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平成２７年第４回大樹町議会定例会会議録（第１号） 

 

平成２７年１２月８日（火曜日）午前１０時開議 

 

○議事日程 

 第 １ 会議録署名議員指名 

 第 ２ 議会運営委員会報告 

 第 ３ 会期の決定 

 第 ４ 諸般報告 

 第 ５ 行政報告 

 第 ６ 委員会の所管事務調査報告(常任委員会報告) 

 第 ７ 陳情第  １号 ＴＰＰ(環太平洋連携協定)交渉の大筋合意に関する陳情 

 第 ８ 議案第 ８２号 大樹町教育委員会委員の任命について 

 第 ９ 議案第 ８３号 大樹町課設置条例等の一部改正について 

 第１０ 議案第 ８４号 大樹町行政区会館等の設置条例の一部改正について 

 第１１ 議案第 ８５号 大樹町行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例の制定について 

 第１２ 議案第 ８６号 大樹町手数料徴収条例の一部改正について 

 第１３ 議案第 ８７号 大樹町税条例等の一部改正について 

 第１４ 議案第 ８８号 大樹町国民健康保険税条例の一部改正について 

 第１５ 議案第 ８９号 大樹町介護保険条例の一部改正について 

 第１６ 議案第 ９０号 大樹町公の施設の指定管理者の指定について 

 第１７ 議案第 ９１号 平成２７年度大樹町一般会計補正予算(第６号)について 

 第１８ 議案第 ９２号 平成２７年度大樹町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)補

正予算（第１号）について 

 第１９ 議案第 ９３号 平成２７年度大樹町介護保険特別会計補正予算(第３号)につ

いて 

 第２０ 議案第 ９４号 平成２７年度大樹町介護サービス事業特別会計補正予算（第

３号）について 

 第２１ 議案第 ９５号 平成２７年度大樹町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）について 

 第２２ 議案第 ９６号 南十勝消防事務組合の解散に伴う財産処分について 

 

○出席議員（１２名） 

  １番 船 戸 健 二   ２番 齊 藤   徹   ３番 杉 森 俊 行 
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センター所長 

黒 川   豊 
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達支援センター
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村 田   修 

      
農林水産課長兼 
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吉 岡 信 弘 

      社会教育課長兼
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事 務 局 長  山 下 次 男  係 長  鎌 塚 喜代美 
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開議 午前１０時００分 

 

    ◎開議の宣告 

○議   長 

 ただいまの出席議員は１２名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより、平成２７年第４回大樹町議会定例会を開会いた

します。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

○議   長 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、議長において、 

 ９番 志 民 和 義 君 

１０番 阿 部 良 富 君 

１１番 柚 原 千 秋 君 

を指名いたします。 

 

    ◎日程第２ 議会運営委員会報告 

○議   長 

 日程第２ 議会運営委員会報告を行います。 

 先の本会議で、議会運営委員会に付託いたしました本定例会の議事運営等に関し、協議決

定した内容についての報告を求めます。 

 議会運営委員長安田清之君。 

○安田清之議会運営委員長 

 議会運営委員会報告をさせていただきます。 

 去る１１月３０日、午前１０時より運営委員会を開き、付議事件並びに議事日程及び会期

等について協議をいたしました。ご報告申し上げます。 

 本定例会の提出案件は、陳情１件、委員の任命１件、条例の制定１件、条例の一部改正６

件、指定管理者の指定１件、補正予算５件、消防事務組合解散に伴う財産の処分１件、一般

質問７議員、１１項目であります。 

 よって、会期については、提出案件の状況及び一般質問の通告状況を考慮し検討した結果、

本日から１２月１１日までの４日間とし、会期日程については、お手元に配付したとおりで

あります。 

 以上、委員会での協議結果をご報告申し上げましたが、本定例会の議事運営が円滑に行わ
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れるよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議   長 

 委員会の報告が終わりました。 

 なお、ただいまの委員会報告に対する質疑は省略いたします。 

 

    ◎日程第３ 会期の決定 

○議   長 

 日程第３ 会期決定の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月１１日までの４日間といたしたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から１２月１１日までの４日間と決しました。 

 

    ◎日程第４ 諸般報告 

○議   長 

 日程第４ 諸般報告を行います。 

 議会事務局長に内容の説明をいたさせます。 

 山下議会事務局長。 

○山下議会事務局長 

 それでは、平成２７年９月７日開会の第３回町議会定例会以降の諸般報告をいたします。 

 第１、監査及び検査結果の報告について。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定による１０月、１１月実施の例月出納検査の結

果について、別紙のとおり報告がありました。 

 第２、一部事務組合議会等について。 

十勝圏複合事務組合議会定例会及び十勝環境複合事務組合議会定例会が１１月２７日、

帯広市で開催、議長が出席。 

南十勝消防事務組合議会定例会が１２月３日、広尾町で開催、西田、松本議員が出席し

ております。 

第３、委員会関係について。 

 総務常任委員会では委員会を３回、経済常任委員会では委員会を２回、広報広聴常任委

員会では委員会を２回、議会運営委員会では委員会を４回開催しております。 

 第４、会議関係と第５、その他につきましては、記載のとおりとなっております。 

 以上で、諸般報告を終わります。 
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○議   長 

 以上で、諸般報告を終わります。 

 

    ◎日程第５ 行政報告 

○議   長 

 日程第５ 行政報告を行います。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 それでは、平成２７年９月７日開会の第３回町議会定例会以降の行政の主なものについ

てご報告を申し上げます。 

 １番目の気象状況の悪化に伴う被害状況等についてですが、(１)の台風１７号では秋サ

ケ定置網の損傷が５件発生をしております。 

 (２)の低気圧では、強風により住宅や産業関連施設、公共施設などが被害を受けたほか、

尾田方面では倒木による停電が発生をしております。 

 (３)の台風２３号による被害ですが、暴風、高潮により旭浜漁港の上架施設や勤労者セ

ンター、晩成温泉、旧給食センターで施設の損壊や設備の故障が発生をしております。 

 (４)の大雪ですが、市街地以外の各地区で、電線への着雪などにより大規模な停電が発

生したことから、災害対策本部を設置し、避難所を開設しております。 

 実際に避難所に避難された方はおりませんでしたが、停電箇所の把握に時間を要したこ

と、復旧後に再度停電する箇所等もありましたので、引き続き情報収集や情報提供体制の

強化を進めてまいりたいと思っております。 

 なお、公共施設の損壊等の修繕につきましては、既定予算で不足するものにつきまして

は今議会に補正予算を計上させていただいております。 

 また、秋サケ定置網の被害につきましては現在、関係機関による対策の検討が進められ

ており、町としても利子補給等の支援対策を検討してまいりたいと思っております。 

 ２番目の旭浜漁港における行方不明者捜索についてですが、釣りに来られた新得町の男

性の方が行方不明となり、海中に転落した可能性が高いとのことで、関係機関により捜索

を行っております。 

漁業者の皆様には漁船による捜索、旭行政区の皆様には行政区会館の使用など、多大な

るご協力をいただきましたことに改めてお礼を申し上げます。 

３番目の要望・要請ですが、懸案事項について、関係機関とともに国会議員や国に対す

る要請などを行っております。 

４番目の航空宇宙関連ですが、ＪＡＸＡや民間企業による実験が行われております。 

また、宇宙交流センター「ＳＯＲＡ」につきましては、１１月３日をもって今年度の開

館を終了しております。 

５番目の大樹町と台湾高雄市大樹区との友好交流締結式ですが、柏林公園まつりにあわ
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せ黄区長様、札幌の陳分所長様が来町され、９月１日に高雄市で署名した協定書に日付を

記入し、協定書を完成をしております。 

６番目の平成２７年度大樹町表彰式ですが、先の行政報告以降に推薦のあった方、また

功績の追加があった方について９月２４日付で表彰を決定し、１０月１日に表彰させてい

ただいておりますので、ご報告をいたします。 

７番目の委員の委嘱ですが、任期満了に伴い新たに大樹町行財政改革推進委員会の委員

１０名をご委嘱申し上げております。 

８番目の契約の変更ですが２件ございます。大樹町立国民健康保険病院外構工事につき

ましては、概数等発注工事として契約しておりましたが、取り壊しに伴う発生材や掘削土

の増加により契約額を５５６万２,０００円増額したという内容でございます。 

もう１件、町有施設浄化層保守管理業務につきましては、旧尾田中学校公社体育館の浄

化層の点検回数等を当初３回としておりましたが、改築工事に伴う撤去により１回のみと

なったため、２回分を減額した内容でございます。 

９番目の入札執行関係ですが、指名競争入札により工事請負契約１６件、業務委託契約

４件、物品購入契約６件、物品売払契約１件、一般競争入札により物品売払契約１件の入

札を執行し、それぞれ記載のとおりの内容で契約を締結しております。 

１０番目の契約の締結についてですが、大進橋改修工事の入札結果につきましては、７

月１３日開会の臨時第４回町議会でご報告をしてございますが、この契約によるのその２

工事の内容は伸縮装置の取り替え４カ所で国庫補助の対象事業であります。 

今回、ご報告申し上げる工事は単独事業として実施するものですが、大進橋の高欄の補

修と塗装でございますが、先に受注している業者に発注することにより、諸経費の節減や

工事の円滑な執行ができるものと考え、その２工事として随意契約により契約を締結した

ものでございます。 

参考といたしまして、工事名につきましては大進橋の補修工事、工事内容は伸縮装置の

取り替え４カ所、契約金額につきましては２,１８０万５,２００円、相手方につきまして

は大樹町の播間建設工業株式会社であります。工期につきましては、平成２７年７月１０

日から平成２８年２月１０日となるものであります。 

１１番目の人事関係、１２番目のその他、来町者と会議出席等につきましては、後ほど

お目通しをいただきたく、以上で行政報告を終わらせていただきます。 

○議   長 

 続いて、浅井教育長。 

○浅井教育長 

 それでは、教育委員会の行政報告を行います。 

 １番目の２０１６第２回ユースオリンピック冬季競技大会出場についてでございます。

国際オリンピック委員会主催の表記競技大会に、スケートの日本代表選手として振別地区

の堀川大地さんの出場が決定されましたので、ご報告いたします。 
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 堀川さんは現在、白樺学園高校の１年生に在学し、今年の８月、日本代表候補にノミネー

トされ、１１月にオランダやドイツで開催されましたジュニアワールドカップに出場し、

好成績を収めたことから、日本代表選手に選ばれたものであります。 

 ユースオリンピック大会は１４歳から１８歳までが対象で、青少年にもオリンピックを

体験させることを趣旨に４年に一度開催されているもので、次の開催は記載しております

とおり２８年２月１２日から２１日までの期間でノルウェーのリレハンメル市で開催され

ることになっております。大樹町としても応援してまいりたいと考えております。 

 次に、裏面になりますけれども、２番目は子ども農山漁村交流プロジェクトについてで

ございます。 

 ９月以降のＳＴＥＰによる体験活動の受け入れの主なものとして、①の主催事業では９

月と１１月に小学生を対象とした日帰り体験活動のほか、１０月には秋キャンプを実施し

ております。 

 また、②の受け入れ事業では、１０月において大阪府内４校の高校生１５５名を受け入

れ、農林漁家による民泊による体験学習などを実施しております。 

 また、③の共催事業として、町内の保育園や学童保育所と連携し、子どもたちの自然体

験等への支援活動を定期に行っております。 

 以上で、教育委員会の行政報告を終わります。 

○議   長 

 次に、ただいまの行政報告に対し、報告の範囲内での質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

 阿部良富君。 

○阿部良富議員 

 今、町長のほうから行政報告でございました工事の関係ですけれども、去年、おととし、

ここ２、３年、大樹結構大きなものをやっておりますが、そこら辺の杭とかそういうもの

の関係は別に問題ありませんでしたか、それだけお聞きします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 建築工事の関係で、全国的に話題になっております杭の関係だと思いますが、らいふの

工事で同様の工法があったということが確認されておりまして、内容について確認をして

問題がないということで確認済みであります。 

○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 ちょっと中身ではなくて、このアルファ米って、これはどんなものをいうのでしょうか、

アルファ米って。缶詰に入っているのか、すぐ、ぱっと食べられるのか。 
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 もう一つ、これを入れたということは、前のやつが古くなって捨てたのか、誰かが食べ

たのか、試食してみたのかどうか、そこら辺ちょっと。 

○議   長 

 黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

 ただいまのご質問にお答えします。 

 アルファ米は乾燥させた米でありまして、白米もありますけれども味のついたものもご

ざいまして、お湯を注いで、水でも食べられるのですけれどもお湯のほうがよりおいしく

食べられますが、お湯をそそいで少しおくとそのまま食べられるというものでございます。

レトルト食品だということです。 

 食べたのかというところでは、賞味期限ございます。ちょっと３年か５年だったと思い

ますけども、期限の近くなったものは災害防災訓練等で昼食に出して食べていただいたり

して更新をかけております。 

○議   長 

 ほかに質問ありませんか。 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 病院の関係で内視鏡洗浄容器、これは古いものを入れかえたの。多分、洗浄だから１回

入れたものを洗浄するために、もともとなかったのか、あったのか。なかったのなら新し

く購入ということなのだけれども、あったやつは入れ替えたのか、そこら辺ちょっと。 

○議   長 

 伊勢病院事務長。 

○伊勢病院事務長 

 古くなったものを更新したものでございます。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 ９ページのその他の関係なのですけれども、１１月６日の大田原市長表敬訪問、大田原

市ですけれども、これについて聞きたいのですけれども、これ過去にも表敬訪問されたの

か、目的は何なのか、目的によっては派遣された人数だとかメンバーも決まると思うので

すが、その辺も教えてほしいのと、これ今回、行ったのですけれども、今後こういう表敬

訪問、大田原市の繋がりはどうなっていくのか、その辺お聞きしたいです。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 
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 ただいま会議等の出席の関係で１１月６日に大田原市長を表敬訪問した内容についての

ご質問がありました。 

 大田原市の市長、今、津久井市長が大田原市の市長をお務めでありますが、実は福原町

長のころからも行き来をしていたことがございます。ただ、当時は大田原市の津久井市長、

市長ではないという形だったのですが、大樹町のほうにお越しいただいておりますし、福

原町長も面識があったということでお聞きをしているところでもあります。 

 津久井市長、今、大田原の２期目の市長でありますが、皆さんご承知のとおり大樹町で

グリーンハートという農場を経営もされております。毎年のように大樹町にお越しをいた

だいておりまして、私も副町長時代から何度かお会いをさせていただきました。 

 この５月２日の日にまたお見えになるということで、私もお会いさせていただき、その

中で大樹町と大田原のいろいろな部分での交流を今後進めていってはどうかという市長の

思いもございまして、今回、東京大樹会にあわせて私と議長と、そしてそのときに同席を

しておりました農協のＪＡ大樹町の坂井組合長とともに大田原のほうに訪問をさせていた

だきました。 

 大田原市としましては、大田原市の議長様、そしてＪＡなすの組合長様、または市の幹

部の皆様もご同席をいただいて、懇談もさせていただきました。今後、大田原市との取り

組み等についてもどうなっていくというところもありますが、そういうのも、こういうの

もご縁かなというふうに思いますので、今後、両自治体でどういう交流ができていけるか

というところも含めてご相談をさせていただきながら、進んでいければなというふうに

思っております。 

 今後の方向等については、具体的にというものはまだないというところだと思っており

ます。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認め、以上で行政報告を終わります。 

 

   ◎日程第６ 委員会の所管事務調査報告（常任委員会報告） 

○議   長 

 日程第６ 委員会の所管事務調査の件を議題といたします。 

 調査が終了しておりますので、委員長の報告を求めます。 

 経済常任委員長、杉森俊行君。 

○杉森俊行経済常任委員長 

 委員会所管事務調査の結果を次のとおり報告いたします。 

 調査事件名。木質チップの製造・利用状況について。 
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 調査目的。木質チップの製造・利用状況を調査する。 

 調査月日。平成２７年７月２１日。平成２７年１１月１８日から１９日。 

 調査内容は、大樹町森林組合チップ工場、北海道熱供給公社熱供給システム設備の現地視

察。北海道水産林部での木質資源を活用した地域振興、全道の木質チップ資源を活用した先

進事例の聞き取りを行いました。 

調査の結果として、木質チップの製造と利用状況について、平成２７年７月２１日に農林

水産課長より大樹町森林組合チップ工場の概要及び設置経過について説明を受け、同日、大

樹町森林組合チップ工場の現地調査を行いました。 

また、平成２７年１１月１８日には、北海道で初の地域熱供給を導入し、高温水による熱

供給をしている札幌の株式会社北海道熱供給公社中央エネルギーセンターを視察、翌１９日

に北海道水産林務部において、本道の森林資源と木質バイオマスの利用状況について、次の

項目の聞き取り調査を行いました。 

１、森林資源の潤滑利用。２、木材のカスケード利用。３、木質バイオマスの利用を進め

る意義。４、道内の木質バイオマスエネルギー利用状況。５、木質バイオマスの利用を進め

る課題。６、森林資源の潤滑利用、木質バイオマスの利用を進めるための支援制度。７、木

質バイオマスの安定供給体制の構築。以上の調査から、今後、町内施設で木質チップボイラー

を導入するためには森林資源の潤滑利用や木材の多段階的な利用及び集荷システムの構築、

木質チップの安定した供給と品質向上を図ることが必要ではないかと思います。 

単に経済面に注視することではなく、地域振興や環境問題の関与も考えて利用促進を行わ

なければならないと思います。 

木質バイオマス利用には課題もありますが、当町での木質チップの利用は植林から伐採、

そしてチップ製造を通して雇用の増加や産業振興を図ることができるようにしなければな

らないと思います。 

バイオマスボイラーの導入により近接公共施設の熱利用の供用やその他住宅利用も視野

に入れ、利活用をしっかり経過していく必要があります。バーク利用や家庭用ペレットス

トーブなど、森林自然の総合的利用を行い、大樹町ならではのまちづくりを行っていくこと

が重要と考えています。 

なお、調査項目の詳細はお手元の計画書のとおりでございますので、お目通しの上、ご審

議くださいますようお願い申し上げます。 

以上でございます。 

○議   長 

を終わります。 

○議   長 

 委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 
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       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了します。 

 

    ◎日程第７ 陳情第１号 

○議   長 

 日程第７ 陳情第１号ＴＰＰ環太平洋連携協定交渉の大筋合意に関する陳情の件を議題

といたします。 

 本陳情書の内容については、お手元に配付したとおりであります。 

 お諮りします。 

 本陳情については、会議規則第９４条の規定に基づき、陳情処理表のとおり、議長にお

いて所管の常任委員会に付託することにいたします。 

 

    ◎日程第８ 議案第８２号 

○議   長 

 日程第８ 議案第８２号大樹町教育委員会委員の任命についての件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第８２号について、提案理由並びに内容のご説明を申し上

げます。 

 本件につきましては、大樹町教育委員会委員の任命について議会の同意を求めるものであ

ります。 

 今回、丹後惠氏が平成２７年１２月２１日をもって任期満了となりますので、後任として

引き続き大樹町字萠和４８５番地６にお住まいの丹後惠氏を任命いたしたく、ご提案申し上

げるところでございます。 

 丹後惠氏におかれましては、昭和２８年１２月２９日生まれで現在６１歳、平成２３年１

２月２２日に教育委員に就任し、現在１期目でございます。 

 大変、お人柄も温厚であり、また社会教育関係にも精通しており、教育行政に対して広い

視点からご意見をいただける方として私どもも認めてございますので、今回、ご提案を申し

上げたところでございます。 

 内容をご審議いただきまして、ご同意賜りますようお願いをいたしたいと思います。 

 それでは、議案のほうを朗読をさせていただきます。 

 議案第８２号大樹町教育委員会委員の任命について。 

 大樹町教育委員会委員のうち、丹後惠氏は、平成２７年１２月２１日をもって任期が満了
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するので、後任として次の者を任命したいので地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

４条第２項の規定により議会の同意を求めたい。 

 大樹町萠和４８５番地６、丹後惠氏。 

 昭和２８年１２月２９日生まれ。 

 参考といたしまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の抜粋を載せてございま

す。任期につきましては、平成２７年１２月２２日から平成３１年１２月２１日までであり

ます。 

 ご同意賜りますよう、お願いをいたします。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 なお、討論は、大樹町議会運営基準第９９条の規定により省略いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第８２号大樹町教育委員会委員の任命について同意

を求める件は、これに同意することにご異議ありませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第８２号大樹町教育委員会委員の任命について、同意を求める件はこれに同

意することに決しました。 

 

    ◎日程第９ 議案第８３号 

○議   長 

 日程第９ 議案第８３号大樹町課設置条例等の一部改正についての件を議題といたしま

す。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第８３号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本件につきましては、大樹町課設置条例等の一部改正をお願いするものであります。 
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 現条例に基づく組織機構につきましては、平成２１年度から９課体制となっております

が、この間、行財政改革の一環としての職員数の削減を進めると同時に子育て支援や社会保

障の充実など、喫緊の課題に対応するため、逐次、人員の配置や所掌事務の見直しを行って

まいりましたが、限られた人員の中では業務に必要と思われる人数を必ずしも配置できてい

ない部署もあると考えているところでもあります。 

 このことから、各課が所管する業務の関連性や今後、戦略的な取り組みが求められる施策

への対応、業務量と職員数のバランスなどを考慮し、より効率的で住民サービスの向上が図

られる体制整備を目的に組織機構の見直しを行おうとするもので、職員により組織する行財

政改革推進本部プロジェクト会議により原案を作成し、先日は民間委員により構成される行

財政改革推進委員会のご意見もいただきましたので、今回、ご提案申し上げるものでござい

ます。 

 内容につきましては、総務課長より説明いたさせますのでご審議の上、議決賜りますよう

お願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 それでは、議案第８３号大樹町課設置条例等の一部を改正する条例についてご説明申し上

げます。 

 今回の改正は、現在、条例に基づき設置する課の数を９課から６課に再編し、併せて所掌

事務の見直しを行うとともに課の名称の変更に伴い必要となる関係条例の改正を行うもの

でございます。 

 関係する条例は５本のため、５条立てにより構成させていただいてございます。 

 それでは、議案に沿いまして改正の概要を説明いたします。 

 １ページ目、第１条、大樹町課設置条例の一部改正でございます。 

 表の第１条では、課の再編及び名称の変更を規定してございまして、現在の企画課と商工

観光課を統合し企画商工課に、町民課と税務課を統合し住民課に、建設課と水道課を統合し

建設水道課とするものでございます。 

 １ページ下段、第２条でございますが、各課の事務分掌を規定するものでございます。 

 ２ページから３ページになりますが、総務課につきましては現在の分掌事務に現在、企画

課で所掌してございます行財政改革事務を第７号に、税務課で所掌しておりました固定資産

評価審査委員会事務を第８号に、企画課で所掌してございます町有財産事務、土地利用の連

絡調整事務、業者指名、入札及び契約事務、防災及び消防事務をそれぞれ第１４号から第１

７号として追加するものでございます。 

 ３ページの企画商工課ですが、現在、企画課が所掌しております事務のうち、行財政改革

事務、交通安全及び防犯事務、防災及び消防事務、土地利用の連絡調整事務、町有財産事務、

業者指名、入札及び契約事務を除く事務と現在、商工観光課が所掌しております事務のうち、



 

－ 14 － 

消費者関連事務を除く事務を所掌するものでございます。 

 ３ページ下段の住民課ですが、現在、総務課が所掌しております行政区関係事務、企画課

が所掌しております交通安全及び防犯事務、商工観光課が所掌しております消費者保護事務

をそれぞれ第１１号から第１３号に、企画課が所掌しております地籍事務を第１７号として

追加するものでございます。 

 ５ページの建設水道課でございます。現在、建設課と水道課が所掌する事務を列記いたし

ました。第１５の上水道に関することにつきましては、大樹町水道事業の設置等に関する条

例でも規定されてございますが、他町村の条例等を参考に追加させていただいたものでござ

います。 

 なお、本条例の改正をお認めいただいた場合は設置する係等の名称及び所掌事務等につい

て定めます行政組織規則の改正を予定してございますが、現段階では現在の９課３１係体制

が６課１室３１係体制となるものと見込んでございます。 

 また、各係の所掌事務につきましても、若干見直しを行うこととしてございまして、所管

する課が変更となる事務もあろうかと思いますので、内容のお知らせに十分留意してまいり

たいと考えてございます。 

 続きまして、５ページ下段、第２条大樹町議会委員会条例の一部改正についてでございま

す。 

 ６ページの表になりますけれども、現在の条例第２条第１号総務常任委員会、第２号経済

常任委員会の所管する課につきまして、課の名称を改正するものでございます。 

 続きまして、６ページ中段、大樹町総合計画策定審議会条例の一部改正ですが、表の中、

第８条の庶務担当課の名称を改正するものでございます。 

 続きまして、７ページになりますが、第４条大樹町子ども・子育て支援会議条例の一部改

正の表でございますけれども、表中第８条の庶務担当課の名称を改正するものでございま

す。 

 改正前、町民課になってございますけれども、改正漏れによるものでございます。現行は

保健福祉課が所管してございます。お詫び申し上げます。 

 続きまして、７ページの中段になります。大樹町第５条大樹町水道事業の設置等に関する

条例の一部改正ですが、表の中、第３条第２項の水道事業の管理者の権限に属する事務を処

理させるため置かれる課の名称、水道課を建設水道課に改正するものでございます。 

 附則といたしまして、この条例につきましては、平成２８年４月１日から施行するとする

ものでございます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 
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 志民和義君。 

○志民和義議員 

 課が少なくなるということは職員の士気にとっても大変デリケートな問題になってくる

かなと私は思うのですが、組合関係との協議についてはもう済まれているでしょうか。 

○議   長 

 布目副町長。 

○布目副町長 

 今回、機構改革に関しましては、大きな労働条件とかそういった変更は伴いませんけれど

も、将来のそういうもろもろ、議員ご指摘のこともございますので、お認めいただきました

ら今週中にでも組合のほうとも話し合いをさせていただきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○議   長 

 ほかに質問ありませんか。 

 杉森俊行君。 

○杉森俊行議員 

 今、町長の説明でデメリットとかメリットがあるのかということもわかりましたし、機構

も半年ぐらいこのような体制でやっているので、課で問題がなければそれでいいのだという

ことに思いますが、これで人員の削減をできるのかということにつきましては、できるとい

う町長の人員を削減できるということで行いましたのでいいのですけれども、それと町民の

立場に立った機構改革なのかということで、高校生議会でも町の職員なりで物事を決めて問

題があるのではないかという意見も出ていましたが、私もそう思っていましたら、諮問機関

に答申をしてもらったということがありますのでよろしいと思います。 

 それで、４の７の(４)と(６)の間にあるのですが、これは私、町議になる前に覚えている

のですけれども、町民課に行ったらそれはらいふのほうですから行きなさいと、そういうふ

うに受けられまして、本人が自転車で来ている方でしたので、自転車で下り坂を行きまして、

らいふでいったらこれは町民課の仕事ですから町民課に行ってくださいというふうに、今度

は自転車で上り坂上がってくるのですよね。そしてまた、町民課に行ったらまたらいふに行

きなさいと、その本人もかなり年を召している方なのですけれども、おもしろくない、腹立

つ、そういう人でなかったら、そういうことがさっきの総務課長の説明でありましたように、

そういうことが物すごく生じるのです。 

 私も町議になる前にも、隣の席で昨日まで話をした人が、課が変わったから知りませんよ

と言われたときには、私が腹立って暴れました、そういうことがありますし、町民課で文句

を言っている人がいて、私が見ている限りでは、ほかの課長あたりはそれを助けてくれない

ですね、町民課の女の子が怒られているのですよ、町民に。そうしたら、課長なり、その税

務課の課長でも自分たちは人事異動で回っているのですから、ある程度のことはわかると思
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います、そういうときは宥めるとか、そういうのを新人みたいな女の子、２年か３年たって

いるかもしれないけれども、そういうことを全然助けてやらないですね、私はこんな町のや

り方ではすごく、町の職員というのは冷たいんだなとそのときは物すごく感じました。 

 それが今度、またこれを、この課を９課から６課に変えるのですけれども、大変な部分が

出てくると思うのです。さっき言った４と６というのはらいふと町民ですから今度は住民課

になるのですけれども、そういう問題が出てきてときに、電話一つすればいいだけの話で

しょう、らいふに電話してこういう人が来ていますからそっちのほうの話ですか、こっちの

ほうの住民課の話ですかと聞けばいいやつをあっち行きなさい、こっち行きなさいとたらい

回しにするというやり方は絶対、やはり町民に対してはやるべきでないと、そこのところを

今、説明したとおりそれなりのきちっとすることでございますので、そういうことはないよ

うに努めてもらいたいと思います。 

 以上です。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま杉森議員から機構改革に伴って住民サービス、住民に対するサービスをしっかり

と守るようにというご意見をいただきました。 

 議員もご理解いただいていると思いますが、職員数を削減するという部分も行財政改革の

一環であります。今後もその計画に基づいた職員で適切な事務事業を行うという部分も含め

て今回、機構改革をさせていただきたく条例の一部改正をお願いをさせていただいていると

ころでもあります。 

 今、議員からご指摘の部分については、機構にかかわらず住民サービスとしての職員の意

識、あとは心がけだというふうに思っておりますので、その点についてはしっかりと意を尽

くして進めていきたいというふうに思っております。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 今の説明の中で９課が６課というふうな説明を受けたのですけれども、ちょっと知りたい

ことの一つが２０課が１７課になったのかなというふうに自分は思っているのですけれど

も、その９課というのが正しいと思うのですが、そこのところをひとつお聞きしたいと思い

ます。なぜ２０課が１７課でなくて、９課が６課なのかというご説明をいただいたのか、

ちょっと本質論ではないかもしれませんけれども、済みません。 

 それから２番目に統一的な考え方というか、何か僕思ったのは課長の今のお出ででない課

を統合するのか、隣の方から統合するのかはよくわかりませんけれども、現象的には現在、

課長を設置してない課の実際の業務ということで課を統合したのかなというふうに思って
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おりまして、水道課と建築課は業務の一体化ということでお考えだということは理解できま

す。 

 その中で、例えばの話で教育委員会などの場合には課長職を設置してない給食センターで

すとか、図書館だとかというのがあるのですけれども、そういうふうなことについては今回、

条例改正に上がってきてないというのはどのような理由で上がってないのかも知りたいと

思います。 

 それから、三つ目に教育委員会やそのまま課長を設置してない課がこのままなのだよとい

うふうなことになれば、新年度、課長など、そのような責任ある職員を充当するのか、その

三つをお聞きしたいのですのでよろしくお願いいたします。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 それでは、１点目のご質問でございます。２０課が１７課ではなく、９課が６課になった

理由でございますけれども、地方自治法の中に地方公共団体の町の直近の補助機関、いわゆ

る大樹町でいうと課なのですけれども、そこについては条例で定めるということになってご

ざいます。 

 例えば、２０の中に含まれてございました農業委員会事務局、議会事務局、教育委員会事

務局というのはそれぞれ、各執行権者の補助機関として置かれてございまして、これらは規

則で制定されてございます。 

 それから特別養護老人ホームとか町立病院というのは個別の条例でございまして、例えば

特別養護老人ホームには所長を置くとか、そういった形の個別の条例になってございまし

て、そちらについては今回の機構改革の中で条例を変更する、改正する必要がなかったもの

ですから、直接関係する大樹町課設置条例というもの、この９課がのっかっていたもののみ

改正するというものでございます。 

 そのほかのものにつきましては、個別の条例の改正は必要がないと見込んでございます

し、それともう一つはもし教育委員会の課の名称が変更になる云々という形になりますと、

そこにつきましては教育委員会規則で制定することになりますので、議会ではなく教育委員

会の中での決定手続きという形になりますので、今回、２０から１７ではなく９から６でご

提案させていただいたものでございます。 

 以上です。 

○議   長 

 布目副町長。 

○布目副町長 

 私のほうからは２点目と３点目のほうをあわせてご説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 今回、町長部局のほうが機構改革の主なものなのですけれども、教育委員会のご質問の給
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食センター、図書館の長についてはということなのですけれども、ご承知のとおり給食セン

ターにつきましては学校教育課長がその職に当たっていますし、現場には主幹を配置してご

ざいます。 

 図書館につきましても社会教育課長が兼務ということで所掌しておりまして、かつてを見

ますとそこに長を置いたりということもございましたけれども、現在は数年前からこのよう

な状態で来ておりまして、今後はその業務ですとか、その中身を見まして、人員のこともあ

りますけれども、総体的に、将来的にはまた置く可能性もあるということで、今回はそこに

町長部局みたく統合するということに至っておりませんけれども、将来的なことも勘案いた

しまして、そのまま給食センター、それから図書館という組織をそのまま残しているところ

でございます。 

 新年度に残した場合については、新年度の所属長を配置というのはご提案というか、こと

もございましたけれども、全体的な人員等を十分に検討いたしまして、直ちになるかどうか

わかりませんけれども、検討させていただきながら将来に向けての配置も検討していきたい

というふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 大変デリケートな２番、３番についてはなのですが、あるかもしれない、ないかもしれな

いというのは、それは事実だとは思うのですが、僕は町長が代わったとか、教育長なり教育

委員長さんが代わったとか、そういうときには仕事のスキームやいろいろな人事のことです

ので、もっとちゃんとしっかりした根っこというか、あるべきだというふうに思っているの

です。 

 僕は必ずしも誤解があったら困りますけれども、担当課長を置いたらいいとは言ってない

つもりですので、そこら辺は誤解のないように、むしろ例えば次長制ですとか、そういうふ

うなことでもっと意志の決定が早くなっていくような、そういうふうなことなどもこの時代

ですので必要かというふうに思っております。 

 以上です。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 
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       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第８３号大樹町課設置条例等の一部改正についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第８４号 

○議   長 

 日程第１０ 議案第８４号大樹町行政区会館等の設置条例の一部改正についての件を議

題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第８４号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本件につきましては、大樹町行政区会館等の設置条例の一部改正についてをお願いするも

ので、旧尾田中学校を災害時の避難所としての機能を持つ尾田地域コミュニティーセンター

として本条例に位置づけるため、表の改正欄の欄に掲げる規定を改正後の欄に掲げる規定に

改正するものであります。 

 それでは、表に沿ってご説明を申し上げます。 

 別表の名称、尾田児童館を尾田地域コミュニティーセンターに。所在地、字尾田４５８番

地を字尾田７９８番地の１にそれぞれ改めるもので、附則といたしまして、この条例は公布

の日から施行するものであります。 

 以上のとおり、ご提案申し上げますのでご審議の上、議決賜りますようお願いを申し上げ

まして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

志民和義君。 

○志民和義議員 
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地域のコミセン、これについて地域に対する説明というのはどういう日程でやられるので

しょうか、また使用開始時期は公布の日からということになっていますが、どういうことに

なっているのでしょうかよろしくお願いします。 

○議   長 

松木総務課長。 

○松木総務課長 

 使用開始の日という部分でございますけれども、利用者説明と申しますか、まず施設が水

落とし管理の関係の説明を木曜日、１０日に各行政区の皆さんにお声かけいたしまして、こ

ちらから建設業者含めて説明にお伺いする予定でございます。 

 それから１５日に尾田の地域懇談会がございます。それが終わりまして、施設の中を見た

いという方、もしくはその施設の管理方法をお知りになりたい方、その方たちにもまた改め

て１５日、地域懇談会終了後に見ていただこうかと考えています。 

 実はまだこの中に備品が納入されてございません。先ほど行政報告の中で、尾田のコミュ

ニティーセンターに入れるものも含まれてございましたので、それも入っている日程を見な

がら、それともう一つは尾田児童館、今の施設から尾田地域コミュニティーセンターのほう

に動かす備品等もございます。その辺の日程調整もしながら、地域、特に区長さん関係とお

話させていただいてしっかりとした期日を定めていきたいと考えています。 

 最悪、当分、尾田の旧中学校、いわゆる地域コミュニティーセンターと尾田児童館が併用

されている状況が生まれようかと思いますけれども、そこはそこで運営しながら、できるだ

け早目に尾田地域コミュニティーセンターに動くような形をとりたいと考えてございます

が、最終的には行政区の皆様と引き続きご協議、ご相談させていただきたいと考えてござい

ます。 

 以上です。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 行政懇談会で詳しくはということでよろしいですか。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 こちらの考え方としては、１０日の施設の管理説明会並びに尾田の行政懇談会の中でお話

