
 

 － 1 － 

                                            

    ◎開議の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) おはようございます。ただいまの出席議員数は16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 

〇議長(福嶋尚人君) 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、11番、田畑君、12番、畑端君を指名

いたします。 

                                            

    ◎行政報告 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第２、行政報告の申し出がありましたので、これを許します。 

 町長。 

〔町長 大野克之君登壇〕 

〇町長(大野克之君) それでは、私からお手元にあります行政報告に基づきましてご報告を申し

上げます。 

初めに、令和元年度の新ひだか町の表彰についてでございますが、長きにわたりまして本町の

振興発展にご尽力いただきました３名の皆様に対し、記載のとおり町表彰各賞を贈呈いたしまし

た。 

次に、２の低気圧及び強風による被害状況についてでございます。10月４日からの低気圧によ

る大雨の被害状況は次表のとおりでございますし、もう一枚めくっていただきますと次のページ

の上段には10月８日からの強風によります被害状況を記載しているところでございます。 

続きまして、中段の３のところでございますが、高規格幹線道路日高自動車道の早期整備等に

関する要望活動についてでございます。高規格幹線道路日高自動車道の早期整備等につきまして、

日高町村会、日高総合開発期成会及び高規格幹線道路日高自動車道早期建設促進期成会の関係す

る構成町長とともに記載のとおり要望活動を行っております。 

次に、４の寄附についてでございます。記載のとおり２件のご寄附がございました。寄附者の

ご厚志に感謝申し上げますとともに、有効に活用させていただきます。 

次のページ、３ページになりますが、上段は工事に係る入札の執行状況についてでございます。

記載のとおり５件の工事に係る入札を行いました。詳細につきましては、次ページ、４ページか

ら６ページの資料のとおりでございます。 

次に、６、最後になりますが、委託業務に係ります入札等の執行状況についてでございます。

記載のとおり３件の委託業務に係る入札等を行いました。その詳細につきましては、６ページか

ら７ページの資料のとおりでございます。 

以上で行政報告とさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 次に、教育委員会の行政報告を行います。 

教育長。 



 

 － 2 － 

〔教育長 髙野卓也君登壇〕 

〇教育長(髙野卓也君) おはようございます。教育行政報告を申し上げます。 

お手元に配付の文書に記載のとおり、令和元年11月３日の町の表彰式とあわせて教育委員会表

彰を挙行し、長年にわたり本町の教育、文化、スポーツの振興発展にご尽力をいただきました４

名４団体の方々に各賞を贈呈いたしました。受賞されました皆様方のますますのご活躍をご期待

申し上げ、教育行政報告といたします。 

〇議長(福嶋尚人君) これで行政報告は終わりました。 

行政報告の質疑については、議案審議といたします。 

                                            

    ◎委員会審査報告の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第３、委員会審査報告を議題といたします。 

さきに付託の議案第15号 平成30年度新ひだか町水道事業会計決算認定について及び議案第

16号 平成30年度新ひだか町病院事業会計決算認定の２件を一括して委員長の報告を求めます。 

企業会計決算審査特別委員長、建部君。 

〔企業会計決算審査特別委員会委員長 建部和代君登壇〕 

〇企業会計決算審査特別委員会委員長(建部和代君) おはようございます。企業会計決算審査特

別委員会に付託されました議案につきまして審査の結果をご報告いたします。 

お手元の報告書を参考にごらんをいただきたいと思います。 

本委員会は、令和元年10月18日に病院事業会計及び10月21日に水道事業会計につきまして決算

審査を行い、各事業の決算書に基づき、担当課職員の説明を聴取し、監査委員審査意見を参考に

慎重かつ詳細に審査を行ったところであります。 

 その結果、議案第15号 平成30年度新ひだか町水道事業会計決算認定について及び議案第16号

平成30年度新ひだか町病院事業会計決算認定については、認定すべきものと決定しました。 

なお、審査の過程において各委員から意見、要望及び提言がありましたので、申し上げます。 

 令和元年12月11日 

新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様 

               企業会計決算審査特別委員会委員長 建 部 和 代 

委員会審査報告書 

令和元年９月13日、第４回新ひだか町議会定例会において、本委員会に付託の事件は審査の結

果、下記のとおり決定したから、会議規則第77条の規定により報告します。 

記 

 １ 付託事件 議案第15号 平成30年度新ひだか町水道事業会計決算認定について 

議案第16号 平成30年度新ひだか町病院事業会計決算認定について 

 ２ 審査結果 認定 

 ３ 審査意見 別紙のとおり 

１枚おめくりください。 

審査意見 

【新ひだか町水道事業会計】 

 平成30年度決算は、単年度純利益が40,708,801円で、前年度と比べて16,021,554円(28.2％)減
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少したものの、前年度に引き続き黒字決算となっている。一方、前年度末で154,288,527円の利

益剰余金残高は、資本的支出に減債積立金30,000,000円、建設改良積立金50,000,000万円を補填

したことにより、当年度末残高で39,291,199円(25.5％)減少し、114,997,328円となっている。 

このような状況の中で、水道未普及地域である静内目名地区については、平成31年１月から上

水道に移行しているほか、コンビニエンスストアでの収納により、収納率の向上や町民の利便性

向上に努めていることは評価するものである。 

今後においても、給水人口の減少や高齢化に伴う水需要の低下などにより、給水収益の減少が

予想されるとともに、老朽管更新事業や基幹水道構造物耐震化事業などの施設整備をはじめ、水

道未普及地域の解消などの課題も多く、水道事業を取り巻く経営環境が益々厳しくなることが明

らかであることから、これまで以上の効率的な経営と健全経営に努めるとともに、安心安全でお

いしい水の安定供給に努めることを求め、次のとおり審査意見を添える。 

記 

１ 本年度給水収益は、現年度と過年度を合わせて382,054,217円で、前年度と比較して

4,763,362円減収しており、収納率も現年度96.63％、過年度54.20％で、いずれも前年度より下

回る結果となっている。不納欠損額は、650,200円で276,400円減少したものの、滞納繰越金は、

前年度末20,389,456円に対して、本年度末21,622,499円で、1,233,043円(6.0％)の増加となっ

ている。水道事業会計の安定経営を図るため、新ひだか町債権管理条例に基づき適正な債権管

理に努められたい。 

２ 有収水量は、震災に伴う大型店の休業や給水人口の減少、節水等により、減少しているが、

有収率では81.33％で前年度より若干増加している。メーター不感や異常水量認定などの無収水

量及び本管等の漏水による無効水量は減少しているが、これらは料金収入にならない水量であ

ることから、計画的な老朽管更新や施設の適切な維持管理、徹底した漏水調査による早期発見・

修繕を行い、その改善に努められたい。 

３ 水道普及率は、静内目名地区が上水道へ移行したことにより、前年度より1.26ポイント増の

98.96％となり普及率は向上しているが、今後も水道未普及地域の解消に努められたい。 

４ 給水収益の減少や損益勘定留保資金が伸び悩む状況にある中で、水道管路耐震化等推進事業

(老朽管更新)及び基幹水道構造物耐震化事業は、施設の維持管理上必要な事業であるが、将来

の財政状況を見据えながら計画的な施設整備に努めるとともに、今後も収納率の向上や業務の

効率化、経費節減等により、水道事業会計の健全経営に努められたい。 

１枚おめくりください。 

【新ひだか町病院事業会計】 

新ひだか町病院事業会計は、静内病院と三石国保病院の２病院で一会計として収支決算を行っ

ており、平成30年度決算は、247,262,247円純損失で赤字決算となっているが、医療収益の減少の

ほか、町財政の悪化に伴う町からの赤字補填分の減収などが主な赤字要因となっている。 

その結果、当年度未処理欠損金が1,113,683,919円と累増していることに加え、内部留保資金も

皆無になったことにより一時借入金も390,000,000円で、前年度と比較して300,000,000円の増加

となっており、非常に厳しい病院経営の状況にある。 

このような状況の中で、地域連携室の充実により、患者や家族への入退院時の相談や医療機関

等との連携に努めるとともに、三石国保病院の外来診療の予約制導入など、地域医療の推進に積
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極的に努めていることは評価するものである。 

今後においても公的病院としての役割を踏まえながら、｢新ひだか町立病院改革プラン｣の点

検・評価や見直しを行うなど、より一層の経営改善に努めるとともに、民間医療機関との連携強

化を図り、地域医療サービスの向上に努めることを求め、次のとおり審査意見を添える。 

記 

１ 町立２病院１診療所における厳しい経営状況の中で、現在、町ではその経営改善に向けた検

討を行っているが、公立病院は地域における基幹的な公的医療機関として、地域医療の確保に

重要な役割を果たしている。このことから、現状の経営状況について町民への説明責任を果た

すとともに、今後の病院体制については、町民の意向を踏まえながら検討を行い、医療介護総

合確保推進法による地域医療構想の動向等にも注視しつつ、地域に求められる医療体制の確保

と病院運営に努められたい。 

２ 内部留保資金がないため一時借入金により病院運営を維持しているが、一時借入金の累増は

今後の病院存続にも大きな影響を与える問題であるとともに、前年度に比率がなかった資金不

足比率が14.2％となり、経営健全化計画が義務付けされる20％以上の経営健全化基準に近づい

ている状況であることから、経営健全化基準を超えることがないように努められたい。 

３ 病院経営の最重要課題である医師の人材確保に努めるとともに、医療体制の充実に努められ

たい。特に、現状の静内病院における内科医の１名体制では、医療の負担が重く、診療体制も

十分とは言えない状況にあるため、内科医の確保は喫緊の課題であり精力的に取組みされたい。 

４ 耐用年数を経過した医療器具等の更新・整備については、質の高い医療と的確な診療を行う

ために必要であることから、使用頻度等を考慮しながら計画的な整備と適切な維持管理に努め

られたい。 

５ 翌年度に確実に収入される保険者からの診療報酬や健康診断料等を除く、休日や時間外診療

に係る個人負担分の未収金については、入院・外来で488件(対前年度53件、12.2％増)、

13,141,648円(対前年度1,988,333円、17.8％増)の滞納繰越金となっており、年々増加傾向にあ

ることから、新ひだか町債権管理条例に基づき適正な債権管理に努められるとともに、新たな

未収金の抑制と、更なる納入催告等により未収金の積極的な回収に努められたい。 

以上、報告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。 

〇議長(福嶋尚人君) これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終結いたします。 

本件２件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。 

これから採決を行います。 

先に議案第15号 平成30年度新ひだか町水道事業会計決算認定についてを採決いたします。 

お諮りいたします。本案の決算に対する委員長の報告は、認定とするものであります。本案は、

委員長の報告のとおり認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〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

よって、議案第15号 平成30年度新ひだか町水道事業会計決算認定については、認定すること
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と決定いたしました。 

次に、議案第16号 平成30年度新ひだか町病院事業会計決算認定についてを採決いたします。 

お諮りいたします。本案の決算に対する委員長の報告は、認定とするものであります。本案は、

委員長の報告のとおり認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〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

よって、議案第16号 平成30年度新ひだか町病院事業会計決算認定については、認定すること

に決定いたしました。 

                                            

    ◎委員会審査報告の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第４、委員会審査報告を議題といたします。 

さきに付託の議案第２号 平成30年度新ひだか町各会計歳入歳出決算認定について委員長の報

告を求めます。 

決算審査特別委員長、畑端君。 

〔決算審査特別委員会委員長 畑端憲行君登壇〕 

〇決算審査特別委員会委員長(畑端憲行君) おはようございます。決算審査特別委員会に付託さ

れました議案につきまして審査の結果を報告します。 

本委員会は、令和元年11月13日から11月19日の間に各会計の決算書に基づき、担当課職員の説

明を聴取し、監査委員審査意見書を参考に慎重かつ詳細に審査を行ったところでありますが、そ

の結果、議案第２号 平成30年度新ひだか町各会計歳入歳出決算認定については、認定するもの

と決定しました。 

なお、審査の過程において各委員から意見、要望及び提言がありましたので、申し上げます。 

報告書をごらんください。 

 令和元年12月11日 

新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様 

               決算審査特別委員会委員長 畑 端 憲 行 

委員会審査報告書 

令和元年11月８日、第５回新ひだか町議会臨時会において、本委員会に付託の事件は審査の結

果、下記のとおり決定したから、会議規則第77条の規定により報告します。 

記 

 １ 付託事件 議案第２号 平成30年度新ひだか町各会計歳入歳出決算認定について 

 ２ 審査結果 認定 

 ３ 審査意見 別紙のとおりでありまして、次のページをごらんください。 

審査意見 

【新ひだか町各会計歳入歳出決算】 

平成30年度一般会計決算は、歳入総額150億2,415万９千円(前年度比7.4％減)、歳出総額147億

6,147万２千円(同8.3％減)、歳入歳出差引額２億6,268万７千円で、翌年度へ繰り越すべき財源

913万円を差し引いた実質収支は２億5,355万７千円で黒字決算となっている。 

歳入では、自主財源として最も重要な町税は、徴収部門の積極的な取組みにより収納率が向上
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しているとともに、収入未済額は8,875万１千円で前年度より1,217万８千円の減少となっており

評価するものの、不納欠損額及び収入未済額は依然として多額の状況となっている。 

また、歳出では公営住宅建設事業や豊畑複合施設整備事業の増などがあったものの、総合町民

センター建設事業の皆減やまちづくり基金繰出金の減などにより減額となっており、性質別構成

比をみると義務的経費は44.2％で前年度比2.6ポイントの増、投資的経費は11.1％で1.4ポイント

の減、その他経費では44.7％で1.2ポイントの減となっている。 

地方債現在高は210億5,612万４千円で前年度比６億9,369万４千円、3.2％の減となっており、

積立金現在高は26億4,510万６千円で前年度比３億7,843万２千円、16.7％の増となっている。 

各特別会計決算では、一般会計からの基準外繰出しを行っていないことから、平成29年度に引

き続き４特別会計で赤字決算となっており、国民健康保険特別会計では、937万６千円、簡易水道

事業特別会計では2,253万２千円、下水道事業特別会計では２億2,103万５千円、介護サービス事

業特別会計では２億8,086万６千円の収支不足となり、令和元年度の収入で収支不足分を補填する

繰上充用による決算となっている。これらの各特別会計にあっては、収支構造の検討を十分行う

とともに、歳入の確保と更なる経費節減等、効率的な事業運営を早急に図る必要がある。 

税収や地方交付税が減少し非常に厳しい状況にあるが、地場産業の振興発展と地域の活性化、

町民福祉の向上のため、限られた予算を効果的に執行するとともに、財政健全に向けた行財政改

革を更に推進する必要がある。 

以上のことから、次年度以降に向けた予算執行にあたり、効果的な取組み、改善すべき事項に

ついて、次の諸点を指摘し審査意見とします。 

記 

１ 財政の健全化について 

財政指標をみると、財政力指数は0.320(前年度比0.003ポイント増)、経常収支比率92.7％(同

4.7ポイント減)、実質公債費比率12.5％(同1.2ポイント減)、将来負担比率71.3％(同25.5ポイ

ント減)となっており、指標的にはやや改善しているものの、財政構造の弾力性を示す経常収支

比率については、未だ高い比率となっていることから、更なる経常経費の削減や収入の確保等

に努められたい。 

２ 繰上充用について 

  繰上充用については、会計年度独立の原則の例外として認められているものであるが、その

額は前年度よりも増加していることから、収支不足の解消に向けた効率的な事業運営を早急に

図るよう努められたい。 

３ 税及び税外の収納率の向上対策について 

徴収担当課の積極的な取り組みにより、収納率向上に努めていることは評価するところであ

る。しかしながら、町民税、固定資産税、国民健康保険税、公営住宅使用料、アイヌ住宅改良

資金貸付金償還金等の収入未済額及び不納欠損額は多額な状況になっていることから、負担の

公平性の原則をふまえ、徴収担当課と債権所管課とが協力連携を強化し、新たな未収金の抑制

と更なる収納率向上に努めるとともに、新ひだか町債権管理条例に基づき適正な債権管理に努

められたい。 

４ 観光振興について 

本町における二十間道路桜並木や海浜公園、牧場を主体とした農村景観など豊かな観光資源
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を活かし、積極的に経済効果や交流人口の増加を図るなど、観光振興策の強化に努められたい。

特に、三石海浜公園施設の店舗休止状況、海水浴場休止、海岸環境整備施設災害箇所が未復旧

であり、一体施設としての有効活用と運営を図り、活性化に資するよう努められたい。 

５ 下水道水洗化率の向上について 

下水道事業は住民生活向上のためのインフラ整備として重要であるが、施設整備と維持に多

額の費用を必要とすることから、その効率的な運用が求められる。三石歌笛地区及び静内入船

地区については水洗化率が低いことから、更なる水洗化率の向上を図るよう努められたい。 

以上、報告といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

 ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 私が１点聞きたいのは、本来行政執行というのは、決算審査で指摘された

事項について特に改善をしながら執行するというはずなのですけれども、今年度の決算の報告を

見ましても、29年度に引き続いて４特別会計では赤字決算となっています。そういう意味におい

ては、ここの特別会計について特に本来は指摘するべき事項に挙げるべきかと思いますが、指摘

事項にこの赤字決算の部分をあえて挙げていないのは何か理由があったのかお聞きいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 決算審査特別委員長、畑端君。 

〇決算審査特別委員会委員長(畑端憲行君) 今下川議員からあえてこの４会計の赤字の分を挙げ

ていないのかということでございますけれども、これは一応審査意見ということでございますの

で、具体的な細かなことは挙げてございませんけれども、赤字だということを十分踏まえて、町

当局のほうではそれを踏まえてさらに構造を十分把握しながら進めていただきたいということは

総体的には書いてございますので、その一つ一つについては今この場では意見としては挙げてご

ざいません。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかに質疑ありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終結いたします。 

本案に対し討論の通告がありますので、討論を行います。 

先に原案に反対者の発言を許します。 

10番、谷君。 

〔10番 谷 園子君登壇〕 

〇10番(谷 園子君) 私は、平成30年度各会計歳入歳出決算認定について反対いたします。 

財政指標においてはやや改善し、実質収支も２億5,355万7,000円の黒字決算となっています。

しかし、各特別会計決算では一般会計からの基準外繰り出しを行わず、昨年に引き続き４特別会

計で赤字決算となりました。特に下水道事業特別会計では約２億2,000万円、介護サービス事業特

別会計では約２億8,000万円もの収支不足として、他の２特別会計とも令和元年度の収入で不足分

を補てんする繰り上げ充用を行っています。果たしてこれが収支の均衡がとれた堅実にして計画

的な財政運営と言えるのでしょうか。繰り上げ充用についての町の説明は、財政が厳しくなり、

今までのように特別会計に繰り出しはできない。今後は、本来の形である独立採算の原則に立ち

返るというものですが、まさに平成30年度各会計歳入歳出決算の状況は、当町が合併後、見通し



 

 － 8 － 

のない無計画な財政運営を続けてきた集大成と言えるものです。なぜこのような財政悪化を招い

たのかしっかりと検証し、その原因を町民に明らかにしていくべきです。 

反対する理由の２つ目は、繰り上げ充用を除いてもなお経常収支比率92.7％という硬直した財

政状況であり、人件費、扶助費、公債費など義務的経費を支出すると経常一般財源に余裕はあり

ません。当然さらなる経常経費削減や収入の確保、収支不足解消に向けた効率的な事業運営を図

らなければなりません。このような決算を適正であったと認めることは、町が進める行政サービ

スの削減、使用料、手数料値上げ、そして民間委託や指定管理で赤字解消という方向を無批判に

認めることにもつながります。何よりも赤字財政のツケを町民負担にかぶせていくことが明白な

決算をよしとすることはできません。 

反対する３つ目の理由は、町民福祉の向上という行政本来の目的がおざなりにされている町財

政運営の姿勢です。１年間の予算措置のあった老人福祉の事業が町民要望にも応えず年度の途中

で打ち切られたのも一例です。行政の目的は、町民が安心して暮らせるまちづくりです。町民に

積極的に行政サービスを提供する姿勢が見られないことは、まことに残念なことです。 

以上の理由をもちまして平成30年度各会計決算認定に反対いたします。多くの議員の賛同を求

めます。 

〇議長(福嶋尚人君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

５番、北道君。 

〔５番 北道健一君登壇〕 

〇５番(北道健一君) おはようございます。私は、平成30年度新ひだか町各会計歳入歳出決算認

定につきまして認定に賛成の立場から討論を行います。 

平成30年度各会計歳入歳出決算に当たっては、決算審査特別委員会におきまして慎重に審査が

行われました。国は、消費税率引き上げの需要変動に対する影響や経済状況を踏まえ、臨時特別

の措置を講ずるとともに、経済財政一体改革を着実に推進することとしておりますが、北海道な

どの地方都市では少子高齢化や大都市への人口集中が進むとともに、インフラの維持管理コスト

や社会保障政策に係る負担が増加し、非常に厳しい経済状況が続いています。 

 我が町の平成30年度の決算の状況を見ますと、地方交付税などの一般財源収入が平成29年度の

決算額を下回った中で、社会福祉施策の推進や子育て、教育環境の充実、経済、産業振興に着実

に取り組み、またその予算執行については適正に行われていたところであり、評価に値するもの

であります。 

今後においては、決算審査特別委員会から出されております検討事項につきまして早急に対応

していいただくとともに、赤字運営が続く各特別会計や企業会計の経営改善についてこれまで以

上に積極的な取り組みを進め、効率的で効果的な行政運営に努めていただきたいと考えておりま

すし、限られた財源の中でも適切に住民ニーズをとらえ、創意工夫による魅力あるまちづくりを

推進していただくことを強く望み、賛成討論といたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で討論を終結いたします。 

