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平成２６年度決算審査特別委員会会議録（第１号） 

 

平成２７年９月１５日（火曜日）午前１０時開議 

 

○議事日程 

     委員席の指定 

第 １ 委員会記録署名委員指名 

 第 ２ 認定第  １号 平成２６年度大樹町一般会計決算認定について 

 第 ３ 認定第  ２号 平成２６年度大樹町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)決

算認定について 

第 ４ 認定第  ３号 平成２６年度大樹町後期高齢者医療特別会計決算認定につい

て 

 第 ５ 認定第  ４号 平成２６年度大樹町介護保険特別会計決算認定について 

 第 ６ 認定第  ５号 平成２６年度大樹町介護サービス事業特別会計決算認定につ

いて 

 第 ７ 認定第  ６号 平成２６年度大樹町公共下水道事業特別会計決算認定につい

て 

 第 ８ 認定第  ７号 平成２６年度大樹町水道事業会計決算認定について 

 第 ９ 認定第  ８号 平成２６年度大樹町立国民健康保険病院事業会計決算認定に

ついて 

 

○出席委員（１０名） 

  １番 船 戸 健 二   ３番 杉 森 俊 行   ４番 松 本 敏 光 

  ５番 西 田 輝 樹   ６番 菅   敏 範   ７番 髙 橋 英 昭 

  ８番 安 田 清 之   ９番 志 民 和 義  １０番 阿 部 良 富 

 １１番 柚 原 千 秋   

 

○欠席委員（０名） 

 

○地方自治法第１２１条により出席した者の職氏名 

町 長  酒 森 正 人  副 町 長 布 目 幹 雄 

総 務 課 長  松 木 義 行  

企 画 課 長 兼 

商工観光課長兼 

地場産品研究セ

ン タ ー 所 長 

黒 川   豊 
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町 民 課 長 兼 

税 務 課 長 
 林   英 也  

保健福祉課長兼 

南十勝子ども発

達支援センター 

兼町立保育所長 

村 田   修 

農林水産課長兼 

町 営 牧 場 長  
 瀬 尾 裕 信  建 設 課 長 小 森   力 

会 計 管 理 者 兼 

出 納 課 長 
 髙 橋 教 一  教 育 長 浅 井 真 介 

学校教育課長兼

学校給食セン

タ ー 所 長 

 吉 岡 信 弘  
社会教育課長兼

図 書 館 長      
角 倉 和 博 

農業委員会長  鈴 木 正 喜  
農 業 員 会 

事 務 局 長 
森   博 之 

代表監査委員  澤 尾 廣 美  議選監査委員 齊 藤   徹 

○本会議の書記は次のとおりである。 

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 

○柚原委員長 

 ただいまの出席委員は１０名であります。 

 定足数に達しておりますので、本日の委員会を開きます。 

委員席につきましては、ただいまご着席のとおり指定いたします。 

 本日の審査日程は、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 委員会記録署名委員指名 

○柚原委員長 

 日程第１ 委員会記録の署名委員の指名を行います。 

委員会記録の署名委員は、規定により、委員長において、 

 １番 船 戸 健 二 委員 

 ３番 杉 森 俊 行 委員 

を指名いたします。 

 

   ◎日程第２ 認定第１号 

○柚原委員長 

 日程第２ 認定第１号平成２６年度大樹町一般会計決算認定についてから、日程第９ 認

定第８号平成２６年度大樹町立国民健康保険病院事業会計決算認定についてまで、以上、８

件については、去る９月８日の本会議において、提案理由と内容の説明が既に終わっており

ます。 

 お諮りいたします。 

 認定第１号平成２６年度大樹町一般会計決算認定についてから、認定第８号平成２６年度

大樹町立国民健康保険病院事業会計決算認定についてまでの、以上８件については、本委員

会の質問、質疑を３回までとする会議規則第５４条の規定を適用しないで審議を進めたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、認定第１号から認定第８号までの８件については、本委員会での質疑を３回

までとする会議規則第５４条の規定を適用しないで審議を進めることに決定いたしました。 

 次に、質疑に入りますが、その前にご連絡いたします。 

 理事者より、本委員会での各会計決算の審議に際し、主幹、係長等も説明員として出席さ
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せたい旨の要請がありましたので、これを認めることにいたしたいと思います。なお、主幹、

係長等からの説明にあっては、特に理事者から申し出があった場合に限り、委員長において

指名することといたしますので、ご了承願います。 

 また、質疑に当たり、事項別明細書に記載されていない事項については、総括質疑でお受

けすることにいたします。 

 また、関連質疑については、先の質疑者が終了してから新たに質疑されるようお願いいた

します。 

 日程第２ 認定第１号平成２６年度大樹町一般会計決算認定についての件を議題といた

します。 

 最初に質疑を行います。 

 質疑は、歳出歳入の順で行います。初めに、歳出からページを区切って、款ごとに質疑を

行います。 

 それでは、決算書の６２ページから６３ページの１款議会費の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 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。 

 次に、６２ページから１０１ページの２款総務費の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○柚原委員長 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 ６７ページの１２節役務費の関係ですが、ＰＣＢ処理手数料ということで、説明ではまだ

残っていて、ほか２台ということでちょっとメモし忘れたのですが、そのほか２台という、

何が２台かということと、それから今後の処理見通しですね、これなかなか遅れているよう

なのでどうなっているのか、そこの点についてお伺いいたします。 

○柚原委員長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 ただいまＰＣＢの関係でご質問をいただきました。 

 ＰＣＢにつきましては、昨年、一昨年の議会でもご説明していますが、安定器高圧トラン

ス、高圧コンデンサー等がございまして、安定器につきましては３５９台を約３９０万円程

度を平成２６年度において処理してございます。 

 今現在、保有しているものにつきましては、もう全て高濃度ではなくなりまして、２６年

度の調査におきまして不明でありましたコンデンサーにつきましても低濃度であるという
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ことが確認されてございます。 

 今現在の保管状況につきましては、都合トランス２台、高圧コンデンサー１台、いずれも

低濃度のものなのでございますけれども、いかんせん専門施設での処理という形になります

ので、その順番がまだ回ってきてございません。基本的に高濃度のほうから進んでいますの

で、今のところ何年という明確な答えはいただいてはいないのですけれども、少なくても非

常に長い話なのですが、平成３８年度までには全量処理するという形になっていますので、

十勝管内で一定の数が集まるとか、そういった調整が終わった後に処理を受け入れしていた

だけるものと考えています。 

 ただ、申し訳ございません、具体的な時期については今、この場で明言することはできま

せんのでご了解いただければと思います。 

 以上でございます。 

○柚原委員長 

 ほかにありませんか。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 ちょっと確認の意味も含めて伺いたいと思います。 

 ６５ページ、２款総務費１項総務管理費１目一般管理費の３節職員手当の宿日直手当であ

ります。私の理解では、通常は病院特老等を除いて職員の宿日直はないという理解をしてい

たのですが、ここに９１万９,８００円の支出があります。 

 これは町全体のものであるのかどうか、それとも庁舎として特別な形の宿日直があるのか

どうかをお聞かせいただきたいと思います。 

○柚原委員長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 ただいまの宿日直手当の関係でご確認をいただきました。 

 宿日直手当、町長部局の中では１カ所、光地園牧場がございます。光地園牧場は、夏季の

放牧時間はいいのですけれども、冬季舎飼いの折に宿直をおきまして夜間巡回を行うという

作業がございまして、こちらに約７カ月ぐらいが冬季舎飼いという形になるのですけれど

も、1日４,２００円、これを２人でローテーション組んで回しているという形になってござ

います。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 ほかにございませんか。 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 毎度ちょっと聞いていますけれども、６５ページ、時間外勤務手当、これは何名ぐらい支
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出をしているのか、それから一番多い方といいますか、これは総務費だから多分、全部の課

のものが入っているという理解をしているのですが、どこの部署の時間外が一番多いのか、

お知らせをお願いをいたします。 

○柚原委員長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 ただいまご質問の時間外勤務手当なのですが、この６５ページの職員手当等の中の時間外

勤務手当に計上されている人数、総支給人数につきましては７４名でございます。ただ、こ

のうちに災害対策等で管理職が出た場合は給与の規則にのっとりまして、そういう水防計

画、もしくは防災計画に基づいた出益に関しては管理職にも時間外を払うということもござ

いますので、これが５名ほど含まれてございます。 

 それから、所属別でちょっと１人当たりという部分はご遠慮させてもらいますけれども、

基本的に時間外が多いのは昨年度につきましては税務課でございます。税務課につきまして

は、ご迷惑をおかけしましたが、固定資産税の課税の関係で還付がございまして、それに伴

いまして職員数が少ないというのもあるのですけれども、非常に長期にわたりましてその還

付に向けた作業を進めていただいたということで、ここが一番多いです。  

 そのほかには、次が保健福祉課という形になります。１人当たりで申しますと４５０時間

程度という方が何名かいらっしゃいます。そのほかに、例えば中学校の公務補さんなのです

けれども、こちらにつきましては学校の関係で朝早くから夜遅くまでという形がありまし

て、打ち切りで時間外手当を支給している部分、打ち切りと申しますか、一月当たり幾らで

換算して出している部分もありまして、そういった形が非常に多くなってございます。 

 そのほか、どうしても時間外やるにも、例えば商工とかもかなり忙しいのですけれども、

いかんせん人数が少なくて、１人当たりでいくとそこまではいかないという形になってござ

います。 

 一昨年と昨年を比較いたしまして、特に増えているのがやはり税務課と保健福祉課、この

２課ということになってございます。 

 以上でございます。 

○柚原委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 これ毎度言っているのだけれども、そんな変わらないのだよね、毎年変わらない。これ、

改善をされているのか、それとも仕事の量が多すぎるのか、どうなのかという疑問をいつも

抱いているのです。 

 現実的には、今、立派なコンピューター、事務処理等々は機械で、これ入れるときに事務

効率が上がりますと、上がるという説明で何千万も投資をしてきたわけです。だけど、一向

に上がってこない、これはどういう理由なのかちょっと、何で下がってこないのだろう、こ
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れ時間外にすると４５０時間といったら８００円で単純に見ても、ちょっと異常すぎないか

なと、その人だけ負担がいってるというか、これ何か病気で亡くなったら労災の関係等も出

てくる話になりますよね、そうですよね。 

 これはやはりちょっと問題かなというふうに思うので、ここら辺の分析を少ししていただ

かないと困るかなと。 

 それから、職員も多分、自覚があるのかないのか、これは事後報告、これは改善されたの

だろうか。前のときは自分で超過勤務をして、自分で報告をした、改善をしてほしいという

ことで、昨年度も私はお話をしているのですが、この通達等々、今後、仕組みがどうなのか、

税務課が上がったのだよとか、これはもう仕方がない部分もあるけれども、本当に中身どう

なのだろうと、保健福祉課も現実的に時間外がそんなにいくということは何か支障があるの

かという検証がされたか、されないかだけお聞かせください。 

○柚原委員長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 まず、一番最後のご質問でしたが、保健福祉課に関しましては昨年度、介護保険の関係と

か障害者の関係並びに子ども・子育て支援事業計画の関係で計画策定が集中したという時期

でもございました。また、その辺が大きな理由の一つなのかなと考えてございます。 

 それから、時間外の命令系統につきましては、かなり強いご指摘もいただいておりまして、

基本的には時間外勤務を必要とする場合、事前に管理職のほうに提出するようにと、実はそ

のための様式も見直しましてパソコンの整備かけた上で、業務内容も明確にして分析をかけ

ているところでございます。 

 電算化で能率は多分、かなり上がってはいるのですけれども、それに関してまた事務量自

体も多分増えていると、それともう一つが職員数自体も減っているという形にございます。

よく私どもが予算編成時、そのほかの関係でチェックさせていただいていますのが、十勝管

内、同じ管内の市町村どうなのだろうと見ますと、私どもの町ほぼ中間という形になってご

ざいます。 

 実は庁舎内の人数が非常に減っているようなイメージがあろうかと思います。実際は小さ

な課もありまして、結構お一人お一人に負担かかっている部分は間違いなくあると思いま

す。  

 また、土日の行事等につきましても、平成２７年度に関して申し上げますと、もちろん柏

林公園まつりと清流まつりは従前から時間外は出さないけれども、かわりに休みをあげるよ

という形にしていました。２７年度につきましては、そのほかにも２点ほど行事に関しまし

て時間外は支給しないので代休で休んでくださいという形をとってございます。 

 また、職員の健康管理につきましては、何よりもまずご自分で十分に健康に留意されるこ

とが何よりだと思っていますけれども、非常に端から見て厳しそうなところに関しましては

例えば今年度も中間８月１日で人事異動１件あったわけなのですが、そこも端から見てても
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かなり負担かかっている部分で、職員を緊急でしたけれどもやりとりさせていただくと、そ

ういった仕事の量、それから状況を見ながら人事も含めて、時間外の削減も含めてこれから

も努めてまいりたいと思いますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 ６５ページ、先ほど２款の一般管理費なのですが、賃金の関係で。事務生など、以下に賃

金の計上があるのですが、ここに手当が計上されていない。上の項目に職員手当あるのでず

が、ここに計上されている事務生以下については手当は賃金に含まれているのか、それか職

員手当のほうに手当としていっているのか、それか手当がここの部分に支給されている、さ

れていない部分について伺いたいと思います。 

○柚原委員長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 ６５ページの賃金の関係でございます。 

 この事務生賃金、５,７５２万円程度でございますけれども、ここには実は１２名分の予

算が計上されてございまして、各種手当、職員とほぼ同じ手当が出るわけなのですが、給料

もしくは職員手当で払っているいわゆる定数内の職員と同じ手当が出てございます。 

 こちらにつきましては、職員には給料から払えという形になっていまして、定数外につき

ましては賃金、もしくは報酬という形になりますので、この賃金の中に例えば期末勤勉手当

であるとか、そういった各種手当が盛り込まれてございます。 

 また、施設管理人賃金というのは、これは純粋に尾田の児童館の臨時管理人でございまし

て、こちらの方に関しては手当はございません。 

 また、その下二つにつきましては純粋な臨時的な業務につけてるものでございます。もう

１点の６７ページにも賃金入っていまして、こちらの再任用職員賃金というものにも期末手

当等が含まれてございます。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ございませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 給料に関することで３項目ありますので、順番にお願いしたいと思います。 

 ６３ページの報酬について１,８００万ほどの支出があると思うのですが、何人で職種が

どのような方かということをまずお知らせ願いたいと思います。 

○柚原委員長 
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 松木総務課長。 

○松木総務課長  

 ６３ページの１節の報酬でございます。嘱託職員報酬につきましては、施設の管理人、昨

年度でいきますと福祉センター、それから海洋センター、公衆浴場、それと建設課にいらっ

しゃいます営繕の担当の方、この７名の人件費がこの嘱託職員報酬に入ってございます。 

 それから庁舎清掃作業員報酬につきましては、庁舎内の清掃を担っていただいておりま

す、お一人でございます。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 次、６５ページの給料のところをお願いいたします。 

 町長部局の一般職給料２億６,０００万円ほど支出されておりますが、一般職については

事前の説明の中で１名の増というふうなことで記憶しているのですが、間違っていればごめ

んなさい。 

 それで、お聞きしたいのは行革を進めていくときには３人退職したら、たしかお二人の補

充で基本的な今期の行政改革については進めていくのだよというふうなことでお聞きして

いると思うのですが、そこら辺は計画と実際の人数との乖離というのはないのでしょうか。 

○柚原委員長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 給料の関係でご説明申し上げます。 

 町長部局、一般職給料、去年より１増というふうに私、申し上げましたが、これは総支給

人数が１増でございました。実は病気休職された方が２名いらっしゃいまして、その方たち

は特別会計と複合事務組合のほうにいらっしゃいましたので、その休職期間中、役場のほう

に戻したというケースがございます。 

 また、１名、１月採用という方もいらっしゃいまして、そこを引くと人数的には落ちてい

るというご理解をいただけると思います。 

 それから行革の関係なのですが、第３次行財政改革大綱が平成２１年度から２５年度まで

を期間としてスタートいたしました。もちろん人件費の削減も含めまして３名の退職、退職

者の３分の２程度を補充するにとどめるという形で平成２５年度まで動いてまいりました。 

 ただいま平成２６年度から平成３０年度までの第４次行財政改革大綱が動いてございま

す。ここの目標人数は平成２５年度末の定数職員の総数が１６４でした。平成３０年度の目

標といたしまして、そこから１６１まで落とすというのが平成２１から２５でかなりの人数

が減っておりまして、行政運営に結構支障が出てきてございます。 

 ただ、再任用職員制度とかも始まっておりますので、とりあえず定数にある職員について
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は１６１名まで、平成３０年度に落とすという形でございますけれども、ここ１、２年、

ちょっと定年退職者が非常に多く退職してございましたので、ほぼ同数を採用してございま

す。 

 今現在、今年度に入りまして残念ながら職員の方２名亡くなられております。確認したと

ころ１６２名でした。ですから、今から１名減ると平成３０年度の目標を達成するというよ

うな状況でございます。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 給料の三つ目で、６４ページの職員手当等の中に管理職手当が９８７万ですか、支出され

ているのですが、お聞きしたいのは定数の分と、その中に占める管理職の割合というのは他

町村と比べるのは他町村なのでしょうけれども、行革などでのご自分方のご努力含めて類似

団体なりとの比較ではいかがなものなのでしょうか。 

○柚原委員長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 もちろん管理職手当につきましては各課、もしくはセクションに配置しているものでござ

いますので、課のサイズにもよるところがありますし、職員の総数、人口規模に比例して職

員数が変わってまいりますので、そこでもあるのですけれども、直近の給与実態調査の管内

比較で申し上げますと、全職員で割り返した部分でいきますと管内では６番目に高いほうに

属しています。 

 職員１人当たりに全管理職手当を職員１人当たりに割り返して、月額幾らだよという感じ

になります。すなわち、比較すると基本的には管理職は他町村に比べて率が高いというか、

多い可能性があります。 

 ただ、部制をひいているところは管理職手当の支給率が違ったりもしますので単純比較は

できないのですが、管内では６番目、１８町村中６番目の管理職手当の支給額になっていま 

す。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 今、お話の中では、きっと類似団体等の十勝の中では金額を主におっしゃっていただきま

したけれども、僕は金額のことは人に伴ってくるのですので、例えばほかのところの１０％

支給なのにうち１５％支給だよとか、そういうようなことがなければそんなに問題はないと

いうふうに思いますけれども、対職員さんと管理職との比率とか、そういふうなことについ
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ては事務の効率化というふうな面でも問題にしていい数値かなというふうにして思ってお

りますので、そのようなことがあれば、またいろいろ教えていただいて、確かにおっしゃら

れたように小さな課のサイズの問題もありますし、小さいからといって管理職置かないとい

うことにもなりませんので、必ず１０人に１人にだよとか、そうはいかないことも重々承知

で無理なことを言っているのかもしれませんけれども、ぜひ担当部局におかれましては、そ

ういうふうなバランスのことも今後、頑張っていただきたいなというふうに思っておりま

す。 

 ちょっと関連で一つだけいいでしょうか、すみません、一番最初に聞けばよかったのです

けれども、ご説明にもありましたけれども報酬と給料と賃金の自治法上のいろいろなことで

は、そこはすみません、この人件費に関しては最後の質問にしますので教えていただきたい

と思います。 

 何か年がら年中、実際的にお給料のような形でもらっている方も報酬になっていたり、賃

金になっていたりとか、そこがちょっと理解できないというか、例えば事務生の方だと本当

に職員と同じような共済組合、退職手当組合、お給料のシステムというふうになっているの

に、賃金だよとか、それから嘱託職員の方も果たして報酬というのは、何か僕は委員報酬の

イメージが強くて申し訳ないのですが、そこら辺、説明いただきたいと思います。 

○柚原委員長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 その前に、先ほど申し上げられました管理職手当の関係で１点補足させていただきます。 

 私どもの町、人口に比してもしかしたらそのセクションが少し多いかもしれません。ただ、

今現在、大樹町行財政改革推進本部の中で組織機構の見直しなども進めていますので、それ

で減るとか減らないとかこの場合は言えないのですけれども、そういった取り組みも進めて

いるところでございます。 

 それから、給料報酬賃金の部分なのですが、まず給料につきましては大樹町職員の給与に

関する条例という条例がございます。いわゆる昔の事務吏員とか技術吏員とか言われた正職

員の皆様が給料、もしくは職員手当という形で支弁受けてございます。 

 それから、そのほかに私どもの町には大樹町定数外職員の勤務条件等に関する要綱という

要綱がございます。こちらのほうにつきましては、職員定数には含めないのですけれども、

職員同様、常勤で働いていらっしゃる方たち、この方たちにつきましては手当の支給率等も

正職員に準じたものを使ったり、そういった方で賃金で支弁してございます。 

 それから、報酬につきましては、実は従前、施設の管理人とか基本的に施設の管理人が多

かったのですけれども、こういう方たち、例えば施設の開館が朝の９時、夜の１０時という

ような形があるのですけれども、その間、フルタイムで勤務しているかどうかという部分も

ございますし、例えば施設の利用がないときはどうするのかというところもございまして、

非常に曖昧ではあるのですけれども、総額を保障した中でうまく休みをとりながらご勤務を
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お願いしているという実態がございます。 

 例えば賃金とか給料でいきますと、所定労働時間を超えると時間外勤務というのが発生い

たします。そういう方たちは基本的に、もう朝何時から夕方何時までと、きちんと勤務され

た上で上司の監視も受けているのですけれども、どうしても報酬でお支払いされている皆様

に関しましては目の届かないところもございますし、逆に休めるときはお休みいただいた上

で、お客様対応のときは対応してもらうという形で、ちょっと具体的な勤務時間とかを指定

しづらいところ。もちろん、労働基準法がございますので、その枠内でうまく自分の裁量の

中で勤務されたらお休みしてくださいよという話はしているのですが、そういう方たちに関

しては大変、申し訳ないですが報酬のほうでお支払いしています。 

 職員、正職員に関しましては、給料を払えという地方自治法上の決めがございますので、

給料で計上していますが、いわゆる定数外の職員につきましては基本的には賃金対応、施設

管理人等につきましては嘱託職員報酬対応という形をとらせていただいているのが実態で

ございます。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 これは深追いするつもりはないのですけれども、今のお話の中でちょっとすみません、僕

も自治法上とか、そんなの大分もう見ていませんし、科目の設置のあれもずっと見ていない

からあれなのですけれども、今のお答えの教えていただいた中では例えば報償費なども例え

ばお礼ので、報償費にはならないと僕も単純にそれは思うのですけれども、何か報酬という

のは何か賃金は時間外生じるよとか、何は何とかといういずいところあるのかもしれません

けれども、もう一度、財政のほうで、他町村もそうなっていればそれはそれであれですけれ

ども、他町村の例ですとか、そこら辺もちょっと事例を拾っていただければ納得できるかな

というふうに思っておりますので、お前の絶対考えが間違いだよということについては、ま

た休憩の時間にでもご指導いただければありがたく思っております。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 ６９ページの１３節委託料と１４節使用料、賃貸料で伺いたいと思います。 

 １３節の委託料、訴訟業務で、当初予算、１７万３,０００円組んでいたのですが、支出

が７１万３,０００円が組まれていたのですが、支出が３８万８,８００円であります。これ、

どういう内容で予定をして、支出の減額になった内訳を教えていただきたいと思います。 

○柚原委員長 

 松木総務課長。 
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○松木総務課長 

 ただいま委託料のうちの訴訟業務の委託料の決済額についてご確認をいただきました。 

 実は、訴訟業務、おっしゃるとおり７１万３,０００円という予算計上でございますけれ

ども、基本分とあとは案件分という形で分けてございます。今回、支出しているのは３８万

８,８００円につきましては、基本的に通年通してご相談をさせていただくような料金とご

理解をいただきたいと思います。 

 実際に、訴訟業務等に取り組む捜査が行われるという場合は、残りの予算、もちろんそれ

で足りるか足りないかは別なのですけれども、１件３０万円程度という形でその予算を見て

います。 

 ですから、平成２６年度はいろいろなご相談をさせていただいたことはございますけれど

も、実際の裁判に移行するような案件がなかったものですから、基本相談料という部分での

３８万８,８００円を支出させていただいてございます。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

それでは、１４節の使用料と賃貸料です。これもハイヤーの使用料なのですが、２００万

円から７０万円に大幅に減っています。先日の補正予算でも医者のハイヤー代の補正があっ

たのですが、そういうような関係があって、これだけ減額になったのか、それともいろいろ

な意味で職員が使う分も入ってて節約になったのか、その関係を教えてください。 

○柚原委員長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

実は、このハイヤー借上料につきましては、町長が出張する場合に予算組したものでござ

います。平成２５年度までは臨時の方をお願いしていたのですが、基本的には平成２６年度

からハイヤーを使いましょうということにしています。 

予算編成のときは、基本的に全出張を対象にチェックをかけていったわけなのですけれど

も、実際は職員が随行する出張等もかなりございまして、職員が運転する部分、それからタ

クシーにお願いする部分と分けて、ちょっと１年目だったものですから可能性のある部分も

全部計上してみたのですけれども、実際は職員等の送迎とかありまして、そこまでは至らな

かったというのが実態でございます。 

次年度以降は今年度ベースに各種行事予定等調べながら、もう少し現実味といいますか、

決算見込みに近い数字の予算計上になろうかと考えてございます。 

以上です。 

○柚原委員長 

菅委員。 
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○菅敏範委員 

 それでは、７０万円は町長の出張に関する使用料ということの理解でよろしいですか。全

額。 

○柚原委員長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 ちょっと１件１件のチェックはないのですけれども、基本的には町長、もしくは町長随行、

例えば議長さんと一緒に出張されるとか、誰かと一緒に出張される、町長が行くときにタク

シーの運行を依頼してございます。 

 ただ、どうしても休みで町長の出張ではないのですけれども、緊急時に誰かを帯広に送る

とかという場合、最近１件あったのですけれども、式典に出席する団体の長を送る足がない

ということでタクシーを使ったことが、この平成２７年になってから１件ございます。２６

年については、申し訳ございません、そういうケースが何件あったか調べてございませんけ

れども、ほぼ町長の出張に伴うものでございます。 

 以上です。 

○柚原委員長 

ほかに質疑ございませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 それでは６７ページの需要費の中で二つほどお聞きしたいと思います。 

 燃料費２９３万円ほど支出しているのですが、これは車何台分の燃料費なのかお聞きした

いのと、管理の中で１リットルで何ぼ走るだとか、そういうふうな車ごとの管理なんていう

のはされているのかをお聞きしたいと思います。 

 何かプリウスも替えて、それからハイブリッドもトータルで町長のほうから、うちでは

トータル４台あるんだよということなのですが、そこら辺はどのような状況になっているの

でしょうか。 

○柚原委員長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 ６７ページ需要費のうちの燃料費でございます。 

 この決算に出ている大きなものは役場庁舎の暖房費、暖房用の重油でございます。車輌に

つきましては、確かに町長車１台をこの総務一般管理費の中で見てございますけれども、そ

こにつきましてはむしろハイブリッドということで１０万円までいかないぐらいのガソリ

ン代という形になっています。 

 実際、庁舎の暖房料は数字で申しますと約２８６万円、このうち２８６万円が庁舎の重油

代ということでご理解いただければと思います。 
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 以上です。 

○柚原委員長 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 同じく光熱水費で４４８万という項目があるのですが、この中で電気代というのは光熱水

費で分けてお知らせいただいて、やっと、今は結構、新電力というのですか、リスクもある

とは思うのですが、そういうふうな新電力なんかの検討なんかもこの決算の数字を見て検討

されたのかどうか、そこら辺の事実をお聞かせ願いたいと思います。 

○柚原委員長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 今の光熱水費の中、４４８万５,０００円ですけれども、電気料につきましては毎月３０

万円から３５万円程度かかっています。ですから、この全体の９割ぐらいが電気料だとよご

理解いただけると思います。 

 それから新電力の関係でございますけれども、実際、管内でも音更町とは新電力を一部能

施設に導入しているところもございます。もちろん、そういうところから提案も受けてござ

いますし、比較もしてございます。まだそこには踏み切ってはいないのですけれども、今回、

北電さんのほうも新電力に対する対応とか、北電の取り組みという形で近々ご説明をいただ

ける形になってございます。 

 基本的には安ければというのもございますし、安定的に来れるのかどうかというのもござ

いますので、そこを比較した上で北電さんからのご提案なども聞きながら、コスト比較をし

た上で進めていければなと考えています。 

 検討した経過はございますけれども、まだその決断に至っていないのが実態でございま

す。 

 以上です。 

○柚原委員長 

ほかに質疑ございませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ７３ページの３目財産管理費１２節役務費と、７７ページの４目企画費に関係して２点伺

いたいと思います。 

 １点目の３目財産管理費、１２節役務費なのですが、実はこの中に除雪手数料５万８,３

２０円というのがあるのです。当初予算には計上されていないもので、その除雪に対して手

数料というのがどういう意味なのか理解ができなので、これは何なのか教えていただきたい

と思います。 

○柚原委員長 
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 黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

 ただいまの質問にお答えします。 

 除雪手数料につきましては、尾田小学校職員住宅の屋根の除雪をするのに建設会社にお願

いをしたと、ちょっと屋根が危ないということで緊急性がございましてお願いしたという経

緯がございます。 

○柚原委員長 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 その屋根の除雪が除雪手数料というふうになるのがちょっとわからない。そういう項目に

しないといけないというのがあるのですか。除雪費でなくて。 

○柚原委員長 

 黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

 この辺は作業によりまして委託業務でやる場合もございますし、シルバーセンターなどに

お願いする場合は委託業務になりまして、委託契約を結んでやる場合もございます。 

 ただ、ここの場合は軽易な作業ということで役務費で支出させていただいたと、ちょっと

項目としてその名前が合っているかどうかというところはちょっと微妙でございますけれ

ども、性質としてはその手間ということで役務ということで出させていただいたということ

でございます。 

○柚原委員長 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 何となくわかったような、わからないようなのですけれども、内容的には理解をしました。 

 それで、７７ページ、４目企画費に関係するのですが、この中の移住促進事業の主要施策

報告書の中で、おためし住宅ですね、実は。６世帯、３１２日間利用したという報告がある

のですが、間違っていなければ当初予算の中では需要費で６２万７,０００円が計上されて

いると思うのですが、その支出がどうだったのかということが一つちょっとはっきり理解で

きないのと、その６世帯３１２日間の個別の内訳的でいうと、例えばＡさんが８０日とか、

そういうふうに６世帯がどういう期間でもって利用したのかを教えていただきたいと思い

ます。 

○柚原委員長 

 黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

 昨年度、入居していただきました６世帯につきまして、述べで３１２日ということでござ

います。個別の内容は当然、承知していますけれども、ちょっと今、手元にございません。
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後ほど示させていただきたいと思います。 

 当初予算の６２万７,０００円につきましては、光熱水費３３万６,０００円、修繕料３万

円、インターネット使用料９万２,０００円、清掃委託料、あるいはテレビ受診料などを含

めて６２万７,０００円になっております。 

 需要費だけで見ますと、光熱水費でいきますと１９万６,７８３円の支出でございます。 

よろしいでしょうか。 

○柚原委員長 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 ちょっと、そこの部分がちょっと理解しづらかったのですが、実は２戸分使っていますの

で、経費がかかっている部分を負担したと思うのですが、これちょっと初歩的質問で申し訳

ないですが、使った分の使用料をもらっているのですよね、その分の金額わかりますか。 

○柚原委員長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時４５分 

再開 午前１０時４５分 

 

○柚原委員長 

 再開します。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

２戸分で６世帯ですので、戸数が少ないのでたくさんの人を受け入れるのは大変だという

ふうに思いますが、その６世帯でほかに住んでみたいという申し込みがほかに多数ございま

したでしょうか。 

○柚原委員長 

 黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

正確な数字はちょっと今持っておりませんけれども、予約は１年前からできることになっ

ております。例えば、来年の６月から入りたいと言えば、今年の６月１日に申し込むことが

できるようなルールにしてございます。ほかの町村では抽選にしたりしているところもある

のですが、そうしますとなかなか予定が立たないということもございまして、私どもの町で

は１年前から予約はいいですよというところで運用しておりますけれども、やはり５月、６

月、９月ぐらいまでの間は結構、空いていますかと言ってすぐ埋まってしまいますので、お

断りしている件数が結構ございます。 

○柚原委員長 
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 菅委員。 

○菅敏範委員 

 今後のこともあるので、もし後でわかればお断り件数を把握しているのであれば教えてい

ただきたいのと、その６世帯の内訳、今ないと言いましたが後で、それがどうこうではあり

ませんので、どういう状況かということでありますから教えていただきたいというふうに思

います。 

 以上です。 

○柚原委員長 

ほかに質疑ございませんか。 

志民委員。 

○志民和義委員 

 ７９ページの１９節負担金補助金及び交付金のことで、７９ページの住宅用太陽光発電シ

ステム導入補助金ということですが、今年度の戸数と、今までの太陽光発電を設置した戸数

をお伝えください。 

○柚原委員長 

 黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

 昨年度の補助実績につきましては６件でございます。これまでの実績でございますが、一

般質問でお答えして、ちょっと一般質問の綴りにあったのですが、今年度、今１１件が来ま

して約６０件の申し込みとなって、大体実績として今年度で終わるのですけれども６０件程

度という見込みでございます。 

○柚原委員長 

志民委員。 

○志民和義委員 

 私、考え方としては、このメガソーラーより住宅の太陽光発電システム導入のほうがずっ

と効率的だし、大変いいことだと思うのです。わざわざ変電所に近くないとか、送電線の問

題とかないので、ただ問題は普及がいまいちまだまだ、思った以上に進んでいないというふ

うに私は思うのです。 

 それはメガソーラーの場合は全量買い取り、住宅の場合は余剰電力買い取りということに

なっているので、その点についてのやはり普及のネックになっている原因だというふうに私

は思うのですが、その点についてはいかがでしょうか。 

○柚原委員長 

 黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

 家庭用太陽光発電につきましては余剰買い取りと、まず自家消費をしてから、余った分を

買い取りますよということでございまして、工業用もあるいはメガソーラーは全量買い取り
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という制度でございます。 

 これにつきましては、それぞれの経産省の考え方があったのだろうと思いますが、一般家

庭の全量買い取りをやりますと、仮に買い取り、自分が使う電気がキロ当たり１６円とか２

０円ぐらいだとすると、売りが最初４０円ぐらいからスタートしておりまして、今、２７円

ぐらいまで下がっておりますけれども、それを全戸に普及すると余りにもその分は一般の電

力消費者に負担になるわけですので、その辺の負担のバランスが崩れるということだったの

ではないかと類推しております。 

 その辺は家庭用の部分につきましては、まずは省エネをする、省エネと相まってやれるよ

うに余剰買い取りにしたのではないかと想像しております。 

○柚原委員長 

 休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５０分 

再開 午前１１時０５分 

 

○柚原委員長 

 休憩前に引き続き、質疑を行います。 

 先ほど、黒川企画課長から答弁がありましたので、黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

先ほどのご質問でお答えしたいと思います。 

 お試し暮らし住宅の受け付けで幾らお断りしたかということでございますけれども、１４

件お断りしてございます。 

 また、どの期間にどう入っていったかということでございますが、新通に１件、双葉町に

１件、お試し住宅設置してございますけれども、昨年６月中旬から、６月１０日から８月３

１日まで新通に１件入ってございます。また、７月１１日から９月３０日まで、これが双葉

町でございます。それから９月１日から１０月１５日、これが新通でございまして、ちょっ

と前後しますけれども５月１日から６月１９日まで双葉町、５月６日から５月２７日まで新

通、そして３月３日から３月３１日まで、これはちょっと新年度にもまたがっておりますけ

れども、これが双葉町に入ってございます。この６件でございました。 

 それから、もう１点太陽光のシステムの導入実績でございますけれども、平成２３年度は

８件でございまして、２４年度が２１件、２５年度が１５件、２６年度は６件でございます。

２７年度は現在１１件という数字でございます。 

 以上でございます。 

○柚原委員長 

ほかに質疑はございませんか。 

西田委員。 
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○西田輝樹委員 

 ６７ページの役務費の電話料ということで１８９万９,０００円支出されておりますが、

先ほどの自動車なんかと同じような考え方で、例えば根幹の部分の電話についてはＩＰ電話

というのはリスクがあると思われますけれども、施設の分だとか、そのほか音質ですとか、

信頼度とか、そういうふうな部分が若干、通信費が０円だったら替えれるようなというとこ

ろもあるかと思うのですけれども、そこら辺なんかはこの２６年度なんかでもＩＰ電話の利

用なんていうことは検討されたのでしょうか。 

○柚原委員長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 電話の関係なのですけれども、基本的に電話番号の関係等もございまして、２６年度中に

契約といいますか、繋ぎ方の検討を行った経過はございません。もちろん、今後、そういっ

た部分も含めて勉強させていただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○柚原委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 同じく１２の役務費で、ちょっと私の理解超えるものですからお聞きしたいと思っている

ことに主治医の意見書の手数料というふうなことで支出されているのですが、プライバシー

にかかわることでなければ、どういうふうな町が主治医の意見書を求めるというのがあるの

か、そのケースを教えていただきたいと思います。 

○柚原委員長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 ６７ページに掲載しています主治医の意見書手数料につきましては、延べ人数３名分、１

件２,１６０円、それを３回とってございます。 

 主治医の意見書を求めるのは町として、例えばお休みの方を復職させるとか、もしくは逆

にお休みさせるとか、そういった形で町が処分を行うために処分といいますか、町が対応す

るために必要なときに、町がその診断書を持ってこいというふうに指導したときに負担して

いるものでございます。 

 お一人がけが、お一人はちょっと精神的な部分という形での実人員２名、述べ件数３件と

いう決算額でございます。 

 以上です。 

○柚原委員長 

ほかに質疑ございませんか。 

            （「なし」の声あり） 
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○柚原委員長 

 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。 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時０８分 

再開 午前１１時１０分 

 

○柚原委員長 

 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

 次に、１００ページから１２３ページの３款民生費の質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 髙橋委員。 

○髙橋英昭委員 

 １１６ページの８目公衆浴場費、支出済額は６７２万１,７３６円、不用額が９９万６,

２６４円となったわけですけれども、この内訳を見ると修繕料で１７万１,０００円程度と

いうことで、例年に比べて９０万円ほど修繕費がかかっていなかったということなのです。 

 現段階で、今後、早急に修繕しなければならない大がかりなことだとか、新規に機器の入

れ替え、そういったことがあるのかないのか、ちょっとお聞かせください。 

○柚原委員長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 今後、予定される大規模な修繕については、今のところございません。 

 一部、パイプ等の交換で十数万程度のものだけが今現在、予定されているところでござい

ます。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 髙橋委員。 

○髙橋英昭委員 

 大きな修繕予定はないということで、日常的な補修管理かなと思っています。将来も２、

３年ぐらいは大丈夫だと。あとについては、ちょっと総括の中で提案させていただきますの

で、以上です。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 
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 １０５ページの１項社会福祉費、２目老人福祉総務費の１２節役務費で伺いたいと思いま

す。 

 緊急通報用電話端末機仮設料なのですが、主要施策報告書では独居老人世帯等に緊急通報

装置を設置とあって、設置台数７０台となっているのですが、ちょっと中途半端というか、

この数字から見てこれは町全体の累計か、２６年度の新設した設置台数なのか、ひとつここ

を先にお聞かせください。 

○柚原委員長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 今現在、２６年度決算段階で設置している台数が７０台ということでございます。２６年