はさせていただきます。 

 ただ、先ほど申し上げました備品の移動等の関係もございますので、そこについては１５

日の段階でいつからですよと明確にはお答えできないかと思います。使えるところから使え

る形で使っていただいて、早期に全面的に地域コミュニティーセンターのほうに動いていた

だくというのを考えてございます。 
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 以上です。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第８４号大樹町行政区会館等の設置条例の一部改正についての件を採決い

たします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 休憩します。 

 

休憩 午前１１時００分 

再開 午前１１時１０分 

 

○議   長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

    ◎日程第１１ 議案第８５号 

○議   長 

 日程第１１ 議案第８５号大樹町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制

定についての件を議題といたします。 

 提案者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 
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 ただいま議題となりました議案第８５号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本件につきましては、大樹町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定に

ついてをお願いするもので、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律、いわゆるマイナンバー法に基づき、町の事務事業での個人番号の独自利

用と個人番号を含む情報の提供に関し、必要な事項を定めるものであります。 

 内容につきましては、総務課長より説明いたさせますので、ご審議の上、議決賜ります

ようお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 それでは、議案第８５号大樹町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定

についてご説明申し上げます。 

 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる

マイナンバー法につきましては、社会保障と税の一体改革を進める中で制定されましたが、

この法律の第９条の規定によりまして、地方公共団体の長、その他の執行機関は福祉、保

険、もしくは医療、その他の社会保障、地方税、または防災に関する事務、その他これら

に類する事務であって、条例で定めるものの処理に関して必要な限度で個人情報を利用す

ることができるとされてございます。 

 また、個人番号をその内容に含む情報、いわゆる特定個人情報ですが、この特定個人情

報の提供が制限される除外規定といたしまして、第９項に地方公共団体の機関が条例で定

めるところにより、当該地方公共団体のほかの機関にその事務を処理するために必要な限

度で、特定個人情報を提供するときと規定されてございますので、町が行う事務事業のう

ち、個人番号の利用または特定個人情報の提供を行う必要があると認められる事務並びに

その範囲、運用を定めるものでございます。 

 それでは、条文ごとに概要をご説明申し上げます。 

 １ページ中段、第１条でございますが、この条例の趣旨について定めるものでございま

す。 

 第２条では、この条例で用いる用語の定義を定めてございます。 

 第３条は、町の責務といたしまして、その適正な取り扱いを確保するために必要な措置

を講じること。国との連携を図りながら、地域の特性に応じた施策を実施するものと定め

てございます。 

 第４条ですが、第１項で個人番号を利用する事務について定めてございます。具体的に

は、２ページ目の別表第１及び別表第２に掲げるとおり、ひとり親家庭等医療費、乳幼児
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及び児童医療費、重度心身障害者医療費の助成に関する条例による助成金の支給に関する

事務のほか、マイナンバー法別表第２に定める事務の一部としてございます。 

 なお、別表第１と別表第２の中段でございますけれども、同一の内容となっております

が、これは別表第１につきましては一つの絡み、例えば総務課なら総務課のみ、別表第２

は複数の課、例えば総務課と町民課というような、複数の課が同一情報を利用する場合に

必要とされるため、同一の規定を書いてございます。 

 また、法別表第２に規定される事務に係る町長が行う児童福祉法や、このマイナンバー

法の本文の別表第２になりますけれども、町長が行う児童福祉法や国民健康保険法、予防

接種法などにかかる３０余りの事務が記載されてございまして、この３０余りの事務につ

きましては、条例上、定める必要はないとされてございます。 

 続きまして、１ページの第２項でございます。１ページ下段、第２項第４条第２項、特

定個人情報に係る町内連携、いわゆる行政機関の中の内部連携について。 

 第３項では、自ら保有する特定個人情報できる事務について。 

 第４項では、ほかの条例との規定に基づき同様の情報を含む書面等の提出があった場合

につきましては、これを利用することができる旨の規定となってございます。 

 第５条では、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることを規定してございま

す。 

 附則といたしまして、条例の施行日を平成２８年１月１日と定めるものでございます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 個人番号ですが、これは提供をしない場合の不利益というのはあるのですか。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 このマイナンバーをこういう事務手続きに提供しないということでございましょうか。 

 実は、マイナンバー法自体は提供すべきというふうに法律で定められているもの、例え

ば確定申告云々もあるのですけれども、そこにつきまして提供しないことによる罰則はな

いということになってございます。Ｑ＆Ａの中では、それが連携することによって、その

方たちに対するメリットもあるということ、それから事務手続きもかなりの簡素化が図ら

れるという部分で、ひたすらご協力をお願いするようにというご指導でございまして、不

利益という部分で申しますと、例えば代わりの書類を複数、もしくは大量に提出していた
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だくような形が発生する可能性があろうかと思います。 

 具体的に、これに伴いまして提供しないから、この医療費の助成をしませんというよう

な決定には多分ならないかと思うのですけれども、私ども、こういう形で法に基づいて提

供をお願いするということで、基本的にはご協力をお願いするように誠心誠意、依頼させ

ていただくつもりではございます。 

 ちょっと答えにはなっていないかもしれませんけれども、その辺でご理解いただければ

と考えてございます。 

 以上です。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 答えには十分なっていると私は思っています。 

 不利益にならないということは、そのとおりだと思います。ただ、書類が多くなるとい

うことは確かにそういう面、出てくるみたいですね、確定申告なんか。ネットでやる場合

は、それでネットで確定申告すると、こういう場合はマイナンバーについては書かなきゃ

ネットでは利用できないと、こういうことになっているのでしょうか。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 今、税の申告システムの中でＥタックス、Ｌタックスというものがございます。こちら、

インターネットで接続して、この情報通信上でそういった行為ができるのですが、今現在

は住基カードを持っていらっしゃる方、それをできることになっています。認証システム、

認証いただけるということで。 

 実は、これは後に出ますけれども、１月１日以降、住民基本台帳カードの新規発行はと

まります。というのは、個人番号カードというのが発行されまして、その個人番号カード

でも今は住基カードと同じようにＥタックス、Ｌタックスの中でも確定申告事務ができる

ようになると聞いてございます。できるようになるという触れ込みと申しますか、説明で

ございます。 

 以上です。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 できるようになるということで、特別そうしたらネットでまだ前のはその申告する場合

はマイナンバーを書かなくて、打ち込まなくてもいいということで解釈していいのかな。 

○議   長 

 松木総務課長。 
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○松木総務課長 

 個人番号カードを持っていらっしゃる方がＥタックスとかで使えるということでござい

ますので、個人番号カードを持つということは、それはマイナンバーが記載されたカード

になりますので、それがなければできないというふうにご理解いただきたいと思います。 

 住民基本台帳カードにはまだそれがないのですけれども、基本的には税の申告等には個

人番号を記載することというような形になってございますので、原則的には個人番号記載

しないと、そういった手続きが進んでいかないというふうにご理解していただいて構わな

いかと思います。 

 以上です。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 マイナンバー、これ個人に与えられているものです。今、同僚議員も言っているように

税の申告のときに書かなければ税の申告ができないということでまずいいのですか、マイ

ナンバーを書かなきゃ税の申告はできないですよというふうに僕はとったのだけれども、

違うよね、違いますよね多分。個人名でもいいはずですよね。だから、それはちょっと間

違いだというふうに私の認識の中では個人番号は記入しなくても申告はしなければならな

い義務があるというふうにとっているのですが、間違いないですか。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 済みません、私、先ほど申し上げたのは電子申告に関しての部分でございますので、直

接書類を持って確定申告に行く場合は絶対になければならないという話にはなってなかっ

たはずです。 

○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 マイナンバー、これは国が定めているので町に何ぼ言ってもだめだろうというふうに

思っておりますが、ここで一つ、第３条に国との連携を図りながらという文言があるので

す。これから、国からどのような規則なのか、条例なのか、法なのかわかりませんが提案

をされるようなものが出てくる可能性はありますよね、新聞報道でいろいろあるようです

が、今、知り得る情報をお教えをいただきたいというふうに思います。 

 多分、税もそうですし、銀行もそうですし、固定資産も全部それに直結した番号で一覧

にする計画なのだというふうに思うのですが、今、されているのは何も余り見えてこない

ので、現実的に今後されるもの、多分もう来ているのだろうと思います、こういうものを
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やるよと、ただ執行でまだ法律的に議会を通ってないからということなのだろうというふ

うに思いますが、知り得る情報をお教えください。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 国が将来的にどういうふうにしていきたいかとかいう部分なのですけれども、本日の道

新の中にちょっとマイナンバーの部分ございまして、そこの一文を若干、一、二分かけて

読まさせていただきたいと思います。 

 例えば、引っ越しや結婚、相続などの際に変更事項や死亡連絡を入力すれば自治体勤務

先、電気、ガス会社などへの個別の手続きが不要になるワンストップサービスというもの

の導入を想定している。このほか、政府は個人番号カードですね、これの電子証明機能を

生かしまして、自治体が住民票や印鑑登録証明書などのコンビニ交付を行えるようにする、

将来的には健康保険証やキャッシュカード、クレジットカード、電子マネーなど、官民問

わずさまざまなサービスも利用できるようにしてマイナンバーの利便性を高めていくとい

うようなことを想定されます。 

 また、国家公務員におきましては、身分証明に個人番号カードをつけるとか、そういっ

た形の想定、もしくは図書館の貸し出し用にも使っていいよとか、いろいろなアイデアが

生まれているのですけれども、基本的にそれが実現するのは１月１日以降、結構さまざま

な課題があると思いますので、それが整理されて徐々に進むものと理解してございます。 

○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 個人番号なので、郵送はされてきました。申し込みがどのくらい、個人番号の申し込み

が今、来ているのか町ではわかるのですか。わからないよね、多分。これ国のほうに行く

のだから。 

 現実的にこの中身を余り理解していないのではないかなというふうな気がいたします。

例を例えれば、ここに障害者だとかの方々がこれを理解できるのかというのが問題なので

す。会社等は個人番号を聞いて本人のあれを給料に払った者につけなさいよと、税務署に

出しなさいよというお達しが来ておりますが、現実的に子どもたちはこれわからないので

はないかなと僕は実に思っているのです。 

 我々も読んだら何か難しすぎて、なかなか難しい、だから提出はできない人がたくさん

出てくるのではないかと。そうすると５００円かかるのですよね、期限が切れると、今度、

提出するときは、そうでしょう。金かからないか、ずっと。では出さなくてもいいという

ことかな。 

 だから、これは現実的に個人番号は町は全部知っているのですよね、知ってなければお

かしいよね。そうでしょう、個人番号。だって、税にできないでしょう、知ってないと。
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多分知っているのだろうと思う、個人番号は国から安田清之は何番から何番だよと、今後、

税に打ちなさいよと、固定資産税のあれにも全部つけなさいよという形になってくるのだ

ろうと思うけれども、それ以外の方でわからない方がたくさん出てくるのだろうと、身分

証明書にもなるといっていますけれども、これはきちっとしたものをもらわないと個人情

報にならないのですよ、現実的に。 

 この手続きの仕方を、これ３回目なので簡素にこういう手続きをしてやってくださいと、

書き方等も含めて、代筆でというわけにはならないでしょう、これ。どうですか。代筆で

いいのかい、だめですね多分。これ大変、難しい問題なので、町長にお願いをするのは多

分、きちっとできない方が出てくるだろうというふうに思っています。 

 そこで、ここにあるようにいろいろな情報、生活保護とか障害者の関係等々もあります

ので、専任に誰かつけてやらないといけないのではないかという気がするのです。住民課

になるのだと思いますが、個人情報なので町長が任命して課長なりがその対応に当たると

いうような形をとってやったほうが町民のためにはいいのではないかという気がするので

すが、そこら辺どうですか。これちょっと書けないと思います、申し込みをきちっと、お

願いします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいまマイナンバー制度に関する住民の説明のあり方、また障害者の方々、また高齢

者の方々に対する制度の啓蒙普及についてというご意見だったというふうに思います。 

 実は、先般、老人クラブ連合会の懇談会、私どもの懇談会がありまして、老人クラブ連

合会からも実はマイナンバー制度の中身についてしっかり教えてほしいという要望をお受

けをさせていただきました。その中で今、ご指摘のご意見、同じようなご意見が参加され

ていました７、８０名の方々がいらっしゃいましたが、その大半からお寄せをいただいた

ところであります。 

 せっかくの機会でもありましたので、私どももこの業務を担当しております町民課の担

当係長に同席をさせて説明をいたさせました。その中で、制度としてはそういう制度がで

きたということでありますので、ぜひカードの交付についてということのお話もさせてい

ただきましたが、正直申し上げまして、そのカードを交付いただいたことで、今今、すぐ

すぐメリットがあるかというと、まだまだ制度がこれからいろいろなサービスも含めて、

まだまだこれからだというふうに思っておりますので、高齢者の皆様方にはカードの通知

の部分がありますので、そこの部分についてはしっかり保管をしておいてくださいという

こと、また、今、町がそのナンバーを把握しているかどうかということでもありましたが、

私どもがその個人の皆様にあなたのカードの番号は何番ですかなんていう照会すること、

またはカードをつくるに当たってお金がかかりますよというようなことの、ご本人に連絡

するということは全くないので、そこについてはくれぐれもお気をつけくださいというお
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話もさせていただいたところでもあります。 

 確かに、免許証等をお持ちでない方々にとってはそのカードが身分証明書になるという

機能もあるということで、国のほうからも言われております。ただ、その身分証明書を必

要かどうかということも含めてしっかり考えていっていただければなというふうに思って

おりますし、マイナンバー制度の中身について、高齢者の方々からも説明会の要望もあり

ましたので、そういう部分で細かな対応をさせていただきたいと思います。 

 要望等があれば、どこでも説明に上がりたいという体制で臨みたいと思っております。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

杉森俊行君。 

○杉森俊行議員 

 説明を受けて、私も勉強会に行ってきたのですけれども、高齢者だけではないですね、

たしか生まれた子どもからですよね、ゼロ歳から。そういうふうに同僚議員が言うとおり

誰が書くのですかと、書けるわけないですよね、うちの親父たちも認知症で書けませんよ、

自分の字もかけないのですから。誰が書くのですかということになった場合に、国の方針

だから反対はしないけれども、見た感じでは私たちにはメリットはないという感じがしま

す。なおさらさっき新聞の報道を読んだ人のあれによると、これは貯金通帳とかそういう

ふうになってしまったら本当に大変なことですよ。そのほかに貯金通帳の個人番号という

のはあるのでしょうけれども、それ認知の人にあなたの番号わかりますかと言っても誰も

わかりませんよ、１歳、２歳の子どもに親として例えば通帳に子ども産まれたからといっ

て、定期とか何かで積み立て定期している人だって、子どもたちでわかるわけないです。 

 そういうことをやはりもう少し、町のほうで国のほうに対してある程度、同僚議員が言

うとおりそういうできる人、町のほうに持っていったら、この人には代筆してもいいです

よみたいなシステムをつくっていかないと、そういうのは町長のほうからでも来たらやっ

てくれますよとか、なおさら知能の遅れたと言えば語弊がある物の言い方かもしれません

けれども、そういう人のこともきちんと考えることを町のほうから国に対して言わないと

あれでないですかという、全然わからない人が出てくる。そしてマイナンバー、マイナン

バー言いながら守秘義務だとか、個人情報だと言いながら、町のほうでは知っているので

すよ、全部。ただ、言ったらだめだと言っているだけの話。 

 例えば、それを公に公表したり、それの物品を売り買いしている人がいるのですよね、

世の中には、新聞に載っている人だっているのですから。そういうほうの罰則とか何かも

３条に書いてあるとおり、国のほうと連携しながらやりますと言っていますけれども、町

のほうでももう少し、やはりそういうことをきちんと裏のほうの附則とか、条例とかでき

ちんと書いて出すべきではないですかと思うのですが、そういうのはいかがですか。 

○議   長 

 酒森町長。 
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○酒森町長 

 今、杉森議員から住民に対する周知のあり方、または制度のあり方についての啓蒙が必

要だというご意見、私も全くそのとおりだというふうに思います。 

 代筆の制度等も今、確認をしましたがあるということでありますが、その内容について、

しっかり町が周知しているかというところでは、私どもの説明の仕方、まだまだ十分では

ないというふうに思っておりますし、今後、新たにこの内容が国のほうからいろいろ周知

の部分が細かく出てくると思いますので、そういう情報をしっかりお伝えをして、この制

度の中身をご理解いただくというところがまずは肝要かなと思っておりますので、鋭意努

めていきたいと思っております。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 同僚議員と関連する部分もあるかもしれませんが、一つは既に町民全体に配付をした書

留郵便で、本人に渡らなくて戻った分というのは町内でどの程度の数字があるのですか。 

○議   長 

 林町民課長。 

○林町民課長 

 ただいま、現在、通知されている通知カードの発送、これが転送不要の郵便で送られて

いることから、それが本人に届かなかった場合に各自治体の窓口のほうに戻されてくると、

それが大樹町の場合どのくらいあったかというお尋ねかと思います。 

 郵便のほうは各世帯分を１通にまとめてというような形で配送になってますので、世帯

単位で送られているという状況でございますが、番号につきましては各個人に割り当てら

れておりますので、一人一人番号が中に入っているというような形になってございます。 

 したがいまして、大樹町のほぼ全住民に当たる人数に対して番号が発送されたというよ

うな形になるかと思いますが、郵便局のほうで配送を最終的にして配れなかったという形

で大樹町に戻ってきたのが約８.９％という割合で戻ってきてございます。 

 現在、役場のほうとしましては、その渡らなかった方によりましては、単に転出先がわ

かっているのですけれども、転送不要のために届かなかったとか、あるいは長期施設に入

所されているのだけれども住所が移っていないために届かなかったとか、ある程度、把握

ができる方もいらっしゃるものですから、そういう方々に対しましては、改めて通知をさ

せていただいて、本人からの連絡を受けた後、受け取りの方法とかを相談しているという

状況で、戻ってきた郵便のうち、番号のうち約半数については既に処理済みというような

状況で、現在、まだ処理できていないものにつきましては全体の４％程度という状況になっ

てございます。 

 以上です。 
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○議   長 

 今のパーセントは人数、それとも１世帯にまとめて行っているでしょう、戸数で言って

いるの、今のパーセントで言ったのは。人数ですか。 

 よろしいですか。 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 ということは、８.９％ということは人口に掛ければいいということですね。今はそれは

掛け算していませんけれども。 

 二つ目に、世間的ないろいろな話題になっております一つは悪質な人が行っている詐欺

行為的な問題があったりして、そこは情報の漏洩とか、この制度の不備な点をついていろ

いろな被害に遭った人もいるのですが、一つは町としてこれはどこかで管理しているわけ

ですから、それがその管理が不十分さから、その個人のナンバーが外部に漏れない対策と

いうのは万全ですかと聞いたら万全ですと言うと思うのですけれども、まだ、例えば職員

が何かを忘れて外に出るとかということがよくいろいろな、このマイナンバーだけでもあ

るのです。 

 ただ、それとその情報の漏洩で言いますと、このシステムをつくった自体が人間ですか

ら、それと同等な頭脳を持っているとそこにまた、それを悪用できるというような可能性

もあるので、その辺、町としてのその管理として、個人の町民一人一人が心配のないよう

な管理体制として万全なのかということと、それからセキュリティーに関して国から町に

対してきちんとしたシステムが通っているのかどうか、ちょっと僕は機械に余り詳しくな

いので、その辺ちょっとひとつ教えてください。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 個人番号に関する、実は地方公共団体システム機構というのがあるのですけれども、そ

ことのやりとりと、例えば役場行政内部から一般のインターネット繋がる、そういった行

為ができないということで、１０月以降、マイナンバー、個人番号を扱うところは外部イ

ンターネットとの接続をできないようにしてございます。 

 とりあえずマイナンバーを管理しているところと市町村の端末は専用回線で繋がれてい

ますので、外部アクセスというところはないのと、そのマイナンバーを管理しているパソ

コンとインターネットを切断したということで、外部からのアクセスもないという状況に

今現在してございます。 

 より、それで１００％だというふうに、とりあえず今は国のほうの最優先の指示事項に

ついてはきちんと対応してございます。ただ、先ほど申しましたとおり、それでも漏れて

いるのがあるのではないかという話ですので、どんどんセキュリティー対策としては厳し

くなっていくのだろうとは思ってございますけれども、今現在、町として対応しているの
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はその外部インターネットとの接続遮断、それから専用回線ということですので、そこか

らの外部漏れはないというふうに理解してございます。 

 以上です。 

○議   長 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 新たな制度ですから、セキュリティーの問題はそれ以上言ってもないとしか答えがない

と思うので終わりますけれども、新たな制度ですので今、世間を騒がせているのは、例え

ば自宅に電話かかってきて個人のお宅の番号が漏れていますとか、それを何か修正すると

か、いろいろなことで被害に遭った人もいるのですが、個人も漏れないという話に対して、

漏れているのではないかという不安があってそれがあおられるとか、ということが出てき

て、あなたの番号必要ですからと言って、うっかりして例えば言ってしまうと、特にしっ

かりしていない人と管理、本当に真剣に自分でできる人はいいのですが、そうでなくて重

要、大事だという認識を持たないで、まあいいかと言ってしまうと、それがずっと流れる

と、例えば先ほど出ました赤ちゃんから年寄りまでですけれども、子どもたちが自分の番

号を変に覚えていると、僕の個人情報何番で、１万円で買うよとか、２万円で買うよとか

と言ったら言ってしまう、そのようなこともあるのでその辺のやはり町民に対してこの今、

いろいろ例えば広報などで周知をするということがあるのだと思うのですが、町としての

管理のほかに今度は個人に対してどういう注意が必要だというやつはいろいろ言われてい

ますけれども、ここのところをちゃんとしていかないと、またせっかくの制度が便利だ、

便利だと言いつついろいろな問題が広範囲に広がってくる可能性があると思います。 

 僕は余りこの制度いいとは思っていないのですが、個人的には例えば税金払うにしても、

何にしても個人と役場の人が面と向かって、そういうのが一番いいのかなと思うのですが、

見えないところでコンビニで操作をするとか何とかなると、その操作がどうとかと例えば

言ってばれるとか、そういう問題があるので、いろいろ心配があるのですが、その辺も町

民に対してしっかりこういうことには気をつけましょうという部分を再三再四繰り返し徹

底していくことが僕は必要だと思うのです。 

 このぐらいでいいだろうということではなくて、大事なものであれば、と考えますけれ

ども、その辺、今後の二重、三重の町民にそういう不安をあおらない、被害に遭わないよ

うな体制についての心構えを聞きたいと思います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま菅議員からもこの制度に対する町民に対する情報の提供、または注意喚起も含

めての必要性のご意見をいただきました。 

 前段でも同様のご意見をいただいておりますし、ご答弁をさせていただきましたが、私
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も全くそのとおりだというふうに思いますので、あらゆる広報媒体、また町が取り得る広

報媒体を通じて啓蒙普及、または被害防止に努めていきたいと思っております。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第８５号大樹町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定に

ついての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１２ 議案第８６号 

○議   長 

 日程第１２ 議案第８６号大樹町手数料徴収条例の一部改正についての件を議題といた

します。 

 提案者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第８６号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本件につきましては、大樹町手数料徴収条例の一部改正をお願いするもので、いわゆるマ

イナンバー法に基づく個人番号カードの発行が来年１月１日から開始されることに伴い、住

民基本台帳カードの発行が終了となりますので、手数料徴収条例から削除するものでありま

す。 
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 それでは、表に沿ってご説明を申し上げます。 

 第２条第１項第４０号住民基本台帳カードの交付手数料、１件につき５００円を削り、第

４１号から第４３号までをそれぞれ１号ずつ繰り上げるもので、附則として、この条例は平

成２８年１月１日から施行するものであります。 

 以上のとおり、ご提案申し上げますので、ご審議の上、議決賜りますようお願いを申し上

げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 住基カードですが、これは現在、発行枚数は何枚ぐらいなのでしょうか。 

○議   長 

 林町民課長。 

○林町民課長 

 住基カードについてですけれども、大樹町で交付している件数につきましては７１件でご

ざいます。そのうち、現在の町内でお持ちで使用可能の枚数につきましては６０枚というこ

とになってございます。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 住基カードも随分、鳴り物入りで導入して、全国的にやって大したお金かかったのですが、

これまた新たにマイナンバー法に基づいてこういうことで、こっちは廃止と、さらに今度は

こっちの個人番号カードということになって、さしたる新たな制度もないということで、こ

の廃止条例にはそれでそのとおりなのですけれども、今までの住基カードに対する検証って

一体やられているのでしょうか、その点についてお伺いします。 

○議   長 

酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま住民基本台帳カードの枚数、発行枚数と今現在、活用できる枚数を報告させてい

ただきましたが、その数にとって検証しているかということのご質疑をいただいたと思いま

す。 

 正直申し上げて、その内容について検証はしてございません。ただ、残念ながら発行枚数

については報告したとおりの数ということだというふうに思っております。 

 今後、この住基カードが個人番号カードに変わっていくというようなこともありますの
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で、先ほどの議案の中でもご説明をさせていただきましたが、マイナンバー法に基づく個人

番号カードの内容等についてしっかり啓蒙していく、また制度の中身をしっかり周知をさせ

ていただくということで、必要な枚数、またサービス等がいろいろ向上してくればおのずと

発行が進むというふうに思っておりますので、そういう部分でしっかり対応していきいと

思っております。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第８６号大樹町手数料徴収条例の一部改正についての件を採決いたしま

す。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 休憩します。 

 

休憩 午前１１時５１分 

再開 午後 １時００分 

 

○議   長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

    ◎日程第１３ 議案第８７号 

○議   長 

 日程第１３ 議案第８７号大樹町税条例等の一部改正についての件を議題といたしま

す。 



 

－ 35 － 

 提案者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第８７号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本件につきましては、大樹町税条例等の一部改正についてをお願いするものであります。 

 この改正は、平成２７年３月３１日に公布された地方税法等の一部を改正する法律、また

平成２７年９月３０日に公布された、地方税法施行規則等の一部を改正する省令に基づき、

大樹町税条例と平成２７年条例第２６号で交付いたしました大樹町税条例等の一部を改正

する条例について、必要な改正を行うものでございます。 

 それぞれ条文の内容につきましては、税務課長より説明いたさせますので、ご審議の上、

議決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 林税務課長。 

○林税務課長 

 議案第８７号大樹町税条例等の一部改正について説明させていただきます。 

 この改正は、平成２７年３月３１日に公布された地方税法等の一部を改正する法律、平成

２７年法律第２号及び平成２７年９月３０日に公布された、地方税法施行規則等の一部を改

正する省令、平成２７年総務省令第８５号に伴うものでございます。 

 改正は２条からなっており、第１条では大樹町税条例の一部改正を、第２条では平成２７

年条例第２６号で交付しました、大樹町税条例等の一部を改正する条例の一部改正を行うも

のです。 

 改正内容の主なものとしましては、平成２７年度の地方税法の改正において、徴収猶予制

度等の見直しが行われ、地域の実情に応じて分割納付の方法等について条例で定めるとされ

たことから、改正を行うものでございます。 

 地方税法第１５条では、納税者、または特別徴収義務者が災害、疾病などにより一時に納

税することができない場合、その納付し、または納入することができないと認められる金額

を限度として、その徴収を猶予することができると規定していることから、それらの手続き

を定める内容となっております。 

 それでは、条文に沿いまして説明をさせていただきます。 

 第１条は、大樹町税条例昭和２５年条例第９号について、次の表の改正前の欄に掲げる規

定を、改正後の欄に掲げる規定に改正するものです。 

 徴収猶予制度等の規定について、第８条から第１３条に新たに追加しております。 

 第８条では、徴収猶予にかかる町の徴収金の分割納付、または分割納入の方法について規

定しております。 

 地方税法第１５条において、徴収猶予の要件等が規定されていて、徴収の猶予に係る徴収
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金の納付、または納入については、条例で定めるとされていることから、徴収の猶予及び徴

収の猶予をした期間の延長する場合におけるその方法を分割して納付、納入させることと

し、分割して納付させる場合に納付期限、納付金額を定めること、やむを得ない理由がある

ときは、納付期限、納付金額を変更することができること、納付期限、納付金額を定めたと

きは通知をしなければならないことなどを規定しております。 

 ２ページの下段になりますが、第９条では、徴収猶予の申請手続き等について規定してお

ります。地方税法第１５条の２において、徴収猶予の申請手続き等が規定されており、徴収

の猶予及び徴収の猶予をした期間の延長する場合の申請への記載事項及び添付書類につい

て定められておりますが、条例で定めるとされている事項もあることから、申請書の記載事

項、申請書に添付する書類について規定しております。 

 ５ページになりますが、５ページの第６項は、添付書類の提出が困難である場合は、提出

を要さないとされた規定がありますが、それの例外規定を定めているものです。 

 また、第７項は申請の訂正、添付書類の提出等を求めた場合に、通知を受けた日から２０

日以内に提出しなければならない旨を規定しております。 

 第１０条では、徴収猶予の取り消しについて規定しております。地方税法第１５条の３に

おいて、徴収猶予の取り消しが規定されており、条例で定める債券の不履行が生じたときも

取り消しの該当事項となることから、その債券について規定しているものでございます。 

 第１１条では、職権による換価の猶予の手続き等について規定しております。 

地方税法第１５条の５では、職権による換価の猶予の要件について、第１５条の５の２で

は職権による換価の猶予の手続き等について規定されており、職権による換価の猶予及び換

価の猶予をした期間の延長する場合においても、徴収の猶予と同様に定めるとされているこ

とから、職権よる換価の猶予及び換価の猶予をした期間の延長する場合における、その期間

の徴収金の納付方法を毎月の分割納付、納入をさせることとしております。 

やむを得ない理由があるときは納付期限、納付金額を変更することができること、納付期

限、納付金閣を定めたときは通知をしなければならないことなどについては、徴収の猶予の

規定を準用することとしております。 

６ページの第４項は、換価の猶予の取り消しについて規定しているものでございます。 

第１２条では、申請による換価の猶予の申請手続き等について規定しております。地方税

法第１５条の６では、申請による換価の猶予の要件等について、第１５条の６の２では申請

による換価の猶予の申請手続きとについて規定されており、申請による換価の猶予及び換価

の猶予をした期間の延長する場合の条例で定める事項について規定しております。 

第１項では、申請の期限について定めており、徴収金の納期限から６カ月以内としており

ます。 

第２項では、換価の猶予をすることが適当でない場合について規定しております。 

第３項以降については、申請による換価の猶予及び換価の猶予をした期間の延長する場合

におけるその期間の徴収金の納付方法、申請書に記載する事項、添付する書類、訂正を求め
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た場合の期限などについて規定しております。 

８ページの中段になります。第１３条では、徴収の猶予、職権による換価の猶予、申請に

よる換価の猶予をする場合において、担保の徴収を不要とする基準について規定しておりま

す。 

第１８条第２３条は、地方税法を法とする規定を第８条に、地方税法施行令を例とする規

定を第９条に規定することから、文言の整理を行うものです。 

９ページの第６７条は、固定資産税の納期の規定の誤りを訂正させていただくものでござ

います。 

次に、第２条でございますが、大樹町税条例等の一部を改正する条例、平成２７年条例第

２６号について、次の表の改正前の欄に掲げる規定を改正後の欄に掲げる規定に改正するも

のでございます。 

同条例では、番号法に関する改正について、番号法の施行日から施行するとされておりま

すが、このうち、税条例第２条第３号及び第４号の改正規定を削除し、第３６条の２第９項、

第６３条の２第１項第１号、第８９条第２項、第１３９条の３第１項、第１４７条第１項に

規定した法人番号について、番号法上の参照既定を追加するものでございます。 

１３ページの附則になりますが、第１条では施行期日について規定しており、平成２８年

４月１日から施行するものですが、第２条の規定につきましては、公布の日から施行すると

しております。 

 第２条では、徴収の猶予、職権による換価の猶予、申請による換価の猶予に関する経過措

置について規定しております。 

 以上で説明を終わらさせていただきます。 

○議   長 

これをもって、提案理由の説明を終わります。 

これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

阿部良富君。 

○阿部良富議員 

 今の、ここに固定資産税とかいろいろと出てきました。 

 国では今、遊休農地等に掛けるような話で進んでおりますが、町長としてはどうですか、

この遊休農地に掛けようとする気持ちはありますか、ないですか、それだけ聞きたいと思い

ます。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま阿部議員からご質問をいただきました遊休農地に関する固定資産税の関係だと

いうふうに思っております。 
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 今回の私どもの税条例の改正の部分には直接、かかわらない部分ではありますが、今のと

ころ大樹町としてそういう形で遊休農地に固定資産税を掛ける、さらに上乗せするというよ

うな考えは今のところは持ってございません。 

○議   長 

 阿部良富君。 

○阿部良富議員 

 確かに、町としてはそういう考え今のところはないというのはわかります。 

 しかし、この農家同士でも結構、不公平あるのですよね。ただ離農した人と違って、農業

者年金もらって悠々と年を越して２００万円以上の所得を得て、笑って暮らしていると大分

差があるのです。 

 例えば、豊頃とか池田のほうに行くと今度、休耕奨励金ですか、それをもらって笑って暮

らしている、年末に３００万円ぐらいもらって、だから本当は遊休農地とか、そういうもの

に対してはある程度、税金を掛けていくのは私、妥当ではないかと思いますが、その考えは。 

○議   長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時１４分 

再開 午後 １時１５分 

 

○議   長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま再質問をいただきました、休耕という部分では田んぼの話かなというふうに思い

ますが、遊休農地の解消については農業サイド、農地サイドでは大きな問題だというふうに

思っております。 

 大樹町も幸い、大きな遊休農地が発生している状況にはないというふうに思っております

が、今後、遊休農地の解消に向けては鋭意努力していきたいというふうに思っておりますし、

先ほども答弁をさせていただきましたが、その部分での固定資産税の上乗せ等については 

今のところ導入する予定はありません。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 執行猶予で保証人という３の１３を見てください。(６)番、この中身を見ると保証人、担

保等々と書いてあるのですが、この中身をもうちょい教えていただけますか。これだけで見
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ると私、意味がわからないので、３ページの１３、この中身をちょっと、これだけ読んでも

なかなか理解がちょっとできないので、こういうことですよというふうにお聞かせをいただ

ければありがたい。 

○議   長 

 林税務課長。 

○林税務課長 

 ただいま３ページの９条の第６項に規定しています担保の関係に関してということでお

尋ねだったかと思います。 

 ここの規定は、基本的には災害とか起きたとき、徴収の猶予について申請を受けた場合に、

その期間を納期限を何カ月か延長するとか、災害１年延長して納期をおくらすというような

規定ができるというような中身になってございます。 

 ただ、その中でそこの債券が１００万円を超える金額である、それからその期間が３カ月

を超える期間、この両方を満たす件については担保を徴収させていただくというような中身

になってございます。 

 それで、担保にするものとしては、その方が持っている財産の一部ですとか、あるいは債

券、株とか、そういったものが対象になるものとしてあると思うのですけれども、そういっ

た財産を担保とするわけではなくて、保証人を担保とするというようなケースが出てくると

思われますので、その場合の規定がここの中の括弧書きになっている部分ということで、保

証人の方をそこの理由として手続きを進める場合については、その保証人の方の住所とか氏

名について記載していただきますよというような中身になってございます。 

 以上です。 

○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 ちょっと聞いているとなかなかわかりづらい。保証人をつけるということは、その人、保