 これから議案第２号 平成30年度新ひだか町各会計歳入歳出決算認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。 

 お諮りいたします。本案の決算に対する委員長の報告は、認定とするものであります。本案は、
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委員長の報告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〕 

〇議長(福嶋尚人君) 起立多数であります。 

 よって、議案第２号 平成30年度新ひだか町各会計歳入歳出決算認定については、認定とする

ことに決定いたしました。 

                                            

    ◎委員会調査期限の延期の上程、説明、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第６、委員会調査期限の延期についてを議題といたします。 

 介護サービス事業等経営改善基本方針に関する調査特別委員会に付託中の新ひだか町介護サー

ビス事業及び病院事業の経営改善基本方針に関する事項については、同委員会から会議規則第

46条第２項の規定によって令和２年３月まで調査期限を延期されたいとの要求がありました。 

お諮りいたします。委員会の要求のとおり期限を延期することにご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

よって、新ひだか町介護サービス事業及び病院事業の経営改善基本方針に関する事項の調査期

限を委員会の要求のとおり令和２年３月５日まで延期することに決定いたしました。 

                                            

    ◎議案第１１号の上程、説明、委員会付託 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第６、議案第11号 新ひだか町下水道条例及び新ひだか町生活雑排水

処理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。 

 桂田上下水道課長。 

〔上下水道課長 桂田達也君登壇〕 

〇上下水道課長(桂田達也君) おはようございます。ただいま上程されました議案第11号につい

てご説明申し上げます。 

議案第11号は、新ひだか町下水道条例及び新ひだか町生活雑排水処理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、新ひだか町下水道条例及び新ひだか町生活雑排水処理施設

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。 

今回の条例改正ですが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係

法律の整備に関する法律の制定及び国が示した一括整備法のこれらに係る整備方針を踏まえ、新

ひだか町下水道条例のうちの排水設備指定工事店の指定等に係る欠格条項について所要の改正を

行うものと、次に使用料等の見直しについて下水道使用料及び生活雑排水処理施設の使用料を平

成29年９月25日に策定した使用料・手数料等の見直しに関する基本方針に基づき、原価算定方式

を用いた適正な料金設定に見直すため改正を行うものでございます。 

それでは、改正内容は議案第11号参考資料、条例新旧対照表によって説明をさせていただきま

すので、３ページをごらんください。改正箇所について、現行の新ひだか町下水道条例第10条第

１項第３号アは、排水設備指定工事店の指定に関する成年被後見人等に係る欠格条項であるため、

整備方針に定めるとおり、破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものに改めます。新たな欠

格条項として、精神の機能の障がいにより排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当た
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って必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者を同号エとして加えます。 

次に、責任技術者の登録に関する成年被後見人等に係る欠格条項の見直しについて、現行の新

ひだか町下水道条例第14条第２項第１号は、責任技術者の登録に関する成年被後見人等に係る欠

格条項であるため、整備方針に定めるとおり、破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものに

改めます。新たな欠格条項として、精神の機能の障がいにより責任技術者の責務を適正に営むに

当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者を同項第４号として加え

ます。 

また、現行の新ひだか町下水道条例では、責任技術者が登録を受けた後、町長に対して届け出

なければならない場合について定めていないところ、今回の改正に伴い登録を受けた後に精神の

機能の障がいにより職務を適正に行うことができなくなった旨を町長が可及的速やかに把握でき

るようにする、加えて必要に応じて登録の取り消し、または効力停止を行うことを可能とするた

め、責任技術者またはその法定代理人もしくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障

がいを有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったとき

は、町長にその旨を届け出るものとするを同条第５項として加えます。 

４ページをごらんください。現行の新ひだか町下水道条例第18条は、排水設備指定工事店が町

長に届け出なければならない場合について定めているところ、今回の改正に伴い指定を受けた後

に精神の機能の障がいにより排水設備指定工事店としての事業を適正に行うことができなくなっ

た旨を町長が可及的速やかに把握できるようにする、加えて必要に応じて指定の取り消し、また

は一時停止を行うことを可能とするため、｢、第10号第１項第３号ア、エ若しくはオのいずれかに

該当するに至ったとき｣を同条中に加えます。 

次に、使用料の見直しに係る改正で、使用料は平成29年９月25日に策定した使用料・手数料等

の見直しに関する基本方針に基づき、原価算定方式を用いてそれぞれの行政サービスに係るコス

トを算出し、適正な料金に改正するものです。なお、料金の改正に当たり急激な負担の増加を抑

制するため、現行料金の1.2倍を見直し料金の上限額としています。 

これらにより新ひだか町下水道条例別表第31条関係、下水道使用料及び新ひだか町生活雑排水

処理施設条例別表第４条関係、生活雑排水処理施設使用料について、４ページ、条例新旧対照表

の下水道は表の中段、生活雑排水は表の下段のとおり改正を行うものであります。 

恐れ入ります。２ページお戻りいただきまして、次に附則ですが、この条例は令和元年12月14日

から施行することとします。ただし、それぞれの使用料の改正に係る規定は令和２年４月１日か

ら施行し、次のとおり経過措置を設けることとします。 

１、下水道使用料に関する経過措置。下水道使用料は令和２年５月計量分以後の使用料につい

て適用し、令和２年４月計量分までの使用料については、従前どおりの額とします。 

２、生活雑排水処理施設の使用料に関する経過措置。生活雑排水処理施設の使用料は、施行日

以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用料に係る使用料について

は、従前どおりの額とします。 

なお、条例本文につきましては、説明を省略させていただきまして、以上で議案第11号 新ひ

だか町下水道条例及び新ひだか町生活雑排水処理施設条例の一部を改正する条例制定の説明とさ

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。 

〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。 
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本案については、質疑、討論を省略し、８名の委員で構成する使用料審査特別委員会を設置し、

これに付託して審査することに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〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、本案については、８名の委員で構成する使用料審査特別委員会を設置し、これに付託

して審査することに決定いたしました。 

 ただいま設置されました使用料審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第７条第

２項の規定により、２番、川端君、５番、北道君、６番、下川君、９藩、阿部君、12番、畑端君、

14番、池田君、15番、木内君、16番、城地君、以上８名を指名したいと思います。ご異議ありま

せんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました８名の諸君を使用料審査特別委員に選任することに決定い

たしました。 

 休憩中に特別委員会を開催し、正副委員長の互選を願います。 

 暫時休憩いたします。 

休憩  午前１０時２５分 

                                            

再開  午前１０時３６分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 諸般の報告をいたします。休憩中に使用料審査特別委員会において委員長、副委員長の互選が

行われ、その結果の報告が議長の手元に参りましたので、報告いたします。 

 委員長に２番、川端君、副委員長に14番、池田君、以上のとおり互選された旨の報告がありま

した。 

 職員の入れかわりがありますので、そのままお待ちください。 

                                            

    ◎一般質問 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第７、一般質問を行います。 

 質問通告順序により発言を許します。 

 質問者席において一括質問願います。 

 12番、畑端君。 

〔12番 畑端憲行君質問者席へ〕 

〇12番(畑端憲行君) それでは、通告に従いまして、私は２件の質問をさせていただきたいと思

います。 

まず、１件目は、ふるさと応援寄附、ふるさと納税についてでございますが、ふるさと納税制

度はふるさとに対して貢献、または応援したいという方々の思いを実現する観点から、地方公共

団体に対する寄附制度を見直し、寄附の一部を所得税と合わせて控除するもので、平成20年５月

からスタートしましたが、今年で11年目になるわけでございます。町の財源を確保するだけでは

なくて、町の特産品を全国にＰＲする貴重な機会にもなるわけですが、次の５点についてお伺い
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したいと思います。 

まず、１点目として、過去５年間のふるさと納税に関する寄附額と件数をお伺いします。 

２点目としては、管内７町の平成30年度のふるさと納税寄附実績が発表されまして、新聞紙上

にも掲載されましたが、管内では新ひだか町は６番目で7,800万円と前年度比38.4パーセントであ

りまして、その減少の原因は何かをお伺いしたいと思います。 

３点目としては、寄附金の使い道を７項目に分けて寄附者が選べるようにしているわけですが、

その他の項目を増やして、より具体的な使い道を記載していただく方法はどうかお伺いしたいと

思います。 

４点目は、全国的にこの返礼品の条件が厳しくなっているようですが、その対応をお伺いした

いと思います。 

そして５、点目としては、ふるさと納税をＰＲするイベント、ふるさとチョイス大感謝祭、こ

れが道外で開催しておりますが、他町から見てふるさと応援寄附が何かしら少ないかなといえど

も、このような行事に我が町も参加するなど、積極的に地元のＰＲと魅力をアピールすることが

必要ではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

次に、２件目は、地域おこし協力隊制度の活用についてでございますが、この地域おこし協力

隊に関する質問は、今までに同僚議員により何度か上げられてございますが、道内町村を見まし

ても複数の協力隊員を配置して、まちの振興策に対する活躍が多く見られることから、同類の質

問があるかと思いますが、お伺いしたいと思います。それで、地域おこし協力隊は、人口減少や

高齢化等の進行が著しい地方において、地域外の人材を積極的に受け入れ、地域協力活動を行っ

てもらい、その定住、定着を図ることで地域力の維持強化を図っていくことを目的として、平成

21年度から総務省によって制度化されまして、今日で10年が経過するわけでございますが、次の

３点についてお伺いします。 

まず、１点目として、当町は制度化して以来今までに地域おこし協力隊を何人受け入れて、ど

のようなところに配属されたのかをお伺いします。 

２点目としては、協力隊の任期は１年から３年と理解してございますが、今まで協力隊が任期

終了後、当町に住みついて別な仕事につかれている方はどのくらいおられるのかをお伺いします。 

そして、３点目の最後ですが、地域おこし協力隊を町の活性化と振興発展にどのように生かす

のか、生かされているのかをお伺いしたいと思います。 

以上２件の質問をいたします。ご答弁のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〔まちづくり推進課長 中村英貴君登壇〕 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) おはようございます。私からは、畑端議員よりご質問の大

きな項目の１点目、ふるさと応援寄附、ふるさと納税についてご答弁申し上げます。 

ふるさと納税については、当町におきましても平成20年７月からこの制度を活用し、全国各地

の方々からご寄附をいただいているところでございます。そこで、ご質問の１点目、過去５年間

のふるさと納税に関する寄附額と件数についてですが、平成26年度、74件、151万円、平成27年度、

4,453件、6,265万10円、平成28年度、4,523件、7,211万１円、平成29年度、4,332件、１億2,795万

6,000円、平成30年度、2,130件、7,887万75円となっております。 

次に、２点目の平成30年度の当町のふるさと納税実績ですが、管内６番目で約7,800万円と前年
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度比38.4パーセントの減少であり、その原因については何かについてでございますけれども、さ

まざまな要因があると考えております。まず、国では、加熱する自治体間競争に歯どめをかけ、

健全な制度運営を図るため、返礼品の割合を寄附額の３割以下とする要請を自治体に対し再三に

わたり行った結果、当町を含め多くの自治体が国の指導に基づき運用したのに対し、一部の自治

体が過剰な返礼品提供により多額の寄附集めを行い、大阪府泉佐野市の498億円を初め、上位４市

町の合計が全国の寄附額の２割を超えるという特定の自治体の寄附額が大きく伸びた反面、その

他多くの自治体が苦戦を強いられる結果となりました。さらに、災害が多く発生したため、災害

関連にも多くの寄附がなされたことも影響したと推察しております。また、近年ふるさと納税の

寄附募集にはインターネット広告を初めとする各種媒体を活用した宣伝広告が不可欠であります

が、多くの市町村が多額の経費をかけて各種宣伝を強化したり、ポータルサイト増設の取り組み

が進む中、当町の場合においては限られた予算の中で行ったインターネット広告等のＰＲが期待

したような効果を得られなかったこと、それからポータルサイトの増設に踏み切れなかったなど

の理由により、給付額が伸び悩んだのではないかと分析しております。 

次に、３点目の寄附金の使い道を７項目に分けて寄附者が選べるようにしているが、項目を増

やして、より具体的な使い道を記載していただく方法はどうかについてでございますが、現在当

町では寄附の使い道として、自然環境の保全及び活用に関する事業を初め７つの項目を掲げてお

ります。この使用使途の考え方については、各自治体でさまざまでありますが、当町ではかつて

二十間道路桜並木の保全及び整備等に関する事業など５項目の使途としておりましたところ、具

体的な事業を使途として明記することにより選択の範囲が狭まってしまうという難点があること

から、本会議で条例改正の議決をいただき、27年４月から現行の７区分で運用しているところで

あります。また、使途を限定してＰＲし過ぎると、全体の寄附額が下がってしまうという専門家

の分析も聞いており、当面は現行の使途区分として寄附の使われ方の事例を表記するなどし、対

応してまいりたいと考えております。 

次に、４点目の全国的に返礼品の条件が厳しくなっているようだが、その対応についてですが、

全国的に寄附集めが過熱する中、地方税法等が改正され、本年６月１日から施行されたことに伴

い取り扱いが厳格化され、総務大臣の指定を受けた自治体への寄附のみが税の控除対象とされた

ところでございます。主な指定の基準としては、１つ目に適正な募集を行うこと、２つ目に返礼

品を寄附額の３割以下とすること、３つ目に返礼品は地場産品に限定することなどとなっており、

返礼品を強調した宣伝広告等を行ってはならない、また募集に要する総経費は寄附総額の５割以

下としなければならないことなど規制が明確化され、基準を満たすことができない自治体は国の

指定から除外されるという厳しい内容となっております。 

このような状況から、どこの自治体もこれまで行っていたような宣伝広告を控えており、当町

も同様に広告ＰＲが難しいため、本年度から寄附の受け付け窓口となるポータルサイトを４つ追

加し、５つ体制で運用するなどして対応しているところであります。また、札幌静内会、札幌三

石会等の協力を得まして会員の皆様への周知を行うとともに、これまで寄附をいただいた全国の

方々へお願いするなど、地道ではありますが、極力経費のかからない方法で現在取り組んでいる

ところでございます。 

次に、５点目のふるさと納税をＰＲするイベント、ふるさとチョイス大感謝祭が道外で開催さ

れているが、当町も行事に参加するなど積極的に地元の魅力をアピールすることも必要ではない
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かという点についてでございますが、このイベントは国内最大のふるさと納税ポータルサイトで

あるふるさとチョイスの運営会社が主催し、第５回目を迎える本年は、全国から130、道内からも

10自治体が出展する日本最大のふるさと納税関連イベントであり、多くの方が来場したと聞いて

おります。このほかにもさまざまな団体がふるさと納税関連イベントを全国各地で開催しており

ますが、イベント参加に伴う出展には多額の参加料など諸経費等を考慮し、当町ではこれまでの

ところ参加したことはございません。ただし、道内外で行われる各種イベント等に出展参加した

際にはふるさと納税のＰＲもあわせて行っており、今後も費用対効果も踏まえながら、さまざま

な機会を通して大きな目的である町の魅力ＰＲを図りながら、全国の皆様からの応援の結果とし

て多くの寄附をしていただけるよう引き続き取り組んでまいりたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〔企画課長 柴田 隆君登壇〕 

〇企画課長(柴田 隆君) おはようございます。私からは、大きなご質問の２点目、地域おこし

協力隊制度の活用についてご答弁申し上げます。 

 まず初めに、今まで地域おこし協力隊を何人受け入れて、どのようなところに配属されたのか

というご質問でございますけれども、当町では地域おこし協力隊制度が創設されて４年目となる

平成24年度に初めてこの制度を活用しておりまして、それ以降今日まで合計で６名の協力隊を任

用しております。これまでの配属先としましては、商工労働課に２名、町立病院に１名、体育振

興課に１名、地方創生推進室、現在のまちづくり推進課に２名という状況になっております。 

次に、協力隊の任期終了後、当町に住みついて別な仕事につかれている方はどのくらいおられ

るのかというご質問でございますが、協力隊退任後におけますここの動向を詳しく把握できてい

るわけではございませんが、２名の方が町内の事業所で働かれているようでございます。 

３点目の地域おこし協力隊を町の活性化、地域振興発展にどのように生かすのか、生かされて

いるのかというご質問でございますけれども、非常に難しいご質問でございまして、何をもって

生かせた、生かせていないを判断するのかご意見の分かれるところでもございますが、担当課と

しては生かせたもの、生かせなかったもの、双方あると認識してございます。生かせたケースと

しましては、現在も取り組んでおります馬文化の伝承活動でございまして、主に地域の子どもた

ちを中心に３年にわたって活動を積み重ねてきた結果、多くの軽種馬関係者、町内教育機関等と

ネットワークが構築され、その活動が地域に根づいていると感じられる状況になってきており、

これは大きな成果であると認識しております。また、町立病院で任用した協力隊員につきまして

も、専門的な知識や経験を持って電子カルテシステムを初めとする医療ＩＣＴ環境の構築に貢献

していただき、これも大きな成果であったと認識してございます。 

一方、生かせなかったケースとしましては、やはり任期を全うすることなく、途中で退任され

てしまったケースであり、これにはさまざまな要因があると思いますけれども、協力隊員本人の

責任ということだけではなく、協力隊の受け入れに当たり地域として明確なビジョンや協力隊に

求める役割などを十分に整理できていなかったことが一つの要因になっていると考えられまし

て、赴任の際に隊員が思い描いた状況と現実とのミスマッチの中で、徐々に活動意欲を失う結果

を招いてしまったのではないかと反省しているところでございます。今のところ新たな地域おこ

し協力隊を運用する計画はございませんが、任用するような機会が出てきた際には地域として果

たしたい将来ビジョンや取り組みへの協力体制、そして何より新たな発想や価値観などを受け入
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れていく覚悟を持って取り組んでいかなければならないと考えてございます。 

以上、ご答弁といたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) ただいま２件に対するご答弁ありがとうございます。 

それでは、何点かの再質問をさせていただきたいと思いますが、まず１件目のふるさと応援寄

附についてでございますけれども、当町は現在財政が大変厳しいというだけに、このふるさと納

税による財源確保のためには大きく増やしていくことが今後当然重要でございますし、課題だと

思うわけでございますが、この１点目から３点目、特に関連がありますので、あわせてお聞きし

たいと思いますが、まず最初に１点目の５年間の平成26年度から30年度までの件数、寄附をお答

えいただきましたが、29年度と30年度はかなり開きがあるわけでございます。そこで、まだ途中

でございますけれども、今年度のふるさと納税の見込み額は予算上の計上では１億円計上してご

ざいます。あと残り３カ月いうことになりますが、当然年末ということですから、多少は増える

かと思うのですが、残り３カ月かしかないということで、最終どの程度、１億円の予算計上であ

りますけれども、どの程度の額となるか、推定ですけれども、お答えいただきたいと思いますが、

よろしくお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 今年の状況についてなのですけれども、12月９日現在で寄

附件数が約1,000件で、金額でいうと2,700万円ちょっとということになっておりまして、対前年

で見ると約３割ちょっとぐらい少ない状況ですので、予算の１億円を確保するのは厳しいのかな

というふうに現状では思っておりますが、ふるさと納税は年末12月31日までぎりぎり受け付けも

しておりますし、年末にかけての駆け込みの寄附というのが非常に毎年多い状況ですので、ポー

タルサイトを増やした結果も期待して、また３月末までありますので、取り組んでいきたいと思

いますが、ちょっと今の時点で最終的にどれぐらいになるのかというのはかなり予想は難しいの

で、それについてはお答えは難しい状況にあります。１億円は、確かに厳しいのかなというのは

実感としてはあります。 

以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) 予算計上は１億ですから、あくまでも推定でやっているのですけれども、

寄附ですから、それはそうなるかもしれませんけれども、これはかなり厳しい状況です。2,700万

ですか、かなり厳しいと。先ほど言いましたように年末年始に駆け込みで寄附されるとしたとし

ても厳しいなという感じがします。 

それで、２点目で質問したことと関連あるのですが、減少の理由先ほどお答えいただいたので

すが、これは答弁の中ではほとんどが国内全般的な情報を一つの理由として話されたのかなとい

う感じがします。これちょっと近くに置きかえてみましょう。ということは、管内の５町が、北

管内の５町が１億円以上あって、その中でも隣の町の浦河町が30年の実績ですけれども、５億円

の寄附の実績があった中で、それを置きかえた場合に町民の方がだれもがＰＲ不足なのかな、あ

るいは悪い特産品ばかりなのかなとは思いませんけれども、いい特産品なのです。そういうこと

とか、要するに特産品のＰＲ不足だとか、あるいは特産品の組み合わせがどうなのかな、何が原

因なのかなという感じがごく一般の町民が新聞見たときに、管内の実績の新聞見たときにそう思
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っているのです。ですから、これをちょっと今管内に置きかえてみたら、この新ひだか町の寄附

額の低さというのはどういうふうに分析されるか、そこら辺お伺いしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 管内の中での比較ということでございまして、確かに管内