度に新たに設置いたしましたのは１０件、撤去したのが５件で、前年度からの累計で７０台

が設置されているというふうになっております。 

 以上でございます。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 総括でもちょっとお聞きしたいと思うのですか、今後の設置をしなければならない必要台

数とかという数字は押さえているのですか。 

○柚原委員長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 緊急通報につきましては、随時、民生委員の方等から必要な場合につきましては申請を上

げてもらって、それに基づいて保健福祉課のほうで高齢者担当、あるいは保健師等と協議を

いたしまして設置できるかどうかということでやっております。 

 今、例えばつけたくても待っているとかという方については今現在はおりません。 

 以上でございます。 

○柚原委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 何点かありますけれども、まず１０９ページの扶助費を心身障害者扶養共済掛金で１５万

３,０００円というようなことで、対象人数についても主要成果報告書を見せていただきま

して承知しておりますが、このＰＲですとか、そういうふうな加入促進のことについてはど

のような事務的な方法をとられているのでしょうか。 

 何かちょっと以前に比べたら人数少ないなというふうに思っておりますが。 



 

－ 23 － 

○柚原委員長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 新規に手帳をとられた方で、扶養共済ということですので対象になる方は、例えばその手

帳をとった方がまだ２０歳未満とかという方でということで、委員もよくご存じだと思うの

ですけれども、そういった方につきましては手帳とられた際にこういう制度があるというこ

とではお知らせはしております。 

 ただ、減ってきている理由としては、その掛けていた方からやはり掛け金がちょっと高い

ということがありまして、なかなか判断がつきかねるというようなお話も聞いたことがござ

います。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 そのような理由があればあれなのですが、今あれでしょうか、掛け金の２分の１負担とい

うか、デイ階層の方も今、デイ階層と言うのかどうか、それもちょっと不安ですけれども、

俗に言うデイ階層の、そのような方も２分の１負担で運営されているのでしょうか。 

○柚原委員長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 全ての方２分の１助成ということで負担させていただいております。 

○柚原委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 心身扶養共済、今のお話の中では新規の方を中心にＰＲ活動されているということでお話

を承りましたが、ぜひ年に１回がいいのか、２回がいいのかわかりませんけれども、ある程

度、手をつなぐ親の会だとか、それぞれ制度で特別扶養手当の該当者の方とか、そういうふ

うな方に対するＰＲというのはいかがでしょうか。 

○柚原委員長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 今現在、委員ご指摘のように積極的な形でのＰＲというのはしていないものですから、必

要に応じてそういった形でしていきたいというふうに考えております。 

○柚原委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

西田委員。 
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○西田輝樹委員 

 これはちゃんと事前にお聞きすればよかったことで恥ずかしいことですが、１２３ページ

の保育費の委託料の中で子ども・子育て何とかパッケージ導入業務というのがあるのです

が、これの説明をいただきたいと思います。初めて、僕、見たような気がするのですが。 

○柚原委員長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 １２３ページの子ども・子育て支援パッケージについてですが、こちらにつきましては新

たに今年度から保育園、認定こども園に入っていただく保護者の方について、料金体系が変

わりましたので、その料金体系等を管理するためのソフト、あとは入退所の管理等をするた

めに新たに導入したものでございます。 

 以上でございます。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ございませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ２点、伺いたいと思います。１１９ページ、２項児童福祉費、１目児童措置費、１９節負

担金で、子育て世帯臨時特例給付金に対する主要施策報告書で申請件数３５４件に対し、そ

のうちの不支給となったものが１１件という記述があるのですが、その１１件の不支給に

なったその理由が例えば条件があると思うのです、申請者の勘違い的なもので不支給になっ

たのか、厳密な給付基準等を慎重審議した結果、不支給になったのか、その辺の状況という

か、理由をお聞かせください。 

○柚原委員長 

 林町民課長。 

○林町民課長 

 ただいま子育て世帯臨時特例給付金の関係で、申請があったのに不支給になったケースが

あるということでのご質問がございました。 

 支給に当たりましては、所得要件がございまして、一定の所得があった方については対象

にならないというような規定がございます。 

 ご案内の申請書の手続き等についてご案内した段階では、前年度の所得の確定、そこが終

了前でございましたので、対象になるお子さんのいる方につきましてはご案内を差し上げて

いるという状況にございます。 

 一定の所得がある場合は対象にならないよということも含めてご案内をした中で申請の

手続きをとっていただきまして、申請の手続きが出た方に対しまして最終的な所得の確認

と、その作業をさせていただいて対象外になられた世帯があったということでございます。 

○柚原委員長 
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ほかに質疑ございませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 所得の関係ということで理解をしました。 

 もう一つ、１２２ページの３項生活保護費、１目扶助費なのですが、主要施策報告書では

非保護世帯３２世帯４５人という記述があります。今年度、生活保護開始が１世帯で、廃止

が３世帯というふうになっているのですが、一つはその廃止になった理由と２６年度、１世

帯が生活保護費の扶助費を受けているのですが、２６年度に申請件数が１件だったのか、

もっと何件もあったのか、この件数をお聞かせください。 

○柚原委員長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 ２６年度の申請は１件のみでした。以上でございます。 

○柚原委員長 

ほかに質疑ございませんか。 

(「廃止の理由を」と発言する者あり) 

村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 申し訳ございません、廃止の理由ですが、転出が１件と残り２件は死亡ということになっ

ております。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 １２７ページ、１３節委託料のことをお伺いしたいと思います。 

 (発言する者あり) 

○柚原委員長 

 ほかに質問ありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 質問なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 次に、１２２ページから１３１ページの４款衛生費の質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 杉森委員。 

○杉森俊行委員 
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 １２５ページの１３節委託料のところの備考欄にあります、子どもミニドッグ検診料とい

うことですけれども、私が聞いたのは対象が４年生から高校３年生まで、そして、その人数

が３３１人で受診した人が４４人、精密検査を要する人が８人というふうに私は報告を受け

たと思っているのですけれども、この代金というもの、個人負担というものがあるのかどう

かをちょっと聞きたいのですけれども。 

○柚原委員長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 個人負担はありません。 

 以上です。(「人数は間違いない」と発言する者あり) 

 人数ですけれども、小学校から高校までで、対象者が３３３名、受診者が４４名、うち精

密検査が必要な児童が８名ということで間違いございません。 

○柚原委員長 

 ほかにございませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 先ほどは失礼しました。１２９ページ、１項保健衛生費、４目予防費、１２節委託料なの

ですが、エキノコックスの関係について伺いたいと思います。 

 支出でエキノコックス症検査業務の中で、４万４,１４０円の支出があるのですが、この

数字別にしまして検査対象者はどの範囲というふうにしているのか、対象になっているもの

が全員というか、ほとんど検査をしているのかについて伺いたいと思います。 

○柚原委員長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

エキノコックスの検査でございますが、対象者は小学校４年生以上の町民ということで、

５年に一度ということになっております。 

 その対象者の方につきましては、こちらから案内を送って受けていただくようにという形

で対処しております。 

 以上でございます。 

○柚原委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 ただ、対象になるものが町民の４年生以上全員でないと思うので、そこの範囲の絞り方に

よって対象になる人数がもともといると思うのです、そのときの人数を教えてください。 

○柚原委員長 

 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、５年に一度ということで、今、委員おっしゃったような形での対象者の数と

いう把握はすみませんしておりません。以上でございます。 

○柚原委員長 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 そうなるとちょっと総括でまた伺いたいと思うのですが、実はいろいろな基準があって、

汚染地域にというか、隣接しているとか、それから道東の標茶町とか、居住地域によって危

険度があって、そういうふうに義務づけられているというか、ここは受けてくださいという

部分と希望者という部分、そういうニュアンスがあるのですが、その辺についてもあると

思っています。 

 それから、このエキノコックス症はスパンの長い話ですから、５年に一度なのですけれど

も、その対応をきちんとしていかないと後々のこともあると思いますので、結果とか何かは

総括で伺いたいと思うのですが、ということは全然対象人数を絞った案内出すということ

は、今年は２６年度は例えば案内を何名出したかわかりませんか。 

 総括で一緒に言います。 

○柚原委員長 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 もう１点、１２７ページの３目成人保健費、１３節委託料です。主要報告書では、脳ドッ

ク、がんドック受診者が意外と少ないというふうに判断できるのですが、実証するほうでど

う理解しているか、ちょっとお聞きをしたいのと、当初予算も脳ドックに３０万円、がんドッ

クに１０万円見ているのですが、結果としては１５万６,０００円と４万というふうに終

わっています。その辺の希望者などのあり方についてお知らせいただきたいと思います。 

○柚原委員長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 脳ドックにつきましては、３０歳以上の町民と初回受診者ということ、あるいは前回の脳

ドック受診から１０年以上経過したことということで、基本的には初回の受診する人を優先

にということで希望者を募っております。 

 ただ、やはり希望されない方もいるということで数が少なかったというふうに考えており

ます。 

 また、がんドックにつきましても各種やってはいるのですけれども、ある程度の自己負担

も出てくるので受けないというような方も実際いらっしゃるということも聞いております。

ただ、早目に受けていただいて治療に当たってもらうということが医療費の抑制等にも大事

ですので、チラシ等も全戸配付したりとか、放送もかけたりということで、あるいはホーム
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ページで知らせたりということでの周知はしておりますけれども、なかなか数字的には伸び

ていかないというような実情は実際にございます。 

 以上でございます。 

○柚原委員長 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 意外と希望者が少ないということの理解をしました。 

 自己負担を含めて、今、成人病対策で重要な課題とあると思うのですが、今後の課題につ

いては総括で議論させていただきたいと思います。終わります。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 １２７ページの１３節委託料のこと、主要成果報告などからも見てとれるように、受診率、

全体の人数はなかなか伸び悩みというふうなことでのお話でしたが、受診率などをこれは十

勝でどれぐらいのランキングになっているのかなということで知りたいのと、あとは要精密

検査ですとか、健診の結果、がんが発見されたとか、そこら辺のプライバシーにならないこ

とでの発表をいただけるのでしたら、がんの発見などについてもどのような顛末になってい

るかということでお知らせ願いたいと思います。 

○柚原委員長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 まず、全体の健診なのですけれども、特定健診につきましてはまだ２６年度の全体的な数

字は出てきておりませんが、２５年度ですとか道内では１１番目、５６.８％の受診率とい

うことになっております。 

 対象者数が１,３４０人で、受診者が７６１名ということになっております。これにつき

ましても、一般質問でもちょっと触れさせていただいたのですけれども、前は低かったので

すけれども、徐々に今は上がってきているというような状況ではございます。 

 ただ、国の基準が６０％というのを一応、目標に挙げていますので、そこを今、目標に上

げていきたいということで頑張っております。 

 がん検診につきましては、例えば胃がん検診ですと受診者が４７１名おりまして、生検が

必要な方は例えば１名とか、私も結果は見せてもらっているのですけれども、再検査が必要

な方とか、そういう方はやはり必ず数名ずつおります。その後、精密検査という方も多いの

ですけれども、そういう形で何名かいるような結果は出てきております。 

 管内のがんドック等の順位というのでしょうか、そういうようなものは申し訳ありません

把握はしておりません。 
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 以上でございます。 

○柚原委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 引き続きあれですけれども、やはりがんが発見される出現頻度については、例えば胃がん

だったら４００人受けて何人だよとか、子宮がんだったら何人受けて何人だよと、そういう

ふうなアベレージとしてその数字はあると思うのですけれども、皆さん方の努力の結果、初

期の段階でがんが発見されたということも非常な行政としての頑張りどころを町民の方や

それぞれに示す絶好の機会だというふうに思っておりますので、今のお答えの中ではそうい

うふうな方はいるのは知っているよというふうなお話で、それについては僕もそう思ってい

ますけれども、確固たる数字の中で成果として数字が出てくることが望ましいかなと思って

おりますけれども。 

○柚原委員長 

村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 数字ということですので、今、胃がんのほうをちょっと話しさせていただいたのですが、

もう少し詳細に再度、ご説明させていただきたいと思います。 

 胃がん検診につきましては、例えば受診者数が４７１名おりまして、そのうち、精密検査

を受けてくださいと言われた方が３５名、その結果としてがんが発見された方が１名という

ことで、がん発見率としては０.２１％ということで押さえております。 

 例えば肺がんですと５４０名受診されて、精密検査を受けてくださいと言われた方が２２

名で、精密検査の結果、がんだったよという方は２６年度においてはおりませんでした。 

 大腸がん検診につきましては、受診者数が５５０名、精検の方が３１名、結果として見つ

かった方が２名ということで、がん発見率は０.３６％、前立腺がん、男性の高齢者の方二

非常に多いと言われるのですけれども、受診者が１４５名のうち精検受けた方が７名、うち

がん発見ということでされた方が５名ということで、発見率は３.４％ということになって

おります。以上でございます。 

○柚原委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 何か今、血液５㏄ぐらい取って、お金も２万円程度というふうなことで承知しております

けれども、そういうふうなことなどもぜひなかなか前の部分での精密のさらにもうちょっと

前の部分で検査ということになるのかもしれませんけれども、そういうふうな施設とか、い

ろいろな医療スタッフのこととか、いろいろあるとは思いますけれども、そういうふうなこ

とにも果敢に研究や検討をいただければというふうに思っております。 

○柚原委員長 
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ほかに質疑ありませんか。 

杉森委員。 

○杉森俊行委員 

 １２７ページ、１９節不妊治療費助成金です。これは、一般的には夫婦で受診していると

いうことで考えてよろしいでしょうか。 

○柚原委員長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 そのように考えてくださって結構です。 

○柚原委員長 

 杉森委員。 

○杉森俊行委員 

 では、今まで助成金をもらっているということは、必ず夫婦でということでよろしいです

ね。 

○柚原委員長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 そのとおりでございます。、 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ございませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 終わりますと言って、一つ忘れていましたので申し訳ございません。 

 １３１ページ、一番最後に１３節の委託料で狂犬病予防注射済みの人の交付業務であるの

ですが、主要政策報告書の中で数字が載っていまして、登録総数４６７と新規に２４頭、狂

犬病予防実施頭数３８９で、野犬掃討９頭ってあるわけです。 

 ちょっとこの数字から、一つは実際に飼われている犬で、登録されていないものがたくさ

ん、一定程度にいるという風に把握をしているかの、それから登録しているもので注射を

打っている、打ってない、これはわかるのですが、野犬として扱われて駆除されたというこ

とか、始末された犬は９頭いるのです。 

 それは、全くの野犬でどこかから迷い込んだのもので、誰かが飼っていたものが放棄をし

て所有者はわかるのだれども野犬になったの、その辺ちよっと経過わかりますか。 

○柚原委員長 

 林町民課長。 

○林町民課長 

 今、犬登録に関してのご質問をいただきました。 
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 犬につきましては、飼っている犬につきましては必ず登録をしていただくというような形

でお願いをしております。 

 飼い犬につきましては毎年、狂犬病の予防注射というような形で注射のほうのお願いもし

ているわけですけれども、実際に犬登録をしている頭数と注射済みの頭数が合わない部分に

つきましては、もう老犬なので注射まで必要ないというようなケースであるとか、あるいは

生まれてから間もないというようなことで注射に至らないというようなケースなどもござ

いまして、数字のほうのずれは出てきております。 

 それから、実際に野犬ということで、首輪もなくて放れているのでということで役場のほ

うら通報を受けるような犬がございますので、登録されていない犬についてもいることはい

るのだろうなというふうに思ってございます。 

 ただ、その辺がどのぐらいの割合で登録していない犬がいるかという部分については把握

していないというのが実態でございます。 

 町のほうとしましては、放れている犬がいるよというようなことで連絡を受けた場合につ

きましては、現地に向かいまして何かしらの手段で捕獲をさせていただくというような対応

をさせていただいております。 

 首輪などがついて、明らかに飼い犬というようなことがわかるような場合には、捕獲され

た近くの飼い主さん等に連絡など含めて、あるいは放れたよというような飼い主からの連絡

などの情報を待って、そういった形で飼い主さんの手に戻るような形の対応というものを考

えておりますが、首輪もしていない、あるいはそういった連絡もなくて実際の飼い主かどう

か、あるいは飼い主のいない犬かどうかというのが判明がつかないというような部分につき

ましては、捕獲してきた場合、役場のほうで一定期間、３日程度ということになると思いま

すけれども、捕獲をして役場で飼わせていただいて、その間に連絡等がない場合につきまし

ては、今のところは広尾保健所さんのほうにご相談をして、保健所さんのほうで預かっても

らうというような対応をとっているところでございます。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 掃討した頭数ですから、殺したということではないですね。預かってもらっているという

理解で。 

○柚原委員長 

 林町民課長。 

○林町民課長 

 現在、ここに書いています掃討数９頭についてですけれども、これにつきましては全て広

尾保健所さんのへほうにお預かりいただいているということでお願いしている頭数でござ

います。保健所さんのほうの対応としましては、保健所で所有しているホームページなどを
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使いながら飼い主さんを探すという手だてでありましたり、あるいはそういった野犬の保護

などを活動している団体等と連絡をとりながら、なるべくその後の犬が生存できるような形

の手だてを考えていただいているところですけれども、やむなく保健所さんのところでその

後、処分されるというようなケースもあるようにはあるかと思っておりますが、町で捕獲し

た部分については保健所さんのほうにお願いをしてお預かりいただくというような対応を

とっております。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時４５分 

再開 午前１１時４９分 

 

○柚原委員長 

 休憩前に引き続き、質疑を再開します。 

質疑はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 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。 

 休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５０分 

再開 午後 １時００分 

 

○柚原委員長 

 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

 次に、１３０ページから１３３ページの５款労働費の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 １３３ページの労働費、１９節負担金補助金及び交付金のところですが、一番最後のとこ

ろにある通年雇用促進支援事業負担金ということで５万７,０００何がしというのが出てい

るのですが、この事業の中身についてお伺いしたいのと、通年雇用に一体何に結びついたの

か、お伺いをいたします。 

○柚原委員長 
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 黒川商工観光課長。 

○黒川商工観光課長 

 通年雇用促進支援事業負担金でございますけれども、帯広南十勝通年雇用促進支援協議会

というものがございまして、そちらのほうの負担金を支払っているものでございます。 

 こちらのほうの考え方としましては、帯広、中札、更別、大樹町、広尾が加盟しておりま

して、それぞれ均等割、あるいは季節労働者割で負担をしているものでございます。 

 通年雇用の支援セミナーの開催など、帯広会場で２６年の１月、あるいは更別会場でも

行っておりまして、仕事にやりがいを感じいきいきと働くために知っておきたいことなど、

あるいは資格取得助成事業、人材育成事業についての説明会などを開いてございます。 

○柚原委員長 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 何人、通年雇用に結びついたのか。 

○柚原委員長 

 黒川商工観光課長。 

○黒川商工観光課長 

 そういうセミナーを開いたということでございまして、直接、このことによって何人雇用

に結びついたという実績にはちょっと結びつかない、全体的な啓発事業ということでござい

ます。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 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。 

 次に、１３２ページから１５７ページの６款農林水産業費の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 阿部委員。 

○阿部良富委員 

 １３７ページの有害鳥獣報償費の関係ですけれども、有害鳥獣の関係はいろいろと調べて

もらいましたら、年々成果が上がっているところでございます。これにおかれましては、今

後もハンターに対する奨励金を出していただいて、駆除を継続していただきたいと思います

が、駆除はやっていただけるのかどうか。 

○柚原委員長 

 瀬尾農林水産課長。 

○瀬尾農林水産課長 
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 現在、有害鳥獣駆除におきましては、町からの助成金、報償金と、そして協議会、これは

広域の協議会でございますけれども、大樹と広尾との協議会が被害対策を行っております。 

 奨励金につきましても町からの奨励金と、その広域の協議会で行っている奨励金合わせて

シカについては町から５,０００円、広域の協議会については４,６００円という形でそれぞ

れハンターのほうに支払いをしまして、駆除を振興しているところでございます。 

 今後におきましても、国の補助金等々活用しながら駆除を行っていきたいというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○柚原委員長 

 阿部委員。 

○阿部良富委員 

 答弁ありがとうございます。 

 今、現在見た段階では、畑にはシカは出てきませんね。やはり駆除の効果が上がったのか

なと思うけれども、傾斜とか沢地に行ったらたくさんいます。今、年間環境庁の発表では７

２０万頭がいると言われております。 

 やはり、これを畑の中に入って傾斜地でも打てるようにして、保護区内でも打てるように

していただきたいと思いますが、そこら辺の考えをひとつ。 

○柚原委員長 

 阿部委員、総括でいかがでしょうか。 

○阿部良富委員 

 いいよ。 

○柚原委員長 

 では、総括でお願いします。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 １３９ページの農業振興地の中の１９節ですみませんちょっとわからないことと、用語と

してわからない部分がありますので、一つはゆとり農業推進費の補助事業の中で新規試験補

のことなのですが、それぞれ資料をいただきましたので大きな金額で試験のほうも運用され

ていることはわかりましたが、新規農作物の近年の実績というか、そういうふうな新たに新

規農作物として農協さんなり、農家の方々とともに前へ行くような、そういうふうな事例と

いうものがあるのでしょうか。 

 あとは、それ終わりましたら、ちょっとあとはテクニカルな言葉でお聞きしたい部分があ

りますのでよろしくお願いします。 

○柚原委員長 

 瀬尾農林水産課長。 
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○瀬尾農林水産課長 

 新規作物の件でございますけれども、現在、薬草について試験をしているところでござい

ます。 

 薬草につきまして、日食栽培試験、または除草剤の適合試験などを実施しておりまして、

大樹町に適した作物であるかどうか試験を実施しているところでございます。 

 以上でございます。 

○柚原委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 その薬草なんかは数年間といいますか、２６年ばかりではなくて、それ以前からもその薬

草などの試験研究などをされているのでしょうか。 

○柚原委員長 

 瀬尾農林水産課長。 

○瀬尾農林水産課長 

 薬草につきましては２６年以前も既に試験圃のほうで試験を実施しております。 

 なかなか、試験データ、単年で成果が上がらないものですから、数年に分かれてこの薬草

が適しているかどうかの検査を今も実施をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○柚原委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 同じく１９節の中で、ちょっとすみません何点かわからないことがあって、経営体育成支

援事業、それから地域集積協力金とか、耕作者集積協力金だとか、あとは人・農地問題解決

加速化支援事業補助金なんていう耳なれないものがあったのですが、それの事業内容をお知

らせいただきたいと思います。 

○柚原委員長 

 瀬尾農林水産課長。 

○瀬尾農林水産課長 

 まず経営体育成支援事業補助金でございます。１５０万円でございますけれども、この事

業の内容につきましては、地域の中心となる農業者に対しまして融資を受け農業用機械を導

入する際の融資残に対しての補助でございまして、上限が事業費の１０分の３というふうに

なっております。 

 また、続きまして地域集積協力金、８,２０８万８,０００円でございます。これも地域の

中心となる経営体に対しまして農地の集積、または集約を推進しまして地域において農地の

集積率や２０％を超えた場合、反当たり２万円を地域に対して交付する事業というふうに

なってございます。 
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 続きまして、耕作者集積協力金９,９１８万６,０００円でございます。この事業につきま

しても、先ほどの地域集積協力金と関連があるのですが、農地中間管理機構の借り受けた農

地に隣接する農地を機構に貸し付けた、所有者に対して交付される交付金ということで、２

６年度につきましては１７件、２０３筆が対象となってございます。 

 それと、人・農地問題解決加速化支援事業補助金１５０万円でございます。農業経営の法

人化を支援する事業といたしまして、２６年度中に法人を設立に伴う補助金でありまして、

１件当たり５０万円の税額の補助金というふうになってございます。 

 以上でございます。 

○柚原委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 今の説明の中で、担い手というか、中核的な経営をされていく方の特別な支援だよという

ことなのですが、大樹町なんかの場合は皆さんそれぞれ経営規模が大きくて、その担い手の

資格は皆さんおありかなと思うのですが、今の農家の１５０戸の中にそういうふうな担い手

になり得る方というのはパーセンテージでもいいですし、戸数でもいいのですが、どのよう

な状況になっているのでしょうか。 

○柚原委員長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時１２分 

再開 午後 １時１３分 

 

○柚原委員長 

 再開いたします。 

 瀬尾農林水産課長。 

○瀬尾農林水産課長 

 今後の担い手の対象者ということでのご質問かと思います。 

 基本的には、人・農地プラン、もしくは認定農業者の方が対象となります。大樹町におか

れましては、ほとんどの農業者が人・農地プラン、そして認定農業者の認定を受けている農

業者というふうに認識をしております。 

 ですので、ほとんどの方がこの集積の対象になり得るというふうに考えているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ございませんか。 

 安田委員。 
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○安田清之委員 

 ちょっと中身どういうものか、１３９ページ、農民協議会補助金４０万円、これ窓口がど

こで、どのような組織なのかお教えをいただきたいと思います。 

○柚原委員長 

 瀬尾農林水産課長。 

○瀬尾農林水産課長 

 農民協議会でございます、窓口、事務局は農協に事務局がございます。内容につきまして

は、農民の社会的地位、または経済的地位の向上を目指す取り組みとして国の経営所得安定

対策の充実や農産物の各国に対する意見交換会にも出席しており、生産現場の声を訴える活

動をされている団体というふうに認識をしております。 

 以上でございます。 

○柚原委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 何かあやふやなんだよね、今、答弁をしていただいた中では。 

 農協が農家の窓口なんだろうというふうに思うのですが、協議会って大根が幾らの値上げ

を要求するなんていうことを言っているのだけれども、これはそうしたら農協は何もやって

ないのかな、これは。協議会がやっているのか、これ全道、全国、これ本当は農民連名の流

れを組んできて協議会になっているのではないのか、これ。これちょっとあやふやなので、

中身もう少し総括で聞くから中身をしっかりとちょっと把握をしておいていただきたいと

いうふうに思います。 

 どういう組織で、誰が代表で、農協に事務局あっても協議会だから、協議会の会長さんな

り、誰かが必ずいるはずです。誰がやっているのか、何名ぐらい会員になっているのか、ど

ういう今までの事業実績があるのか、お願いを申し上げてやめておきます。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ございませんか。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 １４９ページの６款農林水産業費の２項林業費の中で、林業振興費として報酬でヒグマの

駆除があるのですが、２１頭捕獲されているというふうに主要項目の報告書の中にありま

す。 

 １頭１万５,０００円で３３万円の支出なのですが、これかけ算合わないのです、２１頭

だったら３１万５,０００円、１万５,０００円合わないのは何かなと思っているのですが、

一つは町民に対する周知としてクマが出動しているときはクマ出動といろいろなのが伝わ

るのですけれども、クマを捕獲されたときは全くわからないのですね。風のうわさで誰かさ

んがどっかでクマとったよだとか、どうとかという話しは聞くのですけれども、実際的に年



 

－ 38 － 

間２１頭というのはちょっと驚きの数字なのですが、１万５,０００円掛ける２１で３１万

５,０００円、３３万に合わないというのと、もう１個、捕獲じゃなくて駆除の出動で１２

名が出ています。 

 ですから、その中で駆除に出てもなかなか取ったという話は聞かないのですけれども、そ

の中で何かがあって１万５,０００円ここに足さされているのかどうかというふうに勝手な

解釈をしているのですが、この辺はどういう解釈をすればいいのですか。 

○柚原委員長 

 瀬尾農林水産課長。 

○瀬尾農林水産課長 

 クマ駆除の謝礼の関係でございます。クマ駆除につきましては、親熊につきましては１万

５,０００円、子熊につきましてはその半額の７,５００円を支給対象してございます。 

 また、この謝礼金の中には出動手当という形で、町からの依頼に応じて出動した場合、出

動手当をそれぞれ支出をしてございます。街なか、もしくは今現在、クマが出ているという

通報がありまして、捕獲の確率が高い、もしくは被害が非常に懸念されるという、そういっ

た場合にはハンターさんに出動依頼をかけていまして、出動を願っているところでございま

す。 

 なかなか、通報を受けてから現場に向かってのクマとの遭遇も難しいものですから、この

出動手当を支給対象となった捕獲というのは残念ながら２６年にはゼロ件というふうに

なってございます。 

 以上でございます。 

○柚原委員長 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 今、その出動手当、これ５,０００円ですよね。そうすると、１２名ですから、５,０００

円掛ける１２で６万円、残りの３３万円マイナス６万円の２７万円が駆除の謝礼で、その中

には親熊１万５,０００円と子熊７,５００円、何頭かわかりませんけれども、それを足すと

２７万円になるという理解でいいのですか。 

○柚原委員長 

 瀬尾農林水産課長。 

○瀬尾農林水産課長 

 そのとおりでございます。 

(「親子わかりますか」と発言する者あり) 

○柚原委員長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時２０分 
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再開 午後 １時２３分 

 

○柚原委員長 

 再開いたします。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 杉森委員。 

○杉森俊行委員 

 １５３ページ、１９節負担金補助金及び交付金、この中に北海道栽培漁業振興公社負担金、

次ページのほうに１５５ページの上から２段目、十勝管内栽培漁業推進協議会負担金という

のがあるのですけれども、今、大樹の漁港を直しているということで、現場の人に聞くと来

年いっぱいで大体東側は閉じるという話だったのですけれども、例えば施設の中の空いてい

るところができた場合に、こういうような負担金を積んでいるということになれば、来年度

の予算ですか、そういう場合に今度はここに負担金でなくて、そういうものをやってもいい

よという予算が今度上がってくるという可能性はあるのですが、わざわざ負担金を払ってい

るので、そういうことはあるのでしょうか、お聞きしたいです。 

○柚原委員長 

 瀬尾農林水産課長。 

○瀬尾農林水産課長 

 北海道栽培漁業振興公社負担金、そして十勝管内栽培漁業推進協議会負担金でございま

す。ほぼ、今、大樹町の負担割合というのはほぼ決まっていますが、それぞれ要望、もしく

は事業に応じまして金額のほうも増減をしているのが実態というふうになってございます。  

 以上でございます。 

○柚原委員長 

 ほかございませんか。 

 杉森委員。 

○杉森俊行委員 

 私の質問が悪うございました。これは予算議会のほうでやっていきたいと思いますので、

どうもすみません。 

○柚原委員長 

 ほかに質問。 

 菅委員。 

○管敏範委員 

 ３項の水産業費で、２６年度も多分、マツカワの稚魚の養殖事業があったと思うのですが、

ちょっと理解不足で、その金額がどこに計上されているか理解できないので、これだという

のを教えてください。 

○柚原委員長 
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 瀬尾農林水産課長。 

○瀬尾農林水産課長 

 マツカワの事業につきましては１５５ページの上から２段目、十勝管内栽培漁業推進協議

会、９０万円の負担金の中に含まれている事業でございます。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 １４２、１４３ページで牧場費なのですが、後からのちょっと総括ということでのあれで、

夏季放牧、理論的に満タンにどれだけ受け入れ可能なのかを教えていただきたいのと、冬季

舎飼いでも６００頭ぐらい預かっているのですけれども、これも今の牧場の８００ヘクター

ルの牧場の機能だとか、職員さんの配置からいって満タンで預かれる理論的な数値とい 

うのはどうなのでしょうか。 

○柚原委員長 

 瀬尾農林水産課長。 

○瀬尾農林水産課長 

 町営牧場の想定している頭数でございます、夏季放牧につきましては約１,４００頭、そ

して舎飼いにつきましては６００頭想定をしてございます。 

 以上でございます。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ございませんか。 

 阿部委員。 

○阿部良富委員 

 １４３ページの負担金並びに補助金の関係ですけれども、南十勝ヘルパー組合の補助金な

のですけれども、ここに２８０万円あります。ヘルパー組合の人数と各町村の負担金の割合

を教えていただきたいと思います。 

○柚原委員長 

 瀬尾農林水産課長。 

○瀬尾農林水産課長 

 すみません、今、私が知り得ている人数というのはヘルパーの稼働人数でございまして、

稼働延べ人数につきましては３,５４３日、このうち大樹が１,３２３日で、忠類が８７２日、

広尾町が１,３４８日でございます。 

 また、２６年期末の利用者の状況が３町合わせて２２０名ということで、大樹が９２名、

忠類が５２名、広尾が７６名の利用状況というふうになっております。 

 以上でございます。 

○柚原委員長 
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 ほかに質疑ございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 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。 

 次に、１５６ページから１６５ページの７款商工費の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 中小企業特別融資、１５９ページ、これ何件ぐらい利子補給をしているのかお願いをいた

します。何件でいいから。 

○柚原委員長 

 黒川商工観光課長。 

○黒川商工観光課長 

 ３９件でございます。 

○柚原委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 同じ商工費の中の１９節ＴＭＯ推進事業、１,５５９万、この内訳わかりますか。人件費

何ぼ、何が何ぼというやつ。 

○柚原委員長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時３３分 

再開 午後 １時３３分 

 

○柚原委員長 

 再開します。 

 黒川商工観光課長。 

○黒川商工観光課長 

 ただいまの質問でございます。 

 ２６年度ＴＭＯ活動費、町補助金が１,５９３万５,０００円でございましてすみません、

失礼しました。 

 一般管理費の町補助分が人件費含めまして１,２１３万８,０００円、人件費がそのうち

１,１８８万８,０００円、旅費が１０万円、施設振興費１５万円となっております。 

 また、施設維持費、施設整備費などが含まれてございます。 
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 もう１回ですか、人件費が１,１８８万８,０００円、旅費が１０万円、施設振興費が１５

万円、これはパソコンの買い替え費用でございます。施設維持費が１７７万７,０００円、

施設整備費、これはトイレ改修などですけれども２０２万円でございます。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありますか。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 ちょっと商工費の中にあると思うのですけれども、ないかもしれないですけれども、どこ

だかわからないので、実は大樹の町の飲食費、食べ物の売り込みとして例のチーズサーモン

丼をＰＲをしているのは承知をして、私も食べているのですが、その支出がわからないです。 

 状況は、例えば札幌のイベントに行ったり、帯広のイベントに行ったりというのは聞いて

いますし、残念ながらトップにはなっていませんけれども、まあまあの成績を収めていると

いうふうに聞いていますので、その辺に対する支出がどこに入っているのか、入っていない

のか、ちょっと教えてください。 

○柚原委員長 

 黒川商工観光課長。 

○黒川商工観光課長 

 チーズサーモン丼は、チーズサーモン丼協議会という会をつくっておりまして、その会で

自主運営をしているところでございます。 

 町のほうでも地場産品奨励事業とか、メニューを用意しているのですが、現在のところそ

れらを使っていないと、団体が申請をしてきていない状況で自前でやっているという状況で

ございます。この決算には出てこないです、出していないです。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 先ほどの阿部委員のご質問に対して、瀬尾農林水産課長から答弁がございますので、瀬尾

農林水産課長。 

○瀬尾農林水産課長 

 １４３ページの南十勝酪農ヘルパー有限責任事業組合の補助金の関係でございます。先ほ

ど、各町村の負担割合というご質問をいただきました。それぞれ大樹、忠類、広尾というこ

とでそれぞれ負担をしてございます。 

 金額につきましては、大樹が２８０万、幕別町、忠類が１３０万円、広尾町が１９０万円

というふうになってございます。 

 以上でございます。 

○柚原委員長 

 よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 
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            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 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。 

 休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時３８分 

再開 午後 １時５５分 

 

○柚原委員長 

 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

 次に、１６４ページから１７３ページの８款土木費の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 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。 

 次に、１７２ページから１７５ページの９款消防費の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 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。 

 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５６分 

再開 午後 １時５８分 

 

○柚原委員長 

 再開します。 

 休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５８分 

再開 午後 ２時１５分 

 

○柚原委員長 
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 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

 次に、１７４ページから２１７ページの１０款教育費の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 阿部委員。 

○阿部良富委員 

 ちょっと項目分かれていると思いますので、１８１ページの大樹高等学校振興協議会の補

助金ですけれども、１年生から３年生の人数は、該当するのは何人ですか。 

 もう１点聞いていいですか。１８９ページのＰＴＡ会費補助金、これは何戸対象ですか、

お願いします。 

○柚原委員長 

 吉岡学校教育課長。 

○吉岡学校教育課長 

 まず、負担金補助及び交付金だと思うのですけれども、高等学校の学校振興会の補助金で

すが、大樹高校の教育活動の振興のためということで、振興会がありますのでその会に助成

金を出しているものでございます。 

 １年生、２年生、３年生ということで出しているわけではございませんので、ご了解願い

たいと思います。 

 この活動内容としては、学校のほうで講演会、あるいは学校紹介のパンフレット作成、そ

の他その学習補助などに費用が使われるということでございます。 

 それから、教育扶助の関係でございますけれども、小学校の要保護、準要保護、就学援助

の関係、扶助費でございますけれども、ＰＴＡの会費で組んでございます。３２世帯分をＰ

ＴＡは人数でなくて世帯、２人いても１世帯ということで２３世帯支給しております。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 課長、何人いますかという質問なかったですか。 

吉岡学校教育課長。 

○吉岡学校教育課長 

 申し訳ありませんが、ちょっと高校の人数把握しておりません。そのようなことで、人数

については後ほど高校に確認しなければなりませんので、申し訳ありません。 

 ちょっと義務教育外なので、ちょっと高校の人数まで把握しておりませんので、申し訳あ

りませんが、どうしてもということであれば後ほど。 

○柚原委員長 

 阿部委員、よろしいですか。(「はい」と発言する者あり) 

ほかに質疑ございませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 
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 １７７ページの教育振興費の中の報酬で４２万、医師とか歯科医師とか、学校薬剤師の報

酬でないかと思われますけれども、学校は小中２校しかなくなったのですけれども、この人

数といいますか、まず一つは報酬の支払った人数を教えていただきたいのと、学校が２校に

なったのですけれども、今後もこれだけの総員が必要なのか、その２点についてまずお伺い

します。 

○柚原委員長 

 吉岡学校教育課長。 

○吉岡学校教育課長 

 学校２校になっている訳でございますけれども、それぞれ学校医、学校医の関係は町立病

院と大庭医院で、委託のほうで支出を見ています。この報酬のほうでは、個人というか、先

生に対して支給してくれということになっておりまして、歯科医院のほうです、小学校、中

学校それぞれ歯科医院１名ずつ、それとそれぞれ１４万円の支出ですけれども、学校薬剤師

両方合わせて１名を委嘱しております。これは小学校のフッ素塗布、フッ化物塗布が始まっ

た段階、１４万円にこの薬剤師にも年間、大体毎週水曜日、小学校にフッ化物届けてもらう

訳ですけれども、そういう手間等含めまして１４万円、３名分で４２万円ということでござ

います。それぞれ１名ずつの歯科医、それから先ほどの報酬ではございませんけれども、嘱

託医としては委託のほうで医院ということで町立病院と大庭医院それぞれ見ております。最

低限の人数かなと思っております。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

安田委員。 

○安田清之委員 

 １９９ページ、報償費８節で寿大学講師謝礼１３５万７,０００円が支出されているので

すが、講師の先生って科目がたくさんあるのかなというふうに思うのですが、講師の先生一

律に幾らなのか、１時間幾らなのかというのと、日数がいろいろなカメラとか何とかかんと

かという、どういうものがあるのか中身についてもう少しお知らせください。 

○柚原委員長 

 角倉社会教育課長。 

○角倉社会教育課長 

 寿大学の講師謝礼ですが、全部で１０学部ありまして、十勝管内の講師が１日当たり、交

通費含めて１万６,０００円、それから南十勝管内ですと１万円、町内は５,０００円という

基本に基づいて、１回の謝金でございますが基本２０回程度の講座がございますので、その

ように支出してございます。 

 学部につきましては、民謡、写真、書道、文芸、花木、陶芸、料理、手芸、ダンス、絵画

の１０学部でございます。そのほか特別授業として講演会など年２回程度、開催しておりま

すので、そのときの講師謝礼も支払いしてございます。 
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 以上です。 

