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

   ◎開議の宣告 

○議長(細川勝弥君) おはようございます。ただいまの出席議員数は 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。 

８番、白尾君。 

          [８番 白尾卓人君登壇] 

○８番(白尾卓人君) おはようございます。通告に従いまして壇上より質問いたします。今回大き

く２項目について質問いたします。第１に、今年６月定例会におきまして動物愛護に関する質問

をいたしましたが、その後の行政における対応についてお伺いいたします。６月定例会において

私は、殺処分ゼロを目指すためには地域住民のモラルやこれ以上を殺処分を防ぐためには、避妊、

去勢手術の啓蒙活動を積極的に行政、民間、NPOを含めて協働の精神で推進し、命の尊重、命の

大切さを体現する政策の実施。また、公営住宅に関して一定のルールを設け、自治会とのコンセ

ンサスを得て飼養動物同居可能な公営住宅の検討を要請したところでございます。さらに、本年

９月４日に、町内動物愛護活動、動物保護活動。主に犬、猫を中心に保護活動を行っています犬、

猫ボランティアWARP代表者から動物愛護施策の推進に向けての要望書が提出されています。皆

様方の席にも資料請求いたしましたので、ご参照頂ければと思います。この要望案件の進捗状況

及び庁舎内、または現課におきまして、どこまで議論されているかをお伺いいたします。第２に

これまでに教育問題。とりわけ私は、教職員の労働環境について質問してきましたが、いよいよ

国、とりわけ所管官庁でもあります文部科学省でも教職員の超過勤務実態調査をやっと実施して

いるところであります。私は以前から、この超過勤務の増大は教職員の健康を脅かすことはもと

より、質の良い教育環境にも多大な影響を及ぼすことを議会におきましても提言してきました。

教職員の中には月 100 時間をも超える超過勤務を強いられている教職員もいます。これはゆゆし

き問題だと考えております。そこで、教育委員会としてどのような対応をして、さらに、どのよ

うに改善していくのか具体的な対応策についてお伺いいたします。また、超過勤務の他に、いわ

ゆる持ち帰り残業の実態について教育委員会はどこまで把握されているのか、合せて答弁を求め

るところでございます。 

以上、壇上からの質問と致します。ご答弁よろしくお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) 大久保生活環境課長。 

          [生活環境課長 大久保信男君登壇] 
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○生活環境課長(大久保信男君) おはようございます。白尾議員からのご質問の大きな項目の１点

目。動物愛護推進施策についての１点目、本年６月定例会にて動物愛護推進に関する行政の姿勢

について質問したが、特に殺処分ゼロを目指すための取り組みや、公営住宅に関して一定のルー

ルの下、飼養動物との同居可能な住居についての議論がなされているかのご質問の前段部分、殺

処分ゼロを目指すための取り組みの議論がなされているかとのご質問と、２点目の動物愛護団体

WARPより本年９月４日に町長あてに要望書が出されているが、要望案件の進捗状況についてを

合せてご答弁させて頂きます。なお、１点目後段のご質問につきましては、後程、建設課長より

ご答弁申し上げます。動物の飼養等に関しましては動物愛護及び管理に関する法律が定められて

おりまして、第１条の目的といたしまして、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱い、

その他動物の健康及び安全の保持等の動物愛護に関する事項を定めて、国民の間に動物を愛護す

る気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の 管理に関する

事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を

防止し、もって人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。と規定されております。

また、第７条では、動物の所有者又は占有者の責務等を規定しており、第５項では、動物の所有

者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に

関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。と規定されております。白尾議員からは

６月定例会におきまして、飼養動物、ペットについての一般質問があったところでございまして、

その後９月４日に要望書を受けまして、その席上、町長より説明いたしましたとおり、予算を必

要とするものについては難しいところもあることから、すぐ対応できるものとして町広報を利用

した啓発をすることとし、要望書の提出者であります新ひだか犬猫ボランティアWARP代表と内

容を協議の上、毎年９月 20 日から 26 日までの動物愛護週間に合わせ、町広報 10 月号に１ペー

ジのスペースを設け掲載いたしました。内容につきましては全ての動物の命を尊重しましょう。

ペットは適切に飼育しましょう。動物の遺棄、虐待は犯罪です。の３つのい啓発を柱とし、全て

の動物の命を尊重しましょうの欄には、動物の命を軽視しみだりに利用してはいけません。全て

の動物の命に対して感謝や畏敬の気持ちを抱くことが社会全体の生命尊重や平和、友愛の意識を

育みます。の文言を入れ、また、ペットは適切に飼育しましょうの欄には、ペットの飼育は飼養

者の責任です。鳴き声や糞尿等による迷惑を防止し、他者の生命や財産への侵害を防ぐためにも、

ペットの修正を考慮した適切な飼育をしましょう。また、ペットの繁殖を望まない場合は、みだ

りな繁殖を防ぐための不妊去勢措置を行いましょうとし、動物の遺棄、虐待は犯罪ですの欄には、

動物の愛護及び管理に関する法律により、動物の遺棄、虐待、殺傷等の行為は禁止されています。

殴る、蹴る、恐怖を与える等の行為、健康管理や病気の世話をしないで放置する等の行為は、場

合によっては虐待に該当する可能性があります。また、飼えなくなったペットを野山に捨てる行

為は遺棄となります。ペットを飼う際には自身の健康状態や家庭環境を踏まえて総合的に判断し、

責任をもって最後まで飼育しましょうの文言、及び環境省、警察庁が作成した、動物の遺棄、虐

待は犯罪です。不幸な命を生み出さないために不妊去勢しましょうの記述があるポスターも掲載

することで、要望事項の１番目から３番目につきまして、一般町民に対しての動物愛護に関する

啓発は実施できたものと考えておりますが、それ以外の具体的な防止策の実施として、新たな看

板の作成、職員に対する研修等は実施には至っておりません。また、要望事項の４番から７番及

び殺処分ゼロを目指すための取り組みについては、財源の伴う要望事項でありますことから十分
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検討しなければならないものとも考えているところでございまして、不幸な命を増やさないため

には不妊、去勢は大変重要な事であると認識しておりますし、保護、譲渡活動を行っているボラ

ンティア団体には大変お世話になっているところでございますが、町の財政状況や地域での取り

組みへのご理解を考えますと、なかなか難しい点がございますが、今後におきましても協議を進

めて参りたいと考えておりますので、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。以上、答弁

とさせて頂きます。 

○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) おはようございます。白尾議員のご質問の大きな１項目め、動物愛護推

進施策についての１点目の後段、公営住宅に関して一定のルールの下、飼養動物との同居可能な

住居について議論がなされているかについて、ご答弁申し上げます。６月定例会での一般質問を

受けまして、日高振興局に道内での実例を伺ったところ、過去に上砂川町において一部の公営住

宅でペットの飼養を認めた事例がありましたが、入居者が退去する時の住宅の修繕費がペットを

飼養していない住宅に比べ多額になり、維持管理に係る予算を圧迫するなどの事により、平成 21

年にはペットの飼養は認めない方針としたとのことであります。また、町内の公営住宅が所在す

る自治会長数名に、公営住宅団地全体、または一部建物でのペット飼養を認める事について意見

を伺ったところ、ペットの糞尿、臭い、鳴き声などにより、自治会役員に対して苦情が寄せられ

ている実例もあり、飼い主のマナーにもよるが地域として反対の意見が多いとのことでありまし

た。建設課においても苦情が寄せられ、同じ地区でペット禁止のチラシを２回配布した例もあり、

居住者の退去に当たってペットを飼養されたと思われる住宅において、修繕費が割高になったケ

ースもあります。しかしながらペットを飼養することが、居住者に対し癒しの効果があることは

認識しており、地域としての意見を聞き取りながらペットとの共存ができる居住空間について、

今後も全国の事例を収集し検討して参りたいと考えておりますので、ご理解願います。以上、答

弁とさせて頂きます。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

          [管理課長 片山孝彦君登壇] 

○管理課長(片山孝彦君) おはようございます。白尾議員からご質問の教職員の労働環境について

ご答弁申し上げます。最初に１点目、教職員の超過勤務についてのご質問でありますが、平成 28

年 12月議会において、白尾議員から教職員の労働環境の改善策についてお尋ねがあった際にもお

答えしておりますが、北海道教育庁総務政策局長名の通知を踏まえ、時間外勤務等の縮減に向け

た重点取組として、１つめに部活動休止日の設定などの取り組みの充実。２つ目に、週休日の振

り替えや休憩時間に係る制度の周知と有効活用。３つ目に管理職員による業務管理の充実。４つ

目に定時退勤日や時間外勤務等縮減週間の定期的な実施など、全道的に取り組むこととしている

重点項目を、当町内全ての学校においても、全教職員共通の理解の下で取り組まれるよう指導し

てきております。さらに道教委から本年３月に、教育職員の時間外勤務等の縮減のための実践事

例集が発行されておりますので、各学校において効果的な事例などを参考に、その活用や工夫が

図られるよう周知しております。このような中、文部科学省においては平成 29 年４月 28 日に、

平成 28年度教員勤務実態調査集計を公表して、教職員の 1日当たりの勤務時間は、平成 18年度

の前回調査と比較して、いずれの職種でも勤務時間が増加している状況が明らかとなったところ
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であります。また、中央教育審議会初等中等教育分科会においては、平成 29年８月 29日に、学

校における働き方改革に係る緊急提言として、１つ目に、校長及び教育委員会は、学校において

勤務時間を意識した働き方を進める事。２つ目に、全ての教育関係者が学校、教職員の業務改善

に取り組むよう強く推進して行く事。３つ目に、国として持続可能な勤務環境整備のための支援

を充実する事。の３項目について緊急提言があったところでございます。これらの提言のあった

項目につきましては、どの項目も重要なものであると認識しているところでございますが、その

中においても業務改善を進めていく基礎として、適切な手段により管理職を含めた全ての教職員

の勤務時間を把握する事が求められているところでございます。このことから新ひだか町教育委

員会といたしましては、町立小中学校における教職員の服務監督権者として、平成 29年 11月１

日から平成 30年１月 31日までの 3カ月間において、試行としてではございますが、高静小学校

及び静内中学校の２校にタイムカードを導入し客観的な数値として勤務時間を的確に把握すると

ともに、その結果を教育委員会事務局において集計を行う体制を構築したところでございます。

また、労働環境の改善の一環といたしまして、新ひだか町教育委員会では平成 29年度から労働安

全衛生法の規定に準じた教職員のストレスチェックを実施することといたしました。心理的な負

担の程度を把握するための検査、いわゆるストレスチェックにつきましては、ご存じのとおり労

働安全衛生法の改正により、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場につきましては、平成 27

年 12 月１日から、毎年１回実施することが義務付けられたところでございます。このような中、

町立小中学校につきましては全ての学校が 50人未満の事業場でありますことから、当分の間、努

力義務となっているところでございます。しかし、新ひだか町教育委員会といたしましては、文

部科学省及び北海道教育委員会から学校の規模に関わらず、全ての学校において適切に実施する

旨の通知があった事。先ほど申し上げました教員勤務実態調査集計において、教職員の勤務時間

が増加しているとの結果を踏まえまして、教職員が心身の健康を保持し、職務に臨むことができ

るようメンタルヘルス対策についてより一層取り組む必要があると認識しているところでござい

ます。このことから教育委員会といたしましては、平成 29年 12月１日付けで、新ひだか町立学

校職員ストレスチェック実施要領を策定いたしまして、平成 29 年 12 月１日から平成 30 年１月

31日までの２カ月間を実施期間とし、現在ストレスチェックを実施しているところでございます。

ストレスチェックの実施に当たりましては、職業性ストレス簡易調査表 57項目を用いまして、厚

生労働省版ストレスチェック実施プログラムによる評価、判定を行い、受験した教職員について

心身の状況の客観的な把握に資することによりメンタルヘルス不調などを未然に防止する、一次

予防に努めてまいりたいと考えております。なお、今後におきましてはストレスチェックの結果

を小学校と中学校に分けて、個人が特定されないように集団分析を行い実態の把握と状況の改善

に努めて参りたいと考えてございます。この他、平成 28年度及び平成 29年度の 2か年におきま

して、学校 ICT 環境整備事業を実施したところでございまして、校内無線 LAN 環境の整備、電

子黒板機能付きプロジェクター及び実物投影機を小中学校９校、全ての普通教室に整備したとこ

ろでございます。これらの ICT機器の整備によりまして、現在、学習活動におきましては一層の

活用が進められてきておりますし、教職員にとりましても ICT機器の活用により補助教材作りに

充てていた時間の縮減や事務の効率化が図られることで、子ども達と向き合う時間を増やすこと

に繋がるものと考えてございます。今後に置きましては、先ほど申し上げましたタイムカード試

行導入の結果について集計、分析を行い的確な勤務実態の把握に努めるとともに、ストレスチェ
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ックの集団分析結果や ICT機器の活用手法など、教職員の労働環境の改善に向けた必要な対応策

について、さらに検討を進めて参りたいと考えてございます。次にご質問の２点目、教職員の持

ち帰り残業についてご答弁申し上げます。教育委員会として持ち帰り残業の実態について正式に

調査したことはなく、そのためその実態を正確にご答弁申し上げることはできませんが、何人か

の校長からの聞き取りによると、いわゆる持ち帰り残業を行っている教員が相当数いるものと認

識しており、個人情報の保護の観点からそれらに該当する業務の持ち帰りは行っていないものの、

教材研究や学級通信の作成、学校行事の計画案、校内研修に関する資料作りなど、様々な業務を

持ち帰って行っているものと推測しております。結果として超過勤務に加えての持ち帰り残業と

いうことで、教員の負担は大変大きいものと考えております。こうした実態を解消するためには、

教職員定数の抜本的な改革が一番であり、国において現状認識を踏まえた教職員定数の改善など

の施策を講じて頂くことに期待するところであります。町教育委員会といたしましては、これま

でも取組んで参りましたが、各調査等の事務量の削減や ICT機器及びソフトウエア整備による教

材づくり等の労務削減、学習成績のデータ処理ソフト、メールなどデータ通信の活用などをとお

した事務の効率化、簡素化に一層努めて参りたいと考えております。以上、ご答弁といたします

ので、ご理解願いたいと存じます。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) 壇上の質問に対しまして各課より答弁頂きましたので、何点か再質問させて

頂きますのでよろしくお願いいたします。先ず１点目の、飼養動物ということで、これからペッ

トということでですね、省略させて、その言葉を使わせて頂きますけども、皆様ご存じ、ニュー

スでご覧になっている方はひどい事件だなっていうふうに思ったかもしれませんが、去る 12 月

12 日なんですけども、東京地裁におきまして、元税理士の方が猫を 13 匹虐待した。そのうち９

匹の猫は亡くなってしまった。４匹が重傷だと。その９匹の猫のうち数匹は熱湯をかけさせられ

た。またはバーナーで焼き焦がされた。さらには首を吊られた。こうした事案がございました。

また、私どもの町で、夏祭りがございますけども、その中で灯篭流しがございます。灯篭流しは

皆さんご存知のように、先祖の供養という事でね川に思いを込めて灯篭を流すというのが、本来

の意味合いでございますが、不幸な事に我が町では、灯篭ではなく段ボールに猫を、子猫です。

生まれたばかりの子猫を、それを流していた。たまたまお寺の住職さんが、これはおかしい。そ

してその子猫を拾って愛護団体の方に引き渡して、その子猫たちが重傷だったものですから、札

幌の病院まで連れて行く途中で、１匹を除いて亡くなりました。そして療養していた猫が、その

数日後に亡くなりました。他人事ではございません。我が町でもこういう実態がございます。町

長、率直な今の事例を、わたし、ちょっとこれはほんの一例でございますけれど、こうした事例

につきまして、率直な感想お聞かせいただけますか。 

○議長(細川勝弥君) 町長。 

○町長(酒井芳秀君) ただ今の白尾議員のですねご指摘の中で事例が披露されました。本当に私自

身も、何故というような心痛むですねあり方だと思います。よくテレビのそういった番組の中で、

先日もですね乗用車から餌をまいてぐるっと一回りをして、食べているところを何か、エアガン

みたいので撃ったというようなことですとか、それよりも酷いのは今の事例の事であり、我が町

においても灯篭流しの時に、持てあましたんでしょうか、段ボールに入れて流すというですねこ

とがあって、本当に心痛むものがあったということでございますので、私自身も最近、動物のペ
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ットのいろんな笑える仕草とかわいい仕草だとか、そういうものが報道されている番組はついつ

い、こう取り込まれて見入っちゃうんですが、私自身もそちらのほうの一般に人の抱く感情と同

じような思いでございますので、今のような事例については誠に由々しきことであると、このよ

うに思います。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) こうした、いわゆる虐待行為というのは表に出ている、私は氷山の一角だと

思います。他ではいろんな小さい案件含めましたら、数知れずあるかと思います。やはりそうし

た命に対しての、命の尊重であるとか、又は思いやりの気持ちであるとか、又はそうした寛容な

精神というものが、どうも最近、私はあまり民度という言葉は使いたくないんですけれども、日

本人も民度が低くなってきたなと。そういう感想を持っています。町長とは私、そこは全く同感

でございます。そこで具体的な政策につきましての議論をちょっと重ねていきたいと思うんです

けど、先ず第１点なんですけど、殺処分ゼロというのが先ず１番身近な目標であり、しかしハー

ドルが高い。これはもう簡単に言えばですね、命を無駄にしない、無駄な命を生まない。これに

限るんですね。私はこれまでの同僚議員の質問の中で、財政的な部分の話しも出てまいりました。

また、私も実をいうと財政が伴う実は政策を提言しているんですけども、ちょっとこれは発想の

転換じゃないですけども、今ですね、実は、ふるさと応援寄附。私は基本的にはふるさと納税と

言われるものに関しては、本来は国がやはり地方交付税を増やしていく。またはひも付き交付金

ではなく、ひもなし交付金を出していくというのが前提である。これが財政論の私は原則だと思

っています。ただし、やはりそうした制度がある。また、その制度を活用している行政もあり、

または、その何と言うんでしょうかね、まちに魅力をもった方がですね他地区からそうした部分

で納税というより、寄付行為をしている。そこでですね、いろいろなちょっと、うちの町ではい

ろんなふるさと応援寄附に関しましては、いろんな返礼がありますけれども、その項目の中にで

すね、実は動物愛護に関しての寄付っていう項目を一つちょっと付け加えて頂きたいんですよ。

というのはですね、ちょっと私も調べてみたんですけども、全国で今そういう動きが広まってい

まして、やはり昨今の、いわゆるペットブーム。又は動物愛護精神。逆に虐待する人間もいれば、

それを愛護するっていう方々も比例的に増えていくんですよね。そうした中で私は、そうした人

に優しい、または命に優しいまちづくりという部分の、我が町の PR の一環としてもですね、是

非ともふるさと応援寄附金のいろんな項目ございますよね、その中にですね、動物愛護に関する。

そうした使途目的を明らかにした項目を作って頂けないかと思いますけど、いかがでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 坂総務企画部長。 