昨年度伸ばしているところが多かったと。その前の年でいくと、うちの町は１億円を突破して、

伸びたところだったのですけれども、昨年になるとちょっとうちの町は落ち込んでしまったと。

その要因についてなのですけれども、壇上の答弁でも少し触れたところですけれども、ＰＲはも

ちろんあるかと思いますし、ポータルサイトの部分もあるかと思います。あと、伸ばした町の例

えば東部３町の状況だとかを見てみると、やっぱり返礼品の種類、それから数、それが海産物が

非常に強いという、全国的にもえりもを初め浦河、様似もそうですけれども、この12月というの

はどうしてもお歳暮ですとか冬のシーズン、サケ、イクラが非常に人気のある返礼品となりまし

て、当町にももちろんあるのですけれども、どうしても取り扱っている業者の数ですとか数量に

関しても東部３町にはかなわない部分があるというのは正直あります。それから、平取にしても

びらとり牛、あるいは全道一の生産高を誇っているマトですとか、こういった全国的にも知名度

のある特産品を抱えている町というのは強みがあるのかなというのは感じているところでござい

ます。当初にもミニトマト等あるのですけれども、この時期なかなかもう生産されていないです

とか、そういったのがさまざまあるのかなというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) 東部のお話も申し上げましたけれども、ここら辺一帯は、海産物の話しす

ればこの一帯はこの新ひだか町も劣らない海産物があるわけですから、特にアキアジ等、昆布等、

いろいろ海に関することもありますから、やはりこれは組み合わせというか、特産品のうまくや

るいわゆるやり方がどうなのかなという。一生懸命やっています、皆さんは。そういうふうに思

うわけですけれども、それでちょっと角度を変えて聞きますけれども、このふるさと納税の納税

業務の代行者というか、提携業者というのですか、これは委託されていると思うのですが、この

代行業者の業務の範囲というのはどの程度の範囲でやって、町のほうではどこの分を受けてやっ

ているのか、そこら辺ちょっとわからないので、その点教えていただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 基本的には業務の一括代行ということになりますので、商

品の開拓から商品の、返礼品です、返礼品の受発注というのですか、寄附を受けて、その商品に

対する、地元の業者に送ってもらうのですけれども、そういった手配をするですとか、お礼状の

送付ですとか、業務に関するものは基本的には一括での発注という形をとっております。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) ほかの町というか、ほかの自治体なんかもちょっと聞きますと、代行業者

でやっているというのもたくさんありますけれども、ただその中に町の担当者も十分入って、特

に特産品なんかの選び方なんかも一番わかっているのはやっぱり地元ですから、そこら辺のもの

を一括全部頼むということでなくて、こっちも入り込んでやるという方法がとられているのがほ

かの自治体が多く見られるようです。その点を十分検討してみたらどうかなというふうに思いま

す。これはまた後で言いますけれども、それから寄附された方は自分の寄附した寄附金がふるさ

とでどのように使われているのかというのが、どういうふうに使われているのだろうかというこ
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とが知りたいということがよく聞かれます。もちろんこの特産品について非常に関心を持ってお

られることも寄附の動機になっておるわけですけれども、ちなみにほかの町村出して申しわけな

いのですけれども、いいところは十分倣ったほうがいいと思って申し上げますけれども、十勝管

内の上士幌町、この上士幌町は5,000人の町なのです。5,000人の町で平成29年度の実績は16億

6,700万、30年度は20億8,500万。この上士幌という町は、その使い道に知恵を絞って、賛同する

方法に力を入れるようです。寄附者の共感が得られるような地域の事情に応じて使える道を工夫

して、寄附金を活用した事業の成果を随時寄附者に丁寧にお知らせしているということです。そ

のような使い道の周知をとっていることを考えますと、我が町もそういうことをやはり細かなこ

とでやるべきでないかなというふうに考えますが、いかがでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 当町の場合その寄附の使い道のお知らせは、広報等によっ

て公表しているところなのでございますが、確かにほかのまちに比べるとその辺の使い道をもう

ちょっと訴求するというか、訴えるところは勉強しなければならないのかなというふうに感じま

すので、今後その辺は考えていきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) そういうことでどうかなとその辺も検討してみてください。 

それと、あと一つ申し上げたいと思います、上士幌町のことで。ほかの町もそうなのですが、

上士幌町の場合特徴を申しますと、上士幌町は特色あるまちづくりのために、まちづくりの一環

として生涯学習と称して全国から特性のある講師を招いて講演会を開催し、全国から参加者を募

っているのです。だから、全国から四半期ごとに講演会やりますから、まちづくりのための生涯

学習講演会やっていますから、その際にふるさと納税のこともＰＲしていると。職員全員が、ま

た関係者全員がそういうふうにしている。直接ふるさと納税のＰＲというだけではなくて、生涯

学習にあわせて間接的にふるさと納税をセットにしてＰＲしているというところがあります。こ

ういったところがこの5,000人の町で16億から20億集まることでないかなというふうに思います

ので、これはふるさと納税を前面に出してＰＲするというだけでなくて、そういった別な、先ほ

どちょっとありましたけれども、そういう何かの機会のときにふるさと納税を入れる、あるいは

まちづくりの中でみんな集まったときにやるということがよろしいかと思います。これは答弁要

りません。そういったことです。 

それから、４点目でありますけれども、４点目に関することです。先ほどもちょっとお話がご

ざいましたように寄附する月というのは、どの町村も12月に集中している状況でありますから、

この時期に返礼品を検討して地場産品を充実させることにより、一層寄附につながるのではない

かと思ってございます。ちなみに、管内のことをまた申しますけれども、えりも町などは海鮮み

そバター鍋というＰＲなどをして力を入れているようです。それでもってというわけでないです

けれども、えりも町は３億12万ですか、30年度なっているようです。特産品の選び方を十分検討

しているということです。 

それから、あと一つ、南空知１市４町、いわゆる夕張市と栗山町、長沼町、由仁町、南幌町、

これは連携して各市町村の産品を集めた共通のふるさとの納税返礼品として、北海道ジンギスカ

ンパーティーセットというふうにして、１市４町が細かく自分たちの特産品を集めて、それで一

つにしてパーティーセットとしてやっているのです。これはすごく人気あるようです。我が町も
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これらの手法を取り入れながら、この管内各町、７町組んでコラボ商品、どういうふうなってい

るかわかりませんけれども、商品などいろいろなことに挑戦して検討してみたらどうかと思いま

す。ですから、私先ほど言いましたように代行業者だけに任せっきりでなくて、任せっきりでは

ないと思うのですけれども、地域のこともどんどん入れて、こういったものをどうしたらいいか

どうかということを考えてみたほうがいいと思うのですけれども、何度もしつこくなりますけれ

ども、どんなものでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 岩渕総務部参事監。 

〇総務部参事監(岩渕博司君) 畑端議員からいろいろなご意見をいただいております。我が町の

ふるさと納税につきましては、金額的には予算までは今年も達しないという状況ではございます。

ただ、ほかの町で伸びているという今現状お伝えしていただいておりますけれども、我が町も当

然業者とも一緒に共同で地域の商品開発というものに取り組んでおります。魅力ある商品もたく

さんございます。それを見ていただいて納税をしていただいている。そこで納税額が伸びている

という状況の中でなぜほかのまちより伸びていないかといいますと、先ほど壇上でも説明してお

りますけれども、町の中でつくっている魅力ある商品の数に限りがございまして、今ある全部が

売れても恐らく数億円です。全部売れても数億円しかなりません。ほぼ人気のある商品といいま

すか、返礼品につきましては、途中で打ち切りといいますか、札どめといいますか、そのような

状況なものですから、なかなか数で伸ばすというわけにはいかない状況というのが今私たちの町

の状況なものですから、これから例えば人気のある我が町の商品、これがロット数を増やすです

とか、生産過程でなるべく経費を落としながら数を増やしていくということになると、それぞれ

業者の投資が必要になってくると思います。その投資もなかなか経営判断の中で難しいという部

分も出てきますけれども、これからポータルサイト、委託業者ともその辺は相談しながら、魅力

ある商品を当然つくりながら、数のほうの対応も考えていかなければならない。ですから、その

辺が今我が町の危惧しているといいますか、心配といいますか、金額が伸びない大きな点の一つ

と言えると思いますので、これからもその辺は相談しながら、我が町の寄附金をどのように伸ば

すかというのも含めて、我が町のよい商品を全国にわかっていただくような方法、ＰＲを考えて

いくというところもあわせて考えさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) よくわかるのですけれども、たくさん寄附が入っている町村、これ一回担

当のほうでどうしてこんなになっているのかなという感じを我が町は特産品が少ないといえども

ということですけれども、どうなっているかということを一回視察してみたらどうかと思います。 

私もちょっと調べたのですけれども、栗山町の応援寄附の小冊子です、これ。これは2019年度

版。これは何かといったら、もちろんこのモデルは町職員なのです、６名。メロン男子と言って

いるのです。これはどういうことかというと、43ページ型で毎年出しているのです。43ページの

構成。これにはどうしているかといったら、選べる寄附の使い道と寄附活用事業の報告というこ

とで、いろんな細かな具体的な事業内容を書いて、こういったところに寄附するのだというふう

に書いています。それとか、特産品もそこは少ないのですけれども、つくっている特産品の農家、

そういう人たちの意見を入れながら、これはいいですよといって特産品を全部書いているのです。

それはそちらにも渡っていると思うのですけれども、こういった方法でやはり地元地域の町のカ

ラーを出して全国にＰＲしているようです。ですから、栗山町は、１万1,000人の人口で30年度の
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実績は１億8,000万ということがありますので、十分そこら辺も新ひだか町を知っている我々皆さ

ん方とともに知っている中で特産品等をＰＲしながら、ふるさと納税のＰＲをしていったらどう

かなというふうに思ってございます。 

それで、答弁は要りませんけれども、先ほど申していました札幌三石会…… 

〇議長(福嶋尚人君) 畑端君、質問ですから質問を中心にしてください。 

〇12番(畑端憲行君) 札幌三石会、札幌静内会も協力しているという答弁がございました。特に

札幌三石会は、新規就農者の相談広告のお手伝いも熱心にされて、ビラを配って、向こうで何か

ＰＲしてみたいです。それとあわせてふるさと納税ということになっていますけれども、14日に

は札幌三石会のふるさとを語る夕べというのがありますので、私もぜひふるさと納税のＰＲさせ

ていただきたいと思います。そういったことで、このふるさと納税については質問は終わりたい

と思います。 

次に、２件目の再質問に入りたいと思います。地域協力隊についてでございますけれども、こ

の地域協力隊を受け入れることによりまして地域力の維持強化につながり、町の活性化を図ると

ともに、あわせて最初の１件目の質問と同じように厳しい財政状況の中でこの制度を利用するこ

とも言うまでもなく大事なことだと思っています。それで、地域協力隊というのは、もちろん町

外の人材、あるいは都市住民のニーズに応えることと地域を超えて新しい力を求めていく協力隊

が必要だと思っています。それで、１点目の質問に入りますが、再質問しますが、先ほど答弁の

中で今まで協力隊６名と言っていました。６名が今現在は２名ということですか。それをお聞き

したいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 現任期中の隊員については１名になっております。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) それで、先ほども言いましたように今のところ新たに任用する計画はない

ということでした。今まで必要とされて配属されていた観光関係とか体育振興関係、こういった

ものが必要であって募集して、今はいないということですけれども、こういったところに、その

ほかもあると思うのですけれども、募集を再度考えるということはないのですか、必要だったと

ころ。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 現時点では予定はしてございませんが、この制度自体否定しているわ

けではございませんので、今後そのようなこともあるのかもしれません。ただ、地域おこし協力

隊というもの自体が地域に入ることで、そのこと自体で何かが解決するわけではなくて、やはり

地域の中で課題があって、それを何かしら将来に向けてこうしていきたいというときに、地域に

ない視点ですとか価値観ですとか、そういうものを外から入れることによってやっぱり課題が達

成されると思いますので、あくまで一つの手段としての必要性はまだ残っていると感じておりま

すけれども、現時点ではないということでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) 現時点ではないということですけれども、先ほどちょっと言いましたよう

に観光の充実のために新しい血を入れなければならないからといって観光にも１人入れたとか、

何人どこに入れたとかというふうになっていますから、その人たちが欠員になったら、またその
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後ということも普通考えられるものですから、ただそれを有効に使って、変な話ですけれども、

そういったことの制度をして、そういう協力隊員を増やして、いろんな考えを入れるというのも

必要だと思いますので、であればやったほうがいいのではないかなというふうに私思ったわけで

す。それで、特に様似町なんかというのは六、七人入れていますし、それからほとんど４名から

５名というふうに入っていますので、そこら辺を有効にというか、必要なかったら入れないとい

うことではなく、そういう方たちを入れて、新しいまちづくりというか、新しい血を入れてやる

ということが必要だというふうに思っていますけれども、今後ともそういうことは今考えていな

いということで、もう一回確認しますけれども、いいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 私も繰り返しになりますけれども、現時点では予定はしていないと先

ほど申し上げたわけでありまして、今後一切考えていないということではございませんので、今

後そのような制度活用することが有効だと判断できたときには、当然取り組んでまいりたいとい

うふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) 最後です。３点目になります。３点目ですけれども、当然この制度は注目

されて、各自治体での受け入れが盛んになってやっています。そういったことであって、言うま

でもなく行財政改革後の職員の減少とか、地域の人材不足、都市への人材流出などの実績が見え

て加速してきたこともあって、こういった発想のもとで地域おこしをやるということは、大変新

ひだか町にとってはいいことだというふうに思ってございます。 

それで、１つだけ、これもどうですかということを聞きたいのですが、この地域おこし協力隊

というのは、それぞれ管内、管内であれば各町協力隊員がいるのですけれども、この協力隊員同

士が集まって、やっていないと思うのですけれども、集まって自分の町ではこうこう今やってい

ますよと、自分たちはどういう立場にあるかということを迷う場合もあるものですから、だから

管内の７町だったら７町の人たちが集まる機会をつくって、そしてそれぞれの自分の悩みもある

だろうし、こういう町をしたいと思うけれども、あなた方どうしているのだということも当然あ

ると思うのです。そういうことがありますので、だからといって新ひだか町が俺たちはやります

よといってほかの町村がやらなかったらどうもならないのですけれども、そこら辺難しさがある

のですけれども、そういったことを地域おこし協力隊員をある程度仕事がしやすいように管内の

人たちも交えながらやってあげるそのお膳立てをしてあげるということがこれからも必要だと思

いますけれども、どんなものでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 確かに協力隊員にとっては初めての地域で、知らない人ばかりのとこ

ろでの活動ですので、議員おっしゃるようなことはもっともかと思います。当町でも多分全国的

な地域おこし協力隊のサミットですとか、全道規模のそういう協力隊が集まるような会議ですと

かには行かせている事実もございますし、管内につきましては自然と同じような活動をしている

中で結構つながりもありまして、結構情報交換などもしているような状況も見られます。とりた

てて管内で何々会議ですとか、そういう形ではやっておりませんけれども、その辺の必要性を我々

も理解しているつもりでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 
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〇12番(畑端憲行君) わかりました。よろしくお願いします。 

これで質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。 

休憩  午前１１時３０分 

                                            

再開  午後 １時００分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続します。 

 次に進みます。 

 ５番、北道君。 

〔５番 北道健一君質問者席へ〕 

〇５番(北道健一君) 通告に従い、一般質問をさせていただきます。質問は、２点ございます。 

 質問事項１つ目ですが、町財政の健全化についてでございます。町財政健全化については、３

月に一般質問をいたしましたが、依然町財政は厳しい状況にあると思います。本年度使用料、手

数料等の見直しを行うなど、町民負担が増加する状況にあります。また、先日の新聞にも報道さ

れたように赤字対策で、町の病院、介護サービス事業立て直しのために入院病床の集約化や福祉

施設の指定管理者制度導入による合理化の検討報道は、町民に財政に対する不安を与えておりま

す。そこで、町財政の健全化について質問をいたします。平成30年度一般会計決算では、黒字決

算となっていますが、各特別会計決算では令和元年度の収入で収入不足を補てんする繰り上げ充

用の決算となっています。各特別会計の繰り上げ充用は、平成29年度から行われており、平成30年

度は特別会計の繰り上げ充用金合計は５億3,381万円となり、一般会計剰余金２億6,268万7,000円

を大幅に上回っております。繰り上げ充用については、さきの全員協議会で町の考え方を口頭で

お聞きしましたが、平成30年度決算で繰り上げ充用した金額は、今後の令和２年度予算計画に大

きな影響を及ぼすとともに、町民に対する行政サービスの低下が予想されます。町財政の健全化

に向けて、次の事項について町の考えを伺います。 

１つ目は、決算における繰り上げ充用は、町財政に今後どう影響するのか伺います。(１)、令

和２年度予算収支に対する影響はどのようになるのか。(２)、各特別会計の繰り上げ充用は何年

継続して行うのか。 

 ２つ目は、３月にもお聞きしましたが、財政難に伴う人件費削減の取り組みについて今後の考

えを再度お聞きします。(１)、職員削減の考えはあるのか。(２)、特別職及び職員の給与縮減の

取り組みの考えはあるのかを伺います。 

次に、質問事項２つ目は、町民文化系施設見直しに伴います施設統廃合の進捗等についてでご

ざいます。町は、公共施設等管理計画に基づき、平成29年度に町民文化系施設見直しにより各施

設の統廃合を進めています。見直し後、施設がある自治会等と各施設の統合や廃止について協議

を進めておりますが、その進捗状況と施設の集約化に伴い老朽化した施設の改修計画について次

の事項について町の考えを伺います。 

１つ目は、町民文化系施設の集約、統廃合の現在の進捗状況について伺います。 

２つ目についてですが、歌笛総合住民センターは、町民文化系施設として見直し計画では存続

施設となっております。施設は、昭和48年に建築され、46年経過しております。地区の連合自治

会より町に８年以上前から修繕、または改築の要望がされております。そこで、老朽化した歌笛
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総合住民センターの改築の考えはあるのか伺います。 

以上で質問を終わります。答弁をよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〔総務課長 上田賢朗君登壇〕 

〇総務課長(上田賢朗君) ただいまご質問のありました大きな項目の１つ目、町財政の健全化に

つきまして一括してご答弁申し上げます。 

初めに、決算における繰り上げ充用は町財政に今後どう影響するのかについての１点目、令和

２年度予算収支に対する影響と２点目、各特別会計繰り上げ充用は何年継続するのかについてで

ございますが、ご質問にありました平成30年度の各特別会計の決算でございますが、国民健康保

険特別会計で937万6,819年、簡易水道事業特別会計で2,253万1,589円、下水道事業特別会計では

２億2,103万5,492円、介護サービス事業特別会計では２億8,086万5,985円がそれぞれ歳出に対し

歳入が不足したことから、令和元年度の歳入を繰り上げて平成30年度の歳入に充てるいわゆる繰

り上げ充用を行ったところでございます。各特別会計の繰り上げ充用額を合わせますと５億

3,380万9,885円となりまして、今申し上げましたようにこれは令和元年度の歳入を繰り上げて充

てておりますことから、このまま令和元年度の決算を迎えますとこの平成30年度の赤字に対する

繰り上げ充用額のほか、令和元年度の単年度赤字を加えた額が決算時に歳出に対し歳入が不足す

ることとなりまして、さらなる繰り上げ充用が必要になると予測しておりますし、このまま繰り

上げ充用を続けますと当然令和２年度予算、令和３年度予算と累積赤字額が増え続けることとな

り、財政運営の限界を迎える危険性が非常に高くなります。このことから、今後の財政運営を考

え、介護サービス事業並びに病院事業の抜本的な改善を図るため現在鋭意作業を進めているとこ

ろでございますが、この効果が発揮されるまでにはもう少しお時間をいただく必要がありますこ

とから、これまでの累積赤字に対しましては本来の会計のあり方からすると問題点は残りますが、

政策的に一般会計からの繰出金により赤字額への対応をさせていただきたいと考えてございま

す。 

また、今後の収支状況につきましては、今申し上げました介護サービス、病院事業の改善や使

用料の見直しなどを早急に進めなければ一般会計自体の運営が困難となり、町民の皆様の生活に

欠かすことのできない行政サービスの運営が立ち行かなくなる可能性が非常に高くなりますこと

から、今後の経営改善に当たりスピード感を持って積極的に推し進めることを大前提としまして、

特別会計の収支不足が生じた分野、見込まれる赤字額に対する補てんを当面一般会計からの繰出

金により対応させていただきたいと考えてございます。 

今後の繰り上げ充用の見通しとしましては、各特別会計の財源の根幹となるサービス収入や使

用料収入、診療報酬等の歳入におきまして大幅な介護報酬、診療報酬の改定を見込むことはでき

ませんし、本定例会に改定案を上程しております下水道使用料は、利用される町民の皆様の大幅

な負担増を抑制するため現行料金の1.2倍を見直し額の上限とした改正案とさせていただいてお

りますことから、当面赤字決算は続くものと認識しておりまして、この赤字に対して一般会計か

らの補てんを行っていかなければならないものと認識してございます。国民健康保険特別会計と

後期高齢者医療特別会計を除く特別会計や病院事業会計などの地方公営企業は、常に経営努力や

経営改善を行いながら、特定の受益者へのサービスの提供を行う必要がありますので、収支不足

の穴埋めを受益を受けない町民の皆様からの税金を含めた財源による一般会計繰出金で対応する
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ことは負担の公平性の原則に反するものと考えておりますが、これら特別会計等で行っている行

