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    ◎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、15番、木内君、16番、城地君を指名

いたします。 

                                            

    ◎一般質問 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第２、一般質問を継続いたします。 

16番、城地君。 

〔16番 城地民義君質問者席へ〕 

〇16番(城地民義君) それでは、一般質問２件についてさせていただきます。よろしくお願いい

たします 

まず、日米貿易協定の関連でございますけれども、昨今発効が決まったという情報の中で、私

は今回はこの日米貿易協定の農業、あるいは第１次産業で農業、漁業、水産業等ございますけれ

ども、その他工業製品もございますけれども、今回につきましては本町にかかわる第１次産業の

重要な農業に関してのかかわる部分についてのご質問をさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

日米貿易協定の発効に伴いまして、関税削減の輸入品の農産物等の価格が大幅に下がることに

なっておりまして、本町のみならず国内農家、あるいは北海道の農家、先ほど言いました本町農

家の影響が多大なものというふうに考えておりますので、この件に関して次のとおり質問をさせ

ていただきますので、まず大まかな件名としていたしましては国際協定に対応した農業強化対策

への取り組みの検討をということでございまして、質問の趣旨につきましては、本町の農業のみ

ならず農業は環太平洋連携協定、いわゆるＴＰＰと日欧経済連携協定、ＥＰＡ、この２つの地域

貿易協定の枠組みに適用することが求められ、今日まで農家の方については苦悩をしているのが

現状であるというふうに私は認識しているところでございます。さらに、このたびの日米貿易協

定が来月、いわゆる新しい年の１月に発効されることになっており、この中では見ますと米は除

外されておりますが、牛肉などについては従前のＴＰＰと同じ内容の関税撤廃、削減が設定され

るなど農業への影響が懸念され、本町の生産者は影響ははかりかねておりますが、関係者の多く

は今後の影響を懸念しているところでございます。それで、以下現段階での次の点についてお伺

いをしたいと思います。 

ただいま申し上げました日米貿易協定発効による農業に与える影響の北海道の試算によります

と、農畜産物の生産減少額試算では371億円減少することから、北海道はこれに対応した体質強化

など基本的な施策を講じ、生産を維持、拡大していくことが重要として、北海道独自の生産基盤
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強化対策などを検討されているとのことでありますが、その想定される影響と対策の概要と、そ

してこれらにかかわる本町としての農畜産物品目別関連等の想定されます影響と対策についてお

伺いしたいと思います。 

２つ目、ただいま申し上げた国の関連にかかわります農業支援対策が述べられておりますけれ

ども、この農業支援対策の中でも和牛、それから乳用牛、畜産農家への補助要件について述べら

れておりますが、これらについての詳細について現段階での内容についてお伺いをしたいと思い

ます。 

それから、同じく国の農業支援策の中でも畜産クラスター事業でございますけれども、この補

助要件の緩和ということになっておりました。さらには、産地パワーアップ事業、これらについ

ての緩和ということになっておりますけれども、それ以外にその他の部分についての支援策、要

件について、いろいろ見ますと中小農家についての要件が非常に緩和されたというふうに書かれ

ておりますけれども、これらについての内容についてを細かく伺いたいと思います。 

４点目でございますが、国、道の支援対策を踏まえる中で、本町としての農家などの支援に向

けた農業強化対策として予算化への取り組みの検討についてお伺いしたいと思います。新聞報道

等の情報によりますと、もう既に国、道も含めて補正予算に向けて、それから新年度予算に向け

ては国が概要が設定されているようでございますけれども、これらについて特に補正予算の中身

についても現段階で町として考えていることについてお伺いをしたいと思います。まずは、この

点についてよろしくお願いしたいと思います。 

次、２点目でございますけれども、教育にかかわる部分でございます。平成31年度の、いわゆ

る令和、新しい年度の全国学力・学習状況調査の結果についてでございますが、この調査につき

ましては既に本年の４月18日に小学校６年生、そして中学３年生を対象に国語、算数、数学、英

語と、英語につきましては中学校でございますけれども、この教科に関する調査と生活環境や学

習環境に関する質問紙調査の内容となっております。今年度は、新たに中学生の英語についての

試験が加えられて実施されております。この調査の目的は、改めて確認させていただきますと調

査の目的は、１つとしては義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童

生徒の学力や学習状況調査を把握、分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図ると、

これが１つ目的となっております。２つ目でございますが、これらの取り組みを通じて教育に関

する継続的な検証改善サイクルを確立するということになっております。そして、最後の３点目

でございますが、それぞれの学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善に役立

てるとなっております。これらにつきまして調査結果につきましては、大まかではございますけ

れども、道教委の調査結果の取りまとめでは、詳細は別にいたしまして私が認識している点では、

全道では全国に比べて習熟度別指導などによる正答数の少ない子どもの割合が減少するなど改善

の傾向が見られる一方、全ての教科で全国平均に届いていない結果となっておると。これは、全

国、全道に比べてのことでございますが、これらについて授業の改善等の取り組みや学習状況や、

あるいは生活習慣の定着に向けた取り組みを一層充実させるというふうに道の見解になっており

ます。 

質問の趣旨でございますが、これらに基づきまして以下本町の状況についてお伺いいたします

が、１つ目として本町の学力・学習状況調査結果の概要についてお伺いしたいと思います。 

２点目でございますが、本町の学力調査の結果の各教科分析状況の概要と、それから全国、全
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道の正答率に比較して、これらについてをお伺いしたいと思います。 

最後でございますが、この調査結果による学力向上に向けた取り組みに関する本町の改善の考

え方についてお伺いしたいと思いますので、よろしくご答弁お願いいたします。 

以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〔農政課長 及川敦司君登壇〕 

〇農政課長(及川敦司君) おはようございます。城地議員からのご質問の国際協定に対応した農

業強化対策への取り組み検討をについてご答弁申し上げます。 

ご質問の１点目の日米貿易協定発効見込みに対応する北海道による影響の試算と対策の概要並

びに本町としての品目別の想定される影響と対策についてでございますが、農林水産省がまとめ

た日米貿易協定による農畜産物の生産額への影響試算を踏まえ、北海道としても本道の生産額へ

の影響について独自に試算をし、本年11月に公表されたところであります。この試算の概要でご

ざいますが、北海道での生産額が１億円以上の主要な農畜産物15品目で最大371億円の生産額減少

となっており、そのうち特に影響が大きい品目としては、牛乳、乳製品が223億円、肉牛が106億

円、小麦が22億円となっております。 

当町への影響についてでございますが、しずない及びみついし両農協の主要畜産物の販売高は、

軽種馬が約48億円、生乳が約8.8億円、肉牛の肥育牛になりますが、7.5億円となっております。

中でも最も販売額の大きい軽種馬への北海道による影響試算におきましては、外国産馬と国内産

馬の価格差が大きく、関税撤廃による外国産馬への置きかわりは生じないとされていることから

特段の影響はないものと見込んでおります。また、肉牛につきましても肉質面で競合する乳用種

や交雑種における価格低下を主な要因として想定しており、当町において生産されている黒毛和

牛への影響は限定的なものと考えてございます。しかしながら、酪農につきましては、先ほど申

し上げました牛乳、乳製品の減少額223億円は北海道全体の生産額の約６パーセントとなっている

ことから、単純にこの割合を当てはめた場合には当町における酪農への影響額は約5,000万円が生

産減少する試算となります。これら影響による対策についてでございますが、現在国や道の具体

的な支援策が示されていない状況にあることから、今後示される関連支援対策の詳細をもって関

係機関とともに対応してまいりたいと考えてございます。 

次に、２点目の国の農業支援対策の和牛、乳用牛畜産農家への補助要件についてと３点目の国

の農業支援対策の産業クラスター事業及び産地パワーアップ事業の補助要件緩和などその他支援

要件については、関連がありますので、一括して答弁させていただきます。さきの12月４日参議

院本会議での日米貿易協定の可決、承認により、政府は同日、国内農業等対策の指針となるＴＰ

Ｐ等関連政策大綱の改定案を示し、今後これに基づき関連予算が措置され、各種対策、施策が展

開されることとなります。今回示されました改定案における大きなポイントといたしましては、

これまでの国による大規模化、法人化への誘導から規模の大小を問わず意欲的な農林漁業者を支

援する方針とされており、当町のような家族経営主体の地域においては、有用な支援策が示され

るものと期待するものであります。それら内容の概要でございますが、中小家族経営支援を念頭

に置いた肉用牛、乳用牛の増頭増産への導入奨励金や施設整備補助、省力化機械整備補助による

生産コストの削減、機械導入等を支援する畜産クラスター事業の利用条件の緩和、産地パワーア

ップ事業の要件緩和や家畜排せつ物の処理の円滑化など、農林水産業の対策費として3,250億円程
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度の補正予算計上であり、今後具体的な補助要件等が示されるものと考えてございます。 

４点目の町としての農家などの支援に向けた農業強化対策として予算化への取り組みについて

でございますが、重ねての答弁となりますが、今後の国や道から示される正式な補助内容等を精

査し、町としての予算化への取り組みについて関係機関と協議してまいりたいと考えてございま

すので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇議長(福嶋尚人君) 片山管理課長。 

〔管理課長 片山孝彦君登壇〕 

〇管理課長(片山孝彦君) おはようございます。城地議員からご質問の大きな２つ目、平成31年

度(令和元年度)全国学力・学習状況調査の結果についてご答弁申し上げます。 

初めに、１点目の本町の学力・学習状況調査結果の概要についてと２点目の本町の学力調査の

結果の各教科分析状況の概要(全国全道比)については、関連がございますので、あわせてお答え

いたします。今年度当町では、小学校６年生が６校で175人、中学校３年生が３校で152人参加し、

調査を実施しております。今年度は、これまでの国語ＡＢ、算数ＡＢという知識を問う問題と活

用を試す問題から知識と活用の両面を問う問題形式に見直されたため、ＡＢの区分がなくなり、

さらに中学校では初めて英語が実施されました。その学力調査結果についてですが、序列化につ

ながるおそれがあることから、平均正答率の実数字は外部に公表しないこととしておりまして、

そのため町内と全国、全道との平均正答率の差を文言区分で表現し、お答えしたいと存じますの

で、ご理解願います。その文言区分につきましては、差が１ポイント未満であれば同様、差が１

ポイント以上３ポイント未満であればほぼ同様、差が３ポイント以上７ポイント未満であれば低

い、差が７ポイント以上あれば相当低いという表現になります。 

それでは最初に、小学校の状況ですが、国語は平均正答率で全国が63.8パーセント、全道が63パ

ーセントであるのに対して、当町は全国及び全道との比較においてともに相当低いという状況で

した。同じく算数では、全国が66.6パーセント、全道が64パーセントだったのに対して、当町は

全国との比較において相当低い、全道との比較においては低いという状況でした。また、中学校

の平均正答率ですが、国語は全国が72.8パーセント、全道が72パーセントであるのに対して、当

町は全国及び全道との比較においてともにほぼ同様という状況でした。同じく数学では、全国が

59.8パーセント、全道が58パーセントだったのに対して、当町は全国との比較においてやや低い、

全道との比較においてはほぼ同様という状況でした。同じく英語では、全国が56パーセント、全

道が54パーセントだったのに対して、当町は全国との比較においてほぼ同様、全道との比較にお

いては同様という結果でした。 

以上、平均正答率による全国、全道との比較についてご説明申し上げましたが、今年度の結果

からは、小学校では全国や全道との差が大きく、依然として厳しい状況にあるものの、昨年度よ

りはその差を縮めており、また中学校では全国、全道と比較して大きな差がなく、昨年度も前年

度との比較で改善傾向にありましたが、それが今年度も続いており、着実に学力向上の取り組み

の成果が上がってきている状況がうかがえます。 

次に、学習状況調査結果の概要についてでありますが、まずは小学校６年生対象の児童質問紙

調査の結果についてです。小学校では、全部で58問の質問が実施されましたが、幾つか特徴的な

ものについてご説明いたします。まずは、朝食の摂取率に関する質問についてですが、朝食を毎

日食べていると回答した児童は全国、全道に比べて少なく、全く食べないと回答した児童も全国、
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全道に比べて多い状況でした。次に、自分にはよいところがあると思いますかという質問に対し

ては、よいところがあると回答した児童の割合が全国、全道よりも10ポイント以上少ない状況で

した。また、先生がわかるまで教えてくれると回答した児童は、全国、全道よりも多い状況でし

た。いじめに関する質問では、いじめはどんな理由があってもいけないことだと思うと回答した

割合が全国、全道よりも多いという状況でした。平日の家庭学習時間に関する質問では、全く勉

強しないという児童はおりませんでしたが、全国、全道に比べ学校以外での学習時間が少ない状

況でした。最後に、読書に関する質問では、全国、全道に比べ平日の読書量は多く、読書が好き

な児童が多いという状況でした。 

続いて、中学校３年生対象の生徒質問紙調査の結果についてであります。中学生向けの質問は、

69問実施されましたが、小学校と同じ質問に関しまして結果をご説明いたします。まず、朝食を

毎日食べると回答した生徒の割合は、全国、全道に比べ約10ポイント少ないのですが、全く朝食

を食べないと回答した生徒の割合は、全国、全道に比べてやや少ない状況でした。次に、自分に

よいところがあると回答した生徒の割合は、全国、全道に比べ多いという状況でした。また、先

生はわかるまで教えてくれるやいじめはどんな理由があってもいけないことだと思うと回答した

割合は、全国、全道よりも多くなっております。次に、平日の家庭学習時間に関する質問では、

全く勉強しないという生徒はおりませんでしたが、小学校同様、全国、全道に比べ学校以外での

学習時間が少ない状況でした。最後に、読書に関する質問では、全国、全道に比べ平日の読書量

は少ないという状況でした。 

よって、児童生徒質問紙の結果からは、朝食摂取率や家庭学習時間などにおいて長年継続して

いる課題が見られるものの、自尊心などや教師のかかわり方などに関する質問回答からは改善が

見られる状況となっています。 

最後に、ご質問の３点目の調査結果による学力向上に向けた取り組みに関する改善の考え方に

ついてでありますが、学力向上に向けた取り組みといたしましては、学校における授業改善と各

家庭における家庭学習の取り組みが喫緊の課題であると考えます。このことから当町の主な学力

向上策としまして、１つ目にＩＣＴ機器を活用した主体的、対話的で深い学びの実現に向けた授

業改善の推進、２つ目に学校と家庭の協働による町内一斉の家庭学習強化週間等の取り組みを通

した家庭学習習慣の確立、３つ目に放課後学習サポート及び公設学習塾による補充的学習の実施、

４つ目に学力向上推進教師を中心とした標準学力検査及び全国学力・学習状況調査結果による課

題分析と改善策についての全小中学校間での連携した取り組み、５つ目として教職員に対する町

独自の研修会の実施及び先進地視察研修派遣等による教職員の資質、能力の向上などの各種施策

を展開しております。また、今年度は、全国学力・学習状況調査において全ての教科で全国平均

を上回るという大きな成果を上げた当町の中学校の取り組み成果を町内全ての小中学校に波及し

ていくことができるよう現在研修会等の実施を計画してございます。教育委員会といたしまして

は、これまでも創意工夫しながら、できることから取り組みを進めてきてございますが、引き続

き粘り強く学力向上策の推進を図ってまいりたいと考えております。 

以上、ご答弁といたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 答弁ありがとうございました。 

それでまず、農業のかかわる部分で何点か質問させていただきます。先ほどご答弁されており
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ました米については、新聞報道の数字ですけれども、先ほどの答弁でも本町のお米にかかわる部

分についての影響は、今回の国際協定にかかわる部分についてもほとんどの影響がないというこ

とになっておりますけれども、それはそれとして影響がないのはいいのですけれども、昨今の国

の方針によると、国の政策も非常にアンバランスだと私個人的には思うのですが、米余りの状況

になってきたからいわゆる高品質の作物、園芸作物というのか、そういうものにシフトしていく

ことの水田の別のメニューでやっていくと。それから、あわせてこの日高ではあまり関係ないと

思いますが、しかしながらお米の減産になるとすれば道東にかかわってくる、道北にかかわって

くる小麦だとか大豆のほうへの水田の転換をするというふうに言ってきているのです。それで、

本町の農業の形態については、あまり大豆とか小麦とかそういったものはないのですけれども、

園芸にかかわっている部分については、本町は花きとかいろんな面で非常に評価ある農業経営を

されているからそれはいいとしても、私の言いたいのは減反をさらに国が進めるというような、

いわゆる日米協定にかかわってだと思うのですが、この方針についてはどういうふうに現段階で

考えているのか、その点についてお伺いしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〇農政課長(及川敦司君) まず、米の関係でございますけれども、今回の日米貿易協定に関しま

しては米は除外ということで、当町の影響はないというふうに考えております。今ご質問のあり

ました当町の米の今後のあり方というようなことでございますけれども、当町の米については、

やはり転作がどんどん、どんどん進んできておりまして、ここ数年一気に米が作付が少ないとい

う状況でございます。それで、稲作農家振興会に関しましてもこの米を何とか維持しようという

ことで、それぞれしずない農協におきましては特栽米といった万馬券というようなプライベート

ブランド、みついしにおきましてはトキノミノルというようなプライベートブランドをいかに維

持していくかということで、今いろいろ対策を打っているというような状況でございます。我々

としても当然減反は進んでいくというふうには考えておりますけれども、やはり地元産米という

ことで、稲作農家のつくるものをいかに維持していくか、そこら辺は農協、生産者とともに意見

を聞きながら対策を打ってまいりたいなというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) わかりました。 

それで、次ですけれども、先ほどの答弁で本町の農業にかかわる軽種馬の関係ではほとんどな

いということなのですが、確認の意味なのですが、本町の農業にかかわる軽種馬のその生産額と

いうのは非常に大きなもので重要なものというふうに考えておりますけれども、この合意の概要

を見ますと妊娠馬の関税が１頭当たり340万、これを即時撤廃、これはＴＰＰと同じなのですけれ

ども、妊娠馬は今のとおり。それから、競走馬の関税についても340万については段階的に15年目

に撤廃するというようなことで、低い価格での軽種馬の輸入に対してセーフガードを措置すると

いうことで、これもＴＰＰと同じ内容になっておりますけれども、想定される影響については特

段の影響はないというふうには考えておりますけれども、外国産馬と国内産馬の価格差は、私は

あまり詳しくありませんが、大きいというふうに認識しておりますけれども、この関税撤廃によ

る外国産馬の置きかえというのですか、かかわりについて、本当に永続的に、今後15年目にこう

いう撤廃という手続になると思うのですが、本当に特段の影響がないというふうに本町における

各農家の軽種馬生産者に認識されているというよりも、今後そういうことは心配ないということ
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で何かあったときには理解をさせるという方向でいくのがベターなのか。もちろん軽種馬協会と