○総務企画部長(坂 将樹君) ふるさと応援寄附については、今、いくつかの項目で寄付をお願い

しておりまして、その他に、一般的な総括的な部分もあります。他の団体等で白尾議員はいろい

ろと調べられているのかもしれませんけど、私どもそこらへんの実態をよく存じていない部分も

ありますので、そのへんについてはちょっと他の状況等も確認させて頂きたいと思います。ちょ

っとこの場でですね、すぐ、その項目を入れる入れないということはちょっと、答弁は差し控え

させて頂きたいと思いますけれども、そのへんについては状況の調査はしていきたいというふう

に思います。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) これは本当に前向きに検討というより具現的にして、具現化に向けてですね
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検討して頂きたいかと思うんです。例えばこれ、広島県のですね、神石高原町という人口５千人

位の町なんですけども、実はここは私が壇上の質問でNPO、行政協働精神でっていうことを壇上

の質問の中で文言を使いましたけれども、実はこの小さい町なんですけれども、ふるさと納税の

使い道に殺処分ゼロを目指す NPO の支援を用意ということの項目でですね、その当然 NPO も、

クラウドファンディングも行っています。ただふるさと応援寄附ですか、そちらのほうでも項目

を入れまして、実際にですね広島県全域の殺処分ゼロを達成。活動を全国に広げる運動を継続中

ということでですね、実は広島県の中でも〇〇が５千人位の小規模な町から発信している。これ

がおもしろいんですよね。つまり地方創生というのは、どこでどういう火種が点いて、どこで膨

らむか分からない。その事例の一端だと思うんです。そして北海道では旭川市がございますが、

この旭川市に関しましては旭山動物園の運営費、または動物のいわゆる飼料の部分での寄付とい

うことで、これもですねかなりの金額が集まっているそうでございます。あと神奈川県であると

か福岡市であるとかですね、いろんなところでございます。是非とも事例検討して頂きまして、

実際にやはり昨今の、そうした動物愛護精神が豊かな方に関しましては、かなりの金額。いわゆ

る単価ですよね。単価に関しましても上がっているそうでございます。ですからそそうした部分

も事例検討して頂きまして、これは決していわゆる単費じゃないですから、有効に活用するとい

う事であれば、善意の気持ちをまちの行政に活用させて頂きましょう。それは特定されている。

こうした部分のですね明確化にもなりますし、そうしたムーブメントと申しましょうか、やはり

他地区でもそうした先行で実際に寄付金額が上がっているところもございますので、是非ともで

すね、検討して頂きたい。このようにお願いしたいと思います。それとですね、WARPさんから

の要望書に関しましては主に３つあります。項目としては。１つは飼い主へのいわゆる啓蒙活動

ですよね。それと地域住民の方々への要望、２つ目。３つ目がいわゆる補助の部分なんですね。

今、補助の部分は私から提言させて頂きましたけれども、啓蒙活動の中でですね、実は町広報に

1 ページ載せましたけれども、やはり反響があったそうでございます。さらにですね、継続は力

なりという言葉もございますので、今後ですね、定期的にそうした、例えば２月 22日は、ニャン

ニャンニャンだから猫の日ですか、２月２か分かりません。11月 1日はワンワンワンですから犬

の日。つまり、２月の広報と 11月の広報に関しましては、そのような形でリンクさせれば町民の

方も興味持たれるかと思うんですよ。ですからそうした部分の検討と、されて頂きたいんですけ

ど、いかがでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 大久保生活環境課長。 

○生活環境課長(大久保信男君) ただ今のご質問でございますが、啓蒙活動。町の広報を利用して

ということでございます。動物愛護法の第３条でもですねうたっておりましてですね、普及啓発

の規定があります。これは当然、国及び地方公共団体がですね適切に啓発を行うことを努めてい

かなければならないというふうにもなってございまして、このことからも検討してですね掲載に

向けて努力したいと思います。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) 合せましてですね、町のいわゆる公共施設の中でも児童生徒が比較的集まり

やすいところ、図書館であるとか児童館であるとか、そうした所にもですね、是非ともそうした

ポスターをですね作成して頂いて、そうした所には必ず父兄さんもいらっしゃるわけで、そうし

た部分でいきますと、児童生徒もそうした認識を持ち、尚且つ、父兄さんもそうした意識を持つ
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という相乗効果が発揮できると思うんですけど、所管部署に関しましてはこれ、教育委員会にな

るかと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 上田教育部長。 

○教育部長(上田 哲君) 動物を大事にするっていう精神は大変大事だと思いますので、そういう

ポスターを生活環境の方で、教育施設だけでなく、例えば児童館だとかもあると思いますので、

そういうことは大変重要な事だと思いますので、協力させて頂きたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) こうした先ほどのふるさと応援寄附金の部分の活用によって、そうした、私

はメインは TNR。避妊、去勢の部分がメインだと思うんですけども、合せまして複合的ないわゆ

る啓蒙活動もできるという事もございますので是非ともですね、この部分におきましては、なる

べく早い時期にですね、単費はかかりませんので是非とも検討して頂きたい。実施して頂きたい

ということをお願い申し上げます。それとちょっと別な観点なんですけど、当然、ペットを飼わ

れている方が今、増えています。これ犬、猫、ハムスターとかいろいろありますけれども、やは

り飼養動物が増えている現実があります。ところがですね、去年でしたか、熊本地震がございま

した。震度６ぐらいでしたっけ。そうした甚大な被害を受けた地震、内陸型ですから本当に揺れ

が激しかったそうでございます。その時に、私は報道機関の番組を見ていまして、いわゆるその

住民の方々が避難する、避難場所ですよね、学校の体育館であるとか、または公民館であるとか、

そうしたところに避難場所があるにもかかわらず、実は車中泊をしている方がいらっしゃる。た

くさんいらっしゃったんです。これ何かっていうとペット飼われている方なんですよ。私はそこ

で思ったんですね。自分、やっぱり狭い車内で、ましてやそれ高齢者の方もいたんですよ。孫の

ようにかわいがっているマルチーズを大事に抱えて、いや、この子が、この子がって。そうした

飼い主さんの思いをすれば、今後ですね、やっぱりそうしたことも、すぐにとは私は言いません。

言いませんけれどもそうしたケースも想定した避難計画というのも立てることも、ちょっと検討

しなければいけない時代になって来ているんじゃないかと思ってきてるんですけども、そのあた

りはどのようにお考えでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君)  白尾議員おっしゃいましたとおり、熊本地震の時には車中泊やそれか

ら損壊した住宅に避難していた方はおられるということは私たちも認識をしておりますし、去年

の台風 10号の時もですね、避難指示が出た地区の住民もペットを飼育しているということで、避

難しなかった方々がいるという事も承知してございます。町の地域防災計画ではですね、北海道

動物愛護及び管理に関する条例第６条第１項の規定でできね、動物の飼い主が自己責任において

行うという事になっておりましてですね、災害発生時に町は関係団体との協力を得て動物等の保

護収容するなど適切な措置を講ずるということで、規定はされているんですけど、実は避難所で

のペットの受入れについては今の地域防災計画の中にはございません。これ、北海道の全道の地

域防災計画の調査の中でもありましたが、179 市町村のうちですね避難所でのペットの受入れの

記載がある市町村といのは、実は 37市町村しかなくて約 20％程度でした。ただこの 37市町村で

すね、避難所でのペット、受け入れるという事ではなくて、この中には受入れないというところ

もあるそうです。実際は。それで問題はですね、長期間にわたっての避難所での避難の場合です

ね、たくさんの問題がありましてですね、例えばペットに対するアレルギーが持ってる人が来る
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とか、それから糞尿や体毛の衛生問題、それから、動物が苦手な避難者などいろんな方々、ちょ

っと不特定多数が入ってくるものですから、なかなかその避難所でのペットの受け入れをしてい

くっていうのは難しい課題があるかなと思っております。ただ、白尾議員がおっしゃいましたと

おりですね。今、ペットを家族同様にされてる方がたくさんおられますので、これらの課題もあ

るんですけども今現在はペットの受入れについては、うちのほうではないという状況でございま

す。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) こうした問題はほんとに恐らくここ 10年も経ってないことだと思うんです。

やはりその、私はあまり使いたくないんですけれどもペット産業というですね、やっぱりその業

界の売り上げが伸びてくると同時に当然飼い主さんも増えるわけですから、そうしたいろんなこ

とが想定されます。実をいうとWARPさんの要望書の中にも、この中でですね６番目なんですけ

れども、国の動物飼養譲渡対策施設整備費補助事業という項目があります。この部分をちょっと

調べて頂きまして、今後ですね、私はこれ今すぐにできるものと当然思っていませんが、例えば

そうした場合においても、こうした財源もありますよと。なおかつ当然、受け入れてるところも

逆に、シェルターとして別にですね、人の避難場所とは別にシェルターでっていう自治体も実際

あります。そうしたこともですねちょっと調べて頂いてですね、今後の防災計画の片隅にもです

ね、ちょっと頭の中に入れておいていただきたい。恐らく 10年後にはこの話は間違いなく出てき

ます。間違いなく出てきます。ですので、そうしたことも踏まえましてですね、検討していただ

けるかと思います。このペット結果を問題に関しましては、ここで質問を終わらせていただきま

して。次にですね、教職員の超過勤務及びですね持ち帰り残業の分につきまして、何点か再質問

させていただきますが、かなり詳しく説明されておりましたので、なるほどなと思ったんですけ

れども、実態はどうかと。ね、実態はどうかというと。これはご存じかと思いますけれども、ILO、

国際労働機関におきまして、日本の過労死という言葉がですね非常に注目浴びています。注目浴

びている。是正勧告出てます。100 時間を超える残業。尋常じゃないですよこれ。百歩譲って、

繁忙期なら分かりますよ。ただ、平均 100 時間ていうのはですね、働き過ぎに働き過ぎですよこ

れは。ですので、その実態ってのが同僚の北道議員の質問の中でも、それは町職員の中でですね

140時間ていう、私は K点超だなっていうことでですね、超えている方もいらっしゃるなと思っ

たんですけれども。やはり 100時間を超える残業っていうのは生産性をまず落とします。これは

もうあらゆる研究機関でも、もう出てるわけですよ。時間がなければが生産効率落ちるんです。

ということが、教職員におきまして、業務が多忙ってのも分りますよ。煩雑化してるのも分かり

ます。ただ、だからといって、それをこなさなきゃいけない。これはやはり問題があると思いま

す。その部分の認識は間違いないでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 議員おっしゃるとおり国の各種調査なり、国際的な調査においてもそう

いう日本の数字っていうのは、あの現れております。それで大変危惧しておりますし、そういっ

たことで今、私たちの町でも実際にどの程度ほんとに実態っていうのが、まあ正直把握し切れて

ないところがありますので、タイムカードのということの試行的導入によって、その実態の客観

的な把握に努めるという状況であることをご理解いただきたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 
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○８番(白尾卓人君) この 100 時間についてちょっとですね、まあ余談になるかもしれませんけ

れども、こういうおもしろいデータありました。モデルでいきますよ、モデルで話しますよ。土

日休みの週休２日で祝日は休み。就業時間は９時から 18 時。これは学校とは違いますけれども、

８時間労働と見てるわけですね。通勤時間は往復で１時間、睡眠時間は６時間っていう設定。こ

の部分、覚えて下さい。睡眠時間６時間ですよ。そこから労働時間なり、移動時間なりあります

よね。かかる時間ですよね。または稼働してる時間ですよね。そうしたものを全部差っ引きます

と、１日当たり 100 時間の残業されている方は自由な時間は３時間 17 分しかないんですよ。１

日のうちに。その中で、トイレに行きます。食事します。買い物行きます。３時間 17分で果たし

てそれが、よく今では言われているワーク、何でしたっけ、ワークライフバランスですか、とれ

っこないですよね。実際、ほんと計算してみてください。なりますから。つまり、これ 100 時間

ていう部分でやってるっていうことは、町職の 140 時間もっと時間が縮じまるわけですよ。これ

はですねやっぱり尋常でないし、本当に業務改善していかなきゃいけないことはもとより抜本的

な見直しが私、必要になってくると思います。その中で、壇上の答弁の中でですね。幾つかお話

しが出てましたけれども、まず、タイムカード。タイムカードなぜ２校だけなんですか。他のと

ころやんないんですか。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君) 今、タイムカードのご質問でございますけれども、そのタイムカードを

導入した経緯について若干触れさせてもらいますけれども。国のほうの緊急提言っていうのがご

ざいまして、その中で、業務改善を進めていく基礎として適切な手段により管理職も含めたこの

勤務時間を把握することが求められております。そういうことで、内部、教育委員会内部協議を

行いまして、校長会議にも諮りながら、それで何とか先ず、こういう実態っていうのは道の、道

立学校でもまだやってないタイムカードという中で、町教育委員会としてはやっぱりタイムカー

ドを入れて把握することが一番確実な線だろうということで、とりあえず試行的に、これが有効

かどうかっていうのこれから検証してことになりますけれども、そういったことで、各学校に周

知した中で、とりあえず小学校１校、中学校１校ということで学校、理解というか導入について

同意を得られた学校からということで、それが、この２校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) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) ピックアップリサーチングするんであればですね、私はやっぱり全部にやっ

たほうがいいと思いますよ。全校で。じゃないと、各学校の人数、ありますよね。大きい学校か

ら小さい学校まで。じゃあ、大きい学校の傾向はどうなんだ。小さい学校の傾向はどうなんだっ

ていう点の客観的分析をするんであれば、やはり全校に置くべきですよ。これ今後検討してくだ

さい。ただし、私はこれ経験あるんですけれど、あのサラリーマンときにですね、上司はとりあ

えずタイムカード押しとけと。押すだけですよ。押すわけですよ。分りますよね、あと何言うか。

監督署が来られてはまずいからと。ましてやそういう業界いたものですから、それが当たり前の

ようにやってました。ただ私も組合やってましたんで、おかしいだろということは言いましたけ

れどもね。そういうような部分で例えば押したとしても、持ち帰り残業に今度繋がらないかとい

うことなんですよ。そこの整合性についてどのようにお考えでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 
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○管理課長(片山孝彦君) 今回、実施しているのは教職員初めての試みということで、実際に、退

勤される時間に押してもらうという。それは原則になりますし、そのへんは管理職も含めてそう

いうことでお願いしたいということでやってますので、ちょっと結果を見ないと分かりませんけ

れども、いずれにしてもそれにしてもですね、今言われる持ち帰り残業の実態というのは。ある

のかなと。いうふうには考えられます。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) ありますよ。ありますよ。じゃなかったら。100時間を超えるがあるかけな

いじゃないですか。それ通常の勤務ですよ。ただし、それでも追い付かないから休日出勤されて

いる先生方もいらっしゃるわけですよ。それで道教委でですね、変則性の話しさせていただきま

すけれども、とにかく休み取りたいんだったら土曜日４時間来なさい。日曜日３時間来なさい。

月曜日休みだよ。モデルケースで出てましたよね。本当に４時間で終わりますか、４時間で終わ

るって本当に保障がありますか。そこ聞かせてください。 

○議長(細川勝弥君) 上田教育部長。 

○教育部長(上田 哲君) ここの、この道教委からの時間外縮減に向けた取り組みの例はですね、

その今、白尾議員が言った趣旨じゃなくて。時間単位でも、そういう割振りを代えて、校長の権

限で割り振りを代えて取りやすくできるよっていうのが趣旨の割り振りっていうことで私ども理

解してるもんですから。それでそれの振替え制度ということで新たに導入したものということで

認識しております。ですから校長の権限で、例えば、1 日半勤務したらその半日分も割り振りで

その、変更して休みとして与えれるよっていう趣旨ということで理解しておりますが。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) そういうことになれば本当にいいんですけれどもね。私はですね。別にこれ

は皮肉でも何でもないですよ。そういうふうに聞かないでくださいね。私どもの教育委員会が前

倒しやってる、例えば道徳の事業であるとか。またはですね、英語の授業の前倒し積極的にやら

れてます。私はそれは悪いとは言いません。むしろ、あっ考えていらっしゃるんだな、それがう

まくいくといいなと思っていますよ。そうした先行的な部分は手挙げて、はいやります。それで

あればですね逆に私はそっちのほうも手挙げるんだったらね、労働環境の改善も、はい手挙げま

す。そうした、ダブるのですね手挙げ。これはぜひともやっていただきたいんですよ。その中で

ですね、壇上の答弁でもございましたが、中教審の中でですね平成 29年８月 29日の文言がござ

いました。さらには 12月 12日におきまして中教審におきました部活中心のあれはだめですよと。

部活オンリーはだめですよ。こうした答申も出てますよね。９月、８月 29 日の分でいきますと、

校長及び教育委員会は学校において勤務時間を意識した働き方を進めること。さらには、すべて

の教育関係者が学校教職員の業務改善取り組みを強く推進していくことっていうのは、正直申し

ますよ。私も塾の講師やってましたんで、作文としてはこれ 50点ですね。具体的な事書いてない

んですよ。何を、何を意識するんですか。何を業務改善するんですか。具体的なことを書いてな

いんですよ。つまり、書けないぐらい、私の解釈ですよ、私の解釈では書けないぐらいにないぐ

らいに業務が煩雑化している。そういう認識で私は思っているんですけど、その認識で間違いご

ざいませんでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 片山管理課長。 

○管理課長(片山孝彦君)確かに今いろいろあの学校教育においては、言い方悪いですけど、次から
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次という形で新しい課題が出てきます。それで今、業務に関してですけれども、実は先日、新聞