政サービスが提供できなくなりますと町民の皆様の生活に多大な影響を与えてしまうこととなり

ますので、一般会計においても非常に厳しい財政状況でございますが、町民の皆様の生活に欠か

すことができない行政サービスを提供するために必要な措置と判断いたしましたので、ご理解を

お願いいたします。 

この赤字補てんが慢性的なものとなりますと、一般会計におきましてはこの特別会計への赤字

補てんに対応する分の一般会計予算に充てる財源が不足しますことから、町民の皆様に提供して

いる各種行政サービスの見直しや廃止を進めていかなければならない状況になります。本町が提

供する行政サービスに使わせていただく町民の皆様からの税金や地方交付税などの歳入は、限ら

れた財源でございますので、現在全ての特別会計に係る赤字補てんを行いながら、これまでと同

様に一般会計における行政サービスの展開を同時に進めていくことは不可能でございますので、

これまで以上に経常経費の抑制など行政コストの削減を進め、人口減少や少子高齢化社会に対応

した行政運営を行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

次に、人件費削減の取り組みについてのご質問でございますが、３月の議会定例会でも同様の

ご質問をいただいており、答弁が重なる部分もございますが、職員数の削減については進めてい

かなければならないものと考えてございます。その理由といたしましては、国は普通交付税の算

定におきまして、歳出の効率化を推進する観点から民間委託や指定管理者制度の導入などの業務

改革を実施している地方公共団体の経営水準を基準財政需要額の算定に反映するトップランナー

方式を推進しておりまして、平成28年度から段階的にこの見直しが始められ、本庁舎の警備や清

掃、学校給食の調理、運搬、体育施設や公園の管理など各種行政サービスにおいて民間委託等へ

の見直しが進められるとともに、情報システムのクラウド化、人事、給与、福利厚生などの庶務

業務の集約化についても財政需要の算定に反映されております。また、来年４月から施行されま

す会計年度任用職員制度の導入準備におきましても当該職員の任用に係る基本的な考え方といた

しましては、新制度へ移行した場合の経費等を鑑み、現在直営で行っている経費と委託化した場

合の経費とを比較し、組織として最適と考える任用、勤務形態の人員構成を実現することにより、

厳しい財政状況にあっても住民のニーズに応える効果的、効率的な行政サービスの提供を行って

いくことが重要であると考えておりますし、その際にはＩＣＴの活用、民間委託の推進等による

業務改革を進め、簡素で効率的な行政体制を実現することが重要であるとも考えてございます。 

ただいま申し上げた新たな国の施策に伴い、増え続ける事務負担の増加や地方交付税のトップ

ランナー方式の導入による交付税の減額などにも収支バランスの均衡を図る観点等から、本年度

の人事評価制度における理事者からの重要な組織目標の設定として、１つ目、行財政改革の実現

と安定的な組織基盤づくり、２つ目、民間活力の利用と官の役割の見直し、３つ目、業務量の適

正把握と人員配置の適正化の実現、この３本の大きな柱が示され、これに基づき庁内全体で現行

の体制からどのような手法をとれば組織のスリム化、人員の削減、業務の効率化等が可能になる

か検討を行ってございます。 

次に、特別職及び職員の給与削減の取り組みの考えについてのご質問でございますが、職員給

与の削減につきましては現時点では考えてございません。確かに給与の削減については、ほとん

どが一般財源でございますので、縮減すれば財政運営上一時的な効果があると思われますが、そ

のような一時的な人件費の削減ではなく、職員数について現にある職を漫然と続けるのではなく、
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それぞれの職の必要性を十分吟味した上で、今年度出された理事者組織目標のもと適正な人員配

置による人員や官民の役割の整理を行いながら削減に努めてまいりたいと考えてございます。い

ずれにしましても、財政健全化に向けては、さまざまな角度から行財政改革を進めていく必要が

あると考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口契約管財課長。 

〔契約管財課長 田口 寛君登壇〕 

〇契約管財課長(田口 寛君) 北道議員からのご質問の大きな項目の２点目、町民文化系施設見

直しに伴う施設統廃合の進捗等についてご答弁申し上げます。 

１点目の町民文化系施設の集約、統廃合の進捗状況についてでございますが、議員から昨年12月

定例会におきましても同様のご質問をいただいておりまして、その際には具体的な進展には至っ

ていないと答弁させていただいてございましたが、町としては集約、廃止方針の対象自治会全て

の説明を終え、その結果を踏まえまして優先的に協議を行っていく重点地区を定めまして、協議

を進めてきたところでございます。そのような中で、平成31年に入りましてから協議を進めてき

た幾つかの地域で総会等の会合が開催される中、これまでの町との協議経過を踏まえ、町の方針

どおり進めることに合意が得られたところでございまして、具体的に申し上げますと鳧舞連合自

治会と協議を重ねてまいりました鳧舞、下美野和地区、また本桐連合自治会と協議を重ねてまい

りました本桐地区、さらには川合自治会、西川自治会と協議を重ねてまいりました川合、西川地

区の３つの地域におきまして合意形成が図られたところでございます。また、同じく昨年12月定

例会におきまして優先順位としては上位にあるものと考えているとご答弁させていただきました

鳧舞、下美野和地区の集会施設等を集約化にかかわる事業費につきましては、本年６月定例会に

おきまして補正予算をご承認いただき、集約先となる鳧舞生活改善センターの改修工事をメイン

として、２つの生活館と作業場の解体工事を進めているところでございます。令和２年度以降に

つきましても本桐地区、川合、西川地区の意向を酌み取りながら着実に事業化していくとともに、

具体的な進展に至っていないその他の地域につきましても施設そのものの老朽化の状況等も見き

わめながら、協議を継続してまいりたいと考えてございます。 

平成29年度に地域との協議を開始してから２年が経過し、今年度に入りまして初めて具体的な

進展が見られ、事業実施へと結びついたところでございますが、今後におきましても計画の達成

に向けて地域との合意形成を図るべく、積極的に協議を進めてまいりたいと考えてございます。 

続きまして、２点目の老朽化した歌笛総合住民センター改築の考えはあるかについてでござい

ますが、歌笛総合住民センターにつきましては、歌笛地区連合自治会からの自治会要望事項とし

て、建てかえの要望が出されているところでございます。一方、町民文化系施設における集約化

計画におきましても、歌笛南地区につきましては歌笛総合住民センターを地域の核施設として存

続していくという方針につきましては、現時点でも変わってはございません。当該施設につきま

しては、建築後46年を経過しており、老朽化等の状況等を鑑みますと、現在集約化の協議を進め

てございます重点地域の次の段階では歌笛、稲見地区につきましても地域との具体的な協議を進

めていかなければならないものと考えているところでございますが、いずれにしましても改築等

には多額の経費を要しますので、財源の有無、現施設の状態や集約後の施設の容量、機能、使用

頻度などを勘案し、長期的な視点で更新費用とランニングコスト等を比較し、歌笛総合住民セン

ターを改築とするか、または長寿命化を考慮した大規模改修とするかを判断させていただき、地
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域との合意が図られるよう継続的に協議を進めてまいりたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 壇上から答弁いただきましたが、何点か再質問をさせていただきます。 

初めに、町財政の健全化についての決算における繰り上げ充用は町財政に今後どう影響するの

か、その(１)の令和２年度予算収支に対する影響はどのようになるかの再質問です。平成30年度

会計決算における一般会計の特別会計と病院等の企業会計の収支不足額の合計はまず幾らになる

のかお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 壇上で４特別会計で５億3,380万9,885円というふうなご答弁を申し上

げました。これに病院事業会計の現金が不足する分といたしまして２億6,584万8,859円ございま

すので、これを加えました合計といたしましては７億9,965万8,744円となってございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 30年度決算における新ひだか町の総会計における総額約８億円に上る繰り

上げ充用と企業会計収支不足は、これで妥当な金額で、問題が起きない経理方法か。要するに繰

り上げ充用も大丈夫なのかという質問でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 会計の運用でございますけれども、基本がございまして、各会計年度

における経理につきましては、原則的にその年度の収入をもってその年度の支出に充てるという

ふうな原則がございます。このことでそのほかの年度に影響を及ぼさない形で完結、整理を行わ

なければならないというふうな会計年度独立の原則というものがございます。ただ、こういった

ものに例外するものがございまして、例えば繰越明許ですとか、そういったものは一部例外がご

ざいます。一応その会計の決算を迎えたときに赤字というものは想定してございませんので、そ

ういったもののために翌年度歳入の繰り上げ充用というのが地方自治法の中で決められておりま

して、これが会計年度経過後に至って歳入が歳出に不足するときは、翌年度の歳入を繰り上げて

充てることができるというふうなものがございます。こういったものがございまして、一応赤字

を迎える会計につきましては、そういった繰り上げ充用を行うことができるよというふうな位置

づけがございまして、経理的には問題がないのかなというふうなことがございます。ただ、問題

がないのかといいますと、その会計年度でおさめるというふうな原則がございますので、そうい

った部分につきましては毎年度の決算において赤字が累増すれば財政破綻を招くことにもなりま

すので、繰り上げ充用を頻繁に行うものではないというふうな認識は持ってございます。その中

で、繰り上げ充用の妥当な額といいますけれども、こちら今現在で約８億というものが妥当かと

いいますと、妥当な額とは認識してございません。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 翌年度の収入を繰り上げ充用するということは、経理上は認められている

ということですけれども、僕ら一般人にすると今年の決算で収入不足になったら、農家は来年の

米代を当てにして決算をするのかというふうに見てしまうのですけれども、それとはまたこれは

別だと思いますけれども、この繰り上げ充用金が翌年度の収入を前倒ししますので、翌年度の歳

入予算にまた大きく影響するのではないかと思うのですが、この辺はどうなるのです。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 
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〇総務課長(上田賢朗君) 壇上でもお答えしましたとおり、繰り上げ充用を続けますと当然令和

２年度予算、令和３年度予算と累積赤字の額が増加が進みますので、収支不足が増大し、財政破

綻の限界を迎える危険性が非常に高くなるというふうな認識でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 繰り上げ充用を続けると、来年、再来年の予算に累積赤字額が増加が進む

と収支不足が増大して、財政運営の限界を迎える危険性が高くなってくるというふうに理解する

のですが、次に(２)の特別会計繰り上げ充用は何年継続するかの再質問ですが、令和２年度特別

会計の各歳出予算に前年度の繰り上げ充用額を計上していくのか、この辺をお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 不足する収入額の見込みがなかなか難しいというものがございます。

議員おっしゃるとおり、会計年度に年度内の最後に不足する分を見込んで、その分を見てはどう

だというふうなことだと思いますけれども、なかなかその決算見込みで立てるのが現実の同額を

見るというのは難しいような状況にございますので、その状況を見まして繰り上げ充用が必要に

なる場合につきましては、３月31日過ぎた出納整理期間前に補正予算の議決をいただきながら、

対応していきたいというふうな考えを持ってございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 不足収入額が著しく、繰り上げ充用が必要な場合は、出納閉鎖前に補正を

提案するという答弁ですけれども、特別会計で毎年収支が合わなくて、マイナス部分を繰り上げ

充用をどんどん継続したら、特別会計は破綻するのではないかと思うのですが、どうなるのです

か。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 先ほどもお答えしたのですけれども、繰り上げ充用を続けますと当然

令和２年度ですとか令和３年度の予算と累積赤字のほうがどんどん増えていくような状況になり

ます。収支不足額が増大しまして、財政運営の限界を迎える危険度が非常に高くなるというふう

なものになってございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 繰り上げ充用を続けると、財政運営の限界を迎える危険性が非常に高くな

るという状況になる可能性もあるということで、今後も特別会計の収支が合わないからといって、

事業収入をどんどん確保するために収支不足を今年度実施したような使用料、手数料の見直しを

行って、利用料を値上げして町民に負担をさせていく考えなのかお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 平成29年度の決算における決算審査特別委員会からの意見におきまし

て、特別会計にあっては一般会計からの基準外繰入金に依存することなく運営することが求めら

れているものであり、事業が置かれている状況を大局的に判断し、利用者負担の適正化と、さら

なる効率的な事業運営に努められたいというご指摘を受けてございます。これを踏まえまして、

さらなる歳出の抑制や使用料の見直しなどに取り組んでおりますし、特別会計は特定の受益者の

ためにサービスを提供する会計でございますので、受益者負担がなければ会計の運営はできない

ものでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 
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〇５番(北道健一君) 特別会計は、一般会計からの基準外繰り入れに依存しないで、特定の受益

者負担でサービスを提供する会計というふうには理解するのですが、繰り上げ充用額の歳出が多

くなって特別会計で賄えないときは、一般会計から先ほど繰り入れするというような話があった

のですが、どの時点で一般会計から繰り入れするのか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 先ほど申し上げましたように収支不足となる部分には、各特別会計ご

とさまざまな収支不足の圧縮に向けた取り組みを進めておりますが、劇的な改善が見込めないこ

とから、当面一般会計からの繰出金により対応させていただきたいと考えてございます。繰り入

れの時期に関しましては、一般会計におきまして税、交付税等の決算見込みが立たなければ対応

可能な繰入額が積算できませんので、補正予算において議会の議決を仰ぎながら繰り入れを行っ

ていきたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 特別会計の収入不足の圧縮をするなどして改善が見込めないときは、一般

会計の決算見込み額を立てて、余裕があれば補正予算で繰り入れしたいというふうにお聞きした

のですが、繰り上げ充用による特別会計の収支不足を一般会計で繰り入れをして補うというので

あれば、私はあまり繰り上げ充用は使用しないほうがいいと思うのです。毎年の一般会計から各

特別会計に繰り入れしている金額が明確になると、町会計が翌年度の収入を繰り上げ使用する経

理でなくて、単年度収支決算が町全体の会計も明確になるというふうに私は思うのですが、この

点町はどう考えているのかお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 一般会計におきましても非常に厳しい財政状況でございます。現時点

では全ての赤字額に対応できる見込みは立ちませんので、先ほど申し上げましたように決算見込

みを立てた上で対応可能額を算出しまして、議会の審議を仰ぎながら赤字補てんを行っていきた

いと考えてございます。 

また、収支不足分を当該年度の一般会計繰入金で対応すると決算において収支不足がなくなり、

単年度収支が決算において黒字なのか、赤字なのか、その会計本来の収支状況が明確にならず、

町民の皆様にわかりづらくなりますので、会計本来の収支で決算した上で不足する分を補うこと

としたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 今の答弁で一般会計も非常に厳しい財政で、現時点で特別会計の赤字額に

対応できる見込みが立たないので、決算見込みを見て、可能なものを赤字補てんしたいという考

えだと思うし、また一般会計で毎年赤字額を補てんしたら特別会計の収支状況がわからなくなる

から、特別会計の不足額を明確にして決算を行って、不足額の補てんをしたいという内容で理解

はできますが、毎年繰り上げ充用を続けて翌年度の収入を先食いして、先食いという言い方悪い

のですが、特別会計が破綻しないように十分注意を願いたいというふうに、これは要望でござい

ます。 

次の質問に移らせていただきます。次に、財政難に伴う人件費削減の取り組みについて、職員

削減の考えはあるかの再質問でございます。壇上の答弁で職員数の削減を進めていくということ

でございますけれども、今年度末で多くの退職者がおります。退職者の再任用数と退職に伴う来
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年の春採用予定数をお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) あくまでも現時点での見込みの数となりますけれども、来年度の再任

用と退職者に伴う来春の採用数でございますけれども、今年度定年退職となる職員の人数が14名、 

そのうち令和２年度以降再任用職員として勤務する職員が13名を予定してございます。また、年

度途中、または今年度末で退職予定している職員が８名となってございます。 

一方、採用人数につきましては、技術職、医療職、福祉職等については随時募集しているとい

う実態がございますので、これを除いた町村会による町職員採用試験を経て当町の職員となる行

政職の職員採用数となりますけれども、来年度の新規採用者につきましては５名を予定している

ところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 退職者14名のうち13名の再任用があり、退職者は全員で８名で、行政職採

用が５名ということで若干は減少することがわかりましたけれども、先月の広報配付時に令和２

年度の会計年度任用職員の募集をしておりますが、会計年度任用職員の使用によって正職員はど

の程度削減できるのかお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 各公共団体、町におきましては、その公務の運用においては任期の定

めのない常勤職員を中心とするという原則を前提としておりますので、会計年度任用職員は職員

定数には入ってございませんし、このたびの会計年度任用職員制度の導入につきましては、従来

非正規職員といいますか、そういった方たちの扱いといいますか、対応が町によってばらばらで

あったというふうなこともございますし、特別職の位置づけが曖昧にあったというようなことで

法の改正がございました。そういった法の整備の中で、今まで当町であれば嘱託職員ですとか臨

時職員、パート職員ですとかといった職が今回その制度上会計年度任用職員というふうなものに

位置づけになってございます。そういったものでございますので、正職員を削減するという制度

ではございません。 

また、今回町広報で募集を行っております令和２年度の任用の会計年度任用職員の募集につき

ましては、壇上で答弁させていただきましたとおり、理事者が設定いたしました組織目標に基づ

き官民の役割の見直し、業務量の適正把握と人員配置の適正化を検討しまして、これまでの嘱託

等の職員について現に存在する職を漫然と存続するものではなくて、それまでの職の必要性を十

分吟味し、適正な人員に募集を行ってございます。この人数でございますが、11月末で整理して

ございまして、非常勤職員の数で申し上げますと40名程度の減員になってございます。来年度に

おいて事務事業等を廃止、または大きく見直しする事業はございませんので、40名の非常勤職員

を減員した分につきましては、当然ながら正職員の守備範囲が広がるというふうに考えてござい

ますので、業務の効率化等を進めながら、住民のニーズに応える行政サービスの提供を行ってま

いりたいというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 会計年度任用職員は、正職員でなくて嘱託、パート、臨時というふうに理

解しました。その採用枠も40名程度今後減らしていくのだというような話に理解しました。 

次に、４月から５部制に変更するのですが、５部制の人員配置によって職員は多少減少するの
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かお聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) ご指摘のとおり、７部から５部にするということで、単純に部長職２

名が減少するということになりますけれども、当町の職員定数につきましては、先ほども答弁さ

せていただきましたとおり、職員の退職、採用によって決定しますので、組織の改編をもって直

接的に定員が減るというふうなものはございませんけれども、将来的な組織のスリム化を見据え

た事務の効率化にあわせた適正な人員配置を行うための先行した取り組みと考えておりますし、

このたび全員協議会でご説明させていただいた令和２年度からの組織機構については、行政サー

ビスをより効果的、効率的に提供して町民から信頼される組織を目指すというふうなことで、あ

らゆる分野で見直しに取り組んでいかなければならない中で、より横断的な施策を推進する体制

を構築しまして、限られた人員と財源を効率的に運用しながら、簡素で活力のある組織体制を目

指していくために必要な組織というふうなことで考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) とりあえず部長職は、来年は７人から５人だから２人は減るというのはわ

かって、あとはもう来年度業務をやっていく中で改善をして、徐々に人員削減等も検討されるの

かなというふうに理解します。 

それで次に、(２)の特別職及び職員の給与縮減の取り組みの考えはあるかの再質問ですが、平

成29年度の我が町の財政健全性を示す実質公債費比率は13.7パーセントで、北海道179市町村中

13番目という非常に高い比率になっていました。平成30年度は12.5に改善されておりますけれど

も、まだ改善が必要だと思います。また、毎年収入に見ている一般会計の収入未済額は約３億

7,000万円近くあります。この収入未済額が収納されないと町財政に大きな影響を及ぼします。さ

らに、翌年度の収入使用する繰り上げ充用金を単年度一般会計で補てん経理すると、町の会計は

非常に厳しい状況に置かれるというふうに私は思うのです。平成30年度の決算における町の一般

会計に占める人件費は21億9,000万円、支出の14.9パーセントを占めております。これは３月でも

言ったのですけれども、町財政が窮屈になり、町民からの要望に応えることがだんだんできなく

て低下している中で、人件費の削減に特別職、職員給与の縮減には取り組むべきだと考えるので

すが、どうもしないというような判断ですけれども、この辺どう思っているのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 壇上でもご答弁申し上げましたけれども、一時的な人件費削減ではな

くて、組織のスリム化ですとか業務の効率化、そういったものを図りながら人員を減らしていく

というふうな削減を考えてございますので、現状での給与の削減等については考えてございませ

ん。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 給与縮減はしないと。私は経済団体だったので、やっぱり職員も我慢する、

企業も我慢する、受益者も我慢するという３つの法則があるのだけれども、町民には我慢すれ、

負担金を集める、そう言いながら職員は100パーセントいただくと、これはどうかなと。私は、給

与の本俸でなくて管理職手当とか期末、勤勉手当の支給水準を下げるというような手法で人件費

の10パーセントぐらいの縮減にも取り組んでいくべきだと思います。夕張市長は、ちょっとよく

なったので、70パーセント削減を50パーセントにした、上がってきたよというふうにしたり、北
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海道の知事も財政緊急事態宣言により報酬の削減を行っています。ここで町長は町財政の厳しい

現状を見て、自分の報酬縮減に取り組む考えはあるのかをお聞きしたいと思います。町長、よろ

しくお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。 

〇総務部長(坂 将樹君) 給与削減についてでございますけれども、合併直後には大変厳しい状

況において３年間で４億数千万という人件費の削減を職員も経験している中で、先ほども話出て

いましたけれども、今般会計年度任用職員の創設によりまして、そのままでは大幅な経費が増高

する状況をいかに経費を少なくするかという対応も含めて、今庁舎内全体で検討をしてきたとこ

ろであります。また、人口減少などによりまして町税や地方交付税が減少していく中で、今後に

おいては従前と同様の事業を全て変わりなく続けられるかというと、大変厳しい状況にあること

も事実でございまして、人口規模による歳入に見合った事務事業の見直し、あるいは現在議会の

皆様にもご協議いただいております医療介護の経営改善などにも取り組んでいかなければならな

いというふうに考えてございます。先ほど議員が言われましたとおり、町民の皆様からの要望が

多いことも私ども承知しておりますが、一方で財源が足りないイコール職員給与に手をつけると

いうことは、今後におきましても財源が足りないときには給与を削減すればいいのだという考え

にならないか心配をするところであります。人件費につきましては、普通会計、いわゆる一般会

計となりますが、合併時平成18年度で27億1,200万だったものが平成30年度では21億9,000万円と

差し引き５億2,000万円程度、約20パーセントの減額をしてきております。壇上でも答弁いたして

おりますけれども、今後の町財政を考えますと一時的な人件費の削減の対応ではなく、今後にお

いても組織や職員数を十分吟味した上で、加えまして前段で申し上げました対策にも取り組んで

いくなど、人員や官民の役割の整理等も行いながら経費の縮減に努めていくなどを、まずやれる

ことをやってまいりたいというふうに考えてございまして、繰り返しになりますけれども、現時

点での削減の考えは持ってございませんので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 理解してくれと言われても、私はずっと理解できないスタイルでいくと思