証人の人の同意を得てということでいいのですよね。それだと書き物が必要になりますよ

ね、そうですよね。これ、現実的に担保をつけて保証人になるということは、その人の保証

するだけのあれがあるかどうかということも必要になるのだろうというふうに思うのです

が、そこら辺は保証人は何もなくてもいいのか、どうなのか、ここら辺の規定は何もないで

しょう、これ。特別にあるのかな、要綱で定めているのかな、ここら辺は僕らには見えない

部分なので、保証人になるということは少なくても同等の財産、現金、預貯金を持っている

方が保証人になる、これは１名ですか、２名ですか、３名ですか、何も出てない、ただ保証

人をつけるということは１名という解釈で、これに要綱が何も出てこないということになる

と、保証人はつけたけれども、保証人が最後、背負うことができない保証人の可能性もある

というふうにとっていいのかどうか、そこら辺をお教えください。 

○議   長 
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 林税務課長。 

○林税務課長 

 ただいま細部についてちょっとわかりづらいのではないかというような内容だったかと

思います。 

 今回の条例提案をさせていただいているものにつきましては、地方税法によって規定され

ているもの、そこがベースにありまして、その中で条例で定めなければいけないという内容

について条例で定めるというのが今回の提案内容になってございます。 

 この件に関しましては、地方税法の第１５条に関係する部分の中で、それら担保が必要と

なるようなケースについてなどの規定も定められております。 

 今回、条例で規定しなければいけないとされている部分につきましては、その担保を要し

ない範囲、必要としない範囲として今回の場合は金額の１００万円、それから３カ月を超え

る部分ということで提案させていただいておりますが、この部分に関しては町村が定める事

項というようなことになってございますので、そこの部分に提案させていただきまして、そ

のほかの規定に関しては地方税法に規定されている内容を遵守するという形で対応させて

いただきたいと考えておりますので、ご了解いただきたいと思います。 

○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 ちょっと説明が立派過ぎて私、理解できないのです。 

 地方税の関係なのだけれども、これは６項のことで３カ月を超えると、１００万円を超え

３カ月を超える場合はと、この部分だけ私は言っているので、地方税、この部分は何もそれ

では保証人をつければいいのだねというふうに解釈してもいいのかいと聞いているのです。

この部分。地方税は地方税であるでしょう、固定資産税とか、だからこの部分はどういう意

味なのだと。保証人は、誰が保証人にこの人はいいですよとなるのか、その財産やらそれが

なければ保証人にはならないのではないですかと私は聞いているのです。それはどういうふ

うにするのですかと聞いているの。 

 保証人をつけるということは、最後をその人が肩がわりするわけですから、それだけのも

のがきちっとお持ちになって、どうやって調べるのですかと、ただつければいいのですかと

いって聞いているので、地方税がこうだああだは要らない、この部分については保証人には

１００万並びに１００万を超える財産があればというふうにするのか、その根拠がわからな

いから聞いているので、地方税を聞いているわけではなくて、この部分はどういうわけで保

証人の担保をもらうよというふうに書いているのだから、この人の担保の価値があるかどう

かはどうやって決めるのですかと、ただつければいいのですかと聞いているのです。その部

分。 

 わかる議長、言っている意味わかる。わかるよね、だからそれをちょっと答えてほしい。 

○議   長 
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 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時２３分 

再開 午後 １時２５分 

 

○議   長 

 休憩します。 

 

休憩 午後 １時２５分 

再開 午後 １時３０分 

 

○議   長 

 再開いたします。 

林税務課長。 

○林税務課長 

 先ほどの説明の内容が不適切で申し訳ございませんでした。 

 ここの規定につきましては、全てについてですけれども、基本的には地方税法という上位

の法律でございまして、それに基づいて適切に事務を進めていくと、したがいまして金額、

それから期間に関しては町村ごとに決めるべき要件とするということで今回、提案させてい

ただいておりますが、その他の事項については地方税法に基づく適切な判断をさせていただ

くということになろうかと思います。 

 先ほどご質問の保証人がつけられた場合、どのようなということになりますが、その保証

人の方が適切な保証ができるのだろうかということについては、それらを判断させていただ

きながら、地方税法に基づいた中で審査を進めていくということになるかと思います。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 
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 これより、議案第８７号大樹町税条例等の一部改正についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１４ 議案第８８号 

○議   長 

 日程第１４ 議案第８８号大樹町国民健康保険税条例の一部改正についての件を議題と

いたします。 

 提案者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第８８号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本件につきましては、大樹町国民健康保険税条例の一部改正についてをお願いするもので

あります。 

 この改正は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

の施行に伴い、国民健康保険税の減免手続きにおいて個人番号が利用できるようにすること

などを定めるため、大樹町国民健康保険税条例について必要な改正を行うものでございま

す。 

 それぞれの条文の内容につきましては、税務課長より説明いたさせますので、ご審議の上、

議決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 林税務課長。 

○林税務課長 

 議案第８８号大樹町国民健康保険税条例の一部改正について説明させていただきます。 

 この改正は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律、いわゆるマイナンバー法とか番号法と言われているものでございますが、この法律の施

行に伴い、国民健康保険税の減免の手続きにおいて個人番号が利用できるようにすることな

どを定めるものでございます。 

 改正前の欄に掲げる規定を改正後の欄に掲げる規定に改正するもので、国民健康保険税の

減免について規定しております第２６条において、減免申請書の提出期限を納期前７日まで

から、納期限までに改正し、申請書に記載する事項に個人番号を追加する内容となってござ

います。 



 

－ 43 － 

 附則になりますが、施行期日は平成２８年１月１日としてございます。 

 以上で説明を終わります。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 この減免でマイナンバー法の適用だということなのですが、さっき午前中にマイナンバー

法を個人が適用しなくても不利益はないというような話があったのですが、これ削除してし

まうと、もし個人がマイナンバー法、私が使わないとなった場合に、これに該当するときに

は、これちょっと違和感ありませんか、なくなってしまうと。７日前とか、こういうふうな

手続きのやつを全部マイナンバー法でやることになったのですが、該当しない人はこれを減

免措置を受け付けないということになるのか、ちょっとその辺をちょっと教えてください。 

○議   長 

 林税務課長。 

○林税務課長 

 今回の改正の提案内容につきまして、まず減免の申請をするための提出期限、それとその

申請の手続きの際に個人番号を書き込んでもらうということを分けて考えていただければ

と思います。 

 申請書の提出期限につきましては今まで納期限の前７日までに提出してくださいよとい

うのが現行の条例になってございます。先の税条例の改正におきまして、その他の税目に関

しましては期限前７日となっていたものを、納期限までに申請してくれれば申請としては

オーケーですよというような改正をさせていただきましたので、国民健康保険税条例のほう

もそれにあわせまして納期限まで適用を広げるというような中身で改正させていただくと

いう内容でございます。 

 それから、その後の申請する中身の中で住所氏名のほかに個人番号も新たに書き加えてく

ださいというようになりました。これは法律に基づいて申請の様式の中に個人番号を記載す

るような欄が新たに設けられることになります。その記載によって、手続きについて簡単に

できるような内容なども含まれてくると思われますので、それらに記載をお願いするという

ような内容になってございます。 

 以上です。 

○議   長 

 今言ったのは、マイナンバーでこれを記載したくないと、利用しないという人が、その場

合はいろいろな書類が、先ほどのあれではたくさん書類が必要とかあったのだけれども、そ

の辺をちょっとどんなことになるのかだと思うのです。いいですか。 
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 ほかに質疑ありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第８８号大樹町国民健康保険税条例の一部改正についての件を採決いたし

ます。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１５ 議案第８９号 

○議   長 

 日程第１５ 議案第８９号大樹町介護保険条例の一部改正についての件を議題といたし

ます。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第８９号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本件につきましては、大樹町介護保険条例の一部改正についてをお願いするものでありま

す。 

 この改正は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

の施行に伴い、介護保険料の減免手続きなどにおいて個人番号が利用できるようにすること

などを定めるため、大樹町介護保険条例について必要な改正を行うものでございます。 

 それぞれの条文の内容につきましては、保健福祉課長より説明いたさせますので、ご審議

の上、議決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきま

す。 
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○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 それでは、議案第８９号大樹町介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明をいた

します。 

 この改正は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律、いわゆるマイナンバー法の施行に伴い、介護保険料の執行猶予、減免の手続きにおいて

個人番号が利用できるようにすることなどを定めるものです。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を、改正後の欄に掲げる規定に改正するものです。 

 それでは、表に沿ってご説明をいたします。 

 第１０条第２項第１号では、保険料徴収猶予の際の申請書に記載する事項に個人番号を追

加するものです。 

 第１１条第２項では、保険料の減免申請を納期限の７日前から納期限までに改正するもの

です。これは、先ほど前の条例でもありましたように、利用者の方について７日前だったも

のを納期限までということで同じように改正をするというものでございます。 

 また、同じく同条同項第１号では、減免申請の際の記載事項に個人番号を追加するもので

す。 

 附則になりますが、施行期日は平成２８年１月１日となります。 

 以上で説明を終わります。 

○議   長 

 これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 納期限ってさっきも条例同じなのだけれども、納期限というのは３月３１日でいいのか

い、という意味でいいのかな。期限というのは、納期限というのは固定資産税にしても、地

方税にしても、何期分、何期分ってあるのだけれども、年度内の３月３１日でいいのか、こ

れだとちょっとわからないので。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 納期限についてですが、納期限につきましては介護保険条例の第３条で第１期から第６期

までが決めてございます。 

 例えば、第１期ですと７月３１日までとか、第２期ですと８月３１日とかというような形

で普通徴収の場合はそういう形で決まっております。 
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 あと、介護保険はご存じのように年金から天引きさせていただくというような制度もござ

いますので、そういった形での徴収をいただいておりますが、基本的には納期といたしまし

ては普通徴収の場合、そういうふうな形で期別に定めさせていただいているということにな

ります。 

 以上でございます。 

○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 期日的にはわからない、６期に分けて払うわけでしょう。期限というのは、その１期分は

何日までです、最後の６期目は何日までですということでしょう、これは法律で決まってい

るでしょう。何でこれ、ここに書かないの。納期限というのは１期も納期限だし、２期も納

期限だし、全部違うのだよ、これ。これ全然わからないと思うな。何月、何月、何月、何月

ならわかるけれども、申請するのだから少なくても３月３１日ではないのかと私は解釈をし

たのですが、僕はそう解釈したのです。だけど、課長の話だとどうも違うように感じるのだ

けれども、それでは納期限って何月何日を指すのですか最終日。 

 だって、最終日をもってだから、そうでしょう。最終日をもって申し込みをするのでしょ

う。最終日がわからないのにどうやってするの、これ。 

○議   長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時４４分 

再開 午後 １時４５分 

 

○議   長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 課長から、今のこと答弁させます。 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 すみません説明が足りなくて申し訳ございません。 

 例えば、例でいきますと、先ほど言いましたように第１期の納期は７月３１日となっ

ております。例えば、この方が１期までに払えなくて減免申請をしたいといった場合は、

次の第２期の納期は８月３１日までというふうになっておりますので、それまでに申請

をしてくださいということになります。 

 その申請をしていただいた場合は、それ以降の３期以降、また納期が来るわけですけ

れども、そういったものについて手続きをできるというふうになっているということで

ございます。 
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○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 すばらしい答弁をいただきました。わかったような、わからないような、現実的に。 

 だから、１期分が払えない方は減免措置を８月に提出をしてくださいということでい

いのですね、間違いないですね。 

 その以後は、減免がずっとされるというふうな認識でいいのか、違うでしょう。どう

も私、理解できないのです今。それちょっとわからない。 

○議   長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時４６分 

再開 午後 １時４７分 

 

○議   長 

 再開いたします。 

村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 申し訳ありません、ちょっと先ほどの答弁を訂正させてください。 

 先ほど言いました、例えば第１期７月３１日までの納期ということになりますと、ま

ず１期の減免を受ける場合については７月３１日までに申請をしていただくということ

になります。 

 ここまでに申請をしていただいた方について減免の対象になるかどうかということを

判断させていただいて、手続きをとることになります。 

 ２期以降につきましては、その状況が続いているかどうか等を判断いたしまして、状

況が続いているということが確認できた場合は２期以降についても同じような形で減免

をしていくというようなことになります。 

 以上でございます。 

○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 だから、これ介護保険って６回だよね、納付期限というのは。だから、現実的にこれ

で理解をすれば最終的には３月３１日なんだよね、やっていかないとその納付が払えな

いとずっといくのではないの、どこで切るの減免を。死ぬまで提出をしなければいけな

いでしょう、毎度毎度、しなくてもいいの。 

 だから、それがちょっと私は理解できないので、毎度出さなければいけないだよね、
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その都度、６期。１期、２期、３期、４期、６期って６期までの間ずっと減免措置の書

類を出さなければいけないのですかと、まず一つ。 

 それから、これはいつまでずっと続くのですか、年度の決めはないですかと。我々の

考えるのは３月３１日というふうに思うのだけれども、出納検査が決まるのは３月３１

日なのだからというふうに理解をするのですが、そうではないようなので、改めてここ

で時間をとってもいけないので、多分これは上位から来ている文面なのだろうからもう

１回、課長にはお伺いに議長行ってもいいかだけを許可ください。 

○議   長 

 聞きに行くのはいいです。 

○安田清之議員 

 だから、後で聞きますからもう一度。 

 現実的にここで論議してても私もわからない、３回で終わりなのでここでやめますか

ら、もう一度、これは上位から来ているものだから通すけれども、もう少しわかりやす

くお願いをいたします。 

 これでやめておきます。 

○議   長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時５１分 

再開 午後 １時５３分 

 

○議   長 

 再開いたします。 

村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 減免の期間等にかかわるお話になると思います。 

 介護保険につきましては、介護保険法がございまして、この法令に基づいて行うこと

になりますので、そこの部分、きちんと確認させてご報告させていただきたいと思いま

す。 

○議   長 

 そうしたら、その件については全議員がわかるように報告してください。 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 
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 これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第８９号大樹町介護保険条例の一部改正についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１６ 議案第９０号 

○議   長 

 日程第１６ 議案第９０号大樹町公の施設の指定管理者の指定についての件を議題とい

たします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第９０号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本件につきましては、大樹町公の施設の指定管理者の指定についてをお願いするものであ

ります。 

 歴舟川パークゴルフ場につきましては、地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、町の条例を定め、平成２０年度から指定管理者による管理を行っておりますが、次年度

以降も引き続き指定管理者による管理を行いたく地方自治法第２４４条の２第６項の規定

に基づき、議決をお願いするものでございます。 

 指定管理者の募集に当たりましては、大樹町公の施設の指定管理者の指定手続き等に関す

る条例に基づき、公募を行い、応募のあった１社について職員により組織する大樹町公の施

設に係る指定管理者選定委員会による審査、応募事業者からのヒアリングを行い、サービス

の向上、施設の適正かつ効率的な管理、経費の節減などが図られるものと判断したところで

ございます。 

 それでは、議案に沿ってご説明を申し上げます。 

 議案第９０号大樹町公の施設の指定管理者の指定について。 

 大樹町公の施設の指定管理者を次のとおり指定する。 
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 １、公の施設の名称及び位置。名称、大樹町歴舟川パークゴルフ場。位置、大樹町暁町７

番地地先。 

 ２、指定管理者。大樹町字晩成２１０番地、株式会社寺島商産、代表取締役丹羽和之。 

 ３、指定期間。平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで。 

 参考として、地方自治法の関係部分を抜粋して掲載いたしましたので、ご審議の上、議決

賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 ちょっと中身を聞かせていただきたいと思います。指定管理者については何の問題もない

というふうに考えておりますが、この中身が何もうたわれておりませんので、中身を若干教

えていただければ、指定管理料が幾ら、パークゴルフの料金改定等もあるのかなというふう

に思いますので、そこら辺の中身を若干、どのような内容で指定管理者ということになった

かお聞かせをいただきたいというふうに思います。 

○議   長 

 布目副町長。 

○布目副町長 

 ただいまのご質問の歴舟川パークゴルフ場の指定管理に関する指定管理料とそれから将

来の利用料に関しての見込みといいますか、その辺の考え方ということで大きくいうと２点

かなと思いますけれども、ご提案、１０月の５日から１６日にかけまして１２日間にわたっ

て募集をしていたわけですけれども、先ほど町長の冒頭の趣旨説明のとおりの応募１社でご

ざいました。 

 ご提案をいただいた株式会社寺島商産の事業計画の中のお尋ねの指定管理料でございま

すけれども、今回５年間の指定ということでお願いしているわけなのですが、平成２８年度

分につきましては１,４５５万円の管理料として提案を受けております。 

 現在の２７年度までと比べますと４５０万円ほど増額をしていると、こういうご提案でご

ざいました。 

 それから、２９年から３２年までにつきましては、消費税のアップ等のこともございまし

て１,４８２万円、合わせまして５年間で合計、一応ここの上限といたしましては７,３８３

万円の予定をしております。 

 これにつきましては、後ほどまた補正予算の中で債務負担行為のお願いをするところでご

ざいますけれども、金額的にはこういうような状況になっております。 

 それから、もう１点の利用料の関係でございますけれども、これは町のほうの考え方でご
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ざいまして、改定の見込みもある得るということのご提案を差し上げた中での提案でござい

ました。 

 改正の内容でございますけれども、現在の利用料は１日の料金なのですけれども、これは

大人と高校生が３００円ということになってございます。これを大人にしまして２００円と

いうことに、高校生につきましては今回、今まで小中学生までは無料でしたけれども、そこ

に高校生も入れるということで無料にいたしました。 

 回数券につきましては、１１回券ですけれども現在、３,０００円のものが２,０００円と

いうことで１,０００円の引き下げでございます。 

 それから、年間のシーズン券でございますけれども、これは現在１万円ということでござ

いますけれども、これを半額の５,０００円ということで改正の予定をした中でのご提案で

ございます。 

 なお、この料金の改正につきましては条例改正も必要でございますので、また別途改めて

またご提案をしたいというふうにお願いをしたいと思っておりますので、その点につきまし

てはよろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 若干増額をしたということですから、これは仕方ないのかなと今の情勢を見ると指定管理

をする上で、指定管理者にばかり負担をかけないよう町も、町がやると試算で約２,０００

万かかる、６００万以上の減税ができていると、業者ばかりいじめないように、やはり町の

健康福祉に寄与してくれている企業だというふうに認識していますので、余り料金を抑える

だけが町のやり方ではないというふうに考えますので、しっかり協議をしていただいて、立

派なパークゴルフ場を住民も喜んでいただけるようご協力を町もして差し上げてやってほ

しいなというふうに思います。 

 料金改定については、後日また提案があるようですから、そのときに質問をさせていただ

きますので、どうか健康増進のためのパークゴルフ場ですから、使いやすくいいゴルフ場を

つくっていただくよう業者の選定された寺島商産には敬意を表して終わります。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 公費ですのですみません、余り言いたくはないというか、４５０万増額になった行政とし

て納得されたと思いますけれども、その中身というのはどういうふうなことでの指定管理者

になられる予定の方のどういうふうな理由なのかなということが一つと、あとはもう一つ、

パークゴルフ場は何か以前、その業者の方にちょっとお話しして、もう何年も前ですけれど



 

－ 52 － 

も、自分たちの管理については非常にいいレベルでの管理なのだということでおっしゃって

いたのが印象的なのですけれども、そのときの芝の刈るのは２センチ以上になったら刈るの

だよと、それから回数なんかについても町とのお話以上に自分たちは頑張っているのだとい

うようなことをお話をされたのですけれども、一つは今の４５０万のアップの納得でしたら

その４５０万の内訳を教えていただきたいのと、私たちの通常、料金がある程度、下がるの

だったらある程度、どうでしょうかメンテナンスの部分も２センチで刈れるものだったら３

センチで刈るとか、そういうふうなご協議なんかはされなかったのでしょうか、以上、２点

です。 

○議   長 

 小森建設課長。 

○小森建設課長 

 今、ご質問のパークゴルフ場の指定管理にかかる４５０万円の増額に関する内訳でござい

ますけれども、まずパークゴルフ場の管理費につきましては芝管理の人件費等、それから機

械管理、それから地材費等高騰しております。芝管理につきましては、ここ３年間で２５％

程度、上昇しております。 

 それらを考えまして、まず管理費にかかる人件費につきましては６４万円の増、それから

管理費、こちらのほうは機械車輌の経費、それから資材、消耗品費、光熱水費、それから管

理諸費ほかということで６７万円、それから租税効果の影響額ということでは、ここ５年間

につきましては指定管理者との協議によりまして５％据え置きのままでお願いというか、そ

ういう了承をいただいて運営しております。 

 今後、次年度からにつきましては８％となるということでございますので、その分の影響

額につきましては６５万１,０００円、それから使用料改定の影響額でございますけれども、

こちらのほうは２６年度の利用、今年度まだ決算が出ておりませんので２６年度を参考にさ

せてもらいまして、比較させてもらいまして算出しております。その影響額が８０万円。 

 それから、指定管理２３年度に２期目の管理をしていただいておりますけれども、その当

時と比べますと利用収入がかなり落ち込んでおりまして、その差額分、それぞれ５カ年平均

にならしましてその金額を出しました。２３年度の利用収入が２８９万７,３００円、５カ

年平均収入額では２１８万５４０円、それからその２３年度の利用料から５カ年平均収入を

差し引きしまして、その影響額としまして７２万円、それから２点目の質問でございました

芝の維持管理経費でございます。 

 当初、協定書の予定では仕様書ではラフ、ティー周り、それにつきましては１１回という

使用でございます。ただし、６月から８月につきましては芝の伸びも早いということで刈り

込みを多くしないということで利用に影響がございます。利用者の要望もありまして、それ

につきましては指定管理者の努力で芝管理の対応をしておりましたけれども、人件費、機械

経費等の高騰もございまして、その上昇の影響額も大きくなっております。 

 その部分、今回、新年度からの指定管理につきましては仕様書のほうを見直しまして、フェ
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アウェーと ラフグリーン、こちらのほうの刈り込み回数を１８回に増やさせていただいて

おります。その分の影響額が１０１万９,０００円となります。合わせて、合計で４５０万

円という金額の内容になっております。 

 それから、２点目の芝の管理でございますけれども、パークゴルフ場の管理につきまして

はパークゴルフ協会、関係団体ですけれども、それと指定管理者、それから町が３者で毎年

３回程度、オープン前、それからオープン中、クローズにあわせてそれぞれ協議をしており

ます。その中で、いろいろと要望等があります、それに応えられるよう指定管理者のほうで

努力されております。その分、芝の刈り込み回数も多くしていただいているということで、

今までは年、芝のコースですけれども三段刈りということでラフ、フェアウェー、グリーン

という形で刈り込みをしていました。ことしから、その部分を二段刈りということでフェア

ウェーとラフという刈り込みをするような形にしたところ評判もいいということで、今後も

それらと同じように管理できるような状況ということでコース管理の設定をしてございま

す。 

 以上でございます。 

○議   長 

 ほかに質問ありませんか。 

 休憩します。 

 

休憩 午後 ２時１１分 

再開 午後 ２時２０分 

 

○議   長 

 再開いたします。 

９０号の質疑を続けます。 

質疑ありませんか。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 今、課長の答弁の中でヒアリングの中で１８回の芝管理をする、そのほかにサービス業務

もヒアリングの中にも出てきたのですけれども、このサービス業務ってどの程度までサービ

ス業務なのか、また４５０万円増の中で利用期間は変わらないのか、休業日の扱いは従来ど

おりなのか、その辺ちょっと聞きたいです。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま齊藤議員からサービスの向上の僕は先ほどご説明をいたしましたサービスの向
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上の部分でよろしいでしょうか、それと営業期間、あとは休業日の３点のご質問をいただき

ました。 

 サービスの向上というところではありますが、過去５年間、指定管理でパークゴルフ場を

運営をいただいております。その中で、私どもの仕様書にはない形でそれぞれ対応をいただ

いたということで、その部分について私も感謝を申し上げたいなというふうに思っておりま

す。 

 今回、仕様書の部分でそういう部分についてはある程度、実態に即した仕様とさせていた

だいたということであります。今後、また指定管理をお認めいただいて、予算もお認めいた

だければ５年間にわたって指定管理をお願いすることになりますので、そういう部分で指定

管理をされる側で、利用者の方々に対してのサービスの部分については、また新たな対応を

とっていただいて、そのサービスの向上が利用者にとって利用の増加というような方向にい

ければなというふうにも思っているところでもあります。 

 期間につきましては、指定管理の方の努力もありまして、例年、降雪までやっていただい

ているということで、管内的にも使用期間は長いのではないかなというふうに思っておりま

す。例年、連休明けから降雪までという期間でやっていただいていますので、新年度、また

新たに指定管理をお願いする部分では、そういう形で利便性を図ってもらえればなというふ

うに思っております。 

 今、今年までは週１回の休業日、金曜日を週１で芝の管理、または施設の維持管理も含め

てさせていただきました。利用される方々からは休業なしでやってほしいというご要望も確

かにございますが、そういう部分については適切な施設の管理をするという部分で週１回の

休業は必要かなということも含めて、仕様の中でそういう形で指定管理の募集もさせていた

だいたところであります。 

 以上です。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 それで休業日の関係ですけれども、先ほど町長も言いましたように、大体どこの町村も年

間通して休業日がない設定で、その中で順次、芝管理をやっているから大体そういう指定管

理が進めていく、その場合は指定管理は休業日を設けるということで、これはきちんと協議

されたのですよね。 

 それと、今、課長のほうからありました利用者が年々減っていっているということで、こ

れは特に町外の方が減ってきている傾向にあると思うのです。そうすると、休業日の設定の

仕方が金曜日がいいのか、何曜日がいいのか、その辺もう少しきっちり協議しながら利用者

を増やす休業日というのを設定する必要があるのではないかと思うのですけれども、その辺

の協議はどうでしょうか。 

○議   長 
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 酒森町長。 

○酒森町長 

 週１回の休業日の関係であります。確かに管内的にも休業しないでやっているパークゴル

フ場というのはあるというふうに聞いております。 

 ただ、今までも週１回の休業で対応しておりましたが、どうしても通常の管理が間に合わ

ないということもあって、うちのコースの特殊性というか、手間がかかるというところもあ

るのかもしれません。平日にも機械が稼働するというようなこともあって、プレーされる方

から正直落ち着かないというようなお声もいただいているところでもあります。そういう部

分で、しっかりした管理をやっていくためにはいたし方ないかなというふうには思います。 

 ただ、齊藤議員もご承知のとおり従前は月曜日が休業日でありました、土日に大会等が集

中するというようなこともあって、その前にきれいなコースにしてほしいというようなこと

もあって、今、金曜日という日にちを設定しております。 

 休日、１日休んでも維持管理に当たる日がいつがいいかというところは週１回、どの日に

するかというところはいろいろご意見もあると思いますので、そこら辺については協議はし

てございますが、またさらに協議を進めたいというふうに思っております。 

 利用者が減ったという部分では確かに町外の方も減っている部分もありますが、今の運営

上、営業上で独自に施設をクローズするというようなこともあって、以前は夏期間であれば、

私どもも仕事が終わった後に行ってパークゴルフ場ができたという状況にありますが、今現

在６時ということもあって、なかなか職場帰りでのパークゴルフを愛好するというような状

況にもないということもあります。その部分については、今回の協議の中でこちらからも指

定管理のほうにもいろいろご相談をさせていただいております。 

 ６月、７月の特定の期間だけではありますが、その期間だけでも延長で営業していただけ

れば各職場での利用も促進できるかなというふうな思いもありますので、今後の利用の拡大

に向けて鋭意、町としてもしっかり指定管理の方とともに、その部分については励んでいき

たいというふうに思っております。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 阿部良富君。 

○阿部良富議員 

 ちょっと１点だけ教えてほしいのですけれども、寺島商産代表は丹羽さんに代わったので

すか。そして、このまま５年間やっていくのですか、それだけ教えてほしいと思います。 

○議   長 

 布目副町長。 

○布目副町長 

 寺島商産の代表者の関係ですけれども、２５年４月４日登記でございますけれども、丹羽

和之さんに登記になっております。 
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 ご提案のとおり、このご提案の内容で５年間、町とともに指定管理をしていただくという

ことでお願いしたいと考えております。 

 以上です。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第９０号大樹町公の施設の指定管理者の指定についての件を採決いたしま

す。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１７ 議案第９１号 

○議   長 

 日程第１７ 議案第９１号平成２７年度大樹町一般会計補正予算（第６号）についての件

を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第９１号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本件につきましては、平成２７年度大樹町一般会計補正予算(第６号)をお願いするもの

で、今回の補正は歳入歳出それぞれ１億４７２万６,０００円の増額と債務負担行為の追加、

地方債の補正でございます。 

 内容につきましては、総務課長より説明いたさせますので、ご審議の上、議決賜りますよ
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うお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 それでは、議案第９１号平成２７年度大樹町一般会計補正予算(第６号)についてご説明し

ます。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ１億４７２万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ６２億３,１５６万４,０００円とするとともに、債務負担行為の追加、地方債

の補正をお願い行うものでございます。 

 最初に、資料でご説明申し上げますので、５ページをお開きください。 

 なお、表中の財源内訳につきましてですが、特定財源があるもののみ説明し、全額を一般

財源で措置するものにつきましては省略させていただきますので、ご了承をお願いいたしま

す。 

 最初に総務費、財産管理費、町有地建物維持管理経費、事業費修繕料でございますが８０

万円の増、町有建物のうち、貸し付けを行っている旧教員住宅や職員住宅の修繕費にかさみ

ましたので、予算の不足が見込まれます。以上により補正をお願いするものでございます。 

 同じく総務費、電子計算費、総合住民情報システム維持管理費、委託料で１７万３,００

０円の増、来年度からの自動車税、軽自動車税の関係なのですけれども、古い車への重課、

それから燃費のいい経済的な車に対する軽課の税制改正に伴いまして、軽自動車税の電子

データの取り込み並びにセットアップ料を委託するものでございます。 

 同じく諸費、行政区会館等維持管理費、備品購入費で２７万７,０００円の増、旧尾田中

学校につきましては、避難所機能を持たせた地域コミュニティーセンターに改修しておりま

すが、非常用発電施設の燃料としてＬＰガスを使用いたしますので、ＬＰガスのボンベを購

入するものでございます。 

 同じく諸費、難視聴対策事業、需要費、修繕料でございますが４５万４,０００円の増、

地上デジタル放送難視聴対策で設置いたしました相川地区の共聴設備でございますが、１０

月の強風による倒木により損壊してございます。現在は応急措置で対応しておりますが、降

雪により再び損壊の恐れがあるため修繕を行うものでございます。 

 同じく総務費、戸籍住民基本台帳費、戸籍住民基本台帳管理事業、備品購入費で１３万円

の増、マイナンバー制度につきましては、現在、通知カードの配付が行われてございますが、

来年から始まります個人番号カードの交付に当たりましては、職員による目視、目による確

認と機械的な確認を併せて行うため、その機械的確認のための顔認証システムを導入するも

のでございます。 

 同じく総務費、選挙管理委員会費、選挙管理委員会経費、委託料で２７万２,０００円の

増、財源といたしまして国庫支出金、国庫補助金でございますが１３万５,０００円、一般

財源が１３万７,０００円、選挙権の１８歳への引き下げに伴いまして、選挙関係システム
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を改修するための経費でございます。 

 続きまして民生費、福祉、医療、諸費、心身障害者医療費助成事業、償還金利子及び割引

料で４,０００円の増、道内医療機関によります医療費の算定誤りに伴いまして北海道医療

給付事業補助金の額が変更となりましたので、超過交付となった分を返還するための予算で

ございます。 

 ６ページをお開きください。 

 同じく民生費、福祉医療所費、未熟児養育医療費助成事業、償還金利子及び割引料で７万

３,０００円の増、未熟児養育医療費国庫負担金事業の前年度事業分の精算に伴いまして、

超過交付分を返還するものございます。 

 続きまして、発達支援センター費、発達支援センター運営費、歳出の増減はございません。

利用者の増加に伴います道補助金の増額によりまして一般財源を２８万１,０００円減額

し、国、道支出金、道補助金を２８万１,０００円増額するものでございます。 

 同じく民生費、公衆浴場費、公衆浴場運営費、事業費、修繕料でございますが、１６０万

名の増、公衆浴場のボイラーの修繕や埋設タンクの配管修繕などにより予算の不足が見込ま

れるため、補正を追加するものでございます。 

 同じく民生費、保育所費、児童保育一般経費、備品購入費で４３万１,０００円の減、財

源は国道支出金が１５２万４,０００円の増、一般財源が１９５万５,０００円の減となるも

のでございます。 

 旭保育所の閉所に伴いまして運行しております園児送迎車輌ですが、この新車を購入する

に当たりまして、道からの補助金の交付が決定したことにより、財源の調整と購入完了事業

費確定によります不用額の減額でございます。 

 同じく民生費、保育所費、法人保育所運営事業、委託料１,２３０万６,０００円の増、財

源は国道支出金が５１５万６,０００円の増、一般財源が７１５万円の増、保育単価の増額

改定に伴います措置費の増額でございます。 

 続きまして、衛生費、健康づくり推進費、健康推進事業、負担金補助及び交付金で１３１

万２,０００円の増、１１月２０日からドクターヘリの運航圏が十勝管内まで拡大されてお

りますが、これに伴いまして各基地病院の設備整備に充てられるための加入時負担金を計上 

してございます。 

 次に、農林水産業費、農業委員会費、農業委員会運営事業、共済費及び賃金で１７０万３,

０００円の減、財源は国道支出金が１０１万３,０００円の増、その他分担金及び負担金で

ございますが７,０００円の減、一般財源が２７０万９,０００円の減でございます。 

 当初、予定しておりました臨時職員１名の新規雇用を見送り、再任用職員により対応した

ことによります減額と、農業委員会活動に対する道補助金の増額決定による財源調整を行う

ものでございます。 

 ７ページをお開きください。 

 同じく農林水産業費、農業委員会費、農業者年金事務費、需要費から使用料及び賃借料ま
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で４２万３,０００円の増、財源はその他、諸収入ですが４２万３,０００円の増、農業者年

金事務取扱手数料の増額決定に伴います歳入歳出の調整でございます。 

 同じく農林水産業費、農業振興費、機構集積協力金交付事業、負担金補助及び交付金で４,

２２９万４,０００円の増、財源は全額が国道支出金、道からの補助金でございます。 

 農地中間管理事業によります農地中間管理機構の集積協力金で対象者１２名、対象農地は

１１８筆、２万１,１４７アールで、１０アール当たり２万円を交付するものでございます。 

 同じく農林水産業費、農用地集団化事業費、農地等交換分合事業、報酬から使用料及び賃

借料まで１７万２,０００円の減、財源は国道支出金が１,０００円の増、一般財源が１７万

３,０００円の減でございます。交換分合事業の歳出の一部確定及び今後の執行見込みによ

る歳出と財源の調整を行うものでございます。 

 次に、商工費、商工振興費、中小企業特別融資資金利子補給事業、貸付金で１,０００万

円の増、財源は全額その他、諸収入でございます。 

 町内業者の設備投資や運転資金を措置するため、帯広信金に資金を預託し、その３倍を限

度に運用する制度でございますが、預託金９,０００万円、運用限度額２億７,０００万円の

枠に対し、不足が見込まれるため１,０００万円を追加預託し、今後の資金需要に対応する

ものでございます。 

 同じく商工費、商工振興費、地場産業振興奨励事業、負担金補助及び交付金１５０万円の

増、地場産業振興奨励事業に係る補助金で、当初、ハード事業１点、ソフト事業２件を予算

化しておりましたが、追加でハード事業、ソフト事業それぞれ１件の申請があったため、所

用の予算を計上したものでございます。 

 同じく商工費、観光振興費、観光振興対策事業、需要費で１,７７０万円の増、ふるさと

納税のお礼の地場産品につきまして、当初５００件分を予算化しておりましたが、ＰＲ方法

の強化や地場産品のメニュー増加によりまして寄付件数が大幅に伸びております。そのた

め、地場産品購入費として１,７７０万円を増額するものでございます。今年度の寄付総件

数を２,８００件、４,０４０万円程度と見込んでございます。 

 ８ページをお開きください。 

 観光施設費、晩成温泉維持管理費、需要費及び補償補填及び賠償金で５６５万円の増、１

０月の強風により破損した晩成温泉の屋根、また高温風呂の濾過器の修繕料といたしまして

６５万円、指定管理事業者との年度協定に基づきまして、基本協定を結ぶ段階で勘案をして

おりませんでした消費税率の改定、電気料の値上げ、原油価格の低下に伴います木質バイオ

マスボイラー原料との価格差の乖離など、指定管理者の負担となることが適当ではないと認

められますかかります経費について補填するもので、その見込額として５００万円を計上し

てございます。 

 続きまして土木費、道路維持費、町道維持管理事業、委託料で９９万４,０００円の増、

下大樹２３路線、工藤公園さんの移転場所でございますけれども、通行車輌の増加に伴いま

して既存の道路幅では通行に支障が出ることが懸念されるため、拡幅要請に向けた調査設計
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を行うものでございます。 

