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平成２９年第１回大樹町議会定例会会議録（第１号） 

 

平成２９年３月６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 議案第  ６号 大樹町特別職報酬等審議会条例の一部改正について 

 第 ８ 議案第  ７号 監査委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につ

いて 

 第 ９ 議案第  ８号 大樹町個人情報保護条例の一部改正について 

 第１０ 議案第  ９号 大樹町行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例の一部改正について 

 第１１ 議案第 １０号 大樹町税条例等の一部改正について 

 第１２ 議案第 １１号 大樹町国民健康保険税条例の一部改正について 

 第１３ 議案第 １２号 大樹町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部改正について 

 第１４ 議案第 １３号 町道路線の変更について 

 第１５ 議案第 １４号 町道路線の変更について 

 第１６ 議案第 １５号 大樹町過疎地域自立促進市町村計画の変更について 

 第１７ 議案第 １６号 平成２８年度大樹町一般会計補正予算（第１１号）について 

 第１８ 議案第 １７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） 

補正予算（第４号）について 

 第１９ 議案第 １８号 平成２９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２０ 議案第 １９号 平成２９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２１ 議案第 ２０号 平成２８年度大樹町介護サービス事業特別会計補正予算（第

２号）について 

 第２２ 議案第 ２１号 平成２８年度大樹町公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号）について 
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 第２３ 議案第 ２２号 平成２８年度大樹町水道事業会計補正予算（第４号）につい

て 

 第２４ 議案第 ２３号 平成２８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（１１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 

 １１番 柚 原 千 秋  １２番 鈴 木 千 秋 

 

○欠席議員（１名） 

 １０番 阿 部 良 富 

 

○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 

 総 務 課 参 事                      大 林 一 博 

 企画商工課長兼航空宇宙推進室長兼地場産品研究センター 

所長                          黒 川   豊 

 住 民 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町立 

 尾田認定こども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           角 倉 和 博 

 社会教育課長兼図書館長                 井 上 博 樹 
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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                      澤 尾 廣 美 

 

○本会議の書記は次のとおりである。 

 事 務 局 長                     小 森   力 

 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、１１名であります。 

 定足数に達しておりますので、平成２９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、 

 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 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。 

 さきの本会議において、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いたします。 

 去る２月２７日、議会運営委員会を開き、付議事件並びに議事日程及び会期等について協

議いたしましたので、ご報告申し上げます。 

 本定例会の提出案件は、条例の一部改正７件、町道の変更２件、計画変更１件、平成２８

年度各会計補正予算８件、平成２９年度各会計予算８件、一般質問６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１７

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であります。 

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

う、よろしくお願いをいたします。 
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○議   長 

 委員会の報告が終わりました。 

 なお、ただいまの委員会報告に対する質疑は省略いたします。 

 

   ◎日程第３ 会期の決定 

○議   長 

 日程第３ 会期決定の件を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から３月１７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 

 異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から３月１７日までの１２日間と決定しました。 

 

   ◎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。 

 小森議会事務局長。 

○小森議会事務局長 

 それでは、平成２８年１２月１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２６条第１項の規定により、平成２７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。 

南十勝複合事務組合議会定例会が２月１６日、大樹町で開催、志民、髙橋、船戸議員が

出席しております。 

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

事務組合議会定例会が２月２８日、帯広市で開催、議長が出席しております。 



 

－ 6 －

 第４、委員会関係について。 

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

員会では委員会を１回、議会運営委員会では委員会を４回開催しております。 

 第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２９年１月２０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点目の町長と語る会の開催についてでありますが、南町行政区と美成行政区から町長

と語る会の開催についてのご要請をいただき開催をしているので、報告を申し上げます。 

２点目の要望・要請でありますが、漁港施設の整備促進等について、関係者とともに北

海道知事及び北海道関係者に要請を行っております。 

 ３点目の航空宇宙関連でありますが、航空宇宙関係機関への要請活動のほか、札幌市で

開催されたセミナーに出席をしております。また、毎年行われております東海大学の学生

によるハイブリッドロケット打上実験が行われておりますので、ご報告を申し上げます。 

 ４点目ですが、子ども・子育て支援会議委員１名を委嘱いたしております。 

 ５番目の人事関係については、ご確認をお願いしたいと思います。 

 ６番目の入札執行関係ですが、今年度、消防車両を更新しましたので、入札により旧車

両を記載のとおりの内容で売却をしております。 

 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、

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、教育委員会の行政報告を行います。 

 初めに、優秀選手の派遣についてであります。 

一つ目は、第３７回全国中学校スケート大会が２月４日から７日まで長野県長野市で開

催され、大樹中学校の３年生堀川さくらさんと１年生の堀川桃香さんを派遣しております。

大会結果は、堀川さくらさんがスピードスケートの女子１,０００メートルで１０位、１,
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５００メートルで１２位、堀川桃香さんが女子１,５００メートルで１１位、３,０００メー

トルでは７位に入賞し、健闘したところであります。 

二つ目は、第２回北海道女子学童交流大会の予選大会が昨年１０月２９日に、決勝大会

が今年１月６日に、いずれも札幌市で開催され、大樹小学校５年生でとかちスマイルレイ

ンボーに所属の田中汐音さんを派遣しております。田中選手は、チームの主軸として活躍

し、チームは準優勝と優秀な成績をおさめています。 

次に、２番目の子ども農山漁村交流プロジェクトについてです。 

１２月以降のＳＴＥＰによる体験活動の受け入れの主なものとして、１の主催事業では、

１２月と２月に小学生や親子を対象とした日帰り体験活動を実施し、１月には２泊３日の

冬キャンプを実施しております。 

２の共催事業では、学童保育所や町内の保育園と連携し、子どもたちの自然体験活動等

への支援活動を定期に行っております。 

３の受入事業では、１月２７日から３０日までの３泊４日の日程で、道外からの７世帯

の親子２２名を受け入れ、親子家族モニターツアーを開催しております。 

 以上で教育委員会の行政報告を終わります。 

○議   長 

 次に、ただいまの行政報告に対し、報告の範囲内での質疑を許します。 

 質疑はありませんか。 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 ちょっとお伺いをいたします。 

 新規採用で猪野毛さんというのかな、検査技師ということで、この方はどこ出身で、幾

つぐらいの方が採用されたのか、お聞かせをいただきたいなと思います。 

○議   長 

 伊勢病院事務長。 

○伊勢病院事務長 

 町立病院の臨床検査技師の採用の関係ですが、出身は芽室町で、３９歳の方です。 

 以上です。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 杉森俊行君。 

○杉森俊行議員 

 入札で、水槽付消防ポンプ自動車とあるのですけれども、これは古くてだめで売ったの

でしょうか、それとも尾田とかに回すということは考えなかったのでしょうか。それとも、

芽武のあそこにあるのですよね、インターステラテクノロジス。僕も二、三日前から、何

で消防の車がとまっているのかなと思ったのですけれども、今日、朝来るときに見たとき
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に、２月二十何日に売っているのですけれども、まだ大樹町消防署と書いてあるのですね。

そういう面というのは、火災が起きたり何したときに困るのですけれども、何でここにあ

るのかなと二、三日前も気になっていたのですけれども、そういうのを、大樹消防署とい

うのは消してもらいたいという感じがするのですけれどもね。どうなのでしょうかね。 

○議   長 

松木総務課長。 

○松木総務課長 

 売却をいたしました消防車両の関係でいただきました。 

 済みません。大樹消防署という名称、そういったものにつきましては、抹消するような

指示をしてございます。申しわけございません、その抹消の確認をとってございませんで

した。ご指摘いただきまして、速やかに確認の上、混同されないように対応させていただ

きます。申しわけございません。 

○議   長 

松木総務課長。 

○松木総務課長 

 申しわけございません、ご説明漏れでした。 

 消防車両につきましては、記載のとおり平成元年車ということでございます。走行距離

というのは余りないのですけれども、購入後２８年が経過するということでございまして、

新たな車両に更新をさせていただいたものでございます。 

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、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、読み上げて提案にかえたいと思います。 

 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。 

 記。 
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 １、調査事件名、公共複合施設のあり方について。 

 ２、調査目的、今後建設が計画されている学童保育施設のあり方について、複合施設とし

ての取り組み状況と、 新の機能・設備を兼ね備えた多機能施設など、先進地を調査し、両

施設の規模や建設費、管理運営面を含め、多目的利用が可能な公共複合施設建設に向けた参

考とする。 

 ３、調査月日。 

第１回目、平成２８年１０月４日。 

第２回目、平成２９年２月２日。 

 ４、参加者については、記載のとおりでありますので省略したいと思います。 

 ５、視察地。 

第１回目、剣淵町、絵本の館。 

第２回目、芽室町、めむろ子どもセンター「あいりす」。 

 ６、調査報告。 

（１）絵本の館（剣淵町） 

この施設は、平成１６年６月に開設。総事業費は６億２,２２９万３,０００円で、このう

ち北海道地域政策補助金１億円と文化施設整備基金から５億８,０００万円を充当して建設

された。バリアフリーとユニバーサルデザインの考え方を基本に、円形の平屋建てとし、授

乳室や多目的身障者トイレを設け、積雪寒冷地に対応した無落雪や深夜電力利用の蓄熱式床

暖房を採用している。 

 内部の仕様は、木や土壁のぬくもりと優しさが感じられ、天井高による空間の広がりや自

然採光を利用するなど、開放感が感じられる。中庭に面した通路を周回しながら、好きな絵

本や一般書に触れやすく、木の遊具の設置や子どもたちの工作教室のほか、絵本原画展やコ

ンサートなどができるスペースもあり、さらには、障がい者が運営する軽食喫茶コーナーと

随所に休憩スペースが設けられている。 

 書架の配置は、可能な限り子どもや障がい者目線に配慮して配架されており、屋外空間（中

庭）は芝生化され、子どもが安心して外遊びができるスペースとなっている。出入り口のス

ロープも勾配が緩く、ひさしが設置されているため、障がい者も天候に左右されず出入りし

やすく、施設の形状が円形状なことから、保護者や職員の目も行き届きやすい施設である。 

 また、絵本の里づくりの活動拠点として、福祉・教育施策の重要な役割を果たしており、

絵本・読書の普及では、商店街絵本ギャラリーや絵本の里スノーフェスタなどの取り組みの

ほか、子育て支援、子どもの居場所づくり、絵本作家による読み聞かせ、原画展やコンサー

トの開催、出産記念品贈呈式などの各種事業が展開され、複合的な機能を兼ね備えた公共施

設である。 

 その他、施設の管理運営面では、単独施設と比較した場合に管理経費の負担も少なく、職

員も、有資格者を含め合理的な人員配置がなされている。 

 調査結果として、絵本の館は、絵本の図書館、絵本の美術館、子どもの絵本ミュージアム、



 

－ 10 －

絵本の里交流体験施設、地域づくりと産業活性化支援施設など、複合的な機能を兼ね備えた

公共施設であるとともに、官民が一体となったまちおこしとしての先進的な各種取り組み

は、当町でも参考にすべきと感じた。 

 蛇足ではありますが、先日新聞に、今年度の絵本大賞が確定したというニュースの記載が

あったとおりであります。 

 （２）めむろ子どもセンター（芽室町） 

 この施設は、働きながら子どもを育てる家庭のためにを基本目標として、平成２８年度に

芽室小学校区に３施設の機能を統合し、４月に開設した。 

 総事業費は、外構を含め６億９,６１８万６,０００円で、このうち次世代育成事業支援対

策施設整備交付金、社会福祉施設整備事業補助金、地域づくり交付金、二酸化炭素排出抑制

対策事業費等補助金を活用し、総額１億９７万４,０００円の補助を受けて建設されている。 

 子どもセンターの整備方針は、建設整備計画に基づき児童数の変化を想定し、中長期的視

点から学校近隣に設置することとし、地域性に合わせた特色のある機能を整備して、小中高

生のみならず、乳幼児、妊婦、障害児、高齢者など幅広い利用と世代間交流を行うことを目

的に、魅力的と安全性、バリアフリー化にも十分配慮することとされている。 

 また、建設事業におけるコンセプトは、木材を使った安心・安全な場所づくり、防犯・防

災を意識した管理しやすい建物、新・省エネルギーの採用、シックハウス対策、通所におけ

る安全な動線確保となっている。 

 内部の仕様は、構造に大断面集成材を主体として活用し、壁の腰下部分にカラマツ材を活

用するなど木材を多用しており、子どもたちが安らぎを感じられる空間である。中庭はプレ

イコートが整備され、施設の傍らには河川があり、野生動物も生息している自然豊かな環境

で、外回りにはフェンスが設置されており、安全面も考慮されている。 

 施設内は、集会室、図書室、視聴覚室兼創作活動室、児童クラブ室、保健室、相談室、遊

戯室（体育館）などがあり、障がい者への対応は施設全体がバリアフリーとなっており、多

目的トイレの設置、主要部分には手すりが設けられ、車椅子での入館が可能である。 

 施設の機能は、児童クラブの定員が４室で１４０人（１室３５人）、３年生までが対象で

ある。児童館は、小学校から１８歳未満までを対象とし、７０人までの定員となっており、

子育て支援はあらかじめ登録した子育て・育児団体が対象で、あいている時間帯にスペース

の利用ができ、個人での利用も可能である。 

 施設の設備は、地中熱を利用したヒートポンプ式の暖房設備で２４時間稼動しており、省

エネルギー化で管理経費の削減を図っている。 

 職員の配置については、管理者、運営係、指導員（保育士）など１４名で運営しており、

経験と専門的な知識や能力、技術が生かされるよう配慮されており、子どもたちの楽しい居

場所を創設することを基本に、育児サークル活動や子育て親子の交流の場、障害児の居場所

機能も含めた支援の場を提供することと、支援するボランティアグループなどの育成を推進

している。 
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 このほか、子どもセンターの敷地内に発達支援センターも配置され、相互の利用可能であ

り、管理運営面も含め、規模的には参考となる施設である。 

 まとめに、公共複合施設の調査に当たり、剣淵町の絵本の里づくりという夢を官民一体で

実現させた「絵本の館」は、絵本の図書館と美術館が主体の複合施設であり、家族ぐるみの

利用や障がい者への配慮、趣味の作品展示など、心休まる空間の中で子どもたちが読書や遊

びを楽しむことで、健やかな成長を育むことができる施設である。 

 一方、芽室町は、子どもの居場所づくりを基本に、児童と福祉ゾーンを明確化し、地域福

祉を拡充するネットワークづくり、支援体制の充実を推し進めており、子どもセンターにお

いては、児童クラブ（学童保育所）と児童館、子育て支援の活動が可能な複合施設で、働き

ながら子育てをする親が安心して子どもを預けることができる施設となっている。 

 現在、町が建設計画を進めている学童保育所と児童館、子育て支援の機能を兼ね備えた複

合施設は、大樹小学校や生涯学習センター、柏林公園に隣接し、文化や自然環境に恵まれた

場所に建設が予定されており、放課後や休校時の子どもの居場所づくりには 適だと判断す

る。 

 基本計画の概要では、学童保育所の定員は１０５人、児童館の定員が９０人とされており、

加えて、体育館や図書館、障害児などの居室を兼ね備えた施設で、平成３１年度に供用開始

を目指している。 

 新年度からの実施設計を含め、本格的な建設事業を進めていく中では、子どもたちの安全

・安心はもとより、健やかな成長を育むとともに、施設の管理運営面では適正な人員配置、

さらには、新・省エネルギーを活用し、維持管理経費の削減を図ることが必要と考える。 

 また、施設が利用されない空き時間の活用方法と高齢者などの利用も含め、多目的な利用

が可能となるよう検討が必要である。 

 現在、町では、職員によるプロジェクトチームにおいて老朽化した公共施設の新築、改築

の検討がなされているが、今後、人口減少が進むとされる中で、身の丈に合った複合施設の

建設を検討するよう願う。 

 以上、報告といたします。 

○議   長 

 委員長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 



 

－ 12 －

 経済常任委員会報告をいたします。 

 調査報告。 

 本町では、平成２８年８月の台風１０号による８日間の断水を経験した。今回の水道被

害から当町の水道事業における現状について調査するため、浄水場の現地視察、上水道担

当職員からの聞き取りを行いました。 

 調査の内容。 

 河川の水質・水量。 

 水質。 

 坂下浄水場では、平成２８年の台風で濁度が５００度というこれ以上計測されない数値

が１２時間継続、下流では１,０００度以上の濁度が確認されている。 

 住吉浄水場では、平成２８年の台風１０号以来、取水時の濁度が上昇する状況になって

いる。また、河道が変わったことによる影響で、少量の降雨であっても濁度が上昇してい

たが、今年度、その河道を戻す工事が実施された。大樹町で供給されている水のろ過水濁

度の指標は０.１度未満とされ、０.００度で供給されている。 

 水量。 

大樹町の給水人口は５,７６０人、給水戸数は２,６５６戸、浄水場の施設能力は６,１５

０立方メートル／日、供給量は 大５,０７４立方メートル／日である。 

 供給量として、今後利用件数の見込みは、単身者が増加し、一般家庭は減少する傾向で

推測されている。また、有収水量の見込みとして、家事用の水量は減少していく。営農用

は、大規模農家の増加、牛の頭数増加を含め、微増すると見込まれている。 

 浄水場における課題と対策。 

 坂下浄水場からは坂下、拓北、相川へ、住吉浄水場からは大光、開進、生花、晩成配水

池へ送水され、各家庭に供給されている。 

 課題。 

 坂下浄水場では、表流水をくみ上げていることから、川の状況に影響される懸念がある。

台風以来、山の状況が変化していると思われ、弱い降雨であっても、今までなかったよう

な濁度が発生する現状にある。 

 住吉浄水場では、河川の悪化に伴い、流入する浮遊物がポンプ井に堆積するようになっ

ている。ポンプ井下の排泥ポンプにより一定量を排出することは可能であるが、平成１２

年の運用開始から清掃は実施されていない。 

 対策。 

 坂下取水場では、平成２９年度から川の状況を判断し、安定した水を供給するために、

ろ過池前の段階で高濁度を処理する設備の設置などについて検討を行っている。 

 住吉取水場では、ポンプ井に堆積している土砂は、排泥ポンプで一定量の排出は可能だ

が、ポンプ１台で全量をくみ上げることができないことから、一度取水井を空にし、土砂

をくみ上げ、高圧洗浄機で清掃する対策が考えられている。 
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 施設の維持管理。 

 老朽化対策及び計画。 

 水道管の耐用年数は４０年、実用年数は６０年である。管路は６０年を目途に更新でき

るよう、現在、工事費用や耐震化を含めた更新計画を作成している。今後は、この耐震化

計画に基づき、優先順位を決め、更新する考えである。 

 また、施設の整備は、電気計装や浄水設備は水道供給の根底にかかわることから、計画

的に更新している。 

 維持管理に係る経費。 

 原水及び浄水費では、燃料費は単価の変動により増減はあるが、平成２７年度は減少し

ているものの、全体として増加傾向にある。配水及び給水費では、毎年実施している漏水

調査委託業務等の経費が計上されている。 

 自然災害における課題と対策。 

 停電対策。 

 課題。 

 自然災害における停電では、非常用自家発電装置の設備、または自家発電装置が接続可

能な設備の整備はされているものの、長時間停電の場合は、燃料残量の確認により運転継

続が行える状態になっているが燃料確保や除雪体制の確立などが必要である。 

 また、配水管等の破損の場合、市街地の配水管はほぼループ化されているが、送水管は

二重化されていないことから、断水時の復旧作業において、各送水池への送水ができない

ため、断水せざるを得ない状況になる。 

 対策。 

 配水管の破損による漏水対策は、早期復旧のため計装装置や監視装置で日常の配水量を

把握し、異常水量の監視をしているため、即時対応できるよう担当職員へ知らせることが

できるようになっている。 

 以上の調査から、具体的に以下の課題が考えられる。 

 浄水場や配水池で起こり得る問題に対する日常点検の強化。 

 非常時電源のため、燃料確保など連続運転を行うための対策。 

 湧き水や手押しポンプ等の復活なども考慮した水確保。 

 災害時における坂下系統と住吉系統の水道管の連携、営農用水の確保対策。 

 災害発生時の周知体制と関係課との災害対策の連携。 

 水道施設の全般的な整備、適正な更新計画、償却積み立て。 

 水道事業の安定的経営のため、事業効率化や合理化。 

 施設更新計画の策定や緊急時の各種対策、中長期経営計画対策など山積する課題が多く

ある中、台風１０号による住吉取水場付近の河道位置の移動では、春先に濁度の融雪水が

発生を想定し、早期に河道を戻す作業が行われた。 

 安全でおいしい水の提供は、等しく町民が望むところであるが、老朽化していく施設の
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維持管理や災害に遭っても万全な対策がとれるようにするためにも、工事費用や耐震化を

含めた更新計画を作成している。 

 これらの計画を実施遂行するためにも、日々の監視や管理が重要であるのはもちろんの

ことであるが、現状の水道事業における財源状況から水道料金の見直しの検討も必要であ

るのではないかと思われる。 

 今後、本事業が適切に執行されることを強く望むものである。 

 以上、経済常任委員会の報告といたします。 

○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 議案第６号 

○議   長 

 日程第７ 議案第６号大樹町特別職報酬等審議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、大樹町特別職報酬等審議会条例の一部改正についてをお願いする

もので、審議会の審議対象となる職に教育長を追加するとともに、審議会委員の定数につ

いても一部改正を行うものであります。 

 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６号大樹町特別職報酬等審議会条例の一部改正について、内容につい

てご説明申し上げます。 

 大樹町特別職報酬等審議会につきましては、議員の報酬や常勤の特別職の給料の額のほ

か、今までも慣例によりまして教育長の給料、非常勤特別職報酬についてもご意見をいた
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だいているところでございます。 

 今まで、この条例に教育長の規定がなかったのは、従前の教育長につきましては、教育

委員として議会の同意を必要とする特別職としての身分と、教育長の任命につきましては

教育委員会により行われるという一般職としての身分をあわせ持っていたことによるもの

でございます。 

 しかしながら、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴いまして、純然た

る特別職とされまして、本町におきましても、一昨年の６月から新たな教育長制度に移行

してございますので、本条例に教育長を加えようとするものでございます。 

 それでは、表に沿ってご説明を申し上げます。 

 第１条の改正につきましては、審議会の設置目的といたしまして、教育長の給料の額に

関する審議を加えるものでございます。 

 第２条の改正につきましては、報酬等の額を改定する際に、町長が審議会に意見を聞か

なければならない特別職の範囲に「教育長」を加えるものでございます。 

 第３条の改正につきましては、審議会の委員について、一部委員が欠けることもござい

ますので、委員の数を「１０名」から「１０名以内」と改正するものでございます。 

 ただ、実際の運用といたしまして、委員数を削減する考えはございません。ただ、期間

中の辞任等で、後任の補充が困難な場合が発生した場合の対応として改正するものとご理

解をいただければと思います。 

 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 

 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。 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 今説明があって大筋理解するのですが、１０名という固定人数から以内という弾力性の

ある改正なのですが、今の説明からすると、当初は１０名選びますと。欠ける場合の補充

できないで、途中で１０名以下のこともあるから１０名以内とするという説明でわからな

いわけではないのですが、このまま読むと、１０名以内とするということは初めから１０

名以内で選ぶということもあり得るのだけれども、総務課長が言われた、減らすつもりは

ないというものはどこにも書いていないのですよね。見えないのです。だから、一般的に

いうと、今度はどこかでどんどん減らしていくこともあるのだなという解釈になるのです

が、附則も何もないからわからないのですけれども、初めは１０名きっちり選びますとい

う理解をしていてよろしいのですか。 

○議   長 
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 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 議員ご指摘のとおりでございます。 

委員が改選された折は、間違いなく１０名を選ぶという運用を行いますけれども、例え

ば公募といいますか、住民代表で来られる方は任期が４年なものですから、中間で辞職さ

れた折に、ちょうど改選とぶつかる等の場合がございます。そういった場合につきまして

は、どうしても１０名という定数にしておきますと、例えば１名ご辞退で後任者が見つか

らないときに条例の違反となるものですから、こういった表現にさせていただいてござい

ます。 

 以上でございます。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 異動とか何かで欠けた場合に、１０名を切って９名しかいなかった場合に、条例違反に

なるというふうに説明があったのですが、そうなると、ほかのいろいろな委員会の委員の

ときもみんな条例違反が時々起こるというような解釈になりませんか。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 大樹町の他の審議会委員会等につきましても、ほとんどが何人以内をもって組織する等

の表現になっているかと思います。 

実際、例えば１０名とした場合に、例えば会議の寸前にお一人が不在になられたと。あ

る程度充て職でやっているところは後任者ということができるのですけれども、住民代表

から選任している方は、事前に内容をご説明申し上げてご理解をいただいてということで、

そういった折に人が欠けるということになりますと、定数１０名に対して９名しか、その

ときはいないだろうという話になってしまう部分があるものですから、念のためと申しま

すか、そういった形での条文の改正でございます。 

以上です。 

○議   長 

 ほかに。 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 意味的には何となく僕も理解はするのですが、現実的に、諮問機関で、条例ですよね。

条例でいくと、以内ということは１名でも以内なのですよ。９名以内だから。やっぱり

ちょっと矛盾が、苦しいのかなと思っているのです。そういうことはないだろうとは思い
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ますが、みんなが辞表してしまったら、１名ででも報酬審議会を開くことができるという