いますが、27億の平成18年度の人件費が21億で５億程度減ったというけれども、人口見てごらん。

同じなのです。２万7,000近くいたのが２万1,000人。ですから、人口も減っているから職員のあ

れも減っていいのです。だから、それで減らしたという言い方でなくて、やっぱり粛々と検討し

ていくというふうにしていただきたいなと。これはもう一方的な要望ですけれども、今年の春、

議員報酬増額になりましたけれども、私これも反対だった。今の町財政で、議員もやっぱり今の

現状を見たら…… 

〇議長(福嶋尚人君) 北道君、質問趣旨から外れてきましたので。 

〇５番(北道健一君) この話は私の気持ちだけですけれども、そういう気持ちもあるよと。議員

報酬下げてもいいという気持ちぐらいは持っているので、皆さんに頑張ってほしいなというふう

に思います。 

次に、質問事項の次の２つ目の再質問に行きたいと思います。町民文化系施設の見直しに伴う

ということで施設の進捗状況をお聞きました。結構進めていただいて、各地区の自治会と相談し

ながら進めているということで、これはもう次から次へと進めていっていただきたいということ

で、この部分は質問はありませんが、２つ目の老朽化した歌笛総合住民センターの改築の考えは
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あるかの再質問ですが、歌笛総合住民センターは昭和56年以前の旧耐震基準のもとで建てられて

おります。現在の新耐震基準で問題はないのか伺いたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口契約管財課長。 

〇契約管財課長(田口 寛君) 56年改正されましたいわゆる新耐震基準に関しましては、この間

過去の大規模な地震の経過からより大きな地震動、具体的には震度６強ですけれども、それ以上

に対しても建物の倒壊のおそれがないというような改正をされてきたものでございまして、過去

の基準で建てられた建物に関しましては、現行の耐震基準を満たしていなければ問題があるとい

うわけではなく、耐震性をただ高めていくという必要はあると認識はしてございます。歌笛総合

住民センターにつきましては、玄関に向かいまして右側の集会室部分、これが鉄骨造で、それ以

外がれんが造となってございます。現行の耐震基準に照らし合わせますと、鉄骨造部分につきま

しては耐震性を高めていくという必要があるものと認識しておりますので、今後ですけれども、

地域の核となる施設どのように存続していくかというようなことを具体的に検討していく中で、

この耐震基準、当然新築になれば新耐震基準はもう改正になっていますので、それは満たしてい

かなくてはなりませんので、改修のときにあってもこの新耐震基準を満たすということになろう

かと思いますので、そこら辺で対応してまいりたいというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 新耐震基準では、集会室側が鉄骨なので、耐震性を高める必要があるとい

う回答だと思いますけれども、国からは旧耐震でつくられた建物を新耐震基準に改築する等の期

限等の指導はあるのかお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口契約管財課長。 

〇契約管財課長(田口 寛君) 平成７年の１月に発生しております阪神・淡路大震災、これを受

けまして同年の10月ですけれども、建築物の耐震改修の促進に関する法律、これが施行されてい

るところでございますが、現行の旧耐震基準のもとで建てられた建物、これの新耐震基準に対す

るその改築の期限というものに対しては、あくまで努力義務というふうに考え方がなっておりま

して、期限の制約というものはないというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 新耐震基準にすぐ改築しなさいと、早急にしなさいということはないとい

うことは理解できました。 

歌笛地区の連合自治会から毎年屋根のふきかえや壁のペンキの塗りかえ並びに改築を要望され

ていると思いますが、現在の建物の状況把握というのはきちっと管財でしているのかお聞きしま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口契約管財課長。 

〇契約管財課長(田口 寛君) 地域からの要望にかかわる部分につきましては、その都度になり

ますけれども、現地で担当である地域振興部の町民福祉課になりますけれども、担当職員が状況

を確認しまして、必要に応じて建築の専門職員あるいは業者からの技術的な指導なども受けなが

ら対応をしておるところでございますけれども、厳しい財政状況の中で、現状利用者の安全、安

心を確保するというような最低限の必要な対応しかできていないというのが現状でございます。 

また、建物の状態の把握につきましては、施設の管理業務を委託しております個人の方になり

ますけれども、受託者と連携しながら、状況把握に最大限努めているところでございます。 
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〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 最低限の対応と管理者と連携して現状の把握をしているということです

が、現在歌笛地区では稲見生活館の休止が決まっております。それで、文化系施設の集約化で早

期に改修か改築を検討できないかお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口契約管財課長。 

〇契約管財課長(田口 寛君) ご承知のとおり、歌笛、稲見地区におきましては、昨年５月１日

から地域との合意に基づきまして稲見生活館を休館とさせていただいたところでございまして、

地域からは速やかに解体してほしいというようなご意見、ご要望もいただいているところでござ

います。ただ、壇上からもご答弁させていただきましたとおり、歌笛、稲見地区につきましては、

歌笛総合住民センターを地域の核施設として存続していくというような方針に変更はございませ

んので、重点地域の次の段階にはなりますが、種々課題を踏まえた中で改修、または改築の方針

を決めて協議を進めてまいりたいと考えてございますので、ご理解願います。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 住民センターは存続施設ということで、次の段階で検討をしていくという

ことですが、改修、改築に当たってやっぱり予算というものが大変だなと思うのですが、現在鳧

舞生活改善センターの改修に利用されておりますアイヌ施策推進交付金の活用がもしやるとした

らできないかお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口契約管財課長。 

〇契約管財課長(田口 寛君) アイヌ政策推進交付金の活用に当たりましては、本年の９月20日

付の国の認定を受けてございますアイヌ施策推進地域計画におきまして、地域内もしくは地域間

の交流、または国際交流の促進に資する事業として生活館改修整備事業が定められておりまして、

今年度の実施内容と同様の事業内容、具体的には生活館機能を満たして、名称も生活館に変更す

るというようなものであればこの交付金の活用は可能であるというふうに認識をしております。

ただし、計画期間が令和６年の３月31日までとなっておりまして、現状では令和６年度以降は、

これからの国の考え方になろうかと思いますが、難しい状況にあるものと思います。現時点では

令和５年度までであれば、当然国との協議必要ではございますけれども、活用できるというふう

に認識をしております。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 今年度利用しているこの事業補助金については、同様の事業が継続されれ

ば、国との協議が必要ですが、令和５年度中までは何とか活用が可能だというふうに理解しまし

た。 

最後になりますけれども、再度歌笛総合住民センターの改修か改築を考えるといつごろになる

のかお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口契約管財課長。 

〇契約管財課長(田口 寛君) 歌笛、稲見地区の集会施設等の集約化に関しましては、歌笛総合

住民センターを地域の核として存続していく一方で、歌笛、久遠、稲見の３つの生活館につきま

しては廃止をさせていただきたいというふうに考えております。また、歌笛会館、美野和生活改

善センターにつきましては、当面は現状維持とさせていただいて、将来的には廃止させていただ

きたいという方針のもとでこの間協議をさせていただいておりまして、現状その方針に変更はご
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ざいません。繰り返しにはなりますけれども、具体的な実施時期につきましては、現段階ではお

答えできる状況にはございませんが、建物の状況なども考えますと現在集約化の協議を進めてお

ります重点地域の次の段階なりますけれども、早急に地域合意を図りまして、実行に向けて取り

組んでいかなくてはならないというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 今はいつできるということは答えれないけれども、進む方向は町は考えて

いると思うので、地域の住民の代表者その他と十分協議をしていただいて、早く改修か改築に進

めていただきたいことを要望して、私の一般質問を終わらせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。 

休憩  午後 ２時００分 

                                            

再開  午後 ２時１１分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続します。 

 次に進みます。 

 13番、建部君。 

〔13番 建部和代君質問者席へ〕 

〇13番(建部和代君) 通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。２点一般質問させて

いただきます。 

まず、１つ目、ＳＤＧｓの取り組みについて。2015年９月、ニューヨーク国連本部で持続可能

な開発サミットが開催され、我々の世界を変革する持続可能な開発のための2030アジェンダが採

択されました。アジェンダが人間、地球及び繁栄のための行動計画として挙げられました目標が

貧困、教育、環境など17目標、169のターゲットから成るＳＤＧｓ、いわゆる持続可能な開発目標

であり、だれひとり取り残さないと宣言し、本格的なスタートがされて、既に世界規模で取り組

みが進んでおります。このＳＤＧｓの取り組みは、開発途上国だけではなく、先進国も取り組む

べき課題が含まれ、2030年までの15年間で取り組むために、政府だけではなく地方自治体、国連

関係機関や海外で活躍するＮＧＯ、さらに国内で福祉や地域おこし、環境保護などに携わるＮＰ

Ｏや企業も巻き込んだ取り組みが必要であるとされています。 

2018年６月５日、内閣府地方創生推進室は、自治体におけるＳＤＧｓの達成に向けたすぐれた

取り組みを提案する29都市、ＳＤＧｓ未来来都市を選定し、特に先導的な取り組み10事業を自治

体ＳＤＧｓモデル事業として選定されました。北海道からは、道、札幌、ニセコ町、下川町の４

自治体が選ばれ、ニセコ町と下川町は自治体ＳＤＧｓモデル事業に選定されております。自治体

ＳＤＧｓモデル事業の中で、10程度選定し、取り組み実現と普及展開に資金的に支援がされてお

ります。ジャパンＳＤＧｓアワード総理大臣賞を受賞した下川町では、社会動態減少が緩和され、

個人住民税収入が16.1パーセント増などの結果を得ており、持続可能な地域社会を実現できたと

成果を示されています。 

学校教育でも学校指導要領の改正で持続可能な社会のつくり手の教育が明記され、ＳＤＧｓを

積極的に推進することになりました。当町でもできるところからでも積極的に取り組むべきと考

えますが、まず１つにＳＤＧｓ、持続可能な開発目標はだれひとりも取り残さないとの理念を掲

げ、国連で採択され、2030年までに17の目標、169のターゲットが世界規模で進められていますが、
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町長はこのＳＤＧｓの取り組みについてどのような考えなのかお聞きします。 

２つ目に、ＳＤＧｓの取り組みは、政府だけではなく地方自治体等でも取り組みがされていま

すが、町ではＳＤＧｓの取り組みをしていく考えはないのかお聞きいたします。 

２つ目に、がん検診とがん対策について、まず１つ目にがん検診について。平成19年度第１期

がん対策推進基本計画が出され、国民２人に１人はがんになり、３人に１人は亡くなられている

状況の中、がん検診を受診することで死亡を減らすことができるように厚生労働省は検診率を５

年以内に50パーセント以上の目標を掲げ、国、また各県、市町村ではさまざまな取り組みをなさ

れ、がん検診を推進されてきております。今はがん研究も進んでおりますが、やはり鍵は早期発

見です。そのためにはがん検診を受けることが欠かせないと言われております。国では、５つ、

胃、肺、腸、乳、子宮頸を対象に指針をつくり、検診を進めております。受診率も徐々に上がっ

てきております。平成28年に実施された調査によると、日本のがん検診の受診率は男性において

は胃、肺、大腸は４割から５割となりましたが、女性においては５つの検診は３割から５割で、

乳がん、子宮頸がんにおいては低いのが現状です。そこで、１つ目、新ひだか町は28年度の男女

年齢別受診率はどのような状況なのかお聞きいたします。 

新ひだか町においてもがん検診の検診率の向上と地域の経済活性化等の目的で、平成25年度か

ら検診の料金を還元する健康づくり商品券の発行事業が行われてきました。また、胃がんの原因

と言われるピロリ菌検査を中学２年生に行う事業の実施、肺がんの原因とされるたばこの煙を他

人が吸わないように受動喫煙防止の取り組みをされてきております。しかし、平成29年度をもっ

てがん検診料金返還の健康づくりの商品券の発行が終了となっております。そこで、２つ目、平

成29年度でがん検診の健康づくりの商品券の発行事業の終了後どのような検証がされ、平成30年

度のがん検診の状況はどうだったのか。 

３つ目、今後がん検診の検診率向上の推進のために具体的な対策をどのように考えているのか。 

大きな２つ目、若い人、ＡＹＡ世代を対象にしたがん対策について。国立がん研究センターと

国立成育医療研究センターは、15歳から39歳の思春期、若年成人を指すＡＹＡ世代のがん患者等

に関する報告を発表しております。これは、がん診療の拠点病院844施設を対象にした調査の結果

で、全国がん登録が始まった2016年から２年間のデータを分析され、とりわけ重く受けとめるべ

きはＡＹＡ世代のがん患者が５万7,788人のうち約８割が女性が占めているということです。がん

患者全体で男性が半分を超えているだけに世代特有の傾向で、具体的には子宮頸がん、乳がんの

増加が理由との見方を報告書は示されているところです。特に子宮がんは、20代から急増してい

て、まずはしっかりと検診を受けることが大事だと言われています。第３期がん対策推進基本計

画の中にもＡＹＡ世代において多様なニーズが存在し、成人のがんとは異なる対策が必要とされ

ているとライフステージに応じたがん対策が示されております。 

そこでまず、１つ目、済みません、ここで無料券は20歳という形で質問したのですけれども、

21歳に訂正してください。済みません。 

まず、１つ目、国では子宮頸がんの検診の無料クーポンが21歳になると自治体を通して配付さ

れておりますが、新ひだか町の利用率の状況をどのように分析をされているのか。 

２つ目、ＡＹＡ世代のがん患者の８割が女性が占めていることを踏まえて、早期発見のために

今後さらにＡＹＡ世代のがん検診の受診について無料クーポンの周知と利用推進についてどのよ

うに取り組んでいくのかお聞きいたします。 
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以上で一般質問を終わり、ご答弁をよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〔企画課長 柴田 隆君登壇〕 

〇企画課長(柴田 隆君) 建部議員からのご質問の大きな１項目め、ＳＤＧｓの取り組みにつき

まして私からご答弁申し上げます。 

ＳＤＧｓに係る取り組みに関する考え方についてでございますが、ＳＤＧｓにつきましては

2015年９月に国連サミットで全会一致で採択されており、だれひとり取り残さない多様性と包摂

性のある社会の実現に向けて取り組むための世界共通の目標であると認識しております。残念な

がら日本における認知度はまだ15パーセント以下と低い状況にあると聞いておりますが、海外で

は認知度が60パーセントを超えてきており、今後日本国内でも徐々にその認知度が高まっていく

ものと考えております。当町としましてもＳＤＧに関するセミナーなど学習機会に積極的に参加

しながら、現在情報収集に努めているところでございます。 

２点目の町でのＳＤＧｓに係る取り組みについてですが、ＳＤＧｓにはだれひとり取りこぼす

こぼすことなく、全ての人が幸せにあるための17の目標が設定されているところでありますが、

その一つ一つを見ますと元来地方公共団体が取り組んできた事業の多くがこのいずれかに該当し

てくるものと考えてございます。ＳＤＧｓに基づきまして今すぐ新たなアクションを起こすとい

うような予定はしてございませんが、今後ＳＤＧｓに対する日本国内の認知度が向上し、さまざ

まな取り組みが展開されていく中で、当町として果たすべき役割も明確になってくると思います

ので、国や北海道、他団体の動きなどを注視しながら、当町としてもＳＤＧｓに基づく社会の実

現に資することができるよう努めていかなければならないと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。 

〔健康推進課長 山口一二君登壇〕 

〇健康推進課長(山口一二君) 建部議員ご質問のがん検診とがん対策について答弁申し上げま

す。 

１点目のがん検診についてでございますが、当町で把握している受診率は、町で実施しており

ますがん検診を受診された方をもとに算出しておりまして、職域や個人で受診された方は含まれ

ておりませんので、ご理解をいただきたいと思います。28年度における胃がん、肺がん、大腸が

んは、男性で約６から９パーセント、女性で約７から12パーセント程度であり、乳がん20.2パー

セント、子宮がん14.6パーセントとなっております。非常に低い数値ではございますが、男女合

計の全道平均値と比較いたしますと、胃がん検診が若干下回っているものの、他の受診率は平均

値を上回る数値を示しております。 

次に、健康づくり商品券発行事業の平成29年度終了に伴う平成30年度におけるがん検診の受診

状況は、男女合計の前年対比の数値で胃がん0.2ポイントの減、肺がん4.1ポイントの減、大腸が

ん4.5ポイントの減、子宮がん4.3ポイントの減、乳がん0.3ポイントの減といずれも減少した結果

となっております。その要因は、検診に向けた動機づけとして一定の成果がありました商品券発

行事業終了も一因ではございますが、案内方法の改善としてこれまで検診対象となる約8,000世帯

に受診券を送付していたものを30年度より無料検診項目のある方のみとし、送付件数を約2,000世

帯へと減少させたことなども影響したものと考えております。また、受診率向上に向けた具体的

な対策については、町広報での特集など周知方法のさらなる改善や未受診者に対する勧奨強化等
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による周知の徹底を図るとともに、受診環境の見直しに向けた検討もあわせて推し進めてまいり

たいと考えております。 

２点目のＡＹＡ世代を対象としたがん対策についてですが、当町においても21歳になる方を対

象にクーポン券を発行しており、平成29年度に94名、平成30年度に82名に送付したところでござ

いますが、受診された方は29年度で６名、30年度は１名と非常に低い受診状況となっております。

この要因としては、本人の検診に対する意識はもちろんのこと、親世代における意識の低さ等も

影響しているものと分析しておりまして、今後においては現在実施しております高校生への健康

教育や学童を対象とした食育教室など、さまざまな場面を活用して、ＡＹＡ世代のみならず幅広

い世代に対して検診の必要性等に対する認識の向上を図ってまいりたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 一通りご答弁いただきました。再質問を何点かさせていただきます。 

 まず最初に、ＳＤＧｓの取り組みについては一括して質問させていただきますが、町としては

１つずつ見たら元来地方公共団体が取り組んできた事業の多くがこのいずれかに該当しているも

のととらえています、そのとおりだと思います。全て自治体でどうにかやっていっていると思う

のですけれども、そこに新たなアクションを起こすような予定はないというお話なのですけれど

も、国の内閣地方創生推進室は令和元年７月に地方創生における自治体ＳＤＧｓの推進の意義と

いうのを発表されているのです。地方創生の深化に向けては、中長期を見通した持続可能なまち

づくりに取り組むことが重要。自治体におけるＳＤＧｓの達成に向けた取り組みは、地方創生の

実現に資するものであり、その取り組みを推進することが必要だというお話が出ているのですけ

れども、このことについてはどのように受けとめているかお話聞かせてください。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 我々も今建部議員がおっしゃったような説明は国のほうから受けてお

りまして、地方創生の取り組みが平成27年度から始まりまして、今年でちょうど５カ年目になり

ます。計画期間満了の年でございますので、現在全国的な流れの中で第２次の総合戦略というも

のをつくっていくタイミングにございます。今おっしゃられたＳＤＧｓと地方創生ということで、

当然先ほども地方公共団体が取り組むこと自体このＳＤＧｓに資することが多いという中で、い

ろいろ関連づけできることが出てくるのだと思います。現在全国的に今求められているというの

は、日本国全体でＳＤＧｓに対する機運が低いと。当然これ行政だけの、公的機関だけの取り組

みではなくて、企業ですとか団体、もっと言えば国民一人ひとりの意識が高まっていく中で、国

としてこの開発目標を達成していこうという機運づくりをやっていかなければならない時期だと

思いますので、そういう意味で我々としましても今具体的にこれをこうしますというのはなかな

か決まっているものはございませんが、いろいろこういう計画物をつくる際に、例えば17項目の

いろいろマークございます。そういうものもビジュアルとしてひもづけしながら、徐々に認知度

というか、意識を上げていくような取り組みは必要なのでないかなというふうには考えてござい

ます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 少し安心しているのですけれども、ただ今回令和元年の６月21日にまち・

ひと・しごと基本方針2019ということで閣議決定がされているのですけれども、今後町としても

町民の地方創生においての部分というのをつくっていくと思うのですけれども、特に第２期の地
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方創生においては持続可能な開発目標、ＳＤＧｓの理念、だれひとり取り残さない社会の実現を

踏まえて、ＳＤＧｓを原動力とした地方創生の推進に向け、地方公共団体のみならず民間企業、

金融機関などの多様なステークホルダーにおける一層の浸透、主流化を図るということで国のほ

うからも閣議決定がされて、現在日本では27パーセントぐらいの浸透率がされているというのが

現状です。それで、先ほどお話しした下川町においても早速2017年度に踏み出して、私も直接お

電話させてもらってお話聞くと、やはり人口3,300人しかいないから、これからどうなってしまう

のだろうという気持ちの中で職員も町民も一緒になってこのＳＤＧｓの取り組みをして、今は先

ほど言った町民税ですか、16.何パーセントまでしたという、そういう取り組みが結果を生んでい

るのだと私は思っておりますので、確かに町民に周知をするということも本当に大事なことだと

思うのです。もちろんこういう自治体だけでできるこれはもう全てを含んで、いろいろみんなで

知恵を出しながら、この地方創生の生き方をどうやって循環型にして皆さんが暮らしやすく、そ

していろいろ国際的なそういう取り組みもこうやってやっているのですということを提示しなが

ら町民とともにやらなければいけないことではないかなと思うので、そういう部分ではしっかり

とその部分も取り組んでほしいなという思いがあるのですけれども、その辺はどうでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) なかなか言い方が難しいのですけれども、この17項目見ていただけれ