○柚原委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 寿大学だから、これは何歳から。７０歳、８０歳、寿大学って。７０歳からなのか、６０

歳からなのか。 

 それから、多分、広報紙で寿大学に入学するかいという案内が多分出ているのだろうと思

うのだけれども、今、総人数どのぐらいおられるのかお聞かせください。 

○柚原委員長 

 角倉社会教育課長。 

○角倉社会教育課長 

 現在の登録数では１１９名でございます。 

 それから、６０歳以上が入学することができるということにしております。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 １１９名だから１０団体というか、そういう科目があると、１０科目。大体、平均すると

１１名かそのぐらい、これもう少し、これで皆さん過去を見ると１１９名が最高なのか、最

低なのか、増えてきているのか、減ってきているのかということをちょっと過去の実績を含

めて。 

○柚原委員長 

 角倉社会教育課長。 

○角倉社会教育課長 

 過去のデータを全部今、ここに持ち合わせはございませんが、例年、少しずつ減少してい

るというふうに伺っておりまして、今まで入学していた学生さんがそのまま継続するという

形が多い状況でございます。 

 新たに加入する学生さんは数人程度ということで、高齢のため体調悪くて来れなくなる学

生さんもおりますので、少しずつ減少しているというふうに認識しております。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

髙橋委員。 

○髙橋英昭委員 

 ４項の学校給食費、１９５ページです。１１節の需要費３３６万５,０００円ほど不用額

が出たのですけれども、この主な理由というのは何でしょうか。 

○柚原委員長 
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暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時２７分 

再開 午後 ２時２８分 

 

○柚原委員長 

 吉岡学校教育課長。 

○吉岡学校教育課長 

 光熱水費、電気料が主な要因になってございます。 

○柚原委員長 

 吉岡学校教育課長。 

○吉岡学校教育課長 

 すみません、ちょっと見誤りまして大変申し訳ございません。 

 大きい要因は、失礼しました、賄い材料費で２７７万６,９００円の残が出ております。

これが主な要因となってございます。 

○柚原委員長 

 ほかに。 

安田委員。 

○安田清之委員 

 付属書類のほうで４３ページ、現実的に給食はお食べになっているのですが収入未済額が

ごっそり残っているので、これは何人ぐらい。これは過去、２４、２５、２６と書いてある

のですが。 

(「歳入のときでいいですか」と発言する者あり)はい、いいですよ。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ございませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 １９７ページの学校給食費の委託料なのですけれども、パンの加工業務ですけれども、こ

れは大樹にパン屋さんがないときにパンを購入した委託、ということはパンを購入した金額

という理解でよろしいですか。 

○柚原委員長 

 吉岡学校教育課長。 

○吉岡学校教育課長 

 加工、通常のそのままですと子どもの口に合わないといいますか、そういう中で３町、忠

類と広尾と大樹なのですけれども、合わせて合同でちょっとおいしくしてもらうということ

で追加で出しているものでございます。 
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○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 １８３ページの教育振興費の貸付金の奨学金の貸付金なのですが、１,５２７万円、これ

２６年度分だと思うのです、これは累計でなくて今年度、何名かに貸し付けをした金額とい

う理解でよろしいですか。 

○柚原委員長 

 吉岡学校教育課長。 

○吉岡学校教育課長 

 ２６年度の貸し付けの関係ですけれども、総体的に一時金が１人３０万円なのですが、大

学、短大以上、この人たちに貸し付けているのが一時金３０万円が９人、２７０万円です。

あとは大学の通常の毎月の分ですけれども、大学が２４名、それから専門学校が１０名、高

校が４名となっております。 

 高校生は月額１万円、大学等短大、大学、専門学校は月額３万円の貸し付けとなっており

ます。 

○柚原委員長 

菅委員。 

○菅敏範委員 

 大ざっぱに理解したのですが、３０万円から言われました一時金のほかに大学生の通常の

月額の分、専門学校、高校生までの分をかけ算を足すとこの２６年度も１,５２７万円とい

う理解でよろしいですね、そうしたら。 

○柚原委員長 

 吉岡学校教育課長。 

○吉岡学校教育課長 

 そのとおりです。ダブっておりますけれども、貸付総人数は３８名となっております。 

○柚原委員長 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 これは小中学校両方あるのですが、１８７ページは小学校費です、教育振興費の扶助費で

修学旅行の援助費１５万４,０００円ですが、これは人数だけを教えてください。 

○柚原委員長 

 吉岡学校教育課長。 

○吉岡学校教育課長 

 修学旅行、これは小学校のほうですけれども、６年生の修学旅行になりますけれども７人

が対象となってございます。 
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○柚原委員長 

ほかに質疑ありますか。 

安田委員。 

○安田清之委員 

 １９５ページ、費用弁償、９節旅費。これ費用弁償で３２０円という支出が出ているので

すが、これどういう基準なのですか、３２０円って。これ、給食センター運営委員会費用弁

償なのです。これは何名分なのですか。 

 給食センターの運営委員会って何名いるの、会議が何回開かれて、何名いるか、会議が何

回開かれて発生しているのか、中身をちょっと。 

○柚原委員長 

 吉岡給食センター所長。 

○吉岡給食センター所長 

 給食の運営委員会、２６年度は２回開催しております。その中で大樹市街以外から来てい

る方に費用弁償支出しているわけですけれども、そのうちの１回を出席しております。往復

で３２０円、１回支出しているということでございます。 

 総勢の委員につきましては９名でございます。 

○柚原委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 費用弁償って普通、町内はただなの、委員さん。これ、委員の支出って決められているの

ではないの。これは３２０円って、これは何を基準にしてお出しになっているのですか、バ

ス賃なのですか、歩いた歩数なのですが、車の距離なのですが、これは何を基準として３２

０円という基準が出てきているのか、費用弁償ですから、これは。町内はゼロで委員会をやっ

ていただいていますというのであれば、これも出てこないはずなのです。この人は大樹の人

でない人がなっているのか、広尾か忠類か、どこかの大樹に席を持たない委員がいるのか、

ちょっと教えてください。 

○柚原委員長 

 吉岡給食センター所長。 

○吉岡給食センター所長 

 町内で市街以外から来ている、例えば下大樹とか尾田でもいいですけれども、そういう場

合は費用弁償は陸路を出していると、２６年は１キロ２０円を費用弁償のうちの陸路、２０

円を支出してございます。   

○柚原委員長 

安田委員。 

○安田清之委員 

 １キロ２０円ということか、１６キロか。これはちょっと、余りにも安くないのか、ちょっ
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と小学生のお小遣いにもならないような金額を本当に大事な委員さんにやっていただいて、

これいいと思っていますか、こんなので。わからない、こんな２０円ぐらいで。 

○柚原委員長 

 吉岡給食センター所長。 

○吉岡給食センター所長 

 本当に高く出してあげればいいのでしょうけれども、町のほうの規定が決まっているもの

ですから、その規定に合わせて出させていただいております。 

 ご了承願います。 

○柚原委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 それなら、もうゼロにしてしまえ、かっこ悪くて話にならない。今どき小学生でもあるま

いしキロ２０円なんて計算しないよ、町の規定も。これは総括でいくから町長。ほかのとこ

ろの委員の費用弁償違うのだから、給食センターだけ別だなんて扱いにならないでしょう、

みんな同じかな、これは。 

 だから、これが安いのか高いのか別にしても３２０円、旅費が１０万５,０００円、これ

はどこへ何回行きましたか。何名行って、どこに行ってきた、どういう勉強をしてきたか教

えてください。 

○柚原委員長 

 吉岡給食センター所長。 

○吉岡給食センター所長 

 調理員の全道研修と十勝の研修に出席させてございます。調理員です。あとは所長の研修

も行っております。(「委員さんではないですね」と発言する者あり)はい。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 １７９ページの８の報償費の中に特色ある学校づくり推進事業ということで８０万円支

出されているのですが、そのねらいとするところといいますか、どのような特色ある学校づ

くりに寄与したのか、それを教えていただきたいと思います。 

○柚原委員長 

 吉岡学校教育課長。 

○吉岡学校教育課長 

 毎年、各学校、小中学校それぞれ４０万円を支出してございますけれども、小学校などは

地引き網の体験とか、ＪＩＣＡの研修員との交流、学校訪問などの交流、そういう事業など

に使っております。 



 

－ 51 － 

 いろいろ体験、交流ができるということでございます。それぞれ学校で考えてやっていた

だいています。 

 大樹中学校では地域体験学習、それからボランティア学習等、ボランティア学習の中では

特養訪問なども行っております。そういう中での費用に充てているということでございま

す。 

○柚原委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 その特色ある学校づくりということですから、本来、教育課程上に学校経営計画の中にそ

ういうふうな学校の目標たるものを明記されて、各事業が執行されていくべきものだという

ふうに思っているのです。 

 確かに、具体的にはそういうふうな個々の事業でしょうけれども、根っこになる部分とい

うのが教育課程なり、学校教育計画の中に明記されているような事業でなければ、何かせっ

かくの予算も生きていかないなと思うのですが、それについてはいかがでしょうか。 

○柚原委員長 

 吉岡学校教育課長。 

○吉岡学校教育課長 

 これについてはもちろん授業時間の中で時間を検討されて、実際に行っていると、授業で

行ったということでございますので、それぞれ学校が毎年、いろいろその情報を集めた中で、

またことしはＪＩＣＡが来てくれるかどうかという、そういう中で授業を組んでおりますの

でご理解お願いしたいと思います。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 ２０７ページから２０９ページにかかわる問題なのでお聞きをいたします。 

 十勝ミニバレー大会参加費って、これは大樹町の誰がどんな形で参加費になっているので

すか。 

 それからこっちにもある、ＮＨＫ杯、これ主催はどこですか。負担金補助並びに報償費、

出ているのだけれども、これは大樹のスポーツになっているのだけれども、教育委員会とし

てこれを主催をしているわけですか、お聞かせください。 

○柚原委員長 

 角倉社会教育課長。 

○角倉社会教育課長 

 ２０７ページの一番下段ですけれども、十勝っ子ミニバレー大会というのは教育委員会が

主催で開催しているもので、そのときの参加賞の経費を支出してございます。 
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 ページかわりまして２０９ページの１番上段ですけれども、ＮＨＫ杯全十勝ミニバレー大

会につきましては、大樹町ミニバレー協会が主催で実施しておりまして、参加範囲は全十勝

から参加者が来てます。その大会の運営に対する報償費、応援する経費ということで２７万

円支出してございます。 

 以上です。 

 すみません、ＮＨＫ杯については、ミニバレー協会と教育委員会の共催という形で実施し

ております。 

 ミニバレージャパンカップ大会参加助成金につきましては、教育委員会は主催とかはして

おりませんが、全国大会、大樹から参加した選手の旅費を助成しております。 

 以上です。 

○柚原委員長 

安田委員。 

○安田清之委員 

 ちょっと腑に落ちないのですが、ジャパンカップってミニバレー協会がやっているので

しょう、それに参加する人の費用をというのだけれども、大樹町が主催をしていないのに、

何名分を見ているのですか５万５,０００円、旅費が１泊幾らなのか、明細もらっているの

でしょう、出しているのだから。この中身全部。何名で、旅費が幾らで、何が何ぼと。 

○柚原委員長 

 角倉社会教育課長。 

○角倉社会教育課長 

 ミニバレージャパンカップの大会参加助成については、当別町で開催だったわけなのです

けれども、宿泊費１万円に対して、その５割ということで１人当たり５,０００円の助成と

いうことで１１人分支出してございます。 

○柚原委員長 

角倉社会教育課長。 

○角倉社会教育課長 

 選手に対する助成でございます。 

○柚原委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 １１名だから、単純に計算するとどうも合わない、あのミニバレーって４名でやるのです

よね。だから５人ずつ行ったのか、６名行ったのか、チームは何チーム出たの。 

○柚原委員長 

 角倉社会教育教育課長。 

○角倉社会教育課長 

 現在、チーム数までは今、ちょっとお答えできない状況です。ただ、補欠等も含めて大樹



 

－ 53 － 

から参加した選手に対して支出してございます。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 １８１ページの１９節です。大樹高等学校検定受験料の補助ということで２２万９,００

０円ほどを支出しているのですが、高校生の方どのような受験をされたのか、その科目とい

いますか、その科目と教育委員会で結果をお聞きしているのだったら何々の資格なり、何人

受かりましたということで、わかれば結果も合せてお知らせ願えれば幸いです。 

○柚原委員長 

 吉岡学校教育課長。 

○吉岡学校教育課長 

 まず、検定の種類ですけれども、漢字能力検定、英語技能検定、それからビジネス実務と

かありまして、あと危険物乙丙と、電卓の検定もございます。そういう合わせて１２区分の

検定に対しまして、延べ、ダブっている人もおりますので、延べ２０６名に補助を行ってお

ります。 

 合格した場合に補助するということになっておりますので、延べ２０６人に対する補助と

なってございます。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 それでは、次に１８３ページの２１節の奨学金の貸付金なのですが、２６年度は大学院の

方に貸し付けた人数を教えていただきたいと思います。 

 できれば、本当は修士課程か博士課程ですが、個人情報でだめだよということでしたら、

そこまでは求めません。 

○柚原委員長 

 吉岡学校教育課長。 

○吉岡学校教育課長 

 すみません、申し訳ありませんけれども、大学院があったかどうか確認の数値を拾ってご

ざいませんので、現段階でお答えできかねます。大変申し訳ございません。 

 大学につきましては、２４、この中に大学院があったかどかちょっと把握しておりません

ので、申し訳ございません。 

○柚原委員長 

ほかに質疑ございませんか。 

杉森委員。 
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○杉森俊之委員 

 ２０１ページ、１９節負担金補助金及び交付金、それの下から３番目、大樹町女性団体連

絡協議会補助金ってあるのですけれども、連絡協議会というのは何団体あるのでしょうか。 

○柚原委員長 

 角倉社会教育課長。 

○角倉社会教育課長 

 女性団体連絡協議会の加盟団体は、２６年度では３団体でありました。 

 現在は１団体脱会しまして、２団体になってございます。 

○柚原委員長 

 杉森委員。 

○杉森俊行委員 

 それ説明できたら、どういう団体が３団体あって、どういう団体が脱退したかを教えても

らいたいのですけれども。 

○柚原委員長 

 角倉社会教育課長。 

○角倉社会教育課長 

 ２６年度の加盟団体につきましては地域女性部、それから商工女性部、漁協の女性部とい

うことで３団体でやりました。 

 現在は、春の総会で漁協の女性部が脱退されまして承認されたところでございます。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 １８５ページの１２節に見慣れない科目がありますので、ちょっと教えていただきたいと

思います。電力管理手数料といって小学校と中学校費とそれぞれ８万４,２４０円支出され

ているのですが、これはどういうふうなものなのでしょうか。 

○柚原委員長 

 吉岡学校教育課長。 

○吉岡学校教育課長 

 高圧になりますけれども大樹小学校のデマンドの管理ということで、電気使用を抑制する

ため、自動的にわかるように監視装置がついています。その契約電力を上回らないようにす

るための監視装置の手数料ということでございます。 

○柚原委員長 

 皆さん、ほかに何か質問ありますか。 

休憩いたします。 
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休憩 午後 ２時５９分 

再開 午後 ３時１５分 

 

○柚原委員長 

 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

 質疑はありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 それでは１９３ページの１８節に図書購入費３４万９,１５３円があるのですが、これは

児童用の図書購入費でしたら交付税算定されているような、その金額を下回っていることは

ないかどうかを１点、確認したいと思います。 

○柚原委員長 

 吉岡学校教育課長。 

○吉岡学校教育課長 

 １９３ページ、中学校費の学校管理費の備品購入費の図書購入費かと思いますけれども、

交付税の算定額がちょっと幾らかというのは私のほうで把握しておりませんので、申し訳な

いですけれども、お答えできかねます。交付税の算定、ちょっと担当に確認しないとお答え

できません。 

○柚原委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 今、お話ししたのは、もしかして旧国庫教材の基準というか、積み上げの数字なんかを根

拠に交付税算定されていると思いますけれども、万が一にも財政当局と協議の結果、それを

下回っているようでしたらぜひ頑張って子どもさん方のために図書購入費、限度額いっぱい

まで引き上げるような努力をお願いしたいなということでございます。 

 次、学校教育費、あと一つですので続けていいですか。 

 １９７ページの１３節給食の車の運行業務なのですが、ちょっと学校が１０校なり、６校

なりのときの金額失念しておりますけれども、３６６万というのは以前の２台運行のときと

同じ金額の運行委託費でないかなと思うのですが、学校２校プラス、高校の分１校入ってい

ますので３校なのですが、市街地だけの運行ですので、このことについては３６６万支出あ

りますけれども、もっと圧縮できたのではないかなと思うのですが、その根拠というか、理

由を圧縮できなかった理由をお知らせ願いたいと思います。 

 以上で学校教育のほうは終わります。 

○柚原委員長 

 吉岡学校教育課長。 
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○吉岡学校教育課長 

 これもたしか尾田小中学校最後で、大樹小学校、中学校１校になったと思いますけれども、

その平成２４年度末で終わったと思うのです、閉校になったと思うのですが、２５年度と２

４年度の比較をちょっとまずございませんので、比較、今この場でお答えできません。それ

以降は、２５年度以降、２６年度以降は変わっていないのかなと思いますけれども、２４年

と２５年との比較がちょっとありませんので大変申し訳ございませんがちょっと後ほどと

いうことでお願いしたいと思います。 

○柚原委員長 

ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 次、社会教育費の２０１ページの１３節に子ども農山漁村交流による地域活性化モデル事

業ということで２１１万５,０００円支出されているのですが、これはどんな事業で、何の

ために支出されているのかをお聞きしたいと思います。 

○柚原委員長 

 角倉社会教育課長。 

○角倉社会教育課長 

 委託料の子ども農山漁村交流による地域活性化モデル事業委託料でございますが、これは

総務省の補助事業でありまして、町の負担が全くない、全額国費補助の事業でございます。 

 その内容は、ステップの事業にかかわる地域受け入れ協議会のコーディネート、また指導

者養成講習会、それから学校向けプログラムの作成、民泊活動の充実ということで、ステッ

プの活動の部分を補助金に該当するということで活用させていただいた事業でございます。 

 具体的には、その実施した内容の経費を計上して外注方式ですけれども、外注して実施し

たということでございます。 

○柚原委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 この２１１万５,０００円というのが、例えばＮＰＯだとか、そういうふうなところに一

括で支払われているのではなくて、それぞれ受け入れた宿泊費というか、そういうふうな宿

泊費なり事業費的なものの１３節ですけれども、実際的には報償費的な意味合いで支出され

ているということなのでしょうか、具体的に相手方を教えてください。 

○柚原委員長 

 角倉社会教育課長。 

○角倉社会教育課長 

 委託先につきましては、ＮＰＯ法人特定非営利法人ネオスという団体に委託してございま

す。 
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 以上です。 

○柚原委員長 

 ほかに質問ありませんか。 

安田委員。 

○安田清之委員 

 １７９ページ、１３節委託料４,００４万５,２２０円、これ入札やった会社は何社なのか、

それから何路線あって、この積算根拠はどういうような積算根拠になっているのか教えてく

ださい。 

○柚原委員長 

 吉岡学校教育課長。 

○吉岡学校教育課長 

 この件につきまして、委託の関係ですが、前にも質問あったと思いますけれども、最近、

平成９年当初、町内外業者等と競争入札をやって今の業者と、町内業者と契約しているわけ

ですけれども、平成１１年度以降、この業者を熟知している大樹貨物、随意契約をしている

ところでございます。 

 路線につきましては８路線でございまして、積算根拠につきましては人件費等燃料代と、

車検がある場合は車検の費用も増額してという中で、そういうことで積算をしてございま

す。 

○柚原委員長 

安田委員。 

○安田清之委員 

 これ町のバスですよね、町のバスでしょう委託しているのだから。これ、車検までと言っ

ているのですが、果たしてこれがいいのか悪いのか、これ聞いて検討していただいたのだろ

うか。 

 これ、大樹貨物というのは農協の関連会社、タイヤも含めて全部農協で買ってしまう。こ

れ一手で全部やられるのだから、それを削除してほしいというお願いをしたはずなのだけれ

ども、地元業者もいるわけですから、そういう検討はされてないのか、されているのか、我々

が言ったことはそのときだけ、馬に念仏で聞いておいて、後は知らないのか、検討されたか

されないか、お聞かせください。 

○柚原委員長 

 吉岡学校教育課長。 

○吉岡学校教育課長 

 今のご質問でございますけれども、教育委員会のスクールバスの関係としてはこういうふ

うな伺いをとりまして、今年も、２６年度もやらせていただいております。 

 また、２７年度も今回も該当しておりませんけれども、２７年度も同じようなことでやら

せていただいております。 
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○柚原委員長 

安田委員。 

○安田清之委員 

 答弁一つもなってない、やらせていただいています。僕は検討していただいたのかいと聞

いたの、タイヤも含めて、車検も含めて、やれるのですかと私、前のとき聞いている。検討

しますということ、だから、検討してくれたのかと言っているのです。 

 指名をする以上は随意契約で、普通はこれ随契だめだよね、何千万以上なのだから、こう

いう問題から含めて何も検討していないのでしょう。してないならしてないでいいです、し

ていませんと言えばいい。そうでしょう。しているのかしてないのか、そういう検討をされ

たかされないか、お聞かせください。 

○柚原委員長 

 吉岡学校教育課長。 

○吉岡学校教育課長 

 大変申し訳ございませんが、すると言った記憶もございませんので、大変申し訳ございま

せん、今の段階ではそれしかお答えできません。 

○柚原委員長 

安田委員。 

○安田清之委員 

 したかしないかわからないって、僕らここで発言していることあなた方は聞いているの、

聞いてないの。総括で言ってもいいのだけど、これやると１時間ぐらいいっちゃう延々とや

るから、しっかりと積算根拠含めて、この積算の車検代が何ぼ、タイヤ台が何ぼ、運送経費

が何ぼ、日当何ぼでお出しをいただくよう委員長お願いをいたします。 

○柚原委員長 

 吉岡学校教育課長、よろしいでしょうか総括で。 

安田委員。 

○安田清之委員 

 だから積算根拠言えないでしょう、今。言えないよね。だから、僕が言っているのは予算

に出しているのだから、その積算根拠ぐらい持って来なきゃだめですと言っているのです

よ、これは特別委員会ですよ。 

 書類を持ち合わせていません、何はありません、こんな委員会ありますかあなた方、我々

も真剣にやっているのだよ。これはやはり委員会って特別委員会だからね、これ。否決する

こともできるのだよ。 

 答弁はちゃんとしていただかないと、これ決算をやるということは来年の予算にもかかわ

る問題だから我々一生懸命汗をかいて物を言っているのですよ、それをずっと聞いていると

わかりませんとか、持ち合わせていませんとかという言葉を聞きたくありません、委員長。

やはりそこら辺は注意をいただきたいと思います。 
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 積算根拠はお出しをいただけるのかどうか、ここで言っていただくなら言っていただいた

結構でございます。 

○柚原委員長 

 吉岡学校教育課長。 

○吉岡学校教育課長 

 各号車ごとに給与、超過勤務、健康保険、雇用保険、労災保険、福利厚生関係、これは人

件費ですけれども、それと燃料関係、軽油消耗品、オイル等、それからタイヤ、これは燃料

用用品としていますけれども、それと一般修繕、法定点検、車検、整備、輸送費、維持管理

費、あとは自賠責、重量税、代車、車検費用、こういうことで各それぞれ号車ごとに積算を

しております。 

 以上です。 

○柚原委員長 

安田委員。 

○安田清之委員 

 委員長、全然答弁になっていません。号車ごとになっていますって金額わからない。こん

な答弁をいつまでもやってられません。 

 一つは、社会保険を何で委託業者、この中に入るのですか。それでは委託を受けている会

社は全部社会保険入れていいのですか、ちょっとおかしくありませんか。では、委託を受け

ている会社は全部、社会保険料金も上乗せをして積算するのですか教育委員会はするのです

か、ほかのあれに対しても。ここだけ特別なのですか、これは基準があるのですか、ないの

ですか。社会保険料まで払うって私、聞いたことないです、委託業者に。 

 やってももうあれなのでやめますけれども、総括でやらせていただきますので、先ほどの

書類だけはしっかり見せて、答えられないのですから、車１台ごとに車検が幾ら、タイヤが

幾ら、何が幾らというお出しをいただきたい、それから人数とお出しをいただかなかったら

これ以上論議をする必要はありません、委員長よろしいですか。 

○柚原委員長 

 吉岡学校教育課長。 

○吉岡学校教育課長 

 車ごとの今、費用の積算につきましてはございますので、後ほどお渡しか、今でよろしけ

れば今、休憩していただいてお渡しできるかと思います。 

(「後で出して」と発言する者あり) 

○柚原委員長 

ほかに。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 質疑なしと認めます。 
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 これをもって、質疑を終了いたします。 

 

    ◎閉会の議決 

○柚原委員長 

 お諮りします。 

 議事の都合により、本日の委員会はこの程度にとどめ閉会したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 本日の委員会を閉会とすることに決しました。 

 

    ◎閉会の宣告 

○柚原委員長 

よって、本日の決算審査特別委員会を閉会します。 

 

閉会 午後 ３時３２分 
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平成２６年度決算審査特別委員会会議録（第２号） 

 

平成２７年９月１６日（水曜日）午前１０時開議 

 

○議事日程 

第 １ 委員会記録署名委員指名 

 第 ２ 認定第  １号 平成２６年度大樹町一般会計決算認定について 

 第 ３ 認定第  ２号 平成２６年度大樹町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)決

算認定について 

第 ４ 認定第  ３号 平成２６年度大樹町後期高齢者医療特別会計決算認定につい

て 

 第 ５ 認定第  ４号 平成２６年度大樹町介護保険特別会計決算認定について 

 第 ６ 認定第  ５号 平成２６年度大樹町介護サービス事業特別会計決算認定につ
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 第 ８ 認定第  ７号 平成２６年度大樹町水道事業会計決算認定について 

 第 ９ 認定第  ８号 平成２６年度大樹町立国民健康保険病院事業会計決算認定に

ついて 

 

○出席委員（１０名） 

  １番 船 戸 健 二   ３番 杉 森 俊 行   ４番 松 本 敏 光 
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総 務 課 長  松 木 義 行  

企 画 課 長 兼 

商工観光課長兼 
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黒 川   豊 
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保健福祉課長 
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学校教育課長兼

学校給食セン
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社会教育課長兼

図 書 館 長      
角 倉 和 博 

農 業 委 員 会 長  鈴 木 正 喜  農 業 委 員 会 事 務 局 長 森   博 之 
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開議 午前１０時００分 

 

    ◎開議の宣告 

○柚原委員長 

 ただいまの出席議員は１０名であります。 

 定足数に達しておりますので、本日の委員会を開きます。 

 本日の審査日程は、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 委員会記録署名委員指名 

○柚原委員長 

 日程第１ 委員会記録の署名委員の指名を行います。 

委員会記録の署名委員は、規定により、委員長において、 

 ４番 松 本 敏 光 委員 

 ５番 西 田 輝 樹 委員 

を指名いたします。 

 

   ◎日程第２ 認定第１号から認定第９号まで 

○柚原委員長 

 日程第２ 認定第１号平成２６年度大樹町一般会計決算認定についてから、日程第９ 認

定第８号平成２６年度大樹町立国民健康保険病院事業会計決算認定についてまで、以上、８

件を一括議題とします。 

 認定第１号平成２６年度大樹町一般会計決算認定の１０款教育費の質疑が昨日終了して

おりますので、本日は、認定第１号平成２６年度大樹町一般会計決算認定の１１款災害復旧

費から質疑を始めます。 

 これにご異議ありませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 初めに２１６ページから２１９ページの１１款災害復旧費の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 災害復旧なのですが、現実的に災害ですから災害になってから復旧費というのが出るので

すが、町の街の中、山含めてこういう危険な箇所はお調べになっているのか、復旧費ですか

ら総括でもいいのですけれども、先にわかれば。 

 こういう場所が、河川があれだよとか、ここが土砂崩れが来そうだよとかというようなと



 

－ 4 － 

ころがあるのかどうか、復旧ですから壊れてから直す復旧費だからわかるのだけれども、や

はりそういう箇所があるのかどうか、今はないのかどうか、お願いします。 

○柚原委員長 

 黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

 ご指摘の点でございますけれども、ハザードマップ作成しておりまして、まず津波の心配、

それから豪雨による崖崩れの心配、大樹町平均して平なところが多くて崖崩れの心配箇所は

少ないのですけれども、ただ相川の奥とか住吉の奥とか、ちょっと今、具体的な場所は今あ

りませんけれども、あらかじめ危険箇所というのは把握してございます。 

○柚原委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 課長、災害のハザードマップつくって町民にも渡っているのだろうというふうに思うので

すが、なかなか理解ができない、あれだけ見てても。もう少し住民にわかるように、ここは

あれだよとか、こうだよというような、地区懇談会でも中身について説明をしていただいた

ほうがいいのかなというふうに思うのですが、いかがですか。 

○柚原委員長 

 黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

 津波に関しましては毎年、旭、それから浜大樹、晩成など訓練を含めてそういう啓発をし

ておりますけれども、土砂崩れのほうは特に行っておりませんので、地区懇談会などの場に

おいても啓発をしていきたいと思います。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 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。 

 次に、２１８ページから２１９ページの１２款公債費の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ２１９ページの所管していると思うのですが、この元金、７億１,０００万円ほど貸して

いるのですが、過疎債とか辺地債の元金の割合ってどれぐらいか教えていただきたいと思い

ます。 

○柚原委員長 
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 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 ２６年度中の償還元金の一般会計分のうち、過疎辺地ということなのですが約１７％でご

ざいます。 

（「過疎債と辺地債両方合わせてということですか」と発言する者あり） 

 過疎の償還元金が１,７０７万６,０００円、それから過疎対策事業債の償還元金が１億３

２０万２,０００円です。 

 最初から、辺地債１,７０７万６,０００円で、過疎対策事業債が１億３２０万２,０００

円でございます。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 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。 

 次に、２１８ページから２２１ページの１３款諸支出金の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 杉森委員。 

○杉森俊行委員 

 ２１９ページの国民健康保険から下のほうの公共事業水道料金のほうまで、次ページの２

２１ページの上段、病院事業から水道事業あるのですけれども、このように国とか道からの

補助金というか、そういうものが来ているとは思いますけれども、町としてこういう事業に

対して黒字化を目指すというやり方は考えているのかどうか、ちょっと聞きたいのですけれ

ども。 

○柚原委員長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 ここの特別会計に対する操出金及び公営企業会計に対する出資及び補助金の関係なので

すけれども、基本的には本来一般会計で持つものなのですけれども、特別会計につきまして

は、その歳入歳出を明確にすることが望ましいものについては、別に会計をつくれるという

形になってございます。 

 いずれにいたしましても、各国、道、それからここでは支払金とか、市町村の負担割合と

いうのが決められた中で行っている事業がほとんどでございます。例えば、国民健康保険で

あるとか、後期高齢、介護保険等につきましては、基本的に負担率が決められてございまし

て、これはなかなか黒字にするという部分にいきましても、一般会計に入り込んでいる普通

交付税の中に参入されているのがありまして、黒にはなかなかなっていかないと。 
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 黒字を目指すと言われているのは、公営企業会計の部分なのでございますけれども、こち

らにつきましても公益性とか、そういった部分で、もしくは住民の安全・安心な生活という

部分でなかなか黒字にはならないと、なおかつ黒字になった場合、自治体が住民の方を相手

に商売をしているという話になってしまいますので、採算性は重視してございますけれど

も、本来であれば一定の収益のあるのが正しいのかとは思いますけれども、なかなかそこま

でいってないというのが実態でございます。 

 目指す方向といたしましても、公共下水道、病院、水道につきましては、基本的に歳入歳

出、それと町一般会計から各特別会計に繰り出す場合は、繰り出し基準という設定がござい

まして、それは国等の指示の中で繰り出し基準を定めて、この部分につきましては一般会計

からの助成を行うというシステムになってございまして、その繰り出す分に関しましては地

方財政計画上の基準財政需要額、多くは普通交付税に反映されてくるのですが、そういった

ところ措置されるということになってございまして、実態としてこの特別会計が黒字を目指

すという部分よりは、できるだけ収支を改善しいく、一般会計の持ち出しを少なくしていく

というのが課題となってございます。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 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。 

 次に、２２０ページから２２１ページ、１４款予備費の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 予備費なのですが、これは毎年大体同じくらい予備費をとっているのですが、これの運用

というのはどういうお考えなのか、予備費というとり方をしているのですが、災害とか何か

で使うということなのだろうというふうには理解をするのですが、大体、毎年このぐらいで

予備費から余り支出をされていないというふうに思っているのです。 

 これは、こんなに置いておく必要があるのかなという部分もあるのですが、そこら辺の見

解だけちょっと教えてください。 

○柚原委員長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 予備費の計上額に関するご質問でございます。  

 幾らが適正かというのは、なかなかその水準はないのでございますけれども、ただいま委
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員がおっしゃられたとおり、災害時の緊急対応、一番多く使っているのは３月末の大雪対策、

こちらのほうに通常であると１回補正すると７００万とか、８００万とかという数字を使っ

ている部分もございます。 

 その部分を含めますと、過去２０年程度この金額できていまして、これで何とかやりくり

しているというところでございますので、執行しない年も結構あるのですけれども、この水

準で確保できればというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 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。 

 続いて、一般会計の歳入、２２ページから６１ページまで、一括質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 髙橋委員。 

○髙橋英昭委員 

 不納欠損について伺います。 

 町税で、軽自動車税１万４,４００円、それから分担金負担金で児童福祉費負担金で１８

万７,８７０円の不能欠損がありますけれども、詳細について伺いたいと思います。 

○柚原委員長 

 林税務課長。 

○林税務課長 

 軽自動車税の不納欠損、１万４,４００円につきましてのお尋ねでございます。 

 これにつきましては、軽自動車２件、２名、２台分の不納欠損を行ったものでございます。 

 不納欠損につきましては、課税対象者が居所不明とか、あるいは生活が困窮しているなど

の理由により一定のやむない理由を認めた場合に適用しているものでございまして、課税を

された年から５年を経過して、それと時効、あるいは町のほうが滞納処分の停止を決めてか

ら３年で執行するというような形の手続きを踏んでございます。 

 今回、不納欠損しました２件につきましては、２１年度に課税されたものでございまして、

そこから５年の経過して時効が成立というような要件での不納欠損処理になってございま

す。 

 その要因としましては、その２件につきましては当該年度におきまして、当時、大樹町の

住民でしたが、その後、転出をされまして、転出先での転出も行われたこともありまして居

所不明の時期が一時ございました。その後、最終的には居住地確認をされたのですけれども、

その転出先の居住地で生活保護の受給世帯というようなことが判明いたしまして、生活の困
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窮ということで町としての滞納処分には至らないというような判断の中で時効の５年を迎

えまして、不納欠損に至った経緯でございます。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 児童福祉費の分担金、１８万７,８７０円でございます。こちらの不納欠損につきまして

は、３名でございます。死亡が１名、他町村における生活保護が１名、その他消滅時効に伴

う方が１名ということになっております。 

 死亡の方につきましては、昨年、亡くなられたということで、この方につきましては１万

７,０００円分、他町村における生活保護の方につきましては、この方が１５万７,８７０円

ございまして、生活保護ということで確認ができましたので、この方の分を時効ということ

で不納欠損しております。 

 もう１名につきましては、先ほど林税務課長のほうからありました時効の年限が過ぎてい

るということで、本人も払えないということで、制約に応じられないような方でございまし

て、この方が１万３,０００円ということで、合わせて１８万７,８７０円について不納欠損

をさせていただいております。 

 以上でございます。 

○柚原委員長 

 髙橋委員。 

○髙橋英昭委員 

 軽自動車税のほうなのですけれども、これまで１回も督促だとか、そういったことはやっ

ておられなかったのですか。 

○柚原委員長 

 林税務課長。 

○林税務課長 

 お答えします。 

 通常、滞納がありました場合、納期限を過ぎますと２０日を目途に督促を出すような形を

とっております。なおも納入に至らない場合につきましては、電話とか、自宅の訪問、ある

いは生活状況の確認とか、そういった手段をとらせていただくというのが通常の滞納があっ

た場合の手続きというようになってございますが、今回の不納欠損に該当しました２名につ

きましては、大樹町からの転出をしたというところで、町においては移動先として届けられ

ている転出先については承知していますので、そこに対して郵便等の請求で通知をしている

ところなのですが、当該者に当たりましては転出先から再度の転出をされたりとかというよ

うな状況の中で、その郵便とかが届かないという状況で実際には連絡がつかないというよう

な状況になっていたものでございます。 
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 それらを踏まえて５年間の時効が成立してしまったというような内容になってございま

す。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 髙橋委員。 

○髙橋英昭委員 

 別な質問にかえていいですか。 

 今の説明で一応は理解しましたけれども、そういったことで不納欠損のないようにこれか

らもひとつ続けてやっていただきたいと思います。 

 次に質問したいのは、町民税の２１６万６,０８１円の滞納者数と滞納歴の最も古い年度

及び最高額を教えてください。 

○柚原委員長 

 林税務課長。 

○林税務課長 

 ただいま町民税の滞納額についてのご質問がございました。 

 滞納につきましては、現年度分で収入未済額３２２万８,２２４円、それから滞納繰越分

で７１２万１３０円という部分が滞納繰越というような形になってございます。 

 これにつきまして、現年度分につきましては６５件で３２２万８,２２４円ということに

なってございます。 

 それから、滞納繰越分でございますが、滞納繰越分につきましては年度ごとに１件という

ことでカウントしていますので、件数イコール人数とはなっていないのでございますが、全

部で１２５件で７１２万１３０円という形になってございます。 

 若干、時期がずれるのですけれども、今年の６月１日現在の分で人数を確認した部分では、

滞納繰越のトータルが１,０３４万８,３５４円になってございますけれども、これの人数と

しましては１１１名という形になってございます。 

 年度別の一番古いところではどの辺から残っているのだというようなお尋ねでございま

したが、一番古いもので平成４年の調定額が残っているものがございます。 

 それからもう１点、最高額の方がどのくらいかというようなご指摘がございましたので、

一番大きな滞納額が残っていらっしゃる方が２００万を若干超えたぐらいの数値というの

が一番大きな方になるかと思います。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 髙橋委員。 

○髙橋英昭委員 

 平成４年から残っているということなので、時効にならないためには何らかの形とってい

たと思いますけれども、どういう方法でありましょうか。 
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○柚原委員長 