ことになるのですよね、諮問があれば。ですから、もう少し、今回はしようがないにして

も、ご検討いただかないと、いろいろな部署にかかわる問題が出てくるのだというふうな

気がするのです。今、同僚議員も言ったように、９名以内だから。 

僕は、ずさんな考えをすると、１名でも審議会できるのではないのと。現実的にはね。

だから、この中身を、条例なり規則をもってとかと、ひとつうたっておいていただかない

と、条例ですから、きちっとした形に。以内ということは、本当に１名でもいいよ、３名

でもいいよということにいうことになってしまうので、もう一度、これは今回出されてい

るので承認はいたしますけれども、中身についてもう少し、次回なり、こういう機会があっ

たときに、こういう議論をしていただきたいなというふうに思いますので、そこら辺の考

えはどうですか。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 条例の補足でご説明をさせていただきます。 

 大樹町特別職報酬等審議会条例でございますけれども、今現在、委員１０名をもって組

織するとなってございます。ただ、この条例の会議第５条という欄がございまして、審議

会につきましては、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができないということ

でございますので、 低限５人以上は必ずいるという形になります。 

ただ、ご指摘のとおり、私先ほど申し上げましたけれども、１０名を８名で運用する、

７名で運用するという考えはございません。万が一のためということでご理解をいただけ

れば幸いでございます。 

 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６号大樹町特別職報酬等審議会条例の一部改正についての件を採決い
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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８ 議案第７号 

○議   長 

 日程第８ 議案第７号監査委員の報酬及び費用弁償等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、監査委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正をお願い

するもので、去る１月１６日に大樹町特別職報酬等審議会を開催し、識見を有する者のう

ちから選任される監査委員の報酬月額について、早急に見直すべきとのご答申をいただい

たことから、今回ご提案を申し上げるものであります。 

 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７号監査委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について

ご説明を申し上げます。 

 町の特別職の報酬等の決定に当たりましては、大樹町特別職報酬等審議会の中でその適

否、考え方についてご審議をいただいているところでございまして、審議会におきまして

は、各特別職の職務の責任、業務量、他の自治体との比較、町の財政状況などさまざまな

視点からご審議をいただいているところでございます。 

 近年、他の管内の他市町村におきまして、特別職報酬等の見直しが進められるとともに、

大樹町におきましても、財政状況の悪化等に伴います報酬等額の引き下げ以降１０年以上

改定が行われていない職もありましたことから、去る１月１６日に審議会を開催し、議員

報酬及び特別職給料の額の改定が必要とのご意見をいただいたところでございます。特に

識見を有する者のうちから選任される監査委員報酬につきましては、管内水準に比べかな

り差があることから、速やかに管内平均レベルまで引き上げるべきとの答申をいただきま
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したので、４月からの改定に向けて、今回、条例改正をお願いするものでございます。 

 それでは、表に沿ってご説明を申し上げます。 

 第２条の改正でございますが、代表監査委員の報酬月額を現在の月額「８万円」から月

額「１０万６,０００円」に改正するものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は、平成２９年４月１日から施行することとしてござい

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７号監査委員の報酬及び費用弁償等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。 
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   ◎日程第９ 議案第８号 

○議   長 

 日程第９ 議案第８号大樹町個人情報保護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、大樹町個人情報保護条例の一部改正をお願いするもので、行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の改

正に伴い、所要の改正を行うものであります。 

 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８号大樹町個人情報保護条例の一部改正についてご説明を申し上げま

す。 

 この条例を改正する理由につきましては、行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の改正に伴います関係規定の追加と引用条

項のずれの修正を行うものでございます。 

 それでは、表に従ってご説明を申し上げます。 

 第３５条、用語の定義の改正につきましては、法律の改正により、新たな第２６条が追

加され、この中で番号法第２３条第１項及び第２項の準用規定がありますことから、括弧

書きの部分を加えるものでございます。 

 第４０条、訂正決定に基づく訂正の実施をした場合における通知先の改正につきまして

は、法の第１９条に新たに第８号が加えられたことに伴いまして、通知先として第８号に

掲げるものを追加するものでございます。 

 次のページをお開きください。 

第４１条、利用停止請求の事由等のうち、第１項第１号オの改正につきましては、法改

正によりまして、新たな第２６条が加えられたことによります引用条項のずれを改正する

ものでございます。 

附則といたしまして、この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日から施行するもので、具

体的には、平成２９年５月３０日からの施行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。 
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○議   長 

 これをもって、提案理由の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 読み上げていただいたのですが、４１条、第２８条の条例の利用の停止と、この中身を

ちょっと教えていただけませんか。２８条。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 今回、条項ずれが起きる第２８条の部分でございます。 

 今回新たに第２９条という形になりますので、法律条文を読み上げてご説明申し上げま

す。 

 特定個人情報ファイル、これは個人番号を含む、いわゆる特定個人情報をまとめてある

ファイルを指しますけれども、それの作成の制限がございます。個人番号を利用する事務

をつかさどる実施者、そのほか個人番号の利用事務に従事する者につきましては、特定個

人情報を提供し、またはその提供を受けることができる場合、これは法律にある程度何点

かあるのですけれども、そこを除いて、個人番号利用事務等を処理するために必要な範囲

を超えて特定個人情報ファイルを作成してはならないという条文になってございます。 

 ですから、必要 大限の部分につきましては、法の根拠に基づきまして施行することが

できるのですけれども、その必要と認められる範囲を超えてそういったファイルを作成し

てはならないという規定でございます。 

 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。 
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 これより、議案第８号大樹町個人情報保護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１０ 議案第９号 

○議   長 

 日程第１０ 議案第９号大樹町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改

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、大樹町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正

をお願いするもので、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律の改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 

 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９号大樹町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正

についてご説明を申し上げます。 

 この条例を改正する理由につきましては、行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の改正に伴います引用条項のずれを修正す

るものでございます。 

 表に従ってご説明を申し上げます。 

 第１条、趣旨の改正でございますが、特定個人情報の提供の制限の例外規定を定めまし

た法第１９条第９号が、法の改正に伴いまして第１９条第１０号とされました。これに伴

いまして、引用条項のずれが発生いたしましたので、修正を行ったものでございます。 
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附則といたしまして、この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日から施行するもので、具

体的には、平成２９年５月３０日からの施行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９号大樹町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正

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１０号 

○議   長 

 日程第１１ 議案第１０号大樹町税条例等の一部改正についての件を議題といたしま

す。 

 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、大樹町税条例等の一部改正をお願いするもので、改正の主なもの
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は、①平成２８年３月３１日に公布された所得税法等の一部を改正する法律の施行、②消

費税率引き上げ時期の変更に伴う地方消費税率の引き上げ時期や地方交付税法定率の変

更、車体課税の見直しや地方法人課税の偏在是正、住宅ローン減税の延長などを盛り込ん

だ社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方

交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律の施行、③特定非営利活動促進法

の一部を改正する法律の公布に伴い所要の規定の整備や文言の整理を行うものでありま

す。また、所得割の納税義務者が寄附控除を受けることができるＮＰＯ法人の異動につい

ても整理を行っております。 

内容につきましては、住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 

 林住民課長。 

○林住民課長 

議案第１０号大樹町税条例等の一部改正について説明させていただきます。 

 この改正は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方

税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律（平成２８年法律第

８６号）が平成２８年１１月２８日に公布されたこと、外国人等の国際運輸業に係る所得

に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）が

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等非課税等に関する法律に改正され、

平成２９年１月１日から施行されたことなどに伴うものでございます。 

 改正は、２条によって構成されておりまして、第１条では大樹町税条例（昭和２５年条

例第９号）の一部改正を行います。 

 この改正の主な内容は、３点ございます。 

 １点目は、個人町民税における住宅ローン控除制度の適用期限を延長することで、適用

期限が平成３３年１２月３１日まで延長されることとなります。 

 ２点目は、日本と台湾との間で二重課税を回避する等の措置を講ずるために租税取り決

めが締結されたことに対応するもので、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得

税等非課税等に関する法律に規定する特例適用利子等及び特例適用配当等の額に係る所得

を分離課税とするものでございます。 

 ３点目は、寄附金税額控除の対象となる特定非営利活動法人大樹元気村より解散の報告

がありましたので、該当の規定から同法人を削除しております。 

 第２条では、平成２８年条例第１１号で公布しました大樹町税条例等の一部を改正する

条例の一部改正を行います。 

 この改正の内容は、消費税の税率１０％段階において実施するため、施行期日を平成２

９年４月１日としていた法人町民税の法人税割１２.１％を８.４％とする規定、軽自動車

税に環境性能割を創設する規定について、施行期日を平成３１年１０月１日に変更するも
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のでございます。 

 そのほか、改正に伴い、条項のずれが起きたものや根拠法令の変更があったものなどに

つきましても必要な整備を行っております。 

 それでは、条文に沿いまして説明をさせていただきます。 

 第１条は、大樹町税条例（昭和２５年条例第９号）について、次の表の改正前の欄に掲

げる規定を改正後の欄に掲げる規定に改正するものでございます。 

 第３６条の２は、町民税の申請についての規定でございますが、次のページを開いてい

ただきまして、６行目、「仮認定特定非営利活動法人」の名称を「特例認定特定非営利活

動法人」に改めております。特定非営利活動促進法の改正により、名称が変更されたこと

による改正でございます。 

 第４５条は、次のページに移っていただきまして、２行目、字句の誤りが見つかりまし

たので、「給与に」という字句を「給与の」という字句に改めさせていただくものでござ

います。 

 附則の第７条の３の２は、個人町民税における住宅ローンの特別税額控除についての規

定でございます。平成３３年まで適用期間を延長するために必要な改正を行ってございま

す。 

 ３ページの下段から８ページにかけて、附則第２０条の２は、特例適用利子等及び特例

適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例についての規定でございます。 

 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等非課税等に関する法律に規定する

特例適用利子等及び特例適用配当等の額に係る所得を分離課税とするために必要な規定を

整備してございます。 

 ８ページの下段から１４ページにかけて、附則第２０条の３は、条約適用利子等及び条

約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例についての規定でございます。 

 附則第２０条の２を新設することにより、条ずれが起きておりますので、それらの整備

をさせていただいている内容でございます。 

 １４ページの中段になりますが、特定非営利活動法人大樹元気村より解散の報告があり

ましたので、別表第２から削除してございます。 

 次に、第２条は、大樹町税条例等の一部を改正する条例（平成２８年条例第１１号）に

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

ざいます。 

 平成２８年条例第１１号で改正し、施行期日を平成２９年４月１日としていたものの中

から、施行期日を平成３１年１０月１日に延期するものについて、新たに第１条の２を設

けて改正することにしてございます。 

 １４ページの一番下の段と３３ページの中段を見比べるような形でご覧いただきたいと

思います。 

 第１８条の３では、二輪という字句につきまして、算用数字使いました「２輪」という
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文字から漢数字を使った「二輪」という字句に改正することと、それから次のページにな

ります、「軽自動車税」を「種別割」に改める改正、これを改正の規定としてございまし

たが、今回の改正によりまして、二輪の字句を改める改正はそのまま行うこととしまして、

軽自動車税を種別割に改める改正は、３３ページの第１条の２のほうにその改正規定を移

しているというような内容でございます。 

 そのほか、施行期日を平成３１年１０月１日に延期するものについて、同様の整備を行っ

ているものでございます。 

 １６ページの上段、第３４条の４は、法人税割の税率についての規定で、「１００分の

１２.１」を「１００分の８.４」に改めるものですが、これも全て第１条の２のほうに送

らせていただいております。 

 それから、２１ページから２７ページの第８０条から第９１条まで、それから、２９ペー

ジから３０ページまでの附則第１５条の２から附則第１６条までは、軽自動車税に環境性

能割を創設することにより整備をすることとしておりました条文でございますので、これ

らも、いずれも３３ページ以降の第１条の２で改正を行う内容とさせていただいておりま

す。 

 ４２ページの中段からになります、附則第１条で施行期日を規定しておりましたが、次

のページの４３ページの下段のところに第４号を追加させていただいて、第１条の２の規

定等につきましては、施行期日を平成３１年１０月１日ということで新たに加えさせてい

ただいているものでございます。 

 ４５ページ、この条例の附則になりますが、この条例は、公布の日から施行し、平成２

９年１月１日から適用するものとしております。ただし、第３６条の２第１項ただし書き

の改正規定につきましては、平成２９年４月１日から施行するとしております。 

 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。 

菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 何点かあったのですが、今の説明で理解した分もあるのですが、ちょっと確認の意味でひ

とつは聞かせてください。 

 ページ２の仮認定と特例認定というのは、これは上の法律が変わったことによる、ただの

すりかえだという理解でいいのかということ。 

それからもう一つは、これはページ１１の第２０条の３の３項の中で、第３３条を同条に

かえると。同法を租税条約等実施特例法に改正するという改正ですが、これは現行のままで

何か不都合があるのですか。 
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○議   長 

 林住民課長。 

○林住民課長 

 まず、ご質問いただきました２ページの仮認定が特例認定ということで名称の変更になっ

ている部分でございますが、これにつきましては、特定非営利活動促進法、こちらの法律が

改正になって、施行期日は、平成２９年４月１日からということになってございます。この

法律の改正に伴いまして名称が変更となりますので、それに合わせての改正となってござい

ます。 

 次に、１１ページの部分で何度か出てきています、同法にアンダーラインが引かれていま

して、その字句を租税条約等実施特例法に変更していると。そういった部分、あるいはその

上、第３３条を同条という部分に不都合があるかというような内容でございます。 

 ここに関しては、見る限り、内容を変えるものではございませんので、実質的な不都合に

ついてはないものと承知してございます。ただ、法令用語として適正に整備をするというよ

うなことが進められておりまして、ここの関係につきましては、国からの指導を受けてこう

いったような条文に直すということで整備させていただいているということでご理解いた

だければと思います。 

 以上です。 

○議   長 

菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 今の２点については、わかりました。不都合はないけれども、それは法律用語の適用で、

国の指導でやったということで了解したいと思います。 

 ほかに、まず１２ページの２０条の３第５項の（３）の後段なのですが、一番下のほう、

（４）の少し上です。 

 「又は」を「若しくは」に文字改正するものであるが、私の解釈が間違っているかもしれ

ないので確認したいと思います。「若しくは」というのは、どちらか一つを選択するという

意味があるという理解をしているのです。条例用語なんかでは、「又は」よりも位置づけが

低いという理解をしているのですが、それをあえて「又は」から「若しくは」に変更するの

はなぜなのか、説明を願いたいと思います。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 法規関係の用語の使い方の部分でございますので、私のほうからご説明申し上げます。 

 「又は」と「若しくは」は、一般的に私どもは同じような使い方をしているのですけれ

ども、条例制定、もしくは法律関係の場合は、「又は」というのは同列のものを結ぶ場合、

同列同列があって、それが大きな部分は「若しくは」を使うということになっています。 
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 例えばミカン又はリンゴ、若しくはキャベツというような形です。同じ植物なのですけ

れども、ミカンとリンゴに関しては果物、キャベツは野菜という形で、いずれかでもよろ

しいのですけれども、そういったものが並列される場合は、小さなものは「又」で結んで、

大きなものは「若しくは」で結ぶというのが、条例もしくは法律関係の用語の使い方とし

て徹底されているものですから、こういった改正になると理解してございます。 

 以上です。 

○議   長 

菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 余りよく飲み込めないのですけれども。ということは、今まではここを「又は」を使っ

ていたのは、若干間違いだと。ですから、正しいほうに修正をしたいという解釈でよろし

いですか。 

○議   長 

 林住民課長。 

○林住民課長 

 今、字句の改正につきまして、総務課長のほうから説明させていただいたとおりだと思

うのですが、今までが誤りだったかという部分につきましては、今回の税条例の改正につ

きましてもそうなのですけれども、国から条例改正の準則のような形で、モデルになるよ

うな改正例の指導を受けて改正するというのが税条例改正の基本的な流れになってござい

ます。 

今までの「又は」という字句を使っていた部分につきましても、そういった部分では、

そういった字句でということの指導を受けて制定されたものと。今回の改正「若しくは」

という字句に改めさせていただくのですが、それにつきましても、今回の改正に伴って国

のほうがそういう形で正しく直していくというような形での整備をするということで指導

がありましたので、それを受けて訂正させていただくというような内容になってございま

す。 

以上です。 

○議   長 

菅敏範君、３回目。 

○菅敏範議員 

 「又」は同列、いいのですよ。だから、直すのはいいのですけれども、正しいものに直

すと言われると、そうしたら、今までは正しくなかったのかということなので、特に支障

がなかったのかもしれませんが、若干解釈の問題を正しいほうにしていくという、特別に

他意はないし、影響もないという理解をしておいてよろしいのですね。 

○議   長 

 林住民課長。 
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○林住民課長 

 そのとおり理解していただいて結構だと思います。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１０号大樹町税条例等の一部改正についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  

   ◎日程第１２ 議案第１１号 

○議   長 

 日程第１２ 議案第１１号大樹町国民健康保険税条例の一部改正についての件を議題と

いたします。 

 提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、大樹町国民健康保険税条例の一部改正をお願いするもので、平成

２８年３月３１日に公布された所得税法等の一部を改正する法律の第８条において、外国

人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律が一

部改正され、平成２９年１月１日から施行されることに伴い、所要の改正を行うものであ

ります。 

内容につきましては、住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。 
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○議   長 

 林住民課長。 

○林住民課長 

 議案第１１号大樹町国民健康保険税条例の一部改正について説明させていただきます。 

 この改正は、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課

税に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）が、外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律に改正され、平成２９年１月１日から施行された

ことに伴うものでございます。 

 法律の主な改正内容は、台湾との間の所得に関する事項でございまして、日本と台湾と

の間で二重課税を回避する等の措置を講ずるために租税取り決めが締結されたことに対応

するものとなってございます。 

 条例の改正内容は、町民税において分離課税されることになります、特例適用利子等の

額及び特例適用配当等の額を国民健康保険税の所得割の額の算定及び軽減判定に用いる総

所得金額に含めるようにする規定を追加するものでございます。 

 それでは、条文に沿いまして説明させていただきます。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を改正後の欄に掲げる規定に改正するものでございま

す。 

 まず、附則の第８項でございますけれども、次のページの 上段になりますが、これに

つきましては、条文中欠落をしておりました、かぎ括弧閉じるにつきまして加えさせてい

ただくものでございます。 

次に、第１０項につきまして、適用特例利子等に係る課税の特例の規定を設けることと

しております。 

次のページ、第１１項におきましては、特例適用配当等に係る課税の特例の規定を加え

るということにしてございます。 

現在の「第１０項から第１２項」を「第１２項から第１４項」に先送りする内容となっ

てございます。 

 附則となりますけれども、施行期日は公布の日とし、平成２９年１月１日から適用する

としております。 

 適用区分では、平成２９年１月１日以降に支払いを受ける利子及び配当等に係る国民健

康保険税に適用するものとしております。 

 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。 

       （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１１号大樹町国民健康保険税条例の一部改正についての件を採決いた

します。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

   ◎日程第１３ 議案第１２号 

○議   長 

 日程第１３ 議案第１２号大樹町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定め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１２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、大樹町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部改正をお願いするもので、地域における医療及び介護の総合

的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律第６条による介護保険法の改正

により、新たに地域密着型通所介護が創設されたことに伴い、本条例中に基本方針を定め

るものであります。 

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１２号大樹町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に
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関する基準を定める条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。 

 この改正は、国において増加する小規模の通所介護の事業所について、地域との連携や

運営の透明性を確保するため、市町村が指定監督する地域密着型サービスに移行させるも

のとして介護保険法が改正され、それに伴い大樹町における条例の改正を行うものです。 

 今回の条例で対象となるのは、利用定員が１８人以下の地域密着型の通所介護で、条例

で基本方針を定め、規則で詳細な人員、設備等の基準を定めるものです。 

 それでは、条文に沿いましてご説明いたします。 

 １ページです。 

表の改正前の欄に掲げる規定を改正後の欄に掲げる規定に改正いたします。 

まず、第６条です。地域密着型通所介護の基本方針を定めております。地域密着型通所

介護は、要介護認定を受けた方の在宅での日常生活を支援するため、食事や入浴、日常生

活機能のための機能訓練などを行うものです。 

１ページから２ページにかけてです。 

第７条です。指定療養通所介護の基本方針を定めております。指定療養介護事業とは、

常に看護師による見守りが必要な方で、認知症や脳血管疾患などの重度介護者の方などの

入浴や食事の介護、また、家族の方の介護負担の軽減を目的とした事業です。 

１項では基本方針を記載し、２項では利用者の主治医や利用者が利用している訪問看護

事業所との連携に努めることを規定としております。 

３ページをお開きください。 

改正前の「第６条」「第７条」が繰り下げとなり、「第８条」「第９条」となるもので

す。 

改正前の「第８条」は「第１０条」に繰り下げ、条文中法「第８条第１９項」を法「第

８条第２０項」に改めます。  

改正前の条例「第９条」を「第１１条」に繰り下げ、条文中法「第８条第２０項」を法

「第８条第２１項」に改めます。  

４ページをお開きください。 

改正前の「第１０条」を「第１２条」に繰り下げ、条文中法「第８条第２１項」を法「第

８条第２２項」に改めます。  

５ページをお開きください。 

改正前の「第１１条」を「第１３条」に繰り下げます。改正前の「第１２条」を「第１

４条」に繰り下げ、条文中規則「第１７条の１０」を規則「第１７条の１２」に、条例「第

７条」を「第９条」に改め、省令の改正に伴う文言整理を行うものです。改正前の「第１

３条」を「第１５条」に繰り下げます。 

 附則になりますが、この条例は、公布の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 
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 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 

 １００％理解できないのですけれども、この改正で、僕は利用者がより利用しやすい中

身の濃いというか、よりよい介護サービスが受けられるように改正されたのではないかと

いう理解をしているのですが、一般的に、利用者が一番この改正で知りたいのは、今まで

とどこが変わるかということです。ここが変わりますよというポイントの部分、端的にあ

れば聞きたいのですけれども。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 現在行われている、例えばサービスにつきましては、従前は道の指定を受けておりまし

たので、今回１８人以下の地域密着型に移った者につきましても、指定を市町村の指定を

受けた者とみなして、今までどおりのサービスを受けられるということになります。今回、

市町村が指定等を行うということになりまして、一番メリットを受ける場合といたしまし

ては、事業所等が早くそういった小規模のものをつくった際に、認可等の手続を受けられ

る等のそういう期間が短くなるということが一番大きなメリットかと思います。 

 あくまでも地域密着型ですので、市町村等が入所者の判断等をすることができることに

なっております。これは密着型ということで、町内の方が優先的に利用できるというよう

な制度になっておりまして、原則他町村の方につきましては、密着型を利用する場合は、

他町村の方も使いたいということで指定を受けなければならないということになります。

そういった指定につきましても、市町村の認可ということになりますと、市町村での判断

でできるようになるというようなメリットがあろうかと思います。 

 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 
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 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号大樹町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定め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１３号 

○議   長 

 日程第１４ 議案第１３号町道路線の変更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。 

 本件につきましては、町道路線の変更についてをお願いするもので、変更する町道は一

昨年１０月の台風２３号による高潮により浸食され、一部が欠損した晩成温泉からホロカ

ヤントウに向かう町道湯の里線であります。 

 内容については、朗読して説明をいたします。 

 議案第１３号町道路線の変更について。 

 道路法第８条第２項の規定により、下記の町道を変更する。 

 記。 

 路線番号、２５４。 

 路線名、湯の里線。 

 起点地番、字晩成２番地３。 

 終点地番、「字晩成２番地１」を「字晩成２番地２３」に変更する。 

 総延長は「１,０４３.２９メートル」を「８３３.９４メートル」に変更、実延長は「１,

０３４.３３メートル」を「８２４.９８メートル」に変更するものであります。 

 総延長、実延長ともに２０９.３５メートルを廃止するもので、図面を添付しております

ので、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。 
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 質疑はありませんか。 

菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 町道湯の里線の延長は２０９.３５メートルを廃止する提案なのですが、廃止については

やむを得ないかなとも思うのですが、実はその廃止された先に、うちの町大樹町の観光資

源の一つであるホロカヤントウがあるのですよね。そうすると、夏季の間も町道終点から

沼までのホロカヤントウまでの車両通行がどうなるのか。全くそこからできないのか、何

らかの形で車両通行ができるようにするのか。特に冬期間は、マスコミ、新聞にも記事が

載るように、冬のワカサギ釣りがあります。それで、入り込み者が多い実態にあるので、

その対応について伺いたいと思います。 

 もう一つ、レベルの低い質問で悪いのですが、路線の総延長と実延長の差というのは、

中間にある削孔物か何かの距離の関係なのか、なぜ実延長と総延長が、そこだけ簡単に説

明をお願いしたいと思います。 

○議   長 

 鈴木建設水道課長。 

○鈴木建設水道課長 

 まず、１点目の車両の通行の関係でございますけれども、こちらのほうにつきましては、

今回道路が浸食されるということで、安全確保のためということで廃止をしたいという考

え方でございますけれども、車両については、今のところ通行できる手だてはないかなと

考えてございます。ただ、冬期間のワカサギだとかホロカヤントウまで行く手段につきま

しては、高台のほうから徒歩によっては行くことが可能かと考えておりますので、多少不

便はあるかと思いますけれども、ご理解いただければなと思ってございます。 

 それから、総延長と実延長というのは、起点終点のところに、ほかの町道、道道とか、

重複する部分がございますので、そこの分を入れれば総延長、その分を除くと実延長とい

う形になってございます。交差点などで重複する部分ですね。そのような距離の表現になっ

てございます。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 考え方はわかりました。ただ、通行の手だてはないということは、そこからは車がもう