 同じく土木費、道路維持費、土木車輌維持管理費、需要費、修繕料でございますが１,０

００万円の増、当初予算で１,０７６万５,０００円を計上してございましたが、グレーダー

用ショベル、ダンプの修理がかさんだことにより予算の不足が見込まれるため、今後の除雪

作業も見据えた上で補正を行うものでございます。 

 同じく土木費、住宅建設費、川南第２団地建設事業、歳出の増減はなく、財源の組み替え

を行うもので、当初、地方債の借り入れを予定しておりましたが、充当可能な地方債には今

年度の地方交付税措置がないこと、前年度の繰越金や臨時財政対策債、普通交付税の上ぶれ

等があることから、地方債の借り入れを取りやめて将来負担の軽減を図るものでございま

す。 

 続きまして、教育費、学校管理費、中学校でございますけれども、共済費及び 賃金で１

９万５,０００円の増、大樹中学校の臨時事務職員の退職に伴いまして後任を採用いたしま

したが、後任者はフルタイムでの雇用となるため社会保険料と賃金の不足がありますので計

上させていただきました。 

 続きまして諸支出金、事業会計操出金、介護サービス事業特別会計操出金、操出金で８７

万５,０００円の増、特別養護老人ホームの臨時介護員の増員に伴います操出金の増額でご

ざいます。 

 以上、合計で補正額１億４７２万６,０００円の増、特定財源といたしまして国道支出金

５,０４０万４,０００円の増。 

 地方債５,８５０万円の減、その他１,０４１万６,０００円の増で、特定財源の合計では

２３２万円の増となるものでございます。 

 一般財源は１億２４０万６,０００円の増でございます。 

 続きまして、第１表歳入歳出予算を説明いたしますので１１月ページをお開きください。 

 最初に歳出でございます。歳出合計、補正前の額６１億２,６８３万８,０００円、補正額

２款総務費から１３款教育費まで、１億４７２万６,０００円の増、補正後の歳出合計６２

億３,１５６万４,０００円。 

 続きまして、歳入をご説明しますので、１０ページをご覧ください。 

 歳入合計、補正前の額６１億２,６８３万８,０００円、補正額１２款分担金及び負担金か

ら２１款町債まで、１億４７２万６,０００円の増、補正後の歳入合計が６２億３,１５６万

４,０００円となるものでございます。 

 続きまして、第２表、債務負担行為補正を説明いたしますので、３ページをお開きくださ

い。 

 第２表債務負担行為補正。今回は追加でございます。 

 事項、大樹町歴舟川パークゴルフ場指定管理者管理運営業務委託料。 

 期間、平成２８年度から平成３２年度までの５年間。 

 限度額、７,３８３万円。 
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 先ほどの議案でお認めいただきました歴舟川パークゴルフ場の指定管理に関しまして、債

務負担行為を設定するものでございます。 

 続きまして、第３表、地方債補正をご説明いたしますので、４ページをお開きください。  

 起債の目的でございますが、最初に公営住宅事業債、補正前の限度額５,８５０万円の借

り入れを取りやめ、補正後の限度額を０とするものでございます。 

 次に、臨時財政対策債、補正前の限度額１億９,３００万円を補正後の限度額２億１,９０

４万９,０００円に増額するもので、起債の方法、利率、償還の方法の変更はございません。 

 普通交付税の算定に伴いまして、臨時財政対策債発行可能額が確定してございますので、

限度額を増額するものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 １９ページの晩成温泉の関係なのですけれども、５６５万の多分、説明などは消費税とか

電気料とかチップ燃料の関係で指定管理者には負担をさせることはできないということで

増額してあるのですけれども、その積算根拠、もう少し詳しく知りたいのですけれども。 

○議   長 

 黒川商工観光課長。 

○黒川商工観光課長 

 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 ５６５万のうち６５万は修繕費でございまして、補填のほうは５００万という予算でござ

います。 

 議員協議会でちょっとお話もさせていただいておりますけれども、指定管理者と町の間で

は基本協定と、それから年度による年度協定ということで協定を結んでおりまして、今年度

の場合の年度協定につきましては、バイオマスボイラーが初めての導入であるということ

で、年度協定を結ぶ３月までには詳細なことは決定できなかったということがございまし

て、協定の中では年度の中で両者協議をして、推移を見ながら決定するということが決まっ

ておりまして、半年経過した中で協議をさせてもらって、検討をさせてもらったというとこ

ろでございます。 

 まず、燃料費の補填でございますけれども、木質チップの単価は森林組合から購入してご

ざいますけれども、１立米当たり税別４,２５０円、税込み４,５９０円という単価が示され

てございます。これは、前回も申しましたが少量生産、あるいは原木をそのまま全て使うと

いうような原料が高いというようなことでの若干高めな設定にはなっているということで
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ございます。 

 ４月からチップを購入して運用してございますけれども、チップの使用量でございますが

４月は１１６.２立米、５月１１４.８、以下、大体１１０前後で推移してきてございます。 

 年間の使用量、これから半年、冬がありますので読めないところもございますけれども、

１,３００立米程度というふうに推測をしております。木質ボイラー導入計画によりますと、

晩成温泉１,５１２立米という数値が出ておりますけれども、若干、それよりは少なくて済

むのかなという読みはしておりますが、ちょっと冬の推移を見ないとわからないところも若

干ございます。 

 これらに運賃、森林組合から晩成温泉まで運ぶ運賃料金を含め、大体１,３００立米で年

間７４９万４,５００円と推計しております。大体７５０万円程度ということでございます。 

 それで、この実際のＡ重油との乖離というところの計算でございますけれども、これは実

際、Ａ重油、今たいておりませんので、ほとんどたいておりませんので、これは過去の実績

から持ってくるしかないかなということで考えておりまして、平成２５年度８万２,０００

リットル購入してございます。また、平成２６年度は９万リットルでございまして、この２

年の平均をしますと８万６,０００リットル購入していたということでございまして、これ

に今の実勢単価、毎月のように単価が変わっておりまして、前にも申しましたけれども、指

定管理者の本体のほうで大量購入による安価に購入していると、市場価格よりも安く購入し

ているというところでの上期６カ月の平均でいきますと、６１.８８円で購入しているとい

う計算でございます。 

 これで、仮にこの下期も同じ値段でいったとしますと８万６,０００リットルの６１.８８

で５３２万１,６８０円になるということでございまして、この乖離が２１７万２,８２０円

になろうかと思いますが、冬場の燃料の使い方がちょっと読めないところもありますので、

若干強めに見て２５０万円程度かなというところでございます。これが、まず木質ボイラー

導入によるＡ重油との乖離差でございます。 

 続きましては電気料の補填でございます。電気料につきましては、こちらも昨年、大幅な

値上げが１１月にありまして、北電から影響額の試算というものが提出されてございます。 

 その中で、変更前でいけば平成２６年度の電気料は４５２万２,７２５円、変更後は５５

１万４,８４８円になるということで、影響額９９万２,１２３円、２１.９％の影響が出る

と、これは単価が変わることによっての影響額でございますけれども、２１.９％上がりま

すよということで試算がされております。 

 それに伴いまして指定管理者からこの補填をお願いしたいという要望は当時から来てお

ります。 

 それで、今年度に入りまして半年たちましたので比較しますと、２１.９％程度上がるか

なと思っておりましたら、例えば５月、２６年度の５月は３９万３,５２７円、２７年度は

５０万９,２８７円で２９.４％の増でございます。また６月は、同じように２６年度は４０

万１,６０３円、それが５７万６,３７８円、４４％の増となっておりまして、その後、それ
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以後、４６、４３、４２、１０月、１１月も出ております、１０月は４６、１１月は５４と

いうことで、大変、大幅な値上がりがしております。値上がりといいますか経費がかさんで

おります。 

 これは、木質ボイラーの運転によるものも含まれているのかなと思われますけれども、木

質ボイラー分だけの算定というのはちょっと難しいところもありまして、２１.９％、年額

の３月で決算が出ますので、年間にかかった電気料の２１.９％は補填、まずしたいなとい

うふうに考えております。 

 その影響額でいきますと、年間ちょっと弱めに見ていますが６４８万円程度になるのかな

と、この推移でいきますと、もうちょっといくかもしれませんが、それが２１.９％で１４

１万９,１２０円の影響があろうかという推測をしております。電気料の影響額としまして

は１５０万円を見込んでいるところでございます。 

 続きまして、消費税の補填ということでございまして、こちらも消費税が上がる平成２６

年度４月に消費税の値上がり分の補填をお願いしたいという要望は来ておりますが、そのと

きの判断では企業努力で我慢してくれということでもあったのですが、それはその町の判断

でございますので、その後も今年になってから電気料のこと等含めて消費税のこともまた考

えてほしいということでございまして、私どもも内部協議をし、町長との協議も行っており

ます。その中で、消費税が上がった分というのは、これは特殊事業に該当するのではないか

という、今年度から見るべきであろうという結論に達しまして、ただ、見方としましては、

本来であれば使用料金に消費税を転嫁するのは本来のやり方ですけれども、使用料金は替え

ておりませんので４００円のままでございます。入湯税込で５００円ですけれども、正味の

部分は４００円でございます。それが１０５％で４００円だったものが１０８％で４００円

になりましたので、その部分の実入り分、自分の取り分というのが１０５対１０８の比較に

なりますけれども、２.６程度目減りするという、その分は理論上、計算できるのではない

かということで考えておりまして、１０８分の１００と１０５分の１００を比較しまして、

昨年度の収入、自主事業を除いた部分の収入が２,８２４万４,８６０円でございまして、そ

れに今の率を掛けますと７４万７,２１８円、ことしは上期約９％の収入の伸びがございま

した。収入といいますか、来客者伸びがございますので、若干伸びるのかなという予測もし

ておりまして、影響額としましては７４万７,０００円あたりかというところですが若干伸

びるというところを類推しまして、この部分で９０万円の今回、補正をさせていただいてお

ります。 

 以上で、４９０万円になろうかと思いますけれども、これにこれまでのルールでありまし

た７７円を超えた灯油の分、ほとんどありませんが、４月ぐらいに少しあった程度ですけれ

ども、そのほかに過去に大樹町、あるいは前の指定管理者が発行した回数券を利用した場合

の補填、これは補填することにしておりますので、その分を１０万円と見込みまして合計５

００万円とさせていただいたものでございます。 

 以上です。 
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○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 先ほどチップの関係でお聞きしたいのですけれども、これからチップを運ぶ運賃の積算が

約７５０万円かかるのだよとなったのですけれども、その７５０万の単価設定って指定業者

の見積もりなのか、それとも道単価で積算されたのか聞きたいのと、もう一つは、チップボ

イラーですから、多分、２４時間体制でボイラーを管理していかなければならないのですけ

れども、その費用は今回、見てないのか、多分、２４時間体制で、多分チップが詰まった場

合はすぐ出向いて、チップの詰まったところを除く作業が出るのですけれども、その管理費

は今回、協議されて出るようになったのか、その辺を聞きたい。 

 もう一つは、そのチップボイラーともう一つの補助ボイラーの灯油ボイラーありますよ

ね、この半年の間で完全に１００対０でチップでいっているのか、それとも９対１とか、８

５対１５とか、そういう割合で補助ボイラーをたいてきたのか、その辺ちょっと聞きたいの

ですけれども。 

○議   長 

 黒川商工観光課長。 

○黒川商工観光課長 

 まず、運賃でございますけれども、議員協議会でもお話をさせていただきましたが、今年

度に限ってはというか、今年度にあっては取り急ぎ緊急避難的に建設業者さんにお願いをし

て、その建設業者さんの請求に基づいて払っているというのが現状でございます。見積もり

をもらっているわけでも、こちらが設計しているわけでもありません。実際には、請求をい

ただいた分で支払っているということでございます。 

 また、管理のための人件費的な部分というところですが、これは議論がございまして、手

間もかかっているし、人件費分も見てほしいというお話はいただいておりまして、１日１時

間、２時間の人件費をみようかという議論もあったのですが、ちょっと余りにもアバウト過

ぎるところがありまして、当初、機械を入れたときはやはり心配ですのでしょっちゅう見に

行ったり、チップを崩したりというようなこともあったようですし、また製品の中にちょっ

とひも状のものが入るとアンローダーが引っかかって、ブザーが鳴って、夜中に駆けつける

というようなこともありましたけれども、様子を見てきて大分、落ち着いてきているという

ところもございまして、今回については人件費の部分はちょっと勘弁してもらったといいま

すか、算定はしなかったというところでございます。 

 また、補助ボイラーにつきましては必要に応じてたいてございます。比率については

ちょっと率までは出してございませんけれども、１日６００人入ったという連休、これが一

番多かったかと思うのですけれども、そういったときに多少、補助ボイラーが動いたと、あ

るいはチップボイラーが異常を起こして止まったときなどにサブで動いたと、また、今、Ａ

重油のボイラーも使える状況にありますので、それも必要に応じては万が一のためには使え
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ることもありますので、若干の運転はしているというふうには聞いています。メンテも含め

てということで聞いておりますけれども、わずかであるというふうに聞いております。 

 以上です。 

○議   長 

齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

それでは最後に、これからのことなのですけれども、そのチップの燃料の価格設定ですけ

れども、例えば化石燃料は運賃、消費税、原油込み込みの１リッター７０円計算ですね、重

油ですと、するとチップもやはり運賃、消費税、原料含めて１立米何ぼという計算すれば、

例えば、これから半年間の間はどれぐらい使うかわからなかったですけれども、これからに

ついてはやはり熱量のカロリー、熱量計算の中で基準となると思うのです、価格設定の中で。 

その辺を今後はきちんと単価の中に運賃込み、消費税込みでいかないと、なかなか我々も

理解もできないし、評価もできないと思うのです。どっちが正しいのか、どっちが燃料が高

騰なのか、単純にそうやってしまうと上がったから補填するよではちょっと困るのです。 

そういうことを今後、お願いしたいのと、やはりそのボイラーの管理費も今回は我慢して

もらったのだというのですけれども、これからどうなるかわかりませんけれども、年度協定

の中で一つの価格の設定も必要ではないかと思うのです。 

今回、この運賃は見積もりの価格でやったというのですけれども、相手の指定管理、それ

が本当に正しいかどうかもやはりきちんと精査しながら、これからの年度協定につないでい

ただきたいのですけれども、以上で終わります。 

○議   長 

酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま晩成温泉の補填の関係で、今年から稼働しておりますチップボイラーの今後の実

績を踏まえての来年度の運用の部分だというふうに思っております。 

 今年度からスタートしたというところで、指定管理の方にはなれないボイラーのチップも

含めて維持管理に春先お手数をおかけしたなというふうに思っております。半年間が経過し

て、これから冬場を迎えるということであります。通年で動いた実績をもとにチップの適正

価格、または運賃の適正な設定等について鋭意、また関係するところと協議を進めていきた

いというふうに思っております。 

 町の中で木質ボイラー、木質チップ、バイオマスを使っていくという計画のもとにスター

トした部分でもありますので、その実現に向けてまず一歩というところでありますので、こ

こは大事だというふうに思いますので、今後、また明年度に向けて協議を進めた中でしっか

りと対応していければなというふうに思っております。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 
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 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 それでは、ページ数ですけれども、資料というのですか、その補正予算の内容の資料のペー

ジ数で質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 一つは６ページの民生費の保育所運営事業の委託費１,２３０万円ほど増額になってい

て、保育単価の改定ということでのお話だったのですが、その積算内容をお願いしたいと思

います。 

 次、７ページの農林水産業費の農業振興費の機構集積協力金ということで、大きな金額、

交付事業、町のほうのお金は出してはいないのですけれども、国道補助金ということなので

すが、貸し手が何人いて、どのような人が貸し手になっているのかとか、借り手が何人でど

のような個人の酪農家といいますか、農業の方なのか、法人なのか、そういうふうなことを

特定な人が借り手に力があって、うまく農業経営のそういうふうなプラスになっていない場

合もあるかと思いまして、その内容について教えていただきたいと思います。 

 次、商工費の観光施設費の晩成温泉の維持管理費を補償補填の部分、お聞きしたいと思っ

ていたのですけれども、今、質問に出ましたので若干の内容の積算ですとか、そういうふう

なこととは別なことで、消費税、外税というかにしていませんよね。僕は消費税は外税にし

たほうが水道だとか、いろいろなことでも町の方針、そのようなことですから一貫してそこ

ら辺、消費税のこといかがなものかなと思うことをお聞きしたいと思います。 

 それから、あともう一つ消費税で言えば格同じような指定業者の人などもこれから出てく

ると思うのですが、それは同じような処遇といいますか、対応していただけるものだという

ふうには思ってはいますが、そこら辺の考え方をお願いしたいと思います。 

 電気代のことについてはわかりました。 

 あとはチップのことです。もう金額のことについても、ここに民有林新聞というのがあっ

て、大樹町の森林組合の出ている立方あたりのチップの価格は他地域、それから十勝の中で

もそれ以下だというふうなこともわかっておりますので、そのことについては同僚議員もお

話になりましたけれども、僕はカロリーベースでこれからは１年とかというふうに過ぎてい

けば、いろいろカロリーベースがよろしいのではないかというふうに思っているのですけれ

ども、そこら辺はいかがお考えでしょうか。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 保育園の支弁単価の根拠ということでございますが、南保育園、北保育園それぞれ定員が

異なりまして、定員の数によって単価も違っておりますので、そのような形でご紹介させて

いただきたいと思います。 

 南保育園につきましては、予算当時、乳児につきましては１６万７,３８０円ということ
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で設定しておりましたが、現在、国のほうから来た単価ですと１５万３,０１０円というこ

とで、マイナス５１０円となっております。 

 １歳児につきましては、予算見込み時が９万８,７２０円だったものが、９万３６０円と

いうことで３,６７０円の増、２歳児につきましては９万８,７２０円だったものが９万３６

０円ということで、３,６７０円の増、３歳児につきましては４万７,４６０円が４万３,３

４０円ということで６,８１０円の増、４歳児につきましては４万６１０円が３万７,０８０

円ということで、７,２４０円の増、５歳児につきましては４万６１０円が３万７,０８０円

で見込んでおりましたので、７,２４０円の増ということになっております。 

 北につきましては、同じように増減だけ説明させていただきますと、乳児につきましては

１,８６０円の減になっております。１歳児につきましては、単価差が６,０４０円、２歳児

につきましても同じく６,０４０円、３歳児につきましては９,１９０円増、４歳児、５歳児

につきましては９,６１０円の増ということになっておりまして、これと毎月の児童数を掛

けまして、その差額分が新たな今回の補正をさせていただく額ということになったというこ

とでございます。 

○議   長 

 森農業委員会事務局長。 

○森農業委員会事務局長 

 機構集積協力金交付事業の貸し手、借り手何人、どんな人に貸しているかというような質

問だったかと思います。 

 貸し手は個人１２名で、今回の貸し手は体調不良により離農された方や、高齢化により農

地を機構に貸し出す方、また法人の設立により貸し出す方でございます。 

 借り手は１６名で、今回の借り手は貸し手の土地の近くの地権者、あるいは規模拡大を目

指している担い手の方々でございまして、法人７件、個人９件となっております。 

 以上でございます。 

○議   長 

 布目副町長。 

○布目副町長 

 ３点目の消費税の関係の晩成温泉絡みの補填の中での消費税の考え方といいますか、そこ

の課税のあり方ということでございます。 

 あわせまして、指定管理者ということで、先ほどのパークゴルフ場の指定管理者の関係も

含まれるのかなということで考えておりますけれども、１点目はチップの関係ではカロリー

ベースでということもございました。 

 バイオマス導入のときに実は検討した中でもそういうカロリーベースという言葉があり

まして、なかなか含水率だとか、そういうこともあって、単純にはちょっといかない部分も

ありますけれども、そこは今後、検討、研究にもなりますけれども、そういう単純にといい

ますか、そういうベースで検討、補填ができるとすれば、ちょっとそこは検討していきたい
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というふうに考えております。 

 それから、消費税の関係ですけれども、再来年から１０％という消費税というふうにご案

内でございますけれども、外税、あるいは内税の考え方、２本ございます。導入のときにま

た検討してご相談、提案させていただきますけれども、余り細かい数字になってもまた面倒

だということもありますけれども、そこは明解な形で検討して、またご相談させていただき

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 確認みたくなって恐縮なのですが、民生費の法人の保育所の単価で、僕のメモのとり方が

悪かったのかもしれないのですけれども、南保育所の４歳児、４万６１０円で、改定の分が

３万何ぼというふうに僕ちょっと聞き間違いなのかもしれませんけれども、プラス改定に幼

児以外は、ゼロ歳児以外はプラス改定になっているというふうに聞いていたのですが、南の

４歳児の金額をもう１回、現行と改定になっているのでちょっと、まず確認させてください。 

 それから、次、農林水産業費の機構集積の部分なのですが、これについてはもう来年もあ

るというふうに考えてよろしいのでしょうか。これから本当に農業情勢、厳しくなって大変、

国から来る、道から来るお金でこれだけがいろいろ集積に役に立っていれば大変、ありがた

いものだというふうに思ってはいるのですが、そこら辺をお聞きしたいと思います。  

 それから、ちょっとチップの単価については僕、先ほどお話ししましたように、この民有

林新聞なり、道新電のそういうふうなインフォメーションとか、これは１０月の道林業、北

海道林業木材課の調べですから、それなりの信頼感はあると思うのですが、私はせっかく町

長が木質バイオの今もご答弁いただいたように、そういうふうにして経済を内循環型の経済

に持っていくのだよというふうなお話で、これについても本当に大変結構なことだというふ

うに思っております。 

 そう思っていて、こういうことを言うのも大変申し訳ないのですが、例えば町有林なんか

も４,０００町歩近くあったりとか、それから民有林なんかでも全然手が入っていない、本

当に真っ暗な森林というのですか、そういうふうなところも見受けられますので、そういう

ふうな方については、本当にお金のことよりもある程度、例えばそういうふうな町有林で、

ある程度のお金にならないような木をチップのほうに、農林課のほうでいろいろ森林組合な

り、どこなりに、そういうふうな原料を提供するとか、そういうふうな総合的なことも必要

でないかなと思うのですが、そういうふうな考え方というのはいかがなものでございましょ

うか。 

 以上です、２回目。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 
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○村田保健福祉課長 

 すみません、もしかすると私、欄を間違えて読んだのかもしれません、申し訳ありません。 

 ４歳児、５歳児ということですが、予算時の積算単価が４万６１０円で、今回、改めて改

正になった単価が４万７,８５０円で、７,２４０円の増となっております。失礼いたしまし

た。 

○議   長 

 森農業委員会事務局長。 

○森農業委員会事務局長 

 この事業は、来年もあるかという質問でございましたけれども、２８年、２９年度、この

耕作者集積協力金事業でございますけれども、半額の１万円でございます。 

 それから３０年度が、またその半額の５,０００円ということで、３０年までこの事業は

あがります。 

 以上でございます。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 木質チップの関係の再度のご質問をいただきました、議員もご指摘のとおり町有林では

４,０００町歩多くのまた、それとは別に民有林があるということであります。 

 大樹町も木質バイオマスの計画を進めております。ただ、全道的に今後の傾向として大き

な木質のバイオマスの設備が稼働するというよなことで、全道的にチップの材料の奪い合い

になるのではないかという懸念もあるところです。 

 先ほどもお話ししたとおり、地域内で循環をさせるためには、そのチップ、材料となる資

源につきましても計画が順調にいって、チップの需用が伸びるということであれば、必然的

にそういう部分で原料は供給していくということが町有林の役割だというふうには思って

おります。 

 ただ、現状では経済林でもありますので、売り払い等では少しでも高く買っていただける

ところにお売りをしたいという思いもございます。組合のほうからは、そういう部分も進ん

でくれば町内限定でしてほしいというお申し出もありますので、それら段階に応じてそうさ

せていただきたいというふうに思っているところでもあります。 

 民有林の中で、手が入っていない暗いところもあるというご指摘、私も町内を歩いててそ

ういう民有林をお見かけするということもよくわかっているつもりであります。 

 そういう部分につきましては、ぜひ森林組合、自らの組合員に積極的なアプローチをかけ

て間伐であるとか、そういう施業を加えることによってその民有林の経済価値もあがるとい

うふうに思いますので、そういう部分については町の役割もございますが、民有林の部分に

ついては森林組合のほうにもぜひ意を注いでいただきたいという思いでございます。 

○議   長 
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 ほかに質疑ありませんか。 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 事項別明細書の１７ページの１３節委託料、選挙システム改修業務ですが、１８歳選挙権

ということですが、現時点で直近の数字で１９歳、１８歳でどのぐらい、何人ぐらいの有権

者が増えるのかということと、こういう若い有権者を育てていく、そういうような指針みた

いなものがもうできているのかなというふうに思いますが、その点についてお伺いをいたし

ます。 

 それからもう一つ、下大樹の２３号線交差点のことですが、具体的にどのような方法にす

るのかということと、裏の砂利道、 三角地帯、その砂利道の扱いはどうなっているのかお

伺いをいたします。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 ただいまの志民議員のご質問でございますけれども、選挙関係は私のほうから説明させて

いただきます。 

 人数については、申し訳ございません、具体的に把握してございません。ただ、今の中学

校卒業生が大体同世代として４０人から５０人ということでございますので、例えば来年７

月初めて１８歳で選挙を受ける方、例えば４０人にいたしまして４月１日からすると４分の

１ですか、ですから多分、大樹高校の中には５、６人とかと思います。 

 なおかつ、半分ぐらい町外から来られていますので、住民として大樹高校生が投票できる

のは５、６人というような形でございますし、もちろん１９歳も１９歳の方は実は町外から

大分転出されるのです、進学の関係で。ですから、多分１９歳の年代という方は少なくても

１学年分の４０人はいらっしゃらないと思います。 

 そうしますと１８歳まで引き下げになって来年度、有権者数、町内で何人増えるのだとい

うことがございますけれども、大樹に住民票を置いて帯広の高校に行かれている方とか含め

ると３０人から４０程度がいいところなのかなという推計はしてございます。 

それから、新たに有権者、引き下げにより有権者になられる方たちへの教育という部分な

のでございますけれども、ご承知のとおり成人式には実は大樹町の選挙管理委員さん、都合

のつく方は出席されました上で選挙に対する啓発パンフレットなどをお配りさせていただ

いてございます。 

先ごろ、総務省と文部科学省のほうで高校生を指導する教員向けの選挙の啓発の教本と申

しますか、そういうのが出版されてございまして、場所によっては北海道の選挙管理委員会

が出前講座という形でやっているようなこともございます。 

今現在、大樹町といたしましてはそこの対応をとってはございませんけれども、選挙管理

委員会の中では特に１９歳の方を集めてやるというのはなかなか難しいのですけれども、高
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校生の皆さんには何らかの啓発活動をしていきたいなと考えておりまして、追って高校のほ

うともご相談をさせていただければというふうに考えているところでございます。 

選挙に関するご質問につきましては以上のとおりご説明させていただきます。 

○議   長 

 小森建設課長。 

○小森建設課長 

 ご質問の下大樹２３号線の交差点の調査設計業務についてでございますけれども、今年の

１０月に工藤公園さんが柏木町から下大樹のほうに移転してオープンされております。 

 店のすぐそばに町道の２３号があるのですけれども、町道と国道２３６号線、そこのすり

つけの部分、国道から入ってくる部分なのですけれども、そこのところの道路幅が狭く現況

３.５メートルの道路でございます。なおかつ、歩道の部分が盛り上がっておりまして、乗

用車などが通った場合には腹がつかえるとか、そういった問題もありますので、今、臨時的

に砂利を入れて極力段差を押さえた中でそういった対応をしております。 

 また、さらに道路幅が狭いということで、販売する花だとか、いろいろなものをトラック

で運びます。そういった際に、そこから出入りすることができないということで、その辺の

ことのご相談がございました。 

 それで、ぜひとも早くに春先になりますとお客のほうも１,０００人以上の来客数がある

ということで、できれば早目に対応してほしいということでご要望をいただいております。

その中で、やはり国道に面する面、接する部分でございますので、交通事故の懸念も考えら

れます。そういったことも考慮しまして、そこの道路のすりつけですか、その部分を国道の

基準に基づいた角度に付け替えというか、改修するというような内容でございます。  

 そのため、今回、早目に調査設計をしまして、できれば新年度明けた中でまだちょっと予

算のほうをお認めいただいていないのですけれども、早目に改修をしたいということで今

回、予算を計上させていただいております。 

 以上で説明を終わります。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 砂利道の関係は。 

○議   長 

 小森建設課長。 

○小森建設課長 

 町道２３号線につきましては砂利道ということで、こちらの道路につきましては今、道路

整備計画ということで町のほうの道路整備計画には盛り込まれていない道路となっており

ます。 

 今後、状況を見ながらそういったことも考えていかなければならないかなと思っておりま
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すけれども、今、現状では計画のほうはございません。道路改良するという計画には載って

おりません。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 選挙権の関係ですが、１８歳というか、１９歳になったらもうそういうことで大学に行く

なり、就職するなりで、高校３年生あたりには一番ベターかなと、３年生でちょっとわずか

２カ月ぐらいあるかな、３カ月、来年６月というから、２年生ぐらいにやるのが適当かなと

いうふうに思いますが、そういうような有権者の育成ということは非常に大事なことで、そ

ういうふうにぜひお願いしたいと思います。 

 それから、道路ですがぜひこれは計画に載せるとしたらまだ相当ある、面倒な手続きはあ

るのでしょうか。 

○議   長 

 小森建設課長。 

○小森建設課長 

 道路計画ということでございますけれども、道路計画のほうにつきましては、町の総合計

画に基づきまして年度ごとにそれぞれ道路改良事業を実施しております。これらが今、終わ

るまでにつきましては現状の総合計画の中で今、計画どおり進めさせていただいておりま

す。 

 そのほかに原課で道路整備計画というものを立てておりますけれども、こちらにつきまし

ては数年、年数のあれはないのですけれども、何年かに一度は見直しということで、優先順

位とかそういったものもございます。 

 そういったことで、内部のほうで一応、計画は立てておりますけれども、今後、その辺に

つきましては計画の見直しでございますので、内部的な協議が必要かなということでござい

ます。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 休憩します。 

 

休憩 午後 ３時２８分 

再開 午後 ３時４０分 

 

○議   長 

 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 質疑を続けます。 

 質疑はありませんか。 
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 杉森俊行君。 

○杉森俊行議員 

 ６ページ、公衆浴場運営費、これが１６０万ですけれども、前のときにボイラーがいかれ

たら公衆浴場やめますというような答弁があったのですけれども、そういう考えは今でも

持っているのかというのが第１点。 

 そして、法人保育所の運営について、これも単価上昇分ということで来たので、これは国

と道のほうの指導でやっているのかというのを確認ということで聞きたいと思います。 

 それから健康推進費ということで説明ではドクターヘリのことが出たのですけれども、こ

れは例えばドクターヘリが釧路から飛んでくるとすれば、それは距離によってこの負担金が

違ってくるのか、そこの負担金の算出というのですか、その方法はどういうものなのかを教

えていただきたい。 

 それから農業委員会運営費、今回は再任用ということで減額したということで説明してい

るのですが、これは臨時職員を募集して誰もなかったので再任用をしたのかどうかというこ

とを聞きたいです。 

 ７ページの中小企業特別融資利子、これ説明を受けたのですが私が納得できない部分があ

るのでもう一度説明だけ、９,０００万円だか１,０００万円だかをどうのこうのというやつ

をもう少しかみ砕いて教えてもらいたい。 

 ７ページの観光振興対策費、これはふるさと納税ということで５００件から２,８００件

で増えるのだろうということで算出してありますが、これは前に同僚議員が一般質問の中だ

と思うのですけれども、ホームページなどでこれをもっとアピールしたらどうかということ

を言っていたのですけれども、これがアピールの効果が出てこのように増えたのかというの

をお聞きしたい。そしてお礼の品ですか、返礼していると思うのですがそれはどのようなも

の、どのような物品をやっているのかを聞きたいです。 

 晩成温泉の維持管理費、これはみんなしたので見ていたら、一般質問でやったほうがいい

のではないかと思って考えていたのですが、町のほうで結構、詳しく説明するのでチップを

原料としてのバイオマスボイラーを導入に際し、他の先進地の見学や研修をしたのか。そし

てこれは何人が行って、何日かかったのかということ。この報告は、どのようであって判断

はどのようにして決めたのか、これは図面や構造は見きわめたのか、チップを納入する森林

組合とチップの大きさや形状の話し合いをしたのか、値段は４,０００立米幾らだとかとい

う話をしていたのですけれども、この単価の決め方をどのようにやったのか、さっき言った

からいいのかもしれませんが、この他の業者との比較はどうなのかということを同僚議員は

大樹は安いと言っていますが、私の認識ではかなり高いというふうに認識しております。 

 そして、チップホッパーの私達が所管事務調査に行ったら、所管事務調査のことを町のほ

うから言うなと言われたのですけれども、見た感じでは大変危ない状況だったので、これは

黒川課長のほうにこういうやり方でやれば事故起きたときに、私たちが所管事務調査に行っ

て後で事故起こしたとなれば困るので、副委員長と２人でこれは申し入れしております。こ
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れは今回の改良費の中には含まれているかいないかを聞きたいです。 

 そして、８ページの川南第２団地の建設について。これは地方債から一般財源にした理由

というのは説明は受けたのですけれども、これはいいということで、私、これを見学に行っ

てきたのですが、見学の中でアンケートはとっていると聞いているのですけれども、これは

ただ耳で聞いているだけだという私は感じを覚えました。これは文書にするとか、こういう

ものが悪いとかというのはやっていないような気がしたのですけれども、これはどうなので

すかということ。 

 それと第１団地のほうで、これは計画終わってからなのですけれども、第１団地と第２団

地を比べた主婦がいまして、電話が来まして、カーテンのとめ金というのか、カーテンをと

めるやつが第１団地ではついてなくて、第２団地はしてねとアンケートには書いたと言って

いるのですけれども、それなかったのだということをその女性の方は言っている。 

○議   長 

 それはどの部分になるの、この議案の中で。 

○杉森俊行議員 

 川南団地(「建設事業」と発言する者あり)そうです、８ページ。 

 振興費はゼロとか書いてあるのですけれども、振り替えをした地方債から一般財源にした

と書いてあるでしょう、そこのところ。(「財源の組み替えだから」と発言する者あり) 

 これ、計画してきたと言ったら財源の振り替えは関係なと言えばやめます。 

○議   長 

 財源の関係だからやっている内容だとか、それとはまた別になってくるから。 

○杉森俊行議員  

 では、そこまでで結構でございます。今までの８番目の晩成温泉の維持管理費までをお願

いします。 

○議   長 

 まず１点目から、酒森町長。 

○酒森町長 

 何点かのご質問をいただきましたので、順番に答弁をさせていただきます。 

 私から答弁させた部分と、説明員から説明をさせていただく部分がありますので了解をい

ただきたいと思います。 

 公衆浴場の関係で、従前から町としては施設が老朽化をしているということでボイラーを

含めて大きな破損が出た場合は廃止やむなしという考え方で進んでおります。あの施設につ

いては、確かにそういう部分でいつ壊れてもおかしくないかなというふうに思っております

が、今回も埋設管のところで一部、破損があるということでの修繕をお願いをしているとこ

ろでもあります。 

 公衆浴場につきましては、多くの方々から心配の意見をいただいているところでもありま

すので、今後、あの施設についてはちょっといつまで持つかというところは非常に心配にな
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るところではありますが、今後、公衆浴場のあり方についてはまた、皆さんともご意見を伺

いながら、どういう形が望ましいかも含めて検討していきたいなというふうに思っておりま

す。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 私からは保育料の関係とドクターヘリの関係についてお答えさせていただきます。 

 保育料につきましては、予算時におきましてまだ制度改正等に伴いまして示された単価が

ございましたが仮のものということでございまして、今回、改めて国のほうで積算等をし直

したものが示されたということで、これは国が決めた基準単価に基づいて法人に対して支弁

しているというもので、町が独自に決めているというとかということではございませんの

で、そのようにご理解いただければと思います。 

 ドクターヘリにつきましては、距離等は関係ございません。あくまでも道東及び道北の基

地病院等で算出しました金額を関係町村で均等割等をした額での負担金ということで、遠い

から高いとかというような設定にはなっておりません。 

 以上でございます。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 農業委員会費の中の臨時職員の関係でございますけれども、平成２７年度当初予算をお認

めいただいた３月中旬というタイミングであったものですから、なおかつ人事の配置の関係

で再任用職員を運営委員会に配属できるということだったものですから、臨時職員の募集は

行ってございません。臨時職員の賃金につきましては、特に配置する側はともかくといたし

まして、総務管理費のほうで計上してございました。そのため、農業委員会費のほうで不要

になりましたこの従前の臨時職員の分も減額したものでございます。 

 以上です。 

○議   長 

 黒川商工観光課長。 

○黒川商工観光課長 

 中小企業特別融資制度の預託金の件につきまして説明させていただきます。 

 要綱の中に融資の運用基金として一定の金額を帯広信金に預託すると、信金はその預託金

の倍以上の額を貸し付けることとするということで、一定程度の担保になるものでございま

して、それによりまして貸付枠を設けて借りるほうは担保なしで信用保証協会の信用保証の

みで借りられるというメリットがございます。また、金利も低金利に抑えられておりまして、

現在ですとおおむね１.２％程度の金利で借りられるというメリットがございます。 

 これは、平成２６年度からスタートしておりまして、２６年度で７,５００万を積んでお
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りまして３倍枠まで借りられるということでございましたけれども、早晩、枠がいっぱいに