報道でも出ておりましたけれども中教審の特別部会の中間報告があって、その中に業務改善すべ

き 14項目っていうことが出ておりました。それらが多分、該当してきますけれどもまた、それも

また学校によって課題としてある、ない。状況も変わっているんです。そういうふうに捉えてお

りますから。それはやはり、学校。チーム学校というか学校全体の中で、業務分担なり、役割分

担ということの工夫もしながら、なおかつ今、正直申しますと、それでも人手が足りないってい

うことが最後行き着くんだと思ってますから、その人手の部分、要するに人員配置の部分を国と

して、全国的な問題ですから考えていただきたいというふうには考えております。 

○議長(細川勝弥君) ８番、白尾君。 

○８番(白尾卓人君) 分かりました。人手足りない。私もその認識は一致してるんですよ。たまた

まこれもちょっと報道機関を見てましたら、来年のキーワード。来年のはやり言葉の中で、年功

助力。っていう言葉が恐らく流行るだろうってことで出てました。年功助力、何か。リタイヤさ

れた方々がもう一度職場復帰して戦力になる。つまり、人手不足を、もう生産性人口も減ってて

るわけですし、もう今は企業だってなかなか内定出したって人が来ない。新卒でも来ない。中途

でも来ない。業種には偏ってますけどね。その中で、キャリアうを生かしていこうっていうこと

で、いろんな業界では、民間ですよ、民間業界ではいろんなことやられてます。私はね、これは

今すぐ結論出せとは言いませんけれど、ぜひとも検討して頂きたいんですよ。やはり OB の力を

借りる。その中で、業務の見直しまたはですね、当然、今の教職員の方々は雑務の部分もこなし

てますよね。そうした部分は、例えば OB の方々に、ちょっと力貸してくれないかということだ

ったら、財政的な部分、それはもちろん伴うことだけれども、少なくても金と命どっちが大事か

ったら、当然命なわけですよ。そうしたものもですね、ぜひとも検討して頂きたいと思います。

それで、最後にですね、実はこの教職員の働き方を考える。学校にも働きかた改革の風をという

ですね、非常に微妙なタイトルの、そのシンポジウムがございました。じゃ私はレジメをこれち

ょっと焼いてきたんですけれども、その中でですね、法政大学の特任教授で、私も実を言うとも

ぐりで授業いった事あるんですけど、尾木直樹特任教授がこのようなことおっしゃってます。44

年間、教員をしてきてきたので生き字引のような存在です。中学校の着任式の日に教頭から教員

は４％の手当てをもらえる。他の公務員よりも高い。期待されてるのだから頑張ってくれと言わ

れました。いわゆる教職調整額のことですね。給特法では、給特法で定められている４項目以外、

校長は超過勤務を命ずることはできないんです。教材研究や試験のプリント作りは給特法の４項

目以外ですから、２時間、３時間、残業をつけるわけです。そうすると少ない月で、月 40時間か

ら 60時間。多いと 80時間ぐらいなります。先生が自発的に残っているという勘違いが大きな誤

りだと思います。自発的、自主的に長く働いている。と、管理する側が勘違いしているなら致命

的です。このようにおっしゃってます。私も同感です。つまり、管理する側もその意識を変えな

ければだめです。そしてもう一つ。実をいうと一番残業多いのは教頭先生ですよ。管理職、中間

管理職が一番多いんですよ。校長でもない。普通の先生でもない。実は教頭先生が多いんですよ

ね。間違いないですよね。つまり、上からは言われ、下からはね、カツサンドじゃないんですか

ら。つぶれますよ、これ中間の、一番ね、あらゆる業務を背負っている教頭先生がつぶれちゃう。

つまり、管理する側もつぶれちゃうんですよ。そうした部分もですね、ぜひとも私は、今回ここ

までにしておきますけれども、今後の業務改善は私、注視してます。これほんと大事な事ですよ。
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過労死あったら大変ですからね。町教委が矢面立つんですからね。実態、実際として 140時間。

これ町職の部分ですけど、恐らくそういう方もいらっしゃると思う。全部それの代償は行政に来

るということだけを申し上げまして、私の質問を終わらせて頂きます。 

○議長(細川勝弥君) 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３２分 

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

          再開 午前１０時４５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。 

次に進みます。 

５番、木内君。 

          [５番 木内達夫君登壇] 

○５番(木内達夫君)  それでは、通告に従いまして壇上から一般質問をさせて頂きます。まず、

大きな１点目の水産業の振興についてであります。私は日ごろから、まちづくり、あるいは地域

の活性化を図るためには町民所得の向上や生産性の向上に直接つながる１次産業の振興が最も重

要な政策でないかというふうに考えております。このことにつきましては、町長も町政公約の政

策テーマ、あるいは執行方針の主要施策でも産業振興策について述べておりますし、特に執行方

針では、稼ぐ地域を形成していくというふうにしております。その考え方については同じではな

いかというふうに理解をしております。このような中で、私の任期もあと残すところわずかとい

うことになりましたので、私が任期中に念頭に置いて取り組んできました、水産業の振興につい

て質問をさせていただきます。１点目に、水揚げ向上対策についてであります。町政公約の一つ

である、水揚げ向上対策につきましては、平成 26年６月定例議会と平成 27年３月の定例議会に

おきまして漁船機器及び漁網、漁具等を支援する制度につきまして質問をさせていただきました。

担当課からは漁船等の整備につきましては、利子補給事業により事業漁業者の負担軽減を図って

いると。漁具等の整備の支援につきましては、道内他町の情報収集を行い漁業者及びひだか漁協

の要望等を踏まえて協議、検討したい。町長も農業に対するいろいろな支援措置を行っているの

で、前向きに検討させていただきたい。何らかの施策をしたいというふうに答弁しております。

そこで、質問でございますけれども、漁具等の整備に対する支援について、ひだか漁協との協議

検討した結果についてその内容を伺いたいと思います。また、支援制度を設けて具体的に取り組

む考えがないか、伺いたいというふうに思います。２点目に、沿岸漁業資源増大のための種苗放

流事業についてであります。私は現在、町が取り組んでおりますタコ産卵礁の設置ですとか、昆

布漁場の雑海藻駆除等の漁場環境の整備の他、特に主要魚種放流による沿岸漁業資源増大のため

の種苗放流事業につきましては、漁業所得の向上と漁業経営の安定を図るための政策として大変

重要であるというふうに認識しております。事業の継続とその拡大が水産業の振興に寄与するも

んだというふうに考えているところでございます。しかしながら平成 29年度では、種苗放流事業

の予算がほとんど削減されておりまして、この状態が継続されますと今後の新ひだか町における

漁業の衰退にますます拍車がかかるものというふうに懸念しているところでございます。そこで

質問でございますが、沿岸資源増大、資源増大のための種苗放流事業については、町長が執行方

針で述べております、 

漁業所得の向上のために必要な施策であるというふうにしておりますので、平成 28年度以前の事
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業規模による事業の継続実施と事業の拡大を図るべきというふうに考えておりますが、町長の見

解を伺いたいというふうに思います。次に、大きな２点目の防災対策についてであります。町長

は平成 29年度執行方針の中で昨年の台風や低気圧等による災害の教訓を踏まえて、防災に関する

知識の普及や啓発を行う防災教育や地域との連携強化を図り、地域自らの防災力の向上を進める

こととしております。しかしながら、今年９月 24日の低気圧による集中豪雨では、東静内地区２

カ所では、国道に土砂が流入しております。静内入船町地区２カ所。ここにおいては国道や、住

宅に土砂ですとか石などが大量に流れ込んで被害が発生しております。最大１時間当たりの降雨

量を見てみますと、昨年８月 23日の台風９号の 53.5ミリに対しまして今回は 14.5ミリと少ない

にもかかわらず特に、入船町地区では土砂や石による側溝閉塞によりまして、住宅街の道路一帯

を土砂が覆い、住宅の床下浸水など昨年より大きな被害となっております。そこで、入船町地区

の災害対策について質問をさせていただきます。１点目に、９月 24日の低気圧による大雨被害に

ついて、入船町地区における住宅等の被害状況と応急復旧の対応状況について伺いたいと思いま

す。合わせて、把握している範囲内で結構ですので北海道の治山対策あるいは漁港対策等も含め

て伺いたいと思います。２点目に、昨年の台風や低気圧等による災害を受けまして、防災減災対

策としてどのような取り組みを行い、その教訓は今回の災害にどのように生かされたのかを伺い

たいと思います。以上、２項目４点について壇上からの質問といたしますので、ご答弁をよろし

くお願いいたします。 

○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) 木内議員ご質問の大きな１点目の水産業の振興についての１つ目、

水揚げ向上対策についてご答弁申し上げます。当町としましても主要産業である水産業の振興を

図るためには、議員がこれまでおっしゃられてきた、漁業経営の安定向上対策は必要不可欠であ

ると認識しております。その一つの施策として、ご質問にあります漁船機器や漁網など漁具の購

入に対する支援制度創設を念頭にこれまで関係団体であるひだか漁業協同組合と協議を重ねると

ともに、各種情報の収集に努め検討を進めて参りましたので、これらの状況についてご報告させ

ていただきます。まず、平成 28年 10月に次年度以降の制度創設に向けた実態把握のための意向

確認を行った際には、漁具等購入支援に先立ち、水産物の付加価値向上対策やヒトデ駆除対策に

よる経営安定向上のための事業要望が強かったことから、これらの意向に踏まえた施策を今年度

実施しているところでございます。また、他町の状況についてでございますが、管内５町の状況

は、助成制度なしが２町、新規就業者や及び漁業後継者のみを対象としている町が１町、事業期

間を設けず全漁業経営体の年間漁具購入費に対し、３分の１以内、または 10万円を上限に町単独

で助成している町が２町となっております。さらには本年９月には、平成 30年度当初予算編成に

向けた事業要望について協議を行い、ひだか漁協からは平成 30年度以降の制度化に対する要望が

あったところでございます。しかしながら、現時点においては漁協からの要望や他町の状況、さ

らには政策面や財政面を考慮するとまだまだ検討課題が多くあり、この場において明確な実施の

可否についてはお答えできませんが、引き続き漁協と協議を進めるとともに、当町としましては

水産業の振興策の一環である水揚げ向上対策について、当面は既存の栽培漁業や種苗放流事業、

漁場整備事業等を推進していきたいと考えております。また、社会情勢の変化や突発的な要因に

より、漁業経営に大きな障害を生じるような事案が発生した場合には、その状況を見ながら適切
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に対応して参りたいと考えております。２つ目の沿岸漁業資源増大のための種苗放流事業につい

てでございますが、近年の海洋環境の大きな変動により漁業資源の減少が深刻化している中、当

町としましても担い手対策にもつながる漁業所得の向上のための施策として、資源の維持増大を

目的とした各種の種苗放流は必要不可欠であると認識しており、ひだか漁業協同組合を事業主体

として、各種施策に取り組んでいるところでございます。平成 29年度は一部の業種について補助

額を減額しておりますが、事業量の減少は将来の漁獲量への影響が懸念されることから、漁協の

強い意向を踏まえ当初計画放流数を堅持するべく補助減額分を実施主体が負担し、事業が実施さ

れているところでございます。当町としましても、現在の漁獲量を支えている要因はこれまで実

施してきた各種種苗放流事業の成果であると捉えていることから、現在、ひだか漁業協同組合か

らの要望を踏まえ、新年度予算編成の中で協議しているところでございます。今後においても、

これら事業の継続、または必要に応じた事業の拡充。さらには、新たな魚種の選定など、新たな

事業の創設について協議検討をする一方、効果が低いと判断した場合については事業内容を見直

すことも必要であると考えておりますのでご理解願います。 

○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)木内議員からのご質問の大きな項目の防災対策についての１点目、９月

24日の低気圧による大雨被害についてご答弁申し上げます。静内入船町地区の土砂流出被害につ

きましては、国道沿いの急傾斜地東側の１号の沢と西側の荒沢において、降雨による流水の影響

を受けた浸食箇所を確認しておりますが、１号の沢については以前から、国道への土砂流出が発

生しており国道を管理している室蘭開発建設部が道路維持作業により対応されており、道路及び

車両通行に対する安全は確保されている状況となっているところです。また、昨年の８月 23日に

台風９号が北海道に上陸した際には、１号の沢の他に荒沢からの土砂流出があり、静内入船町の

住宅地及び静内漁港まで被害が広がったという事象が発生しており、町としても町道周辺等の巡

回パトロールを実施し状況を確認しながら注視していたところですが、本年９月 24日未明の豪雨

により、土砂流出被害が発生したため直ちに応急復旧対策として、道路上などに流出した土砂の

除去及び道路側溝等の排水路内の埋塞土の除去作業を実施しております。住宅地内の被害状況に

つきましては、住家における床下浸水が１件と非住家における旧住宅の床上浸水が１件の被害を

確認しております。この被害の発生原因としては、気象庁が発表している一般的な記録では、午

前１時における災害１時間降雨量が 14.5ミリメートルとなっておりますが、詳細なデータでは午

前零時 50 分から午前１時 10 分までの 20 分間において、21.0 ミリメートルの降雨があったこと

を確認しており、この量は分かりやすく時間雨量で申し上げますと 60ミリメートルを起すもので

あり、一時的には昨年の台風９号に匹敵する豪雨が短時間に集中した異常気象であったため、大

量の雨水が急激に両方の沢に集まり、比較的小規模であった沢内の侵食が進行し。甚大な被害に

発展したものと考えているものであります。現在の対応状況につきましては、静内漁港の管理と

治山事業を実施している日高振興局。国道を管理している室蘭開発建設部浦河道路事務所、海岸

施設を管理している室蘭建設管理部などの各関係機関と連携し、速やかな対応をするために役場

内において町道を管理する建設課、静内漁港と治山事業関係の調整を図っている水産林務課、防

災対策の中心である総務課そして農業委員会を含めて、情報共有しそれぞれの所管による対応を

協議しながら、最善の対策を検討して進めているところであります。日高振興局が進めている対
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応としては、１号の沢及び荒沢、両方の沢において浸食が進行している箇所の緑化並びに沢内に

堆積している土砂の排土が迅速に実施されているところでありますが、さらなる沢の安定のため、

今後とも北海道に対しまして治山事業について要望していきたいと考えております。また静内漁

港については、施設内道路や船あげ場の土砂堆積や排水施設内の土砂埋塞の被害がありましたら、

迅速な対応により既に清掃などを終了しており、漁業操業への大きな影響は生じていない状況で

あります。今後も引き続き必要に応じた漁港施設の維持管理について北海道に要望していきたい

と考えております。最後に、町の対応につきましては、被害発生直後の応急対応の他、関係機関

を含めた各対策が終了するまでの応急対策として、町道沿線の住宅地周辺に土のう袋を設置して

安全確保を実施しているところであります。今後の対応と、対策としては 12月補正予算として上

程させて頂いている事項になりますが、１号の沢の侵食カ所が町道橋入船橋の橋台に近接してお

り、今後の流水による洗掘を防止するため袋型根固め工を設置して砂流出防止対策を計画してい

るものであります。また荒沢につきましては、３つの対策を計画しており、１つ目が、町道橋船

見橋付近の沢内流路に堆積している土砂を除去により、土砂の流出を緩和する。２つ目として、

住宅地内を横断している排水路の縦断勾配と断面を確保し、流下能力及び機能の向上を図ること

により、荒沢からの雨水の流出量の増加に対応できるように排水路を改修する。３つ目として、

再度、土砂流出被害が発生した時に、住宅地等への被害を最小限にとどめる減災対策として、既

設、海岸護岸に開口部を設けることについて計画し、関係機関である日高振興局などと協議を進

めているところであります。計画しています各対策については、関係機関の協力を得ながら年度

内完成を目指してるところですが、雨水の他に融雪水が加わる来年の融雪時期に、再度被害が発

生する可能性が非常に高くなることが想定されますので、10月に台風が接近した際にも実施した

ように、状況に応じて住宅地周辺に土のう袋を設置するなどの防災対策について検討し、町民の

安全安心な生活を守るために鋭意努力して参りますのでご理解をお願いいたします。以上答弁と

させていただきます。 

○議長(細川勝弥君) 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) 静内入船町区の災害対策についての２点目について、ご答弁いたします。

昨年の台風や低気圧等による災害を受けて、防災減災対策としてどのような取り組みを行い、そ

の教訓は今回の災害にどのように生かされているかについてでございますが、これまでの配備体

制といたしまして、総務課では、事務室内に設置された北海道防災情報システム及び防災情報提

供システムを活用し、北海道から提供される気象情報を絶えず確認を行なっておりましたが、昨

年の台風などの災害を受け、事前の情報について役場内での情報共有を強化するため、夜間及び

休日の対応について、気象の警報級の可能性がある場合は室蘭地方気象台から直接電話による今

後の経過についての確認を行うとともに、その情報を各部長等を通じて、職員に情報提供しなが

ら職員体制についての確認及び日高振興局や消防、警察などの関係機関へ町の配備体制について

の事前連絡を行なっております。また、警報等が発表された際は、地域防災計画及び職員初動マ

ニュアルにおける非常配備体制となりますことから、該当する職員が登庁し災害対応が実施でき

る体制を整えることになっており、今年度は職員を対象にした災害時の初動マニュアル研修会を

行ったほか、防災訓練では、災害対策本部の活動訓練などを通じて職員の防災意識の向上にも努

めて参りました。しかし、本年９月 24 日に静内入船地区で発生しました災害では、24 日未明の
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午前零時 50 分から午前１時 10 分の短時間に、累計雨量 21 ミリの雨が降ったこと。その後、午

前２時 11 分に洪水警報、２時 31 分に大雨警報、２時 45 分に土砂災害警戒情報が災害の発生後

に発表されましたが、災害発生前の週末に、関係機関に気象状況を確認した際も警報級の可能性

がなかったため、総務課の防災担当の方でも早期に天候の急変を察知することができず、各部長

や関係機関への事前連絡も行なっておりませんでした。近年の異常気象により、今後においても

突発的な大雨が予想され、夜間や休日においても常に気象情報に注意を払っておりますが、事前

に情報がなく、体制を整えていない状況においては、行政の対応にも限界があるものと感じてい

るところでございます。この行政だけでは対応できない部分を補うために、災害において自分で

自分を助ける、自助及び家族地域でともに助け合う共助が重要とされていることから、本町でも

防災講話等を積極的に行い、町民の皆様にその重要性を説明させて頂き、さらなる防災意識の向

上を図り、また自治会に自主防災組織の結成をお願いしているところでございます。現在、39の

団体が組織されております。残念ながら組織率は 53%にとどまっており、本年度につきましては

未だ一件も結成されていない状況でございます。町といたしましては、今後も地域の防災の向上

を図ることを目的に、自主防災組織の結成に力を入れて取り組んで参りたいと考えておりますの

でご理解願います。 

○議長(細川勝弥君) ５番、木内君。 

○５番(木内達夫君) ひと通りご答弁を頂きましたので、再質問をさせて頂きたいと思います。先

ず、水揚げ向上対策でございますけれども、今年の水揚げ状況。これ見ますと昨日、城地議員か

らも秋鮭の関係、質問の中に出ておりましたけど、秋鮭は２年連続記録的な不漁ということで、

新ひだか町の水揚げを見てみますと３億６千万くらい減となってるようです。たこについても６

千万円位の減、昆布、ウニについて言いますと、昨年の台風の影響があったんだろうと思われる

んですけども、これも量的にも少ない。それから品質的にかなり落ちている。昆布もウニもそう

です。刺し網関係を聞いてみますと、カレイにしても、それから今の時期、漁が最盛期迎えるス

ケソウもかなりの、ほとんどない。ホッケはもう幻の魚みたいな感じで全然獲れていない。非常

に漁業経営は厳しい状況にある。このことは町長も恐らく承知してるいというふうに思っており

ます。そんな中でですね。実はその、漁業用具等の支援の関係ですね、これについてはその、登

壇でも答弁ありましたけれども新冠町、日高町がですね予算計上して支援をしている。新冠町は、

これはあの２分の１補助ですね。限度が 15万と。今年はそれを倍にして 30万で増やしていると

いうこと聞いております。予算的に 330 万て聞いております。日高町は 29 年度から実施してお

りますけれども、３分の１補助、10万上限ですね。600万、予算計上。ひだか漁協管内のその構

成町の３町のうち２町がもう既に実施してるという中でですね、新ひだか町がそういう支援制度

がないということになっております。このことについて町長、どのような考え方持っているか伺

いたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 町長（酒井芳秀君）。 

○町長(酒井芳秀君) 執行方針で水揚げ向上対策というようなことで、そのときは述べました。そ

れでこのことがですね成果を上げてないということは、その大きな原因として気象状況。これが

なかなか抗し難いと言いますか、人の力では抗し難い、そういった海水温の影響ですとか、高波

の影響ですとかそういったものがあって、非常によくない状況でありまして、漁業者の前の皆さ

ん、漁業者の方々の前でお話しするときには、ちょっと私も、何といいますか、農業者の方々の
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前で話すのとはだいぶ違う状況でございます。それぐらい、私は公約で打ち出しましたけれども、