行けませんよということの理解をします。 

ただ、ワカサギ釣りなどを徒歩でというのですが、それは理解するのですが、そこのと

ころ、もし現地がきちんとなっていなければ、今、車両もよくなって、例えばいろいろな

ところで、林道なんかも通行めしても、やぶわら、ササわらとか、そういうところから行

くとか、そういうこともあるので、それは事故等の問題も発生しかねないわけですよ。だ
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から、そうなれば完全に止めないと、普通の乗用車は行けなくても、ジープというか、性

能のいい車は行ったりすると、そこが実際に通行可能な道路でなくても、自然と何か車が

通れる格好になって沼まで、冬はしばれたところだから行ってしまうということがあるの

で、その辺の対応については何か考え方は持っていますか。 

○議   長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時５９分 

再開 午後 ０時００分 

 

○議   長 

 再開します。 

○議   長 

 鈴木建設水道課長。 

○鈴木建設水道課長 

 今現在、廃止する下段のところにつきましては、平成２８年に建設のほうで車両の通行

止めをしております。上段のほうにつきましては、冬期間のところもございますので、同

じく、入れませんというような通行止めの案内をしているところでございます。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

杉森俊行君。 

○杉森俊行議員 

 この赤い線で書いてあるのは通行止めなのですけれども、同僚議員からも出たように、

いい車を持つと、ここに入っていくと思うのですね。だけれども、ここのところは竪穴式

住居みたいになっているのですね。この先とか何かは。そういうことがあって入っていけ

ないという感じになっているのではないですか。そうでなかったら、別に上段にホロカヤ

ントウまで道路をつけても何も別に関係ないのではないですか。砂利道でもいいですけれ

ども、冬道をつけたほうがいいのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○議   長 

 黒川企画商工課長。 

○黒川企画商工課長 

 ホロカヤントウに向かうところの冬場の措置でございますけれども、現在、ホロカヤン

トウのほうの海辺まで下がる道路の途中の、もともと林道のところで今除雪をやめており

まして、そこに看板を立てて、その先は行けないようになっておりまして、ここは雪があ

るために、よほど性能のいい車でもちょっと入れないような状況になっております。 

その林道を通りまして、それから保安林の中を昨年整備しまして、砂利道ですけれども、
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もとのキャンプ場のところに行けるように今、砂利を敷いて交通の安全を確保してござい

ます。あくまでも林道の中ですので、公道ということではなくて作業道ということの位置

づけで林道の中に砂利を敷かせてもらったという対応措置をしております。 

その先には、議員言われるように、縦穴群がございまして、その史跡のところは徒歩で

行っていただくと。もとのキャンプ場のところに車を置いて、管理人もおりますので、そ

こで車を置いていただいて、あとは徒歩で行っていただいているというのが現状の対応で

ございます。 

以上でございます。 

○議   長 

杉森俊行君。 

○杉森俊行議員 

 そこの竪穴式住居というのがあるのですけれども、そこを避けて道路というのはつけら

れないものなのですかね。ここは道立の公園になっていますので、そういうことはわかる

のですけれども、よけていくということはできないものなのですかね。できなければでき

ないでいいのです。 

○議   長 

 黒川企画商工課長。 

○黒川企画商工課長 

 竪穴式住居は道の史跡ということで大きな碑もありまして、範囲が広くありますので、

あそこに道路をつけることはちょっと、道教委の埋蔵文化財の担当のほうとも協議しなけ

ればならないところですし、また保安林のほうとも協議しなければならないところだと

思っておりますが、ちょっと難しいのかなという気はしております。 

 現状のところでは、木造の階段をつくってありまして、そちらを通っていただくのです

が、なかなか歩いていくのは、もとは湖のそばまで行けたものですから、それから見ると

ちょっと大変は大変なのですけれども、昨年、一昨年からはその対応をしておりまして、

今年に関してはちょっと客が少ないのですが、去年は大変多く来ておりまして、特にワカ

サギ釣りに大きな支障があるというふうには認識していないところです。そこに道路がで

きるかどうかというのは、ちょっと協議してみたいと思います。 

○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。 
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       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１３号町道路線の変更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 ０時０５分 

再開 午後 １時００分 

 

○議   長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

   ◎日程第１５ 議案第１４号 

○議   長 

 日程第１５ 議案第１４号町道路線の変更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１４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、町道路線の変更についてをお願いするもので、避難路として整備

を行ってまいりました町道浜南支線の工事完了に伴う変更であります。 

 内容については、朗読して説明をいたします。 

 議案第１４号町道路線の変更について。 

 道路法第８条第２項の規定により、下記の町道を変更する。 

 路線番号、３７３。 

 路線名、浜南支線。 

 起点地番、字浜大樹６７番地４７。 

 終点地番、「字浜大樹６７番地４７」を「字浜大樹６７番地３８」に変更。 

 総延長、「１１５.２０メートル」を「６２６.７０メートル」に変更。 

実延長、「１０８.４０メートル」を「６１５.１７メートル」に変更するものでありま



 

－ 39 －

す。 

 総延長は５１１.５メートル、実延長は５０６.７７メートル、それぞれ延長となるもの

で、図面を添付しておりますので、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。 

杉森俊行君。 

○杉森俊行議員 

 これはわかるのですけれども、この後の道路というのは、どっちに逃げるかということは

考えているのでしょうかね。ぶつかったところの道は、こちらのほうに戻るのですか、それ

ともこちらのほうに逃げるのですかね。それとも、真っ直ぐ牧草地を突っ切っていくのです

かね。 

○議   長 

 鈴木建設水道課長。 

○鈴木建設水道課長 

 図面には記載してございませんけれども、この矢印の先は更生１号線になってございま

して、そちらの道路につきましては、翌年度、平成２９年度当初予算のほうに延長２７５

メートルほどの改良舗装ということで、そちらのほうにつなげる。この図面でいえば、上

が北側のほうに向かってつなげるような形で整備したいと考えてございます。 

○議   長 

杉森俊行君。 

○杉森俊行議員 

 そうすると、浜大樹の下の十文字のところに東１線というのですか、道路があるのです

けれども、この道路も改良して、ちょっと離れているのですね。それを真っ直ぐぶつけて

直角にするのですかね。 

○議   長 

 鈴木建設水道課長。 

○鈴木建設水道課長 

 そこにつながる分につきましては、設計の段階で現地を見ながら、より使いやすい道路

のほうということで考えていきたいと考えております。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 
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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１４号町道路線の変更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１５号 

○議   長 

 日程第１６ 議案第１５号大樹町過疎地域自立促進市町村計画の変更についての件を議

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。 

 本件につきましては、大樹町過疎地域自立促進市町村計画の変更についてをお願いする

もので、昨年３月の町議会第１回定例会で議決をいただいた市町村計画の変更につきまし

て、このたび変更に伴う知事協議が整いましたのでご提案を申し上げるものであります。 

 なお、参考として、法の関係条文を抜粋して掲載しておりますので、ご確認をお願いす

るとともに、内容につきましては、企画商工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 

 黒川企画商工課長。 

○黒川企画商工課長 

 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の変更についてご説明をさ

せていただきます。 

 昨年、お認めをいただきました大樹町過疎地域自立促進市町村計画につきまして、内容



 

－ 41 －

の一部の変更をお願いするものでございます。参考としてついております過疎地域自立促

進特別措置法第６条第１項で過疎地域自立促進市町村計画は、議会の議決を経て定めると

なっており、また同条第７項で計画の変更についてこれを準用するとされていることから、

議決をお願いするものでございます。 

今回の主な変更は、情報通信インフラの整備、道路の追加、住宅取得に対する補助、学

童保育所の増改築に児童館整備を追加するものなどでございます。 

なお、法第６条第７項の規定によりまして、あらかじめ道に協議することとされており、

２月８日に異議なしとの回答を得ているものでございます。 

 それでは、１ページ目をご覧ください。 

表の左側は変更前、右が変更後の内容であり、下線の部分が変更箇所でございます。 

 区分３、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進の欄中、高速通信網ブロー

ドバンドにつきまして「民間事業者に対し整備を要請する」としておりますが、民間事業

者が市街地以外に通信網整備をすることは、現在では期待できない状況でありますので、

補助事業等を活用し、町が整備することとし、「早急にインフラ整備を進めていく必要が

ある」に変更するものでございます。 

 次に、市町村道の道路につきまして、「南町１０号線」と「南町１号線」を追加するも

のでございます。南町１号線につきましては平成２９年度調査設計、南町１０号線につき

ましてはその後に取りかかる可能性があるため、追加したものでございます。 

 その下段、その他の情報化のための施設に、ブロードバンド整備の補助事業、「情報通

信基盤整備事業」を追加するものでございます。 

 区分４、生活環境の整備では、平成２９年度から開始予定の住宅取得補助、大樹でかな

えるマイホーム支援補助金について、過疎地域自立促進特別事業、いわゆるソフト事業の

対象とするため、記述を追加するものでございます。 

 本文中「、住宅の新築及び購入に対する支援を行うとともに、」計画に沿った公営住宅

の整備「を行い、安心して快適に暮らすことのできる住環境づくりを推進する必要がある。」

とし、その対策として、「コ、快適な住環境を確保するため、住宅新築や住宅購入への支

援を行う」と、２ページになりますが、事業計画の表中「（７）過疎地域自立促進特別事

業、マイホーム取得支援補助、（事業内容）、（事業の必要性）、（見込まれる事業効果）」

を追加するものでございます。 

 ２段目でございます。 

 区分５、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進では、学童保育所のみの記述だったも

のを児童館について加え、学童保育のみならず、放課後等の「子どもの居場所」として、

また、様々な体験活動や異年齢交流の場として利用できる学童保育所・児童館を整備して

いく必要があるとしております。 

 これにより、その対策で、オ、認定こども園・保育園及び学童保育所・児童館を整備す

るとし、事業計画の表中「学童保育所の整備」を「学童保育所・児童館の整備」に変更し、
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（事業内容）、（事業の必要性）、（見込まれる事業効果）を変更するものでございます。 

 ３ページをご覧ください。 

 過疎地域自立促進特別事業ソフト事業分の事業計画をまとめた表でございます。 

 区分３、生活環境の整備にマイホーム取得支援補助を追加したものを再掲したものでご

ざいます。 

 次ページ以降につきましては、参考資料として、今回追加、変更となった部分を色分け

して載せております。後ほどお目通しをお願いするものでございます。 

 また、この資料の事業量、事業費につきましては、概算のものを含んでおりまして、実

際の実施に当たりましては、当該年度の予算審議等で議会にお諮りをさせていただくこと

になるものでございます。 

 以上でございます。 

○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１５号大樹町過疎地域自立促進市町村計画の変更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。 

 お諮りします。 

 議案第１６号平成２８年度大樹町一般会計補正予算（第１１号）の審議については、大

樹町議会会議規則第５４条、ただし書きの規定を運用し、歳出のみ款ごとに質疑をいたし

たいと思います。 
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 これに、ご意義ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

よって、議案第１６号平成２８年度大樹町一般会計補正予算（第１１号）については、

歳出のみ款ごとに審議を進めることに決しました。 

 

   ◎日程第１７ 議案第１６号 

○議   長 

 日程第１７ 議案第１６号平成２８年度大樹町一般会計補正予算（第１１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１６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２８年度大樹町一般会計補正予算（第１１号）をお願いする

もので、今回は、歳入歳出でそれぞれ１億７,０６３万３,０００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１６号平成２８年度大樹町一般会計補正予算（第１１号）についてご

説明を申し上げます。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ１億７,０６３万３,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ６８億２,５０１万１,０００円とするとともに、繰越明許費の追加、地

方債の追加及び変更を行うものでございます。 

 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、３２ページまでと広範囲にわたりますので、事業の追加や

事業費の増減の大きな事業に絞ってご説明申し上げ、事業完了や執行見込額の精査による

ものにつきましては、詳細説明を割愛させていただきます。 

また、財源の内訳につきましても、一般財源のみの増減や事業確定に伴います補助金の

増減等の財源調整分につきましても割愛をさせていただきます。 

 ６ページの上段、議会費３６万１,０００円の減額でございます。事業費見込みの精査に

よるものでございます。 
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 その下から９ページにかけまして、総務費全体で４,６９０万５,０００円の増でござい

ます。 

 ６ページの中段、一般職給与でございますが、職員手当等及び共済費で９８万６,０００

円の増でございます。財源につきましては、国・道支出金が１２５万４, ０００円の増、

その他２３万１,０００円の減でございます。 

 補正をお願いいたします職員手当につきましては、時間外勤務手当でございまして、予

算額が不足となる理由につきまして、要因といたしましては何点か上げられますけれども、

大の要因は、昨年８月の台風１０号による災害対応の影響でございます。 

 全町断水に伴います給水活動等の対応につきましては、昨年９月３０日に開催されまし

た第３回町議会臨時会において災害救助費の中で予算をお認めいただいてございますが、

この分につきましては、あくまでも災害対策本部を設置しておりました８月３１日から９

月７日までの分でございます。この期間以外の分につきましては、既定予算の中で支弁し

た経過がございます。 

 また、これ以外にも４月の強風、６月の豪雨に伴います河川増水、それから８月１７日、

２０、２１、２２、２３日と台風７号、１１号、９号がございまして、これらに伴いまし

て直接出役時間数が３６０時間でございますが、こちらが災害救助費のほうには含まれて

ございません。 

 また、８月の台風により被災いたしました道路、公共施設等の復旧準備などの対応によ

りまして、関係各課におきまして１２月ごろまでその事後対策業務量が増加しているとこ

ろでございます。 

 また、４月に新たな組織機構となったことに伴います業務の移管などによる影響も少な

からず見られるところでございました。 

 前年に比べますと、新たな組織機構となった４月、それから台風後の９月から１２月に

かけて前年を上回っており、今回年度末にかけまして予算の不足が見込まれることに伴い

ます補正のお願いでございます。 

 その２段下、総務管理費、賃金及び委託料で１３万５,０００円の増。賃金の増額につき

ましては、事務生職の時間外勤務手当相当分でございますが、予算額の不足につきまして

の理由は、先ほどの一般職給与の時間外勤務手当とほぼ同様でございます。 

 １ページをおめくりいただきまして、７ページでございます。 

 ７ページの上段、財産管理費、町有地・建物維持管理経費、委託料で２４９万９,０００

円の減。主な減額の理由といたしましては、公共施設等総合管理計画策定業務の委託料、

こちらにつきまして入札執行に伴います不用額でございます。 

 中段、宇宙のまちづくり拠点整備事業でございます。需用費から備品購入費まで５,５０

２万３,０００円の増。財源といたしまして、国・道支出金２,７５１万１,０００円の増。

地方債が２,７５０万円の増。一般財源が１万２,０００円の増でございます。 

国の地方創生拠点整備交付金事業といたしまして、多目的航空公園に整備しております
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宇宙交流センターＳＯＲＡの増築を要望していたところ、先に事業採択となりましたので、

今年度予算で措置するものでございます。 

なお、後ほどご説明いたしますが、本事業の執行につきましては、平成２９年度への繰

り越しを予定してございます。 

また、借り入れる地方債の元利償還金の２分の１につきましては、後年度地方交付税措

置がございます。 

 続きまして９ページをお開きください。 

 中段の戸籍住民基本台帳費、戸籍住民基本台帳管理事業、旅費から負担金、補助及び交

付金まで３２万９,０００円の増。負担金、補助及び交付金４４万８,０００円の増額につ

きましては、個人番号カード、いわゆるマイナンバーカードの関連事務を委任してござい

ます地方公共団体情報システム機構への支払経費でございますが、こちらにつきまして全

額が国庫補助金で措置をされます。 

 今回、平成２８年度分の年割額分について補正するものでございますが、こちらにつき

ましての執行は、平成２９年度への繰り越しとなる予定でございます。国の予算措置の関

係での予算計上でございます。 

 続きまして、統計調査費、工業統計調査費と経済センサス事業で合わせて９,０００円の

増。国・道支出金の確定による事業費と財源調整を行うものでございます。 

次のページをお開きください。 

 １０ページから１４ページ中段にかけまして、民生費全体で３,９１２万６,０００円の

減でございます。 

 １２ページをお開きください。 

 ２段目の福祉医療諸費、保険基盤安定制度等繰出金７２万円の減は、国民健康保険事業

特別会計へ繰り出すルール分の減額でございます。 

 下から２段目の後期高齢者医療運営事業、負担金、補助及び交付金と繰出金でございま

すが、１,８００万１,０００円の減。平成２７年度分の療養給付費負担金の精算に伴いま

す減額でございます。 

 １３ページをお開きください。 

 上段の発達支援センター費、発達支援センター運営費、職員手当等から工事請負費まで

３３４万１,０００円の減。事業執行見込み額の精査による減額でございまして、財源のそ

の他につきましては、構成町村の負担金でございます。 

 中段、公衆浴場費、公衆浴場運営費、需用費及び委託料で２４万１,０００円の増でござ

います。このうち、委託料５１万７,０００円の増額につきましては、公衆浴場の施設管理

人が傷病によりまして長期休暇を取得するため、その間の管理運営業務をシルバーセン

ターに委託するための経費でございます。 

１４ページをお開きください。 

 上段、法人保育所運営事業、委託料で８７７万５,０００円の減でございます。内訳とい
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たしまして、児童措置業務分で６７７万５,０００円の減、子育て支援センター運営分で２

００万円の減でございます。 

１４ページの中段から１６ページの上段にかけまして、衛生費でございます。全体では

１,５４０万２,０００円の減。 

１５ページをお開きください。 

中段の一部事務組合負担金事業、負担金、補助及び交付金で８２４万８,０００円の減で

ございます。この内訳といたしまして、南十勝複合事務組合分が９００万３,０００円の減、

十勝環境複合事務組合分が７５万５,０００円の増でございます。 

１６ページの上段をご覧ください。 

じん芥車更新事業、備品購入で１６１万２,０００円の減でございます。事業費の確定に

伴いまして、起債額等についても減額をしてございます。 

その下、労働費につきましては、全体で４０万円の減でございます。 

１６ページの中段から２０ページの下段にかけまして、農林水産業費となりますが、全

体で７,６８６万５,０００円の減でございます。 

１７ページをお開きください。 

 中段の畜産特別資金利子補給事業６万２,０００円の減のうち、償還金利子及び割引料

５,０００円の増につきましては、資金を利用されていた方の営農中止に伴いまして、交付

済みである利子補給金に係る道の補助金を北海道庁に返還するためのものでございます。

これにつきましては、町の負担分についても返還をされるものでございます。 

その下、北海道中山間地域等直接支払交付金事業５０万１,０００円の減のうち、償還金

利子及び割引料２,０００円の増は、協定農用地内に農家住宅が建設されたことに伴いまし

て、交付済み交付金が返還されるものでございます。こちらにつきましても、町が負担し

た分について返還もなされます。 

１ページおめくりください。 

１８ページの上段、青年就農給付金事業でございます。負担金、補助及び交付金で２２

５万円の減。この制度上の所得基準の超過によりまして、当初予定しておりました交付対

象者が交付対象外となりまして、１名減となったことによる減額でございます。 

 中段の畜産担い手育成総合整備事業、委託料で２,３７６万６,０００円の減でございま

す。草地整備等の事業量の減少によるもので、財源のその他につきましては、受益者から

の受託事業収入でございます。 

 １９ページをお開きください。 

 上段の農地費、土地改良一般管理費、委託料及び負担金、補助及び交付金で１,９７９万

１,０００円の減でございます。減額の主な理由は、上大樹地区道営農地整備事業の事業量

の減少による負担金の減額でございます。 

 ２０ページをお開きください。 

 下から２段目になりますけれども、漁港管理費、漁港施設維持管理費、委託料及び負担
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金、補助及び交付金で１７０万２,０００円の減。事業の確定に伴います減額で、国・道支

出金９０万円の増につきましては、流木処理対策に対する道からの補助金が増額されたこ

とによるものでございます。 

２０ページの下段から２１ページ下段にかけまして、商工費でございますが、全体で３

８４万１,０００円の減でございます。 

 ２１ページの下段から２４ページの下段にかけまして土木費となりますが、全体で１億

４９６万８,０００円の増でございます。 

 ２２ページをお開きください。 

上段の道路維持費、町道維持管理事業、委託料４,３３７万５,０００円の増のうち、委

託料の４,４７７万４,０００円につきましては、道路の除排雪経費の不足が見込まれるこ

とによるものでございます。 

その下、土木車両更新事業、備品購入費４０４万１,０００円の減は、事業費の確定によ

るもので、財源のうち、国・道支出金が見込みよりもつきが悪かったため、財源として地

方債、過疎債でございますが、こちらを増額充当するものでございます。 

その下、橋梁長寿命化事業、委託料で２,０９０万８,０００円の減。橋梁点検委託業務

費が入札により大きく下回ったことによる減額でございます。 

２４ページをお開きください。 

 中段の住宅建設費、寿町団地建設事業、役務費及び工事請負費で９,３９３万６,０００

円の増でございます。寿町団地に建設する公営住宅で、次年度、平成２９年度の予算計上

を予定してございました２号棟につきまして、国の補助金の予算枠の関係で、前倒しで計

上するものでございます。２号棟の建設費といたしましては９,６００万円、そのほかに確

認申請手数料６万３,０００円でございますが、こちらはいずれも全額を平成２９年度に繰

り越しする予定でございます。 

 なお、工事請負費の９,３８７万３,０００円の減額につきましては、２号棟の建設費か

ら今年度整備をいたしました１号棟の執行残を差し引いてこの額となるものでございま

す。 

 ２４ページの下段から２５ページの中段にかけまして、消防費、全体で４５８万７,００

０円の減でございます。 

 下段のとかち広域消防事務組合負担金事業、負担金、補助及び交付金で３３７万７,００

０円の減でございますが、財源中地方債の１１０万円の減につきましては、消防車両の更

新に係るものでございます。 

２５ページの中段から３０ページにかけまして、教育費でございますが、全体で３,４２

０万８,０００円の減でございます。 

教育振興費（教育総務）、教育振興事業（教育総務）でございますが、４８７万円の減

のうち、負担金、補助及び交付金４０４万円の減の主な理由といたしましては、高校通学

費等補助金の減でございます。 
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２６ページをお開きください。 

スクールバス更新事業、備品購入費で１,１３３万１,０００円の減でございます。財源

措置等の関係で、購入車両の見直しを行ったことによる執行残でございます。 

２８ページをお開きください。 

下段の子ども交流事業でございますが、報酬から使用料及び賃借料まで４１１万５,００

０円の減でございます。子ども交流推進員といたしまして、地域おこし協力隊の任用を予

定してございましたが、採用ができなかったことによることが主な要因でございます。 

 ２９ページをお開きください。 

 上段の生涯学習センター費、生涯学習センター運営費５１万７,０００円の減でございま

す。財源内訳の補正でございますが、生涯学習センター施設更新工事費につきまして、当

初予定しておりました公共施設整備基金からの繰入金を一般財源に振り替えたものでござ

います。 

３１ページをお開きください。 

３１ページ上段、災害復旧費７４９万円の減でございます。農業用施設災害復旧費、農

業用施設災害復旧事業（単独）、需用費で１２２万８,０００円の減と財源の組替えでござ

います。昨年８月の台風災害に伴います災害復旧事業の完了に伴います補正で、起債借り

入れのための査定が完了いたしましたので、一部を地方債に振り替えたものでございます。 

その下、道路河川災害復旧費、道路河川災害復旧事業（単独）、需用費で５６５万７,

０００円の減と財源の組替えでございます。こちらにつきましても、昨年の台風被害の災

害復旧事業の完了に伴います補正で、起債借り入れの査定終了により財源の組替えを行う

ものでございます。 

 中段でございます公債費、全体で２９９万９,０００円の減。利率の見直し方式により借

り入れしました元利均等償還払いの地方債につきまして、今年度の見直し段階での借入利

率の低下によりまして、総体的に元金の占める割合が高まったことにより補正するもので

ございます。 

 なお、利子につきましては、利率低下により減額となってございます。 

 ３１ページ下段から３２ページにかけて諸支出金、全体で２億４０３万９,０００円の増

でございます。事業会計繰出金につきましては、３,８１５万８,０００円の減でございま

すが、５特別会計の決算見込みによるものでございます。 

 ３２ページの中段、特別会計出資及び補助金３８９万６,０００円の減につきましては、

２公営企業会計の決算見込みによるものでございます。 

その下、基金費につきましては、２億４,６０９万３,０００円の増。一般会計の決算見

込みに基づきます剰余金の見込み額、ふるさと納税や指定寄付金、預金利子を新たに基金

として組み立てるための予算でございます。 

 今回補正後の主な基金への積み立ての予定額でございますが、財政調整基金に２０１万

２,０００円、減債基金に３,６０４万３,０００円、公共施設整備基金に２億３５５万１,
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０００円、地域福祉基金に４９万８,０００円、航空宇宙産業基地誘致対策基金に１００万