か大きな団体がございますから、そちらではしっかりやっていると思うのですけれども、町とし

ての認識について、とにかく心配ないのだということでよろしいのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〇農政課長(及川敦司君) 軽種馬の関係でございますが、先ほど議員おっしゃられたように妊娠

馬については来年即時関税撤廃と。そして、通常の競走馬につきましては、15年後には関税が撤

廃されるということで、現在関税がどれぐらいかかっているのかと申し上げますと、１頭当たり

340万円の関税がかけられているという状況です。それで、道の試算で影響がほとんどないという

ような試算の根源には、外国産馬と国内産馬の価格が非常に格差があるということで、仮に外国

産馬2,000万円導入するとなると、関税撤廃されると1,600万ほどの金額で取引をするというよう

なことになります。ですから、今考えられているのは、関税撤廃されてもそこまで大きい金額で

導入する方はいないのではないのかというような想定がされているということで、現在そのよう

な試算がされているというふうに考えております。ただ、私どもも町内、日高管内も含めて外国

産馬がどれぐらいの頭数がどれくらいの金額で導入されているのかというところまでがちょっと

今把握していない状況でございますので、今後そこら辺も含めて日高軽種馬農協とここら辺の関

税削減、撤廃についてどのような影響があるのかというのも含めて調査、意見交換してまいりた

いというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) わかりました。 

それで、とにかく日高は軽種馬が管内、本町のみならず非常に大きな生産ウエートを占めてお

りますけれども、道の試算なんかを見ると、この数字を見ますと今の段階では、今はアラブとい

うのはいないと思いますけれども、サラブレッドが約7,070頭ぐらいいて、その産出額というのが

477億という数字出ておりますけれども、今後も本町の軽種馬農家においては堅実な経営をされる

と思っておりますけれども、このあたりは今課長言うように注視して、町としても多くの団体と

連携しながら、軽種馬生産者の経営安定化のために連携を図っていくということが必要だなとい

うふうに考えておりますけれども、これはこれでいいですけれども、次ですが、この日米貿易協

定の中で牛肉の関税が39.5から15年目に９パーセントぐらいに下がっていくのです。これに伴っ

て、今回国は大幅な予算等も含めて緩和措置をされているのだというふうに考えておりますけれ

ども、これは本町にとっても、農家数はそんなにはないかと思いますけれども、しかしながら多

くの農家にも関連してくると思いますけれども、これにかかわって国は和牛も含めて、それから

肉用牛、ホルスタイン関係も含めて１頭当たり30万円を補助するというふうにうたっておりまし

て、特に先ほど課長さんが答弁しておりましたように中小農家に対しての、小規模農家に対して

の条件を緩和して、特に繁殖雌牛の導入には国も力を入れるのだというふうになっておりますけ

れども、これにかかわって本町の今現在の和牛にかかわっている農家戸数と頭数、おおむねでい

いのですけれども、それといわゆるホルスタイン系統の関連の牛肉にかかわる部分の農家戸数、

頭数について、おおむねわかればそれについて、それと20万円ですか、この補助についてはそれ

の多分補助要綱で規定されてくると思うのですけれども、これらについてもしわかれば。 

〇議長(福嶋尚人君) 森宗農政課主幹。 

〇農政課主幹(森宗厚志君) 酪農家と肉用牛農家の戸数と頭数ですけれども、まず酪農家ですけ
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れども、静内地区、しずない農協管轄の一般農家さんで18戸、そのほかにしずない農協としては

農耕と家畜改良センターの生乳を受託、出荷しているような形でございます。あと、みついし農

協の酪農家の戸数ですけれども、28戸でございます。あわせて新ひだか地区で28戸というような

形でございます。頭数のほうは、ちょっと今押さえている資料ございませんけれども、生乳の生

産量合計になりますけれども、約9,800トンというような形でございます。 

あと、肉用牛の関係ですけれども、まず育成農家です。繁殖農家ですけれども、みついし農協

が50戸で、年間の育成出荷頭数が797頭という形でございます。しずない農協の育成農家戸数が

27戸でございまして、生産出荷頭数が880頭、新ひだか町地区合わせまして77戸の1,677頭という

ような形でございます。 

それから、肉用牛の肥育農家ですけれども、こちらは三石地区のみとなりますけれども、生産

戸数で和牛センターも含めまして13戸でございます。それで、そのうち出荷頭数575頭でみついし

農協の取り扱いとなっておりますけれども、こちらは町外も含めておりますので、そのうちの約

６割、577頭のうちの約６割が三石町分の出荷というような形になってございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) わかりました。 

今回の日米協定に伴う厳しい農家の経営者にとっては大変だと思うのですが、なかんずく本町

においては先進的に町が和牛センターを町営でする中で、農家の経営安定化のために今日までし

っかりやっていることによって、今回このように国際的な対応にかかわる非常に農家にとっても

大変な時期になりますけれども、なってくるのではないかと思いますけれども、本町としては和

牛センターを核として、一層町としての指導力を発揮して、よりよい農家の経営安定化に向けて

いただきたいなというふうに考えております。 

それから、次でございますけれども、先ほど説明ありました地域の酪農業者の連携で効率化を

目指すいわゆる畜産クラスター事業、これが今回の日米協定の中で中小や家族経営の農家に対し

ても施設や機械の導入による補助金の支援をすると。非常に受けやすくなることになると思うの

ですが、多分活用がされることによってさらなる設備投資によって本町の農業の安定化に向けて

いけるのでないかと思いますけれども、これについてですが、今日まで従前のいわゆる畜産クラ

スター事業、パワーアップ事業も含めて何件ぐらいあったのかという考え方と、もしこれだけ中

小の関係で農家がさらに支援を受けて経営をできるような、設備投資も補助を受けてやれるとす

れば、今の段階では前向きにとらえていいのかどうか、現在の見解を簡単にでいいのですが、教

えていただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〇農政課長(及川敦司君) まず、畜産クラスター事業のこれまでの当町の導入関係でございます

が、平成28年度から今年度までの４年間で毎年度実施してきているところでございます。この畜

産クラスター事業は、機械導入事業と施設の導入事業の２つに大きく分かれるわけでございます

が、当町におきましては機械導入事業、いわゆるロールベーラーですとかラッピングマシンなど

の牧草の収穫機械、そしてマニュアスプレッダーなどの堆肥の調整機械、こういったものの導入

をこれまで４年間やってきておりまして、両農協の組合員、農家合わせまして30戸で59台の機械

を導入しているところでございます。事業費としましては約2,000万ほどで、補助金としましては

9,500万程度の補助金をいただいて導入してきているところでございます。 
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そして、今後この畜産クラスター事業の要件緩和ということがうたわれております。それで、

まだ具体的な中身までは示されておりませんけれども、我々としてはこの要件緩和に伴いまして、

今まで対象とならなかった農家さんができるのかなというふうにも考えておりますので、ここら

辺につきましては農協を通して農家さんの意向を踏まえて、要件に合えばそれは手を挙げていき

たいなというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 制度の活用によって農家が経営安定化ができるということは、行政として

も当然農家、農協等との連携の中でやっていかなければならないと思いますけれども、そのあた

りこれからの対策、対応になると思いますけれども、よろしくお願いしたいなと思っております。 

それであと、本件について特にあれなのですが、あとこのたびの日米貿易協定、今までのＴＰ

Ｐも全てですけれども、農家の経営安定化に向けた行政的な農協も含めたいろんな連携というの

は、こういった場合は組織的には今までやっていると思うのですが、新たに国際的に厳しくなっ

て、農家も紆余曲折で悩んでいる方も非常に多いのです。ですから、的確に指導していくのは農

協の務めだと思いますけれども、今後ますます国際化になってきますと、町と農協、そして関係

団体とのしっかりした協議の中で、農家に少しでも多くこれらの活用してもらうものも含めて経

営安定化に向けてというのが町の役目だと思うのですが、そのあたりのところ、今後においての

国際協定に基づく厳しい時代になってくると思うのですが、新たな展開で実際に一線で働くのは

農家ですから、そのあたりの対応というのか、取り組みについて、もし今の段階であればお聞き

したいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〇農政課長(及川敦司君) 今後の農業者に対する助成関係だというふうに思います。まず、今回

の日米貿易協定ですとかＴＰＰ関係で、これは本当に国際レベル、国政レベルということで、今

回国が補正予算を上げて、いかに国内の農業を守るか、これから国内の農業をどう維持していく

かというようなことで予算措置しているものであります。私ども考えるのは、今のこの国際情勢

の段階ですので、国内の消費動向がどうなっていくのかというところを見ながら、国がまず対策

を打っていかなければならないというふうに考えております。それで、国が農業者に対する所得

保障の部分ということでいろいろな対策を打って、さらに道がそういった対策を打っていく中で、

では町としてどのようなことができていくのかというふうになろうかというふうに考えておりま

す。今回は国際情勢の中での本当に国政レベル、世界レベルの話になるのですが、当町としては

基本的には産業奨励事業というような形で、どちらかというと町としても何を振興していくかと

いうような部分で、今まで補助制度をつくってきているというふうに考えておりますので、今回

この日米貿易協定等の影響も踏まえて、国、道の動向も踏まえて、農協と意見交換をしながらや

っていきたいなというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) よろしくお願いいたします。 

それでは、次の教育にかかわる部分ですが、全国学力・学習状況調査についてでございますが、

いろいろ課長さんのほうからご答弁ありましたけれども、全国に比べて全道は、道教委ではまだ

まだという評価になっており、先ほどのご答弁では本町としても少しずつ改革され、改善の向き

があると。そしてさらに、最後のところのご答弁でありました本町の学校の中でも非常に学力向
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上に向けての取り組みによって改善されてきているのだと。それをもとにして、そういった学校

を一つのモデルにして、さらに新ひだか町の小中学校の学力向上に向けて提携しながら一層改善

していくのだと、こういうことだと思うのですが、それで何点かというか、そんなに多くは聞き

ませんけれども、何といっても子どもたちの家庭での学習等もそうですけれども、学校の教員の、

立派な先生ばかりだと思うのですが、やっぱり質の向上という面からすると研修をすることが大

事だと思いますし、そしてまた研修もいろんなメニューでやっているということでございますけ

れども、私が記憶している頭にある中では、北海道教育委員会の先生方に対する指導、研修とい

うメニューがたくさん道教委でつくられているのです。前に質問したときには、髙野教育長さん

もいろいろお話ししてくれていたと思うのですが、令和元年度、道教委の先生方の学力向上と言

ったら失礼になるかもしれませんが、学力向上、質の向上、教員の質の向上のために北海道学力

向上推進事業の中でも授業改善サイクルの確立で各校に対する考え方、配置とか、あるいは授業

改善等の支援だとか、それから主体的、対話的で深い学びの推進事業とか、それから学力向上に

関する総合実施事業と、いろいろラーニングとかありますけれども、この中で今現在本町で道教

委と協議しながら、先生を受け入れたり、あるいは研修に行かれているという事業内容が今の段

階でもしわかりましたら、現在ではこういう取り組みをしているのだということがあれば、概略

でもいいのですが、まず教えていただきたいのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 片山管理課長。 

〇管理課長(片山孝彦君) 今の城地議員からおっしゃられたその事業なりは、多分道教委の指定

事業ということで、我が町で取り組んでいる取り組みであります。おっしゃるとおり、授業改善

推進チーム活用事業、これについては町内の学校と町外の学校の先生が連携して、巡回して授業

をするというようなことで、教職員の資質の向上につなげると。あと、北海道学力向上推進事業、

これも町内の学校で取り組んでおりますし、主体的、対話的で深い学びを実現する校内研修イノ

ベーション事業ということもやっております。そういったことで取り組んでいる中で、先生個々

人の資質、能力の向上につながるもの、それと学校として学校力といいますか、全体として校内

研修が進められるものということで、道の事業を活用しながらその点は、期限もありますけれど

も、大体年度単位で２年から３年の事業というのが主ですけれども、そういった中で取り組みを

しておりますし、また新たに道教委のほうから指定事業等が示されましたら、その中で当町にお

いて有用なものというか、必要なものについては積極的に取り組むという形でこれからも進めて

いくつもりでございます。ということでよろしいでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) いわゆる学力調査は、一概に今回の小学校、算数、国語、中学、数学、国

語、英語で、少ない教科での学力が全国、全道、本町ということに評価するというのも私も一概

にそれが教育活動の一つの評価というふうには考えていないのです。考えておりませんし、違っ

た面での学力向上のあり方というのはあると思いますけれども、いずれにしても国がやっている

学力調査ですから、これを標準としてプラス面、マイナス面は改善していかなければならないと

思いますけれども、それとただいま申し上げた件にあわせて、この中で、前にも聞いたのかわか

りませんけれども、今後学力向上のために、広域人事の関係にかかわってくると思うのですが、

要するに学力テストの中でいろいろ先生方の質の向上の中でかかわるかどうか別にして、平均年

齢の高い管内と先生方の平均年齢の低い地域を有する管内との教職員の広域人事によって、少し
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でもお互いの先生方の交流によって改善策の一つの方法だというふうにうたわれているのです

が、このあたりのところも私は一つの人事にかかわっての部分の教育の改善の一環にはなるので

ないかと思いますけれども、それとあわせて教員の人事異動は日高振興局あるいは胆振振興局、

近いところの先生方の異動が基本になっているかと思いますけれども、こういう時代ですから札

幌圏、石狩教育局のエリアの中までも、これだけの交通機関が発達して、アクセスが発達した段

階の中で、そういった人事も大切なのかと思いますけれども、これは人事のことですから口挟む

べきことではないですけれども、こういった部門での人事の交流によって学校の質の改善という

ふうな考え方は持っていると言ったら変ですけれども、そういう方向性は全道的にどうなのでし

ょうか。もしわかれば教えて。 

〇議長(福嶋尚人君) 片山管理課長。 

〇管理課長(片山孝彦君) 教職員の人事ということに関しましては、城地議員もご承知のとおり、

道教委の管轄でございまして、ただ、今おっしゃられた広域人事ですとかそういった制度という

のは、現在も道教委のほうで進められているものということで承知はしておりますが、実際現在

うちの町にその方が希望された方、またそういうことで日高管内に来られる方がうちの町に来る

かどうかというのは、それもまた我々もちょっと承知できないところではありますが、一応道教

委の事業の中でそういうことがあって、期間を決めてそういったような人事調整はされるという

ことで認識しております。それ以上はちょっと言いようがないかなと思っております。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) それでは、教育ですから、難しいことが多いかと思います。最後になりま

すけれども、私が今回の学力向上に関する学力テストの結果で北海道のレベルでの評価というも

のがちょっとありましたので、なるほどなと思ったのです。ですから、これは本町にも該当する

のではないかなと思いますけれども、全国の学力・学習状況のこの目的の一つには、指導上の課

題を把握、分析して改善、充実を図ることであると。これはそのとおりなのですが、指導の際に

はただ単に教師の思いだけで指導の改善を進めても効果は上がりませんと。主体的、対話的で深

い学びの実現に向けた授業改善を通して、児童生徒が自分の学びの変容を見取り、みずからの学

びの高まりを自覚できるようにすることが大切だと。その点北海道における特徴的な課題の一つ

は、児童と生徒と教師の意識の差があるというふうに、これは北海道教育大学の今回の学力テス

トにかかわるコメントでございますけれども、なるほどなと思っていますけれども、これらにつ

いて先生ばかりがどうこうということではございませんけれども、基本は私も教師の力量だと思

いますので、本町の教育委員会も指導的立場で先生方の、子どもたちへの学力向上のために一生

懸命努力されていると思いますけれども、一層の学力向上の対策をさらに推し進めていただけれ

ば、先ほど課長さんがご答弁された段階的にさらに全道、全国に近づいたよりよい成果が上がっ

ていくのではないかというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと言ったら変です

けれども、子どもたちのために頑張っていただきたいということをお願い申し上げまして、質問

を終わらせていただきます。 

 以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。 

休憩  午前１０時２８分 

                                            



 

 － 12 － 

再開  午前１０時３９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。 

15番、木内君。 

〔15番 木内達夫君質問者席へ〕 

〇15番(木内達夫君) それでは、通告に従いまして、私は下水道事業、それから簡易水道事業の

２点につきまして一般質問をさせていただきます。 

町長は、町政執行方針の町政に臨む基本姿勢、この中で各種取り組みに必要な財源を確保する

ための財政の健全化に重きを置いて取り組んでいくと。それから、基本姿勢の町政運営の透明化

では、恒常的な赤字負担等が生じている特別会計、企業会計の透明化と、その経営改善を図るべ

く具体的な対応策について協議検討を進めるというふうに述べております。介護サービス事業特

別会計、それから病院事業会計、これにつきましては11月の１日の全員協議会におきまして町か

ら両事業の経営改善基本方針の説明を受けておりまして、現在議会では町からの基本方針に対し

まして、全員による特別委員会を設置して審議しているところでございます。下水道事業、それ

から簡易水道事業につきましても２年連続赤字決算ということで、大変厳しい事業運営となって

おります。両事業に対する町の考え方、あるいは課題等につきまして何点か質問をさせていただ

きます。 

まず、１点目の下水道事業についてであります。新ひだか町の下水道は、静内地区の公共下水

道、それから三石地区の特定環境保全公共下水道となっております。現在静内地区では、入船地

区の下水道工事が進められております。三石地区は、平成28年度の歌笛地区ですか、歌笛地域を

最後に整備が完了しているところでございます。このような中で事業会計の収支を見ますと、平

成29年度からは一般会計からの基準外繰入金が一部なくなったことによりまして、２年連続で収

支不足となっておりまして、繰り上げ充用による決算処理を行っております。繰り上げ上充用に

よる決算処理には限界がありますので、早急に経営改善をしなければ会計が破綻するということ

になるものと考えております。そこで、次の５点につきまして伺いたいと思います。 

１点目に、町長は２年連続で赤字決算となっております下水道事業会計の経営改善策について

どのように考えているのかを伺いたいと思います。 

２点目に、平成30年度収支決算について、公共下水道と特定環境保全公共下水道別にどのよう

になっているのかを伺いたいと思います。 

３点目に、今回の議会で下水道条例等の一部を改正する条例制定が提案されております。公共

下水道と特定環境保全公共下水道別にどの程度の収支改善が見込まれているのか伺いたいと思い

ます。 

４点目に、下水道使用料及び受益者負担金分担金につきまして、過去３年間における収入未済

額の推移とそれに対する収納体制及び滞納整理をどのように考えているのかを伺いたいと思いま

す。 

５点目に、過去３年間における下水道水洗化率の推移について、静内処理区と三石処理区別に

どのようになっているのか。また、平成30年度末における下水道への未接続件数についても処理

区別にどのようになっているのかを伺いたいと思います。 

次に、２点目の簡易水道事業であります。簡易水道事業につきましては、三石地区を給水区域
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といたしまして生活用水を供給しております。下水道事業と同様に２年連続で赤字決算となって