なりまして１,５００万の追加補正をさせていただいて現在９,０００万で２億７,０００万

までの貸し付けができるということになってございます。 

 この２億７,０００万もこの１２月で大体貸し切るということでございますので、１,００

０万の先ほど補正をお願いして３億まで１億の預託金になりまして、３億まで貸し付けられ

るようにしているというものでございます。 

 続きまして、ふるさと納税の件につきましてお答えいたします。 

 先の補正予算でホームページの改良の費用を認めていただきまして、そのアピール効果が

あったのかということでございますけれども、あの時点でホームページのこと、それからふ

るさとチョイスというポータルサイトに登録をして、その画面から注文できるようにした

い、それからクレジット決済もできるようにしたいということをお願いしたものでございま

す。 

 今年の９月まではお返しの品は５品目、５種類でございまして、町のホームページだけで

やっておりまして、ふるさとチョイスでは品物は紹介していますが申し込みはできないと、

大樹町のホームページから申し込まなければならない、申し込み用紙をダウンロード、プリ

ントしまして、それに書き込んでこちらに郵送するという手間がありましたけれども、その

補正を認めていただきまして１０月から５品目が１６品目に増やさせていただいておりま

す。１６になりまして、またＰＲも上手に品物のよさもアピールしてございます。 

 また、ふるさとチョイスというポータルサイトから直接、名前と品目をクリックしていく

と申し込めるようになっているということでございます。 

 また、クレジット決済につきましては、その時点で申し込んでおりますが２カ月後と言わ

れておりまして、１２月１日からクレジット決済ができるようになっておりまして、現在は

クレジット決済ができるようになります。大体７割ぐらいがクレジットでの買い物、この１

２月に入って７割がクレジット、３割が従来の郵便振替というような申し込みになっており

まして、大変、好調でございます。 

 残念なことに、品物がすぐなくなってしまって売り切れ状態となるとぐっと落ちてしまう

と、また翌月、１月分が充当されると、またぐっと申し込みが来て、また売り切れになると

いうような状態が続いておりますけれども、この１２月にまた５品目ほど追加をする予定で

ございまして、来週にはアップできるかなと思っておりますけれども、その点ではさらなる

売り上げといいますか、寄付が増えるものと期待しているところでございます。 

 品目につきましてはチーズ、あるいは加工肉、ハム・ソーセージですね、それから生肉、

牛肉、あるいは豚肉などでございます。また、アイスクリーム、ジャムなどもございます。

一つ特徴的なのは、生ハムの足一本を１０万円を寄付したら、その足一本というのを用意し

ましたけれども、１個だけだったのですけれども、それも売れました。また、水産加工品、

漁協さんの物、あるいは加工屋さんの物も加えてございます。 

 それでは、晩成温泉のチップボイラーの件ですけれども、先にボイラーのホッパーといい
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ますか、サイロといいますか、その点で委員長から危険であると、現地視察した直後に危険

であると、崩れるようにスロープをつけるべきだというご指摘をいただきました。すぐ手配

をいたしましたけれども、指定管理者のほうで今、あのときは７月だったと思いますが、７

月、８月、１０月までは休みなしでやっているので、気をつけてやるからちょっと待ってく

れという申し出がありまして、１１月になりまして定休日が休みになったところで設置をし

ております。１１月１０日に設置をさせていただきました。これは、メーカーにお願いをし

ましてアフターケアという中でやっていただいておりますので、費用は発生しておりませ

ん。 

 もう１点、チップボイラーの視察並びに判断等々でございますけれども、ちょっと私、直

接かかわっておりませんでしたので詳しくわかりませんが、視察には浦幌、あるいは和寒、

音威子府、議員さんたちと共に行っているやに聞いております。判断は、聞きますと木質ボ

イラーは２社しかない、こちらではメーカーを特定したわけではなくて、仕様書では能力を

書いて支持をした、仕様書に書いたというふうには聞いておりますけれども、その２社の中

の１社の製品を使っているというふうに聞いております。 

 ボイラーそのものは大変好調であって、またメーカーによりますと半年使ってみて、点検

に来ていただいたのですが、これだけきれいなのは珍しいと言われるぐらい今のところボイ

ラーそのものは調子がいいというふうに聞いております。 

 チップの形状等につきましては、特にこちらから決めたという経緯はちょっと私、書類を

見た中では私の知る限りではないのですが、チップは大体、機械の歯の形で決まるのかなと

は思っておりますが、特に実際、運用している中ではチップが大きいとか小さいとかという

問題は今、発生していないというふうに認識しております。 

 また、単価につきましては、森林組合に幾らで出せるのだということを２月に森林組合か

ら単価の見積もりをいただいておりまして４,２５０円税別という回答をいただきまして、

その内訳も人件費が幾らで、何が幾らでというのはいただいておりますけれども、もう少し

何とかならないかということは多少言いましたが、いやこれでお願いしたいというところで

の決定でございます。 

 以上でございます。 

○議   長 

 よろしいですか。 

 杉森俊行君。 

○杉森俊行議員 

 公衆浴場が１６０万の金がかかったとなっていますが、これは前はたしか４０何万のボイ

ラーの整備費だと思って私は記憶しているのですけれども、その当時で町営の住宅の老人の

住宅の人たちが風呂がついてないので入るのだということで、ああそうなんだという気持ち

で私も調べたらそういう状況だったので黙認はしていたのですけれども、今は晩成温泉に週

２回ぐらいバスが出て結構、利用する人もいるので、余りにも金がかかり過ぎればやめると
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いう方向性でたしか前町長が話をしていると思うのです。 

 そして、話を聞くと私もこれに入ったことないのですけれども、タイルがはがれていると

か、そういう問題がかなり出てきているというのであれば、やはり町のほうでも将来的には

もう金をかけるのをやめて、晩成温泉はこのようにバスに揺られて２０人も３０人も乗って

いくというのであれば、逆に晩成温泉のほうに週２回でなくて３回か４回出してもらえない

かと、そういう要望を出して、そのバスの運行費のほうを持ってもらったらいかがかという

ふうに思うのですが、いかがでしょうか。 

 それと、この再任用のやつですが募集してないということ出ているのですけれども、これ

は前にごみ焼却のときにも再任用しているかどうかということは聞いたような気がするの

です、そのときにはその当時のごみの所長ですか、その人が一応、募集したのだと、私もそ

ういうことは町の町民からきちんと募集したのだから私も入りたかったのだよねと言われ

ると、こういうふうに募集をかけてないこと自体がちょっと問題あるのではないかと、それ

は再任用のやめるときに再任用するのだということをしてあるのならいいのですけれども、

募集をかけないというのはちょっと町民に対して問題があるのではないかという気がする

のですけれども、そこのところをもう少し詳しく教えてもらいたい。 

 チップの形状がどうのこうのと言っていますけれども、チップの形状は私たちはさっき所

管事務調査で言ったとおり、行ってきた感じは５０ミリと２５ミリなら値段が全然違うので

す、それを森林組合にただ任せているというのもちょっと和寒と音威子府、浦幌行ってきた

という割りには全然なってないような気がするのです。 

 そして、こういうところに聞くとチップのホッパーで物がたまるということはないという

のです、ただそういうことは、どういうふうに計画してきたのかというのが物すごく不思議

に考えます。そして、これ何人で行ったかというのもあれしているのですけれども、１人で

行ったのであれば自分の見方だけでやるので、例えば漁師の人が農家の仕事を見ると物すご

く変わった仕事をしているなと思うし、農家の人が漁師の仕事を見ると変わっているという

のが物すごく目につくのですよね。それ、１人で行って決めるということ余りいいことでは

ないと思うのです。やはり２人と３人、例えば東川町に行ったときには町の職員と私たちが

行って見てくるので、そういうのは構わないのですけれども、１人か２人で行ったというの

であれば、ちょっとその人も悪く言えば偏見が物すごく入り過ぎて、自分がいいのだという

感じでくる。でも、２人とか３人で行くと自分はこういうのはいいけれども、私はあれがよ

くないのだという意見が出てくると思うのです、そこのところは何人で行ったというのが説

明がないので、そこのところをもう１回、説明してもらいたい。 

 そして、体底のところは札幌に行ったときもそうですけれども、地方のほうでもそうです、

持ち込みで幾らなのです、自分たちが取りに行くとか、誰がどうのこうの、例えば、この４,

５２０円のチップは持ち込みで幾らというのです。そういうものはちょっと行ってきた人の

してきた割りにはそういうのは反映されていないのかと。話を聞きますと、余り運搬賃が高

いので指定業者がダンプを買ってきて自分たちでやっているのだと、運ぶにしても立米、立
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米で言うけれども、ダンプ１台幾らで持ってきて、見た感じ自分たちが積むと６立米で、業

者に積ませると５立米、それで値段が同じというような話を聞くのですけれども、ここのと

ころをもう少し説明をお願いします。 

○議   長 

 説明できるところはしていただきたいと思います。 

 もう少しまとめて質問してください。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 何点か再質問をいただきましたので、私からできるものについては私から答弁をさせてい

ただきたいと思います。 

 公衆浴場の関係であります。今回、修理が必要だとうことで１６０万円の修繕の予算を計

上させていただきました。繰り返しの答弁で申し訳ありませんが、公衆浴場については町の

中で必要だという声も大変多くいただいているということも踏まえて、今回、修繕の予算を

計上させていただきました。 

 今後、どういう形でのあり方についてご相談をさせていただきたいというふうに思います

し、今後の廃止後のどういう対応をしていくかという部分では、先ほど議員がお話のとおり

晩成温泉に送迎を新たに２回ではなくて加える、または送迎を拡大する等の対応も可能性と

してはあるかなというふうに思っております。 

 ただ、今今現在、公衆浴場の役割からして、この修繕をお認めいただいて活用していきた

いという思いでの予算でありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 農業委員会の賃金の削減の部分であります。当初、農業委員会から新しい事業を行うに当

たって、１人分の人件費が必要だということで臨時の職員の賃金を予算化して、そこに臨時

の人を募集する予定でおりました。ただ、平成２７年の４月の、この４月の役場全体の人事

配置の中で再任用の退職者を配置できるというもくろみが立ちました。作業の内容からして

臨時の方を雇うよりも、ある程度、町の中、そして農家の状況もわかる再任用の職員を配置

したほうが、その事務事業を行うに当たって効果的であると、効率的であるということを踏

まえて再任用職員を充当したということでありますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

 あと、チップボイラーの関係で視察、浦幌とあとは道北の和寒と音威子府、そちらのほう

に行きました。後段の道北のほうは私は行けませんでしたが、留真温泉については私も副町

長の立場で現状を見せてもらいに参りました。副町長、財政、農林課、建設課、そして森林

組合の組合長と職員も随行して浦幌の視察は行っております。 

 それ以降の部分については担当のほうから説明いたします。 

○議   長 

 黒川商工観光課長。 

○黒川商工観光課長 
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 視察の件でございますけれども、４月１５日に行政視察として行ってございます。２６年

４月１６日に音威子府に行ってございます。議会経済常任委員会行政視察調査ということご

ざいまして、議員さん、経済常任委員に加えまして町の職員としましては農林水産課長、あ

るいは課の主幹、林政係長、商工観光課長、建設係長、森林組合からも加わって総勢１５名

で視察をしてございます。手塩川温泉のバイオマスボイラーを視察してございます。 

○議   長 

 杉森議員。 

○杉森俊行議員 

 町長が説明したので黒川さん私は納得しています。それ以上は私は聞いていませんから、

何人で行きましたか聞いたので。 

 それで行ってきたのに、何で大樹のホッパーがああいうふうに詰まっているのかというの

が私は不思議でならないのがそこなのです。見てきてみんながいいと言っているのですよ、

ボイラーも物すごいいいボイラーですよ、わかりますよ、いいボイラーだって、私見てきて

いるのですから。 

 ただ、ホッパーにああいうふうに何で残るのですかというのを聞いているだけで、せっか

く現地のほうに研修なり行ってきたのだから、そういういいものをつくればいいのではない

ですかというだけの話で、それを何でせっかく見学してきたのにそういういいものがつくれ

ないのかというのが私には不思議でならないということなのです。 

 さっきは業者がアフターで無料でやりましたということですけれども、それがまたうまく

稼働しているかというのは次の私たちの行くと思うか、私が個人的に行くかもしれませんの

で見てきます。あとはいいです。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第９１号平成２７年度大樹町一般会計補正予算（第６号）についての件を

採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 
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       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１８ 議案第９２号 

○議   長 

日程第１８ 議案第９２号平成２７年度大樹町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)補

正予算（第１号）についての件を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第９２号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本件につきましては、平成２７年度大樹町国民健康保険事業特別会計補正予算(第１号)

をお願いするもので、今回の補正は歳入歳出それぞれ８４５万１,０００円の増額でござい

ます。 

 内容につきましては、町民課長より説明いたさせますのでご審議の上、議決賜りますよう

お願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 林町民課長。 

○林町民課長 

 議案第９２号平成２７年度大樹町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)補正予算(第１

号)について説明させていただきます。 

 今回の補正は、規定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ８４５万１,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ９億３,６４５万１,０００円とするものです。 

 内容につきましては、事項別明細書で説明させていただきますので、８ページ、９ページ

をお開き願います。 

 歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正額７８万７,０００円の増。

これは、高額療養費の支給管理業務において個人番号を利用するために必要となるシステム

の改修を行うものでございます。 

 次に、１０款諸支出金、１項還付金、３目療養給付費交付金等還付金、補正額７６６万４,

０００円の増。療養給付費交付金等は、現年度に概算で交付され、翌年度に精算することに

なっているもので、前年度国庫負担金の療養給付費負担金の額の確定により、還付金が生じ

ることになりましたので増額補正をお願いするものでございます。 

 次に、歳入について説明させていただきます。 
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 ６ページ、７ページをお開き願います。 

 歳入、９款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額８４５万１,０００円の増でござい

ます。中身としましては、前年度繰越金となります。 

 次に、５ページ、総括の歳出をご覧いただきたいと思います。 

 歳出合計、補正前の額９億２,８００万円、補正額８４５万１,０００円の増、計９億３,

６４５万１,０００円。 

 次に、４ページ歳入ですが、歳入合計、補正前の額９億２,８００万円、補正額８４５万

１,０００円の増、計９億３,６４５万１,０００円となるものでございます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第９２号平成２７年度大樹町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)補正予

算（第１号）についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１９ 議案第９３号 

○議   長 

日程第１９ 議案第９３号平成２７年度大樹町介護保険特別会計補正予算（第３号）につ

いての件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 
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 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第９３号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本件につきましては、平成２７年度大樹町介護保険特別会計補正予算(第３号)をお願いす

るもので、今回の補正は歳入歳出それぞれ５万８,０００円の増額補正であります。 

 内容につきましては、保健福祉課長より説明いたさせますので、ご審議の上、議決賜りま

すようお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 それでは、議案第９３号平成２７年度大樹町介護保険特別会計補正予算(第３号)について

ご説明いたします。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ５万８,０００円を追加し、歳入歳出それぞれ６億７,

６２８万円とするものです。内容につきましては、事項別明細書でご説明いたしますので８

ページ、９ページをお開きください。 

 歳出です。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正額５万８,０００円の増、

これは南十勝介護認定審査会のテレビ会議で使用しておりますビデオカメラが故障し、型が

古く修理ができないため新しく購入するものです。このビデオカメラにつきましては、審査

会に始まりました平成１１年当時から使用しているものです。 

 次に、歳入についてご説明いたしますので６ページ、７ページをお開きください。 

 歳入です、８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額５万８,０００円の増となりま

す。 

 次に、総括の歳出５ページをお開きください。 

 歳出です、１款総務費、歳出合計、補正前の額６億７,６２２万２,０００円、補正額５万

８,０００円の増、計６億７,６２８万円でございます。 

 次に、４ページの歳入です。８款繰越金、歳入合計、補正前の額６億７,６２２万２,００

０円、補正額５万８,０００円の増、計６億７,６２８万円となります。 

 以上で説明を終わります。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

 杉森俊行君。 

○杉森俊行議員 

 今、ちょっと聞き逃したのですがデジタルビデオカメラの使用方、南十勝何会議にすると



 

－ 84 － 

きに使うというの、ちょっとそこを聞き逃したのでもう一度お願いします。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 南十勝介護認定審査会でございます。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第９３号平成２７年度大樹町介護保険特別会計補正予算（第３号）につい

ての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

   ◎日程第２０ 議案第９４号 

○議   長 

 日程第２０ 議案第９４号平成２７年度大樹町介護サービス事業特別会計補正予算（第

３号）についての件を議題といたします。 

 提案者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第９４号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本件については、平成２７年度大樹町介護サービス事業特別会計補正予算（第３号）を

お願いするもので、今回の補正は歳入歳出それぞれ３２９万７,０００円の追加補正でござ
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います。 

 内容につきましては、特別養護老人ホーム所長より説明いたさせますので、ご審議の上、

議決賜りますようお願いを申し上げまして提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 瀬尾特老所長。 

○瀬尾特別養護老人ホーム所長 

 議案第９４号平成２７年度大樹町介護サービス事業特別会計補正予算(第３号)について

ご説明いたします。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ３２９万７,０００円を追加し、歳入歳出それぞれ３億

９,７９１万４,０００円とするものです。 

 内容につきましては、事項別明細書によりご説明いたしますので、８ページ、９ページ

の歳出をお開き願います。 

 歳出、１款居宅介護サービス事業費、１項居宅介護サービス事業費、１目通所介護費、

補正額２３３万５,０００円の増につきましては、７節の賃金、臨時職員の増員による賃金

の増でございます。 

 今年、デイサービス利用者が昨年と比較し増加し、１日に３０名近くが利用するため、

送迎の車を今年度から１台増やし、８月から運転手を２名から３名体制にしたことから、

それに係る８３万１,６００円の増となっています。 

 また、利用者増加により送迎介助や入浴介助などの業務が増加したため、臨時介護職員

を１日７名から８名に増やしたことによる１５０万２,８００円の増となっています。 

 次に、２款介護老人福祉施設事業費、１項介護老人福祉施設事業費、１目介護老人福祉

施設費、補正額９６万２,０００円の増、７節賃金１６４万円の増、臨時介護職員の増員に

よる賃金の増でございます。 

 特養入所者並びに短期入所者の重度化に対応するため、日中の介護に当たる臨時介護職

員を増員するための経費です。 

 １５節工事請負費、６７万８,０００円の減につきましては、屋上防水工事が完了したた

め不用額の減額でございます。 

 次に６ページ、７ページの歳入をお開きください。 

 歳入、３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、補正額８７万５,０００円

の増です。 

 ４款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額２４２万２,０００円の増、これは前年度

繰越金を充当したことによります。 

 次に、総括の５ページの歳出をお開きください。 

 歳出、１款居宅介護サービス事業費と２款介護老人福祉施設事業費、歳出合計、補正前

の額３億９,４６１万７,０００円、補正額３２９万７,０００円の増、計３億９,７９１万

４,０００円となります。 
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 次に、４ページの歳入をご覧ください。 

 ３款繰入金から４款繰越金まで、歳入合計、補正前の額３億９,４６１万７,０００円、

補正額３２９万７,０００円の増、計３億９,７９１万４,０００円となります。 

 以上で説明を終わります。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 大変、老人関係について補正を今、したわけですが、職員、臨時職で今対応しているの

だろうというふうに思うのですが、利用者が増えるとまだ職員が足りなくなるのかどうか、

ここら辺だけお聞きをしたいと。減れば１日３０数名、通所されているということで、バ

スの運転手さん、これが減ればバスの運転手さんが要らなくなるのか、増えればもう１名

いるのか、ここら辺の見解だけお聞かせください。 

○議   長 

 瀬尾特老所長。 

○瀬尾特別養護老人ホーム所長 

 現在、デイサービスの利用者が昨年に比べて増えているということで、送迎の範囲も広

がっていることということもありまして、運転手の人数が３台体制でないと、規定の時間

に規定のプログラムが終了できないということで、今の３人体制が必要となっております。 

 当然、人数が減れば、また元の２台体制になるということになると思われます。 

○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 減ればと、減っていただければありがたい、健康な方が増えればいいわけですが、現実

的にはそうにはならないだろうと思いますので、長期的にきちんと人員の配置お考えいた

だくようお願いしておきますので、それ以上は答弁はいいです。増えるという観点で職員

の配分をお考えをいただくよう町長お願いをしておきます。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 通所の介護のところなのですが、その中で、要支援１、２という方については何人でしょ

うか。 

○議   長 
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 瀬尾特老所長。 

○瀬尾特別養護老人ホーム所長 

 直近ではないのですが、９月の実人数ですが、実人数全体で８１人、デイサービス利用

しておりまして、要支援１、２の方が１９人となっておりまして、約４分の１の方が要支

援となっております。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 この方については、これは平成２９年度から生活支援事業に移行するということなので

すが、これについては見通しとしてはこちらのほうにデイサービスということにはなって

こないというふうに理解するのですが、そういうことでよろしいですか。 

○議   長 

 志民議員、もう一度お願いします。 

○志民和義議員 

 デイケアの関係ですが、１９人が要支援１、２ということですが、それが今度、生活事

業になった場合はどういうことになるのでしょうか。 

○議   長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ４時２６分 

再開 午後 ４時２６分 

 

○議   長 

 再開します。 

村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 志民議員、介護保険制度の改正の部分にかかわるご質問だと思いますので、私のほうか

らお答えさせてもらいます。 

 要支援１、２の方の軽度の方につきましては、介護保険における介護給付を外して地域

支援事業のほうの給付に替えていこうということでの国のほうの指針が示されておりま

す。 

 ただ、実際、町のほうで今後、具体的にどのような形で事業所に対してお願いしていく

のかとも含めてちょっとまだ検討中ということで、まだ具体的な方向性等も決まっていな

いような状況でございます。 

 以上でございます。 

○議   長 
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ほかに質疑ありませんか。 

杉森俊行君。 

○杉森俊行議員 

 ９ページの工事請負費、これは防水工事を全体的にやったということでよろしいですか、

そして残金が安く６７万で終わったということは、前にも大樹の中学校のことも聞いたの

ですけれども、１５年ぐらいは完全に持つというふうな判断でよろしいでしょうか。 

○議   長 

 瀬尾特老所長。 

○瀬尾特別養護老人ホーム所長 

 特養ができて２０年たって初めての防水工事ということですので、この後、また１５年

ぐらいは大丈夫かなというふうには考えられます。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第９４号平成２７年度大樹町介護サービス事業特別会計補正予算（第３）

についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

   ◎日程第２１ 議案第９５号 

○議   長 

 日程第２１ 議案第９５号平成２７年度大樹町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）についての件を議題といたします。 

 提案者から提案理由の説明を求めます。 
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 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第９５号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本件につきましては、平成２７年度大樹町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

をお願いするもので、今回の補正は歳入予算に係る財源の組み替えと地方債の補正でござ

います。 

 内容につきましては、水道課長より説明いたさせますので、ご審議の上、議決賜ります

ようお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 鈴木水道課長。 

○鈴木水道課長 

 それでは、議案第９５号平成２７年度大樹町公共下水道事業特別会計補正予算(第１号)

につきまして説明させていただきます。 

 今回の補正は、地方債の借り入れに係る補正でございます。 

 歳入歳出予算の総額に対する補正額はございません。 

 第１条では、補正後の歳入歳出予算の金額を第１表によるものとするもので、第２条で

は地方債を変更する内容となってございます。 

 内容につきましては、事項別明細書により説明させていただきますので、５ページ、６

ページをお開き願います。 

 ２、歳入。 

 ６款１項ともに町債、１目下水道事業債、補正額２,１２０万円の減、２目過疎対策事業

債２,１２０万円の増、これらにつきましては終末処理場の設備更新及び戸配設置事業に係

る過疎対策事業債の借入額が配分されたことにより、それぞれ増減するものでございます。 

 なお、この増減に対する歳出の補正額はございません。 

 次に、４ページ、総括の歳入をお開き願います。 

 １、総括。 

 歳入、６款町債の補正で、歳入合計は、補正額はございませんので、補正前の額と計が

同額で３億９,０４０万円となるものでございます。 

 次に、２ページの第２表をお開き願います。 

 第２表、地方債補正。 

 起債の目的が下水道事業債につきましては、補正前の限度額６,４７０万円を４,３５０

万円とするもので、起債の方法、利率、償還の方法は補正前と同様でございます。 

 また、過疎対策事業債につきましては新たな借り入れとなり、補正後の限度額を２,１２

０万円とするもので、起債の方法などは下水道事業債と同様でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 
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○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第９５号平成２７年度大樹町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

   ◎日程第２２ 議案第９６号 

○議   長 

 日程第２２ 議案第９６号南十勝消防事務組合の解散に伴う財産処分についての件を議

題といたします。 

 提案者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました、議案第９６号につきまして提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本件につきましては、南十勝消防事務組合の解散に伴う財産処分について、組合を構成す

る４町村の協議により定めることについて議会の議決をお願いするものでございます。 

 地方自治法第２８９条では、一部事務組合を解散しようとする場合で、財産処分を必要と

するときは関係地方公共団体の協議により、これを定めることと規定しており、この協議に

際しては関係地方公共団体の議決を経なければならないこととされております。 
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 それでは、議案を朗読いたします。 

 議案第９６号南十勝消防事務組合の解散に伴う財産処分について。 

 地方自治法第２８９条の規定により、南十勝消防事務組合の解散に伴う財産処分を別途の

とおり、関係町村の協議の上、定めるものとする。 

 次のページに協議書の内容、その次のページからは組合の財産に関する調書をつけており

ますが、端的に申し上げますと各消防署の管理する財産は各町村に帰属し、共通経費で取得

した財産、すなわち消防本部の管理に属する財産を別途協議の上、定めることとするもので

あります。 

 このうち、消防本部の管理に属する財産は公用車や備品など、ほとんどが物品であり、分

割して各町村に帰属させることが事実上、不可能なため、事前協議等により帰属先を決める

こと、消防活動において有用性の高い訓練用資機材や応援活動時の野外用具などは配属先、

配置先にかかわらずお互いが使用できるよう考えているところでございますので、ご審議の

上、議決賜りますようお願いを申し上げ提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第９６号南十勝消防事務組合の解散に伴う財産処分についての件を採決

いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎休会の議決 
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○議   長 

 お諮りします。 

 議事の都合により、明日１２月９日は休会にしたいと思います。これにご異議ありません

か。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、明日１２月９日は休会とすることに決しました。 

 

    ◎散会の宣告 

○議   長 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

本日は、これにて散会いたします。 

散会 午後 ４時３８分 
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開議 午前１０時００分 

 

    ◎開議の宣告 

○議   長 

 ただいまの出席議員は、１２名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

○議   長 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、議長において、 

 １番 船 戸 健 二 君 

 ２番 齊 藤   徹 君 

 ３番 杉 森 俊 行 君 

を指名いたします。 

 

   ◎日程第２ 一般質問 

○議   長 

 日程第２ 一般質問を行います。 

 質問の通告がありますので、これより発言を許します。 

 まず初めに、５番西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 おはようございます。 

 今日は地域創生の総合戦略の基本フレームと考え方についてと、もう一つ高齢者及び若者

の方々の雇用対策について、その２点についてお伺いしたいと思います。 

 それでは先に創生総合戦略の基本フレームと基本的な考え方について町長にお伺いした

いと思います。 

 大樹町においては、まち・ひと・しごと総合戦略計画の素案がまとまり、意見交換があっ

たことが報じられております。 

 そこで、町の素案として示された基本フレームと計画の中で最も大切な町としての考えを

お知らせ願いたいと思います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 西田議員の創生総合戦略の基本フレームと考え方についてお答えをいたします。 
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 大樹町まち・ひと・しごと創生総合戦略については、８月に開催をいたしましたまち・ひ

と・しごと創生総合戦略推進会議において、私から推進会議会長に諮問をしており、１１月

開催の第２回推進会議において素案をたたき台としてご議論をされているところでありま

す。 

 また、この素案につきましては先の議員協議会でも町議会の皆様にもお示しをさせていた

だいたところでもあります。 

 諮問に対する答申をいただいていない段階ですので、今の時点で総合戦略の内容について

明確にお答えすることはできませんが、素案の人口ビジョン、総合戦略の私なりの考えにつ

いてお話をさせていただきます。 

 人口動態の分析ですが、国立社会保障人口問題研究所の推計によると、大樹町の人口は２

０４０年に３,９８８人、２０６０年には２,８２２人になるとされております。人口減少を

食い止め、町の活力を維持していくためにあらゆる施策を講じ、出生率を引き上げ、転出を

減らして転入を増やすことにより、２０６０年には約１,０００人の効果をもたらし、約３,

８００人とする人口ビジョンとしております。 

 総合戦略では、仕事が人を呼び、人が仕事を呼び込む好循環を確立するとともに、その好

循環を支える町に活力を取り戻すことが基本であります。 

人口減少対策で一番望まれるのは安定した雇用の創出であると思っております。企業誘致

や産業の活性化、起業、新しく起こす起業による雇用の創出が最も望まれるところでありま

すが、同時に最も難しい課題でもあると認識しております。 

当町の農業、漁業は不作・不漁の年もありますが、基盤がしっかりしているので総じて安

定していると思っております。しかし、生産品の付加価値を高めること及び販売流通におい

てはまだまだ脆弱な部分もあり、町内産品を２次産業、３次産業につなげていくこと、そこ

で雇用を生むことが肝要だと考えております。 

また、恵まれた自然、雄大な景観も大きな資源であり、体験型や滞在型などの多様な観光

に生かしていくことが必要だと思っております。 

最近、クローズアップされている航空宇宙の取り組みは人口問題に大きな効果が期待でき

るものであり、ロケット射場を含む広域宇宙センターの実現に向けて当町のみならず、十勝、

北海道とも連携し、しっかり取り組んでまいりたいと思っております。 

素案では、子育て支援や教育、保健福祉など、各分野に施策が及んでおりますが、まずは

働く場所の確保が最も大切であると思っているところであります。 

○議   長 

西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

それでは、ちょっと前半の部分については理解が私自信進んでいないところがたくさんあ

りますので、ちょっと確認でお話をさせていただきたいと思います。 

この総合戦略作成によって、直接的な町としてのメリットといいますか、そのことについ
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ては例えば過疎計画ですとか、過疎債の充当ですとか、辺地計画だと辺地債の有利な充当と

かということで目に見えたものがあるのですが、そういうことについてはどのような直接的

なと言ったら余り現金すぎるかもしれませんけれども、どのような国からの支援ですとか、

これによっての効果をまずお知らせ願いたいと思います。 

○議   長 

酒森町長。 

○酒森町長 

ただいま、この総合戦略に策定するに当たってのメリット、財政的な部分ということでの

ご質問をいただいたかなというふうに思っております。 

国は、地方にこの総合戦略の策定を進めるように義務化をしております。１０月以降、全

国でこの計画、総合戦略が策定されているという流れにあると思っております。 

この総合戦略の中で計画に盛り込んだ事業、または等について国が認めたものについては

交付金を充てるということで予定されているというふうに聞いております。交付金について

は、半分程度が入るのかなというふうに思っておりますので、そういう部分ではもし総合戦

略が策定した中で、国が認めていただいた事業については交付金の対象になるというような

こともあるので、その部分についてはメリットというふうに言えるのかなと思います。 

○議   長 

西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 新聞報道によりますと、早計画というのでしょうか、そういうふうなところについては国

として早く計画をつくったことに対するものを何か財政的な支援があるやに読んだのです

が、そこら辺はどうなのでしょうか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 国は、この地方に総合戦略の策定を求めるに当たって早い段階で策定したものについては

交付金の上乗せ措置を講じるというようなことで示されておりました。 

 私どもの総合戦略につきましても、推進会議において町民の皆様からご意見を伺った中で

策定の作業を現在も進めているところであります。 

 その策定の中では、推進会議のほうから期限は期限としてあるけれども、大事な計画なの

でしっかりやっていこうということで進めてまいりましたので、その部分については国が早

期の段階でという１０月の期限については、その段階での計画の策定には至らなかったとい

うことだというふうに思っております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 



 

－ 6 － 

 その割増しの度合いとか、そういうふうな委員さんのご意向でしっかりしたものというふ

うなことなのですけれども、それによって失ったといいますか、本来、頑張ればもらえなかっ

た分というのは、そういうふうなものについては数字的にわかっているのでしょうか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 大樹町でその計画の中で盛り込んでて、事前に手挙げをしている部分があります。こうい

う事業をやっていきたいという部分で、１０月段階で計画が策定に至ったとして事業採択で

交付金の対象となるものについては交付金の金額で２００万程度ということです。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 それぐらいのお金でしたらしっかりした計画をつくりましょうという委員さん方のお考

えのほうも理解できます。 

 次、もう少しできた後の年度別計画ですとか、進行管理といいますか、そういうふうなこ

とについてお伺いしたいと思います。できた後には町民への方々のそういうふうな計画も示

されていると思うのですが、一つは５カ年の計画で年度別に年度別計画を樹立して進行管理

を行っていくというような、そういうふうなお考えなのか、そこら辺のできた後の管理につ

いてお伺いしたいと思います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 この総合戦略の大きな特徴となっておりますのは、今年度から３１年度までの５カ年の計

画をつくるということですが、各年度ごとにその事業の進捗についてＰＤＣＡという言い方

をしますが、それで事業評価をして見直すものは見直す、改善するものは改善するというよ

うな形でこの戦略が進んでいくということになっております。 

 また、当初の計画は必ず縛られるということではなくて追加が必要なものについては都

度、年度ごとに追加もできるというようなことになっておりますので、そういう部分でしっ

かり各年度、計画に盛り込んだ部分については各年度ごとに事業評価をさせていただきなが

ら進めていくということになろうかと思っております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 今のお答えの中で年度別計画や進行管理については行うということは理解できました。 

 それで、その検証というのでしょうか、言葉はどういうふうな言葉がいいのかわかりませ

んけれども、そのチェックというか、検証についてはどのようなお考え、例えば今、策定委
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員さんと言っていいのか、委員さんがその任に当たって５年間、基本的に転勤でもなければ、

委員さんがその任に当たっていくようなことをお考えなのか、そこら辺、確認させてくださ

い。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 今、策定作業を進めております推進会議の役割については、そういう部分での事業評価を

するという部分もあろうかと思っておりますので、この５年間、今年からの５年間ですけれ

ども、この５年間については事業評価等の部分で推進会議にお諮りをして、内容の評価をし

ていただければなと思っております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 それではちょっと、町長の先ほどのお話の中で答申が出ていないことですのでと、自分の

思いの部分をというふうなお話ですので、僕も確定的なことではなくて、例えば事業などで

もこういうふうなことなんかはどうなのですかというようなことをちょっと具体的にお聞

きしたいと思います。 

 計画の一番右側の部分で具体的な事業をお示しになっていて、これから入れ替えもあった

り、今のお話のように年度の途中で入ってきたり、落としていくものとかといろいろあると

は思うのですが、頑張っているなと、うちの一つに内循環型の経済を樹立するために木質バ

イオなどの実際のボイラーの数ですとか、いろいろお示しになっているのですが、例えばそ

のことを一つとってもそれをちゃんとやるためには、一つは路網の整備だとか、林業従事者

の方の確保ですとか、それから林業機械の高度化といいますか、効率化というか、今、一番

最新の機械でいけばノルウェーなどのそういうふうな機械メーカーなどは４５度の斜面で

も木を切ったり、ビューンと何かガンダムみたいな、ああいうふうな作業などもできる 

機械などもありますし、それからあとは僕なんか今このことに関しては補強しなければなら

ないなと思っているのは地元の協力会社というのですか、下請けの方というか、そういうふ

うな協力会社などの育成なども必要だというふうには思っているのですが、具体的に今

ちょっと木材のそういうふうな木質バイオの振興というようなことでの、そのようなことも

策定委員会なり、町なりとしてのことを踏まえて諮問されているのかなということで、そこ

ら辺の思いのほうは町としていかがなものなのでしょうか。 

○議   長 

 通告は基本的なフレームの考え方ということなのですけれども、具体的に細かくこれから

どんどん入っていきますか。総合計画の、一つずつやっていきますか。 

○西田輝樹議員 

 一つずつやっていきたいと思います。 
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○議   長 

 とりあえずは、まだ素案の段階ですけれども、今の段階での考え方。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま、この総合戦略の主な施策の部分、具体的なお話のご質問をいただきました。経