うまくいってないということは大変いつも頭に浮かんでいることでございます。そんなことで、

具体的に、それでは何をもって、その漁業者の方々のいわば落ち込んでいるであろう意欲をです

ね、元気づけてあげるかっていくとなると、こういったような今ご指摘の具体策だと思います。

そんなことで、ひだか漁組の所管範囲といいますか、組合の構成町であります、構成町の類であ

りますね、我が町そして新冠町、日高町さんが２町やられているということでございますので、

だからと言うわけじゃないんですが具体的にそういったを支援をもって、この点は木内議員から

前にも質問いただいております。ですから来期のことなんですが、その任にあるとすればですね、

このことは具体的に取り組みやすい施策としてですね、考えていかなければならないと。このよ

うに思っているところでございます。 

○議長(細川勝弥君) ５番、木内君。 

○５番(木内達夫君) ぜひ来期に向けてですね、私はできれば、これから公約づくりもされるんで

しょうから、その中に具体的にうたっていただければよろしいのかなというふうに思っておりま

すので、よろしくお願いします。次行きます。それで種苗放流事業の関係でございますけれども、

私、当初予算の予算委員会でもこれ質問させていただきました。それでエゾバフンウニの場合で

すね、これ 50万円。これ半分なってる。30%くらいですかね 50万円減と。それから真カレイ等

の地域魚種の栽培、これは半分ですね 65 万減と。ハタハタ等の地域回遊性の業種、これも 50%

減の 55万２千円の減。こういうふうになっておりますね。そこで、この 29年度当初予算の中で

ですね。私は、農林水産業、一次産業のことで聞きたいんですけれども。恐らく他の補助事業で

ですね、半分になってるというのはほとんどないんじゃないかなと、私思ってたんですがありま

すかね。 

○議長(細川勝弥君) 木村農林水産部長。 

○農林水産部長(木村 実君) 第一次産業という部分で、私の方から答弁させて頂きますけれども、

水産等は木内議員がおっしゃってるとおりの話しなんですが、林業についても削減したというふ

うにはありません。ただ、農業の部分についてはですね、和牛関係の事業。これについては景気

動向も踏まえさせてもらいまして、今年度取り止めしたという事業はあります。 

○議長(細川勝弥君) ５番、木内君。 

○５番(木内達夫君) それでですね、和牛関係も削減しているということですね。それで１点伺い

たいのがですね。いずれにしてもその、和牛も含めてということで聞いて頂きたいんですが。継

続事業ですから、来年度、選挙があるといくと骨格予算になるわけですね 30年予算。ただこの継

続事業については当初から見ていくということになっていくと思うんですね。ですから私今、こ

の機会に質問をしてるわけですけれども。それで、そういうその当初予算計上ということですか

ら、町長が常々言っている農林水産業の振興ですね。このことを考えると、今の和牛のことも含

めてですね、やはりその、種苗放流事業。これは従前どおりもとに戻すということが必要でない

かというふうに考えているわけです。それで私ちょっと 28 年度決算ちょっと見てみたんですが、

経常経費の中でですね事業費関係のその予算の不用額、これちょっと当たってみました。需用費

で見ますと、一般会計、特別会計含めて３千 150万くらいの不用額が出ております。役務費、こ

れを見ますと、約千 300万。合せて４千 450万の不用額が出てるわけですね。ですから私はその

予算編成、これからしますけれども削減した額、水産で 100、２、30万。和牛でどれぐらいなる
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か分かりませんが、そういうその、そのことを考えるとですね、予算の組み方で、それはあの対

応できるのではないかというふうに思っているわけです。そのへんはどのように考えてるか伺い

たいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 副町長。 

○副町長(本庄康浩君) 財政一般に関することなんで私の方からお答えしますけど、今の不用額自

体の考え方っていうのは事案にもよるんでしょうけれども、毎年毎年それだけの不要額が出るか

というと、審査している中での要求に応じて落とした中でも、さらに担当のほうでも実際にはそ

こまで使わなかったとか、かからなかったとかということでの不要額が出て参ります。それで今、

私ちょっと手を挙げたのは、この放流事業に関して、木内議員は漁業者の方々と相談受けること

が多いと思いますので申し上げておきたいなと。私どもこの予算の審議をするときいつも思うん

ですが、放流自体がそれは漁種もいろいろあるんでしょうけど、その、最初に一回目蒔くときっ

ていうのは、極端に言えば全額助成しても足りると思います。ただ、漁業者の方々が考えていた

だきたいのは、その年、次の年になるんですか、１年２年経ったときに、そのものが水揚げされ

た中からですね、次の種苗放流に対して、自分たちで積んでいくという姿勢を持って頂かなけれ

ば、これは私、何故こんなこと言うかというと、商業者の方々から言われるわけですよ。この種

苗放流が商業の方々にとってみると仕入れの手伝いでないのかっていう物言いをされると答えよ

うがない。ですから、そういう意味で、例えばそれが台風とか、そういうので一斉に流されてし

まったりというような状況もあると思います。そうするとまた一からやらんきゃなりませんけど

も、漁業者の方々も、自分たちでそういう収益の中から次年度以降に向けて積んでおくとか、そ

れで、支援を受けたいとかというふうな考え方にして頂かないと、なかなか行政側も継続的に事

業を推進するというのはなかなか難しいこともあるので、ちょっと質問と直接関係ありませんけ

ども、一言申し上げておきたいというふうに思います。 

○議長(細川勝弥君) ５番、木内君。 

○５番(木内達夫君) 今副町長のですね答弁、分からないわけではないですけれども、私はその、

商業者の話ししましたけど全然別でないのかなというふうに考えてます。結局その一次産業の振

興、地場産業の振興っていうことで考えるとですね、町が、じゃあその産業の振興のために、い

かに取り組んで行くのか。こういう考え方持たないとですね、今、副町長言っている漁業者のほ

うのね、積み立てするとかね、これも一理あるかもしれません。ただ、姿勢的なことなんですよ。

私言いたいのは。毎回言ってますけれども、農林水産業の中で水産業の国の制度、ほとんど少な

いですよ。もともと。これ何回も私言ってますよ。だからこそね。だからこそ、町が力を入れて

いくという考えを持たないとですね、町長が言っている。何というんですか、もちろんその基幹

産業である農林水産業の振興にもなって行かないわけですよね。お互いにですよ、漁業協同組合

漁業者も努力する。町も、やはり前向きな姿勢で取り組んで頂かないとですね、生産性のあがる

一次産業の振興はあり得ないですよ。地域の活性化に結びつかないと私は思ってますから。あの

そういうことで、とにかく恐らく当初予算でね計上していくと思いますから、何とかそのへん理

解頂いて、よろしくお願いしたいなというふうに思います。次に移ります。それで防災対策なん

ですけれども、総務課長からご答弁頂きました。警報前のね、対応っていうのはこれは無理です

よね。これは分かります。今回の場合も、とにかく２時前後ですか、警報出てますから。当然、

警報発令ですから職員の皆さん、役場のほうに出ていると思いますし、現場も行っていると思い
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ます。私も日中ですけれども東静内、入船、現場に行って参りました。とにかく建設課の職員の

皆さん、あるいは水産林務の方、職員。それから振興局、室蘭建設管理部の門別の土現ですか、

いろいろ関連、関係する職員の方が来ていまして現地を見てまして、特に建設課職員は業者と一

緒に土砂の除去。これまでやってましたから。本当に、職員の皆さんは、大変だったんでないか

なということで、そのことにつきましては本当に敬意を表したいなというふうに思っております。

それで、入船地区の関係ですけれども、地域の住民が困っているというのは、非常に不安がって

いるのは、やはりちょっと雨降るとね、また同じようなことになるのではないかと。こういうこ

となんですよね。ですから、これから雪、寒くなりますから、そういう状況は少ないと思います

けれども、やはりその春先の雪解けの融雪の時期ですとか、それから夏秋にかけての台風ですと

か低気圧ですとか、そういう場合のですね集中豪雨。このときにまた同じことが起きるのではな

いか。こういう不安があるわけです。そう意味ではですね、いろいろ対応をして頂いております

ので、そしてまた、今回予算も見て頂くようですけれども、特にその荒沢の部分の３つの対策。

これは非常に効果があるんだろうというふうに思います。そこでその中でですね、住宅地内を縦

断する勾配、あるいはその、断面の確保。これひとつの排水の解消ですよね。具体的にどのよう

な改修をするのか伺いたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 野垣建設課参事。 

○建設課参事(野垣尚久君) 荒沢の排水路の改修計画の内容についてご答弁させていただきます。

排水路の現況といたしましては、急傾斜地中腹にあります町道橋船見橋の下から国道及び線路を

横断するまでがですね、直径 45 センチの管路により流化しておりまして、その後、住宅地内を

60 センチの海水路と、それから直径 70 センチの管路により横断して静内漁港内の管路を経由し

てですね、太平洋に流下しているという状況になってございます。土砂流出の被害が発生してい

る箇所といたしましては、住宅地内の横断している 60センチの海水路部分になりまして、水路の

勾配が急勾配から緩い勾配に変化しているということと、次の 70センチの管路との間に段差があ

ることから、流速や水の勢いの変化により水路が埋塞して、地表に土砂が流出したものと考えて

ございます。基本的には土砂の流出を止めるということが最善の策と考えているのでございます

が、改善には時間を要することから、早期に対応できる減災対策として排水路の計画、改修を計

画しているものでありまして、既設排水路の勾配が４パーセント程度になっているものを段差を

なくした７パーセント程度の一定勾配に改善することと、それから支障物件があることから水路

幅の 60 センチを変えることはできませんが、既設水路の深さ 75 センチのものを最小 75 センチ

から最大 1メートル 60センチまでの深さに確保しまして、水路断面を大きくして流下能力と機能

向上を図り、土砂の堆積を極力防ぐことを目的として改修しようとするものでございますので、

ご理解をお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) ５番、木内君。 

○５番(木内達夫君) はい、よく分かりました。次に移りますけども、それでもう一つですね。方

法としてその減災対策ですね。それで、実は海側の住宅の裏、漁港側なんですが、そこに既設の

海岸護岸がありまして、開口部を開けると。設けるということでございますね。これは、実は 10

月３日の入船町自治会からの自治会要望の中にも、これはありましてですね、住民の方が今回の

災害を受けて、もしその護岸が開いていれば住宅地で、道路を通ってその土砂がですね、流れな

いで真直ぐ落ちていくだろうと。こういう発想なんですけどもそういうことでの要望を受けての、
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振興局との協議というふうに思っております。それで、その協議内容ですね。協議は整っていな

いと思うんですけれども、その今協議してる内容とですね、仮に整ったときに開けるわけですか

ら。その、開けたら水が、土砂が流れていく。それが今度、漁港内の今言った配水管路ですね。

恐らく流れていくと思うんですが、その管路が今の管路で、断面ですね。能力的にどうなのかっ

ていうのも心配なんですが、そのへんも含めてお伺いしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 野垣建設課参事。 

○建設課参事(野垣尚久君)  入船町自治会から要望のあります既設海岸擁壁のですね、開口部の

設置についてご答弁させています。既設海岸擁壁につきましては、静内漁港区域内の海岸施設に

なりますが、再発した際の被害を最小限にとどめるために開口部を設けるということは、町とし

ても良策と考えておりまして、管理者であります日高振興局、それから技術的な審査をして頂く

ことになります室蘭建設管理部とですね協議を進めさせて頂いているところであります。日高振

興局からは、理解を示して頂いておりまして、前向きな協議を実施しているところではあるんで

すが、何分、前例のないことから技術的な審査もとより、開口部の管理面について問題点を整理

しながら現在進めているところであります。現在協議中でありまして、詳細について申し上げる

ことができる段階にありませんので、何とか協議を整えて、年度内に完成に向けて取り組んでい

きたいというところですので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) ５番、木内君。 

○５番(木内達夫君) そのへんはよろしくお願いしたいと思います。それでですね、この自治会要

望の中にもう一点ですね出てると思いますが、今回のその災害の要因についてですね、実はその

流れてきてる土砂がですね、黒土混じりということで、要するに真歌の上の何て言うんですか、

草地改良による表面水。これが大量に流れてきて、そして荒沢ですか、荒沢の部分を削って大き

な被害になったのではないか。そこで、その草地部分の排水処理についてね、町から要望、町か

らの指導をしてほしいという内容になってると思いますが、そこでその事業者に対する指導です

とかね、事業者責任として、どのような対応を今回したのかということで、もしその事業者とい

ろいろ指導なり、お願いなりしてることがあればお伺いしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 野垣建設課参事。 

○建設課参事(野垣尚久君)  災害発生の原因と農地改良との因果関係ということでご答弁させて

いただきます。壇上でご答弁申し上げておりますが、入船地区で発生している土砂流出被害は本

年９月が初めてではなくてですね、昨年８月にも同様の被害が発生しているところでございます。

真歌地区の農地改良につきましては、本年７月ごろから実施されているものでありますが、これ

までも採草地や放牧地として利用されていた土地でありまして。集水される面積に変わりがない

ことから、雨水流出量が増えているということはないと考えており、今回短時間に集中した豪雨

が大きな要因となって、既に浸食を受けていてですね、荒れていた箇所が増破して大量の土砂が

流入したものと考えております。ただし、農地改良中ということがありますので、沢に集水され

る流達時間が速い。また、豪雨により表土の流出が発生したことは否定できない事実であります

ので、被害の一因として認識はしておりますが、根本的な原因ではないと考えているところであ

ります。そこで、ご質問の農地改良事業者への指導についてですが、根本的な原因にはならない

ということと、現状では関係する道路法や都市計画法などに抵触する事項はないことから国、道、

町から、強く指導する法的な根拠がないという状況ではありますが、被害の一因として再発する
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可能性がありますので、表土の流出や流達時間を遅くする対策方法について事業者に提案をして、

何とかお願いをしてるところでありまして、現在の対策の一部として沈砂池を設けるなどの作業

を実施して頂いているところであります。今後とも現地の状況を確認し、対策方法を提案しなが

ら粘り強く、お願いをしていきたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長(細川勝弥君) ５番、木内君。 

○５番(木内達夫君) それで今、参事からご答弁頂きまして、ちょっと私と認識が違うところがあ

るなというふうに思いました。今回の土地改良、農地改良っていうんですかね、これのことなん

ですが、私も確認をさせて頂いたんですけれども、農地部分で９万７千 314平方メートルですか。

その農地の下側ですね、海側のほうに農地に沿って緩衝帯部分っていうのがあってですね、これ

が原野になってるんですね。これが４万７千 266 平方メートルですか。合わせて 14 万４千。か

なり大規模な土地改良というか農地改良。それで、実は傾斜してるんですよね、その海側に。そ

れが要するにその、相当な雨で、豪雨でですね、表面層が一気に流れたというふうに捉えるのが

自然かなというふうに私は思っておりますから、大きな要因なってるんでないかなというふうに

は捉えております。そのへんはちょっと違うんですけども。そこで質問でございますけど、農業

委員会に対して質問をさせて頂きたいんですが、農業委員会にですね、農地改良届出書が提出さ

れていると思います。今回の真歌のですね、９万７千平米、平方メートルですか。届出書の内容

とその根拠、あるいは農地改良事業者に対する指導ですとかね、隣接土地所有者に対する対応。

これがございましたら、その点について伺いたいというふうに思います。 

○議長(細川勝弥君) 阿部農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長(阿部尚弘君) お答えいたします。届出書の方につきましては法的な根拠は

特にございません。事業内容の確認という意味合いで任意で提出してもらっているところでござ

います。記載の内容につきましては、届出者の名前、農地の所在地、面積、目的、期間等が記載

されておりますが、この届け出の時点においては内容について特に指導などはしてございません

が、先ほどの９月の災害の後につきましては、この届け出者に対しまして、隣接に住んでいる町

民の方への配慮、それから今後の被害を防ぐためできる範囲での協力をお願いしてるという状況

でございます。 

○議長(細川勝弥君) ５番、木内君。 

○５番(木内達夫君) 届け出書については、まあ法的根拠はなくて任意の提出であるということで

すね。それとまた届け出者に対しましては、特に指導していないということだと思いますけれど

も。ただ、道内にですねこの農業委員会で、その制度を設けているところがありますよね。これ

は農業委員会でもこのへんは把握してると思いますが。今回の災害がですね、やはりこういうそ

の、開発行為っていうふうに言えるかどうか分かりませんが、そういう状況ですから、それが要

因になっているとすればね、この新ひだか町農業委員会としてこの制度を設ける。設けてね、水

処理対策ですとか、あるいは指導するとかね、できるとか。今は任意の届出ということでござい

ますからね、その届出の根拠にもそういう制度ができれば、なると思うんですけれども。そうい

う考え方はないですか。 

○議長(細川勝弥君) 阿部農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長(阿部尚弘君)災害発生の後ですね、町の関係課のほうからも水処理関係の部

分を含めた要綱制定についての相談がございました。そこで、11 月 10 日の農業委員会の総会。
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その後 14日の日に、改めて会長及び会長代理のほうとも協議を行いまして、農業委員会として意

見をまとめたところでございますが、要綱制定するのは難しいという判断をしているところでご

ざいます。 

○議長(細川勝弥君) ５番、木内君。 

○５番(木内達夫君) 今のその農業委員会として要綱の制定は難しいという判断をしたというこ

となんですが、その理由はどういうことなんですか。 

○議長(細川勝弥君) 阿部農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長(阿部尚弘君) 主な理由といたしましては、従来より客土、環境、あるいは

草地改良、草地更新などにつきましては、農地の生産性を高めるために行うもでございまして、

農業者個人の責任で実施をしており、今までもそういった届け出を受けていないということ。そ

れから２点目としまして、農業委員を始め事務局職員も土木関係など専門知識を持っていないと

いうことで、仮に要綱を制定して指導や助言等を行う場合、技術的な説明がしづらいという考え

によるものでございます。また、農業委員会が要綱を制定するのであれば、農地に関するもので

ございまして、他の原野等の地目等については関与できないということになりますので、他の部

署で制定したらどうかという意見も出ているところではございます。 

○議長(細川勝弥君) ５番、木内君。 

○５番(木内達夫君) 理由の中にあの、技術的な専門的な指導っていうんですか、それができない

ということなんですが、私は町長部局に専門職もおりますからね、連携を図ることができるので

はないかというふうには思っております。そこでその、ただ今回の場合ですね、農地以外の部分

のこの原野ですか、この部分も含まれてるんですよね。同時に改良してますから。そうすると農

業委員会の今の答弁ですと、農地以外は関与できないということになるとなるとですね、それじ

ゃ町としてね、町として、どのように考えているのかってことになってくるわけですね。そのへ

んはいかがですかね。 

○議長(細川勝弥君) 木村農林水産部長。 

○農林水産部長(木村 実君) 土地の開発行為。これについてはいろいろな法律で規制をされてる

と。ただ、どうしても規制から抜けてる。そういった部分も多くあると思います。今回のような、

土地改良っていうんですか。そういったケースっていうのはですね、他町にも同様な事例がある

と思いますんで、そういったことを踏まえましてね、制度的に町ができるのかどうかっていう部

分。こういった部分をですね振興局、あるいは各町とも確認させていただきながら、研究させて

もらいたいと思っております。 

○議長(細川勝弥君) ５番、木内君。 

○５番(木内達夫君) この今回のようなですね災害については、過去においてもですね実は山の上

にですね、開発行為ですね、開発行為があったことによって、その水がですね、水によって災害

を生じてるような例があるわけですね。恐らく、今後においてもそういうことがあるとすればね、

また同じようなことを繰り返すということになると思いますのでね、ぜひ、研究して頂いてね、

検討いただければありがたいなというふうに思いますのでよろしくお願いしたいと思います。以

上で終わりたいと思います。 

○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。 

暫時休憩いたします。午後１時再開いたします。 



 