おり、大変厳しい事業運営となっておりますので、経営改善に対する考え方、あるいは今後の会

計処理等について何点か質問をいたします。 

１点目に、町長は２年連続で赤字決算となっている簡易水道事業会計の経営改善策についてど

のように考えているのかを伺いたいと思います。 

２点目に、経営改善のためには料金収入の確実な収納と収入未済額の縮減が必要であるという

ふうに考えております。過去３年間における収入未済額の推移と、それに対する収納体制及び滞

納整理をどのように考えているのか伺いたいと思います。 

３点目に、町長は執行方針で地方公営企業法の適用や水道事業との統合について協議検討を進

めるというふうに述べております。どのような検討を行っているのかを伺いたいというふうに思

います。 

以上、２項目について質問いたしますので、ご答弁をよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 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) 木内議員ご質問の下水道事業についての５項目と簡易水道事業に

ついての３項目についてご答弁させていただきます。 

まず、下水道事業についての１点目、２年連続で赤字決算となっている下水道事業会計の経営

改善策についてどのように考えているかでございますが、下水道事業特別会計の決算におきまし

て、平成29年度は4,392万4,000円、平成30年度は単年度で１億7,711万1,000円、累積で２億2,103万

5,000円の収支不足となり、それぞれ翌年度の収入から繰り入れ充用を行ったところでございま

す。経営改善策につきましては、これまでも水道課と下水道課の統合、勤務場所を１カ所に集約

したことによる業務の効率化と人員の縮減、借換債及び補償金免除繰上償還制度の活用による利

子支払い額の縮減、下水処理発生汚泥の有効活用による汚泥処理運搬費用の縮減、その他施設管

渠の長寿命化によるライフサイクルコストの抑制、処理場外灯の点灯時間の短縮及び場内の節電

による電気料の抑制、同種委託業務等の合併合算発注によるスケールメリットを生かした経費の

縮減などを行ってきております。収入の確保につきましては、水道とあわせ料金未納者への給水

停止処分などによる収納率の向上を初め、下水道未接続者への戸別訪問、接続依頼による水洗化

率の向上、下水道処理施設一般公開や上下水道パネル展、施設見学の受け入れ、小学校等への出

前講座を行い、町民の皆様への下水道に対する意識の高揚を図っております。 

今後につきましても、より一層事業経営を意識した経費の縮減と収入の確保に努めながら、収

支不足を縮減、解消できるように経営改善に取り組んでまいりたいと考えるところでございます。 

続いて、下水道事業についての２点目、平成30年度収支決算について、公共下水道と特環保全

公共下水道別にどのようになっているのかでございますが、まず公共下水道から歳入歳出別に大

きな項目ごとに1,000円単位で決算額を申し上げますと、公共下水道の歳入につきましては、受益

者負担金等で350万3,000円、下水道使用料２億7,440万7,000円、国庫補助金4,516万8,000円、一

般会計繰入金のうち繰り入れ基準分が２億5,039万6,000円、基準外が1,699万1,000円、日高中部

衛生施設組合及び新冠町からの公共下水道使用負担金が6,418万1,000円、下水道債が2,760万円、

その他の収入が89万9,000円で、歳入総額が６億8,314万5,000円でございます。 

歳出につきましては、一般管理費6,024万7,000円、施設管理費１億6,185万9,000円、建設改良
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費１億1,784万円、地方債の償還元金４億3,679万円、償還利子7,939万9,000円、一時借入金利子

１万5,000円、平成29年度への繰り上げ充用金2,062万円、災害復旧費59万4,000円で、歳出総額８

億7,786万4,000円でございまして、収支不足額１億9,421万9,000円でございます。 

次に、特定環境保全公共下水道の歳入につきましては、受益者分担金194万円、下水道使用料

3,837万4,000円、国庫補助金291万6,000円、一般会計繰入金のうち繰り入れ基準分が１億1,376万

5,000円、基準外が１置く2,678万8,000円、下水道債が100万円、その他の収入が５万8,000円で、

歳入総額２億8,484万1,000円でございます。 

歳出につきましては、一般管理費194万3,000円、施設管理費6,151万4,000円、建設改良費1,515万

6,000円、地方債の償還元金１億8,081万7,000円、償還利子2,892万3,000円、繰り上げ充用金

2,330万4,000円、歳出総額３億1,165万7,000円でございまして、収支不足額2,681万6,000円でご

ざいます。 

続いて、下水道事業についての３点目、下水道条例等の一部を改正する条例制定が提案されて

いるが、公共下水道と特定環境保全公共下水道別にどの程度の収支改善が見込まれるのかでござ

いますが、平成29年度の下水道使用水量及び収納率の実績をもとに現行の使用料と改定率の使用

料を比較した場合、消費税を10パーセント、収納額ベースでは公共下水道使用料で約5,144万円、

特定環境保全公共下水道使用料で約724万1,000円の収入の増加見込みとなります。 

続いて、下水道事業についての４点目、下水道使用料及び受益者負担金分担金について過去３

年間における収入未済額の推移とそれに対する収納体制及び滞納整理をどのように考えているの

かでございますが、下水道使用料の過去３年間の現年分収入未済額の推移につきまして、まず公

共下水道分が平成28年度では601万1,170円、平成29年度では551万3,570円、平成30年度では535万

3,190円です。次に、特定環境保全公共下水道の収入未済額は、平成28年度は27万4,490円、平成

29年度は52万4,600円、平成30年度は75万9,640円です。受益者負担金の収入未済額につきまして

は、平成28年度は５万700円、平成29年度はゼロ円、平成30年度は２万9,440円です。受益者分担

金の収入未済額につきましては、平成28年度は６万円、平成29年度は19万円、平成30年度は12万

円でございます。 

現在の収納体制につきまして、まず下水道使用料は水道料金とともに請求しているものであり

ますので、収納業務も上水道、簡易水道、下水道ともに上下水道課で対応しておりますが、三石

庁舎におきます窓口対応、一部徴収業務などにつきましては、三石庁舎の地域振興課の協力を仰

ぎながら対応しているところでございます。受益者負担金分担金につきましては、当初納付書の

発付を上下水道課で行いまして、その後の収納状況のシステム登録、口座振替依頼を税務課で行

い、滞納者への督促状、催告書の発付や戸別訪問などの対応を上下水道課で行っております。 

滞納整理の考え方につきましては、受益者負担金につきましては都市計画法第75条第５項の規

定で国税滞納処分の例により対応する公債権であり、また下水道使用料及び受益者分担金につき

ましては地方自治法第231条の３第３項の規定で地方税の滞納処分の例により処分する公債権で

ありますことから、各規定に従いまして督促、催告を行い、収入未済額の縮減に努めているとこ

ろでございます。 

続きまして、下水道事業についての５点目、過去３年間における下水道水洗化率の推移につい

て静内処理区と三石処理区別にどのようになっているのか、また平成30年度末における下水道へ

の未接続件数について処理区別にどのようになっているのかでございますが、まず新ひだか町全
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体の水洗化率の過去３年間の推移から申し上げますと、平成28年度末で84.4パーセント、平成29年

度末で85パーセント、平成30年度末で85.9パーセント、次にその内訳といたしまして、静内処理

区では平成28年度末で85.5パーセント、平成29年度末で85.1パーセント、平成30年度末で86パー

セントでございます。次に、三石処理区は、平成28年度末で78.3パーセント、平成29年度末で84.5パ

ーセント、平成30年度末で85.1パーセントでございます。 

また、平成30年度末の下水道未接続件数でございますが、例年戸別訪問を実施している未接続

の一般家庭や事業所等を含む件数といたしまして、静内処理区は606件、三石処理区は211件でご

ざいます。 

次に、簡易水道事業についての１点目、２年連続で赤字決算となっている簡易水道事業会計の

経営改善策についてどのように考えているのかでございますが、簡易水道事業特別会計の決算に

おきまして、平成29年度は986万1,000円、平成30年度は単年度で1,267万1,000円、累積で2,253万

2,000円の収支不足となり、それぞれ翌年度の収入から繰り上げ充用を行ったところでございま

す。経営改善につきましては、単年度で収支の均衡がとれるようにすることが原則でございます

が、平成30年度決算をもとに単年度収支を計算しますと、昨年度突発的に発生した第２地区配水

管漏水対応に関係する費用及び収入の減の影響を除外しますと、約289万円の余剰金があったもの

と試算しており、本年度も現時点での決算見込みでは収支不足とはならない見込みであることか

ら、簡易水道事業におきましては引き続き経費削減と収入確保に取り組んでいくとともに、収支

等の推移や水環境の諸条件の変化に注意しながら、安定した経営のため研さんに努めてまいりた

いと考えておりますので、ご理解を願います。 

簡易水道事業についての２点目、経営改善のためには料金収入の確実な収納と収入未済額の縮

減が必要であると考えているが、過去３年間における収入未済額の推移とそれに対する収納体制

及び滞納整理をどのように考えているのかでございますが、簡易水道料金の過去３年間の現年分

収入未済額の推移につきまして、平成28年度は44万4,070円、平成29年度は80万8,190円、平成30年

度は99万5,350円でございます。 

収納体制につきましては、下水道事業に関するご質問への答弁内容と同様でございまして、滞

納整理の考え方につきましては、水道料金は民法の規定による私債権でありますので、本年４月

１日から施行されております債権管理条例の規定に従いまして、適正に処理していきたいと考え

てございます。 

続いて、簡易水道事業についての３点目、地方公営企業法の適用や水道事業との統合について

どのような検討を行っているかでございますが、平成31年１月25日付の総務大臣通知、公営企業

会計の適用のさらなる推進について及び同日付総務省自治財政局長通知、公営企業会計の適用の

推進に当たっての留意事項についてにより、人口３万人未満の市町村の簡易水道事業について平

成31年度から令和５年度までの５年間で公営企業会計に移行することが必要であることとの国の

方針が示されたところでございます。これを受けまして、現在法適化することによりますメリッ

ト、デメリットを考察した上での法適化の可否、法適化しようとした場合の水道事業と簡易水道

事業との統合の適否及びその方法、法適化に係る費用などの検討を進めるため、今年度につきま

しては担当職員が講習会などに参加し、必要な知識を深めるとともに、不明な点が発生する都度

日高振興局等に対し問い合わせを行っているところでございます。今後役場内部や理事者との協

議を行い、一定の方向性についてまとまりましたら、できるだけ早い時期に所管の常任委員会な
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どで説明させていただきたいことと考えてございますので、ご理解願います。 

以上、答弁とさせていただき、 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 一通りご答弁をいただきまして、ありがとうございます。それでは、何点

か再質問をさせていただきます。 

まず、下水道事業でございますけれども、答弁の中で収支不足、これについて単年度でござい

ますけれども、平成29年度が4,392万4,000円、30年度で１億7,711万1,000円という収支不足とな

っているということでございます。当然令和元年度の予算でも基準外の繰り入れはしておりませ

んので、そういう面では、そういう意味では令和元年度の決算でも収支不足になるというふうに

私は思っております。どの程度の収支不足になるのか、見込み額わかれば教えていただきたいと

思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 桂田上下水道課長。 

〇上下水道課長(桂田達也君) ただいまのご質問でございますけれども、下水道事業特別会計に

つきまして、平成29年度、平成30年度の状況を鑑みまして基準外の繰入金を考えないことでいい

ますと、約２億円を超える程度の収支不足が見込まれると考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 約２億円を超えるという答弁いただきました。 

それで、30年度までの累計で２億2,103万5,000円、それプラス２億円ですから４億2,000万以上

になるというふうに、収支不足累計でそうなるというふうに思われるわけです。そこで、令和２

年度の予算を考えてみますと、答弁でもありましたけれども、使用料の一部改正、これが認めら

れますと公共下水道で約5,144万、それから特環で724万1,000円ですから約5,868万円の収支改善

効果があるということになっても、収納額ベースで見ますと、28、29、30、私も調べましたけれ

ども、大体は３億1,000万から３億2,000万ということですから、改善効果といっても収納額ベー

スで３億7,000万程度しかないと。収入、使用料はそれしか見込めないのではないかというふうに

私は思うわけです。そうなりますと、仮に累計で今４億2,000万以上になりますから、それが令和

２年度の使用料収入が約３億7,000万ですと、当然繰り上げ充用を全額できません。それできない

ことになると思うのです。そこで、３月補正予算での一般会計からの繰出金を考えているという、

北道議員からの質問に対して繰り上げ充用のことも言っておられましたので、その一般会計から

の繰出金をどの程度考えているのか。これは財政サイドになると思うのですが、教えていただき

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) 繰り上げ充用に対する３月補正のということで、先日の北道議員から

の質問にもお答えしていますけれども、一応政策的に29年度と30年度、こちらの累積分につきま

しては一旦整理させていただく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) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) そうしますと、２億2,100万円、これは整理されます。残りは令和元年度分

の収支不足、これが２億円を超えると、超えるだろうという今答弁ありました。それは、当然繰

り上げ充用という形をとっていかざるを得ないというふうに思うわけです。 

そこで、これは下水道の関係なのですが、先日の答弁の中でも30年度までの累計が約８億円に
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なるということになりますと、結局それを埋めるためには財政調整基金とかそういう基金で予算

を確保すると、予算措置をするというふうになると思うのですけれども、今現在財調等繰り入れ

可能な基金現在額、それから３月補正後にその基金がどのようになると見込んでいるか教えてい

ただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 財政調整基金の残高に対してですけれども、平成30年度末で３億800万

円程度の財調の残高がございます。令和元年度の残の見込みですけれども、今整理している段階

でいきますと４億8,700万円程度の残が見込まれるというふうな整理をしてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 今の答弁は、私は下水道に関しての質問しか通告しておりませんので、細

かく質問できないのですけれども、ほかの会計も赤字になっていますから、それを含めてのトー

タルでの現在額という、予定額ということでとらえてよろしいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) ただいま申し上げたのが今後整理する前の残高の見込みでございま

す。下水道を含めまして、特別会計の収支不足が約８億というふうなことになってございます。

例年この８億ぐらいの赤字に対しまして、会計の執行残ですとかそういったものを整理しながら

特別会計に繰り出していたというふうなものもございまして、今年度におきましてはそういった

部分を一切出していないというふうなものがございます。令和元年度の決算余剰見込みとしまし

て、そういったものを出してございませんので、約５億超えるぐらいの余剰見込みが現在ござい

ます。この５億を超える額の余剰見込みを特別会計への繰出金に充てまして、さらに不足する部

分が生じますので、そういった部分で約１億7,000万円程度の不足が生じると。この１億7,000万

円程度の不足を財調から繰り出すというふうなことになりますので、決算見込みとしましては３

億円を超えるぐらい、ちょっと超えるぐらいの残見込みというふうなもので考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) それでは、次の質問に移りますけれども、29年度の繰り上げ充用金、これ

は公共が2,062万円、答弁でそういうふうにおっしゃっていますから。特環が2,330万4,000円とい

うことでございまして、特環の収支不足額が多い決算となっております、29年度では。ところが、

30年度の単年度収支不足、これが公共で１億7,359万9,000円、特環で351万2,000円と、こういう

ふうになると思うのですけれども、さきの使用料等の見直しのコスト計算、これ見ますと公共下

水道、10トンの使用料で2,222.79円、それから特環下水道、10トンで8,385.63円、こういうコス

トがかかるというコスト計算をされておりますけれども、収支不足額、私は当然特環下水道のほ

うが多額になるというふうに考えていたのですけれども、答弁では逆になっている。これは、一

般会計の基準外繰り出しの関係があると思うのですけれども、この辺の考え方というのですか、

要するに特環のほうが私は収支不足が多くなって当然だというふうな考え持っているのですが、

そうなっていないということに対してどのように考えていますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 桂田上下水道課長。 

〇上下水道課長(桂田達也君) ただいまのご質問ですけれども、毎年度の決算におきまして公共

下水道事業と特定環境保全公共下水道事業にまたがる科目につきましては、事業年度終了後に決

算を行う段階で金額を案分してございます。その中で一般会計からの繰入金につきましては、翌
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年度からの繰り上げ充用金を入れる前の収支不足額が当該年度の公共下水道事業と特定環境保全

公共下水道事業、それぞれの一般管理費と施設管理費の歳出総額の比になるようにその額を案分

した額で振り分けしてございます。そのため、結果といたしまして収支不足額の多い特定環境保

全公共下水道事業に繰入金を多く入れているため、実際の決算の公共、特環別の決算における収

支不足額と基準外繰入金を含めずに計算した使用料等の見直しの際のコスト計算による見直し必

要額が下がるというか、変わることになります。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 考え方はわかりましたけれども、私はコスト計算されている以上、これは

実際にもう1,000以上違いますから、公共と特環のコスト計算上は。ですから、要するにこの繰入

金、基準外繰出金ですか、一般会計からすると。特環からすると繰入金になりますけれども、そ

れを考慮しない中での決算の収支というものをきちっと把握しておく必要があるのでないのかな

というふうに思いますから、その辺は私の考えが違うかもしれませんので、もう一度その辺を考

えていただければいいのかなと。結局そのコスト計算でコストかかるよと言っているのに、収支

決算の最終的決算で赤字額というか、収支額、不足額が特環で少ないよというのはやっぱりどう

も理解できないので、その辺は検討いただければなというふうに思っておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

次に移りますけれども、下水道使用料の３カ年の収入未済額、推移について答弁ありました。

そこで、特環下水道の収入未済額ですけれども、28年度が27万4,490円、29年度が52万4,600円、

30年度が75万9,640円と年々増えてきているということなのですけれども、この増加している要因

と縮減対策についてどのように考えているか伺いたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 桂田上下水道課長。 

〇上下水道課長(桂田達也君) ただいまのご質問ですけれども、未済額について少し件数を交え

てお話しさせていただきますと、特定環境保全公共下水道事業使用料の現年度分の未済の状況を

見ますと、平成28年度では24件で27万4,490円、29年度では27件で52万4,600円、平成30年度では

34件で75万9,640円でございます。確かに年々上昇しているような状況でございまして、個々の滞

納者の状況を見ますと、生活環境の変化ですとか経済的な事情、それから心身の状態などそれぞ

れに違いがあって、一概にこういうことで未納が増えているということはなかなか難しい状況で

ございますけれども、全体的には現年度分の支払いがいろいろな事情により徐々におくれること

によりまして、翌年度に繰り越す額が増えてきているという状況でございます。特定環境保全公

共下水道使用料とともに請求している簡易水道料金で対応状況をご説明させていただきますと、

毎月約1,690件の調定が起きてございまして、大多数の方は納付書もしくは口座振替の方法により

まして納付をしていただいておりますけれども、毎月約65件ほどの方に督促状を送付し、それで

もお支払いいただけなかった場合は３カ月に１回催告書を送り、その後、水道も使用されている

方になりますが、給水停止予告書を送付し、給水停止処分などを行っている状況でございます。 

それから未納額の縮減対策につきましては、現年度分はこれまでどおり督促から給水停止処分

までの対応を継続し、滞納使用者へ確実な納入を促すとともに、滞納繰り越しがある方につきま

しても分納誓約が履行されなかった場合は給水停止を行うなど、引き続き確実に納付誓約が履行

されるよう努めてまいりたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 
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〇15番(木内達夫君) 未収金の回収については努力していただきたいなというふうに思っており