ばわかると思うのですけれども、これまでもこういう意識で地方公共団体で取り組んできていま

す、十分、不十分の部分はありますけれども。こういうものをステークホルダーといいますか、

さまざまな利害関係者、企業、団体を含めて日本全体で取り組む、それを世界全体で取り組むこ

とによって、この目標としているような社会が実現できるのではないかということでございます。

したがいまして、今までどおりこのような考え方のもといろんな仕組みは考えていく、一方では

こういう目標に向かって皆さんが目標意識を一緒にするためには、やはり機運を高めていかなけ

ればならない。例えば今突然我が町でＳＤＧｓのそういう協議会みたいなのをつくりましょうと

いっても、恐らくまだ地域内にはさほど理解もなく、知識もないような状況でございますので、

徐々にこういうものを知っていただきながら、そういう機運を北海道、国と連動しながらつくっ

てまいりたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 済みません。失礼なのですが、認識がちょっと違うのかなと私思っている

のですけれども、一つのいい例、私は下川町のことをいろいろ勉強させていただいたのですけれ

ども、もちろん国際的に17項目の該当の部分は大事なことなのですけれども、ただ下川町とお話

ししたときに自分たちの町がありたい姿というのか、こうなりたいという大きな長期的な目標を

明確にして、それを町民だとか企業だとかいろんな団体と一緒に話し合って、そして我が町の中

期的な目標に対して、それに持続可能な開発目標を明確にして、一つ一つの例えば１人当たりの

生産高を何年にはこのようにしていきたいと決めて、そして今はこれだけれども、何年後には１

人当たりどれぐらいとかという具体的な町としての目標を明確にして取り組んでいくところに町

としてＳＤＧｓの目標だとか意義とか、そういう部分があるのでないかなと私は思っていたので

すけれども、その辺の認識というか、ちょっとお聞きしたいのですけれども。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 今建部議員おっしゃったことも確かにそうなのですけれども、それは
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ＳＤＧｓというのが採択されたからやることではなくて、まちづくりの根本としてそういうふう

にしていかなければならないのだと思います。その機運のつくり方の中でこのＳＤＧｓというも

のをうまく活用して下川さんなりはやられているだけで、ＳＤＧｓができたから将来の目標をつ

くりましょうとかということではないと思いますので、我々そういう先駆的にやっているところ

もいろいろ今勉強させていただいておりますので、参考にしながら、議員おっしゃっているとお

りだと思いますので、きちんと町としての将来目標を立てて、その対策を打っていくような流れ

をつくっていかなければならないというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 話もよくわかる部分あるのですけれども、とりあえず閣議決定の部分の後

半の部分なのですけれども、抜粋をされていますけれども、全国の地方公共団体等が地域課題解

決に向けた取り組みを推進するに当たり、経済、社会及び環境の統合的向上に取り組むことで相

乗効果を創出することができるとされることから、多様なステークホルダー、地域社会の方々で

す、連携による地方創生ＳＤＧｓに向けた自律的好循環の形成を進めていくことが必要だという

お話を閣議決定されまして、このＳＤＧｓの理念だとか踏まえてしっかりと今後の地方創生の次

の取り組みにかかっていただければありがたいなというか、大事かなと思っていますので、その

点はよろしくお願いしたいと思うのですけれども、よろしいでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 岩渕総務部参事監。 

〇総務部参事監(岩渕博司君) 議員おっしゃるとおり、お互い同じことを恐らく言っていると思

うのです。私たちも昔からというか、この町のために、まちづくりのためにいろんな項目を設け

て、そして教育ですとか、産業ですとか、農業ですとか、それぞれの分野においてこういう目標

を立てて、こういう数値目標を立てましょうということで、総合戦略を27年に立てております。

今年がその５年目なので、２次計画といいますか、更新をしましょうということで今やっている

中、このＳＤＧｓですか、こちらのほうがありますので、当然こちらのほうの内容も含めること

もございますけれども、私たちもきちっと目標を持って、目標数値まで持って計画を持っており

ますので、そのような形ではこちらの地方創生という言葉も先ほどおっしゃっていましたので、

この2030のアジェンダと同じような形で、今後の15年とこちらのほうにはなっていますけれども、

我々はまた５年先というふうになります。地方創生の更新に向けて今後進めていきたいと考えて

おります。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) ＳＤＧｓの考えも踏まえてやっていただいているということですけれど

も、ただ１点、国も道もこれを基本にしてというか、もちろん国も道もきちんと目標を掲げて今

までもこられたと思うのですけれども、今回国も、もちろんご存じだと思うのですが、国は国の

将来を考えて目標を明確にしながら、2016年５月に政府内に持続可能な開発目標推進本部を設け

て、そして国は国でいろんな方を交えて開発目標の推進の円卓会議をされていると。それと、道

においても2018年、地域創生の成果を確かなものとして、世界中で北海道の存在感を高め、世界

とともに歩む持続可能な地域づくりを進めていくためにＳＤＧｓの達成に向けた取り組みの積極

的な推進が重要だということで、道としても北海道ビジョン、ＳＤＧｓのビジョンを掲げ、そし

て今取り組んでいっておりますので、町としてもその理念だとか、それを踏まえてぜひよろしく

お願いしたいと思います。 
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そしたら、次のほうの質問させていただきます。それで、がん検診の対策の部分でご答弁もい

ただいておりますので、再質問させていただきます。(２)の２番目の１番から質問させていただ

きますけれども、町民への受診券送付が8,000から2,000世帯に減少をさせたということなのです

けれども、そうさせたときの影響というのはどのように考えていたのか、また減少させない対策

というのは考えられていたのかお聞きしたいのですけれども。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。 

〇健康推進課長(山口一二君) 検診対象となる全世帯への受診券の送付というのは、平成26年度

から開始したものでございまして、26年度、それから翌27年度と、当時は健康づくり商品券発行

事業もありまして、若干ではありますけれども、受診率の上昇ということが見られたところなの

ですけれども、平成28年度において一転して減少するという結果となりまして、こういった受診

状況を踏まえ、さらには約４倍の発送料となる発送事務、それから受診券紛失に伴う再発行の要

望、そういったものが多発するなど事務量の増大化も懸念されたことから、昨年度、平成30年度

より平成25年度まで実施しておりました無料検診項目のある世帯のみへの送付というふうな形で

実施したところでございます。 

ただ、検診そのもの日程とか会場、それから受診方法等そういったものは変更しておらず、影

響については小さいものと考えておりましたけれども、結果といたしましてはやはり商品券発行

事業の終了、そういったさまざまな要因の一つとして受診率の減少につながったものというふう

に考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 今まで私も何度かがん検診のことで質問をさせていただきましたが、今ま

でがん検診については早期発見が大事だと、がん検診に行ってくださいと周知しておりました。

また、早期発見すると患者にとっても完治の確率も高いと言われておりますので、町民にしてみ

たら今まで受診券が来ていたのにもう来なくなったからいいのかなとか、本当に真剣に考えてい

る方は受診をされているのだと思うのですけれども、もう受けなくてもと考える方も、またこう

いう忙しい時代ですから、スルーしてしまうことってないかなと私はすごく心配するのです。 

それで、実は私もがん検診を受けるに当たって、あら、どうして来ないのかなと一瞬戸惑って、

そしてたまたま定期健診のときに一緒にがん検診の用紙が入っていまして、そこでもし受けたい

方は係のほうに電話くださいというところが書いてあって、お電話させていただいたのですけれ

ども、全くそういうのがない人というのはなかなか受診がしづらくなるのではないかなとすごく

思うのですけれども、インターネットだとか広報にもしっかり書かれているのは事実なのですけ

れども、なかなか見る方ってそんなにたくさんいるわけではないのではないかなと思うので、本

当はぜひがん検診の受診券送ってあげることが一番いいかなと思うのですけれども、課は課でい

ろいろ考えて言っていたのですけれども、実は私定期健診のところに一緒に入っていたがん検診

の部分ちょっとお聞きしましたら、大体4,000弱ぐらい一緒に入れたのですよねと。そのご案内と

いうのか、検診はこれだけで、こうやってありますよという説明書なのですけれども、この中に

一緒に受診券を同封するということは不可能なのかちょっと確認したいのですけれども、どうな

のでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。 

〇健康推進課長(山口一二君) ご指摘のとおり、案内方法を改善いたしました平成30年度、昨年
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度において受診券の送付がなかったので、検診そのものがなくなったのかなといった声も一部寄

せられたところでございます。しかしながら、検診を受診されない方のそれぞれの理由というの

はさまざまでございまして、受診券の送付の有無、それだけが理由というふうな状況でない、理

由ではないというところもありますので、今後に向けてそれぞれの理由に沿った対策を講じてい

きながら、受診に向けた意識向上、さらにはＰＲ策の強化、そういった実施可能な対策をまず講

じながら、議員ご指摘の受診券の同封再開というのは受診率の状況等も十分見きわめた上で検討

してまいりたいというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) よろしくお願いします。 

次に、(３)の今後のがん検診の受診率向上の推進のためにと、具体的にということで質問して、

お答えいただいたのですけれども、未受診者に対する受診の取り組みということでお話をされて

いるのですけれども、今は実際どのようにされているかお聞きたいのですけれども、 

〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。 

〇健康推進課長(山口一二君) 一番これが直接的で最大の効果があるものというふうに考えてお

るのですけれども、未受診者に対しましてはがき、さらには電話、そういったものでの勧奨を実

施しております。ただ受けてくださいだけではなくて、受けていないその理由だとか背景、そう

いったものも直接お聞きすることとしております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 今後については、未受診者に対する勧奨強化等というお話なのですけれど

も、今後具体的にさらに進めるために何か考えていることなどがあるのではないかと思うのです

けれども、そういう取り組みがあったら教えていただきたいと思うのですけれども。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。 

〇健康推進課長(山口一二君) 先ほどの答弁と重複してしまうのですけれども、まず意識向上に

向けたＰＲだとか周知活動を徹底していきたいと。さらには、先ほど答弁いたしました電話、は

がきによる勧奨、こういったものをまた十分強化して、一人ひとりに合ったその背景だとかそう

いったものを探りながら、具体的な対策を練っていきたいというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) よろしくお願いします。 

では最後、ＡＹＡ世代を対象にしたがん対策についてなのですけれども、ここで１つだけ質問

をさせていただきます。なかなかＡＹＡ世代といっても、いろいろお話聞くと20前後の方々とい

うのは地元にいないという部分もありまして、学生だったり、先ほどの受診数を聞きますと大変

びっくりはしましたけれども、これが現実なのだなというのを感じました。でも、その方々にも

ぜひ何かの形で受診をしていただかないと、その方々の本当に人生の大事な節目のときに大変な

思いをしなければいけない。子育てだったり、結婚だったり、就職だったり、そういうときにが

んになってわかったときには大変いろいろ苦労される部分って多いなというのを感じて、国もこ

の部分については今少しずついろいろ考えて、その人の生活に応じたいろんなことを手当てをこ

れからされると思うのですけれども、早期発見となれば、やはり無料クーポンですので、ぜひ行

っていただくということが最善かなと私は思っております。そういう部分で、今後ＡＹＡ世代に

対してがん検診の必要についてどのように周知を図っていかれる考えなのか最後に聞かせていた
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だきたいのですけれども、 

〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。 

〇健康推進課長(山口一二君) 壇上からも答弁させていただいたところなのですけれども、現在

実施しております高校生に対する健康教育、それから学童の食育教室での健康の大切さを教える

ほか、現在成人式において受診勧奨のリーフレットの配付、さらには子育て世代への受診勧奨を

実施しているところであります。ただ、ＡＹＡ世代だけに周知するのではなくて幅広い世代に、

世代全体が早期発見、早期治療の大切さを知る機会をもっともっと造出させていく必要があると

いうふうに考えておりますので、今後もさまざまな対策を進めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) よくわかりました。若い人方が集まる場所にもいろいろと掲示物張って、

ぜひこうなのだよと、がん検診を受けましょうという掲示もいいかなと私思っておりますので、

ぜひ力強くそこのところはしっかりと取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

以上で一般質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時５１分 

                                            

再開 午後 ３時０１分 

〇議長(福嶋尚人君) 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。 

 10番、谷君。 

〔10番 谷 園子君質問者席へ〕 

〇10番(谷 園子君) 通告に従いまして、２つの質問をさせていただきます。 

初めの質問は、公営住宅入居者の保証人の廃止についてです。平成30年３月30日の国交省通知

によれば、国の公営住宅管理標準条例案が改正され、保証人に関する規定が削除されています。

これは、総務省が調査で保証人を確保できないことにより入居辞退など深刻な事例が全国で生じ

ていることを掌握したことから、総務省が国交省に改善を求めたところ、国交省が保証人の確保

を前提とすることから転換するとしたわけです。そのため、国の公営住宅管理標準条例案を改正

して保証人に関する規定を削除するとともに、全国の自治体に住宅困窮者の入居に支障が生じな

いよう適切な対応を要請したという経緯があります。今当町は、保証人の再提出を求めている現

実があります。そこで、下記の点について質問します。 

１、現在保証人が見つからず入居できない、または入居辞退などの事態は起きていますか。 

２、住宅に困窮する低所得者への住宅提供という公営住宅の目的及び国交省通知に基づき、当

町も公営住宅の保証人の規定を解除すべきではないですか。 

３、国の通知では、連帯保証人のかわりとして勤務先、親戚や知人など緊急時の連絡先を提出

させることが望ましいとしています。当町でも既に入居している方も含め保証人を解除し、かわ

りに緊急時の連絡先を提出してもらうように変更できませんか。 

次の質問は、町政運営についてです。今町では、病院、介護サービスの経営改善、そして直営
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事業の民間への委託など、町のあり方を大きく変えようとしています。町、そして役場機能の大

改造であり、言いかえれば公的部門の整理縮小を行っていると言えます。 

そこで、初めに町政の財政運営にかかわる人件費削減という考え方を中心に質問をいたします。

来年度からの会計年度任用職員制度施行に当たり、自治体には２つのことが迫られています。１

つは非正規職員の任用根拠の適正化、もう一つは期末手当支給などの処遇改善です。総務省の会

計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルによれば、まず改正法の趣旨が載って

います。１、改正法の趣旨では、地方公務員の臨時、非常勤職員は、総数が平成28年４月現在で

約64万人と増加しており、また教育、子育てなどさまざまな分野で活用されていることから、現

状において地方行政の重要な担い手となっております。このような中、臨時、非常勤職員の適正

な任用、勤務条件を確保することが求められており、今般の改正を行うものですと述べられてい

ます。町としては、この制度改正法の趣旨についてどう解釈し、どのように運用すべきと認識し

ていますか。 

２、総務省の事務処理マニュアルによれば、地方公共団体が実施すべき事項として、まず初め

に実態把握をするとなっています。非正規といってもパート、フルタイムの臨時ありとあらゆる

形態があるはずですが、当町ではその実態はどういう状況になっていますか。 

２番目にお聞きしたいのはまちづくりについてです。今町は、財政健全化のために公的部門の

整理縮小を進めていますが、現在の町財政を基礎にして５年後、10年後のまちづくりのビジョン

をどのように考えていますか。 

３番目は、町長の町政執行方針についてです。町長は、基本政策の町政運営の透明化の中で、

町政運営に当たりましては常に町民の皆様からの声を大切に、そのニーズを敏感に把握、分析し

ながら取り組んでまいりますが、単に要望などの声に耳を傾けるだけの関係性ではなく、町が抱

える課題や今後の方向性などを町民の皆様、関係団体の皆様などと共有し、ともに町の将来を考

え、知恵を出し合い、住みやすい町の実現に向けて一緒に行動していける関係性づくりに努めて

いきたいと考えていますと述べています。これは、町広報で知らせたから十分ということではな

いはずです。今後町長は、この執行方針を実現するためにどのような取り組みをしていくのです

か。 

以上です。ご答弁をよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中建設課長。 

〔建設課長 田中伸幸君登壇〕 

〇建設課長(田中伸幸君) 谷議員からのご質問の大きな項目の１項目め、公営住宅入居者の保証

人の廃止についてご答弁申し上げます。 

初めに、１点目の保証人が見つからず入居できない、または入居辞退などの事態は起きていま

すかについてです。公営住宅の入居申し込みがあった場合には、町内在住者につきましては自宅

訪問、町外在住者につきましては電話による住宅困窮度の実態調査を行っており、この際に入居

決定になった場合は連帯保証人の設定が必要であることを事前に説明しております。しかし、入

居決定になった際に連帯保証人になることを断られ、連帯保証人を設定できずに入居を辞退され

た方がここ５年で１人おりました。 

次に、２点目の公営住宅の目的及び国交省通知に基づき、当町も公営住宅の保証人の規定を解

除すべきではないかについて答弁いたします。平成30年３月30日付国土交通省住宅局長より近年
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身寄りのない単身高齢者等が増加していることなども踏まえると、今後公営住宅への入居に際し

て保証人の確保が困難になることが懸念されることから、標準条例案から保証人に関する規定を

削除する旨の通知があり、これにあわせて住宅局総合整備課長より今後の取り扱いについての技

術的助言が通知されております。この技術的助言の中では、地域の実情等を総合的に勘案して適

切な対応をお願いいたしますとの記載もあり、必ずしも保証人に関する規定を解除すべきとする

ものではないと考えております。 

実情という観点からいいますと、当町が連帯保証人を解除していない一番の理由としましては、

入居者の住宅使用料滞納が挙げられます。連帯保証人は設定されているものの入居者としか滞納

に係る対応をしていなかった時期には滞納額が毎年増え続けておりましたが、数年前から連帯保

証人に対しても対応するようになってからは滞納額が減少しており、一定の効果が得られており

ます。また、入居者が自己破産する場合もありますが、その場合滞納されている住宅使用料等の

私債権は免責となり、入居者への請求ができなくなるため連帯保証人へ請求し、支払っていただ

いているケースもありますし、連帯保証人が入居者へ支払いを促すことにより支払われているケ

ースもあります。 

先日北海道が各自治体へ保証人制度の方向性について調査したところですが、現在入居中の者

に対しては、25パーセントの自治体は未定でありますが、75パーセントの自治体は保証人制度を

継続すると回答し、廃止するとしたものはゼロでありました。また、新規入居者については、50パ

ーセントの自治体が未定でありましたが、40パーセントの自治体が保証人制度を継続し、廃止す

るとしたのがわずか10パーセント程度でありました。先日担当職員が保証人制度を廃止するとし

ている先進地の自治体へ訪問した際、住宅使用料が滞納となり、改善されない場合には住宅の明

け渡しを求める訴訟を行い、住宅明け渡しの強制執行を実施していることから、連帯保証人の必

要性がないため廃止するとのことでありました。連帯保証人を廃止しようとする自治体の多くは、

人口規模の大きい自治体であり、同様の手法により滞納があった場合には強制退去させられるた

め連帯保証人の必要性がないとのことであります。これら総合的に勘案して当町としましては、

現段階では訴訟などの強制執行ではなく、連帯保証人を設定することが適切な対応と考えており

ます。 

最後に、３点目、国の通知では連帯保証人のかわりに緊急時の連絡先を提出させることが望ま

しいとしています。当町でも保証人のかわりに緊急時の連絡先を提出してもらうよう変更はでき

ませんかについてです。緊急時の連絡先につきましては、連帯保証人のかわりという趣旨ではな

いのですが、単身入居者につきましては毎年収入申告時に確認をし、緊急時に連絡等の対応がで

きるような体制を従前から行っております。また、平成27年１月１日付条例及び規則の一部改正

により、連帯保証人の従来の要件から町内在住であること、世帯主であること、町営住宅入居者

でないことの要件を削り、人数の要件を２人から１人に改正するなど、連帯保証人制度の簡素化

を図っている経過があります。保証人の解除につきましては、前段でも申し上げましたが、連帯

保証人の確保は重要であり、必要であると考えておりますので、現在のところ保証人を解除する

ことは考えておりませんが、今後におきまして先進地の取り組みの研究や全道あるいは日高管内

の取り組みを研究しながら、当町における実情を総合的に勘案して判断していきたいと考えてお

ります。 

以上、答弁とさせていただきます。 
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〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〔総務課長 上田賢朗君登壇〕 

〇総務課長(上田賢朗君) 私のほうからは、ご質問のありました中の大きな２つ目、町財政運営

についての１番目、来年度からの会計年度任用職員制度の１点目、会計年度任用職員制度創設に

おける趣旨についてどう解釈し、どのように運用すべきと認識しているのかにつきましてご答弁

いたします。 

会計年度任用職員制度につきましては、９月議会定例会において来年度、令和２年４月１日か

ら当町における会計年度任用職員制度を運用していくため、新ひだか町会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例制定について上程させていただき、議決いただいたところでございま