 - 24 - 

         休憩 午前１１時４３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。 

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

   ◎議案第１号から議案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第３、議案第１号 平成 29 年度新ひだか町一般会計補正予算(第５号)

及び議案第２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３号)の２件を一

括議題といたします。 

 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１号及び議案第２号についてご説明い

たします。議案第１号は一般会計、議案第２号は介護サービス事業特別会計それぞれの会計の補

正予算でございまして、その概要でございますが、ふるさと応援寄附金の増加に返礼品等の経費

の追加、サービス利用者の増などによる障害福祉サービス給付費の追加、私立保育所における利

用者の増などに伴う運営経費の追加など、今回補正しなければ事務事業の執行に支障を来すもの、

あるいは行政サービスの提供に影響があるものについて計上させていただいております。また、

平成 30年度に展開します行政サービスの提供に支障が生じないよう、債務負担行為の設定につい

ても追加をしてございます。他の事業費等の執行整理につきましては、３月定例会までに精査し、

議案上程させていただく予定でおりますので、ご理解願います。 

 それでは、会計ごとにご説明いたします。議案第１号は、平成 29年度新ひだか町一般会計補正

予算(第５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５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２億

3,376 万 6,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 165 億 6,457 万 4,000 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、債務負担行為の補正でございまして、債務負担行為の追加は第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 10 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目議会費では 12 万 6,000 を追加し、１億 115 万 5,000

円にしようとするものでございまして、事業目１議会運営経費でございますが、需要費、印刷製

本費でございます。議会広報の発行ページ数の増により、予算不足が生じたことから経費を追加

するものでございます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、53万円を追加し、７億 1,398万 8,000円にし

ようとするものでございます。事業目６、一般行政事務経費でございますが、弁護士委託料でご

ざいまして、改葬義務確認請求事件について、コタンの会を原告とし、訴状が届いたことから、

代理人を立てて対応するための経費につきまして、今回は着手金となりますが追加するものでご
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ざいます。 

 一般 11 ページ、11 目地方振興費に 2,198 万 4,000 円を追加し、８億 5,505 万 9,000 円にしよ

うとするものでございます。事業目５、生活路線維持事業でございますが、地方バス路線維持費

補助金でございまして、車両の入れかえや燃料費の高騰により、補助対象経費が増加したことか

ら、補助金を追加するものでございます。また、事業目６、ふるさと応援寄附事業でございます

が、ふるさと応援寄附金の収入が増額となる見込であることから、記念品等の経費について追加

するものでございます。なお、ふるさと応援寄附金については、3,400 万円の増収を見込んでご

ざいます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費では、840万円を追加し、５億 4,681万 5,000

円にしようとするものでございます。事業目 10、臨時福祉給付金支給事業でございますが、臨時

福祉給付金でございまして、申請者数の増に伴い給付金を追加するものでございます。財源につ

きましては、臨時福祉給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。 

 一般 12 ページにまいりまして、２目障害者福祉費では１億円を追加し、11 億 2,151 万 1,000

円にしようとするものでございます。事業目４、障害福祉サービス費給付事業でございますが、

障害福祉サービス費扶助でございまして、職員の処遇改善加算の導入、サービス利用者数の増、

障害の重度化による給付単価の増などにより、扶助経費を追加するものでございます。財源でご

ざいますが、障害福祉サービス給付費負担金でございまして、国庫負担金で 5,000 万円、道負担

金で 2,500万円をそれぞれ充当してございます。 

 ７目老人支援費では 142万 2,000円を追加し、14億 7,139万 7,000円としようとするものでご

ざいます。事業目５、介護サービス事業特別会計予算でございますが、詳細につきましては、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。事業目６、日高中部広域連合負担金で

ございますが、マイナンバー制度、また介護保険制度の改正に伴いまして日高中部広域連合のシ

ステムの改修が必要であることから、システム改修経費に係る新ひだか町の負担分について追加

するものでございます。 

 一般 13ページ、２項児童福祉費、２目児童措置費では、5,150万 7,000円を追加し、９億 4,525

万 7,000 円にするようとするものでございます。事業目１、認定こども園等運営経費でございま

すが、三つの項目がございまして、一つ目は、地域子ども子育て支援事業でございます。補助基

準額の増加に伴い経費の追加をするものでございます。財源につきましては、子ども子育て支援

交付金でございますが、国庫補助金・道補助金等を 23万 7,000円を充当してございます。二つ目

は、施設型給付費道負担金でございまして、対象児童者数の増加や職員の処遇改善加算などの増

により、負担金を追加しようとするものでございます。財源につきましては、子どものための教

育保育給付費負担金ですが、国庫負担金で 514万 7,000円、道負担金で 323万円を充当してござ

います。三つ目は、認定こども園等補助金でございまして、補助基準額の増、対象児童者数の増

加に伴う補助金の増でございます。財源につきましては、子ども子育て支援交付金でございます

が、国庫補助金・道補助金とも 53万 8,000円を充当してございます。事業目２、私立保育所運営

事業でございますが、こちらも三つの項目がございまして、一つ目は私立保育所運営業務でござ

いまして、延べ利用者数の増加や職員の処遇改善箇所の増などに伴い、経費を追加するものでご

ざいます。財源でございますが、子どものための教育保育給付費負担金でございまして、国庫負

担金で 1,366万 2,000円、道負担金で 683万 1,000円を充当してございます。二つ目は、地域子
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ども家庭支援事業でございまして、地域子育て支援拠点事業及び放課後児童健全育成事業の補助

基準額の増加に伴い経費を追加するものでございます。財源でございますが、子ども子育て支援

交付金でございまして、国庫補助金・道補助金とも 55万 8,000円を充当してございます。三つ目

は、私立保育所補助金でございまして、一時預かり事業に係る補助基本額の増加に伴い、補助金

を増額するものでございます。財源でございますが、子ども子育て支援交付金でございまして、

国庫補助金・道補助金とも３万 4,000 円を充当してございます。事業目３、広域利用保育経費で

ございますが、施設型給付費等負担金でございまして、町外の認定こども園等の利用児童数の増

加に伴い、経費の追加をするものでございます。財源につきましては、子どものための教育保育

給付金の負担金でございますが、国庫負担金 29万 4,000円、道負担金 13万 2,000円を充当して

おります。 

 一般 14ページにまいりまして、６款農林水産業費、１項農業費、５目畜産業費では、150万円

を追加し、6,566 万 2,000 円にしようとするものでございます。事業目１、軽種馬振興事業でご

ざいますが、修繕料でございまして、日本軽種馬協会北海道市場周辺の環境整備を行うため、旧

目名川の草木伐採埋塞土掘削除去の経費を追加するものでございます。なお、財源でございます

が、農業振興基金繰入金の同額充当してございます。 

 ７款、１項商工費、１目商工総務費では 49万 7,000円を追加し、5,153万 8,000円にしようと

するものでございます。事業目１、消費者行政推進経費でございますが、国民生活センターと全

国の消費生活センターをネットワークで結び、消費者からの苦情相談情報を収集するシステムを

導入いたしまして、消費者生活相談の環境整備するための経費を追加するものでございます。財

源につきましては、消費者行政活性化事業交付金、道補助金でございますが、同額を充当してご

ざいます。一般 15 ページ、８款土木費、３項河川費、２目河川改良費では 800 万円を追加し、

3,692 万 5,000 円にしようとするものでございます。事業目１、河川管理経費でございますが、

修繕料でございまして、９月 24日の雨は短時間でありましたが、日最大 10分間降水量としては、

統計開始以来の局地であったことから、入船地区に土砂災害をもたらしました。今後、同様な状

況となった場合に備えるため、減災対策をするための経費を追加してございます。 

 10款教育費、４項社会教育費、５目図書館費では 200万円を追加し、6,424万円にしようとす

るものでございます。事業目２、図書館運営事業でございますが、図書の購入でございまして、

図書購入資金として寄附があったことから、この資金を財源といたしまして、図書を購入するた

めの経費を追加するものでございます。 

 一般 16ページにまいりまして、５項体育振興費、２目体育施設費でございますが、300万円を

追加し、7,236 万 3,000 円にしようとするものでございます。事業目３、温水プール管理経費で

ございますが、燃料費及び光熱水費でございまして、当初予算積算時と比較し、原料費や電気料

の単価が高騰したことから追加するものでございます。なお、温水プールは 12月 15日で開館を

終了することから、今回不足分を追加計上したものでございますが、他の施設につきましては、

３月定例会上程の補正予算において精査をいたしますのでご理解をお願いしたいと思います。 

 ３目乗馬施設費では、80 万円を追加し、4,154 万 8,000 円にしようとするものでございます。

事業目１、乗馬施設管理経費でございますが修繕料でございまして、暖房給湯ボイラーの取りか

え修繕に係る経費について追加をしてございます。財源でございますが、乗馬施設使用料を同額

充当しております。 
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 13款諸支出金、１項、１目基金費では 3,400万円を追加し、６億 9,199万 9,000円にしようと

するものでございます。事業目１、各種基金積立金でございますが、まちづくり基金積立金でご

ざいまして、ふるさと応援寄附金が 3,400 万円程度増収となる見込であることから、その増収分

を基金に積み立てるための経費を追加するものでございます。 

 以上で歳出の説明を終わります。 

 次に歳入の説明に入りますので、一般６ページにお戻りください。２ 歳入でございます。歳

入の事項別明細につきましては、一般６ページから９ページのとおりでございます。歳入の説明

につきましては、歳出の説明時に充当財源として説明をしてまいりましたので、詳細な説明は省

略を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。なお、収支調整でござい

ますが、一般９ページ下段の 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 8,000 万円の追加と、一般６ページ、10 款、１項、１目、１節地方交付税 46 万 1,000 円

の減額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、事業費等が確定または決

算見込みにより精査をさせていただき、３月定例会に上程予定の補正予算にて審議いただきます

ので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 以上で歳入の説明を終わります。 

 一般３ページにお戻りください。「第２表 債務負担行為補正(追加)」でございます。事項は、

三石地区バス運行業務に係る債務負担行為。期間は、平成 29年度から平成 32年度でございます。

限度額は、１億 10万 7,000円でございます。町費単独で三石地区を運行しているバスは、スクー

ルバスとコミュニティーバスがありますが、ともに各々で運行業務を委託しておりましたが、平

成 29年度で委託期間が終了することから、新たに３年間の委託契約を合併発注により締結しよう

とするものでございまして、そのための債務負担行為を設定しようとするものでございます。な

お、平成 29年度は契約行為のみでございますので執行はございません。 

 以上で一般会計補正予算の説明を終わります。 

 次に、議案第２号についてご説明をいたします。緑の間紙の次をお開きください。議案第２号

は、平成 29年度新ひだか町介護サービス事業特別会計予算予算第３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３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 68

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 5,960万 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。 

 第２条は、債務負担行為の補正でございまして、債務負担行為の追加は、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に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。５款、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 68万円

を追加し、8,057 万 5,000 円にしようとするものでございます。事業目１、通所介護施設運営経

費でございますが、修繕料でございまして、デイサービスセンターあざみの浴槽の水漏れ、循環

ポンプの水漏れ、厨房内食品庫などの施設修繕にかかる経費を追加しようとするものでございま

す。 

 以上で、歳出の説明を終わります。 
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 １ページお戻りいただいて、介サ６ページをごらんください。２ 歳入でございます。２款繰

入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金に 68万円を追加し、４億 5,283万 7,000円にしよ

うとするものでございます。今回の補正予算の財源でございますが、一般会計繰入金で収支調整

を図っております。 

 以上で歳入の説明を終わります。 

 介サ３ページにお戻りください。「第２表 債務負担行為補正(追加)」でございます。事項は、

新ひだか町デイサービスセンターあざみ及びなごみの管理運営に係る債務負担行為。期間は、平

成 29年度から平成 33年度、限度額でございますが 6,220万円でございます。デイサービスセン

ターあざみ及びなごみの管理運営につきましては、５年間の指定管理により対応してきたところ

でございますが、平成 29年度を持って指定期間が満了となることから、引き続き指定管理により、

管理運営を行うため、債務負担行為を設定しようとするものでございます。なお、期間の平成 29

年度は契約行為のみで執行はございませんので、実質の期間は、平成 30年度から平成 33年度の

４年間となります。 

 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。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。 

 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) 一般会計の 12 ページ、障害福祉サービス費給付事業１億円の追加ですが、

12月の時点で１億円の追加というのは非常に大きいんですけど、どういう対象者が増えたという

ことだというふうに思うんですが、増える対象者は、どういう障害が大きくなって対象者になっ

たのかと、上位三つぐらいちょっと上げてくれませんか。 

○議長(細川勝弥君) 米田福祉課長。 

○契約管財課長(米田和哉君) どのような障害の上位３つというのはちょっと今ここに手元には

ないんですけども、実際今回上がったサービスの利用なんですけども、障害者の施設利用者の食

事、それから入浴・家事全般の介護、それから捜査活動の支援、それからグループホーム 19カ所

なんですが、こちらに通う方の増、それから放課後デイサービスを利用してる方の増と、各種処

遇改善加算の改定のアップによる増加ということで補正をしております。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) 今の説明ではよくわからないんですよ。当初予算で必要な分は計上してお

くと。それを１億円追加するったら、今の課長の答弁では非常にわかりにくい。そんなの初めか

らもうずっと計上してるんじゃないのかと。そうじゃなくて１億円追加ったら相当なものになる

んでないかというふうに思っているんですか。処遇改善はそんな大きいんですか。 

○議長(細川勝弥君) 米田福祉課長。 

○契約管財課長(米田和哉君) 20 のサービスをちょっと、今、想定して、想定してというか使っ

ているんですよ。当町で使っているんですけども、全部ちょっと均らしてみて、件数が、平成 28

年度は１万 81件、単価で大体９万ぐらいなんですけども、それが 29年度では、もう既に１万 1,484

件ということで、１割以上アップしているということで、今回の補正というふうにいたしました。 

○議長(細川勝弥君) よろしいですか。 

 はい、ほかに。 
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 18番、下川君。 

○18番(下川孝志君) 14ページの軽種馬振興事業のところだったんですが、で、私が説明を聞い

て、何で補正を組まなきゃいけない、緊急性を感じなかったんですね。説明からすれば、来年度

でもできる事業かなと思ったんですが、この補正を行わなきゃならない緊急性をもう一度お願い

します。 

○議長(細川勝弥君) 秋山農政課長。 

○農政課長(秋山照幸君) はい。下川議員のご質問にお答えします。北海道市場につきましては、

ご存じのとおり、最近、非常に多くの方が訪れるというか、景気を背景として多くの馬が売れて

きているというようなことで、そこの市場に関する利便性をもうちょっと上げていく必要がある

のではないかと、こういうようなことで、これまで軽種馬農協さんのほうから町のほうにも、い

ろいろご相談がございました。それで、その中で来年に向けて、今、市場の裏手といいますか、

隣接地の裏手のほうに、新たな駐車場を整備するべく、軽種馬農協さんのほうで、今、工事等に

向けて、いろいろやっていらっしゃるんですけども、それの完成を来年度の夏ぐらいまでにはし

たいというようなお話がございまして、合わせまして、その新たな駐車場にアクセスする道路の

整備なんかも、あわせて考えますと、やはり、今のうちに今の旧目名川のほうの浚渫もあわせて、

こう逆算してこうやっていけば、市場のほうにも支障がなく来場される方の支障もなく、新しい

駐車場も使えるのではないかというようなスケジュール的なことも含めて、急遽このような補正

をさせていただいて、そして旧目名川の浚渫等々やっていく中で、そこにアクセスする侵入用の

道路なんかもつけていきたいということで、そこら辺の日数を踏まえた中で、今回、どうしても

12月の補正を組ましていただいて、浚渫の修繕をしていきたいということでございます。 

○議長(細川勝弥君) 18番、下川君。 

○18 番(下川孝志君) 今の説明でわかったけど、この補正額からすれば、今の説明とリンクさせ

るとしても４月からの、来年の事業の４月からで間に合わないの、この工事が。 

          [何事か言う人あり] 

○18番(下川孝志君) 補正組まないうちにか。 

          [何事か言う人あり] 

○18 番(下川孝志君) だから、４月からでは間に合わないのかいって、私は緊急性があるのかっ

て聞いてるわけだから、間に合わないんだって答えてくれたら別にいいんだけど。 

○議長(細川勝弥君) 秋山農政課長。 

○農政課長(秋山照幸君) 間に合わないというようなことで考えてございます。 

○議長(細川勝弥君) はい、ほかに。 

 13番、福嶋君。 

○13番(福嶋尚人君) ふるさと納税のことでお聞きしたいと思いますけども、11ページにふるさ

と応援寄附事業 2,000万円と。それで 16ページに、各種基金積立金 3,400万円、これ全部ふるさ

と納税に関するものだと思うんですけども、これで年間、新ひだか町のふるさと納税のトータル

は大体幾らっていうふうに見込まれてるのか。それと基金に 3,400 万積んで、支出に 2,000 万と

いうことは、合計 5,400 万円ぐらいの補正、収入があったということだと思うので、これは総務

省の通達基準で大体３割ぐらいをお返しなさいということで、1,700 万円を記念品にしたと思う

んですよね。私の理解では。違っていたらそういうふうにちょっと教えていただきたいんですけ
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ども。それで、これ手数料が 300 万円かかっているんですけども、合わせて今年度の手数料、全

部でいくらなのか、それでこれでふるさと応援寄附事業、これで２年目か３年目なんですけども、

新ひだか町独自でやれば、この手数料というのはいらなくなるんでないかと思うんです。新ひだ

か町のれホームページでやればね。職員はちょっと大変かもしれませんけども、財政が厳しい厳

しいという中で、この手数料、１年間で年間、これ多分かなりの金額になるので、それについて

はなかなかできないものか、これについてお伺いしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 中村企画課主幹。 