 林税務課長。 

○林税務課長 

 時効にならないようにということでのお尋ねでございます。 

 先ほど申し上げたように何も手だてがない場合に５年を経過すると時効が成立してしま

うということで、何らかの対応をしながら納税をしていただくというような基本的な対応に

なるかと思います。 

 先ほども若干触れさせていただきましたが、納期を過ぎた場合に２０日をめどに督促状と

いうような形で、その後につきましては電話、あるいは自宅訪問ということで、まず納税の

お願いを含めて納税相談を行って、どういった状況で払っていただけるか、あるいはいつい

つまでなら大丈夫、今の状況を緩和できれば払えますよというような相談をさせていただき

ながら、納税を呼びかけているところでございます。 

 そういったような相談とかになかなか応じていただけないようなケースも中にはござい

ますので、そういった場合につきましては勤務先への給与等が支払われているような方であ

れば、勤務先への給与照会であるとか、あるいは金融機関への預金の調査とか、そういった

部分の財産に関する調査なども行わさせていただいているところでございます。 

 基本的には、そういった中で滞納処分ができる方については処分に持っていくという方法

が一つございますし、それから相談の中で少しずつでも返済をしていただくとか、そういっ

た中で相談に応じて納税をしていただける方につきましては、その相談をしながら納税誓約

書というような形で納税のお約束をいただいて、それに基づいて計画的に納めていただくと

いうような方法をとりまして、時効が成立しないような形で納めていただくというような方

法をとってございます。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 髙橋委員。 

○髙橋英昭委員 

 町税の場合、強制徴収ができると思うのです。そういったことは過去にやられたことがあ

るかどうか、お願いします。 

○柚原委員長 

 林税務課長。 

○林税務課長 

 今、強制徴収のお話がございました。 

 実際、主要成果報告書のほうにも報告させていただいておりますが、２６年度の実績でい

きますと、差し押さえ予告などをやらせていただいて、実際に差し押さえの件数につきまし

ては１件、預金の差し押さえをさせていただいているところでございます。 

 以上です。 
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○柚原委員長 

 髙橋委員。 

○髙橋英昭委員 

 町民税についてはわかりました。 

 続いて、固定資産税、軽自動車税についても同じようにちょっとお願いします。 

○柚原委員長 

 林税務課長。 

○林税務課長 

 まず、固定資産税について申し上げます。 

 固定資産税につきましては、現年課税分の収入未済額が１５１万５,４００円となってご

ざいまして、これについては２４件ございます。 

 滞納繰越分の３８７万６,２３５円につきましてですが、これも年度期別になりますので、

件数としては４７件になってございます。 

 実人数でございますが、これら合わせまして収納未済額５３９万１,６３５円となってご

ざいますが、６月１日現在では３７名の方が滞納者というような形になってございます。 

 それから、軽自動車のほうですが、現年分４万４,２００円、これは１０人。それから滞

納繰越分、こちらのほうが５件で１万５,２００円となっておりまして、総体の滞納繰越額

５万９,４００円に対しましては、６月１日現在で１０名多かったというようになってござ

います。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 髙橋委員、関連でしょうか。 

○髙橋英昭委員 

 次の質問です。 

○柚原委員長 

 では、後にしてください。 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 今、髙橋委員がるるお聞きをいただいて、私も同じような質問をさせていただきますが、

税法上５年過ぎると請求できないよと、単純に言うと。民法では７年なのですが、そこら辺

の整合性ってどう違うのですか、まず一つお聞かせください。 

 それと、多分、３月３１日で締めるよね、そうですよね町は、締め日は３月３１日でしょ

う、１２月３０日かな、締め日。 

 だけど、年度は３月３１日でしょうというの、閉鎖はあれだけれども、だから閉鎖は５月

だけど、３月３１日で一応、未納額って出てくるよね、そうですよね。 

 その後、入った金額はどのぐらいありますか。３月３１日を過ぎて、収入が入ってきた部
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分。わからなければ、わからなくてもいいけれども、若干は入っているはずなのです、また

いで、これの数値と大分変わってくるのかなというふうに、年度別で考えると。締め日は３

月３１日だから、出納閉鎖は５月だけれども、この間に入ってきている金額というのは、こ

れには含まれていないのでしょう。３月３１日で締めるわけだから、未納額が出るわけです

よね、これとその年月、年度をまたいで入ってきた金額ってわかるのかいと聞いている。 

○柚原委員長 

 林税務課長。 

○林税務課長 

 まず１点目の時効成立５年ということで、そこの部分ということでございますが、町税に

つきましてはあくまでも地方税法の規定の適用を受けている項目になりますので、地方税法

上の既定として時効の成立５年ということになっておりますので、法律に基づいてというこ

とになります。 

 それから、その後の閉鎖期間などの部分で収入についてということですが、まず説明とし

て滞納繰越分につきましては、例えば今、２６年度の決算ですから、ここで滞納繰越分とし

て計上されているのは２５年度以前に課税されたもので、２６年度繰り越された分が滞納繰

越分として上程されている分ということになります。 

 そこの分につきましては、３月３１日までに入った分だけが収入という扱いになりまし

て、ですから４月１日の時点で収入がない部分についてはここの滞納繰越分の収入未済額と

して計上されているということになってございます。 

 それから、現年課税分につきましては当該年度、２６年度に課税された分になりまして、

ここは５月末までに入ったお金につきましては現年度の収入として収納されるということ

になりますので、ここで計上されています収入未済額につきましては５月末までの収納を全

ていって、その時点で入っていない分が収入未済額として計上されているということで、先

ほど私全体の部分で、６月１日時点の人数ということでお話をさせていただきましたが、そ

ういうようなことで６月１日時点での未納というような形です。 

 確かに、お話いただいたとおり、滞納者の分につきましては、その４月、５月について、

そこの部分で収納になった額というものはあるのでございますが、済みません今現在、手持

ちで明確な数字お答えできません、ご容赦いただきたいと思いますが、滞納繰越分について

はそういったような状況で、４月、５月に入った分があるとございます。 

 現年分につきましては、４月、５月に入った収納については全て２６年度の収入として計

上されているということでご理解いただきたいと思います。 

○柚原委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 中身は大体わかりました。 

 現実的には、これは６月１日に残っているのですよという意味だというふうに私は理解し
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たのですが、それでよろしいですね。 

 それで、これずっと増えてきているのですよ、２４年、２５年、２６年、こういくと。本

当にこれ、皆さん一生懸命やっているのだろうと思うのだけれども、やはり今、同僚委員も

言ったように何らかの処置をしないと町民税って少なくても収入がある方は町民税かかる

のですよね、そうでしょう町民税って。ここら辺は違うのですか、お金が一銭もなくても町

民税はかかるのか、町民税ってかわるよね、収入によって。 

 だから、収入ある方が未納になっているわけですよ。この対応ってどういうふうになるの

ですか。 

 先ほど聞いたら平成４年からと言っているから、平成４年といったら、今は２７年ですよ。

今も続いているわけでしょう、それ。これはちょっとおかしいのかなと、この平成４年から

このままずっとここに入れてていいものなのか、差し押さえをするのか、総括に近いのだけ

ども、現実的には。この対応はどうやっているのか、先ほど言った督促を出してやっており

ますと、訪問もしておりますと、それから税収の始末書をとって毎月幾らずつ払いますとい

うふうにやっているのだけれども、本当に実が出ていないのではないのか、これ。完璧に。 

 だから、滞納機構をつくった意味がないのではないかと僕は思うのです。１件で約２００

万の方いるでしょう、２００万の方、１名の方。これはやはり滞納機構へお願いをしたほう

がいいのではないかと、収入があるのだから、どうですか。 

 それで、その１名の方のことを若干聞きますが、固定資産税も何もないの、この人。総括

なのだ、本当はこれ。やめておくけれども、ここら辺、後で聞くのでもう１回、中身調べて

おいて、中身を。それでないとまた書類がありませんということ、昨日も僕、ちょっと教育

委員会に言ったのですが、聞いたものに書類がありませんと、これみんな今日課長来ている

から、現実的に書類がないとか、これ論議できないのだよ、よろしくお願いをして、これで

やめますけれども、ここら辺をお願いします。書類がないなんていうことがないように。 

○柚原委員長 

林税務課長。 

○林税務課長 

前段の滞納額、毎年どんどん増えているのではないかというご指摘で、そのとおりの結果

になっているのであれなのですが、税の徴収率に関しては毎年というか、前年度もその前も

同じ程度、税収ということで同じような状況が続いてはいるのですけれども、どうしてもそ

の時にまた滞納が出てしまうと、今までの分に積み重なっていくというようなことで、滞納

額が膨らんでいるという状況にあるのはご指摘のとおりだと思います。 

少しでもそういった部分減らしていくような努力というのは必要かなと思っております。 

それから、そういった意味では随分古いものもあるというお話をいただいたのですけれど

も、何もしなければ５年で時効というようなことなのですが、そういった部分では相談の中

で納税の意志はあると、ただ、今のところ生活の状況が厳しいので払えないとか、あるいは

少額でも、僅かずつでも入れていくというようなそういうようなお考えの中で対応していた
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だいている方もおりますので、そういった方につきましては相談をしながらそういう形で納

めていただくような形で、古いものも残っておりますけれども、そういう形での対応という

ものを続けて、なるべく不納欠損を出さないというようなところも方針として持ちながら進

めているというのが現状でございます。 

それから、もう１件、滞納整理機構への取り扱いの部分もお話いただきましたけれども、

町としては普段ご指摘もいただきますけれども、まず第一義的には町の職員が顔を合わせて

税の相談をしながら納税をしていただくというものを根本的に考えております。 

そういったやりとりの中で、なかなかそういった対応をとっていただけないとか、そう

いった場合に滞納整理機構のほうにお願いをして徴収をお願いするというような立場を

とっておりますので、そういった中で今後とも何とか税の徴収率のアップについては引き続

き頑張っていきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

以上です。 

○柚原委員長 

ほかに質疑はございませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 ５８ページから５９ページにかけてなのですが、２１款町債の中の１目１臨時財政対策債

についてでございます。 

 この臨時財政対策債についての中身と、それから臨時財政対策債についてはこれは中身で

ご説明いただいた後でまた質問しますが、目いっぱい借りているのかどうかということをま

ずお伺いします。 

○柚原委員長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 臨時財政対策債の性格といたしましては、地方交付税原資の不足分を補うためのものでご

ざいます。 

 実は、地方交付税につきましては、平成２７年度から国税４税、２６年度までは消費税、

法人税、所得税、酒税、たばこ税、このうちの一定割合を地方交付税の原資とするというふ

うに地方交付税法に書かれているわけなのですけれども、実は税収の不足がございまして、

地方が必要とする一般財源を確保するための地方交付税額に到達しないということがござ

います。 

 その場合に、基本的に国の場合は赤字国債が発行できるのですけれども、自治体について

は赤字地方債を発行できないという決めがございます。 

 ただ、これはその部分の地方財政法の例外措置としての臨時財政対策債の発行が認められ

てございます。 

 これにつきましては、半分が国が償還すると、半分は地方交付税特別会計に後年度、その
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部分を上乗せして地方交付税特別会計がお返ししていくという形になってございまして、こ

れを借り入れたものに対する地方交付税の交付税措置率は１００％と言われております。 

 そのため、実質的には私どもは普通交付税と同じ性格を持ったものだという理解で毎年、

基本的には限度額いっぱいまで借り入れを起こしてございます。 

 普通交付税につきましては、この借り入れに関する元利償還金の１００％を次年度以降の

普通交付税の算定の中で１００％参入するという形になりますので、基本的には地方財政の

後年度負担という部分に関しますと乗ってこないというような性格になっています。 

 ただ、この臨時財政対策債制度、実は本当は地方交付税の原資が国税率で足りない場合は、

地方交付税法を見直すという形になっているのですが、この臨時的な措置が十数年続いてい

るというのも、これも一つの実態でございます。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 何か最初できたとき５年、何年とかという年限あったよね。そんな記憶をしているのです

が、ずっと臨時で伸びてきているということなのです。 

 ただ、この性格きちんと理解していないところもあって、何か目いっぱい借りない、借金

だから借りないなんていうことが、私はこれは全額戻ってくるものですから満額借りている

ということで、今後もよろしくそのように措置をしていただきたいというふうに考えていま

す。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 補足といいますか、考え方の一つなのですが、実は臨時財政対策債の発行可能額というの

が交付税算定で求められます。 

 発行可能額に対して、交付税措置がされてくるものですから、基本的に財政的にかなり裕

福な部分はその年借りなくても財政運営ができるというところについては借りないケース

もございます。 

 ただし、臨時財政対策債の発行可能額に対する後年度、交付税措置がされるということな

ので、借りても借りなくても後年度、その分に関しては地方交付税特別会計の中で面倒が見

られるというのもありますので、そこにつきましては自治体の考え方一つという部分もある

のも事実でございます。 

 補足の説明させていただきました。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 
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 菅委員。 

○菅敏範委員 

 ３１ページ、５目教育費負担金の１節学校給食費負担金で伺いたいと思います。 

 給食費の過年度分で３２万６,０００円が徴収されている実態があるのですが、小学校、

中学校合わせて、それでも収入未済額が２５２万４,２１０円あります。 

 実態としては、数年前からの古いものの累積できないかというふうに理解をするのです

が、その実態を教えてください。何年度ごろからと、その件数。 

 総括でも伺いたいのですけれども、その生活困窮で払えないというような実態の中で残っ

てくるのか、払いたくないということなのか、以前、マスコミ報道なんかで給食費の滞納が

問題になったときに、若い人たちが私は弁当を持たせていいのだと、だけど国が勝手に給食

出すことを決めたのだから私払わなくていいと、そういうのがかなり都会とかそういうとこ

ろにあるというふうな報道もあったのですが、実態として払えてない人、本当に厳しい生活

環境で払えていないのか、そうではなくて全く余裕のよっちゃんみたいな人なんだけれど

も、私は払いたくないと、そういうようなことの把握をしているのかどうかをお聞きしたい

と思います。 

○柚原委員長 

 吉岡給食センター所長。 

○吉岡給食センター所長 

 給食費の滞納の関係でございますけれども、古くは平成８年度からおります。８年、９年、

１１年と古くは残っております。 

 払えないのか、払えるのかということでございますけれども、なかなか給食では転出者も

おりまして、なかなか実態把握できない部分もありますけれども、現年、今、通っている人

も児童生徒もいるわけですから、そういう世帯においては生活困窮者はいないのかなと。 

 就学支援等、申請ある者につきましては就学支援の中で給食費を援助しておりますので、

ここに載っている方についてはそういう申請もないという中で、給食費は払えるものと思っ

ておりますけれども、滞納されているという状況でございます。 

○柚原委員長 

 ほかに。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 ちょっと具体的にわからないのですけれども、いろいろな今、税の滞納分とか、不納欠損

の問題で議論がされているのですけれども、例えば先ほど議論になりました軽自動車税でい

うと、軽自動車を買ったらぽんと税金が押しつけられたようについてくるのです。 

 ただ、給食費の場合には三度の食事ということでいうと、朝は家で食べて、昼学校で食べ

て、夜自宅と、食事を１食提供するわけです。食べさせてもらっていると言ったら変かもし

れませんが、そういう中で自分の子どもがそういうお世話というか、面倒見てもらっている
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状況で、そういうことを了解して本人もいるはずなのです。 

 ですから、それはほかの税とは違うような意味合いのものだと思うのです。町でも負担を

しながら、そんな高いものでもありませんし。 

 ですから、その辺が当然、自分の家でかかる食費の分と遜色ないわけですから、その辺の

やつをこれだけ残ってて、例えば本人と会って話しをするときに、その言い分が払いたくな

いというのか、どうしても大変だから待ってくれとか、その辺の把握は再度聞きますけれど

もされているか、されていないかのことをもう一度教えてください。 

○柚原委員長 

 吉岡給食センター所長。 

○吉岡給食センター所長 

 今は若干、高額の滞納者もおりますけれども、なかなか奥さんとは会えるけれども、旦那

さんと会えないと、いろいろこれから、どうしてもそんな段階で対応できないものは会社等

突きとめて、そういう方向にご主人とも話をできるような体制を整えてやっていこうという

ことでございます。 

 怠慢といいますか、これほかの関係もそうだと思いますけれども、一度残ってしまうとこ

ういうだらだらといってしまうので初期対応が大事なのかなと思いますけれども、なるべく

今は現年度分が発生しないように、そして滞納分に対応していくということで思っておりま

す。 

 払う気持ちがあるかどうかという、払わなくもいいのではないかということの確認はして

おりませんけれども、委員おっしゃるとおり朝、昼、晩の昼のご飯ですから、ご飯を食べて

いるわけですから、それを食べさせてもらっているという中で、お話もしていきたいなと

思っております。 

○柚原委員長 

 菅委員、関連しますか。 

○菅敏範委員 

 ちょっと総括でも伺いたいので簡潔にいきます。ただ、実態として、平成８年からと言わ

れると、その給食を食べた子どもは３０を過ぎている子どももいるような感じなるわけで

す。 

 今、成人１８歳とかとあるのに、大人になって自分の親が給食費払っていなかったと、何

となく情けない、そういうことになるような気がするのです。 

 ですから、その辺のこれはほかと違って荒っぽい言葉で言えば食い逃げみたいなことにな

るのですよ。ですから、これはちょっとほかの税とか違って異質なものだと思いますから、

今後の対応としてはもっと真剣に考えたいと思いますので、これは本人の言い分も把握をし

てないし、実態把握はないとなれば、ただ請求を出してもらえない、請求してもらえないと

いう実態ですから、総括で議論させていただきたいと思います。 

○柚原委員長 
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 休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時４９分 

再開 午前１１時０５分 

 

○柚原委員長 

 休憩前に引き続き、質疑を再開いたします。 

 質疑はありませんか。 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 今、菅委員が聞いたことに若干、疑問を感じますのでもう一度お聞きをさせていただきま

す。 

 一つ、給食費は生活保護等々の方は払わなくてもよろしいですね、それから給食は町が必

ずというか、国から出せという命令があるのか、出さなくてもいいのか、弁当でもいいのか、

本人方の承諾をとっているのか、この３点お聞かせください。 

○柚原委員長 

 吉岡給食センター所長。 

○吉岡給食センター所長 

 学校給食法というのがありまして、その中、４条の中で義務教育小学校の設置者の任務と

いうことで、義務教育小学校の設置者は、当該、義務教育小学校において学校給食が実施さ

れるように努めなければならないとなっております。完全な義務ではないのかなと思います

けれども、大樹町としては学校給食を提供しているということでございます。 

 提供を受ける者の承諾があるかということでございますけれども、町の徴収規則によりま

して受益者負担ということにさせていただきまして給食費をいただいているというところ

でございます。 

 １点目の生活保護、準要保護の関係につきましては、先ほどもお話ししておりますが委員

おっしゃるとおり援助がございます。そのようにしております。 

○柚原委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 生活保護者といいますか、生活保護を受けている方は全部減免というふうになっているは

ずなのです、町民税も含めて。 

 これ、課税されるということは、徴収されるということは所得があるのだろうというふう

にまず思っています。 

 これだけの金額がずっと過去さかのぼれば何十年前からあります。それで、これだけあれ

ばうちの監査委員さんは多分、指摘をされているのではないかと、されて監査委員からこれ
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はまずいよと、こうだよというような説明を受けているかどうかお聞かせください。 

○柚原委員長 

 吉岡給食センター所長。 

○吉岡給食センター所長 

 私、この２６年度からの分で給食センターの所長をやらせてもらっております。 

 今回の決算ということでございますけれども、監査委員からこのことについて指摘を受け

まして、今後どのような対策をとっていくのだということでの照会がございましたので、先

ほどお答えしたように臨戸訪問等、あと催告状等出して対応していくということでやってご

ざいます。 

 今、そういうことで分割納入されている方もございます。 

○柚原委員長 

 ほかに。 

 髙橋委員。 

○髙橋英昭委員 

 町営住宅の滞納繰越なのですけれども、昨年の決算に比べて滞納繰越戸数は２戸です。額

で７３万３,０００円ほど減少しており、徴収への努力は評価しております。 

 しかしながら、まだ過年度分として６５２万５,１５４円が残っております。これらにつ

いて、まず滞納者数と滞納歴の最も古い年度についてお伺いしたいと思います。 

○柚原委員長 

 小森建設課長。 

○小森建設課長 

 町営住宅の滞納者の関係でございますけれども、平成２６年度で２１件ございまして、一

番古いものにつきましては平成１６年からの方が１名ございます。その後、１７年、１８年

と追ってなっている状況でございます。 

○柚原委員長 

 髙橋委員。 

○髙橋英昭委員 

 監査委員から提出された意見書、表を見ると町営住宅の未済額の総戸数は２９です。その

内訳は、現年度分６戸、滞納繰越分２０戸とあります。ということは、滞納繰越は全員が現

年度分も未済があると考えてよいのか。 

 または、滞納者の中には既に町営住宅を退去し、現年度分は発生していないと、そういう

人もいると捉えていいのか、お聞かせください。 

○柚原委員長 

 小森建設課長。 

○小森建設課長 

 現年度分、過年度分の関係でございますけれども、今年度、退去された方はおらない状況
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です。 

○柚原委員長 

 髙橋委員。 

○髙橋英昭委員 

 滞納繰越者は全員、現年度分もあると、そういう解釈でいいですね。そういう解釈ですか。 

○柚原委員長 

 小森建設課長。 

○小森建設課長 

 現年度につきましては６件、２６年度、現年度につきましては６件も繰り越しになってお

ります。 

○柚原委員長 

 暫時休憩。 

 

休憩 午前１１時１２分 

再開 午前１１時１３分 

 

○柚原委員長 

 再開いたします。 

 小森建設課長。 

○小森建設課長 

 大変申し訳ありません、現年度の６件、滞納繰越分の関係ですけれども、６件以外の１件、

５件となっております。 

○柚原委員長 

 髙橋委員。 

○髙橋英昭委員 

 別な質問をいきます。そういったことで２１件ですか、あるのですけれども、例えば長期

間、滞納している場合。例えば、退去していただくだとか、あるいは連帯保証人に請求する

と、そういった行為はやられる考えはございませんでしょうか。 

○柚原委員長 

 小森建設課長。 

○小森建設課長 

 連帯保証人の債務の関係でございますけれども、連帯保証人につきましては一応、同居者

と同等の債務になります。死亡、転出がない場合、それらの把握に努めておりますけれども、

現在では滞納者に催促状、督促状を通知した中で、さらに納入に応じないという方につきま

しては、連帯保証人にも通知をしなければならないということでございますけれども、そう

なる前に訪問したり何だりということで対応しておりますけれども、連帯保証人の関係につ



 

－ 21 － 

きましては、通知につきましては過去から、連帯保証人の債務は届かないような状況で今、

対応しております。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 今の住宅に関連して、実態としてちょっとお聞かせください。 

 実は、公営住宅、家賃が低家賃のところから高いところ、上限の幅があるのです。髙橋委

員から督促とか、退去の話があったのですが、例えばずっと長期間滞納している人が、例え

ば家族数もあるのですがずっと家賃の高い、いいというか、そういう住宅に居住していると

いう、そういう実態は現実的にはないのですか。 

○柚原委員長 

 小森建設課長。 

○小森建設課長 

 滞納者の関係ですけれども、大体、毎年約３０戸程度が未納となるような状況でございま

す。家賃の高い方の件でございますけれども、そちらのほうは今、公住のほうは低所得者が

対象ということでございます。そういった中で、家賃の低い方の滞納が続いているかと思い

ます。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 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、歳入歳出の全般において、事項別明細書に記載されている内容で質疑漏れの

あった方で、特にここでお聞きしたい方がおりましたら、質疑をお受けいたします。 

 質疑はありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ページ数で７９ページに地域公共交通確保維持改善事業補助金ということで４１０万円

ほど支出されておりますけれども、これに関して乗車密度とか、当初のできたスタートした

ときに比べたら大分、金額も多くなってきているのですが、動向はどのようになっているで

しょうか。 

○柚原委員長 

 黒川企画課長。 

○黒川企画課長 
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 ただいまのご質問でございますけれども、４１０万８,０００円の支出ということで、一

時は数年前には負担金がなかった状況もありまして、最初、２０万円ぐらいからスタートし

て、どんどん増えているという状況でございます。 

 これは乗車率、国の基準を下回ってきて補助が減っているというような状況で、各路線の

帯広から広尾までの延長割合によって負担をしているというものでございます。 

 徐々に増えている状況ではございますけれども、今後の見通しということでよろしいで

しょうか。協議会を開催しておりまして、毎年、検討しているのですが、例えば便数のあり

方、あるいは路線のあり方等々含めて検討しております。便数を減らすと乗車率が少し、分

母が小さくなりますので乗車率が少し上がるということがありますが、便数を減らすことに

よっての利便性の欠如という部分との兼ね合いで皆さんで話し合って、今後、決めていくと

いうようなことになろうかと思います。 

 また、交付税措置もされている部分でありますので、丸々全額を出しているというもので

はございませんが、応分の負担はしているというところでございます。 

○柚原委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 今の国の基準の中で重要な言葉として、前は乗車密度という言葉で補助金の額が変わって

くるんだよという説明、受けたと思うのですが、その乗車密度という面でも大分、国の基準

を下回っているから補助金も下がってきているというふうな理解でよろしいでしょうか。 

○柚原委員長 

 黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

 仰せのとおりでございまして、平均乗車率は今４.５と言われております。運行会社は１

２.６、系統のキロ数は９１.１となっておりまして、この乗車率４.５というのは国の基準

がちょっと今ございませんが、５を上回ればいいのですけれども、どんどん下回るとだんだ

ん負担が多くなるというような構造になってございます。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 １６７ページ、１３節道路関係でございます。ちょっとこの予算を見ると町道維持補修、

これ除雪が１億４,９２５万２,９１０円、これもうその上に１９０歩道道路区間整備と、中

身はこれはどういう形になるのかだけ教えてください。この予算の関係。 

 これは除雪ですよ、これは整備をしているのですよというふうになるのかどうか、この部

分だけちょっと教えてください。 

○柚原委員長 



 

－ 23 － 

 小森建設課長。 

○小森建設課長 

 町道維持の委託料の関係でございますけれども、町道維持除排雪の内訳につきましては、

道路維持のほうで６,３４６万３６円の決算額が出ております。 

 除排雪につきましては、８,８９０万８,８７５円の数字となっております。この中には、

公共施設分の除雪費も含まれております。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 舗装道路の部分は、これはただ舗装を直しているというふうに捉えていいのか。補修。舗

装道路区間整備業務って、これは何を。 

○柚原委員長 

 小森建設課長。 

○小森建設課長 

 舗装道路の区画線整備業務でございますけれども、こちらの方は毎年、計画的に道路の白

線、それからドット線等を引いてございます。なかなかいっぺんには引けないということで、

薄いところを中心に調査をしながら計画的に実施しているところでございます。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 阿部委員。 

○阿部良富委員 

 歳出の農林課の林業のほうの関係で質問させていただきます。 

 大樹町には、鳥獣保護区というのは５カ所あります。はっきり言ってもうある程度、用が

足したらある程度削っていってもいいのではないかと思います。 

 萠和山は今年更新ですよね、せめてここら辺、一つでもいいからなくしたほうがいいと思

いますが、そこら辺の考えをまずお伺いいたします。 

○柚原委員長 

 瀬尾農林水産課長。 

○瀬尾農林水産課長 

 今、委員お話がありました鳥獣保護区の関係でございます。 

 今現在、大樹町には４カ所の鳥獣保護区があるというふうに認識をしてございます。また、

萠和山の鳥獣保護区でございますが、２８年、来年９月３０日に１０年間の期間の満了を迎

える保護区となっております。 

 萠和山鳥獣保護区につきましては、森林の鳥獣の生息を期待している保護区ということ

で、もともとは振別山の鳥獣保護区から萠和山に保護区が指定が変わったという経過もござ
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います。 

 萠和山鳥獣保護区につきましては、森林公園という形の役割も備わっておりますので来年

２８年に保護区の１０年間の期間が満了となります関係行政区の皆様方の意見を頂戴しな

がら鳥獣保護区存続するかというのを議論をした後に、方向性を決めたいというふうに考え

ています。 

 以上でございます。 

○柚原委員長 

 阿部委員。 

○阿部良富委員 

 真丁な答弁ありがとうございます。 

 鳥獣保護区、はっきり言って片方では一生懸命駆除してて、片方では保護している、ここ

が私は納得できないところなのです。ということは、シカというのは保護されているところ

には寄ってきます。駆除するときは、シカは連絡、誰かがやるのか知らないけれども逃げま

す。 

 やはり、駆除を少しするよりも、こういう保護区域を縮めるか、なくするかという考えは

町長ないですか。 

○柚原委員長 

 阿部委員、総括でお願いしたいのですが。 

 総括でひとつお願いします。 

 ほかに、阿部委員。 

○阿部良富委員 

 昨日お伺いした教育費でＰＴＡ会費です、未納の方がいました。年々増えております。 

 先ほどの同僚委員の公営住宅とかそういうものがありますが、やはりここら辺はある程

度、改善する考えでやはり年金とか生活保護もらっている人はそこら辺から天引きするとい

う考えでいくことはできないのか、そこら辺お伺いいたします。 

○柚原委員長 

 阿部委員、総括でお願いします。 

 先ほどの安田委員のご質問の中で、土木費のほうで訂正したいところがあるそうですか

ら、小森建設課長。 

○小森建設課長 

 大変申し訳ありません。 

 除雪費の関係なのですけれども、町道維持のほうで８,８９０万９,８７５円と申しました

けれども、その間に公共施設ということで私、申しましたけれども、公共施設のは別に総務

費のほうで計上されておりますので、大変申し訳ありませんでした。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 
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 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ２、３点ありますので、よろしくお願いいたします。 

 １つは、７１ページのホームページの委託費のことなのですが、５０万７,０００円支出

されております。 

 それで、相手方とこのホームページの作業の変更というふうに思っているのですが、ホー

ムページの維持管理なのか、例えばフォーマットを変えるとか、どのような作業内容なのか

を確認したい、その２点お願いいたします。 

 その下に、使用料及び賃借料で２３万３,０００円というのが支払われているのですけれ

ども、サーバーの借上料ということなのでしょうけれども、そういうふうなクラウドでされ

ているやに聞いているのですけれども、それでサーバーの借上料というのは何か案分割合だ

とか、大樹専用の機械の借り上げとか、そういうふうになっているのかお知らせ願いたいと

思います。 

○柚原委員長 

 黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

 ホームページの保守管理ということでございますけれども、通常のホームページ、町のト

ラブルがあったときの補修、直しだとか、大きなものは別途になりますけれども、小破の部

分とか、あるいは操作の指導なども含めております。 

 例えば表紙がある程度、小さな変更はこの保守の中で行えるようになっております。最近

では、ふるさと納税のタグを大きくしたり、あるいは写真の掲載を今、１カ所から２カ所に

したとか、あるいはバナー広告が申し込みがあったときに追加をするとか、こういったもの

を補修業務の中でやっております。 

 ただ、例えば表の写真の自動で切りかわるような仕組みにするとか、そういったものは含

まれません。新たなつくりになるというようなものでございまして、軽微な変更は可能とい

うようなものでございます。 

 また、サーバーの借り上げでございますけれども、これは５年間の借り上げということで、

サーバー自体は役場の中にあるのですが、５年間で借り上げているという形でございます。 

○柚原委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 その中の簡単なものは職員さんが対応して、ちょっとしたものについては対応するという

ことで、どちらかというと保守点検のような、そちらのほうに重きがあるというふうに思っ

てよろしいのでしょうか。 

○柚原委員長 

 黒川企画課長。 
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○黒川企画課長 

 仰せのとおりページの更新、あるいは情報の更新は職員がやっておりまして、保守業務で

やるのはそのときのトラブルが起きたときとか、ちょっと操作がわからないとか、あるいは

軽微な修正が保守の内容ということでございます。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ７５ページの多目的航空公園の管理事業で、芝管理のほうのお金が３７８万ほど出ている

のですが、お話の中では芝というか、芝ですので２０年近く航空公園もなっていたら、芝が

だんだん古くなってくるのですけれども、この後の考えておられる維持管理はどのようなこ

と、これは芝だからそのままずっといけると思ってよろしいのでしょうか。 

○柚原委員長 

 黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

 多目的航空公園の芝でございますけれども、たしか航空公園が平成７年にオープンしまし

て２０年を経過してございます。その間、芝は最初に植えた部分はずっとそのままきており

まして、管理業者さん、大変適切に管理していただいておりますので、特に大きなトラブル

もなくここまできております。 

 一部、滑走路の脇１５メートルずつ途中で植栽といいますか、播種をして面積を増やした

ということもございますけれども、それらも含めて今、良好な状態にありますので、今後、

この良好な状態を続けていきたいなと。 

 また、来訪者、実験も大変多くなっておりますので、引き続き適切に管理していきたいと

思っております。 

○柚原委員長 

 ほかに質問ありませんか。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 総括のちょっと今後のことを伺いたいのですけれども、使用施策報告書の３５ページにふ

るさと納税の関係があるのです。 

 ２６年度４３６人、４８０万何がしで、２０年から２５年までは１０件で５２０何万と。

ただ、２６年度のこの４００何万の収入がこの中でどこにあるか幾ら見てもわからないの

で、それだけちょっと教えてください。 

○柚原委員長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 
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 こちらにつきましては基金のほうに積み立てしてございますので、歳入歳出事項別明細書

の最後のほう２２１ページ、１、基金費の下から２段目に魅力あるまちづくり推進基金積立

金というのがございます。こちらのほうに全額積み立ててございます。なお、端数は利息を

組み入れたものでございます。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 もう１回確認なのですが、こっちの歳入のほうには、これは１回も入らないということな

のですか、通らないということ。 

○柚原委員長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 歳入のほうには寄附金という款がございます。１７款、ページでいきますと５２ページ、

５３ページをお開きください。そこの中段に１７款寄附金、１項寄附金、２目指定寄付金が

ございまして、その中の総務費寄附金の中に魅力あるまちづくり推進基金寄附金という４８

７万５,０００円が計上されてございます。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、歳入歳出全般の質疑を終了いたします。 

 歳入歳出の質疑が終わりました、これより歳入歳出の総括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 阿部委員。 

○阿部良富委員 

 先ほど町長にお伺いしましたら後にしてくれと言われたので、先ほど農林課の課長から保

護区のことについてはわかりました。 

 しかし、町長、この保護区、減らす考えはないですか。ということは、歴舟は鳥獣保護区

と平成１５年からまだつくっているのですよね、あと、ホロカヤントーとか湧洞もう４０年

なのですね。やはり、こういうところは少し削ってもらわないと被害が一定の地域に偏って

ばかりなので、ここら辺は町長、もう少し考えて萠和山が今回、任務を終えたのでなくする

とか、そういうことはできないものなのですか、ひとつお伺いいたします。 

○柚原委員長 
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 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま阿部委員から鳥獣保護区のあり方についてのご質問をいただきました。 

 私、実は豊頃と大樹にかかる鳥獣保護区の更新のときに北海道からの意見徴収を地元の声

を聞く場、公聴会的な場がございます。私も豊頃町まで出向いてその場で大樹町の意見を申

し上げたことがございますが、阿部委員から常々いただいております意向についても地域の

声、農業者の声ということでお伝えをさせていただいた経過がございます。 

 今回、萠和山が保護区の更新になるということでありますので、可能であれば私がその意

見を北海道のほうに伝えたいというふうに思っておりますし、大樹町として保護区のあり方

についても地元の農業者の声も含めてしっかり伝えていくということが肝要かなと思って

おりますので、今後の保護区の指定に関しては町民の皆様の意向もしっかりと伝えていきた

いと思っております。 

○柚原委員長 

 阿部委員。 

○阿部良富委員 

 ありがとうございます。ぜひ、そのようにお願いしたいと思います。 

 やはり、この保護区ありがたいのは何せマガンですよね。マガン、これが来たおかげで生

花苗川の魚は全滅しました。そして、マガンが春に来て、アオサギ、ツルとかが川に立って

ずっとねらっています。 

 だから、やはりその鳥類もやはり駆除対象に少しでもいいからしていただきたいと思いま

す。お願いいたします。 

○柚原委員長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 私も農林課に勤務しておりましたので、マガンの関係も阿部委員からいろいろお話も伺っ

ておりましたし、私も実際に現地に入って春先に調査をした経過がございます。 

 ただ、マガンにつきましては国際保護鳥ということになっておりまして、なかなか駆除と

いうことにはなり得ないのかなというふうに思っておりますが、今後も地元といたしまして

その被害を食いとめられる手だてがあるのであれば、また地元の皆様と相談をさせていただ

いた上で講じていきたいと思っております。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 最初に昨日の質疑の中でありました、７７ページの企画費の関係に関連するのですが、移

住促進事業のお試し住宅に関してであります。 
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 昨日の議論の中で、利用は６世帯で３１２日間と、それから経過として申し込みがあった

のだけれども、入居していただけませんということで断った件数が１４件あったというふう

にお聞きをしているところであります。 

 このことから、やはりほかの町村の実態はわかりませんが、大樹町でお試し住宅に住んで

みたいという希望がある、６世帯が住んだのですが、そのほかに１４件があったということ

は魅力がある町だというふうにある意味自負してもいいのではないかというふうに考えら

れますので、このようなほかの道内、道外、他町村からのニーズに応えるためにも、このお

試し住宅の増戸を考えていくべきではないかと思うのですが、その辺の考えがあるのかどう

か。 

 それから、一定期間、利用した世帯がいるわけです。昨日聞きました、数字を聞いていま

す、３１０日間の内訳、そういう方々から大樹に住んでみた感想というのはどうだったのか、

今後、例えば一つの例としてもし許されるのであれば大樹町に永住したいというか、そうい

うような感想などを聞いたという経過なり、集約したものがあるのであれば、それを教えて

いただきたいと思います。 

○柚原委員長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま菅委員からお試し住宅の件についてご質問、ご意見をいただきました。 

 大樹町のお試し住宅、取り組みとしては管内的にも早い段階から双葉町の旧教員住宅を活

用して進めているところでもあります。 

 その後、新通の職員住宅についてもお試し住宅ということで今現在、２戸の活用を進めて

いるところでもあります。 

 委員、ご指摘のとおり、２戸しかないということで申し込みを断っている状況にあります

が、申し込みの期間がどうしても夏季、夏の期間に集中してしまうということで、通年利用

という部分では空いている期間もあるのですが、どうしても夏季、夏期間に集中してしまう

ということでお断りしている状況にあるかなと思っております。 

 双葉町の住宅につきましては、地域行政区の皆様がお試し住宅に入居されている入居者の

方に快くお声かけをいただいて、地域の行事等にも参加をいただいておりますし、地域でも

大樹の定住化に向けていろいろ取り組みをしていただいていることは私も承知をしている

ところでもあります。 

 今後、新たにということでは町の有している空き住宅等でお試し住宅に使える可能性があ

るものについては検討していきたいというふうに思っております。 

 また、入居されている方については、退去されるときにアンケート調査を実施をしており

まして、大樹町に関するいろいろなこと、いい面、悪い面も含めてご意見をいただいており

ますし、今後の定住に向けてのお考え方等もアンケートでいただいているところでもありま

す。 
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 必要であれば、後ほどその部分についてはご提示させていただいても構わないかなと思っ

ておりますので、今後、アンケート調査の中身も含めてお試し住宅のあり方については検討

を進めたいと思っております。 

○柚原委員長 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 前向きな回答をいただいたのですが、来る人は今、普及していますのでインターネット等