して、議決いただいた条例に基づき来年度以降の運用を行わせていただくため、現在諸準備を進

めているところでございます。さきの定例会において条例提案の際にご説明させていただいた内

容と重複いたしますが、改めまして本制度における趣旨及び運用の考え方についてご説明申し上

げます。国の法改正に伴う改正点といたしまして、地方公務員法の改正では大きく分けて３つあ

りまして、１つは特別職の任用の厳格化でございますが、特別職につきましては現行の臨時、ま

たは非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれに準ずる者の職の範囲に専門的な知識、経験

に基づき助言、調査、診断等を行う者の要件が加わり、特別職の職が厳格化されました。この特

別職の任用の厳格にあわせまして、新ひだか町附属機関設置条例につきましてもさきの９月議会

定例会において議決いただき、要綱等に基づき設置されていた委員会等について地方自治法第

138条の４第３項に基づく附属機関であることを条例で定めることで、当町の特別職非常勤職員は

原則として条例で定めがあるところによる任用が行われることとなり、当該委員の職が特別職非

常勤職であることが明確にされました。 

２つ目として、臨時的任用の厳格化でございますが、臨時的任用について現行の緊急、または

臨時の職に関する任用であることに常時勤務を要する職に欠員を生じた場合の要件が加わり、臨

時的な任用が厳格化されました。 

３つ目は、一般職の非常勤職員の任用等に関する制度の明確化でございまして、法律上一般職

の非常勤職員の任用等に関する制度が不明確であることから、一般職の非常勤職員として会計年

度任用職員制度が創設され、身分や任期等が明確化されました。 

以上が地方公務員法の主な改正点であり、このことにより任用根拠が適正化され、つけようと

する職の職務の内容、勤務形態等に応じ任期の定めのない常勤職員、任期つき職員、臨時、非常

勤職員のいずれかが適当か判断し、その上で臨時、非常勤の職として任用する場合には、当該職

につく職員に適用される服務、勤務条件等が任用根拠に従って法令等で定められていることを踏

まえ、会計年度任用職員、臨時的任用職員、特別職非常勤職員の区分ごとに任用根拠の趣旨に基

づいて行うこととなります。 

なお、ただいま申し上げました職の再設定を行うに当たって、組織として最適と考える任用、

勤務形態の人員構成を実現することにより、厳しい財政状況にあっても住民のニーズに応える効

果的、効率的な行政サービスの提供を行っていくことが重要であり、その際ＩＣＴの活用、民間

委託の推進等による業務改革を進め、簡素で効率的な行政体制を実現していくことが求められま

す。このため臨時、非常勤の職の設定に当たっては、現に存在する職を漫然と存続するのではな

く、それぞれの職の必要性を十分吟味した上で適正な人員配置に努めなくてはならないと考えて
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ございます。また、地方自治法の改正点としましては、地方公務員法により創設された会計年度

任用職員について期末手当の支給が可能となるよう給付に関する規定が整備されました。 

以上が会計年度任用職員制度創設に係る国の法改正の概要と改正趣旨でありますが、当町とい

たしましては、国の法改正により会計年度任用職員制度を創設し、任用、服務規律等の整備を図

るとともに、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化を行った上で職員の再設

定を行い、会計年度任用職員制度への必要な移行を図るもので、従来は制度が不明確であったた

めに各地方公共団体によって異なっていた任用、勤務条件等に関する取り扱いを統一的に定め、

またそれぞれの職の必要性を検証し、適正な人員配置を行うことにより、より効果的な財政運営

と今後の制度的な基盤を構築し、各地方公共団体における臨時、非常勤制度の適切な運用を確保

をするものであると解してございます。 

次に、ご質問の２点目、総務省の事務処理マニュアルによれば地方公共団体が実施すべき事項

として、まず初めに実態把握をするとなっているが、非正規といってもパート、フルタイムの臨

時などあらゆる形態があるが、当町ではその実態はどういう状況になっているのかとの質問でご

ざいますが、ご指摘のとおり当町において本制度構築、導入するに当たっては、現在お勤めいた

だいている非常勤職員の実態を把握することが重要であり、制度設計の当初より現在任用してお

ります非常勤職員の任用状況について把握した上で本制度の構築を行ってきております。当町に

おける非常勤職員の実態の把握状況でございますが、日々人数は変動がございますが、11月末時

点の実態といたしまして、地方公務員法第３条第３項に基づき任用している嘱託職員が179名、同

法第22条第２項から第７項に基づき任用している臨時職員が37名、同法第17条に基づき任用して

いるパートタイム職員が196名、合計いたしますと412名となってございます。なお、これらの方々

全員に対しては、制度の内容、町の考え方、今後のスケジュールなど説明会を複数回実施するな

どの対応をしているところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〔企画課長 柴田 隆君登壇〕 

〇企画課長(柴田 隆君) 谷議員からの大きなご質問２点目、町政運営についてのうち、私から

は２点目のまちづくりのビジョンと３点目の町政運営の透明化に関する取り組みにつきましてご

答弁申し上げます。 

まず初めに、５年後、10年後のまちづくりビジョンをどのように考えているのかというご質問

でございますが、谷議員もご承知のとおり、当町では昨年の３月に多くの町民で組織する総合計

画審議会の審議、また町民の皆さんからのパブリックコメントの募集等を経まして、最終的には

議会の皆様のご議決をいただきまして、平成30年度から10年先までのまちづくりに関する理念や

方針、施策の方向性などを定める新ひだか町第２次総合計画を策定したところでございまして、

現在は当該計画の具現化に向けて各種事務事業を進めておりますので、ご質問にある５年後、10年

後のビジョンとしては、総合計画に記載された内容になるものと考えてございます。 

また、通告にございました公的部門の整理縮小につきましても、そのこと自体を目的として取

り組んでいるわけではなく、総合計画の基本構想並びに基本計画に定める安定した行財政基盤づ

くりの具現化を図るためのアクションとして取り組んでいるものでございまして、限られた財源

で最大の事業効果を出すための手法の一つとして選択しているものでございますので、ご理解を

いただきたいと存じます。 
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次に、町政執行方針で述べている町政運営の透明化を実現するためにどのような取り組みをし

ていくのかというご質問ですが、これは町政運営全般にわたりこのような考え方を持って取り組

んでいることを示したものでございまして、その具体的な対応は一律というわけではなく、取り

扱う事案によって変わってくるものと考えております。谷議員のご質問が具体的にどの事案を指

しておっしゃられているのかがちょっと把握できておりませんでしたので、全体的な答弁になっ

てしまうかもしれませんが、町政運営に当たりましては町民の代表である議会議員の皆様に町と

しての方針等をお示しし、本会議などでご審議いただきながら進めることを基本としておりまし

て、それが議会制民主主義の原則でもございますので、法的な議決事項は当然のこと、議決事項

以外の事柄であっても重要度、影響度などを勘案しながら、全員協議会や常任委員会などの場で

ご説明申し上げているところでございまして、そのことは谷議員もご承知のことと存じます。し

かしながら、住民ニーズが多様化、複雑化する中、町としての方針や考え方などを一つにまとめ

るのは非常に難しい場面もございまして、町広報やホームページ、近年ではＳＮＳなどを活用し、

町政運営に関する情報を積極的に発信しながら町民の皆様の声を聞く機会を設けているところで

ございます。 

もちろん全ての事務事業につきましてそのようなやり方をしていては事務自体が停滞してしま

いますので、事案の内容等に応じてという形にはなりますが、具体的な制度としまして公募委員

制度や町民意見等聴取制度、この２つを策定しておりまして、公募委員制度につきましては町が

設置する委員会や審議会等にみずからの意思で委員として加わることのできる制度として、これ

まで多くの町民の皆様の参画をいただいております。次に、意見聴取制度につきましては、その

対象を町政運営の基本となる条例の制定改廃、町の基本施策を定める計画等の策定、町民に義務

を課し、または権利を制限するもののうち金銭徴収以外のもののうちこれらの町民に及ぼす影響

が大きいと認めるものを行う場合に聴取することとしておりまして、その手法としましては意見

公募手続、いわゆるパブリックコメントの募集、２つ目としましてはアンケート調査、３つ目に

町民説明会、４つ目に関係する団体への意見照会、５つ目に町民参画による検討組織の設置、こ

の５つの中から事案の内容や緊急度などを勘案しながら、妥当な手法を選択して取り組んでいる

ところでございます。 

また、これ以外に行政側からのアプローチだけではなく、町民の皆さんからの求めに応じて開

催するまちづくり懇談会や出前講座などの広聴制度も設けておりまして、町民の皆さんと直接顔

を合わせて、町の将来を語り合うような機会づくりにも努めてございますので、ご理解いただき

たいと存じます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) ご答弁いただきましたので、質問に入らせていただきます。 

公営住宅のほうですけれども、ご答弁では滞納問題もあるので、保証人は必要だということと

全道でもほとんど保証人なくしてはいないと。今後においては、先進地事例も研究して判断して

いきたいとの答弁をいただいたと思います。まず、なぜ国から保証人は要らないというような方

針が出たかというと、公営住宅の目的が福祉だからです。やっぱり安い値段で、住宅に困ってい

る低所得者が入れないことがないように、そういう人たちに供給するという、目的に書いてあり

ますが、憲法25条の生存権に基づいているとしています。国と地方公共団体が協力して取り組む

というふうになっていまして、先ほどご答弁で家賃払えないと追い出すというようなのがあった
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のですけれども、本当にそれは論外な対応だと思います。 

質問に入ります。今回の通知の背景には、身寄りのない高齢者、低所得者が全国的に増えて、

保証人が見つけられなくて困っていると、そういう背景がありました。うちの町の公営住宅入居

世帯の収入区分と年齢区分というのはどうなっていますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中建設課長。 

〇建設課長(田中伸幸君) 申しわけございません。今ここではお答えできることはできません。

資料がないので、わかりません。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 全国の国土交通省の調査では、月収10.4万円以下の世帯が78.1パーセント

で、本当に入居者のうち所得の低い人の割合がどんどん増えていっているというのが出ています。

本当にそういう人たちは民間アパートに住むのはとても無理です。今うちの町は、長年公営住宅

に住んでいる人たちにもう一回ちゃんと保証人いない人つけてくださいと言っていますが、それ

で本当に困って困って見つからなくて夜も眠れないとか、追い出されるのではないかとかそうい

う声があって、そういう不安の声に行政としてはどういうふうに答えるつもりなのかお聞きしま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中建設課長。 

〇建設課長(田中伸幸君) 保証人の再確認につきましては、実は今まで手をつけたことがなかっ

たもので、昨年どなたが保証人になられているかというのを全ての件数を調査いたしました。そ

こで、その方がご生存されているのか、ここにおられるのか、もうわかりませんでしたので、今

年の収入申告時に全ての、100パーセントではないのですけれども、来られた方全てに面談して、

保証人の確認をしてございます。それで、その中で実際やはりもうご生存されていない方ですと

か音信不通の方とかもおりましたので、改めて保証人をつけてくださいということはお願いして

ございます。いつまでですかという話をよく聞きました。早目にお願いしますというお答えはし

ていて、本当は期限を切るべきなのかもしれませんけれども、そういう困っている声も聞いてお

りますので、早目に連絡してくださいというようなお答え方をしております。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 追い出されるのではないかとか、そういうのにはどういう説明をしていま

すか。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中建設課長。 

〇建設課長(田中伸幸君) それは、保証人がいなくて追い出されるのではないだろうかというよ

うなニュアンスの言い方は私どもはしていなくて、ちょっととらえ方が悪かったら大変申しわけ

ないのですけれども、あくまでも保証人を探してくださいという今の段階では、今のところこう

いう段階です。言い方が悪くて、そういうふうにとらえられたら、ちょっと大変申しわけないと

思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 追い出しはしないという説明をしていると今聞きましたが、今柏台で建て

かえをしていまして、そちらのほうは新しい住宅なので、本当にそれは必ず保証人をつけないと

入れないと言われていると。そういうのは本当なのかということと、そういうときに保証人がど

うしても見つけられない場合、居住権どういうふうに保障していこうと考えているのかをお聞き
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します。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中建設課長。 

〇建設課長(田中伸幸君) 本当かどうかといいますと、建てかえ時に保証人をつけていただいて

いるのは本当です。皆さんに保証人を今までの保証人の方もおりますし、新たな保証人の方もお

りますし、つけていただいております。建てかえ時、まだ引っ越しまで時間がございますので、

その間何とか見つけてくださいという指導はしております。 

居住権については、先ほど谷議員おっしゃったように最終的には憲法25になりますので、それ

を強制的に追い出そうというような意識は全くございませんで、何とか保証人を見つけてくださ

いというお願いはしてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) どうしても見つからなくても、建てかえで移れるということですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中建設課長。 

〇建設課長(田中伸幸君) 移れるとは言いません。何とか見つけてくださいというお願いをして

いるだけです。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) そこのところで今国が身寄りのない高齢者や、本当にみんな高齢化してい

て、やっぱり公営住宅に入る人というのは低所得者の方が大部分で、そういう方の知り合いとい

うのも低所得だったり、高齢だったり、そういう状況があるのです。実は、もう平成８年の時点

で既に建設省の住宅局長通知というのが来ています。それは、保証人になってくれる人がいない

場合でも本人に家賃の支払い等について誠意と能力があると認められるときは、保証人は必ずし

も要しない。公営住宅が住宅に困窮する低所得者の居住の安定を図ることをその役割としている

ことに鑑みると、入居者の努力にかかわらず保証人が見つからない場合には保証人の免除などの

配慮を行うべきとなっています。これ大分前に来て、それで何回かそういう通知が特段の配慮を

すべきとかいろいろ来ていて、今回は保証人が解除される通知が来ているのですが、考えていた

だきたいのは今改めて保証人探してくださいと言われている入居者の方たちって、既に音信不通

だったり、死亡していたりとかおっしゃいましたが、ちゃんと保証人がいなくても家賃を払い続

けてきたと。住み続けてきた、こつこつちゃんと払い続けてきた人たちではないかと思うのです。

今この通知でそういうふうに誠意と能力があると、そういう方には保証人の免除をすべきである

となっています。そういうことはできるのではないですか。すべきではないかと思いますが、ど

うですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中建設課長。 

〇建設課長(田中伸幸君) 間違いなくそういう方のほうが多いとは思ってございます。ただ、残

念ながら約１割、正確にはあれなのですけれども、１割ぐらいの滞納している方がおりますし、

国の調査でも全国的にもやっぱり１割ぐらいの滞納者がいるようです。今回の国が受けた行政評

価での答えがこの保証人の廃止なのですが、やはりそれとあわせて滞納についても同時に議論さ

れているのです。保証人がいないほうがいい、なくしたほうがいいという議論と、では滞納され

ている方にはどうすればいいのだという議論もあって、それは地域の実情に合わせて各自治体に

任せましょうというような答えなのです。我々は、今谷議員おっしゃったように人を信じるとい

うやり方ももちろんありますけれども、今までの残念ながら滞納の例を見ていきますと、やはり



 

 － 49 － 

保証人制度は今のところは残さなければ、今税務課と一緒になって滞納の改善をいろんなやり方

でやっておりますので、その中でやはり保証人がおられないとなかなかやりづらい面もあります

ので、今のところはしばらくの間は保証人制度は活用していきたいとは考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 確かに滞納の対策って、町の収入の本当に本当に重要な部分だと思います

が、最初に戻りますが、公営住宅はそういう方の対応が目的ではなくて、やっぱり入れなくて困

るという人のために供給するというのが目的なのです。それで、地域の実情を総合的に勘案して、

適切な対応をという文脈ですけれども、それはいろいろ緊急時の連絡先とか確保できなかったり

なんなりしても入居の支障とならないようにと、あくまでも入居できないようにならないように

配慮すべきという文脈だったと思いますが、それでやっぱり判断する町のほうで、先ほどの通知

は誠意と能力がある方はどうしても見つからないとき、そういう方、滞納していない方のことを

言っていると思います。そういう方は免除すべきであると。それは何も変なことではなく、今ま

でちゃんと１割の方が滞納していても９割の方は今までこつこつとちゃんと保証人がいなくても

払ってきたという、そういう地域の実情と、もし本当に高齢化でまた新たに探せと言われても知

り合いがいない、本州だと、息子たちとも音信不通だとか、そういう人が公営住宅に入れないこ

とがないように町としても免除ということを考えていいのではないかと思いますが、それは担当

課ではなく町長にお聞きしたいと思います。そういう判断はできないでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中建設課長。 

〇建設課長(田中伸幸君) ９割の方が確かに誠意を持ってお支払いいただいていますけれども、

その滞納されている方も最初から滞納されているわけではないのです。誠意を持って払っていた

だいて、ある日いろいろな事情があって滞納せざるを得なくなってしまったという場合がほとん

どでして、今収入あります。誠意があります。きちんと払いますと言っても、ある日突然何かの

事情で払えなくなるというような可能性も多々ございますので、今まで払ってきたからとか、今

払っているからとかと言われましても、そういう判断は1,100世帯以上ございますので、それを全

て判断できるかというとちょっと不可能ではございます。なので、やはり今のところは一律保証

人をつけていただいて、今やっているその滞納整理をある程度めどついた時点で新たな制度がま

たあれば何かいろいろ考えていきたいと思っていますが、当面の間は保証人制度を継続していく

というやり方が今のところはよいのかなというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) では、実際に柏台に住んでいる方で、建てかえになった住宅に入るときに

保証人が見つからないときは、そこの住宅に入れないということで町はやるということですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中建設課長。 

〇建設課長(田中伸幸君) 基本的には見つけてくださいという指導をいつまでもさせて……いつ

までとも言い方……申しわけございません。見つけてくださいという指導をして、保証人を見つ

けていただくように促すようなお互いに努力はしていきたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 大変冷たい答弁をいただいていると思います。見つかるまでは入れないと

いう、そういうことだということですか。それって本当に国が言っている入れない、入居できな

いという例に該当します。それは、本当に公営住宅の福祉の目的からは逸脱していると、そう言
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わざるを得ません。 

国のほうは、いろいろと滞納のことで家賃債務保証業者の登録制度などを29年度から打ち出し

たり、または滞納になる前の滞納させない取り組みというものを自治体なりなんなりで重視して

いくようにというようなことも言っているはずです。ここで担当課の取り組みとしてお聞きした

いのですけれども、例えば滞納になる前の取り組みをお聞きしますが、滞納したら何カ月で訪問

するとか、例えば１カ月ぐらいでもすぐに面談したり、訪問とかしているのか。あと、回収する

のも早い段階で分割相談などそういうのをやっているのかとか、具体的に滞納にならない取り組

み、対応はどのように努力されているのかをお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 中島税務課長。 

〇税務課長(中島健治君) 使用料の徴収ですので、税務課のほうから答えさせていただきますが、

まず今現在の状況としましては、基本的にどの債権もそうですが、新たな滞納は生まない、未納

は生まないという方針でやってございまして、住宅料に関しましても基本的には３カ月未納にな

った段階で、まず督促はもちろんそうしていますが、その後の催告送るのは基本的には３カ月以

上使用料が現年分未納になった際には債務者本人に催告、また連帯保証人の方に対してもやはり

早目に滞納状況をお知らせしなければいけないということもございまして、今年度から債務者と

同じ時期に連帯保証人に催告をさせていただいて、早目の対応、未収金を増やさないという方針

でやってございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 滞納を増やさない取り組みというのはうちの町は努力しているのは、収納

率を上げている中で理解はしています。国のほうで入居者の生活全般の支援や福祉的な視点など

の連携も含めて考えて、そういう持続可能な制度を構築していく中で、保証人がなくてもという

か、滞納をしないような仕組みをつくっていくようにというようなことも通知の中にあったと思

います。そのようなことについては、何かどうしていこうというふうに考えていることがあった

らお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中建設課長。 

〇建設課長(田中伸幸君) 国交省のほうでは民生部局というような言い方で通知が来ておりまし

て、当町としましては福祉課が対応窓口となっております。ここ数カ月前に実はその滞納されて

いる方がいて、なかなか面談できなくて、ようやく面談して、税務課と私どもの職員と面談いた

しまして、なかなかそのお支払いできないということで、では今後福祉課のほうと相談しながら、

何かやっていきましょうというような策は練った事実はございます。ただ、残念ながらそれ以降

の家賃については、国の通知でも言っている代理納付という形で支払い可能なのですが、それ以

前に残っている滞納額というのは実は補てんできないものですから、そのあたりも保証人にお願

いしていくというようなやり方から考えると、やはり保証人制度というのは外せないのかなとい

うふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 今福祉課の方たちとも連携しながらと、そういうふうに大変苦労されてい

るご答弁もいただいたのですが、本当に福祉的な生活全般の支援ということで、例えばですけれ

ども、社協のほうで日常生活自立支援事業というのをやっていて、お金の使い方とか管理とか、

そういうことに生活支援員みたいな人が相談乗ったり、かわりに契約入ったりとか何かそういう
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制度もうちの町にあって、地域包括とか本当に頑張ってこういうのはやったり、社協の方たちが

やっているのですが、本当に滞納をさせないというか、滞納しないような町としてのそういう取

り組みというのをぜひ充実させていただきたいのですが、どうですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 本庄副町長。 