○企画課主幹(中村英貴君) はい。まず１点目のふるさと応援寄附、今年度の最終的な、今、補正

時点での収入見込みは 3,400 万、今回補正、収入の補正もさせてもらってますけども、当初予算

を合わせまして 9,600 万、現時点で見込んでおります。それに伴って報酬費とそれから手数料も

増額をさせていただいておりますが、職員で自前でというところもありましたけども、昨年の 28

年度のベースでいきまして、約 4,500 件の返礼品の取り扱いをしておりまして、これだけの業務

を職員自前でホームページでやるとなると、当然１名では足りないですから相当の複数の人員も

配置しなければなりませんし、多くの自治体がこの代行業者っていうのを活用して、ＷＥＢでや

っているという状況も踏まえまして、当町がこの方策をとっているというところであります。 

 失礼しました。手数料の合計につきましては、300 万補正させていただきまして 954 万 9,000

円となります。 

○議長(細川勝弥君) よろしいですか。 

 13番、福嶋君。 

○13 番(福嶋尚人君) 言われたとおり約 1,000 万円です。別に正職員つけなくても、嘱託職員と

いうか臨時職員とか経費を落としていけば、人も雇えるし、手数料もその分だけ払わなくて良い

という、そういう意味では、私は来年度の予算に向けて、そういうことできないかと思うんです

けども、どうでしょうか。 

○議長(細川勝弥君) 中村企画課主幹。 

○企画課主幹(中村英貴君) この手数料の中には先ほど言った代行手数料のほかに、クレジット等

の決裁手数料等も含まれておりますので、すべてが代行手数料ではございません。その直営でや

るという方法も、かつてはうちの町も、その方法で件数が少ない時点ではそういう方法をとらせ

ていただきましたけども、やはり専門業者にノウハウを生かしたほうが良いのではないかという

ことで、27年度からこのような形でやらさせていただいておりますので、当面、この形で検証さ

せていただいて、将来的にはまたいろんな方策があると思いますので、それについては今後検討

させていただければと思います。 

○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。 

 議案第１号及び議案第２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１号 平成 29年度新ひだか町一般会計補正予算(第５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。 



 

 - 31 - 

 よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２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３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２号は、原案のとおり可決されました。 

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

   ◎議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第４、議案第３号 新ひだか町青少年問題協議会条例を廃止する条例制

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３号についてご説明申し上げます。 

 議案第３号は、新ひだか町青少年問題協議会条例を廃止する条例制定についてでございまして、

新ひだか町青少年問題協議会条例を廃止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。 

 一枚おめくりください。新ひだか町青少年問題協議会条例を廃止する条例でございまして、新

ひだか町青少年問題協議会条例は廃止するものでございます。今回廃止しようとする青少年問題

協議会条例は、地方青少年問題協議会法に基づき、その趣旨を青少年の指導、育成、保護及び共

生に関する施策の充実や適切な実施のためとして、昭和 37年に三石町で、昭和 38年に静内町で

それぞれ条例を制定し、合併時の平成 18年に旧町それぞれの条例の趣旨を継承し、設置したもの

でございます。この条例に基づき設置された新ひだか町青少年問題協議会は、旧町それぞれの当

初の制定から今日まで 50年以上が経過しており、その間、当町において、社会情勢の変化に伴い、

子ども子育て会議、青少年健全育成運動推進協議会、青少年センター、子育て支援会議など、時

代に沿った青少年を含む子どもたちの健全な育成に関する審議会などが設置されており、その設

置目的、構成員が重複している状況や関係機関との連携がとれていることにより、青少年問題協

議会での協議・検討事項は、それらの審議会などで網羅されることなどから、本条例を廃止しよ

うとするものでございます。 

 次に、附則でございますが、この条例は、平成 30年１月１日から施行するものでございます。 

 以上、説明とされていただきます。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。 

 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) 今、説明聞いたんですが、この青少年問題協議会、これ私が一番、課長が

今説明した健全育成だとかなんとかっていう、そういうものの元締めだったような気がするんで

すけど、それは、今、課長が述べた団体は、これにあわせてなくなるんですか。それとも、引き

続き存在して、この青少年問題協議会のなくなった後を引き継ぐ団体というのは、どういう形に

なるのか。そのあたりがわからないんですが、ちょっと説明してください。 
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○議長(細川勝弥君) 米田福祉課長。 

○福祉課長(米田和哉君) 先ほど申し上げました青少年問題協議会以外の４つの会議はそのまま

残します。そちらの趣旨、それから構成員などが問題協議会と重複しているものですから。それ

で、他の４つの協議会で、その役割を担うということで、青少年問題協議会は廃止するというこ

とでご提案しています。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) 私が一番先に言ったのは、その４つの団体を取りまとめるのが、まとめる

役割を果たすのがこの条例でなかったのかというふうに思ってたんです。だから、この青少年問

題育成協議会がなくなって、他の４つはそのまま残りますよったら、私の理解としては一番大事

なものをなくして、他の１分野を担っていた４つの団体が残ってというのは、なかなか理解しが

たいなというふうに思うんですが、そういう役割ではなかったんですか。私の認識が狂っていた

んですか。 

○議長(細川勝弥君) 米田福祉課長。 

○福祉課長(米田和哉君) 先ほどの４つのうちに、新ひだか町子ども子育て会議というのがあるん

ですけども、それは新ひだか町子ども子育て会議条例というもので条例化されております。それ

が、大体この問題協議会と役割を一にするということで、片方、古くからある方を今回廃止する

ということで提案しています。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) 何とかなくわからんわけではないけれ、私の今までの認識はどうなんだっ

たら、その４つの団体はなくして、育成青少年問題協議会一本に、そこがすべて取りまとめて活

動を継続するというふうな、そういう位置づけでなかったのかっていうふうに、ずっと思ってた

もんですからね。一番の頭の部分無くして、あと手足の部分４つを残すっていうのは、なかなか

理解できないなというふうに思うんですけど。そういう位置づけでなくて、一番大事なものは残

す部分が大事なんだということになるんですか。 

○議長(細川勝弥君) 米田福祉課長。 

○福祉課長(米田和哉君) 実は、青少年問題協議会というのは各都道府県、市町村を対象に法制化

されておりました。例えばですけども、北海道などでも昭和 35年に問題協議会というのをつくっ

ているんですけども、時代時代でその目的がその時代にあったものとして制定されておりまして、

道でも平成 18年に北海道青少年健全育成条例に含んで、この問題協議会条例は廃止しているとい

う、この時代の流れというふうに考えてもらってよろしいと思います。あと、北海道内の各市町

村におきましては、179市町村のうち 103の 57.5パーセントがまだ残っておりますが、それ以外

は廃止しております。 

○議長(細川勝弥君) ほかに質疑ありませんか。 

 18番、下川君。 

○18 番(下川孝志君) 今のこれだけの問題でないんですが、今、川合議員から出たのはね、常任

委員会でもっと詳しい資料をついてちゃんと説明してくれますよ。でも、常任委員会では決まっ

たから、本会議は通るだろうということのやり方ではなくて、常任委員会と同じレベルのちゃん

とした資料をつけて説明していただければ、違う人たちももっと理解すると思うんですよ。です

から、私はこの上程の仕方が不親切だからどうなってるんだという形になりますよ。次の案件で
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もそうですけども、やはり私は、やはりこういう簡易な通るであろうということを前提みたいな

上程の仕方でなくて、常任委員会に上げた資料がきちっとここに上げてきても何も問題ないです

よ。そのぐらいな仕方をしなければ、他の委員会の人たちはぽっと見ただけで、私は理解できな

い議員がいても当たり前だと思いますよ。そういう意味では常任委員会のときのように、全部各

団体があってルールを説明して類似する団体があるから、これについては廃止しますと言えば、

そうだよねってなったことなんですよ。ですから、やはりその辺が、この何というか、原案の出

し方が不親切かなと思いますので、ぜひここを変えていただきたいと思うんですが、いかがでし

ょうか。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) はい。議案の提出の関係ですので、総務課のほうからお話をさせていた

だきます。確かに下川議員がおっしゃるとおり、不親切な形にはなっているとは思います。ただ、

今までこういう形で廃止条例については出してきておりましたので、それを踏襲させていただい

て今回出させていただきましたので、今後ちょっと工夫するように検討させていただきます。 

○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３号 新ひだか町青少年問題協議会条例を廃止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３号は、原案のとおり可決されました。 

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

   ◎議案第４号、議案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第５、議案第４号 新ひだか町集会施設条例の一部を改正する条例制定

について及び議案第５号 財産の無償譲渡についての２件を一括議題といたします。 

 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４号及び議案第５号についてご説明申

し上げます。 

 議案第４号は、新ひだか町集会施設条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、

新ひだか町集会施設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。改正の理由でございますが、議案第５号にも関連しますので、これまでの経過も含め一括し

てご説明申し上げます。平成 27 年 12 月に町が制定しました公共施設等総合管理計画に基づき、

公共施設の統廃合を計画したところでございますが、豊畑地区につきましては地域保育所の床下

に問題が生じたことから、先行して豊畑自治会、豊畑新興自治会、上豊畑自治会の３自治会長に

お集まりいただき、集会施設としての豊畑生活館、上豊畑会館の統合について協議を始めたもの
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でございます。現在の上豊畑会館、以前の上豊畑開拓婦人ホームというのが町民の皆様にはおな

じみかと思いますが、その集会施設機能を豊畑生活館、現在は地域保育所の機能も含めて、建設

に向けて進めている複合施設に統合し、上豊畑会館を廃止したい旨の上豊畑自治会の皆様と協議

を重ねてまいりましたが、敬老会など大きな行事はともかく、小さな会議をする場所として上豊

畑会館を使用したいから、自治会に無償譲渡してほしいとの意向が示されましたので、その後も

上豊畑自治会の皆様と協議を重ね、町としては承諾する方向で調整を図ってきたものでございま

す。これまでに、上豊畑自治会では 10月 27日に臨時総会を招集し、町に対して支援団体として

上豊畑会館の無償譲渡を申し出ることが協議・決定され、現在は地縁団体の登録も終え財産の無

償譲り受けに向けて体制が整っております。これらのことから、まず集会施設条例から上豊畑会

館を削り、上豊畑会館の無償譲渡の議決を経た後に、建物の譲渡契約書を締結して地縁団体たる

上豊畑自治会に対し、無償譲渡をしようとするものでございます。 

 それでは１枚おめくりいただき、１ページをごらんください。新ひだか町集会施設条例の一部

を改正する条例でございます。新ひだか町集会施設条例の一部を次のように改正するもので、第

２条の表から上豊畑会館の項を削るものでございます。もう一枚おめくりください、２ページで

ございますが、参考資料といたしまして、条例第２条の新旧対照表を載せてございます。現行の

条例は右側でそのうちアンダーラインで示しております上豊畑会館の項を削り、左側の改正後の

表に改めるものでございます。１枚お戻りいただきまして、附則でございます。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、議案第４号の説明を終わりまして、続けて議案第５号についてご説明申し上げますので、

議案第５号をごらんください。議案第５号につきましては、提案に至った経過などの説明は先ほ

ど議案第４号で申し上げたとおりでございますので省略させていただき、お手元の議案に基づい

て、内容の説明をさせていただきます。 

 議案第５号は、財産の無償譲渡についてでございまして、次のとおり財産を無償で譲渡するこ

とについて、地方自治法第 96条第１項第６号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 １、譲渡する財産は建物でございまして、所在地 日高郡新ひだか町静内豊畑 946番地の８。

名称 上豊畑会館。構造 木造平屋建て。床面積 132.57平方メートル。建築年 昭和 43年。 

 ２、譲渡の相手方でございますが、日高郡新ひだか町静内豊畑 1036 番地。上豊畑自治会 会

長   小田義明氏   。 

 ３、譲渡の理由といたしまして、地縁団体による自主的な管理運営を図るため。 

 ４、譲渡の時期といたしましては、平成 29年 12月でございます。 

 次のページ以降、参考資料１には広域における上豊畑会館の位置図。参考資料２には上豊畑地

区における上豊畑会館の位置図。参考資料３には上豊畑会館の平面図を添付しておりますのでご

らんください。 

 以上で議案第５号の説明を終わります。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) これより一括質疑を行います。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。 

 議案第４号及び議案第５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 新ひだか町集会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



 

 - 35 - 

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４号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号 財産の無償譲渡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５号は原案のとおり可決されました。 

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

   ◎議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第６、議案第６号 指定管理者の指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。 

 伊藤健康推進課長。 

          [健康推進課長 伊藤信夫君登壇] 

○健康推進課長(伊藤信夫君) ただいま上程されました議案第６号についてご説明を申し上げま

す。議案第６号は、指定管理者の指定についてでございます。公の施設に係る指定管理者を指定

することについて、地方自治法第 244 条の２第６項の規定により議会の議決を求めようとするも

のでございます。 

 １点目の施設名につきましては、新ひだか町デイサービスセンターあざみ及び同じくなごみで、

指定管理者は、新ひだか町静内青柳町２丁目３番１号 社会福祉法人 新ひだか町社会福祉協議

会でございます。 

 ２点目の指定期間は、平成 30 年４月１日から平成 34 年３月 31 日までの４年間としてござい

ます。本件の指定管理者の候補者の選定に当たりましては、新ひだか町公の施設に係る指定管理

者の指定手続等に関する条例などの規定に基づきまして、本年９月 14 日から 10 月 20 日までの

間に公募を行い、その結果、さきに申し上げました法人１団体からの申請があり、その内容等に

つきまして審査を行うとともに、同条例施行規則に規定します新ひだか町公の施設に係る指定管

理者選定委員会に意見を聞き、その審議結果を受け申請団体である社会福祉法人 新ひだか町社

会福祉協議会が当該施設の管理を適切に行うことができる団体と認めまして、指定管理者の候補

者として選定したものでございます。 

 １枚おめくりいただきまして、参考資料としまして指定管理運営業務仕様書を添付してござい

ます。参考資料１、新ひだか町デイサービスセンターあざみ・なごみ指定管理運営業務仕様書で

ございます。当該施設につきましては、平成 20年度から指定管理者による管理を行なってきてお

り、これまでも新ひだか町社会福祉協議会を指定管理者として管理を行なってきているものでご

ざいまして、当該施設の指定管理者が行う業務の内容及び範囲等は、関係法令等によるほか、こ

の仕様書によることとしてございます。まず基本事項としまして、業務の目的や、事業、管理運

営に係る基本的な考え方、施設の概要など、22項目につきまして定めておりますが、このうち主

な内容について説明させていただきたいと思います。 
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 資料１ページの１ 業務の目的から、３ページの開館時間等までは当該施設の運営に当たって

の基本的な事項などでございますので、説明を省略させていただきます。 

 ４ページにまいりまして、６、指定期間についてでございます。当該施設においては、これま

で５年間の指定期間としてきたところでございますが、先ほど申し上げましたとおり、今回は平

成 30年度からの４年間としてございます。これはこの施設の管理運営に係る経費について、後ほ

ど説明させていただきますが、介護報酬等を指定管理者の収入とする利用料金制を導入すること

としております。この介護報酬が３年ごとに改定されますことから、この改定による収入の影響

を最小限にしようとするために、介護報酬改定時期に合わせた指定期間にしようとするもので、

今回のみ平成 30 年度から 33 年度までの４年間としまして、平成 34 年度以降は３年間の指定期

間にしていこうとするものでございます。 

 ５ページでは、職員配置の関係。そして６ページには、危機管理対応や物品の管理、帰属等な

どについて記載してございます。 

 ７ページにまいりまして、14管理運営にかかる経費及び経理についてでございます。管理運営

に係る経費の一部を指定管理料として負担することや、先ほど触れさせていただきました指定管

理者は施設の管理運営を行うために要する経費を負担するものとし、介護報酬及び利用者から収

受する利用料金等による収入を当てるとする利用料金制の導入などの項目について記載してござ

います。 

 ８ページでは、施設設備及び備品の維持管理上の基本的事項。９ページでは指定管理者が行う

主な業務。10ページでは、事業報告書の提出や業務の再委託の禁止などの事項について記載をし

てございます。 

 11ページへまいりまして、22では町と指定管理者のリスク分担について定めておりまして、そ

の内容につきましては、次のページの 12ページをごらんいただき、個々の説明は省略させていた

だきたいと思います。 

 11ページの項目の、大きな項目の２の自主事業の実施について。３では期間満了後の事務引き

継ぎについて。４では、当該仕様書等に記載のない事項などについての協議についてを記載して

ございます。 

 以上が指定管理運営業務の使用でございます。続いて 13ページをごらんいただきたいと思いま

す。参考資料２、事業費計算書でございまして、こちらは申請団体からの収支計画書を抜粋した

ものでございます。上段収入の部の黒塗りの部分が指定管理料でございまして、平成 30 年、31

年度が各 1,510 万円、平成 32 年度、33 年度が各 1,600 万円で４年間合計で 6,220 万円としてご

ざいます。今回の介護サービス事業特別会計補正予算におきまして、当該事業に係る債務負担行

為の設定について提案をさせていただきまして、先ほどご承認をいただきましたが、この 6,220

万を持って債務負担行為の限度額としてございます。なお、参考までになんですけれども、現在

町が設置しておりますデイサービスセンターにつきましては、このあざみ・なごみのほかに、デ

イサービスセンターみついしがございますが、こちらは指定管理者による運営ではなく、町が直

接管理運営しているところでございます。このデイサービスセンターみついしにおける平成 28

年度の決算における状況では、歳出合計が約 6,370 万に対しまして、介護報酬等の収入総額が

3,735万ということで、その差額は約 2,635万となってございます。単純計算ではございますが、

この 2,635万円を４倍し４年分とした場合１億 540万となりまして、今回の指定管理料 6,220万
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円は、その約 59パーセントの状況となっております。ただ、施設の規模ですとか利用者の定員等

が異なりますので、単純な比較とはなりませんが参考までに申し上げさせていただきまして、議

案第６号の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。 

 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) デイサービスセンターの指定管理料の説明聞いて、つくづく思ったんです