１,０００円、魅力あるまちづくり推進基金、ふるさと納税の絡みでございますが４,７９

２万１,０００円の積み立てを予定してございます。 

 以上、合計で、補正額１億７,０６３万３,０００円の増。財源内訳といたしまして、特

定財源のうち、国・道支出金４,４３９万４,０００円の増、地方債３９０万円の増、その

他６,２２９万５,０００円の減、特定財源合計で１,４００万１,０００円の減。一般財源

につきましては、１億８,４６３万４,０００円の増となるものでございます。 

 続きまして、歳入について主なものを説明させていただきますので、事項別明細書の３

４ページをお開きください。 

 １款町税につきましては、１億３,３２２万円の増でございます。個人町民税で２,７２

４万円、法人町民税で５,６０６万円、固定資産税で５,０９２万円、それぞれ増額計上で

ございます。 

 １４款国庫支出金４,０７０万９,０００円の増。このうち国庫補助金では、地方創生拠

点整備交付金が２,７５１万１,０００円の増、土木車両の更新や橋梁長寿命化事業に係る

社会資本整備交付金につきましては３,０００万７,０００円の減、公営住宅建設予算の前

倒し計上に伴います社会資本整備総合交付金が４,４６３万８,０００円の増でございま

す。 

 １８款繰入金４,７００万円の減は、生涯学習センターの施設更新工事に充当予定であり

ました公共施設整備基金からの繰入金を一般財源に振り替えたことによるものでございま

す。 

 ２０款諸収入につきまし、２,０９６万２,０００円の減は、畜産担い手育成総合整備事

業の事業量の減による受託事業収入の減が主な理由でございます。 

 続きまして、第１表、歳入歳出予算補正を説明いたしますので、 初に歳出をご説明し

ますので、２ページと３ページをお開きください。 

 歳出合計、補正前の額６６億５,４３７万８,０００円、補正額、１款議会費から１３款

諸支出金まで１億７,０６３万３,０００円の増、補正後の歳出合計が６８億２,５０１万

１,０００円。 

 続きまして、歳入を説明いたしますので、１ページをお開きください。 

 歳入合計、補正前の額６６億５,４３７万８,０００円、補正額、１款町税から２１款町

債まで１億７,０６３万３,０００円の増、補正後の歳入合計が６８億２,５０１万１,００

０円となるものでございます。 

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

 内容につきましては、繰越明許費の追加でございます。 

初に、２款総務費、１項総務管理費、事業名、宇宙のまちづくり拠点整備事業、金額

５,５０２万３,０００円。 

次に、同じく総務費で、３項戸籍住民基本台帳費、事業名、戸籍住民基本台帳管理事業、
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金額で４４万８,０００円。 

続きまして、８款土木費、５項住宅費、事業名、町営住宅維持管理費、金額６５０万円。

同じく、８款５目、事業名、寿町団地建設事業、金額で９,６０６万３,０００円。 

 続きまして、第３表の地方債補正をご説明しますので、５ページをお開きください。 

 初に、地方債の追加でございますが、起債の目的、農業用施設災害復旧事業、限度額

２８０万円。 

次に、起債の目的、宇宙のまちづくり拠点整備事業、限度額２,７５０万円。 

起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、他の地方債と同じでございます。 

次に、地方債の変更でございますが、いずれにつきましても限度額の変更で、過疎対策

事業債につきましては３,１４０万円減の２億６,４３０万円に、辺地対策事業債につきま

しては５５０万円減の４,５９０万円に、公営住宅事業債につきましては４０万円減の５,

５４０万円に、公共土木施設災害復旧事業につきましては１，０９０万円増の３,３３０万

円にそれぞれ変更するもので、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、補正前

と同様でございません。 

 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。 

 初めに、事項別明細書の歳出、４８ページから４９ページ、１款議会費の質疑を受けま

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、１款議会費の質疑を終了いたします。 

 次に、４８ページから５３ページ、２款総務費についての質疑を受けます。 

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、２款総務費の質疑を終了いたします。 

 次に、５２ページから５７ページ、３款民生費についての質疑を受けます。 

質疑はありませんか。 

髙橋英昭君。 

○髙橋英昭議員 

５３ページです。２０節扶助費、高齢者通院手段支援費１２万円の減額補正になってお
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りますけれども、当初予算では７５万円ということで計上されておりました。平成２８年

度では、この支援を受けた方は何名いるのか。それから、また支援枠に余裕があるわけで

すけれども、その中で利用者が予定よりも少なかったわけですけれども、これは申請がな

かったからということなのか、それともほかに何か事情があったのか。その辺について教

えてください。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

高齢者の通院手段支援事業でございますが、登録者数は５９名となっております。 

減額の理由ですけれども、こちらのほうは、対象になる方、本人あるいは民生委員等か

らの申請に基づいて対象になるかどうかということで判断させていただいております。今

年度につきましては、若干ですけれども申請のほうが少なかったということでの減額に

なっております。 

以上でございます。 

○議   長 

髙橋英昭君。 

○髙橋英昭議員 

 ちょっともう一回確認しますけれども、５９名が支援を受けたということでいいのです

か。１件当たりというか、１人何ぼの額なのでしょうか。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 ５９名ということで、１人１万５,０００円となっております。ただ、全額１万５,００

０円使う方と使わないで残してしまう方も実際はおります。 

 以上でございます。 

○議   長 

髙橋英昭君。 

○髙橋英昭議員 

 上限が１万５,０００円で、その範囲内ということで、５９名の利用があったということ

でいいですね。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 

 なければ、質疑なしと認めます。 

 これをもって、３款民生費の質疑を終了いたします。 
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 次に、５８ページから５９ページ、４款衛生費の質疑を受けます。 

 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、４款衛生費の質疑を終了いたします。 

 次に、６０ページから６１ページ、５款労働費についての質疑を受けます。 

 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、５款労働費の質疑を終了いたします。 

 次に、６０ページから６５ページ、６款農林水産業費についての質疑を受けます。 

 質疑はありませんか。 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 ６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費の１９節負担金、補助及び交付金なの

ですが、青年就労給付金事業補助金で、所得をオーバーして２２５万円を返還する減額補

正なのですが、所得基準額が補助金の交付金額をオーバーしたということでありますが、

１名減ということですが、オーバーする限度額の額を教えていただけませんか。 

○議   長 

 瀬尾農林水産課長。 

○瀬尾農林水産課長 

 青年就農給付金の所得基準の超過ということで、国のほうの基準では、前年所得２５０

万円超えが基準をオーバーする基準というふうになってございます。 

 以上でございます。 

○議   長 

ほかに質疑はありませんか。 

菅敏範君。 

○菅敏範議員 

それでは、６目農地費の関係なのですが、１９節負担金、補助及び交付金で、道営土地

改良事業負担金で１,９７１万円が減額修正されています。その理由については、上大樹地

区の事業量減少で返還するということでありますが、特定財源が減額補正されているので

すが、一般財源が増額補正になっているのですが、これはなぜなのか。特定財源が減額補

正になって、一般財源が増額補正になるというと、趣旨というか理由がわかりませんので、

その経過を含めて説明していただけませんか。 
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○議   長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 １時４８分 

再開 午後 １時４９分 

 

○議   長 

 再開します。 

 休憩します。 

 

休憩 午後 １時４９分 

再開 午後 ２時００分 

 

○議   長 

それでは、再開いたします。 

 先ほどの質問の答弁。 

松木総務課長。 

○松木総務課長 

 先ほどの菅議員のご質疑でございます。財源的な部分でございますので、財政の所管と

して総務課からご説明申し上げます。 

 先ほどご説明申し上げました道営農地大樹２８号の道路整備の関係ですが、当初予算３,

１９５万円を計上してございました。ただ、国の補助金のつきが余りよくなく、予定した

事業量が完了いたしませんで、今年度の工事実績額としては１,２２４万円程度負担金ベー

スで１,２２４万円と見込まれましたので、こちらで１,９７１万円については減額いたし

ました。それから、これに伴いまして、土地連という事業団体があるのですが、そちらの

補助金も３万８,０００円減額となりまして、合わせて１,９７４万８,０００円の減となっ

たものでございます。  

なお、地方債の２,２１０万円の減でございますけれども、こちら、当初できるだけこの

財源につきましては地方債の借り入れを起こそうとしていたところでございますが、その

地方債枠にも枠の限度がございまして、私どもが想定していた１００％の充当というのは

ないということで、また、起債につきましては全国で町村分いくらとかという枠がありま

して、それを超過してしまっているということで、率として落とされまして、地方債が２,

２１０万円、事業費以上の減となるものでございます。 

この地方債の減額分と事業費の減額分、この差額につきましては、町村が手出しという

ことになりますので、一般財源で措置したことにより、こうなったものでございます。ご

理解いただきたいと思います。 
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○議   長 

菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 理由についてはわかりました。 

 ちょっと足し算の話です。２,２１０万円からどの数字を引いたら２３８万６,０００円

になるのか、それをちょっと教えてください。 

○議   長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時０３分 

再開 午後 ２時０４分 

 

○議   長 

 再開いたします。 

松木総務課長。 

○松木総務課長 

 まず、特定財源につきましては、先ほどの道路整備に係る分でございますので、結局、

特定財源のうち２,２１７万７,０００円でございます。それから、事業費のうち１,９７４

万８,０００円で２４２万９,０００円という数字が出てきます。それから委託料の４万３,

０００円につきましては、純粋な単費でございますので、こちら差額の２４２万９,０００

円から単費でいく４万３,０００円を減額すると、一般財源が２３８万６,０００円という

数字が出てまいります。 

 以上です。 

○議   長 

ほかに質疑ありませんか。 

柚原千秋君。 

○柚原千秋議員 

 ２項の林業費の中で、熊駆除捕獲謝礼と有害鳥獣駆除謝礼が三角になっているのですが、

これの理由というのかな、ちょっとお聞きしたいです。 

○議   長 

 瀬尾農林水産課長。 

○瀬尾農林水産課長 

 有害鳥獣駆除の謝礼の減額の理由でございます。 

 まず、熊につきましては、当初予算２５頭分を予定しておりましたけれども、実績とし

まして親熊と子熊合わせまして１４頭の実績となってございます。また、有害鳥獣駆除の

謝礼、熊以外の謝礼でございますけれども、カラスから鹿、あとキツネ等々があるのです
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けれども、一番の要因としましては、鹿の捕獲数でございますけれども、予算としては１，

２００頭を計上していたのですが、実際、実績的には９２９頭の実績となりまして、今回

減額補正を計上したところでございます。 

 以上でございます。 

○議   長 

柚原千秋君。 

○柚原千秋議員 

 ということは、駆除の効果が出ているということなのでしょうか。 

○議   長 

 瀬尾農林水産課長。 

○瀬尾農林水産課長 

 熊につきましては、例年、ほぼ横ばいの捕獲頭数でございますけれども、エゾシカにつ

きましては、平成２７年度は１,０００頭を超えたのですが、平成２８年度は１,０００頭

を下回る結果になりました。依然として被害は多いかなと思うのですが、町のほうで取り

まとめている被害報告につきましても、若干被害額は前年と比べて下回っているので、少

しは駆除の効果があらわれているのかなというふうに思っているところでございます。 

 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、６款農林水産業費の質疑を終了いたします。 

 次に、６４ページから６５ページ、７款商工費についての質疑を受けます。 

 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、７款商工費の質疑を終了いたします。 

 次に、６４ページから６９ページ、８款土木費についての質疑を受けます。 

 質疑はありませんか。 

菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 ８款土木費、２項道路橋梁費、１目道路維持費、１３節委託料で、これは橋梁長寿命化

事業で、当初計画が６,６１５万６,０００円だったもので、２,０９０万８,０００円の減

額補正になっていて、入札額が低かったということなのですが、かなり、この数字でいう
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と当初予算に対して７０％ぐらいの入札額なのですね。当初予定したものを全部やって、

この金額の入札だったということなので、今年度初めてだったらわかりませんけれども、

一般的にそんな結構低い、低いことはいいことだと思うのですが、結構予定よりかなり大

幅なものですから、低額というか、当初の六千何百万円という数字がちょっと余りつかみ

の数字でなかったのかなという気もしないわけでもないのですけれども、予定したものを

全部やってこれだけの低い入札額だったという理解をしておいていいのですか。 

○議   長 

 鈴木建設水道課長。 

○鈴木建設水道課長 

 こちらの点検につきましては、５年ごとに近接目視ということで近くに行って点検する

内容になってございますけれども、その中で１０３橋全て当初の設計どおりやっていただ

く内容で、入札の執行に基づいてこの金額で減額するものでございます。業務内容につき

ましては、当初うちのほうで設計した内容を全て完了していただいておりますので、問題

ありません。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 杉森俊行君。 

○杉森俊行議員 

 ６８ページの２目住宅建設費なのですけれども、寿町団地２号棟新築工事及び外構工事

とあるのですけれども、これの外構工事を除いた建物だけの坪単価を教えてもらいたいの

ですけれども。 

○議   長 

 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ２時１２分 

再開 午後 ２時１５分 

 

○議   長 

 再開いたします。 

 鈴木建設水道課長。 

○鈴木建設水道課長 

 大変失礼いたしました。 

坪単価におきましては、今現在のところ、設計したのは坪９５万８,０００円となってご

ざいます。 

○議   長 

 杉森俊行君。 
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○杉森俊行議員 

 これは、ひどい高いのではないですかね。坪単価で大体、普通の家で６０万円ですよ。

そして、アパート建設だったら大体５０万円から６０万円という話です。９５万円という

のはひどい高いのではないですか。これはもう少し大樹町の業者を育てるというのはある

かもしれませんけれども、これはとっても高い話ですよ。これはちょっと見直してもらい

たいと思います。 

○議   長 

 鈴木建設水道課長。 

○鈴木建設水道課長 

 こちらの設計につきましては、道から示されます営繕単価に基づいて設計しているとこ

ろでございますけれども、議員おっしゃるように見直せるところがあるかどうかちょっと

また精査させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議   長 

 杉森俊行君。 

○杉森俊行議員 

 幾ら何でもこれは高過ぎますよ。それであれば、町の業者を使わなくてもいいのではな

いですかという気がしますね。それで、指名入札ではなくて競争入札させたほうがもっと

いいのではないですかと思うのです。ある程度５０万円とか６０万円と金額がわかればい

いのですけれども、ちょっと高過ぎませんかねと思うのですけれども。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 今、住宅建設費の関係で、公住の単価の議論をいただいております。 

 議員もご承知のとおり、公営住宅等の設計については、北海道が示す基準単価を用いて

設計をするということでありますので、その単価については、そういう公共的な単価を用

いてやるということはご理解をいただきたいなというふうに思います。 

 入札の関係で、入札で執行された部分について今回減額補正をかけさせていただいてお

りますが、その部分で予算を計上してございますが、その部分については、今後、町内町

外にかかわらず入札の部分ではどういう入札金額になるかというのは、また鋭意推移を見

ていかなければならないというふうに思っております。 

 ご指摘の点について、私どものほうで対応できる部分については、対応させていただき

たいというふうに思っておりますが、単価的にはそういう公共の基準単価を用いていると

いうことでご理解をいただきたいと思います。 

○議   長 

ほかに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、８款土木費の質疑を終了いたします。 

 次に、６８ページから６９ページ、９款消防費についての質疑を受けます。 

 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、９款消防費の質疑を終了いたします。 

 次に、６８ページから７１ページ、１０款教育費についての質疑を受けます。 

 質疑はありませんか。 

菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 １０款教育費の５項社会教育費、１目社会教育総務費で、７３ページなのですが、子ど

も交流事業で４１１万５,０００円の減額補正になっています。減額の理由が、適任者がな

く不採用ということで、使用していませんので減額補正はやむを得ないと思うのですが、

ただ、事業実行の中で、必要があった人が採用できなくて１年間来てしまったということ

は、事業に影響があったのではないかということと、また採用されれば、ほぼこの全額が

支出されたのかどうかということと、採用しようとする過程で、公募なりして、応募があっ

たけれども適任者でなかったとか、それから応募が全くなかったというようなことがある

かと思いますが、その実態は、公募しても応募する人がいなかった、もし応募があったの

ですけれどもどうも採用基準に見合わなくて採用できなかったのか、その不採用の経過も

ちょっと教えていただきたいと思います。 

○議   長 

 井上社会教育課長。 

○井上社会教育課長 

 子ども交流事業におきます地域おこし隊の募集の関係でございますが、募集につきまし

ては、昨年３月に募集を締め切りまして、５名の方の一応応募がございました。そのうち

２名が辞退をされまして、３名の方の面接を行っております。 

面接の結果、私たちが求める人材等の考え方、それと応募者の方々の部分との合致がし

なかったということで、今回採用を見送るということになってございます。したがいまし

て、その分の経費は報酬、それとその人件費にかかる部分については、今回執行はしなかっ

たというような内容でございます。 

 あと、事業の部分につきましては、本来必要な部分ということで募集をかけた関係で必

要ではあったのですが、このようなことで採用できなかったということで、残りのメンバー

で事業を展開してやりくりをしたということでございます。 
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 以上で終わります。 

○議   長 

菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 今、合致しなくて採用に至らなかったという経過は理解しました。 

 本来、支障がありましたけれども、いろいろなスタッフの中でやりくりをしたというこ

とも、やっぱり残念ですけれども理解をしなくてはいけないと思います。 

この事業実行で、今後もそのような応募の方向性は持っていくという理解をしてよろし

いですか。 

○議   長 

 井上社会教育課長。 

○井上社会教育課長 

 今後につきましては、今現在２名体制でステップのほうを運営しておりますが、今年度

末に１人地域おこし協力隊が任期満了に伴う退職ということになります。したがいまして、

平成２８年度分と平成２９年度分合わせて、新年度については予算を計上させていただい

て、３名体制のほうで事業を執行させていただきたいと。今後、平成２９年度の予算の中

でお諮りをしていきたいと考えております。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 ７７ページの教育費、体育施設費、７節賃金の関係ですけれども、３６万３,０００円の

マイナスですが、海洋センタープールの監視人と清掃作業員の関係ですけれども、これは

災害によっての開館日数の関係で３６万３,０００円がマイナスという捉え方でいいので

しょうか。 

○議   長 

 井上社会教育課長。 

○井上社会教育課長 

 議員のおっしゃるとおり、平成２８年度８月に災害による断水がございまして、プール

のほうを６日間閉館したという関係で、監視員の賃金の部分を減額しております。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 ６日間行われないということは、シーズン通して、結局延べ人数と開館日数、わかって

いたら教えてください。 
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○議   長 

 井上社会教育課長。 

○井上社会教育課長 

 平成２８年度の開館日数でございますが、６月１５日から９月１５日までの期間を通し

てやっております。延べ８２日間開館をしております。また利用者につきましては５,９４

７名ということで、前年よりも４４６名ほど減っておりますが、１日平均にしますと７３

名と、前年と同数という内容でございます。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

安田清之君。 

○安田清之議員 

 ７１ページ、１８節備品購入費、これ１,１００万円の減額補正と。これ随分減額になっ

ているので、バス４,０００万円ぐらい、そんなにしないでしょう、多分ね。随分、当初予

算の積算が甘いのか、多分見積もりをいただいたときの状況がそうだったのか別にして、

減額１,１００万円というのはちょっと考えづらいので、今見ている限りでは２,６４０万

８,０００円。だから、この中から１,１００万円といったら三千何ぼ。これやはり積算す

るとき、今度もう少し気をつけていただきたいと思います。こんなに減額というのは、予

算はとっておいて減額というのは、町の財政上も資金財政するわけですから、去年も基金

を取り崩しているような状態があるわけですから、十分、町長、ここら辺の備品を買うと

きの積算根拠をしっかりお願いしたいと思うのですが、いかがですか。 

○議   長 

 角倉学校教育課長。 

○角倉学校教育課長 

 大幅な１,１７９万円の減額ということで、実際、当初予算は２,６３１万５,０００円を

予定しておりました。その内訳としては、４３人乗りのバスが２,２６０万円程度、そして

１４人乗りは３７０万円程度ということで見込んでおりましたけれども、その４３人乗り

のバスについてですが、近年の海外からの観光増などで、メーカー情報で４３人乗りバス

の年度内入荷が難しいという経緯がございました。 

それで、年度内に納品されないとなりますと事業に支障が生じますので、いろいろ学校

行事、諸行事、また全体の運行計画などを検討して、２８人乗りに落とした形で導入して

も運行が可能かどうか検討いたしまして、大きいほうのバスを２８人乗りのバスに変更し

て購入したということで、４３人乗りから２８人乗りにすることによって１,１００万円程

度の減。また、小さいバスのほうも執行残とか合わせまして１,１７９万円の減となった状

況であります。 

当初はこの購入予定でございましたが、納品の事情、それから国も 小限のバスでとい

う方針もありましたので、検討した結果、こういう結果となりました。ということでご理
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解いただきたいと思います。 

○議   長 

 安田清之君。 

○安田清之議員 

 それ以上は責めないけれども、普通は４３人で出していて２８人でよかったといったら、

初めからの積算がおかしいのではないかと、僕は言わざるを得ません。それ以上は責めま

せんけれども、ですから、現実的には、この備品を買うときに精査をお願いしておきます

よ、教育長。普通は、４３人で我々に提示をしておいて、今度は減っても大丈夫なのだと。

これは積算、購入する上でのずさん発注、我々に提示をしているものは減額したからいい

のだということにはなりませんので、提示をしたとき、こういう事情でこうですというこ

とでやっているわけですから、今回は私もそれ以上は言いませんので、今後やる上では、

精査をよろしくお願いしておきます。 

○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、１０款教育費の質疑を終了いたします。 

 次に、７６ページから７７ページ、１１款災害復旧費についての質疑を受けます。 

 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、１１款災害復旧費の質疑を終了いたします。 

 次に、７８ページから７９ページ、１２款公債費についての質疑を受けます。 

 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、１２款公債費の質疑を終了いたします。 

 次に、７８ページから７９ページ、１３款諸支出金についての質疑を受けます。 

 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、１３款諸支出金の質疑を終了いたします。 
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 次に、歳入の質疑を受けます。 

 事項別明細書３６ページ、１款町税から４７ページ、２１款町債まで一括して質疑を受

けます。 

 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、歳入の質疑を終了いたします。 

 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号平成２８年度大樹町一般会計補正予算（第１１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１８ 議案第１７号 

○議   長 

 日程第１８ 議案第１７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）

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２８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４号）をお願いするもので、今回は、歳入歳出それぞれ７,４６０万７,０００円

の減額であります。 

 内容につきましては、住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。 
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○議   長 

 林住民課長。 

○林住民課長 

 議案第１７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）補正予算（第

４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７,４６０万７,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ８億６,４０５万８,０００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、歳出をお開き願います。 

 補正の内容は、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、必要な組替えを行っております。補正額がなく財源内訳の組替えのみを行

う項目につきましては、説明を省略させていただきます。 

 歳出です。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正額４４万２,０００円の減。 

 ３項運営協議会費、１目運営協議会費、補正額９万５,０００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ございます。 

 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、６,１００万円の減。 

 ２目退職被保険者等療養給付費、３０万円の減。 

 ３目一般被保険者療養費、６０万円の減。 

 ５目審査支払い手数料、２０万円の減。 

 療養諸費全体では６,２１０万円の減となっております。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、１,６１０万円の減。 

 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１,７２０万円の減となっております。 

 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、保険給付の実績が低目に推移していることから、減額としており

ます。 

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

が当初の見込みを下回る見込みとなったことから、減額としております。 

 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、３７万５,０００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。 

 ６款、１項、１目ともに介護納付金、１０万９,０００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、３目保険財政共同安定化事業拠出金、３万５,０００
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円の減。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、１４万１,０００円の減。執行見込みにより減額しております。 

 １０款諸支出金、１項還付金、３目療養給付費交付金等還付金、３２８万９,０００円の

増。療養給付費交付金等は現年度に概算で交付され、翌年度に精算することになっており

ますが、前年度の国庫負担金の療養給付費負担金が超過交付となったことから、還付金が

生じることになりましたので、増額補正をお願いするものでございます。 

 ２項繰出金、１目直営診療施設勘定繰出金、３８６万１,０００円の増。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７５５万９,０００円の減。 

 ２目退職被保険者保険税、１３２万３,０００円の減。 

 保険税全体では８８８万２,０００円の減となっております。 

 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

減少が主な要因となっていると思われます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費負担金、７,９１９万２,０００円の

減。 

 ２目高額医療費共同事業負担金、１８万４,０００円の増。 

 ３目特定健康診査等負担金、１３万円の増。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金、９２４万１,０００円の減。 

 ３目国民健康保険災害臨時特例補助金、６,０００円の減。 

 ３款、１項、１目ともに療養給付費交付金、７１６万５,０００円の増。 

 ４款、１項、１目ともに前期高齢者交付金、３３万８,０００円の増。 

 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、１８万４,０００円の増。 

 ２目特定健康診査等負担金、１３万円の増。 

 ２項道補助金、１目調整交付金、２,４８５万５,０００円の増。 

 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、９３２万１,０００

円の減。 

 ２目保険財政共同安定化事業交付金、３,０３５万９,０００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、３７８万６,０００円の増。３節

の一般被保険者療養給付費繰入金は、国保の財政の健全化と保険税の負担の軽減を図るこ

とを目的に繰り出しているものでございますが、４５０万６,０００円の増となっておりま

す。 
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 ９款、１項、１目ともに繰越金、２,５７７万円の増。 

 １０款諸収入、１項延滞金及び加算金、１目延滞金、２万１,０００円の増。 

 次のページに移りまして、２項雑入、１目雑入、１６万９,０００円の減となっておりま

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９億３,８６６万５,０００円、補正額、１款総務費から１０款諸