で北海道は北海道でどこがいいかということで、選んで大樹町に的を絞ってくるのですよ

ね。ターゲットを絞ってくるということがあると思うのです。 

 そして、一定期間住んで、やはり帰ってから、地元に戻ったときに大樹に行ったけどさっ

ぱりだったというふうになるようでは、これは意味がないので、過大なおもてなしは別にし

ても、環境とかいろいろな住民の親切な気持ちとか含めて、やはり大樹に行ってよかったと、

みんなも行ったらどうかというふうに、そういうふうに輪が広がっていくような、それが定

住促進の一つの足がかりになるというふうにも理解をするので、ぜひ検討ではなくて、でき

れば新年度から２が４になるとか、そういうふうに実際に実現をしていただきたいというこ

とでお願いをしたいと思います。 

 そして、その空き家の話がありましたが、僕は定かに調べていないので断言できませんが、

教員住宅なども空いているのがあるのではないかと、ですからそんなにお金をかけないで、

夏場ですから、冬の寒い時期からすればそんなに手をかけないで使えるとすれば、そういう

ふうに活用するという考え方も持てないのか、その分だけ、教員住宅などの関係だけお答え

をいただきたいと思います。 

○柚原委員長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 お試し住宅に入居いただいた方について、それで縁が切れるのではなくて、その後、町と

してもいろいろな部分でフォロー、せっかくのご縁でもございますので、どんな形でその方

とまだ交流をしていけるかについては担当のほうで検討を進めたいというふうに思ってお

ります。 

 例えば広報紙を送るですとか、そういう簡単な方法でも結びつきを継続できることもあろ

うかなと思いますので、ぜひとも検討をしたいと思っております。 

 教員住宅の空きの部分ですが、教員については毎年度、転勤、先生が入れかわるというよ

うなこともありまして、そこの部分を活用するというのはなかなか難しい部分も、学校側が

教員用に建てた住宅でもありますので難しい部分があるかなというふうに思いますが、建て 

かえとか、恒久的に空いているというような部分がありましたら、そこについてはお試し住

宅として利用できるか含めて、新年度に向けて検討したいと思っております。 

○柚原委員長 
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 菅委員。 

○菅敏範委員 

 ぜひ、２８年度の予算の組み立ての中で、この２戸の数字は３、４、５というふうに増え

ていくようなことを期待をしたいと思いますし、教員住宅、先生減っているから僕は空いて

いると思う。そこは理解をしますが、その教員住宅も含めて現状の分、新築は難しいにして

も、現状の住宅の中でぜひ前向きな検討をお願いして、この件については終わりたいと思い

ます。 

○柚原委員長 

 杉森委員。 

○杉森俊行委員 

 菅委員の言っているのは私も賛成なのですけれども、新聞などで見ると釧路は寒いという

ことで、夏の暑いときに釧路に来る人間が徐々に、徐々にかなり増えてきているという結果

が出ています。それはやはり大樹もそういうような魅力を発信すれば、例えば歴舟川がある

のであればカヌーができるんだよとか、すごくいい川がありますよということを発信すれ

ば、もっともっとお試し住宅に来るのではないかというふうに感じております。 

 私たち台湾に行ってきたのですけれども、台湾の大学の教授と話しをしたときに、大樹に

こういうお試し住宅があるのですよという話をしたら、大学のほうでもそれって初めて聞く

物件なので大学生を大樹に派遣するときに、そういうものに住めないのかと、金額の話をし

たときには要するに１件に３人でも４人でも住めば金額的に安く済むのですという話をし

たら、すごく魅力的ですねという話で、９月２０日に調印式がありますから、それはまだま

だ先の話かもしれませんが、そういう面も結構あるのでなるべく町のほうでもそういうこと

をもっと情報を収集して、菅委員の言うとおりもう少し増やしてもいいのではないかという

気持ちがありますので、町長のほうよろしくお願いします。 

○柚原委員長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 杉森委員からもお試し住宅の活用、また町の魅力を発信するためにＰＲをしていこうとい

うお話もいただきましたので、その点については私ども町のＰＲ、いろいろな方向があると

いうふうに考えますので、そこについては今後、しっかりやっていきたいと思っております。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありますか。ありませんか。 

 杉森委員。 

○杉森俊行委員 

 前に聞いた１２５ページの子どもミニドックの健診業務です。これは４年生から高校３年

生まで、３３２人の対象者がいて、４４人しか受診していない。なおかつ、精密を要する、

私たちのメタボとか、そういう人たちがかなりいるというふうに感じます。 
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 これは町のほうでは人数を把握しているのですから、受診も無料ということですから、全

員を受けらせる、受診させるという対策とか何か考えているのですか。 

○柚原委員長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 大樹ミニドックにつきましては、基本的には保護者の方に同意いただいて、申し込みをい

ただいているというような手続きを経ております。 

 杉森委員おっしゃるように早く受けていただいて、早い時点でそういう精密検査等の疾病

がある方を、ある児童を見つけていろいろ説明をして、ご本人にも納得していただいて、例

えば治療してもらうという、これが非常に重要だと思っております。 

 そういったことも含めて、まずは保護者の方、皆さんには通知は差し上げているのですけ

れども、そういった方たちに結果も含めてこういう方もいますと、早い時点で受けてもらう

のは効果的ですというようなことも含めて周知をしながら人数のほうを増やしていきたい

と思っております。 

 小学生につきましては、どうしても血液検査があるものですから、注射がやはり怖いとい

うような方もいるようにも聞いておりますけれども、取る量もちょっとだけですので、そう

いったことも含めて大丈夫ですよということも含めて周知のほうを図っていきたいという

ふうに思っております。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 杉森委員。 

○杉森俊行委員 

 周知していますということ言うのですけれども、それ親全員にきちんとした周知をしてい

るのかというのが物すごく心配なのです。ただ、文書で流しましたよ、それで終わりという

感じで、見た親は何だこんなものかという捨てるという方もかなりいると思うのです。 

 やはり、これはきちんと学生とか児童にこういうものがありますからというものを持たせ

てやらせるとか、そういう業務をやっているのですか。 

○柚原委員長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま杉森委員から子どもミニドックの周知のあり方についてのご質問をいただきま

した。 

 子どもミニドック、今、小中高まで拡大して進めているところでもありますが、学校現場

の協力もいただいて、学校を通じて各保護者のほうに文書で周知をさせていただいておりま

す。 

 その周知の仕方でそのミニドックの効用、効果がどのぐらい伝わっているかはちょっと私
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は今、把握しておりませんが、今後、新たにその必要性等について保護者の方々に周知する

方法がさらにあれば、その部分については検討していきたいと思っておりますし、今後、こ

のミニドックが１人でも多く児童生徒受診いただいて、病気等の早期発見につながるという

ことが肝要と思っておりますので、そのように取り組んでいきたいと思っております。 

○柚原委員長 

休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５５分 

再開 午後 １時００分 

 

○柚原委員長 

 休憩前に引き続き、総括質疑を再開いたします。 

 質疑はありませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 １問ずつ、高規格道路の関係ですが、今までの事業費とそれからこれからの計画について

お伺いをいたします。 

○柚原委員長 

 黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

 高規格の事業費はちょっと掌握しておりませんけれども、これからの動きということでは

ちょっと説明を受けておりまして、先に計画段階評価ということでの社会資本整備審議会道

路分科会というものが８月６日に開催されまして、計画段階評価を行うところまでに至った

というふうに聞いておりまして、今後、対応方針の決定をしまして意見徴収などを行い、ま

たアンケートを行うということで、アンケートにつきましては今月の広報紙と同時に大樹町

と広尾に配られる予定でございますけれども、現時点でちょっとまだ遅れているようでし

て、今回の広報紙に間に合うかどうか微妙だというふうな答えはいただいております。 

 その場合は、郵送にて全戸配付をするというふうに言われておりますが、近々アンケート

調査を行い、その後、第３回目の地方小委員会が開催される予定と伺っております。 

○柚原委員長 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 わかりました。アンケート、今月中だと聞いていたのですが、遅れるということですね。

大樹まで出てきたので、それ以上のこと私たちも大樹の者としてはコメントすること差し控

えたいというふうに考えています。 

 次、滞納整理機構についてお伺いいたします。 
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 私、滞納の問題で先ほどいろいろご意見も同僚委員も言っていましたが、やはり町の職員

が今までやはり相当頑張って私やってきた結果が９８％とか、国民健康保険税は金額も多く

て、非常にここは問題になっているのですけれども、いずれにしてもの高い比率を持ってい

ますよね。 

 これは大変な思いをしているというのは私もよくわかるし、いろいろな事情があって、収

入あるから課税されているから当然なのですけれども、それを回収するというのは本当にこ

ういうときこそ私は町民との信頼関係というのはやはり分納でも少しずつ払ってくれてい

るという人もいるので、これら町職員でなければ私はできないと思うのです。 

 そういうことも考えて、滞納整理機構というよりも引き続き町の職員でやったほうが私は

町民としてもいいし、町民が職員に対する信頼関係もやはり生まれてくるというふうに考え

ます。 

 それで、ぜひこの数字も見ましたが、５件送って２件ですか、ということになっていまし

たが、もしもらえない場合、これまた戻ってくるということを考えたら、引き続き私は送ら

ずに町の職員で引き続き努力するべきだというふうに考えていますが、いかがでしょうか。 

○柚原委員長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま、志民委員から滞納の関係で機構の活用の仕方のご意見を伺いました。 

 兼ねてから私も説明をさせて、答弁をさせていただいておりますが、滞納の処理に当たっ

ては役場の中にある滞納プロジェクトを中心に横の連携も含めて対応しているところでも

あります。 

 いかんせん、町職員、少なからず私は努力をしているというふうに思っておりますが、そ

の成果がなかなか数字にあらわれないということもあって、その部分についても今後どうい

う形がいいかというところもプロジェクトで検討しているところでもあります。 

 委員おっしゃるとおり、滞納者に対する町の姿勢といたしまして相談、またはいろいろな

ことを情報を共有する、状況も確認する、また納税に対する対応について相談をさせていた

だくということは、もちろんそういう対応は常々細かくさせていただいているつもりでもあ

ります。 

 いかんせん、税の公平性、負担の公平性という部分から鑑みると、町民の方、相手方にとっ

て、誠意がないといいますか、こちらの状況も理解をいただけない、訪問に行ってもお会い

もできない、連絡もとれないというようなことで方法がない、手だてがないという場合につ

いて、内容をいろいろ検討した上で、その中からどうしてもこの部分については機構に送っ

てでもぜひ回収を進めたい、納税を進めたいという思いのものについて機構のほうで案件と

して提出をさせていただいていることであります。 

 今後につきましても、安易に機構のほうに案件を上げるということはいたしませんが、内

容等、またいろいろな部分も含めて、これについては機構のほうにお願いをしたいというふ
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う案件については、今後も町として機構の活用を進めたいというふうに思っております。 

○柚原委員長 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 中身、町長のお話はよくわかりました。 

 私は、非常によくやっているというふうに解釈しているのです。これだけ９０％超えて、

そして残った分だけ論議するのではなくて、今まで回収したその努力、そこのところは大い

に私は町長、評価すべきだというふうに考えているのです。 

 それで、ぜひ引き続き、そうやった結果が維持、少し向上してきたので、だからそういう

ことも考えて滞納機構ということでなく、引き続き職員でさらに、大変な思いをしているの

にさらにというとまた大変に聞こえるけれども、そういうふうにして頑張っていただきたい

というふうに考えますが、いかがでしょうか。 

○柚原委員長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 前段もお話させていただいたつもりでありますが、滞納されている方には町としても細か

く対応させていただいて、お一人でも多くの方が納税者になっていただけるように努めてい

きたいと思っております。 

○柚原委員長 

ほかに質問ありませんか。 

髙橋委員。 

○髙橋英昭委員 

 滞納繰越分の解消と改善に向けて、町長の考え方をお聞きします。 

 町長は副町長時代に滞納プロジェクトのリーダーとしてご活躍されたという経緯がござ

います。今度は、行政のトップとして、これに対してどんな考えでおられるかちょっとお聞

かせ願いたいと思います。 

○柚原委員長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 髙橋委員から滞納の今後の町長としての思いというご質問をいただきました。 

 私も今、ご質問の中で触れられたとおり４年間、滞納プロジェクトの委員長として滞納の

関係に携わってまいりました。 

 その４年間の中で、滞納の解消、私が思っていたよりはなかなか進まないというのが実感

であります。なかなか難しいなというのが本当に４年間を通じて感じた思いでもあります。 

 ただ、いろいろな部分で町としてしっかり税の公平性であるとか、そういう部分も含めて

ご負担をいただくという姿勢はしっかり持っていかなければならないというようなことも
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踏まえまして、わずかばかりではありますが４年間で改革を進めさせていただいた部分もあ

ろうかなと思っております。 

 公営住宅の連帯保証人の方にしっかりと通知をして、滞納の状況を理解していただく、ま

た延滞金についても延滞した場合については町でしっかりかけていくというようなことも

含めて、法的条例で定められて部分についてはしっかり履行していくというようなことが大

切かなというふうに思っておりますし、機構の関係も先ほど別な委員からのお話でも説明さ

せていただきましたが、信頼関係がない、相談に乗ってもらえないというような場合につい

ては、町として機構を活用していくというようなことも肝要かなというふうに思っていると

ころでもあります。 

 正直に申し上げまして、町のトップとしても滞納処理に関する特効薬というのは今のとこ

ろは思いつきません。いろいろな研修会等も道内、また道外も含めて研修する場もあります

ので、担当する職員、横の連携も含めた中で進めていきたいなというふうに思っております。 

 ４年間の滞納プロジェクトの委員長のときに、徴収対策のマニュアルも町として作成をい

たしました。職員全員で共有できるような体制もつくっておりますので、異動等も含めて職

員が変わった場合も聴取、いろいろ滞納部分を含めて、マニュアルに沿った形で事務が滞ら

ないように対応していきたいなというふうに思っております。 

 今後も、滞納の解消については町としての大切な職務であるというふうに考えております

ので、滞納プロジェクト、今後は副町長が委員長として滞納プロジェクトに当たってまいり

ますが、私もしっかりと一緒にその滞納プロジェクトの活動を通じて滞納処理に当たってい

きたいと思っております。 

○柚原委員長 

 髙橋委員。 

○髙橋英昭委員 

 ぜひ、そういった形で進めていただきたいと、特に長期滞納者に対しては厳しくちょっと

臨んでいただきたいと。 

 それから、先ほど同僚委員から整理機構の問題も出ておりましたけれども、決して町とし

ても整理機構に全部送る、そんな規模ではないと思っております。かなり吟味してやってい

ると思いますので、そういったことでやはり整理機構を借りるときは借りる、そういう形で

ぜひ納税に努めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 ほかに、質疑ありませんか。 

 杉森委員。 

○杉森俊行委員 

 ２０１ページ、大樹町女性団体連絡協議会助成金、私の記憶ではこの大樹町女性団体連絡

協議会というのは４つあったと思っているのですが、今は地域と商工の２団体になっている
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という説明でございました。この横のつながりをするためには農協、漁協も入っていったほ

うがかなりいいと思うのですけれども、どういう理由があって農協が何年前からやめて、そ

して今回は漁協の女性部が脱退するという経過を聞いたのですけれども、その理由はどのよ

うな理由があったのかを聞き取っているのであれば、それを説明いただきたいと思います。 

○柚原委員長 

 角倉社会教育課長。 

○角倉社会教育課長 

 女性連の活動につきましては、過去に農協の女性部が脱退したという経緯も聞いておりま

す。 

 今回、漁協女性部が今年度に入ってからですけれども脱退届けを出されまして、脱退され

たわけです。 

 お話をお聞きしますと、何と申し上げましょうか、やはり団体活動をする場合に得る物が

なければということは言われることがあるのですけれども、メリットというのでしょうか、

そういうのを感じられなくなったという、ダイレクトに言えばそういう理由であると思いま

すが、それぞれの団体で、それぞれの事情がありまして、詳細まではお聞きしておりません

が、過去にもそういう意向をされたことがあるふうに聞いていますけれども、その時が来た

というような内容で脱退させてほしいということでありました。 

 ちょっとうまく説明できませんけれども、単体の女性部の活動だけでなく広く町内の女性

が共に活動して、町内の行事とかでバザーをやったりいろいろ活躍いただいていたのですけ

れども、いろいろな事情で脱退したいということで、絶対だめだと引きとめておくこともで

きなかったというふうに聞いております。 

 今後については、そういう経済組織の団体にとどまらず、いろいろな女性の団体がありま

すので、そういう人たちにＰＲをして加入してもらうというような方向性も女性連としては

検討しているようでございますけれども、今のところそういう認識でおりますので、そうい

うことでございます。 

○柚原委員長 

 杉森委員。 

○杉森俊行委員 

 今の説明によりますとメリットを感じなくなった、横のつながりに何も好感が持てないと

いうような事由で脱退するのであれば、あと残っている２団体があるのですけれども、そう

いう人たちの話も聞いて、この補助金などもカットしてもいいのではないかという気がする

のですけれども、その点のお話し合いを持たせるような会議等のほうに持っていくことはで

きないでしょうか。 

○柚原委員長 

 角倉社会教育課長。 

○角倉社会教育課長 
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 現在は２団体が活動していますし、積極的な全道レベルまでの研修会も女性連として参加

して活動しておりますので、当面はこの形が続くのかなと思いますけれども、構成団体が今

後のいろいろ努力したけれども、女性連として活動は難しいということになれば予算の打ち

合わせの時期に相談をしながら補助金のことも考えていかなければならないと思っており

ます。 

○柚原委員長 

 杉森委員。 

○杉森俊行委員 

 それではわかったというべきことなのか、ここの部分はいいのですけれども、次に、１６

９ページ、１３節の委託料です。下から２段目にある都市計画マスタープラン改定委託業務

というのがあるのですけれども、これはどういう人たちが参加している、委託を受けている

のかをお聞きしたいのですけれども。 

○柚原委員長 

 小森建設課長。 

○小森建設課長 

 都市計画マスタ－プランの改定委託業務でございますけれども、改定に係る委員につきま

しては１０名ということで、議員の方々で３名、それから学識経験者ということで７名、審

議員として活動をお願いしているところでございます。 

 昨年度、改定に当たりまして、改定の部分、それらを見直しまして審議員の皆様にご審議

いただいて、２６年度でマスタープランを改定したものを作成しております。 

 以上でございます。 

○柚原委員長 

 杉森委員。 

○杉森俊行委員 

 この議員が３名ということは、町会議員と認めていいですか。 

 それであれば、私が議会が始まった当初に改定案の２７年４月に改定案が出たやつがある

のです。それに沿って私は質問もしておりますし、こういうことがあるということであるし、

それはこの前の西本通の祭りの中でも私が質問した医療地域というのですか、そこのところ

知っている人もいるのです、４名ほど。その人たちが何で町は２７年のマスタープランを４

月に発行したやつを、今この９月にいきなり変えるのですかと聞かれたときに、私は反対し

てきたのですけれどもと言うから、そんなころころ、ころころ変わるものというふうになれ

ば、この３名の議員に対してもちょっと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、これからもこういうやり方をしていくのですか。 

○柚原委員長 

 暫時休憩します。 
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休憩 午後 １時１９分 

再開 午後 １時２２分 

 

○柚原委員長 

 休憩を解きます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 申し訳ありません、お時間をとらせていただきました。 

 私どもの今、手元に都市計画マスタープラン平成２７年４月の概要図が手元にございま

す。その中で、まちづくり重点地区ということで中央地区、主に新大樹、西本通、寿の街な

かの中央地区を指しておりますが、そこをまちづくりの重点地区という押さえ方をしており

ます。 

 この中で、子どもや高齢者、障害者など誰でも快適、便利に暮らせる生活の場とするとい

うふうに明記してございまして、私、ここの部分を町立病院、特養も含めて医療福祉ゾーン

という言い方もさせていただいておりますが、そこの部分に公営住宅をつくるという部分も

このマスタープランに沿っておりますし、私どもはこのマスタープランを変更したという思

いは決してございません。 

○柚原委員長 

 杉森委員。 

○杉森俊行委員 

 そう言われましても、町民の方はオレンジで塗っているところは医療地域だというふうに

認識しているのです。それなのになぜ変えるのですかと私、聞かれても、私は反対しました

けれども、私と船戸議員は反対しましたけれども、ほかの議員の賛同が得られなかったので

そういうふうになったのだという説明しかできませんでした。 

 町議の方が３名入っているというなら、その３名の方、これ賛同してくれるものだという

ふうに私は踏んでこのマスタープランを軸にして議会が始まったときに反対意見を述べて

いるし、去年の１２月だと思うのですけれども、そのときに同僚議員からももともと日方だ

から日方でやるのだと、アンケートもとってこうやったのだという説明を受けてやってきた

のです。町民の方もこういうマスタープランがあるというのは知っている人は、その人たち

は多分、そのマスタープランにかかわった有識者の中にあると思うのです。 

 それが、すぐ何で杉森議員ころころ、ころころ変わるのですかと言われても私としては説

明のしようがなかったのです。 

 やはり、マスタープランというきちんとしたもので、ここはこういう地域だよ、ここはあ

れだよと、準工業地域は外して交通公園にも持ってくるんだよという説明をきちんと２７年

４月につくったものを皆は言うのです。将来のことをどういうふうに考えているのかという

ことをもう少し聞きたいのですけれども。 
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 １０年たってマスタープランを変えたということは、それは４月に変えたばかりなのです

よ。そういうことをもう少し決めたことは決めたことなりに対処していかないと、どういう

ふうな意見でやっているか私、議員が３名いるということですから、賛成が３人いて、私は

５人がしてくれるものだとばかり思っていたのですけれども、何かマスタープランにかか

わっている議員はそういうことを全然考えていないのですか。 

○柚原委員長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時２５分 

再開 午後 １時２７分 

 

○柚原委員長 

 休憩を解きます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 杉森議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 全てちょっとお答えできることにはなりませんが、私どもの都市計画のマスタープランに

基づいてまちづくりの重点地区である中央地区に私ども繰り返しの説明になって申し訳あ

りませんが、医療福祉ゾーンだというふうに思っておりますし、ここに公営住宅をつくると

いうことも町として福祉の施策として進めていきたいという思いもございますので、今回、

町有地、旧車輌の車庫の跡地ではありますが、町立病院に隣接したあの場所に公営住宅を建

築を進めたいという思いで進めたところであります。 

○柚原委員長 

 杉森委員。 

○杉森俊行委員 

 重々説明は受けておりますが、この３名の議員というのはどういう考えなのかということ

で、次について聞きたいと思いますけれども１０９ページ、私、知的身障者のことを聞きま

したら課長のほうから心身障害者か障害者というものの中と、次の１１１ページの心身障害

者医療請求の中に知的者も含まれているということで、この全般に対してちょっと聞きたい

と思います。 

 これは、高齢者、認知者、それから知的障害者などのことだと思いますので、それについ

てお聞きします。 

 私の父が高齢者で、ちょっと認知かかっているのですけれども、その人たちに町から来る

文書というのは年寄りとか認知者が読んでわかるような文書ではないです。私たちは一緒に

住んでいるからいいけれども、老々介護している人たちが見たらこれって何だろうというふ

うに物すごく感じます。 
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 そして、私、旅館業をやっていたときには、知的障害者の方が１名いました。その人は、

役場から来た文章を見たときに杉森さん、これどういうふうにすればいいですかと聞かれた

ときに、私、その文書を読みましたけれども、私でも対処できません。 

 このようなやり方をしているというのと、それから高齢者で高額医療を受ける方がいて、

それはこの前、課長のほうから聞いたのですけれども、３カ月、半年遅れてくるのだと、で

もそれは金額が入っていないから領収書を持ってきなさいと、そうしたら車が運転できな

い、帯広ですと言ったら３,０００幾らを払って、バス代払っていって、１万５,０００円弱

の高額医療を受けるために１日潰して歩かなければならない。それでも私たち年寄りなの

で、何をどうしていいかわからない。 

 それであれば、役場のほうでもっとこういう知的者とか高齢者、認知者に対して役場のほ

うから出向いて説明するなりやったらどうなのですか。こういう文書、私でも理解できない

文書は知的者や認知者に出すということ自体、私には考えられないし、町のゆとりとか、優

しい町民という文句が入るマスタープランとか、そういうプランを書くこと自体が間違って

いるのではないですかと思うのです。 

 汚い言葉で言えば、本当に町民に不便で悪い影響を与えるやり方だと思います。もう少し、

そういう人たちに、ただ文書でなくて、きちんと自分たちが行って、こういうものがありま

すよ、こうですよとかということをよその町村の情報も集めてやったらいかがかと思います

けれども、いかがですか。 

○柚原委員長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま特定の方ではなくて、全ての方に対する町の広報のあり方にご意見をいただいた

というふうに思っております。 

 町の広報、いろいろな方に情報を発信する、または通知をさせていただくということで、

その中には内容等についてご理解をいただけない、または明記の仕方がわかりづらいという

ようなことも見受けられることに対してのご意見かなというふうに思っております。 

 今後、町の広報、いろいろな部分で、どういう形が町民の皆様にとってわかりやすいかも

含めて検討してまいりたいと思いますし、問い合わせ先等もはっきりわかるように明記をし

ていきたいなというふうに思っているところでもあります。 

 今年度、町の職員研修でチラシ等のリーフレット等のつくり方についても職員に研修をさ

せる予定にしておりますので、そういう研修も通じてわかりやすい広報のあり方、チラシ等

のつくり方、文書の作成について、意を配したいと思っております。 

○柚原委員長 

 杉森委員。 

○杉森俊行委員 

 私の言っているのは、私たちに広報が来るのは構わないのですよ、認知者とか知的に問題
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がある人たちには町のほうから出向いていって、こういうものがありますよとか、こうです

よとか、こういう書き方をしてくださいということをやれないのですか。町民に優しいとか

という文言を書くのであれば、もう少しやはり考えていくべきことではないですか、そうい

うことを私は聞いているのです。 

 一般の人間に対しては広報なり、それはハガキでも構いませんけれども、認知者とか知的

のある人たちに幾ら書いて寄こしても読めないのですよ。そういうことを前の議会のときに

も同僚議員が言いましたけれども、個人情報があるからどうのこうのと言うのではなくて、

やはり町のほうから出向いてやらなかったら困るという人たちがいるということですから、

もう少し優しさのある町政をしたらどうですかと私は言っているのです。 

○柚原委員長 

  酒森町長。 

○酒森町長 

 保健福祉課のほうにもヘルパーも含めていろいろな形で支援させていただいている職員

もおりますので、そういうところを通じて必要な部分については今後、対応させていただき

たいと思っております。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 髙橋委員。 

○髙橋英昭委員 

 公衆浴場ですが、前町長の時代に一時閉鎖の意向がありました。現在は、存置希望もあっ

て現状に至っているのが現状でございます。 

 町長は、今後、この公衆浴場をどのように考えておられるかお聞かせ願います。 

○柚原委員長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 公衆浴場の今後のあり方についてのご質問をいただきました。 

 伏見前町長も、この公衆浴場のあり方については大変心を悩ませていた経過があります。

委員ご承知のとおり、施設については老朽化が進んでおります。 

 最近も、何というのでしょうか、こういう四角いガラスの壁のところにあるやつが腐食を

しているというような状況もあって、いろいろ修繕を重ねているところでもあります。 

 町民の皆様に急に壊れたので使用ができなくなったということも、ご迷惑をかけるという

ようなこともありまして、伏見町長、期限を設けて閉鎖、廃止の検討も進めた経緯がありま

す。 

 ただ、伏見町長も私も町民の方々から町の公衆浴場をなくしてもらっては困るという声も

いただいているところでもあります。 

 私、時期はまだ明言はできませんが、あの施設については老朽化をしているということで、
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壊れた段階であそこに大きな金額を投資して延命を図るというのは正直、徳策ではないかな

というふうに思っておりますし、今現在の利用者の推移から見ても、あの大きさが適切かど

うかというところもあろうかなというふうに思っております。 

 今後、相談をさせていただいた上でどのくらいの規模をどこら辺につくったらいいかとい

うことも含めて、私は大樹町の町に公衆浴場は必要だという認識でおりますので、あそこで

はない別の施設を建設すべく検討を進めたいなというふうに思っております。 

 いかんせん、単独で公衆浴場をつくるのがいいのか、別な施設との併用で抱き合わせとい

いましょうか、複合みたいな形でつくるのがいいのかは私も今現在、明確にお答えできるよ

うなプランは持っておりませんので、そういうことも含めて検討を進めてまいりたいという

ふうに思っております。 

○柚原委員長 

 髙橋委員。 

○髙橋英昭委員 

 昨日、担当者に伺ったら現在の浴場ですけれども、２、３年は大丈夫だと、修繕費は多少

かかりますけれども、そういったあそこが全てを直してという形にはならないと思います。 

今、町長おっしゃったように別な場所に建てるのがベターかなと。 

 今、どれぐらいの利用者がいるかについて調査させてもらいました。１日４０名、平均。

割と７０歳以上の方が３０％以上利用されているのです。ということは、これは何を言って

いるかというと、今の高齢化社会ということで２人住まいの高齢者、それから１人住まい、

そういった形が非常に多くなっているということで、自分の家で風呂を沸かしてもたった２

人、１人で入ると、であれば公衆浴場があって、そこに行って、またそこでみんなと交流で

きる、そういう場所がやはり求められているんだなというふうに感じております。 

 ですから、早急にそういった設備をどこかいい場所にぜひ改築されることをお願いしつ

つ、質問を終わります。 

○柚原委員長 

 ほかに質問ありませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 学校給食の関係を伺います。学校給食の関係につきましては、私は教育の一環として無料

化を考えたほうがいいのではないかと、こういう時期に来ているというふうに考えますが、

いかがでしょうか。 

○柚原委員長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 志民委員のご質問にお答えします。 

 学校給食費の無料化についてでございますけれども、管内においても先日、一部の市町村
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で無料化という動きがあることは承知しております。 

 学校給食についても教育課程に位置づけて取り組んでいるところであります。現在のとこ

ろは、受益者負担という観点から保護者に負担をしていただくことということで続けていき

たいというふうに思っております。 

○柚原委員長 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 無料化に向けて検討も開始すべきでないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。 

○柚原委員長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 無料化に向けての検討については、今後の課題の一つとして受けとめてまいりたいと思っ

ております。 

○柚原委員長 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 わかりました。今後の課題ということの認識を持っているということ、大変、嬉しく思い

ます。 

 それから、定住促進で同僚委員も聞いていた方いるのですが、私もむしろ定住した方のご

意見として、私どもが住んでいる地域でもインターネットの環境整備をぜひしてほしいと、

こういうことなのです。 

 そのようなことで、私も一般質問で何度か取り上げたことがあるのですが、ぜひこのこと

について、これは町がやるものではなくてＮＴＴの回線を利用するものなのですけれども、

その整備について強力な要望をぜひする考えはないかお伺いをいたします。 

○柚原委員長 

 黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

 委員言われるようにインターネット環境というのは非常に大事に思います。生活の必需

品、あるいは仕事のアイテムとしてなくてはならないものになってきているというのは私ど

も感じているところでございまして、昨今の光ファイバーが一番よろしいわけですけれど

も、どうしても導入業者、収支バランスを考えて導入するものですから、人口の過疎地には

なかなかいかないというのが現状でございまして、これは市街地には何とか来たのですけれ

ども、郡部にはなかなか行かないという状況があります。 

 光については、要望はしていきますけれども、これが早期に例えば尾田地域、あるいは浜

大樹地域に光が通るというような見通しは今立っておりませんけれども、ただ、最近の技術

革新でいろいろ光ばかりではなくて、携帯、スマートフォンの電波もどんどん次元が上がっ
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ていって、かなりのことができるようになってきておりますので、それらのことも、それら

の利用もあるいは技術革新なども見据えた中で適切な町として整備できるものが出てきた

ときに考えてみたいと思っております。 

 また、町の中では今後ですけれども、インターネット環境を整えて何かお試しの仕事がで

きるような場所というようなこと、街にちょっと出てきてここ使えるよというようなところ

も今後、考えていきたいなというふうには思っております。 

○柚原委員長 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 本当にそうですね、私のところに田舎にいて、とろとろ、とろとろと、そういうようなネッ

トの状況では大樹に出てきてやったほうがずっと仕事早いのです。私自身もそうしていま

す。そのことをぜひ、検討してほしいというふうに考えていますが、ただ、前回も質問した

ときに晩成温泉とかメガファームとか、そこのところについて早く、少なくてもＡＤＳＬぐ

らいは通すような要望は急いでいきたいというような前町長の答弁もあったのですが、そう

いう点についてはどうなっているのでしょうか。 

○柚原委員長 

 黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

 晩成温泉についてはＩＳＤＮが今、通っていまして、かなり時代の古いものになってはい

るのですけれども、ピンポイントでその施設にＡＤＳＬを引くということは難しいと思うの

です。浜大樹、美成までは来ておりますので、延長で行くものだと思いますので、働きかけ

はしていきたいと思いますが、逆に無線で何かいいものが出てきたらそちらを使ったほうが

早いかなという気もしておりまして、その辺、ちょっと勉強しながら、また業者さんとも相

談しながらいいものがあれば取り組んでいきたいと考えております。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 それでは、お聞きをいたします。 

 残業手当、超過勤務、これ毎年やらせていただいております。再度、課長もかわりました

し、企画課長も皆さん代わりましたのでお聞きをいたします。 

 総務、企画、税務、町民、保健福祉とあるのですが、金額を言えというと時間がかかりま

すので、私のほうからちょっとだけ疑問点でお聞きをいたします。 

 支給人数という書類を調べたところ、学校給食、給食１２万３,０３０円、支給人数ゼロ

というあれになっているのですが、何かの間違いではないかなというふうに思うのです、私

の持っている資料が。私の持っている資料が間違いかもしれないということです。そこの部
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分は何名でございますか。 

○柚原委員長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 ２名でございます。 

○柚原委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 これ全然減らない、災害復旧等々でかかるものは、これ十分わかっております。かかって

も仕方ないものだというふうに認識しておりますが、現実的にひどいところは約１名で４５

万１,９５２円、月に計算すると３万２,０００円ぐらいになるのですか、暗算でばばっと

やっているので数字は違うかもしれませんが、３万以上という解釈なのです。 

 これ、ちょっとおかしくありませんか。これやはり、しっかりしてもらわないと困る。超

過勤務ってやらせているほうがおかしいのだから、町長。やるなと、なおかつ先ほど、前回

のときにもコンピューターを入れることによって事業の効率が図られるという我々に説明

をしておきながら、一向に変わらないというのはなぜなのかお教えをいただきたい。 

○柚原委員長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 コンピューターを入れたことによって、時間外といいますか、業務が楽になるというのは

確かにそのとおりでございます。大容量の情報処理、計算を瞬時にやるというのもあるので

すけれども、その分、業務量自体、業務、例えばコンピューター自体一つの制度が変わると、

実際、私どもがその制度、システム直すことができないぐらい、かなり複雑な形になってご

ざいまして、それに伴う例えば入力業務であったり、その制度を理解する、その制度をきち

んと運用できているかどうか確かめるという部分の業務が増えているのも事実でございま

す。 

 また、職員数を減少させているのも事実でございまして、時間外が慢性的になっていると

いう部分もあるところもあろうかと思います。そういうところにつきましては、職員配置を

見直しながら、基本的にはその現有職員で極力時間外をしないで、勤務時間内に業務を終了

するようにという姿勢ではいるのですけれども、どうしてもその時期の業務量のばらつきで

あるとか、そういったものが含まれまして、全くゼロにするというのはこれかなり厳しいこ

となのだろうと思ってございます。 

 ご指摘のとおり、実はここに過去５カ年ほどの時間外勤務手当のデータ持ってございま

す。実は、平成２２年、２４年、それから２５年、２６年とほぼ１,８００万ぐらいで推移

していると、では努力がないのではないかと言われると、確かにその数字で表われていない

というところが何ともご説明しづらいところでございまして、ただ、基本的にはその人のバ
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ランスであるとか、業務を見ながら組織を見直したり、配置を換えたりしているというとこ

ろで、ある意味、一方ではここで収まっているという見方もしていただけないかなというの

もちょっと期待してございまして、確かに平成２３年度は１,５５０万円とこれより２５０

万円少ないというのはございます。 

 ただ、各課において毎年、その制度が変わるとか、業務の年度月のばらつきとか、月のば

らつきがあるものですから、最大限、削減には努力いたしますけれども、ゼロにするとか、

計上するなという部分につきましては、ちょっとこちらとしてもでき兼ねるものでございま

すので、引き続き努力に努めるということでご理解をいただければと考えてございます。 

○柚原委員長 

 休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時４９分 

再開 午後 ２時００分 

 

○柚原委員長 

 休憩前に引き続き、総括質疑を再開いたします。 

 質疑はありませんか。 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 これ今、すばらしい答弁をいただいて、これ以上やってはいけないかなという気持ちに

なったのですが、やはりこれは血税ですので、少しでも減らすように、１,５００万円まで

いったのだから、一時は。それがまた、じわ、じわ、じわと増えてくるのは、これはやはり

問題なのです。 

 だから、最低額を決めたらいかがかな。もうやるなとは言ってないです、必要なのだから。

国も適当で、今はインターネットやら何だかいろいろ文面も早くなっているから、今日来た

ものを明日出せとか言って事務量も増えているというのは理解をいたします、僕も。 

 ですから、国にも町長、自民党の何だかあるでしょう、ふるさと対話集会みたいなの。こ

ういうときに事務量が増えると、２日前に来て、この書類出せというのは横暴ではないかと、

士農工商は残っているのかと議会から言われていると、もう少し町民のためにも税金かから

ないように、これによって超過勤務が膨らんで議会でたたかれているのだというぐらい言っ

ていただいたほうがいいかなというふうに思います。 

 それで、総務課長、十分理解をしているわけではありませんが、特に下げるよう、１円で

も５円でもお願いをして、また増えていれば予算委員会、決算委員会でやらせていただきま

す。 

 この部分については終わります。 

○柚原委員長 
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 ほかに質疑ありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 テクニカルなことで毎年、言っていることでひとつ人件費の総務管理費で一括計上されて

いますよね。例えば、今のお話の中に出てきたような、例えば公衆浴場なんかでも収支どう

だといっても決算上でなかなかわからないとか、牧場もそうですし、そのほか言いませんけ

れども、それぞれなっているし、あとは予算書なんかについても従前は特定財源、そこに記

入されているけれども、ちょっと見てこのごろは記入されていないとか、ちょっとそこら辺

ラフかなというふうに思っていますし、せめて決算統計上でできるような、そういうふうな

ぐらいの制度の予算書、決算書があって然るべきかなと思うのですが、事務量がとんでもな

く増えて、また、時間外が増えるのかどうか、そこら辺わかりませんが、コンピューターの

時代ですので、そこら辺のご見解というか、方向性をお聞きするのがまず一つです。 

○柚原委員長 

 布目副町長。 

○布目副町長 

 ご指摘の総務費の一般管理費で、大方の人件費計上しているというのは実態でございま

す。 

 私もちょっといつの時代からそうなっているかちょっとわかりませんけれども、相当前か

らそのような形で計上されているということでございます。 

 実はかねてからそのことを思っていまして、改定というか、修正したいなと思っていたの

ですけれども、今そのことについてもちょっと部内でいろいろと検討しておりまして、時期

的にはいつとは言えませんけれども、なるべく早くそのような形で、わかる形でやっていき

たいなと思っておりますのでご理解いただきたいと思います。 

○柚原委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 牧場費、説明の中では夏で満タンで１,４００頭、冬季で６００頭ということで、冬季に