済の振興という部分で、総合戦略の基本目標として活力を高める、資源を豊かさに繋げるま

ちづくりということで、総合計画でも定めている目標をこの総合戦略でも基本目標とさせて

いただいております。 

 その中で、雇用５カ年間で２０人つくっていきたいという素案のたたき台にはなってござ

います。 

 その中で、主な施策といたしまして、今、ご質問のとおり木質バイオマスの設置と町内循

環を推進していきたいということも主な施策として挙げております。 

 それを実現するに当たってはいろいろな方策があろうかというふうには思いますが、そう

いう部分では森林組合の作業を効率的にやるというような部分についても、その主な施策と

いう部分、項目に挙げている部分の一つの方策ではあるというふうに思っております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 基本フレームの中で、あともう一つ私気になったのは、具体的に事業でそれぞれの各町村

のやつも新聞だけですけれども、いろいろ拾ってきたのですけれども、事業などを計画して

いただいている基本フレームの中のそういうふうな具体的な事業などで、もう一つお聞きし

たいのは、今、総合計画の中の部分からもとってきていますよということなのですが、その

ほか、例えば今回も住民懇談会などもされるようですので、そういうふうな中でのお話し合

いから、そういうふうな進行ですとか、区長会議だとか、あとは過去の個別計画なり、過去

の総合計画とか、一般質問ですとか、いろいろたくさんの意見が出てきていると思うのです

けれども、そういうふうな確認といいますか、そこら辺は作業の中でそういうことが生かさ

れているとは思うのですけれども、具体的にそういうふうないろいろなアイデアの中から採

用されてきたものもあると思うのですが、そこら辺のチェックなどはどのようにされました

か。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま総合戦略の策定に当たっての手続きといいましょうか、意見の徴収の仕方のあり

方についてのご質問をいただいていたかなというふうに思っております。 

 この総合戦略の推進会議を開催した中で、この委員の構成については多くの団体、または

機関から委員の募集する、応募していただくというようなことで、ご自身で立候補いただい
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た方も含めて１５名程度の委員で構成をしております。 

 その中で、当初、出されたのはやはり広く、または若い方からも多く意見を聞くべきだと

いうこともありまして、その中で下部組織、役場の職員が中心となる委員会があるのですが、

そちらのほうでプロジェクトチームをつくって、自分たちが所管する各団体、またはいろい

ろな方々にお集まりをいただいて、町民の皆様からこの総合戦略に関係するご意見を伺った

ところでもあります。 

 そういう部分の意見を集約させていただいて、主な施策をまとめております。大樹町には、

平成２６年からスタートしております第５期の総合計画がございます。その中で、今後１０

年間の事務事業について必要な部分をまとめているということで、その部分からもこの総合

戦略に盛り込んでいかなければならない項目については、事業化、主な施策として上げさせ

ていただいております。 

 総合計画というのは、全ての部分を網羅しておりますので、総花的という言い方になろう

かと思いますが、この部分については大樹町の進める総合戦略という部分で主な施策を挙げ

させていただいたところでもあります。 

 ただ、この施策としても、まだ実はその推進会議の委員さんからはまだまだ総花的だと、

ポイントが見えづらいというようなこともありますので、さらに今、議員さんからいただい

ているところも含めてもう少し絞った形で素案のほうの策定をしていきたいなというふう

に思っております。 

 素案ができ上がった以降、住民の皆様にパブリックコメントも実施をさせていただきます

ので、その段階でさらなるご意見があればお聞きをしたいというふうに思っておりますし、

来週から７地区で行います地域懇談会の中でも、この今までの経過等も含めてご意見を伺い

たいというふうに思っております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 言葉の総合計画の基本構想などでも、そういうふうなつくり方をしていますので、具体的

なそういうふうなものというのはなかなか目に見えていませんので、今回の計画で十二分に

答申されたものでないということでの話ですけれども、議会にもある程度の中間的なことを

お話いただきましたので、僕はちょっと気がついたことといいますか、そのようなことは町

としてどのようなお考えなのか、基本的なことをちょっとお伺いしたいと思います。 

 計画書の中でもちろん理念というか、その部分を大切にしていろいろ具体的なことに計画

がなっているのですけれども、一つはハードの面とソフトの面があると思います。それから、

町が独自で例えば奨学金のこういうふうなことはやろうとか、乳児医療のこういうことはや

ろうとかというのはそれぞれ自分たちの中で予算が通ればできることもあると思うのです

が、私、今回のそれぞれハードの部分ばかりではなくて、ソフトの部分で例えば大樹で生活

する豊かさというのですか、心のそういふうな豊かさだとか、そういうことについては何か
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ちょっと計画書の読み方が甘いのかもしれませんけれども、そこら辺などは町としてどのよ

うなソフトと言っていいのか、そういうふうな僕の言葉でいえば大樹で暮らす豊かさみたい

なものを実感していただけることでないと人口はここにとどまらないのではないかなとい

うふうには思うのですが、そこら辺はどのようにお考えでしたか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいまこの戦略の部分でハードとソフトの部分があるけれども、そのソフトの部分が見

えづらいのではないかというご指摘、ご意見を伺いました。 

 この総合戦略、基本的には先ほども答弁させていただきましたが総合計画に網羅されてい

る事業から、大樹町が今、進めようとしている雇用の創出でありますとか、子育てを安心し

てできるようなまちづくりという部分での必要な施策を抽出してこちらに持ってきている

というようなところ、また、ご意見でいただきました街なかで子どもたちが安心して遊べる

ような場所をつくってほしいというような意見も含めて、そういうものの実現に向けての施

策を盛り込んでいるところでもあります。 

 そういう部分ではソフト的な部分というのは非常に見えづらいというご指摘がありまし

た。かかる費用の部分も含めて、なかなか施策としてソフトの部分という部分では確かに見

えづらい部分はあろうかというふうに思っております。 

 総合計画で、この１０年間の大樹町の進むべき方向を定めておりますが、その中にはあら

ゆる部分、ハードの部分、またはソフトの部分も含めて盛り込んでいるところでもあります。 

 この施策の中で、ソフトの部分が見えないからといって大樹町がこの１０年間、ソフトの

部分をおざなりというか、置いといて進むということは決してないというふうに思っており

ます。 

 今回の総合戦略を策定するに当たって若いお母様方からも多くの意見をいただいたとい

う部分、その中には安心して子育てができるようなハードばかりでは限らず、ソフトの部分

での充実も多くの意見をいただいていますので、そういうところについては必要な部分も含

めて、しっかり意に添えるような調整をしていきたいと思っております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 あと二つほどというか、人口推計の具体的にちょっとテクニカルなことで申し訳ないので

すが、計画書を何回か見させてもらった中で人口のものについてはそれぞれ国の機関ですと

か、それから民間の推計などもお使いになって、その中で自分たちのこうやれば人口の減り

方もより少なくなるのではないかというようなことが書いてあったかと思われるのですが、

その中で農家戸数ですとか、農業の出荷額だとか、漁家、林業、そのほか経済的なそういう

ふうなことが見えていないのかなと思ったり、直近の農業の従事者というか、５年間で１１.
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５％というのですか、十勝での数字ですけれども、そういうふうなことなども事実として表

れておりますけれども、そこら辺は今の素案というか、計画の中でどのように反映されてい

るのかとか、考えられているのかということをお伺いしたいと思います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま人口推計、これは人口ビジョンという形でビジョンを設定してございますが、人

口ビジョンに対するそれに推計するに当たっての産業構造の人口の部分を考慮しているの

かというご意見かなというふうに思っております。 

 大樹町の人口推計をするに当たって出生率がどうかというところが非常に大事なところ

かなというふうに思っておりまして、大樹町の特殊出生率、数値では１.５９という数字で

十勝、全道、全国的に見ても高い数値だったということ、この点については私も本当に大樹

町としては良かったなというか、嬉しいなというふうに思っているところでもあります。 

 将来的な人口推計で出生率の目標を２.０７という数字にさせていただいておりますが、

それの到達年度も１.５９という高い出生率から見て大樹町の人口ビジョンを策定するに当

たっては、国とかが定めた期限よりも早めた形で到達できないかというところで人口ビジョ

ンを設けさせていただいているところであります。 

 そのビジョンを推計するに当たって、今、ご指摘のとおり産業の部分の人口推計をという

部分では、正直、具体的にその部分を検討したということはないというふうに思っておりま

す。ただ、全体的に見て大樹町のこの総合戦略の中で雇用の創出という部分では働く方々を

つくっていく、そして一人でも多くの方を大樹町で働いていただけるという部分では産業の

役割が非常に大きいというふうに思いますので、推計の中で具体的に農業の離農戸数等々も

含めて推計の中ではっきりと試算はしてはございませんが、この総合戦略を進めるに当たっ

ての基本的なスタンスとして産業の振興は最も大事だというふうに思っておりますので、そ

ういう部分でこの人口推計どおりにいけるような形での産業の振興策を講じていきたいと

い思っております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 お話わかりました。わかりましたのですが、僕は人口推計の最終的に２０６０年だから生

きてはいないときのことも、そういうふうな国ではそういうことを要求しているのだろうか

ら、それは仕方がないのですが、今まで自分、生きてきていろいろ思っているのはいろいな

年金のことでも、何のことでも人口推計でもいいのですけれども、上位、中位、下位という

ような、そういうふうな国もいろいろな推計の示し方をしておりますので、僕はその８００

人が最終的に間違っているとも、そこまで来てないのだからそれは断じて言うようなことは

ないですけれども、でも、少なくても一つは推計値を使うときには僕は下位の数字でシミュ
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レーションされるのも、今までの経験則からいったらより間違いない手法かなというふうに

は思っております。 

 何が何でも今、これだけ高いのだから国の期待するような成人人口のところまでこの計画

では頑張るのだぞいうことよりも、僕は先ほどソフトのこともお話ししましたし、やはり中

身だとか、具体的なことは通告してないのだからだめだぞというふうなお考えかもしれない

けれども、僕はそういうふうな一つ一つの積み重ねでソフトのことだとか、いろいろなこと

の、その中の結果、最終的な２０６０年の人口の推計かというふうには思っています。 

 最終的に答申なされたときに、町がこの計画というふうに決定されることでしょうから、

もっと具体的な例えば２２００なのだけれども８００人分の減り方は私の町の努力ではこ

うだよということも何の根拠というか、何のお考えで減り方が少なくできるのか、また答申

に出たときにお伺いしたいと思います。 

 町長おっしゃるように、まだ本当に答申が出てないというか、成文ではないですので、成

文ができたときにまたお伺いしたいと思います。 

 このことについては以上です。 

○議   長 

 それでは、次の質問に移ってください。 

○西田輝樹議員 

 それでは、次に２問目の高齢者及び若者の雇用対策についてお伺いしたいと思います。 

 国の統計では完全失業率も大変低い状態になっているように報じられていますが、実感と

しては周囲の状況ですとか、率直に素直に喜べないものを感じております。 

 町としても各種計画や具体的な施策によって高齢者や若者の雇用拡大に努力されている

と思いますが、町長のこれらに対する考え方や町で展開されています具体的な施策をお知ら

せ願います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 西田議員の高齢者及び若者の雇用対策についてお答えをいたします。 

 先ほどのご質問の総合戦略でも申し上げたように、雇用の創出は町の活性化に最も重要な

テーマの一つであると考えております。 

 アベノミクス開始以来、景気は回復基調となり、株価は上昇、完全失業率は２００２年の

５.５％から本年１０月の速報では３.１％に減少、また、本年８月の有効求人倍率は１.２

３倍と１９９２年以来、２３年振りの高水準となっているとされてはおりますが、地方にお

いては議員の言われるように景気回復の実感がなく、また雇用情勢においても回復の実感が

湧かないのが現状かと思っております。 

 十勝の雇用情勢１０月号によると、１０月の常用有効求人倍率、パートを除きますが、帯

広公共職業安定所管内で０.９６倍となっており、北海道の１.０２倍、全国９月であります
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が１.１２倍を下回っており、求人が求職者を下回っている状況にあります。 

 このように、全国と地方では雇用情勢に乖離があり、回復傾向にあるとはいえ厳しい情勢

に変わりはないと思っております。 

 町といたしましても、雇用の拡大につながる施策を講じてまいりたいと思っており、企業

立地振興条例の雇用促進補助や地場産業振興奨励事業、今年度、創設をいたしました起業家

支援事業の活用を図るほか、テレワークなど新規にチャレンジできる場所の創設を検討して

まいりたいと思っているところであります。 

 高齢者の雇用につきましては、経験豊富な高齢者がその技術や経験を生かし、生き生きと

働ける場としてシルバー人材センターがありますが、民間事業者の求人と職を求める高齢者

等をコーディネートする機能について考えたいと思っております。 

 現在、年金の空白期間を埋めるべく再雇用制度が施行されておりますが、さらに雇用確保

に踏み込み、定年延長を取り入れる大手企業が現れておりますので、定年延長についても高

齢者の雇用確保、人材不足解消に効果があると思われますので、この動向を注視してまいり

たいと思っております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 先ほどの戦略計画と町長のおっしゃったとおり表裏ですので、すごく大切な施策でないか

なというふうには思っておりまして今回、一般質問をさせていただきました。 

 それで、先に高齢者のというふうなことでの質問をさせていただきましたので、私、シル

バーセンターの一般社団法人化ですとか、そういうふうなことなどについても非常に法人格

とって、そのようになることが一つ働く場の拡大にもなって、高齢者の方にはいいことでな

いかなと思うのですが、そのことについてまずひとつお聞きしたいと思います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 シルバーセンターの関係でご質問をいただきました。 

 シルバーセンターにつきましては大樹町社会福祉協議会、今、シルバーセンターを置いて

運営をしているという状況にあります。今現在のシルバーセンターの組織のあり方では、行

える業務、仕事のあり方に制約があるということであります。 

 今、議員がおっしゃったとおり社団法人化、そういう組織で自らがしっかりとした組織運

営をしていくということになれば、担える業務も広がってくるというふうに思っておりま

す。 

 その点については、シルバーセンターもかねてから内部で議論をして検討を進めていると

ころでもあります。 

 ただ、残念ながら今現在、シルバーセンターの会員含めて、そういう形でのシルバーセン
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ターへの組織のあり方の合意が得られていないという状況でもありますので、今後また、シ

ルバーセンターの中でのご議論を通じてそういう方向が検討され、そういう方向に進むので

あれば町としても社会福祉協議会を通じてしっかりご支援をさせていただきたいと思って

おります。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 はい、ありがとうございます。 

 あとですね、雇用を考えるときに今の時代ですからいろいろな資格が必要になってきて、

そういうふうな資格を得ることによっての就職の機会ですとか、収入の増とか拡大されてい

くのではないかなと思うのですが、ちょっと具体的な話で同じく社協関係のことで恐縮なの

ですが、ホームヘルパーの昔２級、今、初任者研修と言われているようですけれども、それ

なんかは前にやっていたのが今は実施されていないのですが、お話を聞くところによるとカ

リキュラムのほうが大幅に難しくなって、大樹町のそういうふうな枠の中では応えきれなく

てできないのだというようなことはちょっと調査といいますか、お聞きはしているのです

が、そこら辺の資格をもらえるような、得られるようなこと、例えば今は具体的にはホーム

ヘルパーの養成講座のことですけれども、そこら辺などの実施などの復活などはお考えでな

いのでしょうか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま新たな雇用を生み出すためには資格の取得も必要だということで、過去、大樹町

でやっておりましたホームヘルパーの講習等の復活といいましょうか、そういう部分でのご

質問をいただきました。 

 議員もご承知のとおり、過去、大樹町でホームヘルパーの研修制度を町内で実施をして、

多くの方々が資格を得たということの過去がございます。ただ、制度が変わって大樹町で実

施ができない状況にあるということで、帯広市での実施に向けて町民の方がそれに受講でき

るような体制を進めていたところでもあります。 

 まだまだ具体的な形にはなってございませんが、新年度に向けて介護初任者の研修を大樹

町でできないかというところの今、検討を進めているところであります。 

 介護職員の初任者研修ということで、大樹町内で多くの方々に、町民も含めて受講いただ

ければなという思いもありますので、今現在、新年度、予算も必要な部分もございますので、

最終的には予算をお認めいただかなかければなりませんが、それの準備といたしましてご相

談をさせていただいているところであります。 

○議   長 

 西田輝樹君。 
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○西田輝樹議員 

 初任者研修も新聞によりますと広尾町で実施されているやに新聞で見ました。ですから、

もともと大樹がホームヘルパー２級講座も大樹がスタートして広尾がそれにというふうな

ことで、そんなにハードルは高くないのではないかなというふうな認知なのですが、これは

また町長さん今、非常に前向きなことでのご答弁をいただきましたので、よくできるかでき

ないか、内部的なことは検討いただきたいと思います。 

 それから、これは本当に老婆心というか、老婆心に近いのですが、雪印さんでは何か今度、

限定社員さんというか、何か地域限定社員のようなことも考えているのだよということでお

聞きして、やってないところはないので、やれないことはないのかもしれませんけれども、

例えば新規職員３人、大樹町で採用するときには１人は地域限定というか、働く場所の限定

でなくて、採用の限定で、例えば大樹町のお子さんを例えば採用枠をつくれば、その若者が

大樹で就職することによってお父さん、お母さんとか、おじいちゃん、おばあちゃんも何が

あっても大樹から出ていくような、そういうふうなことのないような、そういうふうな辺地

にもなるのではないかなと思うのです。 

 今は町村会の試験でそういうふうな採用の仕方をとっていますけれども、具体的な地元の

方をそのようなことも可能性があればご検討をいただきたいなというふうに思っているの

ですが、そこら辺はいかがですか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま町内の民間機関が限定社員というような形で地元の雇用を……(発言する者あ

り)それに関連して大樹町が採用しております職員の採用の関係で町内枠を設けてはどうか

というご質問をいただきました。  

 議員もご承知のとおり、今現在、町の一般事務職については、基本的には十勝町村会が実

施をしております統一試験で採用するということで進んでおりますし、その部分については

今後も優秀な人材をしっかり確保していくという部分では、その統一試験というものは今後

も尊重していかなければならないというふうに思っております。  

 統一試験の中で地元の学生、生徒が応募をいただいた中で大樹町に２次試験、３次試験で

応募をいただければ、その中から優秀な人材を確保していくというスタンスで今後も望んで

いきたいと思っております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 今のもちょっとすみません、町村失念しましたけれども、そのように採用している町村も

あることは申し添えます。 

 それから、これは最後にします。いろいろ地元で働いていただく方でやはり若者の方、個
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別の企業の方は、僕はそれは言えませんけれども、どうしても資格を持つことによって、例

えば大型のショベルだとか、大型のトラックなどの免許は何というのかわかりませんけれど

も、またはそのほかの通信教育で資格を取るとか、そういうふうなことも応援することに

よっても大樹町が魅力のある、若者にとって魅力のある働く場所だというふうに認知いただ

けることではないかなというふうに思っておりますけれども、そういうふうな資格の取得に

対する町として応援などのことについてはいかがお考えでしょうか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 今、雇用の拡大、または就職の部分での資格取得に対する応援をというご意見をいただき

ました。 

 大樹高校では、各種検定授業、またはいろいろな部分、パソコンでありますとか、そうい

う部分の操作の関係の検定に関するご支援をさせていただいております。高校生が就職する

に当たっての有利な部分になるのであれば、そういう部分で応援、支援もさせていただいて

おりますし、今後も継続をしていきたいというふうに思っております。 

 いかんせん、一般の社会人に対してそういう部分については、基本的には資格については

ご自身でお取りになるということが肝要かなというふうに思っておりますので、今のところ

一般社会人に対しての資格取得に対する支援については、今のところについては考えがない

ということでお答えをさせていただきます。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 ありがとうございました。 

 以上で、終わらせていただきます。 

○議   長 

 休憩します。 

 

休憩 午前１０時５１分 

再開 午前１１時０５分 

 

○議   長 

 会議を再開いたします。 

 一般質問を続けます。 

 次に、１０番阿部良富君。 

○阿部良富議員 

 質問の前に先月、私のところでいろいろと皆さんにお世話になりましたこと、厚くお礼申
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し上げます。大変、ありがとうございました。 

 それでは、一般質問に行きます。 

 まず一つ目、シカの奨励金廃止についてです。国は今年奨励金の廃止を打ち切りましたが、

これは個体数が減ったと見たのか、それとも食害が減ったと見たのか、そこら辺をお聞きし

たいと思います。お願いします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 それでは、阿部議員ご質問のシカの捕獲奨励金廃止についてお答えをいたします。 

 平成２６年度の町内におけるシカによる農作物被害額は５,６７３万３千円に上り、シカ

などの鳥獣による農作物被害は、依然として大変深刻な状況となっております。 

 収穫直前の農作物が被害に遭い、営農意欲をそがれるなど早急に対策を強化しなければな

らない喫緊の課題であると認識をしております。 

 国では、全国各地で野生鳥獣による被害が拡大していることを踏まえ、平成２５年度から

鳥獣被害防止緊急捕獲等対策として捕獲活動経費に対する支援を行っており、平成２７年度

において事業は継続されてはいるものの、国の予算額の縮減により補助金が減少している状

況となっております。 

 今後、被害対策が円滑に取り組めるよう十分な予算の確保に向け関係機関と連携して北海

道を通じて国に対し強く要望してまいりたいと思っております。 

○議   長 

 阿部良富君。 

○阿部良富議員 

 シカの問題については、被害、はっきり言って食害ですね。この大樹町を見ていると大半

の畑はまず見えないのですシカ、ところが生花地区で今年２００町デントコーンつくりまし

た。周りの５列は全部、全滅です。中にはシカとかクマが入っております。 

 だから、私はこれもう少し奨励金を出して取ったほうがいいのではないかと思いますが、

そのシカというのはお産時期にかけて保護区のあるところへ目指して来ます。私は今年５回

会いました、６回目にぶつけられました。 

 だから、私はもう少し駆除、若い人たちを推奨してハンターになってもらうような施策も

講じながら、そしてその捕獲したものはなかなか処理にみんな手を焼いています。 

 ここで、解体処理場を思い切ってつくって、第三セクターに運営を委託しながらやってい

ただいたらいいなと思いますが、そこら辺の考えは。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 再度、シカの駆除の関係でご質問をいただきました。阿部議員も何かシカと接触してあば
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らをけがされたということであります。 

 そういう部分を含めてシカの被害については地域差がかなりあるというふうにも思って

おりますし、生花、晩成、または萠和地区の保護区のあり方にとっても農業者の皆様方から

大きなご意見をいただいているところでもあります。 

 先ほども説明をさせていただきましたが、国の予算が限られているということで、本年度、

私どもが計画で挙げた部分の約６割弱の補助金になったということで、８,０００円の単価

が頭数で割り返すと４,０００何がしになってしまったということで、ハンターの方々に

とっては国の支援が縮小したというふうな思いがあるというふうに思っております。 

 この部分については、今後も十分な予算を確保できるように、しっかりと国のほうに要望

していきたいというふうに思っております。 

 また、この有害鳥獣の駆除につきましては猟友会にお力をお借りしているという現状にあ

ります。猟友会の皆様、シカの有害鳥獣駆除を行うためにハンターの免許を取られたという

ふうには思っておりませんが、そういう方々にこの有害駆除の部分を大きな担い手となって

いただいているということ、またハンターの皆様がご高齢になってきているというふうなこ

とも含めて、新たなハンターの育成については全道、どこの地域でも大きな課題かなという

ふうに思っております。 

 大樹町でもくくり罠についての免許取得に対する奨励事業を行ったりということで、少し

でも、１人でも多くの方々に有害鳥獣に携わっていただけるような施策を講じておりますの

で、今後も含めてハンターの育成等、猟友会の皆様とも相談をさせていただきながらしっか

りやっていきたいというふうに思っております。 

 シカを駆除した後の肉の処理という部分で処理場の三セクでの設置についてのご意見も

過去にもいただいておりますし、本日の質問でも再度いただいたところでもあります。 

 町内民間でシカの駆除をしたものを肉の活用を進めているところもありますが、今後、シ

カの適切な駆除と、またはその資源としての活用の部分で大樹町として担える部分があれば

検討していきたいというふうには思っておりますが、今現在、その部分に向けて計画が進ん

でいる状況にはないということはご了解をいただきたいと思います。 

○議   長 

 阿部良富君。 

○阿部良富議員 

 今、いろいろと答弁をいただきましたが、今、国の報告によりますと全国で７００万頭の

シカがいるそうです。シカというのは１０頭取って腹を割ると不妊はいません、ほとんど妊

娠しております。だから１０％の、７万頭生んだら７万頭生きているということです。だか

ら、何とか対策を打っていただきたいと思うのが本音なのです。 

 やはり、私さっきも言ったけれども生花地区には投げておけばオジロワシからタカからキ

ツネ、いろいろなものが来て大体２日でなくなります。 

 ところが、こちらの方に来るとなかなかそういうものがいないので１週間畑置いたら、変
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にやると機械に巻き込まれます。だから私は、やはり解体処理が急務だと思っておりますの

で、そこら辺は何とかよろしくお願いします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 今、議員ご指摘のとおり、全国的に多数のシカがいるということ、またここ１０年で北海

道におけるシカの被害が道東が中心だったものが道央、道南まで広がっているという状況に

あるというのは私も認識をしているところであります。 

 幸い、ここ２、３年の傾向では被害が減少してきている、またはそれに伴ってシカの頭数

も増加がある程度抑えられてきたのではないかという部分、国が取り組んでおりましたこの

対策事業の効果も少なからずあるというふうに思っておりますので、まずは駆除をしっかり

やっていくということが必要かなというふうに思っております。 

 議員お住まいの生花地区には春先にはマガンが到来するというようなことで、マガンでの

食害の影響も私も農林課にいたときから実際に現地に入って見てきているということで、そ

ういう部分では多様な自然がある地域であるということ、それに伴って鳥獣被害もどうして

もあるということも認識をしているところであります。 

 今後、大樹町で鳥獣被害の部分でどういうことができるかというところをまたご相談させ

ていただきながら進めていきたいというふうに思っております。 

 残渣の肉の処分については時間との闘いという部分もあると思います。１時間程度の時間

しかないというようなことで、どういう形で適正に処理ができる方法があるかということに

ついても農林課を通じて猟友会の皆様とも意見交換をしていきたいと思っております。 

○議   長 

 次の質問に移ってください。 

○阿部良富議員 

 ２点目に行きます。ＴＰＰ対策について。 

 今回、採択になったＴＰＰについては町及び道はどのような考えでいるのか、考えがあれ

ば少しでもお伺いしたいし、また重要５品目と言われましたが、最終的には９２品目となり

ました。ここら辺の今後の影響度はどのように考えておりますか、お伺いしたいと思います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 阿部議員ご質問のＴＰＰ対策についてお答えをいたします。 

 政府においてはＴＰＰ協定の大筋合意を受け、総合的なＴＰＰ関連政策大綱が１１月２５

日に決定されました。今回の大綱においては今後とも合意内容について丁寧に説明をすると

ともに、特に農林水産物の重要品目について引き続き再生産が可能となるよう万全の措置を

講じることが必要であるとの考えのもと、重要品目に関する経営安定対策の充実、酪農、畜
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産や畑作、水産、林業など、各分野ごとの体質強化対策が盛り込まれるとともに、予算の確

保、基金などの仕組みについて言及されております。 

 合意内容には、農林水産物については時間をかけて関税を削減するものや輸入枠増となる

ものがあり、地域の農林水産業への長期にわたるさまざまな影響が懸念されており、農林漁

業者を初め地域における不安と懸念の声はいまだ払拭されておりません。 

 このため、こうした大きな不安や懸念を払拭するため、日本農業の方向などについて近い

うちに講演会を町内で開催をしたいと考えております。 

 今後は、大綱に盛り込まれた内容について予算化や法整備などが確実に実行されるよう北

海道、また十勝町村会とも連携して要望してまいりたいと考えております。 

 次に、重要５品目、これ以外のイカ、エビ、木材製品などへの影響ということであります

が、農林水産品の関税は８割が撤廃され、半数は発効と同時に関税撤廃となり、重要品目で

も撤廃割合が３割に及び多くの関係者から将来に対する生産現場の不安の声が上がってお

ります。 

 米、小豆などの重要５品目でも国産価格の下落が懸念をされ、関税収入の減少により生産

基盤を支える補助金等の減少、また小麦の輸入価格が下がり国産小麦の価格も低下するとい

うことが懸念されております。 

 水産物については、関税の引き下げによる影響で豚肉や牛肉の価格が下がるという影響で

魚の消費が落ち込むということが言われております。林産物についてはカラマツ、トドマツ

の合板や製材など、直接的に競合し、価格の低下や視野の縮小が懸念されております。 

 今後、影響を生じることとなった場合は、その影響を最小限にとどめる手だてが不可欠で

あり、万全の対策を着実に実行されるよう町村会などと連携して国に対し強く求めていきた

いと考えております。 

○議   長 

 阿部良富君。 

○阿部良富議員 

 真丁な答弁ありがとうございます。 

 今、町長言われたように合板とか木材製品、即輸入関税撤廃、それとエビとかサーモン、

関税即撤廃、豚肉においては４８２円が１０年かけて５０円にするとか、いろいろと細かい

ものが出ておりますが、やはり私はここまで来ると町とか道はもう少しここまでいったら国

は援助するよという方針を打ち出してほしいのです。  

 今の農家の牛肉とか牛乳、農産物、大体もう精一杯なのですみんなやっているのは。これ

が下がることによって、はっきり言って農家潰れます。もう、はっきり言って大樹町の農業

は規模拡大も限界にきております。 

 だから、何とか個々人に対してこういうものを輸入されたらある程度どうするとか、こう

すると、早目に今、政府はやっておられますけれども、政府がやっているのは自分らのもう

けのためにやっているのであって人のことは考えておりません。だから何とか町とか道で
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はっきりと農家の人たちを救済する措置を考えていただきたいと思います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 今回のＴＰＰの合意を受けて、多くの産業、または経済に影響があるというふうに言われ

ております。 

 その中で、例えば木材、合板の関係、林業の関係については大樹町が進めております木質

バイオの取り組みで雇用をつくっていく、またそれぞれ所得を上げていくということが大切

かなというふうに思っております。 

 水産物につきましても昨今、国際関係の中で漁場が狭まってくるというような影響も今後

の漁業者にとって大きな影響があり、その上ＴＰＰの関係でさらなる打撃があるということ

を大きな懸念、心配があるというふうに思っております。 

 大樹町大宗漁業であります秋サケについて、また漁業者の皆様、また漁組等とも相談をさ

せていただいた上で資源が少しでも増えるような方策を町として講じていくことが肝要か

なというふうに思っております。 

 ご質問のとおり町、または北海道で農業者の意欲がまたそぐわれないような意欲を持って

農業を営農できるような施策を講じてほしいという思い、町としてもしっかり受けて進みた

いというふうに思っております。 

 いかんせん今回、影響があるという部分で町がどういう対応ができるかという財政的な支

援という部分では今今お話できるような内容がないというのが実態であります。酪農業に

とって多様な経営体がその地域にあるということが地域のコミュニティーを守る意味でも

必要だというふうに思っておりますし、今、酪農の生産規模では５００トンクラス、中規模

の酪農家をしっかり支援していくということが強く言われているところでもあります。 

 そういう部分で、その中規模の酪農家の経営を維持していくために町、または地元でどう

いう対応ができるかということも含めて検討して、支援を進めていくということが今、町に

とって大切な項目であるというふうに思っております。 

○議   長 

 阿部良富君。 

○阿部良富議員 

 ありがとうございました。 

 いろいろな策を考えてくれるとは思いますが、はっきり言って道とか国は余り当てになり

ません。昨年、濃厚飼料が２４％上がっているのですけれども、今年の秋口には来年の価格

は０.９％引き下げると、上げるだけ上げておいて引き下げるって、訳が違うのだよね。せ

めて１９％か２０％引き下げるならいいといっても、０.９％といったら価格にも反映され

ないと思います。 

 今年も町長、新聞見て知っているとおり、やはり新得の大きな肉牛屋さんが倒産いたしま
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した。これは牛舎の投資とか、そういうものもありますけれども、やはり餌の高騰には勝て

なかったと思います。 

 だから、今後はやはり先ほども言われましたように国に対してというか、やはり円高でこ

れだけ飼料が上がったら、それ以上は国が持つとか、そういういろいろな考えを打ち出して

いっていただきたいと思います。 

 そして、農家の離農を食いとめるべき方法としてもう少し国は真剣に考えていただきた

い。１５年前ですか、農家個々人に１週間の牛乳破棄命令が出ました。今後、もし牛乳が余っ

たらそうなる可能性があるのですよね。だから、早目に国は投げるのではなくて、何かいい

方法を考えてほしいということは打ち出してほしいと思います。 

 余りしゃべってもしようがないですから、町長の考えをよろしくお願いいたします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 今後の大樹町農業のあり方についてのご質問をいただきました。北海道、国が当てになら

ないということで、大樹町もやはり当てにならないなと言われないようにしっかりやってい

きたいというふうに思っております。 

 今、ご質問の中でありましたが生産基盤をしっかりつくっていくということは非常に大切

だというふうに思っておりますし、餌の高騰という部分では需給飼料をしっかり自分たちで

担うということ、そのためには草地基盤、またはデントコーン畑の生産基盤をしっかりつ

くっていくと、この地域で担っていくということも大切だというふうに思っております。 

 大樹町も幸いにして農業、または生乳の生産も１００％を切るという状況になく、いまだ

頑張っていただいているということを各農業者の皆様の頑張りのたまものだというふうに

思っておりますし、肉牛についても順調に来ているということで、その部分についても敬意

を表したいというふうに思っております。 

 今後も１次産業、全ての面で生産に携わる方、あらゆる業務に携わる方々が安心して営農、

または経営を続けていけるような方策についてしっかりと関係者で協議をしながら進めて

いきたいというふうに思っております。 

○議   長 

 続いて、２番齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 よろしくお願いいたします。 

 先に通告いたしました今後の介護、子育て、地域支援について町側にお聞きしたいです。 

 大樹町では生産年齢、年少人口は長期にわたり減少傾向が続いております。一方、老年人

口は生産年齢人口が順次老年期に入り、また平均寿命が伸びていることにより平成２６年度

の実績で６５歳以上が約１,９００名、後期高齢者率が５４.４％の人口割合となっておりま

す。 
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 それに伴い、要介護等の認定率が２０.６％に達している状況にもあります。国の介護保

険制度の見直しで平成２９年度から要支援１、２、平成３０年度からは要介護１、２それぞ

れが各自体へ独自の活動、取り組みに移行されると聞いております。 

 また、出生率も平成２６年度は３７名程度の落ち込み、平成２５年度までは約５０名近く

まで以上に出生率が高かったのですけれども、今年度も５０名は期待できない状況なのかな

と思います。生産年齢人口の定着率の安定に向けて子育て支援の環境づくりが必要と考えま

す。 

 以上のことから、今後、大樹町において短期、中期、長期にわたる考え方と政策について、

まず４点をお伺いいたします。 

 １点目ですけれども、今年度から介護保険料が月額５,８００円の負担になり、今後、今

の状況でいくと保険料の負担額はどうなっていくのか、また今回の２７年から２９年度の第

６期の５,８００円で推移した場合、第７期以降のどの時点でマイナスに転じていくのか。 

 ２点目ですけれども、今後、介護、要支援１、２、要介護１、２の制度の改正に伴う地域

支援、日常生活の大樹町としての政策と取り組みについてお聞きしたいです。 

 ３点目ですけれども、出生数の減少の傾向の中、今年度から町立子ども認定園が移行し、

保育事業の今後の町としての考え方、また子育て支援の環境整備、乳幼児から高卒までにつ

いて考え方お聞きしたいです。 

 ４点目ですけれども、子ども認定園に伴い今年度から取り組んでいるファミリーサポート

事業のこの４月以降の実績と、また今後の新たな事業展開、用途別、カテゴリー別に考えは

あるのかお聞きしたいです。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 齊藤議員ご質問の今後の介護、子育て地域支援についてお答えをいたします。 

 ご質問の１点目、今後の保険料負担額、どの時点でマイナスに転じるのかというご質問に

ついてですが、町では平成２７年度から平成２９年度までの３カ年、第６期大樹町高齢者保

健福祉計画、介護保険事業計画を平成２６年度末に策定をいたしました。 

 本計画では、３年間の介護サービス量の見込みと人口推計をもとに介護保険料の標準月額

を５,８００円としており、期間中はマイナスに転じないよう試算をしております。 

 同様に、平成３０年以降の保険料につきましても、第７期計画策定時に３年間必要とされ

る介護サービス量の見込みと人口推計によりマイナスに転じないよう設定することとなり

ます。 

 ご質問の２点目の地域支援の政策と取り組みについてお答えをいたします。 

 平成２７年度の介護保険制度改正に伴い、介護予防、日常生活、総合事業が創設されまし

た。制度の趣旨は介護予防の強化と介護人材の確保であります。介護予防の強化といたしま

しては、現在、月２回実施している生き生き健康クラブを拡充し、月４回の開催を検討して
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おります。 

