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平成２８年第１回大樹町議会定例会会議録（第１号） 

 

平成２８年３月７日（月曜日）午前１０時開議 

 

○議事日程 

 第 １ 会議録署名議員指名 

 第 ２ 議会運営委員会報告 

 第 ３ 会期の決定 

 第 ４ 諸般報告 

第 ５ 行政報告 

 第 ６ 委員会の所管事務調査報告（常任委員会報告） 

 第 ７ 承認第  ４号 専決処分した事件の承認について 

 第 ８ 議案第  ６号 大樹町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 第 ９ 議案第  ７号 大樹町職員の旅費に関する条例等の一部改正について 

 第１０ 議案第  ８号 固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 

 第１１ 議案第  ９号 大樹町公園条例の一部改正について 

 第１２ 議案第 １０号 大樹町高齢者等通院交通費助成に関する条例の一部改正につ

いて 

 第１３ 議案第 １１号 大樹町重度障害者等交通費の助成に関する条例の一部改正に

ついて 

 第１４ 議案第 １２号 大樹町行政不服審査会条例の制定について 

 第１５ 議案第 １３号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の

制定について 

 第１６ 議案第 １４号 町道路線の認定について 

 第１７ 議案第 １５号 大樹町過疎地域自立促進市町村計画について 

 第１８ 議案第 １６号 定住自立圏の形成に関する協定書の一部を変更する協定書の

締結について 

 第１９ 議案第 １７号 平成２７年度大樹町一般会計補正予算(第９号)について 

 第２０ 議案第 １８号 平成２７年度大樹町国民健康保険事業特別会計(事業勘定)補

正予算（第２号）について 

 第２１ 議案第 １９号 平成２７年度大樹町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）について 

 第２２ 議案第 ２０号 平成２７年度大樹町介護保険特別会計補正予算(第４号)につ

いて 

 第２３ 議案第 ２１号 平成２７年度大樹町介護サービス事業特別会計補正予算（第

４号）について 
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 第２４ 議案第 ２２号 平成２７年度大樹町公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）について 

 第２５ 議案第 ２３号 平成２７年度大樹町水道事業会計補正予算（第３号）につい

て 

 第２６ 議案第 ２４号 平成２７年度大樹町立国民健康保険病院事業会計補正予算（第

２号）について 

 

○出席議員（１２名） 

  １番 船 戸 健 二   ２番 齊 藤   徹   ３番 杉 森 俊 行 

  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  １２番 鈴 木 千 秋 

 

○欠席議員（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 

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所長兼 

尾田こども認定園長兼学童保育所長           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 

水道課長兼大樹下水終末処理場長            鈴 木 敏 明 

会計管理者兼出納課長                 髙 橋 教 一 

病 院 事 務 長                    伊 勢 厳 則 

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 

 

＜教育委員会＞ 

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 
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＜農業委員会＞ 

農業委員会事務局長                  森   博 之 

 

＜監査委員＞ 

代表監査委員                                        瀬  尾  廣  美 

 

○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 

○議   長 

 ただいまの出席議員は、１２名であります。 

 定足数に達しておりますので、平成２８年第１回大樹町議会定例会を開会いたします。 

これより、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

○議   長 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、議長において、 

 ４番 松 本 敏 光 君 

 ５番 西 田 輝 樹 君 

 ６番 菅   敏 範 君 

を指名いたします。 

 

   ◎日程第２ 議会運営委員会報告 

○議   長 

 日程第２ 議会運営委員会報告を行います。 

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

協議決定した内容についての報告を求めます。 

 議会運営委員長、安田清之君。 

○安田清之議会運営委員長 

 議会運営委員会報告をさせていただきます。 

 去る２月２９日、運営委員会を開き、付議事件並びに議事日程及び会期等について協議を

いたしましたので、ご報告申し上げます。 

 本定例会への提出案件は、委員の選任１件、条例の制定２件、条例の一部改正５件、承認

１件、認定１件、過疎計画１件、協定書の締結１件、平成２７年度各会計補正予算８件、平

成２８年度各会計予算８件、一般質問は５議員１１項目であります。 

 よって、会期については、提出案件の状況などを考慮し検討した結果、本日から３月１８

日までの１２日間とし、会期日程についてはお手元に配付したとおりとしました。 

 以上、委員会での協議結果をご報告申し上げましたが、本定例会の議事が円滑に行われま

すよう、よろしくお願いをいたします。 

○議   長 
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 委員会の報告が終わりました。 

 なお、ただいまの委員会報告に対する質疑は省略いたします。 

 

   ◎日程第３ 会期の決定 

○議   長 

 日程第３ 会期決定の件を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から３月１８日までの１２日間といたしたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から３月１８日までの１２日間と決しました。 

 

   ◎日程第４ 諸般報告 

○議   長 

 日程第４ 諸般報告を行います。 

 議会事務局長に内容の説明をいたさせます。 

 山下議会事務局長。 

○山下議会事務局長 

 それでは、平成２７年１２月８日開会の第４回町議会定例会以降の諸般報告をいたしま

す。 

 第１、監査及び検査結果の報告について。 

 １、地方自治法第２３５条の２第１項の規定による１２月、１月、２月実施の例月出納

検査の結果について、別紙のとおり報告がありました。 

 ２、地方自治法第１９９条第４項の規定による定期監査の結果について、別紙のとおり

報告がありました。 

 第２、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等の報告について。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第１項の規定により、平成２６年度

大樹町教育委員会の活動状況に関する点検・評価報告書の提出がありました。 

 第３、一部事務組合議会等について。 

 十勝圏複合事務組合議会定例会及び十勝環境複合事務組合議会定例会、とかち広域消防

事務組合議会が２月２６日、帯広市で開催、議長が出席しております。 

 南十勝複合事務組合議会定例会が２月２５日、大樹町で開催、志民、橋、船戸議員が

出席しております。 

 南十勝消防事務組合議会定例会並びに解散式が３月４日、広尾町で開催、西田、松本議
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員が出席しております。 

 第４、委員会関係について。 

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

員会では委員会を２回、議会運営委員会では委員会を３回開催しております。 

 第５、会議関係と第６、その他につきましては、記載のとおりとなっております。 

 以上で、諸般報告を終わります。 

○議   長 

 以上で、諸般報告を終わります。 

 

   ◎日程第５ 行政報告 

○議   長 

 日程第５ 行政報告を行います。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 それでは、平成２８年２月１日開会の第１回町議会臨時会以降の行政の主なものについ

てご報告を申し上げます。 

 １番目の大樹町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定についてでありますが、３月４

日に開催されました第４回目の推進会議でご答申をいただきましたので、これを大樹町の

総合戦略として定めることといたしました。 

 なお、人口ビジョン及び総合戦略につきましては、速やかにホームページなどで公表さ

せていただくとともに、議員の皆様及び関係機関に対しましては、追って印刷したものを

お配りさせていただきます。 

 ２番目の要望・要請でありますが、先に決定いたしました新国立競技場の設計者である

建築家の隈研吾氏とは、本町は数年前からお付き合いをさせていただいておりますが、隈

氏にあっては、新国立競技場にカラマツの認証材を使用したいとの意向をお持ちであるこ

とから、ぜひ本町を含む十勝のカラマツ認証材を活用いただけるよう、要請を行ってまい

りました。 

 また、大樹漁協とともに、漁港の整備に関する道庁要請を、大樹－広尾間の高規格道路

の新規事業化に向けて、十勝期成会としてそれぞれ要請を行っております。 

 ３番目ですが、緊急時における輸送業務に関する協定を一般社団法人十勝地区トラック

協会と締結をさせていただきました。 

 ４番目の航空宇宙関連でありますが、２月２３日に十勝圏航空宇宙産業基地構想研究会

の臨時総会が開催され、オール十勝としての体制づくりや、誘致活動の一層の強化を図る

ため、研究会が改編され、新たにとかち航空宇宙産業基地誘致期成会が発足しております。 

 ５番目の町長と語る会の開催でありますが、美成行政区と萌和行政区で開催をしており

ます。 
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 ６番目の人事関係、７番目のその他、来町者及び会議出席等につきましては、後ほどお

目通しをいただきたく思いますが、会議出席等で、３月４日、南十勝消防事務組合議会定

例会、また、解散式が広尾町で行われました。南十勝消防事務組合につきましては、昭和

４６年４月１日の設立以来、４５年間、南十勝の消防業務、地域の安心・安全のために活

動してまいりましたが、この３月３１日をもって解散するという運びになりましたので、

報告をさせていただきます。 

 以上で行政報告を終わらせていただきます。 

○議   長 

 続いて、浅井教育長。 

○浅井教育長 

 引き続きまして、教育委員会の行政報告を行います。 

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

す。 

 本競技大会にスケートの日本代表選手として出場しました振別地区の堀川大地さんの大

会結果については、５の大会結果に記載のとおり、男子１,５００メートルでは第２位の銀

メダルを獲得しております。男子５００メートルでは総合８位、ＮＯＣ混合リレーでは第

４位、男子マススタートは第７位と、全ての種目で入賞し、すばらしい成績を上げており

ます。 

 次に、裏面をご覧ください。 

 ２番目の優秀選手派遣についてでございます。 

 第３６回全国中学校スケート大会に出場しました２名の選手の結果についてご報告をい

たします。 

 ５の大会結果をご覧ください。 

 初めに、大樹中学校３年生の堀川翼君については、男子１,５００メートルでは優勝、男

子３,０００メートルでは準優勝と、すばらしい成績を上げております。 

 大樹中学校２年生の堀川さくらさんについては、女子１,０００メートルでは第７位に入

賞し、女子１,５００メートルでは予選敗退ではございますけれども、健闘したところでご

ざいます。 

 最後に、３番目の子ども農山漁村交流プロジェクトについてでございます。 

 ２月以降のＳＴＥＰによる体験活動の主なものとして、①の主催事業では、２月２０日

に今年度７回目の日帰り体験活動をインカルシペにて実施しております。 

 ②の共催事業では、町内の保育園や学童保育所と連携し、子どもたちの自然体験等への

支援活動を行っております。 

 以上で教育委員会の行政報告を終わります。 

○議   長 

 次に、ただいまの行政報告に対し、報告の範囲内での質疑を許します。 
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 質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認め、行政報告を終わります。 

 

   ◎日程第６ 委員会の所管事務調査報告（常任委員会報告） 

○議   長 

 日程第６ 委員会の所管事務調査の件を議題といたします。 

 調査が終了しておりますので、委員長の報告を求めます。 

 総務常任委員長、菅敏範君。 

○菅敏範総務常任委員長 

 それでは、総務常任委員会より、総務常任委員会所管事務調査報告を申し上げたいと思い

ます。 

 総務常任委員会所管事務調査報告書。 

 本委員会所管事務調査の結果を次のとおり報告いたします。 

 １、調査事件名、改築１周年を経過した町立病院について。 

 ２、調査目的、改築１周年を経過した町立病院の実態について調査する。 

 ３、調査月日、平成２７年１１月１７日。 

 ４、説明職員、町立病院、岩渕院長、大内総師長、伊勢事務長、乾係長。 

 ５、調査の内容、改築１周年を経過した町立病院について、担当職員から説明を受けまし

た。 

 一つは、患者側からの現状、利便性と動線について。職員側からの現状、利便性と動線に

ついて。新しい器材が入って変わったこと。過去３年間の実績と、この１年、入院と通院、

町内と町外に分ける。緊急患者の対応について。ソーラー発電所と非常用緊急電源について

であります。 

６、調査報告。 

(1)患者側からの利便性、共通事項としまして、院内が下足可能となり、靴履きかえの不

便が解消されました。 

(2)外来患者の利便性。受付から問診までの動線が大幅に改善されました。外来診察と健

診部門の動線が区分され、健診患者が患者衣で移動できるよう配慮されている。救急外来の

動線もスムーズで、エレベーター位置も適切で使用しやすく、患者の負担が軽減された。 

(3)入院患者の環境。空調システムの導入により、寒暖の差が解消され、特に夏場の療養

環境が大幅に改善された。病室が明るく、病室から見える風景がよく、気分転換が図られる。

スタッフステーションが開放されているので声がかけやすい。面談スペース、談話室の確保

で、家族の関係に配慮されているなど、好評な意見が多い。 

(4)職員側からの利便性。①外来部門。各診察の動線を確保したことと、中央診察室と各
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診察室を隣接配置したことにより、看護師双方の意思疎通が可能となり、処置やカルテ移動

が助け合いながら行われている。各部門の通路が複数選択でき、混雑時の移動がスムーズで

ある。②入院部門。スタッフステーションの両側に病室を配置したことで、病室へのアプロー

チが改善された。床が改善されたことで、患者の転倒による外傷が解消した。各ベッドに酸

素・吸引システムが完備されているため、利便性が向上した。③共通。職員休憩室の十分な

スペースが確保でき、男女の休憩室が区分できた。いこいの部屋は家族が休める部屋として

好評である。 

(5)新たな器材の導入。①リハビリ部門では面積が広くなり、新たに筋力トレーニングが

可能な機器を導入したので、機能回復が進んでいる。②診察室を増やしたことで、診察室に

余裕ができ、予防接種や整形外来がスムーズになった。③新しい内視鏡システムの導入で、

画像の解析度が格段に進歩し、検査精度の向上になった。④血液脈波検査装置の導入で、動

脈硬化の客観的な判定ができるようになった。⑤機械浴室に車椅子専用の浴槽を導入したこ

とで、患者の安全性の確保ができた。⑥酸素アウトレットの配置で、酸素の供給・吸引が可

能になった。 

(6)救急患者の対応。 

①旧施設では正面玄関に救急車をつけて搬送していたが、救急専用入り口より搬送し、隣

接した処置室で処置することで、一般患者との動線が区分され、プライバシーの保護にも

なっている。②休日・夜間の診察は、医師当直室の配置が改善されたので、患者のスムーズ

な誘導が可能となった。 

(7)患者数の推移。 

①平成２６年１０月２０日、引っ越し以降の外来・入院患者数は、過去３年間の実績と比

較すると、４万７,５３０人から４万８,２２９人と、６９９人の微増。特に町外者の来院が

増加している。 

(8)ソーラー発電と非常用緊急電源。①ソーラー発電は全体の電力量の３％程度を賄う計

算で設計されており、災害時の活動拠点室の電灯を賄い、停電時にも利用可能である。 

②非常用緊急発電は、レントゲンや各種検査機器、人工吸引器などの医療機能を維持する

最低限の電源の確保が可能である。 

まず、特別養護老人ホームとの通路の改修は、ホーム入居者の通院の負担軽減に十分効果

があるものと評価をしています。 

今後、当院の現状と改築特性を生かし、予防医学、予防介護、施設資源活用などを考慮し

ながら、住民の生活習慣病を保健福祉課と連携、把握し、健診率向上に努めてほしい。 

また、整形外科、泌尿器科、皮膚科の出張医師による専門外来の開設は十分評価をしてい

ますが、常勤医師４名体制の早期実施に向けて努力していただくことが、より一層大樹町の

地域医療の向上につながっていくことと思います。 

以上、総務常任委員会の所管事務調査報告といたします。 

○議   長 
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 委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 続いて、経済常任委員長、杉森俊行君。 

○杉森俊行経済常任委員長 

 経済常任委員会の所管事務調査の結果を次のとおり報告いたします。 

 １、調査事件名、観光資源としての晩成温泉について。 

 平成２７年６月より、観光資源としての晩成温泉について、晩成温泉施設、学童農業研

修センター及び周辺の環境の視察、晩成温泉の運営状況等の所管事務調査を行ってきまし

た。 

 １、晩成温泉、学童農業研修センターの運営状況。晩成温泉は昭和５５年７月にオープ

ンし、当初は町民の保養施設としての位置づけであった。町直営当初の入館者数は１万４,

０００人、１日３０人から４０人であった。その後の利用者数は減少であったが、平成９

年の施設リニューアルで年間９万８,０００人と、一時利用者は増加したものの、景気の低

迷や燃料の高騰により、利用者数は伸びていない。 

 平成２４年７月から、現在の指定管理者により、タオル、バスタオル等の無料貸し出し

や無料送迎バスの運行などのサービス向上により、利用者数は現在４万３,０００人までに

回復している。学童農業研修センターの利用においても同様に、利用者数は増加している。 

 ２、施設の現状。晩成温泉の泉質はナトリウム、塩化物泉、全国でも珍しいヨード泉で、

体がとても温まり、この泉質を求めるリピーターも多くいる。 

 ただ、近年の温泉施設の老朽化に伴う修繕費は毎年８００万円から９００万円ほどか

かっている。 

 ３、施設周辺の環境。晩成温泉の周辺のロケーションのすばらしさは万人が認めるとこ

ろであり、原生花園や湖沼群の立地、野鳥観察や周辺での散策、生花湖での水上スポーツ

等のほか、秋アジ釣りなどに利用可能な観光資源が多く存在する。 

 観光資源としての晩成温泉は、学童農業センターやバンガローなど、周辺施設を含め、

老朽化が進んでいる。 

 この老朽化に伴う修繕費や環境整備に係わる経費及び温泉の集客数の増加を図る上で、

町が晩成温泉を観光温泉として位置付けていることを踏まえ、現状のままで指定管理者が

経営努力をしても、利用客数はこれ以上増えることは望めないのではないか。 

 今後、大樹町が観光施設として晩成温泉を存続させていくのかを含め、次期指定管理者

の契約満了期限までに、町は晩成温泉をどのような観光施設として位置付けるか、ビジョ
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ンを示す必要がある。 

 また、温泉を存続させる場合にあっては、温泉施設及び学童農業研修センターのリニュー

アル、周辺環境の整備など、それに伴う運営体系を先送りせず、早急に協議しなければな

らないと考えます。 

 以上、経済常任委員会所管事務調査の報告を終わります。 

○議   長 

 委員長の報告が終わりました。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了します。 

 

   ◎日程第７ 承認第４号 

○議   長 

 日程第７ 承認第４号専決処分した事件の承認についての件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました承認第４号専決処分した事件の承認について、提案理由のご

説明を申し上げます。 

 今回、専決処分をさせていただいた事件につきましては、平成２７年度大樹町一般会計

補正予算（第８号）であります。 

 去る２月５日、役場庁舎内の暖房温度が上がらないため、温水ボイラーの修理を依頼し

たところ、釜に２カ所穴があいており、溶接による修理や部品の交換等もできないと判明

したものであります。 

 故障したボイラーは平成６年に設置したもので、穴のあいた原因は経年劣化であり、ボ

イラー本体の工事が必要となったものであります。 

 庁舎の暖房設備の施工業者を通じて更新用のボイラーを探したところ、煙道や配管取り

つけ部分の一部改修は必要なものの、同種類のボイラーを１台確保可能となりましたので、

速やかに契約、交換を進めるための予算を地方自治法第１７９条第１項の規定のうち、議

会を招集する時間的余裕がないことを理由として、専決処分により措置をさせていただい

たものであります。 

 内容につきましては、総務課長より説明をいたさせますので、ご審議の上、ご承認賜り

ますようお願いを申し上げ、提案理由の説明を終わらせていただきます。 
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○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 それでは、承認第４号の専決処分をいたしました平成２７年度大樹町一般会計補正予算

（第８号）につきまして、内容をご説明申し上げます。 

 今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ７７５万５,０００円を追加し、歳入歳出

の総額をそれぞれ６２億４,９３１万円とするものでございます。 

 資料に基づきましてご説明いたしますので、３ページをお開きください。 

 総務費、一般管理費、庁舎管理費、工事請負費で７７５万５,０００円の増。財源は一般

財源でございます。 

 先ほど町長よりご説明のとおり、役場庁舎の温水ボイラーの取り換え工事で、役場庁舎

の暖房設備一式につきましては、平成６年に９,２７０万円で更新をしてございます。 

 今回は、そのうちボイラー本体の取り換えのみで、制御盤やパネルにつきましては現在

のものが使用できるということでございます。 

 続いて、第１表、歳入歳出予算補正をご説明しますので、２ページをお開きください。 

 最初に歳出でございますが、補正前の歳出合計６２億４,１５５万５,０００円、補正額、

総務費で７７５万５,０００円、補正後の歳出合計が６２億４,９３１万円。 

 続きまして、歳入をご説明いたしますので、１ページをお開きください。 

 補正前の歳入合計６２億４,１５５万５,０００円、補正額、１９款繰越金で７７５万５,

０００円、補正後の歳入合計が６２億４,９３１万円となるものでございます。 

 以上でご説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、承認第４号専決処分した事件の承認についての件を採決いたします。 
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 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり承認することに決定されました。 

 

   ◎日程第８ 議案第６号 

○議   長 

 日程第８ 議案第６号大樹町固定資産評価審査委員会委員の選任についての件を議題と

いたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第６号につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、大樹町固定資産評価審査委員会委員の選任の同意をお願いするも

のであります。 

 今回、大樹町固定資産評価審査委員会委員のうち、北田佑治氏から、３月１０日をもっ

て辞任したい旨のお申し出がありました。 

 地方税法の規定では、委員が欠けたときは、遅滞なく補欠の委員を選任しなければなら

ないとされておりますので、今回、ご提案させていただくものであります。 

 議案を朗読して説明に代えさせていただきます。 

 議案第６号大樹町固定資産評価審査委員会委員の選任について。 

 大樹町固定資産評価審査委員会委員のうち、北田佑治氏から、平成２８年３月１０日を

もって委員を辞任する申し出があったため、この後任として次の者を選任したいので、地

方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求めたい。 

 記。大樹町北通１番地７、宮原章夫氏。昭和２９年７月２６日のお生まれであります。 

 参考としまして、任期は北田委員の残任期間となる平成２８年３月１１日から平成２９

年７月１０日までとなります。 

 宮原氏にあっては、帯広市のご出身で、４２年間、法務局にお勤めをされ、退職後の昨

年４月から、町内で司法書士、行政書士事務所を開設されております。知識や経験も豊富

であり、委員として適任と判断をしたところであります。 

 なお、議案の下段に、地方税法の関係条文を抜粋で掲載しておりますので、内容をご審

議の上、ご同意賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明を終わらせていただきま

す。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 
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 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第６号大樹町固定資産評価審査委員会委員の選任についての件を採決い

たします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

   ◎日程第９ 議案第７号 

○議   長 

 日程第９ 議案第７号大樹町職員の旅費に関する条例等の一部改正についての件を議題

といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第７号について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、大樹町職員の旅費に関する条例等の一部を改正するもので、一昨

年改正された地方公務員法の施行期日が４月１日と定められたことに伴い、関係する町条

例の規定を整理するものであります。 

 改正の内容につきましては、総務課長から説明いたさせますので、ご審議の上、議決賜

りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 
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 それでは、議案第７号大樹町職員の旅費に関する条例等の一部改正について、内容をご

説明申し上げます。 

 この条例につきましては３条立てとなってございまして、３本の条例をまとめて改正す

るものでございます。 

 地方公務員法の改正に伴いまして、法律の引用条項にずれが生じるもの、法令で使用し

ている用語の改正に伴い、条例中の文言を改めるものでございます。 

 それでは、表にしたがってご説明申し上げます。 

 第１条、大樹町職員の旅費に関する条例の一部改正につきましては、引用している法律

の条項のずれを修正するものでございます。 

 第２条、大樹町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正につきまして、第１

条の改正部分につきましては、法律の引用条項のずれを整理したものでございます。 

 次のページになります。 

 第８条の４の改正は、この条例の中で引用しております大樹町職員の給与に関する条例

の番号、制定年と条例の番号なのですが、これが欠落していたため、今回、加えさせてい

ただくものでございます。 

 第３条は、大樹町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正でございます。 

 表中の第３条第１項(2)は、地方公務員法の改正に伴いまして、全ての地方公共団体が平

成２８年度から行うこととなりました人事評価の状況につきましても公表するということ

を規定したものでございます。 

 次のページをお開きください。 

 ３ページ上段、(5)、第５号には、新たな項目といたしまして、職員の休業に関する状況

を追加するものでございます。 

 (9)、第９号でございますが、人事評価の状況の公表を第２号で規定したことに伴いまし

て、従前、勤務成績の評定を公表することとしておりましたが、人事評価に変えるという

ことで、この部分を削除するものでございます。 

 第５条第１項(2)でございます。行政不服審査法の改正に伴いまして、従前、不服申し立

てと用いていた用語が審査請求に改められました。これに伴いまして、本条例においても

これと同様に改正するものでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例につきましては、改正された地方公務員法の施行

日であります平成２８年４月１日から施行することを定めているものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 
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○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第７号大樹町職員の旅費に関する条例等の一部改正についての件を採決

いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

   ◎日程第１０ 議案第８号 

○議   長 

 日程第１０ 議案第８号固定資産評価審査委員会条例の一部改正についての件を議題と

いたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第８号について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、固定資産評価審査委員会条例の一部を改正するもので、固定資産

評価に関する審査手続などに関し、参考としている行政不服審査法が一昨年に全部改正と

なり、本年４月１日から施行されることから、その例にならって改正を行うものでありま

す。 

 改正の内容につきましては、総務課長から説明いたさせますので、ご審議の上、議決賜

りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 それでは、議案第８号固定資産評価審査委員会条例の一部改正について、内容のご説明

を申し上げます。 
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 この条例は、地方税法第４２３条の規定により、市町村に置かれます固定資産評価審査

委員会の審査の手続、記録の保存、その他審査に関し必要な事項を定めてございます固定

資産評価審査委員会条例につきまして、行政不服審査法及び関係法令の改正に伴いまして、

所要の規定の整理を行うものでございます。 

 それでは、表にしたがってご説明申し上げます。 

 第４条第２項第１号、(1)です。及び(2)の改正につきましては、行政不服審査法の改正

に伴います条例の整備でございます。 

 下段の第３項の下線の部分でございます。行政不服審査法施行令第３条第１項に規定す

る書面、これにつきましては、審査申出人が団体などの場合、代表である旨の証明となる

書面を添付すべきものとされるものでございますが、添付を求めている根拠が法律ではな

く政令に書き込まれたことによる改正でございます。 

 次のページをお開きください。 

 第６項につきましては、団体等の場合の代表者が資格を喪失した場合の届け出について

規定を追加したものでございます。 

 第６条の第２項につきましては、書面審理の際の弁明書の提出につきましては、電子メー

ル、いわゆる電子計算組織を使った情報通信の形で提出することも可能とする規定を追加

したものでございます。 

 第３項は、弁明書の提出があった場合に、審査申出人に送るべき文書の例外規定の削除。 

 下段の第１１条につきましては、固定資産評価審査委員会が作成する決定書の作成方法

の詳細について内容を規定したものでございます。 

 最後のページになります。 

 附則といたしまして、この条例は、改正後の行政不服審査法の施行日となります平成２

８年４月１日から施行することを定めているものでございます。 

 以上でご説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 



 

－ 18 － 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第８号固定資産評価審査委員会条例の一部改正についての件を採決いた

します。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

   ◎日程第１１ 議案第９号 

○議   長 

 日程第１１ 議案第９号大樹町公園条例の一部改正についての件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第９号につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、大樹町公園条例の一部改正をお願いするものであります。 

 今回の改正は、公園条例の中に規定されております歴舟川パークゴルフ場の使用料を管

内市町村と同程度の水準まで引き下げ、利用者の拡大を図りたいと考えるもので、今議会

での提案に先立ち、料金の改定については、大樹町行財政改革推進委員会にお諮りをし、

同意の旨のご答申もいただいているところでもあります。 

 なお、条文の内容につきましては、建設課長より説明いたさせますので、ご審議の上、

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

○議   長 

 小森建設課長。 

○小森建設課長 

 それでは、議案第９号大樹町公園条例の一部改正についてご説明いたします。 

 この条例の改正につきましては、大樹町公園条例の中に規定されております大樹町歴舟

川パークゴルフ場の使用料の改正をお願いするものでございます。 

 今回の使用料の改正の背景としまして、管内市町村の有料パークゴルフ場の使用料を調

査、比較したところ、歴舟川パークゴルフ場の使用料と大きな差がございました。 

 このため、使用料のほうを管内水準まで見直しするに当たりまして、大樹町行財政改革

推進委員会にお諮りをしております。委員会において同意の旨のご答申をいただきました

ので、今議会にご提案させていただくものでございます。 

 それでは、表に沿って、改正の内容につきましてご説明させていただきます。 
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 まず、別表第３、第１７条関係でございます。 

 有料公園施設の使用料を規定しております。 

 歴舟川パークゴルフ場の使用料の部分において、まず、改正前の１日券の使用料を「３

００円」から「２００円」に改め、次に、シーズン券を「１万円」から「５,０００円」に、

回数券を「３,０００円」から「２,０００円」に。表の右側のほうになりますけれども、

中学生の部分を無料としておりますけれども、こちらのほうを高校生まで拡大しまして、

高校生まで無料とする内容の改正でございます。 

 附則といたしまして、この条例は、平成２８年４月１日から施行するという条例の内容

改正でございます。 

 以上で説明を終わります。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 阿部良富君。 

○阿部良富議員 

 このパークゴルフ場は、南十勝を見ても、はっきり言って金をとっているのは大樹だけ

なのですね。せめてここまでくると、やっぱりただにならないかなという声が多いのです

よ。だから、そこら辺も今後は検討していっていただきたいと思います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま阿部議員から、パークゴルフ場の料金のあり方についての後意見をいただきま

した。 

 管内の状況、または南十勝の状況等も踏まえて、今後、そういう部分の検討も必要かな

と思っておりますので、適宜また利用者の方々のご意見も伺いながら、検討を進めていき

たいと思います。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 
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○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第９号大樹町公園条例の一部改正についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

   ◎日程第１２ 議案第１０号 

○議   長 

 日程第１２ 議案第１０号大樹町高齢者等通院交通費助成に関する条例の一部改正につ

いての件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第１０号について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、大樹町高齢者等通院交通費助成に関する条例の一部改正をお願い

するもので、主な改正内容は、助成額の引き上げと、助成対象となる通院先を町外の医療

機関にも拡大するものであります。 

 条例の内容につきましては、保健福祉課長から説明いたさせますので、ご審議の上、議

決賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 それでは、議案第１０号大樹町高齢者等通院交通費助成に関する条例の一部を改正する

条例についてご説明をいたします。 

 今回の改正は、通院費の助成額を１万２,０００円から１万５,０００円に増額するため

の条例の改正をお願いするものです。 

 また、条例で町内の医療機関のみを対象としてきたところですが、帯広等の病院への通

院のためにバス停までタクシーが利用できるように、あわせて条例の改正をお願いするも

のです。 

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

 それでは、表に沿ってご説明をいたします。 

 第１条、第２条の規定中、町内の医療機関の「町内の」を削除するものです。 
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 次のページ、２ページをご覧ください。 

 第３条第１項では年額「１万２,０００円」を「１万５,０００円」に改正するものです。 

 第６条第１項第２号では、「町内の」を削除し、第５号で「介護老人福祉施設に入所し

たとき」を追加します。 

 第６条では資格の喪失を定めておりますが、特別養護老人ホームコスモス苑に入所した

方については、通院のため、個人でのタクシーの利用が想定されないことから、５号を追

加するものです。 

 附則ですが、本条例は、平成２８年４月１日から施行することとしております。 

 以上で説明を終わります。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

安田清之君。 

○安田清之議員 

 タクシー券のことなのですが、現実的にお車のない方というとらえ方をしてよろしいの

か、家族でお車を持っている方にも出すのか、そこら辺をちょっとお聞かせを、車を持って

いるとかいろいろあるのでしょうから、そこら辺がきちっとされているのかどうか。それで

すと、ただ通院というだけのお話し合いでございますので、中身がちょっと不明瞭な点があ

るかと思いますので、お聞きしたいと思います。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 ご説明いたします。対象者につきましては、条例で定めておりまして、その条例の中で、

家族及び親族による通院手段が確保されている方については対象としないということで定

めをさせていただいております。 

 以上でございます。 

○議   長 

安田清之君。 

○安田清之議員 

 家族が通院手段があればさせないということですね。間違いないですね。現実的に、これ

で何人ぐらいになるのですか、該当にならない方となる方。調べていないですか。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 平成２７年度で、今現在、対象となっている方は４５名おります。２７年度に申請してい
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ただいたうち、４名の方が対象外ということになっております。ただ、この方が車があった

かどうかということでは、ちょっと今、手元にはないのですけれども、申請はいただいたの

ですが、審査させていただいて、対象外ということになっている方がおります。 

 以上でございます。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１０号大樹町高齢者等通院交通費助成に関する条例の一部改正につい

ての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 休憩します。 

 

休憩 午前１０時５９分 

再開 午前１１時１０分 

 

○議   長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

   ◎日程第１３ 議案第１１号 

○議   長 

 日程第１３ 議案第１１号大樹町重度障害者等交通費の助成に関する条例の一部改正に

ついての件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 
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 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第１１号について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、大樹町重度障害者等交通費の助成に関する条例の一部改正をお願

いするもので、改正の主な内容は、助成額の引き上げであります。 

 条例の内容につきましては、保健福祉課長から説明をいたさせますので、ご審議の上、

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

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 それでは、議案第１１号大樹町重度障害者等交通費の助成に関する条例の一部を改正す

る条例についてご説明をいたします。 

 今回の改正も、議案第１０号と同様に、助成額を１万２,０００円から１万５,０００円

に増額するための条例の改正をお願いするものです。 

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

 それでは、表に沿ってご説明をいたします。 

 第２条第１項第５号中、「前５号」を「前４号」に改正するものです。これは、本来、

「前４号」とするものを誤って「前５号」にしたため、今回、誤りを修正するものです。 

 第３条ですが、平成２４年に外国人登録法の廃止及び住民基本台帳法の改正により、条

例の一部改正を行うところでしたが、改正漏れとなっていたため、今回行うものです。 

 第３条中、「又は外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号）」を削除し、「おいて登

録又は記録」を「住民登録」に改正するものです。 

 次のページをご覧ください。 

 第４条では、年額「１万２,０００円」を「１万５,０００円」に改正するものです。 

 附則ですが、本条例は、平成２８年４月１日から施行することとしております。 

 以上で説明を終わります。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 杉森俊行君。 

○杉森俊行議員 

 今、２４年に改正するやつを改正していないということでしょう。ということは、その

間に抜けていた人がいるということはないのでしょうか。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 
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○村田保健福祉課長 

 対象者等につきましては、手帳等の取得により、保健福祉課から案内をさせておりまして、

抜けていた方はないということで承知しております。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１１号大樹町重度障害者等交通費の助成に関する条例の一部改正につ

いての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

   ◎日程第１４ 議案第１２号 

○議   長 

 日程第１４ 議案第１２号大樹町行政不服審査会条例の制定についての件を議題といた

します。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第１２号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本件は、大樹町行政不服審査会条例の制定についてをお願いするもので、一昨年、全部

改正が行われました行政不服審査法が４月１日から施行されますが、改正後の法律第８１

条の規定により、総務省に置かれる行政不服審査会に準じた組織を執行機関の附属機関と

して地方公共団体にも置くことが義務付けられたものであります。 
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 条例の内容につきましては、総務課長から説明をいたさせますので、ご審議の上、議決

賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 それでは、議案第１２号大樹町行政不服審査会条例の制定について、内容をご説明申し

上げます。 

 この条例につきましては、行政不服審査法が全部改正となりまして、本年４月１日から

施行されますとともに、改正後の法律第８１条の規定により、地方公共団体にも総務省に

置かれる行政不服審査会と類似の機能を持たせた機関を地方自治法第２０２条の３に定め

る附属機関として設置することが義務づけとなりました。 

 これに伴いまして、大樹町行政不服審査会の設置、組織及び運営につきまして、必要な

事項を定めるものでございます。 

 それでは、条文に沿ってご説明申し上げます。 

 第１条につきましては、この条例の趣旨を定めているものでございます。 

 第２条では、大樹町行政不服審査会を置くことと、審査会につきましては審議案件ごと

に設置することとし、審議終了後は廃止することを規定しているものでございます。 

 これは、審査請求に対する処分の適否を審理する場合に専門性が求められること、また、

全国的に見ましても、町村に対する審査請求件数が少なく、法律上も常設でなくてもよい

とされておりますので、都度設置、都度廃止という形を考えたものでございます。 

 第３条では、委員の定数を５名以内と定めているものでございます。 

 第４条では、委員の要件や守秘義務について規定をしてございます。 

 第５条では、審査会の役員について、第６条では、審査会の議事運営について定めてい

るものでございます。 

 第７条では、条例で定めのない調査審議手続につきまして、会長が審査会に諮って定め

ることを規定しているものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は、改正後の行政不服審査法の施行期日であります平成

２８年４月１日から施行することを定めているものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 今の説明の中で、審査会は不服申し立てがあったときに５人以内の委員を指名をして結
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成すると。終われば解散すると。理解として、次に不服申し立てがあったときは、解任さ

れているから、別な委員、全然違う人が５人なる場合もある、そういうような審査会だと

いう理解でよろしいですか、継続しないのですから。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 ご指摘のとおりでございます。案件がどういった案件になるかによりまして、その知識

を持っている委員、これは実は職員であったり、職員以外の民間の方であったりするわけ

なのですけれども、そういった案件に応じて、最も適切な判断をされる方を委員として選

任する。ただし、実際のところは、法律上の解釈とかがありますので、法令担当部門が必

ず入っていくような形にはなるかと思いますけれども、案件ごとに委員はかわるというふ

うにご理解していただいて結構でございます。 

 以上です。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１２号大樹町行政不服審査会条例の制定についての件を採決いたしま

す。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

   ◎日程第１５ 議案第１３号 

○議   長 

 日程第１５ 議案第１３号行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の
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制定についての件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第１３号について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件は、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定をお願いする

もので、一昨年、全部改正が行われました行政不服審査法が４月１日から施行されること

に伴い、この法律を引用している条例の法律番号や用語の改正、文言や手続上の規定の整

理を行うものであります。 

 改正の内容につきましては、総務課長から説明をいたさせますので、ご審議の上、議決

賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 それでは、議案第１３号行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例につ

いて、内容をご説明申し上げます。 

 この条例は、行政不服審査法が全部改正となり、本年４月１日から施行されることに伴

い、行政不服審査法を引用している４本の条例について、法律番号の改正、用語や文言の

整理、手続上の規定を整備するものでございます。 

 それでは、条文に沿ってご説明を申し上げます。 

 第１条、大樹町職員の給与に関する条例の一部改正でございますが、ここにつきまして

は、法改正に伴います法律番号の改正と、改正前の法律では、審査請求と異議申し立て、

この二つを総称して不服申し立てと用いておりましたが、改正後の法律では、審査請求と

改められたことによりまして、改正を行うものでございます。 

 下段の第２条、大樹町行政手続条例の一部改正は、第１条同様、異議申し立てにつきま

しても審査請求と同様であること、それから、文言ですが、決定も裁決と同様の措置であ

ることから、文言の整理を行ったものでございます。 

 ２ページ目になります。 

 第３条の大樹町情報公開条例の一部改正は、同じく法律引用に伴う法律番号と用語の整

理でございます。 

 また、情報公開条例の決定に基づく開示の決定に対する審査請求につきまして、情報公

開審査会において処理すること。 

 次のページの第２項では、この場合は、行政不服審査法第９条に基づく審理員による審

理ではなく、情報公開審査会による審査であることを定めているものでございます。 

 ３ページの第１９条から６ページの第３１条までの改正は、従前用いておりました用語

の改正と整理でございまして、「不服申立人」を「審査請求人」に、「不服申し立て」を
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「審査請求」に、「決定又は裁決」を「裁決」に改めるものでございます。 

 続きまして、６ページ。 

 第４条、大樹町個人情報保護条例の一部改正は、第３条の情報公開条例の改正と同様の

趣旨に基づく改正で、７ページの第３４条第１項の(1)から(4)、第１号から第４号の追加

につきましては、審査請求があった場合で、審査会に諮る必要がない場合の具体的な判断

基準を追加したものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は、改正後の行政不服審査法の施行日であります平成２

８年４月１日から施行することを定めているものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１３号行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制

定についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

   ◎日程第１６ 議案第１４号 

○議   長 

 日程第１６ 議案第１４号町道路線の認定についての件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 
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○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第１４号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本件につきましては、町道路線の認定についてをお願いするものであります。 

 今回、認定をお願いしようとする町道は、平成２６年度に調査設計、今年度、改良舗装

工事を行っておりました旭浜地区の避難路で、工事の完了に伴い、町道として認定をしよ

うとするものであります。 

 それでは、議案を朗読して提案理由の説明に代えさせていただきます。 

 議案第１４号町道路線の認定について。 

 道路法第８条第２項の規定により、下記の町道を認定する。 

 記。 

 路線番号、４１３。 

 路線名、旭浜トーチカ線。 

 起点、字旭浜９６番地の１。 

 終点、字旭浜９６番地の５１。 

 延長、３９１.４０メートル。 

 参考といたしまして、次のページに図面を添付しておりますので、ご確認をいただくと

ともに、内容をご審議の上、議決賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明を終わ

らせていただきます。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 認定ということなのですが、現実的に呼び名、何かこれ、トーチカ線、これだったら防

災道路でもいいのですよ。現実的には町民がわかりやすい、防災のためにつけた道路なの

ですから、呼び名をちょっと変えていただくような、このまま言って町民にわかりますか。

トーチカ線って何だべと。それなら、はっきりと防災道路とか、何でこんな名前が出てき

たのか、その理由から聞くかな。お願いをいたします。 

○議   長 

 小森建設課長。 

○小森建設課長 

 ご質問の旭浜トーチカ線の名称の関係でございますけれども、いろいろと考えた中で、

旭浜地区にちなんだ名称がいいのではないかということで、過去にあそこにトーチカが点

在しているということもありまして、なお、町有林の中にも旧トーチカの陸軍のものが発
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見されているということで、地名にちなんで、どうだろうということで考えました。防災

の道路ということでもございます。防災という道路と命名しますと、かた苦しいという面

もございまして、より地名にちなんだ、以前、議会のほうからも、できればそういった地

名を今後当ててほしいというご意見もございました。地名のほうも、行政区長さんのほう

にもご相談させていただいております。行政区長さんもその名称でよろしいのではないか

ということで、今回、路線名として旭浜トーチカ線ということでご提案させていただいて

おります。 

 以上です。 

○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 決めてしまった、区長さんにも相談をしたと。議員さんの中でもそういうのがいいだろ

うというのであれば、それであればもう少し、本当は呼びやすい道路がいいのですよ、名

前は。遺跡があるのも十分わかっていますし、何もわかっていますけれども、やはり防災

上、必要だということでつけた名前で、大樹の人だけではないわけです、防災をする意味

では。だから、つけて、承認はいたしますけれども、そのうちまたお考えをいただいて、

協議をしていただくと。やはり住民が呼びやすい、それから、親しまれる道路、それから、

防災上もみんながわかる道路でつけていただいたわけですから、呼び名についてはこれ以

上言いませんので、何かの機会があったら、こういう意見もあったということでご協議を

いただきたいというふうに思います。 

○議   長 

 酒森町長のほうから、トーチカ線がいいかトチカ線がいいか、その辺を含めて。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま町道の認定に伴いまして、路線名のご意見をいただきました。私も担当から書

