 

○議長(細川勝弥君) 日程第 19、委員会の閉会中の継続審査及び継続事務調査についてを議題と

いたします。 

 各常任委員長、議会運営委員長及び特別委員長から委員会で審査及び調査中の事件については、

会議規則第 75条の規定によって、お手元に配付の申出書のとおり、閉会中の継続審査及び継続事

務調査の申し出があります。 

 お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び継続事務調査とす

ることにご異議ありませんか。 

          [「異議なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 異議なしと認めます。 

 よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることに決定

いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎行政報告に対する質疑 

○議長(細川勝弥君) これから行政報告に対する質疑を行います。 

 報告事項のみについて質疑願います。 

 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) はい。入札でいつも聞いているので、管財課長から答弁は大体予想できま

すので、町長にお伺いしたいと思います。それで、まず５ページの工場名 高砂町 16号線の舗装

工事、ぱっと見たときに最低制限価格ぴったりが４社、計算が間違ったのかどうかわからないん

ですけど、１社だけ 100円単位、見逃したらしらんけど、自実質的に同じなんで、実質的には５

社。それで、町長は、入札執行責任者ですからちょっとお伺いしたいんですけど、管財課長から

答弁されるの、いつも聞いているのでわかっています。それで、見た瞬間、こんなに簡単に最低

制限価格ってわかるのかなって、私、感想を受けるんですよね。いくら積算ソフトがあると言い

ながら、全部が積算単価基準って出るはずじゃないと思うんですよ。業者独自の積算単価見積も

りというんですか、それを入れて積算ソフトに入力しない限りわからないと思うんです。私の理

解では。全部、道単価とか、積算基準が公表されて、それで積算ソフトをいれるのは、それは全

部びたっといきますよ。そういうことはふつう考えられないです。どこかでは業者が独自に、自

分たちで積算計算して、積算ソフトに入れなきゃならないんですから。ですから、このようにな

るのは、私はちょっと不思議だと思うんで、町長のご感想をお伺いしたいと思います。 

 あと、もう一つ、７ページの三石庁舎と三石図書館の入札で、シズナイロゴスは、地元静内の

業者ですね。日本通運苫小牧支店は、これは本店ではありません。すみません。それで、土木と

か建築の建設業については、町長いつもおっしゃるとおり、地元モンロー主義でやってますね。

それはわかります。ですが、これは支店を入れるということは、地元モンロー主義には外れるよ

うな気がする。土木とか建築のときには地元モンロー主義とおっしゃいながら、これは、土木建

築ではありませんけども、なぜこの地元でない苫小牧支店を入れなきゃならんのか。これについ
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て、地元モンロー主義という観点から町長に、お考えを伺いたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 本庄副町長。 

○副町長(本庄康浩君) ちょっとロゴスのほうのこともありますので、私んほうからご答弁申し上

げますが、まず１点目の高砂３丁目、これは 16号線の話は、総務常任委員会でもご質問いただき

ました。それで、そのときの回答としては通常、見積もりのはいる３者見積りやなんかが入る場

合は、なかなかこういうふうにびたっとは出ないようですけれども、今回の本件の場合、そうい

う見積もりもなかったということで、ある程度容易に積算できるということでございますので、

入れた方の気持ちはいつも申し上げてるようにわかりませんけれども、私どもがいれるわけであ

りませんから、業者さんが入れるので、入れた価格についてはあれですけども、積算は割と容易

な工事であったということでございます。 

 それから、７ページのほうのシズナイロゴスの話でございますけど、シズナイロゴスは、現在、

本店が札幌市にございます。ですから、地元には、この日本通運さん含めて、地元業者っていう

純粋な地元業者さんっていうのは、本店があるところはないということで、それぞれ営業所のあ

るところということで、このような指定をさせていただいたということでございます。 

○議長(細川勝弥君) 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) すみませんね、終わりたいのに。それで、ロゴスはかっては静内に本店あ