支出金まで、７,４６０万７,０００円の減、補正後の歳出合計８億６,４０５万８,０００

円。 

 次に、４ページ、歳入ですが、歳入合計、補正前の額９億３,８６６万５,０００円、補

正額、１款保険税から１０款諸収入まで、７,４６０万７,０００円の減、補正後の歳入合

計８億６,４０５万８,０００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。 

 柚原千秋君。 

○柚原千秋議員 

 １４ページの４項出産育児諸費、１２６万円の減額ということなのですが、国では、去年

新生児が１００万人を割ったということなのですが、大樹町もそれに倣って少なくなったと

いうことなのでしょうか。 

○議   長 

 林住民課長。 

○林住民課長 

 ただいま出産育児一時金の減額についてのご質問をいただきました。 

 出産育児一時金につきましては、出産お一人に対しまして４２万円を助成するという内

容になってございます。国保の会計におきましては、保険証が国民健康保険の該当になっ

ている世帯の方ということで、その方で出産が行われた場合に助成金が出されるというよ

うな内容になってございます。 

今回、当初予算では、例年動向などを見ながら想定数を予算化しているわけですけれど

も、当初予算で１８名と見込んでいたものが、現状の中で若干出産傾向、国保の対象とな

る方ですけれども、予定よりは少ないという見込みになったことから、今回減額をさせて

いただいているものでございます。 

大樹町全体でのお子さんの出生率につきましては、現在、正確な数字を持ってきており

ませんが、例年４０名から５０名ぐらいの間、４５名前後のお子さんが生まれているとい

う状況が続いていまして、それにつきましては、平成２８年度におきましてもほぼ同様の
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お子さんが生まれているという状況になっていると思われます。 

 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１７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）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。 

休憩します。 

 

休憩 午後 ２時４８分 

再開 午後 ３時００分 

 

○議   長 

 会議を再開いたします。 

 

   ◎日程第１９ 議案第１８号 

○議   長 

 日程第１９ 議案第１８号平成２８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 
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 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２８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３１６万円の追加であります。 

 内容につきましては、住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 

 林住民課長。 

○林住民課長 

 議案第１８号平成２８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にそれぞれ３１６万円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ８,２５６万円とするものです。 

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

ジをお開き願います。 

 歳出です。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正額１５万６,０００円の減。執行見

込みによる減額です。 

 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３３１万６,０００円の

増。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５５万３,０００円の減、保険料と保険料軽減分を合わ

せた保険料等負担金は、見込額での計上でございますが、３８６万９,０００円の増となっ

ております。 

 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。 

 １款、１項、１目ともに後期高齢者医療保険料、補正額４７９万５,０００円の増。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増額となっております。 

 ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、補正額１９７万４,０００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

ておりますが、事務費繰入金は、歳出額の減額に伴い１０４万８,０００円の減、保険基盤

安定繰入金も９２万６,０００円の減となっております。 

 ３款、１項、１目ともに繰越金、補正額３３万９,０００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７,９４０万円、補正額、１款総務費と２款後期高齢者医療広域連

合納付金で３１６万円の増、補正後の歳出合計８,２５６万円。 
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 次に、４ページ、歳入ですが、歳入合計、補正前の額７,９４０万円、補正額、１款後期

高齢者医療保険料から３款繰越金まで３１６万円の増、補正後の歳入合計８,２５６万円と

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１８号平成２８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。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

   ◎日程第２０ 議案第１９号 

○議   長 

 日程第２０ 議案第１９号平成２８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２８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８,２６９万８,０００円の減額であります。 
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 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１９号平成２８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８,２６９万８,０００円を減額し、歳入歳出それぞれ

６億３,３９７万４,０００円とするものです。 

 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おります。 

 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。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正額１９万７,０００円の減。人事異

動に伴う職員給料等の減及び需用費の消耗品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３４万円の減。 

 ２目介護認定審査会費、４８万５,０００円の増。 

 ３目認定調査費、４２万４,０００円の減。 

介護認定審査費及び認定調査費につきましては、当初見込んだ介護認定の件数が減った

ことによるものです。介護認定審査会費の増は、南十勝介護認定審査会費の人件費が増と

なったことによるものです。 

 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２,

３７４万円の減。 

 ２目居宅介護サービス計画費、２３１万円の減。 

 ３目施設サービス給付費、４,１９４万２,０００円の減。 

 ５目住宅改修費、１３２万４,０００円の減。 

 ６目特定入所者介護サービス費、４６３万円の減。 

７目審査支払手数料、１１万８,０００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、２３８万円の減。 

これらは、新規認定者及び継続認定者の減により、居宅サービス及び施設サービスとも

利用者の減によるものです。 

１２ページ、１３ページをお開きください。 

 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５７７万８,

０００円の減。補正の内容は、臨時職員の賃金の減と社会福祉協議会に委託しております

介護予防日常生活支援事業等の精査により見込み額を減額するものです。 

 次に、６ページ、７ページをお開きください。 
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 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１,５１８万

１,０００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８４１万１,０００円

の減。 

 ２項国庫補助金、１目調整交付金、補正額７５０万７,０００円の減。 

 ２目地域支援事業交付金、補正額２３５万６,０００円の減。 

 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１,１９０万８,０００円

の減。 

 ２項道補助金、１目地域支援事業交付金、補正額１１７万８,０００円の減。 

 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２,５９０万

５,０００円の減。 

 ２目地域支援事業支援交付金、２５７万２,０００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９２７万４,０００円の減。 

 ８ページ、９ページをお開きください。 

 ２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金、２０万３,０００円の増。 

 ８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額１３９万１,０００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５款諸支出金まで、歳出合計、補正前の額７億１,６６７万２,０００円、

補正額８,２６９万８,０００円の減、計６億３,３９７万４,０００円。 

 次に、４ページです。 

 歳入となります。 

 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７億１,６６７万２,０００

円、補正額８,２６９万８,０００円の減、計６億３,３９７万４,０００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。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 
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       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１９号平成２８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２１ 議案第２０号 

○議   長 

 日程第２１ 議案第２０号平成２８年度大樹町介護サービス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２８年度大樹町介護サービス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６１１万８,０００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２０号平成２８年度大樹町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）につい

てご説明いたします。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ６１１万８,０００円を減額し、歳入歳出それぞれ３億

８,３０５万９,０００円とするものです。 

 内容につきましては、事項別明細書によりご説明いたしますので、１０ページ、１１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、補正額２６０万８,０００

円の減。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節臨時職員賃金
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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１６万４,０００円の減。所要見込みによる減額でございま

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３３４万６,０００円の減。減額の主な理由は、４節の共済費、１３節委託

料の所要見込みによる減額でございます。 

 次に、６ページ、７ページの歳入をお開きください。 

 歳入です。 

 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、補正額３４

万１,０００円の減。 

 ２目介護老人福祉施設事業収入、補正額２８３万８,０００円の増。 

 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２０５万５,０００円の増。 

 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５１万

５,０００円の増です。 

 ２目介護老人福祉施設事業負担金、補正額８２９万５,０００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２,６１８万６,０００円

の減です。 

 ４款、１項、１目ともに繰越金、補正額６９０万６,０００円の増。 

 ８ページ、９ページをお開きください。 

 ５款諸収入、２項、１目ともに雑入、補正額２０万円の減です。 

 次に、総括、５ページ、歳出をお開きください。 

 歳出です。 

 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

億８,９１７万７,０００円、補正額６１１万８,０００円の減、計３億８,３０５万９,００

０円となります。 

 次に、４ページの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、補正前の額３億８,９１７万７,００

０円、補正額６１１万８,０００円の減、計３億８,３０５万９,０００円となるものです。 

 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 
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 歳入について伺いたいと思います。 

７ページの２款分担金及び負担金の１項負担金、２目介護老人福祉施設事業負担金の１

節介護老人福祉施設利用者負担金の当初予算が３,１３０万８,０００円なのですが、今回

８３２万２,０００円の増額補正になっています。 

特老は、通常定員５０名で常時満員というか、あいている状況がない中で、何でこんな

に負担金が増額するのかなという、おかしいかなと思ったのですが、多分、利用料金の積

算根拠の所得額の見直しか何かの改正があって、それによる利用料の増額になったのでは

ないかと思いますが、多分、入所者全員とか短期に入っている人が全員は該当しないと思

うので、そうなれば、部分的には一部の人は５０％とか増額しているような利用料金があ

るのではないかというふうに推察できるのですが、その実態について教えていただきたい

と思います。 

○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 

 菅議員のご質問に対してですが、利用者負担金の増額ということで、特別養護老人ホー

ムに入所されている方の負担金なのですが、平成２７年８月から利用者の収入によって２

割負担という方も出ておりますが、その方は特養に入所されている方５０名のうちの中で

のお一人いらっしゃいます。平成２７年も平成２８年も、継続してその方は入所されてお

りますので、平成２８年度になって特別値上がりしているというか、自己負担が増えてい

るというわけではございません。 

なぜこのように増えたかと申しますと、まず一つには、入所されている方の入退所が平

成２７年度に比べて平成２８年度につきましては、退所される方が少なくなりましたので、

その間特養の空所日数が例年より２２２日少ないというような状況になっております。そ

れは４月から２月までの実績ですが。 

あと、特養のショートステイの短期入所の部分につきましても、４月から２月の利用な

のですが、前年と比べまして延べ日数で４３２人利用者が増えているということで、この

ように利用者の負担金が増加しているという理由となっております。 

○議   長 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 それでは、利用料金の改定、改正による収入増ではなくて、たまたま平成２８年度は満

杯状態というか、ベッドが空くことがなくて、短期利用者もいつもより多かったと。その

結果として増えたということ。所得で見直しとか何とかがあって、属人ごとに月の利用料

金がどっと上がったり少し上がったりというような変動はなかったという理解でよろしい

ですか。 

○議   長 
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 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 

 そのような内容のご理解で大丈夫だと思います。 

○議   長 

 ほかに質疑ありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２０号平成２８年度大樹町介護サービス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。 

 

   ◎日程第２２ 議案第２１号 

○議   長 

 日程第２２ 議案第２１号平成２８年度大樹町公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号）についての件を議題といたします。 

 提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２８年度大樹町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

をお願いするもので、今回は、歳入歳出それぞれ１,１２５万６,０００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、建設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。 
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○議   長 

 鈴木建設水道課長。 

○鈴木建設水道課長 

 それでは、議案第２１号平成２８年度大樹町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

につきまして説明させていただきます。 

 今回の補正は、第１条で、歳入歳出それぞれ１,１２５万６,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ２億８,２２７万８,０００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５８万５,０００円の減。 

 ２目普及推進費、４１万１,０００円の減。このうち、１９節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。 

 ２目処理場管理費、９５万２,０００円の減。 

 ３目個別排水管理費、６６万６,０００円の減。 

 ２款事業費、１項下水道整備費、１目下水道建設費、３９１万１,０００円の減。１５節

公共下水道工事につきましては、公共ますの設置が少なかったことにより減額となるもの

でございます。 

 １１ページ、１２ページをお開き願います。 

 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、３３０万８,０００円の減。これにつきましては、委託料及び工事費で、ともに当初

浄化槽１０基分を計上、追加で４基分の補正、計１４基分を計上させていただきましたけ

れども、 終的に１３基の設置となったため、減額となるものでございます。 

 ３款、１項ともに公債費で、２目利子、１２万円の減。 

 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５１万円の増。こ

れにつきましては、受益者負担金ですが、前納する方が見込みより多かったため、増額す

るものでございます。 

 ２目個別排水処理事業受益者分担金、９万円の減。 

 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、２０９万２,０００円の減。 

２款使用料及び手数料、２項手数料、２目個別排水処理施設手数料、１,０００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、５９万２,０００円の減。こ

れにつきましては、終末処理場の長寿命化事業に係る国庫補助金で、事業費の確定により
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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、７４５万２,０００円の減。 

 ５款、１項、１目ともに繰越金で、１１６万１,０００円の増。 

 ６款、１項ともに町債で、１目下水道事業債、１７０万円の減。 

 ２目過疎対策事業債、１００万円の減。 

これら町債につきましては、終末処理場の長寿命化事業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。 

 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２億９,３５３万４,０００円、補正額、１款管理費から３款

公債費まで、１,１２５万６,０００円の減、補正後の歳出合計２億８,２２７万８,０００

円。 

 続きまして、歳入をご説明しますので、５ページをご覧ください。 

 歳入合計、補正前の額２億９,３５３万４,０００円、補正額、１款分担金及び負担金か

ら６款町債まで、１,１２５万６,０００円の減、補正後の歳入合計２億８,２２７万８,０

００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、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１,６２０万円を１,４５０万円に、過疎対策事業債は９５０万円を８５０万

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。 
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 これより、議案第２１号平成２８年度大樹町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

についての件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

       （異議なしの声あり） 

○議   長 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

   ◎日程第２３ 議案第２２号 

○議   長 

 日程第２３ 議案第２２号平成２８年度大樹町水道事業会計補正予算（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２８年度大樹町水道事業会計補正予算（第４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、過年度分損益勘定留保資金を９,１０５万９,

０００円に改め、収入を１,１２６万６,０００円増額し、支出については７５万円の減額、

第３条の資本的収入及び支出では、過年度分損益勘定留保資金を２億８,０８６万４,００

０円に改め、収入を１,２４１万４,０００円増額し、支出を２,１５５万７,０００円減額、

第４条では、議会の議決を経なければ流用することのできない経費である給与費を１８万

６,０００円減額し３,２１３万６,０００円に、第５条では、他会計から受ける補助金の額

を８,７３４万９,０００円に、第６条では、棚卸資産の購入限度額を７８７万８,０００円

にそれぞれ改めるものであります。第７条は、企業債の追加で、起債の目的は災害復旧事

業、限度額は１,１１０万円。起債の方法、利率及び償還の方法については、他の起債や一

般会計と同じであります。 

 内容につきましては、建設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 

 鈴木建設水道課長。 

○鈴木建設水道課長 

 それでは、議案第２２号についてご説明させていただきます。 

 平成２８年度大樹町水道事業会計補正予算（第４号）について、第１条、平成２８年度

大樹町水道事業会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 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９,１０５万９,０００
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円に改めることとし、補正額は、収益的支出を７５万円減額し、収益的収入は１,１２６万

６,０００円を増額するものでございます。 

 ２ページをお開き願います。 

 第３条の資本的収入及び支出では、過年度分損益勘定留保資金を２億８,０８６万４,０

００円に改めることとし、補正額は資本的支出を２, １５５万７,０００円減額し、資本的

収入は１,２４１万４,０００円増額するものでございます。 

 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１８

万６,０００円減額し３,２１３万６,０００円に改め、第５条では、他会計からの補助金を

８,７３４万９,０００円に、第６条では、棚卸資産の購入限度額を７８７万８,０００円に

改めるものでございます。 

第７条では、企業債を借り入れするもので、坂下取水場の護床ブロック復旧工事に係る

災害復旧事業債でございます。 

起債の目的は災害復旧事業、限度額は１,１１０万円で、起債の方法、利率及び償還の方

法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。 

 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４８５万５,０００

円の減。 

 下がりまして、２目配水及び給水費、２７３万８,０００円の減。 

 １４ページ、１５ページをお開き願います。 

 ３目総係費、補正予算額１８６万７,０００円の減。ここでは、法定福利費から賃借料ま

での減、賃借料のシステム賃借料は、機構改革に伴う職員配置を見込みライセンス費用を

計上いたしましたが、不要となるもので減額となるものでございます。 

４目原価償却費、１万円の増。 

２項営業外費用、２目消費税費、１８０万円の増。 

次に、１６ページ、１７ページをお開き願います。 

３項特別損失、１目その他特別損失、６９０万円の増。ここでは、平成２６年の制度改

正に伴う剰余金から長期前受金への移行処理について、工事補償金及び工事負担金の一部

を修正するものでございます。 

４項予備費、予備費は３項に特別損失を追加したことにより、４項へ繰り下げるもので

ございます。増減はございません。 

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１,１４０万円の増。これ

につきましては、水道使用料ですけれども、昨年４月から本年１月までの実績と、２月、
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３月は例年の実績を考慮しまして、使用料の増額を見込むものでございます。 

 ２目手数料、１０万２,０００円の増。 

 ３目負担金、１８万２,０００円の減。 

 ２項営業外収益、１目受取利息及び配当金、３６万円の減。ここでは、預金利息でござ

いますけれども、市場金利の低下に影響し、減額となるものでございます。 

 ２目一般会計補助金、５万２,０００円の減。 

 ３目長期前受金戻入、３５万８,０００円の増。 

 損益勘定留保資金、１,２０１万６,０００円の減。 

 次に、２０ページ、２１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、補正予算額１,８７８万５,０

００円の減。ここでは、法定福利費から備品購入までの補正でございますが、負担金の大

樹第３地区道営農地整備事業で生花、晩成方面の送配水管等の増強事業に係る地元負担金

を計上してございますが、今年度の事業費が確定したことにより追加となるものでござい

ます。 

 次に、２２ページ、２３ページをお開き願います。 

 ２目消火栓整備費、６万３,０００円の減。 

 ２項、１目ともに配水管補償工事費で、１０８万円の減。 

 ３項、１目ともに量水器整備事業費で、１６２万９,０００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収入の部。 

 １款資本的収入、１項、１目ともに工事補償金で、補正予算額１３７万３,０００円の増。

これにつきましては、大樹第３地区道営農地整備事業で、当初、減価償却に係る減耗分が

控除されたもので計上してございましたが、控除されずに全額補償が受けられることとな

りましたので、増額となるものでございます。 

 ２項、１目ともに工事負担金で、５万９,０００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。 

 ４項、１目ともに企業債で、１,１１０万円の増。これにつきましては、坂下取水場の護

床ブロック復旧工事に係る災害復旧事業債でございます。 

損益勘定留保資金、３,３９７万１,０００円の減。 

 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２２号平成２８年度大樹町水道事業会計補正予算（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２３号 

○議   長 

 日程第２４ 議案第２３号平成２８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２３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２８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条の収益的収入及び支出では、収入、支出ともに２,８６０

万円を減額、第３条の資本的収入及び支出では、資本的収入が資本的支出に対して不足す

る額を３９８万円に改め、収入を７４２万７,０００円、支出を７４８万７,０００円それ

ぞれ減額、第４条は企業債の変更で、医療機器購入のための起債について補正前の限度額

１,０７０万円を７００万円に減額するもので、起債の方法、利率及び償還の方法について

の変更はありません。第５条では、議会の議決を経なければ流用することのできない経費

である給与費について１,１２０万円減額の６億２,１３６万円に改め、第６条では、棚卸

資産の購入限度額を１億２,９７２万円に改めるものであります。 

 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。 
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○議   長 

 伊勢病院事務長。 

○伊勢病院事務長 

 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２８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）についてでありま

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が主でございます。 

第２条の収益的収入及び支出では、収入、支出ともに２,８６０万円減額の補正をお願い

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、資本的収入が資本的支出に対して不足する額を３９

８万円に改めることとし、収入を７４２万７,０００円、支出で７４８万７,０００円それ

ぞれ減額の補正をお願い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、企業債の限度額を３７０万円減額し、７００万円とするものでございます。 

第５条では、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の給与費を１,１２０

万円減額し、６億２,１３６万円に改め、第６条では、棚卸資産購入限度額を１億２,９７

２万円に改めるものでございます。 

 内容につきまして、事項別明細書で説明させていただきますので、１２ページ、１３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款病院事業費用、１項医業費用、１目給与費、補正予算額１,１２０万円の減。 

 ２目材料費、１,２００万円の減。 

 ３目経費、５５３万２,０００円の減。ここでは、給料から委託料までとなりますが、い

ずれも執行見込みによるものでございます。 

次に、１４ページ、１５ページをお開き願います。 

 ２項医業外費用、１目支払利息及び企業債取扱諸費、６万８,０００円の減。事業費確定

によるものでございます。 

 ４目消費税、２０万円の増。課税収益であります公衆衛生活動収益が増えたことによる

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款病院事業収益、１項医業収益、１目入院収益、８２０万円の減。 

 ２目外来収益、２,５１０万円の減。 

 ３目その他医業収益、１００万円の増。 

いずれも実績見込みによるものでございます。 

 ２項医業外収益、２目他会計負担金、７０万円の減。これは、一般会計で負担する企業

債利息の確定に伴うものでございます。 
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 ６目その他医業外収益、３７６万８,０００円の増。救急患者受け入れに伴う国保調整交

付金の増のほか、収入見込みを精査したものでございます。 

 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、７４１万円の減。当初予

算では医事会計システムの更新を予定しておりましたが、現在、電子カルテの導入につき

まして院内で検討しており、今後、電子カルテを導入した際、メーカーや機種によっては

医事会計システムと接続ができないということもありますので、電子カルテを含めた中で

検討が必要なことから、今年度の更新を取りやめるものでございます。 

 ２項企業債償還金、１目企業債元金償還金、７,０００円の減。 

 ３項、１目ともに貸付金で、７万円の減。事業費確定により減額となるものでございま

す。 

 次に、１７ページ、１８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目ともに一般会計負担金、３７１万７,０００円の減。 

 ４項、１目ともに企業債、３７０万円の減。 

 ５項、１目ともに貸付金返還金、１万円の減。 

 損益勘定留保資金、６万円の減。 

いずれも事業費確定により減額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２３号平成２８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。 
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 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５２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、 

 ５番 西 田 輝 樹 君 

 ６番 菅   敏 範 君 

 ７番 髙 橋 英 昭 君 

を指名いたします。 

 

    ◎日程第２ 平成２８年度行政執行方針及び教育行政執行方針 

○議   長 

 日程第２ 平成２９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２９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２９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、町長就任以来、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」の実現や国が掲げる地方創生の推進に向けて町政を進めてまいりました。 

この間、多くの皆様から寄せられましたまちづくりに対する熱い思いと期待を真摯に受

けとめ、職員とともに知恵を絞り、実現させることが私の 大の使命と考えております。 

私の任期も折り返しを迎えておりますが、皆様の声を形に変えていくことに全力で取り

組んでまいりますので、引き続き議員並びに住民の皆様のご理解とご協力を賜りますよう

お願いを申し上げます。 

基本認識でありますが、日本経済は穏やかな回復基調が続いておりますが、英国や米国

で誕生した新指導者による外交、経済対策の大規模な転換に伴う混乱や懸念など、先行き
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に不透明感が見られます。 

国内においては、急速な人口減少、少子高齢化が進行する中、喫緊の課題である持続可

能な社会保障制度の確立や地域の活性化と人口減少抑制を目指す地方創生の取り組み、全

国各地で発生している自然災害に対する防災・減災対策など、多岐にわたる諸課題への対

応が求められております。 

このような中、国の平成２９年度予算案においては、引き続き、経済再生と財政健全化

の両立を目指し、一億総活躍社会の実現や成長と分配の好循環の強化、経済再生に直結す

る取り組みの推進などに取り組んでいくこととしております。 

大樹町の社会経済の状況を見ますと、基幹産業である農業は比較的堅調なものの、水産

業の不漁や自然災害による森林資源への深刻な被害、若年層が求める雇用の場の不足な

ど、地域経済を取り巻く環境に閉塞感が見られます。 

また、生活環境基盤の老朽化や自然災害への対応、子ども・子育て支援対策や福祉の充

実など、安全・安心な住民生活を支えるための喫緊の課題も山積しておりますので、限ら

れた予算の効率的な配分と執行、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２９年度の予算編成方針ですが、国の予算編成においては、引き続き歳出改革の取

り組みを強化するとともに、施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して排除しつつ、予

算編成過程において予算の重点化を進めるための新しい日本のための優先課題枠を設置

し、一億総括役社会の実現に向けた施策を検討するとしております。 

地方財政については、地方が一億総括役社会の実現や地方創生、公共施設等の適正管理

等に取り組みつつ、地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額について平

成２８年度を下回らないよう、実質的に同水準を確保することとして地方財政対策を講じ

ることとされました。 

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と雇用の

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の十分な確保は困難

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、住民対話の拡大と透明性の高い行政

運営、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おりますので、これらの視点に基づき、予算編成を進めてまいり

ました。 

 この結果、一般会計及び７特別会計予算の総額は１０３億５,８００万円、対前年比８,

０６１万円の減、０.８％の減であります。一般会計は６１億２００万円、対前年比８,

０００万円の減、１.３％の減、特別会計は４２億５,６００万円、対前年比６１万円の減、

プラス・マイナスは変動ありません、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４６億１,１８３万７,０００円、構成比
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で７５.６％、特定財源１４億９,０１６万３,０００円、構成比で２４.４％であります。 

 町税につきましては、平成２８年度の収納状況などを勘案し、町民税、固定資産税、軽

自動車税を増で計上しております。 

 地方交付税につきましては、地方財政計画や測定単位の置きかえなどにより、普通交付

税を１億１,１００万円の減で計上をいたしました。 

 国庫支出金につきましては、橋梁長寿命化事業費の減少や公営住宅整備事業費の前倒し

計上などにより、前年に比べ、約５,８００万円の減で計上をいたしました。 

 財産収入につきましては、強風等により被害を受けた町有林の処分を行うことなどか

ら、約３,７００万円の増で計上をいたしました。 

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、使途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５,０００万円、公共施設整備基金から生涯学習センターの施設整備の更新に７,

０００万円、地域福祉基金から特別養護老人ホームの浴室改修に３,４００万円を繰り入

れするとともに、不足する一般財源１億７,９００万円を財政調整基金から繰り入れをい

たします。 

 歳出では、公営住宅建設事業や地方創生拠点整備交付金による宇宙交流センター「ＳＯ

ＲＡ」の増築事業の前倒し計上などにより普通建設事業費が約１億９,０００万円の減と

なりましたが、町有建物解体工事や宇宙のまちづくり推進事業委託料などにより物件費が

約６,３００万円、心身障害者福祉費の増により扶助費が約３,２００万円、プレミアム付

特別商品券発行事業や大樹でかなえるマイホーム支援事業などにより補助費が約３,２０

０万円それぞれ増となっております。 

 平成２９年度の主要施策として、次に、予算編成方針に基づき、平成２９年度予算に計

上した事業の主なものにつきまして、総合計画の五つの基本目標に沿って順次説明を申し

上げます。 

 第１は、「人と自然にやさしいまちづくり」です。 

 道路につきましては、適切な維持管理とともに、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ってまいります。 