 また、介護人材の確保につきましては、掃除や洗濯等の専門職ではなくてもできる支援を

町民の方々による有償ボランティアとして実施していただく方法を考えております。 

 要介護１、２における制度改正につきましては、現在、国において検討している段階と聞

いており、第７期計画以降の対応になろうかと予測をしております。 

 ご質問の３点目の保育事業の今後の町としての考え方、子育て支援の環境整備についてお

答えをいたします。 

 保育事業は本年４月から町立尾田保育所を認定こども園に移行し、１１月末現在、２９名

の児童が入園しております。このうち、幼稚園部門には１０名の児童が入園しており、認定

こども園を開設した意義があったというふうに思っております。 

 また、来春、平成２８年４月に向けて市街地にあります大樹福祉事業会の南北保育所も認

定こども園への移行に向けて現在、準備を進めていただいているところでもあります。 

 学童保育所につきましては、１１月末現在、８３名の児童が入所しておりますが、今後、

施設のあり方等を検討した上で小学校６年生までの受け入れを行っていく予定であります。 

 町内保育園や学童保育所への支援につきましては、地域の皆様や大樹高校生にスポーツや

文化活動を指導していただいておりますので、今後とも地域の方々や関係機関等と連携し、

幼児期から高校までの子どもたちの切れ目ない支援に取り組んでいきたいと考えておりま

す。 

 ご質問の４点目のファミリーサポート事業と今後の新たな事業の展開についてお答えを

いたします。 

 この事業は、乳幼児や小学生等の児童を持つ子育て中の保護者、子育てが終わった方、そ

してシルバー世代の方々などを会員として児童の預かりなどの援助を受けることを希望す

る方と、その援助を行う方に登録をしていただき、地域における総合援助活動を行うもので

４月から新たに制度をスタートしております。 

 ただ、現在、協力会員の登録がいただけないということでファミリーサポート事業の実施

には至っておりませんが、地域全体で子育て支援をしていくことが今後のまちづくりにおい

ても大変重要だと思っておりますので、本事業の周知も含めて住民の皆様と理解と協力をい

ただくよう努めてまいりたいと考えております。 

 今後の新たな事業展開につきましては、子ども子育て支援会議においてご意見をいただき

ながら子育て家庭等のニーズに沿った事業に取り組んでいきたいと考えております。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 大変、答弁ありがとうございます。 

 まず、子育て支援について２、３点お伺いしたいのですけれども、４月から始まりました

子育て支援、ファミリーサポートの関係ですけれども、４月の段階ではまず一歩目、園児の
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送迎からスタートしたのですけれども、協力者、でも今の答弁の中では協力会員がなく実施

には至っていないと、でも町長には強い思いがありまして、子育て家庭等のニーズに沿った

事業に取り組んでいきたいと強い答弁をいただいたのですけれども、これも地域性だとか、

風土性といった観点からなかなか厳しい状況に置かれているのかなとは推察しています。 

 でも、やはり今後、地域における総合援助活動は少なからずこれから必要となってくると

思うのです。将来に向けて、町長、今の思いの中でどのような事業を用途別だとか、カテゴ

リーだとかいろいろあるのですけれども、いろいろなファミリーサポートが考えられるので

すけれども、今、町長の思いの中でどういう考えをお持ちなのかお聞きしたいです。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま子育て支援、その中でもファミリーサポートの今後の展開、どういうものを私と

して思いがあるかというご質問をいただきました。 

 この春から、ファミリーサポート事業、町として制度化をさせていただきました。その中

で、尾田に開設をいたしました認定こども園に対する子どもの送迎事業についてもシステム

をつくった上で実施に向けて検討してきたところでもあります。 

 いかんせん４月の段階ではサービスを提供していただける会員の他の登録がなかったと、

また新たな認定こども園でのスタートということもありまして、親御さんでそれぞれ子ども

については送迎をするというような形でスタートをしております。 

 外、ご覧のとおり降雪でこれから厳寒期、非常に厳しい時期を迎えるということでありま

す。町の保育を担う担当者と尾田の認定こども園に通う親御さんとで定期的に介護協議の場

を持っております。今までに４回の打ち合わせをした中で、ファミリーサポート事業での子

どもたちの送迎についての要望も少なからずあるというふうに聞いております。それの実現

に向けて会員登録をいただける方の掘り起こしであるとか、ご依頼についても担当者を通じ

て今現在、行っているところであります。 

 協力いただける会員の方が登録をいただいて、子どもの送迎事業がファミリーサポートの

事業としてやれるという段階になれば、親御さんたちの幾らかでも安心・安全な部分、お気

持ちも含めてあるかなというふうに思っておりますので、今現在、鋭意その実現に向けて担

当者と関係者が協議をしているところでもあります。 

 また、ファミリーサポート事業の大きな役割として、私はぜひシルバー世代の方々に子育

てに関係して、その経験、またはお手数をお借りしたい、使っていただきたいという思いが

あります。 

 シルバー世代、もう既に自分のお子様が成長され、またお孫さんの面倒を見ているという

方々もいらっしゃいますし、そういう方々にお一人でも多くの方々に会員としてご登録をい

ただいて、例えばサラリーマンとして大樹町に今、住んでて、近くに親御さんがいないとい

うような若いお母様方の支援の子育ての手助けになるような、そういう形でこのファミリー
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サポート事業が運営できればなという思いを強く持っております。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 今、町長の答弁の中でシルバー世代にお願いしたいと、これは多分、今後これから日常生

活総合支援事業の中にも一つは盛り込んでいけるのではないかなと思うのですが、それも

ちょっとこれから介護制度の中に考えていただきたいと思います。 

 それで、４月から子ども認定園が開設したりしているのですけれども、町の中の法人事業

者も４月から移行するような傾向なのですけれども、これから出生率から見るとなかなか園

児が減ってくるのではないかと、そういった中で例えば法人所の施設の老朽化だとか、ただ

今、学童保育所の仮で移設をして運営しているのですけれども、今後は６年生を対象にする

のですけれども、その施設改修を含めた中で、町としての保育事業の５年先、１０年先、幼

児人口が減っていく中で、どういった形でシミュレーション構想を今の段階で描いているの

か、そうしないと次の一歩がいかないと思うのですけれども、今、町長の将来のシミュレー

ション構想があるのであれば教えていただきたい。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま、先ほどファミリーサポートの関係でシルバー世代に大きな期待をしているとい

う答弁をさせていただきました。議員ご指摘のとおり、日常生活支援という部分で新たな取

り組みを進めていかなければならないという部分では、その役割を私も元気なシルバー世代

の皆様に期待をしているところでもありますので、その部分も私の思いとしてつけ加えさせ

ていただきたいと思います。 

 町の法人にお願いをしております保育業務でありますが、法人側も鋭意、来春の認定こど

も園化に向けてご準備をいただいておりますことを私、本当に嬉しく、また頼もしく思って

いるところでもあります。 

 今後、ご指摘のとおり子どもの数が減っていくということはやむを得ないという部分があ

りますので、現在、北と南で行っている保育園のあり方については、今後、法人のほうとも

しっかりと相談をしていきたいというふうに思っております。 

 議員もご指摘のとおり、施設については老朽化、また狭隘化があるというふうに思ってお

ります。法人も具体的な目途はありませんが、いずれ一つに集約するという思いは正式には

確認をしておりませんが、お持ちだというふうには私も思っておりますし、そういう認識で

おります。 

 そういう段階で法人にお願いしている町の保育行政を保育をどうやってやっていくかと

いう部分で、ハード的な部分についてはしっかりと相談をさせていただきたいというふうに

思っております。 
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 ご指摘の５年後、１０年後を見越してのシミュレーション、または施設のあり方等につい

て今現在、具体的に何年後にこうだというところをお示しできるものはありませんが、今後、

法人も新たな認定こども園という保育をスタートしていただくということに来春なります

ので、それ以降、また法人側とも協議を重ねて大樹町の市街地での保育のあり方については

検討していくということで答弁をさせていただきたい思います。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 ぜひ、本当はきちんと総合計画に基づいてシミュレーションを持っていただくと民間企業

もそれに沿って運営しやすいのかなと思いますけれども、ぜひこの辺は期待したいと思いま

す。 

 それでは、次に介護保険の関係でお聞きしたいのですけれども、いろいろ答弁の中で第６

期計画では標準価格５,８００円としており、期間中はマイナスに転じないようにしていく

のだよと、でも３０年以降は同様に３０年以降の保険については第７期の福祉計画の中でマ

イナスに転じないように人口推計だとか、介護サービス量を見込んでマイナスに転じないよ

うに設定するのだというのですけれども、大樹町の人口推計からいくと２９年度では高齢者

率が２.１ポイント上がって２９年度になると５６.９％まで上がるのです。認定率も１.９

ポイント増で２.４５、例えばこのまま現行の保険料でいくと確実にマイナスに転じるので

す。 

 そうすると、また第７期では保険料は上げていかなければならないのです。これは、大樹

町だけではなく、全国的にそうなのですけれども、それで今後、いかにその認定率を抑え、

元気な年寄りを繰り出すかという施策で介護予防の効果をいかに高めるのか、また限られた

人材をいかに友好に活用するのかということを今回の各自治体で取り組むというのが国で

出した介護予防と日常生活支援総合事業のガイドラインが創設されたのではないかと思う

のです。 

 それでは、今、現行の通所介護、訪問介護は新しい制度によってどう変わるのか、簡単で

いいですからちょっとお願いします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま、介護事業に関するご質問をいただきました。 

 先ほど、私も答弁の中で説明をさせていただきましたが、介護保険料第６期については５,

８００円ということで、標準的な部分ではありますが前期に比べて、第５期に比べて１,０

００円のアップということであります。 

 答弁の中でも説明をいたしましたが、今後３年間で必要とされる介護サービスの見込み、

または人口推計等で介護保険を保険料を担っていただける人口の皆様の方々の人口の推移
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等も含めて、この第６期については１,０００円アップという形になってございます。 

 この中で、この５,８００円という標準的な保険料を定めるに当たって基金も２２０万円

程度の取り崩しをしているという状況にあります。このまま計画どおりにいったということ

で３年間についてはこの金額を維持できるということであります。 

 この第６期の介護保険計画を策定するに当たって、委員さんで構成する委員会で内容等に

ついてご議論をいただいております。その中で、委員の皆様から多く寄せられたご意見はぜ

ひ３年後に介護保険を適用して、サービスを受ける方々の増加を食いとめる施策を町として

講じてほしいということが強く出されておりましたし、私もその部分が非常に大樹町の介護

保険料、また介護事業を円滑に進めていく上で必要不可欠であるというふうに思っておりま

す。 

 皆様が少しでも長く元気で暮らせると、そういうことがこの介護事業の円滑な事業の運営

に資するというふうに思っておりますので、そういう部分を含めて今、原課を通じて明年度

の中で、事業の中でどういうことができるかということを鋭意検討しているところでもあり

ます。 

 事業内容が固まり、または必要な予算等がある程度、目途がついた段階で予算に計上させ

ていただいて、新年度予算の中に事業を盛り込んでいきたいというふうに考えております。 

 繰り返しになりますが、ぜひ高齢者の皆様が元気に健やかにお元気で暮らせるような、そ

ういう施策をできればというふうに思っているところでもありますし、第７期の介護保険の

計画樹立までに幾らかでもそういう部分で新たに介護保険の適用を受ける、認定を受ける、

町民の皆様の発生を抑制できるような、そういう施策を来年以降、講じていければなという

ことで今、検討しているところでもあります。 

 通所介護、または訪問介護の内容については申し訳ありません、担当のほうから説明させ

ていただきます。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 ご質問の介護予防日常生活支援総合事業のガイドラインにおける通所介護、訪問介護事業

の介護別の詳細ですが、国では新たに要支援１、２の方を介護給付費から移行し、日常生活

支援総合事業として実施する予定になっております。 

 これは、訪問介護や通所介護のうち、専門的な技術等が必要な方については今までどおり

の見直し事業としてサービスを提供する一方で、地域でもできるような例えば除雪とか、買

い物とか、そういったものについては元気な高齢者の方にぜひ担っていただきたいというよ

うな考え方に基づいて創生された制度でございます。 

 以上でございます。 

○議   長 

 齊藤徹君。 
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○齊藤徹議員 

 新しい事業の中で通所介護、訪問介護は支援を必要とするのは現行どおりで、ある程度、

軽度なものについては地域に任せるのだよと、そういったことで訪問型サービスと通所型

サービスということで、多様なサービスが出ているというのですけれども、そういった新た

な展開をしていく中で、それを介護予防を担い手とするコーディネーター及びどこが企業体

となって進めていくのか。 

 例えば、今、大樹町に置かれているのは、例えば包括支援センターだとか、社会福祉協議

会、それとも地域にたどった住民行政等の共同化だとか、いやいや違うのだと、ある程度の

意志、理解のある人が集まってＮＰＯ法人を立てて、それに共同体を移管していくのだと、

そういったいろいろな考え方あるのですけれども、協議会の設置運営によっては平成２８年

度の事業とか予算には影響しているのですか、影響してくると思うのです、これから。 

 その辺、運営主体はどうしていくのか、協議主体、その辺ちょっと、２８年度以降どう 

していくのかお聞きしたいのですけれども。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 今後の新たな町としての取り組みの内容でのご質問をいただいたと思います。 

 ご指摘のとおり、包括支援センターでありますとか、社協の役割が非常に大きくなってく

るというふうに思っておりまして、今現在、担当のほうで社協のあり方、または人員の、ス

タッフのどういうふうな形でやっていくかというところも含めて、鋭意、今、打ち合わせを

協議中であります。 

 詳しい詳細については私、まだ詳しいところまでは報告はいただいておりませんが、上

がっておりませんが、鋭意、今検討を進めているところでもあります。 

 また、新たな事業を進めるに当たって情報の入手も進めておりまして、担当のほうで北海

道内よりも先進的であるというようなことも含めて、福島の先進地まで内容、どういう事業

を取り組んでいるかということも情報として現地に行って担当の方からお話を聞き、または

実際にそのサービスの中身も視察をしてきたということであります。 

 今後、このあり方にとって、大樹町にとってどういうあり方がいいか、または包括支援セ

ンター、社協、または民間の方々の連携が非常に重要となるというふうに思っておりますの

で、そういう部分でしっかりと連携協議をしながら進めていきたいと思っております。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 多分、今の町長の答弁では社会福祉協議会が協議会となって進めていくのかなと思うので

すけれども、そればかりではなく老人会とか老人クラブだとかありまして、そういった住民

行政等の協働型というか、協力いただけるところはそうやっていただけるような、並行して
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歩けるような協議体ですか、組織運営というのをこれから考えていただきたいと思うので

す。 

 それで今、もう一つは生活支援総合事業の中でもう一つの目玉は団塊の世代、７５歳以上

になるのが２０２５年をめどに住みなれた地域で人生を最期まで続けることといった地域

包括ケアシステムの姿の構築がこれから求められてくるのですけれども、例えば７５歳まで

の元気な高齢者が社会参加を促していくことがこれからは掘り起こし、いかに社会に参加し

てもらうということが大事だと思うのです。 

 それでどうしていくかということになりますと、新たな事業を掘り起こすといったら大変

なことなので、今の既存の事業の中で例えば地域サロンだとか、寿大学、例えばゲートボー

ルだとか、いきいき健康クラブ、２回から４回に増やすのだよと町長の答弁があったのです

けれども、また、文化教室等に積極的に参加できるような、例えばラリーポイント制を開設

して、ある程度、点数がたまると特典を与えて、そしてまた意欲を燃やして年寄りがどんど

ん社会に出るような、そういう仕組みづくりがこれから必要と考えるのですけれども、それ

は町の工夫というか、事業の取り組みはこれからないのか、ちょっとお聞かせください。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま、今後、団塊の世代が高齢化をしていくということで、今後１０年ぐらいで大樹

の高齢者率がピークになるということであります。 

 私もその点については町としてしっかり対応していかなければならないというふうに

思っておりまして、今、議員がご質問の中でもありましたが、新年度に向けて１人でも多く

の方々が元気で、まずは家に閉じこもらないで出てきていただくと、街なかに足を運んでい

ただくというようなことで、先ほども答弁の中でも答弁させていただきましたが、いきいき

健康クラブの回数の増というところも重ねて、今、ご指摘のありましたとおりポイント制と

いう形でポイントを付与して、そのポイントを貯めるという目的も含めて足を運んでいただ

くような取り組みを鋭意、今、検討しているところでもあります。 

 今、まだその形について具体的にこうですというようなことにはまだ、完成形まで至って

おりませんが、ぜひ新年度、そういう部分で事業化ができるように、時間が余りありません

が多くの方々、高齢者の方々のご意見も伺いながら進めているということで経過ではありま

すが報告させていただきたいと思います。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 ぜひ、これは１人でも多く社会に参加することによって認知症対策にもなりますので、ぜ

ひ実現に向けて事業で取り組んでいただきたいなと思います。  

 今の質問は高齢者向けでしたけれども、最後に次の次世代を担う児童生徒の関係について
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ちょっと最後聞きたいのですけれども、５年先、１０年先を見据えた中で、今、中学校、高

校において地域の特性にある教育が今、教育の中では求められてきているのですけれども、

特に生徒にも介護、地域支援の必要性、知識、認識がこれからは定着していかなければなら

ないと思っているのです。 

 例えば実現すれば、高校生と一緒に取り組む例えば介護認定の講習会、研修会、初任者研

修、また認知症に対する理解と予防といったそういった開設、学校現場でいえば介護教育、

次世代教育といった将来の担い手育成を含めた教育手段がこれからは必要だと思っている

のですけれども、その辺、町側の考えはいかがでしょうか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 児童生徒に関するご質問をいただきました。私も、先日行われました高校生議会で高校生

の皆様に申し上げましたが、町の将来を担う担い手は今の中高生であるというふうに思って

おりますし、１０年後、先ほどの話でもありますが、高齢化社会がピークを迎えるというと

きに、大樹町を支えていただけるのは中高生の皆様だというふうに思っております。 

 その中で、前段、同僚議員からもご質問の中で回答させていただきましたが、介護初任者

の研修制度、新年度から計画を進めているところでもあります。新年度事業ということでも

ありますが、実はその介護初任者の研修に大樹高校の生徒を一緒に受けていただけないかと

いうことで、まだ新たな予算がお認めいただけない段階ではありますが、学校のカリキュラ

ム、この時期に学校のほうで策定に入るということで、学校の考え方も含めて今、事務段階

で相談をさせていただいているところでもあります。 

 今現在の状況では、高校も高校の特色ある取り組みとして、ぜひそれは町としてやってい

ただけるなら取り組まさせていただきたいという前向きなご答弁もいただいておりますし、

研修の場所として高校生とともに大樹町民が一般の住民の方が共に研修を受けれるような

場所の提供についても前向きなお考えをいただいているところでもあります。 

 新年度に向けて必要な形が整い、また予算がお認めいただければ介護初任者の研修事業に

ついては町民と高校生が同じ場所で研修を受けるというような場をつくっていければなと

いうところで、今今現在、検討を進めているところでもあります。 

 また、認知症についても高齢者の方々、少なからず認知症にかかわるというようなことが

言われております。大樹町の中でも認知症のサポート体制をつくっていくということも大切

だというふうに思っておりますし、認知症に対する理解を深めるという意味でも、認知症の

サポーター研修にも鋭意取り組んでいきたいというふうに新年度に向けて思っているとこ

ろでもあります。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 
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 今、町長のほうから高校生も町民と一緒に初任者研修の実現に向けていきたいと、高校側

も理解を得ているということなのですけれども、４月から実際、学校現場でやるとしたら、

ある程度、予算事業、カリキュラムとあるのですが、その辺を具体的に進んではいるのでしょ

うか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 介護初任者研修の関係で、その研修を担っていただくのは帯広にある民間の組織にお願い

をするということで、広尾もそういう形で実施をしているということであります。 

 予算が絡むということで、今、予算編成の時期でもありますので、このぐらいの人数で、

このぐらいの回数でやったらというようなところでのお見積もり等はいただいております

し、近隣町村であります広尾等、日程はある程度、かぶせるというようなことで経費の削減

も図れるかなというふうに思っております。 

 高校生を対象にやるということも大きな事業の目的でもありますので、通常の平日授業等

があるというようなこともあって、夏季と冬季の休業期間を研修期間としてやれないかとい

うところでの協議も進めているところでもあります。 

 いずれにしても、学校側の場の提供、またはこの事業、研修制度に対する理解をいただい

た上で、ぜひ新年度、そういう形で町民、そして高校生の皆様含めて実施をしていきたいと

思っているところでもあります。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 ぜひ、次の次世代を担うためにも、これは実現に向けてぜひ強く町側も進めて事業を掘り

起こしていただきたいと思います。 

 長期の介護予防に向け、介護、医療、予防といった専門的サービスの前提として住まいと

か、生活支援、福祉といった部分がこれから求められて、社会全体、大樹町全体で認知症の

人々を支えるため介護サービスだけではなく、地域の自助、互助を最大限に活用できるよう

な事業展開を期待いたしまして、これで一般質問を終わります。 

○議   長 

 休憩します。 

 

休憩 午後 ０時０５分 

再開 午後 １時００分 

 

○議   長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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 一般質問を続けます。 

 次に、１１番柚原千秋君。 

○柚原千秋議員 

 酒森町政になって初めて質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。また、

先ほど同僚議員がＴＰＰ問題について質問されておりまして、多少ダブルところもあると思

いますけれども、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 先に通告いたしました大樹町農業の担い手の現状と展望について、酒森町長にお尋ねいた

します。 

 平成２７年度ＪＡ大樹町の農業は豊作型の天候に恵まれ、加えて生産者のたゆまない努力

によりまして、算出額は推定１２８億円の過去最高を見込まれ、その内訳は酪農が１１３％、

肉牛は１１８％、畑作１０２％と大きく伸び率を上げました。 

 十勝全体でも３,０００億円、これはこれだけでも府県のベストテンに入るのですけれど

も、改めてこの基幹産業である十勝農業の力強さ、たくましさを覚えるところであります。 

 さて、１０月５日の関税撤廃が原則の環太平洋連携協定交渉が大筋合意されまして、国内

農業対策にはばらまき等の批判を受けないように国際競争力の強化に重点を置くというこ

とであります。 

 そのような中で日本は３０年来、これは農業だけでないのですけれども多くの業種で人手

不足が続いてきたということであります。大樹町も例外に漏れず、高齢化と就業人口の減少

であり、農業のＩＴ化が進んでいても家族経営はおろか、法人経営全体であっても労働力の

依存なくして経営の持続、成長も困難かと思われます。 

 人手不足は喫緊の課題ではないでしょうか。そこで、大樹町農業の担い手の現状と将来展

望をどのように捉えておられるか、対策は考えておられるか町長にお伺いいたします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 柚原議員の大樹町農業の担い手の現状と展望についてお答えをいたします。 

 農業を基幹産業とする本町の担い手の現状は、議員ご指摘のとおり農業就業者の離農や高

齢化が年々増加の一途をたどり、我が町における農業の持続的な発展にも支障が生じ、また

生産基盤であります農地を守る上でも大変深刻な問題につながるものと考えております。 

 こうした中、家族経営、法人経営体においても恒常的に労働力が不足しており、雇用労働

対策が急務のため、農業雇用者を確保していくには多様な労働力の受け入れが必要であり、

町内においても外国人農業研修生を受け入れすることにより、労働力不足を回避している現

状と認識しております。 

 現在、町内ではベトナム、中国、フィリピンなどから研修生を受け入れておりますが、優

秀な人材の確保、関係機関の連携とフォロー、良好なコミュニケーションを着実に実践して

いくことこそが農業経営体強化のための重要な選択肢の一つであると考えております。 
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 一方、若手農業者の育成とともに農業者以外、農業以外からの人材を呼び込むための工夫

として、農業法人などに雇用される形での就農、あるいは新規就農者の確保は緊急かつ重要

な課題だと考えてもおります。 

 今後、農業の担い手を確保するためには若者や中高年の活用を積極的に図り、フリーター

や団塊の世代等に農業に対する関心を高めてもらうことで意欲、能力のある多様な人材に農

業を職業として選択してもらうことが重要であると考えており、関係機関と連携を図りなが

ら大樹町の農業を守るため、今後も努めてまいりたいと考えております。 

○議   長 

 柚原千秋君。 

○柚原千秋議員 

 明春にかけて数戸、その健康上の理由とか、あるいは後継者等で離農を予定されていると

いうふうに聞いております。時あたかもＴＰＰ交渉大筋合意と重なっていまして、農業に携

わる同業の者として大変寂しく思いますし、明日は我が身かなというように不安にさいなま

れるところでございます。 

 １２月２日付の新聞の社説で、農林水産省がまとめた２０１５年の農林業センサスにより

ますと、２０１０年より５年間で減少が最も少ない十勝管内でも１１.５％マイナスになっ

たと、離農に依然として歯止めがかかりませんと、ＴＰＰが発効すればさらに農業現場を屈

強に追い込む可能性があると警鐘を鳴らしているのです。 

 我が国の、これはテレビで見たのですが、最近テレビで見たことなのですが、我が国の操

業就業人口に占める農林農業就業者数はたったの３.６％なのだそうです。それから、全国

の全ての農業高校、この新卒就労者、たった５％しか就農しないと、非常にこの心細い限り

であります。 

 ＴＰＰ政策大綱の中でも攻めへの体質強化対策として、農業者の減少、高齢化が進む中、

金融支援の充実や農地の大区画化、これは北海道には余り該当しないものと、ほぼ大区画化

されていますから、今後の農業をけん引する優れた経営感覚を持つ担い手を育成支援すると

あります。 

 農業経営体質、これは非常に今は歯止めがかからないということで減少しているのです

が、逆に組織経営体、いわゆる法人、十勝では全道でも２７.８％、２番目に大幅に伸びた

ということで、つまり国も経営等もグローバル化の中で家族経営が立ち行かなくなるという

ことではないのかなというふうに私は思うわけであります。 

 第５期大樹町総合計画の中でも、地域農業を担う農業生産法人の育成を図るとあります。

ところが家族経営のことについて余り触れてないような気がいたします。恐らく家族経営は

減るでしょう。しかし、なくなることは私はないと思うのです。その辺、町長どのように捉

えておられますか。 

 他産業も含めて人手が足りない、頼みの酪農ヘルパーも最近は何かなり手が減少している

のだというふうにも聞いております。そこで、私なりに考えているのですけれども、業務の
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分業化、競合化が明確にしなければならない時期が来ているのかなというふうに私は思いま

す。 

 例えば、乳牛の集団保育、それから育成センターの設置とか、あるいはコントラクター業

者のさらなる普及、それから外国人労働者の常態化、窓口の一本化というのでしょうか、そ

れから農業者以外の方でも、例えばほかの業種、漁業に携わっている方なのだけれども、そ

の仕事の暇な時期というのか、そういう時期私はあると思うのです。実際に私の知人の会社

もぜひ使ってくれと言われて最近、採用したという話も聞いております。 

 それから、町長、先ほどからおっしゃっている団塊の世代とかフリーターだとか、中高年、

シルバー、この私、家族経営の中でたまにこういう人がいるのですよ。ある年齢になった父

親に、例えば作業牛扱いとかそういうところに来て、要らぬささめ入れないでくれと言って、

構うなという息子もいるというふうには、いるようです。ところが、この中高年、我々はも

う老年なのでしょうか、またこれが口はうるさいかもしれないけれども、目は届くのですよ。

こういうことを大いにやはり、上手に年寄りを活用するとかというようなことは私は大事だ

と思いますけれども、今、言ったことで町長ひとつお考えを、どういうふうに捉えておられ

るかお聞きいたします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま柚原議員から再度の質問をいただきました。 

 十勝の農業の現状センサスという統計数字で示していただきました。１１.５％の減少で

あるということ、農業という部分だけに限れば日本の優等生、先進地である十勝ですらそう

いう状況にあるということは、日本の農業の育成にとっても非常に懸念があるというふうに

も私も思います。 

 そして、ＴＰＰが取り巻く状況、この先進地であります十勝にも大きな懸念と心配がある

ということ、これが全国的な規模であれば農業者に与える影響が非常に大きいものであると

いうふうに思っているところでもあります。 

 今後、大樹町の農業をどうしていくかということで私の思い、意見をということでもあり

ました。先ほどの総合戦略の部分でも雇用をつくるという場面で農業のお話を少しさせてい

ただきましたが、私、地域における農業の経営体、大樹町は法人経営ということで、特に酪

農に対しては農協の指導もありますが、地域に法人をつくって、そこが生産の核となって大

樹町の農業、酪農を進めていくという現状があるというのも認識しておりますし、その方向

も地域の農業を守る方策の一つであるというふうには思っております。 

 ただ、日ごろから申し上げておりますが、地域のコミュニティーであるとか、地域を守っ

ていくという部分では私は多様な経営体、その中でも個人経営、個人的な、個人家族でやっ

ている経営が大事だというふうには常々思っておりますし、そういう発言もさせていただい

ております。 
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 酪農が大規模化していくという部分、また現在、先ほどもお話ししましたが５００トンク

ラスの生産を上げている酪農家が６００トンまで経営を上げていくと、経営規模を拡大して

いくということが大樹町の酪農、農業の発展のためには必要不可欠だというふうに思ってお

ります。 

 その中で労働力が減少していくということで、限られた労働力でその農業を維持していく 

ためには議員もおっしゃるとおり農業の経営の中でアウトソーシングを入れていくと、いわ

ゆる経営以外の、自分の経営以外に任せられる部分は他人に任せていくという形が必要だと

いうふうに思っております。 

 大樹町も酪農家の発展のために町営で育成牧場を事業として経営しております。今まで、

過去の歴史から見て大樹町の育成牧場が町内の酪農業の振興に寄与してきたということは

大きなものがあるというふうに思っておりますが、今後、従前の形で育成牧場が推移してい

くのかどうかというのは、非常に頭数、預託の頭数の減少等も見ても難しいかなというふう

に思っておりますし、育成牧場の新たな役割はあるのではないかというふうな思いもしてお

ります。 

 ただ、大樹町の育成牧場を使ってあの光地園で保育を行うということの自然条件の厳しさ

等を含めると非常に難しいかなというところもありまして、新たな町内の形で酪農の分業を

図れるような、アウトソーシングを図れるような施設整備について農協とともに検討を進め

ていかなければならないというふうには私どもも、また農協のほうでも考えているところだ

なというふうに思っております。 

 コントラ事業についても今現在、建設業等の皆様がコントラのほうに参画をいただいて農

作業の受委託を行っていただいております。建設業の方々にも農業、そして林業の現場の作

業等に含めてもぜひその作業従事、そういう役割を担っていただくということが地元の経

済、１次産業の振興に不可欠だというふうに思っております。 

 外国人の方々にも先ほど申し上げたとおり、数カ国の方が実際に大樹町で農業従事をして

いただいております。今後も労働力という部分では必要な、また貴重な役割、人材かなとい

うふうに思っておりますので、そういう部分でも大樹町で外国の方々が安心して農業に従事

していけるような、そういう体制づくりを進めていくことが大切だと思っております。 

○議   長 

 柚原千秋君。 

○柚原千秋議員 

 議長お願いがあるのですが、農業委員会会長もおられるので、大変失礼かと思うのですが、

外国人労働者のことお聞きしたいなと思うのですが、よろしいでしょうか。 

○議   長 

担い手の現状ということで、特に一本に絞って質問してください。よろしいです。 

○柚原千秋議員 

 今、私、申し上げたように労働力不足、私の地域にも、それから中島の方に新しい法人が
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立ち上がりました。 

 その中で、その構成員だけで運営というのは私はなかなか大変なのだと思います。それで、

そこでやはり外部から労働力依存せざるを得ないのだと私は思うのですが、大変人手不足は

否めないのです。 

 そこで、我が町も早くからそういうような、早くは韓国だとか中国だとかといってて、今

だんだん下のほうに下がっていっているような感じに受け取るのですが、今はベトナムとか

と言っているのですが、そういうようなことでこれからは農協あたりの詳しい専門家という

のでしょうか、職員あたりの専門職にしている人に聞くと避けられないと、その外国人労働

の常態化は避けられないと、当然必要だよということで、先進的に、先駆的に進めておられ 

るということで、あえてなのですが農業委員会長に取り組んでおられるので、その辺を

ちょっとお聞きしたいなと思っているのですが、ひとつよろしくお願いいたします。 

○議   長 

鈴木農業委員会会長。 

○鈴木農業委員会会長 

 今、外国人研修生のお話についてということで質問がありましたけれども、現状、大樹町

におきましても現在でもベトナム、フィリピン、中国から４１名ほどの研修生を受け入れて

おります。 

 議員ご承知のとおり、全国的にも労働力不足の中で海外研修生の受け入れというのはある

意味、必要であると私も思っております。ただ、海外研修生の方々、地域住民との交流等、

安心して働ける環境、安心して働いてもらえる環境にするためには、地域住民との交流会等

の開催というのも必要なことではないかなというふうに思っておりますので、今後、農協等

に働きかけて、そういう機会もつくっていきたいなというふうに思っております。 

○議   長 

 柚原千秋君。 

○柚原千秋議員 

 会長、大変ありがとうございました。 

 質問を続けさせてもらうのですが、大樹町では１００年農場、３戸の方が認定されている

というのでしょうか、されています。これ、私は町の誇りだと思うのです。これからは続出

すると思います１００年農場。 

 私、農村の散在する農村風景、景観というのですか。これは多面的な機能の一翼を担って

いると思うのです。私はこういうの物を観るのがすごくすきなのです。 

 食料は安全保障のかなめでもありますし、その点、日本の国は生産履歴の提出が義務であ

りますから、安心して消費者に食べてもらえるというふうに思っておりますし、それは農業

者の使命であるというふうにも思っております。 

 大樹町、人手が充足されれば、足りればどのぐらいまで大樹の農業生産額は伸びるのかな

というと、農協の融資の人に聞いてみました。そうすると、大樹町、意外と行政面積は広い
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のだけれども、農地面積はびっくりするほどないのですよね。大体１４０億、１０億ぐらい

は増えるであろうと、今の土地利用型の経営形態でやってきますと、施設型利用とか何かい

ろいろ付加価値つけるかどうか知りませんけれども、そういうことであります。 

 それから、ということでＴＰＰ大筋合意をめぐって将来に不安を感じている農家はたくさ

んいると思います。私も心配しているのですが、要は将来にわたって農業を継続ができて、

農家の所得の維持と向上が最も私は大切だと思うのです。 

 ちょっと古いことを言うのですが、戦国武将の武田信玄は、人は石垣、人は城と言ってい

るのです。それぐらい人間を、働く人を大切にするという、町長この雇用問題、労働問題、

これ農業ばかりではないですよ、大樹全般のことを私は申し上げたいと思うのですが、ぜひ

関係機関と連携をして、大樹町の発展を私は強く願うわけでありますけれども、そういうこ

とを期待して、町長にたくさんご答弁いただきましたので、私は大樹町の発展を願って質問

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。 

○議   長 

続いて、９番志民和義君。 

○志民和義議員 

 先に通告をしておりました３点について、町長並びに教育長に質問をいたします。 

 まず、１点目に町長対してお伺いをいたします。インターネット回線、光回線のサービス

拡大についてお伺いいたします。 

 大樹町内の市街地については光回線のサービスが行われております。しかし、市街地から

離れた集落、農村や漁村については整備されておりません。サービス拡大に向けて関係会社

に求める考えはないかお伺いをいたします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 志民議員のインターネット光回線のサービス拡大についてお答えをいたします。 

 情報通信回線の高速化の状況ですが、市街地では一昨年の７月から光回線の利用が始まっ

ておりますが、市街地区以外のサービスへエリア拡大は利用人口が少ないこと、回線の敷設

距離も長いことなど、採算性の面かに見ても早期実現は難しいとの見解が示されておりま

す。 

 一方、市街地から離れた集落や農村地域における情報通信環境の地域格差や通信速度が遅

いことによる不便さを解消し、高速通信サービスの早期拡大を図る意味では光回線ではな

く、無線通信によるエリア拡大が有効と考えております。 

 現在、ＬＴＥやワイマックスなど、比較的通信速度が速い無線通信サービスのエリアが拡

大しており、ホームページなどで確認するとＬＴＥは既に相川、拓進など一部地域を除いた

区域をカバーしており、ワイマックスのエリアも拡大されつつあります。 
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 ＬＴＥやワイマックスはデータ通信の制限量が設けられており、制限値を超えると通信速