って札幌に行ったんですけども、そのときに地元に、かって地元に本店があったけど、苫小牧に

行っているけども、地元に準じてやってるってありますよね。どことは言わないけど。それは私、

いつも反対してません。だから、このシズナイロゴスは、昔は静内にあったんですから、そうい

う意味では地元に準じるということで、私は良いと思うんですよ。ですから、私は先ほど言った

とおり、それで不都合ないと思うんですよ。それなのに、日本通運の苫小牧支店を入れるのは、

町長おっしゃる地元モンロー主義から言ったら、ちょっと外れるんでないかと思いますので、そ

れについてもう少し町長説明してください。 

○議長(細川勝弥君) 田中地域振興課長。 

○13 番(福嶋尚人君) いやいや、もう１点。それと、今、本庄副町長ね、簡単にすみません。ど

こだったっけ、高砂３丁目、簡単に入力できると言ったけどもそういう部分はあるかもしれませ

んけど、私が聞いているのは、全部道単価とか積算単価が全部公示されて、それで積算ソフトに

入れるというならわかりますよ。積算ソフトでぱっと入れれば、それは皆入るんだから。業者で

何万か何十万か知りませんけど、業者独自のやっぱり積算単価というか見積もりというか必ずあ

るはずなんですよ。私の理解では。そのときに積算ソフトにそれぞれの業者が違った積算単価で

入力するはずなんですよ。私の理解では。ですから、このように自主的には７社中５社、１社は

1,000円単位だったから、100円単位ということじゃなかったけど、実質的には５社なんです、こ

れほとんどね。ちょっと私は不思議だと思うんで、町長はそういうことについてはどのような感

想をお持ちですかって言っているんで、町長からお伺いしないとなかなかわからないんで、これ

について、町長からご答弁をお願いしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) １点目の引っ越しのやつですね、三石総合町民センターの引っ越しの関係の

仕事のこのことにつきましては、ここに営業所とか支店とかを置いて、実質その従業員がいて、

電話機等も備えつけて事務所を構えているというようなことで、準じた扱いとしているというふ
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うに、私は、今の副町長からも答弁しましたように、承知をしてるとこですので、そういったこ

とで日本通運さんも、確か木場町でしたか、あそこに事務所と車庫を構えているというようなこ

とで、雇用も支えておられるということもありますので、両者とも同格であるというような考え

方です。 

 それから入札の金額が、このように何者も同じ金額というのは、やはりこういう積算ソフトと

言いまして、分厚い積算単価の、北海道共通とでも申しましょうか、そういった単価表があるん

ですけども、それをそのソフトに自動的に組み合わせて入れると、こういうことになるのかなと

いうことで、私もくしくもこのように一致するということは、非常に珍しいことではないかと思

うんですけど、またそのソフトが、同じソフトを、同じここの会社の方々がそれぞれ、ここで言

う４社が４社同じソフトを使って同じ数値を入れたとすれば、こういうことになるのかなという

理解でいるとこでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 本庄副町長。 

○副町長(本庄康浩君) ちょっと補足させていただきます。前段のほうのロゴスさんのほうの話で

すけど、これについては、うちが指名したんでなくて、もともとこの引っ越し作業というのが登

録がないんですね。今回こういう事業が出てきたときに、公募で要件を地元にこういう本店のお

店が、会社がないので、広げて公募したときにこの２社が応募されたということで、それを要件

が満たしてるので指名したという経過でございますのでつけ加えさせていただきます。それと、

今町長申し上げましたけど、この入札については、私、先ほど申し上げたのは、総務常任委員会

の中で担当の分析として、見積もりとかがないので積算は割かし容易な事業として想像している

と。ですから、これがわかったところで、この札をいれるかどうかという最低制限価格、その額

をびったり入れるかどうかというのは、私ども関知していないというか、関与できない部分でご

ざいますので、結果として、この答えをそのまま受けとめると。ただ分析としては、複雑な積算

の要素はないという担当のことでございましたので、そのようにお答えしましたので、よろしく

お願いします。 

○議長(細川勝弥君) はい。18番、下川君。 

○18 番(下川孝志君) １点目のことですが、私もやはり公平な入札ということがやはり原点です

から、例えば今までほかのまちでも談合疑惑があったり、いろんなことがあったら、入札が中止

になったというとこだってありますよ。そういう意味では、やはり、たまたま例えば 2,500 万で

２社、３社がってことはあり得るかもしらんけど、このように端数まで一緒だったら、ソフトの、

たまたまですとか、ソフトの問題でと言われても、仮にこれを町民が見たときにはそうかなって、

私はやっぱり疑問が出ると思うんですね。やはりルールの中に偶然かなにかは知らなくても、や

はり３社以上の入札が端数まで一緒になった場合は、やはりやり直すとか、何かがないと、これ

が公平ですっていうことを、私たち議員は町民になかなか説明しづらいと思うんですね。で、そ

ういう意味では、今、そういうソフトの時代だからそういうことはあり得るとしても、やはりル

ールを変える必要があるのではないかと私は思うんですが町長いかがですか。 

○議長(細川勝弥君) 本庄副町長。 

○副町長(本庄康浩君) 最低制限価格を、私、先ほど申し上げたのは、最低制限価格で入札をする

かどうかというのはわかってても、それは業者さんの入れる札ですから、私どもは関知できない。

ただその積算ソフトとかということで、今の最低制限価格に積算する手法というのは公表されて
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ますから、何の経費が何パーセントですっていうのは公表されてるので、ある程度緻密にやって