類が、決裁が上がってきたということで、行政区との調整も了解を得ているというふうな

こともあって、この名前にさせていただいたところでもありますが、議員ご指摘のとおり、

道路には目的があるということもあります。確かに町外の方が利用するということも含め

て、その目的がすぐわかるような、そういう名前のあり方も道路によっては必要かなとい

うふうに思っておりますので、今後、そういう部分も含めて検討を進めていきたいと思っ

ております。 

 浜大樹の避難路につきましても、今、年次計画で進めておりますので、完成したあかつ

きには新たに町道として認定をお願いをするというふうな場面もありますので、その段階

で路線名については検討したいと思っております。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 
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 杉森俊行君。 

○杉森俊行議員 

 これを見ていると、旭浜のところに葬儀の場所というのか、墓場があるのですけれども、

これはちょっと外れているのですけれども、これは外れていると考えてよろしいのですか。 

○議   長 

 小森建設課長。 

○小森建設課長 

 路線でございますけれども、隣接して旭浜の墓地ということでございます。若干、この

路線から入る場所かなと思います。道路沿いには墓地は点在しておりませんので、少し奥

に入るような状況かなと思います。 

○議   長 

 杉森俊行君。 

○杉森俊行議員 

 問題がなければいいですけれども、問題があれば、ちょっと困ったなという感じがして

いたのですけれども、私も旭浜のほうはちらっと墓地を見ることがあるのですけれども、

なかなかないものですから、それで今、ちょっと質問しました。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１４号町道路線の認定についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

   ◎日程第１７ 議案第１５号 
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○議   長 

 日程第１７ 議案第１５号大樹町過疎地域自立促進市町村計画についての件を議題とい

たします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第１５号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本件については、大樹町過疎地域自立促進市町村計画の議決をお願いするもので、現在

の過疎計画が今年度末をもって終了することから、平成２８年度から３２年度までの５カ

年を期間とする新たな計画を定めようとするものであります。 

 過疎対策につきましては、昭和４５年に議員立法による特別措置法が制定されて以来、

財政面での支援を中心とした対策が講じられてきており、現在は平成１２年に公布された

過疎地域自立促進特別措置法が適用されております。 

 この財政支援を活用しようとする過疎市町村にあっては、都道府県が定める過疎地域自

立促進方針に沿って、過疎地域自立促進市町村計画を策定することとされ、この決定に当

たっては、都道府県と協議の上、議会の議決を経ることが義務づけられておりますので、

今回、ご提案を申し上げるものであります。 

 なお、参考として、過疎法の抜粋を掲載してございますので、ご確認をいただくととも

に、内容につきましては、企画課長より説明をいたさせますので、ご審議の上、議決賜り

ますようお願いを申し上げ、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

 それでは、議案第１５号大樹町過疎地域自立促進市町村計画についてご説明いたします。 

 平成２６年、過疎地域自立促進特別措置法の一部が改正され、平成２７年度までとされ

ていた施行期間を平成３２年度まで延長することとされました。 

 これによりまして、法第６条第１項の規定に基づき、平成２８年度から平成３２年度ま

での５年間の大樹町過疎地域自立促進市町村計画を定めるものでございます。 

 この市町村計画は、事前に知事と協議をすることとされており、本年２月１９日に異議

なしの回答を得て、協議が終了したものでございます。 

 今回、議会の議決をいただき、市町村計画を策定しようとするものでございます。 

 この市町村計画の内容につきましては、第５期大樹町総合計画をベースに、まちづくり

推進のための事業を掲載し、事業によっては補助金のかさ上げや、今年度、交付税措置の

ある過疎債の充当など、財政措置を得ようとするものであります。 

 掲載している事業は５年間の目標であるため、財政事情等により、全ての事業が実施で
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きない場合もありますので、ご承知していただきたいと思います。 

 また、後年度、ローリングにより追加修正しながら進めていくものでもございます。 

 それでは、過疎計画をご覧ください。 

 １ページでございます。基本的な事項、大樹町の概況。 

 ２ページ、過疎の状況。 

 ３ページでございますが、社会経済的発展の方向の概要。 

 ４ページから７ページまで、人口及び産業の推移と動向では、昭和３５年、１万９３２

人が、平成２２年、５,９７７人、４５.３％の減少をしているところでございます。 

 １５歳から２９歳までの若年者比率は２５.８％であったのが１１.５％に減少。６５歳

以上の高齢者比率は４.５％から３０.４％に増加しております。 

 参考までに、昨年実施した国勢調査の速報値が公表されており、大樹町の人口は５,７３

４人でございました。前回調査から４.１％の減少となってございます。 

 ６ページ下段の人口の見通し、平成２７年、５,６３９人より９５人多い結果となってご

ざいます。 

 ７ページ下段から、行財政の状況で、８ページ、表の一番下、地方債現在高では、平成

１２年、１２１億円ございましたけれども、平成２５年では７３億円まで、３９.７％減少

してございます。 

 また、８ページから１１ページ、地域の自立促進の基本方針でございます。１次産業の

振興、製品開発によるブランド化、情報インフラの整備、芸術家等の定住促進、合宿誘致、

航空宇宙の実験と研究施設の誘致を進めるとしております。 

 １１ページ下段に、計画期間を５年間とするという規定を設けてございます。 

 １２ページから、２、産業の振興としております。 

 農業、林業、水産業、地場産業、企業誘致、起業支援、商業、観光、レクリエーション、

工業、エネルギーについて、現状と方向性を記載してございます。 

 １６ページから２１ページにわたりまして、具体的な事業を表にしてございます。 

 農業基盤整備、木質バイオマスの利用、漁場、漁協の整備、晩成温泉整備などに加え、

起業家支援事業等を追加してございます。 

 ２１ページ、３、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進につきましては、

道路、情報通信、交通手段の確保、地域間交流について記載してございます。道路の整備、

防災無線のデジタル化、総合住民情報システムなどでございます。 

 ２６ページをご覧ください。 

 ４、生活環境の整備でございます。 

 生活環境、公園、広場、景観について記載してございます。 

 上下水道の整備、し尿、ごみ処理、消防施設、公営住宅などについて記載してございま

す。 

 ３０ページをご覧ください。 
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 ５、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進でございます。 

 少子高齢化が進む中、第６期大樹町高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画や、大樹町

子ども・子育て支援事業計画に基づき、施策を講じることとしております。 

 学童保育施設の整備、認定こども園整備や、医療、高齢者対策、福祉バスの更新などで

ございます。 

 ３６ページをご覧ください。 

 ６、医療の確保でございます。 

 医師、看護師の確保、医療機器の整備などを掲載してございます。 

 同じページですが、７、教育の振興。 

 学校給食施設の整備は終了しておりますが、スクールバスの更新と車庫の建設、老朽化

が進むプールの改築、仮設で運営している図書館の改築、高校の活性化などを掲載してご

ざいます。 

 ４０ページをご覧ください。 

 ８、地域文化の振興等でございます。 

 英語教育の充実、芸術・文化事業の推進、文化財保護などでございます。 

 ４１ページでございますが、９番、集落の整備。 

 地域コミュニティ推進事業などを活用し、行政区活動を支援するとしております。 

 １０番、その他地域の自立促進に関し必要な事項でございますが、航空宇宙産業基地形

成に関する取り組みや、住宅建設補助などを掲載してございます。 

 ４６ページから、ソフト事業の一覧を掲載し、５８ページの次のページから８ページに

わたり、参考資料としての各種事業の概算事業費を掲載してございます。 

 また、その後ろには、平成２８年度の概算事業費を掲載しておりますので、後ほどお目

通し願いたいと思っております。 

 以上、雑駁でございますけれども、大樹町過疎地域自立促進市町村計画についての説明

とさせていただきます。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 現実的に過疎自立促進計画ということで出されて、これは国がつくれということだから

つくったと。順位的にいくと、総合計画のほうが、町の第５期総合計画、これに準じて、

これも当てはめていくという考え方でいいのですね。どっちが上位とかということで考え

るのか、町の総合計画を軸として、過疎地域自立も当てはめながら進んでいくと。現実的

には、これは全部できないと思います。描いた餅になるものもあるだろうし、何ぼか進ん
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でいくものもあるだろうと。これは整合性をとっていただいてつくられたという認識をし

ておるのですが、現実的には順位がたくさん出てくるだろうと思いますので、しっかり総

合計画とこの自立の計画をあわせながら、早目に、できるものからきちっと予算措置をし

ていかないと、ただ文面だけつくったけれども、何もやらなかったというふうにならない

ようにお願いをしたいと思うのですが、そこら辺のお考えはどういうふうにお持ちなのか。

町長だと思うので、一つだけ。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいまこの過疎地域自立促進市町村計画の計画のあり方、進め方のご意見をいただい

たというふうに思っております。 

 議員もご承知のとおり、町がいろいろな事業、計画を進める上で、一番上位にあるのは

総合計画であります。大樹町第５期の総合計画、平成２６年からスタートしておりますが、

その１０年間の計画が最上位にあるというふうに思っております。 

 ただ、この過疎地域自立促進市町村計画につきましては、総合計画の中で盛り込んであ

ります各種事業について、この過疎計画をもとにして、地域の自立促進を担えるような、

そういう事業を盛り込んでいるところでもあります。 

 議員ご指摘のとおり、５カ年の計画の中では、年次ごとに事業費を、概算ではあります

が載せてありますが、できるもの、できなかったもの等もありますので、そういう部分に

ついては毎年検証を進めた上で、必要な部分について、財源的に有利でもあります過疎計

画に基づいて事業を執行していくことが、大樹町の過疎地域の自立促進に大切な役割だと

思っておりますので、進めていきたいというふうに思っております。 

○議   長 

安田清之君。 

○安田清之議員 

 今、町長言っていただいたとおりなのです。これは過疎債が使えるので、しっかり順位

を決めていただきながら、今、安い金利になっているだろうというふうに思いますので、

住民の生命、財産を守るのが町の務めでもあるわけですから、心して、いい町にいくよう

に、自立ですから、その中で変わっていくこともあるのだろうと思います。時代ですから。

しっかり時代の波をのんでいただいて、耳を傾けて、町民の声を聞いていただいて、いい

町をつくっていただくようお願いをしておきます。過疎債、使えるものは、低金利だと思

いますので、よろしくお願いを申し上げて、答弁は要りません。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   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、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１５号大樹町過疎地域自立促進市町村計画についての件を採決いたし

ます。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 休憩します。 

 

休憩 午前１１時５２分 

再開 午後 １時００分 

 

○議   長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

   ◎日程第１８ 議案第１６号 

○議   長 

 日程第１８ 議案第１６号定住自立圏の形成に関する協定書の一部を変更する協定書の

締結についての件を議題といたします。 

 提案者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第１６号につきまして、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 本件につきましては、定住自立圏の形成に関する協定書の一部を変更する協定書の締結

について、議決をお願いするものであります。 

 人口減少と三大都市圏への過度の人口流出を抑制し、集約とネットワークの考え方に基

づき、広域連携による活性化を目指す定住自立圏構想でありますが、十勝では１８町村の



 

－ 37 － 

全てが、平成２３年７月７日に、前年に中心市を宣言しました帯広市と、十勝定住自立圏

形成に関する協定を締結し、その後、共生ビジョンを策定しております。 

 この共生ビジョンにつきましては、平成２３年度から２７年度までの５カ年を計画期間

としておりましたが、この間の取り組みの点検、評価、新たな課題や、その対策などを検

討してきた結果、平成２３年に帯広市と締結をしました協定書の一部を変更することが必

要となったため、今回、十勝１９市町村の各議会において、協定書の変更に係る議決をお

願いすることとなったものであります。 

 なお、内容につきましては、企画課長より説明をいたさせますので、ご審議の上、議決

賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

 それでは、議案第１６号定住自立圏の形成に関する協定書の一部を変更する協定書の締

結について、ご説明を申し上げます。 

 定住自立圏の形成に関する協定書につきましては、ただいまご説明ありましたように、

平成２３年に中心市の宣言をした帯広市と、同年の７月７日に協定を締結しております。 

 この協定は、帯広市と大樹町が１対１で、定住自立圏の形成について、各種の政策分野

について締結するものであり、この協定に基づき、平成２３年度から平成２７年度まで、

５年間を期間とする第１期十勝定住自立圏共生ビジョンを策定しております。 

 この第１期のビジョンが今年度で終了するため、平成２８年度から平成３１年度まで、

４年間を期間とする第２期十勝定住自立圏共生ビジョンを今年度中に策定する予定であり

ます。 

 これに伴い、これまでの協定内容を見直し、協定書の一部変更をお願いするものであり

ます。 

 内容につきまして、新旧対照表で説明させていただきます。 

 新旧対照表をご覧いただきたいと思います。主な変更点のみ説明させていただきます。 

 第１条から第７条までは変更がございません。 

 別表の政策分野についてのみ変更しております。 

 表中、甲は帯広市、乙は大樹町であります。 

 １ページ、別表１、生活機能の強化に係る政策分野。 

 １、医療。 

 (1)救急医療体制等の確保については、字句の修正でございます。 

 ２ページ、２、福祉。 

 (3)高齢者の生活支援体制の構築は、高齢者の徘回などについて、広域での情報共有や対

応、また、介護士不足など、課題解決に向けた取り組みが必要とのことで新設されたもの

です。 
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 甲の役割としましては、甲のネットワークを通じて、捜索、圏域町村との連携で徘回者

や家族を支援する。課題解決に連携して取り組むとしております。 

 乙の役割としましては、甲と同じように、徘回時の捜索や、課題解決に向けて連携をし

て取り組むこととしております。 

 ３ページをご覧ください。 

 ３、教育です。 

 (3)スポーツ大会等の誘致につきましては、十勝の地域特性や競技施設の立地状況の優位

性を背景に、各町村で大会等の誘致が進められておりますが、個々の市町村では競技施設

や宿泊施設に限りがあり、大きな規模の大会等を誘致する上で、広域的な取り組みが必要

ということで、新設されたものです。 

 甲の役割としましては、大会開催情報の収集、共有と誘致活動、競技施設、宿泊施設等

の管内調整、施設設備の充実としております。 

 乙の役割としましては、情報共有と大会等誘致の協力、競技施設、宿泊施設等の調整に

協力、施設設備の充実とされております。 

 ４ページをご覧ください。 

 ４、産業振興でございます。 

 (1)農商工・産学官連携及び地域ブランドづくりの推進。 

 財団法人十勝圏振興機構が平成２５年４月１日に公益財団法人とかち財団に移行された

ことによる名称の変更でございます。 

 (3)企業誘致の推進につきましては、圏域への誘致を実現するための連携体制を構築す

る、の部分を削除するものでございます。これは十勝地域産業活性化協議会が平成２６年

に設立され、オール十勝の連携体制が既に構築されたため、削除するものでございます。 

 ６ページをご覧ください。 

 (8)航空宇宙産業基地構想の推進につきましては、航空宇宙産業基地に関する調査研究や

啓発活動、関係機関との連携調整などを進めることで、新設されたものでございます。 

 過日、２月２３日、十勝圏航空宇宙産業基地構想研究会臨時総会において、これまで以

上に航空宇宙産業基地への取り組みを強化するため、十勝航空宇宙産業基地誘致期成会に

移行したことを受け、オール十勝での取り組みのさらなる推進を図り、地域挙げての機運

の醸成を諮ることとしております。 

 甲の取り組みでは、期成会の事務局として取り組むとされ、乙の取り組みは、甲及び関

係機関等と連携した取り組みを進めるとしております。 

 ７ページをご覧ください。 

 別表２になります。 

 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野。 

 ３、移住・交流の促進でございます。 

 ８ページにわたりますけれども、(2)です。結婚を希望する若者の支援は、未婚化、晩婚
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化が進行し、出会いの場づくりが求められている中、北海道が推進する結婚支援ネットワー

ク構築に参画、協力し、結婚を応援する機運の醸成や、結婚支援事業の活性化を図り、結

婚を希望する若者を支援するとしております。 

 甲の役割は、結婚支援ネットワークに参画し、北海道とともに総合調整を行うほか、関

連事業の実施等に協力する。 

 乙の役割としては、結婚支援ネットワークに参画し、関連事業の実施等に協力すること

としております。 

 別表の３でございます。 

 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野。 

 ２、データ分析。 

 (1)圏域レベルのデータ集積・活用。 

 これにつきましては、国が提供する地域経済分析システム、いわゆるＲＥＳＡＳを活用

するほか、大学や金融機関等が行っている調査研究と連携し、十勝圏の現状分析を行うこ

ととするものであります。 

 甲の役割は、大学や関係機関等からなる実行委員会を組織し、事務局として分析を進め

るとし、乙の役割は、必要なデータの提供をするなど、実行委員会に協力するとしており

ます。 

 以上、定住自立圏の形成に関する協定書の主な変更点について説明させていただきまし

た。 

 この協定書の変更が認められましたら、昨年１１月に議員全員協議会でお示しした第２

期十勝定住自立圏共生ビジョン原案に修正と予算額等を加えたものの最終版を策定し、後

日、第２期十勝定住自立圏共生ビジョンをお示ししたいと考えているところでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 これは帯広市と大樹町、それぞれの町村がそれぞれ契約を締結するということなのですけ

れども、定住自立圏と、自立していくのですが、連携とか協力とかということがあって、何

かこちら側のほうが、乙のほうが協力するほうが多いかなというふうに印象としては受ける

のですけれども、例えばフードバレー十勝といったら、帯広市がやっていることかなという

ふうに私は何となくあれして、ブランド化といっても、みんなそれぞれの町村がブランド化

をやっているので、こういう形で進めていくことがどうなのでしょうね。うまく進んでいる

のでしょうか、ブランド化、それぞれの町村が。いかがでしょうか。 
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○議   長 

 黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

 定住自立圏そのものが、中心市を中心として形成するものということでございまして、

十勝はたまたま帯広市が中心にあって、ちょうど丸くなるので、形成しやすい土地柄であ

りまして、また、生活圏の中でも、私ども生活の一部が帯広と連携しているという部分も

ございますので、そういった面ではやりやすい圏域であろうかと思っております。 

 また、帯広市のやることが多くて、町村のやることが少ないのではないかというご意見

ですけれども、どうしても帯広市が中心となって事務局を持ってやっているものが多いと

いうのは確かにそのとおりかと思いますが、航空宇宙などは大樹のところに航空宇宙基地

を持ってくるということで、オール十勝で取り組もうというようなことをやっていただい

ておりますので、そういったものもあるということで、ご理解いただければと思います。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 今、同僚議員が言ったように、何かこれ、よくわからない。本当にわかっているのかな、

職員の方も含めて。何か乙と契約をする。契約事項ですから、協定といっても。中身が本当

に、これ、予算化もされるのでしょう。その予算の中身もわからないのに、協定書が先に、

これは修正箇所だというから、別にしても、本当にこれ、何かわからないんだよ。徘回した

場合のネットワークをつくるって、どことするの。まさか帯広へ行かないでしょうと。では、

更別、まだ行く可能性はあるよね、忠類。そういうのがきちっと図に示されていない。何を

やりたいのかよくわからない。現実的に本当にわからない。全員わかっているなら、もう少

しこういうことをやりたいのだよということをお示しいただきたい。これ、読ませていただ

いたのですが、啓発を行うとか、はーとかふーとか書いてあるのですよ。現実的には何の意

味を、こういうことに取り組んでいくのだよ、こういう事例ですよというものがあるのであ

れば、お嫁さんの関係もそうですよね。道に組み入れるのですよと。では情報はどういうふ

うに来るのですか。情報は道から帯広へ来るのですか。それから大樹に来るのですか。こう

いう流れが全然一つも見えない。いろいろな宇宙産業含めていろいろ出されているのです

が、流れが全然見えない。どういうことでどうなのか。現実的には、自立圏協定をすること

については、必要だというふうに判断をされたのだろうから、より良いものをつくっていた

だくには、町民にも理解をしていただかないと、これは僕はできない。課長、これを読ませ

ていただいて、全然わからないんだ、俺、現実的に。もう少し砕いてお話をいただければ、

こういうことだよということで、言えるのであれば言っていただければいいし、言えないな

ら、もう少し勉強してから、今度、協定もつくるので、予算も出るので、そのときにもう少

しお話をするというのであれば、それでよろしいので、ちょっと中身をもう少しかみ砕いて
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お願いを申し上げます。 

○議   長 

 黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

 ご質問の件でございます。協定書については、言葉を短くしておりますので、わかりづ

らいかと思いますけれども、具体的な事業の内容は、共生ビジョンで、ちょっと厚くなり

ますけれども、こちらでもう少しわかりやすいかなとは思うのですが、書いてあることは

同じようなことをもう少し具体的に書いているというようなことでございます。 

 例えば北海道でつくる結婚の組織については、では帯広市にいって、帯広市のほうから

来るのかというと、そうではなくて、やっぱり直接やるものだと思います。ただ、十勝全

体としても取り組みましょうと。帯広市としても、共生の中で、自立圏の中でも取り組も

うという、並行にやるというようなことがほとんどかなと思いますので、ここに書いてあ

ることだけをやるというものでもないですし、直接やることもいっぱいあるとは思うので

すが、そんな感じだということで、ここはこのぐらいしか説明できませんけれども、よろ

しくお願いします。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 同僚議員と関連するのですが、新規に追加をした分で、高齢者が徘回したときに捜索など

のことがあるのですが、これ、連携してやる場合と連携しない場合と、捜索の方法に、どこ

が違うのかというのを言ってもらえると、この意味合いがよくわかるのです。 

 それと、追加の部分、全部新旧対照表で下線を引いてあるのですが、一番頭のやつにも下

線が引いてあるのです。医療の(1)のところの「等」を加えたところ。なかったから、多分、

そうでないかと思ったのですが、これ、「等」が加わったことによってどこが違うか、ちょっ

とわからないのです。その２点、お願いします。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 菅議員の今のご質問についてご説明させていただきます。 

 定住自立圏につきましては、高齢者等の関係は部会等で関係者ということで私も出席さ

せていただいておりましたので、わかる範囲でお答えさせていただきたいと思います。 

 まず、高齢者の見守り、徘回の関係なのですが、昨今、認知症の方が徘回で亡くなるケー

スが多いということが定住自立圏の部会でも話題になっておりまして、特に町村をまたい

だ場合の発見方法をどうしたらいいかということが議論になりました。 

 その中で、ＳＯＳネットワーク、大樹町は大分前につくっているのですが、そもそもＳ
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ＯＳネットワークをつくっていない町村があるとか、個人の情報をどういうふうに管理す

るか。例えば大樹町ですと、ご本人からご了解をもらって、それを関係機関に流しますと

いうことで、本人からの了解をもらうのですが、例えばそれを他町村ということで個人の

情報の了解をもらうのかとか、そういったことを、今後、各町村で、圏域として十勝全体

でＳＯＳネットワークのような形でできないかということを検討しましょうということ

で、新たに新規に取り組むということになっています。 

 特に南十勝につきましては、大樹と広尾はＳＯＳネットワークのシステムがあるのです

が、更別と中札はそもそものシステムがないということで、まずそれをつくるということ

になると、各町村においてまず検討していただきたいとか、そういったような議論がなさ

れておりました。 

 そういったことも含めて、今後、そういった構築、圏域内でのネットワークの構築をし

たほうがいいのではないかということでの議論がなされたところであります。そういった

意味で、今後、引き続き新たな取り組みとして、ここの部分を新規で取り入れようという

ことに部会のほうでなりました。 

 もう一つ、救急医療体制等の確保のところなのですけれども、この「等」のところは、

昨年度、補正で認めていただきました厚生病院の支援がありまして、そういった小児とか

精神とか、そういった部分も含めての支援にということで、ここに救急センター等とか救

急医療体制等ということで、厚生病院によるそういった支援も含めるということで、文言

を修正しようということで、部会のほうでも検討された経過がございます。 

 私のほうで説明できる分としては以上でございます。 

○議   長 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 ちょっとこういう理解をしていいのかわかりませんが、僕は高齢者が徘回して行方がわか

らなくなった場合というのは、人命にかかわる問題ですから、連携システムがなくてもあっ

ても、それは町村間の連絡をとれば、いろいろ協力してもらえるのではないかというふうに、

それが自治体間の問題だと思ったのですが、これがないと、そんな話があったぞと、すーっ

と流されて、これがあれば真剣に探してくれるというふうな、そういう解釈になるものなの

でしょうかね。僕は人命的なやつは、どこまで行くかわからないから、こういうことがあっ

たと、ニュース的に情報が流れたら、それぞれが力を入れて探してくれるものでないかと思

うのですが、今まではそれがなかったので、今度、こういうことになったら積極的に協力し

てもらえるという理解をしておけばいいのか、それだけ。そうだよというならそれでいいで

す。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 
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 後者のほうで、そういうのをつくっておけば非常にスムーズにできるだろうと。ご家族

の方も、警察に捜索願を出すかどうかということで非常に迷われるケースとかもあったり

とか、いろいろなケースがあって、それぞれの場合において対応できるような形をきちん

とつくっておいたほうがいいのではないかというような議論でございます。 

○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 徘回の関係ね。この間、ＮＨＫで、職員の方は勉強しているのだろうと思うから、あえ

て言わなかったのだけれども、バーコード方式というのを取り入れられているところもき

ちっとあるのですよ。それは、きちっと靴なり服なりにすると、大樹町の安田清之さんと、

名前が出るように、もうバーコードで出されて、この間、ＮＨＫでやっていましたよ。だ

からそういう勉強をしていただいて、大樹から提案して、こういうシステムでいきましょ

うというぐらいになって、帯広に抱っこするのではなくて、我々がリーダーをとってやっ

ていただくと。机の上だけで考えてはだめです。老人を扱う上では、あらゆる人のご意見

を聞いたほうがいいですよ。特におじいちゃん、おばあちゃんと同居している方がいるの

ですから、職員の方によく言っておきますけれども、多分、課長はお父さん、お母さんと

一緒に住んでいますか。住んでいませんでしょう。そうしたら、実態がわからないでしょ

う。ですから、そういうことをしっかり職員の皆さんのそういう意見を取り入れて、こう

いう協定書を結ぶわけですから、こういうことも我々から発信していくのだというような

意気込みでないとだめなのですよ。職員が少ないではないのです。やる気の問題ですから。

現実的に本当に中身がわからないので、予算化されたときに中身はしっかり聞きますので、

説明のできるように、課長並びに担当部署の方はお願いをしておきます。予算をつけてく

るわけですから、中身はどうなって、どういう予算で、どうやって進めるのかということ

をお伺いいたしますので、よろしくお願いをしておきます。人命にかかわることだし、町

の重要な懸案事項も載っていますから、それにかかわる問題はしっかり聞かせていただき

ますので、今のところはこれでやめておきますけれども、発信をできるように、お願いを

しておきます。 

 以上、終わり。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま定住自立圏の協定の変更の内容でご意見をいただいているところでもありま

す。その中で、具体的な例の一つとして、高齢者の生活支援体制の構築というところのご

意見をいただいているところでもあります。 

 ご承知のとおり、定住自立圏につきましては、中心市であります帯広市との広域連携に

よって、地域の活性化を目指す、定住自立を進めるという考え方で、各事業が取り組まれ
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ているところでもあります。 

 今、ご意見でいただいております高齢者の生活支援という部分では、帯広市の役割、ま

た、ここの乙で書いてあります大樹町としての役割がそれぞれあろうかというふうに思い

ます。乙の役割の中でも、独自のネットワークの活用を通じてということを明記をさせて

いただいておりますが、先ほどご意見でいただきましたチップを使っての捜索というよう

なところも含めて、大樹町で導入した折には、そういう部分も含めて、提携先であります

帯広市、またはこの圏域に属する他の自治体も含めて、うちの方法が有効であれば、ぜひ

普及を図っ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。 

 また、今回、航空宇宙の関係をこの締結書に新規で盛り込むことができました。これに

よって、この定住自立圏の考え方そのものも含めて、帯広市とさらに航空宇宙の取り組み

を進める、また、管内全ての自治体が帯広市との締結の中に航空宇宙の文言が入ったとい

うことで、さらにオール十勝での取り組みが進むというふうに思っております。 

 定住自立圏、帯広市とのそれぞれの自治体の締結するようなことで、なかなか中身が理

解しづらい部分もあろうと思いますが、これに基づいて、さらに十勝一体となって、各種

の施策について共通の思いで取り組んでいくということをご理解いただければなと思って

おります。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 杉森俊行君。 

○杉森俊行議員 

 今、航空宇宙の基地の話が出たのですけれども、この航空宇宙基地の話は、私も勉強し

たのですけれども、あまり今、十勝構想とか、知事がやっている構想の中でやっている間

は、議員の方々は余りはしゃがないでやったほうがいいのではないかという話を聞いたの

です、その先生から。それはなぜかというと、産業というか、ロケットの宇宙基地の指定

は、長﨑だか佐賀県と、沖縄が手を挙げているということで、そういうものがあるので、

北のほうの人があまり騒ぎ過ぎると、構想がとられるという感じがあるので、今、知事が

やって、そして十勝のほうがやっているという感じで、大樹のほうでわーわー騒いでやる

ということはちょっと問題があるのではないかという話を私は聞いてきたのですけれど

も、それはどうなのですかね。 

○議   長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時２９分 

再開 午後 １時３３分 

 

○議   長 
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 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま定住自立圏の中の新規に加わった航空宇宙の構想の推進というところのご質問

をいただいたと思っております。 

 先ほども私も説明をさせていただきましたが、今回、航空宇宙の構想の推進ということ

が定住自立圏の中に盛り込まれました。大樹町と帯広市が、この協定の締結に基づいて、

この構想の推進に向けて進んでいくということ、そして、管内全ての自治体が帯広市との

協定の締結で、この構想について推進していくということになっていこうかと思っており

ます。 

 ご承知のとおり、大樹町、十勝に航空宇宙の産業基地を誘致しようというところの候補

地となっているところでもあります。大樹町の役割としては、同じ圏域に属する他の市町

村との連携、または大樹町が進めている運動に対しての理解をいただくということで、帯

広市とのそれぞれのこの協定に基づく航空宇宙の取り組みが他の自治体でも進んでいくの

かなというふうに思っておりますので、大樹町の役割として、そういう役割を担っていき

たいというふうに思っております。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１６号定住自立圏の形成に関する協定書の一部を変更する協定書の締

結についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 
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   ◎日程第１９ 議案第１７号 

○議   長 

 日程第１９ 議案第１７号平成２７年度大樹町一般会計補正予算（第９号）についての

件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第１７号について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、平成２７年度大樹町一般会計補正予算（第９号）をお願いするも

ので、今回は、歳入歳出でそれぞれ２億９,００４万４,０００円の追加と、繰越明許費の

追加、地方債の補正であります。 

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

ようお願いを申し上げ、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 それでは、議案第１７号平成２７年度大樹町一般会計補正予算（第９号）についてご説

明いたします。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ２億９,００４万４,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ６５億３,９３５万４,０００円とするとともに、繰越明許費、地方債の

補正を行うものでございます。 

 最初に、資料でご説明申し上げますので、６ページをお開きください。 

 なお、資料につきましては、３１ページまでと広範囲にわたりますので、事業完了や執

行見込額の精査などについては割愛をさせていただきまして、事業の追加、事業費の増減

の大きなものを中心にご説明をさせていただきますので、ご了承いただきたいと思います。 

 ６ページ。 

 最初に、議会費につきましては、不用額が６３万円の減額でございます。 

 総務費につきましては、全体で１,３１９万２,０００円の減額。 

 一般管理費、一般職給与１,５２０万円の減額は、人事異動や職員数の減によるもので、

また、あわせて財源の組み替えを行うものでございます。 

 下段の財産管理費、町有地・建物維持管理費、需用費及び委託料で９９０万円の増。需

用費につきましては職員住宅の修繕料金、委託料につきましては公共施設除排雪経費の追

加でございます。 

 ７ページをお開きください。 

 総務費、企画費、地方創生加速化交付金事業、報償費から負担金補助及び交付金まで、

９１１万円の増。財源は、全額が国・道支出金、国庫支出金でございます。国の平成２７
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年度補正予算により措置されました地方創生の関連交付金を活用する事業といたしまし

て、帯広市を中心とする観光や移住・定住促進に関する広域連携事業と、大樹町での体験

居住者等からの情報発信の誘導、芸術を志す若者に対し、仕事と芸術活動の機会を提供す

る取り組みに要する経費でございます。 

 具体的には、帯広市との連携によりまして、観光地域づくりの推進組織の設立の準備、

起業家、事業を始める方の育成であるとか、支援を行う体制の整備のほか、働く場として

の十勝の情報発信、十勝に呼び込むために必要な条件や環境についての調査研究、地域に

居住、滞在しながら、ＩＣＴ、情報通信技術を活用して仕事をする者を通じて情報発信を

行っていただくもの、また、芸術家としてまだ生計を立てることのできない若者を中心に、

大樹町に呼び込みまして、酪農ヘルパーとして働きながら創作活動を続けていけるシステ

ムについて、モデル的に実施をしてみようとするものでございます。 

 なお、後ほどご説明申し上げますが、本事業の執行につきましては、平成２８年度に繰

り越しをさせていただく予定でございます。 

 続きまして、８ページをお開きください。 

 電子計算費、庁内ＬＡＮ維持管理費、備品購入費で１１９万４,０００円の増。４月１日

からの新年度事業の開始に伴います人員の配置並びにセキュリティ対策で、今現在、予備

機を使いながら対応しているものがございます。そのため、４月１日の職員用パソコンが

不足するために、年度内に５台の追加購入を行いたいと考えるものでございます。 

 続きまして、９ページでございます。 

 ９ページの上段、行政区会館等整備事業、工事請負費で１,０８９万６,０００円の減額。

事業完了によります不用額の減額と、財源の組み替えでございますが、尾田地域コミュニ

ティセンターでございます。 

 ９ページの下のほう、選挙管理委員会費、選挙管理委員会経費、報酬から負担金補助及

び交付金まで、８万２,０００円の増でございます。このうちの委託料でございますが、公

職選挙法の改正に伴いまして、選挙人名簿に関する電算システムを改修するための経費を

計上してございます。このうち２分の１が国庫補助金で措置されるものでございます。 

 続きまして、１１ページからとなります。 

 民生費でございます。全体で１,９４９万９,０００円の減額でございます。 

 １２ページをお開きください。 

 中段の心身障害者福祉事業、旅費から扶助費まで、１９７万５,０００円の減となってご

ざいます。このうち、扶助費の１００万円の追加でございますが、訓練等給付費の不足が

見込まれることによる増額でございます。 

 １５ページをお開きください。 

 １５ページ中段の法人保育所運営事業、１３１万１,０００円の増額は、保育緊急確保事

業補助金の平成２６年度交付分の精算による還付でございます。 

 １５ページの下段から１７ページ中段にかけて、衛生費でございますが、全体で８４０
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万５,０００円の減額でございます。 

 １７ページの中段から２０ページ下段にかけまして、農林水産業費でございます。全体

で２,５４１万７,０００円の減額でございます。 

 １８ページをお開きください。 

 中段、機構集積協力金交付事業、負担金補助及び交付金で２０１万円の増。耕作者協力

金でございますが、１件、１,００５アール、１０.０５ヘクタールでございますが、この

追加で、単価は１アール当たり２,０００円、１ヘクタールに直しますと２０万円というこ

とでございます。 

 次のページ、１９ページの上段でございます。農地費、土地改良一般管理費、負担金補

助及び交付金で１,２６６万７,０００円の減額でございます。上大樹地区の２８号線で

行ってございます道営の農道整備事業でございますが、国の予算の関係で、つきが悪く、

平成２７年度事業費が見込みを大きく下回ったため、負担金を減額したものでございます。 

 ２０ページの下段から２１ページにかけまして、商工費、全体で１７０万６,０００円の

減額でございます。 

 ２１ページの下段をご覧ください。観光施設費、晩成温泉維持管理費、補償補填及び賠

償金、１１０万円の増額。昨年１２月の定例議会で補正をお認めいただきました晩成温泉

指定管理者に対します燃料代、電気料、消費税、入浴券等、かかりました経費の補填費で

ございますけれども、特に燃料費について、不足が見込まれるため、増額補正をさせてい

ただくものでございます。 

 ２２ページから２４ページ上段にかけまして、土木費、全体で４２９万円の増額でござ

います。 

 ２２ページの中段、道路維持費、町道維持管理事業、委託料で３,０００万円の増額。除

雪経費の不足が見込まれるため補正するもので、現在までの執行状況並びに過去３年程度

の２月、３月の実績を勘案し、４回分程度の出動を想定しての積算でございます。１回当

たり７００万円から８００万円程度を想定してございます。 

 続きまして、２３ページでございます。 

 中段やや下のほう、歴舟川パークゴルフ場管理事業でございます。需用費及び委託料で

２３万２,０００円の増額。このうち委託料につきましては、先にお認めをいただきました

指定管理事業者との協議に基づきまして、芝の維持管理等のための水道を増設するに当た

りまして、河川管理者との協議に必要となります図面作成のため、測量を委託するもので

ございます。 

 ２４ページをお開きください。 

 中段の消防費につきましては、全体で５４９万円の減額。 

 その下、２４ページ下段から２９ページ下段の教育費につきましては、全体で２,２４６

万２,０００円の減額でございます。 

 ２９ページをお開きください。 
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 ２９ページの下段、公債費でございます。全体で３３２万円の減額。このうち、元金、

長期債の増額補正８６万３,０００円につきましては、１０年の利率見直し方式により借り

入れしておりました地方債の借り換えに伴いまして、単年度の償還元金が増となるもので

す。元利均等でございまして、利率は下がっているのですが、その分、元金のウエートが

高くなったため、不足するというものでございます。 

 続きまして、３０ページから３１ページにかけまして、諸支出金、３億８,５８７万５,

０００円の増額でございます。各特別会計の決算見込みに伴います一般会計繰出金、補助

金等の精査によりまして減額並びに基金費の増額でございます。 

 ３１ページをお開きください。 

 上段の基金費、基金積立金、積立金、４億９,３０１万円の増額でございます。主な積み

立て先につきましては、公共施設整備基金に４億５,６６８万１,０００円、魅力あるまち

づくり推進金、ふるさと納税を積んでいるものでございますけれども、３,２５８万２,０

００円で、公共施設整備基金の積み立て財源の主なものといたしまして、町税の上振れ分

で７,０００万円程度、普通交付税の上振れ分で１億７,０００万円程度、繰越金が６,００

０万円程度のほか、歳出の減額によるものでございます。 

 以上、合計で、補正額２億９,００４万４,０００円の増額。財源内訳では、国・道支出

金９３３万２,０００円の増額。内訳といたしまして、国庫支出金につきましては４７２万

９,０００円の減額、道支出金につきましては１,４０６万１,０００円の増額、地方債が５,

６００万円の減額、その他、分担金及び負担金、使用料及び手数料、繰入金、諸収入など

でございますけれども、３,０６７万４,０００円の増額、一般財源が３億６０３万８,００

０円の増額となるものでございます。 

 続きまして、第１表、歳入歳出予算補正をご説明申し上げますので、最初に歳出でござ

いますけれども、２ページと３ページをお開きください。 

 ３ページでございます。 

 歳出合計、補正前の額６２億４,９３１万円、補正額、１款議会費から１３款諸支出金ま

で、２億９,００４万４,０００円の増、補正後の歳出合計が６５億３,９３５万４,０００

円でございます。 

 続きまして、歳入をご説明申し上げますので、１ページをお開きください。 

 歳入合計、補正前の額６２億４,９３１万円、補正額、１款町税から２１款町債まで、２

億９,００４万４,０００円の増、補正後の歳入合計が６５億３,９３５万４,０００円とな

るものでございます。 

 町税のうち、町民税の増額内訳につきましては、個人の減免課税分が２,１９４万１,０

００円、法人の現年課税分が８９１万７,０００円で、２６年度決算額に対し、個人分では

０.１％の増加、法人分では３８.６％程度の減少が見込まれるものでございます。 

 固定資産税につきましては、２６年度決算に対し１.７％の増加が見込まれるものでござ

います。 
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 地方交付税につきましては、普通交付税で２６年度より２０５万３,０００円増えて３１

億１,０７７万５,０００円で決定しております。 

 寄附金につきましては、公共施設整備のために１７件、２７７万円、地域福祉に１７件、

１８０万円、魅力あるまちづくり推進、ふるさと納税でございますけれども、２,４１１件、

３,２５８万２,００１円、航空宇宙産業誘致対策に２件、２０万円、農林水産業振興のた

めに１件、５０万円でございます。 

 続きまして、第２表、繰越明許費をご説明しますので、４ページをお開きください。 

 第２表、繰越明許費、２款総務費、１項総務管理費、事業名、地方創生加速化交付金事

業、金額９１１万円。先ほど説明いたしました国の地方創生関連の交付金を活用した広域

連携事業並びに若手芸術家を酪農ヘルパーとして雇用し、農業の担い手、定住者の確保、

芸術創作活動の支援を行う事業でございます。 

 続きまして、第３表をご説明申し上げますので、５ページをお開きください。 

 第３表、地方債補正。今回は、地方債の限度額を変更するもので、過疎対策事業債の限

度額を２,８９０万円減額し、３億９１０万円に、辺地対策事業債を２,７１０万円減額し、

２億９３０万円とするもので、起債の方法、利率、償還の方法についての変更はございま

せん。 

 いずれも起債対象事業の完了または完了見込みによる調整でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 阿部良富君。 

○阿部良富議員 

 マスコミを見てわかるとおり、毎年のようにふるさと納税というのは徐々に増えてきて

おりますが、大樹町としてはふるさと納税の返礼品としては何を出しておられるのか、そ

こら辺、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議   長 

 黒川商工観光課長。 

○黒川商工観光課長 

 大樹町の返礼品でございますけれども、チーズのセット、あるいは豚肉、あるいは牛肉

のセット、あるいはハム、ソーセージのセットなど、食品が中心でございます。海産物も

ございます。アイスクリームのセットもございます。そういった地場産品を返礼品として

おりまして、概ね送料込みまして、いただいた寄附の半額程度を返しているという状況で

ございます。 

○議   長 
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 ほかに質疑ありませんか。 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 ８ページの一番下、難視聴対策事業なのですが、これは余ったということなのですが、大

分、ほぼ解消しているでしょうか。 

○議   長 

 黒川企画課長。 

○黒川企画課長 

 ご質問の件ですけれども、難視聴対策につきましては、５カ所の集合アンテナを立てて

おりまして、そちらにつきましては、維持補修等、去年、台風でちょっとやられまして、

直したりとかということはやっているのですけれども、ここに見ている部分は、その共同

アンテナの配線をずらすための経費、道路をつくったり排水をつくったりするときのずら

すための経費なのですけれども、それに関しては、もう今年の支出見込みがないというこ

とでの減額でございます。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１７号平成２７年度大樹町一般会計補正予算（第９号）についての件

を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 休憩します。 

 

休憩 午後 ２時０４分 
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再開 午後 ２時３０分 

 

○議   長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

   ◎日程第２０ 議案第１８号 

○議   長 

 日程第２０ 議案第１８号平成２７年度大樹町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

補正予算（第２号）についての件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第１８号について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、平成２７年度大樹町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正

予算（第２号）をお願いするもので、今回は、歳入歳出それぞれ１,２３６万円の追加であ

ります。 

 内容につきましては、町民課長から説明をいたさせますので、ご審議の上、議決賜りま

すようお願いを申し上げ、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 林町民課長。 

○林町民課長 

 議案第１８号平成２７年度大樹町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第

２号）について、説明させていただきます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１,２３６万円を追加し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ９億４,８８１万１,０００円とするものです。 