ついては２６年度についてもほぼ満タンですけれども、夏季についてはそんなに１,０００

頭以下のそういうふうな実績だと思うのです。 

 したがいまして、その経営努力として大変恐縮なのですが、その５００頭分、ないし６０

０頭分の草が余るのか、何がどうなのかちょっと詳しくは僕はそのことはわかりませんが、

そのせめて５００頭分なり、６００頭分を余っている草を売るとか、サイレージにして売る

とか、貸すということにはなかなか法的には無理があるかもしれませんけれども、いろいろ

努力の収入の落ち込んでいる努力の分はどのようなことをしていただいているのか、それを

２６年度ということでお答えいただきたいと思います。 

○柚原委員長 
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 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま牧場の経営のあり方の内容のご質問をいただきました。 

 冬季舎外につきましては、施設の容量、大きさもありますので、預託できる頭数について

は上限があるかなというふうに思っておりますし、善良な個体管理を進めるという部分では

約６００頭規模が妥当なのかなというふうに思っております。 

 夏季放牧については、従前から比べると預託の頭数が落ち込んでいる状況にあります。大

きな要因としては、やはり家畜衛生全般にかかわる問題でもありますが、伝染病、牛の病気

の関係で大口の酪農家、法人が預託できない状況にあるというところが大きな要因かなと

思っております。 

 一牧場が預託できないとなると、１００頭単位で預託の頭数が落ちていくというようなこ

とになりますので、早期に伝染病等が無事収まって預託できる、再開できることを牧場とし

ても本当に願っているところでもあります。 

 預託頭数が減ったということで、放牧地、牧場の中には放牧地と採草地がございまして、

草を取るところについては預託の頭数に関係なく、必要な部分を草を確保しているというこ

とであります。 

 放牧地につきましては、採草に適さないということもありますので、放牧の利用しかでき

ないということになりますので、牧場の経営を安定させるためには夏季放牧の頭数を増やす

ということが大きな要因かなというふうに思っております。 

 牧場のほうでも、牛の入れ換え等も含めて家畜車で牧場からおろして、また別の牛を連れ

て来るというような、いわゆる営業努力も努めているところでもあります。 

 今後も預託していただけるような公共牧場、町営牧場のあり方について牧場のほうでもぜ

ひ検討を進めたいというふうに思っておりますし、経営努力という部分では必要以外の経費

をかけないというようなところも大切な経営努力かなと思っておりますので、経費の縮減に

ついても努めていくべきだというふうに思っております。 

○柚原委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 今、お聞きしたのは頭数が減っているのは町の責任でもないですし、そのことについては

もう重々理解できております。 

 それでも、一生懸命牧場長さんを初め、理事者の方も経営改善に取り組んでいることは

重々承知はしておりますけれども、また別な町では町と農協と土現屋さんとか、町と農協と

種屋さんとか、いろいろな経営形態を変えてでも後継牛の確保のことを含めて、いろいろあ

り方が多様にできると思いますので、ぜひそういうふうな今までこうだからこうというふう

にして固定的にお考えにならないで、いろいろ大樹町の畜産業の振興にはこういうふうな方

法がコントラができたように、いろいろ町のほうも積極果敢にお考えいただくような、そう
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いうふうな時期でないかなと思うのですが、もう一言、お願いいたします。 

○柚原委員長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 町営牧場の今までの役割という部分では育成牛、妊娠牛の出産直前まで牛を扱って、大樹

町の酪農経営に資するというのが大きな要因だったかなというふうに思っておりますし、そ

の目的は今でも十分、存在として必要かなというふうに思っております。 

 ただ、今、委員お話のありましたとおり、公共牧場のあり方についても多様な経営形態が

見受けられるというふうに思っておりますし、私どもも正式な協議の場ということではあり

ませんが、農協等も通じて町営牧場、今後、大樹の畜産経営にどういう役割を果たせるかと

いうところは事務レベルではありますが、相談もさせていただいているところでもありま

す。 

 酪農経営に大きな要因を締める保育を公共牧場で担うということも、当然、検討の値する

項目ではありますが、いかんせん冬場の正直、下よりもちょっと環境的には厳しい環境のと

ころに生まれた小さい牛を連れていって保育をするということが果たしていいかどうかも

含めて検討した経緯もございますし、今後、町営牧場どういう形で今後も運営していくのか

が望ましいのかは今までの形態にはとらわれない形でいろいろ検討していくことが大切だ

というふうに思っております。 

○柚原委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 公共牧場のことはこれであれですけれども、ちょっと笑われるかもしれませんけれども、

別の町村ではそのような病気が発生した、病気の牛は公共牧場に入れれないことは僕もわか

りますけれども、そういうような特定な牧場の特定な牛を預かるような、そういうふうな分

離というのですか、そういうふうなこともやっているケースもありますので、先ほどからし

つこくなるのでお答えはいいですけれども、そういうふうなありとあらゆる選択肢を町長な

どもそちらの方面には大変、詳しい経歴をお持ちだというふうに思っておりますので、そう

いうふうなことも含めてぜひ多様な考え方をゼロからというか、１からというか、そのよう

に再構築を、構築というのは新しい牧場をつくれというような意味ではなくて、考え方をそ

のように再構築していただきたいという希望を持っております。 

 次、もう一つ、再生エネルギーについてのことで、一般質問もしたのであれですけれども、

私、基本的には再生エネルギー、なかなかほかの町村よりは進んでいるし、エネルギーと食

料は需給できたほうが町が町民の方にも大変、幸せな、安心な町だなというふうに基本的に

思っております。 

 それから、企画課長がご答弁のようにメガ発電というか、大きな大きなものも動き始めま

したし、これからも動くようなことで期待しております。 
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 根本的に、僕はエネルギーの町の再生エネルギーの基本計画みたいのが、確かに隣のほう

の裏では補助事業を利用してつくっているので、そういうことを言わないでつくれというの

もちょっとフェアではないので、そういうふうなものを今、エネルギーの計画を持っている

ところは、そのような補助事業を利用して何年も前から立てているので、うちで独自という

ことは大変、過酷な要求かもしれませんけれども、ぜひぜひ大学の先生や難しい計画ではな

くて、職員レベルの僕は計画でもいいので、例えば小学校の校庭が空いているよとか、公共

施設でもここにはソーラーパネルが置けるよとか、それから浜大樹や旭には、例えば何年か

かけて風力の、立派な風力計でなくていいですので、余りお金のかからない風力計とか、そ

れから少し未来の話をすると、説明はしませんけれどもバイオコークスって非常に可能性の

あるものも近畿大学の先生が一生懸命頑張っておりますので、そういうふうな再生エネル

ギーについての計画、町独自の計画とか振興策とか、どのように町で思っているのかお聞き

したいです。 

○柚原委員長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま西田委員から再生エネルギーの町のスタンスと申しましょうか、今後の方向づけ

のご質問、ご意見をいただいたところでもあります。 

 私の先の一般質問でもお答えをさせていただきました。実は、私、大樹町、今、機構改革

のための内部で検討を進めております。再生エネルギー、バイオエネルギー等の担当部署が

今のところはっきりとここというところが明記されていない状況にあります。 

 今まで進んできました再生エネルギーについては、それぞれが所管するところで、それぞ

れが担当して進めてきたという経緯もございまして、今後、機構改革の中でどこにその担当

を置くかというところも検討の項目に入っているところでもあります。 

 新たにはっきりと機構改革の中で所在が判明した場合には、委員おっしゃるような、どう

いうレベルの基本計画がいいか、まだ全く白紙ではございますが、町の再生エネルギーに対

する考え方を示す形として、基本計画がいいのか、何がいいのか今、明言できませんが、そ

ういう形を町民の皆様にもお示しできるような何らかの方策は検討していきたいというふ

うに思っております。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 入札の関係でちょっと聞きたいのです。入札、工事だとか、物品とかいろいろあるのです

が、私があれしたら１３０万円を超える修繕費とか、いろいろな問題が出てくるのですが、

現実的にこの入札のもの、物品なんかはどういう形になるのですか、上限が幾らで、１点単

価なのか年間なのか、そういうものも含めてどういう形に入札方法がとられているのか、そ
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れから入札、指名願いを出していても、なおかつ原課だけでやることができるのか、指名委

員会にかかるのか、どうなのかということをお聞きしたいと思います。 

○柚原委員長 

 黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

 ただいまのご質問でございます。 

 例えば物件の買い入れ、財産の買い入れになりますけれども、８０万円未満は入札でも随

契でもいいですよと、８０万以上のものについては基本的に入札でやりなさいというのが大

樹町の契約規則、あるいは自治法で決まっているところでございます。 

 ただ、場合によっては入札にすることが一概に有利とは言えない場合は随契でやってもい

いということでございまして、では指名委員会にかかるのかというところでございますが、

物件に関しては指名委員会にかかりません。原課の対応で、原課が入札をしたいときに契約

課が入札の段取りをしましょうと、これは随契でやるので入札はしませんというのは原課の

対応というふうに現在はなってございます。 

 そこの判断は各課いろいろ事情があるのですが、例えば町内で１社しか扱ってなくて、こ

こで特に競争させる必要はないという場合は随契になることもございますし、あるいは緊急

性でどうしてもすぐ急ぐというような場合も物によってはあるかなと思います。 

 何点か、その場のケースを定めておりますので、それらに合致するときには随契でも構わ

ないが基本的には入札でやりましょうということでございます。 

 また、その入札が基本的には国は一般入札でやれと言っていますが、こういう小さい町で

一般入札をやると、現実的にはありませんので、指名入札でやっておりますけれども、では

その指名はどこにするのかというと、工事、委託に関しては指名委員会で検討してやってお

りますが、物品に関しては原課にお任せしているというところで、声がかかる、かからない

というのはケースバイケースがあるかなと思っております。 

○柚原委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 実に適切な答弁でございますが、ちょっと疑問を感じます。 

 それでは、指名願いを出した会社というのは出さない会社と何ら変わりがないというふう

に考えてよろしいですね。 

 町長が常々地元業者育成というお言葉を使って選挙のときにも闘っておりますが、前町長

の時代から地元業者というような言い方をしてきているのですが、私が調べた中では全然、

どこでもいいようなものが地元業者でない業者に発注がされていると、これはやはり問題が

あるのではないかと。 

 これは町長、やはりきちんと原課のほうにも地元企業に出しなさいよというようなことを

お願いをしておかなければならないかなというふうに思います。町長、その思いはどうです
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か。実例言うわけにはいかないから言葉濁しているだけだから。 

○柚原委員長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 物品等の発注の関係では、私も前伏見町長も町内で可能なものは町内でということを常々

申してきておりますし、私もそのつもりでおりますので、今後、物品等の購入等、町内の方

にお願いできるものについては相務めていきたいというふうに思っております。 

○柚原委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 一言苦言という言い方でいいのか、お願いでいいのかわかりませんが、今ここで町長がそ

ういうことに原課にもお話をすると言っていただきながら、原課のほうがこれを守らない、

これは我々特別委員会、今回、特別委員会、これ重いのですよ。今までは勉強会でやってい

た話ですから、これ特別委員会ですから、現実的にはきちんとそこら辺は通達を、それから

申し送りをお願いをしておきます。 

 いずれ、現実的にやはりいろいろな特殊なものとか、そういうものはよく理解をいたしま

すが、それ以外のものはなるべく地元業者を使っていただきたいというふうに私も固定資産

税も払うわけですし、挙げ句の果てには社会保険の徴収、町民税の徴収等々は会社が町に成

りかわってやっているわけですから、ここら辺も考慮をお願いを申し上げたいというふうに

思います。 

 どうか来年度がたくさんの入札があろうかと思います。これが反映されるようお願いをし

て、やめます。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 昨日の質疑に関連した部分で伺いたいと思います。 

 一つは、衛生費の関係のエキノコックス症の予防注射、予防接種の関係なのですが、きの

うの答弁では小学校４年生になったら一律個別案内しますと、それ以外は広報などで周知を

して希望者を、多分５年か１０年間隔の中でやるということだったのですが、実はそのこと

は否定しませんが、僕が承知しているのが間違っているかどうか、北海道がつくったエキノ

コックス症の感染に対する危険というか、こういうところで発生していますとか、そういう

マップがなかったですか、ひとつお聞かせください。 

○柚原委員長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 
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 委員から指摘がありまして、私もちょっと道のホームページ等も含めて調べたのですが、

そういうマップという形では見つけることはできませんでした。 

 ただ、保健所のほうで毎年、エキノコックス症の届け出状況ということで把握というか、

数値のほうを発表しておりまして、管内、振興局別なのですけれども何人届け出があったと

いうことでの状況については、保健所のほうで数値を押さえているということで理解してお

ります。 

○柚原委員長 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 私の承知しているのは古いのかもしれませんが、以前は前回言いましたように道東地域な

んか感染の危険率が高いということで、そういうところに旅行したり、仕事に行った人につ

いては検査を半強制的にやるというようなことがあったのですが、私も自分の中で承知して

いるのは、エキノコックス症が原因で亡くなったという人は１人だけ承知をしています。と

いうのは、この人はエキノコックス症ですと治療に専念したのですが、最終的にはその症状

が悪化をして亡くなったのですが、結果的には死亡診断書にはエキノコックス症ってないの

ですよね。 

 そういうことですから、データ的にはいろいろ難しいのかもしれませんが、その潜伏期間

もあるから難しいのですが、現状は濃淡がなくて平場だというのであれば、例えば一定の年

齢に達した平場の話があるかもしれませんが、個人的にはその感染、汚染の危険性がある地

域で働いていたり、そういうところに行って例えば生水を飲んだとか、そういうキャンプを

したとか、そういうような経験のある人については検査をしたほうがいいよと、そういうこ

とも含めて今後の対応としてお願いしたいということで、マップなんか濃淡ないということ

ですから、それはお願いをして、ここは答弁要りません、検討の中に入れておいていただき

たいというふうに思います。 

 それから、これは簡単な話ですが、次にいいですか。同じ衛生費で、昨日の簡易の予防注

射の関係を言いましたが、僕は個人的にというか、いろいろな話を聞いている中で、登録さ

れていない犬が結構いるような気がするわけです。 

 大樹では、たまに小さい子どもが犬にかまれたという話聞きますけれども、重篤な症状に

なっていない実態なのですが、ただ、道内的に言いますと胆振のほうで、例えば女性が大型

犬にかまれて亡くなったとか、非常にそういうふうにいて、例えば釧路町かどこかで僕は見

たのですが、檻に入った大型犬がいて、道路から見えるところにいて非常に恐怖感になるこ

とがあります。 

 ですから、登録の関係をしっかり町民にしてもらうということと、予防接種を受けてもら

うということをどのぐらいいるかわからないでなくて、ある程度、真剣に押さえてもらって、

やはり子どもや何かが遊んでて放れている犬とか、それから飼い方の問題もあると思いま

す。きちんと飼ってないと、突如犬が物かげから出てくるとかいろいろなことがありますの



 

－ 55 － 

で、そういうことを含めて事故のないような対応をお願いしたいと思うのですが、その辺い

かがですか。 

○柚原委員長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま犬の予防注射、または各家庭における管理の方法等についてのご意見をいただき

ました。 

 予防注射の接種の状況、昨日担当課長のほうからも説明をいたしました。今までの推移、

ちょっと十分把握しておりませんので、その頭数が過去からどうかというところは明言でき

ませんが、確かに飼っている犬による他人への事故等も新聞等で見受けられますし、昨日も

どこか府県で人を襲っていた犬を警官が殺処分したというような記事も載っておりました。 

 人に危害を加えるというような状況については、全く好ましくないというふうに思ってお

りますし、適切な飼い方について町もチラシ等も含めて広報していきたいなというふうに

思っております。 

 予防注射の接種についても、大樹町の接種率が上がるような対応を今後、担当のほうから

検討した上で来春、また予防接種ありますので、進めていきたいと思っております。 

○柚原委員長 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 了解をしました。 

 別の項目でお願いします。昨日も議論したのですが、１９７ページの学校給食費の委託料

の関係であります。 

 実は、この委託料は広尾町、大樹町、幕別町忠類で、帯広の業者に学校給食における普通

よりもおいしいパンを特別に加工委託したものと説明を受けました。このことはいいのです

が、幸い、地元大樹町にも新しくパン屋さんができました。 

 以前は、学校給食に大樹のパン屋さんを使っていたのですが、その店を閉じたことによっ

て帯広にくらがえをしたということがありますので、近々になるかどうか別にして、事情が

許すのであれば地元の商店でありますので、そのことを検討の上で、この学校給食のパンと

して活用できるとするのだという、今の考え方はございませんか。 

○柚原委員長 

 吉岡給食センター所長。 

○吉岡給食センター所長 

 委員おわかりのように経過としては前は地元の業者にお願いしていたということでござ

います。そういう中で、地元の業者がなくなるということで困って、学校給食会というのが

あります。そこを通じて帯広の製パン業者を斡旋していただいて、更別、中札内については

地元の業者があるわけですけれども、広尾、大樹、忠類についてはないということで、そこ
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の給食会を通じてお願いしたいという経緯がございます。 

 地元のパン屋ができたということで、今年早速、明日なのですけれどもふるさと給食がご

ざいます。その中で、その地元のパンを使ったふるさと給食、ハンバーガー、地元の牛肉を

使ったハンバーガーになりますけれども、とりあえずそういうことでふるさと給食で利用さ

せていくと。 

 今後につきましては、先ほど委員もおっしゃったように困った時期にお願いしてやってい

ただいている経過がございます。地元の業者のほうの考えもお伺いしながら、帯広の業者の

助けもかりたという経緯もございますので、どういうふうになるかわかりませんけれども、

協議といいますか、難しいところですけれども、大変、言葉に苦しいのですけれども、本当

に助けていただいたということがございますので、ちょっと今の段階でははっきり申し上げ

られませんけれども、そういう状況にあります。 

○柚原委員長 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 僕、先ほど冒頭云いましたようにすぐかどうかは別にしまして、地元を使っていてなく

なって頼ったということでありますから、すぐぽんと戻るかどうか、できるのかどうか別に

しまして、地元にパン屋さんができて、その育成の問題もありますから、例えば能力の範囲

で許すのであれば、やはり地元を活用するというようなのが筋じゃないかと思うのです。 

 町民にしても、大樹にパン屋さんできたのに、学校給食は依然として帯広から来ていると

なると、それはイメージ的な問題、町は何をやっているのだということもありますので、そ

れは頼まれた個数なら全然応えられないと、数量に対して、能力的な問題でどうしてもとい

うなら別ですけれども、そのことが全然検討にもされてなくて、全然、難しいってここで云

われたら、難しいって、どうして難しいのだという話になってしまいますけれども、それは

ちょっとできれば撤回してもらって、難しいのではなくて検討して相談をしながらやってい

くという方向になりませんか。 

○柚原委員長 

 吉岡給食センター所長。 

○吉岡給食センター所長 

 先ほど申し上げましたように、この関係、大樹と忠類と広尾の関係を引き受けていただい

ております。大樹だけということで今後、考えていけるのかどうか、パン屋さんが大樹、地

元でできたパン屋さんが忠類、広尾も扱っていきますよという中であればいいのかなと思い

ますけれども、一緒で大樹だけが抜けるということになれば、ほかの忠類、広尾、どうでも

いいということになれば、それはわかりませんけれども、料金そっちのほうでは上がってい

くのかなと。 

 できれば、一緒に大樹のパン屋さんが広尾も忠類も扱っていけるような状況で引き受けて

くれるような状況であれば考えていきたいなと思っております。 
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○柚原委員長 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 僕は大樹だけそこから一抜けたでもって大樹の業者でなくて、そこは３町でやっているの

だから相談をして、味の問題と能力の問題含めてあるのだったら、わざわざ帯広でなくて

こっちのほうがいいのではないかということですから、そのことは町として重く受けとめて

検討していっていただきたいということでありますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 職員の言い方だとひどい話ですよ。できませんという、教育長、できませんでなくて協議

をするというのが筋道ではありませんか。できませんというなら、職員なんか要らないので

すよ。こんな答弁をしているようでは。 

 現実的に子どものためになるのであれば、また地元業者育成のためになるのであれば協議

をして、検討を今、同僚委員はすぐやれなんて言ってないですよ、検討したらどうだいと言っ

ているのに、できませんという答弁は納得できません、教育長。 

○柚原委員長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 学校給食のパンの提供の関係ですけれども、いろいろ課題もあります。そこら辺も検討し

ながら、地元業者の活用、先ほどいただきました子どもたちにとって何よりも視点でもって

検討は進めてまいりたいと思っております。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 昨日言いました学校給食費の滞納の関係なのですが、僕はこれはいろいろな滞納があるの

ですが、中でも一番異質かなと思っています。 

 ぜひ、このことは父兄にも理解をいただいて、払ってもらえるような対応をとっていただ

きたいと思うのですが、例えば現状は小学校１年生に上がってから給食があります。義務教

育終了まで９年間、給食を食べるわけです。回数の計算をすれば大体、大方回数が出てくる

のですが、実は先ほどの答弁の中でなかなか会えないとか、それから母親に会っても父親に

会えないとかということもあったのですが、ぜひ会って、例えば学校給食で子どもたちがみ

んなと同じものを食べられて、一番安心するのは母親だと思うのです。 
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 それと、弁当をつくる手間からいったら、一番、お金は自分の家で食べる分と弁当をつく

る分との金額の差はわかりませんが、そういう同じものを子どもが食べられて、そしてつく

る手間が省けたら一番、受益というか、感謝をする気持ちというか、ありがたいと思うのは

僕は母親だと思うのです、子どもたちに。 

 そういう意味でいうと、父親よりも母親のほうが説得する、こうしてくださいとお願いす

ると理解をしてもらえるような、気持ちが通じるのではないかと思うのです、親父よりも。 

 それと、家庭の会話なのですけれども、例えば大きくなったらわかりませんが、小さいう

ちは帰ったらママというか、お母さんかわかりませんけれども、お母さん今日給食でカレー

ライスおいしかったよと、ハンバーグおいしっかよと、そういう会話になったときに、やは

りそのときに僕は親として何かの時に例えば５年生になってずっと給食費払ってなかった

ら、これは個人差ありますけれども、何となくすごい後ろめたいなという気持ちになると思

うのです。午前中に食い逃げの話をしました、食べ得ですね。 

 そういう気持ちからいったら、僕は変に払いたくないという人もいると聞いていますけれ

ども、そういうふうな話をしながら、やはり子どもたちに親子の関連、それから子どもが大

きくなってから、うちの親、給食費を払わないで踏み倒したという形にならないで、やはり

それは親に責任持って払ってもらうような努力をもっと重く受けとめていただきたいと思

いますし、ただ、これはわかりません。食べた子どもが成人してから払うというシステムは

ないのではないかと思うのですが、その辺はもう一つお聞かせいただきたいと思います。 

○柚原委員長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 学校給食費の未納の課題でございますけれども、増加傾向にあるということで非常に憂慮

すべき状況であります。監査委員からもご意見をいただいております。 

 このことは、大樹町だけでなくて給食費の未納問題というのは全道でも問題になっており

ます。さまざまな取り組みもなされております。 

 何よりもまず、保護者の理解を得るということが、まずは大事で徴収した学校給食費を集

めて給食提供しているということをしっかり未納の保護者に理解していただく努力はして

いきたいと思います。 

 また、給食の意義ということも今、ご説明いただきました。そのことも含めて徴収に向け

て努力していきたいと思います。 

 ただ、これまで督促状の送付、あるいは個別訪問で取り組んできていますけれども、もう

少し戦略的に未納者のそういったリストもつくりながら徴収、あるいは未納者の中には多重

債務もおりますので、町側のほうのそういったプロジェクトチームとも連携をしながら、徴

収に向けて粘り強く取り組んでいきたいと考えています。 

 成人になってからの徴収をすることについては、まずは保護者に理解を求めるというとこ

ろで押さえておりますけれども、成人になった本人に対しての請求についても今後、検討は
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してまいりたいと思っております。 

○柚原委員長 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 教育長、それ、僕はひょっとしたら個人にはできないのではないかなという理解をしたの

ですが、それできるのですか。 

○柚原委員長 

 吉岡給食センター長。 

○吉岡給食センター長 

 基本的には、子どもは給食を食べていますから、給食費は払っているものだとは思ってい

るのでしょうけれども、実際的には保護者に請求するわけですから、子どもさんは知らない

というのは本当だと思います。 

 ただ、そういう徴収行った中で、成人した子どもさんがいて、親父そういうことだったの

かということで、子どもさんが今、分割して払っていることも実際にはあります。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 聞き忘れていたことが１つありまして、もう２つあるので、時間内にはぴっちり終わらせ

ますから。 

 指名願いを出している会社ってたくさんありますよね。現実的には許可というか、免許と

いうか、そういう早く言えば土現業者であれば工事管理何とかといるでしょう、責任者とか

何とかと、それを出してもらわなきゃまずくないですか。 

 物品も同じなのです。物品も。同じようにそれなりのちゃんと届けが必要な、免許を持っ

ていなければ物品をできない業種もあるので、それを持っているのかどうか。やはり指名願

いを出してもらうときには、役場もすぐではなくても、早く言えばベッド、老人用の、あれ

は講習を受けて販売をしなければいけない。免許を持っていなければいけないというような

ものがあるので、すぐやれとは言いませんけれども、まずどういうものに本当に必要なのだ

ろうと、強いて言えばこの間、町長が陳謝したように美装にも免許が必要でございます。掃

除するのにも、それから夜警をやるにしても、それなりの許可を持っていないとできないの

で、今回の件を鑑みるといるのだろうかと、そういうこともあるので、きちんとそういうも

のは今度、お出しをいただけるようお願いをしておきたいと思いますが、やはり指名ですか

ら地元業者、そういうきちんと努力をして、免許を取ったり、講習を受けたりしている会社

に発注をしていただきたいというふうな部分が一つあります。 

 それからもう一つ、多分、伏見町長のときに障害者の雇用している会社には道からの指導

が来ているはずですが、それを実行されたことが一度かありますか。物品販売含めて、町が
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障害者を持っている会社に優先的に指名をしたとか、やれとかということをやったことはご

ざいますか。 

○柚原委員長 

 黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

 ただいまのご質問でございます。指名の中には物品といってもいっしょくたんではなく

て、資格のいるもの、例えば医療機器などは普通の店では販売できません、医療器具取り扱

える店というのは、それなりの資格を持っている関係でないと、また買うほうも一般業者が

医療機器を買うことはできないというようなことも承知しております。 

 そういったルールがありますので、いろいろ美装にしても病院の清掃にも資格がいると

か、いろいろあります。 

 そのことの逐一を公表するようなルールにはなっていませんけれども、入札の際の必要、

この入札の場合、何の資格が必要かというのを指名願いの中で確認をして、資格があるなと

いうことでの指名をするというような仕組みになってございまして、公表まで、そこをする

かどうかというのはちょっと今後、検討させていただきたいと思っております。 

○柚原委員長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 障害者の優先調達の関係だと思います。２６年度におきましては、大樹町におきましては

地域活動支援センターでつくっている物品かございますけれども、少しでございますがその

購入をさせていただいたところでございます。 

 ２７年度につきましては、町内だけはなく、管内も含めてつくっているもの、例えば石け

んとか、そういうものもございますので、消耗品的なもので対応できる部分にについてはそ

ういったところから買うような形で、保健福祉課の方で庁内の原課のお願いするような形で

進め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。 

○柚原委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 課長ちょっとお間違いになっているかなと思うのです。民間企業で障害者を雇用している

会社がありますでしょう。そういうときに、本当はそこの業種に対して優先的に指名を入れ

るとか、発注をするとかということをやったことはございますかと聞いているのです。 

 これは２回ぐらい聞いているのですよ、伏見町長のときに、努力しますとは言っていたけ

れども、されたかされてないか。 

○柚原委員長 

 村田保健福祉課長。 
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○村田保健福祉課長 

 大樹町においては今、委員がおっしゃったように民間企業で障害者雇っているところにつ

いて優先的に指名をするということについてはしたことはございません。 

○柚原委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 今後、そういう業者もおりますので、やはり障害者を雇用するということはどういうこと

か、ご理解をいただいているものというふうに思いますので、町長のご意見をひとつ、何が

できるか、検討するというのは、やりますというのか別にして、多分、公表されているはず

です、業者も。ホームページできちんと、障害者を雇用している会社ですよと道が認定して

いるはずです。 

 そこら辺を自負しているはずですから、町長のご意見をひとつお願いを申し上げます。 

○柚原委員長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 今、物品等の購入の段階で障害者の方なとを雇用している企業について優先的に発注とい

うようなご意見もいただきました。 

 大樹町で発注しておりますゴミ袋の発注の件で、実は管内にあります社会福祉法人がごみ

袋を作成しているというようなことで。見積もりを依頼した経過がございます。  

 ただ残念ながら価格差が余りにも大きいというようなこともありまして、そちらのほう

に、法人のほうに発注には至らなかったというございます。 

 今後、そういう部分で民間の企業の方が障害者の雇用という部分で大きな福祉的な役割も

担っておりますので、可能ながきりそういう部分で発注できる場合については入札等も含め

て、指名も含めて進めていきたいと思っております。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑はございませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 ２６年度の南町というか、第２団地の建設依頼のことで公営住宅、寿のときにもお話をし

て、それについては２７年度なのですが、何か平屋建ての４戸建てに、何か固着されている

のかなというふうなことを感じるのですが、例えば、私、高層階の公営住宅については補助

的な国の補助金当たらないとか、そういうことはないのだよというふうなことのお答えでし

たので、例えば逆に一戸建ても含めていろいろ多様な公営住宅のあり方もありますし、その

高層階で公営住宅があればサービス付の高齢者住宅のような、いろいろな訪問介護なんかに

ついても格段と能率が上がるとか、いい面もありますし、生活音のことも心配される方もい

ましたけれども、そういうふうなことで、少なくても平屋に固着するようなことがないよう
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にとは思っているのですが、町のお考え方をお聞きしたいと思います。 

○柚原委員長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま西田委員から町の公営住宅の使用といいましょうか、あり方といいましょうか、

ご意見をいただきました。 

 委員も以前のご質問で高層階の公住のあり方についても検討してはいかがかと、今、平屋

に固執することなく、いろいろなことというふうなご指摘、ご意見もいただいておりますし、

私も可能であれば、今後、建設を進めるに当たっては、そういうこともぜひ皆さんと共に協

議をさせていただきたいという思いはございます。 

 ただ、今、進めております寿団地、今年度実施設計をします寿団地につきましては、明年

度、再来年度に建設になりますが、そちらについては実施設計が行われるというようなこと

もありますので、今後２カ年については川南第２団地と同様の、ほぼ似たような形の公営住

宅になろうかと思っております。 

 その後、日方団地も含めまして、街の中で設置が必要な公営住宅につきましては、その形

態も含めて検討したいというふうに思っております。 

○柚原委員長 

 休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時５０分 

再開 午後 ３時００分 

 

○柚原委員長 

 休憩前に引き続き、総括質疑を再開いたします。 

 質疑はありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 何と表現したらいいのかわかりませんけれども、公営住宅の間とか、行きどまりの例

えば今ですと新大樹のとことか信金の裏だとか、松並の行きどまりのようなイメージの

道路の工事をしていただいております。 

 以前お聞きしたときには、そういうふうな箇所が２１カ所というふうに聞いているの

ですが、今年は３カ所ぐらいなっているのですが、これからも引き続きそのような計画

というのは今ぐらいのペースで進行していくのかお聞きしたいと思うのですが。 

○柚原委員長 

 小森建設課長。 

○小森建設課長 
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 道路の関係でございますけれども、先が詰まっている道路２１カ所ということで過去

に報告させていただいているかなと思います。 

 現状、町内のほうもかなり道路改良が進みまして、あと数カ所とか、そういった部分

で残っている箇所もございますけれども、今現在、残っている箇所につきましては緑町

の上段、松並町のところになると思いますけれども、そこが１カ所。 

 今、今年度実施設計で、来年度で１カ所を今、調査設計して終わっております。 

 そのほかにつきましては今年度、松並東通線、１カ所あそこも先のない道路というこ

とで、一部民有地がありますので、その辺も突っ込み道路ということで迂回するにも

ちょっと大変なのかなということでございますけれども、今後、道路計画もございます

ので、そういった道路も含めまして、数は少なくはなっているのですけれども、今後、

道路改良の際に再度、調査しまして今後の計画に反映していきたいなと考えております。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 町長にお考え、行政改革の民間委員さんご活躍いただいて、事務方の行政の委員さん

もお出でだと思うのですが、私、常日ごろ、この２６年度のことなどもそうなのですけ

れども、どうしても行政委員さんなどは料金の改正のときとか、そのようなときに何か

ご活躍いただいているような気がしますので、本格的にいろいろな事務ですとか、事業

ですとか、そういうふうなことのあり方というか、コストのことを含めてそういうふう

に積極的に委員さんを活用いただければいいかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

○柚原委員長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま行財政改革推進委員会のあり方についてのご質問、ご意見をいただいたのか

なというふうに思います。 

 過去、行財政改革推進委員会での検討の内容については、あれをやめる、これをやめ

る、あれを上げるというような内容の検討が非常に多く、委員さん方も大変苦慮された

という経過があります。 

 ここにきて、ここ１、２年、過去にやってきたものをもう少し改善してはどうかとい

うような形での行財政改革推進委員会の開催になってございますし、そういう意味では

委員さん方からもまちづくりに対する前向きなご意見も多々いただけるような場面がご

ざいますので、行財政改革推進委員会という組織ではありますが、前向きな議論の場と

してもいろいろご検討できる場面があれば私どもからも内容等の提案をさせていただい

て、闊達なご意見をいただける場にできればなというふうにも思っております。 

○柚原委員長 
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 ほかに質疑ありませか。 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 それでは、もうぴったりやめますから。もう嫌だと言っている委員もいるので、では

ゆっくりやらせていただきます。 

 町道の関係なのですが、今、出ていました。町道ってたくさんあるので、現実的に通っ

て不都合のある道路もあるのだというふうに認識をしております。そういうところはや

はり維持管理に道路ですから、車が腹ぶつかるとか、前が見えないとか、こういう危険

な箇所もうちの町道の中にはあるように聞いております。現物、私、見ておりませんの

で、どこということは言えませんが、現実的には危ないところがあると。そういうとこ

ろのないように、やはり改良なり、国道にぶつかっているところもありますし、いろい

ろな箇所があろうと思いますので、どうかご検討をいただくようお願いを申し上げてお

きます。いかがですか。 

○柚原委員長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 町道の維持管理も含めの整備のご意見をいただいたというふうに思っております。 

 先ほどの町道の整備の関係で、ご意見、ご質問をいただきました。町道の整備につき

ましては、舗装も含めて計画を持って取り進めているところでもあります。 

 ただ、当初、もくろんだ計画から例えば住宅の張りつけが当初よりも多くなったとか、

そういう部分、また新たに事業を興して、その町道を活用するというような場面も今後、

想定されるのかなというふうに思っております。 

 今まで、町道としての活用が余りないということで、車輌等の利用が少なかったとこ

ろも今後、住宅でありますとか、もしくは商店等の張りつけによって活用が頻繁な利用

が想定されるということで、町道の利活用で車輌等に不具合、またはご不便が生じては

町道、責任を担う町としての責任ということにもなりますので、そういうことが想定さ

れる場合については町としてできる限りの対応をしていくというのが町道を管理する町

の責務だと思っております。 

○柚原委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 どうか町長、今まではそんなに利用がなかったけれども、利用が今、言ったようにい

ろいろな形の中にあるのだろうと思います。 

 どうか、町民のための行政をお願いをしておきます。 

 最後に、委員長にお願いをしてありましたが、昨日、スクールバスの関係、書類をお

出しいただきたいということでお願いをしたのですが、いただいておりませんので、次
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回、質問はさせていただきますけれども、書類だけはいただきたいというふうに思って

いるのですが、委員長いかがでございますか。 

○柚原委員長 

 話ます。 

○安田清之委員 

 話ますではなくて、いただけるのかどうか。 

○柚原委員長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時０８分 

再開 午後 ３時０９分 

 

○柚原委員長 

 お出しするようにお話しいたしました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 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。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 認定第１号平成２６年度大樹町一般会計決算認定に反対の討論を行います。 

 滞納整理機構への支出についてであります。 

 税金、また、国民健康保険税、介護保険料、そして給食費など、幾つもの滞納があります。

その解消に日夜、職員の努力によって高い収納率を維持、改善してきております。そのこと

は、十分、承知しております。 

 一方、苦労の成果が見えない場合もあるとお聞きしております。しかし、このことを十分、

把握しているのは町の職員です。職員によって引き続き粘り強く対策をとることが町民との

信頼を継続していくことになると考えます。 

 よって、滞納整理機構へに送ることに反対の立場を表明し、認定第１号平成２６年度大樹

町一般会計決算認定に反対をいたします。 

○柚原委員長 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

 菅委員。 
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○菅敏範委員 

 平成２６年度大樹町一般会計決算認定について、賛成の立場で意見を申し上げたいと思い

ます。 

 初めに、昨年までは９月定例会ごろの臨時会であった決算認定が、本年からは９月定例会

の審議案件となったことについて評価するとともに、監査委員、職員各位の努力に敬意を表

したいと思います。 

 さて、歳入の状況を見ますと、調定額に対する収入割合は前年度と同じ９９.６％で、主

要財源である町税収入も前年と同率となりましたが、他の未収科目にあっては収入割合が上

昇しており、収納率向上に向けた努力が伺えると思います。  

 一方、歳出の執行率は９４.５％で、前年度に比べ１.０ポイントのマイナス、翌年度繰越

額を除いた不用額は１,６８０万円の増となりました。 

 その結果、実質収支２億５,０７０万円は全額、翌年度への繰り越し一般財源となること

から、経費節減に努め効率的な予算執行がされたものと判断いたします。 

 また、基金残高は３億３,４５９万円増加し２７億２,５５１万円に、北海道市町村備考資

金組合への負担金残高は約９７０万円の配当があり、１２億５,１８０万円になりました。 

 町債現在高は、町立病院改築工事に伴う過疎債の借り入れなどにより４.１％上昇したも

のの、報告のあった実質公債費比率や将来負担比率が減少していると言い、財税状況の改善

が見られます。 

 予算執行の内容及び成果についても監査委員の審査意見書のとおり、各経費とも予算の目

的に沿い、地方自治法その他の関係法令に基づき適正に執行されておりますので、平成２６

年度一般会計決算を認定することに賛成いたします。 

○柚原委員長 

 次に、反対討論の発言を許します。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 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、認定第１号平成２６年度大樹町一般会計決算認定についての件を起立により採

決いたします。 

 本件は、原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            （賛成者起立） 

○柚原委員長 

 起立７人。 

 起立多数であります。 

 よって、本件は、原案のとおり認定されました。 

 休憩いたします。 
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休憩 午後 ３時１６分 

再開 午後 ３時３０分 

 