いけば、積算の中では本当にびったりになるものも出てくるんだろうと思います。ただ、建築や

なんかでいろんな業者さんから３社見積もりとかっていう見積もりが入ってくると、それは簡単

には積算できないようですから、ですからそういうところには、こういう最低制限価格びったり

くるのはなかなか難しいと聞いております。ですから、これが５社が同額に入れたからって言っ

て、５社しかわかってなかったのかということは、私どもわからないわけですよ。10社わかって

て、たまたまがっちりでびったりで入れてきたのが５社なのか、それは偶然入ったのか、それは

私ども関知できませんので、そこについてはお答えを申し上げていないというところでございま

すので、ご理解を賜りたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 18番、下川君。 

○18 番(下川孝志君) その説明では、なかなか私はわからないんですが。例えば、入札のルール

ですから、例えば同じ数字が３つあったら抽選になりますとかってなるわけでしょう。そしたら、

そこまで仕組もうと思ったら仕組めるじゃないですか。としたら、そういう可能性のあるルール

は、やはりきちっと直していくというのが本来じゃないですか。４社が端数まで一緒なんてこと

は普通はあり得ないんじゃないですか。普通はですよ。普通は。私の常識ではなかなか考えられ

ないんで、見直すべき視点はあっても良いと思うんですが、違いますかね。 

○議長(細川勝弥君) 本庄副町長。 

○副町長(本庄康浩君) あの仕組めるとかなんだとかって、よく言っている意味がわからないんで

すけど、私どもが何を仕組むのか。公平に入札して、入れる札はどんな数字を入れても、その最

低制限価格よりも下であれば失格になるわけですから、ですから私どもが入れる札のことは関与

していないというのは、何度も申し上げてることでございます。ただ、例えば 100円のものを 100

円と入れてくるのか、99 円と入れてくるのか、どっちが正解なのか、たまたま 99 円が５人いた

ら、それは積算もなんもなくても、そういうくじになるわけですよ。ですから、くじのルールも

あらかじめ決めてある。ですから、これは予定価格の公表という仕組みも、一時期やったことも

あるんですけれど、そういう仕組みをとったり、いろんなことを繰り返ししてきているんですね、

今ご指摘あるように、これがおかしいということと、仕事が多ければ、もうそれこそうがった見

方かもしれませんけど、予定価格を超えて入れてくる入札もたくさんあるわけですよ。ですから、

そこら辺の入れてくる札については、私ども、何も申し上げられないというのが正直なところで

ございますので、見直す点は順次見直してまいりますのでご理解を賜りたいというふうに思いま

す。 

○議長(細川勝弥君) ほかに。 

 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 私、２回で止めようと思ったんですけども、本庄副町長の話聞いたら、な

かなかそうかなと思いません。富田副町長のときは、私一般質問したときには、最低制限価格な

いし、それに近いことについては調査して、性格には覚えてませんけどね、そういうことについ

ては情報漏れがないかどうかとか、いろんなことについては、調査する余地はあるというふうに、

富田副町長のときは、そういうふうに答弁してますよ。私今は議事録持ってないからはっきりし

たことは言えませんけど。私も下川さんもそういう言い方してるんですよね。積算ソフトで全部

びたっとわかるなら、それはいいですよ。ただ、先ほど言ったとおり、業者は業者で、独自に例
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えばその部品の業者の持ってきて見積もりをとるわけでしょう。それぞれみんな業者が違ったり、

それについての積算単価というのは、どういうふうに見積もるかっていうのは、それぞれの入札

しようとする会社は、普通は違うはずなんですよ。ですから、いくら積算ソフトが優れていると

か言っても、普通は変わるんです。で、最低制限価格でとるのは別に不思議じゃないっていうけ

ども、本当に取りたいと思ったら、最低制限価格がわかれば入れてきますよ。わかれば。で、予

定価格よりも上でやる入札もあると言ったけど、それはほとんど私の記憶ではありませんよ。だ

から、きちんと、これは私、一般質問ではありませんからこれ以上言いませんけども、最低制限

価格ないしはそれに近いについて、町長が不思議だなと、ちょっとこれちょっとピンと来ないな

と思ったら、調査するお考えはありませんかとか、思いませんかっていうことを私は聞いてない

んですよ。町長。 

○議長(細川勝弥君) 坂総務企画部長。 

○総務企画部長(坂 将樹君) 副町長のほうからも縷々説明させていただいておりますが、例えば

担当課のほうでも、こういうふうに最低制限価格に近い入札があった場合等々については、従前

からその内容については調査をしてございます。ただ、なにせこういう入札制度で、今回は多分、

前段で副町長が言ったとおり、この最低制限価格が容易に推定されるような内容の工事だったん

だろうと思います。ただ、何回も副町長と同じお答えになるかと思いますけれども、そこでいく

らで札を入れるというのは、あくまでも業者さんの問題でありますので、これについては、たま

たまこの業者さんの数が、最低制限価格で入札をしてきたということであって、本当に副町長と

同じ答えになりますけども、それらを我々町のほうがどうのこうのということも一切ありません

し、そこは関知する部分ではないというふうに思っております。 

          [何事か言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) ほかに質疑ありませんか。 

          [何事か言う人あり] 

          [「なし」と言う人あり] 

○議長(細川勝弥君) 質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎閉会の宣告 

○議長(細川勝弥君) これで本日の日程は全部終了いたしました。 

 会議を閉じます。 

 以上で平成 29年第３回新ひだか町議会定例会を閉会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

       (午後 ３時３７分) 