 内容につきましては、事項別明細書で説明させていただきますので、１２ページ、１３

ページの歳出をお開き願います。 

 補正の内容につきましては、事業費の確定や執行見込みによるもので、財源内訳に変動

を伴うものにつきましては、必要な組み替えを行っております。 

 歳出。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正額３９万円の減。 

 ２項徴税費、１目賦課徴税費、補正額３万９,０００円の減。 

 ３項運営協議会費、１目運営協議会費、補正額１０万円の減。 

 １款の総務費につきましては、いずれも執行見込みによる減額です。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、２,１００万円の増。 

 ２目退職被保険者等療養給付費、６１０万円の減。 
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 ３目一般被保険者療養費、１０万円の増。 

 ５目審査支払い手数料、２７万円の減。 

 療養諸費全体では１,４７３万円の増となっております。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、５７０万円の増。 

 ２目退職被保険者等高額療養費、１４０万円の減。 

 ３目一般被保険者高額介護合算療養費、８０万円の減。 

 次のページに移りまして、４目退職被保険者等高額介護合算療養費、３０万円の減。 

 高額療養費全体では３２０万円の増となっております。 

 １項の療養諸費及び２項の高額療養費につきましては、給付費の動向を考慮した執行見

込みとしておりますが、保険給付の実績が高めに推移していることから、増額としており

ます。 

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金、１２６万円の増。国保該当世帯の出産予定者

が当初の見込みを上回る見込みとなったことから、増額としております。 

 ３款、１項ともに後期高齢者支援金等、１目後期高齢者支援金、２５２万２,０００円の

減。ここでは、後期高齢者医療制度により、各医療保険者が負担しなければならない支援

金を計上しておりますが、負担額の確定により減額しております。 

 ４款、１項ともに前期高齢者納付金等、１目前期高齢者納付金、３万８,０００円の減。 

 ６款、１項、１目ともに介護納付金、３４１万６,０００円の減。ここでは、介護保険第

２号被保険者の納付金を計上しておりますが、納付額の確定により減額しております。 

 ７款、１項ともに共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金、補正額７４万円の減。 

 ３目保険財政共同安定化事業拠出金、２７０万５,０００円の減。 

 １目の高額医療費拠出金及び３目の保険財政共同安定化事業拠出金については、保険者

の財政運営の安定化を図るため、全ての医療費を対象として、各保険者が国保連合会に拠

出して事業を運営しておりますが、拠出金の執行見込みにより減額しております。 

 次のページに移りまして、８款保健事業費、１項特定健康診査等事業費、１目特定健康

診査等事業費、１８万３,０００円の減。 

 ２項保健事業費、１目保健衛生普及費、１４万８,０００円の減。 

 ８款の保健事業費につきましては、執行見込みにより減額しております。 

 １０款諸支出金、２項繰出金、１目直営診療施設勘定繰出金、３４５万１,０００円の増。

この内容は、国及び道の特別調整交付金に含まれる直営診療施設分の額が決定したことか

ら、町立病院特別会計に繰り出すものでございます。 

 次に、歳入について説明をさせていただきます。 

 ６ページ、７ページをお開き願います。 

 １款保険税、１項保険税、１目一般被保険者保険税、補正額８４８万６,０００円の減。 

 ２目退職被保険者保険税、２８８万６,０００円の減。 

 保険税全体では１,１３７万２,０００円の減となっております。 
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 １款の保険税につきましては、収納実績を考慮して減額しておりますが、被保険者数の

減少が主な要因になってございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費負担金、４,６１０万７,０００円の

減。 

 ２目高額医療費共同事業負担金、１８万６,０００円の減。 

 ３目特定健康診査等負担金、２４万４,０００円の増。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金、４２２万５,０００円の減。 

 ３款、１項、１目ともに療養給付費交付金、２３３万７,０００円の減。 

 ４款、１項、１目ともに前期高齢者交付金、３,８０３万８,０００円の増。 

 ５款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費共同事業負担金、１８万６,０００円の減。 

 ２目特定健康診査等負担金、２４万４,０００円の増。 

 次のページに移りまして、２項道補助金、１目調整交付金、１,０４０万９,０００円の

増。 

 ６款、１項ともに共同事業交付金、１目高額療養費共同事業交付金、１,１００万３,０

００円の増。 

 ２目保険財政共同安定化事業交付金、４８２万６,０００円の減。 

 ８款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、５４１万９,０００円の減。３節

の一般被保険者療養給付費繰入金は、国保財政の健全化と保険税負担の軽減を目的として

繰り出しているものでございますが、１,５９９万６,０００円の減となってございます。 

 ９款、１項、１目ともに繰越金、２,６８５万５,０００円の増です。 

 １０款諸収入、１項延滞金及び加算金、１目延滞金、９万４,０００円の増。 

 ２項雑入、１目雑入、１３万１,０００円の増となっております。 

 次に、５ページ、総括の歳出をご覧いただきたいと思います。 

 歳出合計、補正前の額９億３,６４５万１,０００円、補正額、１款総務費から１０款諸

支出金まで、１,２３６万円の増、補正後の歳出合計９億４,８８１万１,０００円。 

 次に、４ページ、歳入ですが、歳入合計、補正前の額９億３,６４５万１,０００円、補

正額、１款保険税から１０款諸収入まで、１,２３６万円の増、補正後の歳入合計９億４,

８８１万１,０００円となるものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 １７ページの一番上のところです。特定健診事業ですが、大樹のほうは随分頑張っている
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のでないかという話を聞いているのですが、個人的に言えば、私もこれから受ける予定です。

日程的に３月になってしまいましたけれども、それは別にして、大樹の今の特定健診の実績

はどのぐらいになっているのでしょうか。また、管内的にはどのぐらいになっているので

しょうか、お聞かせください。 

○議   長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時４２分 

再開 午後 ２時４３分 

 

○議   長 

 再開いたします。 

 林町民課長。 

○林町民課長 

 ただいま特定健診についてのご質問をいただきました。手元に正確な数字を持ってきて

いなくて、正しい報告ができなくて申し訳ございませんが、つい先日、平成２６年度の健

診率についての公表がされておりまして、大樹町は５８％を若干上回った形で、ここ数年、

受診率については増加を示しているという状況になってございます。道内では１１番目、

管内は更別村が一番いい状況にありまして、管内２番目に大樹町が受診率が高いという状

況になってございます。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１８号平成２７年度大樹町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補

正予算（第２号）についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 
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○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

   ◎日程第２１ 議案第１９号 

○議   長 

 日程第２１ 議案第１９号平成２７年度大樹町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）についての件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第１９号について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、平成２７年度大樹町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

をお願いするもので、今回は、歳入歳出それぞれ１１３万１,０００円の減額であります。 

 内容につきましては、町民課長から説明いたさせますので、ご審議の上、議決賜ります

ようお願いを申し上げ、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 林町民課長。 

○林町民課長 

 議案第１９号平成２７年度大樹町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について、

説明させていただきます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ１１３万１,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ７,９７６万９,０００円とするものです。 

 内容につきましては、事項別明細書で説明させていただきますので、８ページ、９ペー

ジの歳出をお開き願います。 

 歳出。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正額１２万２,０００円の減。執行見

込みによる減額でございます。 

 ２款、１項、１目ともに後期高齢者医療広域連合納付金、補正額１００万９,０００円の

減。ここでは、後期高齢者医療制度の運営主体である広域連合への納付金を計上しており

ます。事務費負担金は確定により５５万８,０００円の減、保険料と保険料軽減分を合わせ

ました保険料等負担金は、見込額での計上でございますが、保険料は減額、保険料軽減分

の負担は増額となっており、全体では４５万１,０００円の減となってございます。 

 次に、歳入について説明させていただきます。 

 ６ページ、７ページをお開き願います。 

 歳入。 
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 １款、１項、１目ともに後期高齢者医療保険料、補正額５０万円の減。ここでは、後期

高齢者医療保険制度に加入している方の保険料を計上しておりますが、保険料の収納見込

みにより減額となってございます。 

 ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、補正額８６万２,０００円の減。

ここでは、事務費分と保険基盤安定繰入金として、保険料の軽減分を一般会計から繰り入

れてございますが、事務費繰入金は、歳出額の減額に伴い、９１万１,０００円の減、保険

基盤安定繰入金は４万９,０００円の増となっております。 

 ３款、１項、１目ともに繰越金、補正額２３万１,０００円の増となっております。 

 次に、５ページの総括の歳出をご覧いただきたいと思います。 

 歳出合計、補正前の額８,０９０万円、補正額、１款総務費から２款後期高齢者医療広域

連合納付金まで、補正額１１３万１,０００円の減、補正後の歳出合計、７,９７６万９,

０００円。 

 次に、４ページ、歳入でございますが、歳入合計、補正前の額８,０９０万円、補正額、

１款後期高齢者医療保険料から３款繰入金まで、１１３万１,０００円の減、補正後の歳入

合計、７,９７６万９,０００円となるものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１９号平成２７年度大樹町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 
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 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

   ◎日程第２２ 議案第２０号 

○議   長 

 日程第２２ 議案第２０号平成２７年度大樹町介護保険特別会計補正予算（第４号）に

ついての件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第２０号について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、平成２７年度大樹町介護保険特別会計補正予算（第４号）をお願

いするもので、今回は、歳入歳出それぞれ４,５９８万７,０００円の減額であります。 

 内容につきましては、保健福祉課長から説明をいたさせますので、ご審議の上、議決賜

りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 それでは、議案第２０号平成２７年度大樹町介護保険特別会計補正予算（第４号）につ

いてご説明いたします。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ４,５９８万７,０００円を減額し、歳入歳出それぞれ

６億３,０２９万３,０００円とするものです。 

 それでは、補正の内容をご説明いたします。 

 補正の内容は、年度末に伴う各事業の歳入歳出の確定や見込み等による事業費の精査で、

減額補正が主な内容となっています。 

 事項別明細書でご説明いたしますので、歳出の１０ページ、１１ページをお開きくださ

い。 

 歳出です。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目総務管理費、補正額１１２万３,０００円の減。人事

異動に伴う職員給料等の減が主なものとなっております。 

 ３項介護認定審査会費、１目介護認定審査費、補正額８万６,０００円の減。 

 ２目介護認定審査会費、４１万円の減。 

 ３目認定調査費、４万円の減。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費、補正額１,

１６０万５,０００円の減。 

 ２目居宅介護サービス計画費、１９３万６,０００円の減。 

 ３目施設サービス給付費、２,８８１万２,０００円の減。 
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 ４目福祉用具購入費、４９万６,０００円の減。 

 ５目住宅改修費、１６０万１,０００円の減。 

 次のページ、１２ページ、１３ページをお開きください。 

 ６目特定入所者介護サービス費、６８万２,０００円の増。 

 ７目審査支払手数料、４万７,０００円の減。 

 ２項高額介護サービス費、１目高額介護サービス費、９５万４,０００円の減。 

 ２目高額医療合算介護サービス費、１５万３,０００円の減。 

 ３款地域支援事業費、１項地域支援事業費、１目地域支援事業費、補正額５９万４,００

０円の増。補正の内容は、人事異動に伴う職員給料等の増額が主なものとなっております。 

 次に、６ページ、７ページをお開きください。 

 歳入です。 

 １款介護保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者介護保険料、補正額７８４万５,

０００円の減。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、補正額６０９万９,０００円

の減。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金、補正額３９４万６,０００円の減。 

 ２目地域支援事業交付金、補正額４万１,０００円の増。 

 ３款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金、補正額５７９万４,０００円の減。 

 ２項道補助金、１目地域支援事業交付金、補正額２万円の増。 

 ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、補正額１,５４８万

５,０００円の減。 

 ２目地域支援事業支援交付金、１,０００円の減。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、補正額９０９万円の減。 

 ８ページ、９ページをお開きください。 

 ８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額２２１万２,０００円の増。 

 次に、５ページをお開きください。 

 総括の歳出です。 

 １款総務費から３款地域支援事業費まで、歳出合計、補正前の額６億７,６２８万円、補

正額４,５９８万７,０００円の減、計６億３,０２９万３,０００円。 

 次に、４ページです。 

 歳入です。 

 １款介護保険料から８款繰越金まで、歳入合計、補正前の額６億７,６２８万円、補正額

４,５９８万７,０００円の減、計６億３,０２９万３,０００円となるものです。 

 以上で説明を終わります。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 
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 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２０号平成２７年度大樹町介護保険特別会計補正予算（第４号）につ

いての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

   ◎日程第２３ 議案第２１号 

○議   長 

 日程第２３ 議案第２１号平成２７年度大樹町介護サービス事業特別会計補正予算（第

４号）についての件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第２１号について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、平成２７年度大樹町介護サービス事業特別会計補正予算（第４号）

をお願いするもので、今回は、歳入歳出それぞれ３０８万９,０００円の減額であります。 

 内容につきましては、特別養護老人ホーム所長から説明をいたさせますので、ご審議の

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

○議   長 

 瀬尾特別養護老人ホーム所長。 

○瀬尾特別養護老人ホーム所長 

 議案第２１号平成２７年度大樹町介護サービス事業特別会計補正予算（第４号）につい
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てご説明いたします。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ３０８万９,０００円を減額し、歳入歳出それぞれ３億

９,４８２万５,０００円とするものです。 

 内容につきましては、事項別明細書により説明いたしますので、８ページ、９ページの

歳出をお開き願います。 

 歳出。 

 １款居宅介護サービス事業費、１項居宅介護サービス事業費、１目通所介護費、補正額

１７２万５,０００円の減でございます。主な理由としましては、３節の職員手当等の時間

外勤務手当、７節賃金の所要見込みによる減額でございます。 

 ２目介護予防支援費、補正額１６３万８,０００円の減でございます。これは職員の退職

に伴う給料の減額でございます。 

 次に、２款介護老人福祉施設事業費、１項介護老人福祉施設事業費、１目介護老人福祉

施設費、補正額２７万４,０００円の増。増額した主な理由は、２節の給料並びに３節職員

手当等、７節の賃金につきましては、給料表改定によるものでございます。また、１１節

の需用費の増額は、ボイラー等の故障による修繕にかかる経費を計上させていただきまし

た。 

 次に、６ページ、７ページの歳入をお開きください。 

 歳入。 

 １款サービス収入、１項介護給付費収入、１目居宅介護サービス事業収入、補正額７５

５万２,０００円の増。これはデイサービス利用者が増加したためです。 

 ２目介護老人福祉施設事業収入、補正額１,２０８万１,０００円の減。これは、平成２

７年度に介護報酬の改定が行われ、特別養護老人ホームの介護収入が当初の見込みより下

がったことや、入院や退所による空床期間が例年に比べ多かったことによるものです。 

 ２項予防給付費収入、１目居宅介護サービス事業収入、補正額１３８万８,０００円の減。 

 ２款分担金及び負担金、１項負担金、１目居宅介護サービス事業負担金、補正額１２４

万３,０００円の増。 

 ２目介護老人福祉施設事業負担金、補正額３８３万７,０００円の増。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、補正額８１６万円の減。 

 ４款繰越金、１項、１目ともに繰越金、補正額５９０万８,０００円の増。 

 次に、総括を説明します。 

 ５ページの歳出をお開きください。 

 歳出。 

 １款居宅介護サービス事業費と２款介護老人福祉施設事業費、歳出合計、補正前の額３

億９,７９１万４,０００円、補正額３０８万９,０００円の減、計３億９,４８２万５,００

０円となります。 

 次に、４ページの歳入をご覧ください。 
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 歳入。 

 １款サービス収入から４款繰越金まで、歳入合計、補正前の額３億９,７９１万４,００

０円、補正額３０８万９,０００円の減、計３億９,４８２万５,０００円となるものです。 

 以上で説明を終わります。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 杉森俊行君。 

○杉森俊行議員 

 需用費ということで、修繕費となっているのですけれども、これはボイラーを直したと

いうことなのですけれども、このボイラーというのは、普通、一般のボイラー、老人ホー

ムとしては７０万円ぐらいでおさまるのですかね。そこのところ、きちんと教えてもらい

たいのですけれども。 

○議   長 

 瀬尾特老所長。 

○瀬尾特別養護老人ホーム所長 

 水漏れの修理ですとか、温水器のパッキンの交換とか、給湯ヘッダーの交換ということ

で、約これぐらいかかっているというところです。 

○議   長 

 杉森俊行君。 

○杉森俊行議員 

 ということは、全部を直したわけでなくて、ところどころ直したというわけですか。わ

かりました。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 
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 これより、議案第２１号平成２７年度大樹町介護サービス事業特別会計補正予算（第４

号）についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

   ◎日程第２４ 議案第２２号 

○議   長 

 日程第２４ 議案第２２号平成２７年度大樹町公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）についての件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第２２号について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、平成２７年度大樹町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

をお願いするもので、今回は、歳入歳出それぞれ４,６６５万７,０００円の減額と地方債

の補正であります。 

 内容につきましては、水道課長から説明をいたさせますので、ご審議の上、議決賜りま

すようお願いを申し上げ、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 鈴木水道課長。 

○鈴木水道課長 

 それでは、議案第２２号平成２７年度大樹町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

につきまして説明させていただきます。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ４,６６５万７,０００円を減額し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ３億４,３７４万３,０００円とするものでございます。 

 この補正に伴いまして、第２条では地方債を変更する内容となってございます。 

 内容につきましては、事項別明細書で説明させていただきますので、９ページ、１０ペー

ジの歳出をお開き願います。 

 ３、歳出。 

 １款管理費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正額６１万２,０００円の減。 

 ２目普及推進費、４１万６,０００円の減。このうち、１９節の水洗便所設置補助金は、

既設トイレの改造による設置件数が少なかったことによる減額でございます。 

 ２項施設管理費、１目管渠管理費、１３０万３,０００円の減。 
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 ２目処理場管理費、２７万１,０００円の減。 

 ３目個別排水管理費、６３万８,０００円の減。 

 ２款事業費、１項下水道整備費、１目下水道建設費、３,７１５万２,０００円の減。こ

れにつきましては、２節給料から、１２ページ上段の１５節工事請負費までの補正となっ

てございますが、１３節委託料と１５節工事請負費につきましては、終末処理場の長寿命

化工事に係るもので、歳入のほうになりますけれども、国庫補助金の割当額が減額になり、

事業メニューの配分を道と協議の上調整し、１３節の中の基本設計及び建設工事委託業務

では４５７万９,０００円の増、実施設計委託業務では６００万円の減。この実施設計業務

につきましては、２８年度で改めて予算計上をお願いし、実施予定となっております。 

 １２ページをお開き願います。 

 １２ページ上段の１５節では、終末処理場の施設更新工事で３,５００万円の減。この更

新工事につきましては、ポンプなどの防蝕工事でございましたが、減とし、２９年度以降

の補助事業メニューで実施予定をしているところでございます。 

 左の１１ページ中段にいきまして、２項個別排水処理施設整備費、１目個別排水処理施

設建設費、６２０万５,０００円の減。 

 ３款、１項ともに公債費で、２目利子、６万円の減。 

 次に、７ページ、８ページをお開き願います。 

 ２、歳入。 

 １款分担金及び負担金、１項負担金、１目公共下水道負担金、補正額１２万円の増。こ

れにつきましては、受益者負担金ですけれども、全納する方が見込みより多かったため、

増額となります。 

 ２目個別排水処理事業受益者分担金、１８万円の減。これにつきましては、２件分の分

担金を減額するものでございます。 

 ２款使用料及び手数料、２項手数料、１目公共下水道手数料、３,０００円の増。 

 ２目個別排水処理施設手数料、２,０００円の減。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道国庫補助金、１,９５４万１,０００円の

減。これにつきましては、終末処理場の長寿命化工事に係る国庫補助金で、国からの配分

額が減ったことにより減額となるものでございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、１,０４７万５,０００円の減。

これにつきましては、下水道事業の事業費確定見込みにより、充当金としての繰入金が減

額となるものでございます。 

 ５款、１項、１目ともに繰越金で、４８１万５,０００円の増。 

 ６款、１項ともに町債で、１目下水道事業債、１,９９０万円の減。 

 ２目過疎対策事業債、１５０万円の減。これら地方債につきましては、終末処理場の長

寿命化工事及び個別排水処理施設の設置事業費の確定により、それぞれ減額となるもので

ございます。 
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 ７款諸収入、１項、１目ともに雑入で、３,０００円の増。 

 次に、６ページ、総括の歳出をお開き願います。 

 総括の歳出で、補正前の額３億９,０４０万円、補正額、１款管理費から３款公債費まで、

４,６６５万７,０００円の減、補正後の歳出合計３億４,３７４万３,０００円。 

 続きまして、歳入をご説明いたしますので、５ページをご覧いただきたいと思います。 

 歳入合計、補正前の額３億９,０４０万円、補正額、１款分担金及び負担金から７款諸収

入まで、４,６６５万７,０００円の減、補正後の歳入合計３億４,３７４万３,０００円と

なるものでございます。 

 次に、３ページの第２表、地方債補正をお開き願います。 

 第２表も、地方債補正。 

 今回の補正につきましては、既定の地方債の限度額を変更するもので、起債の目的の下

水道事業債は４,３５０万円を２,３６０万円に、過疎対策事業債は２,１２０万円を１,９

７０万円とするものでございます。 

 起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と同様でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２２号平成２７年度大樹町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 
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   ◎日程第２５ 議案第２３号 

○議   長 

 日程第２５ 議案第２３号平成２７年度大樹町水道事業会計補正予算（第３号）につい

ての件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第２３号について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、平成２７年度大樹町水道事業会計補正予算（第３号）をお願いす

るもので、第２条の収益的収入及び支出では、収入が２,５７２万５,０００円の増額、支

出が４０７万４,０００円の減額、第３条の資本的収入及び支出では、収入が１０９万５,

０００円、支出が１,３０２万６,０００円のそれぞれ減額、第４条の議会の議決を経なけ

れば流用することのできない経費である職員給与費を１５万７,０００円減額、第５条で

は、他会計からの補助金を１億７５３万５,０００円に改め、第６条では、棚卸資産の購入

限度額を１,０１５万９,０００円に改めるというものであります。 

 内容につきましては、水道課長から説明をいたさせますので、ご審議の上、議決賜りま

すようお願いを申し上げ、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 鈴木水道課長。 

○鈴木水道課長 

 それでは、議案第２３号についてご説明させていただきます。 

 平成２７年度大樹町水道事業会計補正予算（第３号）についてですが、今回の補正は、

年度末に伴う事業費の精査による補正でございます。 

 第２条の収益的収入及び支出では、過年度分損益勘定留保資金を３,６０５万１,０００

円に改めることとし、補正額は、収益的支出を４０７万４,０００円減額し、収益的収入は

２,５７２万５,０００円を増額するものでございます。 

 第３条の資本的収入及び支出では、過年度損益勘定留保資金を２億６８６万９,０００円

に改めることとし、補正額は資本的支出を１,３０２万６,０００円減額し、資本的収入は

１０９万５,０００円減額するものでございます。 

 次に、２ページをお開き願います。 

 第４条では、議会の議決を経なければ流用することができない経費の職員給与費を１５

万７,０００円減額し、２,９６２万４,０００円に改め、第５条では、他会計からの補助金

を１億７５３万５,０００円に改め、第６条では、棚卸資産の購入限度額を１,０１５万９,

０００円に改めるものでございます。 

 内容につきましては、事項別明細書で説明させていただきますので、１２ページ、１３
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ページをお開き願います。 

 収益的収入及び支出の支出の部。 

 １款水道事業費用、１項営業費用、１目原水及び浄水費、補正予算額３１６万３,０００

円の減。 

 下にいきまして、２目配水及び給水費、４万８,０００円の減。 

 ３目総係費、８６万３,０００円の減。ここでは、給料から１５ページ最後の委託料まで

となりますが、職員の異動に伴い人件費が増減するものと、１５ページの最下段になりま

すけれども、委託料の市街地区の検針業務では、時間単価の改定により増額となるもので

ございます。 

 次に、１０ページ、１１ページをお開き願います。 

 収益的収入及び支出の収入の部。 

 １款水道事業収益、１項営業収益、１目給水収益、補正予算額２,２００万円の増。これ

につきましては、水道使用料でございますが、４月から本年１月までの実績と、２月、３

月は例年の実績を考慮しまして使用料を増額とするものでございます。 

 ２目手数料、１８万６,０００円の増。 

 ３目負担金、１８万４,０００円の減。 

 ２項営業外収益、１目受取利息及び配当金、７万５,０００円の増。 

 ２目一般会計補助金、５万３,０００円の増。 

 ３目長期前受金戻入、３５９万５,０００円の増。 

 損益勘定留保資金、２,９７９万９,０００円の減。 

 次に、１８ページ、１９ページをお開き願います。 

 資本的収入及び支出の部。 

 １款資本的支出、１項建設改良費、１目固定資産取得費、補正予算額９９９万７,０００

円の減。ここでは、給料から工事請負費までの補正でございますが、工事請負費の電気計

装設備更新工事では、設計時における事業費の精査と、入札による執行残により減額とな

るものでございます。 

 次に、２０ページ、２１ページをお開き願います。 

 ２目消火栓整備費、７万円の減。 

 ２項、１目ともに配水管補償工事費で、７３万８,０００円の減。 

 ３項、１目ともに量水器整備事業費で、２２２万１,０００円の減。 

 次に、１６ページ、１７ページをお開き願います。 

 資本的収入及び支出の収入の部。 

 １款資本的収入、１項、１目ともに工事補償金、補正予算額５８万５,０００円の減。こ

れにつきましては、配水管移設工事の事業費確定により減額となるものでございます。 

 ２項、１目ともに工事負担金、５１万円の減。これにつきましては、老朽消火栓更新工

事の事業費確定により減額となるものでございます。 
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 損益勘定留保資金、１,１９３万１,０００円の減でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２３号平成２７年度大樹町水道事業会計補正予算（第３号）について

の件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

   ◎日程第２６ 議案第２４号 

○議   長 

 日程第２６ 議案第２４号平成２７年度大樹町立国民健康保険病院事業会計補正予算

（第２号）についての件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議題となりました議案第２４号にいて、提案理由のご説明を申し上げます。 

 本件につきましては、平成２７年度大樹町立国民健康保険病院事業会計補正予算（第２

号）をお願いするもので、第２条、収益的収入及び支出では、収入支出ともに６,３９０万

円の減額、第３条の資本的収入及び支出では、収入が２,５２６万１,０００円、支出が２,

７３４万１,０００円のそれぞれ減額、第４条は継続費の、第５条は企業債の補正でありま
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す。第６条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費である給与費を４,４５

０万円減額、第７条、他会計からの補助金を３億円に、第８条、棚卸資産の購入限度額を

１億４,０５８万円に改めるというものであります。 

 内容につきましては、町立病院事務長から説明をいたさせますので、ご審議の上、議決

賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 伊勢病院事務長。 

○伊勢病院事務長 

 議案第２４号平成２７年度大樹町立国民健康保険病院事業会計補正予算（第２号）につ

いてご説明いたします。 

 今回の補正は、収益的収支において、実績見込みから給与費、材料費、経費、医療外費

用の減額をお願いし、収入支出ともに６,３９０万円の減額をするものであります。 

 また、資本的収支において、建設改良費の事業費確定と、看護師就業支援金貸付金の確

定により、収入で２,５２６万１,０００円、２,７３４万１,０００円、それぞれ減額の補

正をお願いするものであります。 

 １ページをご覧ください。 

 第１条、平成２７年度大樹町立国民健康保険病院事業会計補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。 

 第２条、平成２７年度大樹町立国民健康保険病院事業会計予算（以下「予算」という。）

第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 収入、第１款病院事業収益、支出、第１款病院事業費用、ともに補正予定額６,３９０万

円の減とするものであります。 

 第３条、予算第４条本文括弧書き、資本的収入が資本的支出に対して不足する額２７０

万円を６２万円に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 収入、第１款資本的収入、補正予定額２,５２６万１,０００円の減。 

 支出、第１款資本的支出、補正予定額２,７３４万１,０００円の減。 

 ２ページをご覧ください。 

 第４条、予算第５条に定めた補正前の継続費総額と、平成２７年度の年割額をともに２,

５４０万円減額し、総額を１５億５,２５９万５,０００円、平成２７年度の年割額を６,

１７０万円とするものであります。 

 第５条、予算第６条に定めた補正前の企業債限度額を１,２９０万円減額し、３,３４０

万円とするものであります。 

 起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と同じであります。 

 第６条、予算第８条で定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次

のように改める。 

 給与費、補正予定額４,４５０万円の減、計６億９８６万円。 
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 第７条、予算第９条に定めた他会計からの補助金を５,０００万円減額し、３億円に改め

る。 

 第８条、予算第１０条に定めた棚卸資産購入限度額を５００万円減額し、１億４,０５８

万円に改める。 

 内容につきましては、事項別明細書で説明させていただきますので、１３ページ、１４

ページをご覧ください。 

 収益的収支の支出の部。 

 第１款病院事業費用、第１項医業費用、内訳は、１目給与費で４,４５０万円の減。これ

は、当初予算で見込んでいた医師１名の採用ができなかったこと、年度途中で看護師の退

職があったことなどによるものであります。 

 ２目材料費、５００万円の減。内訳は、診療材料費で４００万円、給食材料費で１００

万円の減となっております。 

 １５ページ、１６ページをご覧ください。 

 ３目経費、１,３４０万円の減は、旅費、交通費から委託料まで、執行見込みによる減額

であります。なお、委託料では、一部医療機器の保守につきまして、フルメンテナンス契

約から故障時に対応となるスポット保守に切りかえたことから、減額となっております。 

 ２項医業外費用、１目支払利息及び企業債取扱諸費、１００万円の減。これは平成２４

年度から２６年度に借り入れた企業債利息の確定による減、一時借入金の借り入れがなく、

利息の支出見込みがないことから、減額するものであります。 

 １１ページ、１２ページをご覧ください。 

 収入の部。 

 第１款病院事業収益、第１項医業収益、１,３２０万円の減。実績見込みから、外来収益

を１,３２０万円減額するものであります。 

 第２項医業外収益、２目他会計負担金、７０万円の減。企業債利息の減額に伴い、一般

会計からの負担金を減額するものであります。 

 ３目他会計負担金、５,０００万円の減。支出の部において、病院事業費用が減額となり

ましたので、一般会計からの補助金を減額するものであります。 

 続きまして、１９ページ、２０ページをご覧ください。 

 資本的収支の支出の部。 

 第１款資本的支出、第１項建設改良費、２,５７９万１,０００円の減。これは、医療機

器等の購入と、外構工事の事業費確定による減であります。 

 第２項貸付金、１５５万円の減。看護師就業支援金貸与金の確定による減であります。

平成２７年度は１件、１１５万円の貸し付けとなっております。 

 １７ページ、１８ページをご覧ください。 

 収入の部。 

 第１款資本的収入、第１項一般会計負担金、１,２８９万１,０００円の減。 
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 第２項企業債、１,２９０万円の減。医療機器等の購入費外構工事の事業費確定による減

を反映し、減額するものであります。 

 第３項貸付金返還金、５３万円の増。看護師就業支援金貸与金の返還であります。平成

２６年４月に採用した看護師１名が２７年４月に退職し、３年以上という規定の勤務年数

に達しなかったことから、全額返金したものであります。 

 損益勘定留保資金、２０８万円の減。これは看護師就業支援金貸与金の確定によるもの

で、支出の部の貸与金１５５万円の減額分と、収入の部の返還金５３万円を合わせた額を

減額しております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 髙橋英昭君。 

○髙橋英昭議員 

 給与費で４,４５０万円が不用になったわけですけれども、その中身は、医師が補充でき

なかったということが大きな原因でございます。その中にあって、看護師が退職されてい

るということなのですけれども、全部で何名退職されたのですか。 

○議   長 

 伊勢病院事務長。 

○伊勢病院事務長 

 看護師の退職の人数でありますが、２７年度におきましては５名の看護師が退職してお

ります。 

○議   長 

 髙橋英昭君。 

○髙橋英昭議員 

 それは２月末というか、１日時点ですね。今回も１名退職していますよね、２月２９日

付で。そうしたら６名ですね。 

○議   長 

 伊勢病院事務長。 

○伊勢病院事務長 

 ２月２９日付で退職した看護師も含めまして５名となっております。 

○議   長 

 髙橋英昭君。 

○髙橋英昭議員 

 ５名の看護師が退職したわけですけれども、そういったことで、要員不足だとか、ほか
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の方に過重になっている、そういったことはないのでしょうか。 

 それと、そういった退職が非常に多いわけですけれども、何か問題があるのですか。 

○議   長 

 伊勢病院事務長。 

○伊勢病院事務長 

 看護師数が不足することによりまして、夜勤の回数ですとか、その辺を調整することが、

結構やりくりが大変となっている状況であります。（髙橋議員「退職した理由は何でしょ

うか」と呼ぶ） 

 失礼しました。退職した理由でありますが、まず、体調の不良によるという部分もあり

ますし、自己都合で大樹を離れるという方もいらっしゃる、そのような理由であります。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２４号平成２７年度大樹町立国民健康保険病院事業会計補正予算（第

２号）についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎散会の宣告 

○議   長 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

散会 午後 ３時３９分 
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開議 午前１０時００分 

 

    ◎開議の宣告 

○議   長 

 ただいまの出席議員は１２名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

○議   長 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、議長において、 

 ７番 髙 橋 英 昭 君 

 ８番 安 田 清 之 君 

 ９番 志 民 和 義 君 

を指名いたします。 

 

    ◎日程第２ 平成２８年度町政執行方針及び教育行政執行方針 

○議   長 

 日程第２ 平成２８年度町政執行方針及び教育行政執行方針について、町長及び教育長

から発言を求められておりますので、これより発言を許します。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま議長よりお許しがありましたので、私から平成２８年度各会計予算に対する執

行方針と主要施策について申し上げます。 

 初めに、平成２８年度各会計予算案の審議に当たり、その概要と町政運営の基本方針並

びに主要施策について私の所信を申し上げます。 

 私は、住民の皆様から負託をいただき、昨年５月から町長として、第５期大樹町総合計

画の理念である「活力とやすらぎあふれるまちづくり」に取り組んでまいりました。この

間、多くの皆様の声をお聞かせいただき、職員とともに知恵を絞り、大樹町まち・ひと・

しごと創生総合戦略の策定や、私が掲げた公約実現に向けた検討を進めてきたところであ

ります。今回ご提案申し上げる新年度予算案は、私の町長としての初めての本格予算であ

り、議員並びに住民の皆様のご支援をいただきながら全力で取り組んでまいりますので、

ご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げます。 

 基本認識といたしまして、国内外の経済情勢は、世界経済を牽引してきた中国経済の減

速や原油価格の低迷などによる米国経済の景気後退リスクの懸念など、先行きに不透明感
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が見られます。国内においては、アベノミクス効果による企業収益や雇用の改善などが見

られますが、実質賃金は減少となるなど、収益の向上が必ずしも投資や消費行動に結びつ

いていない状況にあり、また、人口減少と少子高齢化の同時進行、国の長期債務の膨脹、

来年４月の消費税率改定に伴う影響の懸念など、様々な内政課題や不安も抱えておりま

す。このため、国の平成２８年度予算案においては、１億総活躍社会と経済再生と財政健

全化の両立を目標に掲げ、その実現に向けて邁進するとされました。 

 大樹町の社会経済の状況を見ますと、２０１５年の国勢調査人口の速報値は５,７３４

人で、５年前より２４３人、４.１％減少していますが、減少率は道内１７９市町村中３

５番目に低く、産業振興対策や保健福祉、医療の充実などの取り組みが一定程度奏功して

いるものと考えております。しかしながら、本町を支える第１次産業への大きな影響が危

惧されるＴＰＰへの対応、少子高齢化対策や雇用の場の創出、老朽化が進む社会基盤の整

備など、喫緊の課題も山積しておりますので、限られた予算の効率的配分と執行、持続性

の高い財政運営を念頭に町政の執行に取り組んでいく所存であります。 

 平成２８年度の予算編成方針でありますが、国は、まち・ひと・しごと創生総合戦略や

経済と財政の一体的な再生を目指す経済・財政再生計画などの取り組みにより、地域や中

小企業、小規模事業者も含めた経済の好循環のさらなる拡大を実現するとしています。 

 一方、「平成２８年度の地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等」の中で、日本経

済は緩やかな回復基調にあるものの、個人消費の回復や生産活動など、地方によっては経

済環境に厳しさがあるとの見解も示しており、平成２８年度の地方一般財源総額について

は前年水準を維持することとしております。しかし、自主財源基盤の脆弱な地方公共団体

にとって、社会保障の充実や経済の雇用の裾野を広げる産業の育成、安全・安心な住民生

活の提供に要する財源を十分に確保することは困難であり、住民や企業との連携、協働が

不可欠です。 

 第５期大樹町総合計画に掲げるまちづくりの具現化や、大樹町まち・ひと・しごと創生

総合戦略に基づく地方創生を着実に推進するためには、透明性の高い行政運営と住民対話

の拡充、十分な将来展望に基づく効率的な施策の組み立てと執行、機動性と持続性の高い

財政運営が不可欠と考えていることから、これらの視点に基づき、平成２８年度の予算編

成を進めてまいりました。 

 この結果、平成２８年度の一般会計及び７特別会計予算の総額は１０４億３,８６１万

円、対前年比２億５,４９１万円の増、率にして２.５％の増、一般会計は６１億８,２０

０万円、対前年比３億３,９００万円の増、５.８％の増、特別会計は４２億５,６６１万

円、対前年比８,４０９万円の減、１.９％の減となりました。 

 一般会計歳入予算の財源については、一般財源４５億８５１万４,０００円、構成比で

７２.９％、特定財源１６億７,３４８万６,０００円、構成比で２７.１％であります。 

 町税につきましては、過去の収納状況等を勘案し、予算計上額の精度を高めることによ

り、決算額との乖離縮小を図りました。 
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 地方交付税につきましては、地方財政計画や今年度決定額などを勘案し、総額を８,０

００万円の増で計上をいたしました。 

 国庫支出金につきましては、年金生活者等臨時福祉給付金事業の実施や土木車両更新な

どにより約７,０００万円、道支出金につきましては、中山間地域等直接支払交付金の当

初予算計上や造林事業補助金などにより約１億１,８００万円、それぞれ増額計上してお

ります。 

 繰入金につきましては、ふるさと納税を原資とする魅力あるまちづくり推進基金から、

寄附の返礼品の購入のほか、募集時に使用目的としてお示しをしている子育て支援対策や

宇宙のまちづくりなどに２,５７０万円、公共施設整備基金から生涯学習センター施設の

整備に４,７００万円、晩成温泉施設整備基金から晩成温泉施設の整備に７７０万円を繰

り入れいたします。 

 歳出につきましては、中山間地域等直接支払交付金事業の当初予算への計上や生涯学習

センター整備などにより、普通建設事業費が約１億４００万円、橋梁長寿命化点検や町有

建物の解体などにより物件費が約１億６,５００万円、消防広域化に伴う南十勝消防事務

組合の解散による起債償還の引き継ぎなどにより公債費が約３,８００万円の増となって

おります。また、病院改築事業の完了や消防事務組合の起債償還の引き継ぎに伴い、補助

費等が約８,０００万円の減となりました。 

 平成２８年度の主要施策ですが、次に、予算編成方針に基づき、平成２８年度予算に計

上した事業の主なものにつきまして、総合計画の５つの基本目標に沿って順次ご説明を申

し上げます。 

 第１は、「人と自然にやさしいまちづくり」であります。 

 道路関係につきましては、適正な維持管理業務とともに、町道改良舗装工事と次年度以

降の整備予定路線の調査設計を行い、生活環境基盤の計画的整備と地域の建設業の振興を

図ってまいります。 

 橋梁につきましては、安全性確認のための定期点検調査を行うとともに、危険性が確認

されているものについて改修を進めてまいります。 

 地球環境の保全や低炭素社会の実現に対する関心が高まっていることから、バイオマス

エネルギーの利活用を図ってまいります。 

 町営住宅の建て替えにつきましては、公営住宅等長寿命化計画や都市計画マスタープラ

ンに基づくコンパクトなまちづくりの実現に向けて、新たに、一部町産材を活用する寿町

団地１号棟の建設や日方団地の調査測量など、次年度以降も計画的に進めてまいります。 

 既存の町営住宅につきましては、屋根の張り替えや塗装などを実施し、適切な維持管理

に努めてまいります。 

 引き続き、住宅リフォーム支援事業を実施し、住宅の長寿命化、省エネルギーの推進や

住環境の向上、町内業者の受注による地域経済の活性化を図ってまいります。 

 交通事故防止や防犯などの地域安全対策につきましては、広尾警察署を初め交通安全推
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進委員会などの関係団体と連携し、広報活動や街頭指導などによる各種啓発活動に努めて

まいります。 

 消防力の強化や救急対応の迅速化を目的に、新年度から、十勝１９市町村で組織すると

かち広域消防事務組合による消防業務がスタートをいたします。これに伴い、地域の消防

力の中核を担う大樹消防団は町の組織となりますが、引き続き住民の安心・安全な生活が

確保されるよう、大樹消防署や関係機関との一層の連携強化を図ってまいります。 

 防災対策につきましては、コミュニティ助成事業などを通じて防災意識を高める地域活

動等への支援を行うほか、国、道などの関係機関や町内各団体と連携し、様々な状況に応

じた防災対策を講じるとともに、広報活動や防災訓練を行ってまいります。 

 震災に強いまちづくりを推進するため、戸建て住宅の耐震診断及び耐震改修を支援する

制度を継続してまいります。 

 第２は、「安心と支えあいのまちづくり」です。 

 住民一人ひとりが健やかに安心して暮らすためには、心身の健康が第一です。引き続き、

将来を担う子どもの生活習慣病健診に取り組み、早期から生活習慣病の発症予防ができる

よう保健指導の充実に努めてまいります。 

 特定健診受診率向上のため受診勧奨を継続するとともに、国民健康保険以外の方の保健

指導について検討を進めてまいります。 

 効率的に糖尿病予備軍を早期発見するため、新年度から新たな検査を組み込んでまいり

ます。 

 不妊治療につきましては、国の助成枠の拡大に合わせて町負担分の増額を行うととも

に、新たに男性不妊症の治療についても助成を行ってまいります。 

 新年度から日本脳炎の予防接種が定期接種になるため、所要の予算を計上しておりま

す。 

 子育て支援につきましては、大樹福祉事業会が運営する北保育園と南保育園が本年４月

から認定こども園に移行することとなりますが、運営費等の必要な経費の助成を継続して

まいります。 

 町内こども園の保育部門につきましては、入園希望が多く、４月当初の段階で定員を超

過する可能性があることから、待機児童の発生を防ぐ受け皿として、尾田認定こども園の

増築に向けた準備を進めてまいります。 

 入園できなかった児童が子育て支援センターで実施している一時預かり保育を利用す

る際の利用料の一部助成を実施いたします。 

 高齢者施策につきましては、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年に向けて、高齢

者お一人お一人が住みなれた地域で安心して暮らせるよう、社会福祉協議会や町内会、ボ

ランティアなど、関係する団体との連携を図り、互いに支え合う福祉のまちづくりを推進

してまいります。 

 国において、低所得の高齢者を対象として年金生活者等支援臨時福祉給付金を実施する
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こととなったため、所要の予算を計上しています。 