度が制限されるなどの課題もありますが、スマートフォンなど外部モデムとしてインター

ネット接続させるテザリングなどにより、パソコンでのインターネット利用も可能となりま

す。 

 いずれにいたしましても、情報通信基盤は重要な社会資本と認識をしており、高度情報化

の恩恵は広く享受されるべき考えておりますので、光回線などの有線に限らず、無線通信の

環境整備についても引き続き情報の収集や提供、事業者等への早期整備の要請などに取り組

んでいきたいと考えております。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 今、光回線では線をそのまま引っ張っていかなければならない、個々に。ただ、光回線の

良さというのは言われるとおり減衰することなくどこまで遠く離れてても通信速度が変わ

らないと、こういうことでは非常にいいものなのですが、なかなか農村地域、山村地域にあっ

ては、また地域から離れた漁村地域にあっても非常に採算性の面と言われると非常に厳しい

ところで、今、その無線通信という、いわゆるワイヤレスブロードバンドの整備というのは、

これまた一方で大事になってくるかなと、私もそう感じております。 

 この要望を受けてもずっと私も何年も前から受けているのですが、このワイヤレスブロー

ドバンドってどうなのだというと、それはやはり光と比べると話にならないわけではないけ

れども、何とかなるけれども、やはり光のほうがいいと声なのですよね、それは全く私もそ

う思っております。自分自身も経験しておりますので、尾田地域に住んでて大樹の街にも事

務所を持っていますので、絶対大樹の街に来たほうが早いのですよ、はっきり言って。大樹

来てやったほうが、それぐらい便利なのですが、そういってもそういう人ばかりではないの

で、ぜひ今の段階ではワイヤレスブロードバンドの整備というのですか、これはぜひしてい

ただきたいと、要望していただきたいと思うのです。 

 これは、情報が制限されるというのは、一遍に無線ですから、要領が決まっているもので

すから、その中にたくさん入っていると、当然制限していかないと、通っていかないとみん

なだめになってしまうので、だめになるというか、みんなエラーになってしまうので、当然、

会社のほうで制限するということが出てくるので、人の使っていないときになるべく使うと

いうことになるかと思います。 

 そのようなことで、引き続きやっていただきたいと思います。ただ、今、私は今回ちょっ

と調査に行ったのですけれども、その方はちょうどＡＤＳＬの限界点、しかしこのＬＴＥの

限界点でもあるということで、どっちが早いかということでＮＴＴにも来てもらったと、し

かしどちからかというとＡＤＳＬのほうがまだいいということになってＡＤＳＬにしたと。

まだ尾田市街から６キロほど離れた農家の若い人にも聞いてみました。時間帯によってＡＤ

ＳＬで何とかなるのだと、察して今、不自由を感じていないということなので、私はぜひこ
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の限界点は４キロといいますけれども、ちょっと４キロ５キロあっても時間帯によって一時

的にそういう不自由はあるかと思いますが、交換機ぜひ簡単ではないと思います、会社に要

望しなければならないので、ぜひそのＡＤＳＬでも要望していただきたいというふうに思い

ます。 

 特に尾田地域にも大きな法人ができました、大きな事業所ですよ、やはり事業所これは大

事なことです。それから晩成にもあります、晩成温泉もあります、浜大樹、それから旭浜、

こういう石坂もそうですね、そういう地域ありますので、ぜひ整備に向けてやっていただき

たいと。もちろん、いろいろなところから来る観光客だとか、これはもうＷｉ－Ｆｉとか整

備してほしいということで、今のところＷｉ－Ｆｉ、大樹の街中だけだものね、何となるの

は。その点も大いに広げていっていただきたいと思いますが、再度お伺いいたします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 インターネット環境の改善、または拡充、環境の改善については従前から議員からご質問

をいただいているところでもあります。 

 先ほども市街地における光回線の利用の関係で答弁をさせていただきましたが、大樹町内

の光回線化を図るに当たってどのぐらいのニーズがあるかというところを事前に調査をし

て光の回線が実現したという状況にあります。 

 幸いにして、市街地の部分については申し込みからそれ以上の方々が利用していただいて

いるということで、事業者からもある程度、採算性のことも含めて効果があったというご意

見をいただいております。 

 農村部地域においてのインターネット回線、インターネット環境の整備については、光に

ついては先ほどご説明したとおりなかなか状況は厳しいということで、無線環境の今後の制

度、またはシステムがさらに進んでいくということで環境がさらに進むことを私も望んでい

るところでもあります。 

 ＡＤＳＬの部分については、また機会がありましたら関係するところに私からもぜひ拡大

に向けて要望させていただきたいと思っております。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 わかりました。ぜひ、ひとつよろしく、ワイヤレスブロードバンドと併せてＡＤＳＬにつ

いても要望お願いしたいと思います。  

 今、農村に住みたいという人いますので、これは私も２日ほど前に会って聞いてきました

が、やはり静かで景色が良くていいところなのだと、だから縁もゆかりもない地だけれども

こちらに来たと、そして何よりも今、電気も電話もついていると、トイレも除雪もトイレは

合併浄化層ですし、何の不自由もないと。道路は除雪もしてくれると、何の不自由もないの
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だと、ただここの通信回線の一点が何とかしてもらいたいと、こういうことなのです。そう

いう熱い要望を受けておりますので、ぜひそれを要望していただきたいというふうに思っ

て、質問を終わりたいと思います。 

 次に行ってよろしいですか。 

○議   長 

次の質問に移ってください。 

○志民和義議員 

 ＴＰＰの大筋合意問題について町長に質問をいたします。同僚議員からも先ほど出ており

ましたが、ＴＰＰについてアメリカ、日本など１２カ国が大筋合意したと、１０月６日に政

府が発表いたしました。 

 大筋合意の詳細は、国民や国会にも秘密のまま国会決議に反する譲歩をしたということで

す。ＴＰＰは農業を初め、１次産業、関連産業、これらに大きな影響を受けてまいります。

しかし、これで終わったのではなく、これから文書の精査、調印、そして何より日本の国会

での批准、こういうことが待っております。 

 町長におかれましては協定の調印中止と国会での批准を行わないよう求めてはどうか、ま

だ間に合います。何より国会決議を守る、このことがもう守られていないと、守りますと言っ

て守られてない、このことは大変重要な問題だというふうに考えておりますので、町長の考

えをお伺いいたします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 志民議員ご質問のＴＰＰ大筋合意についてお答えをいたします。 

 ＴＰＰ交渉が大筋合意に至り、合意内容は重要５品目など大幅な輸入規制緩和措置が盛り

込まれ、農業を含む１次産業、間連産業に大きな影響を及ぼすことが予想されます。 

 国に対してＴＰＰが地域経済や国民生活に与える影響の分析を速やかに行うとともに、地

域ごとに丁寧に説明を行うことが必要である、地域社会の持続的発展が図られるよう具体

的、かつ万全の対策と予算の確保を講じるべきだと考えております。 

 また、議員から協定調印中止と国会での批准を行わないよう求めてはどうかと、国会決議

を守ることを求めてはどうかとのご指摘でございますが、今までＴＰＰに対してはオール十

勝として活動を行ってきた経過から、今後も十勝町村会、または十勝管内関係団体連絡協議

会などと一体となって活動することが重要であると考えております。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 町長も選挙公約、またその後の質問でもＴＰＰに対しては断固反対と、こういうことだっ

たので、その気持ちは引き続き変わっていないというふうに私も理解しております。 
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 また、これに賛成だという農家の人たちもいませんよ、私も聞いて歩いて。そこで、今ま

でオール十勝で本当にみんなでこれだけ大きな団体個人が要望してきたということで、これ

は私、今後とも大きな財産だというふうに考えております。この間の１１月７日にも関係団

体の連絡会議で決議をしておりますけれども、この団体もいろいろ中身は多少あっても、や

はりまとまってやっていこうということで合意しているわけです。これは、いろいろ最近

オール何とか、オール沖縄とか、オール十勝とか、オール北海道とか、やはりそういう一つ

の要望に向かっていろいろ党派を超えて、考え方を超えて一つにまとまっていくと、こうい

うことは私は大きな財産だというふうに考えておりますし、これからも私続くと思うので

す、このことは。 

 ぜひ、町長におかれましても、その点について引き続き町村会に向けても頑張っていただ

きたいと思いますが、何か同僚議員にも何か近いうちに何か集会ですか、何か開くとかち

らっと聞いたのですが、そういうような取り組みもぜひ、私も前に求めたことがあったので

すが、その点についてもまたぜひ頑張っていただきたいと思います。 

 そのオール十勝で築き上げたこの財産、引き続き守っていただくように、町長に再度、お

伺いいたします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ＴＰＰに限らず、今、十勝は共通する課題についてはオール十勝で対応していこうという

動きが非常に活発化になっております。ＴＰＰに限らず、地域でこの十勝にとって共通の課

題があれば、それは共通の認識を持ってオール十勝で臨んでいきたいというふうにも思って

おります。 

 このＴＰＰの関係については今、国がこれから日本の農業をどうしていこうかというとこ

ろでいろいろな施策を発表しております。その方向性については、しかるべき段階で国のど

ういう方向に進んでいくのかというところも含めて大樹の、または南十勝の農業者の方々、

生産者の方々にお話できるような場面を今つくっていきたいなということで準備を進めて

いるところであります。準備が整い次第、また広く皆様にお声をかけていただいて、多くの

皆様にその場に参加をしていただいて、今後の方向、またそれぞれのご意見をお聞かせ願い

たいと思っております。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 ぜひ、ひとつその点で、オール十勝で頑張って、私たちも頑張りますのでどうぞよろしく

お願いいたします。なんたってこれは、細かくこの間、新聞に出ていたので、細かく見たら

えらい不公平だよね、農業に対しては５年後撤廃とか、即撤廃とか、２世代、３世代、１０

０年農場と先ほどお話出たけれども、農業ってそうやって長い年月かけて築き上げたのに、



 

－ 43 － 

これから４年、５年でできるのと本当に言いたいぐらいなのですが、一方、自動車にあって

は２５年後とか３０年後に撤廃とか、余りにも差があり過ぎると、そういうふうに私も考え

ておりますので、ぜひオール十勝でこの地域産業、農林漁業を初めとした関連産業含めて、

地域産業発展のためにオール十勝で要望を引き続きやっていただきたいと思います。 

 次に行ってよろしいでしょうか。 

○議   長 

 次の質疑に移ってください。 

○志民和義議員 

 浅井教育長に質問をいたします。 

 シベリア抑留の世界記憶遺産登録についてお伺いいたします。 

 第２次大戦後、当時のソ連によって旧日本兵などシベリア地域などに抑留され、重労働を

強いられましたが、今年１０月１０日、国連教育科学文化機関は世界の世界記憶遺産に登録

したと発表いたしました。 

 そこで、次の点についてお伺いいたします。 

 国連教育科学文化機関、いわゆるユネスコですが、この世界記憶遺産に登録されたシベリ

ア抑留とは一体どんなことか。 

 二つ目に、大樹町内にもシベリア抑留を経験された方、また既に亡くなられた方のご遺族

もおります。町民に対してシベリア抑留の実態について知らせる取り組みを行う考えはある

かお聞かせいただきたいと思います。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 志民議員のシベリア抑留の世界記憶遺産登録についてお答えいたします。 

 一つ目の国連教育科学文化機関、通称ユネスコの世界記憶遺産に登録されたシベリア抑留

の内容に関するご質問についてでございますが、登録された内容は第２次世界大戦後、国内

で最後まで多くの引揚者と遺骨を受け入れた京都府舞鶴市において引き揚げの史実を末永

く後世に継承し、また、平和の尊さを多くの方に発信するために舞鶴引揚記念館で収蔵する

引き揚げや抑留に関する資料をユネスコに申請しユネスコにおいて人類が長い間記憶して

後世に伝える価値があるとされる記念物として世界の記憶遺産として登録されたもので、登

録された物件は敗戦に伴いソ連領のシベリア地域に捕虜として長期に抑留された約６０万

人から８０万人と言われる日本軍と民間人たちの抑留生活と日本、本国への引揚の歴史を伝

える日記、手紙、はがき類や抑留中に描かれた記録画など５７０点の資料となっております。 

 これらの資料には、過酷な抑留生活の間での出来事や故郷日本や家族を思う気持ちなどが

書かれており、舞鶴への生還、１９４５年から１９５６年シベリア抑留等日本人の本国への

引き揚げの記録として整理されているものでございます。 

 二つ目の町民に対してシベリア抑留の実態について知らせる取り組みに関するご質問に
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ついてでございますが、登録された舞鶴市の記録の概要については既にホームページ等でも

公表されていることや、シベリア抑留に関する書籍もこれまで多く出されており、現時点に

おいて教育委員会として改めて周知する予定はございませんが、社会教育関係団体などが行

う学習活動において、歴史の学びや平和を考える機会でのテーマの一つになるものと考えて

おります。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 ご丁寧な私も知らないこともあったりして、この抑留された人数、６０万から８０万と、

私も改めて５７万人というのが厚生労働省の発表なのです。ところが事実は東京新聞では７

０万人とか８０万人とかと出ていて、こういうことなので非常に大きな問題だなというふう

に思っております。 

 そこで、もうちょっとここまで大切な社会教育の学習で大切なテーマだというふうにお考

えになっているという理解はいたしました。もう一歩踏み込んで、どうでしょうここで何か

の機会で結構なのですが、そういう体験者もおります、もう高齢になっていますが、できな

いとしたら何かそういうことを研究されている方をぜひお呼びして一度講演会などをやら

れてはどうでしょうか、私から提案いたしますがいかがでしょうか。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 再度のご提案でございますけれども、教育委員会では住民の方々の主体的な生涯学習の活

動を推進するためにこれまで大樹町の文化協会との共催で生涯学習講座の開催、あるいは住

民の自主学級の活動への支援、また高齢者の生きがいづくりのための寿大学、こういった開

講を行っております。 

 こうした活動の中で教養を深める講座、あるいは郷土を理解する講座など行われておりま

す。実際に戦争を体験した人の話を聞く活動、私も大いに意義あるものと考えますので、そ

ういった事業の計画策定の中での提案することは可能と考えております。 

 いずれにしても、こうした内容についてはさまざまな捉え方がありますことや、戦後７０

年ということで体験した方々が高齢になっております。こういった講師の方々の確保の問

題、あるいは住民の方々の学習ニーズなるかどうか、そういったことも踏まえながら今後、

考えてまいりたいと思っております。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 ぜひ検討いただきたいことを伝えて、質問を終わりたいと思います。 

○議   長 



 

－ 45 － 

 休憩します。 

 

休憩 午後 １時５０分 

再開 午後 ２時０５分 

 

○議   長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 続いて、１番船戸健二君。 

○船戸健二議員 

 先に通告したとおり、冬期間の除排雪に関して１項目３点の質問をさせていただきたいと

思います。 

 除排雪相談窓口の開設の考えについて。前年度の除排雪に関しての町民からの相談、要望

に対する今年度の対策について、大量降雪時における通勤、通学路等の生活道路の確保にい

て、以上のことについて酒森町長にお伺いします。 

○議   長 

 それでは、船戸議員初めての質問なので、その辺を踏まえて酒森町長お願いします。 

○酒森町長 

 それでは、船戸議員ご質問の冬期間の除雪に関してお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 排雪の部分も含めて答弁をさせていただきます。 

 １点目の除雪相談窓口の開設の考えについてではありますが、町道の除雪方針につきまし

ては例年１２月に町広報紙への折り込みや行政区長会議などを通じて住民の皆様に周知を

しており、住民や行政区長様からの要望や相談につきましても建設課が相談窓口として対応

しているところでもあります。 

 また、除雪が困難な高齢者や障害者の方々につきましては、緊急時における避難路を確保

するため、保健福祉課において除雪サービスなどの相談を受けておりますので、今後も例年

同様の体制で相談窓口を設けたいと考えているところでもあります。 

 次に、２点目の前年度の除排雪に関しての町民からの相談、要望に対する今年度の対策に

ついてでありますが、市街地については大雪の際の通勤、通学路の除雪方法や歩道の除雪、

さらには凍結路面の対応等の相談、要望がありますので、今年度も引き続き緊急性や交差点

の見通しなど、安全面や住民生活に支障がないよう除排雪対策を講じてまいりたいと思って

おります。 

 また、郡部においては市街地とは道路や住宅状況が異なりますので、個別の事情や行政区

長などからの相談、要望にも対応していきたいと考えております。 

 このほか、除雪対象外路線につきましては、家畜飼料の運搬でありますとか、春先の融雪
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剤散布など、要望に応じて例年対応しておりますので、新年度、年明けも含めて対応してい

きたいと思っております。 

 次に、３点目の大量降雪時における通勤、通学路等の生活路線の確保についてですが、基

本的には通学路、生乳の搬出路、生活道路の１次路線を優先し、午前７時までに除雪を完了

し、円滑な交通を確保することを進めております。 

 近年は、気象状況の変化もあり、想定外の大雪や厳冬期に雨が降るなど、異常気象の影響

を受けておりますが、除雪作業につきましては雪の降り方や降る時間帯、さらに３０センチ

以上の大雪の場合は２回から３回程度の除雪出動となりますので、住民生活に支障を及ぼす

こともあるかなというふうにも思っております。 

 今後も除排雪につきましては、町の除雪方針に基づき委託業者とも連携を図りながら冬期

間における交通安全の確保や住民生活に支障のないような除排雪作業を実施をしてまいり

たいと考えております。 

○議   長 

 船戸健二君。 

○船戸健二議員 

 例年、多くの相談、要望が寄せられていると思いますが、交通障害、交通事故の危険性が

高いというような緊急的な重要な案件については早急な対応をしていただきたいと思いま

す。 

 特に交差点の隅に堆積される雪山は多くの町民の方から見通しが悪く危険なため、早目に

排雪してほしいという声を聞きますので、歩行者の安全と車輌の事故防止を第一に考え対応

していただきたいと思います。 

 次に、高齢者、障害者、自力で除雪できない方が申請できる除雪サービス事業の利用者の

前年度実績、実人数、今年度の申請者人数についてお聞きしたいと思います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 今回の雨を伴うような大雪の場合、除雪、または道路上の排雪についても交通上の支障が

あったというふうにもお聞きをしておりますし、そういう部分についても国道、道道との絡

みもありますが関係機関連携をとりながら鋭意、住民生活のご不便を感じないような対応に

ついては今年度も除排雪心がけていきたいというふうに思っております。 

 保健福祉課が行っております除雪サービスの内容については、担当から説明をいたさせま

す。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 昨年度の除雪サービスにつきましては、実利用人数といたしましては一月で一番多い月で
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３５人となっております。延べでいたしますと２２７人に対して除雪を行っております。 

 今年度、平成２７年度の登録者数につきましては、昨日に１件また追加がありまして全部

で４２人というふうになっております。 

 以上でございます。 

○議   長 

 船戸健二君。 

○船戸健二議員 

 今後の除雪サービス事業の規定の緩和の考えについて伺いたいと思います。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 除雪サービスの対象者につきましては、おおむね６５歳以上の高齢者のみの世帯、あるい

は身体障害者手帳１級、２級を持っている世帯、あるいはこれらに準ずる世帯であって、町

民税非課税の世帯、自力で除雪することが困難で、かつ親族から除雪の援助を受けることが

できないということを対象者ということにしております。 

 ここの拡大の部分につきましては、今のところこの人数で大体１シーズン４０人程度とい

うことでやっておりますが、この人数でも大分、委託をしております社会福祉協議会のほう

でもなかなか手が回らないような状況もあるというふうに聞いております。 

 ただ、そういう世帯が今後、増えるということになれば、この除雪サービスでいいかどう

かということも含めて検討していかなければならないと思いますので、そういう点も含めて

制度のあり方について検討していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議   長 

 船戸健二君。 

○船戸健二議員 

 ありがとうございます。 

 では次に、大量降雪時の通勤、通学路等の生活道路の確保についてという質問に基本的に

は７時までに除雪を完了し、円滑な交通を確保するというお答えをいただきましたが、短時

間にまとまった雪が降った場合のような非常時には現在の除雪体制と合わせ、個人の除雪を

請け負っている業者には町道の除雪支援、歩道の除雪支援の要請をできるような体制等を検

討してはどうかお聞きしたいと思います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ３０センチを越すような降雪の場合の除雪につきましては、先の高校生議会でも議員から

ご指摘をいただいているところでもあります。 
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 その中で、歩道用の除雪については歩道用のロータリー車を更新したということで、性能

のアップも含めて去年よりは早い段階で支障を解除したいという思いで除雪をさせていた

だこうかなと思っております。 

 いかんせん、作業機の関係で全ての道路が７時までに完全に空くというような状況は雪の

量によってはなかなか実現できないというふうにも思っております。 

 今後、通学路等の安全を確保するという意味でどういう体制をつくっていくことがいいか

は除雪をお願いをしている委託先の業者さんともちょっと相談をしていきたいというふう

に思っております。 

 今年度も子どもたちの安全を確保するということも含めて、通学路の除排雪については支

障のないような対応をとっていければなというふうに思っております。 

○議   長 

 船戸健二君。 

○船戸健二議員 

 今後、関係機関と協議を重ね非常時の体制強化について十分な検討をしていただきたいと

思います。 

 町民が安心で安全な生活を送るためにも現在の除排雪体制の維持、整備を強化し、除雪

サービス事業を推進し、町民の期待に応えていっていただきたいということを最後に一般質

問を終わりたいと思います。 

○議   長 

続いて、８番安田清之君。 

○安田清之議員 

 先に通告いたしました、利子補給について質問をさせていただきます。 

 利子補給の給付額についてはそれぞれ日本政策銀行、帯広信金、運転資金１,０００万、

設備資金３,０００万と定められておられます。 

 年利が１.８を超えるものが補給されておりますが、今年の金融金利の低下傾向は１.０を

超える時代に入ってきていると、利子補給については軽減策、どのような今後、利子補給を

する上でどのようなお考えがあるかお聞きをしたいというふうに思います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 安田議員の中小企業融資資金、中小企業特別融資制度についてお答えをいたしたいと思い

ます。 

 町では、中小企業の振興、経営の合理化等を図るため二つの要綱により中小企業者に対す

る利子補給事業を行っております。 

 中小企業融資資金利子補給は、日本政策金融公庫から借り入れた資金について、中小企業

特別融資利子補給は町が運用基金として預託した金額をもとに帯広信用金庫が設定した融
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資枠から借り入れた資金についてそれぞれ年利１.８％を超える利率について５年間、利子

補給をすることとしております。 

 議員の言われるようにバブル崩壊以来、景気低迷とデフレ傾向が続き、政府はゼロ金利政

策など、経済対策を打ち出し、現在も低金利の状態が続いており、９月の長期プライムレー

トは１.１０％となっております。 

 町の二つの利子補給のうち、金融公庫資金はおおむね１.３５％から２.１％で、平成２６

年度の補給対象者は借り入れ６件のうち２件となっております。 

 特別融資は、平成２６年度から開始した町の預託金と北海道信用保証協会への保証料の支

払いによりおおむね１.１５％から１.５０％の超低金利となっております。 

 町では、保証料の全額を補助しており、借り入れる方は実質金利のみの負担となっており

ます。特別融資については、預託金制度を始めた平成２６年度以降、利子補強が算定されな

い状況が続いております。町の預託金は現在９,０００万円で３倍の２億７,０００万円まで

の貸し付け枠となっておりますが、本年も借り入れ希望が多く、今回の補正予算で１,００

０万円の追加をお願いをさせていただいたところでもあります。 

 これにより、預託金の合計が１億円となり、貸付枠は３倍の３億円としたところではあり

ますが、今後、借り入れ希望が貸付枠を超えるというような場合には３倍で設定している貸

付枠を４倍とすることも検討していかなければと思っております。 

 ３倍から４倍に変更した場合、借入金利率がおおむね０.２％程度上昇するので、この負

担増分を含めて利子補給することも今後、考えてまいりたいと思っております。 

 運転資金、設備資金は商工業活性化の原動力でもありますので、商工会、また金融機関と

も相談し、管内町村の状況も考慮しながら当町の中小企業の皆様に対する利子補給制度の充

実を図ってまいりたいと思っております。 

○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 町長、商工業の利子補給について充実を図りたいというお話をしていただきました。 

 しかしながら、根本的に利子補給の金利の査定、仕方、金利の決め方等々を話し合わなけ

ればいけないのではないかなという気がするのであります。 

 しかしながら、今、金利、帯広信金含めて保証協会含めてやっていただいておりますが、

もう現実的に借り入れのうちの２件しか該当しないということは、現実的にもう金利が下

回っているということになるのだろうというふうに思います。 

 そこで、ちょっと提案をさせていただきます。現実的に金利というのは会社ごとに違うも

のだというふうに思っております。ですから、幾らで借りても町が利子の何分の１とか、半

分とか、３割とかといろいろ考え方があろうというふうに思います。そういう考え方で進ん

でいただくことが一番、商業者のためにはなるのではないかというふうに思います。 

 これだけの枠を持ちながら、現実的に保証協会付きといいますけれども、帯広信金は１割
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しか負担をしないわけです。保証協会が万が一あったら全部やるわけですから、信金にこん

なに預託がいるのかなという思いも一つはあります。 

 それからもう一つ、どこの金融機関でも何でこれ２社なのかだけお聞かせをください。何

のために金融公庫と信金だけなのか、商工業者は違う銀行からもお借り入れをしているわけ

です、設備でも何でも。そこら辺の検討は町長としてどう思いになりますでしょうか、現実

的に広尾から借りている方もおられるでしょうし、都市銀行といいますか、などからも借り

入れを起こしているところがあろうというふうに私は思っております。 

 そこら辺は考え方、今ちょっと言いましたけれども、金利幾らで借りても何％は利子補給

するよと、他銀行から借りてきてもきちんと設備資金、早く言えば機械のきちんとしたもの

がついて、銀行の証明があればそれに対して出すよというぐらいの新しくなられた町長です

から、このぐらいの決断をしていただいてもありがたいかなと、これは予算決算で相当、僕、

前の町長のときから言っているのです。だから協議は十分してくれているのだろうというふ

うに思っておりますので、１回だけ町長、私の今話した部分、ご検討いただけるかどうか、

短くで結構ですのでよろしくお願いをいたします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま安田議員からご質問をいただきました、大樹町の利子補給制度で対象としている

のは金融公庫の資金、また町内にあります帯広信用金庫のほうに預託をして運用しておりま

す特別融資の利子補給制度ということであります。 

 金利については、従前から１.８％で、その超える部分について利子補給をさせていただ

いたということで、金融公庫資金のほうについては借り入れの６件のうち１.８％を超える

部分については２件だったということもあって、２６年度についてはその２件について利子

補給をさせていただいたところでもあります。 

 信金で預託を行って実施をしております利子補給については、おおむね１.１５から１.

５という金利となっているということも含めて、金利の利子補給については発動されていな

いという状況で、保証料についてのみ利子補給をさせていただいているという状況にありま

す。 

 何で信金だけなのかということではありますが、地元にある唯一の金融機関であるという

ことも含めて、帯広信金のほうに従前から預託をさせていただいていた経過があるというふ

うに思っております。 

 残念ながら、大樹町の財政がひっ迫したというようなこともあって、途中、その預託も取

りやめたという時期がございましたが、平成２６年度から中小企業の振興を図るために復活

をさせて、今年度の補正でお認めいただいた額も含めて１億円の予算をそこに充てて、資金

を運用しているという状況にあるということであります。 

 地元にある金融機関ということでの活用ということも含めて信金のほうで実施をさせて
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いただいておりますので、今後についても帯広信金のほうで運用させていただければなとい

うふうに思っております。 

 議員ご指摘のとおり、それぞれの自営業者、中小企業業者の方々で取り引きのある金融機

関というのはそこに限らずということも承知をさせていただいております。ただ、大樹町が

進める中小企業の融資に関する利子補給という部分では従前どおり、この公庫の部分と、ま

た私どもが預託をさせていただいている町の運用基金として活用いただいている部分を中

心として進めていくことが肝要かなというふうにも思っております。 

 金利のあり方については、従前から１.８ということで今現在も発動されていないような

制度の構成になっているということは、今後、検討の余地があるかなというふうに思ってお

りますし、管内的な他の町村のこの利子補給制度のあり方についてもいろいろな形があると

いうふうにも担当のほうから聞いておりますので、今後、大樹町のこの利子補給制度が中小

企業の皆様にとってさらに効率で安心できるような制度に、どういう形がいいかということ

については今後検討を進めるということでご理解をいただきたいと思います。 

○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 一歩譲って信金、公庫、これは町の考え方もあるので、これは一歩私が下がったとして、

今後考える、今後考えるといったら、これまたずっと考えてしまうです。ですから、町長余

計なことは言わないよ、僕。２８年度の予算にもう協議をしていただいて、予算組ができる

ように、２８年度から予算付けをするようなお考えをいただいて、やり方は物の考えがいろ

いろありますので、商工会、それから等々と協議をしていただいて、どこら辺が適正なのか、

商工業者のためにも原動力になっているのですよ、大変ありがたい資金であると認めており

ますので、どうか利子補給の補給の仕方を借りた金額の何％、これが一番平等な貸し方、補

給の仕方かなというほうに思いますので、２８年度にどうかこの部分をお入れをいただける

かどうか、ひとつお願いをいたします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 新年度の予算にかかる部分ではありますが、信金に預託している運用の基金が１億円まで

積み上がった状況にあります。枠として３億という枠がありますが、今年度の資金需要を見

ますと、その３億という枠も足りなくなる可能性があるかなということで、その部分につい

ての対応が必要だというふうに思っております。 

 ４倍枠になった段階で金利が上がるというようなこともありますので、そういう上がった

部分の対応についてどうしていくか、また先ほど申し上げたとおり、１.８％の利子補給の

金利負担の水準というのは今の情勢に即してどうなのかというところも含めて、いろいろ検

討した中で２８年度の予算に反映できるものについては反映をさせていただきたいという
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ふうに思っております。 

○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 町長、ちょっと切れ悪い。できるものでなくて、できるのですからこれ、簡単なのですよ。

やっていただくということを言っていただくだけで結構でございますので、後は商工会等々

の役員さんと十分お話をいただき、大樹の商店の活性化のためにお力を貸していただきたい

なというふうに思いますので、それ以上は言いませんが、してくれるものと確信をしてやめ

ます。 

○議   長 

 これで、一般質問を終わります。 

 

    ◎散会の宣告 

○議   長 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 

散会 午後 ２時３３分 
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開議 午前１０時００分 

 

    ◎開議の宣告 

○議   長 

 ただいまの出席議員は１２名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

○議   長 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、議長において、 

 ４番 松 本 敏 光  君 

 ５番 西 田 輝 樹  君 

 ６番 菅   敏 範  君 

を指名いたします。 

 

    ◎日程第２ 陳情第１号 

○議   長 

 日程第２ 陳情第１号ＴＰＰ(環太平洋連携協定)交渉の大筋合意に関する陳情について

の件を議題といたします。 

 委員会における審査が終了しておりますので、委員会の報告を求めます。 

 経済常任委員長杉森俊行君。 

○杉森俊行経済常任委員長 

 １２月８日に本委員会に付託された、陳情第１号ＴＰＰ(環太平洋連携協定)交渉の大筋合

意に関する意見書について１２月８日に委員会を開催し、審議をした結果、次のとおり決定

したので、会議規則第９４条の規定により報告いたします。 

 ＴＰＰ交渉は、環太平洋連携協定の大筋合意を受け、管内ではブランド化を推進する十勝

ブランド戦略推進協議会において、むしろＴＰＰを武器とした安心・安全というところで生

き残りを図るとして、十勝ブランドの確立に乗り出している。 

 大樹町議会は、先にＴＰＰに関する陳情を採択し、政府に今後のＴＰＰ交渉について意見

書を提出した経緯があり、調印中止と国家批准を行わない陳情は政府においても各種対応施

策の対策が発表されている状況であることから、現実的な対策に向けた現行の活動が肝要と

考え、本陳情書については全会一致で不採択すべきものと決定いたしました。 

 以上、よろしくご審議お願いいたします。 

○議   長 
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 審査の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 委員長に伺います。簡単な一言ですが、この審査の中で継続とか、趣旨採択とか、そうい

うことにしたほうがいいのではないかという意見は出ませんでしたか、その一言だけお伺い

します。 

○議   長 

 杉森俊行君。 

○杉森俊行議員 

 そういう意見は出ませんでした。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

これをもって、質疑を終了いたします。 

これより、討論に入ります。 

討論はありませんか。 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 ただいま提案されておりますＴＰＰに関する陳情について、陳情に賛成の立場で討論を行

います。 

 ＴＰＰ交渉については、いろいろ関係町村会、そして関係機関、第１次産業を初め関連産

業、消費者団体、医療団体、そういうところからも一致して、オール十勝でこのＴＰＰ交渉

には撤退の行動をとってまいりました。 

 昨日の酒森町長の答弁でも、今後ともオール十勝で取り組んでいくという答弁があり、ま

た同僚議員２人からもＴＰＰ合意に対する不安の声、心配の声が一般質問でも出されるとい

う状況になっております。 

 このＴＰＰ交渉に関しては、ちょっと時間をとらせていただきますが、その前にＷＴＯ協

定、その前段になっておりますＧＡＴＴウルグアイラウンド農業合意、これが大本になって

おります。この大本になっておりますＧＡＴＴウルグアイラウンドの農業合意で主に三つの

重大なことが決められております。 

 一つは米のみ強制輸入と言われておりますミニマムアクセス米、そして麦、酪農品につい

ての強制輸入のカレントアクセス、そして二つ目が生産刺激的価格新政策の撤廃、そして三
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つ目が貿易障壁となる食品添加物の規制基準の撤廃、この三つが合意されておりまして、そ

れに従って、その後、ＷＴＯ協定、そして今回のＴＰＰと進んできておりまして、このＴＰ

Ｐはそれらを全て飲み込んでしまう大変重大な農業関係ばかりでない、農林水産業の第１次

産業に直接かかわる重大な問題となっております。 

 その中でも十勝は第１次産業に支えられたこの地域として、大きく発展してまいりまし

て、食料の受給率も１０００％を超えると、こういう大変、農業関係では突出した優秀な地

域として日本国中からも評価されているところでございます。 

 前置きが長くなりましたが、少なくても私は今回の趣旨に、今回の陳情に対して趣旨採択

ぐらいはすべきでなかったかなというふうに考えておりまして、本陳情に賛成をいたしま

す。 

 議員、職員の皆様の賛同を心からお願い申し上げまして、賛成討論といたします。 

○議   長 

 次に、反対討論の発言を許します。 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 ＴＰＰ環太平洋連携協定交渉の大筋合意に関する陳情書について反対の立場で発言いた

します。 

 １２月８日に付託された本件は、経済常任委員長の報告のとおり、同じく反対であります。 

 理由は、先に大樹町議会でＴＰＰに関する陳情を採択しており、政府に今後の対策につい

てＴＰＰ交渉にかかる意見書を提出した経緯があります。 

 現在は、調印中止と国家批准を行わないことへの行動よりは、政府に対して実のある対策

を求めることが肝要と考えます。  

 現にマルキン、肉用牛肥育経営安定特別対策事業などにおいても、従前の赤字補填が８割

から９割に増額されており、農業土木費などについても従来の予算額への復活が農業団体よ

り予算要求がされております。 

 このような現実的な活動により、ＴＰＰの悪影響を払拭することが大切と考え、陳情書に

対して反対の意見を申し上げます。 

○議   長 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 

賛成討論なしと認めます。 

次に、反対討論の発言を許します。 

 討論はありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

○議   長 
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 反対討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、陳情第１号ＴＰＰ(環太平洋連携協定)交渉の大筋合意に関する陳情について

の件を起立により採決いたします。 

 本陳情に対する委員長の報告は、不採択とするものであります。 

本陳情は、原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

       （賛成者起立） 

○議   長 

 起立４人。 

起立少数であります。 

よって、本陳情は、委員長報告のとおり不採択とすることに決しました。 

 

    ◎日程第３ 委員会の閉会中の継続調査について 

○議   長 

 日程第３ 委員会の閉会中の継続調査についての件を議題といたします。 

 各委員長から、会議規則第７４条の規定により、お手元に配付したとおり申し出がありま

した。 

 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決しました。 

 

    ◎閉会の宣告 

○議   長 

 以上をもって、本定例会に付議された案件は全て終了いたしましたので、会議を閉じます。 

 平成２７年第４回大樹町議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午前１０時１２分 
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