〇副町長(本庄康浩君) 先ほど来連帯保証人の話も、今の滞納の話もそうなのでございますけれ

ども、実際に今ちょうどご質問されておって、その答弁をなぜ滞納を何カ月かたったらすぐする

かというのは、もともと住民の方って別に最初から払わないと思って入居したりするわけではな

くて、何かの引き金があって、ついついうっかりのときもあるでしょうし、ちょっとこんなこと

で入り用だったものだから払えなかったというようなこともあるのです。ただ、なぜすぐに、私

26年に副町長になったときに今の徴収の仕方を現年度主義にしたのですが、これは例えば給食費

でご家族がたくさん子どもさんいて、滞納があっという間に100万超えた。2,800円ぐらいのとき

なので、だけれどももう払えないのです、100万超えてしまうと。ですから、役場もそのときは悪

いのだと思うのです。２カ月、３カ月のときにすぐ徴収に行って、こういうふうになっているか

ら分割でどういうふうに払っていけますかというような相談に乗ってあげることが大きな負債と

いうか、債務につながらない一つの手だてだということなのです。 

先ほど来の質問で、担当に何ぼつけても  ないといっても、連帯保証人の話というのはそう

いうルールですから。ですから、今おっしゃっている例えば善な方、きちっときちっと払ってお

られる。これからも入る。払うだろう人なのですよという物言いかもしれませんけれども、それ

では連帯保証人つけている方との公平性をどう担保していけばいいですか。私ども質問できませ

んからあれですけれども、そういうやっぱり役場側は公平な対応せんければならない。ですから、

出ていけと言うこともしない。これが民間だったら出ていけと言うと思うのですけれども、それ

はしない、しないというか、言わないのか、きっとしないと思います。ただ、連帯保証人をつけ

なくてもいいよとも言いません。これは担当としては何とかつけていただけませんか、これは皆

さんに申し上げております。そういう意味で申し上げていて、その人がつけれない人が悪いとか

そんなことを申し上げているのでなくて、そういうルールになっているので、守っていただきま

す、何とかお願いしますという物言いにさせていただいています。ですから、もしも確実にこの

人は払うのですと谷さんがもしもご理解されているのなら、谷さんが連帯保証人になればいいだ

けの話ですから、そういう本当に信用できる町民の方であれば。ですから、役場としてはそうい

う担保をとれないので、皆さんに公平にルールとしてご説明させていただいているということで

ございますので、担当何ぼせいといってもこれ以上の回答は出てこないということでございます

ので、ちょっと補足的にご説明させていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 今いろいろご説明いただいたのですけれども、保証人をつける人とつけな

い人の公平性をどう保つかとおっしゃられたのですが、今全国では住宅確保要配慮者と、それは

低所得の方や高齢者であったり、障がい者であったり、または夫の暴力で逃げてきた方とかいろ

んな方が対象なのですが、そういう配慮者の方にそういう方は保証人の確保が困難だということ

で免除制度を設けているところが全国ではあります。公営住宅の目的に沿って、やっぱり福祉で

すから、そういう方たちが路頭に迷って住むところなくなるようなことがあってはならない、そ

ういうことでそういうふうな公営住宅の目的ということに向かって、滞納も本当に解決していか



 

 － 52 － 

なければならないですけれども、やっぱりそういうことで町としては考えていただきたいと思う

のです。ですから、本当に入れない人が増えていると全国で、保証人がいないせいでと。私がな

ればいいでしょうと言われましたが、先ほど保証人の廃止も含めて、そういうような免除という

制度をつくっていくとか、そういうことについても答弁でいろいろ先進事例で研究していくとい

うふうな答弁いただいていますが、いつごろをめどというか、そういうことについてどういうふ

うにいつごろまでとか研究していくという、どういうふうですか、お聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中建設課長。 

〇建設課長(田中伸幸君) 明確な時期はお答えできませんが、昨年からようやく滞納繰り越しに

対する対策を本格的に始めたところです。それがまだ軌道に乗っているわけではなくて、それも

試行錯誤しながらやっているところでございますので、家賃の滞納額が整理つくころをめどに新

たなもの、いい制度も出てくるかもしれませんし、国からまたさらに何か示されるかもしれませ

んし、そのあたりでまた考えていきたいなというふうには考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 谷君、質問が、失礼だけれども、同じような繰り返しになっていますので、

視点を変えるか、考えてみてください。 

 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 保証人のそういう免除はできないということは、今町の考えはお聞きしま

したが、住宅に入れなくて困るということに対して本当にちゃんと対応していただきたい、それ

だけは申し上げて質問を終わります。この質問は終わります。 

 次の質問に入りますが、会計年度の任用職員のことですけれども、先ほど北道議員の答弁の中

で非常勤を40名減らすというご答弁あったのですけれども、これは今回町が管理運営委託で委託

になるという人の数も入っているのか、ちょっとその辺教えてください。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 北道議員のご質問の中で、非常勤の方、嘱託、臨時、パート40名程度

の削減を図るというふうなことで、その主な内訳が事務補助をしていただいている方になります。

嘱託職員、臨時職員、パート職員、いずれも基本的には単年度のその会計年度だけの任用という

ふうなもので、複数年しているものはございません。ですので、毎年更新更新というふうなこと

でしていますので、任用が切れたときにその部分については次年度以降は別の職員等で対応する

というふうなことで考えてございますので、その辺の整理をさせていただいて、ある程度人数を

絞っているというふうなものでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) その40人の中は、今回管理運営委託に行く人も数に入っているのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) その中で基本的にその管理運営を委託するというふうなものについて

は、現行いらっしゃる方についてはそのまま移っていただきたいというふうなことでこちらから

はお願いをしているというふうなもので、ただどうしても人数のほうで整理になりますので、全

員が全員行けるかというと、それはちょっと違うものになりますので、ある程度絞って、必要な

ものについては最低限移っていただきたいということで説明はしております。 

〇議長(福嶋尚人君) 本庄副町長。 

〇副町長(本庄康浩君) この件につきましては、今年の当初予算の後といいますか、冒頭のとき
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から今年の目標として役場の必要な人工数、全体業務です。役場というものを一つの組織として

とらえたときに、今例えば正職員が400人いますけれども、これ本当に400人要るのかという見直

しを総体としてやりました。それで、結果として、正職員、嘱託さん、臨時さん、パートさんと

いう数字を全体700ちょっといるのだと思いますけれども、これの人工数を例えばわかりやすく言

うと400人を380人で必要十分条件というか、全体がおさまりますよとしたときに、20人が正職員

はもともと減って組織構成をするという仕組みで進めてきたときに、会計年度任用職員も臨時、

嘱託も全部その中に人数的に入れていますから、そのときの答えとして40人が減りました、組織

として。それで、それが最終形としてやってみるという段階まで今きていますということで、直

接委託に100人出そうとしたやつを60人しか出さなかったよという意味ではなくて、全体のこうい

う委託、あるいは削減、そういうもののやりとりの中で40人の削減効果が出てきたということで

ご理解をいただきたいと。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 今回の会計年度任用の制度の法改正というのは、例えば正職の半分の給料

で同じ仕事をしている非正規の人というのは嘱託とか全国でたくさんいて、それでその格差の是

正というか、処遇改善だったのです。国会でも法改正に当たって国は何度もよくなるのだと、処

遇がと強調していました。事務処理マニュアルにしても、全国的に統一的な処遇改善をするため

にあったものだったと思います。確かに組織のスリム化うちの町特に求められて、組織のスリム

化とか指定管理を進めてという文言がマニュアルの中にも確かにありましたが、決してこの法律

はどんどん人員整理をしていいよとか、首切って委託にしていいよという、そういう中身の法改

正ではなかったと思いますが、その点を町はどのように押さえていますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 本庄副町長。 

〇副町長(本庄康浩君) 私先ほど申し上げたのは、北道議員の質問のところから引用するとすれ

ば、７部が５部になりますとなったときに部長職のポスト２人、それを人員削減というかという

ことは、今おっしゃっているようなご指摘の部分かというとそうではなくて、業務を組織改編で

統廃合しているのです。その中で、縮小できるところの結果として２が減になるというようなイ

メージです。ですから、今処遇改善は当然ですから、会計年度任用職員が来年の４月からそれの

職員になる方もおりますから、その方は当然今おっしゃっているような国の仕組みに基づいて、

それは条例でも特にご説明しているような処遇改善になります。ただ、私どもは昨年来、ずっと

これは課題だったのですけれども、本当にこの人数でやっていくのか、人口がこうやって減って

きている、町民の数も減ってきている中で、役場の職員って旧態依然として同じ数が必要なのか

という見直しや何かを引き続きやってきているわけです。それがたまたま年度的には一遍にかぶ

ってきているというところで、担当としてみたらもう頭の中ごちゃごちゃになるぐらい、こっち

からもあっちからも攻めながら、ここには必要人数何人なのだ、正職員何人配置して、会計年度

任用職員何人配置してというようなやり方をして、これはもともと国が言っている民間活用の部

署であるのに直営をしてきたところの見直しや何かもあわせて行っているというような、ちょっ

と端的にここはこうだと言うのはあれですけれども、複合的な要素がかんで今組織改編を行って

おりますので、そこら辺はここで一つ一つご説明するわけにもいかないのですけれども、そのよ

うな内容だということでご理解をいただきたいというふうに思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 
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〇10番(谷 園子君) 今もともと直営ではなくてもやるものだったものを町として直営でやって

きてしまったとか、適正な人員配置というものがちゃんとやられてこなかったことを今ちょうど

整理しているというご答弁だったと思うのですけれども、うちの町は人件費削減ということが至

上命題みたいになってやっているのですけれども、30年度決算見たら経常収支比率の中で人件費

って20.7パーセントで、これ全道の中で決して多くはないと思うのです、飛び抜けて。それと、

物件費のほうの賃金のほうを見ても13.4パーセントだったりして、職員の賃金部分って微々たる

ものではないかと。それで、介護とか病院のほうで人件費が９割以上だとかということも説明受

けていますが、それは無駄に人がいたのではなくて、必要だから、人手が要るから頑張って働い

てきたと。うちの町本当に今いろいろそういうふうに人員整理みたいなのをしていて、それはほ

かのまちやっていないです。管内でもやっていないです。今職員のそういう働いてきた人たちっ

て子どもがいる人もいたり、実は５年間という、制度が変わったのだからしようがないかもしれ

ないのですが、５年間という頭だったものがまだ３年目だったりなんだりする人たちがいたわけ

で、町はそういう働く人の生活とか、そういう状況というのはどのように考えているのかお聞き

します。 

〇議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。 

〇総務部長(坂 将樹君) 先ほど副町長からもご答弁申し上げておりますけれども、今回の会計

年度任用職員の制度にあわせて、いろんな組織も含めて、それから人員体制も含めて今回、これ

をきっかけにという部分もありますけれども、いろんな検証をして、先ほど言った非常勤の職員

のベース、今と考えると40人削減するというような形に今想定しています。それで、これについ

ては、今回この会計年度任用職員きっかけというのもありましたけれども、これは以前から本当

はもっともっとやっておかないとならないことだったのだろうというふうに思います。それで、

今庁舎内の中でいろんな検討した中で40人削減できるという形になって、これを継続してもし勤

めていただくというか、雇用するというふうになれば、多分相当な金額になると思います。とい

うことは、それ一般財源ですから、その分経費も、今回制度で先ほど谷さん言っていましたけれ

ども、期末手当を支給する、それから退職手当組合にも加入するということで、今のまんまでそ

のまま来年度に移行すると２億円ぐらいの経費増というふうになります。ですから、それが来年

度においては、２億の一般財源というものは別な事業で削らないとならないというふうになりま

す。それをなるべく圧縮したいということでいろんな手法を取り入れながら、今回委託に出すも

のについては委託に出しましょう。それについては、既存でいる方が行く場合については現給保

障とかも前提としながら引き継いでいただくというような形になりますし、当然少ない人員でで

きる部分については、一般財源ということは町民の税金を使っているわけですから、それででき

るものをわざわざもとの形に戻して税金を使って40人減らせることを減らせないということには

当然ならないのだと思うのです。ですから、そういうのについては総体的な考えの中で進めてお

りますし、我々としても町の財政を維持しながら、今後もいろんな面でスリム化をして、町財政

を効率的に運営できるための手法としていろいろ考えているわけですから、これについては今町

のほうで考えているこの計画というのでしょうか、対応について実行させていただきたいという

ふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 会計年度任用の施行に当たって約２億円町の負担が増えるということだっ
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たのですが、その増える財源については当然交付税措置がされると思いますので、それを見込ん

だ上でやったほうがいいと思うのです、人員整理や業務委託。そういうこと予算の中に今度出て

くると思うのですが、交付税措置ができる、できますよね。 

〇議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。 

〇総務部長(坂 将樹君) 交付税ですけれども、その算定というのは入ってくると思います。た

だ、交付税総額としては、その部分足されるかもしれませんけれども、全体の経費で最終的には

出口ベースで調整されるということになりますから、それについてはその分が単純に町に入って

くる交付税で増えるというふうなことになるとは考えてございません。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 11月の17日の国会の国の答弁なのですが、日本共産党の本村議員という人

が国の財政措置について質問をしています。高市早苗総務相の答弁では、財政上の制約で給料や

報酬を削除することは適切でない。会計年度任用職員制度に必要な経費は地方財政計画に計上し、

財源を確保する、こういうふうに国の財政措置と確保を明言しているのです。本当に今やっぱり

自治体としてもうちの町も町村会通じてでも早急に予算措置を要望していくべきだと思うのです

けれども、どうですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。 

〇総務部長(坂 将樹君) 今回いろいろ精査させていただいて、会計年度任用職員で採用する方

当然出てきます。それらについては、ちゃんとした処遇の中で対応していきたいと思っています。

我々が言っているのは、今までこれだけの人数でできたものを今回精査したらこれだけでできる

のに今後もこれだけでできることをこれだけで継続してやっていくというのは、町民の皆様の税

金を使っているわけですから、それは当然圧縮していくべきだという考えだということでありま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 非正規の方をたくさん使いながら、これからちゃんとそういうふうに適正

な人員配置なりなんなりしていくという、そういうことはわかりますが、今回の会計年度任用職

員に当たって、今後においては管理運営を委託にしていくということでやっていくと突然出まし

たが、議会側にしたら、やっぱりそれすごく乱暴なやり方だと思うのです。これから新たに会計

年度として任用される人に対してはきちっとした処遇改善をするということなのですけれども、

でも今まで働いていた職員については多過ぎたという、人員をきちっとしてこなかったという町

のそういう考えもありますが、今までそういうふうに働いてきた非正規の職員の方たちというの

は、本来会計年度任用のこの制度になったら処遇改善されて働くということでもあったわけです

から、それが首も切られて、仕事先はこれから委託でどうなるか採用もわからないとか、給料も

下がるかもしれないとか、そういうような状況にあるわけです。だから、ぜひとも求めたいのは、

町としてそういう雇用条件というのか、働く条件が絶対に悪くならないように最大限の努力して

いく考え、本人との合意に基づいて不利益なことにならないようにやっていくという、そういう

考えがあるのかお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 坂総務部長、少し整理して説明してやってください。お願いします。 

 坂総務部長。 

〇総務部長(坂 将樹君) 今首を切ってというお言葉出ましたけれども、非常勤職員については
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原則１年更新です。必ず１年間の状況を見て、次の年もその人員数が要る場合については継続し

て任用をする場合があるということで、大原則は１年ごとに更新するということですから、基本

的に首を切るだとかということでは考えてございません。 

それで、議長のほうから話がありましたので、もう一回ご説明させていただきますけれども、

今回会計年度任用職員に当たりまして、会計年度任用職員のあり方、それから役場の中の組織の

あり方、例えばグループをこことここと一緒に仕事ができないかだとかといういろんな調整をし

た中で、最終的にこれだけの人工数が要る。それで、そのうち民間にお願いすることによって、

経費も町直営でやるよりも下がる。それから、効率的に動けるものについては民間のほうに委託

に出しましょうと。それで、それ以外に会計年度任用職員として任用も来年度以降する方につい

ては、基本的には法で定まった期末手当の支給ですとか退職手当の加入ですとか、そういうもの

については条件に合った制度で任用をさせていただくという予定としておりますので、決して今

谷さんが言っているような形というふうには思っておりませんので、ご理解をいただきたいと思

います。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 質問の仕方が悪かったのかもしれませんが、私が先ほど言ったのは、委託

になっていくそういう方たちが本当にちゃんと給料を現給保障でやっていくとありましたが、働

く条件が悪くならないように最大限に町はやっていくのかということをお聞きしたのです。 

〇議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。 

〇総務部長(坂 将樹君) 当然これからその委託先というのは決めていくことになりますけれど

も、今考えておりますのはそこと十分調整というのでしょうか、協議をしながら、今谷さんが言

われたような条件についても当然現給保障、もし継続して勤めていただく、今いて継続して勤め

ていただく方については現給保障なり、そういう制度については十分協議をしながら進めていき

たいというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 谷君、委託の部分等は今後開かれる特別委員会のほうで議論していきます

ので、それを踏まえて質問してください。 

 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) まちづくりのことで１つ質問します。 

うちの町、今までちゃんとした人員のやってこなかったというのを繰り返し今お聞きしました

が、世界の中で、ＯＥＣＤの中で日本の公務員の数って本当に最低です。もともと日本の公務員

って少ないです。それで、今人件費減らすということを言っているのですけれども、人が減ると

いうことはマンパワーも減ると。北道議員も言いましたが、住民サービスの低下心配されるとい

うことと、あと災害、今100年に１度の災害が毎年のように起こっていますが、そういうときに全

国で公務員の数が少なくて、災害のとき十分な対応ができないということがあります。この間の

千葉の停電にしても水害にしても、迅速に対応したり、救援ができないということが起こってい

ます。やっぱりそういうような観点で、今適正な人員配置と言っているのですけれども、働く人

たちにとって本当に働きやすいというか、そういうように安心して働いて、若い人も住んでいけ

るというような、今こうやって人を切っていくのですけれども…… 

〇議長(福嶋尚人君) 谷君、もう一度考え直して      。 

〇10番(谷 園子君) そういうことを考えて、町長はどのように、今いろいろやっていますが、
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町長のお考えをお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。 

〇総務部長(坂 将樹君) 今災害のお話をされたので、基本的には災害に対応できるだけの体制、

これについては当然町としては考えていかないとならないと思っています。ただ、災害のためだ

けに職員が常にいればいいかというとそうではないので、あとは役場全体の中でどれだけ効率的

に動かすか、あるいは民間との協定の中で民間の事業者の方にも協力をしていただきながらその

対応していくということを考えていく、あるいは今いろいろ協力をいただくように我々もお願い

をしておりますが、自主防災組織ですとかそういうものを活用しながら、災害対応というのは全

般的にしていかないとならないというふうに思っていますので、その災害対応についてはそうい

うことであります。 

繰り返しになりますけれども、今回職員を切るというイメージよりも、今後の財政運営を考え

ると人口も減って、先ほど北道議員のときにもご答弁させていただきましたけれども、町税も減

っていくと思います。交付税も減っていく中で、それに見合った体制にしていくためにはどうい

うふうにしたらいいかというのを今回理事者からの指示もあって全庁で考えたのです。その中で

こういう形になりましたけれども、これを継続していくということになると、当然今まで一般財

源で対応していた事業を削っていかないとならないというふうに思います。それは、逆に解せば

今までの住民サービスを低下させるということにもつながりかねませんので、これについてはぜ

ひやる方向で町としては考えているということであります。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 本当に役場機能を落とさないように、住民サービスをちゃんとやっていく

ために今やっているというお話だったかと思いますが、ずっと町長にご答弁はしていただいてい

ないのですが、町民の方たちは病院、介護の問題でも新聞を見て初めて知ったとか、あといろん

な値上げがあったり、いろんなことがどんどん知らないうちに決まったりなんだり、知らないと

いうか、さっき議会にもあれしていると言いましたが、そういう中で不安、どうなっていくのか

な、この町はと。夕張なのかなみたいなことを言っている町民っているのです。町長に対しては、

やっぱり明るい絵を、今はこうだけれども、明るい未来の絵を示してほしいと。だから、今は我

慢してほしいとか、だから町民の皆さん今協力してほしいと、そういうものが欲しいというふう

な町民の声があります。最後に、そういう町民の声にどう応えるのかということで町長のお考え

お聞きしたいのです。 

〇議長(福嶋尚人君) 町長。 

〇町長(大野克之君) 谷議員からいろいろなご指摘があったところでございますけれども、私の

ところには明るい未来をどう描くのかというようなお話は一切聞かれたこともございません。今

大変だねと、町がこういう状態で大変だねという声は聞きます。そういう中で、端的に申し上げ

ます。今は耐えるときだというふうに思っています。いろんな改革、これは断固として進めてま

いります。これを進めなければ、この町の将来はないのかなと、それぐらいの危機感を持ってい

ろんな改革に取り組んでまいりたいというふうに思います。そういう中において谷さんがおっし

ゃるような例えば保証人の問題ですとか、あるいは今まで嘱託とか臨時職員、パートで働いてい

た方々の首を切るのかと、そのようなお言葉もあったわけでございますが、私は決して首を切る

とかそういうふうには思っておりませんし、坂部長もそういうことではないというふうに答弁し
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ているところでございますので、そういうことも私どもの中では十分協議をさせていただいて、

しかしこの道を進んでいかなければ新しいまちづくりはできないなというふうに考えているとこ

ろでございます。一定の改革が進めば、そのときには私一生懸命いろんなことができるのかなと

いうふうに期待しておりまして、それを目指して、これから改革を緩めることなく進めていきた

いというふうに思っているところでございます。当然議会の皆様からいろんな叱咤激励あるいは

批判もございましょうけれども、私の残された任期の中でできるものについてはきちっと措置し

てまいりたいというふうに考えているところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) これで質問を終わります。 

                                            

        ◎延会の議決 

〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。 

 本日の会議はこれで延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〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれで延会することに決定いたしました。 

                                            

        ◎延会の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) 本日はこれで延会いたします。 

 どうもご苦労さまでした。 

(午後 ４時２６分) 