 障がい者、高齢者の方を対象とした緊急通報システムにつきましては、消防の広域化に

併わせて新たなシステムに更新をいたしますが、今まで同様にご利用いただけるよう対応

してまいります。 

 医療給付事業につきましては、心身障害者、ひとり親家庭、乳幼児及び児童の医療費助

成を継続してまいります。 

 第３は、「夢を育み学びの意欲を高めるまちづくり」であります。 

 一昨年改正された地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、昨年７月に設置

しました大樹町総合教育会議において大樹町教育大綱を定めておりますので、教育委員会

と連携し、この推進を図ってまいります。 

 大樹高等学校につきましては、新年度も１学年２クラスの体制を維持できる見込みであ

りますが、生徒はもちろん、保護者や住民、地域社会にとって大切な学校であることから、

引き続き、高校や教育委員会、関係団体等と連携し、生徒の確保と魅力向上に対する支援

を行ってまいります。 

 第４は、「資源を豊かさにつなげるまちづくり」であります。 

 地域経済を支える産業の育成と振興ですが、基幹産業である農林水産業につきまして

は、生産基盤整備を継続して進めるとともに、農・畜・水産物の付加価値の向上や生産効

率の向上、資源の維持確保に向けた取り組みを推進してまいります。 

 農業においては、国は、食料・農業・農村基本計画に基づき、農業を成長産業と位置づ

け、持続的発展や食料の安定供給確保に資する施策を行うとしております。また、昨年１

０月５日のＴＰＰ大筋合意を受け、様々な影響に対する国民不安を解消するため策定され

た総合的なＴＰＰ関連政策大綱においても、農業経営の体質強化などの各種対策が盛り込

まれておりますので、町単独事業との連携、調整を図るとともに、これらの事業も活用し

ながら持続的な農業振興に取り組んでまいります。 

 北海道中山間地域等直接支払推進事業により、引き続き、農業生産の維持と農業地域の

多面的機能の保全を図ってまいります。 

 畜産の振興につきましては、雌判別精液産子確保事業、和牛繁殖増頭支援事業などによ

り生産体制の強化を支援してまいります。 

 農地基盤整備につきましては、畜産担い手育成総合整備事業や小規模な明渠・暗渠排水

路の整備、心土破砕などを支援してまいります。 

 農地等交換分合事業につきましては、尾田方面の取り組みを協議をしており、分散して

いる農地の集約化に努めてまいります。 

 増え続ける鳥獣被害につきましては、有害鳥獣被害対策協議会を通じて各種被害対策を

講じてまいります。 

 平成２９年度に農業振興地域整備計画の全体的な見直しを行うため、新年度から原案づ

くりなどに着手いたします。林業につきましては、カラマツ材などの地域材の利用を促進
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するため、公共建築物への利用や木質バイオマスのエネルギー利用等を推進してまいりま

す。 

 新たに林業担い手推進員として地域おこし協力隊１名を採用し、林業技術、森林につい

ての知識習得を促すとともに、地域活動への積極的な参画などを通じて定住を図ってまい

ります。 

 水産業につきましては、昨年９月下旬から１０月にかけて低気圧や台風被害が相次ぎ、

大宗漁業である秋さけ定置網漁業や漁港施設に甚大な被害が生じたことから、災害資金の

借り入れに対する利子補給や、設備修繕などに対する支援を行ってまいります。 

 漁港施設につきましては、国や道などの関係機関と連携しながら整備を進めております

ので、老朽化した施設等の整備に伴う地元負担金を計上しております。 

 大樹漁協青年部が主体で行っている生花苗沼しじみ保存会活動への支援やホッキ漁場

の探索、資源調査など、栽培漁業の推進や資源管理型漁業の強化に努めてまいります。 

 商工業は、住民の暮らしや地域の雇用を支える大きな役割を担っています。人口減少、

後継者不足などにより厳しい経営環境に置かれている商工業者を支援するため、中小企業

特別融資の枠を拡大するとともに、公庫資金を含め、利子補給の対象を拡大いたします。 

 当町の観光の中軸として多くのファンを持つ晩成温泉は、開設以来３６年が経過し、施

設の老朽化対策が急務と考えていますので、長期的な視点に立って、あり方を検討してま

いります。 

 空き店舗の活用や魅力ある商店街づくり、地場産品の高度利用や販路拡大に取り組む事

業者を支援するため、起業家等支援事業や地場産業振興奨励事業の活用を促進してまいり

ます。 

 ふるさと納税を活用しながら、特産品のＰＲと販売拡大を図ってまいります。 

 消費者行政につきましては、悪質商法などによる被害が複雑かつ多様化していますの

で、消費生活相談や広報活動の実施、消費者協会や関係機関との連携強化など、消費者の

保護と被害防止に努めてまいります。 

 第５は、「交流と協働で進めるまちづくり」です。 

 地域間交流につきましては、姉妹都市相馬市や友好都市、群馬県吉岡町、新たに宮城県

角田市が加わり、国内７市町となる銀河連邦のほか、昨年、友好交流協定を締結した台湾

高雄市大樹區など、今まで培ってきた人や地域との友好を一層深めてまいります。 

 移住や定住の促進につきましては、空き家情報登録制度などの充実を図るとともに、

オール十勝で行う移住・定住施策のほか、都市の若者が農業担い手となる仕組みづくりに

取り組んでまいります。 

 行財政改革につきましては、新年度から新たな組織機構となりますが、事務事業の効率

性を高め、住民サービスの一層の向上が図られるよう、引き続き、組織運営の在り方や事

務事業の点検を行ってまいります。 

 職員管理につきましては、政策・専門実務等の研修会や帯広市と町村会が開催する合同
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研修などへの参加を促し、知識を深め、広い視野を持った職員の育成を図るとともに、地

方公務員法の改正に伴い、新年度から人事評価制度を導入いたします。 

 航空宇宙産業の誘致や実験支援の取り組みは、ＪＡＸＡや大学、関連企業等が行う各種

実験や、町内宇宙関連企業が行うロケット開発実験などにより、地域活性化に確かな効果

をもたらしていますので、引き続き支援をしてまいります。 

 宇宙交流センター「ＳＯＲＡ」の視察受け入れや宇宙関連講演会、７月に多目的航空公

園で開催が予定されているグルメグランプリなどのイベントを通じて広報活動を行って

まいります。 

 オール十勝で組織していた十勝圏航空宇宙産業基地構想研究会は、先日、とかち航空宇

宙産業基地誘致期成会に改組され、これまで以上の活発な活動を計画していますので、各

種要請活動の一層の強化や各種事業の実施について協力して進めてまいります。 

 宇宙基本計画に基づき、国がロケットの新射場の検討を始めておりますので、当町の優

位性、地元の熱意を伝え、射場を含む広域宇宙センターの実現に向けて取り組んでまいり

ます。 

 次に、特別会計について申し上げます。 

 国民健康保険事業会計では、歳入歳出９億３,４００万円、対前年比０.６％の増。保険

財政運営の安定を図るため、国庫負担金の特定財源を的確に見込むほか、医療給付費に対

する一般会計からの繰入金など、所要の予算を計上いたしました。 

 データヘルス計画を推進し、健康寿命の延伸と医療費の抑制に引き続き取り組んでまい

ります。 

 後期高齢者医療会計では、歳入歳出７,９４０万円、対前年比１.９％の減。後期高齢者

医療では、保険料の徴収や届け出の受け付け、被保険者証の引き渡しなどの窓口業務を担

うことになりますので、事業運営のための予算を計上いたしました。なお、本年は２年毎

の保険料改定年にあたり、平成２８年度から平成２９年度の軽減拡充後の１人当たり平均

年間保険料は６万３,３８３円、現行保険料と比較して３.５％程度の減額が見込まれてお

ります。 

 介護保険会計では、歳入歳出６億９,１２０万円、対前年比３.３％の増。団塊の世代が

７５歳以上となる２０２５年を目途に、要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを続けることができるよう、新たに日常生活支援総合事業・介護予防事業に係る

体制整備に取り組んでまいります。 

 地域における互助制度を構築していくためには、担い手の確保が必要ですので、新たに

ボランティア養成講座を開設いたします。また、不足する介護専門職の育成のための介護

職員初任者研修を実施いたします。 

 各種介護サービス需要や介護保険給付費の増加に対応するため、引き続き、地域包括セ

ンターを中心に、介護、保健、福祉、医療などが連携した地域包括ケアシステムの構築と、

介護給付費の適正化に取り組んでまいります。 
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 介護サービス事業会計では、歳入歳出３億９,３７０万円、対前年比０.３％の増。高齢

者の介護や自立した生活の支援に必要なサービスを提供するため、特別養護老人ホーム、

デイサービスセンター、介護予防支援事業所で行う介護サービス事業の適切な運営に努め

てまいります。利用者の意向を十分に尊重し、個々の可能性を引き出すケアに重点を置き、

利用者が明るく豊かな生活を継続できるよう、職員一丸となって取り組んでまいります。 

 公共下水道事業会計では、歳入歳出２億８,３３０万円、対前年比２７.４％の減。平成

２４年度より着手しています大樹下水終末処理場の長寿命化更新事業につきましては、引

き続き工事を進めるための基本設計を行います。公共下水道区域外の水洗化を普及促進す

るため、引き続き個別排水処理事業を進めてまいります。 

 水道事業会計では、収益的収支の予定額５億１,９３０万円、資本的収支の予定額３億

４,６９０万円、合計額８億６,６２０万円、対前年比８.９％の増。新年度につきまして

は、農業経営規模拡大に伴う上水供給能力の増強を図るため、生花方面では道営農地整備

事業実施に係る測量設計費の地元負担金を、拓北地区では老朽配水管調査の実施設計委託

費を計上いたしました。また、水道管路及び施設の耐震化、更新を行うための調査委託費

を計上いたしました。継続事業では、各水道施設の長期耐用に向けた維持補修及び更新、

並びに、検定満期の時期となるメータ器の更新工事、老朽化した消火栓の更新工事などを

実施いたします。今後も住民の皆様に安全でおいしい水を安定供給するとともに、事業の

健全な経営に努めてまいります。 

 町立国民健康保険病院事業会計では、収益的収支の予定額９億６,４２０万円、資本的

収支の予定額４,４６１万円、合計額１０億８８１万円、対前年比７.０％の減。 

 地方の自治体病院を取り巻く環境は大変厳しいものがありますが、地域医療の中核を担

う町立病院の役割は、住民の健康、生命を守る上で大変重要であり、町づくりの根幹であ

ると認識しております。全国的に、地域医療の現場では慢性化した医師及び看護師不足が

続いております。町立病院におきましても、関係機関などを通じて常勤医師の募集を続け

ておりますが、現時点では確保できていない状況にあり、引き続き医師確保に取り組んで

まいります。 

 看護師につきましては、新たに町外から１名を採用する予定ですが、一定水準の医療

サービスを維持するため、安定的に人員確保ができるよう努めてまいります。 

 外来診療部門では、専門外来として新たに皮膚科を開設し、患者やご家族のご負担を軽

減することができましたが、今後も更なる充実に努めるとともに、医師派遣を継続してい

ただくよう帯広市内の中核病院と連携を図りながら進めてまいります。 

 予防医療の分野では、毎週木曜日の午後に定期及び任意の予防接種が受けられるよう個

別接種機会の拡充を図っており、感染症予防のため、引き続き進めてまいります。 

 リハビリテーション部門では、食事や入浴など日常生活を送る上で必要な機能回復をサ

ポートするため、本年４月に作業療法士１名を採用し、リハビリ体制の充実強化を図って

まいります。 
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 今後も診療体制の充実を図りながら、地域に根差し、親しまれる病院づくりに努めてま

いります。 

 終わりになりますが、以上、平成２８年度の町政運営の基本方針と主要施策について申

し述べましたが、地方財政は、今後も厳しい状況が続くものと予想されます。地方創生を

推進し、地域活力の維持増進を図るためには、健全で堅固な財政基盤が不可欠ですが、同

時に産業の振興や雇用の場の創出、定住の促進、社会保障の充実、安心・安全な住民生活

の提供など、地域を取り巻く諸課題に迅速に、かつ柔軟に対応していかなければなりませ

ん。 

議員並びに住民の皆様からいただいた貴重なご意見を真摯に受けとめ、実施のための環

境が整った施策については、適宜、町政に反映してまいりたいと考えております。 

 私は、常に住民の目線に立ち、職員とともに知恵を絞り、住民の皆様にとって安心して

暮らせるまちづくりを実現するため、最善・最大の努力をしてまいる所存でありますので、

皆様の温かいご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げ、本年度予算に対する趣旨

説明とさせていただきます。 

○議   長 

 続いて、浅井教育長。 

○浅井教育長 

 第１回町議会定例会の開会に当たり、平成２８年度の大樹町教育委員会の行政執行に関

する主要な方針について申し上げます。 

 人口減少の加速化、グローバル化の進展など、社会が急速に変化する中で、本町が将来

にわたって活力あるまちづくりを進めていくためには、ふるさと大樹町に誇りを持ち、そ

の未来を支えていく人材の育成が不可欠であり、そうした人材を育てていくための教育環

境づくりを一層推進していくことが必要と考えております。 

 そうした認識の下、推進に当たっては、第５期大樹町総合計画の基本目標や、昨年策定

いたしました大樹町教育大綱の基本方針に基づき、「生涯にわたり育てる」「生涯にわた

り学ぶ」を施策推進の柱に位置づけ、また、新たな教育委員会制度で設置された総合教育

会議における協議等も行いながら、教育の充実に向けて効果的な施策を進めてまいりたい

と考えております。 

 初めに、柱１の「生涯にわたり育てる環境づくり」について申し上げます。 

 一つ目は、学校教育の推進です。子どもたちが生涯にわたって社会で生きていくために

必要な確かな学力、豊かな心、健やかな体をバランスよく育む教育を進めてまいります。

確かな学力の定着においては、大樹小学校が平成２４年度から指定を受け、大樹中学校と

連携して取り組んでいる学校力向上に関する総合実践事業の成果により、全国学力学習状

況調査では、大樹小・中学校とも、年々、全国、全道との差を着実に縮めております。今

後も本事業の実践を通して学校力向上に取り組むとともに、加配教員を有効活用し、

ティーム・ティーチングや習熟度別の指導を実施し、基礎的な学力の定着を推進してまい
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ります。 

 特別支援教育の推進においては、大樹小学校に支援員１名を増員し、計８名の支援員体

制とするほか、新たに大樹中学校にも１名を配置し、児童生徒一人一人の教育的ニーズに

応じた指導及び支援を行ってまいります。 

 国際理解教育の推進においては、グローバル化に対応するため、大樹小中学校に英語指

導助手を派遣するほか、昨年度からは認定こども園についても派遣しております。今年度

は、英語指導助手２名体制に増員し、幼児期から英語になれ親しむことができる指導体制

の充実を図ってまいります。 

 健康教育の推進においては、現在、むし歯予防のためのフッ化物洗口を大樹小学校にお

いて実施していますが、今後は、教職員、保護者の理解を得ながら、大樹中学校において

も実施してまいりたいと考えております。 

 食育の推進においては、学校給食は、成長期にある子どもたちにとって健康な心身を育

むために欠かせないものであります。引き続き、安全な食材の使用により、安心で、おい

しい給食を提供するとともに、ふるさと給食など、地場産品を活用した給食を提供してい

きます。また、子どもたちに、食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身につけさせる

ことができるよう、栄養教諭による食育指導を効果的に進め、健やかで、たくましい体の

育成に努めてまいります。 

 生徒指導の取り組みにおいては、いじめや不登校など、児童生徒の問題行動等に適切に

対応するため、スクールカウンセラーなどの専門家による指導助言が受けられる体制整備

が図られるよう進めてまいります。 

 二つ目は、「地域全体で育てる体制づくりの推進」です。 

 子どもの健やかな成長、発達のため、学校、家庭、地域が協働し、地域全体で子どもた

ちを守り育てる体制づくりを進めてまいります。 

 小中高連携の取り組みにおいては、大樹町の自然や宇宙に関する学びを初め、大樹町の

特色を生かした教育内容を取り入れた大樹学の推進など、小中高１２年間を見据えて計画

的に進める実践研究の取り組みについて、家庭や地域との連携のもとで進めることができ

るよう支援してまいります。 

 また、平成２７年度に道教委から指定を受けて取り組んでいる小中高一貫ふるさとキャ

リア教育推進事業についても、地域の企業等と連携した取り組みを進めてまいります。 

 地域の教育力の向上の取り組みにおいては、学校支援地域本部の機能を充実するととも

に、昨年から実施している大樹子ども未来塾の活動内容を充実し、学校を支援する体制整

備を図ってまいります。 

 大樹高校の充実、活性化への支援においては、公立高等学校配置計画が進められる中、

引き続き、大樹高等学校振興会への助成、通学費の助成や各種検定受験料の助成、学校給

食の提供などの支援を継続し、学校存置を図ってまいります。 

 次に、柱２の「生涯にわたり学ぶ環境づくり」について申し上げます。 
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 一つ目は､生涯にわたる学習活動への支援です。 

 生涯学習センターなど、社会教育施設の機能充実や利便性の向上を図るとともに、ライ

フステージに応じた学習機会の充実に努め、生涯にわたって学習し、学んだ成果を地域で

生かせる環境づくりを推進してまいります。 

 生涯学習センターについては、昨年の音響設備更新に引き続き、新年度は屋根の一部改

修、舞台照明設備更新など、緊急度の高いものから、施設、設備の改修や更新を行い、機

能の充実などを図ってまいります。 

 図書館については、町民の方々の読書活動の促進に向けて、新刊図書の情報発信やボラ

ンティア団体等との連携、協力による読み聞かせ活動の推進など、魅力ある図書館運営に

努めてまいります。今後の図書館の在り方については、図書館運営委員会を中心に検討し

てまいります。 

 ライフステージに応じた学習活動への支援については、幼児教育においてブックスター

ト事業や図書館ボランティアの協力を得ながら読み聞かせなどの活動を支援するほか、幼

児教育にかかわる団体や関係機関との連携を深めながら、子育てサークル等の活動も支援

してまいります。 

 家庭教育では、小中学校で開設する家庭教育学級への支援をはじめ、早寝早起き朝ごは

ん運動、ネット利用を含めた望ましい生活習慣の定着を呼びかける、どさんこアウトメ

ディアプロジェクトの推進などについて、関係機関と連携して取り組んでまいります。 

 青少年教育では、本町の特徴を生かした生活体験、自然体験等による「あつまれ！大樹っ

子」の活動を推進するとともに、ことぶき大学や社会教育指導者等とも連携し、世代間交

流などを図り、地域全体で子どもたちを育てる取り組みを進めてまいります。 

 また、子ども交流事業では、子ども交流推進員を１名増員し、南十勝長期宿泊体験交流

協議会で展開している都市と農山漁村との交流事業など、子どもたちの体験活動や各種交

流事業を継続して推進してまいります。 

 成人教育では、ＰＴＡ活動への支援や町民がみずから主体的に学習する自主学級の開設

への支援のほか、大樹高校と連携した高等学校開放講座や、生涯学習講座などの開設につ

いても継続して実施してまいります。 

 高齢者教育では、趣味や特技を生かした生涯にわたる学習活動の場の提供と社会参加機

会の場として、ことぶき大学を引き続き開講してまいります。 

 女性団体の活動への支援では、女性自らが学び続ける意識向上を図り、女性団体のコ

ミュニティ活動がより一層推進されるよう支援してまいります。 

 二つ目は、スポーツ活動の推進です。 

 社会体育施設の計画的な改修整備を行い、それぞれの年齢や体力に応じてスポーツに親

しめる場の充実に努め、町民の生涯スポーツ活動を推進してまいります。 

 社会体育施設の整備では、Ｂ＆Ｇ海洋センターの受変電設備、トイレの洋式化などの改

修を行うほか、中央運動公園においては、屋外遊具の修繕に加え、ミニパークゴルフ場の
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コース整備を行い、初心者の方でも自分のペースで体力づくりができるよう進めてまいり

ます。 

 スポーツ活動の機会の充実では、各種スポーツ教室、スポーツ大会の開催や、町技のミ

ニバレーの普及促進などについて、スポーツ関係団体等とも連携を図りながら引き続き取

り組むとともに、新たなスポーツ教室やスポーツイベントについても、まちの保健福祉課

とも連携を図りながら実施し、町民それぞれの年齢や体力に応じたスポーツや体力づく

り、健康づくりに向けた環境づくりを推進してまいります。 

 三つ目は、芸術・文化活動の推進です。 

 生涯学習センターを文化の中心拠点とし、町民の自主的な参加、運営のもと、積極的に

文化活動ができるよう推進してまいります。 

 大樹町文化協会、大樹町芸術鑑賞協会、各種サークルなどの文化団体の活動を支援する

ほか、町民文化祭の開催支援、夢アート展、お父さんお母さんの似顔絵展、各種展示会の

開催など、作品展示や芸能発表を通じて町民の文化・芸術に触れる機会の提供に努めてま

いります。 

 また、文化的遺産への関心や保護意識を高めながら、文化財、郷土資料の有効活用や、

郷土芸能、伝承技術の継承を推進してまいります。 

 新年度は、晩成社史跡公園の依田勉三住居跡の屋根の改修を行うほか、平成２２年度か

ら石坂小学校跡地に開設している大樹町郷土資料館についても、町内児童生徒を初め、広

く一般にも有効に活用されるよう努めてまいります。 

 以上、平成２８年度の教育行政の執行に関する基本的な方針について申し上げました。 

 ふるさと大樹町の未来を担う子どもたちの健やかな成長と、創造性豊かで調和のとれた

生涯学習の実現のため、今後とも町民皆様と協働して教育行政を積極的に推進してまいり

ますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

○議   長 

 以上で、町政執行方針並びに教育行政執行方針が終了いたしました。 

 休憩します。 

 

休憩 午前１０時５３分 

再開 午前１１時０５分 

 

○議   長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

   ◎日程第３ 議案第２５号から日程第１０ 議案第３２号まで 

○議   長 

 日程第３ 議案第２５号平成２８年度大樹町一般会計予算についてから、日程第１０ 
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議案第３２号平成２８年度大樹町立国民健康保険病院事業会計予算についてまで、以上８

件を一括議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま一括提案されました、議案第２５号平成２８年度大樹町一般会計予算について

から議案第３２号平成２８年度大樹町立国民健康保険病院事業会計予算についてまで、計

８件の提案理由のご説明を申し上げます。 

 先ほど、各会計予算に対する執行方針と主要施策の中で、主要なものについては私のほ

うからご説明を申し上げました。この後、内容等につきましては副町長のほうから、事項

別についてはそれぞれ担当職員から説明をいたさせますので、よろしくご審議賜りますよ

うお願いを申し上げ、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 これより、予算議案について、日程順に従い説明を求めます。 

 議案第２５号平成２８年度大樹町一般会計予算について。 

 布目副町長。 

○布目副町長 

 それでは、議案第２５号平成２８年度大樹町一般会計予算につきまして総括的に内容の

説明をいたします。 

 第１条の歳入歳出予算では、予算の総額を歳入歳出それぞれ６１億８,２００万円と定め

るものです。 

 第２条の債務負担行為では、債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、第

２表債務負担行為によるものとするものです。 

 第３条の地方債では、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法

は、第３表地方債によるものとするものです。 

 第４条の一時借入金では、一時借入金の借り入れの最高額は１０億円と定めるものでご

ざいます。 

 次のページ、１ページから４ページは、これの第１表、歳入歳出予算となりますが、内

容の説明は、後ほど７ページの歳入歳出予算款別集計表でさせていただきます。したがい

まして、５ページの第２表、債務負担行為をお開き願いたいと思います。 

 第２表、債務負担行為です。事項、期間、限度額の順に説明いたします。 

 行政情報端末機器等譲渡事業償還金、平成２９年度から平成３２年度の４年間、行政情

報端末機器等代金１,２８６万３,０００円と利子に相当する額。 

 次に、町営牧場作業用機械譲渡事業償還金、平成２９年度から平成３４年度の６年間、

町営牧場用タイヤショベル購入代金１,８３６万円と利子に相当する額。 

 漁業にかかわる低気圧災害資金利子補給事業、平成２９年度から平成３１年度の３年間、
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貸付限度額９,０００万円以内、利子補給率は貸付決定日の利率とし、貸付実行日の利率が

決定日より低い場合は低い利率を適用することといたします。 

 次に、大樹中学校校務用パソコン等譲渡事業償還金、平成２９年度から平成３２年度の

４年間、大樹中学校校務用パソコン等購入代金９７２万円と利子に相当する額。 

 最後に、大樹中学校コンピュータ室用パソコン等譲渡事業償還金、平成２９年度から３

２年度の４年間、大樹中学校コンピュータ室用パソコン等代金２,０５２万円と利子に相当

する額。 

 次に６ページの第３表、地方債をご覧ください。 

 第３表、地方債。起債の目的、限度額の順に説明させていただきます。 

 臨時財政対策債、１億９,１００万円、過疎対策事業債、２億９,５７０万円、辺地対策

事業債、５,１４０万円、公営住宅事業債、５,５８０万円、限度額の合計は５億９,３９０

万円です。起債の方法、利率及び償還の方法につきましては前年度と同様としております。 

 ７ページをお開きください。２８年度大樹町一般会計歳入歳出予算の款別集計表でござ

います。左側が歳入、右側が歳出予算となっており、それぞれ、本年度予算額、構成比、

そして前年度予算額との比較、増減率を記載しております。中でも大きく増減のある款に

ついて、概略説明をいたします。 

 左側の歳入から申し上げますと、まず、１款の町税は、本年度７億３,２８３万１,００

０円、前年度に比べますと６,４１４万６,０００円増で計上しております。個人町民税の

所得割課税分と固定資産税の償却資産課税分の増が主な要因です。 

 次に、２款地方譲与税から７款の自動車取得税交付金、そして、９款の地方特例交付金、

１１款の交通安全対策特別交付金は、いずれも国から示されました地方財政対策等により

計上しているものです。 

 例年ベースから大きく変動しているものといたしまして、６款の地方消費税交付金は、

消費税率の改定による影響が平成２８年度から１００％になること、また、平成２７年度

交付見込額から勘案し、３,０００万円の増で計上しております。 

 １０款の地方交付税ですが、３２億２,１００万円、前年度より８,０００万円増で計上

しております。国の地方交付税の総額は１６兆７,０００億円と、ほぼ前年並みに確保され

たことなどから、普通交付税においては平成２７年度の交付額、約３１億１,０００万円を

ベースに積算した結果、６,０００万円増となる３２億１００万円、特別交付税においては

２,０００万円増の２億２,０００万円と見込んでおります。 

 １４款の国庫支出金ですが、３億５,３３４万９,０００円、前年度より６,９６４万８,

０００円増で計上しております。社会資本整備総合交付金、年金生活者等支援臨時福祉給

付金事業費補助金の増が主な要因となっております。 

 １５款の道支出金ですけれども、２億９,９６３万１,０００円、前年度より１億１,７７

８万１,０００円増で計上しております。中山間地域等直接支払交付金の当初予算計上が主

な要因となっております。 
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 １７款の寄附金でございますけれども、ここでは４,２００万６,０００円、前年度に比

べますと、ほぼ皆増で計上しております。これは、ふるさと納税にかかわる報償件数に合

わせ、魅力あるまちづくり推進資金寄附金を見込んだことによるものでございます。 

 １８款の繰入金ですけれども、８,０４０万９,０００円、前年度より６,９１５万７,０

００円増で計上しております。生涯学習センター整備費に充当する公共施設整備基金のほ

か、晩成温泉施設整備費に充当する晩成温泉施設整備基金、子育て支援や観光振興、航空

宇宙関係予算に対し魅力あるまちづくり推進基金からの繰り入れが要因でございます。 

 ２０款の諸収入ですけれども、２億２０３万２,０００円、前年度より４,６９２万６,

０００円増となっております。畜産担い手育成総合整備事業受託事業収入の増が主な要因

となっております。 

 最後に２１款の町債ですが、５億９,３９０万円で、前年度より１億５,２８０万円減と

なっております。旧尾田中学校改修工事及び町立病院改築工事の完了に伴う辺地債、過疎

債の減が主な要因となっております。 

 次に、歳出でございますが、表の右側をご覧ください。歳入と同様に、大きく増減のあ

る款について、概略のご説明をさせていただきます。 

 ２款の総務費ですが、１１億５７０万円、前年度より１億３,２２０万円の減となってお

ります。旧尾田中学校改修工事の完了が主な要因となっております。 

 ３款の民生費ですけれども、７億６,３８０万円、前年度より２,４２０万円の増となっ

ております。年金生活者等支援臨時福祉給付金の皆増が主な要因となっております。 

 ４款衛生費ですが、２億円、前年度より１,５４０万円増となっております。じんかい車

の購入が主な要因でございます。 

 ６款の農林水産業費ですが、５億４,９００万円、前年度より１億９,３３０万円の増と

なっております。北海道中山間地域等直接支払推進事業費を当初予算で計上したこと、ま

た、畜産担い手育成総合整備事業費の増が主な要因となっております。 

 ７款の商工費ですが、２億６８０万円、前年度より５,１７０万円の増となっております。

ふるさと応援推進事業、大樹町中小企業特別融資事業貸付金の増が主な要因となっており

ます。 

 ８款の土木費ですが、６億６００万円、前年度より７,１５０万円の増でございます。橋

梁長寿命化点検委託業務、土木車両の更新が主な要因となっております。 

 １０款の教育費ですが、５億７,７１０万円、前年度より１億１,４００万円の増となっ

ております。生涯学習センターの屋根防水、それから改修工事のほか、屋内の温度を管理

する中央監視装置、コスモスホール舞台照明装置の更新工事が主な要因でございます。 

 １２款の公債費ですが、８億２,３４０万円、前年度より３,７５０万円の増となってお

ります。南十勝消防事務組合が借り入れしてきた起債を承継したことが主な要因となって

おります。 

 １３款の諸支出金ですが、１０億３,０１０万円、前年度より３,４４０万円の減となっ
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ております。病院事業会計への補助金の減が主な要因でございます。 

 下欄の歳入歳出合計は６１億８,２００万円、歳入で前年度比５.８％増となりまして、

財源内訳では、特定財源として国・道支出金が６億５,２９８万円、地方債が４億２９０万

円、その他が６億１,７６０万６,０００円、一般財源が４５億８５１万４,０００円となり、

一般財源の構成比は７２.９％となっております。 

 次に、８ページをお開きください。 

 この表は、一般会計の歳出予算を性質別に、臨時的なもの、経常的なものに分け集計し

た表でございます。また、左側の性質別を１の消費的経費、中ほどの２の投資的経費、そ

して３のその他経費、４の予備費にそれぞれ分けて表示をしております。 

 表の右側の合計欄の本年度のところでございますが、１の消費的経費では３８億２,５５

６万２,０００円で、前年比３.６％増となっております。これは、橋梁長寿命化点検業務、

年金生活者等支援臨時福祉給付金の増が主な要因となっております。 

 ２の投資的経費では７億８,０５７万４,０００円で、前年比１５.４％の増となっており

ます。普通建設事業費の単独事業費における生涯学習センターの整備費用及び国・道事業

等負担金における畜産担い手育成総合整備事業費の増が主な要因となっております。 

 ３のその他経費では１５億６,５８６万４,０００円で、前年比７.０％の増となっており

ます。長期債償還元金及び魅力あるまちづくり推進基金積立金の増が主な要因となってお

ります。 

 下段の予算全体に占める義務的経費でございますけれども、２１億４,２１８万６,００

０円で、構成比では３４.７％となります。これは、人件費と扶助費、公債費の合計となっ

ております。 

 続きまして、９ページから１１ページの給与費明細書でございますが、ここでは特別職

と一般職の給与の状況、前年度との比較、それから職員１人当たりの給与、初任給の状況、

級別職員数などを表わしております。詳細な説明は省略をさせていただきます。 

 次に、１２ページの地方債現在高の見込みについてでございます。 

 この表は、地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における

現在高の見込みについて記載をしております。 

 表の一番下、大樹町における地方債残高の総計ですが、平成２６年度末で１１２億５６

２万１,０００円、平成２８年度末見込みで１１１億２,３３２万８,０００円となっており

ます。平成２７年度、平成２８年度においては、消防の承継分を含め、償還元金を上回ら

ない借入額となっております。 

 次のページをお開きいただきたいと思います。１３ページでございます。 

 １３ページは、債務負担行為にかかわる支出予定額等に関する調書でございます。 

 合計欄の平成２７年度末までの支出見込額は３億４,５３７万９,０００円、平成２８年

度以降の支出見込額は３億５,１０５万７,０００円となり、このうち一般財源額は１億７,

８５６万４,０００円となります。 
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 次に、１４ページ、１５ページでございますが、ここでは投資的事業費を一覧表にして

表わしております。１５ページをお開きいただきたいと思いますが、投資的事業費の計で

ございます、７億８,０５７万４,０００円となります。また、一般財源では１億７,４６１

万１,０００円でございます。内容の説明は割愛をさせていただきます。 

 １６ページをお開きください。本表は、平成２７年度予算から添付をしている資料となっ

ております。この資料は、消費税率の改定に伴う増収分が社会保障経費にどのように充当

されているかを示したものでございます。地方税法において、その使途について明確にす

るようにということで明記をされておりまして、総務省からも、予算決算時において説明

をするということになってございます。 

 表上段に記載の歳入、５,３５０万円は、平成２８年度予算の６款地方消費税交付金１億

３,０００万円のうち、消費税率の改定による増収分の額となっております。本予算におけ

る社会保障施策に要する経費の総額は１４億９,０４６万８,０００円でありまして、地方

消費税交付金５,３５０万円の使途につきましては、各事業規模に按分をして、右側から２

列目の欄に記載をしているところでございます。なお、増収分の地方消費税交付金５,３５

０万円につきましては、これまで同様、予算計上として一般財源としております。 

 以上で、平成２８年度一般会計予算の総括的な内容について説明を終わらせていただき

ます。 

 事項別の説明につきましては、それぞれ担当課長等よりご説明をさせていただきます。 

○議   長 

 歳出について、１款議会費から１４款予備費まで、それぞれ担当課長より内容の説明を

求めます。 

 それでは、松木総務課長から順次説明願います。 

○松木総務課長 

 それでは、引き続きまして、平成２８年度大樹町一般会計歳入歳出予算事項別明細につ

いてご説明いたします。説明に当たりましては、款、項、目、本年度予算額を申し上げ、

新たなもの、内容予算額に大幅な変動のある事業等につきまして、それぞれ目ごとに担当

説明員が順次説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 最初に、２７ページ、２８ページをお開きください。 

 １款１項１目ともに議会費５,４６０万円、前年比３９０万円の減でございます。報酬か

ら負担金補助及び交付金まで、議会活動に要する予算を計上してございます。 

 その下、２款１項１目一般管理費８億８,３５４万７,０００円、前年に比べ１,４２８万

８,０００円の減でございます。特別職を含みます職員の人件費、庁舎の維持管理費、町長

交際費、職員の福利厚生や研修に要する予算を計上してございます。特別職給与につきま

しては３名分、一般職給与につきましては、町長部局７３人分、教育委員会事務局分１１

人、議会事務局分２人、農業委員会事務局３人の合計８９人分の給料、手当を計上してご

ざいまして、平成２７年度に比べ２名分の増加となっておりますが、職員の年齢の若返り
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等もございまして、給料及び手当の合計につきましては前年を１,３２３万８,０００円下

回るものでございます。それから、嘱託職員報酬につきましては、施設管理人４人分の報

酬を、庁舎管理費の中に庁舎の清掃員１人分の報酬を、総務管理費の中では、事務生１０

人分、清掃員２人分、再任用職員５人分の賃金を計上してございます。 

 ３１ページ、３２ページをお開きください。 

 １４節使用料及び賃借料の中にストレスチェックライセンス使用料１４万６,０００円

ですが、メンタルヘルス対策の強化を目的に労働安全衛生法が改正されまして、これに伴

いまして、昨年１２月よりストレスチェック制度の導入が義務づけられてございます。職

員数により、一部事業所につきましては努力義務となるところもございますが、メンタル

ヘルス対策として全職員を対象とすることといたしまして、インターネット上でチェック

できるシステムを活用して実施するためのライセンス使用料でございます。１人当たりの

単価は５４０円でございます。 

 その下、３１ページ、３２ページの１８節備品購入費、印刷機４６０万７,０００円でご

ざいますが、現在使用している印刷機は平成１９年の購入でございます。それに伴いまし

て、部品の供給が終了いたします。この機械につきましては、議会の議案、各種計画書等、

大量印刷物の作成に欠かせないため、今回更新するための予算を計上させていただきまし

た。 

○黒川企画課長 

 続きまして、３１ページから３４ページまで、２目文書広報費でございます。報償費か

ら負担金補助及び交付金まで、３６９万９,０００円でございます。ここでは、広報たいき

の発行経費や、まちのホームページ管理経費を計上してございます。新年度ではカラーペー

ジを一部取り入れようとしておりまして、また、デジタルカメラの購入、あるいは名刺用

の写真の公募などを行おうとして若干の増額を見ているものでございます。 

 ３３ページから３４ページをご覧ください。財産管理費でございます。旅費から備品購

入費まで、３,８４５万６,０００円でございます。ここでは、町有財産の維持補修費や管

理経費、公共施設の除排雪経費を計上しております。前年度と比べて１,５８０万２,００

０円増となっております。地籍に関する事務が機構改革の一環で徴税費に移動して減額と

なりますが、委託料で公共施設等総合管理計画策定業務４７３万１,０００円、工事請負費

で、老朽建築物の解体工事、２棟、１,１１２万４,０００円を見込んでおりますので増額

となってございます。 

 同じく下段でございますけれども、４目企画費、報酬から負担金補助及び交付金まで、

３,１６１万２,０００円でございます。ここでは、まち・ひと・しごと創生総合戦略、大

樹町航空宇宙産業基地研究会、地域おこし協力隊の経費、姉妹都市など都市間交流、航空

宇宙関連経費などを計上してございます。機構改革に伴い、航空宇宙推進室を設置するた

め、情報収集のための旅費を増額してございます。 

 航空公園関係では、滑走路近くのカラマツ林の伐採工事、あるいはスペースシャトルを
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使った看板の設置工事を見込んでおります。 

 お試し暮らし住宅を快適なものとするための備品類とトイレの修繕を見込んでおりま

す。 

 また、５年間実施しておりました太陽光発電システムの補助は平成２７年度で終了して

おります。 

 また、昨年、長崎平和記念式典に高校生１名を派遣しておりますが、来年度も１名の派

遣を予定してございます。 

○松木総務課長 

 ３７ページ、３８ページ下段から次のページにかけてでございます。５目公平委員会費、

会議１回分の報酬及び費用弁償を計上してございます。 

○黒川企画課長 

 ３９ページ、４０ページをご覧ください。６目防犯交通安全推進費でございます。報酬

から負担金補助及び交付金まで２９８万３,０００円でございます。ここでは、交通安全と

防犯に係る経費を計上してございます。また、要望の多かった通学路の時計設置につきま

して、工事請負費７０万３,０００円を計上してございます。 

○松木総務課長 

 その下から４２ページにかけまして、７目福祉センター費１,１０３万８,０００円。４

２ページの上段、１３節の委託費の福祉センター管理業務３９８万９,０００円ですが、福

祉センター管理人につきましては、平成２６年度をもちまして廃止、２７年度から社会福

祉協議会に委託をしてございます。今年度の状況を見ながら、平成２７年度予算に比べ２

７万１,０００円の減の計上となってございます。また、その下、１８節備品購入費のテレ

ビ１７万３,０００円につきましては、老人クラブ連合会からのご要望によるものでござい

ます。 

 その下、８目電子計算費５,８９９万５,０００円、前年に比べ２,０２４万１,０００円

の増でございます。増加の主な理由ですが、マイナンバー制度への対応のためのシステム

の改修、中間サーバの導入で１,３１４万円、セキュリティー強化のための庁内のネット

ワークの分断業務で５０７万３,０００円、新地方公会計への対応のためのシステムの導入

で１４０万４,０００円でございます。また、公共施設で携帯電話やｉＰａｄなどを利用さ

れる方の利便性の向上のため、Ｗｉ－Ｆｉ、いわゆる公衆無線ＬＡＮでございますが、こ

ちらを役場庁舎と生涯学習センターに導入する経費といたしまして６６万７,０００円を

計上してございます。 

○黒川企画課長 

 ４３ページ、４４ページをご覧ください。９目車両管理費でございます。需用費から公

課費まで、１,１４３万６,０００円でございます。ここでは、福祉号などの町有バスの運

行に要する経費、役場全体で使用している公用車の管理経費を計上してございます。２９

０万９,０００円の減となっておりますが、昨年、車両を購入した分と、タイヤの購入のロー
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テーションの関係で、今年は少なくなってございます。 

 以上でございます。 

○松木総務課長 

 その下、４３ページから４８ページにかけまして、１０目諸費３,６００万３,０００円

の計上でございます。前年比１億４,７５３万１,０００円の減、この減の主な理由は、尾

田地域コミュニティセンターの改築費の２７年度計上分の減によるものでございます。こ

の諸費の中では、行政区活動や行政区会館、街灯の維持管理費、難視聴対策や町民慶弔費、

表彰式典などの経費を計上してございます。 

 ４４ページ、一番右の列でございますけれども、事業名の中で、行財政改革推進委員会

経費１４万６,０００円、消費者対策事業１４３万３,０００円とございますが、これは機

構改革に合わせて、この諸費に計上したものでございます。また、同じく住民活動一般事

業４５万４,０００円につきましては、同じく機構改革に伴い、今までは保健福祉課が所管

していた人権擁護委員、保護司、日赤奉仕団、家事調停委員などの業務に関する旅費、需

用費、補助金を諸費に計上したものでございます。 

○林町民課長兼税務課長 

 続きまして、４７ページ、４８ページになります。２項徴税費１目賦課徴収費、本年度

予算額１,２３３万６,０００円、前年度との比較で５７６万５,０００円の増となっており

ます。ここでは、町税の賦課、徴収などに係る費用を計上しておりますが、１８節備品購

入費で固定資産管理システムの導入費用を計上しましたので増額となっております。この

内容は、地籍の土地データに家屋の図形データを乗せ、固定資産税で活用するほか、公有

財産の管理などにも利用することにしているものでございます。また、担当業務の見直し

に伴い、前年度まで総務管理費、３目の財産管理費で計上しておりました地籍管理に係る

費用も賦課徴収費に計上してございます。 

 次のページになります。３項戸籍住民基本台帳費１目戸籍住民基本台帳費、本年度予算

額５４６万２,０００円、前年度との比較で１７８万３,０００円の減となっております。

ここでは、戸籍や住民基本台帳管理業務などに係る費用を計上しておりますが、１９節負

担金補助及び交付金の個人番号カード交付等事業交付金では、負担する費用の減少が見込

まれることから１６０万８,０００円の減額となっております。 

○松木総務課長 

 その下でございます。４９ページから５２ページにかけまして、４項選挙費ですが、１

目選挙管理委員会費３５万円。委員４名分の報酬、旅費、会議等の負担金を計上してござ

います。 

 ２目参議院議員通常選挙費６１４万円、次のページをお開きください、３目釧路十勝海

区漁業調整委員会委員選挙費９３万１,０００円につきましては、それぞれ平成２８年度に

執行予定の選挙の執行経費として計上してございます。 

○黒川企画課長 
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 ５１ページから５４ページにかけまして、統計調査費でございます。報酬から使用料及