ます。 

次に移ります。下水道の水洗化率で、静内処理区、それから三石処理区が約86パーセントです

か、という答弁でございました。先日の決算審査特別委員会の審査意見でも三石の歌笛地区と入

船地区のさらなる水洗化率の向上についての意見もございましたが、その両地区の水洗化率、も

しわかれば教えていただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 桂田上下水道課長。 

〇上下水道課長(桂田達也君) 平成30年度末現在の三石歌笛地区の水洗化率は58パーセント、そ

れから静内入船地区の水洗化率は26パーセントとなってございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) それで、歌笛地区の58パーセントということなのですが、これは歌笛地区

は28年ですから……28年度で終わったのですね。ですから、29年度供用開始しているのですね。

今年で３年を迎えますから、助成制度的には今年で、元年度でそれはなくなるということになり

ますよね、そういうことですね。それから、入船地区は26パーセントということですけれども、

これはまだ途中だと思うのです。国道より海岸沿い、残りは国道沿いと、こういうことでなって

いると思いますが、いずれにしても決算の審査意見で水洗化率の向上を図ってほしいということ

が出ておりますので、それは努力していただきたいなというふうに思います。 

それから、下水道未接続件数、30年度末で静内処理区が606件、それから三石処理区が211件と

いう答弁もございました。817件ですか、あります。これが解消されますと、要するに使用料収入

の増額、これにつながるというふうに私も思っておりますので、この解消が大変重要であるとい

うふうに思っております。現在水洗化、水洗便所の改造等の資金助成制度、これがありますけれ

ども、今言いましたように３年間でこれが切れるわけです。ですので、水洗化工事の普及促進と

いうことを図っていくということからすると、何らかの３年過ぎた後の制度化、これが必要でな

いかというふうに考えているところでございますけれども、ただ既に３年経過後に助成制度切れ

ている中で、制度がない、助成がない中で工事を、水洗化を実施しているという方々もいらっし

ゃいますから、そういう面では整合性、公平性の問題もあるとは思いますけれども、私は期限を

超えた部分の水洗化に対する助成制度、これは必要でないかなというふうに思っているわけです

けれども、そういう考え方はございませんか。そしてまた、未接続に対する対応、対策どう考え

ているかということで伺いたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 桂田上下水道課長。 

〇上下水道課長(桂田達也君) ただいまのご質問ですけれども、現在当町が実施しております下

水道普及対策奨励金制度は、新ひだか町水洗便所改造等資金助成条例の規定に基づきまして、下

水道供用開始区域に指定されてから３年以内に排水設備等の改造工事を行ったものに対し、限度

額内の改造工事費に条例で定める率を乗じまして得た額を助成するものでございます。 

そこで、ご質問にあります供用開始から３年を超えた方に対する助成制度についてでございま

すけれども、現在まだ現行制度の助成対象者がおられる中で新しい制度を開始するということは、

既に接続していただいた方や２年目、３年目の低い助成率で交付を受けた方との公平性の保持か

らいたしますとなかなか難しい部分もございまして、今のところは考えてはおりませんけれども、

引き続き下水道接続のＰＲや戸別訪問等を行いながら、水洗化率の向上を目指していきたいと考
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えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 確かに今答弁ありましたように公平性の問題ありますから、私もそれは十

分理解しているわけです。今入船地区が整備中で、これが終わった後、静内処理区の中では一部

まだ残っているところがたしか駒場地区だったと思うのですが、あると思います。仮に現制度の

対象者がいなくなったときに新たに考えると、これはまだ先になるわけですけれども、そういう

考え方を持っているということで理解してよろしいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 桂田上下水道課長。 

〇上下水道課長(桂田達也君) 現在考えてはいないと答えたのですけれども、今後状況の変化も

いろいろあると思いますので、状況の変化に対応しながら対応してまいりたいと考えてございま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 次に、簡易水道事業について伺いたいと思います。 

それで、先ほどと同じ考え方で確認だけさせてください。下水道事業では29、30年の累積分に

ついては、３月の補正予算で一般会計から繰り出しするということで伺っておりますが、これ簡

水も同じ考え方を持ってよろしいですか。累積で2,253万2,000円と、これはそれで。確認の意味

です。よろしいですか。財政だと思うのですけれども。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 簡水も同じ考えでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) それで次に、これもまた下水と同じなのですが、過去３年間の現年度分の

収入未済額、これも年々増えてきているわけです。28年度44万4,000円、29年度80万8,000円、30年

度99万5,000円ということですが、これも年々増額となって増えてきているということなのです

が、これはいずれにしても下水道と一緒ですから、請求一緒ですから、同じような理由かなと思

うのですが、確認の意味で再度質問させていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 桂田上下水道課長。 

〇上下水道課長(桂田達也君) 簡易水道料金の件数をまた入れて説明いたしますと、簡易水道料

金の現年度分の未済の状況ですけれども、28年度は39件で44万4,070円、平成29年度は38件で80万

8,190円、平成30年度は47件で99万5,390円でございました。個々の滞納者の状況は、特定環境保

全公共下水道使用料とほぼ同じでございまして、全体的には現年度分の支払いのおくれによりま

して翌年度に繰り越す額が増えているという状況でございます。未納額の縮減対策につきまして

も、特定環境保全公共下水道使用料の際に申し上げましたとおりでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 最後の質問をさせていただきますけれども、簡易水道事業の公営企業法の

適用云々、あるいは水道事業との統合の件で、今現在国からもその方針が示されていると。担当

職員も講習会等参加していると。いろいろ研究しているということで伺っておりますが、私は経

営の効率化とか健全化等を考えますと、静内地区の田原あるいは目名地区、これら上水道に移行

しているわけです。そういう意味では、簡易水道も同様に上水道と統合したらいかがなものかと、

そのほうがよろしいのでないかというふうに私は考えております。統合するときに、やり方とし
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て上水道を拡大する、今春立かどこか向こうまでいっていますから、三石のほうの簡水とつなぐ

方法もありますし、単に会計を一緒にするという方法もあるのだろうなというふうに私は思って

おりますので、そういう意味で、これからのことだとは思いますけれども、ただいずれにしても

町全体のことで今介護、病院関係、特別会計の改善をしている。そして、それぞれの特別会計の

赤字、これも何とか改善していかなければいけないということを考えますと、簡易水道は上水と

生活用水という意味では同じですから、会計を統合したほうがいいのではないかというふうに考

え持っておりますけれども、町長はその辺どういうふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 本庄副町長。 

〇副町長(本庄康浩君) 今の件につきましては、ご指摘のとおりなのです。それで、私どもも、

私が申し上げているのは３年か４年ぐらい前から統合すべきだということで、ただそのネックに

なっているのが三石簡水の結局資産台帳の問題があって、やはり当時からもつくり直しと言った

ら失礼な言い方ですけれども、台帳の整備が不十分で、水道のほうに公営企業として引き継げな

いという状況が続いております。ただ、今現状担当のほうでもう数年前から手をかけて整理に向

けておりますので、31年の国の指針とは別に、会計上の問題としてその懸念事項については取り

組んでおるということで、遠からず統一したいなというふうには思っております。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) わかりました。 

以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時３２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いたします。 

                                            

    ◎議案第１号から議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第３、議案第１号 令和元年度新ひだか町一般会計補正予算(第３号)

から議案第６号 令和元年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第２号)までの６件を一括議題と

いたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 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) ただいま上程されました議案第１号から議案第６号についてご説明い

たします。なお、議案第５号及び６号につきましては、担当課長及び事務長からご説明をさせて

いただきます。 

 議案第１号から議案第６号は、令和元年度新ひだか町の各会計補正予算でございます。初めに、

各会計に関連する内容につきましてご説明させていただきます。初めに、人件費でございますが、

人事異動に伴います補正予算につきましては、第３回議会定例会でご審議をいただき、議決をい

ただいたところでございますが、今回の人件費につきましては議案第７号及び議案第８号で後ほ
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どご説明いたしますが、人事院勧告に基づき国家公務員の給与改定が行われることから、これに

準じ給与改定を本町においても行うこととしておりまして、その所要額について追加計上するも

のでございまして、条例改正案が可決した場合、予算執行に支障がある経費につきまして補正を

行うものでございまして、一部事務組合負担金に含まれている分を合わせ全会計で1,336万

5,000円の追加をしてございます。なお、今回追加計上した人件費以外の超過勤務手当などの実績

により支払われるものや支給要件の異動によるものについては含まれておりませんので、例年ど

おり３月議会定例会において精査をし、上程をさせていただきますので、ご理解をお願いいたし

ます。 

次に、燃料費でございますが、令和元年度当初予算積算時と比較しますと、燃料単価の上昇な

どがありまして、例年３月議会定例会に精査、上程しておりましたが、現計予算内で対応できな

い部分について追加計上するものでございまして、こちらも全会計で2,521万2,000円の増額とな

ってございます。 

光熱水費につきましても、特に電気料でございますが、使用料の削減に努めてまいりましたが、

供給単価の上昇等によりこちらも全会計で3,507万1,000円の増額となってございます。 

このほか、施設の老朽化や設備備品の耐用年数の経過による劣化によりまして事務事業の執行、

特に施設の運営でございますが、支障を来す箇所について修繕料を追加してございますし、８月

の台風10号による災害復旧費、認定こども園等の利用者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、今年度に事業完了が困難になった事業の繰越

明許の設定や令和２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してございます。 

それでは、各会計ごとに説明いたします。説明に当たりましては、人件費にかかわるもの、燃

料費、光熱水費にかかわるものにつきましては、説明を省略させていただきますので、あわせて

ご理解願います。 

議案第１号は、令和元年度新ひだか町一般会計補正予算(第３号)でございます。 

令和元年度新ひだか町の一般会計補正予算(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１億

1,860万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ149億8,183万5,000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 歳入歳出予算補正｣のとおりでございます。 

 第２条は、繰越明許費でございまして、地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越

して使用することができる経費は、｢第２表 繰越明許費｣のとおりでございます。 

第３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３表 債務負担行

為補正｣のとおりでございます。 

第４条は、地方債の補正でございまして、地方債の変更は、｢第４表 地方債補正｣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しますので、一般11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目議会費と12ページに参りまして２款総務費、１項総務管理
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費、１目一般管理費につきましては、人件費でございますので、説明は省略させていただきます。 

11目地域振興費では116万8,000円を追加し、２億4,311万7,000円にしようとするものでござい

ます。事業目５の生活路線維持事業でございますが、70万円の追加でございますが、三石地区で

運行していますコミュニティーバスのエンジン等のふぐあいによる修繕に係る経費の追加でござ

います。事業目14、公共施設等適正管理推進事業では46万8,000円の追加でございますが、今後集

約化を予定している本桐地区の公共施設に係るアスベストの含有検査をするための経費の追加で

ございます。 

13ページに参りまして、14目諸費では99万6,000円を追加し、2,114万6,000円にしようとするも

のでございます。事業目１、税外過誤納等還付金では99万6,000円の追加でございますが、平成29年

度に実施しました国の補助金を活用した民間事業者の介護施設整備事業に係る消費税の仕入れ控

除税額等の確定に伴う返還金の補正となってございます。なお、本経費の財源としまして事業を

実施した民間事業者からの補助金返還金を同額充当してございます。 

２項徴税費、１目税務総務費からページ飛びまして、16ページに参りまして３款民生費、１項

社会福祉費、１目社会福祉総務費までは人件費でございますので、説明を省略させていただきま

す。 

その下、３目社会福祉施設費では70万円を追加し、9,939万4,000円にしようとするものでござ

います。事業目６、町民保養施設管理経費では、静内温泉のエコ給湯凍結防止ヒーターと浴室換

気扇のふぐあいによる修繕に係る経費の追加でございます。 

17ページに参りまして、７目老人支援費では72万8,000円を追加し、９億6,367万6,000円にしよ

うとするもので、事業目７の人件費のほか、その上、事業目６の日高中部広域連合負担金では人

事異動及び給与改定に伴います人件費につきまして構成町の負担分を追加するものでございま

す。 

８目老人福祉施設費から18ページに参りまして２項児童福祉費、１目児童福祉総務費につきま

しては、人件費でございますので、説明を省略させていただきます。 

２目児童措置費では3,611万6,000円を追加し、９億8,018万7,000円にしようとするものでござ

います。事業目１、認定こども園等経費費で812万3,000円の追加でございますが、施設型給付費

等負担金でございまして、対象児童数の増加や公定価格増により負担金を追加するものでござい

ます。この事業目への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406万2,000円、道負担金等負担金203万1,000円をそれぞれ充当してございます。

事業目２、私立保育所経費で2,799万3,000円の追加でございますが、保育業務委託料ではこちら

も対象児童数の増や公定価格の増により委託料を追加するものでございますし、私立保育所補助

金では一時預かり事業の国庫補助基準額の増により補助金を追加するものでございます。この事

業目への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、国庫負担金994万

1,000円、道負担金497万円、子ども・子育て支援交付金でございまして、国庫補助金４万5,000円、

道補助金４万5,000円、その他では私立保育所に係る保育料311万3,000円をそれぞれ充当してござ

いますし、一般財源ではございますが、地方特例交付金で子ども・子育て支援臨時交付金が199万

3,000円ございます。 

19ページに参りまして、３目児童福祉施設費から20ページに参りまして４款衛生費、１項保健

衛生費は、21ページの上段にまたがりまして人件費でございますので、説明は省略させていただ
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きますが、20ページの４目保健活動施設費では43万5,000円を追加し、6,934万1,000円にしようと

するものでございます。事業目１では、保健福祉センター運営事業では30万円の追加でございま

すが、総合ケアセンターのボイラー熱交換器や給湯ポンプ等のふぐあいによる修繕に係る経費の

追加でございます。 

21ページに参りまして、２項清掃費、１目清掃総務費では3,348万1,000円を追加し、６億1,159万

6,000円にしようとするものでございます。事業目５、日高中部衛生施設組合負担金でございます

が、人事異動及び給与改定に係る人件費、燃料費、光熱水費のほか、１号炉、２号炉の塩化水素

濃度計、ばいじん計の修繕に係る経費でございまして、構成町の負担分を追加するものでござい

ます。 

22ページに参りまして、６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費とその下、２目農

業総務費につきましては、人件費になりますので、説明を省略させていただきます。 

23ページに参りまして、６目畜産施設費では213万円を追加し、3,019万3,000円にしようとする

ものでございます。事業目１、軽種馬市場流通・生産振興センター管理経費では13万円の追加で、

施設の譲渡に伴う建物表題登記に必要となる図面を作成するため、調査測量業務委託料を追加し

ようとするものでございます。事業目４、死亡獣畜処理場管理経費では200万円の追加で、利用頭

数の増加等に伴い、燃料費に不足が生じる見込みのため経費を追加しようとするもので、財源と

しまして利用頭数増に伴い使用料を180万円増額して充当してございます。 

２項林業費、１目林業総務費は人件費でございます。内容につきましては、省略させていただ

きます。 

24ページに参りまして、２目林業振興費では130万円を追加し、2,962万3,000円にしようとする

ものでございます。事業目５、林業施設管理経費では130万円の追加でございます。清瀬地区にお

いて降雨時等に沢から発生する土砂災害の防止や越海地区において台風10号により被災した治山

流路において災害復旧事業の対象要件を満たさない修繕について、これらに係る経費の追加とな

ってございます。 

３項水産業費、１目水産業総務費から25ページに参りまして７款、１項、１目商工総務費につ

きましては、人件費でございますので、説明は省略させていただきます。 

２目商工振興費では40万円を追加し、１億5,862万円にしようとするものでございます。事業目

３、ふれあいプラザ管理経費では、２階和室に設置してありますエアコンにふぐあいがあり、冬

場につきましては暖房としても活用していることから修繕が必要であるため、修繕に係る経費に

ついて、追加をしてございます。 

26ページに参りまして、８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費と２項道路橋梁費、１

目道路橋梁総務費につきましては、人件費のため説明は省略させていただきます。 

27ページに参りまして、２目道路橋梁維持費では200万円を追加し、１億2,787万9,000円にしよ

うとするものでございます。事業目１、町道補修事業では、台風10号などの災害による倒木や道

路の損傷のうち災害復旧事業の対象要件を満たさない修繕に係る経費を追加してございます。 

３項河川費、２目河川改良費から29ページに参りまして５項住宅費、１目住宅管理費までは人

件費のため、説明につきましては省略させていただきます。 

30ページに参りまして、９款、１項、１目消防費では157万9,000円を追加し、６億2,919万円に

しようとするものでございます。事業目１、日高中部消防組合負担金では給与改定に係る人件費、
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光熱水費のほか、救急救命士の病院実習にワクチン接種が必須となったことから、これらに係る

経費に伴う構成町負担金の追加でございます。 

２目災害対策費からページ飛びまして34ページに参ります。５項保健体育費、２目体育施設費

までは人件費のほか燃料費、光熱水費のため、説明は省略させていただきます。 

35ページに参りまして、３目乗馬施設費では人件費のほか、事業目１、乗馬施設管理経費では

70万円の追加でございますが、こちらは下水道排水管破損に伴う修繕に係る経費の追加でござい

ます。 

６項学校給食費、１目学校給食費では人件費のほか、事業目２、給食センター管理経費では270万

円の追加でございますが、施設の設備であります配管からの蒸気漏れやボイラー減圧弁のふぐあ

いなどによる設備修繕に係る経費について追加をしてございます。 

36ページに参りまして、11款災害復旧費、１項土木施設災害復旧費、１目河川災害復旧費では

960万円を追加し、3,232万4,000円にしようとするものでございます。事業目１、河川災害復旧事

業では、台風10号により曙川ほか12河川で13カ所、10月４日からの低気圧による大雨によるササ

キノサワ川ほか１河川で２カ所の災害復旧に係る経費について追加をしようとするものでござい

ます。財源でございますが、単独災害復旧事業債を同額充当してございます。 

２目道路災害復旧費では1,130万円を追加し、4,110万円にしようとするものでございます。事

業目１、道路災害復旧事業では、台風10号によりアケボノノヤマシタ線ほか11路線で26カ所と10月

４日からの低気圧による大雨により咲梅３号線の災害復旧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、こちらも単独災害復旧事業債を同額充当してございます。 