けど、これが例えば民間でデイサービスセンターを、あざみ・なごみ２カ所で定員同じにやると、

毎年毎年 1,510 万円の赤字になると。それで指定管理料を払って運営してもらいたい。私は福祉

でまちづくりをとしょっちゅう言ってきたんですけど、福祉でまちづくりはできないということ

だなというふうにつくづく思ってるんですが、民間は年間 1,510 万円を人件費を圧迫するとか、

他のボランティアの活動でカバーするとかって、そういう劣悪な介護職員の体制を組まないと絶

対できないということなのかっていうことで、ちょっと身震いする思いなんですが、私が今言っ

たことで、どこか間違ってるところありますか。 

○議長(細川勝弥君) 渡辺健康生活部長。 

○健康生活部長(渡辺洋一君) ただいまのうちの課長のほうから直営の場合の三石の赤字ご紹介

しましたけれども、それとはなかなか単純に比較できない部分があるのかと思っております。そ

れで、今回、社協が提示している金額、この 6,220 万ですね。これは収支がとんとんだというこ

とではなくて、この中に当然、儲けというんですかね、収支収益部分も含んでございます。で、

6,220 万あれば法人として、ここからプラス積立が出来ると。そういう事業計画書になってござ

います。あと一番、官と民の差で大きいのはやはり人件費ですので、ただそれも役場の場合、規

模が、職員の規模が大きいですからどうしても若い人から 50、定年間近の人までいます。特にデ

イサービスセンター長になりますと、課長職相当を充ててございます。ところが民間では、特に

人数規模の小さいところでは、50を過ぎたセンター長を置かなくても、例えば仮に能力さえあれ

ば 30代の若い人をセンター長にすることも当然可能になってきますので、これが単純に、川合議

員よくおっしゃられるように、官が指導するワーキングプアですか、決してそのようなことを生

じているとは思っておりません。 

○議長(細川勝弥君) よろしいですか。 

 18番、下川君。 

○18 番(下川孝志君) 今の答弁ですけども、私はそんな答弁が出てくるとは思わなかったんだけ

ども、民間事業所だから若くて給与安くていい、たまたまあざみとか、ここは規模が大きいから、

ましてや管理上、年齢の高い給与の高い人が張りついているからこういう金額が必要だっていう

のは、それは何の根拠にもならない。資格者がちゃんといて、経験もそれなりにやって能力があ

れば、30代であろうが 50代であろうが、国の基準はそんなことどこにも書いてない。30代でも

良いんですよ。そしたら利用者にとっての良いデイサービスをやりたいと思えば、別に 30代でも

40 代でも良いじゃないですか。当然財政的に厳しいという状況なら委託業者との話し合いでも、

そういう若い優秀な人を使いながら運営してくれと言えば良いだけのことでないの。町内には民

間の業者でこれだけ、こんな委託料以下の金額で運営しているところ何カ所もありますよ。今の

説明はおかしいと思いますよ、それは。それと先ほどの説明では、三石は直営でやっていてこう

だから、こっちは委託に出してるから、これで済んでいるというのもそれは失礼な説明ですよ。
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じゃあ三石だって委託に出して半分でやればいいじゃないですか。で、民間にやってもらって雇

用をしてもらって、税金払ってもらえば良いじゃないですか。私はその２つの説明は町民に対し

て理解出来るような説明でないと思いますよ。もう一度説明してください。町民がわかるように。 

○議長(細川勝弥君) 渡辺健康生活部長。 

○健康生活部長(渡辺洋一君) まず後段のほうから説明いたしますけれども、実は三石のデイも町

ではかなり以前より指定管理を検討しております。いろいろ業者さんに当たって、何とかやって

くれないかというご相談をしたこともございますが、現行の社協さんにもお願いしたことが過去

にあります。ただ、やはり人が集まらない。そして、特に利用人員の関係で三石デイですと１日

17 人前後です。静内の場合ですと大体 22、3 人。結局 20人を切ると運営的にもきついんだとい

うことでお引き受け出来ないという過去の経緯がございます。それから前段の部分ですけれども、

私決してそういう意味で言ったのではなくて、何と言うんですかね、実際の官でやっている三石

の場合はこうだし、それと比較すると、このとおり実際、官がやるよりも大変経済的になってい

ると。で、若い人を施設長に据えるのが悪いとか、そういったことは一切、そんなつもりで答弁

はしていないので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長(細川勝弥君) 18番、下川君。 

○18 番(下川孝志君) この問題を長くやる気はありませんので次いきますけども、私はあざみと

なごみが新しく今度また、社協ですけどやりますといったときに、私は当然、同じこの契約した

り、同じ内容で使用するのではなくて、現状のニーズをきちっと把握した上で、私はやるべきだ

と思っていました。で、今回これを見ると、あざみは月曜日から金曜日までで、なごみは月曜か

ら土曜日までですよ。で、地域ニーズというか、例えば私のところに通ってきているところでも、

できれば日曜日も休まないでほしいというニーズのほうが強いんですよ。それを月曜から土曜日

に張りつけて、入浴も含めたケアを含めていろんなプランを練ってやってますよ。在宅にいれな

い人もいれば、在宅で入浴できない人もいるから。そうすると、月曜から土曜も最低でも両方が

同じ定員でやってるんですから、今まで何年もやってきてるんですから、月曜から私は土曜日ま

でというのが本来かなと思うんですけど、あざみについては月曜から金曜まで、土日は休みだと

いうのはどうしてなんですか。 

○議長(細川勝弥君) 伊藤健康推進課長。 

○健康推進課長(伊藤信夫君) はい、おっしゃられるようにあざみは月から金までということで運

営してございます。その土日の運営の関係につきましては、現在やっている事業者からは、土日

に勤務する職員の確保ができない、難しいということで土曜日まで開くことができないんだとい

うことで話は伺っております。なかなか勤めていただける方の確保ができないという状況にある

ようでございます。 

○議長(細川勝弥君) 18番、下川君。 

○18 番(下川孝志君) 確保ができないような状況というのは理解しますよ。理解しますけども同

じところがやるわけですから、私たちの法人でも同じですけど、やはり雇用した中で異動の中で

大変だろうけど、東静内までいってくれと。あとはローテーションしながら、何とか月曜から土

曜までで組んであげましょうよというのが、私は普通の経営的な感覚かなと思うんですよ。それ

を単独でやってでも大変だけど、それはいろいろ努力するのわかってるのけど、同じ法人がやっ

ているんだから。そして同じ多分職員、ほとんどの職員が張りつけして、でも片方は土日休みで、
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片方は金曜までというのは、それはちょっと努力がなさすぎるんではないかなと思うんですよ。

やっぱり今通っている人たちの本来の姿からすれば土曜日もやってほしいけども、そうやって人

足りないからやれないから、片方は金曜までですと言ったら、年よりの人たちはあきらめちゃう

んですよ。正直言って、本当はもう１日行きたいけどって。職員にもそういう無理がかかるんで

すよ。月曜から土曜までやれば良いものを月曜から金曜までで入浴を含めて、きちんとしたこと

をやるというとハードになる面が一部出てきますよ。そういう面があるから職員が集まらないと

いうことも、もしかしたらあるかもしれない。だから当然、町として委託業者に対してが、そこ

のところを月曜から金曜でなくて、今度は両方、月曜から土曜までということを何とかできない

かというようなことが、この更新のときに出なかったことなのかどうか、その点はどうですか。 

○議長(細川勝弥君) 渡辺健康生活部長。 

○健康生活部長(渡辺洋一君) 今回提示を受けたときにその話しも出ました。実はこれ両方とも週

に１日休みだったんですよね、もともとは。それで、私、当時健康推進課長のとき、平成、たし

か 25年、指定管理先のほうから全然人が集まらないということで、現状の開設日となってござい

ます。今回の提示にあたっても、この部分を何とか改善できないかというお話もしたんですが、

さらに人集めが厳しくなっていて、当面はこの状態でやらしていただきたいということでお話し

をしております。 

○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６号 指定管理者の指定についてを採決いたします。 

 お諮いたします。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６号は、原案のとおり可決されました。 

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

   ◎議案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第７、議案第７号 新ひだか町第２次総合計画の策定についてを議題と

いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となりました議案第７号については、会議規則第 39条第２項

の規定によって、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。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、提案理由の説明を省略することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。議案第７号については、全員で構成する総合計画審査特別委員会を設置し

て、これに付託し審査することにいたしたいと思います。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号については、全員で構成する総合計画審査特別委員会を設置して、これに
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付託して審査することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。ただいま設置いたしました特別委員会の委員長には、２番、志田君、副委

員長には、12番、池田君が就任することにいたしたいと思います。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。 

 総合計画審査特別委員会の委員長には、２番、志田君、副委員長には、12番、池田君に決定い

たしました。 

 暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

          休憩 午後 ２時１７分 

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

          再開 午後 ２時２７分 

○議長(細川勝弥君) 休憩前に引き続き、会議開きます。 

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

   ◎議案第８号から議案第 15号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第８、議案第８号 新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例制定についてから議案第 15 号 平成 29 年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第３号)ま

での８件を一括議題といたします。 

 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８号から議案第 15号まで一括でご説明

いたします。なお、議案第 14号及び 15号につきましては、それぞれ担当課長、事務長よりご説

明させます。 

 議案第８号は、新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてでござ

いまして、新ひだか町職員の給与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。新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございま

す。今回の改正でございますが、国家公務員の給与につきまして、本年８月８日に人事院から勧

告がございまして、これを受けまして11月17日に勧告どおり給与改定を行うことを閣議決定し、

臨時国会に法案が提出され 12月８日に可決成立したところでございます。本町では従来から原則

といたしまして、給与制度は国公準拠としてきております。本件につきましても同様に改正をし

ようとするものでございまして、職員組合との交渉も行いまして、12月８日に妥結したことから、

本議案を上程するものでございます。なお、地方公務員の給与改定の実施に当たっては、従来よ

り国の給与法の改正の措置を待って行うべきであり、国に先行して行うことのないようにと、地

方公務員法第 59 条及び地方自治法第 245 条の４の規定に基づき、技術的な助言があったことか

ら、国会審議等を待っての対応となり、追加議案上程となりましたことにつきまして、ご理解を

いただきたいと思います。 

 改正の内容につきましては、議案第８号参考資料、給与条例改正説明要旨によりご説明をいた

しますので、15ページをお開きください。議案第８号 参考資料、給与条例改正説明要旨でござ
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います。今回の改正は、民間給与との格差等に基づく給与改定でございまして、２条立ての改正

となっております。第１条といたしまして、三つの項目の改正でございまして、一つは、給料表

の改正でございまして、すべての給料表について初任給を中心とした若年層が受ける号俸に重点

を置きながら、平均 0.15パーセントの給与月額を引き上げるものでございます。なお、参考とい

たしまして、17 ページ、18 ページに給与改定概要書を添付しておりますので、後ほどごらんい

ただきたいと存じますが、各表の経の欄、改定率でございますが、平均改定率を上回っている給

与表がございます。これは若年層の引き上げ率が高く、その職員厚生率が高いことによるもので

ございます。二つ目は、初任給調整手当の改正でございまして、医療職給料表１の適用を受ける

職員に対する支給月額の限度を 500円引き上げ、41万 4,300円にしようとするもので、医師の処

遇を確保するものでございます。三つ目は勤勉手当の改正でございまして、民間の支給状況を反

映して年間の支給月数を 0.1月分、再任用職員にあっては 0.05月分引き上げるものでございまし

て、本年 12月期の支給割合を 100分の 85から 100分の 95に、再任用職員にあっては 100分の

40 から 100分の 45にそれぞれ改正しようとするものでございます。この結果、勤勉手当の支給

月数は年間で 1.8カ月分、再任用職員にあっては 0.85月分となります。 

 次に、第２条として勤勉手当の改正でございますが、今ご説明いたしました勤勉手当の引き上

げにつきましては、0.1 月分を 12 カ月の支給月数に加算しましたが、これを平成 30 年度以降の

６月期及び 12月期の支給月数が均等になるよう 100分の 90に、再任用職員にあっては 100分の

42.5にしようとするものでございます。なお、参考といたしまして、16ページに期末勤勉手当に

係る支給月数の変動内容を記載しておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 

 14ページでございますが、附則でございます。第１条は、施行期日等でございまして、この条

例は公布の日から設置をしようとするものでございますが、平成 30年度以降の勤勉手当の改正に

つきましては、平成 30年４月１日から施行しようとするものでございます。第２条は、給与の内

払いでございまして、改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による

改正前の給与条例の規定に基づき、支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払

いとみなすものでございます。第３条は、規則への委任でございまして、第２条に定めるものの

ほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定めようとするものでございます。 

 以上で議案第８号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。議案第９号は、新ひだか町特別職の職員で常

勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町特

別職の職員で常勤のものの給与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。新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改

正する条例でございます。改正の内容につきましては、条例改正説明要旨によりご説明をいたし

ます。もう１枚おめくりください。議案第９号参考資料、条例改正説明要旨でございます。今回

の改正につきましては、議案第８号 新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

でご説明しましたが、一般職の勤勉手当の支給月数の改正に伴いまして、常勤である特別職につ

いても同様に改正しようとするものでございまして、常勤である特別職には勤勉手当の概念がな

いことから、期末手当を 0.1月分引き上げるものでございます。 

 改正の内容は二つございまして、一つは、平成 29年 12月期の期末手当の支給月数を 100分の
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222.5から 100分の 232.5に引き上げるものでございますし、もう一つは、平成 30年度以降の期

末手当の支給月数を６月期にあっては 100 分の５を引き上げ 100 分の 212.5 に、12 月期にあっ

ては 100 分の５引き下げ、100 分の 227.5 にしようとするものでございます。この結果、常勤職

である特別職の期末手当の支給月数は 4.4月分となります。 

 １枚お戻りください。附則でございます。第１項及び第２項は施行期日等でございまして、こ

の条例は公布の日から施行するものですが、平成 30 年度以降の期末手当の支給月数は、平成 30

年４月１日に施行しようとするものでございますし、改正後の給与条例の規定は平成 29年 12月

１日から適用しようとするものでございます。第３項は、給与のうち払いでございまして、改正

後の給与条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による給与条例の規定に基づき支

給された給与は改正後の給与条例の規定による給与のうち払いとみなすものでございます。 

 以上で議案第９号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第 10 号から議案第 15 号の各会計の補正予算についてご説明をいたします。

今回の各会計の補正予算につきましては、議案第８号及び議案第９号でご説明いたしました給与

改定に伴う人件費等の所要額を追加計上するものでございまして、条例改正案が可決した場合に

おきまして、予算執行に支障がある経費について補正を行うものでございまして、超勤手当等の

実績により支払うものや支給要件の異動によるものは含まれておりません。これらの項目につき

ましては、３月議会定例会にて議案上程を予定しておりますのでご理解をいただきたいと思いま

す。 

 それでは各会計の補正予算についてご説明をいたします。なお、今回の給与改定の総額は 3,437

万 3,000円で、うち給与分につきましては 2,500万 9,000円でございます。 

 議案第 10号は、平成 29年度新ひだか町一般会計補正予算(第６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６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 546万 7,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 165億 7,004万 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。 

 それでは、歳出の事項別明細書によりご説明をいたします。一般７ページをお開きください。

３の歳出でございます。１款、１項、１目議会費から一般 24 ページ、10 款教育費、６項、１目

学校給食費までについては、すべて給与改定に係る関連経費でございまして、総額で 1,935 万

8,000円となってございます。なお、一般 11ページ、３款民生費、１項社会福祉費、７目老人支

援費、事業目６、日高中部広域連合負担金 1,022万 3,000円の減額。一般 15ページ、４款衛生費、

２項清掃費、１目清掃総務費、事業目５、日高中部衛生施設組合負担金 366万 8,000円の減額に

つきましては、区分上、人件費ではございませんが負担金の補正要因が今回の給与改定に係るも

の及び平成 29年４月１日付の人事異動によるものでございまして、これらによる新ひだか町の負

担分でございます。なお、一般会計 25、26 ページに給与費明細書を添付しております。また、

特別会計におきましても、歳出事項別明細書の次に添付をしておりますが、説明は省略をさせて

いただきます。後ほどごらんいただきたいと思います。 

 以上で歳出の説明を終わります。 

 次に歳入の説明に入ります。一般６ページにお戻りください。２ 歳入でございます。今回の
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補正予算の財源につきましては、19款、１項、１目、１節繰越金で収支調整を図ってございます。 

 以上で一般会計補正予算の説明を終わります。 

 次に、議案第 11号の説明に入りますので、水色の間紙の次をお開きください。議案第 11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２号)でございまして、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９万 2,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億9,084万 9,000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。本件につきましても、全額給与改定に係る所要額の追加でございます。 

 １ページお戻りいただいて、簡水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、５款、１項、１目、１節繰越金で収支調整を図っております。 

 以上で簡易水道事業特別会計予算の説明を終わります。 

 次に、議案第 12 号の説明に入りますので、ピンク色の間紙の次をお開きください。議案第 12

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２号)でございまして、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 23

万 3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 15億 5,408万 5,000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により説明をいたしますので、下水道６ページをお開きくださ

い。３ 歳出でございます。本会計につきましても、全額給与改定に係る所要額の追加となって

ございます。 

 １枚お戻りいただいて、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

正予算の財源につきましては、５款、１項、１目、１節繰越金で収支調整を図ってございます。 

 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 13 号の説明に入りますので、クリーム色の間紙の次をお開きください。議案第

13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４号)でございまして、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４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 1,293

万 2,000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 7,253万 4,000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に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款特別養護老人ホーム費から介サ 10ページ、５款通所介護サービス費

までにつきましても、全額給与改定にかかります所要額の追加でございます。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、１款サービス収
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入と介サ６ページなりますが、３款繰越金で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、私からの議案説明を

終わります。議案第 14号及び第 15号につきましては、それぞれ担当課長、事務長よりご説明を

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) 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 14 号 平成 29 年度新ひだか町水

道事業会計補正予算(第２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給与

改定に伴い、今後支給予定となる給料及び手当の執行、本年４月までさかのぼり支給済み給料及

び手当、共済負担金等の差額分を執行するものです。 

 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の補正予算(第２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

に 33万 9,000円を追加し、３億 8,535万 9,000円とし、第１項営業費用に 33万 9,000円を追加

し、３億 3,639万 3,000円にするものです。 

 第３条は、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 5,923万 7,000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 2,339 万

8,000円で補てんするものです。第１款資本的支出に 10万 5,000円を追加し、３億 460万 3,000

円に、第１項建設改良費に 10万 5,000円を追加し、２億 344万 9,000円にするものです。 

 第４条は、議会の議決を経なければ流用することも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 43 万 7,000 円を追加し、

5,624万 4,000円にするものです。 

 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

計画書になりますが、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４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

び支出明細書と関連がありますので説明を省略させていただきます。 

 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目総係費ですか、全節におきまして給

与改定に伴う人件費の補正となりまして、２目配水及び給水費で 11 万 4,000 円を追加し、１億

594万 3,000円に。３目総係費で 22万 5,000円を追加し、6,642万 6,000円とするものです。 

 次に、水道４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目排水施設改良費でございますが、こちらも全節におきまして給

与改定に伴う人件費の補正となり、１目配水施設改良費で 14 万 5,000 円を追加し、２億 344 万

9,000円にするものです。 

 次に、水道５ページから６ページの給与費明細書は、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。 
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 以上で、平成 29年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第２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いたします。 

○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) 議案第 15 号 平成 29 年度新ひだか町病院事業会計補正予

算(第３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、職員の給与に関する条例

の改正に伴う部分の追加計上を主な内容としております。 

 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３号)は、

次に定めるところによる。 

 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、以下予算と言います。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 143万 5,000円を追加し、18億 7,539万 3,000円

にしようとするもので、その内容は第１項静内医業収益は 92 万 5,000 円を追加し、９億 7,419

万 9,000 円に。第５項三石医業収益は 51 万円を追加し、４億 298 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 143万 5,000円を追加し、18億 7,539万 3,000円にしよう

とするもので、第１項静内医業費用は 92 万 5,000 円を追加し、12 億 4,354 万 2,000 円に。第４

項三石医業費用は 51万円を追加し、５億 7,336万 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が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 132 万