び賃借料にわたりまして４８万４,０００円の計上でございます。学校基本調査、工業統計

調査、経済センサスの２本でございますけれども、調査区設定と事業でございます。この

統計調査の費用を計上してございます。 

○松木総務課長 

 同じく５３ページ、５４ページ中段でございます。６項１目ともに監査委員費２２１万

３,０００円。監査委員２名の報酬、費用弁償、会議等の負担金について計上させていただ

いてございます。 

○村田保健福祉課長 

 ５３ページから５６ページにかけてになります。３款民生費１項社会福祉費１目社会福

祉総務費、予算額４,１１５万３,０００円、前年度対比２,１０６万円の増。ここでは、民

生児童委員協議会経費、遺族援護、社会福祉一般事業に伴う経費を計上いたしました。予

算額の大幅な増は、新年度に実施する年金生活者等支援臨時福祉給付金事業に伴う経費２,

３９０万円によるものです。 

 ５５ページから５８ページにかけてになります。２目老人福祉総務費、予算額２,４４８

万円、前年度対比２４１万９,０００円の増。ここでは、老人福祉全般の予算を計上してお

ります。敬老会開催経費、老人クラブ補助金、老人福祉施設入所措置費、高齢者等の住宅

整備資金貸付金などによる経費を計上しております。予算額の増は、センター装置の耐用

年数切れ、及び、消防広域化に伴い緊急通報システムの入れ替え、実施するための経費３

４１万５,０００円によるものです。 

 ５７ページから５８ページにかけてになります。３目心身障害者福祉費、予算額１億７,

８２４万７,０００円、前年度対比９１万７,０００円の増。ここでは、心身障がい者福祉

事業として、主に扶助費で、障がいのある方の介護給付費や訓練等給付費などに係る経費

を計上しております。 

○林町民課長 

 同じページの下段になりますが、４目国民年金事務費、ここでは、国民年金に係る事務

費用として３万円を計上しております。 

○村田保健福祉課長 

 ５９ページから６０ページにかけてになります。５目高齢者保健福祉推進センター費、

予算額７６４万５,０００円、前年度対比１４万６,０００円の増。ここでは、高齢者保健

福祉推進センター「らいふ」の施設維持に係る経費を計上しております。 

○林町民課長 

 同じページの６目福祉医療諸費、本年度予算額１億８,０５２万円、前年度との比較で８

７５万４,０００円の増となっております。ここでは、重度心身障害者医療、ひとり親家庭

の医療、乳幼児及び児童の医療に係る費用を計上しているほか、国民健康保険制度、後期

高齢者医療制度の町が負担するルール分などを計上してございます。 
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 ２０節扶助費は、前年度の医療費助成額を参考に計上しておりますが、重度心身障害者

医療費助成分で１２０万円の減となっております。 

 ２８節繰出金では、保健基盤安定制度繰出金、国保分で９７０万円の増となっており、

これは、保険税の軽減の対象者数に応じて、保険者に対して財政支援を行う保険者支援制

度の補助率が引き上げられたことによるものでございます。 

○村田保健福祉課長 

 ５９ページから６４ページにかけてになります。７目発達支援センター費、予算額５,

２７９万７,０００円、前年度対比２３０万３,０００円の減。ここでは、南十勝４町村と

幕別町忠類地区の子どもを受け入れて発達支援を行うための運営費を計上しております。

主な減は、職員の異動に伴う給料、手当の減によるものです。 

 次に、６３ページから６４ページになります。８目公衆浴場費、予算額７４６万１,００

０円、前年度対比３０万５,０００円の増。ここでは、公衆浴場の運営維持に係る経費を計

上しております。 

○林町民課長 

 同じページの下段になりますが、２項児童福祉費１目児童措置費、本年度予算額８,３４

５万５,０００円。ここでは、児童手当とその支給に係る費用を計上しておりますが、前年

度とほぼ同額の支給見込みとなってございます。 

○村田保健福祉課長 

 続きまして、６３ページから６８ページにかけてになります。２目保育所費１億８,７８

１万２,０００円、前年度対比７０４万８,０００円の減。ここでは、町立の尾田認定こど

も園と学童保育所の運営経費、他地域からの送迎経費、大樹福祉事業会が運営する北保育

園、南保育園の委託料などを計上しております。予算額の減は、１３節委託料のうち、大

樹保育園児童措置業務の減によるものです。これは、法人保育所が４月から認定こども園

に移行することになり、保育料は法人で徴収することとなるため、その分を差し引いた委

託料を支払うことによるものです。児童数は増えておりますが、保護者負担金分が減額と

なっております。また、保育園等の待機者となった方が子育て支援センターでの一時預か

りを利用した場合の利用料が、待機者の方の児童が保育園に入った場合に支払う保育料を

超えた場合、その金額の半額を助成するため、新たに一時預かり保育事業助成金を計上い

たしました。 

 ６７ページ、６８ページにかけてになります。３項生活保護費１目扶助費、予算額５万

円。ここでは、北海道が生活保護の支給決定までの間、時間を要する場合、その間の生活

費を一時的に立て替える費用を計上しております。 

 ４項災害救助費１目災害救助費、予算額１５万円。ここでは災害救助法に基づく費用が

国などから支給されるまでの間、その一部を応急的に立て替える費用を計上しております。 

 同じく、６７ページから６８ページにかけてになります。４款衛生費１項保健衛生費１

目健康づくり推進費、予算額４６４万２,０００円、前年度対比１７万３,０００円の減。
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ここでは主に、十勝圏複合事務組合などの義務的負担金を計上しております。 

 同じく２目母子保健費、予算額９１８万５,０００円、前年度対比４８万３,０００円増。

ここでは、妊婦健診、乳幼児期の健診、子どもミニドック健診など、母子保健対策の予算

を計上しております。不妊治療に対する初回の上限額が３０万円になったことに伴い、大

樹町における負担額も７万５,０００円から１５万円に変更するとともに、新たに男性の不

妊治療に対する経費も計上いたしました。 

 ６９ページから７２ページにかけてになります。３目成人保健費、予算額１,２６１万１,

０００円、前年度対比９１万３,０００円の減。ここでは主に、歯科健診、脳ドック、大腸

がん、子宮がんなど、健診費を計上しております。予算額の減は、昨年、軽自動車を購入

したものによるものです。 

 次に、７１ページから７２ページにかけてになります。４目予防費、予算額１,３０１万

５,０００円、前年度対比３９７万９,０００円の増。ここでは、主に定期の予防接種業務

に係る経費を計上しております。昨年、補正予算においてお認めいただいたロタウイルス、

おたふくかぜ、小児インフルエンザに加え、平成２８年度から実施されることになりまし

た日本脳炎の定期接種費用の計上が主な予算増となっております。 

○林町民課長 

 その下になります。５目環境衛生費、本年度予算額１億１,５４８万７,０００円、前年

度との比較で７５万３,０００円の減となっております。ここでは、環境衛生に係る費用の

ほかに、ごみ処理を行っております南十勝複合事務組合の負担金、し尿処理を行っており

ます十勝環境複合事務組合の負担金などを計上しております。 

 １９節負担金補助及び交付金になりますが、南十勝複合事務組合の関係では、焼却施設

において、焼却炉内の耐火物の改修、減温機の補修など、工事が予定されているものの、

前年度よりは減額の予算となったことから、４１６万５,０００円の減となっております。

し尿処理の関係では、現在使用している帯広市の中島処理場の老朽化対応として、下水道

処理施設の十勝川浄化センターでの施設整備を行う汚水処理施設共同整備事業が継続され

ておりますが、これら事業の負担の関係から、十勝環境複合事務組合負担金では２５４万

６,０００円の減、汚水処理施設共同整備事業負担金では６２０万９,０００円の増となっ

てございます。 

 次に、６目墓園費、本年度予算額２９万３,０００円、前年度との比較で１１７万３,０

００円の減となっております。ここでは、墓園の管理に係る費用を計上しておりますが、

隔年で実施している大樹墓園の垣根の剪定について、今年度は計上しておりませんので減

額となっております。 

 次のページに移りまして、２項清掃費１目じん芥処理費、本年度予算額４,４７６万７,

０００円、前年度との比較で１,３９５万円の増となっております。ここでは、ごみ収集に

係る費用として、指定ごみ袋の印刷費や売り捌き手数料、収集業務の委託料などを計上し

ております。１８節備品購入費で、ごみ収集委託事業者に貸与しておりますじん芥収集車
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のうち、１台分の更新費用を計上しましたので増額となってございます。 

○黒川商工観光課長 

 その下でございます。５款労働費１項労働費１目労働諸費でございます。需用費から負

担金補助及び交付金まで、１９０万円でございます。ここでは、勤労者センターの維持費、

退職共済の補助などの経費を計上してございます。６０万円の増となってございますが、

勤労者センターの屋根の修繕費を見込んだものでございます。 

○議   長 

 休憩します。 

 

休憩 午前１１時５４分 

再開 午後 １時００分 

 

○議   長 

 それでは、休憩前に続き再開いたします。 

 一般会計、歳出の説明を続けます。 

 森農業委員会局長。 

○森農業委員会事務局長 

 ７３ページ下段から７６ページ上段までをご覧ください。６款農林水産業費１項農業費

１目農業委員会費でございます。本年度予算額１,３６８万２,０００円、前年度比較１４

３万５,０００円の減でございます。農業委員会運営事業、農業者年金事務、農地保有合理

化事業並びに農地中間管理事業に係る経費を計上しております。減額の主な内容でござい

ますけれども、農業委員会運営事業の農地法改正により、法定台帳となった農地台帳の入

力データ修正が終わりまして、昨年雇用した臨時職員１名分の賃金等の減によるものです。 

○瀬尾農林水産課長 

 続きまして、同じく７５ページから７６ページにかけての中段になります。２目農業総

務費、旅費から負担金補助及び交付金まで、予算額７９万４,０００円、前年度対比７,０

００円の減でございます。ここでは、営農指導全般に係る諸経費を計上しております。 

 下がりまして、７５ページから７８ページにかけて、３目農業振興費、報酬から負担金

補助及び交付金まで、予算額１億４,２２９万１,０００円、前年度対比１億１,７１４万６,

０００円の増となってございます。ここでは、町内の農業に対する各種振興事業を計上し

ております。増額の主なものは、１３節委託料のうち新規事業といたしまして平成２９年

度に計画変更する農業振興地域整備計画の全体見直しに係る業務委託料４３１万円、また、

１９節負担金補助及び交付金のうち、第４期中山間地域等直接支払制度、集落交付金、１

億７１７万８,０００円をそれぞれ計上しております。 

 続きまして、７７ページ下段から８０ページにかけて、４目畜産振興費、報酬から公課

費まで、予算額１億４６４万７,０００円、前年度対比５,２４８万５,０００円の増となっ
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てございます。ここでは、町内農業の基幹であります畜産振興に関する事業を行っており

ます。増額の主なものは、１３節委託料のうち、畜産担い手育成総合整備事業の負担分８,

８５０万８,０００円が前年度と比べて増額となってございます。また、１９節負担金補助

及び交付金のうち、雌判別精液産子確保事業３００万円、和牛繁殖増頭支援事業６０万円

をそれぞれ計上してございます。 

 ７９ページ下段から８２ページにかけまして、５目牧場管理費、報酬から公課費まで、

予算額１億２,３９０万３,０００円、前年度対比２０９万５,０００円の増となってござい

ます。ここでは、町営牧場の施設整備及び草地の維持管理について所要の経費を計上して

おります。増額の主なものは、１４節使用料及び賃借料で、牧場作業用車両の借上料とい

たしまして、グラスサイレージ収穫作業に必要な経費を計上しております。 

○小森建設課長 

 同じく８１ページ、８２ページ下段をご覧ください。６目農地費、予算額４,３８３万２,

０００円を計上しております。前年度比１,５２５万９,０００円の増となっております。

８２ページ下段の１１節需用費、修繕料において、農業用排水路等の修繕としまして、９

カ所、１,０８７万６,０００円を計上しております。同じく１９節負担金補助及び交付金

では、上大樹地区道営農地整備事業にかかわる道営土地改良事業負担金としまして３,１９

５万円をそれぞれ計上しております。 

 以上です。 

○瀬尾農林水産課長 

 ８３ページから８４ページの上段にかけまして、７目牧場整備費、役務費から償還金利

子及び割引料まで、予算額２０１万５,０００円、前年度対比９３万１,０００円の減となっ

てございます。減額の主なものは、１３節委託料で畜産担い手育成総合整備事業の委託料

が減額となっております。また、役務費及び償還金利子及び割引料では、町営牧場作業用

タイヤショベルが登録から３９年が経過し、老朽化が激しいことから、北海道市町村備荒

資金組合が行う車両譲渡事業を活用し、牧場作業用機械更新事業として４万３,０００円を

計上しております。 

 同じく、８３ページから８６ページにかけまして、２項林業費１目林業振興費、報酬か

ら負担金補助及び交付金まで、予算額２,３９１万８,０００円、前年度対比２７３万円の

増となってございます。ここでは、林政全般に係る事業を行っております。増額の主な事

業といたしまして、林業担い手推進事業の林業の担い手の育成、定着を推進するため、地

域おこし隊１名の報酬２２０万６,０００円を計上しております。そのほか、協力隊員の３

年後の企業就業の支援対策としまして、自己研鑚の旅費としまして３１万２,０００円、そ

の他、使用料及び賃借料では、自動車、携帯通信機器の借上料を新たに計上しております。 

 ８５ページから８６ページ、中段のほうになります。２目町有林費、旅費から公課費ま

で、予算額８,３４０万９,０００円、前年度対比１,１５５万７,０００円の増となってご

ざいます。ここでは、町有林の維持及び整備に関する事業を行っております。増額の主な
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ものは、１５節工事請負費の中で、町有林整備事業、工事の新植面積が前年度に比べて増

えたことによる増額となっております。また、町民植樹祭については、萌和山を会場に、

５月１５日日曜日を予定しております。 

 ８５ページ下段から８８ページにかけてになります。３項水産業費１目水産振興費、報

酬から負担金補助及び交付金まで、予算額４０４万２,０００円、前年度対比７０万４,０

００円の増となってございます。水産振興費では、漁業全般に関する事業を行っておりま

す。増額の主なものは、１９節負担金補助及び交付金のうち、新規事業といたしまして漁

場耕うんや資源調査を行うホッキ貝増殖事業３０万円、平成２７年９月から１０月にかけ

ての低気圧による秋サケ定置網に甚大な被害があったことから、漁業者の再建を図るため、

低気圧災害資金利子補給事業１７万１,０００円をそれぞれ計上しております。 

 ８７ページ下段から９０ページにかけてになります。２目漁港管理費、報酬から負担金

補助及び交付金まで、予算額６４６万７,０００円、前年度対比２６９万５,０００円の増

となってございます。漁港管理費では、大樹、旭浜両漁港の維持に関する事業を行ってお

ります。増額の主なものは、１９節負担金補助及び交付金のうち、漁港の機能保全計画を

策定し、漁港施設の補修、整備を図る水産物供給基盤機能保全事業負担金が１３０万円、

また、平成２７年１０月の台風による旭浜浄化施設浸水による被害対策経費としまして１

５０万円をそれぞれ計上しております。 

○黒川商工観光課長 

 続きまして、同じページでございますけれども、７款商工費１項商工費１目商工振興費、

８９ページから９４ページまででございます。旅費から貸付金まで１億３,５１７万１,０

００円でございます。ここでは、消費者対策事業を総務費に移動しておりまして減額となっ

てりおますが、そのほか、商工会補助金の見直しを行ったこと、起業家等支援事業の補助

金を当初予算で計上して対前年比皆増となっていること、それから、地場産業振興奨励事

業を１００万円増額していること、中小企業特別融資事業貸付金を１,０００万円増額して

１億円としたことなどが増額の要因でございます。 

 下段でございます、２目市街地開発推進費、旅費から負担金補助及び交付金まで、１,

２２４万５,０００円でございます。ここでは、ＴＭＯの活動費等を見込んでおります。４

８万円の減額となっております。 

 次のページでございます。８９ページから９２ページにかけまして、３目観光振興費で

ございます。賃金から負担金補助及び交付金まで、４,０９３万１,０００円でございます。

ふるさと納税の関連で、返礼品や賃金、運搬料など、２,２４３万９,０００円を見込んで

おります。また、新ご当地グランプリ実行委員会に対し４９０万円の補助、また、公用車

の購入１２６万９,０００円などが増額の要因となってございます。 

 下段でございますが、９１ページから９４ページにかけて、４目観光施設費、需用費か

ら備品購入費まで、１,６４１万３,０００円でございます。ここでは、晩成温泉の維持費、

カムイコタン公園の維持管理費などを計上してございます。老朽化している晩成温泉は、
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浄化槽、熱交換機、ろ過機、暖房、シャワー、混合栓など、修繕で１,０７３万４,０００

円、また、木質ボイラーの保守点検料、芝刈り機、ロビーテレビなどの備品購入を見て計

上してございます。海浜公園のトイレがございますが、ホロカヤントーのそばでございま

すけれども、このトイレが海岸侵食により使用不可能となっておりますので、解体工事費

を計上しております。 

 ９３ページから９４ページをご覧ください。５目地場産品研究センター費でございます。

需用費から委託料まで２０４万円を見込んでおります。地場産品研究センターの維持管理

費を計上してございます。 

○小森建設課長 

 同じく９３ページ、９４ページ中段をご覧ください。８款土木費１項土木管理費１目土

木総務費、予算額２０３万７,０００円を計上しております。前年比１８９万４,０００円

の減となっております。内容につきましては、土木一般管理全般に係る経費、それから、

委託料では、道路台帳作成業務などの費用となっております。減額の原因は、道路台帳作

成業務の量が減少しているということでございます。 

 同じく下段になりますが、２項道路橋梁費１目道路維持費、予算額２億７,７２８万８,

０００円を計上しております。前年比６,６８９万５,０００円の増となっております。 

次のページになりますが、９５ページ、９６ページをご覧ください。１１節需用費、修

繕料では、歩道及び取りつけ道路、側溝の修繕工事などで３,２４６万１,０００円を計上

しております。１３節委託料では、１億７,０８５万６,０００円を計上しており、主なも

のとしましては、町道維持補修、除雪業務で１億６９２万円を、橋梁長寿命化点検委託業

務では５,０７６万円を計上しております。１５節工事請負費では、橋梁補修工事等で９７

８万円を、１８節備品購入費では、除雪専用車等の購入費用として５,００４万１,０００

円をそれぞれ計上しております。増額となった主な原因としましては、道路の修繕という

ことで側溝の修繕、それから除雪専用車の購入、それから橋梁長寿命化点検の実施という

ことで、それらに係る増となっております。 

 同じく、２目道路新設改良費、予算額１億３,８８０万円を計上しております。前年比２

８０万円の増となっております。１５節工事請負費では、町道４カ所の道路改良舗装工事

で１億１,９００万円を計上しております。それに伴いまして、２２節補償補塡及び賠償金

では、道路改良舗装整備工事に伴う水道管の移設補償費として１,８３０万円を計上してお

ります。 

 ９５ページの中段から９８ページ上段になりますけれども、３項河川費１目河川総務費、

予算額１８１万６,０００円を計上しております。前年比４３１万１,０００円の減となり

ます。ここでは、河川の樋門樋管などの河川管理に係る経費を計上しております。昨年度

は普通河川の護岸修繕をしておりますので、その部分が減の要因となっております。 

 ９７ページ、９８ページ中段になりますが、４項都市計画費１目都市計画総務費、予算

額５２６万２,０００円を計上しております。前年比６万９,０００円の減となります。１
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３節委託料で、都市計画用途地域変更業務として４９９万５,０００円を計上しておりま

す。 

 同じく中段の２目公園費、予算額３,０７９万６,０００円を計上しております。前年比

８７８万７,０００円の増となっております。１３節の委託料では、柏林公園、交通公園、

河川公園などの維持管理業務に係る経費を計上しており、また、平成２８年度から５カ年

の指定管理協定を提携しておりますので、歴舟川パークゴルフ場指定管理者管理運営業務

料などで２,７５４万５,０００円を計上しております。増の要因としましては、来年度か

らパークゴルフ場の指定管理料の増、それから公園の管理、それから剪定業務などで、昨

年と比較しまして増となっております。 

 同じく下段になりますが、５項住宅費１目住宅管理費、予算額３,７３２万３,０００円

を計上しております。ここでは、住宅運営委員会委員報酬、それから、来年度から新たに

営繕作業員の賃金ということで１７８万２,０００円を新たに計上しております。８節の報

償費では、昨年に引き続き住宅リフォーム報酬費を計上しております。次に、９９ページ、

１００ページをご覧ください。１５節では、工事請負費としまして、昨年に引き続き町営

住宅の屋根の塗装及び屋根張替工事、それから、鏡町団地の供用電灯設備改修工事としま

して１,１３２万６,０００を計上しております。 

 同じく下段になりますが、２目住宅建設費、予算額１億１,２６７万８,０００円を計上

しております。前年比６０１万３,０００円の減となります。１５節の工事請負費では、寿

町団地１号棟の新築工事、それから外構工事、移転が完了しております日方団地５棟分の

解体工事費としまして、それぞれ１億９００万円を計上しております。 

 以上でございます。 

○黒川企画課長 

 それでは、９９ページから１０４ページにかけまして、９款消防費１項消防費１目消防

総務費でございます。こちらでは、２億１,９７２万１,０００円の計上でございます。と

かち広域消防事務組合の負担金でございます。前年度予算額は、南十勝消防事務組合の負

担金との比較でございます。公債費償還金が町に移管されまして、１２款公債費に組みか

えとなったことによる減でございます。また、消防署運営費、とかち広域消防の負担金な

どを計上してございますが、消防ポンプ車１台の導入を計上してございます。 

 １０１ページから１０２ページにかけまして、２目非常備消防費でございます。報酬か

ら公債費まで２,６０６万８,０００円でございます。こちらは新設の目でございまして、

とかち広域消防事務組合発足によりまして、消防団の事務が町に移管となったための計上

でございます。ここでは、消防団管理運営経費と過年度支出分を計上してございます。団

員の報酬、旅費、被服費、車両や施設の維持費などを計上してございます。 

 同じく下段のほうになりますが、３目火災予防費でございます。需用費６万円を見込ん

でおりまして、林野火災予防のための旗の作成経費でございます。 

 ４目災害対策費でございます。報酬から負担金まで、７４５万１,０００円でございます。
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６３８万３,０００円の減でございますが、こちらは防災無線の維持管理費、防災関係組織

の運営、避難所の備蓄品などを計上してございます。備品購入で昨年見ておりました個別

受信機の在庫が十分あるということで、今年は個別受信機の購入を見込んでおりません。

また、防災用備品がある程度整ったことから減額となっているものでございます。 

○吉岡学校教育課長 

 同じく、１０３ページ、１０４ページ中段、１０款の教育費でございます。まず、１項

教育総務費１目教育委員会費でございます。教育委員に関する経費として２０８万３,００

０円の計上です。対前年比１７万４,０００円の減となってございます。減の要因は、制度

改正による委員長職がなくなったことによるものでございます。 

 次に、２目事務局費でございます。事務局の運営費として１９０万９,０００円の計上で

す。１１万３,０００円の増となっております。 

 次に、一番下段になりますけれども、３目教育振興費でございます。教育振興事業、奨

学金貸付事業、スクールバス運行委託事業、スクールバス更新事業、外国青年招致事業に

ついての予算でございます。１億６,５６５万６,０００円を計上しております。前年より

２,１７７万５,０００円の増となっております。 

 次ページ、１０５ページ、１０６ページ上段をお開きください。右側にありますけれど

も、外国青年招致事業１,２１１万１,０００円でございますが、今まで社会教育課で予算

を見ていた外国青年招致事業、いわゆる英語指導助手の関係でございます。２８年度から

学校教育課が事務を担当することにいたしましたので、教育振興費で予算化をしておりま

す。さらに、２８年７月下旬に英語指導助手１名を追加し２名体制にいたします。この分

の経費、報酬や旅費を初め、生活家電などの購入費など、外国青年招致事業全体として１,

２１１万１,０００円を計上しております。 

 その下、７節賃金ですが、特別支援教育支援員賃金でございます。約５００万円の増額

となっておりますが、大樹小学校で１名増員しまして８名体制に、それから、大樹中学校

で新たに１名の、合計２名の増の分の賃金、社会保険料などの増額計上しております。 

 下段のほうになりますけれども、１３節委託料でございまして、スクールバス運行業務

の関係でございます。大樹中学校の部活動の対応バスということのスクールバス運行です

が、部活動の時間が足りないということで要望がありまして、時間を遅くらせて運行して

ほしいということでの対応などにより、２３０万円の増となってございます。 

 一番下になりますけれども、１８節備品購入費では、英語指導助手の車が古くなったた

めの更新で２３９万４,０００円、それから、スクールバス２台の更新ということで、２台

分、２,６３１万５,０００円、それから、ＡＬＴ、要するに英語指導助手の関係ですけれ

ども、生活用の家電等購入費として６２万８,０００を計上しております。 

 次ページ、１０７ページ、１０８ページをお開き願います。１９節でございます、負担

金補助及び交付金の中段になりますけれども、相馬市少年親善使節団派遣事業補助金では、

隔年で実施しておりますが、平成２８年度は相馬市を訪問する年ということで、この予算



 

－ 32 － 

計上でございます。 

 次に、下段の２項小学校費１目学校管理費でございます。３,０７６万８,０００円の計

上で、前年比１６１万５,０００円の増となってございます。 

 １１１ページ、１１２ページをお開き願います。上段の２３節償還利子及び割引料で、

２７年に導入した校務用パソコンの償還金３５４万円を計上してございます。 

 次に、同じページの、小学校の２目教育振興費でございます。１,１３８万４,０００円

の計上で、前年比３６１万円の増でございます。ここでも同じく２３節償還金利子及び割

引料で、平成２７年に導入したパソコン教室用のパソコンの償還金６０２万８,０００円を

計上しております。 

 次に、同じく、ページの下段になりますけれども、３項中学校費１目学校管理費です。

２,５６７万５,０００円の計上で、前年比７９万円の減となっておりますが、１１節で需

用費の修繕では、教員住宅修繕などで１３０万４,０００円の増となってございます。 

 次に、次ページの中下段になりますけれども、１８節備品購入費の学校備品では、校長

室の応接セットなどが古くなったためのものの購入等々で１２３万円を計上してございま

す。 

 その下、２３節償還金利子及び割引料で、２８年に北海道市町村備荒資金組合からの譲

渡事業により導入する中学校の校務用パソコンの初年度償還の利子分のみ１万７,０００

円の計上でございます。 

 次に、下段の２目教育振興費でございます。７７９万７,０００円の計上でございまして、

前年比２３７万２,０００円の増額でございます。一番右側、一番下段の１８節備品購入費

では、図書購入費では、２８年度に中学校の教科書が改訂されることに伴い、教員用の指

導書等々の購入費用１１０万９,０００円を計上しております。 

 次ページ、１１５ページ、１１６ページをお開き願います。上中段の２３節償還金利子

及び割引料では、先ほどありましたけれども、２８年に北海道市町村備荒資金組合からの

譲渡事業により導入する中学校のパソコン教室用のパソコンの初年度の償還金の利子３万

５,０００円を計上してございます。 

 次に、同じく１１５ページ、１１６ページ中段の４項学校給食費１目学校給食費でござ

います。９,２７１万９,０００円の計上でございまして、前年比８２万６,０００円の減で

ございます。大きな新規事業等はございません。今の給食センターは平成１４年の供用開

始から１３年が経過することから、施設備品や機械等で新しくしなければならない時期に

来ておりますので、保守点検結果等を考慮しながら、都度、対応していきたいと考えてお

ります。 

 １１９ページ、１２０ページをお開き願います。５項社会教育費１目社会教育総務費で

ございます。２,４４２万８,０００円を計上しており、前年比６４万５,０００円の増と

なっております。ここでは、社会教育委員会運営費、社会教育推進事業、青少年教育推進

事業から高齢者教育推進事業、学校支援地域本部事業及び子ども交流事業などの事業費で
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ございます。１節で報酬ほかで地域おこし協力隊員１名増員に伴う費用弁償や自家用車借

り上げ料等について増額しております。 

 中段の１３節委託料では、地域おこし協力隊員の任期満了後の定住支援のための３名分

の研修業務委託費２０２万円を新たに計上し、ＳＴＥＰの運営体制の整備を図ることとし

ております。なお、これら協力隊に係る経費部分については、特別交付税措置の対象となっ

ております。 

 下段の１８節備品購入費では、社会教育推進事業において、公用車両、現在の４号車、

連絡車両ですけれども、更新費用２２１万５,０００円を計上してございます。 

 次に、１２１ページから１２４ページでございます。次ページをお開き願います。２目

生涯学習センター費でございます。１億４,６６０万１,０００円の予算計上でございまし

て、前年比９,８８１万７,０００円の増となってございます。ここでは、生涯学習センター

運営費、文化事業、文化財保護事業などの事業費でございます。生涯学習センター運営費

につきましては、学習センターが築後１７年を経過し、一部施設や設備が老朽化してきて

おり、これにより、これに対応した整備に要する経費を計上しておりますことから増額と

なっております。 

 中段の１１節需用費のうち修繕料ですが、生涯学習センターの維持管理費としまして、

施設の冷暖房設備に係る吸収冷温水機器の分解整備費用として５４０万円を計上、また、

文化財保護事業では、晩成社史跡公園の晩成社屋根及び部屋の食品庫の取り替えに係る修

繕料として、合わせて２１２万１,０００円を計上してございます。 

 １２３ページ、１２４ページをお開き願います。中段になりますが、１５節工事請負費

では、学習センターの防犯カメラ設置工事費１６６万５,０００円、学習センター屋上防水

及び屋根改修工事費４,２９８万３,０００円、ホール等の空調設備を管理する中央監視装

置更新工事として１,４４６万２,０００円、コスモスホールの舞台照明設備更新事業とし

て２,８９６万６,０００円を計上しております。 

 その下の１８節備品購入費では、学習センター管理附属備品の購入費として各種マイク

ロフォンやマイクスタンド等の購入費１９４万９,０００円を計上しております。 

 次に、１２５ページ、１２６ページをお開き願います。６項保健体育費１目保健体育総

務費でございます。５２６万９,０００円を計上してございまして、前年比３９万７,００

０円の減となってございます。ここでは、保健体育推進事業からスポーツ推進委員運営費

までの事業にかかわる経費でございます。まず、海洋スポーツ振興事業ですが、平成２７

年度、当町において開催されたＢ＆Ｇ北海道ブロックスポーツ交流交歓会、水上の部が、

２８年度は道南の瀬棚町で開催されることから、本大会開催に係る経費が減額となってお

ります。また、町技普及振興事業ですが、平成２７年度、沖縄県で開催されたミニバレー

ジャパンカップ大会への参加助成金について、平成２８年度は帯広市開催となっているた

め減額となっております。同じく、中段から下段でございますが、２目、体育施設費でご

ざいます。５,１５９万円の予算を計上しており、前年比１,２９９万８,０００円の減と
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なってございます。ここでは、運動公園、海洋センター、生花湖艇庫、高齢者健康増進セ

ンター及び中央運動公園の維持管理に係る予算となってございます。 

 下段になりますが、１１節の需用費のうち修繕料では、海洋センター玄関の階段修繕及

びアリーナの競技ラインの引き直し修繕で、合わせて１６６万８,０００円、中央運動公園

のセンターハウスの自動ドア装置修繕、高圧ケーブル取り替え修繕及び屋外遊具の修繕に

係る経費として、合わせて２１５万円を計上しております。 

 １２７ページ、１２８ページをお開きください。中段の１３節委託料では、中央運動公

園のミニパークゴルフ場の整備及び維持管理に係る委託経費が増額となっております。 

 次に、１２９ページ、１３０ページをお開き願います。上段の１５節工事請負費でござ

いますが、海洋センターのトイレの便器改修工事費２６２万５,０００円、同じく海洋セン

ターの受変電設備トランス等取替工事費１１９万６,０００円を計上してございます。な

お、２７年度に実施した海洋センター艇庫の改修工事費分が減額となってございます。 

 次に、同じページ中段の７項図書館費１目図書館総務費でございます。１,１２２万１,

０００円の予算を計上しており、前年比２３万８,０００円の増となってございます。ここ

では、図書館運営委員会運営事業、図書館管理運営費、図書館ブックスタート事業、図書

館管理システム維持管理費の予算となります。図書館管理運営費ですが、平成２７年度の

年度途中より臨時職員１名を増やしておりますが、引き続き臨時職員を雇用することから

賃金が増額となってございます。なお、旧図書館の地下タンクにつきまして、タンク内を

中和し、水を注入する措置を平成２７年度に実施完了しておりますので、その分を減額し

ております。また、図書館管理システム維持管理費につきましては、図書館管理システム

機器保守業務として、本年度、サーバをズコー社のデータセンターへ移設する経費及びデー

タセンターの利用経費分を増額しております。 

○松木総務課長 

 続きまして、その下段、１３１ページ、１３２ページ、災害復旧費でございます。１１

款災害復旧費につきましては、災害発生時の緊急対応に備えまして予算措置を行うための

歳出科目として計上させていただいているもので、１項農林水産業施設災害復旧費１目農

業用施設災害復旧費１０万円、２目林業施設災害復旧費１０万円、２項公共土木施設災害

復旧費１目道路河川災害復旧費、１０万円の計上でございます。 

 その下、１２款公債費１項１目元金７億４,９８３万４,０００円、前年比４,６２３万３,

０００円の増でございます。 

 ２目利子７,３５６万６,０００円、前年比８７３万３,０００円の減でございます。とか

ち広域消防事務組合の設立に伴いまして、今まで南十勝消防事務組合への負担金の中で償

還されてまいりました消防施設に係る地方債ですが、未償還分につきましては平成２８年

度から各町村の直接償還となりまして、この分が元金に２,７４２万８,０００円、利子に

４９８万９,０００円含まれてございます。 

 １３３ページ、１３４ページをお開きください。１３款諸支出金１項特別会計繰出金１
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目事業会計繰出金５億１,７２２万３,０００円、５特別会計への繰出金でございます。 

 ２項特別会計出資及び補助金１目特別会計出資及び補助金、４億６,７９４万２,０００

円。企業会計への負担金と補助金で、前年比８,１４１万円の減でございます。病院会計に

対します負担金補助金が６,１８０万円、水道会計に対する負担金補助金が１,９６１万円、

それぞれ減額となってございます。 

 その下、１４款１項１目ともに予備費、１,０００万円の計上でございます。 

 申し訳ございません、１３款の諸支出金の３項基金費でございます。１目基金費４,４９

３万５,０００円、前年比４,２４６万１,０００円の増でございます。この増の主な理由に

つきましては、ふるさと納税を原資といたします魅力あるまちづくり推進基金積立金４,

２０４万１,０００円を計上したことによるものでございます。大変失礼いたしました。 

○議   長 

 以上で、一般会計の歳出説明が終わりました。 

 次に、一般会計歳入について松木総務課長より説明を求めます。 

○松木総務課長 

 それでは、事項別明細書の３ページ、４ページをお開きください。 

 １款町税１項町民税１目個人、２億６,６２９万円で、前年比１,４５９万円の増でござ

います。決算額との乖離是正のため、過去の収納率、決算額等を勘案いたしまして、積算

の精度を高めたことが主な要因でございます。２目法人４,１０５万円、前年比１２４万６,

０００円の増でございます。これは、積算の精度を高めたほか、法令に基づきます軽減措

置の終了による償却資産の増加によるものでございます。２項１目ともに固定資産税３億

４,７５８万円、前年比４,５７０万８,０００円の増。これは、積算の精度を高めたほか、

法令に基づきます軽減措置の終了による償却資産の増加によるものでございます。２目国

有資産等所在市町村交付金及び納付金７６７万３,０００円。３項１目ともに軽自動車税

１,５２０万６,０００円。４ページ、５ページをお開きください。４項１目ともに町たば

こ税５,０６９万４,０００円。５項１目ともに入湯税４３３万８,０００円。 

 続きまして、２款地方譲与税１項１目自動車重量譲与税１億１,４９０万円。２項１目と

もに地方揮発油譲与税４,５７０万円。 

 ６ページ、７ページでございますけれども、３款１項１目ともに利子割交付金９０万円。 

 ４款１項１目ともに配当割交付金２８０万円。 

 ５款１項１目ともに株式等譲渡所得割交付金１９０万円。 

 ６款１項１目ともに地方消費税交付金１億３,０００万円、前年比３,０００万円の増。

消費税率改定によります増額波及分が１００％となることによる増加でございます。 

 ７款１項１目ともに自動車取得税交付金２,３３０万円。 

 ８款１項１目ともに国有提供施設等所在市町村助成交付金３０万円。 

 ９款１項１目ともに地方特例交付金７０万円。 

 次のページをお開きください。 
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 １０款１項１目ともに地方交付税３２億２,１００万円、前年比８,０００万円の増でご

ざいます。内訳は、普通交付税６,０００万円の増、特別交付税２,０００万円の増。地方

交付税の改正見込みや過去の実績、地方財政計画などを勘案し、増額で計上してございま

す。 

 １１款１項１目ともに交通安全対策特別交付金１００万円。 

 １２款分担金及び負担金１項負担金１目総務費負担金１３万１,０００円。２目民生費負

担金４,９８７万６,０００円、前年比４,２４２万円の減。保育料の徴収が町経由から直接

事業者への納入となることが主な要因でございます。３目衛生費負担金１万８,０００円。 

４目農林水産業費負担金２１１万７,０００円。５目土木費負担金８,０００円で、皆増で

ございます。昨年まで嘱託職員を配置しておりました建設課の営繕業務ですが、平成２８

年度から臨時職員に置きかえることによりまして雇用保険料の本人負担分を計上してござ

います。６目教育費負担金３,０９８万４,０００円。 

 次のページをお開きください。 

 １３款使用料１項使用料１目総務使用料５６０万４,０００円。２目民生使用料２１１万

３,０００円。３目衛生使用料２,０００円。４目労働使用料１０万円。５目農林水産使用

料９,９４２万６,０００円。６目商工使用料８１万６,０００円。７目土木使用料９,９９

７万１,０００円。８目教育使用料３２８万３,０００円でございます。１ページお開きく

ださい。１３、１４ページ、２項手数料１目総務手数料２７９万円。２目衛生手数料８０

７万４,０００円。３目農林水産手数料９０万円。 

 その下段でございます。１４款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費国庫負担金１億７,

８８９万３,０００円。前年比１,０１２万５,０００円の増は、保育所運営費負担金が７２

２万７,０００円増加したことなどによるものでございます。 

 ２項国庫補助金１目総務費国庫補助金５３万４,０００円、前年比９６７万５,０００円

の減は、昨年度、マイナンバー制度関係のシステム整備等の補助金６４５万９,０００円、

尾田地域コミュニティセンター外構工事への補助金３７５万円を、それぞれ平成２７年度

予算において計上していたことによるものでございます。２目民生費国庫補助金３,６８５

万３,０００円、前年比２,７９６万６,０００円の増。これは主に、年金生活者等支援臨時

福祉給付金の実施によるものでございます。３目衛生費国庫補助金４万円。４目土木費国

庫補助金１億２,９９４万４,０００円、前年比４,２７９万７,０００円の増。これは主に、

土木車両の更新や橋梁長寿命化点検などの実施によるものでございます。 

 １５ページ、１６ページをお開きください。 

 ５目消防費国庫補助金９万円。６目教育費国庫補助金５４５万円、前年比２９３万９,

０００円の増。これは主に、スクールバス購入によるものでございます。３項委託金１目

総務費委託金２９万７,０００円。２目民生費委託金１２４万８,０００円。 

 その下でございます。１５款道支出金１項道負担金１目民生費道負担金９,３１２万４,

０００円。２項道補助金１目総務費道補助金４３万３,０００円。 
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 １ページお開きください。１７ページ、１８ページでございます。 

 ２目民生費道補助金３,６４２万３,０００円。３目衛生費道補助金５０万４,０００円。 

４目農林水産業費道補助金１億５,１１５万４,０００円、前年比１億８３７万６,０００円

の増でございますが、これは主に、中山間地域等直接支払交付金の当初予算への計上並び

に造林事業補助金の増額などによるものでございます。５目消防費道補助金１５万円。６

目教育費道補助金３７万３,０００円でございます。１９ページ、２０ページをお開きくだ

さい。３項委託金１目総務費委託金１,４９６万１,０００円。２目農林水産業費委託金６

９万６,０００円。３目商工費委託金１１３万４,０００円。４目土木費委託金６７万９,

０００円。 

 その下、１６款財産収入１項財産運用収入１目財産貸付収入１,４２７万３,０００円。 

２目利子及び配当金２９３万３,０００円。 

 次のページをお開きください。 

 ２１ページ、２２ページ、２項財産売払収入１目物品売払収入１１万３,０００円。 

２目不動産売払収入１,０８１万円、前年比３１１万円の増額は立木の処分見込み額の増に

よるものでございます。 

 その下、１７款１項ともに寄附金１目一般寄附金１,０００円。 

２目指定寄附金４,２００万５,０００円、前年比４,１９９万９,０００円の増は、ふるさ

と納税を受ける魅力あるまちづくり推進基金寄附金を４,２００万円見込んだことによる

ものでございます。 

 続きまして、１８款１項ともに繰入金１目基金繰入金８,０４０万円、前年比６,９１５

万６,０００円の増でございます。生涯学習センター施設の整備に４,７００万円、晩成温

泉施設の整備に７７０万円、ふるさと納税返礼品の購入や子育て支援、観光振興、航空宇

宙の推進などに２,５７０万円など、それぞれ特定目的基金から繰り入れするものでござい

ます。 

 その下、１９款１項１目ともに繰越金１００万円でございます。繰越明許費繰越財源の

うち、一般財源不要見込み額等を計上してございます。 

 一番下段でございます。２０款諸収入１項延滞金加算金及び過料１目延滞金１,０００

円。次のページをお開きください。２項１目町預金利子１２万５,０００円。３項貸付金元

利収入１目高齢者等に優しい住宅改造資金貸付金元利収入４０万円。２目災害援護資金貸

付金元利収入１,０００円。３目大樹町中小企業特別融資事業貸付金元利収入１億円。 

４目奨学金貸付金元利収入１,２２９万６,０００円。４項受託事業収入１目衛生費受託事

業収入１６０万円。２目農林水産業費受託事業収入７,５５８万４,０００円、前年比３,

９９６万７,０００円の増額は、畜産公共事業の受益者負担金の増によるものでございま

す。５項雑入１目過年度収入１,０００円。２目雑入１,２０２万４,０００円、前年比２０

９万２,０００円の減は、Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫の修繕助成金が９７０万円の減額に対し

まして、退職手当組合の３年ごとの精算金を４３５万４,０００円、南十勝消防事務組合の
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解散による剰余金の精算金を２７０万７,０００円見込んでいることによるものでござい

ます。 

 ２５ページ、２６ページをお開きください。 

 ２１款１項ともに町債１目臨時財政対策債１億９,１００万円。２目過疎債２億９,５７

０万円。３目辺地債５,１４０万円、前年比１億８,５００万円の減でございますが、これ

は旭浜地区の避難路、尾田地域コミュニティセンター改築が終了したことによるものでご

ざいます。４目公営住宅事業債５,５８０万円。 

 以上で、事項別明細の歳入の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 休憩します。 

 