 橋梁の長寿命化事業につきましては、ふるさと大橋の橋脚補修を行ってまいります。 

 町営住宅の建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

に基づき、日方団地の解体などを行ってまいります。 

 既存の町営住宅につきましては、屋根の張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。 

 個人住宅に対しては、引き続き住宅リフォーム支援事業による住宅の長寿命化、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。 

 新たに創設した大樹でかなえるマイホーム支援事業により、住宅の新築等費用の一部を
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補助し、移住及び定住の促進と住みよい住環境づくりを推進してまいります。 

 町の分譲宅地が少ないことから、緑苑地区の町有地を整備し、新たに８区画程度の分譲

を開始いたします。 

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運動に努め

てまいります。 

 大樹消防団は、近年、全国的に発生している自然災害を踏まえ、地域防災体制の充実強

化を図ってまいります。 

 本年は、広域的な災害対応として、南十勝合同実戦訓練を実施し、これまで以上に管内

他消防団との連携を図りながら、より一層の技術強化を高めてまいります。 

 防災対策につきましては、避難所に配備する備蓄品整備を行うとともに、昨年８月の台

風に伴う町内全域での断水を教訓に、車載用の給水用タンク１基を購入いたします。引き

続き、防災意識を高める地域活動への支援や避難訓練を実施いたします。 

 震災に強いまちづくりを推進するため、戸建て住宅に対する耐震診断と耐震改修支援制

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」であります。 

 町民一人一人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。 

健康づくり対策としては、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ます。 

特定健診受診率の向上のため、引き続き受診勧奨と重症化予防対策を継続します。 

健診結果の提供に同意いただいた特定健診対象者以外の方についても保健指導を始め

るなど、対象者の拡大に努めます。 

 さらに、様々な合併症を引き起こす糖尿病対策として、町内の医療機関と連携し、重症

化予防に向けた取り組みを促進してまいります。 

管内の産科医療機関に通う妊産婦の心身や経済面での負担軽減を図るため、昨年から開

始した妊産婦健康審査に係る費用や交通費等の経費の一部助成を引き続き実施いたしま

す。 

予防接種につきましては、昨年１０月より子どものＢ型肝炎が定期接種となり、その予

算を計上しております。 

子育て支援につきましては、平成３１年度に供用開始を予定している学童保育所・児童

館の実施設計を行います。 

新たな施設においては、小学校６年生までの学童保育を実施するほか、共働きではない

家庭の子どもたちの居場所として、児童館機能も整備いたします。子どもたちが集い、地

域に親しまれる施設となるよう実施設計に反映してまいります。 

大樹福祉事業会が運営する北保育園と南保育園については、引き続き運営費や施設の修

繕費など、必要な経費の助成を行ってまいります。 
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大樹福祉事業会の保育園に就職された保育士を対象とする家賃助成制度を創設し、大樹

福祉事業会の保育士確保に協力してまいります。 

 高齢者施策については、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年に向けて、高齢者一

人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。 

 消費税引上げによる影響緩和を図るため、所得の低い方を対象に国が実施する臨時福祉

給付金を計上しております。 

 福祉灯油支給事業については、本年度から在宅で生活する低所得の高齢者世帯などの冬

期間の生活安定を図るための恒久的な施策として実施をいたします。 

 本年度は、平成３０年度から３２年度までの第５期障がい福祉計画を策定しますので、

多くの方のご意見をいただき、高齢者や障がい者の方が地域の中で生き生きと暮らしてい

けるよう取り組んでまいります。 

 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」です。 

 大樹町総合教育会議における協議などを通して、教育委員会と十分に意思疎通を図り、

教育問題などを共有して、大樹町教育大綱の推進を図ってまいります。 

 大樹高等学校は、生徒はもちろん、保護者や住民、地域社会にとっても大切な財産であ

ることから、引き続き高校や教育委員会、関係団体などと連携し、学校の魅力を一層高め

る取り組みなど、必要な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、生産基盤の整備、生産物の付加価値や生産効率の向上、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。 

 農業につきましては、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。 

酪農振興対策としての雌判別精液産子確保事業の継続、肉用牛振興対策としての優良黒

毛和種採卵流通事業の創設などにより、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、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、尾田方面での取り組みを協議しており、分散して

いる農地の集約化に努めてまいります。 

 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。 

 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するため、公共建築物への
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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。 

 水産業につきましては、昨年８月中旬からの相次ぐ台風により漁港施設に甚大な被害が

生じておりますので、設備修繕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、老朽化した施設等へ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、栽培漁業へ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、引き続き

中小企業特別融資と公庫資金貸付金の利子補給を実施いたします。 

 農林水産業に大きな被害をもたらした昨年の台風に伴う町内全域での断水により影響

を受けた商工業者と消費者の生活を応援するため、プレミアム付特別商品券を発行しま

す。 

 観光振興につきましては、観光協会を中心とした検討会議を開催し、セミナーやモニ

ターツアーなど、大樹の魅力を発信できる観光商品の開発や推進体制の協議をしてまいり

ます。 

 泉質がよく、多くのファンに愛されている晩成温泉につきましては、安定した運営が可

能となるよう宿泊料金などを改定いたしました。大切な観光施設として、施設のあり方に

ついて協議をしてまいります。 

 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、地場産業振興奨励事業を５年間延長するとともに、起業家等支援事

業の活用を促進してまいります。 

 ふるさと納税制度を活用し、まちづくりへの寄附を募るとともに、町の特産品ＰＲ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。 

 コミュニティ活動推進の一助となるよう、行政区会館のトイレ改修を計画的に進めてま

いります。 

郷土愛の醸成を図る取り組みの一つとして、町の木カシワを使ったスプーンとフォーク

のセットをプレゼントする「ようこそ赤ちゃん事業」を始めることといたしました。ふる

さとへの愛着を一層強めていただけることを期待しております。 

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、国内７市町で構

成する銀河連邦のほか、友好交流都市台湾高雄市大樹區など、これ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。 
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大樹高校の修学旅行先として、来年から台湾高雄市大樹區を訪問することになりました

ので、本年度は生徒３名と教員２名による事前研修を実施いたします。 

 移住や定住の促進につきましては、都市の若者が地域の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、第４次大樹町行財政改革大綱が４年目となることから、過

去３年の実績と課題を検証し、必要に応じて内容の見直しを行ってまいります。 

 職員管理につきましては、研修会への派遣などを通じて、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、人事評価制度やストレスチェックなどを通じて、職務能率

の向上と職場環境の改善を進めてまいります。 

 耐震強度の不足が判明している役場庁舎につきましては、災害拠点施設としての重要な

役割も担うことから、耐震補強や改築など、想定される対策について調査を行っておりま

すので、この結果を踏まえ、住民の皆様にも参画いただく検討組織を設置し、庁舎耐震化

の基本方向を決定してまいります。 

 課税事務の推進につきましては、平成３０年度の評価替えに向けて、宅地の路線価評価

地域を拡大するための準備を進めてまいります。より実勢のバランスに近い評価ができる

ものと思っております。 

 航空宇宙産業や実験誘致の取り組みについては、昨年、宇宙活動法が制定されたことか

ら、民間による宇宙開発、宇宙利用が大きく前進することが期待されています。 

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」を充実させ、視察や体験学習の場として、さらなる活用

を図ってまいります。 

 昨年発足した、とかち航空宇宙産業基地誘致期成会や北海道、ＮＰＯ法人北海道宇宙科

学技術創生センターなどとともに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。 

 国は、宇宙基本計画に基づくロケットの射場のあり方検討を始めておりますので、当町

の優位性、地域の熱意を伝え、自然環境と調和した航空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８億６,５６０万円、対前年比７.３％の減。 

保険財政運営の安定を図るため、国庫負担金等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。 

 平成３０年度からの都道府県単位化に向けて必要な準備を行うとともに、保険税の算定
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方法について、できるだけ早い時期に示せるよう努めてまいります。 

後期高齢者医療会計では、歳入歳出８,４３０万円、対前年比６.２％の増です。 

後期高齢者医療では、引き続き保険料の徴収や届出の受付、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。 

 介護保険会計では、歳入歳出７億１８０万円、対前年比１.５％の増です。 

団塊の世代の多くが７５歳以上になる２０２５年までに、要支援・要介護認定者を含め、

何らかの支援を必要とする高齢者が増加し続けることが予測されており、ひとり暮らし高

齢者や高齢者のみの世帯の方もあわせて増加していくことから、このような方々を地域で

支える仕組みづくりが急務となっています。 

町では、２０２５年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活支援のため、「医療」、

「介護」、「予防」、「生活支援」、「住まい」の五つのサービスを一体的に提供し、支

援が必要な高齢者の方が住みなれた地域での生活が可能となる地域包括ケアシステムの

構築を目指して取り組んでいるところです。 

地域で支え合う福祉活動として、本年度から開始する地域ふれあいサポート事業、いわ

ゆる住民主体による生活支援サービスは有償ボランティアによる活動ですが、地域におけ

る認知度が低いことから、住民の皆様への積極的な周知に努めるとともに、有償ボラン

ティアを行っていただくためのサポーター養成を行い、町内における福祉活動の幅を広げ

ていきたいと考えております。 

さらに、個人、団体におけるボランティア活動の活性化を図るため、社会福祉協議会や

行政区、関係機関と連携し、高齢者自身がさまざまなボランティア活動に参加することで

生きがいを感じられる生活ができるよう取り組んでまいります。 

認知症対策としては、成人、高齢者とあわせて若年層も対象とした認知症サポーター養

成講座を開催することにより、認知症に関する正しい知識の普及を行い、認知症への理解

を広め、認知症の人や家族を地域全体で支える体制づくりに取り組んでまいります。 

本年度は、平成３０年度から３２年度までの第７期大樹町高齢者保険福祉計画・介護保

険事業計画を策定しますので、多くの方々のご意見をいただき、高齢者が住み慣れた地域

で必要な介護サービスを受けながら安心して生活を送ることができるよう取り組んでま

いります。 

 介護サービス事業会計では、歳入歳出４億９４０万円、対前年比４％の増です。 

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、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。 

特別養護老人ホームの特殊浴槽の更新と浴室、脱衣室を改修し、快適に入浴ができるよ

う環境改善を図ります。 
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 デイサービスセンターの送迎バスをワゴン車に変更し、サービスの向上に努めてまいり

ます。 

公共下水道事業会計では、歳入歳出３億８００万円、対前年比８.７％増。 

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、更新計画に基づき、平成３０

年度に工事着手するための実施設計を行います。 

未普及地区解消のため、松並町において下水道管の整備を行います。 

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５億２,８３０万円、資本的収支の予定額３億

３,０９０万円、合計額８億５,９２０万円、対前年比０.８％減。 

拓北地区の老朽配水管の更新、緑苑、松並町の配水管布設のほか、生花、晩成方面の道

営農地整備事業の測量設計及び配水池施設に係る工事費の地元負担金を計上いたしまし

た。 

昨年８月の台風による水処理対応として、坂下浄水場における浄水方法の検討に係る委

託費のほか、坂下配水系統に設置している減圧装置に制御異常が頻発するため、更新に係

る工事請負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計装設備等の更新工事、並

びに検定満期のメーター器の更新工事、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、住民の皆様に安全してお使いいただけるよう、清浄な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９億８,８００万円、資本的

収支の予定額３,９７０万円、合計額１０億２,７７０万円、対前年比１.９％増。 

 地域医療の中核を担う町立病院の役割は、住民の皆様が健康で豊かな暮らしを送る上で

大変重要であり、まちづくりの根幹であると認識しております。 

地方の自治体病院を取り巻く環境は依然として厳しく、地域医療の現場では慢性化した

医師不足が続いておりますが、町立病院におきましては、本年１月に常勤医を１名採用し、

医師数を常勤医４名、嘱託医１名の５名体制にすることができました。 

常勤医が充足され、診療体制の充実が図られたことから、外来診療部門では、本年３月

から夜間診療をスタートし、住民サービスの向上に取り組んでおります。 

 今後も、住民の皆様が身近な病院で安心して医療を受けられるよう、診療体制の充実に

努めてまいります。 

 終わりになりますが、以上、平成２９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・
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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、 善、 大の努力をしてまいる所存でありますので、

皆様の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 

 平成２９年定例第１回町議会の開会に当たり、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るためには、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

くりを推進していくことが大切と考えております。 

 こうした基本姿勢のもと、教育施策の推進に当たっては、第５期大樹町総合計画の基本

目標や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、効果的な施策を推進し、教育環境の一層の充実に努めてまいりた

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」についてであります。 

 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。 

１の確かな学力の育成について。 

学力向上の取り組みにおいては、大樹小学校が平成２４年度から指定を受け、大樹中学

校と連携した学校力向上に関する総合実践事業の取り組みにより、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。 

今後も実践事業を推進し、加配教員を活用したティーム・ティーチングや習熟度別指導

を行うとともに、学校便り等を活用して、家庭と連携した取り組みを進めてまいります。 

 特別支援教育においては、大樹小学校に８名、大樹中学校に１名の支援員体制を継続し、

児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた指導や支援を行ってまいります。 

 国際理解教育においては、グローバル化に対応した人材育成のため、昨年８月から英語

指導助手を２名体制にし、児童生徒等の英語に親しむ教育環境を整えたところでありま

す。 
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 今後予定されている小学校での英語の教科化など、学習指導要領の改訂に適切に対応で

きるよう児童生徒の外国語活動の充実に取り組んでまいります。 

 ２の豊かな心の育成について。 

 道徳教育においては、児童生徒が道徳的価値についてみずから考え、実際に行動できる

よう、道德教育用教材「私たちの道德」を年間指導計画に位置づけ、効果的に活用すると

ともに、体験活動を活用した道德の時間の充実に努めてまいります。 

 いじめ・不登校対策においては、児童生徒の問題行動等に適切に対応するため、引き続

きスクールカウンセラーを小中学校に派遣し、専門家の指導助言が受けられる体制を整え

てまいります。 

 読書活動においては、学校における読書活動の一層の充実を図るため、新たに小中学校

に学校司書を配置し、町の図書館とも連携して、学校図書館の利用促進を図ってまいりま

す。また、「家
う ち

読
ど く

」の取り組みを進め、豊かな感性や想像力を育んでまいります。 

 ３の健やかな体の育成について。 

 体力向上の取り組みにおいては、昨年の全国体力・運動能力等調査の結果から、小学校

では男女とも「走る力」に課題が見られており、子ども一人一人の体力の状況を踏まえた

体育の授業改善や工夫に一層取り組んでまいります。 

 健康教育においては、現在、大樹小学校、大樹中学校において実施している虫歯予防の

ためのフッ化物洗口を、今後も保護者の理解を得ながら引き続き実施してまいります。 

 食育においては、引き続き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。また、ふるさと給食など、地場産品を活用した給食を

提供してまいります。 

 柱１の二つ目は、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。 

 １の小中高連携の推進について。 

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を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。 

大樹学の推進では、新たに、ＪＡＸＡが実施する学校支援事業を活用し、宇宙を教育素

材とした授業づくりに向けた取り組みを進めてまいります。また、平成２７年度から指定

を受け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引き続き進めてまいります。 

 ２の地域の教育力の向上について。 

学校支援地域本部の機能を拡充するとともに、大樹子ども未来塾において、引き続き漢

字検定の取り組みを実施するほか、新たな活動内容も取り入れて、学校を支援する取り組

みを進めてまいります。また、こうした取り組みを通して、学校地域支援本部の活動を核
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に、コミュニティスクールの導入を視野に入れた基盤づくりを進めてまいります。 

 ３の大樹高校の充実・活性化への支援について。 

公立高等学校配置計画による学校再編が進められる中、引き続き、大樹高等学校振興会

への助成を継続するほか、大学進学向上プロジェクトなど、特色ある学校づくりに向けた

取り組みに対し支援してまいります。また、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も継続し、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」についてであります。 

 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。 

 １の社会教育施設の整備について。 

町民の学びの拠点、さらには、芸術・文化の拠点であります生涯学習センターは、利用

者が安心・安全に利用していただけるよう、昨年に引き続き、屋根改修の残り部分やホー

ルの映像設備、つり物装置など、緊急度の高いものから改修や更新などの施設整備を進め

てまいります。 

２の社会教育活動の推進について。 

 ライフステージに応じた学習機会の充実を図るため、幼児教育では、ブックスタート事

業や図書館ボランティアの協力による本の読み聞かせ活動の支援、青少年教育では、本町

の特徴を生かした生活体験、自然体験による「あつまれ大樹っ子
ﾀ ｲ ｷ ｯ ｽ ﾞ

」の実施、成人教育では、

町民が自ら学習する「自主学級」の開設への支援や大樹高校と連携した高等学校開放講座

などの開設、高齢者教育では、趣味や特技を生かした「ことぶき大学」の開講など、引き

続き取り組んでまいります。 

 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。 

 図書館においては、司書１名を増員し、図書館機能の充実を図るとともに、小中学校と

連携し、子どもの読書活動の推進を図ってまいります。 

 柱２の二つ目は、スポーツ活動の推進です。 

 １の社会体育施設の整備について。 

社会体育施設については、計画的に整備を進め、本年は、高齢者健康増進センターのゲー

トボールコートを人工芝に整備し、高齢者の健康増進と競技者の技術向上に努めてまいり

ます。利用者が安心・安全に、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。 

 ２のスポーツ活動の推進について。 

スポーツ関係団体等と連携して、各種スポーツ教室を開催し、子どもから高齢者まで幅
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広い世代が一年を通じてスポーツに親しめる機会の充実に努めてまいります。また、各種

スポーツ大会を支援するとともに、全道、全国大会出場選手に対する助成も引き続き行っ

てまいります。町技のミニバレーについては、ミニバレー協会と連携を図りながら、普及

促進に取り組んでまいります。 

 柱２の三つ目は、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。 

 １の文化施設の整備について。 

晩成社史跡公園にあります、復元した依田勉三住宅の基礎部分の補修を行うほか、旧石

坂小学校に開設した大樹町郷土資料館の屋根の塗装を行い、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整備に努めてまいります。 

２の地域文化活動の推進について。 

誰もが芸術文化に親しめるよう、文化協会や芸術鑑賞協会と連携を図るとともに、昨年

から開催しております生涯学習センターのロビーを活用したロビーコンサートを継続し、

鑑賞の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。 

 以上、平成２９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

たいと考えております。 

○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５２分 

再開 午前１１時０５分 

 

○議   長 

 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 

   ◎日程第３ 議案第２４号から日程第１０ 議案第３１号まで 

○議   長 

 日程第３ 議案第２４号平成２９年度大樹町一般会計予算についてから、日程第１０ 

議案第３１号平成２９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。 
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 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま一括提案されました、議案第２４号平成２９年度大樹町一般会計予算について

から議案第３１号平成２９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、主要施策については私のほう

からご説明を申し上げさせていただきました。内容等につきましてはこの後、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、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２４号平成２９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２４号平成２９年度大樹町一般会計予算について、総括的に内容の説

明をいたします。 

 初に、議案の１枚目を朗読させていただきます。 

平成２９年度大樹町一般会計予算について。 

平成２９年度大樹町一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算。 

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６１億２００万円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 債務負担行為。 

第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為を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。 

 地方債。 

第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

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。 

一時借入金。 

 第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定により一時借入金の借り入れの 高額

は１０億円と定める。 

 次ページの１ページをお開きください。 

第１表、歳入歳出の予算です。 

初に、歳入のご説明をします。 

第１項、町税から次ページの２１款町債まで、歳入合計は６１億２００万円。 
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３ページの歳出をご覧ください。 

１款議会費から次ページの１４款予備費まで、６１億２００万円。 

ここの内容の説明につきましては、後ほど７ページの歳入歳出予算款別集計表にて説明

をさせていただきますので、割愛をさせていただきます。 

５ページをお開きください。 

 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３０年度から平成３３年度までの４年間、行

政情報端末機器等代金１,７６９万５,０００円と利子に相当する額。 

 次に、行政情報サーバ機器等譲渡事業償還金、平成３０年度から平成３３年度までの４

年間、行政情報サーバ機器等代金３５７万５,０００円と利子に相当する額。 

 戸籍システム機器等譲渡事業償還金、平成３０年度から平成３３年度までの４年間、戸

籍システム機器等代金１,６３０万８,０００円と利子に相当する額。 

いずれの案件も北海道市町村備荒資金組合の防災資機材譲渡事業を活用するもので、同

組合が物品を購入し、大樹町が譲渡を受けることで、平成２９年度を含め５年間の償還払

いをするものでございます。 

 ６ページをお開きください。 

 第３表、地方債です。起債の目的、限度額の順に説明をいたします。 

 公営住宅建設事業１,０００万円、過疎対策事業２億３,３０００万円、辺地対策事業３,

２００万円、臨時財政対策１億８,７００万円。起債の方法、利率、償還の方法につきまし

ては、これまでと同様でございまして、記載のとおりです。 

 ７ページをお開きください。 

平成２９年度大樹町一般会計歳入歳出予算款別集計表です。 

表の中ほどには、款の番号、左側には歳入予算、右側に歳出予算をそれぞれ本年度予算

額、前年度予算額とそれぞれの構成比、前年度との予算額の比較、それと増減率を記載し

ております。昨年度と比較しまして大きく増減のある内容についてのみ、概略の説明をい

たします。 

 歳入から申し上げますと、１款の町税では、本年度予算額７億６,７３８万８,０００円。

前年度に比べ３,４５５万７,０００円の増で計上しております。個人町民税所得割、法人

町民税法人税割、固定資産税家屋分の増を見込んでおります。 

 ２款の地方譲与税から９款の地方特例交付金まで、また、１１款の交通安全対策特別交

付金では、平成２８年度の執行見込みと国から示されました地方財政対策等をもとに計上

しております。 

１０款の地方交付税では、本年度予算額３１億１,０００万円、前年度に比べ１億１,１

００万円の減で計上しております。普通交付税における減の主な要因でございますけれど

も、基準財政需要額においては、起債の償還終了により２,５００万円の減、国勢調査の高

齢者人口の伸び率が全国平均を下回ることにより９００万円の減、東日本大震災による特
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別枠として交付されていた地域経済雇用対策費が平常モードへの切りかえにより５,７０

０万円の減、また、基準財政収入額においては、町税の収入増により２,０００万円の減額

要因となっております。特別交付税につきましては、前年同額の２億２,０００万円を計上

しております。 

 １４款の国庫支出金ですが２億９,５４７万３,０００円、前年度比５,７８７万６,００

０円の減で計上しております。地方創生推進交付金や障害者自立支援給付費負担金が増加

するものの、寿町団地２号棟の建設費を平成２８年度予算に前倒し計上することなどによ

る社会資本整備総合交付金の減が主な要因となっております。 

 １６款の財産収入では６,５３２万５,０００円、前年度費３,７１９万６,０００円の増

で計上しております。昨年の台風被害による風倒木の処理に伴い、生じる立木売払収入の

増が主な要因となっております。 

 １８款の繰入金では３億３,３１５万９,０００円、前年度比２億５,２７５万円の増で計

上しております。基金からの充当となりますが、生涯学習センター設備の更新、建物の改

修費に公共施設整備基金を充て、特別養護老人ホーム浴室改修工事の繰出金に地域福祉基

金を、子育て支援や航空宇宙関係に対し魅力あるまちづくり推進基金を、地方交付税の減

や社会保障経費、施設運営経費などの経常経費の増による収支不足を補うため、財政調整

基金からの繰り入れをそれぞれ計上しております。 

 ２０款の諸収入は１億２,０３７万９,０００円、前年度比８,１６５万３,０００円の減

で計上しております。畜産担い手育成総合整備事業受託事業収入の皆減が主な要因となっ

ております。 

 後に、２１款の町債ですが４億６,２００万円、前年度比１億３,１９０万円の減で計

上しております。寿町団地２号棟の建設を平成２８年度補正予算に前倒し計上したことに

よる公営住宅建設事業債の減、過疎債ではじん芥車や消防ポンプ自動車などの購入費用の

皆減が主な要因となっております。 

 右側の歳出でございますが、２款の総務費では１１億９,４００万円、前年度比８,８３

０万円の増となっております。宇宙のまちづくり推進事業や若手芸術家地域担い手育成事

業など、地方創生推進交付金を活用した事業の実施、町有建物解体経費の増が主な要因と

なっております。 

 ３款の民生費は８億２,５００万円、前年度比６,１２０万円の増となっております。心

身障害者福祉事業費の増、学童保育所・児童館建設事業にかかわる実施設計費、福祉灯油

の計上による皆増が主な要因となっております。 

 ４款の衛生費は２億６６０万円、前年度費６６０万円の増となっております。じん芥車

の購入経費が皆減となるものの、汚水処理施設共同整備事業負担金の増が主な要因となっ

ております。 

 ６款の農林水産業費は５億４,５９０万円、前年度費３１０万円の減となっております。

畜産担い手育成総合整備事業が皆減となるものの、昨年の台風被害による町有林整備事業
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費の増、前年度と比較しますと微減となっております。 