37ページに参ります。２項農林水産業施設災害復旧費、１目林業施設災害復旧費では400万円を

追加し、1,150万円にしようとするものでございます。事業目１、林道災害復旧事業では、台風10号

によりセブ沢線ほか６路線で12カ所の災害復旧に係る経費について追加してございます。財源で

ございますが、農林水産業施設災害復旧債を260万円充当してございます。 

２目農業施設災害復旧費では120万円を追加し、420万円にしようとするものでございます。事

業目１、農業施設災害復旧事業では、台風10号による西川地区の農業用排水路ほか２カ所の災害

復旧に係る経費について追加してございます。財源でございますが、こちらも農林水産業施設災

害復旧債を70万円充当してございます。 

以上で歳出の説明を終わります。なお、38ページ、39ページに給与費明細書を添付しておりま

すが、説明は省略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。また、以降の特

別会計におきましても給与費明細書を添付してございますが、説明は省略させていただきます。 

次に、歳入の説明をいたしますので、一般７ページにお戻りください。２、歳入でございます。

歳入の事項別明細書につきましては、一般７ページから10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ご説明してまいりましたので、詳細な説明

は省略させていただきます。後ほどごらんください。 

なお、収支調整につきましては、７ページ中段の11款、１項、１目、１節地方交付税6,541万

1,000円の追加で調整を行ってございます。 

以上で歳入の説明を終わります。 

一般４ページにお戻りください。｢第２表 繰越明許費｣でございます。２款総務費、１項総務

管理費、事業名、静内庁舎大規模改修事業、金額は7,283万1,000円でございます。本年度の当初
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予算で議決をいただいております静内庁舎自家発電機の更新事業でございますが、本事業に係る

実施設計が９月下旬に完了しましたが、事業の実施に必要な自家発電機の製作期間が当初の想定

を上回り、８カ月程度の期間を要することとなりましたことから、年度内の完了が困難となるた

め繰越明許費を設定するものでございます。 

次に、｢第３表 債務負担行為補正(追加)｣でございます。２件ございまして、１件目の事項は

町立保育所業務等の管理運営に係る債務負担行為、期間は令和元年度から令和４年度、限度額は

７億355円でございます。行財政改革による安定的な財政基盤づくりや民間活力を利用した行政組

織のスリム化、行政の効率化を進めるため、公共施設等の管理運営業務の一部を委託化するため、

債務負担行為を設定しようとするものでございます。委託化を予定している業務につきましては、

多目的バス等運行管理業務、町立保育所管理運営業務、こちらは静内保育所は給食業務のみとな

ります。児童館管理運営業務、小中学校医事業務、スクールバス運行管理業務、こちらは現行業

務委託をしている部分を除いた部分になります。公民館、体育館、総合町民センター、パークゴ

ルフ場、アイヌ民族資料館等の社会教育施設等管理運営業務でございまして、現行の業務委託し

ているものを除き、町直営で実施している業務を包括的に業務委託しようとするものでございま

す。なお、令和元年度は、契約行為のみでございますので、本債務負担行為に係る執行はござい

ません。 

２件目は、事項は学校給食センター調理、配送及びボイラー業務に係る債務負担行為、期間は

令和元年度から令和６年度、限度額は３億3,801万4,000円でございます。当業務につきましては、

現在委託をしてございますが、令和元年度をもって現委託期間が終了することから、新たに５年

間の委託契約を締結する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、こちら

も令和元年度は契約行為のみでございますので、本債務負担行為に係る執行はございません。 

｢第４表 地方債補正(変更)｣でございます。土木施設単独災害復旧債は、限度額を840万円から

2,930万円に、農林水産業施設単独災害復旧債は限度額を30万円から350万円に、地方債限度額の

合計を14億9,140万円に2,420万円を追加し、15億1,560万円にしようとするものでございます。 

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２号に入ります。ピンク色の相紙の次をお開きください。議案第２号は、令和元

年度新ひだか町簡易水道事業特別会計補正予算(第３号)でございます。 

令和元年度新ひだか町の簡易水道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302万

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２億2,334万8,000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 歳入歳出予算補正｣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いたしますので、簡水６ページをお開きください。

３、歳出でございます。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につきましては、人件費

でございますので、説明を省略させていただきます。 

２款簡易水道事業費、１項管理費、１目施設管理費では300万円を追加し、3,256万円にしよう

とするものでございます。事業目１、簡易水道施設管理経費の300万円の追加でございますが、給

水管の漏水に係る修繕でございます。その分の追加でございます。 
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以上で歳出の説明を終わります。 

５ページにお戻りください。２、歳入でございます。２款使用料及び手数料、１項使用料、１

目、１節水道使用料では、ここで収支調整をしてございます。歳入につきましては、今後決算見

込み等により精査をさせていただきますので、ご理解願います。 

以上で、簡易水道事業特別会計補正予算の説明を終わります。 

次に、議案第３号に入ります。青色の相紙の次をお開きください。議案第３号は、令和元年度

新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第３号)でございます。 

令和元年度新ひだか町の下水道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687万

1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億1,807万9,000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 歳入歳出予算補正｣のとおりでございます。 

歳出の事項別明細書によりご説明いたします。下水道６ページをお開きください。３、歳出で

ございます。１款、１項下水道費、１目一般管理費と２目施設管理費の事業目３の給与費につき

ましては、人件費のため説明は省略させていただきます。事業目１、静内終末処理場管理経費で

は680万円の追加でございますが、光熱水費のほか、修繕料では非常用発電機の修繕に係る経費の

追加でございます。 

７ページに参りまして、３目下水道建設費は人件費のみになってございますので、説明は省略

させていただきます。 

以上で歳出の説明を終わります。 

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、

２款使用料及び手数料、１項使用料、１目下水道使用料で収支調整を図ってございます。歳入に

つきましては、今後決算見込み等により精査をさせていただきますので、ご理解いただきたいと

思います。 

以上で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４号説明いたしますので、黄色の相紙の次をお開きください。議案第４号は、令

和元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)でございます。 

令和元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463万

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17億9,705万5,000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 歳入歳出予算補正｣のとおりでございます。 

歳出の事項別明細によりご説明します。介サ８ページをお開きください。３、歳出でございま

す。１款、１項特別養護老人ホーム費、１目静寿園運営費と９ページに参りまして２目蓬莱荘運

営費につきましては、人件費のみのため説明は省略させていただきます。 

10ページに参ります。２款、１項、１目老人保健施設費では、事業目１、老人保健施設運営経
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費では180万円の追加でございますが、老人保健施設のエレベーターのふぐあいに係る修繕などに

要する経費の追加となってございます。事業目２、給与費から11ページに参りまして５款、１項

通所介護サービス費につきましては、人件費のみのため説明は省略させていただきます。 

以上で歳出の説明を終わります。 

５ページにお戻りください。２、歳入でございます。歳入につきましては、５ページから７ペ

ージのとおりでございまして、今回の補正予算の財源でございますが、本会計の主となる歳入で

ございます１款サービス収入で収支調整を図ってございます。歳入につきましては、今後決算見

込み等により精査をさせていただきますので、ご理解願います。 

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５号及び議案第６号につきましては、それぞれ

担当課長、事務長から説明いたします。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) 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) ただいま上程されました議案第５号 令和元年度新ひだか町水道

事業会計補正予算(第２号)についてご説明申し上げます。 

今回の補正につきましては、令和元年度人事院勧告に基づく給与改定に伴い人件費の補正を行

うものでございます。 

第１条は、総則になりまして、令和元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る。 

 第２条は、収益的支出の補正になりまして、令和元年度新ひだか町水道事業会計予算第３条に

定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 

 第１款水道事業費用４億2,253万円に対し、20万8,000円を追加し、４億2,273万8,000円にする

もので、第１項営業費用では３億8,130万4,000円に対し、20万8,000円を追加し、３億8,151万

2,000円にするものでございます。 

 第３条は、資本的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、資本的支出の予

定額を次のとおり補正するものでございます。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２

億5,645万3,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,535万1,000円、減債積

立金2,000万円、建設改良積立金2,000万円、過年度分損益勘定留保資金１億9,110万2,000円で補

てんするものでございます。 

 第１款資本的支出４億4,248万9,000円に対し、２万5,000円を追加し、４億4,251万4,000円にす

るもので、第１項建設改良費では３億2,651万5,000円に対し、２万5,000円を追加し、３億2,654万

円にするものでございます。 

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

８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6,943万3,000円に対し、22万

8,000円を追加し、6,966万1,000円にするものでございます。 

続きまして、水道１ページをお開きください。令和元年度新ひだか町水道事業会計予算実施計

画の収益的支出になります。こちらと次の水道２ページの資本的支出につきましては、次の水道

３ページの収益的支出明細書及び水道４ページの資本的支出明細書で説明をいたしますので、１

ページ、２ページにつきましてはお目通しをお願いいたしまして、説明を省略させていただきま
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す。 

それでは、水道３ページをごらんください。収益的支出明細書になります。第１款水道事業費

用全体として20万8,000円を追加し、４億2,273万8,000円にするものでございます。第１項営業費

用では、２目配水及び給水費、３目総係費ですが、全節全てにおいて給与改定に伴う人件費の補

正となり、２目配水及び給水費で５万7,000円を追加し、１億4,017万6,000円に、３目総係費で15万

1,000円を追加し、7,829万6,000円にするものでございます。 

次に、水道４ページをお開きください。資本的支出明細書でございます。第１款資本的支出全

体として２万5,000円を追加し、４億4,251万4,000円にするものでございます。第１項建設改良費、

１目配水施設改良費ですが、こちらも全節全てにおいて給与改定に伴う人件費の補正となり、２

万5,000円を追加し、３億2,654万円にするものでございます。 

次に、水道５ページから６ページの給与費明細書、水道７ページの令和元年度新ひだか町水道

事業予定キャッシュフロー計算書、水道８ページから９ページは令和元年度新ひだか町水道事業

予定貸借対照表となりますので、お目通しをお願いいたしまして、説明を省略させていただきま

す。 

以上で議案第５号 令和元年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第２号)の説明といたしま

す。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 佐伯三石国保病院事務長。 

〔三石国民健康保険病院事務長 佐伯智也君登壇〕 

〇三石国民健康保険病院事務長(佐伯智也君) ただいま上程されました議案第６号 令和元年度

新ひだか町病院事業会計補正予算(第２号)についてご説明申し上げます。 

第１条は、総則でございまして、令和元年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第２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、令和元年度新ひだか町病院事業会計予

算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 

 収入につきましては、第１款病院事業収益は457万6,000円を減額し、18億8,469万5,000円に、

第１項静内医業収益は400万4,000円を追加し、９億9,654万4,000円に、第５項三石医業収益は57万

2,000円を追加し、３億9,487万2,000円にするものでございます。 

 支出につきましては、第１款病院事業費用は457万6,000円を追加し、18億8,469万5,000円に、

第１項静内医業費用は400万4,000円を追加し12億5,527万8,000円に、第４項三石医業費用 

は57万2,000円を追加し、５億6,032万9,000円にしようとするものです。 

 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。 

 職員給与費は237万6,000円を追加し、10億7,024万6,000円にしようとするものです。 

 第４条は、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり定めるもの

でございます。１点目、町立病院院内保育所業務の管理運営に係る債務負担行為においては、期

間を令和元年度から令和４年度までとし、限度額を9,300万2,000円に、２点目、町立病院リハビ

リテーション機器導入のための債務負担行為については、期間を令和元年度から令和２年度とし、

限度額を1,100万円にしようとするものです。 

それでは、病院事業会計２ページをお開き願います。収益的収入及び支出でありますが、中段
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の支出においては、１款病院事業費用、１項静内医業費用、１目給与費は180万4,000円の追加で、

人勧による補正でございますので、説明は省略させていただきます。 

３目経費は220万円の追加で、施設及び医療機器等の修繕にかかわるもので、施設設備修繕にお

いては97万8,000円の追加で、主なものとしましてはカルテ庫のＬＡＮケーブル敷設等の修繕、医

療機器修繕においては122万2,000円の追加で、主なものとしましてはデジタルエックス線テレビ

装置等の修繕となっております。 

４項三石医業費用、１目給与費は57万2,000円追加で、人勧による補正でございますので、説明

は省略させていただきます。 

続きまして、上段の収入でございますが、１款病院事業収益、１項静内医業収益、１目入院収

益は400万4,000円の追加、５項三石医業収益、１目入院収益は35万6,000円の追加、２目外来収益

は21万6,000円の追加で、いずれも入院、外来収益において収支調整を行ったものです。 

以上で収入、支出の説明を終わります。 

１ページは予定実施計画、３ページは給与費明細書、４ページは予定キャッシュフロー計算書、

５ページは予定貸借対照表でございますが、いずれもお目通しをいただき、説明は省略させてい

ただきます。 

以上で令和元年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第２号)の説明といたします。ご審議のほ

どよろしくお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) これより一括質疑を行います。質疑ありませんか。 

 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 議案１と議案６の管理運営委託の債務負担行為のところですけれども、今

働いている人で異動せざるを得ない人の処遇はどうなっていくのか。４月まで実質３カ月しかあ

りませんが、町がどのように委託業者に条件提示などしていくのかということと、あと採用の保

障についてはどうなのかをお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 委託化に向けての働かれる方の処遇でございますが、基本的に町のほ

うで提示しますのは、基本は今と変わらない状態で受けていただきたいというふうなことを条件

として提示しますので、実際に働かれる方につきましては何ら処遇については変わらない状況で

次も働いていただくと。ただ、新しい会社のほうでいろいろな待遇等ございますので、それは新

しい会社のほうの例えば有休の日数ですとか、そういったものというのはその会社のほうである

と思いますので、そういった細かい部分は変わるかもしれませんが、原則給与ですとかそういっ

た職員につきましては、今と変わらないような状況で移っていただくということで考えてござい

ます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 採用は、町ではなく委託された業者のほうで採用を決めるということです

よね。 

それと、もう一つお聞きしたいのは、今回行政コストの削減のためにということですけれども、

例えばこの管理運営委託の中に保育所とか児童館とかが入っています。保育所とかそういうとこ

ろでもし人がかわったりとかそういう変化があったら、子どもの保育内容が変わっていったり、

あと子どもの不安とかとても影響が大きいです。そのような保育の質の低下とか、そういうこと
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について町はどのように考えていますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 保育所ですとか児童館ですとか、そういったところで民間に移ること

で何か悪くなるのではないかというご心配かと思うのですが、基本的に今町で行っている業務形

態は変わらないと考えてございます。逆に民間に移ることで小回りがきくといいますか、サービ

スの質の向上が図られるのではないかと。民間ならではのサービスの提供がございますので、そ

ういった部分で向上が図られるのではないかというふうに考えてございます。 

また、利用されている方、保護者等でございますが、そういった方につきましても現場のほう

からこういったことで変わりますけれども、ご心配ございませんというふうなことでご説明して

まいりますし、不安なことは随時こちらのほうでもお聞きしておりますので、そういった部分に

は誠意を持って対応させていただきたいというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 二、三点質問させていただきます。 

まず最初に、今谷議員の質問した部分の債務負担行為の追加の分ですが、債務負担行為の補正

で町立保育所業務等の管理運営に係る債務負担行為ということで、元年から４年度まで７億355万

というふうになっておりますけれども、この業務の内容はせんだって説明ありましたし、今も概

略ありましたけれども、これの金額７億355万の中身、これだけ内容的に対象業務が多い中で、大

まかでいいのですけれども、どれぐらいの金額になるという、例えば社会教育の部門では何ぼに

なるとか、町立保育所の関係では何ぼになるだとか学校関連では何ぼになりますという、そうい

う金額についての説明はできないのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) ちょっと細かい資料を持ち合わせていないのですけれども、基本的に

そこで働く方の人件費、それと施設に係る消耗品ですとか燃料費ですとか通信運搬費ですとかそ

ういった経費、そういったものが各委託の中の積算に含まれてございます。 

大まかな施設に係る委託料でございますけれども、そういった人件費ですとか運営経費、それ

らを含めまして、債務負担額では保育所等で１億800万円程度、児童館では１億200万円程度、あ

と学校公務補業務では7,700万円、学校の事務生、給食の配食等で4,400万円、スクールバスの運

行業務で１億8,000万円、多目的バス等の運転で4,800万円、社会教育施設等の管理運営業務で１

億4,000万円程度の経費というふうなことで見積もってございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 早口でメモできなかったのですけれども、こういうのは、これだけ７億も

の債務負担行為をやるわけですから、今言われた金額については、支障があれば別ですけれども、

おおむねの金額というのをやはり我々議員のほうに明示すべきではないかというふうに考えてい

ますけれども、今聞いたけれども、メモしてもちょっと早口で概略しかできませんけれども、後

でもいいのですが、おおむねの金額を明示してもらいたい。それがまず１つ。 

それから、次の質問いいですか。その前に一般会計から、林道整備費かな、科目でいうと……

24ページの林道振興費の林業施設管理経費の中で、修繕料で清瀬地区と越海とありましたけれど

も、聞きたいのは清瀬地区の  のところ、多分あそこは災害で道営で治山ダムやったと思うの

ですが、それが大雨でこういう作業をやるということなのですが、私が見た段階では前もあった
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のです。そして、町費でそれなりの金かけているのです。私も現地見ていますけれども、再三に

わたってこういった大雨によって災害復旧をやることは、災害復旧はやむなしですけれども、抜

本的に振興局の担当のほうの課に現地見てもらっているかもしれませんけれども、抜本的な改革

をしなければ同じことを繰り返すような現状だと私は見ているのです。ですから、今回はこれで

いいのですけれども、今後においてきちっと現地調査して、治山で追加の施設、砂防ダムの整備

をするように要求したほうがいいのでないかというふうに考えておりますので、その点について

まず１つと、もう一つ、先ほど……簡水のほうもいいですか。一般会計ずっとやっていきますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 一括ですから、どうぞ。 

〇16番(城地民義君) そしたら、簡水のほうで先ほどの説明で、補正額はいいのですけれども、

６ページで300万の修繕料、これは災害ですからいいのですけれども、説明の中で給水管の修繕や

るという説明だったのですけれども、給水管というのは個人の負担であって、配水管ではないの

かということ。給水管であれば個人負担だから、町で持つ必要はないのではないか。そのあたり

の見解を説明してもらいたい。 

〇議長(福嶋尚人君) 石丸水産林務課長。 

〇水産林務課長(石丸修司君) まず、城地議員おっしゃっていた越海の関係についてなのですけ

れども…… 

〔｢清瀬｣と言う人あり〕 

〇水産林務課長(石丸修司君) 清瀬につきましては、おっしゃったとおり、治山施設等が入って

おりまして、そちらがたび重なる雨によって上のほうから土砂が流れてきて、結果的には下のほ

うの排水路を詰まらせているのですけれども、そちらにつきましては、排水路につきましては農

政の担当の部分ありますので、建設課とも協議しながら、おのおの自分の持ち場、持ち場で修繕

している段階ですけれども、おっしゃったとおりにそういう治山の抜本的な考え方、要望したほ

うがいいのではないかということも念頭に入れて、振興局のほうの治山のほうには要望を上げて

いるということでご報告させていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 桂田上下水道課長。 

〇上下水道課長(桂田達也君) 簡易水道の部分での答弁ですけれども、水道の本管は確かにあっ

て、あと給水管という表現は、個人のメーターの手前までが町のほうで修繕をやる対象になって

ございまして、メーターより中のほうになりますと個人ということになりますけれども、それ以

外の部分ということになりますので、水道の手前まで、本管とメーターの手前までです。そうい

うことです。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) それはわかりました。 

それにしても金額、給水管ならそんな金額に、箇所数がそしたら多いということなのか、それ

とも延長が多いというのか、通常はこれだけの負担を町で持つ必要があるのか。現地の状況わか

らないものですから。 

〇議長(福嶋尚人君) 桂田上下水道課長。 

〇上下水道課長(桂田達也君) 水道本管の部分も何本かございます。それから、先ほど言ったよ

うなメーター手前の給水管ということでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 
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〇６番(下川孝志君) 私は、まず１点目は議案第１号の18ページのところなのですが、今まで私