休憩 午後 １時５７分 

再開 午後 ２時１０分 

 

○議   長 

 それでは、再開いたします。 

 次に、議案第２６号平成２８年度大樹町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）予算に

ついて及び議案第２７号平成２８年度大樹町後期高齢者医療特別会計予算についてまでの

説明を求めます。 

 林町民課長。 

○林町民課長 

 それでは、議案第２６号を説明させていただきますので、議案のほうにお戻りいただき

たいと思います。 

 議案第２６号平成２８年度大樹町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）予算について

説明させていただきます。 

 歳入歳出予算の総額をそれぞれ９億３,４００万円と定めるものでございます。 

 一時借入金では、借り入れの最高額を１億円と定め、歳出予算の流用では、２款１項に

計上した療養諸費に係る予算額に過不足が生じた場合に限って、同一款内での各項の間で

流用することができるとするものでございます。 

 内容につきましては事項別明細書で説明させていただきますので、事項別明細書、国民

健康保険事業特別会計の９ページ、１０ページ、歳出をお開き願います。 

 歳出。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費、本年度予算額２７７万２,０００円、前年度

との比較で７６万７,０００円の減となっております。ここでは、レセプト点検等専門員の

賃金や電算システムに係る経費など、事務に要する経費について計上しておりますが、シ

ステムの改修を伴う制度の改正が予定されていないことから、委託料で４０万円ほど減額
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になっております。２項徴税費１目賦課徴税費１２９万３,０００円、３項運営協議会費１

目運営協議会費２２万５,０００円。 

 ２款保険給付費１項療養諸費１目一般被保険者療養給付費４億６,１００万円、２目退職

被保険者等療養給付費７５０万円、３目一般被保険者療養費２３０万円。次のページに移

りまして、４目退職被保険者等療養費１０万円、５目審査支払手数料１５３万円。療養諸

費全体では、前年度との比較で１,１９５万円の増となっております。２項高額療養費１目

一般被保険者高額療養費５,３１０万円、２目退職被保険者等高額療養費１００万円、３目

一般被保険者高額介護合算療養費８０万円、４目退職被保険者等高額介護合算療養費３０

万円。高額療養費全体では、前年度との比較で３８０万円の増となっております。１項の

療養諸費及び２項の高額療養費につきましては、平成２７年度の給付費の動向を考慮して

増額の計上となっております。３項移送費１目一般被保険者移送費５万円、２目退職被保

険者等移送費３万円、４項出産育児諸費１目出産育児一時金７５６万円、２目支払手数料

１万円、５項葬祭諸費１目葬祭費３０万円。 

 次のページに移りまして、３款１項ともに後期高齢者支援金等１目後期高齢者支援金９,

６６０万円、前年度との比較で１,１１１万円の減となっております。ここでは、後期高齢

者医療制度により各医療保険者が負担しなければいけない支援金を計上しておりますが、

前年度の負担実績を参考に減額しております。２目後期高齢者関係事務費拠出金１万円。 

 ４款１項ともに前期高齢者納付金等１目前期高齢者納付金５万円、２目前期高齢者関係

事務費拠出金１万円。 

 ５款１項ともに老人保健拠出金１目老人保健医療費拠出金１万円、２目老人保健事務費

拠出金１万円。 

 ６款１項１目ともに介護納付金３,８３０万円、前年度との比較で６８０万円の減となっ

ております。ここでは、介護保険第２号被保険者の納付金を計上しておりますが、前年度

の負担実績を参考に減額しております。 

 ７款１項ともに共同事業拠出金１目高額医療費拠出金３,１５０万円。次のページに移り

まして、２目共同事業事務費拠出金１万円、３目保険財政共同安定化事業拠出金２億１,

１４０万円。共同事業拠出金全体では、前年度との比較で５１０万円の増となっておりま

す。共同事業は保険者の財政運営の安定化を図るため、各保険者が国保連合会に拠出して

事業を運営しているもので、高額医療費拠出金は１件当たり８０万円以上の医療費が対象、

保険財政共同安定化事業拠出金は８０万円までの全ての医療費が対象となっております。

前年度の負担実績を参考に、増額しております。 

 ８款保健事業費１項特定健康診査等事業費１目特定健康審査等事業費６９８万３,００

０円。ここでは、被保険者の健康の保持、増進のために実施する特定健康診査等に要する

経費を計上しております。２項保健事業費１目保健衛生普及費１０５万３,０００円。ここ

では、高齢者のインフルエンザ予防接種、肺炎球菌感染症予防接種に対する自己負担軽減

等に要する経費を計上しております。 



 

－ 40 － 

 ９款公債費１項公債費１目利子３０万円。 

 次のページに移りまして、１０款諸支出金１項還付金１目一般被保険者保険税還付金７

９万４,０００円、２目退職被保険者等保険税還付金５万円、２項繰出金１目直営診療施設

勘定繰出金４０５万円、この繰出金は、町立病院の機器整備などに対して交付される特別

調整交付金を病院会計に繰り出すものですが、今年度は眼科医療機器の購入などが予定さ

れていることから、当初予算に計上しております。 

 １１款１項１目ともに予備費３００万円を計上しております。 

 次に、歳入について説明させていただきます。前に戻りまして、３ページ、４ページを

お開き願います。 

 １款保険税１項保険税１目一般被保険者保険税１億８,４４０万円、２目退職被保険者保

険税２４２万２,０００円。保険税全体では、前年度との比較で５４５万円の減となってお

ります。ここでは、前年度の賦課実績を参考に計上しておりますが、被保険者数の減少に

より減額となっております。平成２７年度の賦課時点の対象世帯数は１,０１７世帯、被保

険者数は１,９８２人となっております。 

 ２款国庫支出金１項国庫負担金１目療養給付費負担金１億９,０００万円。前年度との比

較で１,０００万円の増となっております。ここでは、一般被保険者の医療費に係る療養給

付費等の負担金として３２％が交付されておりますが、給付見込みが増えたことから増額

となっております。２目高額医療費共同事業負担金７８７万５,０００円、３目特定健康診

査等負担金１０７万円、２項国庫補助金１目調整交付金１,８００万円 

 ３款１項１目ともに療養給付費交付金７７６万１,０００円。前年度との比較で６３４万

円の減となっております。ここでは、退職者医療制度に係る療養給付費が交付されており

ますが、退職者医療制度の廃止に伴い、対象となる被保険者数が減っていることから減額

となっております。 

 ４款１項１目ともに前期高齢者交付金１億７,９１０万円。前年度との比較で１,１１０

万円の増となっております。前期高齢者、６５歳から７４歳の方の加入の多い国保の財政

を支援するために財政調整が行われており、ここではその調整額が交付されております。

前年度の交付実績を参考に増額しております。 

 次のページに移りまして、５款道支出金１項道負担金１目高額医療費共同事業負担金７

８７万５,０００円、２目特定健康診査等負担金１０７万円、２項道補助金１目調整交付金

４,３４４万円、前年度との比較で１,０９６万円の減となっております。過去の交付実績

を参考に減額をしております。 

 ６款１項ともに共同事業交付金１目高額医療費共同事業交付金１,８００万円、２目保険

財政共同安定化事業交付金１億８,５００万円。 

 ７款財産収入１項財産運用収入１目利子及び配当金１,０００円。 

 ８款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金８,７６５万７,０００円。前年度との

比較で４７３万円の増となっております。ここでは、保険者が制度として負担するルール
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分と、保険税の負担を抑えるために一般会計から繰り入れをする額を計上しておりますが、

保険税の負担を抑えるための一般被保険者療養給付費繰入金につきましては５,０６１万

７,０００円で、４９７万円の減となっております。 

 ９款１項１目ともに繰越金１,０００円。 

 次のページに移りまして、１０款諸収入１項延滞金及び加算金１目延滞金１,０００円、

２目加算金１,０００円、２項雑入１目雑入３２万６,０００円を計上しております。 

 次に、２ページの総括の歳出をご覧いただきたいと思います。 

 １款総務費から１１款予備費まで、歳出合計、本年度予算額９億３,４００万円、前年度

予算額９億２,８００万円、前年度との比較６００万円の増。財源内訳は、国・道支出金２

億６,９３３万円、その他４億７,７５１万９,０００円、一般財源１億８,７１５万１,００

０円となっております。 

 次に１ページ、歳入ですが、１款保険税から１０款諸収入まで、歳入合計、本年度予算

額９億３,４００万円、前年度予算額９億２,８００万円、前年度との比較は６００万円の

増となるものでございます。 

 以上で、国民健康保険事業特別会計の説明を終わらさせていただきます。 

 続きまして、議案第２７号を説明させていただきますので、議案のほうにお戻りいただ

きたいと思います。 

 議案第２７号平成２８年度大樹町後期高齢者医療特別会計予算について説明させていた

だきます。 

 歳入歳出予算の総額をそれぞれ７,９４０万円と定めるものでございます。 

 内容につきましては事項別明細書で説明させていただきますので、事項別明細書、後期

高齢者医療特別会計の５ページ、６ページをお開き願います。 

 歳出。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費、本年度予算額５７万５,０００円、ここでは、

事務に要する経費について計上しております。２項徴収費１目徴収費１万５,０００円。 

 ２款１項１目ともに後期高齢者医療広域連合納付金７,８４０万円。前年度との比較で１

５０万円の減となっております。ここでは、後期高齢者医療制度の運営主体である広域連

合への納付金を計上しており、事務費の負担金として２６０万円、保険料と町が負担する

保険基盤安定制度の負担金として７,５８０万円を見込んでおります。 

 ３款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目保険料還付金１１万円。 

 ４款１項１目ともに予備費３０万円を計上しております。 

 次に、歳入について説明させていただきます。 

 前のページ、３ページ、４ページをお開き願います。 

 歳入。 

 １款１項１目ともに後期高齢者医療保険料、本年度予算額５,１３０万円。前年度との比

較で１７０万円の減となっております。ここでは、後期高齢者医療保険制度に加入してい
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る方の保険料を計上しており、対象人数は１,０４３人を見込んでおります。 

 ２款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金２,７９８万円。ここでは、事務費分３

４８万円と、保険基盤安定繰入金として、保険料の軽減分として２,４５０万円を一般会計

より繰り入れるものでございます。 

 ３款１項１目ともに繰越金１,０００円。 

 ４款諸収入１項延滞金及び過料１目延滞金１,０００円、２目過料１,０００円、２項償

還金及び還付加算金１目保険料還付金１０万円、２目還付加算金１万円、３項雑入１目雑

入７,０００円を計上しております。 

 次に２ページ、総括の歳出をご覧いただきたいと思います。 

 １款総務費から４款予備費まで、歳出合計、本年度予算額７,９４０万円、前年度予算額

８,０９０万円、前年度との比較は１５０万円の減。財源内訳は、その他７,９１０万円、

一般財源３０万円となっております。 

 次に１ページ、歳入ですが、１款後期高齢者医療保険料から４款諸収入まで、歳入合計、

本年度予算額７,９４０万円、前年度予算額８,０９０万円、前年度との比較は１５０万円

の減となるものでございます。 

 以上で、説明を終わらさせていただきます。 

○議   長 

 次に、議案第２８号平成２８年度大樹町介護保険特別会計予算についての説明を求めま

す。 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 それでは、議案のほうにお戻りください。議案第２８号です。議案第２８号平成２８年

度大樹町介護保険特別会計予算についてご説明いたします。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億９,１２０万円と定めるものです。 

 第２条は、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、２款１項の介護サー

ビス等諸費と２項の高額介護サービス費の予算額に過不足が生じた場合は、同一款内で歳

出予算を流用することができるようにあらかじめ定めるものです。 

 それでは、予算の内容につきまして事項別明細書でご説明いたしますので、介護保険の

７ページ、８ページ、歳出をお開きください。 

 歳出です。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費、本年度予算額１,４３４万４,０００円。こ

こでは、介護保険事業を担当する２名分の人件費、事務処理の経費を計上しております。

対前年度３００万５,０００円の減は、人事異動による職員給料等の減によるものです。２

項賦課徴収費１目賦課徴収費２５万４,０００円。７ページから１０ページになります。３

項介護認定審査会費１目介護認定審査費、本年度予算額１７８万３,０００円。９ページ、

１０ページをお開きください。２目介護認定審査会費３９４万７,０００円。３目認定調査
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費１６６万９,０００円。 

 ２款保険給付費１項介護サービス等諸費１目居宅介護サービス給付費２億２,１６３万

円、２目居宅介護サービス計画費３,１９２万円、３目施設サービス給付費３億２,０３０

万２,０００円、４目福祉用具購入費１１９万４,０００円、５目住宅改修費３３６万円、

６目特定入所者介護サービス費３,９６０万円、７目審査支払手数料５８万８,０００円。

２項高額介護サービス費１目高額介護サービス費１,４００万円、２目高額医療合算介護

サービス事業費２３５万円。 

 次に、９ページから１２ページになります。９ページ下段です。 

 ３款地域支援事業費１項地域支援事業費１目地域支援事業費３,４１７万２,０００円。

前年度対比１,１２１万７,０００円増。ここでは、地域包括支援センターを担当する人件

費のほか、１３節委託料で社会福祉協議会に委託します、除雪、配食、移送などについて

計上しております。また、新年度より新たに日常生活支援総合事業に係るボランティア養

成講座等の研修、介護予防ポイント事業として介護予防のサポーターの養成やポイントに

係る経費のため予算増となっております。 

 １１ページ、１２ページをご覧ください。 

 ４款基金積立金１項基金積立金１目介護給付費準備基金積立金１万１,０００円。 

 ５款諸支出金１項償還金及び還付加算金１目第１号被保険者保険料還付金７万６,００

０円。 

 次に、歳入につきましてご説明いたしますので、３ページ、４ページをお開きください。 

 歳入です。 

 １款介護保険料１項介護保険料１目第１号被保険者介護保険料、本年度予算額１億２,

６６４万１,０００円。対象者数は１,９５０人、昨年は１,９３９人で、１１人増で見込ん

でおります。 

 ２款国庫支出金１項国庫負担金１目介護給付費負担金１億８４２万３,０００円。２項国

庫補助金１目調整交付金４,７８４万４,０００円、２目地域支援事業交付金５７３万円。 

 ３款道支出金１項道負担金１目介護給付費負担金９,７９３万５,０００円。２項道補助

金１目地域支援事業交付金２８６万５,０００円。 

 ４款支払基金交付金１項支払基金交付金１目介護給付費交付金１億７,７７８万５,００

０円、２目地域支援事業支援交付金３６０万５,０００円。 

 ５款財産収入１項財産収入１目利子及び配当金１万１,０００円。 

 ６款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金１億２,０３２万５,０００円。 

 ５ページ、６ページをお開きください。６款繰入金、基金繰入金として介護給付費準備

基金繰入金は、本年度もございません。 

 ７款諸収入１項延滞金及び過料１目第１号被保険者延滞金１,０００円、２目第１号被保

険者過料１,０００円。２項雑入１目第三者納付金１,０００円、２目返納金１,０００円、

３目雑入３万１,０００円。 
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 ８款繰越金１項繰越金１目繰越金１,０００円。 

 次に、総括をご説明しますので、２ページをご覧ください。 

 歳出です。 

 １款総務費から５款諸支出金まで、歳出合計、本年度予算額６億９,１２０万円、前年度

予算額６億６,９４０万円、比較として２,１８０万円の増となっております。財源内訳は、

国・道支出金２億６,２７９万７,０００円、その他、３億１７５万６,０００円、一般財源

１億２,６６４万７,０００円。 

 １ページをご覧ください。 

 歳入です。 

 １款介護保険料から８款繰越金まで、歳入合計、本年度予算額６億９,１２０万円、前年

度予算額６億６,９４０万円、２,１８０万円の増となるものです。 

 以上で説明を終わります。 

○議   長 

 次に、議案第２９号平成２８年度大樹町介護サービス事業特別会計予算についての説明

を求めます。 

 瀬尾特別養護老人ホーム所長。 

○瀬尾特別養護老人ホーム所長 

 議案第２９号平成２８年度大樹町介護サービス事業特別会計予算についてご説明いたし

ます。 

 今回、歳入歳出予算それぞれ３億９,３７０万円と定めるものでございます。 

 内容につきまして事項別明細書でご説明いたしますので、７ページ、８ページの歳出を

お開き願います。 

 歳出です。 

 １款１項ともに居宅介護サービス事業費１目通所介護費、本年度予算額６,９８４万９,

０００円、前年度対比７１０万７,０００円の増でございます。ここでは、老人デイサービ

スセンター管理運営経費の計上でございます。 

 １０ページの中段、１８節備品購入の車両については、昨年からデイサービス利用者が

増加したため、特養ワゴン車を使用し、３台体制で送迎していますが、特養のショートス

テイの送迎や入所者の町外病院への受診などに不都合が生じていることから、デイサービ

ス用に車椅子のリフト付ワゴン車１台を増やすための購入費４７６万５,０００円の計上

でございます。 

 続きまして、２目介護支援費９１４万円の予算計上です。前年度対比８０２万１,０００

円の減です。ここでは、要支援者のケアプランを作成する介護支援専門員の人件費と介護

予防支援事業の運営経費の計上でございます。減額の主な理由としましては、介護支援専

門員の１名減によるものです。 

 次に、１１ページ、１２ページの中段をご覧いただきたいと思います。 
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 ２款１項ともに介護老人福祉施設事業費１目介護老人福祉施設費、本年度予算額３億１,

４７１万１,０００円でございます。前年度対比２０１万４,０００円の増となっておりま

す。ここでは、特別養護老人ホームの管理運営経費の計上でございます。増額の主な理由

は、調理員の準職員を１名増員することや、入所者の重度化に対応するため臨時介護員の

賃金の増加によるものです。 

 １６ページ下段の１５節工事請負費でございますが、特養と町立病院をつなぐ渡り廊下

をつけたことから、大雨による被害を防止するための外構工事の経費１,６９３万５,００

０円を計上してございます。 

 戻りまして、３ページ、４ページの歳入をお開き願います。 

 歳入です。 

 １款サービス収入１項介護給付費収入１目居宅介護サービス事業収入、本年度予算額２,

４４５万５,０００円の予算計上です。次に、２目介護老人福祉施設事業収入、１億６,２

４３万１,０００円の予算計上です。前年度対比１,２５５万１,０００円の減は、平成２７

年度の実績をもとに減額しています。続きまして、２項予防給付費収入１目居宅介護サー

ビス事業収入、１,１１９万５,０００円の予算計上です。 

 ２款分担金及び負担金１項負担金１目居宅介護サービス事業負担金、３４８万７,０００

０円の予算計上です。２目介護老人福祉施設事業負担金、３,１４８万１,０００円の予算

計上です。 

 ３款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金、１億５,７１５万７,０００円の予算

計上です。 

 ４款１項１目ともに繰越金、１,０００円の予算計上です。 

 次に、５ページ、６ページをお開きください。 

 ５款諸収入１項受託事業収入１目介護サービス事業収入、５万４,０００円の予算計上で

す。２項１目ともに雑入、３４３万９,０００円の予算計上です。 

 次に、２ページの総括の歳出をお開きいただきたいと思います。 

 歳出。 

 １款居宅介護サービス事業費と２款介護老人福祉施設事業費、合わせまして、歳出合計、

本年度予算３億９,３７０万円、前年度予算額３億９,２６０万円、前年度対比１１０万円

の増となります。 

 戻りまして、１ページ、歳入をご覧ください。 

 歳入。 

 １款サービス収入から５款諸収入まで、歳入合計、本年度予算額３億９,３７０万円、前

年度予算額３億９,２６０万円、前年度対比１１０万円の増となるものです。 

 以上で説明を終わります。 

○議   長 

 次に、議案第３０号平成２８年度大樹町公共下水道事業特別会計予算について及び議案
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第３１号平成２８年度大樹町水道事業会計予算についてまでの説明を求めます。 

 鈴木水道課長。 

○鈴木水道課長 

 それでは、議案にお戻りいただきまして、議案第３０号をお開き願います。 

 議案第３０号平成２８年度大樹町公共下水道事業特別会計予算についてですが、第１条

では、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ２億８,３３０万円と定めるものでございま

す。 

 第２条では、地方債の起債の目的、限度額などを第２表、地方債によるものとするもの

でございます。 

 第３条では、一時借入金の借り入れの最高額を１億円と定めるものでございます。 

 次に、３ページをお開き願います。 

 第２表、地方債、起債の目的及び限度額につきまして、下水道事業債では１,２３０万円、

過疎対策事業債では７２０万円とするものです。なお、起債の方法、利率、償還の方法に

つきましては一般会計と同様でございますので、省略させていただきます。 

 それでは、内容につきまして事項別明細書でご説明させていただきますので、下水道事

業特別会計の事項別明細書７ページ、８ページをお開き願います。 

 歳出。 

 １款管理費１項総務管理費１目一般管理費、本年度予算額１,３１０万６,０００円、前

年度より２６８万７,０００円の減。２目普及推進費１４３万円、７万円の増。２項施設管

理費１目管渠管理費６４８万５,０００円、３２万４,０００円の減。２目処理場管理費５,

８０４万９,０００円、２４５万４,０００円の増。ここでは、１１節需用費の修繕料で、

処理場の機械と電気設備を計画的に修繕してございますが、平成２８年度は修繕項目が多

く、増となってございます。次のページ、９ページ、１０ページをお開き願います。３目

個別排水管理費１,３５４万５,０００円、１２６万９,０００円の増。 

 ２款事業費１項下水道整備費１目下水道建設費３,５４２万円、１億２６２万８,０００

円の減。ここでは、１３節委託料で処理場の長寿命化工事関係でございますが、今年度は

本体工事ではなく設計委託業務が主なものとなりますので、前年度より大きく減となるも

のでございます。次のページ、１１ページ、１２ページをお開き願います。上の段は飛ば

しまして、２項個別排水処理施設整備費１目個別排水処理施設建設費２,３２６万８,００

０円、１０万８,０００円の増。 

 ３款１項ともに公債費で、１目元金１億２４４万３,０００円、２９０万３,０００円の

減。２目利子２,９４４万５,０００円、２４６万円の減。 

 ４款諸支出金１項繰出金１目一般会計繰出金９,０００円、１,０００円の増。ここでは

新通の歴舟川の樋門の管理人に対する手当について、道との維持管理協定により負担する

分でございます。 

 ５款１項１目ともに予備費１０万円で、増減はございません。 
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 次に歳入、３ページ、４ページをお開き願います。 

 ２、歳入。 

 １款分担金及び負担金１項負担金１目公共下水道負担金、本年度予算額１２７万５,００

０円。２目個別排水処理事業受益者分担金９０万円、この項では前年度より９６万８,００

０円の増ですが、ここでは、公共下水道受益者負担金で、２７年度の住宅新築等の増によ

るものでございます。 

 ２款使用料及び手数料１項使用料１目公共下水道使用料６,０９６万２,０００円。２目

個別排水処理施設使用料５９２万６,０００円、２０万６,０００円の増、ここでは、下水

及び個別排水の使用料ですが、両使用料とも若干の増を見込んでございます。２項手数料

１目公共下水道手数料２万円、２目個別排水処理施設手数料１万円、増減はございません。 

 ３款国庫支出金１項国庫補助金１目下水道国庫補助金６４０万円、５,６１０万円の減。

ここでは、歳出で説明いたしました終末処理場の長寿命化工事に係る補助金で、委託料の

減により補助金も減となるものでございます。 

 ４款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金１億８,８２０万６,０００円、６９７

万４,０００円の減。 

 ５款１項１目ともに繰越金で１０万円。増減はございません。 

 ６款１項ともに町債で１目下水道事業費１,２３０万円、２目過疎対策事業債７２０万

円、４,５２０万円の減、これにつきましては、国庫補助金と同様で、終末処理場の長寿命

化工事に係る委託料の減により起債の借り入れも減となるものでございます。また、今年

度から過疎対策事業債の借り入れを当初予算の段階から計上してございます。 

 次に、５ページ、６ページをお開き願います。 

 ７款諸収入１項１目ともに雑入で１,０００円。増減はございません。 

 次に、２ページの総括の歳出をお開き願います。 

 総括の歳出で、１款管理費から５款予備費までの歳出合計で、本年度予算額２億８,３３

０万円、前年度予算額３億９,０４０万円、比較では１億７１０万円の減となってございま

す。財源内訳では、国・道支出金６４０万円、地方債１,９５０万円、その他２億５,７２

９万９,０００円、一般財源１０万１,０００円でございます。 

 次に、１ページをご覧願います。 

 総括の歳入で、１款分担金及び負担金から７款諸収入までの歳入合計で、本年度予算額

２億８,３３０万円、前年度予算額３億９,０４０万円、比較では１億７１０万円の減とな

るものでございます。 

 以上で、説明を終わらさせていただきます。 

 続きまして、水道事業会計を説明させていただきますので、議案第３１号にお戻り願い

ます。 

 議案第３１号平成２８年度大樹町水道事業会計予算についてですが、第２条、業務の予

定量は給水戸数２,７６０戸、年間総給水量１１４万８,６６５立方メートル、１日平均給
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水量は３,１４７立方メートル、主な建設事業は電気計装設備更新工事、住吉浄水場浄水設

備更新工事、拓北配水地区配水管布設工事、検定満期メータ器更新工事を予定してござい

ます。 

 第３条では、収益的収入及び支出ですが、収益的収入が収益的支出に対し不足額７,８０

１万円は、過年度損益勘定留保資金で補てんするものとし、支出につきましては５億１,

９３０万円、収入では４億４,１２９万円と定めるものでございます。 

 ２ページをお開き願います。 

 第４条では、資本的収入及び支出ですが、資本的収入額が資本的支出額に対し不足額２

億８,１３７万９,０００円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとし、支出に

つきましては３億４,６９０万円、収入では６,５５２万１,０００円と定めるものでござい

ます。 

 第５条では、一時借入金の限度額を１億円と定めるものでございます。 

 第６条では、議会の議決を経なければ流用することができない経費の職員給与費を３,

０６３万円と定め、第７条では、他会計からの補助金といたしまして、一般会計からの補

助を受ける金額を８,７４０万１,０００円とし、第８条では、たな卸資産の購入限度額を

６７０万円と定めるものでございます。 

 続きまして、収入及び支出の内容を事項別明細書により説明させていただきますので、

水道事業の事項別明細書の３ページ、４ページをお開き願います。 

 収益的収入及び支出の支出の部。 

 １款水道事業費用１項営業費用１目原水及び浄水費、本年度予算額８,８８３万５,００

０円、前年度より１,２６７万円の減。ここでは、右側４ページの下から５段目となります

が、修繕費の施設修繕で、年次計画により修繕を行っていますが、２８年度は修繕箇所が

少ないため減となってございます。 

 ５ページ、６ページをお開き願います。 

 ２目配水及び給水費１,５６３万４,０００円、７１万６,０００円の減。ここでは、委託

料で漏水調査を平成２５年度から計画的に実施していますが、今年度は調査エリアが前年

度より狭いため減となるものでございます。 

 ３目総係費１３８万９,０００円の増。 

 次のページ、７ページ、８ページをお開き願います。 

 ７ページの下へ行きまして、４目減価償却費３億３,９５２万７,０００円、８１９万７,

０００円の増。５目資産減耗費１,２００万円、３００万円の増。 

 次のページ、９ページ、１０ページをお開き願います。 

 ２項営業外費用１目支払利息及び企業債取扱諸費２,８８０万円、２２０万円の減。２目

消費税費４０万円、２６０万円の減。３目雑支出１０万円、増減はございません。 

 ３項１目ともに予備費で２０万円、前年度との増減はございません。 

 次に１ページ、２ページをお開き願います。 
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 収益的収入及び支出の収入の部。 

 １款水道事業収益１項営業収益１目給水収益２億４,９６０万円、前年度より６０万円の

増。これにつきましては、家事用契約の小口への移行と営農利用者の法人化による使用水

量の増加傾向により、全体の料金といたしましては若干の増を見込んでございます。２目

手数料４９万円、６万円の増。３目負担金１,１５４万４,０００円、３６万７,０００円の

増。４目その他の営業収益３万９,０００円、６,０００円の減。 

 ２項営業外収益１目受取利息及び配当金９１万５,０００円、増減はございません。 ２

目一般会計補助金８,７４０万１,０００円。２,００８万１,０００円の減。これにつきま

しては、地方交付税で措置されます高料金対策費等で国から示されます繰り出し基準の変

更により減額となるものでございます。３目長期前受金戻入９,１３０万円、１３０万円の

増。これにつきましては、会計制度の改定により、当年度の減価償却に係る補助金等の分

について繰り延べ収益から繰り入れるものでございます。４目雑収益１,０００円、前年度

との増減はございません。 

 損益勘定留保資金７,８０１万円。 

 次に１３ページ、１４ページをお開き願います。 

 資本的収入及び支出の支出の部。 

 １款資本的支出１項建設改良費１目固定資産取得費２億７５２万円、７,０１６万円の

増。ここでは、１４ページ下から４段目に記載してございます委託料で、拓北地区老朽配

水管調査設計委託業務では、同地区の使用水量の増加が見込まれることと、対象エリアの

配水管は経年劣化による漏水が頻発しているため、施設更新の設計委託料を計上してござ

います。また、水道施設耐震及び老朽化調査委託業務といたしましては、大樹町全体の管

路等の調査を実施し、更新に係る優先順位の検討、概算事業費の算出、年次計画の策定な

どを行うための費用を計上してございます。 

 次に、負担金では、道営農地整備事業負担金といたしまして、芽武配水池から生花、晩

成方面への施設整備でございますが、２８年度は測量設計に係る地元負担金といたしまし

て１,３００万円を計上してございます。 

 次の工事請負費では、電気計装設備更新工事と住吉浄水場の浄水設備更新工事は、計画

的に設備の更新をさせていただくものでございます。拓北配水地区配水管布設工事は、延

長１,２００メートルの配水管を布設し、同地区の安定供給を行いたいと考えてございま

す。日方地区配水管更新工事では、昨年の漏水調査により発見されました漏水箇所に係る

管路の更新でございます。これらの工事箇所につきましては、戻りますけれども、議案の

最後のページに位置図を添付してございますので、後ほどお目通しをお願いいたします。 

 次に、１５ページ、１６ページをお開き願います。 

 ２目消火栓整備費６００万円、増減はございません。２項１目ともに配水管補償工事費

２,７７０万円、１,３６６万円の増。ここでは、配水管移設工事を５カ所計上してござい

ますが、この工事箇所につきましては、議案の最後のページに位置図を添付してございま
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すので、後ほどお目通しをお願いいたします。３項１目ともに量水器整備事業費１,１０８

万円、９３２万円の減。ここでは、検定満期メータ器の更新に係る経費でございますが、

２７年度の更新個数６０５個から、２８年度は３０６個の更新と減少することから、材料

費と工事請負費が減となるものでございます。４項１目ともに企業債償還費９,４６０万

円、２１０万円の増。 

 次に１１ページ、１２ページをお開き願います。 

 資本的収入及び支出の収入の部。 

 １款資本的収入１項１目ともに工事補償金２,３１０万円、１,０１０万円の増。これに

つきましては、先ほど説明させていただきました配水管移設工事の移設補償費でございま

す。２項１目ともに工事負担金５５５万６,０００円、４４万４,０００円の減、ここでは、

老朽消火栓更新工事に係る一般会計からの負担金を計上してございます。３項１目ともに

繰入金３,６８６万５,０００円、９１万５,０００円の増。損益勘定留保資金２億８,１３

７万９,０００円でございます。 

 以上で、説明を終わらさせていただきます。 

○議   長 

 次に、議案第３２号平成２８年度大樹町立国民健康保険病院事業会計予算についての説

明を求めます。 

 伊勢病院事務長。 

○伊勢病院事務長 

 それでは、議案のほうにお戻りいただきまして、ご説明いたします。 

 議案第３２号平成２８年度大樹町立国民健康保険病院事業会計予算についてご説明申し

上げます。１ページをご覧ください。 

 第１条、平成２８年度大樹町立国民健康保険病院事業会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 第２条、業務の予定量。１号、病床数５０床。２号、年間患者数、入院、１万６,４２５

人、前年対比４５人の減。前年はうるう年のため３６６日で算出したことによる減であり

ます。外来３万５,４７８人、２４３人の増としております。３号、１日平均患者数、入院、

４５人、前年度と同数としております。外来１４６人、前年より１人増としております。

２号の年間患者数ですが、入院は１日平均４５人掛ける３６５日、外来は１４６人掛ける

２４３営業日で算出しております。 

 第３条、収益的収支の予定額。 

 収入、第１款病院事業収益、支出、第１款病院事業費用ともに９億６,４２０万円、収入、

支出ともに２,４００万円の減となっております。 

 第４条、資本的収支の予定額、収入、第１款資本的収入４,０５７万円、５,２７３万円

の減、支出、第１款資本的支出４,４６１万円、５,１３９万円の減となっております。な

お、資本的収入が資本的支出に対して不足する額４０４万円は、過年度分損益勘定留保資
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金から補てんすることとしております。 

 ２ページをご覧ください。 

 第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおり定める。 

 起債の目的、医療機器購入、限度額１,０７０万円、起債の方法、利率、償還の方法は一

般会計と同様ですので、説明は省略いたします。 

 第６条、一時借入金の限度額は１億円と定める。 

 第７条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費を、１号給与費６億２,

７８８万円、２号交際費２０万円と定めます。 

 第８条、一般会計からのこの会計へ補助を受ける金額は３億１,０００万円と定めます。 

 第９条、たな卸資産の購入限度額は１億４,１７２万円と定めます。 

 ３ページから１８ページまでは、説明を省略させていただきます。 

 予算の内容につきましては事項別明細書によりご説明いたしますので、事項別明細書の

３ページ、４ページをご覧ください。 

 収益的収支の支出の部。 

 １款病院事業費用１項医業費用１目給与費６億２,７８８万円、２,６４８万円の減。給

料１億９,８００万円、１,４７０万３,０００円の減となっております。減額となった理由

としましては、医師給で、前年は新規採用１名を見込んで４名分で計上しておりましたが、

現時点で医師採用の見込みが立っていないことから、新年度におきましては現状の医師数

３名で計上しております。この後の手当、引当金、繰入額、法定福利費におきましても、

同様の理由で減額となっております。なお、医療技術員給は、新たに作業療法士１名を採

用することとしたため、３２１万２,０００円の増となっております。人員は前年と同数の

４４名となっております。 

 手当、１億１,１８８万３,０００円、５３４万７,０００円の減。 

 ５ページ、６ページをお開きください。 

 賃金、１億１,６７５万３,０００円、人員は昨年と同じ４７名を見込んでおります。給

与改定、臨時職員の単価アップ、パート看護師のフルタイム勤務への移行などにより６４

７万８,０００円の増となっております。 

 賞与引当金繰入額、３,００２万５,０００円、１３７万５,０００円の減。次年度、平成

２９年度６月に支給する期末勤勉手当の基準期間のうち、本年に該当する１２月から３月

までの４カ月分を経費として見込んでおります。 

 報酬、３,５８０万円、４２２万円の減。眼科医のほか、整形外科、週末当直医などの報

酬であります。週末当直医の報酬のうち、支払い先を個人から医療法人に変更となった分

があり、その分を委託料に計上したため減額となっております。 

 法定福利費、１億２,９７２万１,０００円、７８１万１,０００円の減。 

 法定福利費引当金繰入額、５６９万８,０００円、先ほどの賞与引当金に相当する法定福

利費分であります。 
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 ２目材料費、１億４,３２２万円、３８６万円の減。薬品費、８,６２０万円、１００万

円の増。診療材料費、４,１５０万円、４７０万円の減。給食材料費、１,４０２万円、１

６万円の減で、前年実績からでございます。７ページ、８ページをご覧ください。医療消

耗備品費は前年度と同額であります。 

 ３目経費、１億１,９００万円、５６６万円の増。旅費、交通費２４０万９,０００円、

１２８万６,０００円の減、出張医の旅費を実績ベースで計上しております。職員被服費、

５６万２,０００円、４４万８,０００円の減。看護師と医療技術員のユニフォームを毎年

購入から隔年購入としたことによる減額であります。消耗品費、３００万円、消耗備品費

９５万円は、前年とほぼ同額であります。光熱水費、１,７４０万円、１８０万円の減。燃

料費、６６８万９,０００円、７５万５,０００円の減、前年実績ベースで計上しておりま

す。食料費、印刷製本費、修繕費、保険料は前年とほぼ同額で見込んでおります。９ペー

ジ、１０ページをご覧ください。賃借料、通信運搬費は、前年とほぼ同額でございます。

委託料、６,７８２万２,０００円、１,００９万６,０００円の増。病院を改築してから１

年が経過しまして、補償期間が終了したことから、新たにボイラーや医療ガス、配管設備

などの保守料を計上しております。また、各種診療業務の委託として、昨年補正させてい

ただきました皮膚科診療に係る委託料と出張医報酬の一部を委託料に組み替えたことなど

で増額となっております。諸会費、交際費、雑費は、前年とほぼ同額となっております。 

４目減価償却費、６,５６０万円、１１８万円の増。建物で１００万円の減、構築物で、昨

年実施しました外構工事分などで５１８万円の増。次のページに行きまして、機械備品で

３００万円の減となっております。５目資産減耗費、５９万円、５６万円の増。不要となっ

た医療機器の廃棄に伴い、残存価格分を固定資産除却費として費用化するものであります。 

６目研究研修費は、ほぼ前年並みの３２４万円となっております。 

 ２項医業外費用４４７万円、１０４万円の減。１目支払利息及び企業債取扱諸費１９６

万円、６１万円の減。２目患者外給食材料費１２１万円、前年と同額であります。３目雑

損失１０万円、５３万円の減。昨年は看護師の就業支援金貸与金の返還を免除する者が１

名おりましたが、新年度では規定年数に達する該当者がいないことから減額となっており

ます。４目消費税は１２０万円を見込んでおります。 

 ３項予備費は前年同額でございます。 

 戻りまして、１ページ、２ページをご覧ください。 

 収入の部。 

 １款病院事業収益１項医業収益、６億８７０万円、４１０万円の増。１目入院収益で３

１０万円、３目その他医業収益、公衆衛生活動収益として１００万円の増額を見込んでお

ります。 

 ２項医業外収益３億５,５５０万円、２,８１０万円の減。主なものとしましては、３目

他会計補助金３億１,０００万円、一般会計からの補助金を４,０００万円減額しておりま

す。５目長期前受金戻入、１,２５０万円の増となっております。長期前受金戻入は、減価
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償却費のうち国・道補助金と一般会計負担金に相当する額を収益化するものであります。 

 続きまして、１５ページ、１６ページをご覧ください。 

 資本的収支の支出の部。 

 １款資本的支出１項建設改良費１目有形固定資産購入費、機器及び備品購入費、２,５５

０万円は、眼科で緑内障や加齢黄斑変性症などの判定に使用する３次元眼底画像撮影装置

など医療機器２点の購入と、医事会計システムの更新を予定しております。また、前年は

施設費として外構工事分８,７１０万円を計上しておりましたが、新年度は減額となってお

ります。 

 ２項企業債償還金１目企業債元金償還金１,５０６万円、１,４２６万円の増。平成２５

年度と平成２６年度導入の医療機器に係る企業債の償還元金であります。 

 ３項貸付金４０５万円、１３５万円の増。看護師就業支援金貸与金ですが、前年は２名

分を見込んでおりましたが、新年度は３名分を見込んでおります。 

 １３ページ、１４ページをご覧ください。 

 収入の部。 

 １款資本的収入１項一般会計負担金１目一般会計負担金、２,５８１万円、２,１１９万

円の減。機器及び備品購入に伴う負担金、企業債償還金の負担金であります。 

 ２項国庫支出金１目国庫補助金、２７０万円、国保診療施設整備費補助金として、医療

機器購入に係る補助金であります。 

 ３項道支出金１目道補助金、１３５万円、国庫補助金と同様、医療機器導入に係る補助

金です。 

 ４項企業債１目企業債、１,０７０万円、３,５６０万円の減。医療機器購入に伴う企業

債であります。 

 ５項貸付金返還金１目貸付金返還金１万円。看護師就業支援金貸付者が規定の年数を勤

務しなかった際の返還金を受ける収入科目で、科目存置として１万円を計上しております。 

 損益勘定留保資金は看護就業支援金貸与金に充てるもので、４０４万円を見込んでおり

ます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 以上をもって、議案第２５号から議案第３２号まで、８件の提案理由及び内容の説明が

終わりました。 

 

    ◎予算審査特別委員会設置の議決 

○議   長 

 お諮りします。 

 議案第２５号平成２８年度大樹町一般会計予算についてから議案第３２号平成２８年度

大樹町立国民健康保険病院事業会計予算についてまで、以上８件の審議については、議長
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を除く１１名をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査する

ことにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 

    ◎休会の議決 

○議   長 

 お諮りします。 

 ただいま設置されました予算審査特別委員会において、平成２８年度大樹町一般会計予

算並びに７事業特別会計予算の審査を行うため、３月９日から１３日までと１５日から１

７日までの間、本会議を休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、予算審査特別委員会において審査を行うため、３月９日から１３日までと１５

日から１７日までの間、休会とすることに決しました。 

 なお、特別委員会は委員会条例第８条第１項により、議長において、本会議終了後、本

議場にて開催と指定いたします。 

 

    ◎延会の議決 

○議   長 

 お諮りします。 

 本日はこれにて延会とし、９日から１３日までを休会とし、１４日に開くことにしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、９日から１３日まで休会とし、１４日に開催いたします。 

 

    ◎延会の宣告 

○議   長 

 本日は、これにて延会します。 

延会 午後 ３時２０分 
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開議 午前１０時００分 

 

    ◎開議の宣告 

○議   長 

 ただいまの出席議員は、１１名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

○議   長 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、議長において、 

１０番 阿 部 良 富 君 

１１番 柚 原 千 秋 君 

 １番 船 戸 健 二 君 

を指名いたします。 

 

   ◎一般質問取り下げの報告 

 一般質問に入る前に、菅敏範君より一般質問の取り下げの申し出がありましたので、これ

を受理し処理しましたので報告いたします。 

 

   ◎日程第２ 一般質問 

○議   長 

 日程第２ 一般質問を行います。 

 質問の通告がありますので、これより発言を許します。 

 初めに、２番齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 おはようございます。 

 先に通告いたしました小中高一貫「ふるさとキャリア教育」の取り組みについてお伺いい

たします。 

 本年度から、道教委は「小中高一貫ふるさとキャリア教育推進事業」を立ち上げ、管内で

同一市町村内の小学校２０校、中学校１６校、高等学校１４校を道教委で指定しております。

合計５０校の研究指定となりましたが、十勝からは大樹小学校、大樹中学校、そして大樹高

等学校が研究指定校に選ばれました。小中高のそれぞれの１２年間を通して、地域と関係機

関、団体が連携し、ふるさとへの認識を深めながら、地域で子どもたちを育てることの意識

を伝える教育に取り組む、概ね３年間の事業の取り組みです。 
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 今後、事業を推進していく中で、今の大樹町の現状の課題、また、３年後、５年後の到達