 ７款の商工費は２億２,８９０万円、前年度費２,２１０万円の増となっております。プ

レミアム付特別商品券発行事業助成金、晩成温泉指定管理者運営業務委託料の皆増が主な

要因となっております。 

 ８款の土木費は４億５７０万円、前年度費２億３０万円の減となっております。寿町団

地２号棟の建設を社会資本整備総合交付金の交付に合わせ平成２８年度補正予算に計上し

たこと、また、橋梁長寿命化点検業務の皆減が主な要因となっております。 

 ９款の消防費は２億１,９００万円、前年度比３,４３０万円の減となっております。大

樹消防署配備の水槽付消防ポンプ自動車整備事業の皆減に伴う、とかち広域消防事務組合

負担金の減が主な要因となっております。 

 １０款教育費は５億７,２６０万円、前年度費４５０万円の減。生涯学習センターの設備

更新、建物改修工事費は減少するものの、給食センターの屋根防水工事、高齢者健康増進

センターの人工芝工事の皆増により、前年度との比較では少額の減になっております。    

１２款の公債費では７億９,６６０万円、前年度比２,６８０万円の減となっております。

企業債の償還終了及び一部金利の見直しによる償還利子の減が主な要因となっておりま

す。 

 １３款の諸支出金は１０億４,２６０万円、前年度比１,２５０万円の増。特別養護老人

ホーム浴室改修工事に伴う介護サービス事業特別会計への繰出金の増などが主な要因と

なっております。 

 歳入歳出合計では６１億２００万円、前年度比１.３％の減。特定財源の内訳では、国・

道支出金が６億８９７万４,０００円、地方債が２億７,５００万円、その他で６億６１８

万９,０００円、一般財源が４６億１,１８３万７,０００円となり、一般財源の予算に占め

る構成比は７５.６％となっております。 

 次に、８ページをお開きください。 

 本表は、一般会計の歳出予算を臨時的なもの、経常的なものに分類をし、さらにその経

費を１の消費的経費、２の投資的経費、３のその他経費、４の予備費に再分類した表となっ

ております。 

 表の右端、合計欄のうちの本年度欄の１の消費的経費では３９億４,１１６万６,０００

円、前年度に比べまして３％の増となっております。宇宙のまちづくり推進事業、プレミ

アム付特別商品券発行事業、大樹でかなえるマイホーム支援事業、町有建物解体工事の増

が主な要因となっております。 

 ２の投資的経費は５億９,０２４万４,０００円で、前年度に比べ２４.４％の減でござい

ます。畜産担い手育成総合整備事業委託料、寿町団地建設工事の皆減が主な要因となって

おります。 

 下段の人件費、扶助費、公債費からなる義務的経費は２１億６,２９３万２,０００円

で、構成比では３５.４％、前年比１.０％の増となっております。 
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 続きまして、９ページをお開きください。 

この９ページでは、給与費の明細でございます。特別職、一般職の給与の全体額を前年

度と比較して記載しております。 

１０ページでは、給料、職員手当の増減額の明細、職員１人当たりの給与、初任給の状

況を、また１１ページには、級別職員数、それから期末勤勉手当の支給率などを記載して

おります。詳細な説明は割愛させていただきます。 

 １２ページをお開きください。 

地方債現在高の見込みについてであります。 

 本表は、地方債の平成２７年度末における現在高並びに平成２８年度末及び平成２９年

度における現在高の見込みについて記載をしております。 

 下段でございますけれども、地方債残高の総計を記載しております。平成２７年度末

で１１１億６,６６３万９,０００円、平成２８年度及び２９年度における借入額、償還額

を差し引いた結果、平成２９年度末現在高見込み額では１０６億９,０６０万２,０００円

となるものでございます。平成２８年度、平成２９年度とも、償還元金を上回らない借入

額となっているため、減少していく予定となっております。 

 続きまして、１３ページをお開きください。 

 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。 

 現在の債務負担行為の件数は１５件でございますが、限度額の合計額では５億８０６万

３,０００円、平成２８年度末までの支出見込額は２億３,４１４万５,０００円、平成２９

年度以降の支出見込額は２億４,３２７万４,０００円となり、このうち一般財源は２億３,

１６１万４,０００円となるものでございます。 

 １４ページをお開きください。 

ここでは、平成２９年度における投資的事業費を記載した一覧でございます。 

主なものについてご説明をいたしますけれども、民生費では２,４９９万４,０００円の

計上。学童保育所・児童館建設事業で実施設計を行うものでございます。本年度の基本設

計の成果をもとに平成３０年度着工予定の工事に向けた実施設計業務に係る経費を計上し

ております。 

衛生費は１５７万円の計上であります。 

農林水産業費では３億９００万３,０００円でございます。北海道中山間地域等直接支払

交付金事業として、３集落、７,１４５ヘクタールの集落交付金として１億７２９万２,０

００円を計上しております。町有林整備事業では、全体の整備面積は２４９.０２ヘクター

ルで、このうち災害復旧のための特殊地拵、保育間伐、約１２０ヘクタールの整備を含め

１億５,１３０万５,０００円を計上しております。 

商工費では、晩成温泉関係で３３０万７,０００円の計上であります。 

土木費では１億６,１５８万６,０００円の計上。土木車両の更新事業といたしまして、

公用車、道路パトロール車、除雪ドーザ、それぞれ各１台の更新費として５,０１８万６,
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０００円の計上。町道改良舗装事業では、旭浜東通線ほか２路線の調査設計業務及び避難

路となる浜大樹地区道路ほか２路線の改良舗装工事費、合わせまして８,４４０万円の計

上。日方団地建設事業では、平成３０年度以降の日方団地内での住宅建設に係る実施設計

業務及び４棟１５戸の解体工事費、合わせて２,０００万円を計上しております。 

教育費では８,９４８万４,０００円。スクールバス更新事業として、２８人乗り車両１

台の更新費として１，１５２万８,０００円。生涯学習センター運営費では、計画的に行っ

ております学習センターのホール関係の設備類の更新事業となりますが、平成２９年度は

舞台機構設備、舞台音響設備、映像設備の更新費、また建物関係では、展望ロビー、南側

カーテンウォール改修費として６,６５２万７,０００円の計上でございます。高齢者健康

増進センターの維持管理費では、室外ゲートボール場としておりますが、コート表面の凹

凸が激しく競技に影響があるということから、採石材、アスファルトコンクリート、人工

芝の順に仕上げるもので、面積は５４８平方メートル、金額にして１，００８万８,０００

円を計上しております。 

１４ページの 下段の普通建設事業費計でございますけれども、５億８,９９４万４,０

００円の事業費を計上しております。 

１５ページをお開きください。 

ここでは災害復旧費でございます。農業用施設、林業施設、道路河川の単独事業の応急

工事対応分として、それぞれ１０万円ずつ合計３０万円を計上しております。 

投資的事業費の合計でございますけれども、事業費ベースで５億９,０２４万４,０００

円、国・道支出金で１億８,４２８万３,０００円、地方債で１億５,５００万円、その他で

６,６１５万円、一般財源で１億８,４８１万１,０００円の計上でございます。 

続きまして、１６ページをお開きください。 

本表は、社会保障経費の財源となる消費税率の改定分が一般会計の各経費に対しどのよ

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、消費税収について

はその使途を明確にし、社会保障を財源化するというふうにされておりまして、地方消費

税収については、社会保障施策の社会福祉、社会保険、保健衛生に関する施策に要する経

費に充てるというふうにされているところでございます。予算決算時において、その使途

について明示するように定められておりますので、今回、予算の提案時にお示しをさせて

いただくものでございます。 

 表上段の歳入の地方消費税交付金（社会保障財源化分）として４,２３０万円と記載をし

ておりますが、この４,２３０万円につきましては、平成２９年度歳入予算の６款の地方消

費税交付金１億２８０万円のうち、消費税率の改定による増収分に当たる額というふうに

なってございます。 

歳出の社会保障４経費、その他社会保障施策に要する経費１７億２,１５２万３,０００

円につきましては、平成２９年度の社会保障施策に要する経費でありますが、表中、事業

名の目の欄の社会福祉、社会保険、保健衛生の各事業に対し１７億２,１５２万３,０００
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円を計上しております。 

地方消費税交付金の４,２３０万円の使途につきましては、それぞれの事業の予算額によ

り案分をし、算定しております。表の右から２列目に記載した金額に振り分けをしたもの

でございます。 

なお、増収分の地方消費税交付金４,２３０万円につきましては、これまで同様一般財源

となるものでございます。 

次ページ以降に、議案の第２４号に関します附属書類として町道施工箇所の位置図を添

付してございますので、後ほどご確認をいただきたいと思います。 

 以上で、平成２９年度一般会計予算の総括的な説明を終わらせていただきます。 

 事項別の明細は、この後、それぞれ担当課長等より説明をいたさせますので、よろしく

お願いをいたします。 

○議   長 

 それでは歳出について、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２９年度一般会計歳入歳出予算事項別明細についてご説

を申し上げます。 

初に歳出からご説明いたしますので、事項別明細書２７ページをお開きください。 

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いて、それぞれ目ごとに担当説明員より順次ご説明を申

し上げます。 

 ２７ページ、２８ページ。 

 初に、１款１項１目ともに議会費５,３６０万円、前年比１００万円の減でございます。

ここでは報酬から負担金、補助及び交付金まで、議会運営に要する予算を計上してござい

ます。主な減額の要因といたしましては、議員費用弁償の減でございます。 

 その下から３２ページ下段にかけまして、１項総務管理費１目一般管理費９億４４５万

４,０００円、前年比２,０９０万７,０００円の増でございます。特別職を含む職員の人件

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。 

１節の報酬でございますが、前年比４０７万９,０００円の減でございます。現在、庁舎

の耐震対策調査を行ってございまして、その結果を受け、住民や関係者による検討委員会

を設置するため、庁舎改築等検討委員報酬を新たに計上してございます。嘱託職員報酬に

つきましては、施設管理人２人分でございます。前年に比べ２名の減でございます。庁舎

清掃員については、前年同様１人でございます。 

２節給料９４５万円の増でございます。特別職給与は３名分、職員給料、これにつきま
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して、町長部局が７３名分、議会事務局２名分、教育委員会１４名分、農業委員会３名分

の計９２名を計上してございます。前年と比較いたしますと、教育委員会に計上している

職員が３名増となっていることから、合計金額で増となっているものでございます。 

３節の職員手当等につきましては、７０４万３,０００円の増でございます。一般職の主

な手当の増減につきまして、扶養手当につきまして１２０万６,０００円の増、期末手当及

び勤勉手当で７７０万９,０００円の増、管理職手当１４６万５,０００円の減、住居手当

１００万８,０００円の増、時間外勤務手当につきましては、１８万１，０００円の増で計

上してございます。 

 ２９ページ、３０ページをお開きください。 

 一番上段の退職手当組合負担金につきましては、１９１万１,０００円の減でございま

す。 

７節賃金につきましては、１,０２４万８,０００円の増でございます。事務生につきま

しては、１０人分で７万２,０００円の増、清掃作業員につきましては、前年と同じ２名で

６万２,０００円の減、再任用職員につきましては、３人プラスの８人で前年比１,０２３

万８,０００円の増となるものでございます。 

○黒川企画商工課長 

 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。旅費から負担金、補助

及び交付金まで、３６７万５,０００円の計上でございます。広報たいきの発行経費、町ホー

ムページの維持管理費、広聴事業、今年度、動画による記録保存やホームページへの掲示

のため、デジタルビデオカメラの購入を計上させていただいております。 

○松木総務課長 

 ３３ページ、３４ページの中段、３目財産管理費でございます。６,９６４万５,０００

円、前年比３,１１８万９,０００円の増でございます。普通財産の管理、公共施設の除排

雪経費等を計上してございます。 

 １３節の測量委託業務３９８万円でございますが、緑苑町有地の分譲宅地の区割並びに

交通公園周辺の測量を行うものでございます。 

 １５節工事請負費、町有地整備工事３３４万８,０００円につきましては、雑木の伐採を

行いました交通公園西側の環境整備を行うものでございます。 

 なお、町有建物解体工事費３,９１２万９,０００円の内訳といたしまして、旧高齢者ふ

れあいセンター、昔の特別養護老人ホームでございますが、こちらの予算といたしまして

３,４５８万２,０００円、並びに旧尾田小学校と歴舟小学校の教員住宅３棟４戸の解

体経費といたしまして４５４万７,０００円を計上してございます。 

○黒川企画商工課長 

 同じく３３ページから４０ページにかけまして、４目企画費でございます。報酬から負

担金、補助及び交付金まで８,２４５万７,０００円の計上でございまして、対前年比５,

０８４万５,０００円の増でございます。ここでは、まち・ひと・しごと創生総合戦略、航
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空宇宙産業基地誘致、多目的航空公園維持管理、都市間交流、地域おこし協力隊設置、地

方創生推進交付金事業として、宇宙のまちづくり推進事業、若手芸術家地域担い手育成事

業などを計上してございます。地方創生事業で、宇宙のまちづくり推進事業では、国の宇

宙基本計画や宇宙活動法などによる動向に対応すべく新たな射場の提案や環境影響調査、

宇宙を含めた観光振興戦略の策定、テレワークを活用した地域活性化策、スペーススクー

ル開催などを計画してございます。また、若手芸術家地域担い手育成事業では、平成２８

年度は２名の若手芸術家が移住し活動することから、範囲を拡大して事業を展開するもの

でございます。 

○松木総務課長 

 続きまして、３９ページ、４０ページの中段、５目公平委員会費、前年同額の１万５,

０００円を計上してございます。会議１回分の報酬並びに費用弁償でございます。 

○林住民課長 

 続きまして、６目防犯交通安全推進費、本年度予算額２５７万１,０００円、前年度との

比較で４１万２,０００円の減となってございます。ここでは、交通安全指導員の報酬など

交通安全や防犯活動の推進に係る費用を計上しております。前年度、通学路の電波時計の

設置がございましたので、その分が減少の主な要因となってございます。 

○松木総務課長 

 続きまして、４１ページから４４ページの上段にかけまして、７目福祉センター費１,

０２２万８,０００円、前年比８１万円の減でございます。 

１３節委託料、福祉センター管理業務２８４万円につきましては、社会福祉協議会への

施設管理の委託でございまして、管理人員体制の見直しで、前年比１１４万９,０００円の

減となってございます。 

続きまして、４３ページ、４４ページ。 

８目電子計算費４,８３０万２,０００円、前年比１,０６９万３,０００円の減でござい

ます。減の主な理由につきましては、マイナンバー対応に係りますシステム改修が終わっ

たことによるものでございます。 

その下から４６ページの中段にかけまして、９目車両管理費１,３０１万３,０００円、

前年比１５７万７,０００円の増でございます。各課に所属していない車両の管理経費でご

ざいまして、管理車両の台数につきましては、乗用車が９台、バスが３台、トラックが２

台でございます。予算増の主な理由といたしまして、１１節需用費、消耗品でタイヤの購

入経費を計上したこと、並びに１４節使用料及び賃借料で、現在、企画商工課で管理して

ございますリース車、こちらを総務課の管理に移管し、車両管理費に計上したことによる

ものでございます。 

続きまして、４５ページの中段から４８ページにかけまして、１０目諸費３,７８２万７,

０００円、前年比１８２万４,０００円の増でございます。名誉町民と審査委員会などの諮

問組織の運営費、それから区長報酬と行政区の関係経費、街灯の維持管理経費、地上デジ
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タル放送難視聴対策の経費、消費者保護対策経費などを計上してございます。平成２９年

度から計画的に行政区会館のトイレの洋式化を進めることとしてございまして、こちらが

５カ所、２５０万円含まれているものでございます。 

○林住民課長 

 続きまして、４９ページ、５０ページ。 

２項徴税費１目賦課徴収費、本年度予算額１,１５２万３,０００円、前年度との比較で

８１万３,０００円の減となっております。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。平成３０年度の評価替えに向けて宅地の路線価評価地域を拡大すること

にしており、１３節委託料に鑑定評価業務等の必要な経費を計上させていただきました。

前年度の予算には固定資産管理システムの導入費用が計上されておりましたので、賦課徴

収費全体では減額となってございます。 

次のページになりますが、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７１０万２,０００円、前年度との比較で１６４万円の増となっております。ここでは、

戸籍や住民基本台帳管理業務などに係る経費を計上してございます。 

１８節備品購入費でパスポートの交付をする際に使用する端末機の更新費用を計上した

ほか、ふるさとへの愛着を一層強めていただくための取り組みとして、大樹で生まれた赤

ちゃんなどに町の木カシワを使ったスプーンとフォークのセットをプレゼントする「よう

こそ赤ちゃん事業」の費用として４８万６,０００円、北海道市町村備荒資金組合の譲渡事

業により更新する戸籍システム機器の初年度償還の利子分として１万円を計上しておりま

す。 

○松木総務課長 

 その下、５１ページの下段から５４ページの上段にかけまして、４項選挙費でございま

す。１目選挙管理委員会費３５万６,０００円。 

ちなみに、本年度行われました釧路・十勝海区漁業調整委員会委員選挙費及び次のペー

ジの参議院議員通常選挙費につきまして、平成２９年度執行がございませんので、三角印

で、目の廃止を表記しているものでございます。 

○黒川企画商工課長 

 その中段でございます。１目統計調査費でございます。学校基本調査から経済センサス

まで６件の調査費でございまして３３万６,０００円、対前年比１４万８,０００円の減で

ございますが計上させていただいております。 

○松木総務課長 

 その下でございます。６項１目ともに監査委員費２４９万６,０００円、監査委員２名の

報酬、費用弁償、会議等の負担金を計上してございます。本議会で、代表監査委員の報酬

月額が改定されたため、３１万２,０００円報酬が増となってございます。 

○議   長 

 休憩します。 
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休憩 午前１１時４９分 

再開 午後 １時００分 

 

○議   長 

 会議を再開いたします。 

 一般会計歳出についての説明を続けます。 

 民生費、村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 事項別明細書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４,１３４万８,０００円、前年

度対比１９万５,０００円の増。ここでは、民生児童委員協議会経費、遺族援護費、社会福

祉一般事業に伴う経費を計上いたしました。平成２９年度に実施する低所得者に対する臨

時福祉給付金事業に伴う経費として、１,８００万円を計上しております。 

 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２,２９９万円、前年度対比１４９万円の減。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係る経費を計上しております。予算

額の減は、老人福祉施設入所措置者の人数の減によるものです。 

 ５７ページから６０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２億１,０３５万６,０００円、前年度対比３,２１０万９,

０００円の増。ここでは、心身障害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。予算額の増は、施設入所者

に係る介護給付費や就労支援に係る訓練等給付費の増加によるものです。 

○林住民課長 

 続きまして、５９ページ、６０ページの上段になりますが、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 

 同じく５９ページ、６０ページです。 

５目高齢者保健福祉推進センター費、予算額８２５万５,０００円、前年度対比６１万円

の増。ここでは、高齢者保健福祉センター「らいふ」の施設維持に係る経費を計上してお

ります。備品購入として、４台あるエアロバイクのうち、使用不能となっている２台を更

新する経費を計上しております。 

○林住民課長 

 続きまして、同じページの６目福祉医療諸費、本年度予算額１億６,９１０万４,０００

円、前年度との比較で１,１４１万６,０００円の減となっております。ここでは、重度心
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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おり

ます。 

 １９節後期高齢者医療療養給付費負担金は、後期高齢者医療広域連合の医療費に対し、

市町村が１２分の１を負担しているものですが、給付見込みが減少していることから、減

額となっております。 

○村田保健福祉課長 

 ６１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４,３０７万２,０００円、前年度対比９７２万５,００

０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１,０７１万７,０００円、前年度対比３２５万６,０００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。予算額の増は、施設管理

人の不在による臨時施設管理業務に係る委託料の増によるものです。 

○林住民課長 

 同じページの下段になります。２項児童福祉費１目児童措置費、本年度予算額８,４６７

万４,０００円、前年度との比較で１２１万９,０００円の増となっております。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、対象となる児童数の増加が見込ま

れることから、増額としております。 

○村田保健福祉課長 

 続きまして、６５ページから６８ページにかけてになります。 

２目児童福祉施設費２億９２６万円、前年度対比２,１４４万８,０００円の増。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、大樹福祉事業会が運営する南北の

認定こども園に係る経費を計上しております。予算額の増は、法人の認定こども園におけ

る園児の増によるもので、未満児が多いことによるものです。 

６７ページから６８ページにかけてになります。 

３目児童福祉施設整備費２,４９９万４,０００円、前年度対比、同額の２,４９９万４,

０００円の増となっております。ここでは、学童保育所・児童館の建設に係る実施設計の

経費を計上しております。 

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替える費用を計上しております。 

 同じく６７ページから７０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３５６万円、前年度対比１０
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８万２,０００円の減。ここでは、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。 

 ６９ページから７０ページにかけてになります。 

２目母子保健費、予算額１,０７９万１,０００円、前年度対比１６０万６,０００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。予算額の増は、妊婦健診に係る交通費、交通助成などによるもので

す。 

 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１,４４３万８,０００円、前年度対比１８２万７,０００円の増。

ここでは主に、歯科検診、脳ドック、大腸がん、子宮がんなどの検診経費を計上しており

ます。予算額の増は、備品購入費として平成６年導入の保健指導車の更新経費として１５

７万円を計上したことによるものです。 

 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１,４６８万４,０００円、前年度対比１６６万９,０００円の増。こ

こでは、予防接種に係る経費を計上しております。予算額の増は、新たに定期接種となっ

たＢ型肝炎ワクチンの費用によるものです。 

○林住民課長 

 続きまして、同じページの下段になりますが、５目環境衛生費、本年度予算額１億３,

０３２万７,０００円、前年度との比較で１,４８４万円の増となっております。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、し尿処理の関係では、現在使用している

中島処理場の老朽化に対応するものとして、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、汚水処理施設共同整備事業負担金では１,５１１万４,０００円の増となっており

ます。 

 次に、６目墓園費、本年度予算額２７０万１,０００円、前年度との比較で２４０万８,

０００円の増となっております。ここでは、墓園の管理に係る費用を計上しておりますが、

隔年で実施しております大樹墓園の垣根の剪定を実施するほか、物置として使用しており

ます大樹墓園旧管理人住宅の老朽化が著しいことから、解体費用を計上したことによる増

額となっております。 

 次に、２項清掃費１目じん芥処理費、本年度予算額３,００９万９,０００円、前年度と

の比較で１,４６６万８,０００円の減となっております。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さばき手数料、収入業務の委託料などを計上しており

ます。前年度はじん芥収集車１台の更新費用が計上されておりましたので、その分が減額

となっております。 
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○黒川企画商工課長 

 それでは、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、１２０万円の計上でございます。勤労者センターの維持、中小企業者退

職金共済掛金助成などを計上してございます。７０万円減額になってございますが、これ

は昨年、勤労者センターの屋根の修繕を行ったためのものでございます。 

○森農業委員会事務局長 

 ７５ページ中段から７６ページ中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。本年度の予算額１,３６１

万２,０００円、前年度比較７万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。 

○瀬尾農林水産課長 

 続きまして、７７ページから７８ページの上段になります。 

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６２万２,０００円、前

年度対比１７万２,０００円の減。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、同じく７７ページから８０ページにかけまして、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１億４,１８８万４,０００円、前年度対比４０

万７,０００円の減となってございます。ここでは、町内農業に対する各種振興事業を計上

しております。 

 続きまして、７９ページ中段から８２ページにかけまして、４目畜産振興費、共済費か

ら公課費まで、予算額１,７９９万２,０００円、前年度対比８,６６５万５,０００円の減

となってございます。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。減額の主なものは、畜産担い手育成総合整備事業の事業採択が認められなかっ

たため、前年度と比較して減額となっております。 

また、１９節負担金、補助及び交付金のうち、黒毛和種から複数の受精卵を採取し、乳

用牛に移植し、黒毛和種の増頭を図ることを目的に、その経費の一部の補助を行う大樹町

優良黒毛和種採卵流通支援事業を新規事業として、５０万円を計上してございます。 

続きまして、８１ページ中段から８４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１億２,０２８万５,０００円、前年度対比３６１万８,０００円の減と

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。減額の主なものは、１６節原材料費で採草放牧地用費用及び種子

代の単価の改正による減額となっております。 

○鈴木建設水道課長 

 同じく８３ページ、８４ページ中段をご覧ください。 

６目農地費４,１８３万円、２００万２,０００円の減。ここでは、１１節需用費の修繕

料において、農業用排水路などの修繕９カ所分、８１２万７,０００円を計上。１９節負担
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金、補助及び交付金では、上大樹地区道営農地整備事業に係る道営土地改良事業負担金と

しまして３,２４０万円を計上してございます。 

○森農業委員会事務局長 

 ８３ページ下段から８６ページ上段までをご覧ください。 

 ７目農用地集団化事業費、本年度予算額４３万１,０００円、前年度比較４３万１,００

０円の増でございます。平成２５年度から実施しております芽武地区交換分合事業は、平

成２７年度で完了し、平成２９年度からは尾田地区を予定しております。推進員の報酬、

旅費、委託料などの予算を計上しております。 

○瀬尾農林水産課長 

 ８５ページから８６ページの上段にかけまして、８目牧場整備費、償還金利子及び割引

料で、予算額２５１万７,０００円、前年度対比５０万２,０００円の増となってございま

す。ここでは、平成２８年度に導入した牧場作業用タイヤショベルの償還金を計上してお

ります。 

 同じく８５ページから８８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３,１７１万９,０００円、前年度対比７８０万１,

０００円の増となってございます。ここでは、林政全般に関す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、昨年の台風により風倒木被害を受けた民有林に対して、

植林費用の一部の補助を行う未来につなぐ森づくり推進事業補助金が前年度と比べて増額

となってございます。 

続きまして、８７ページから８８ページ、上段のほうになります。 

２目町有林費、旅費から備品購入費まで、予算額１億５,４１２万８,０００円、前年度

対比７,０７１万９,０００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。増額の主なものは、１５節工事請負費のうち、昨年の台