が説明を受けたりしている範囲では子どもの数が急に増えたとも認識ありませんし、補正額とし

て金額が大きいので、ここの子どもたちが待機者もほとんどいないという認識をしていたもので

すから、補正でこれだけの数が増えたというのは子どもの生まれた数が増えたのか、保育所とか

そういうところに行かさなかった人が行かすようになったものなのか、実際はどういう実態なの

ですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。 

〇福祉課長(渡辺浩之君) 児童措置費についてなのですけれども、実際下川議員おっしゃるとお

り、今まで保育所等に預けられていない方が、特に１歳、２歳の方が公定価格、１人当たり幾ら

という結構高い金額の方が年間延べで120、月でいくと10人ぐらいなのですけれども、そういう方

が増えていることと、あと無償化になったことによって今言った公定価格が低い方から高いほう

にというのが保育所でいくと１号から２号、幼稚園のほうでいくと６時まで預かれる方と途中で

帰られる方、言葉はあれなのですけれども、どちらにしても無償化になるのであれば６時まで扱

ってもらえるほうがいいのではないかと、そういうような中での移動がありまして、当初からの

見積もりが数字的に甘かったとかそういうことではないです。 

あと、待機児童については、前から言う潜在と言われる仕事が見つかったら預かってもらいた

いという方は多少いますけれども、今ご自身のここに入れたいということの意見を持っている人

以外は待っている状態にはなっておりません。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 次は23ページのところなのですが、今年度において私は異常な伝染病があ

ったとか、ホルスタインにしても和牛についても軽種馬にしても特に死亡した頭数が多いという

認識がなかったものですから、この頭数が増えたのは何が一番増えて、何か特別な事情があった

のかどうかお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〇農政課長(及川敦司君) 死亡獣畜焼却処理場の増頭のかかる経費増しですけれども、特段伝染

病等で死亡が増えたというふうな報告はありません。ただ、４月から９月までの実績でございま

すけれども、昨年よりも20頭ぐらい増えているということ、そしてあとは１頭当たりの焼却単価

もちょっと増えているということで、燃料費が増額になるというような状況でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 下川君、３回目です。 

６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) ３回目ですから２つやりますけれども、この23ページのところで、私も昔

は酪農をやっていたので、現場のことはよく知っているのです。ところが、今は自分で埋めたり、

勝手に埋めたり、焼いたりできないということがありますから、基本的には出しなさいというこ

とにもなったのですけれども、昔はいろいろありまして、ちょっと事故だとか伝染性のもので死

んだときに、これは実際あった話ですから、もう持ってこないでくれと、原因わかっているから、

あまり大きい声では言えないけれども、処分してくれと言われたこともあったのですけれども、

今はそれが原則できませんし、農家の人たちも守っているから、結果的に頭数が増えるというこ

とがあるのかなと思いますけれども、これを断ったからといって勝手に近くに埋めるとか、勝手

に自分で焼くということはないと解釈していいですか。これがきちっと守られているから、若干
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の変動があるという理解でいいかの確認が１つ。 

それから、３回目だというので、病院会計のことなのですが、報告書等にもありましたけれど

も、一生懸命黒字化を目指そうとしても、さっきの補正の話を聞くと収入増やしても支出も同じ

だったら、結果的にプラス・マイナス・ゼロで黒字化ということがほど遠いです。だから、この

数字からすると、この補正だけを見ると黒字化はなかなか利用者を増やすとか外来を増やすだけ

では難しいという実態だという解釈でよろしいでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〇農政課長(及川敦司君) まず、死亡した家畜に対しましては、化製場法の関係もありまして施

設で処分、処理をするというふうになっておりますので、各農家の敷地内で埋設するというよう

なことはございません。 

あと、当処理場についての申し込みがありましたら、それに対してはお断りなく現在のところ

全て処理をしているというところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 米田静内病院事務長。 

〇静内病院事務長(米田一治君) ご質問のありました病院事業会計の経常収支に係る部分のご質

問でございます。収入は確かに増える努力をさせていただいております。また、それに伴って当

然経費も増えると。それでは黒字化は難しいのではないかということかというふうなご質問だと

思います。確かに収入をまず増やしていかければならないというふうに考えて病院運営のほうは

させていただいておりまして、それに伴ってどうしても薬品費ですとか材料費などの経費もかか

ります。それから、特に循環器診療に係る部分については、例えばペースメーカーですとか単品

で100万を超えるような材料なんかもあるということで、経費が増えた分、それを追い越すことは

ないですけれども、当然経費も上がっていくというような状況もございます。なるべく黒字化に

近づけていきたいという気持ちは持っておりますけれども、これを一朝一夕に黒字化体質に変え

るというのは難しいというふうに言わざるを得ないということでご理解いただきたいと思いま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。 

〔｢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。 

 議案第１号から議案第６号まで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 令和元年度新ひだか町一般会計補正予算(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〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 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 令和元年度新ひだか町簡易水道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〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 
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 よって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号 令和元年度新ひだか町下水道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〕 

〇議長(福嶋尚人君) 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。 

 次に、議案第４号 令和元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〕 

〇議長(福嶋尚人君) 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 令和元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〕 

〇議長(福嶋尚人君) 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。 

 次に、議案第６号 令和元年度新ひだか町病院事業会計補正予算(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〕 

〇議長(福嶋尚人君) 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。 

 ここで暫時休憩いたします。 

休憩  午後 ２時０３分 

                                            

再開  午後 ２時１２分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                            

        ◎議案第７号及び議案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第４、議案第７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及び議案第８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。 

 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) ただいま上程されました議案第７号、議案第８号についてご説明いた

します。 

議案第７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
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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いて本年８月７日に人事院から勧告がござ

いまして、これを受け10月11日の閣議において勧告どおり給与改定を行う決定いたしまして、国

会に給与法案が提出され、11月15日に可決、成立したところでございます。本町は、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おりまして、本件についても同様に改正しようとす

るものでございます。なお、職員組合との交渉につきましても11月28日に行い、同日妥結をして

ございます。 

それでは、改正の内容につきましてご説明いたします。議案第７号参考資料、説明要旨により

ご説明いたしますので、16ページをお開きください。今回の改正でございますが、民間給与との

較差に基づく給与改定など３条立ての改正となってございます。第１条といたしまして２つの項

目の改正がございまして、１つ目は給料表の改正でございますが、全ての給料表につきまして初

任給を中心とした若年層の職員が在職する号俸について給料月額を引き上げるものでございまし

て、平均で0.1パーセント給与月額を引き上げるものでございます。 

なお、18ページ、19ページに給与改定概要書で添付してございますので、後ほどごらんいただ

きたいと思います。 

２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0.05月

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92.5から100分の97.5に改正し

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1.90月となります。 

なお、本年度におきましては、再任用職員の期末手当の改定はございません。 

次に、第２条といたしまして欠格条項の改正でございます。この後上程されます議案第10号 新

ひだか町印鑑の登録及び証明に関する条例等の一部を改正する条例制定について及び既に上程さ

れた議案第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におきましても関連する内容でございまして、同様の趣旨の説明をさせてい

ただくこととなりますが、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施行により成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等である

ことを理由に不当に差別されないよう成年被後見人等に係る欠格条項を削るなど、地方公務員法

の一部が改正されたことに伴う所要の改正を行うものでございます。 

第３条といたしまして２つの項目の改正がございまして、１つ目は住宅手当の改正でございま

すが、令和２年度以降の住居手当の支給対象となる家賃額の下限を4,000円引き上げ、これにより

生じる原資を用いて手当の上限を1,000円引き上げるほか、住居手当の算出方法を改めるものでご

ざいます。 

17ページに参りまして、上段に参考として住居手当の改正内容の比較表を載せてございます。

左側、改正前で１万2,000円でありました支給対象家賃額の下限を4,000引き上げ、１万6,000円と

し、①、②の家賃月額を区分ごとの算出方法をそれぞれ記載のとおり改め、③は家賃月額５万

5,000円以上のものは２万7,000円の上限でありましたが、家賃月額６万1,000円以上のものは２万

8,000円とし、上限額を1,000円引き上げるよう改める改正内容でございます。 
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２つ目は、勤勉手当の改正でございますが、先ほど第１条の２つ目の改正においてご説明いた

しました勤勉手当の12月期における0.05月引き上げについて、令和２年度以降は６月期及び12月

期の支給割合を均等に割り振ることとし、それぞれ100分の95とするものでございます。 

なお、参考としまして、期末、勤勉手当に係る支給月数の変動内容を記載してございますので、

ごらんいただきたいと思います。 

14ページにお戻りください。下段、附則でございますが、附則第１条は施行期日等でございま

して、この条例は、公布の日から施行しようとするものでございますが、第１項では条例第２条

につきましては令和元年12月14日から、条例第３条及び附則第３条につきましては令和２年４月

１日に施行しようとするものでございます。 

第２項は、条例第１条につきましては平成31年４月１日から適用するものでございます。 

附則第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る給与は、改正後の給与条

例の規定により内払いとみなすものでございます。 

附則第３条は、住居手当に関する経過措置でございまして、住居手当の算出方法の改正に伴い、

改正後におきまして手当額が2,000円を超える減額となる場合は、１年間に限り2,000円を限度に

激変緩和措置を行うものでございます。 

附則第４条は、規則への委任でございまして、前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７号の説明を終わります。 

続きまして、議案第８号についてご説明いたします。議案第８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

町特別職の職員で非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いたしますので、もう一枚おめく

りください。今回の改正につきましては、議案第７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いたしました一般職の勤勉手当の支給月数の改正について常勤である

特別職についても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

がございませんので、期末手当を0.05月引き上げるものでございます。改正の内容は２つござい

まして、１つは令和元年12月期の期末手当の支給割合を100分の222.5から100分の227.5にしよう

とするものでございます。もう一つは、令和２年度以降の期末手当の支給割合を６月期、12月期

ともに100分の225にしようとするものでございます。この結果、常勤でございます特別職の期末

手当の支給月数は4.45月となります。 

１枚お戻りください。附則でございますが、第１項、第２項は施行期日等でございまして、こ

の条例は、公布の日から施行しようするものでございます。令和元年度以降の期末手当の支給割

合は、令和元年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令

和元年12月１日から適用するものでございます。 

第３項は、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、
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第１条の規定による給与条例の規定に基づき支給される給与は、改正後の給与条例の規定により

内払いとみなすものでございます。 

以上で議案第８号の説明を終わります。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) これより一括質疑を行います。質疑ありませんか。 

６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 私は、説明の趣旨はよく理解できるのですが、ただ町民から聞こえてくる

ことは、国家公務員に準じて今までもやってきたということはもちろんわかると。だけれども、

官民の較差からいって、この地域として民間よりも安いのかという疑問が出されることがあるこ

とと、最近は特に行政側からも、議員の議論の中でも財政が我が町は非常に厳しいということが

よく挙げられますし、経常経費も非常に高いということも指摘されていますし、共通理解だと思

うのです。そのときに国家公務員に準じて我が町も上げましょうということが本当に町民に理解

してもらえるだろうかと。ただ準じてきたから今年もということで、果たしてそれが理解される

だろうかという私は疑問を持つのです。説明するときに町民に対してその説明だけでいいのだろ

うかということなのですが、提案する側としてはどうなのでしょう。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) ただいまのご質問ですけれども、議員以前からご質問されてございま

す。当町におきましては、これまでもずっと国公に準拠している形で、人事院勧告に基づいて行

われるものに合わせてやってきてございます。当町におきましては、その給与が幾らなのか、幾

らがいいのかという、そういう調査委員会を設置してございません。小さな市町村であれば、国

の人事院勧告に基づいて実施しているところがほとんどでございます。あと、町内にも町の給与

を参考にして給与を決定しているところも少なからずあるとは思います。そういったことを加味

しまして、当町といたしましてはこれまでも行ってきたとおり、人事院勧告に基づいて国公に準

拠した形で実施していきたいというふうに考えてございますので、ご理解をよろしくお願いいた

します。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 理解はできませんけれども、町民に聞かれたら課長がそう言っていたとい

うことを伝えたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 町がですね。 

 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) 前回の提案の原案どおり可決しました議員報酬等の改正に反対していた者

として、議案第８号についてお聞きしたいと思います。 

今回の改正は、先ほど説明ございましたが、一般職の勤勉手当支給月数を改正するから、特別

職の期末手当支給月数も改正するという理由ということで説明ございましたが、町民の皆さんが

それを聞いたときに非常にわかりづらい理由というふうに考えてございます。これは、先ほど話

ありましたように人勧に基づいて決定するものですから、従来どおり特別職も歩調を合わせて改

正するというものは理解できます。理解できますけれども、一般職の方はそれぞれ生活があるわ

けですから、大変厳しいですから、それは十分わかります。ただ、町長を初め特別職の皆さん方

におきましては、まことに失礼だと思いますけれども、生活がかかっているわけでないと思いま

す。そういったことがありまして…… 
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〇議長(福嶋尚人君) 畑端君、ちょっとそういう質問はやめてください。そういう質問はやめて

ください。 

〇12番(畑端憲行君) 特別職の方は、それなりにいいと思いますけれども、ただこの大事な時期

に手当のアップの改正というのは、これからいろいろ説明していく中で非常に厳しいものがある

と思うのです。それで、先ほど説明の特別職の改正の理由と言いましたけれども、この給与の改

正について特別ここで別な理由があって、そういった理由でもって特別職も変えるのだというこ

とがあれば、まず最初にお聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。 

〇総務部長(坂 将樹君) ちょっと前段で一般職の部分も話させていただいた経過で今の特別職

の話もさせていただきます。先ほど総務課長もお話ししていましたけれども、地方公務員の給与

というのは、地方公務員法によって国家公務員ですとか他の町村、それから民間事業の給与を比

較して決めなさいというふうになっています。それで、町村については、国、それから国の人事

院、都道府県の人事委員会というものがあって、ここで給与の比較をしています。ただ、15万人

だったと思うのですけれども、以下の町村については、人事委員というのがなくて、公平委員会

を設けることになっています。それで、この給与比較というのは、単純に同じ都市の職員が民間

の同じ都市の職員と給与が合っているかどうかというだけの比較でなくて、それまでの経験年数

ですとか職種だとかということで給与比較をするというふうになっています。今年度の人事院勧

告については、55万人、１万2,500の事業所を全国で調査してということになっています。かつ人

事院については、26年度だったと思うのですけれども、給与の体系の見直しがあって、全国の給

与を一旦下げた上で、都市部だとかというのは地域手当で加算をすると。ですから、北海道の給

与の部分、うちが参考としている給与については、全国で最も低いレベルの給与を参考として、

その人勧を見習ってやっているということです。それから、これについて、確かに地方の給与の

中で役場の職員というのは決して安いとは思いません。どちらかというと、高いほうということ

だと思います。それで、これについては、役場の職員の給与が高いというより、本来であれば町

内の全事業所が給与上がってくれるということが大切なのではないかなというふうに思っていま

す。それで、ちょっと前段長くなって申しわけありませんが、そういう中で特別職の給料につい

ては、特別職に勤勉手当というものがございませんので、職員でいう期末手当、それから勤勉手

当、これを足したものを期末手当として支給をしてございます。これは、常勤の特別職だからと

いうことで合わせた手当で、合わせた内容で支給をしていくということになっています。基本的

にはこの条例改正本則の改正については、人事院勧告を参考にやってきているという中で、この

体系を崩すという気持ちは町のほうではございません。先般北道議員さんのほうから給与の削減

のお話をいただきました。それで、現在は私ども給与を削減するという考えは持ってございませ

ん。一般的な人件費の一時的な対応でなくて、例えば組織だとか職員数の見直し、それから事務

事業の見直し、官民の役割の見直し、そういうものをして総体を下げていきたいというふうに考

えてございます。これは考えてございませんが、今後においてやむなく例えば人件費に手をつけ

なければならないという場合においても、あくまでも本則部分は変えない、変えるつもりはござ

いません。それは、そのときにその内容で検討させていただきたいというふうに考えてございま

すので、今回の特別職の給与提案についてもその人事院勧告を参考とした一般職を準用して、期

末手当の支給率だとかも特別職のほうは決めてございますので、それに倣って今回提案をさせて
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いただいているということですので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) 今坂部長が言ったことについては痛いほどわかっているのです。十分わか

っています。人事院勧告に基づいては、一般職については私はこれは第７号についてはぜひよろ

しくお願いしますというふうに申し上げたいと思うのですけれども、今私申し上げましたのは特

別職について、今のこの時期にこういった使用料を上げるとか病院の会計改善するとか、いろん

なこの時期に今町民に話しかけるときに、私たちが説明するときに、こういうこと、改革につい

て何とかよろしくお願いします。ただし、特別職の給与は、手当は上がりますよというその説明

をするのに本当に悩んでいるのです。そういうこともあるものですから、私はこの特別職につい

て、何も人事院勧告に基づいて特別職については一律にするということではなくて、ただ事務上

一般職の実を上げたときに特別職今までやっていましたら、それを今待って後でがばっと上げる

わけにいきませんから、これは仕方がないなと思って、やむなく私はこの点については賛成せざ

るを得ないなというふうに思っていますけれども、ただ過去に私もそちらのほうに座っていたと

きに、時の町長が…… 

〇議長(福嶋尚人君) 畑端君、質問してください。 

〇12番(畑端憲行君) 質問します。質問しますけれども、こういったことの対策として、例えば

特別職の役職加算をもと20パーセントあったのを休止するとか、あるいはボーナスのほうを減額

するとか、そういう特別職の加算額をそういうような方法をとるなどのことを後に、今これで決

まったとしても後にそういうことを考えておけば町民にまた理解できやすいのでないかと。町長

の姿勢もそれはというふうにわかるという一つのことがありますので、そこら辺、町長、これを

決まったとしてもその後そういう措置ができないかどうかお聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 町長。 