目標について、４点ほどお伺いしたいと思います。 

 １点目ですけれども、今回の教育推進事業は、喫緊の課題である人口減少の問題に対して、

その解決策となり得る「子どもも大人も地域大好きに」をテーマに展開されております。主

な事業の内容について、まずお聞きしたいです。 

 ２点目ですけれども、この事業を展開していく中で、当町、大樹町での現時点での課題や

問題点はあるのか、整理されているのか、その辺をお聞きしたいです。 

 ３点目ですけれども、昨年６月に小中高連携教育推進事業を立ち上げ、そして各委員会を

立ち上げました。将来、地域に貢献する生徒を育成することを基本とした「大樹学」の生徒

指導、学習指導を含めた主な計画内容と、その実践内容をお聞きしたいと思います。 

 最後に、４点目ですけれども、研究指定は、道は原則３年間を予定しており、事業の最終

年度には「北海道キャリア教育サミット会議」を行う予定でおります。３年後、大樹町の特

色ある「ふるさとキャリア教育」の到達目標はどのように持っているのか、この４点をお願

いいたします。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 ご質問の小中高一貫ふるさとキャリア教育の取り組みについてお答えいたします。 

 本事業は、本道のキャリア教育の充実を図るため、道教委において、昨年１０月に道内の

道立高等学校、小中学校計５０校を研究指定校に指定し、３年間の研究指定事業として実施

しているもので、十勝管内では大樹高等学校、大樹中学校、大樹小学校がそれぞれ指定を受

け、大樹高校を中心に実践研究が進められております。 

 実践研究では、地域の未来を担う人材を育成するため、地方自治体や地域の産業界など、

関係機関、団体の支援を受けながら、研究指定校において家庭生活の大切さや子どもを育て

ることの意義についての学習、小中高の学校間での体系的なキャリア教育に取り組むことと

しております。 

 具体の事業内容に関して申し上げますと、研究指定校では、地域のよさや地域で生活を営

むことの意義等について理解を深める「地域大好きプロジェクト」と、地域で子どもを育て

ることの意義等について理解を深める「子ども大好きプロジェクト」の取り組みを推進する

こととしております。 

 地域大好きプロジェクトの取り組みでは、自校のキャリア教育に関する取り組みの分析と

課題の明確化、小中高の１２年間を見通したキャリア教育の全体計画の策定やキャリアノー

トの作成、地域の特性や教育資源を生かした職業体験、地域活性化につながるアイデア提言

等の実施など、子ども大好きプロジェクトの取り組みでは、高校生と地域住民が意見交換を

行う座談会の実施、道の出前授業を活用し、子どもを育てることなどをテーマにした学習の

実施などとなっております。 
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 ２点目の事業展開していく中での課題等についてでありますが、これまでは各学校が個々

にキャリア教育を進めてきており、実践研究を進める中で１２年間を見通したキャリア教育

の全体計画をつくるためには小中高の連携体制の構築が必要で、特に小学校ではキャリア教

育につながる学習は多く行われておりますけれども、体系的なキャリア教育を進める必要性

等については教職員の共通理解を図っていくことが必要と考えております。 

 また、地域の支援を受けながら実践研究を進めていくためには、地域の関係機関、団体等

との連携協力体制の構築が必要で、こうした環境づくりも課題と考えております。 

 ３点目の小中高連携教育推進委員会で行う大樹学の主な計画内容と実践内容についてで

ございますが、昨年６月に大樹町の子どもたちの教育について、小中高１２年間を見据えて

計画的に行うことを目指し、大樹町小中高連携教育推進委員会を立ち上げ、各校の教頭を

リーダーに部会を設け、取り組みを進めております。 

 第１部会では、大樹町の特色を生かした教育内容を取り入れた大樹学の研究推進をテーマ

に置いて、今年度の実践では、大樹の自然や宇宙など、大樹町関連学習を集約した大樹学系

列表の作成と周知、取り組み状況を伝える大樹学ニュースの発行、ＪＡＸＡ北海道スペース

スクールへの大樹高校生の参加などを実施しております。 

 ４点目の３年後の到達目標についてでございますが、一つには、小中高１２年間を見通し

たキャリア教育の全体計画の完成、二つ目として、地域ぐるみで地域の子どものキャリア発

達を支援する体制の構築、三つ目は、家庭生活の大切さや子どもを育てることの意義に関す

る理解の深化に取り組み、これらを通して、ふるさとを愛し地域振興に寄与する人材の育成

を図っていくことを本事業の目的として位置づけております。 

 以上でございます。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 今、教育長のほうから、４項目の答弁についていただきました。 

 今の答弁ですが、全体的に、ふるさとキャリア教育、大樹町の小中高連携教育推進事業と

委員会、これのほとんど趣旨とか目的の全般的な内容の答弁かなとは思っております。 

 これから具体的に一つ一つ、４項目についてお聞きしていきます。最後に３年後、５年後

の大樹町の特色ある到達目標を、また改めて教育長にお聞きしたいなと思っております。 

 それで、１点目ですけれども、実践研究の中で、各学校の特色を生かしながら連携可能な

部分に関して指導に一貫性を持たせ、教育の効率性を図ると。それで、１２年間を見据えて

計画的に推進を目的とした、昨年６月に立ち上げた大樹町小中高連携教育推進委員会の設立

と、また、これがモデル事業となって、道がこれはいいものだと、道内の各学校にもこうい

うことをしてほしいということで、今回モデル事業として推薦されたのではないかと、私は

そのように思っています。 

 これは子育ての支援から考えると、今年、町内全ての保育所が認定こども園になることか
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ら、小中高１２年間の実践教育だけではなく、また、特別支援教育を踏まえたことを考える

と、幼児小中高の１８歳までの約１５年間を見据えた大樹町の特色あるふるさとキャリア教

育の事業展開を進めることが理想ではないかと思っているのですけれども、その辺の教育委

員会の考えはどうでしょうか。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 認定こども園を含めた取り組みに関するご質問でございますけれども、このふるさとキャ

リア教育の実践研究では、町内の小中高等学校を研究指定校にして、体系的にキャリア教育

を進めているということで、現時点では幼稚園、保育園を対象としていないところですけれ

ども、大樹町の子どもの教育の観点ということから考えたときには、幼児期からの教育に関

して、相互の連携を図るということは大切な視点であると考えます。 

 こうした観点から、現在、大樹小学校と町内の保育園とでは、年３回、子どもの状況、あ

るいは指導の仕方について意見交換等を行う機会を設けて、共通理解を図っております。特

に特別な支援を要する子どもについての情報交換では、むぅくを含めた関係機関等の連携が

進められております。 

 今後に向けては、まずは各学校の教育内容、教育計画、実践、評価、こういったものの実

践研究に取り組み、まずしっかり定着させることが大切であって、そうした取り組みを進め

ていく中で、認定こども園との連携した取り組みについても今後検討していくことになるも

のと考えております。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 今回、教育委員会の執行方針の中にも、英語教育、幼児から取り組んで、ＡＥＴを２名増

員ということもこれから、予算の中でも出てくるのですけれども、そういうことを考えると、

やっぱり、幼、小、中、高といった四つの団体が連携して大樹の子どもを育てるということ

が大切だと思うので、ぜひ実現してほしいなと思っております。 

 それで、事業を進めていく中で、２点目ですけれども、家庭生活の大切さや子どもを育て

ることの意義についての学習や小中高の学校間の体系的なキャリア教育に取り組むという、

先ほどの教育長の答弁でしたけれども、今回の事業の取り組みですけれども、学校の先生、

教育団体、またはそれに属する関係団体は一生懸命やっているのですけれども、現段階にお

いて、なかなか地域、特に保護者、ＰＴＡの理解、浸透がまだまだ希薄化しているのかなと

思います。この事業を進めていく中で一番大事なのは、やっぱり保護者なのですよね。保護

者の理解、活動、これをどうやってＰＴＡ活動に盛り込んでいくかということがまず第一の

ポイントではないかと思うのです。その辺に教育委員会としてのてこ入れが必要と思うので

すけれども、その辺の考えについてお聞きしたいです。 
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○議   長 

 吉岡学校教育課長。 

○吉岡学校教育課長 

 今の２点目の保護者の理解等の協力に関するご質問でございます。 

 この事業では、保護者を含めた地域の支援を受けながら、子どもたち一人一人の社会的、

職業的自立に向けて必要な基盤となる能力を育ててキャリア教育の体系的な取り組みを進

め、地域の未来を担う人材を育てることを目指しております。 

 本実践研究の趣旨や取り組み状況について保護者の理解を得るため、学校だよりでの情報

発信など、さまざまな機会を活用して積極的に情報発信し、保護者の理解、協力を得てまい

りたいと考えております。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 保護者の理解、協力を得てまいりたいと答弁いただいたのですけれども、実際どのような

ことをするのか、また改めて聞きたいのですけれども。 

 ３点目ですけれども、地域の良さや地域で生活を営むことの意義等について理解を深める

「地域大好きプロジェクト」と、地域で子どもを育てることの意義等について理解を深める

「子ども大好きプロジェクト」の取り組みを推進する事業ということで先ほど答弁いただい

たのですけれども、今現在、大樹町に学校地域支援本部というのが設置されていると思うの

ですけれども、この活動、多分、皆さんも初めて聞く方もおられるし、どのような活動をし

ているのだろうということで、ちょっと疑問を抱いているのですけれども、この活動が今は

低迷状態と推察しております。町内に学識経験者や文化だとかスポーツ等、それぞれいろい

ろな面での有識者、有資格者がいるわけですけれども、今回の事業実施にこの方を生かして

いくことが課題と考えるのですけれども、その辺についての委員会の考え方と、また、地域

の浸透、理解を得るために、子どもたちと町民との世代間の交流、特に高齢者の活性化が今

まで以上に必要と考えるのですけれども、その辺の考えについて委員会はどうでしょうか。 

○議   長 

 吉岡学校教育課長。 

○吉岡学校教育課長 

 町内の有識者などの活用に関するご質問と思います。 

 このふるさとキャリア教育の事業でございますけれども、地域の自治体や産業界からも支

援をいただきながら、地域が一体となって子どもたちを育てる取り組みを進めることを目標

としております。このため、本事業の推進体制として、外部の有識者やＰＴＡ、それから自

治体、経済団体を構成委員とした地域未来づくり会議を設置し、指導、助言など支援を受け

ながら事業を推進することとしております。 

 また、具体的な取り組みでは、地域の特性や教育支援を生かした職業体験やボランティア
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活動、あるいは地域の人材を活用したキャリア教育に関する講演会を実施する予定としてお

り、こうした取り組みを進める中で、地域の有識者を初め高齢者が持つ豊かな経験や知識な

ど、地域人材を活用した取り組みが進められる予定でございます。 

 教育委員会としても、こうした取り組みに対して支援してまいりたいと考えております。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 それの４点目ですけれども、学校現場ですから、学力向上においてでは、小学校は学力向

上ということで、指定校の継続がまだ続いております。中学校、高校においては、それぞれ

教科別が、お互いに共通で、習熟度別学習に取り組んで成果を上げ、全国学力テストにも反

映されてきています。これは高く評価していいのかなと思っております。 

 ただ、児童数が減少する中で、学力や体力の北海道トップレベルに向け、ぜひ課外活動、

地域教育を含めて少年団と部活動の連携というものを提案したいです。特に小学校ですけれ

ども、例えば小学校にバレー部があっても中学校ではバレー部がないと。中学校で部活を復

活するということは、１年間は任意団体という形で顧問がつかないということで、せっかく

子どもたちが頑張ろうとしても、そこでなかなか連携がとれないので、うまく子どもたちの

活動が発揮できないということで、そういったことを考えると、お互いに連携して活動を推

進できる少年団活動、部活動等の指導者が集まって議論する、そういった組織づくりが、こ

れからはせっかくですから必要と思うのですけれども、その辺の考えについてはいかがで

しょうか。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 小中高連携推進委員会の課外活動についての連携の取り組みに関してのご質問でござい

ますけれども、連携の取り組みの中で、第２部会では生徒指導関係、あるいは課外活動の連

携について研究、推進することとしており、今年度の取り組みとして、小学生の健康増進事

業として走り方教室を中高の教員の指導のもとで実施するほか、文化面での交流では、小中

高の各指導者の連携による吹奏楽の合同演奏、こういった取り組みを実施しております。こ

うした連携が、議員からお話のありましたバレー、サッカーなどほかの活動分野にも広がっ

ていくことは大切な取り組みと考えております。 

 議員からご提案の課外活動に向けた組織づくりについては、それぞれの位置づけ、異なる

課題もありますことから、今後、小中高連携推進委員会の中で検討していただければと、そ

ういうふうに考えております。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 
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 ぜひ組織づくり、位置づけは異なるのですけれども、子どもたちはやっぱり一緒なのです

よね。そういうことで、大人の都合ではなくて子どもたちの目線で能力、活力、発揮できる

ものは、これは早目にやってあげると、子どもたちのためにはいいのかなとは思っておりま

す。 

 それで、最後の質問にしようと思ったのですけれども、今、四つほど質問したのですけれ

ども、そのうち２点、吉岡課長に答弁されたのですけれども、この事業というのは、４月か

らスタートする事業なのですよね。ということは、実績ではないのです。実績の中身を聞く

のなら課長の答弁でもいいのですけれども、これから事業を起こして、どういうことをして

いくの、直近の問題はこういうことだから、これについてはどうするのということを聞いて

いるのであって、吉岡課長も、定例会最後で審査、答弁いただいたのですけれども、これか

らの事業の取り組みですから、やっぱり課長の答弁ではなくて、私は教育長のきちんとした

事業の取り組み方、委員会の考え方について、先ほどお答えいただきました課長の答弁２項

目について、再度教育長にお伺いします。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 まず、保護者の理解、協力に関する改めてのご質問ですけれども、今回の実践研究、地域

と一緒に連携、支援を受けながら取り組んでいくと。とりわけ地域の中でも保護者の連携と

いうのは大切な取り組みになりますので、こういった保護者の支援をいただくための取り組

みとして、先ほど学校地域支援本部の活動が低迷しているというお話がありましたけれど

も、この学校地域支援本部、この機能をさらに充実して、保護者と一緒に取り組んでまいり

たいと思っております。 

 それと、もう一つ、有識者の活用に関してでございますけれども、大樹町には各地域から

の提示を図っている有識者の方もおりますので、こういった方々を積極的にこの事業にも活

用しながら、キャリア教育充実に向けて取り組んでいきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 それでは、最後、今、課長、教育長の答弁、４点ほどいただいたのですけれども、ソフト

面での次世代の子どもたちの、また、子育て支援対策、この事業は、恐らく大樹高校の存続

にもつながると確信しています。町独自でやっている事業も、北海道でやる事業も、モデル

校と指定されているのですから。３年間の小中高一貫ふるさと教育の指定事業ですから、継

続して、３年で終わらないで、これもずっと継続していくことが大切だと思うのです。冒頭

でも聞きましたけれども、改めて、大樹町の特色ある目標を、きちんと到達点を持ち続ける

ことが重要と私は思っているのですけれども、その辺、もう少し具体的に答弁をお願いいた
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します。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 特色ある目標による継続した取り組みに関するご質問でございますけれども、この事業、

道教委から３年間指定を受けて、実践研究を積み重ねて、この研究の成果、これを他校に広

く情報発信するということになります。 

 大樹町では、昨年６月から大樹町が独自に取り組んでいる小中高連携取り組み、これにつ

いては教育活動全般について取り組むこととしております。各部会も設け、長期目標で取り

組むこととしております。 

 このキャリア教育の実践研究で得た成果をもとに、小中高連携推進委員会において、大樹

町の特色を生かした取り組みとなるよう引き続き取り組んでいくことが大切と考えており

ます。そうした取り組みとなるよう、教育委員会としてもしっかりと支援してまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 ぜひ、この事業は３年で終わることなく、大樹町の教育活動全般の中で各部会、３部会あ

ると思うのですけれども、その中で目標を掲げて取り組んでいただきたいと思います。 

 連携教育の中で避けて通れないのが特別支援教育の充実と連携でありますけれども、これ

はまた、小中高連携推進教育の、まだ１年しか経っていませんので、経過を見ながら、また

改めて質問させていただきたいなと思っております。 

 今回、小中高ふるさと教育の指定研究と、基礎となった、先ほどお話ししましたけれども、

昨年６月に大樹町小中高連携教育が設立されました。これは本当に、関係機関、一年でこれ

だけ築き上げた学校関係者、特に小中高の教頭先生方には本当に敬意を表したいと私は思っ

ております。そういったソフト面での子ども・子育て支援、大樹高校の存続を前提として、

地域での自助、またはお互いに助け合う互助を最大限に活用しながら、地域支援を受けなが

ら、実践教育の充実、地域の関係機関、また団体との連携教育の体制の構築をこれからます

ます期待し、これで一般質問を終わります。 

○議   長 

 それでは、次に、５番西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 それでは、先に通告しております３点について、一般質問させていただきたいと思います。 

 一つ目は、町へのＴＰＰの影響と対策についてでございます。 

 大樹町における今後の大きな課題の一つに環太平洋連携のことがあると思うのですが、概
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ね町民の方、大変なことだというふうな認識があると思います。私もそう思っております。

これについて、町としての具体的な影響について、また、どのような危機を感じているかを

まずお聞きしたいと思います。 

 それから、農林水産業や商工業に対する影響があると思うのですが、その影響額や、その

対策として、町として予算化や具体的な施策としてどのようなことが展開されていくのか、

あわせてお聞きしたいと思います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 西田議員ご質問の町へのＴＰＰの影響と対策についてお答えをいたします。 

 ＴＰＰは、関税を全て撤廃するということが原則であり、我が国の農林水産業や医療、保

険、商工業などに大きな影響を与え、食料安全保障を揺るがし、食料自給率を低下させ、地

域経済、住民生活への影響も懸念されているところでもあります。 

 本町への影響は、農業分野だけではなく、関連する産業、経済全体に派生する一方で、雇

用、給与、消費など、直接、間接を問わず住民生活を脅かすおそれがあると危機感を持って

いるところでもあります。 

 農林水産業や商工業に対する影響額とのことでありますが、町としては試算をしてはおり

ませんが、国がまとめた減少額は１,３００億円から２,１００億円と試算をされているとこ

ろでもあります。 

 北海道の試算では、本年２月に道内ＴＰＰの農林水産業への影響を取りまとめ公表してお

りますが、道内の農林水産物の生産減少額は全体で４０２億円から５９８億円となるとされ

ており、農畜産物では３３７億円から４７８億円、水産物では５３億円から１０８億円、林

産物では１２億円と試算がされております。 

 また、政府の試算によりますと、道内における農畜産物、水産物の生産減少額は、全国の

生産減少額のそれぞれ約３割を占めると言われております。 

 商工業につきましても、農林水産業への影響により、設備投資や消費の減少が懸念されて

おります。また、加工食品に対して関税が撤廃される場合、輸入製品との競合により、道内

食品製造業の競争力低下が懸念されているところでもあります。 

 これらの影響に対する今後の具体的な施策とのことでありますが、農林水産業に関しまし

ては、昨年１０月５日のＴＰＰ大筋合意により、国においてＴＰＰの影響に対する国民の不

安を解消するため、総合的なＴＰＰ関連政策大綱を策定して、１次産業の体質強化など各種

対策が盛り込まれております。 

 町では、農林水産業に関しては、担い手の確保対策である新規就農者誘致事業や、酪農に

おける経営基盤対策である雌判別精液産子確保事業などの町単独事業と国・道事業との連携

を図りながら、これらの事業を活用し支援をしてまいりたいと考えております。 

 商工業に関しましては、人口減少、後継者不足などにより厳しい経営環境に置かれている
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商工業者をご支援するため、中小企業特別融資制度の拡充を図ってまいります。 

 ＴＰＰの影響は長期にわたるとの認識から、国・道の政策と連携しつつ、関係機関と十分

な協議を行い、農林水産業並びに商工業の支援に向けて必要な対策に取り組んでまいりたい

と考えております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 素朴な疑問なのですが、影響額をお願いしていたのですが、これについてのお答えはない

のですが、新聞等によりますと、本別ですとか清水ですとか更別ですとか、それぞれ影響額

についての発表があったのですが、私どもの町では、影響額についての出せない特別な理由

があったのでしょうか。その町によっては国際価格を基準にして、その金額になったらこれ

だけのという計算をされているところもありますし、そうではなくて、国や道や十勝支庁管

内の生産額で多分案分されているのではないかなと思うのですが、ちょっと素朴な質問とし

て、まず１点目にそのことをお伺いしたいと思います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいまＴＰＰの影響額の試算ということでの再度のご質問をいただきました。 

 過去にも、ＴＰＰの関係ではご質問をいただいている経過がありまして、都度、影響額等

をお示しをしたということも記憶はしているところでもあります。 

 今回、国、そして北海道の影響額の試算が示されたということで、大樹町としても内容等

の検討を進めてまいりましたが、国の試算、また北海道の試算で各試算に大きな幅があると

いうようなこともありまして、その幅のとおり大樹町も試算をするというのも、試みの案で

ありますから、方法としてはあるかなというふうに思っておりますが、大樹町の影響額をこ

の大きな幅の中で計算をして示すということの、そのあり方が、大樹町としては、今回につ

いては、今の段階では試算は控えたいということで、試算をしていないという状況でありま

すので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 試算はあれですけれども、ちょっと私が思うに、どのぐらいの影響額とかボリュームとい

うことをある程度想定しないと、具体的な対応策というのは立てられないのではないかなと

思うのですけれども、そこら辺は内部で、お話はどのようになっていたのでしょうか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 



 

－ 13 － 

 影響額の試算の部分では、今お話ししたとおり、現段階では控えているというような状況

ではありますが、ＴＰＰのいろいろな交渉経過、または合意に至った中身等が、国から、ま

たは北海道を通じて情報として入ってまいります。それに対する対策としては、担当も含め、

また関係機関等で鋭意進めているところでもあります。 

 現段階で全ての情報が出ているという状況にはないというふうに考えておりますし、そう

いう部分では、今実際に国がどういう対策を講じていこうかという方策の情報を得るという

ことも大事な大樹町としての取り組みであるというふうに認識をしているところでもあり

ます。 

 早い段階から国のほうに、ぜひ大樹町に来て、今、国がＴＰＰ対策として進める状況をお

話をしていただきたいということを進めておりますが、今月の２４日に農水省の担当の方に

お越しをいただいて、国が考えているＴＰＰの今後の対策のあり方等について直接お話をし

ていただくという場を今進めているところでもあります。 

 そういう部分も含めて、いろいろな情報を得た中で、大樹町として何が必要か、どういう

項目が必要かというところは、関係機関とも連携しながら対策を打っていくということが大

切だというふうに思っております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 ご答弁の中のあともう一つ、素朴な疑問点の中に、対策の一つとして担い手対策のことの

新規就農事業なんかも挙げておられるのですけれども、僕は、新しい血を入れて、農業のそ

ういうふうな面での強化を図るというのはわかるのですが、直接、今回の新規就農の方が、

なかなか、一人前の農家の方になられるまでの時間なんかがあるので、今ある農業のコスト

を下げるだとか、いろいろ、後から具体的にお話ししたいとは思っていますけれども、そう

いうふうな、グランドデザインの一つなのでしょうけれども、そこら辺の新規就農の事業が

上がってくるということ自体が、何か、長いスパンで対策を考えるというお考えですけれど

も、もっと喫緊な、そういうふうな危機ではないかなというふうに思っているのですが、そ

こら辺のご認識を確認したいと思います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 私の答弁の中で、新規就農の項目も挙げさせていただいております。１次産業を守ってい

く、そして、特に農業という部分では、今後、大樹町の農業を継続、維持、発展させていく

ためにはいろいろな方策が必要だというふうに思っております。その中で、新たな方に大樹

町の中で営農していただくということ、新規就農の取り組みにとっても大切な役割であると

いうふうに思っております。特に酪農経営、また地域を考えると、家族経営を確保していく、

地域に適切な家族経営が営まれているということが、地域にとっても非常に大切だというふ
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うに思っております。そういう部分では、新たな方に来ていただいて営農していただくとい

う取り組みは、大樹町の農業の維持、発展に向けて大きな項目であるというふうに思ってお

ります。 

 ＴＰＰの影響については、いろいろなことが懸念されているところでもあります。小麦の

関係でマークアップがなくなるというようなことで、小麦の作付が減るというようなことが

発生すれば、議員もご承知のとおり、畑作については輪作体系を維持していくというような

大きな役割がある小麦が、その中で作付が減少するというようなことで、輪作が維持できな

いというようなことも懸念されているところでもあります。 

 また、酪農の関係でも、生乳またはチーズ向けの輸入拡大等でいろいろな影響があるとい

うふうに私も心配はしているところでもあります。具体的に今こうでというところも、今す

ぐはありませんが、先ほどお示ししたとおり、大事な酪農の生産の基盤であります雌を確保

するというようなことで、そういう取り組みについても、このＴＰＰが合意する前から、関

係機関と連携をしながら鋭意進めているところでもあります。 

 地域の基幹産業である農業、そして酪農を維持していくというためには、関係機関とも連

携しながら、必要な対策については適宜講じていくという方向で今後進めていきたいと思っ

ております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 ありがとうございます。 

 では、少し具体的なことでお話しさせていただきます。 

 私、コストを下げるだとか、全体的に、この農業界が取り組まなければならないことがい

ろいろあると思うのですが、もう少し、グランドデザインという言葉がいいのか、大樹の農

業のことで、具体的には私、確かに、今、町長がおっしゃるように、確実に、今やっている、

そういうふうな飼育の技術を高めていくとか、例えば今の受胎なんかの空胎率をぎゅっと縮

めるような、そういうふうなことを農協とか指導機関とともに促していくとか、そういうふ

うな基礎的なことですとか、あと、乳牛の餌になります牧草なんかの更新を、今もやってい

ることは存じておりますけれども、さらに町としての、限りある財源ではございますけれど

も、そういうふうなもので、餌の、例えば内容というのですか、栄養価というか、そういう

ふうなものをやっていくとか、あと、例えば、僕が思っているのは、新規農作物なんかで薬

草なんかも頑張っておいでの農家さんもいますし、例えば畑作なんかでいけば、減農薬をさ

らに進めていくような、そういうふうな支援とか、いろいろあると思うのですよね。そうい

うふうなことというのは、今一生懸命お考えだということですので、答弁に入っていないか

ら何も考えていないとは全然思っていませんけれども、日常的なそういうふうな基礎的なこ

とを、原則的なことをやっていくしかないのではないかなというふうに、正直な話、今の段

階では考えているのですが。日常的なそういうふうなＴＰＰに対する対策というのを再度、
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お考えのことがあればお聞きしたいと思います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 再度ご質問をいただいて、大樹町が取り組むべき事業であるとか対策についてのご質問を

いただいたというふうに思っております。 

 今ご質問をいただきました内容等について、少なからず大樹町でも、町内の関係機関、ま

たはゆとり農業推進会議等を通じて、検討した項目について鋭意実施をしているつもりであ

ります。それが十分かどうかというところは議員のご判断のところもあるというふうに思い

ますが、取り組める内容等については、畑作では薬草も当然、大樹町で試験栽培も行ってお

りますし、酪農畜産の関係でも、肉牛の関係でも、各種事業について、保留対策も含めて対

応しているところでもあります。餌の関係でも、それぞれ大樹町内にＴＭＲセンターを、新

たなところをつくるというところで、畜産基盤担い手事業の中でも計画がされているところ

でもあります。 

 残念ながら、今進んでおります公社事業の中では、新たなＴＭＲセンターの整備までは至

りませんでしたが、今後、そういう部分で、外部に頼めるもの、または効率的に進められる

ものを地域に起こしていくということも大切な役割でもありますし、それが大樹町の１次産

業の振興に今後の大きな力になっていくというふうに思っているところでもあります。 

 草地整備等についても、８年更新という目標がありますが、その目標もなかなか維持でき

ない状況にあるというふうに思っておりますが、基盤整備については、酪農・畜産をやる段

階では永続的に続く大切な項目でもありますので、草地更新または基盤の整備等について

は、鋭意適切な補助事業等を活用しながら今後も継続していくことが大切だと思っておりま

す。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 いろいろ頑張っていただいているのに大変恐縮ですが、私、直接お聞きしているわけでは

ないからあれなのですが、例えば中札内のエダマメなんかも、私の信頼する農業者の方のお

話によりますと、ＴＰＰを見据えた新しい、そういうふうなものの対策として、エダマメは

どうしてもやるのだというふうなことや、このごろ、石橋組合長という、道東の浜中町だと

思うのですが、大分前から乳質の対策をこつこつとやって、ハーゲンダッツという大変おい

しいアイスクリームの会社に選んでいただいたとか、やっぱり、経済活動ですので、行政に

はおのずと限界があることもありますが、今の町長のお話の一段高いところのゆとり農業推

進会議ですか、そういうふうなものの中で町を積極的に発信していただきたいと思うのです

が、そこら辺はいかがでしょうか。経済活動だから、町はなかなか難しいよというお考えで

しょうか。 
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○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま道内の優良事例として、中札内のエダマメであるとか、浜中農協が乳質改善をし

て全量をハーゲンダッツに出荷しているというようなご意見をいただきました。 

 大樹町の乳製品、酪農製品、または畑作物も含めて、決して町外に誇れないような品物だ

というふうには全く思っておりません。 

 国は、今回のＴＰＰの対策として、６次産業化を進めるということを大きな目標に掲げて

おります。確かに生産物で出荷が可能なものについては、国内または海外に輸出も含めて

打って出るというようなことも十分あるかなというふうに思っております。ただ、では実際

に大樹町の生産物を、よく見ていただくとわかると思うのですが、例えば牛乳においては全

量を地元の雪印大樹工場にチーズ向けの原材料として出荷がされる。また、畑作物でも、馬

鈴薯については種子用というようなことで、国内外の園芸等で種子として広く使っていただ

いているところでもあります。 

 大樹町の農業に関する生産物は、概ね原料という部分が非常に多いかなというふうに思っ

ておりますし、そういう意味では、大樹町の役割としては、６次産業化に取り組む方々もい

らっしゃって結構だと思いますが、大宗のところは日本の食料をしっかりつくっていく、安

心・安全な食料をしっかり日本の国内向けにつくっていくということが大樹町の１次産業の

大きな役割ではないかなというふうに思っているところでもあります。 

 製品を少しでも向上させて安心・安全な品物をつくるというのは、それは当たり前の１丁

目１番地の話でありますので、今後も大樹町の１次産業に対しては、役割としてはそういう

国内向けのしっかりした食料をつくっていくという役割を担っていくというところが重要

だというふうに思っております。 

 大樹町の生産物を町内または国内にしっかりＰＲしていくというのは、そういう部分で

は、大樹町の安心・安全な農業を進めると、１次産業を進めるという部分では肝要かなとい

うふうに思っておりますので、事あるごとに、機会があれば、私も大樹町の１次産業の生産

物について、しっかりとＰＲをしていきたいと思っております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 農業のことをいろいろ、問題、課題、いろいろ頑張らなければならないことがたくさんあ

ると思います。 

 それで、あと、主に、この地域でいけば、ＴＰＰの影響の中に、１次産業ということなも

のですから、漁業とか林業とか、それに関する、商工業というのはちょっと僕もイメージが

湧かないのですが、何か町として、このようなことを心配しているのだとか、こういうふう

な対策についてのことを考えているのだということがありましたら、お知らせいただきたい
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と思います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいまＴＰＰ、１次産業に対する影響ということで、主に農業のお話をさせていただき

ましたが、漁業、林業についてもということであります。 

 漁業、林業につきましては、農業ほど大きな影響はないというふうに言われておりますが、

少なからずＴＰＰ、これが実際に動き出した段階では影響があるというふうには考えている

ところでもあります。 

 ただ、漁業、林業に対しましても、今、大樹町が取り組んでいる各種事業、例えば漁業で

あれば、秋サケの資源を確保していく、または前浜でとれるものを養殖の事業に取り組んで

いくというようなこと、また、林業に対しては、大樹町、これから多くのカラマツ材が伐期

を迎えるというようなこともありますので、それの有効活用を図っていくということも大切

だというふうに思っております。 

 また、林業に対しては、今、大樹町が取り組んでおります地域バイオマスエネルギーの循

環というところ、そういう部分を早く構築していく体制をつくっていくというようなこと

が、林業の今後の振興、活性化に向けて大きな役割があるというふうに思っておりますので、

今、大樹町が取り組んでおります各種対策をしっかりやっていくということが今後の施策と

して重要だというふうに思っております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 これをこの項目の最後にします。 

 アメリカの大統領がどのような人になるかによって、とんでもなくこのことも変わる、影

響もありますし、日本国内に関しましては、承認という行為はなされていくのではないかな

と思います。 

 それで、国とか町のそういうふうな施策なんかをよく勉強してというふうなことですけれ

ども、私、町民にも、なるべく早く、町としての確固たる、問題はこのようなことがあると

思うけれども、大樹町では農協なり関係機関とともにというふうな、そういうふうな町民及

び事業者の方への発信を、ぜひ町長としてのお考えを発信していただきたいなと思うのです

が、最後の項目の質問ですので、このことについてのお考えをよろしくお願いいたします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ＴＰＰに限らず、町として町民の皆様に情報の発信をしていくというのは非常に大切な役

割でもありますし、責務だと思っておりますので、ＴＰＰに限らず、機会があるごとに、ま
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た、あらゆる機会を通じて細かく情報を発信していくというのが肝要だというふうに思って

いるところでもあります。 

 今、ＴＰＰの関係でのご質問、１次産業の振興等をどうやっていくのだというようなご質

問をいただいているというふうに思っておりますが、今、議員がおっしゃったとおり、国対

国というところの交渉事でもありますので、今後、これがどういう形で妥結、決定をしてい

くのかというところは鋭意私も見守っていきたいというふうには思っているところでもあ

ります。 

 大樹町の１次産業を発展させていくためには、今それぞれの生産者の皆様、またはそれに

関係する機関等の皆様が持っている課題を一つ一つ解決していくということが大樹町の一

次産業には必要な項目だというふうに思っておりますので、ＴＰＰの影響ももちろん大切で

はありますが、当面して解決が必要な課題であるとか問題点を細かく丁寧に対応していくと

いうことが、今、大樹町にとっても、町にとっても、１次産業にかかわる関係機関、または

関係者の皆様にとっても、生産者の方々にとっても最優先であるというふうに思っておりま

すので、そこを肝に銘じてしっかり対応していきたいというふうに思っております。 

○西田輝樹議員 

 次に行ってよろしいですか。 

○議   長 

 休憩します。 

 

休憩 午前１１時０３分 

再開 午前１１時１５分 

 

○議   長 

 それでは、再開します。 

 一般質問を続けます。 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 次に、高齢者への住宅対策にサ高住建設をということで質問させていただきます。 

 急速な高齢社会の出現は、従来の対策では対応できないことを我々に示しています。例え

ば、終の棲家として機能すべき特別養護老人ホームは待機者が多く、また、介護保険への財

政的ストレスから増設も困難であります。優良老人ホームも、経済的に恵まれた高齢者が対

象になるようです。 

 このような課題に対応できる一つの方法が、私はサービス付き高齢者住宅ではないかと考

えております。核家族という言葉が世の中に出て久しいですが、高齢者の方々の不安解消に

向けて、何らかの対策をいただきたいと思います。道内にも病院に併設するなど創意工夫さ

れていますサ高住、人口対策の上からも、ぜひ何らかの高齢者住宅の実現をお考えください。 
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○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 西田議員ご質問の、高齢者への住宅対策にサ高住建設をについてお答えをいたします。 

 サービス付き高齢者向け住宅でありますが、バリアフリー構造で安否確認、生活相談サー

ビスが受けられるほかに、食事の提供や介護サービスを利用することができる賃貸住宅であ

り、さまざまなサービスが受けられるため、高齢者の方が安心した生活を送ることができる

のかなと思っております。その一方、家賃、食費、介護サービス費等の自己負担が月額１０

万円を超えるというようなことから、金銭的な関係もあって入居できる方も限られており、

帯広市内では空き部屋も見受けられる現状だとお聞きしているところでもあります。 

 団塊の世代が後期高齢となります２０２５年問題が１０年後に迫っており、これからの高

齢者の住まいや介護ニーズ等に対応するため、議員ご指摘のサービス付き高齢者住宅も含

め、高齢者の住まいや介護保険施設の整備のあり方について、平成３０年度から平成３２年

度の次期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画において協議、検討していきたいと考えて

おります。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 お話を進める前に、若干気になったことがありますので、確認させていただきたいと思い

ます。 

 サ高住の不安要素として、今、お話の中では自己負担が月１０万円以上あるのだよとか、

それから、帯広市内では空き部屋があるのだよというようなことを挙げられていると思うの

ですが、私、たくさん聞いたわけではないのですが、確かに、帯広の知り合いの方でサ高住

に入っておいでの方にお聞きしたら、夏は７万円だということでした。 

 それから、今ご答弁のように、冬場は、その方は１０万円ですということですけれども、

今、町長がご答弁の中で、反対ではないことはわかりますけれども、不安要素として、月１

０万円ですとか、今の空き部屋のことというのは、どういうふうなバックデータの中で確認

されているのか、それをお聞きしたいですし、何か、これも恐縮ではありますけれども、新

聞によりますと、音更でサ高住の着工とかということも情報として得ておりますけれども、

そこら辺、納得できるバックデータがあるのかどうかをまずお聞きしたいと思います。 

 ○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 私の答弁の中で、帯広の例もお話をさせていただきました。この内容については、担当の

ほうから詳細な内容を説明させていただきたいというふうに思います。 

 今、音更でもサ高住の建設がというお話もいただいておりますし、私も新聞等で気をつけ
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て見ているのですが、今月に入って、音更で２カ所ほど民間でオープンするというようなこ

とで、内覧会の開催の記事等も載っていたので、西田議員がお見込みの施設というのはこう

いうことをおっしゃっているのだなというふうには私も感じているところでもあります。 

 詳細については担当のほうからお話しします。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 まず、空きの状況ですが、私も保健福祉課のほうにおりますと、サ高住の会社の方からあ

いていますよというようなお知らせがあるということで書かせていただきまして、今回の答

弁にも書かせていただいたので、幾つか聞いてみたのですが、帯広の中でもやはり西とか東

とかいろいろありまして、大まかに４カ所ほど聞かせてもらったのですが、その中でいっぱ

いだというのは１カ所だけで、ほかは全て、単身者用とか夫婦用も含めて、例えば５戸とか

６戸空きがあるというふうにご回答いただいたところです。 

 料金につきましては、やはり、西田議員おっしゃっていたような方が、どのような体系で

入られているのかというのはちょっとわからないのですけれども、まず家賃設定が大体３万

円から４万円程度、そのほかに、３食ということにつきましては、やっぱりそれから３万円、

４万円ということになります。その他、サ高住につきましては、見守りの方がつくというこ

とで、その他のサービス費用ということで、その人の分の費用が加算されているという例が

多くて、その分で大体１０万円を超えてしまうのかなと。そのほかに、介護保険を使う方は

介護保険の１割分、使わない方については、介護保険以外の分としての負担分ということで

お求めいただくということで、大体１０万円をどうしても超えてしまうケースが多いという

ふうに私のほうで聞いているところでございます。 

 以上でございます。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 私のヒアリングした方の話では、待っている人が３人いて、私どものところについてはな

かなか入れないのだよと。ただし、サ高住なものですから、他の福祉施設のほうに行かれる

方もいますし、次から次に中の回転があるというふうなお話でした。 

 それから、前に総務常任委員会で東川のほうに所管事務調査に行ったときには、ちょっと

僕も、済みません、前のあれなものだから議案をちょっと見てこれなかったのですけれども、

たしか私の記憶では、室料が２万５,０００円で食事が４万円の共益費が２万円だというふ

うに、８万５,０００円とか９万円のオーダーのことをおっしゃっていたし、それから、そ

こは３０居室があって、全ての方が介護保険の対象者の方ですから、今、村田課長のおっ

しゃっているような１割分、最高に介護度が高い方は、冗談ではないかと思ったのですけれ

ども、介護度５の方もそこに入っているのだという施設長のお話でございました。 
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 いろいろ業者の方に聞いているというのですから、バックデータのことについては間違い

ないと思うのですが、高齢者の方の所得水準が、帯広市とか音更、幕別付近と大樹が著しく

収入が少ないことだとか、いろいろ問題点はあるとは思うのですが、これからちょっと各論

に入らせていただきますけれども、町としては、要支援の方とか要介護１、２という方の、

できれば在宅というふうに私も思ってはいますけれども、なかなか、今はこういうふうに核

家族だとか共働きの家庭が増えてきたり、いろいろ、家庭の介護力の低下というふうな面で

は、今お話ししたような要支援１、２の方だとか要介護１、２の方のケアについても必要で

はないかなというふうに思っているのですが、そこら辺は町としていかがお考えでしょう

か。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 要支援または要介護の方々の地域での取り組みのあり方についてのご質問をいただいた

というふうに思います。 

 大樹町、平成２７年度から２９年度まで、第６期の高齢者保健福祉計画、介護保険事業計

画を今現在進めているところでもあります。その第６期の計画を進めるに当たって、委員会

で検討された内容について少しお話をしたいというふうに思いますが、その中で、新たな

サービス付きの介護住宅、またはデイサービス、ショートステイ等の小規模多機能等の施設

の関係についても、第６期の計画を策定するに当たって検討されたところでもあります。 

 その中で、第６期、この３年間、当面必要なのは、在宅で介護できるような地域としての

包括のあり方、体制のあり方について、しっかりやっていくべきだというご意見も多くいた

だいたところでもあります。私も全く、その意見については賛成をさせていただき、その取

り組みは今必要だというふうに思っているところでもあります。これから社会福祉協議会、

またはらいふの高齢者支援係等も含めて、地域での連携を図りながら、地域全体で要支援、

要介護の必要な方々を見守っていけるような体制づくりが必要だなというふうには思って

いるところでもあります。 

 サービス付き高齢者住宅につきましても、私もいずれ大樹町内にも必要な施設になるとい

うふうには思っているところでもあります。ご答弁の中での答弁をさせていただきました

が、次期の保健福祉計画、介護保険事業計画の中の検討にする中で、こういう施設のあり方、

設置のあり方等について検討がなされていくというふうには考えているところでもあります。管

内の状況等を見ますと、民間の方々がこの施設の設置を行っているという状況も多々見受けられ

るように考えておりますので、大樹町でそういう方々に、ぜひ大樹町の中で施設の設置または運

営もしていただけないかというところも含めて、公設に限らず、民間の方々のそういう部分の施

設運営も含めて、あらゆる角度で検討を進めていく必要があるというふうには認識をしておりま

す。 

○議   長 
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 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 今、４番目にそういうふうな事業の起こし方もあるのではないですかというような質問を