○柚原委員長 

 休憩前に引き続き、審査を行います。 

 日程第３ 認定第２号平成２６年度大樹町国民健康保険事業特別会計事業勘定決算認定

のについての件を議題といたします。 

 決算の歳入歳出全般について質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 髙橋委員。 

○髙橋英昭委員 

 不納欠損で１万９,８００円あるのですけれども、この内容についてお聞かせください。 

○柚原委員長 

 林町民課長。 

○林町民課長 

 国保税不納欠損１万９,８００円についてでございますが、これにつきましては１件でご

ざいまして、２１年度に付加している部分の不納欠損額でございます。 

 ２１年課税分につきまして５年の時効が成立したことにより、不納欠損させていただきま

した。 

 当該対象者につきましては、現在も町内に在住されている方でございますが、生活の実態

から生活の困窮が見られております。当該年に関しましては特に生活保護とかの世帯になっ

ていたわけではございませんが、当時から生活の困窮が見られまして今年度、平成２７年度

に入りまして生活保護の受給を開始された方になってございます。 

○柚原委員長 

 髙橋委員。 

○髙橋英昭委員 

 現在は生活保護者ということでよろしいですか。 

 はい、わかりました。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 国民健康保険税のことですけれども、保険税に関する負担感が重いということで、保険税

の収入未済額もほかのものと比べて格別、多くなってくるということなのですが、国の負担

が、国保負担が削減されているということから、この国民健康保険税のどうしても階層の性
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格上やはりもっともっと、普通５０％、５０％なのですけれども、他の健康保険が、共済と

か、それを国保についてはそうなっていないと、仕組みが、そういうことでこの構造的なも

のかなというふうに私も考えますが、その点についていかがでしょうか。 

○柚原委員長 

 林町民課長。 

○林町民課長 

 ただいま国保税の負担感、負担割合についてのご質問がございました。 

 確かに、国保税１世帯に当たりに対する税額とはかなり高額になる方、何世帯もございま

す。それから、近年ですと限度額、それ以上はとらないという金額についても毎年、少しず

つ上がっているというようなことで負担感については増額、増加しているような感じを私も

持ってはおります。 

 ただ、制度につきましては、国保全体の半分については公費、それから半分は保険税で賄

うというような基本線がございまして、その５割負担になる保険税につきましても一定の基

準で低所得者に対する部分ということで公費が導入されているような仕組みになってござ

います。 

 現在、国のほうでは社会保障の全体的な見直しがされておりまして、その中で国保の制度

に対する国の支援の導入も増額ということで、負担の軽減にも努められているところでもご

ざいます。 

 実際、そういった負担感もありますので、大樹町におきましても制度として一般会計から

繰り出してる部分のほかに、保険税を減額するためのことを目的として一般会計から繰り出

している部分の操出金がございまして、毎年、４,０００万から８,０００万程度のそういっ

た部分の繰り出しが行われております。 

 平成２６年度の決算におきましては８,０００万程度の一般会計からの繰り出しがされて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 髙橋委員とちょっと重複する部分がありますが、貧困という定義なのです。お金が払えな

い、生活保護はわかるのですが、それ以外の方だったと、どのぐらいの賃金なのか、貧困、

貧困と言われても、その貧困の程度が僕はわからないのですが、その部分はどういうふうな

お考えをしているのかお聞かせください。 

○柚原委員長 

 林町民課長。 

○林町民課長 
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 基本的には税金ですので、皆さんに負担していただくというのが建前になろうかと思いま

す。 

 その上で、実際に生活の実態などを確認させていただき、あるいは納税相談などを進める

中で、実際にどのような生活をされているかというようなことなどを踏まえながら、その辺

の判断はさせていただいているところでございます。 

 不納欠損行いました１名のケースにつきましては、生活保護の受給世帯がございませんで

したが、生活の実態を見ましたときに生活保護を受給されている世帯と同等程度といいます

か、そういったような生活をされていると、この辺に関しましては福祉関係の部署とも相談

しながら進めさせていただいた経過がございます。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 現実的に生活保護をもらったことがないので、生活保護ってどのぐらいもらうのですか、

現実的に。余りわかっていないのだろうと思うのです、この生活保護の受給というのは、そ

の家族構成にもよるのでしょうが、通常であればお母様とお父様とお子様が２人の平均的に

はどのぐらいいただくものなのか、その家庭によっては全部違うので、一般的でよろしいの

で、普通は生活保護だとこのぐらいですよと、あともう一つお願いをしたいのは定義なので

す、定義。生活保護をもらえる定義、これが早く言えば自動車持っていてはいけないですよ

とか、テレビ持ってはいけないですよとか、これ持ってはいけないとかということはちらっ

と聞いたことがあるのですが、議員になってから聞いたことがないので、一般の市民の方も

余りわからないのではないかなという部分がありますので、再度、お聞かせをいただければ

幸いでございます。 

○柚原委員長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時３８分 

再開 午後 ３時３９分 

 

○柚原委員長 

 再開します。 

村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

この方につきましては先ほど、林課長から説明がありましたとおり、今年度、生活保護を

支給開始した方でございます。 

この方につきましては、夏の間は体調がいいときにはでめんに行って月２、３万程度の収
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入が半年ぐらい、長くてありました。冬期間はなくて、夏稼いだ分で何とかつないでいた状

態です。 

基本的な水道とか、そういった部分がぎりぎりのような状態になっていまして、家賃等の

払い等は滞っていたような方です。 

大体、基本的な考え方として高齢者お一人の方であると、老齢基礎年金くらいの額ですと

大体１人で住んでいれば、公営住宅に入っているとかという方だと対象になるケースかなと

いうふうに思っております。 

 基本的に生活保護に当たるかどうかということにつきましては、まずその世帯の人数に

よって異なってきます。お母さんがいて、例えば母子家庭の方ですとお母さんがいて、働い

て、働けない子どもさんがいる場合については、世帯の人数が多くても生活保護の開始にな

るケースが多いのですけれども、例えばその中で１人でも働けるような方がいると、その世

帯の構成人数とその方の収入が実際にその世帯を養えるかどうかという判断をしますので、

一般的にどうであればというケースをここでちょっと説明するのは難しいのですけれども、

例えば１人であればさっき言ったような老齢基礎年金、例えば年間４０万とか、５０万程度

しかもらっていないような方ですと、生活保護ということも十分あり得るということだと思

います。 

 ただ、委員おっしゃったように保護をもらうに当たっては、自動車を持ってはいけないと

か、そういうようなこともございますので、相談いただいている方も前々から福祉のほうに

は相談はいただいてはおりましたけれども、なかなか福祉のほうのそういう制度を使いたく

ないというような話もございまして、ただ、今回、体調も悪いということで保護のほうを 

開始したというようなことでございます。 

 以上でございます。 

○柚原委員長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 １人ですと、大体、生活費として大体目安として考えていただきたいのですが５、６万程

度というふうに思ってもらえばいいです。そのほかに、例えば公営住宅に入っていれば、そ

れに公営住宅料が加算された額が上乗せされるとかということに、生活費としては大体５、

６万程度というふうに思っていただければ結構だと思います。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 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、歳入歳出の総括質疑を行います。 
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 質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 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、認定第２号平成２６年度大樹町国民健康保険事業特別会計事業勘定決算認定に

ついての件を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり認定されました。 

 

    ◎閉会の議決 

○柚原委員長 

 お諮りします。 

 日程の都合により、本日の委員会はこの程度にとどめ閉会したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 本日の委員会を閉会とすることに決しました。 

 

    ◎閉会の宣告 

○柚原委員長 

よって、本日の決算審査特別委員会を閉会します。 

 

閉会 午後 ３時４３分 
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平成２６年度決算審査特別委員会会議録（第３号） 

 

平成２７年９月１７日（木曜日）午前１０時開議 

 

○議事日程 

 第 １ 委員会記録署名委員指名 

 第 ２ 認定第 ３号 平成２６年度大樹町後期高齢者医療特別会計決算認定について 

 第 ３ 認定第 ４号 平成２６年度大樹町介護保険特別会計決算認定について 

 第 ４ 認定第 ５号 平成２６年度大樹町介護サービス事業特別会計決算認定につい

て 

 第 ５ 認定第 ６号 平成２６年度大樹町公共下水道事業特別会計決算認定について 

 第 ６ 認定第 ７号 平成２６年度大樹町水道事業会計決算認定について 

 第 ７ 認定第 ８号 平成２６年度大樹町立国民健康保険病院事業会計決算認定につ

いて 

 

○出席委員（１０名） 

  １番 船 戸 健 二   ３番 杉 森 俊 行   ４番 松 本 敏 光 

  ５番 西 田 輝 樹   ６番 菅   敏 範   ７番 髙 橋 英 昭 

  ８番 安 田 清 之   ９番 志 民 和 義  １０番 阿 部 良 富 

 １１番 柚 原 千 秋 

 

○欠席委員（０名） 

 

○地方自治法第１２１条により出席した者の職氏名 

町     長  酒 森 正 人  副  町  長 布 目 幹 雄 

総 務 課 長  松 木 義 行  

保 健 福 祉 課 長 

兼南十勝子ども

発 達 支 援 ｾ ﾝ ﾀ ｰ

兼町立保育所長 

村 田   修 

町 民 課 長 兼  

税 務 課 長 
 林   英 也  

水 道 課 長 兼 

大 樹 下 水 終 末 

処 理 場 長 

鈴 木 敏 明 

会 計 管 理 者 

出 納 課 長 
 高 橋 教 一  病 院 事 務 長 伊 勢 厳 則 
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特別養護老人 

ホーム所長兼老 

人デイサービス

セ ン タ ー 所 長 

 瀬 尾 さとみ  教  育  長 浅 井 真 介 

代 表 監 査 委 員  澤 尾 廣 美  議 選 監 査 委 員 齊 藤   徹 

○本会議の書記は次のとおりである。 

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 

○柚原委員長 

 ただいまの出席委員は１０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

委員会を開きます。 

 本日の審査日程は、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 委員会記録署名委員指名 

○柚原委員長 

 日程第１ 委員会記録の署名委員の指名を行います。 

 委員会記録の署名委員は、規定により、委員長において、 

 ６番 菅   敏 範 委員 

 ７番 髙 橋 英 昭 委員 

を指名いたします。 

 

   ◎日程第２ 認定第３号 

○柚原委員長 

 認定第１号平成２６年度大樹町一般会計決算認定について並びに認定第２号平成２６年

度大樹町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）決算認定については昨日終了しております

ので、本日は、認定第３号平成２６年度大樹町後期高齢者医療特別会計決算認定についてか

ら審査を始めます。これにご異議ありませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 日程第２ 認定第３号平成２６年度大樹町後期高齢者医療特別会計決算認定についての

件を議題といたします。 

 決算の歳入歳出全般について質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 後期高齢、広域でやっているので、ちょっとまた国保とか何かとは条件が違うとは思うの

ですが、大樹町の高齢者の方の医療費の状況というか、そういうものというのは、広域連合

のほうから大樹町は、このような医療の特質といいますか、傾向があるよとか、金額的にこ

うだよとかというような報告があれば、直接的に支出科目というのはここにないから該当外

なのかどうかもわかりませんが、そういうふうな運営上の医療費の状況なんかがわかれば教



 

－ 4 － 

えていただきたいと思います。 

○柚原委員長 

 林町民課長。 

○林町民課長 

 ただいま後期高齢者医療制度におけます医療費の状況についてお尋ねがございました。 

 詳細の、その内容といいますか、どういった病気でとか、そういった部分につきましては

各病気のレセプトの情報などから町村のほうで把握できるようになっていますので、その分

析について、広域連合のほうから詳細な連絡はございませんが、医療費につきましては、各

町村でどのくらいかかっていますよとか、そういった部分の報告が参ってきておりますの

で、その部分についてご報告させていただきます。 

 平成２６年度の市町村別の１人当たりの診療費の状況ということで、大樹町におきまして

は、１人当たり７０万４,９３２円ということで数字をいただいております。この数値につ

きましては、管内、北海道内１７９市町村でありますけれども、そのうち３町村につきまし

ては広域連合を形成して後期高齢の事務運営を行っていますので、団体数としては１７６団

体となります。そのうちの１２５番目ということで大樹町の順位がついてございますので、

総体的に見ますと、中間よりやや低目の医療費の状況ということになってございます。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 後期高齢者医療特別会計の負担割合、これについて、健保組合とか共済について、総報酬

制に変わったということについては今年度からですか。 

○柚原委員長 

 林町民課長。 

○林町民課長 

 ただいまのご質問の内容は、総報酬割の導入が始まったということに関してのお尋ねだっ

たかと思うのですけれども、後期高齢者医療制度については、額とかの改定、これにつきま

しては２年に一度ずつ行われているのですけれども、その他の制度改正については行われて

おりません。 

○柚原委員長 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 ちょっと聞こえなかったのですが。 

○柚原委員長 

 林町民課長。 

○林町民課長 
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 済みません。 

 総報酬割ということでのお尋ねだったと思うのですけれども、後期高齢者医療制度に関し

ては、総報酬割とかの適用については関係ないといいますか、別な制度に関しての総報酬割

の適用ということになっていると思いますので、後期高齢の部分としては、２年に一度の保

険料の改定とかが行われておりまして、それにつきましては平成２６年度、平成２７年度は

同じような形態ということで、制度的には変わっておりません。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 後期高齢者医療制度、大変、問題もいろいろ指摘されて、発足した当時からやられていた

のですが、支援金の問題です。やっぱり、全体で本当は、保険というのは広く、やっぱり多

くの人で分担するべきなのに、特別、前期高齢者は７０歳以上、後期高齢者は７５歳以上と

いうふうに区分して、そして支援金とかというふうにして、制度上は複雑で、議会も設けた

りということでは直接この議会にも上がらないという、そういう問題が出てきているので

す。 

 それで、こういうようなことではなくて、やっぱり、もとのような老人保健制度と、こう

いうものが一番わかりやすい制度だったというふうに私は考えるのですが、その点について

は総括かな。いいですか。 

○柚原委員長 

 志民委員、総括でよろしいでしょうか。（志民委員「はい、いいですよ」と呼ぶ） 

 ほかに質疑ありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 １７６分の１２５位ということで、保健婦さんの活動だとか、町のいろいろ高齢者に対す

る活動がうまくいっている事例かなと思うのですが、これはちょっと、歳入項目を見たら、

例えば国保で言うような調整交付金とか特別調整交付金で頑張ったねとかという、報償的

な、そういうふうな支援というのはないのですか。 

○柚原委員長 

 林町民課長。 

○林町民課長 

 ただいまお尋ねの件でございますけれども、後期高齢者医療制度につきましては、町村で

はなくて北海道が広域で運営している組織形態になってございます。 

 町の後期高齢者の会計におきましては、全道的に基準が定められている個々の被保険者に

対して課せられている保険料、それの徴収と、あるいは低減が図られている部分の、そういっ

た額について、大樹町として広域連合のほうに負担するというような状況になっております
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ので、町に対してその報償が含まれるとか、そういった状況になってはございません。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 ちょっとお聞きをします。 

 滞納繰越分というのは、これは１名と、意見書のほうでも書いてあるのですが、前にも後

ろにも、今年度もまた未納が出てくるのか出てこないのか、この処理はどういうふうにする

のか、お聞かせをいただきたいというふうに思います。２３万……ページ数を言いますか。

２４５ページ、滞納繰り越し分、２節。この部分、１名とはこちらの監査のほうでは出てき

ているのですが、３名、１名ということで。これは、今後どのようになるのか、それから前

にはないのかどうか、繰り越し。 

○柚原委員長 

 林町民課長。 

○林町民課長 

 ただいま滞納繰越の関係でお尋ねをいただきました。 

 後期高齢者医療制度につきましては、平成２０年度から開始されている制度でございま

す。その後、保険者のほうから保険料の負担とかをいただいているところでございます。 

 今、ご指摘のありました部分ですが、収入未済のうち現年度分、収入未済３２万５,１０

０円となってございますが、これにつきましては３名、それから、滞納繰越分、収入未済１

５万４,８００円となってございますが、これに関しては１名ということでございます。こ

の１名については現年度分と合わせて、両方という形になってございます。 

 今後のこれらの見通しということでございますけれども、税のほうの徴収のところでも同

じようなことになるかと思うのですが、そういった方との納税相談といいますか、そういっ

た形のやりとりをさせていただきながら、納めていただくというのを基本的に考えてござい

ます。 

 ただ、滞納繰越分になった１件、現年度のほうもありますということでお話しさせていた

だきましたが、この方につきましては、お亡くなりになられて滞納金が残っているという状

況にございます。現在、相続のほうの確認を行っておりますが、相続のほうも今の状況の中

では放棄がされるというような流れの状況かなと思っていますので、そこの部分が確定した

場合には、不納欠損処理という部分もあるかなというふうに思ってございます。 

 現年度分、３名のうち残り２件ということになりますが、そのうちの１件につきましては

今年度収納済みということになっておりますし、もう１件については現在協議をさせていた

だいて、相談中というような状況になってございます。 

 以上です。 

○柚原委員長 
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 ほかに質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 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、歳入歳出の総括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 支援金の問題ですが、健保組合とか共済組合に対しての総報酬制の導入という議論がされ

ていると聞いているのですが、そういう点についての動きというのは現段階ではどうなって

いるのでしょうか。 

○柚原委員長 

 林町民課長。 

○林町民課長 

 先ほど後期高齢の医療制度については、総報酬制については関係ありませんということで

お話をさせていただきました。今お尋ねいただきましたのは、健保組合とかの社会保険に対

する総報酬制の導入、その部分の導入によりまして浮いたお金を国保に導入するというよう

な議論が国のほうで進められております。 

 国のほうの方針としては、そこの社会保障の制度の一体的な改革の中で現在そういうよう

な方針を打ち出しておりまして、それぞれの保険団体、そちらのほうとの協議が続いている

という状況であるというように承知しております。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 まだ話し合いということが経過の途中なのですね。 

 こうなると、基本的に健保組合からの反対も出てくる可能性が大きいですよね。やっぱり、

基本的に、保険を互いの中の水の奪い合いのような格好に持っていかれると、こういう社会

保障制度も本当にうまくいかなくなると思うのです。そんなふうに私は考えますが、いかが

でしょうか。 

○柚原委員長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま後期高齢者医療の今後のあり方についてのご意見、ご質疑をいただいたのかなと

思っております。 
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 この後期高齢者医療制度、設立時からいろいろな課題があるというご意見もありますし、

保険医療のあり方について、区分けするのがいいのか、一本化がいいのかというところも議

論があるところなのかなというふうに思っております。後期高齢者医療の関係については、

委員からも以前から、いろいろな改善点、今後の方向についてのご意見をいただいていると

ころでもあります。 

 大樹町も、平成２６年度、後期高齢者の該当者１.０４１人ということを先日ご報告させ

ていただきました。今年度、ある資料に基づきますと、大樹町の７５歳以上の方は１,０９

４人という数字が出ております。これが２０３０年、１５年後には１,３００人を超すとい

う推計がされておりますので、そういう推計に向かって、この後期高齢者医療のあり方、ど

ういうあり方がいいのかは検討が必要かなというふうに思っております。 

 北海道でも、１７６の団体が一つの組合を組織して、連合会を組織して、この後期高齢者

医療を運営しておりますが、今後、私ども大樹町として、また、十勝全体での町村会として

も、国またはそういうところに要望する事項が必要な部分があれば、改善について要望する

ようなことがあれば、制度の充実に向けて要望していきたいというふうには思っておりま

す。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 課長のほうから、先ほどは滞納繰越金が取れないだろうというご意見があったのですが、

ちょっと中身が聞き取れなかった部分があるので、もう１回。財産があるのですか、亡くなっ

た方に。お家があるとか、何もないのか、それがわからないのですよ、現実的に。多分、お

亡くなりになったから取れないだろうという解釈だと思うのですが、それは何もないのか。

お家があったり、いろいろなものがあるのかどうか、お聞かせください。 

○柚原委員長 

 林町民課長。 

○林町民課長 

 これも税のほうの考え方と同じなのですけれども、不納欠損をむやみにするというような

考えではございません。該当者につきましては、財産調査等をさせていただいた中で判断を

させていただくというような考えでおります。 

 先ほど説明させていただいた、お一人、お亡くなりになられた方の件につきましては、財

産がないと。それを今度、ここで滞納になります負のほうの財産の相続を受けられる方、こ

れにつきましても、相続を受けられる方がいないという状況になりそうだというようなこと

になっておりますので、そこの部分が確定した場合には不能欠損処理やむなしというような

判断でしているところでございます。 

 以上です。 
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○柚原委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 ちょっと安易なのだよね。現実的にはお家があるのでしょう。家はないのですか。アパー

トですか。どこにもいないの、この人。家に入っていないのですか。どこかにいないのか。

住宅はあるのでしょう。どうなのですか。 

○柚原委員長 

 林町民課長。 

○林町民課長 

 済みません。説明の仕方が不足していまして、申し訳けございません。それらの部分の財

産調査を含めてさせていただいた上で、その辺の手続を進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 ちょっと納得できない。現実的に意味がわからない。そこら辺を含めて調査をしたいと。

何を調査するのですか。何もやっていないのではないの、現実的には。考えると。そうでしょ

う。これ、去年の話だからね。去年ですよね、不納欠損になっているのは。現実的には。こ

れから調査をいたしますというのは、現実的に、あなた方は仕事をしていないというふうに

僕は捉えるのですけれども、住宅があるのか、何があるのかという、普通は税の公平をする

上では、いいですか。裁判所は、国は、鍋かめまで差し押さえるのですよ。そのぐらい調べ

ているのです、執行官を立てて。人の物でも差し押さえできるのですからね、住宅にあれば。

だから、家があるのかないのかと聞いてもわかりませんでは、これは、議論する価値はあり

ませんよ、委員長。保険税をかけているのだから、何がこうときちんとわかっているはずで

すよ。それを説明してください。 

○柚原委員長 

 林町民課長。 

○林町民課長 

 済みません。申し訳けございません。ご指摘のとおりかと思います。ただ、今の部分につ

いては、滞納があったということで、まず不納欠損処分したということではございません。 

 それで、今、滞納になっている部分についてということなのですが、まず、財産調査の前

に、そこの部分の相続を受けられる方がいる場合には、相続者にそこの部分が一緒について

いくというのがあるものですから、現在、その相続の確認のほうの手続をさせていただいて

いるという状況になってございます。そこの部分の確定が終わりましたら、財産等の確認を

させていただいた上で、その後の手続については進めさせていただきたいと考えておりま
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す。 

○柚原委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 関係ないのですよ、相続というのは。現実的に、亡くなられた場合は自動的に、法的に、

息子さんがいればそれについていくのですよ。そこで初めて私は放棄をいたしますというふ

うになるのです、必ず。そうでしょう。多分、おたく方は余りこういうことはわからないと

思う。私が借金をたくさん持っていたと。税金も払っていなかったという場合、これは全部

その人に行くのですよ、現実的に。ついていくのです、財産をもらう人に。だけれども、そ

の方は財産をいらないと言っているわけでしょう。それもわからないのでしょう、現実的に

は。だから、まだお家があるのでしょうと聞いているのだけれども、お家はないの、その方

は。老人ホームかどこかに行って、何もないの。そこら辺を全然聞かせてくれていないので

すよ、委員長。住宅はあるのですかと聞いているのですから、僕は。ここにお住まいだから

後期高齢者医療保険が取られているのです。なのに、家があるのか、ないのか、説明はいた

だいていないのですよ、委員長。これでは論議できないでしょうと。 

○柚原委員長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時２２分 

再開 午前１０時２３分 

 

○柚原委員長 

 再開いたします。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま滞納繰越の分の質疑がございました。住宅の件につきましては説明不足だったと

ころもあろうかと思いますが、持ち家にお住まいの方でありました。ただ、そこの持ち家が

誰の名義であるかというところは、申し訳けありません。今はまだ確認がなされていない状

況であります。 

 ただいま説明をいたしましたが、今現在、相続される方と滞納繰越分の納入について協議

を進めているところでありますが、その方が相続放棄をされるかもしれないということであ

りますので、そのご判断、ご決定を得た後、その後の手続については、どういう形でできる

かについて協議を進めていきたいというふうに思っております。 

 滞納繰越の解消につきましては、全ての部分において、町としてできる限りの手だてを講

じるということで対応していきますので、ご了解をいただきたいと思います。 

○柚原委員長 
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 安田委員。 

○安田清之委員 

 町長は今、家があると言ったのだ。それはそれとして、やはり担当課は僕らが聞いている

ことをしっかりと聞いていただかないと、これは議論をする何ものでもないのですよ、現実

的に。聞こえないなら聞こえないと言ってくれたら大きな声を出すから。俺は声が大きいの

だから。それでも遠慮しながら小さくしゃべっているの。いつも恫喝だと言われるから。そ

うではなくて、僕が言うのであれば、今はまだ相続もされていない。何もされていない。誰

の物かわからないということであれば、少なくても、多分、税はほかにもあるのだろうとい

うふうに思います。保険税も払っていないぐらいなら、ほかにもあるのかなと認識はするの

ですが、そこに、少なくても役場の中に税のプロジェクトチームがあるのでしょう。これが

死んだよと、すぐこうだよと。では、その財産のあれはわかるはずなのですよ、固定資産税

をかけているのだから。それがわかりませんと町長が答えているのも俺はちょっと腹が立っ

た。 

 いいですか。財産が誰のものか。役場は固定資産税をかけるのですよ。それもやっていな

い、何もやっていないではだめです。今後、今日は俺はこれはやめるけれども、現実的には

このぐらい厳しい思いでやっていただきたいと。では、払っていない人は寂しいではないで

すか。一生懸命払っている人。手にあかぎれをつくりながらお金を払っているのです。払わ

ない方は、こうやって税が全部、５年で不納欠損ですといったら、その５年間頑張ればいい

んだもの。そうでしょう。財産、全部ほかの人にしておけばいいよ。そのぐらいのことは考

えられるのだよ。ですから、しっかりお願いをしたい。払っている人の思いはしっかり受け

とめてやってほしい。払わない人が得をするようなことではいけない。これは全部の税にか

かわる問題です、現実的に。だから職員の皆さん、しっかりお願いをいたしますよと言って

いるわけだから。これで特別委員会を開いて、あれもわかりません、これもわかりませんで

は議論になりませんので、今後、また予算もありますので、よろしくお願いをします。 

 これでやめますけれども、しっかりと検討していただいて、来年度、決算のときだと思う

のですが、まだ４年間ありますので、その対応がどうなったかお聞きしますので、しっかり

対応をしておいてください。 

 終わります。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 町側でのご答弁の中で、僕も１００％自信があるわけではないのですが、相続放棄という

のは、お亡くなりになって、死亡が確認されてから３カ月以内にしなければならなかったの

ではないかなと思うのですよね。今のこれから確認しますとか何とかという部分は、ちょっ

と僕もそこら辺、関連ですのであれですけれども、もしかして町長のご答弁のような感じの、
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あれは成立しないのではないかなというふうには思っていますけれども、ご答弁とか何か

を、私も間違っているかもしれませんけれども、通常、今までそのように認識しております

ので、そのようなことでお考えいただければというふうなことで、事実誤認かなということ

で、ここで言うことではないのかもしれませんけれども。 

○柚原委員長 

 林町民課長。 

○林町民課長 

 済みません。法的な制度のところを熟知していないので申しわけございませんが、役場の

事務手続のほうの部分だけ若干ご説明をさせていただきたいと思います。 

 相続放棄に関しては、多分、裁判所に対して手続をされることになるのだろうというふう

に思います。町のほうとしましては、その該当となると思われる方に、その手続をされて、

その結果の証明ができる書類について徴集をしているということで、今現在、それらの返送

をいただきつつあるというような状況になってございますので、説明をさせていただきまし

た。 

 以上です。（西田委員「わかりました」と呼ぶ） 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了します。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 ただいま提案されております認定第３号平成２６年度大樹町後期高齢者医療特別会計決

算認定に反対の討論を行います。 

 後期高齢者医療制度が発足してから、高齢者を区別しないでほしいという声が多くありま

した。 

 そもそも保険制度は、多くの人たち、国、都道府県、市町村で保険事故のリスクを分担し、

負担の軽減を図るものでございます。その趣旨から、後期高齢者医療特別会計決算認定に反

対をいたします。 

○柚原委員長 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

 松本委員。 

○松本敏光委員 
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 ただいま議題となっております認定第３号平成２６年度大樹町後期高齢者医療特別会計

決算認定について、賛成の立場で討論させていただきます。 

 後期高齢者医療制度につきましては、急速に少子高齢化が進む中、国民の医療費が増加す

る状況にあり、特に増え続ける老人医療費を安定的に賄うための医療制度として、高齢者の

皆さんが安心して医療を受けられるよう構築されたものであります。 

 北海道では、道内の全市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合がこの制度の運営

主体を担っており、７年を経過し、安定した事業運営が行われております。 

 後期高齢者特別会計における町の事務としては、保険料の徴収や対象者の加入・脱退の届

け出、また保険証の引き渡しなど、被保険者の身近な窓口業務を遂行しているところであり

ます。 

 本会計においては、事業運営が円滑に進められており、事務処理においても適切に処理さ

れていることから、本会計の決算に賛成いたします。 

 以上です。 

○柚原委員長 

 次に、反対討論の発言を許します。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 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、認定第３号平成２６年度大樹町後期高齢者医療特別会計決算認定についての件

を起立により採決いたします。 

 本件は、原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

            （賛成者起立） 

○柚原委員長 

 起立８人。起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり認定されました。 

 

   ◎日程第３ 認定第４号 

○柚原委員長 

 日程第３ 認定第４号平成２６年度大樹町介護保険特別会計決算認定についての件を議

題といたします。 

 決算の歳入歳出全般について質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 主要報告書の中に、平成２６年度の決算で不納欠損額が２５万２,４５０円あるのですが、
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先ほど議論のありました後期高齢者医療と同様に、例えばこの分につきましては死亡か何か

の事由によって不納欠損が発生したという理解でよろしいですか。 

○柚原委員長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 不納欠損２５万２,４５０円の内訳について、まずご説明させていただきます。 

 この２５万２,４５０円につきましては、２名でございます。１名が２２万２,０００円、

１名が３万４５０円ということで、介護保険法に基づく時効が成立したということでの不納

欠損でございます。 

 介護保険につきましては、介護保険法に基づきまして、徴収の権利が２年間ということに

なっております。この方たちにつきましては、基本的には滞納になった時点で誓約書等をい

ただいて、お支払いをいただくということでお願いしておりましたが、お支払いがいただけ

なかったということでございます。そのうち１名の方につきましては、無年金者の方でござ

いまして、家族の方も含めて対応をちょっとお願いしたいということでお願いをしておりま

すが、ここの家庭といいますか、世帯主といいますか、そこが非常に高額の町税等の滞納も

あって、なかなか、そちらのほうまで払えないということになっておりまして、そのままお

支払いいただけなくて不納欠損になっているということでございます。 

 若干制度の説明をさせていただきますと、介護保険につきましては、徴収の権利が２年と

いうふうに非常に短くなっております。ただ、２年を過ぎますと、介護保険につきましては、

通常１割の負担で介護保険制度の給付を利用できることになっておりますが、未納期間に応

じて、例えば本人負担が３割になったりとか、あるいは、本来は事業所には１割だけ払えば

いいものを、まず１０割全部払っていただいて、後から償還払い、役場から介護給付の分を

お支払いするとか、そういう制度になっておりまして、そういうことも含めて、家族の方等

には、介護保険を使う場合になると非常に困ることになるので、ぜひお支払いをお願いした

いということで家族の方に説明をしておりますけれども、お支払いをいただけなくて、こう

いう形での不納欠損になったというような経緯でございます。 

 以上でございます。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 状況は理解しましたが、今の話で言うと、まだ本人は介護の対象になっていない人だとい

うふうに理解をするのですが、家族にも話して、それが行き着かないとなれば、もし本人が

介護を受けることになったときには、今度は１０割負担ということになるような可能性があ

るという理解でよろしいですか。 

◯柚原委員長 
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 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 滞納の期間に応じてご本人の負担額が変わるということですけれども、今は１割負担なの

ですけれども、まず３割負担になるということになります。お支払いの方法も、まずは全額

を、例えば施設に入ると、一月大体２０万円程度介護給付費でかかるのですけれども、まず

２０万円を施設に払っていただくと。その領収証を持ってきてもらって、役場で公費の分を

払うというような制度等になります。 

 以上でございます。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 介護保険の負担割合で、国の負担が２５％ということですね。それで、そのうちの５％が

調整交付金ということになっているということなのですが……そうですね。それで、大樹の

場合は、たまたま調整交付金ですが、この間、一般質問でもして、後で７％来ているという

ことで資料をいただきましたが、これは、町村会でも調整交付金は別枠にして、ルール分の

２５％をそのまま支給してくれと、こういう要望も上げているというふうに町長からも伺っ

たのですが、やっぱり、少なくともルール分はまずいただいて、この調整交付金もたまたま

７％来ているけれども、これも２５％の中の５％の、先ほどではないけれどもたらいの中の

水の奪い合いになってくると、４％になることもあり得るということを考えると、やっぱり

町村会でも危機感を持っているのではないかというふうに考えますが、まず、ルール分２５

％を支給し、調整交付金は別枠にという考え方、これはぜひやっていただきたいと思います

が、その点についてはいかがでしょうか。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 確認したいところがあります。 

 ２５０ページの国庫補助金と道補助金の中で、地域支援事業交付金というのを８００万円

ほどいただいていると思うのです。それの歳出のほうの根拠というのは、人件費的な部分の

事業で入ってきているものなのか、通常の介護保険の運営的なことで入ってきているものな

のか、ちょっと２、３点ありますので、まず１点目、それをお聞きしたいと思います。 

○柚原委員長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 



 

－ 16 － 

 地域支援事業につきましては、歳出の２６２ページ、２６３ページのところで、地域支援

事業ということで組んでおります。ここの２,０００万円に対して入ってきているというふ

うに考えていただければ結構だと思います。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

西田委員。 

○西田輝樹委員 

 あと二つあります。 

 給付事業なのですけれども、施設入所の分については、これはルール分で、居宅介護もルー

ル分なのですが、そこの介護保険の運営によって、特養２０万円のものを１０万円にまけろ

ということにはならないのは重々承知していますけれども、例えば介護度に応じて入ってい

る費用としてお支払いしている分については、健康寿命ではないですけれども、もっと介護

保険の給付を受けている方の認定度が下がるような努力とか何かによっては金額がさらに

下がってくる可能性も、実際的には下がりませんけれども、運営努力の部分で増加分を抑え

ることは可能なのですが、こういうふうなものというのは全道で、私どものほうの居宅介護

の給付分については一人頭多いほうとか少ないほうとか、そういうふうなデータなんかはあ

るのでしょうか。なければないで構いません。 

○柚原委員長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 給付が多いか少ないかということでのお答えでよろしいのでしょうか。（西田委員「はい」

と呼ぶ） 

 大樹町につきましては、今年度からの介護保険料、ご存じのように５,８００円というこ

とで、管内では一番高い設定にさせていただきました。ここの部分につきましては、やはり

どうしても給付がほかの町村より多いということで料金が上がっているということで、１人

当たり使っている保険料も３０万円程度ということで、管内平均ですと大体２６、７万円ぐ

らいなのですけれども、４万円程度高いというふうな状況になっております。 

○柚原委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 大樹については、施設が充実しているとか、居宅介護事業所なんかについてもきめ細かな

サービス提供が行われていると。そういった介護保険料と今の支出の部分についての給付の

部分については、ほぼリンクしているので、保険料を見れば大体その町村の支出の部分のレ

ベルはわかるということで理解していいのですね、今のお話では。 

 最後に一つ、ちょっと別な件でよろしいでしょうか。 

○柚原委員長 
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 はい。 

○西田輝樹委員 

 同僚委員の方のお話の中なのですけれども、介護保険で、平成２６年度でペナルティーを

受けた方というのはおいでなのでしょうか。ちょっとその人数なりペナルティーの度合いを

お知らせ願いたいと思います。 

○柚原委員長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 保険料の未納ということで、例えば給付制限を受けたという方はおりません。 

○柚原委員長 

 ほかにありませんか。 

 休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時４７分 

再開 午前１１時００分 

 

○柚原委員長 

 休憩前に引き続き、質疑を再開いたします。 

 質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 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、歳入歳出の総括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 志民委員。 

○志民和義委員 

 先ほども介護保険料の負担軽減のためのことで質問もしたりなんかしたときに、町村会と

してもそういう要望を出しておりまして、調整交付金はやっぱり別枠ということで、たまた

ま大樹が今多く来ているからいいけれども、やがてこれは同じパイの奪い合いになると。ど

こかが多くなれば、どこかが少なくなると、こういうことも出てくるので、別枠にして、ルー

ル分２５％はそのまま出してもらうようにということなのですが、その点についての考えを

お伺いいたします。 

○柚原委員長 

 酒森町長。 

○酒森町長 
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 ただいま志民委員から、介護保険に関するそれぞれの負担割合のご意見をいただきまし

た。私も、その負担の割合のルール分の堅持については全くそのとおりだというふうに思っ

ておりますので、大樹町といたしましても、また、十勝町村会での要望という形でも、国の

負担の割合についてはしっかり、ルール分については堅持するような要請は進めていきたい

と思っております。 

○柚原委員長 

 菅委員。 

○菅敏範委員 

 未収額が年々増加をしている傾向にあります。報告書の中身でわかりますように、平成２

４年度は３１万８,５５０円、そして、平成２５年度は飛んで、平成２６年度が滞納分で６

０万２,３００円あって、当年度分が３７万４,０００円ですから、約１００万円に平成２７

年度はなろうかと思います。こういう状況の中で、年々増えていく傾向に歯どめがかからな

ければ、２、３年後にはまた２００万円を超えるということも想定がされます。 

 一方、高齢者もこれから増えてくる状況にあります。１号被保険者が１,９０９人で、要

支援・要介護認定が３８１人ということは、約２０％であります。 

 この介護につきましては、我々誰もが通る道でありますし、結果としてはサービスを受け

なければならない場合も出てくるわけであります。やむを得ない事由があって、払いたくて

も払えないということがあろうかと思いますが、やはり、年齢とともにそういうサービスを

受けなければならないということを考えますと、払えないという状況を克服しながら完済を

目指すというのが一つのテーマでもありますので、その辺、年々増加をしない、できれば未

収額を減らす方向に向けてどうしていくのか、町長の考えを聞きたいと思います。 

○柚原委員長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 第６期の介護保険事業計画、平成２７年度から３カ年の計画がスタートいたしました。そ

の計画の策定に当たって審議会が開催されておりまして、私もその中で、委員さんのご意見

も拝聴させていただいたところであります。 

 第５期の保険料が４,８００円から、平均的な段階のところですが、第６期については５,

８００円ということで、１,０００円の金額が増額をいたしました。このことについては、

それぞれの保険料を納める方々にとって非常に負担感があるかなというふうに思っており

ますし、そういう部分も含めて、今、委員ご指摘の収入未済額等の増加という部分も少なか

らずあるかなというふうに思っております。 

 平成２６年度までの実績を見ますと、大樹町の介護保険事業では、居宅介護と施設介護の

割合が、居宅介護が３７、８％、事業費ベースでありますが、施設が６２％程度ということ

になっていると思います。施設の事業費が多いということが、大樹町の介護保険の事業費が

増加している要因の一つではあるかなというふうに思っておりますので、ぜひ第６期の３カ



 

－ 19 － 

年の間に、居宅介護の部分を少しでも拡大していくことが大樹町の介護保険事業の円滑な今

後に資するというふうに思っております。 

 今、高齢者に対する部分では、包括支援センターの役割が非常に重要になってくるという

ふうに思っております。役場の機関、また、社会福祉協議会、またはボランティアの皆様も

含めて、大樹町の高齢者の保健福祉が包括的に進んでいくことが肝要だというふうに思って

おりますので、その円滑な運営に向けて、町としてしっかりと取り組んでいきたいと思って

おります。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 介護保険、これは全員、歳になると払わなければいけない。そこで、町として介護を受け