〇町長(大野克之君) 手厳しいご質問だというふうに思います。私ども特別職は生活がもう豊か

で何も大丈夫でないかというようなお話もございましたけれども、決してそういう状況にはござ

いません。私は、畑端議員の言う気持ちはわからないわけではないですけれども、今この期に及

んでそのような判断をするという時期ではないというふうに思ってございます。私自身あるいは、 

特別職の給与、報酬を落とすというようなことというのは、何か大きな事件がありまして、その

責任をとるですとか自分自身の責任でどうだと、そういうときに行うものだというふうに思って

ございまして、今現在そのような考えはございません。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 私も常勤特別職の給与条例の改正について若干伺いたいのですけれども、

ただいま町長のお考えも披露していただきましたけれども、私はそういうふうには思っておりま

せん。今回ちょっとお伺いしたいなと、二、三聞きたいなと思っているのは、部長のほうからも

提案説明にもあったのですけれども、特別職については勤勉手当の概念がないので、期末手当に

一本化しているということであります。期末手当も額については決めなさいというふうになって

います。地方自治法で額については決めなさいと。そして、その額も、これ大変古い話で申しわ

けないのですけれども、昭和48年の自治省の通達で、特別職の給与というのは職員の給与にスラ

イドするものではないと、そういうものではないというふうなのが出ています。これ非常に古く

て申しわけないのですけれども。その中で、特別職の給与、それから議会の議員の給与について
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は報酬等審議会の答申、諮問をして答申を得てというふうになっています。今回報酬等審議会開

かれていないと思うのですけれども、せんだってさきの年度において議員の報酬の改定がありま

した。期末手当の改定なのですけれども、これは勤勉手当の規定がないのでということで、3.3カ

月あったものが2.6カ月ということで改正をしております。そして、今部長おっしゃったように勤

勉手当の規定は特別職ありません。そしてまた、今畑端議員も言っていたように非常に多くの改

正、事業が大幅に見直されて、多くの町民であるとか職員に大きな負担が今かかろうとしていま

す。こんな時期に法的にきちんとした規定がないまま0.05、これを上げるという改正が妥当なの

かどうなのか、これについて伺いたいと思うのですけれども、もう一点、この期末手当のスライ

ドしていく、これは上げるときも下げるときもスライドしているのですけれども、従来スライド

しているのですけれども、これについて報酬等審議会でかつてそういうふうにすべきだと、それ

が妥当だというような答申が得られているのかどうなのか、これについて確認したいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。 

〇総務部長(坂 将樹君) 報酬審議会のほう常勤特別職と、それから議会議員の報酬ついて意見

をいただいて、町のほうから諮問をして、答申をいただいてということで改正をしているという

経過です。それで、これについては、本法というのでしょうか、常勤特別職だと給料額、それか

ら議会議員の皆さんだと報酬額、報酬月額の部分について答申をいただいております。それで、

この答申については、期末手当の分については基本的に答申をいただく内容になってございませ

ん。ただ、先般の特別職報酬審議会のほうからいただいた答申については、附帯意見として議会

議員の皆さんの期末手当について常勤の職員の期末手当の支給率に合わせるべきでないかという

附帯意見としていただいたということですので、これを特別職報酬審議会の中で期末手当を何月

にしなさい、何月にしなさいというような答申をいただく事項にはまずなっていないということ

になります。 

それから、先ほど行政実例というのでしょうか。通知のことも川端議員おっしゃられておりま

したけれども、基本的に一般職もそうですし、特別職の部分についてもあくまでも最終的には条

例で決める内容になっていますから、先ほど私言った地方公務員法の中で国家公務員ですとか他

の市町村の職員の給与を参考としなさいとはなっていても、それが決して必ず同額にしなさいと

いうものではありません。ただ、うちのほうも判断する材料としてほかの民間の事業所との比較

というのはなかなかできないという部分があって、ほかの町でも参考とさせていただいている人

事院勧告を準用しながら、これまで改定をしてきたというような状況でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) それでは、先ほど議員の関係であれば附帯意見としてつけたと。それは、

町長の判断で附帯意見としてつけたと。これはちょっと違いますけれども、そういうことなので

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 川端君、それ違いますから、やめてください。 

〇２番(川端克美君) 議案が違うということでしょう。 

それと、0.5、今回0.05なのですけれども、通常の勤勉手当の上げ下げ、期末手当の上げ下げに

ついてのその割合については、都度理事者のところで判断して上げ下げしているというようなこ

となのでしょうか。 

そして、もう一つ、先ほど町長明確にお答えになられたので、今さらまた聞くというのもあれ
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なのですけれども、非常に大きな事業の改正、事業の見直しがされているときに非常にわずか、

言ってみたらあれなのですけれども、0.05の改正を、引き上げ改正を今この時期にしなければい

けないものなのでしょうか。もう一度、簡単でよろしいですけれども、お伺いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。 

〇総務部長(坂 将樹君) 私の答弁の仕方が悪くて申しわけございません。先ほど言った附帯意

見というのは、町のほうから諮問をさせていただいて、報酬審議会のほうからいただいた答申の

中に附帯意見があって、それを附帯意見でいただいたものですから、その内容で町としては上程

をさせていただいたという状況でございます。 

それから、今回の常勤特別職の期末手当の改定の部分の判断につきましては、先ほども町長も

申し上げましたし、私も説明をさせていただいていますが、それらの内容を鑑みた中で今回上程

をさせていただくという結論に至ったところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。 

〔｢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。 

 議案第７号及び議案第８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７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〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第８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。 

〔｢異議あり｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議がありますので、起立によって採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立する者多数あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 起立多数です。 

 よって、議案第８号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎議案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第５、議案第９号 新ひだか町企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 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) ただいま上程されました議案第９号についてご説明申し上げま
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す。 

議案第９号は、新ひだか町企業職員の給与の種類及び基準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、新ひだか町企業職員の給与の種類及び基準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。 

今回の条例改正については、令和元年度の人事院勧告により国家公務員の給与改定が実施され

ることに伴い、本町職員の住居手当も改正することについて先ほど総務課より説明あったところ

でございます。一方、企業職員の給与は、地方公営企業法により給与の種類などについては条例

で定めることとされているため、本条例で手当の種類等を規定しておりますが、手当の支給額な

ど詳細については、企業職員給与等規定により町の職員給与条例の規定を準用することとなって

おり、これらのことから今回条例規定の文言整理を行うため、一部改正しようとするものでござ

います。 

それでは、改正内容は、議案第９号参考資料、条例新旧対照表によって説明させていただきま

すので、２ページをごらんください。改正箇所は第９条となり、住居手当の規定となりますが、

第１号では借家の場合、第３号では単身赴任手当を支給されている職員で配偶者が居住するため

の住宅、それぞれの手当の対象とする規定でありますが、このうち対象とする家賃額の詳細規定

については、先ほど説明したとおり、職員給与条例を準用することになることから、この条例に

おいて月額１万2,000円を超えるという文言を削っても支障がなく、これらについて文言整理する

ものであります。 

恐れ入ります。１枚お戻りいただきまして、１ページをごらんください。次に、附則ですが、

この条例は、令和２年４月１日から施行することとします。 

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９号 新ひだ

か町企業職員の給与の種類及び基準に関する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) これより質疑を行います。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。 

 これで質疑を終了いたします。 

 議案第９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９号 新ひだか町企業職員の給与の種類及び基準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〕 

〇議長(福嶋尚人君) 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。 

                                            

    ◎議案第１０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第６、議案第10号 新ひだか町印鑑の登録及び証明に関する条例等の

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。 
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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) ただいま上程されました議案第10号についてご説明いたします。 

議案第10号は、新ひだか町印鑑の登録及び証明に関する条例等の一部を改正する条例制定につ

いてでございまして、新ひだか町印鑑の登録及び証明に関する条例等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。新ひだか町印鑑の登録及び証明に関する条例等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、議案第７号におきましてもご説明いたしましたが、成年被後見人

等であることを理由に不当に差別されることがないよう、成年被後見人等を資格、職種、業務等

から一律に排除する規定等を設けている各制度につきまして、心身の故障等の状況を個別的、実

質的に審査し、制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定へ適正化することを趣旨としていま

して、令和元年６月14日に公布されました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により180本ほどの法律が改正され、当町の条例におきま

してもこの改正された法律を引用しているものに条ずれ等が生じたため、必要な改正を行うもの

でございます。 

それでは、改正の内容につきましてご説明いたします。議案第10号参考資料の条例新旧対照表

によりご説明いたしますので、３ページをお開きください。改正条例の内容としましては、３条

立てとなってございます。第１条の新ひだか町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正でご

ざいますが、印鑑登録の事務は印鑑登録証明事務処理要領という総務省のガイドラインに準拠し

て実施されるものでございまして、今回の法改正を受け、当該ガイドラインについても改正が行

われることとなったため、当町の条例につきましても同様の改正をするものでございます。その

内容といたしまして、印鑑登録の対象者から成年被後見人であることを理由に一概に除外するも

のではなく、成年被後見人になっても意思能力を有する者は、印鑑登録の申請を受け付けて差し

支えないものとすること及び条文中の文言で｢記録されている｣を｢記載されている｣という表現に

改め、第６条中第１項第３号中に括弧書きで表記しておりました定義規定を第５条第２項中に移

動する条項の整理による改正もあわせて行うものでございます。 

４ページに参りまして、次に第２条の新ひだか町職員の分限についての手続及び効果に関する

条例の一部改正でございますが、整備に関する法律により地方公務員法の一部が改正され、読み

上げますと全く同じ表現となってしまいますが、｢平等取扱の原則｣という見出しが｢平等取扱いの

原則｣と送りがなの｢い｣を追加する改正が行われため、それを引用しております条文につきまして

も同様の改正を行うことと、さらには職員となり、または競争試験もしくは選考を受けることが

できないことを定めた法の欠格事由から成年被後見人、または被保佐人が削られることに伴い規

定中の項が繰り上がるため、当該箇所を引用しております条文の改正を行うものでございます。 

最後に、第３条の新ひだか町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正でございますが、こちらにつきましても第２条と同様、整備に関する法律により児童福祉

法の一部が改正され、養育里親及び養子縁組里親となることができないことを定めた法の欠格事

項から成年被後見人、または被保佐人が削られることに伴い規定中の号が繰り上がるため、当該

箇所を引用しております家庭的保育者となることができないものの条件規定に改正が生じたもの
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でございます。 

２ページにお戻りください。附則でございますが、施行日につきましては、整備に関する法律

の公布の日から６カ月を経過した日とされており、令和元年12月14日からとするものでございま

す。 

以上で議案第10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。 

〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 10号の３ページに条例の新旧対照表がありますけれども、改正前のほうの

第２条の(２)のところでは成年被後見人とありますけれども、逆に改正後は(２)で意思能力を有

しない者ということで、多分これ窓口の職員が判断するということなのかなと思いますけれども、

この意思能力を有しないかどうかの判断を職員がするのですか。これどこでだれがするのでしょ

うか。これでは私はできないと思うのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 阿部生活環境課主幹。 

〇生活環境課主幹(阿部容子君) ただいまのご質問です。私どもも最初このガイドライン見たと

きにどのように判断するのだろうと思ったところであります。総務省のほうに同じような問いが

全国各地から寄せられておりまして、あくまでもご本人に印鑑登録をする意思があるということ

を確認できれば登録して差し支えないという改正内容でございまして、一律に成年被後見人だか

らという理由で排除してはならないというのが条例改正の趣旨でございます。私どもが印鑑登録

を受け付ける際に、ご本人の意思だということが確認できれば登録して差し支えないという内容

でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 認知症の人の場合のケースでよくトラブルが起きるのは、本人は認知症だ

ということをわかっていません。しかし、被害妄想とかがあって、郵便局行って通帳を解約する

だとか、なくしたから再発行してくれたとか、またはだれだれに狙われているから、また再発行

してくれとかということがあるのです。それもその日の状況とかに、または午前中と午後でも判

断がちゃんとできるときもあればできないときもあったりする。だから、きちっとだれかが付き

添って、きちっとその人の状況がわかること、何かの証明がないと本人だけの確認では意思確認

はできない人のケースがあると思うのです。ですから、勝手に自分の判断で印鑑なくしたことに

したら、再発行してもらえるからこの印で登録してくれということのときにそれが正しい判断と

して確認できるだろうかという心配なのです。その辺のところはどうなのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 阿部生活環境課主幹。 

〇生活環境課主幹(阿部容子君) そちらのほうは、こちらのほうもこの方は今本当に通常の状態

なのだろうかというのは判断はできないかと思います。あくまでも窓口に来られて、印鑑登録を

したいのですね、はい、しますというやりとりが成立すれば、そこで意思はあるというふうに判

断するという現状ではないのかなというふうに思っております。 

〇議長(福嶋尚人君) 下川君、３回目です、３回目。 

６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 多分担当者にこれ以上聞いてもなかなか説明してもらえないとは思います

けれども、実際にこれを認めて窓口業務を担当した職員は、私は混乱するケースが出てくると思
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う。本来条例とか何かを決めるときには、個人の判断ではなくて、客観的なきちっとしたものが

なければ難しいと思うのです。役場の職員だって人事異動もあるわけでしょう。だから、この業

務に精通した人しか絶対ならないという保証はないもの。だとしたら、今いろんな犯罪っていっ

ぱい起きているけれども、上手にいろんな訪問してくる人に頼まれて、印鑑証明新しくつくって

くれと、持ってこいと言われたら、素直におじいちゃん、おばあちゃんなら窓口に行く人いると

思うのだ。でも、担当者は本人が来たのだからといって多分発行するのではないですか。印鑑証

明受理するケースが出てくると思うのだけれども、そういうことのチェックというのは一切しな

いで、国が言っていることが正しいかどうかもわからないけれども、上から来たから、はい、そ

うですということでいいのだろうか。私は、このままだと窓口で混乱が起きるという想定ができ

るのですけれども、それを否定できますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 阿部生活環境課主幹。 

〇生活環境課主幹(阿部容子君) 下川議員のご心配は重々こちらも承知しております。ただ、あ

くまでも今回の条例改正については、一律に排除するなというのが大前提でございまして、何を

もって意思能力を有する、有しないということについては全国各地同じような声が上がっていま

すので、内容もまた若干変わっていくのではないかなというふうに現時点では感じております。

ただ、あくまでも今の時点では一律に排除しないということ、ご本人が登録をしたいのだという

意思表示があれば登録はしなさいというガイドラインになっておりますので、そこは粛々とやっ

ていくしかないというふうに思っております。 

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。 

 議案第10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10号 新ひだか町印鑑の登録及び証明に関する条例等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〕 

〇議長(福嶋尚人君) 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。 

                                            

    ◎議案第１２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第７、議案第12号 新ひだか町軽種馬市場流通・生産振興センター条

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。 

及川農政課長。 

〔農政課長 及川敦司君登壇〕 

〇農政課長(及川敦司君) ただいま上程されました議案第12号につきましてご説明申し上げま

す。 

議案第12号は、新ひだか町軽種馬市場流通・生産振興センター条例を廃止する条例制定につい
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てであり、新ひだか町軽種馬市場流通・生産振興センター条例を廃止する条例を別紙のとおり制

定するものでございます。 

提案理由でございますが、当該施設は軽種馬関係者の知識及び技能の向上を促進し、畜産業の

振興を図るために平成12年に設置したものでありますが、このたび運営管理を委託しております

日高軽種馬農協より無償譲渡の申し出があったことや町ファシリティーマネジメントの決定方針

に沿ったものであることから当該施設を処分することとし、条例を廃止しようとするものでござ

います。 

１枚おめくりください。新ひだか町軽種馬市場流通・生産振興センター条例を廃止する条例。 

新ひだか町軽種馬市場流通・生産振興センター条例は、廃止する。 

附則の第１項でございますが、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

第２項は、議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部を改正す

るものでございまして、その内容につきましては、次ページの参考資料の新旧対照表にてご説明

いたしますので、１面おめくりいただきたいと思います。表の右側の改正前条例の別表第１の第

17号と別表第２の第11号の軽種馬市場流通・生産振興センターを削るものであり、これによって

以下の各号を繰り上げるものでございます。 

以上、議案第12号の説明といたします。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) これより質疑を行います。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。 

 議案第12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12号 新ひだか町軽種馬市場流通・生産振興センター条例を廃止する条例制定

についてを起立により採決いたします。 

 なお、本案は、地方自治法第244条の２第２項及び議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用

又は廃止に関する条例第３条の規定に基づく特別多数議決であり、出席議員の３分の２以上の同

意を必要とし、議長も採決に加わります。ただいまの出席議員は16名でありますので、その３分

の２条は11名以上であります。 

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16名であります。ただいま起立は３分の２以上であります。 

 よって、議案第12号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎議案第１３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第８、議案第13号 財産の無償譲渡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。 

及川農政課長。 

〔農政課長 及川敦司君登壇〕 

〇農政課長(及川敦司君) 議案第13号につきましてご説明申し上げます。 

議案第13号は、財産の無償譲渡についてでありまして、これは地方自治法第96条第１項第６号
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の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

提案理由でございますが、当該施設の管理を委託しております軽種馬農協より無償譲渡の申し

出があり、当該施設を軽種馬農協に譲渡することにより日高管内の軽種馬生産流通の中心的存在

として今後も継続して有効的な運営が図られること、また将来的な町の維持負担の軽減や町税の

確保も図られることから、無償譲渡しようとするものでございます。 

１の譲渡する財産でございますが、建物で、所在地が日高郡新ひだか町静内神森175番地の２、

名称は新ひだか町軽種馬市場流通・生産振興センター、構造は木造２階建て、床面積は496.85平

方メートル、建築年は平成12年となってございます。 

次に、２の譲渡の相手方でございますが、浦河郡浦河町築地２丁目１番１号、日高軽種馬農業

協同組合代表理事組合長、木村貢。 

３の譲渡の理由でございますが、当該施設の管理を委託している日高軽種馬農業協同組合によ

る自主的な管理運営を図るために譲渡しようとするものでございます。 

４の譲渡の時期でございますが、令和２年１月を予定してございます。 

また、参考資料といたしまして施設の位置図、平面図及び契約書を添付してございますので、

お目通しいただければと思いますが、契約につきましては11月29日に相手方と仮契約を締結した

ところであり、議会の議決を終えた日をもって本契約とすることとしてございます。 

以上で議案第13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。 

〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) ここには契約書があるのですけれども、第15条の(１)で８条に定める義務

違反をしたときには契約の時価の10パーセントに相当する金額を払うとありますけれども、今日

現在の時価ってこれ幾らなのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〇農政課長(及川敦司君) 添付しております契約書の最終ページに契約時の評価額ということで

803万2,008円ということで評価しているところでございます。 

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。 

 議案第13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13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〕 

〇議長(福嶋尚人君) 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。 

 暫時休憩いたします。 

休憩  午後 ３時１２分 

                                            

再開  午後 ３時２１分 
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〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                            

    ◎議案第１１号の委員会報告、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第９、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。 