1,000円を追加し、10億 7,274万 4,000円にしようとするものです。 

 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２ページをお開きくだ

さい。支出よりご説明申し上げます。１款病院事業費用につきましては、143 万 5,000 円の追加

でございまして、１項静内医業費用、１目給与費は 92万 5,000円の追加。４項三石医業費用、１

目給与費は、51万円の追加としております。いずれも職員の給与に関する条例の改正に伴うもの

でございますので、説明のほうにつきましては省略をさせていただきます。収入でございますが、

１款病院事業収益につきましては、143 万 5,000 円の追加でございまして、１項静内医業収益、

１目入院収益は 92 万 5,000 円の追加。５項三石医業収益、１目入院収益は 51 万円の追加とし、

いずれも入院収益において、収支調整を行うものでございます。 

 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。

３ページは給与費明細書となっておりますが、お目通しをいただき、説明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。 

 18番、下川君。 

○18 番(下川孝志君) 私はもう少しで任期も終わりますから気になることを言ってきますけども、

課長の説明の冒頭で職員組合との理解というか、合意があったから上程しましたという説明の仕

方をしましたけど、私はそうではなくて、あくまでも新ひだか町職員の給与が議決されたから、

そのあと、職員組合にあなたたちの給与はこのなりましたよというのが本来のものであって、説

明の仕方の私は順序が違うのかなと思うんですけども、毎年やってきたことだと思いますけども、

私は違うとり方をしてるんですけど、どうしてそういう説明の仕方が妥当なのかが、ちょっと私
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に理解できるようにお願いします。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) はい。組合との協議の関係でございますが、これまでも職員組合とは給

与改定だとか、それ以外の勤務条件とかで労使交渉をずっと続けてきておりまして、それは基本

的には地方公務員には労働基準法に該当する部分があるものですから、基本的には労働者側と使

用者側で協議をさせていただいて、妥結をしている状況でございます。組合と協議しなくても条

例等の改正はできるんですけども、基本的には労働基準法の中に労使交渉はするほうが、働く側

も使う側も良好な関係で仕事ができるということもありまして、過去からずっとこのような形で、

上程をさせていただいているという状況でございます。 

○議長(細川勝弥君) 18番、下川君。 

○18 番(下川孝志君) 私は課長の言っている説明はわかるんですよ。わかりますけれども、別に

議案上程するときに、それがしなければならないものでないわけだから、別に議員の人にそれを

わざわざ言ってやる必要がないものだと私は思っているわけですよ。だから、裏か表か知りませ

んけど、労使交渉なんかあっても別にかまいませんよ、それは。でも、それは議決に関係ないこ

とだもん。なら、労使交渉でやだって言ったらできないんですか。議員が反対しようが賛成しよ

うがということに本来ならないでしょう。ですから、屁理屈みたいな話でこうなってきてるんだ

ろうけれども、余分な説明でないのかなと思うものだから、あなたはだらだらといろいろ説明し

てくれるけれども、わかってることだから省けることでないかなと思うんですよ。私は。時間も

ったいないから答弁いりません。 

○議長(細川勝弥君) ほかに質疑ありませんか。 

 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) 今の議論、私は反対の立場なんですけども、あくまで、あくまで賃金は労

使の交渉で決まるべきだと。これは労働条件は決まるのが当たり前だというふうに思うんですが、

ただ町が各全地方自治体もそうですけど、国公準拠であるということで、国の人事院勧告に基づ

いて各市町村の労働条件やなんかを変えていくということですので。それで、私は４年連続の 500

円といえども、初任給は 1,000 円ですか、そういう賃金があがるっていうことはやっぱり民間も

含めて、労働者の  生活からつくる  賃金闘争の結果だというふうに評価はしますけども、

反面、貧困と格差が加速度的に広がっているという現実と地方と都市との格差に物すごい広がり。

そういう状況の中で先ほど言った国公準拠ということからすると、この議案の中にやっぱり人事

院勧告そのものが、どういうものなのかという、そういう報告をする必要があるというふうに思

うんです。それで特に知りたい問題は、今回の人事院勧告が何でこんな低額で、町職員みんなが

納得できる生活が改善ができるような状況なのかと。その判断は町にしろと言っても無理でしょ

うけれども、そういう判断をした国の何というか方針、それをどういうふうにとらえているのか

というのが第１点と。２点目は、高齢と言ったら怒られますけど、年齢の高い職員に対する圧力

というのは相当なものだというふうに思っているんですよ。何年か前に、給与の総合的見直しと

いうことで、頭打ちされて、頭打ちでなくて減額をされて経過措置として、減額だから勘弁して

やるよっというやつが、その後どういうふうになっていくのかという問題と、人事院ですから国

家公務員もそうだと思うんですが、多くの非正規の職員、いわゆる非常勤職員の嘱託職員や臨時

職員に、それから今問題になってくる再任用の職員の問題、これに全然触れていないのかという



 

 - 47 - 

問題が私がお聞きしたい３点なんです。ますます悪くなってくなといい印象だけは持っているん

ですが、根拠ないものですから、わかる範囲で３点お答えいただきたいなというふうに思ってい

ます。あと、補正予算の関係で中部広域連合が 1,000 何百万の減額の部分があるんですが、人件

費にかかわりなくとかという説明があったんですが、新ひだか町の職員の派遣を減らすかなんか

したんですか。そこもあわせて答弁いただきたいんですが。 

○議長(細川勝弥君) 藤沢総務課長。 

○総務課長(藤沢克彦君) 今、４点のご質問と思っております。まず人事院勧告の関係ですが、国

については労働基準法には該当しないで給与法のほうになるものですから、市町村とか地方公務

員と違って団体交渉する権利というのは与えられていませんので、それを代替措置のために人事

院というのが設けられておりまして、そこで勧告をするという形となっておりますので、一定、

人事院勧告というものはそういうものだというふうに認識しておりますので、当町の場合は人事

委員会を持っておりません。ですので、従来から国公準拠という形で給与改定のほうをさせてい

ただいているというところでございます。 

 それから、ちょっと順番変わりますけど、広域連合の関係につきましては、川合議員のご指摘

どおり、職員が今まで２人行っていたものが、新ひだか町が１人で新冠から２人行った関係です。

それで給与については、各町で負担するというルールになっておりますので、うちは課長職が戻

ってきたような形になっておりますので、多額の減額という形となってございます。 

○議長(細川勝弥君) 坂総務企画部長。 

○総務企画部長(坂 将樹君) はい。ちょっと補足して説明をさせていただきます。人勧の関係、

これについては、今、総務課長も言いましたけれども、国家公務員、人事院勧告があって、都道

府県ですとか大きな都市については、人事委員会を持ってそこで勧告しております。ただ、法の

規定で 15万人以下の団体については公平委員会を持つと、人事委員会でなくて、になってますの

で、それらについては基本的には国家公務員の給与に準じているということになってます。この

国家公務員の給与というのがいろんな職種ありまして、今年度でいけば国内の民間企業約１万

2,400 事業所、53 万人の民間企業の給料をいろいろ調査をして、国家公務員との比較をしてどう

だということになります。それで、これをなかなか先ほど言ったとおり、町村で行うとなると、

それこそ年齢ですとか、そこの勤務に至るまでの経験年数ですとかすごい膨大な調査をしないと

ならないということで、国家公務員の給与に準じていくと。これは地方公務員法の国及び他の地

方公共団体の職員の事情を考慮して、給与を決めなさいということに伴って、こういうような措

置をさせていただいてるということであります。 

 それから、年齢の高い職員の部分ありました。これについても、基本的には民間と比較して、

年齢の高い層の職員が今まで、若干高いということがあって、それにあわせて、今回、給与の総

合的見直しというところで措置をされたということであります。 

 それから非正規の職員の関係ありました。それで、今これ国のほうでもいわゆる各団体で臨時

職員だとか嘱託職員の扱いっていうのが、若干違っているんですね。まちまちなところがあって、

これについては、今、国のほうである程度のこの基準というかこれを定めたいということで、今、

平成 32年に向けていろいろ作業を進めてるようです。当然、これについては、各地方公共団体も

その取り扱いにならって対応しなければならないというふうになるかと思っております。ですか

ら、そこら辺の詳細が、概要は来てるんですけど、詳細部分までは来ていないので、これについ
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てはそれに向けて対応していきたいというふうに思っております。それから、今、再任用職員、

定年 60で、その後年金の支給に合わせて段階的に 65までっていうふうになってまして、今年の

退職者が３年の再任用になります。ちなみに余計な話かもしれないですけど、私がちょうど、こ

の再任用、このまま続けば 65まで再任用するというような、ちょっと年齢になるんですけど、こ

れについても国のほうでは中身の制度が、ちょっとこれも具体的にまだわからないんですが、定

年の延長を考えているようです。それで、その定年の延長の仕方が今で言う、このうちの町でい

けば部長職、課長職ってありますから、その職をそのままもって定年になるのか、例えば 60だっ

たら 60で一旦こう下がった上で、定年年齢だけ上げるのかっていう、そこら辺の詳細のところが、

まだ具体的に出てきておりませんので、その辺、そんなに遅くならない段階に国のほうからも情

報が出てくると思っておりますので、十分その辺を内容を精査しながら、当町においても対応し

ていきたいというふうに考えてございます。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) 大体わかったんですけど、もう一つ地域間格差が広がる一方でないかとい

うふうな感じを受けるんですよね。なんか都市勤務は、国家公務員は都市勤務は手当がつくと。

ところがうちの町にすれば、都市も郡部もへき地もないというふうになるんですけど、要するに

中央、東京にいる国家公務員は手当がついて上がるということは、田舎はずっとどんどん低いと

ころでずっと我慢しなさいということになるんですけど、それの是正みたいなものは、今後図ら

れないのかという問題と、地方自治体においては正職員だけではとても住民サービス賄えないの

で、再任用職員にも頑張ってもらわなければならないんですけど、嘱託職員や臨時職員、その処

遇は各町、いろいろまちまちのところもあるという部長の答弁だったと思うんですが、一定、町

の判断で一定の幅の労働条件の改善というものは可能なんですか。可能なんですか。自治体だか

ら可能なんだけれども、変なペナルティーやなんかはないかという意味で聞きたいんですが。 

○議長(細川勝弥君) 坂総務企画部長。 

○総務企画部長(坂 将樹君) 今のペナルティーの話ですけれども、基本的にはないと思っており

ます。各町の非常勤職員というんでしょうか、嘱託・臨時職員については、その団体の考え方が

基本になって、例えば給与ですとか、そういうものが決められてるというふうに思っております。

それで、これは基本的に従前からご説明しておりますけれども、臨時・嘱託の部分、かなりの部

分でこの前、先般、北道議員からも一般質問があって、職員の数とかもご報告させていただいて

おりますけれども、基本的には正職員の補助的業務をしていただくっていうのが基本で考えてお

りますので、そういう業務に対して職員を任用しているという部分で、あといろんな条件、これ

については個々の事項に合わせて、いろいろ組合のほうからもお話をいただくこともありますし、

逆に町側のほうから今の現状の制度が状況が移り変わっていく中で改正したほうが良いような内

容があれば、それについては順次、今までも改正をさせていただいております。ただ、あくまで

もやはり正職員と臨時・嘱託職員という区分があるものですから、正職員の条件を上回ってとい

うことには基本的にはならないと。いろんな服務制度だとか、そういう福利厚生の中で同等の扱

いをしているものもありますよ。ですけれども、そういうことで正職員を超えてというものは具

体的にはないというふうに考えております。 

○議長(細川勝弥君) 20番、川合君。 

○20 番(川合 清君) 一定の、一定の理解はできたなっていうふうに思ってるんですが、アベノ
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ミクスの大失敗で実質、特に地方の労働者の賃金が大幅に、実質賃金が大幅に低下してると。そ

ういう中でのこの程度の給与引き上げでは、生活向上の足しにもならないと、こういうことで内

容としては、非常に不満だというふうに思っています。それで質問ですから、これ以上は言いま

せんけども、特に職員の処遇改善、再任用についてはどういうふうにするかっていうのは、一定、

町の責任の範囲でできるものだというふうに思いますので改善に向けての努力を求めて終わりま

す。 

○議長(細川勝弥君) ほかに質疑はありませんか。 

          [「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８号から議案第 15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８号 新ひだか町職員の給与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８号は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第９号 新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与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９号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第 10号 平成 29年度新ひだか町一般会計補正予算(第６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 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 年度新ひだか町簡易水道事業特別会計補正予算(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 11号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第 12 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 12号は原案のとおり可決されました。 
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 次に、議案第 13 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４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 13号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第 14号 平成 29年度新ひだか町水道事業会計補正予算(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 14号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第 15号 平成 29年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第３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 15号は原案のとおり可決されました。 

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

   ◎議会案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第９、議会案第５号 新ひだか町議会委員会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)  

 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 

                           同     上  志 田   力 

                  同     上  畑 端 憲 行 

                  同     上  池 田 一 也 

                  同     上  築 紫 文 一 

                  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、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

をいたします。 

                    記 

 １件 名 議会案第５号 新ひだか町議会委員会条例の一部を改正する条例制定について 

 提案理由 

  新ひだか町議会議員の定数を定める条例が本年６月に公布され、次の一般選挙から議員定数
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が現在の 20名から 16名となることに伴い、地方自治法第 109条の規定に基づき設置をする常任

委員会の名称、委員の定数および所管事項について変更するため、本案を提出するものです。 

 １枚おめくりください。議会案第５号 新ひだか町議会委員会条例の一部を改正する条例制定

について。新ひだか町議会委員会条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定をいたします。 

 １枚おめくりをください。新ひだか町議会委員会条例の一部を改正する条例。新ひだか町議会

委員会条例(平成 18年条例第 213号)の一部を次のように改正をする。第２条各号を次のように改

める。(１)総務文教常任委員会 ８人。総務、企画、行財政、税務、財産、契約、教育及び文化に

関する事項並びに他の常任委員会に属さない事項。(２)厚生経済常任委員会 ８人。住民生活、保

健、環境、福祉、農林、水産、商工、観光、建設、土木、上水道及び下水道に関する事項。附則、

この条例は次の一般選挙後初めて招集される新ひだか町議会の招集の日から適用する。 

 なお、皆さんの手元には新旧対照表参考事例が載っておりますので、ごらんいただきたいと思

います。 

 以上、提案をいたします。よろしくご審議をお願いいたします。 

○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、議会案第５号 新ひだか町議会委員会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、議会案第５号は、原案のとおり可決されました。 

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

   ◎意見書案第 22号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長(細川勝弥君) 日程第 10、意見書案第 22号 日本国憲法第９条改正に反対する意見書につ

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。 

          [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 22号) 

      日本国憲法第９条改正に反対する意見書について 
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 提案理由 総選挙の結果、政権与党が３分の２を占めたことを受けて、安倍首相は改憲に前向

きな政党など野党と協議に入る考えを示しました。 

 安倍首相は５月、９条の１項、２項をそのままにして、３項に自衛隊を明記する９条改憲を 2020

年には施行すると表明しています。 

 日本国憲法は、「世界で今主流になっている人権の上位 19 項目まですべて満たす」と評価され

る先進性・先駆性を持っています。 

 日本国憲法９条は、世界の流れであり今、日々緊迫の度を増す北朝鮮問題を解決するためにも、

９条を持っている日本だからこそ平和的解決の先頭に立つことができます。 

 日本国憲法９条を守り、改正に反対する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   各 通 

     内閣総理大臣 

     文部科学大臣 

 なお、本文の朗読は省略させていただきます。皆さんのご賛同をお願いして提案といたします。

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、質疑討論を省略したいと思いますがご異議あり

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。 

 これから、意見書案第 22号 日本国憲法第９条改正に反対する意見書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 22号は原案のとおり可決されました。 

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

   ◎意見書案第 23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 23号 核兵器禁止条約に速やかに署名し、批准する

こと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) 

 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 

   提案の提出について 

 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 
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 １ 件 名(意見書案第 23号) 

       核兵器禁止条約に速やかに署名し、批准することを求める意見書について 

 提案理由  

 核兵器禁止条約について交渉する国連会議は、本年７月国連加盟国の３分の２に当たる 122カ

国の賛成で採択し、核兵器のない世界に向けて、歴史的一歩を踏み出したが、唯一の戦争被爆国

である日本政府は核保有国と歩調を合わせ、この会議に参加もしなかった。 

 核兵器禁止条約は、その前文で核兵器の非人道性を厳しく告発し、国連憲章、国際法、国際人

道法にてらしてその違法性を明確に述べ、さらに「ヒバクシャ及び核実験の被害者にもたらされ

た容認しがたい苦難と損害に留意し」と、広島・長崎の被爆者に言及し、核兵器廃絶の必要性を

明確にしている。 

 その後も、今年のノーベル平和賞は核兵器廃絶国際キャンペーン(ＩＣＡＮ)が受賞することが明

らかになり、多くの国民に歓迎、祝福され、被爆者の代表がローマ法王との懇談も行われた。 

 唯一の被爆国の政府として速やかに核兵器禁止条約に署名・批准し、核兵器禁止条約に正式に

参加することを求め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  各 通 

     内閣総理大臣 

     外務大臣 

     防衛大臣 

 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 23号は原案のとおり可決されました。 

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

   ◎意見書案第 24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 24 号 消費税 10％への増税中止を求める意見書に

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。 

          [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 
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 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 24号) 

       消費税 10％への増税中止を求める意見書について 

 提案理由 

 安倍首相は９月の衆議院解散宣言を行った際、「2019年９月から消費税 10％増税を実施し、そ

の財源を教育、子育て支援にも使えるようにしたい」と表明した。 

 安倍政権の４年間で実質賃金が年間 10万円も減少し、加えて年金の削減、保険料等の値上がり

で、国民の可処分所得が年間 20万円以上減っている。消費税８％に増税して以来の消費不況が今

日まで続いている。 

 消費税 10％への引き上げは、国民一人４万円の負担増となり、社会保障予算の削減などと相ま

って生活苦を拡大し、深刻な消費不況と日本経済の後退をもたらすことを明らかである。 

 社会保障や教育子育て支援財源を確保することは当然であるが、その財源は 400 兆円を超す大

企業の内部留保や超富裕層に応分の負担を求める税制改革によるべきである。 

 よって、消費税 10％への増税中止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  各 通 

     財務大臣 

     総務大臣 

     厚生労働大臣 

 なお、本文の朗読は省略させていただきます。皆さんのご賛同を呼びかけ、提案といたします。

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、質疑討論を省略したいと思いますが、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。 

 これから、意見書案第 24 号 消費税 10％への増税中止を求める意見書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。 

          [起立する者あり] 

○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 24号は否決されました。 

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

   ◎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 13、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
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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。 

 また、平成 29年度の行政視察結果報告書が、各委員長から提出され冊子にして取りまとめたも

のを議員及び部長の以上の職員の方々にお手元のとおり配付してございますので、後ほどごらん

ください。 

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

   ◎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。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。 

 

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

◎閉会の議決 

○議長(細川勝弥君) お諮りいたします。これで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。 

 よって、議会規則第７条の規定によって本日で閉会したいと思います。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、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。 

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

◎閉会の宣告 

○議長(細川勝弥君) これで本日の会議を閉じます。 

 平成 29年第６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３５分) 