ないための予防策というのは、余り見えてこないのですが、何をおやりになっておるのか。

介護された方だけあれしているのか、予防策が全然、この介護の、だから保険が上がってく

るわけですよね、かかっている方が多くなるのだから。保険者が。だから、予防策というの

は何かおやりになっているのか。これは福祉課になるのだろうと思うのだけれども、予防策

というのは何も聞いたことがないのだけれども、僕も払っているのですよ。こういうことで

こうやりましょうとかというものは一つも見えてこない、現実的に。ただ１号認定だ、２号

認定だと、認定の話ばかりが出てきますけれども、予防に対するお言葉は一度もいただいて

おりません。それで、何をおやりになっているのかお聞かせください。 

○柚原委員長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 予防策についてのご質問でございます。 

 まず、介護保険の認定者数を減らすということで、６５歳になる前の方、２号の方につい

て、重症化、例えば糖尿病ですとか、脳血管疾患とか、そういった方が増えないようにとい

うことの取り組みをまず一つしております。特に糖尿病等につきましては、人工透析等につ

ながったりということもございますので、そういうことにならないように、２号の方に重点

を置いている部分がまず一つございます。 

 そういった意味で、ちょっと昨日の話にもなるのですけれども、特定健診を受けた方の中

で、生活習慣病のそういう予備軍の方とか、そういう方につきましては、保健師なり管理栄

養士のほうから説明をして、今のうちにそういう病気にならないような形でやってもらう

と。あるいは特定健診自体の受診率を上げて、そういう方を早く発見するというような取り

組みを、まず２号の、対象者になる前の方についてはそういう形で行ってきております。若

干ですけれども、２号の方の介護保険の認定率というのは２０％を切って、少しずつですけ

れども減ってきているというようなことは実際ございます。 
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 あと、もう一方、従来からやっておりますいきいき健康クラブとか、そういった形での、

老人の方に出てきてもらって、活動してもらうような事業を取り組んでおります。 

 先ほど町長からもちょっとお話がありました、平成２９年４月から介護保険制度も変わる

ものですから、そういったことも踏まえて、包括、あるいは保健師がいる健康係のほうと連

携をとりながら、介護予防に対する取り組みも新たに国のほうからやらなければいけないと

いうことも言われておりますし、もちろんそのことが重要だということもわかっております

ので、そこの部分も含めて取り組んでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 以上でございます。 

○柚原委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 これ、去年聞いているのだよ、僕、現実的に。予防策。６５歳になったらどういう手当て

をしているのだというお話をしております。そのときは瀬尾課長かな、保健婦。 

 それで、健康診断を受けた方という言い方をされておりました。これ、社会保険の方は全

然該当しないですよね。（発言する者あり）そうですよね。これも言いましたよ、僕。何も

手をこまねいてはおりませんよ。 

 現実的に、うちの女房が今年６５歳になりました。しかしながら、一度も保健師さんはお

いでになっておりません。予防策の説明もございません。納付金だけは送ってまいりました。

納付しなさいと。強制ですから、これ。これは払いました。しかしながら、予防策は一つも

されていない。ですから、僕は常々言っているのは、私たちの言葉をあなたがたは本当に聞

いていただいているのですかと、検討を何かされましたかとお聞きしたいと思います。 

○柚原委員長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 まず、健診についてでございますが、おっしゃるように、特定健診につきましては、国民

健康保険の方がメーンになっているものですから、社会保険の方は対象になっておりませ

ん。ただ、そこの部分につきましても、事業所とかで、個人情報があるのですけれども、差

し支えなければ、名前とかはいらないので、どういう方がいるのかということで情報を提供

できないかということで、保健師、あるいは私のほうからお願いをするような形で、大樹町

全体で、特定健診の対象者の国保だけではなくて、そういうことへの取り組みも大事だとい

うことでやってきております。 

 また、若い方も受診していただくという意味で大事なものですから、そこの部分の健診料

の無料化ということも図って、そういうところでの取り組みはさせていただいております。 

 ２点目の訪問についてなのですけれども、来ていないということなのですが、大樹町の高

齢者の方の４割程度を回っておりますけれども、回れない方がいるというのも事実でござい
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ます。特に回っているのは、保健師、あるいは包括支援センターのほうのケアマネ等が回っ

ているというのが状況でございます。全戸回れればいいのですけれども、なかなか、人数的

な制約等もございまして、回れないというのもございます。ただ、ほかの町村と比較します

と、それでも回れているのかなというふうなところは思っているところでございます。 

 なかなか、いろいろ事業もある中で、限られた人数で各戸を全部回るというのはできない

部分もございますけれども、できるだけそういった情報を集めて、必要な方については訪問

したりとか、電話もありますので電話でいろいろ聞いたりとか、そういった形での対処をし

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。 

○柚原委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 言ったのは、６５歳になる方は一月に何人ぐらいいるのですかと。それで事業所に聞きま

すと。あなたは介護保険を請求しているのに、事業所に聞いてどうするのですか。役場の中

に名簿があるではないですか。提出せいと、そういう方がいるかと。おかしくありませんか。

介護保険は個人に来るのですよ。会社に来るのではないです。そうでしょう。納付せいとい

うのは。違いますか。僕の言っていることは間違っているかな。介護保険料を払いなさいと

言ってくるのは役場から来るのですけれども、名簿がないで請求をお出しになっているので

すか。 

○柚原委員長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 済みません。私が説明させていただいたのは、先ほど社保の方は対象になっていないとい

うことだったので、社保の方の健診の結果等についてはもらうように事業所にお願いしてい

るということで、介護保険料の部分ではございませんでした。大変失礼いたしました。 

○柚原委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 だから僕は、がたがた言いたくないのだけれども、予防策をやるためには、一月に２００

人も３００人も６５歳にはならないだろうと、うちの町で。その方のところぐらいは行ける

のではないですかと。事業が忙しくてやれないというのだったら、町長、人員を増やしましょ

う。違いますか。できないと言っているのだから、職員。仕事が、事業が多くて。訪問でき

るのは４０％しかできないと。そうであったら人が足りないのでしょう。保険料を取ってい

て、予防策ができないのであれば、問題は、町長はないですかね。俺はあると思うのだよ。

まあ、いいけれどもさ。現実的には、職員、あなた方のところの超過勤務等々もしっかりあ

るわけですから。それで仕事量が多いのであれば、町長、やっぱり増やしましょうよ、人。
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やっぱり予防策をやっていただかないと、保険税も上がる。どんどん上がりますでしょう。

一番高いのだから。減らすことを考える。 

 テレビでこの間、予防の、忍者踊りだか何だかと、ＳＴＶだかＨＢＣだか何かでやったの

だよ。それで歩けない方が歩けるようになったと。簡単な踊り、俺も録画をして踊っている

のだけれども、なかなかいいのだよ。簡単なの。 

 それで、課長、予防のために、おいでをいただいてではなくて、出前に行って、この町内、

一月に１回ぐらい、私のところであれば新通、町内会の施設があるわけですから、老人が１

００人いても大丈夫ですから、そういうところで講習をすると。来いというのはお上の発想

です。行くというのがサービスの、これはサービス事業ですから、介護は。サービスはお金

をいただくのですから、こちらから足を運んで、一生懸命やるということをお願いしておき

ます。 

 今、現状で、課長は働いている方が少ないと思うか思わないかだけ聞かせてください。 

○柚原委員長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま介護予防のあり方についてのご意見をいただいております。私も、介護保険事業

を円滑に進める上で、介護予防というのはとても重要だというふうに思っておりますし、介

護事業のサービスを受ける前の方々をいかに多く過ごさせていただく、また、生まれ育った

大樹町、地域において、自立した生活をしていただくということが何よりも大切だというふ

うに考えております。 

 柏木町の中にも老人クラブがございまして、その中で、毎月例会の中で、保健師が出向い

て健康に関する講座を行っているというふうに私も伺っております。各地域でいろいろな形

で、そういう部分で、保健師、また町の職員が出向いて予防に関する講座または講話等もさ

せていただいておりますが、まだまだ十分ではないということもあろうかと思いますし、介

護保険に新たに加入された方々に対するいろいろな部分の相談等も行き渡っていないとい

うのが実態であるというふうにも私も感じております。 

 先ほど私からの答弁の中でお話もさせていただきましたが、地域包括支援センター、また

はその事業のあり方は今後非常に大切だというふうに思っておりますし、今現在、らいふの

ほうにあります係、スタッフについても十分と言えないというふうに私も思っております。

委員のほうから、必要であれば増やしてもというお言葉もいただきましたので、私もその言

葉を信じて、機構改革の中で、必要なスタッフについては配置をした上で、今後、包括のあ

り方について、少しでも町民の方々が健やかで健康に暮らせるような体制づくりに努めてい

きたいと思っております。 

○柚原委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 
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 町長、よくご理解をいただいているようです。本当に予防が大事ですから。やはり、親を

見てみると、大変な思いをしている方もたくさんおりますから、どうか少しでもお役に立つ

ような行政であってほしいとお願いをしておきます。 

 特に福祉課は重い任務を背負っているわけですから、日夜、苦しい思いがあろうと思いま

すけれども、やはり命を預かっているところだと、老人ホームも病院も同じですが、そうい

う気持ちで親身に、町民のためにご協力をしていただくようお願いをしておいて、また来年

お聞きするかもしれませんので、よろしくお願いをいたします。 

 終わります。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了します。 

 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） 

○柚原委員長 

 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、認定第４号平成２６年度大樹町介護保険特別会計決算認定についての件を採決

いたします。 

 本件は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり認定されました。 

 

   ◎日程第４ 認定第５号 

○柚原委員長 

 日程第４ 認定第５号平成２６年度大樹町介護サービス事業特別会計決算認定について

の件を議題といたします。 

 決算の歳入歳出全般について質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 
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 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、歳入歳出の総括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 資料をいただいていますから、その点についてちょっとお聞きをいたします。 

 備品、それから消耗品、地元企業以外でお買いになっている企業は何社ぐらいあるか、お

願いをいたします。 

○柚原委員長 

 瀬尾特老所長。 

○瀬尾特別養護老人ホーム所長 

 備品につきましては、町外が１社でございます。消耗品につきましては、済みません、数

えます。（業者数の確認をする）５社でございます。 

○柚原委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 昨日もこの論議をしております。原課で発注をしているということは理解をいたしまし

た。しかしながら、原課の部分が理解をされていないのかなと。町は、あなた方に速やかな

事業ができるように認めておられるのだろうというふうに認識をしております。しかしなが

ら、我々の言葉が一つもあなた方に伝わっていないのかなと。ひどいのがありましたよ。そ

んなにこれ、うちの商店が揃えないものがあるのかなというものが一つありました。そこだ

けちょっとお聞きをいたします。鍋。あるでしょう。これ、違うよね。帯広だよね。鍋とい

うのは、地元に売っていないのですか。本当に不思議でならない、僕。これ、担当課が勝手

にやるのかい。課長がやるのか、係長がやるのか、ケアマネがやるのか。いるのでしょう、

たくさんスタッフ。どこが権限を持って注文しているのか。町長は、地元にあるものは、な

るべく地元で何とかお願いをすると。伏見町長の時代からずっと言っているのですよ。今、

酒森町長も同じことを言ってきている。それを職員が守れないというのは、これは何なので

すか。どういう経過で鍋が帯広になるのですか。特殊なものなのですか。お聞かせください。 

○柚原委員長 

 瀬尾特老所長。 

○瀬尾特別養護老人ホーム所長 

 ただいまの質問ですが、厨房で使っている鍋につきましては、厚底の特殊な鍋というふう

になっておりまして、町内で購入するのが難しいということで、給食係のほうで発注してい

ることになっております。 

○柚原委員長 
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 安田委員。 

○安田清之委員 

 包丁まであるのだよ。これも特殊なのだね。だから、そこの会社に頼んだものは特殊と、

よく私が考えればいいのですね。そんなに俺、大樹の企業はだらしなくないと思っています。

実名を出したら本当におもしろいぐらい、町のなかの商店に行くと、あらゆるものが出てき

ます。それから注文もできます。だって、入札にちゃんと指名を入れているのだもの。そう

でしょう。すぐ壊れたわけではないでしょう。急遽必要になったの、これ。本当に認識の甘

さ、職員。 

 いいかい。もう一つ、事務用品。タイムカード。これ、特殊なのだね。大樹には事務用品

を扱っている店があるように、９千何ぼ。実に、何か勝手に、気分でやってしまっているの

か、俺、商店がだめだとは言っていません。帯広の業者が一生懸命職員のところに行って、

セールスしているのだろうというふうに思いますが、職員も心して、なるべく地元にあった

ら、５円か１０円高いと思うけれども、法人税も払えば、所得税も払えば、固定資産税も払

うわけです。この会社の方は、指名願いを出しているのだから、大樹に支店登記をされてい

るのだろうというふうに認識をいたしますが、そこら辺はどうですか。 

 いや、いいわ。多分ないと思う。もうそれ以上言ってもだめだから、ないと思う。だから、

少なくても、やっぱり地元をご利用いただくよう、ここから僕は頭を下げておきますので、

よろしくお願いをいたします。 

 それで、ひどいものもありまして……まあ、やめるか。 

 何とか備品・消耗品、町長も、地元から買えるものについては買ってくれよという、原課

に文面通達ぐらいはしていただけるかどうか。それで、守っていただけなければ、また来年、

しっかりと、今度は大きな声でやらせていただきますけれども、町長、いかがですか。 

○柚原委員長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 昨日の一般会計の中でも、町が購入する消耗品または備品等の購入先の関係でご質問、ご

意見をいただいたところでもあります。私も今、委員がお持ちの資料と同じ、特養の会計で

調達した一覧表を、副町長のところにあるものを眺めておりました。 

 厨房用の器材については、学校給食でも専門業者から購入をしている部分がございます

が、全てが全て、果たしてそれが、そこしか購入できないかというところもありますので、

それについては、それぞれ内容について、町内で調達可能なものについては見積もり合わせ

等も含めて調達をさせていただきたいと思っております。 

 事務用消耗品につきましては、全く町内で調達できるのかなというふうにも思っておりま

すし、伏見町長も含めて私も、町内の業者にお願いできるものについては町内から見積もり

をとって事務を進めるようにというふうに申し伝えてきたつもりでもありましたので、今

後、その部分について、もう一度しっかりと、職員、それぞれの課も含めて伝えて、そうい
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う形で適切な購入に向けて事務を進めていきたいと思っております。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了します。 

 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） 

○柚原委員長 

 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、認定第５号平成２６年度大樹町介護サービス事業特別会計決算認定についての

件を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり認定されました。 

 

   ◎日程第５ 認定第６号 

○柚原委員長 

 日程第５ 認定第６号平成２６年度大樹町公共下水道事業特別会計決算認定についての

件を議題といたします。 

 決算の歳入歳出全般について質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 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、歳入歳出の総括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 質疑なしと認めます。 
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 これをもって質疑を終了します。 

 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） 

○柚原委員長 

 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、認定第６号平成２６年度大樹町公共下水道事業特別会計決算認定についての件

を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり認定されました。 

 

   ◎日程第６ 認定第７号 

○柚原委員長 

 日程第６ 認定第７号平成２６年度大樹町水道事業会計決算認定についての件を議題と

いたします。 

 決算の歳入歳出全般について質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 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、歳入歳出の総括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 松本委員。 

○松本敏光委員 

 平成２６年度の大樹町水道事業決算報告なのですけれども、私は、この水道事業というの

は、なかなか、大樹町の大事な資源でもあると思っております。その中で、今現在、水道の

調査の中で、平成２５年度から平成２６年度にかけての水道の漏水とかそういうものがある

と思います。まして、今年になってから、大樹町の農業者の離農とか、そういうものも８件

も増えている中で、施設の漏水があるのかないのかを調査しているかしていないかをちょと

確認させていただきます。 

○柚原委員長 
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 鈴木水道課長。 

○鈴木水道課長 

 今、松本委員から質問のありました漏水の関係ですけれども、漏水調査におきましては、

平成２５年度から計画的に調査をさせていただいておりまして、平成２５年度は市街地、尾

田方面を中心に漏水調査させていただきました。平成２６年度につきましては美成、浜大樹

方面を中心にやっておりまして、２５年度では５カ所で１時間当たり１９.６トンの漏水箇

所を発見して、修繕しております。２６年度につきましては、４カ所で１時間当たり合計４.

７２立法メートルの漏水箇所を修繕してございます。これにつきましては、２７年度も予算

をお認めいただきまして、２７年度につきましては拓北から東和、萠和地区の坂下系統のほ

うと、それから日方、中島の方面ということで２方面、計画的に漏水調査をやらせていただ

いております。 

 中にちょっと農業関係のこともあったかと思いますけれども、市街地に住んでいない方で

高齢になったりして市街地に引っ越されるような方が中にはいらっしゃいます。そういった

方については、基本的には古いおうちのほうは宅内で漏水しないように給水停止をしており

ますけれども、中には、夏になったら自分の家に行って、ちょっと畑仕事をしたいだとか庭

いじりしたいだとかと、そういった方もいらっしゃいます。そういった方については止水は

していないわけですけれども、毎月の検針のときに、そこも検針順路に入れまして、メーター

が動いていれば、人もいないのにメーターが動くと漏水ということになりますので、その辺

を検針順路に入れて、宅内で漏水していないかということも確認しながら対処に当たってい

るところでございます。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹君 

 二つお聞きしたいと思います。 

 一つは、使用料の関係で、平成２６年度は行政のほうでペナルティーといいますか、給水

の停止とか、大樹は圧は下げないと思うのですけれども、そういうふうな対応をされたとこ

ろがあるのかお聞きするのが１点目でございます。 

○柚原委員長 

 鈴木水道課長。 

○鈴木水道課長 

 給水停止の関係ということでご質問でございますけれども、２６年度につきましては、毎

月の未納の発送に始まりまして、督促状、催告状に続きまして、次には戸別訪問、電話督励

を順番にやっておりまして、そういった中で、納付に至らない方について給水停止の段階に

入っていくわけですけれども、給水停止につきましては、２６年度、給水停止の予告通知と

いうものをまず出します。そちらの方を５名対象に対応いたしました。その５名の中で、給
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水停止をする状況になっていますよという予告を出した時点で、２名の方は収納に結びつき

ました。残る３名につきましては、連絡もなく、納付相談にも応じていただけないというよ

うな内容で、３名については、この次は、いついつに給水停止を行いますよという、給水停

止の通知書の発送を３軒に行いました。いついつに水をとめますという通知をした段階で、

その３名の方の入金の確認ができましたので、２６年にあっては、実際に給水停止に至った

人はおりません。 

 以上でございます。 

○柚原委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 努力のほどはわかりました。 

 幸いに、５軒の方は、気持ちよくか悪くは別にして納入いただきましたけれども、水が１

００％止まらなくても、例えば減圧という、ちょっと専門的にはわかりませんけれども、料

金をいただくというのは、相手方にもある程度のプレッシャーも必要だと思いますので、道

内各町村の、一遍にきゅっと閉めている町村と、それから減圧などという方法もあるのかな

と思いますので、今後検討いただければ、一つの方法かなというふうに思っていますし、な

かなか、水が１００％なくなると、本当に生き死にの問題にもなってきますので、そこら辺、

ご配慮いただきたいと思っております。 

 あと、次、これでやめますので、一ついいですか、委員長。 

○柚原委員長 

 はい。 

○西田輝樹君 

 夜も寝られないほど心配しているわけではないのですが、固定資産の明細書なんかを見る

と、とんでもない財産を水道会計で持っているのですけれども、これ、将来的な償却とか、

事務方として、これからいけるのだとか、それは町長なり審議会がいろいろお考えのことな

のでしょうけれども、このままの減価償却や財産の状況からいって、経理的には相当厳しい

のだよとか、そこら辺、事務方としてのお考えを聞かせていただきたいと思います。 

○柚原委員長 

 鈴木水道課長。 

○鈴木水道課長 

 大きな額の固定資産を水道事業で保有しているということで、今後の更新というようなと

ころの話かと思っておりますけれども、前に一般質問で齊藤議員のほうから、そちらのほう

の話もあったときに、将来的には構造物で、平成４５年以降で５０億円程度かかるだとか、

管路については平成３５年以降であれば１２０億円ぐらいかかるという答弁をさせていた

だいたところですけれども、そちらのほうも、これは厚生労働省から出ている資産管理のア

セットマネジメントツールという簡易ツールで固定資産の台帳から機械的に出した、耐用年
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数でやっているものでございますけれども、これは、耐用年数でぴしっと出した数字でござ

いますので、途中修繕しながら、故障の具合を見ながら、漏水の状況を見ながら、延命に努

めながらやっていかないといけないということも思っております。 

 管路は、うちは総延長３００キロ以上あるのですけれども、当初の布設についてはいろい

ろ補助事業というのがございますけれども、更新については、給水管の繋がないような、給

水施設の拠点、拠点を結ぶような送水管とかというようなところの補助事業というのはある

ようではございますけれども、一番枝葉の広がっている、末端につながる配水管のところの

更新に係る補助事業は今のところないようでございます。そういったものについては、この

水道事業の中で、負担金の中で、水道の協会というのは加入しておりまして、負担金もお認

めいただいて支出しているわけですけれども、そういった事業を通じて、更新設備に対して

の補助事業も対応していただきたいという、国に要望を上げるような活動もやっておりま

す。 

 そういったことで、今、事務担当レベルのというお話でありましたので、うちのほうでは、

今後、近いうちには、やはり、現状がどうなっているかというものを調査設計をした上で、

適切に順を追って更新をしていかないとならないというようなことを担当者とは打ち合わ

せしているところでございます。ですので、今現在は修繕対応しておりますけれども、まず

調査をして、効率よく、順序よく更新をしていくというようなことの計画を立てなければな

らないという認識でございます。 

○柚原委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 やめますと言って、済みません。 

 今の補助事業なんかの利用なんかについてのお話を承りましたけれども、高料金に対する

多額なものは、歳入で見ているのは承知しているのですけれども、そのほかこれというもの

も、水道事業なんかの維持のために、昨日ですか、総務課長のほうから特別会計なんかにつ

いてもいろいろ、交付税措置が種々あるので、諸支出金についても丸々のものではないとい

うふうなお話をされたのですけれども、これ、通常の交付税の中のカウントなんかは、水道

事業なんかの交付税なんかはどのように、カウントされていないのかされているのかで、さ

れているとしたらどのような単位費用で応援していただいているのか。すごい詳しい数字で

なくていいですので、あらあらの、国としても交付税の基準財政需要額の中で、重要な事業

なので後ろから押しているということでもちょっといいですので、お答えいただきたいと思

います。 

○柚原委員長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 基本的な水道に関する部分の交付税算定の数値という部分で申し上げますと、一般会計か
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ら水道会計に繰り出している額、これが全て交付税で理論上算入されている額でございま

す。そのほとんどは高料金対策、資本費が高くて、その部分で料金が高くなってしまうとい

う部分に関して入っているもの、それから、従前の簡易水道に係る公債費の償還額の一部、

そのほかには職員の、公営企業、現業会計の共済費に係る部分の支出もございます。それら

を合わせると、一般会計の諸支出金に入り込んでございます水道事業補助金と水道事業負担

金を合わせて約１億１,０００万円ちょっと、こちらのほうを、普通交付税措置されてござ

いますので、そのまま水道事業会計のほうに繰り出しているというような状況になってござ

います。 

○柚原委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

 清掃なんかについては、よく２分の１の清掃交付金とか、今は制度として残っているのか

どうかはわからないのですけれども、そうしたら、交付税については今の１億１,０００万

円の中の書いてあるとおりで制度的にも終わりだよということですね。あとは水道課長のほ

うのご説明の中で、本当に基幹となる管の補助事業があれば、それを拾っていくというよう

な、確認なのですけれども、そういうふうなことでよろしいのですね。 

○柚原委員長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 昨日の一般会計のときにもお話ししたのですが、一般会計から特別会計に繰り出す基準と

いうのがございまして、当然、水道に充てるために交付税に算入されたものについては全て

繰り出すというような体制をとるのですけれども、ちょっと、取り扱いは平成２７年度から

一部変わっていまして、２７年度以降はもう少し額的に高くなります。 

 実際、公営企業の部分につきまして申し上げますと、公営企業は採算性を重視してやって

いくというところもございまして、独立採算制を前提に、どうしても公共性の部分で負担す

る部分については基準財政需要額に入れて交付税に算入するなりというような形になって

ございますけれども、実際、水道事業、今現在は留保資金も結構持っているのですけれども、

実際に、例えば平成２０年よりちょっと前ですか、坂下浄水場のほうの水の濁度処理施設を、

そのときは例えば６億円ほどかかったのですが、そのうちの一定率につきましては、その基

準に基づきまして、一般会計が起債の借り入れを起こして支援するような措置もございます

ので、施設整備については、またその都度、そういった対応があろうかとは思います。 

 以上でございます。（西田委員「ありがとうございます」と呼ぶ） 

○柚原委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

 阿部委員。 
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○阿部良富委員 

 水道の関係でちょっとお聞きしたいのですけれども、ここ数年、生花、晩成地区はすごく

水道の使用量が増えました。このままいくと、下手すると今の本管ではちょっと細いのかな

という感じを受けますけれども、これについては、将来はどう考えておりますか。お願いい

たします。 

○柚原委員長 

 鈴木水道課長。 

○鈴木水道課長 

 そちらにつきましては、平成２５年度で調査設計をさせていただきまして、やはり生花、

晩成地区に配水する水量が現有施設では足りないということで結果が出ておりますので、そ

の結果をもとに、町のほうから十勝の振興局を通じて道営事業で、道営農地整備事業の営農

用水という事業で採択いただけないかということで希望を出しておりまして、今、採択を受

けて、決まっております。平成２７年度は調査計画を道のほうでやっておりまして、平成２

８年度に実施設計、平成２９年度以降に工事を施工するというような形で施設の整備を道の

ほうで行ってもらえるような状況になっております。 

 それに伴って、地元負担といたしまして、国が４５％の負担率、道と町村につきましては

２７.５％の負担率、それに非農家分は町村で持ちなさいという部分がございますので、そ

の分を合わせまして、ざっくりとした数字ですけれども、事業費全体が大体８億８,０００

万円ぐらいということになっておりまして、町村の負担としては、今のところ、これから実

際の実施設計とかということになっていけば数字が変わってきますけれども、今の段階では

２億７,０００万円ぐらいの大樹の水道事業の負担が必要になろうかと思っております。（阿

部委員「わかりました」と呼ぶ） 

○柚原委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 現実的に、収支決算を見ると赤字なのですが、この赤字解消策はどのようにお考えになっ

ているかお聞かせください。 

○柚原委員長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ２６年度の水道事業の決算を見て、収支の関係でご質問をいただいたというふうに思って

おります。 

 水道事業、委員もご承知のとおり、給水原価の関係で、費用を見ると赤字の部分があると

思います。会計でありますので、これの会計の健全化を図るためには収入を上げる方法と支

出を下げる方法があろうかと思っております。給水戸数または使用料の増加が図られること
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が水道会計の収入を安定させる部分では大きい要素だと思っておりますし、費用について

も、無駄な費用はかけないで会計を運営していくということが、この会計の健全化に務まる

というふうに思っております。明確な解決策という部分では、今説明をできる状況にはあり

ませんが、水道会計も企業会計として一会計でありますので、その健全化に向けては、私ど

もも含めて職員一丸となって取り組んでいきたいと思っております。 

○柚原委員長 

 安田委員。 

○安田清之委員 

 町長、水道料金というのは、家事用、業務用、営業用、工業用、その他と、こうあるのだ

ね、現実的には。これ、赤字の部分というのは、一番使っていただいている農家の方のあれ

を上げると、ぽっと売り上げが上がるのです。そんなに水が増えてくるということはないだ

ろうというふうに思いますので。量は使わないけれども、えらい高い業務体系もあるので、

ここら辺も毎度言っていますので見直しを、前の町長はしばらくできないと言ったので、で

きないのかなと。新しい町長も今なったばかりなので、検討をしてくれるのだろうなと、い

ろいろな意味で。 

 もう一つ、これはこれでやめますけれども、給水管というの、ホースというの、強いて言

えば本管からダーッと引っ張ってくるでしょう。だけれども、ここにメーター器が同じ大き

さ、５０とか４０とか３０とかと、わからないけれども、一応５０ついていましたと。５０

のものを、手前のところで満開に上げられてしまったと。そうしたら、後ろに来ないよね、

水というのは。そういうときはどういう処理をされるのか、ちょっとお聞きを、現場サイド

だと思うのだ、町長ではない。そういう場合はどういうふうにしたらいいのだろう、現実的

に。使用はしてくれるわけだから、管を太くするのか、何かをしてやるのか。間違いなく営

業用で使っている業者だと思うので、水が、そのけつはちゃらちゃらしか出てこないと。こ

ういう場合はどういうふうな、役場としては、相談に行くとどういう善処策をしてくれるの

かどうか、お聞かせください。 

○柚原委員長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 今、２点のご意見、ご質問をいただいたというふうに思っております。水道料金の改定に

ついては私どもから、また、後段の、水圧というか、水道の水の量という部分については担

当のほうから説明をさせていただきたいと思います。 

 料金の改定の部分で、用途別に大樹町の水道料金を設定させていただいております。家事

用から始まって、営農用、業務用、工業用、その他というような区分でそれぞれ設定をさせ

ていただいているところでもあります。過去は、この料金に消費税を含むというような形で

料金が設定されておりましたが、消費税が５％から８％に上がった段階で、平成２６年９月

から、外税ということで料金の設定をさせていただいております。 
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 今後、消費税がさらに上がるということも想定されておりますので、その部分についても、

水道料金の負担という部分では、それぞれの利用者の方にご負担をかけるというようなこと

もありますので、今今のところは、水道料金、税を除いた部分の本体の部分についての改定

については、私も予定をしていない状況にあります。ただ、水道料金、水道会計、一つの会

計でありますので、会計全体の今後の推移も含めた中で、いろいろ、状況については分析を

行っていきたいと思っておりますし、料金の改定がどうしてもやむを得ない、必要だという

ときについては、町民、また議会の皆様ともご相談をさせてもらいながら進めていきたいと

思っております。今のところは改定の予定はしてございません。 

○柚原委員長 

 鈴木水道課長。 

○鈴木水道課長 

 ２点目のご質問は、給水管が通っているところで満開出したら、そこから下のところは水

圧が下がって、水が出づらくなるのではないかというお話だと思いますけれども、まず、水

道のメーター設置、新設だとかと上がってきたときには、水量をどのくらい使うかという、

当然、事業所も含めてですけれども、水量を計算して、どのくらいの口径が必要なのかとい

うものでメーターの口径だとか管の口径を決めます。その計算の中には、その末端が何ぼの

住宅なり工場があったりということで、施設があるので、それに影響を及ぼさないかという

ことで、一応、そのメーター、口径を決めて、業者にそれで了解いただいてつけていただく

と、そして供給しないとならないと。その後に施設の拡張だとか、いろいろな事業で水量が

変わるということは当然あり得ることなので、そういったときは、その現状を見ながら、水

圧も当然私たちで測定しながら、迷惑をかけるようであればどこが原因かというものを確認

しながら、その原因となるところを、調査した結果に基づいて、最終的にはその管の整備の

し直しだとかも含めて検討しなければならないかとは思っておりますけれども、そういった

ことは余り多くないのですけれども、もしそういったことが起きたときには今言ったような

結論に基づいてやるのですが、施設の整備ということになりますと、予算の確保だとかとい

うこともございますので、しばらくご理解を求めていただきながら整備をしていくしかない

かなと思ってございます。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了します。 

 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） 
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○柚原委員長 

 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、認定第７号平成２６年度大樹町水道事業会計決算認定についての件を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり認定されました。 

 休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５６分 

再開 午後 ０時５８分 

 

○柚原委員長 

 休憩前に引き続き、審査・質疑を再開いたします。 

 

   ◎日程第７ 認定第８号 

○柚原委員長 

 日程第７ 認定第８号平成２６年度大樹町国民健康保険病院事業会計決算認定について

の件を議題といたします。 

 決算の歳入歳出全般について質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 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、歳入歳出の総括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 確認したいことがあるのですけれども、入院の１日当たりの平均４４人ということで、今、

町立病院の定員は５２ですか、ベッド数。（発言する者あり）済みません、５０か五十何ぼ

で運営されていると思うのですが、これは、例えば、今、診療報酬を上げるために、１２.

５とか１５対１とか、ちょっと僕、それもお聞きしたいのですが、例えば入院ベッド数を４
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５人に減らしたときなんかだと、例えば２６年度の決算で診療報酬がグイーンと上がると

か、そういうふうなことというのはないのですか。一つ聞きたいのは、今の入院、１日平均

の分というのを、もしかしたら５０人びたっと入っているときもあれば３５人のときもある

ような気がするのですけれども、その最高と最低とか、それから、万が一４５なら４５のぎ

りぎりのところにベッド数を変えた場合の収支の状況とか、そういうものは、細かい数字で

なくていいので、そういうふうにすると、もっと経営も安定するというようなことでのこと

をお知らせいただきたいと思いますが。 

○柚原委員長 

 伊勢病院事務長。 

○伊勢病院事務長 

 病院の入院患者の関係なんですが、昨年を平均しますと４４.４人ということで報告させ

ていただいておりますが、新病院になりまして、病院のベッド数は５０床ということにさせ

ていただいております。瞬間的には５０人入るときもありましたし、場合によっては４０人

を切るときもありまして、平均しますと４４人ということになっております。 

 以上です。（西田委員「それと、もしベッド数を減らして、１３対１とか１５対１になっ

たらということを伺いたい」と呼ぶ） 

 済みません。今現在、平成２６年の決算時には、入院の基本料が１５対１の看護基準をとっ

ておりましたけれども、平成２７年４月から看護基準を上げまして、１３対１という形で、

収益の増収を図るという部分で、看護師の体制も充実させまして、１３対１という形でとっ

ておりますので、今現在の入院患者数において、平均在院日数が影響してくるわけなのです

が、そういった部分で１３対１を目指しているという部分であります。 

○柚原委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 町立病院ですので、医療法を逸脱していることは万が一にもないとは思ってはいるのです

けれども、下の基準を下回っていないとはずっと思っているのですけれども、例えば薬剤師

ですと今はお二人いるとか、臨床検査技師の先生方は僕の知っている範囲内でいるとか、い

ろいろ、部門、部門、理学療法の先生とかといるのですが、それは、この大樹町立病院に関

しては、医療法上で言う最低のクリアしなければならない人員で配置されているのかどう

か、そこをちょっと確認させてください。 

○柚原委員長 

 伊勢病院事務長。 

○伊勢病院事務長 

 薬剤師ですとか臨床検査技師、放射線技師ですとか、そういった部分の基準数については、

薬剤師におきましては、今は院内での処方という形で、外来分につきましては院外に出して

おりますので、院内分となりますので、入院患者７０人に対して１人という形での基準に
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なっておりまして、今現在２人配置しておりますが、１人でも基準は満たしているという形

になっております。それと、放射線技師と臨床検査技師につきましても、１人いれば基準は

満たしておりますが、休みの関係とかもどうしても出てきますので、１人ですと不在のとき

もありますので、最低限２人の配置が望ましいものと考えております。 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 十勝管内の公立病院というか、私立病院も含めて、５０人程度のベッド数の病院のことは

全然存じていないんですけれども、今の職員数と病院の経営のサイズでは、どうなのでしょ

うか、今は事務長さんは、休みの日やいろいろなこともあって、１人だけれども２人が望ま

しいというお考えということなのですが、他の病院なんかと、そういうことを対比していた

だいたときというのはあるんでしょうか。 

○柚原委員長 

 伊勢病院事務長。 

○伊勢病院事務長 

 管内の自治体病院の中での、お互いの職員数ですとか、そういった調査物がありまして、

その中では職員数何名だとかという部分は情報を共有しているのですが、今手元にある資料

につきましては、技師何名という形で個別に、薬剤師が何名ですとか、放射線技師が何名と

いうような部分がちょっと載ってございませんので、その部分については把握しておりませ

んが、おおむね複数の職員がいるものと考えております。 

○柚原委員長 

 西田委員。 

○西田輝樹委員 

 僕も病気が大好きではないのですけれども、あちらこちらの病院に行って、窓口なんかの、

それは医療法とは関係のないことなんですけれども、多い少ないは主観の問題ですけれど

も、町立病院なんかは結構、委託の会社からの派遣の人を含めて、最低配置ではないかなと

いうのが僕の正直な話思っていることなんです。 

 ぜひ、病院のほうの、日々トラブルやいろいろなことでお忙しいとは思いますけれども、

今日私が言ったような、例えば部門別の、大きなくくりで、技師何名で、うちは何名だよと

いうふうな分析ではなくて、各部門別の分析の、そういうふうな経営の、また町長とは別な

意味で、事務方としてのそういうふうな経営分析なり、どうしても自分たちでできないなら

コンサルの業者を入れて、毎年３億円内外の一般財源を投入されている病院ですので、交付

税でも何か１億５,０００万円ぐらいは措置があるというふうにも聞いていますので、３億

円、３億円と言ったらかわいそうなのかもしれませんけれども、そのような財政の状況にあ

る公立病院ですので、もう少しそこら辺の分析をシビアにやっていただけるような運営とい
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うのはできないものでしょうか。 

○柚原委員長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま病院の内部のスタッフの関係のご質問、ご意見をいただいたのかなというふうに

思っております。 

 町立病院、新しい病院になりましてから、地域医療の充実に向けて日々取り組んでおりま

すが、医師、看護師ともに求人を行っている状況は、いまだ現在続いておりますし、医師に

あっては、なかなか、求人に対する応募もないという状況で、今後、新たな求人の方法につ

いて、今、病院とも協議をしている段階でもあります。看護師についても、応募があり、毎

年のように面接の上、採用しておりますが、いかんせん、いろいろな事情でおやめになる方

もいらっしゃるというようなこともありますし、今月に入っても、体調がよくないというこ

ともありまして、お一人の方がやめたというようなこともあります。医師、看護師の体制整

備については、今後もしっかりとやっていくことが大樹の地域医療、病院の充実になるかな

というふうに思っております。 

 今、委員からご指摘のとおり、各分野ごとの人員の配置についても、正直、他の管内の類

似した規模の病院との比較・検討もしておりませんので、今後、大樹町の病院が、どういう

形が適正で、今後の病院の経営にどういう人員の配置・整備がいいかということも、検討の

材料として自分たちで知っておくということは大切かなというふうに思っておりますので、

ぜひ病院内でそういう検討も含めて進めていきたい、情報として持っていたいというふうに

思いますので、よろしくお願いします。（西田委員「いいです」と呼ぶ） 

○柚原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了します。 

 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） 

○柚原委員長 

 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、認定第８号平成２６年度大樹町国民健康保険病院事業会計決算認定についての

件を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり認定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） 

○柚原委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり認定されました。 

 これをもって、本委員会に付託された案件の審査は全て終了しました。 

 お諮りします。 

 本委員会の審査報告書は、正副委員長に一任願いたいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、審査報告書は正副委員長に一任することに決しました。 

 

    ◎閉会の議決 

○柚原委員長 

 これをもって、決算審査特別委員会を閉会します。これにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○柚原委員長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、決算審査特別委員会は、本日で閉会することに決しました。 

 

    ◎閉会の宣告 

○柚原委員長 

 これで、決算審査特別委員会を閉じます。 

 

閉会 午後 １時１１分 
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