 本案について委員長の報告を求めます。 

使用料審査特別委員長、川端君。 

〔使用料審査特別委員会委員長 川端克美君登壇〕 

〇使用料審査特別委員会委員長(川端克美君) 委員会審査報告を行います。 

 令和元年12月12日 

新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様 

               使用料審査特別委員会委員長 川 端 克 美 

委員会審査報告書 

 令和元年12月11日第６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 

 ２ 審査結果 原案を可決すべきものと決定した。 

 ３ 審査意見 標記付託事件については、平成31年４月24日に開催された全員協議会において、

町長から使用料等の見直しに係る方針等が明らかにされ、所管委員会である厚生

経済常任委員会において所管課へのヒアリングを行うなど、７カ月余にわたり慎

重な調査が行われてきた。 

        付託された条例改正案は、これまでの厚生経済常任委員会の調査を踏まえて提

案されたものであり、当特別委員会では当該調査を実施するにあたっては、当該

使用料の見直しは必要であり適当であるとの厚生経済常任委員会の所管事務調

査報告を尊重しつつ、同様に慎重な審査を行った。 

        本町の下水道事業は、町公共下水道事業計画に基づく着実な整備を進めてきた

ところであるが、その一方で人口減少に伴う使用料の減少や布設後相当の年数が

経過したことによる下水管の老朽化、下水処理に係る機械・電気設備等の更新な

ど汚水処理を取り巻く環境は厳しい状況となっている。 

        また、生活雑排水の処理についても同様の状況下にある中で、将来にわたって

安定した公共サービスを提供していくためには、受益者負担の原則に基づきサー

ビスを利用する方から一定の費用負担を求めることは必要な措置であると認め

るとともに、将来を見据え専門的な知見の活用や利用者である町民の意見等を聴

く機会等を通じて、安定的な経営基盤の確立等、抜本的な改革の検討と更なる経

営改善に向けた継続的な検討を行われるよう期待するものである。 

        これらのことから、当特別委員会では原案を可決すべきものと決定した。 

        なお、条例の施行にあたっては町民、利用者に混乱を招くことのないよう丁寧
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な周知に努められたい。 

 以上のとおり報告いたします。 

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。 

 議案第11号に対して討論の通告がありますので、討論を行います。 

 まず、委員長報告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、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

部を改正する条例に反対いたします。 

以前出ていた町の改定案では、下水道の基本水量を８トン、料金を税抜1,530円とし、現行より

70円安くなっていましたが、超過料金が204円で、値上げ幅の大きいものでした。しかし、曲がり

なりにも年金高齢者や単身者にわずかながらの軽減措置を講じたものでした。しかし、今回の下

水道使用料改定では、基本水量10トン、料金は1,920円と、１トンから10トンまで使う人全てが

320円値上げとなり、超過料金は192円と現行より22円の値上げです。これではほんの少ししか使

わない人も、家族が多くてたくさん使う人も満遍なく値上げとなります。一般住民、とりわけ高

齢者の生活実態から考えてかけ離れた料金体系となり、新たな負担増になることは明らかです。

これが反対の理由の１番目です。 

反対の理由の２番目は、下水道事業がなぜこんなに大赤字となり、1.86倍まで値上げしない限

り運営ができないのか、その原因について町民に明らかにすべきことです。明らかに行政の不作

為と言わざるを得ません。町民は、下水道事業の運営についてはわからない。なぜこうなるのか

理由が知りたいと言っています。その声に町は答えるべきです。今、町は一般会計から特別会計

への繰り出しを減らす、独立採算の原則だと言っていますが、そもそも多額の設備投資が必要な

下水道事業は使用料だけで賄えないのは明白です。町は、執行方針の中で町政運営の透明化を掲

げ、何よりも町民の皆様にご理解をいただき、町政の一層の発展についてのご協力をお願いする

ためと述べています。今年になっての使用料、手数料の見直し、この下水道料金の値上げに当た

って町はどれだけ町民に理解してもらう、町民に協力をお願いする努力をしてきたのでしょうか。

町が町民に情報を提供し、町民の納得と合意に基づいてまちづくりに取り組む姿勢がないことは

非常に問題です。 

以上の理由をもちましてこの条例に反対いたします。多くの議員の賛同を呼びかけます。 

〇議長(福嶋尚人君) 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。 

14番、池田君。 

〔14番 池田一也君登壇〕 

〇14番(池田一也君) 私は、使用料審査特別委員会の審査結果及び原案に対し賛成の立場で討論

をさせていただきます。 

特別委員会委員長の報告にありましたように本件につきましては、４月に開催された全員協議

会において町長から見直しの必要性と基本的な方針の説明を受けた後に、所管委員会である厚生
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経済常任委員会において所管課に対するヒアリングを行うなど、実に７カ月にわたり慎重な調査

が行われたことは各議員もご承知のことと思います。また、提案された条例改正案は、厚生経済

常任委員会の調査結果を踏まえた内容であることも特別委員会委員長の報告で明らかになったと

ころであります。 

下水道の役割は、生活環境の改善、浸水の防除、さらには川や海などの公共用水域の水質保全

など、快適で衛生かつ安心で安全なまちづくりを進める上で必要不可欠な事業であり、これは生

活雑排水の処理についても同様であります。一方、人口減少や施設等の老朽化に伴う改修などに

多額の経費を要するなど、下水道事業などを取り巻く環境は厳しい状況にあります。将来にわた

って安定的なサービス提供をしていくためには、安定した経営基盤の確立は不可欠であり、今回

の使用料の見直しについては必要な措置であり、特別委員会委員長の報告のとおり決定すべきと

考えます。議員各位のご理解とご賛同をいただけますように何とぞよろしくお願いいたします。 

以上、賛成討論といたします。よろしくお願いいたします。 

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。本案に対する委員長報告は、可決です。本案は、委員長報告のとおり決定

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11号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                            

    ◎発委第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第10、発委第１号 新ひだか町議会基本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。 

 議会運営委員長、池田君。 

〔議会運営委員会委員長 池田一也君登壇〕 

〇議会運営委員会委員長(池田一也君) ただいま上程をされました発委第１号 新ひだか町議会

基本条例について説明をいたします。 

 まず、提案の理由です。新ひだか町議会は、平成25年に制定をされた新ひだか町まちづくり自

治基本条例に規定された議会及び議員の責務を強く認識し、同年７月には町民が参加できる開か

れた議会を目指すことを基本理念に、新ひだか町議会改革骨子を定め、議会改革及び議会の活性

化に向けた取り組みを進めてきました。近年、町政課題が複雑高度化する中で、町の意思決定機

関である議会の役割は今後ますます重要になり、これまで以上に政策形成過程への町民の広範な

参加を促すとともに、みずからの改革に継続的に取り組んでいくことが必要です。 

 本条例の制定は、町民の負託に的確に応える議会として、議会改革の動きを後退させることな

く継続的に取り組んでいくため、議会活動理念、原則、責務など議会運営の基本的な事項を定め

て議会基本条例を制定しようとするものであります。 
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次に、条例の中身について説明をいたします。本日配られた関係議案資料をごらんください。

次に、条例に規定する内容について説明をいたします。本条例は、前文に続き８章、30の条で構

成をされております。１ページ、第１章には総則の条例の目的、２ページ目には議会の役割と当

該条例を議会における最高規範とする規定をしています。 

第２章は、議会の活動原則です。議会の活動原則のほか、委員会の活動、議長、副議長の役割

など７つの条で構成をしております。 

３ページの最後、第３章は、議員の活動原則です。活動原則、政治倫理など６つの条で構成し

ております。 

５ページには、第４章があります。第４章は、町民と議会の関係です。町民参加と町民と議会

の連携、本会議、委員会の公開など３つの条で構成をしております。 

５ページの最後からは第５章です。第５章は、議会と町長などの関係です。議会への政策形成

過程の説明など、２つの条で構成をしております。 

６ページ、第６章は、議会の機能強化及び議会改革です。議会の機能強化と議会改革、議決事

件の拡大など４つの条で構成をしております。 

７ページ、第７章は、議会の体制整備です。議員研修の充実など３つの場で構成をしておりま

す。 

第８章は補則で、この条例の施行後において毎年検証を行い、その結果を公表するとともに、

必要な見直しを行うことを規定しております。 

最後に附則です。この条例は、公布の日から施行いたします。 

また、本条例の制定に伴い、これまでの委員長の許可制としていた委員会の傍聴について原則

公開とすることとし、新ひだか町議会委員会条例第17条第２項を削除する改正を行います。この

ことは、９ページに新旧対照表を載せておりますので、ごらんいただきたいと思います。 

以上、新ひだか町議会基本条例の提案説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いをいた

します。 

〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。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。 

 発委第１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。 

 これから発委第１号 新ひだか町議会基本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〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、発委第１号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎意見書案第１３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第11、意見書案第13号 厚生労働省による｢地域医療構想｣推進のため

の公立・公的病院の｢再編・統合｣に抗議し、地域医療の拡充を求める意見書についてを議題とい

たします。 
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 提案理由の説明を求めます。 

 10番、谷君。 

〔10番 谷 園子君登壇〕 

〇10番(谷 園子君)  

令和元年12月10日 

 新ひだか町議会議長  福 嶋 尚 人  様 

提出者  新ひだか町議会議員  谷   園 子 

賛成者 同       上 本 間 一 徳 

   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13号) 

厚生労働省による｢地域医療構想｣推進のための公立・公的病院の｢再編・統合｣に抗議し、 

地域医療の拡充を求める意見書について 

提案理由 

９月26日、厚生労働省(以下、｢厚労省｣と言う。)が公表した公立・公的病院の｢再編・統合｣の

リストには、道内54の病院も含まれています。 

今回の厚労省の公表と要請は、｢地域医療構想｣の進捗のみを目途に、地域や病院の実情や現状

を一切勘案することなく、画一的な基準で｢再検討｣を進めるものです。 

これは、安倍政権が掲げる地方創生にも逆行する｢地方切り捨て｣であり、地方自治の本旨にも

反するものです。 

よって、国においては、公表された病院のリストと｢再検証｣の要請を白紙撤回し、地域医療を

守る施策と財政措置を講じることを求めて意見書を提出します。 

  提出先 衆 議 院 議 長 

     参 議 院 議 長 

     内 閣 総 理 大 臣 

     厚 生 労 働 大 臣  各 通 

     財 務 大 臣 

     文 部 科 学 大 臣 

     総 務 大 臣 

 なお、本文の朗読は省略させていただきます。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

 ご審議ほどよろしくお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) お諮りします。 

 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〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第13号は、原案のとおり可決されました。 
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    ◎意見書案第１４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第12、意見書案第14号 介護保険制度の抜本改善を求める意見書につ

いてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 10番、谷君。 

〔10番 谷 園子君登壇〕 

〇10番(谷 園子君)  

令和元年12月10日 

 新ひだか町議会議長  福 嶋 尚 人  様 

提出者  新ひだか町議会議員  谷   園 子 

賛成者 同       上 下 川 孝 志 

   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14号) 

介護保険制度の抜本改善を求める意見書について 

提案理由 

 現在、政府内で2020年通常国会に向けて介護保険制度の見直しの検討が進められています。 

その中には、さらなる給付の削減や負担増を図る内容が盛り込まれています。 

また、介護現場では人手不足が一層深刻化し、事業所の一部閉鎖や廃業などの事態が起きてい

ます。 

これから高齢化が一層進展していく中、お金の心配をすることなく、行き届いた介護が保障さ

れる制度への転換が求められています。 

国においては、介護保険制度を抜本的に改善するよう強く求めて意見書を提出いたします。 

  提出先 衆 議 院 議 長 

     参 議 院 議 長 

     内 閣 総 理 大 臣 

     厚 生 労 働 大 臣  各 通 

     財 務 大 臣 

     文 部 科 学 大 臣 

     総 務 大 臣 

 なお、本文の朗読は省略させていただきます。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

 ご審議のほどよろしくお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) お諮りします。 

 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〕 
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〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第14号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎意見書案第１５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第13、意見書案第15号 介護従事者の全国を適用地域とした特定最低

賃金の新設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。 

 10番、谷君。 

〔10番 谷 園子君登壇〕 

〇10番(谷 園子君)  

令和元年12月10日 

 新ひだか町議会議長  福 嶋 尚 人  様 

提出者  新ひだか町議会議員  谷   園 子 

賛成者 同       上 下 川 孝 志 

   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15号) 

介護従事者の全国を適用地域とした特定最低賃金の新設を求める意見書について 

提案理由 

 高齢化が進む中で、介護従事者の人材確保、離職防止対策は喫緊の課題となっています。｢低賃

金・過重労働｣の実態は依然として改善されておらず、このことが人員不足を深刻化させ、利用者

の安全や介護の質にも影響を及ぼしかねない事態です。 

よって、国においては介護従事者の賃金底上げなど処遇改善、人材確保を実現するための、全

国を適用対象とした特定最低賃金の新設を強く求めて意見書を提出します。 

  提出先 衆 議 院 議 長 

     参 議 院 議 長 

     内 閣 総 理 大 臣  各 通 

     厚 生 労 働 大 臣 

     財 務 大 臣 

 なお、本文の朗読は省略させていただきます。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

 ご審議のほどよろしくお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) お諮りします。 

 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〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第15号は、原案のとおり可決されました。 
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    ◎意見書案第１６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第14、意見書案第16号 ｢あおり運転｣に対する厳罰化とさらなる対策

の強化を求める意見書についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 13番、建部君。 

〔13番 建部和代君登壇〕 

〇13番(建部和代君)  

令和元年12月10日 

 新ひだか町議会議長  福 嶋 尚 人  様 

提出者  新ひだか町議会議員  建 部 和 代 

賛成者 同       上 池 田 一 也 

   議案の提出について 

 次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第１項及び第２項の規定により提出します。 

記 

 １ 件 名 

  (意見書案第16号) 

｢あおり運転｣に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書について 

提案理由 

近年、高速道路で事件・事故が相次ぐ中、｢あおり運転｣をはじめとした極めて悪質・危険な運

転に対しては、厳正な対処を望む国民の声が高まっています。警察庁は、道路交通法違反のみな

らず、危険運転致死傷罪や暴行罪等のあらゆる法令を駆使して、厳正な取り締まりに取り組んで

いますが、いわゆる｢あおり運転｣に対する規定がなく、防止策の決め手とはなっていません。そ

こで政府においては、今や社会問題化しています｢あおり運転｣の根絶に向けた向け、安全・安心

な交通社会を構築するため、早急に取り組むことを強く求めるため意見書を提出いたします。 

  提出先 衆 議 院 議 長 

     参 議 院 議 長 

     内 閣 総 理 大 臣  各 通 

     国 家 公 安 委 員 長 

 なお、本文の朗読は省略させていただきます。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

 ご審議よろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) お諮りします。 

 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〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第16号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎意見書案第１７号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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〇議長(福嶋尚人君) 日程第15、意見書案第17号 日米共同訓練の規模縮小とオスプレイ参加の

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。 

 ８番、本間君。 

〔８番 本間一徳君登壇〕 

〇８番(本間一徳君)  

令和元年12月10日 

 新ひだか町議会議長  福 嶋 尚 人  様 

提出者  新ひだか町議会議員  本 間 一 徳 

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17号) 

日米共同訓練の規模縮小とオスプレイ参加の中止を求める意見書について 

提案理由 

防衛省は今年４月、米軍普天間飛行場(沖縄県)の米海兵隊輸送機ＭＶ22オスプレイの訓練移転

を、2020年１月から３月の期間に道内で行う日米共同訓練｢ノーザンバイパー｣で計画しているこ

とを明らかにしました。 

墜落事故を繰り返しているオスプレイは、道内においても低空飛行を繰り返すことが懸念され

ています。北海道において、2017年に夜間飛行が行われ、道民の平穏な日常生活に被害をもたら

していますし、今回、道内では初めてとなる冬期間の飛行は極めて危険性の高いものとなってい

ます。 

よって、国においては、国民の生命・財産及び安心・安全な生活を守るため、日米共同訓練の

規模縮小とオスプレイの参加を中止することを強く要望するため、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 

     内 閣 総 理 大 臣  各 通 

     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条の規定に基づき意見書を提出いたします。 

 ご審議よろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) お諮りします。 

 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〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第17号は、原案のとおり可決されました。 
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        ◎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 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第16、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を

議題といたします。 

 各常任委員長、議会運営委員長、議会広報特別委員長及び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長から、委員会で審査及び調査中の事件について、会議規則第75条の規

定によってお手元に配付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〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることに決定い

たしました。 

                                            

        ◎行政報告に対する質疑 

〇議長(福嶋尚人君) 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。 

16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 報告書の６ページですが、確認したいのですが、６ページの上段、鳧舞共

同作業場解体工事、これは不調になっておりますけれども、もう12月の末になっておりますけれ

ども、不調の中で現状としてはどういう取り組みで、既に終わっているのかも含めて、もし差し

支えなければお答え願いたいと思います。 

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) お答えいたします。 

鳧舞共同作業場の解体工事につきましては、６ページの上段のとおり、３回まで入札を実施し

ましたが、予定価格以内の応札者がいなかったということで、不調という扱いにさせていただい

ております。そこで、実は３回目の最低入札価格が予定価格とおおむね10パーセント以内という

ことであれば、通常不落随意契約に移行できるという規定もあったのですが、本件につきまして

は、執行者の判断によってこれは不調扱いにするということで決定をしたものでございます。そ

の後、設計書の内容を建設課のほうで設計をしておりますけれども、設計書の内容に違算等はご

ざいませんでした。また、工事の状況から冬期間に入ってくるということで、なるべく早く入札

をしなければならないということで、11月の12日、再度公告入札を行いまして、落札という結果

となってございます。 

なお、今回のこの行政報告には11月21日の入札結果につきましては、全員協議会が29日に開催

をされているということで、その前の19日に行政報告の締めがどうしてもあったものですから、

今回行政報告の対象の案件にはなってございませんが、次回行政報告の案件で入札経過について

は報告ということになります。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) わかりました。 
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それで、この不落になった業者が８社かそこらありますけれども、21日にやった入札の結果は、

同じこのメンバーの中で再度設計書を精査してやったということでよろしいですか。 

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) 通常先ほど申し上げましたとおり設計書に違算がない場合につき

ましては、他に指名が可能な業者がいる場合については、予定価格を変えないで指名がえをする

ということになっておりますので、21日におきましては、実は解体業者23社ございまして、８社

を除いて15社いますので、その15社の中から選定を行って指名競争入札を行っておりますので、

違算がなかったということで、当初の11月７日の指名業者については指名をしていないというこ

とでご理解願います。 

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。 

 よって、質疑を終結いたします。 

                                            

        ◎閉会の議決 

〇議長(福嶋尚人君) お諮りします。 

これで本定例会の会議に付された事件は全て終了いたしました。 

よって、会議規則第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〕 

〇議長(福嶋尚人君) 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 

〇議長(福嶋尚人君) これで本日の会議を閉じます。 

  以上で令和元年第６回新ひだか町議会定例会を閉会いたします。 

 どうもご苦労さまでした。 

(午後 ４時００分) 