しようと思ったのですが、町長がそのようにお話しですので、４番目の部分は省略します。 

 大樹町では老人アパートというのが４５、４６でなかったかなと思うのですけれども、十

勝管内はもちろん全道でも、本当に先駆的な、そういうふうなことなのですが、私は、残念

だなと思っているのが、ちょっと名前、もしかしたら私の勘違いかもしれませんけれども、

ケアハウスというのですか、広尾にも忠類にも更別にも中札内にも、そのような、ケアハウ

スというか、私が勝手に思っているのですけれども、そういうふうな中間施設的なものがそ

れぞれの、大樹で言えばらいふに併設されているのではないかなと思うのですけれども、そ

ういうふうなものがないのは大樹だけではないかなというふうに思っております。 

 そういうふうな、ある程度軽度な方の施設というのは、例えば養護老人ホームですとか軽

費老人ホームですとか、そのようなケアハウスですとか、あと、シルバーハウジングなどと

いうような形の中で、それは在宅福祉そのものかもしれませんけれども、そういうふうなも

のがあって、ある程度、先ほどお話ししましたような要支援、要介護の、軽いと言っていい

か、１、２の方の対策がそれぞれされているのですけれども、この現況について、次期高齢

者福祉計画で考えるよというふうなお話も今承りましたけれども、このような現況そのもの

をどのようにお考えなのかお聞きしたいと思います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 今、ご質問の中で、ケアハウスという言い方でお話がありましたけれども、グループホー

ムでしょうか。（西田議員「いや、グループホームではないです」と呼ぶ）ではなくて。（西

田議員「例えば、忠類で言えば福寿についているとか、広尾で言えば社会福祉老人会につい

ている」と呼ぶ） 

 申し訳ありません。大樹町での状況ということでお話をさせていただきますが、議員もご

承知のとおり、大樹町には町が行っております特別養護ホームが５０床ございます。また、

民間の老健施設ということで、１００床のベッドがあるというようなことで、町内に、そう

いう部分では１５０のベッドがあるというようなことを考えますと、決して、他の町村に比

べてそういう対応が遅れているという状況にはないというふうに思っております。 

 ただ、今、議員がおっしゃいました、ケアハウスということで、中間的なというようなお

話もされましたが、そういう部分での施設ということでは対応がないということなのかなと

思いますが、決して町内的に見て、特別養護ホーム、そして老健施設の、施設の数からいっ

ても、そういう部分の対応は、町内的にはあるのかなというふうに思っているところでもあ

ります。 

 今後については、先ほどもお話ししたとおり、サービス付きの高齢者住宅のあり方等につ
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いては、今後検討が進められていくというふうには思っております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 ちょっとお考えの部分で、老健施設、通常３カ月でご自宅に、元気になって、リハビリし

て帰っていくような施設ですので、私の周りの高齢者の方のお話というのは、終の棲家では

サ高住も違いますけれども、そういうふうな、もう少し期間の、ないわけではないのでしょ

うけれども、ご自分が介護度３とか４とか５になれば、当然、今お話しのような特養なんか

に行かざるを得ないのですけれども、ちょっと老健等が、高齢者の方の、できたらいいねと

いうお話をいただいているものとはちょっとイメージが違うのではないかなと思うのです

けれども、これ、それぞれのお考えというか認識の差ですので、僕はそう思うのですが、

ちょっと再度、そこら辺、１５０ベッドあるというのも、私、大樹はいい町だなというふう

に思っていますけれども、そこら辺、どうでしょうかね。ちょっと違うのではないかなと思

うのですけれども。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 先ほどの答弁でもさせていただきましたが、今後、高齢化がさらに進展していくというと

ころで、それぞれの高齢者の方々が望むサービスのあり方、必要なサービスのあり方につい

ては多岐にわたってくるのかなというふうに思っているところでもあります。 

 先ほどもご答弁でお話をさせていただきましたが、そういう意味で、今回ご質問をいただ

いているサ高住の建設については、町としても検討すべき項目だというふうに思っておりま

すし、今現在ある施設以外にも必要な部分が、大樹町にとってニーズまたは必要性があれば、

ケアハウスというようなあり方なのかもしれませんが、そういう部分については検討してい

くということになっていくというふうに思っております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 あと１、２点、済みません、よろしくお願いします。 

 今のお言葉の中にも、次期高齢者保健福祉計画や介護保険事業計画において協議検討され

るということなのですが、高齢者の方は、私の周りの人が声がでかいのかどうかわかりませ

んけれども、何せ、寿町の公住、できますよね。それも勝手にそのような、高齢者向けの住

宅だなということで、いつできるのだ、どうやったら入れるのだというふうな質問もされる

ぐらいですので、そのような状況のこともちょっとお考えいただいたらなというふうに思い

ます。町長のところにはそういうふうなお話がないのかもしれませんけれども、僕のところ

には、例えばの話ですけれども、そういうふうな、寿の公住でも、高齢者の方は勘違いされ
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て、そのように期待している状況です。 

 これ、最後にしますけれども、ぜひお願いしたいことが一つありまして、次期高齢者保健

福祉計画ですとか介護福祉計画に、もしかしたら介護保険に及ぼすような、そのような計画

で軽度の高齢者の方を対応するようなことになるかもしれませんけれども、それはそれで、

いろいろ、全否定はされておりませんけれども、それは町として、３０年まで待つのではな

くて、ぜひニーズ調査に取り組んでいただけることをお願いしたいと思うのですが、そうい

うふうな可能性はないでしょうか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 先ほど答弁をさせていただきましたが、次期の高齢者保健福祉計画であるとか介護保険事

業計画、平成３０年のスタートということでありまして、今期の計画が平成２７年、今年か

ら始まっているというようなこと、次期という部分でいけば、平成３０年ということになり

ますので、それまでに必要な対策または調査については、適宜、必要に応じてやっていくと

いうことが大切だというふうに思っておりますし、先ほどもお話ししたとおり、大樹町で、

地域全体で包括支援ができるような体制をつくっていくということ、その中で新たな施設運

営または必要な調査等も必要な場面では行っていくということで進めていきたいと思って

おります。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 質問ではないのですけれども、老婆心ながら、私の知っている方も帯広のサ高住に行かれ

たりとか、ぼちぼち、自分ひとりでは生活できないのだよというふうなこともおっしゃって

いる方も周りにいます。本当に、言葉はひとり暮らし高齢者というのですか、余り独居老人

という言葉は今は使えないみたいですけれども、本当に、ひとりで生活されている方は、そ

うやって自分に対応するような施設に行くということになれば、また人口対策からも、貴重

なお一人お一人が減っていくことも想定されますので、ぜひ、今お話ししたように、民間の

力、僕は公営でというふうには思っておりません。東川町についても、一居室に町として１

００万円の補助金で民間業者の方の進出を促したのだということで、多分身近な、そういう

ふうな事業者の方もおいでだと思いますので、ぜひそういうことを鑑みて、じいちゃん、ば

あちゃんは、一日千秋というふうな言葉がいいのか、一日も待てないよというふうな危機感

を持っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。（発言する者あり）いや、いい

です。決意表明していただければ、それはうれしいけれども、気持ちをわかってもらおうと

思って。 

○議   長 

 そうしたら、次の質問に移ってください。 
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○西田輝樹議員 

 それでは、次、教育委員会に高齢者への学習支援とスポーツ対策ということでお願いいた

します。 

 大樹町における高齢者への学習支援の主な活動に、ことぶき大学が開設されております。

生きがい対策として、この大学が開設された経緯は承知しておりますが、今日、これほど情

報化された社会において、情報格差対応を求める高齢者もいることが想定されます。大学の

学部も文科系に重点が置かれており、健康寿命の延伸のためにも軽スポーツの学部も必要と

考えています。 

 冬期間にもパークゴルフを楽しむ場を見学してきました。運営経費も低く、実現可能なこ

とと考えてきました。夏場においても、種々簡便に楽しめる、勝手なことで、ペタンクなど

もありますので、高齢者への学習支援とスポーツ対策に万全を期すことを願っております。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 西田議員の高齢者への学習支援とスポーツ対策についてお答えします。 

 教育委員会では、高齢者の生きがいづくりや趣味、特技を習得する学習活動の場、また、

社会参加の活動の機会の場として、ことぶき大学を開設しており、今年度は民謡学部やダン

ス学部など１０学部で編成し、１１９名の学生が活動しております。 

 高齢者への学習支援では、少子高齢化が進む中、まちづくりにおいて高齢者が担う役割が

大きくなっており、単に学習するだけではなく、学習成果を発表する機会、あるいは世代間

交流など地域に貢献する機会の拡充を図り、高齢者の学習意欲が一層高まるよう取り組んで

まいりたいと考えております。 

 軽スポーツを含めた新たな学部の編成については、学生自治会からの意見等、高齢者の学

習ニーズを踏まえ、今後検討してまいりたいと考えております。 

 また、高齢者のスポーツ活動については、教育委員会において、これまでもゲートボール

やパークゴルフを初め各種スポーツ活動を推進するほか、保健福祉課においては、いきいき

健康クラブなどを実施し、高齢者の健康づくりを支援してきております。 

 新年度では、中央運動公園のミニパークゴルフ場を再整備するほか、冬期間の体力づくり

として歩くスキーのコースを新たに整備し、初心者や高齢者でも自分のペースで体力づくり

ができる環境をつくってまいりたいと考えております。 

 また、中高齢者を対象とした新たなスポーツ教室を保健福祉課と連携して取り組むことを

検討しておりまして、議員から提案のありましたペタンクなどについても、この中で検討し

てみたいと考えております。 

 なお、冬期間のパークゴルフ場については、住民のニーズも把握した上で今後検討してま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 ありがとうございます。予算大綱の中でも、いろいろ、前にお話ししたことが実現されて

おりますし、今の答弁の中でも非常に前向きに種々お答えいただいております。 

 なかなか、私たちの職場、元僕もこの職場にいましたので、苦手なことのうちの一つに、

各課連携で、ご答弁の中にも各課連携でさらに前へ一歩進めていただけるというようなこと

もご答弁されていますけれども、ぜひ教育長には、自ら保健福祉課なり関係課のほうと、ス

ピード感を持って、あっという間に一年が終わると思いますので、できなければできないで、

それはいろいろな学習ニーズ、僕は１００％みんなに聞いているわけではありませんし、ア

ンケートを出しているわけではありませんけれども、どちらにしてもスピード感を持って、

ぜひ取り組んでいただきたいという願いがありますので、そのことについて、まず１点、お

話をお願いいたします。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 高齢者教育の充実に関して、スピード感を持って取り組んでいただきたいという再度のご

質問でございますけれども、ことぶき大学の活動における課題として、自主的な活動をする

ための指導者、これが不足している、あるいは学部長など責任を求められる指導的な立場に

立つことを望まない、そういった高齢者も多い実態が見られるということ、あるいは、学部

がやや固定化して、学生数も減少しているなどの課題が見られております。 

 新たな学部の創設については、先ほども答弁させていただきましたけれども、学生自治会

からの意見、あるいは、老人クラブもございますので、そういったところからの意見も伺い、

学習ニーズを把握した上で設置に向けて検討してまいりたいと考えております。 

 いずれにしても、高齢者の社会参画が一層促進されるよう、スピード感を持って引き続き

取り組んでまいりたいと考えております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 これで最後にします。 

 しつこいのですけれども、たまたま私、いろいろ要望があったものですから、忠類の雪の

上のパークゴルフ場を見てきました。そこのお世話役の方、以前からの知り合いだったもの

ですからいろいろお話を聞きましたら、町のほうからも応援をもらっているのですけれど

も、いろいろな備品、カップですとか、それから機械を動かす、そういうふうな雪上の、雪

を締めるようなことも３０万円でできているのだということで、ぜひ大樹にも、できたら本

当に、交流会なんかもできますよねと励まされて帰ってきましたので、このことも検討して
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いただけるということですので、平成２９年度、予算にどうのこうのとまでは言いませんけ

れども、同じことで恐縮ではございますが、スピード感を持って、関係職員を叱咤激励して

いただいて、大樹町に可能かどうか、ぜひ教育長として、その時点でご判断していただきた

いということを切に願っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 冬季のパークゴルフ場の整備に関する再度のご質問をいただきました。 

 繰り返しの答弁になりますけれども、冬期間における健康づくりの環境づくりとして、今

年度、新たに歩くスキーのコースということで、まず整備をしていきたいと思っております。 

 雪上のパークゴルフ場の整備については、実践されているプレーヤーからの意見、あるい

は利用者ニーズ把握、あるいは、既に整備されている市町村の運営上の課題だとか利用状況、

こういったものも把握した上で今後検討してまいりたいと思います。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

○議   長 

 休憩します。 

  

休憩 午前１１時４８分 

再開 午後 １時００分 

 

○議   長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 次に、４番松本敏光君。 

○松本敏光議員 

 それでは、次のとおり通告いたします。 

 質問事項、消防の広域化に伴う消防団の今後の対応についてお聞きいたします。 

 現在、大樹町の消防、防災、救急は、消防署員・団員が担っております。 

 ４月から十勝の消防の広域化がスタートします。消防団員は、町の所管となります。消防

活動は、命に係る大事なものでありますが、大樹町の消防団は高齢化が進み、このままです

と、団員の減少、なり手不足により活動に支障を来すと思います。若い人の加入促進が喫緊

の課題と思われますが、町としてのお考えと対応をお伺いいたしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 
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○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 松本議員ご質問の、消防広域化に伴う消防団員の今後の対応についてお答えをいたしま

す。 

 ご質問のように、この４月からとかち広域消防事務組合による十勝の広域消防がスタート

いたします。十勝管内の全ての消防署は、とかち広域消防局が管轄することとなります。こ

れに伴い、消防団は各町村の所管となります。 

 大樹町の消防団員の状況は、定員１１０名に対し、現在、団員が１０８名、充足率９８.

２％、平均年齢４４.２歳となっており、現時点では団員数、平均年齢とも特に問題はない

と思っておりますが、地域的には若干の高齢化や担い手不足の傾向も見受けられますので、

現状に甘んじることなく、自ら地域を守るという意識の醸成と、地域及び事業所の消防団へ

の理解と協力を得るための広報啓発に努めてまいりたいと思います。 

 また、南十勝地域消防連携連絡会を通じて、団員の福利厚生事業や交流事業の実施、処遇

改善の検討などを進め、将来的に団員の減少、高齢化による活動の停滞を招かないように努

めてまいりたいと考えております。 

○議   長 

 松本敏光君。 

○松本敏光議員 

 現在の消防団員の人数、構成については問題ないようですが、５年、１０年先を見据える

中で、広報啓発という消極的な数では解決できないのではないかと考えられます。 

 ＪＡ大樹町のように職員を消防団員に参加させるように、役場の退職者と消防団員に協力

を要請するような行政の仕組みの考えはないでしょうか、お伺いいたします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 地元の消防団を維持していくためには、新たな団員を確保するということ、または、年齢

も高齢化ではなく若齢化、若い団員を、消防団を担っていただける人材を育成していくとい

うことが肝要かなというふうに思っているところでもあります。 

 議員、退職者というふうなご意見をいただきましたか。（松本議員「はい」と呼ぶ）あり

がとうございます。 

 大樹町役場も、職員を消防団のほうに加入をさせております。職員ご自身の意思もござい

ますが、今現在、男性が３名、女性が１名、計４名の消防団員が消防団を通じて地域の防災

活動に努めているところでもあります。 

 また、町内的には、消防団の団員の確保、加入に積極的に取り組んでいただいている組織

もございます。近年、その功績で表彰を受けているというようなことで、大変ありがたいと



 

－ 29 － 

いうふうに思っておりますし、今後も、町内のそういう民間の機関からの消防団員として、

ぜひ加入をしていただければなというふうに思っているところでもあります。 

 退職者を消防団にということも一つの方策ではあろうかなというふうに思っております

が、私どもの役場組織としては、今後も若い職員に対して、ぜひ消防の組織を理解して、加

入を勧められるような、そういう働きかけをしていきたいと思っております。 

○議   長 

 松本敏光君。 

○松本敏光議員 

 大変わかりました。 

 私が思うのは、今まで４５年間、南十勝消防事務組合という組織の中で大樹町も、行政を

営んでいる中で、やはり、今度は帯広市という広域消防事務組合がスタートする中でも、や

はり、本部が帯広となると、協力隊員も、かなり時間的な流れも必要と私も考えている中で、

やはり、大樹町の町民の安全・安心を考える中で、大樹町の財産を考える中で、やはり慎重

に大樹消防団の協力要請は必要ではないかなということを感じていましたので、そのことを

概ね伝えたいと思います。 

 それでは、次の質問に行っていいでしょうか。（議長「答弁は」と呼ぶ）いいです。 

○議   長 

 そうしたら、次の質問に移ってください。 

○松本敏光議員 

 次に通告しております質問事項として、町立病院の小児科診療についてお聞きいたしたい

と思います。 

 町長は、「安心と支えあいのまちづくり」という、子どもから高齢者、支えを必要とする

人、支える人、全ての人が心豊かに暮らせるまちづくりということを進めて、公約にうたっ

ております。 

 大樹町は過疎化が進んでおり、その中で、地域を担う若い人たちは大事な存在だと私は感

じております。 

 立派な病院が建ちましたが、内科のみが常勤の状態です。若い人たちが安心して子育てが

できるように、乳幼児、子どもたちが病気になったときにすぐに診てもらえるような、小児

科の開設に対してお伺いいたしたいと思います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 松本議員ご質問の、町立病院の小児科診療についてお答えをいたします。 

 第５期大樹町総合計画に掲げる基本目標の一つであります「安心と支えあいのまちづく

り」を推進するためには、医療や福祉、介護、保健体制の一層の充実を図るとともに、子育

て世帯のさまざまなニーズに応えながら、未来を担う子どもたちの健やかな成長を地域で支
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えていかなければならないと考えております。 

 本町におきましては、人口減少、少子高齢化が進む中、子育てをする家庭が安心して暮ら

せる環境を築いていくことこそが必要であり、安心して子育てをする上で、町立病院の果た

す役割は大変重要であると認識しております。 

 現在、町立病院の診療体制は、常勤医師が内科医２名、外科医１名の３名、非常勤医師が

眼科医１名となっております。また、専門外来として、泌尿器科、整形外科に加え、子育て

世帯からもニーズの高かった皮膚科を昨年１０月に開設をしております。 

 ご質問の小児科の開設につきましては、診療科目として小児科を掲げているところであり

ますが、地域医療では、内科、外科、小児科などの診療科目を問わず総合医としての位置づ

けが求められており、その一環として小児診療を担っているところでもあります。昨年一年

間で小児科に該当する１４歳以下の受診者数は、入院、外来合わせて延べ１,５２１人となっ

ております。 

 また、専門領域の診療が必要な場合には、帯広市内の病院と連携を図っているところでも

あります。 

 全国的に、地域医療の現場では慢性的な医師不足となっており、病院として、医師が都市

部へ集中する地域偏在や、産婦人科や小児科など特定の診療科を避けるといった診療科偏在

などが挙げられています。とりわけ小児科は、休日、夜間の時間外診療や救急の対応が多く、

負担が大きいことから、小児科専門医が減少している状況となっています。子育て世代から

小児科に対するニーズもあり、専門外来を開設したいところではありますが、現実的には難

しいと考えております。 

 町立病院におきましては、常勤医師数が基準に満たされていない状況にもありますので、

医師の招聘に今後も全力で取り組むとともに、帯広市内の病院と連携を図りながら、住民が

安心できる診療体制の充実に努めてまいりたいと思います。 

○議   長 

 松本敏光君。 

○松本敏光議員 

 現在の町立病院の体制はわかりました。 

 小児科に該当する１４歳以下の１,５２１名の受診者がいるようです。専門領域の診療が

必要で、提携病院を紹介されている患者もいると思いますが、今後、大樹町の町民からお年

寄りまでの要望の中で、やはり小児科があってほしいなという声が結構多い中で、大樹町と

しても前向きな姿勢で考えてもらいたいなということが私の希望でもあります。その中で、

やはり、大樹町としては、難しいということだけで終わらず、何らかのアイデアだとか考え、

または総合病院での対応というふうな考えもある中で、もう一つお聞きしたいと思います。 

 今後、大樹町立病院が総合医療の中に含めた対応をするのかどうかということをお聞きし

たいと思います。 

○議   長 
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 酒森町長。 

○酒森町長 

 再度のご質問をいただいて、私の答弁も再度の答弁になることをお許しをいただきたいと

思いますが、先ほどもお話ししたとおり、町立病院、医師が充足しているという状況にはな

いという状況にあります。内科医に限らず、来ていただければ、小児科の先生にもぜひお越

しいただきたいというふうに思っておりますし、今後の子育てという部分を考えれば、産婦

人科の先生も非常に大切だというふうに思っております。 

 いかんせん、今、地域の医療を取り巻く状況については、先ほどお話をさせていただきま

したとおりであります。大樹にお務めいただいている先生方に、ぜひ総合医としての総合的

な医療を大樹町のほうに提供いただきたいということも思っておりますし、今後もそういう

取り組みも大切だというふうに思っております。 

 医師の招聘には全力で取り組むということ、そして、帯広市内の病院と連携をとりながら、

大樹町で担えない病気や診療科目については帯広との連携を進めていくというようなこと

も大切だというふうに思っております。両方の部分でしっかりやっていくということが、大

樹町の皆様が安心して暮らせる大樹町になるのかなというふうに思っておりますので、今後

も意を尽くしていきたいと思っております。 

○議   長 

 松本敏光君。 

○松本敏光議員 

 町立病院は、地域の診療の核でもあります。今後とも医師の招聘に努める、町民が安心し

て暮らせる医療体制を築いてもらいたいと私は思います。 

 これで質問を終わります。 

○議   長 

 次に、９番志民和義君。 

○志民和義議員 

 先に通告してありました３点について、町長に質問をいたします。 

 １点目につきましては、高齢者世帯の除雪と屋根の雪降ろしの対策について質問いたしま

す。 

 高齢者世帯で住宅への道路や住宅周辺の除雪対策、そして屋根の雪降ろしに苦労されてい

るというふうに聞いております。特に屋根の雪降ろしにつきましては、危険と隣り合わせの

作業になるため、また、業者に依頼しても負担が重いという声をお聞きしております。助成

など対策は考えているかどうか、お伺いをいたします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 志民議員ご質問の、高齢者世帯の除雪と屋根の雪降ろし対策についてお答えをいたしま
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す。 

 高齢者等の世帯に対する除雪サービスにつきましては、概ね６５歳以上の高齢者の方のみ

の世帯、もしくは身体障害者手帳１級、２級を所持する身体障害者の方のみの世帯、または

これらに準ずる世帯、かつ当該年度の町民税非課税世帯の方で、自力で除雪が困難な方を対

象に実施をしているところであります。 

 該当者の皆様の除雪方法は、緊急避難路の確保のため、利用者玄関から公道までを１２０

センチの幅で行っております。それ以外の箇所については、一般の方と同様に有料で対応し

ていただいているところであります。 

 屋根の除雪につきましても、個人対応としてもらうこととしており、町の助成など対策に

ついては今のところ検討はしておりませんが、今後、町独自の対策が必要とされる降雪等も

あり得ますので、その時々の状況に応じて対応してまいりたいと考えております。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 いろいろ、個人対応はしていないということですが、時々状況に応じて対応していきたい

ということなので、私もその点についてはそのとおりで、実際助成なんかをしているところ

では、例えば屋根の構造を変えると、雪が自然に落下するような助成制度、これは住宅リ

フォーム制度と重なってくるので、現に大樹でも、やってやれないことはないなというふに

は思うのですが、その他に、町の臨時職員で、臨時といっても本当に、例えばそのときだけ

というような対策、また、ボランティアということもあるので、ただ、生活道路の除雪につ

いては、これは緊急なのですが、屋根の雪降ろしについては、降って、すぐやれというもの

ではなくて、こういうような、特にたまってきて、しかもしばれて氷になると、こういうよ

うになると必要になるので、そのときの対策として、そういうことを実施しているところも

あるというふうに私も聞いています。 

 危険なことについては、調べたところでは、随分、これは本州中心だと思いますが、平成

１７年の１２月から平成１８年の２月にかけて、日本海を中心にして１５１人と。だから、

全国でですね。こういうような危険と隣り合わせだということを多いに考慮しながら対策を

とっていただきたいというふうに考えておりますが、いかがでしょうか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 先ほども答弁のほうで申し上げさせていただきましたが、高齢者の除雪サービスにつきま

しては、大樹町でとっている対応について、先ほど答弁をさせていただいたところでありま

す。 

 例年、冬の時期に、屋根の雪降ろしや除雪で高齢者の方が被害に遭っているという記事を

新聞等で拝見をいたしますし、大樹町ではそういう事故が起こらないように、常々願ってい
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るところでもあります。 

 先ほど申し上げましたとおり、危険な部分等がありましたら、ぜひご相談をいただいて、

とれる対応についてご相談をさせていただきたいというふうに思っておりますし、今回のよ

うに大量の降雪があったとき等で、仮にシルバーセンター等にお願いをしても、シルバーセ

ンターのほうでも手が回らないという状況があって、適切な時期に除雪が行われるかどうか

は保証できないという場面も多々あろうかというふうに思います。状況等に応じて、町でと

れる対応等については今後も検討していきたいというふうに思っております。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 わかりました。 

 いろいろなご相談があれば対応するということで理解してよろしいかと思いますが、ぜひ

よろしくお願いいたします。 

 次に行ってよろしいでしょうか。 

○議   長 

 はい。次の質問に移ってください。 

○志民和義議員 

 季節労働者の冬の仕事対策についてご質問をいたします。 

 今年度の季節労働者の冬の仕事を町として実施され、大変好評を得ております。また、そ

のようにお聞きしております。人数も随分多かったなというふうに思っています。相当ニー

ズはあるというふうに伺っております。また次年度に向けた対策を検討されているかどう

か、お伺いをいたします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 志民議員の、季節労働者の冬の仕事確保についてお答えをいたします。 

 平成１８年に冬季技能講習給付金制度が廃止され、雇用保険の短期特例一時金が５０日か

ら４０日に削減されるなど、季節労働者の方々には大変厳しい状況となったことから、町で

は平成１９年度から、季節労働者短期就労対策事業を実施しております。 

 平成２７年度の対策事業といたしまして、国の交付金事業を活用し、本年１月２７日から

２月４日までの間、芽武地区農業用排水路支障木伐採処理工事を実施いたしました。 

 この工事に参加した季節労働者の方々は２６名、延べ１９５日、平均７.５日の出役状況

でありました。冬期間の工事でもあり、参加した季節労働者の皆様には１日当たり１万円の

賃金が支払われ、生活資金の一部になったものと思っております。 

 平成２８年度の通年雇用対策事業につきましては、今後の雇用情勢や事業の必要性等に十

分配慮しながら検討し、必要と判断した場合には補正予算を提案させていただき、実施をし
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たいと考えております。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 必要性を判断した場合と、補正予算で対応ということで、ぜひお願いいたします。 

 今、季節労働者の実態調査の結果というものも出ているかなと思いますが、その結果につ

いて、かいつまんでご報告していただければ大変ありがたいと思いますが、よろしくお願い

いたします。 

○議   長 

 黒川商工観光課長。 

○黒川商工観光課長 

 若干古くなりますが、平成２５年度季節労働者雇用実態調査結果というものがございまし

て、かいつまんでご報告をさせていただきます。 

 回答者数は１８３人でありまして、この中で、雇用状況というところでは、季節労働者と

なった理由は、常用の仕事がないためという方が４３％でありまして、仕事の内容が自分に

向いているという方が２３％などとなってございます。 

 また、雇用保険離職期間につきましては、受給資格がついたが７８％で最多ですが、受給

資格がつかない５％、雇用保険を掛けてもらえないというのが３％というのが、ちょっとこ

こは問題かと思っております。一時金を受給できない方が８％おられるという状況でござい

ます。 

 また、社会保障につきましては、年金をまだ掛けている６１％と、受給しているは１９％

でしたが、問題なのは、一切入っていない、掛けるのをやめたという方も１５％おりまして、

この辺が今後の生活に大変大きな影響があるのかなと思っているところでございます。 

 通年雇用に向けましては、希望する通年雇用の仕事では、建設土木作業が４６％、約半数

の方が土木を通年でやりたいということでございます。 

 また、女性では、農林・漁業の仕事を３８％の方が通年でやりたいと申しているところで

ございます。 

 協議会につきましては、資格取得の支援とか技能向上の訓練について、３１％の方が希望

しているという状況でございます。 

 また、通年雇用の受け皿づくりを２４％の方が希望しているというような状況でございま

す。 

 以上でございます。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 今の調査結果をお聞きしまして、受け皿づくりをぜひお願いしたいということで、やっぱ
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りそういう希望があるということと、資格取得では、私もお聞きしましたら、季節労働者の

ときに資格を取って、その後、雪印に入って、雪印で大変重宝されたと、喜ばれたというこ

とで、何か、仕事が変わっても、そういう仕事は非常に役に立つので、大事だなというふう

に思っています。 

 ただ、掛けてもらえないというのは、私もびっくりしたのですが、ぜひ経営者の方に周知

徹底をするように、何らかの対策を、これはぜひとっていただきたいというふうに考えてい

ますが、よろしくお願いします。その点、どうでしょうか。何らかの対策。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま、実態の内容については担当の課長のほうから説明をいたしました。今後も、町

として季節労働者の皆様が通年雇用されるような対策を講じていきたいというふうに思い

ます。具体的にというところは、今、私の頭にはありませんが、今後、ぜひそういう、季節

労働者の皆様方とも、いろいろ状況をお聞かせいただいた上で、どういう対策がとれるか担

当のほうを通じて対策を講じていきたいと思っております。 

○議   長 

 通年雇用のことで何か言っていなかったですか。 

○志民和義君 

 雇用保険を掛けてもらえないというところの問題で、業者に対する周知は必要と思います

が。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 申し訳ありません。答弁漏れがございました。 

 雇用保険を掛けてもらえないという状況は、私も全く想定をしておりませんでしたので、

制度としてきちんとあるものについては、雇用主の責任として対応していただくということ

が必要でありますので、そういう部分については、必要な指導についてはしていきたいと

思っております。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

 いずれにしても、やっぱり通年雇用を希望しているのだなと思って、これは町だけで対応

できる問題を超えているような気がします。やっぱり国としても問題だし、帯広南十勝の協

議会でも１,４００人くらいいるというのですね。ですから、大変重要な事業を大樹町は行っ

ているなというふうなことは私も多いに評価しておりますので、ぜひよろしくお願いいたし
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ます。 

 次に行ってよろしいでしょうか。 

○議   長 

 はい。次の質問に移ってください。 

○志民和義議員 

 自然エネルギーの推進について、町長にお伺いをいたします。 

 自然エネルギー、再生可能エネルギーの推進を求める声が大きくなっていることはご承知

のことでございます。町といたしましても、町としての太陽光発電、また、バイオマス発電

の助成などを行っていることも承知しております。 

 そこで、小水力発電についても研究すると総合計画でもなっているのですが、そこで私も、

今までの私の想像していた小水力発電ということよりも、より安価な方法で、しかも手軽に

できる方法があるというふうにお聞きいたしました。町長のところにも私からの資料を、そ

ういう、いわゆるダムをつくらないで渦の力で回すと。これは大変、自然保護団体からも、

川に構築物をつくるということは、非常に今は大変抵抗があるのですが、そうではない方法

ということで、実現に向けて検討してはどうか、お伺いをいたします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 志民議員の、自然エネルギーの推進についてお答えをいたします。 

 当町における自然エネルギー、再生可能エネルギーの利活用につきましては、太陽光発電、

家畜排せつ物によるバイオガス発電、木質チップによるバイオマスボイラーが既に導入され

ております。このほかにも、再生可能エネルギーには、風力、地熱、水力、波力など、さま

ざまなものがあります。また、それぞれのエネルギーを利用する発電機器等の機器も日進月

歩で開発が進んでいるものと承知をしております。風力発電では、羽のないものや円筒形の

ものなど、小型で低コストのものも開発されております。 

 ご質問の小水力発電は、１万キロワット以下のものを言うとされております。小水力発電

は、環境配慮型、地域密着型で、事業主体も地方自治体、ＮＰＯ法人、民間、個人など、多

様なものとなっております。また、設置場所も河川に限らず、砂防ダムや農業用排水路、上

水道施設、下水処理施設など、さまざまな場所に設置の可能性があります。大樹町内にも小

さな河川、農業用排水路、上下水道施設等がありますので、小水力発電の可能性について関

係機関に問い合わせるなど、調査研究を進めてまいりたいと考えております。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 ぜひ調査研究を進めていただきまして、今年、ひとつ雪が解けたら調査開始してほしいな

というふうに思っております。町内にも幾つかそういう河川もありますし。 
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 そこで、今、私が町長に事前にお渡しした資料によりますと、これは渦巻き型になってい

て、高低差も、一般的な小水力発電のようなダムをつくって落差をとるなどということは必

要ないということで、１メートル前後ということで、そうすると、メリットというのは、水

の中に、渦ですから空気が入って、酸素が入って水がきれいになること、また、落差がない

ために魚が往復できるというのですね。そういうことが言われています。また、実際そうい

うような写真も、私も見ましたけれども、大変いいものだと思います。 

 そして、一般的な小水力発電は、一番今問題になっているのは秋の落ち葉の時期なのです。

送水管に落ちるところの落ち葉を除去していくのが、網が詰まってしまったら水が流れてい

かないので、その除去を、私も１回見に行ったのですけれども、大変なものですよ。３０分

置きにとってやらなければならないという労力で、その中に、一歩間違っておっこちても、

吸いつけられてしまって大変なことになるので、危険と隣り合わせの作業をしているわけで

す。その点、今私が提案した渦型の小水力発電は、落ち葉自体も巻き込んでしまっていくと

いうことで、水車に引っかからないのだということで、大変いいことだというふうに考えて

います。 

 ただ、この小水力発電につきましてはやっぱり、私はそれだけの目的ではなくて、プラス

アルファの効果は大きいと思うのです。私なりに考えているのは、例えば側に小さな建物を

つくって、そこをぜひ理科なり科学の勉強をする場所に提供できたらというふうに考えてい

ます。電気に限らずいろいろな、そこで勉強するとか、また、あるところでは、小水力発電

を利用して製粉機を回して、そしてそば粉をつくったりして、そこでそばを出して、えらい

お客さんが来ているというところもあるので、商売をしなくても、そういうような、私は楽

しみでいいと思うのです。まずそういうような楽しいまちづくり、誰かからそのような話を

聞いたので、なるほどなと私は思うのですが、そういうことで、前向きにぜひ、今年ひとつ

調査を行っていただきたいと思います。いかがでしょうか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 議員の先ほどのご質問の中でも申し述べられておりましたが、第５期の総合計画の中で、

地元にあるエネルギーを活用していくということをうたっておりますし、その中には、ご承

知のとおり小水力発電の研究を行うという項目もうたっておりますので、総合計画に載せて

あるということでありますので、取り組みは進めていくということだと思います。 

 ただ、今のところでは、家畜糞尿を使ったバイオマス発電、また、木質を使った、地域の

エネルギー資源であるエネルギー循環型のサイクルをつくっていくのだというところの取

り組みを今現在進めているところでもありますし、私としては、これをしっかりとしたもの

にしていくということが必要だというふうに思っております。 

 今後も、小水力発電にかかわらず、あらゆるエネルギーとしての期待できるものについて

は研究を進めていくというところはしっかりやっていきたいというふうに思っております
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し、今回、私も初めて見ましたが、こういう形での水を使ったエネルギーの発電というシス

テムを見せていただきましたので、今後も情報の確保については担当を通じてしっかりやっ

ていきたいというふうに思っておりますので、また今後、新たな情報等がありましたら、ぜ

ひご提供もいただければと思っております。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 ぜひよろしくお願いいたします。 

 以上で質問を終わります。 

○議   長 

 これにて一般質問を終了いたします。 

 

    ◎散会の宣告 

○議   長 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 

散会 午後 １時３８分 
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開議 午前１１時２５分 

 

    ◎開議の宣告 

○議   長 

 ただいまの出席議員は、１２名であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

○議   長 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、議長において、 

 ２番 齊 藤   徹 君 

 ３番 杉 森 俊 行 君 

 ４番 松 本 敏 光 君 

を指名いたします。 

 

   ◎日程第２ 予算審査特別委員会報告 

○議   長 

 日程第２ 平成２８年度予算審査特別委員会報告を行います。 

 去る３月８日の本会議において、予算審査特別委員会に付託いたしました、議案第２５号

平成２８年度大樹町一般会計予算についてから議案第３２号平成２８年度大樹町立国民健

康保険病院事業会計予算についての８件の審査が終了しておりますので、報告を求めます。 

 予算審査特別委員会委員長、菅敏範君。 

○菅敏範予算審査特別委員会委員長 

 予算審査特別委員会の審査報告を行います。 

 平成２８年度第１回定例会において本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のと

おり決定しましたので、会議規則第７６条の規定により報告します。 

 記。 

 １、委員会開催日、平成２８年３月１５日から１８日。 

 ２、事件及び審査の結果。 

 事件の番号は、議案第２５号平成２８年度大樹町一般会計予算についてから議案第３２号

平成２８年度大樹町立国民健康保険病院事業会計予算についてまで８件であります。 

 この８件につきましての審査結果につきましては、８件全て可決といたしました。 

 以上のとおり、予算審査特別委員会は別紙のとおりでありますので、報告とします。 

○議   長 
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 報告が終わりました。 

 予算審査特別委員会は、議長を除く全議員により構成されていますので、委員長報告に対

する質疑は省略します。 

 

   ◎日程第３ 議案第２５号 

○議   長 

 日程第３ 議案第２５号平成２８年度大樹町一般会計予算について、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 ただいま提案されております平成２８年度大樹町一般会計予算に反対の討論を行いま

す。 

 予算の中の徴税費の十勝圏複合事務組合負担金の滞納整理機構への支出でございます。 

 町民の中から出てきた問題、滞納の問題、これは町職員で対応することが一番適切だと

考えております。また、今の町職員の力から考えて、私はその対応は十分可能だと考えて

おります。 

 この滞納整理に当たっては、大変な面も強調されておりますが、多くの滞納を解決して

いく、その過程で、本当にうれしかったと、こういう声も私も聞いておりますので、この

ことによって、滞納整理機構への支出は必要ないと考えております。 

 よって、本予算案に反対をいたします。 

○議   長 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 議案第２５号平成２８年度大樹町一般会計予算について、賛成の立場で意見を申し上げ

ます。 

 本予算は、地方創生の推進と地域活力の維持・増進が求められる中、安全・安心な住民

生活のための町道改良舗装や橋梁の修繕、町営住宅を計画的に整備する予算を初め産業や

経済の活性化のための予算も引き続き確保され、教育予算においては、特別支援教育支援

員や外国語指導助手の増員、また、スクールバスの更新など、住民福祉の増進に十分配慮

された予算が計上されております。 

 また、財政の健全性に関しては、公共施設の整備費用に対し特定目的基金の繰り入れを

計上しているものの、財政調整期金の繰り入れはなく、地方債においては、借入額を償還

元金額内に抑えるなど、持続的な財政運営に配慮した姿勢が認められます。十分評価でき

るものと考えております。 

 以上のとおり、平成２８年度一般会計予算は、住民要望に十分応えられる内容であると
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考えますので、本予算に賛成をいたします。 

○議   長 

 次に、反対討論の発言を許します。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 賛成討論なしと認めます。 

 次に、反対討論の発言を許します。 

       （なしの声あり） 

○議   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、議案第２５号平成２８年度大樹町一般会計予算についての件を起立により採決

いたします。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

       （賛成者起立） 

○議   長 

 座ってください。 

 起立１０人。起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

   ◎日程第４ 議案第２６号 

○議   長 

 日程第４ 議案第２６号平成２８年度大樹町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）予算

について、討論を行います。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 議案第２６号平成２８年度大樹町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）予算についての

件を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決すべきものであります。 



 

－ 6 － 

 委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は委員長報告のとおり可決することに決しました。 

 

   ◎日程第５ 議案第２７号 

○議   長 

 日程第５ 議案第２７号平成２８年度大樹町後期高齢者医療特別会計予算について、討

論を行います。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 平成２８年度大樹町後期高齢者医療特別会計予算に反対の討論を行います。 

 この制度は、発足当時から高齢者を区別することになる、また、今まで保険料を払わなく

てもいい人も払うことになるなど批判が多くあり、一部是正されたことでもあります。 

 また、後期高齢者医療として特別に区別することなく、当時行っていた老人保健制度で十

分だと、こういうご意見もありました。 

 よって、後期高齢者医療特別会計予算に反対をいたします。 

○議   長 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

 松本敏光君。 

○松本敏光議員 

 ただいま議題になっております議案第２７号平成２８年度大樹町後期高齢者医療特別会

計予算について、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で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期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、８年を経過し、安定した事業運営が行われています。 

 後期高齢者医療特別会計における町の事務手続として、保険料の徴収、対象者の加入、脱

退の届け出、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す。 

 本会計においては、事業を円滑に進めるための適正な予算編成がされておりますので、本

予算に賛成いたします。 

○議   長 



 

－ 7 － 

 次に、反対討論の発言を許します。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 賛成討論なしと認めます。 

 次に、反対討論の発言を許します。 

       （なしの声あり） 

○議   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、議案第２７号平成２８年度大樹町後期高齢者医療特別会計予算についての件を

起立により採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

       （賛成者起立） 

○議   長 

 着席してください。 

 起立１０人。起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 

   ◎日程第６ 議案第２８号 

○議   長 

 日程第６ 議案第２８号平成２８年度大樹町介護保険特別会計予算について、討論を行い

ます。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 議案第２８号平成２８年度大樹町介護保険特別会計予算についての件を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は、可決すべきものであります。 

 委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 



 

－ 8 － 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は委員長報告のとおり可決することに決しました。 

 

   ◎日程第７ 議案第２９号 

○議   長 

 日程第７ 議案第２９号平成２８年度大樹町介護サービス事業特別会計予算について、討

論を行います。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 議案第２９号平成２８年度大樹町介護サービス事業特別会計予算についての件を採決い

たします。 

 本件に対する委員長の報告は、可決すべきものであります。 

 委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は委員長報告のとおり可決することに決しました。 

 

   ◎日程第８ 議案第３０号 

○議   長 

 日程第８ 議案第３０号平成２８年度大樹町公共下水道事業特別会計予算について、討論

を行います。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 議案第３０号平成２８年度大樹町公共下水道事業特別会計予算についての件を採決いた

します。 

 本件に対する委員長の報告は、可決すべきものであります。 

 委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 



 

－ 9 － 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は委員長報告のとおり可決することに決しました。 

 

   ◎日程第９ 議案第３１号 

○議   長 

 日程第９ 議案第３１号平成２８年度大樹町水道事業会計予算について、討論を行いま

す。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 議案第３１号平成２８年度大樹町水道事業会計予算についての件を採決いたします。 

 本件に対する委員長の報告は、可決すべきものであります。 

 委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は委員長報告のとおり可決することに決しました。 

 

   ◎日程第１０ 議案第３２号 

○議   長 

 日程第１０ 議案第３２号平成２８年度大樹町立国民健康保険病院事業会計予算につい

て、討論を行います。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 議案第３２号平成２８年度大樹町立国民健康保険病院事業会計予算についての件を採決

いたします。 

 本件に対する委員長の報告は、可決すべきものであります。 



 

－ 10 － 

 委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本件は委員長報告のとおり可決することに決しました。 

 

   ◎日程第１１ 閉会中の継続調査について 

○議   長 

 日程第１１ 委員会の閉会中の継続調査についての件を議題といたします。 

 各委員長から、会議規則第７４条の規定により、お手元に配付したとおり申し出があ

りました。 

 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。 

 

    ◎閉会の宣告 

○議   長 

 以上をもって、本定例会に付議された案件は全て終了いたしましたので、会議を閉じま

す。 

 よって、平成２８年第１回大樹町議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午前１１時４６分 
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