風により風倒の被害を受けた町有林の整備を進めるため、特殊地拵、または保育間伐を行

うため、町有林整備事業工事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、町民植樹祭につきましては、緑苑の中央運動公園西側の町有地を会場に、５月２

１日日曜日を予定してございます。 

 続きまして、８７ページ下段から９０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３７９万

６,０００円、前年度対比２４万６,０００円の減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。 

 続きまして、８９ページ下段から９２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１,７０８万４,０００

円、前年度対比１,０６１万７,０００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、整備を図る水産供
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給基盤機能保全事業負担金が前年度より増、また、新たに旭浜浄化施設のリフト用ワイヤー

の取り替え修繕に係る経費として９６万９,０００円をそれぞれ計上しております。 

○黒川企画商工課長 

 ９１ページからでございます。 

７款１項ともに商工費１目商工振興費でございます。旅費から貸付金まで１億４,６２５

万６,０００円の計上でございます。対前年比１,１０８万５,０００円の増でございます。

ここでは、商工会運営費の補助、中小企業融資資金の利子補給、特別融資の利子補給、そ

れから貸付金１億円などを計上してございます。新規としまして、昨年の台風被害に対し

まして、生活応援と商工業の活性化のため、プレミアム付特別商品券の発行を計上してご

ざいます。また、地場産業振興奨励事業、起業家等支援事業は、現時点で計画されている

事業につきまして計上させていただいております。 

 中段になります。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,

４６３万３,０００円、対前年比２３８万８,０００円の増でございます。ＴＭＯ活動推進

費などを計上してございますが、高圧線ケーブルの交換により２４０万円ほど増額となっ

てございます。 

 下段、３目観光振興費でございます。賃金から負担金まで３,５７３万５,０００円、対

前年５１９万６,０００円の減でございます。ふるさと納税に係る経費、返礼品や運搬料、

ＰＲ経費を計上してございます。寄附金は、昨年同様４,２００万円を見込んでございます。

観光協会助成金は１,１２４万１,０００円を計上してございます。減額の主な要因は、昨

年実施されましたご当地グルメグランプリの補助金の皆減４９０万円、あるいは車両、軽

自動車でございますけれども、購入費が昨年あったというものでございます。 

 ９３ページをご覧ください。 

中段から、４目観光施設費でございます。需用費から補償補塡及び賠償金まで３,０２４

万円の計上でございます。対前年比１,３８２万７,０００円の増でございます。晩成温泉

の維持管理費とカムイコタンキャンプ場の管理運営費を計上してございます。晩成温泉で

は、指定管理料と木質チップ代のほか、学童農業研修センターの浴室の改修工事、券売機、

ロッカーなど、備品購入費などを計上してございます。 

 ９５ページから９６ページにかけてでございます。 

５目地場産品研究センター費、需用費から委託料まで２０３万６,０００円の計上でござ

います。ほぼ昨年と同様でございまして、地場産品研究センターの維持費を計上してござ

います。 

○鈴木建設水道課長 

 同じく９５ページ、９６ページの中段になりますけれども、８款土木費１項土木管理費

１目土木総務費１５９万９,０００円、４３万８,０００円の減。ここでは、土木一般管理

全般に係る経費と１３節委託料で道路台帳作成業務４９万７,０００円を計上してござい

ます。 
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 同じく下段になりますけれども、２項道路橋梁費１目道路維持費２億４４７万６,０００

円、７,２８１万２,０００円の減。予算減の主な要因としましては、橋梁長寿命化点検業

務の委託料５,０７６万円の減によるものでございます。 

１１節需用費、修繕料では、歩道の修繕、建設車両の修繕など１,７７５万１,０００円

を計上してございます。 

次のページ、９７ページ、９８ページをご覧ください。 

１２節役務費では、自動車損害共済保険料として建設車両に係る車両補償も含めた保険

料６２万５,０００円を計上してございます。 

１３節委託料では、１億１,１１９万４,０００円を計上しており、主なものとしまして、

町道維持補修業務で６,０８５万８,０００円、除排雪業務で４,５４３万６,０００円を計

上してございます。昨年度まで、町道維持と除排雪業務を合わせて計上してございました

けれども、今年度より分けて計上してございます。 

１５節工事請負費では、舗装道路区画線設置工事で２１６万円、ふるさと大橋の補修工

事で７００万円を計上してございます。このうち区画線設置工事は、昨年度まで委託料で

計上してございましたが、国・道、他町村の計上科目を参考に、今年度より工事請負費に

変更したものでございます。 

１８節備品購入費では、公用車両、道路パトロール車、除雪ドーザなどの購入費用とし

て５,０１９万５,０００円を計上してございます。 

同じく下段になりますけれども、２目道路新設改良費８,４４０万円、５,４４０万円の

減。ここでは、１５節工事請負費で３カ所の道路改良舗装工事７,６００万円を計上してご

ざいます。 

次のページ、９９ページ、１００ページをご覧ください。 

 ３項河川費１目河川総務費７２３万２,０００円、５４１万６,０００円の増。ここでの

増の要因につきましては、１３節委託料の測量委託業務として、相川地区２カ所で河川の

氾濫により農地を浸食している場所があり、浸食防御のための調査設計、それから工法検

討などの委託料５５４万８,０００円を計上したことによるものでございます。 

 中段になりますけれども、４項都市計画費１目都市計画総務費２３万９,０００円、５０

２万３,０００円の減。予算減の主な要因といたしましては、都市計画用途地域変更業務の

委託料が４９９万５,０００円減ったことによるものでございます。 

２目公園費３,０１４万８,０００円、６４万８,０００円の減。ここでは、１３節委託料

で柏林公園、交通公園、河川公園などの維持管理業務に係る経費、また、昨年度から５カ

年により指定管理協定を締結しております歴舟川パークゴルフ場の指定管理者管理運営業

務など２,５８８万７,０００円を計上してございます。 

 下段になりますけれども、５項住宅費１目住宅管理費５,６５９万１,０００円、１,９２

６万８,０００円の増。１０１ページ、１０２ページをご覧ください。ここでは、８節報償

費で、昨年に引き続き、住宅リフォーム支援事業に係る報償費を計上してございます。 
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また、今年度から実施します大樹でかなえるマイホーム支援事業では、町内の新築１０

件分、それから移住者の新築２件分、町内の中古住宅購入に２件分、それから移住者の中

古住宅購入に１件分を見込み、商品券での支給に係る２割分の報償費５７６万円と１９節

では口座振り込みによる８割支給分の補助金２,３０４万円を計上してございます。 

 同じく下段になりますけれども、２目住宅建設費２,１０１万５,０００円、９,１６６万

３,０００円の減。ここでは、１３節委託料で、日方団地現地での建設に係る実施設計業務

７００万円、１５節の工事請負費では、日方団地４棟の１５戸分の解体工事１,３００万円

を計上してございます。 

 以上でございます。 

○松木総務課長 

 続きまして、１０３ページから１０６ページ中段にかけてでございます。 

９款１項ともに消防費１目消防総務費１億８,１２０万２,０００円、前年比３,８５１万

９,０００円の減でございます。こちらでは、とかち広域消防事務組合負担金を計上してご

ざいますが、前年につきましては、水槽付消防ポンプ自動車の更新があったため、今年度、

減額になるものでございます。 

２目非常備消防費２,５７０万円、前年比３６万８,０００円の減。大樹消防団の管理運

営費、報酬、費用弁償頭を計上してございます。 

１８節備品購入費におきましては、団員の活動服１００着分、女性消防団員の制服１０

着分の予算を計上してございます。 

３目火災予防費、前年同額の６万円でございまして、火災予防啓発のための旗を作成す

る予定でございます。 

 ４目災害対策費１,２０３万８,０００円、防災無線の維持管理費、防災関係団体の運営

費などを計上してございます。前年比４５８万７,０００円増の主な理由につきましては、

１８節備品購入費、無線機、無線機の内容につきましては、防災行政無線の戸別受診機、

防災ラジオ３００台分でございまして３０７万８,０００円、並びに防災用備品といたしま

して、給水タンク１基２９８万１,０００円の増によるものでございます。 

○角倉学校教育課長（兼学校給食センター所長） 

 続きまして、同ページ中段、１０款教育費でございます。 

まず、学校教育課所管の予算について説明いたします。 

１０款教育費１項教育総務費１目教育委員会費でございます。教育委員運営に関する経

費として、２０５万９,０００円の計上です。前年より２万４,０００円の減となっており

ます。 

 次に、２目事務局費でございます。事務局運営費として１５８万５,０００円の計上です。

前年より３２万４,０００円の減となっています。主な内容は、車検整備費の減や連絡車１

台の減によるものです。 

 次に、１０７ページ、１０８ページの上段、３目教育振興費でございます。 
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教育振興事業、奨学金貸付事業、スクールバスの運行や更新にかかわる経費、英語指導

助手にかかわる経費などで１億４,７６５万９,０００円を計上しております。前年より１,

７９９万７,０００円の減となってございます。減の主な内容でございますが、次ページ１

０９、１１０ページ上段から１８節備品購入費では、昨年度スクールバス２台更新に対し、

平成２９年度は１台ということで、１,４７８万７,０００円の減。また、英語指導助手用

の公用車更新費は皆減となり、２３９万４,０００円の減となっています。また、２１節の

貸付金ですが、奨学金貸付金は、前年度からの積算により１６８万円の減となっておりま

す。 

 次に、１０９ページ下段、２項小学校費１目学校管理費でございます。３,２４１万３,

０００円の計上で、前年比１６４万５,０００円の増となっております。増の主な内容です

が、１１１ページ、１１２ページをお開き願います。下段の１３節委託料で、周辺環境整

備業務として支障樹木の剪定等で８２万７,０００円、それから１１３ページ、１１４ペー

ジをお開き願います。上段、１５節工事請負費、旧水道施設解体工事に１１９万９,０００

円を計上しております。 

 続いて、同ページ中段の小学校費の２目教育振興費でございます。１,１１８万円の計上

で、前年比２０万４,０００円の減となっています。 

 次に、下段の３項中学校費１目学校管理費です。２,７２７万５,０００円の計上で、前

年比１６０万円の増です。主な内容ですが、１１５ページ、１１６ページをお開き願いま

す。下段２３節償還金利子及び割引料で、校務用パソコンの償還開始のため、２１１万４,

０００円を計上しております。 

 次に、同ページ下段、２目教育振興費です。１,２６１万８,０００円の計上で、前年比

４８２万１,０００円の増となっております。主な内容ですが、次ページ１１７、１１８ペー

ジをお開き願います。中段、２３節償還金利子及び割引料で、授業用コンピューター室の

パソコンの償還開始のため、４５２万９,０００円を計上しております。 

 次に、学校給食センター所管の予算について説明いたします。 

同じく１１７、１１８ページの中段、４項学校給食費１目学校給食費です。１億１,２２

３万７,０００円の計上で、前年比１,９５１万８,０００円の増加です。主な内容ですが、

１１８ページ下段の３節職員手当から７節賃金までの調理員人件費の合計が前年度より１

９８万３,０００円の増となっております。調理員体制整備のため、準職員増員にかかわる

ものでございます。 

１１節需用費の消耗品ですが、食器の一部入れ替えなどで３９１万７,０００円の増と

なっております。 

次に、１２０ページ下段、１５節の工事請負費でございます。給食センター屋上の全面

防水工事費として９７７万円を計上しております。 

その下の１８節備品購入費では、校用車両の更新費と厨房用品備品で２３１万３,０００

円の増となっております。 
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今の給食センターは、平成１４年の供用開始から１５年が経過することから、施設備品

や機械等の更新の時期が来ております。保守点検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。 

以上で、学校給食費を終わります。 

○井上社会教育課長（兼図書館長） 

続きまして、１２１ページ、１２２ページをお開き願います。 

１２１ページから１２４ページ中段にかけまして、５項社会教育費１目社会教育総務費

でございます。本年度予算額２,２６１万２,０００円を計上しており、前年比１８１万６,

０００円の減となっております。昨年、公用車を更新したことによるものが主な要因となっ

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、子ども交流事業など

の事業に係る予算を計上してございます。 

 １２３ページから１２４ページをお開き願います。 

１２３ページ中段から１２８ページ中段にかけまして、２目生涯学習センター費でござ

います。本年度予算額１億３,１７４万５,０００円を計上しており、前年比１,４８５万６,

０００円の減となっております。計画的に行っております生涯学習センターの改修工事料

によるものが主な要因となっております。ここでは、生涯学習センター運営費、生涯学習

センター文化事業、文化財保護事業に係る予算を計上してございます。 

 １２５ページ、１２６ページをお開き願います。 

１２６ページ中段の少し下になりますが、１５節工事請負費でございますが、計画的に

進めております生涯学習センターの改修工事、今年度につきましては、コスモスホールと

オークホールの舞台機構設備、吊り物関係でございます、の工事と映像設備の更新工事、

オークホールの音響設備の更新工事、学習センター正面玄関の庇、学習センターの展望ロ

ビー並びに南側カーテンウォールの改修工事に要する費用など、７,１４７万４,０００円

を計上してございます。 

１２７ページ、１２８ページをお開き願います。 

 １２７ページ中段から１３０ページ上段にかけまして、６項保健体育費１目保健体育総

務費でございます。本年度予算額５２６万３,０００円を計上しており、前年比６,０００

円の減となってございます。ここでは、保健体育推進事業、海洋スポーツ振興事業、町技

普及事業、スポーツ推進委員運営費などの事業に係る予算を計上してございます。 

 １２９ページ、１３０ページをお開き願います。 

 １２９ページ上段から１３２ページ下段にかけまして、２目体育施設費でございます。

本年度予算額５,４５８万６,０００円を計上しており、前年比２９９万６,０００円の増と

なっております。高齢者健康増進センターのゲートボールコートの人工芝への改修工事に

伴う予算を計上したものが主な要因となっております。ここでは、柏木町の運動公園、海

洋センター、健康増進センター、中央運動公園などの維持管理に係る予算を計上しており

ます。 
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 １３１ページ、１３２ページをお開き願います。 

１３２ページの中段から少し下の１５節工事請負費では、海洋センター事務所側の屋根

の防水工事、高齢者健康増進センターゲートボールコートの人工芝への改修工事１,２０６

万５,０００円を計上しております。 

 次に、１３１ページ下段から１３４ページにかけまして、７項図書館費１目図書館総務

費でございます。本年度予算額１,１３６万８,０００円を計上しており、前年比１４万７,

０００円の増となっております。ここでは、図書館運営委員会等運営事業、図書館管理運

営、図書館管理システム維持管理費などの事業に係る予算を計上してございます。 

○松木総務課長 

 続きまして、１３５ページ、１３６ページをお開きください。 

１１款災害復旧費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、前年同額

の１０万円。 

２目林業施設災害復旧費、前年同額の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、前年同額の１０万円。 

いずれも災害発生時の予算措置のための科目存置でございます。 

 その下、１２款１項ともに公債費１目元金７億３,７７９万４,０００円、前年比１,２０

４万円の減でございます。 

 ２目利子５,８８０万６,０００円、前年比１,４７６万円の減でございます。 

その下から１３８ページ中段にかけまして、１３款諸支出金１項特別会計繰出金１目事

業会計繰出金７億３,７７９万４,０００円、５特別会計繰出金の前年比較でございますが、

国保会計が１,１７４万５,０００円の減、後期高齢者医療会計が３０万円の増、介護保険

が１,８９８万１,０００円の増、介護サービス事業会計が１,１５１万８,０００円の増、

公共下水道事業会計が５４８万１,０００円の増でございます。 

 ２項１目ともに特別会計出資及び補助金４億５,７５１万２,０００円。対象につきまし

ては、水道事業会計、病院事業会計でございます。前年比１,０４３万円の減の内訳といた

しまして、病院事業への補助負担金１５２万円の減、水道事業への補助負担金８９１万円

の減でございます。 

 １３７ページ、１３８ページをお開きください。 

３項１目ともに基金費４,３３３万円。前年比１６０万５,０００円の減でございますが、

主に低金利によります運用益、定期預金利子の減によるものでございます。 

１４款１項１目ともに予備費、前年同額の１,０００万円の計上でございます。 

続きまして、歳入歳出予算事項別明細の歳入についてご説明申し上げますので、３ペー

ジと４ページをお開きください。 

 上段、１款町税１項町民税１目個人２億７,９１９万２,０００円、前年比１,２９０万２,

０００円の増でございます。 

 ２目法人５,３７７万２,０００円、前年比１,２７２万２,０００円の増でございます。 
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 ２項１目ともに固定資産税３億５,６０３万３,０００円、前年比８４５万３,０００円の

増。 

 ２目国有資産等所在市町村交付金及び納付金７８９万２,０００円。 

 ３項１目ともに軽自動車税１,７４８万円、２２７万４,０００円の増でございます。 

 ５ページ、６ページをお開きください。 

 ４項１目ともに町たばこ税４,８９１万円の計上でございます。 

 ５項１目ともに入湯税４１０万９,０００円の計上でございます。 

 続きまして、２款地方譲与税１項１目ともに自動車重量譲与税１億５００万円の計上で

す。 

 ２項１目ともに地方揮発油譲与税５,０２０万円。 

 ３款１項１目ともに利子割交付金３０万円。 

 ４款１項１目ともに配当割交付金１４０万円。 

 ５款１項１目ともに株式等譲渡所得割交付金８０万円。 

 ７ページ、８ページをお開きください。 

 ６款１項１目ともに地方消費税交付金１億２８０万円 

 ７款１項１目ともに自動車取得税交付金２,８８０万円。 

 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１００万円。 

 １０款１項１目ともに地方交付税３１億１,０００万円、前年比１億１,１００万円の減

でございます。減額分につきましては、全額が普通交付税でございます。 

 １１款１項１目ともに交通安全対策特別交付金９０万円。 

 以上、２款から１１款までにつきましては、平成２９年度地方財政対策から算定をして

ございます。 

 ９ページ、１０ページをお開きください。 

 １２款分担金及び負担金１項負担金１目総務費負担金１４万５,０００円。 

 ２目民生費負担金４,３０９万１,０００円。前年比６７８万５,０００円の減の主な理由

は、発達支援センター職員の減等によるものでございます。 

 ３目衛生費負担金１万５,０００円。 

 ４目農林水産業費負担金２０９万１,０００円。 

 ５目土木費負担金７,０００円。 

 ６目教育費負担金３,１９０万９,０００円。 

 １１ページ、１２ページでございます。 

 １３款使用料及び手数料１項使用料１目総務使用料５６４万９,０００円。 

 ２目民生使用料２０４万円。 

 ３目衛生使用料２,０００円。 

 ４目労働使用料８万４,０００円。 
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 ５目農林水産業使用料１億６２万５,０００円。 

 ６目商工使用料７６万６,０００円。 

 ７目土木使用料９,８８４万円。 

 ８目教育使用料３０７万円。 

 ２項手数料１目総務手数料２９５万１,０００円。 

 ２目衛生手数料７９６万８,０００円。 

 １３ページ、１４ページになります。 

 ３目農林水産業手数料１０１万６,０００円。 

 １４款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費国庫負担金１億９,７６０万２,０００円。

前年比１,８７０万９,０００円の増は、主に障害者自立支援給付費の増によるものでござ

います。 

 ２項国庫補助金１目総務費国庫補助金２,５１２万６,０００円。前年比２,４５９万２,

０００円の増につきましては、地方創生推進交付金事業の当初予算への計上によるもので

ございます。 

 ２目民生費国庫補助金３,２０６万８,０００円。前年比４７８万５,０００円の減は、主

に、臨時福祉給付金事業費の減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３,５３７万８,０００円。前年比９,４５６万６,０００円の減に

つきましては、橋梁長寿命化事業費と公営住宅建設事業費の減によるものでございます。 

 ５目消防費国庫補助金２５万５,０００円。 

 ６目教育費国庫補助金３７９万円。前年比１６６万円の減は、スクールバス購入台数の

減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。 

 ３項委託金１目総務費委託金１５万８,０００円。 

 ２目民生費委託金１０５万６,０００円。 

 次に、１５款道支出金１項道負担金１目民生費道負担金１億２０５万４,０００円。前年

比８９３万円の増は、主に障害者自立支援給付費の増によるものでございます。 

 ２項道補助金１目総務費道補助金５２万６,０００円。 

 ２目民生費道補助金３,５２０万４,０００円。 

 １７ページ、１８ページをお開きください。 

 ３目衛生費道補助金１１６万５,０００円。 

 ４目農林水産業費道補助金１億６,１７０万６,０００円。前年比１,０５２万２,０００

円の増は、主に昨年の強風等により被害を受けた町有林整備事業費の増によるものでござ

います。 

 ５目消防費道補助金１５万円。 

 ６目教育費道補助金８９万２,０００円。 
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 ３項道委託金１目総務費委託金９０１万４,０００円。前年比５９４万７,０００円の減

は、主に参議院議員通常選挙及び海区漁業調整委員会委員選挙費委託金の減によるもので

ございます。 

 ２目農林水産業費委託金１２万円。 

１９ページ、２０ページをお開きください。 

 ３目商工費委託金１９１万２,０００円。 

 ４目土木費委託金７５万８,０００円。 

 １６款財産収入１項財産運用収入１目財産貸付収入１,４０８万６,０００円。 

 ２目利子及び配当金１３４万６,０００円。前年比１５８万７,０００円の減は、定期預

金利率の低下による基金運用益の減によるものでございます。 

 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４,９７８万円。前年比３,８９７万円の増は、主に、昨年強風等に

より被害を受けました町有林の処分を行うことによるものでございます。 

 １７款寄附金１項寄附金１目一般寄附金１,０００円。 

 ２目指定寄附金４,２００万５,０００円。 

２１ページ、２２ページをお開きください。 

 １８款１項ともに繰入金１目基金繰入金３億３,３１５万円。前年比２億５,２７２万円

の増でございますが、その内訳といたしまして、財政調整基金の１億７,９００万円につい

ては、全額が増加分でございます。公共施設整備費につきましては、２,３００万円の増で

ございます。農林水産業振興基金につきましては、１５万円、今年度新たに繰り入れるも

のでございます。地域福祉基金につきましては、３,４００万円、今年度新たに繰り入れる

ものでございます。魅力あるまちづくり推進基金は、前年比２,４３０万円の繰入金の増で

ございます。 

 ２目他会計繰入金９,０００円。 

続きまして、１９款１項１目ともに繰越金、前年同額の１００万円でございます。  

２０款諸収入１項延滞金加算金及び過料１,０００円。 

 ２項１目ともに町預金利子５,０００円。 

 ３項貸付金１目高齢者等に優しい住宅整備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。 

 ２３ページ、２４ページをお開きください。 

 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１,２１５万９,０００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４８万１,０００円。 

 ５項雑入１目過年度収入１,０００円。 

 ２目雑入５７３万１,０００円。 
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 続きまして、２１款１項ともに町債でございます。１目土木債１,０００万円。前年比４

億５,８００万円の減は、公営住宅建設事業の前倒し計上によるものでございます。 

 ２目過疎債２億３,３００万円。 

 ２５ページ、２６ページをお開きください。 

 ３目辺地債３,２００万円。前年比１,９４０万円の減は、浜大樹地区避難路の事業費の

減によるものでございます。 

 ４目臨時財政対策債１億８,７００万円。 

 以上で、一般会計事項別明細の説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 以上で、一般会計の歳入歳出の説明が終わりました。 

休憩します。 

 

休憩 午後 １時５４分 

再開 午後 ２時０５分 

 

○議   長 

 会議を再開いたします。 

 平成２９年度予算の説明を続けます。 

次に、議案第２５号平成２９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２６号平成２９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。 

 林住民課長。 

○林住民課長 

 それでは、議案第２５号を説明させていただきますので、議案のほうをご覧いただきた

いと思います。 

 議案第２５号平成２９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８億６,５６０万円と定めるものです。 

 一時借入金では、借り入れの 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、国民健康保険事業

特別会計の事項別明細書、９ページ、１０ページをお開き願います。 

 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１,３１６万７,０００円、前

年度との比較で１,０３９万５,０００円の増となっております。ここでは、レセプト点検
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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、１３節委託料で、平成３０年度からの都道府県単位化に向けて必要となるシステ

ムの改修を予定していることから、増額となっております。 

２項徴税費１目賦課徴税費１２２万９,０００円。 

３項運営協議会費１目運営協議会費２２万５,０００円。 

 次のページに移りまして、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

億８００万円。 

２目退職被保険者等療養給付費１,０００万円。 

３目一般被保険者療養費２２０万円。 

４目退職被保険者等療養費４万円。 

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５,０６６万円の減となっております。 

２項高額療養費１目一般被保険者高額療養費３,７００万円。 

２目退職被保険者等高額療養費２００万円。 

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１,５１０万円の減となっております。 

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２８年度の給付費の動向を

考慮し、減額の計上となってございます。 

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。 

次のページに移りまして、５項葬祭諸費１目葬祭費３０万円。 

 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９,５００万円、前年度との比

較で１６０万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なら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３５万円。 

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目老人保健事務費拠出金１万円。老人保健医療費拠出

金につきましては、予算がなくなり、予算額をゼロとさせていただいております。 

 ６款１項１目ともに介護納付金３,６６０万円、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、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。 
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 次のページに移りまして、７款１項ともに共同事業拠出金１目高額医療費拠出金３,５５

０万円。 

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１億９,７００万円。共同事業拠出金全体では、前年

度との比較で１,０４０万円の減となっております。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

拠出金では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８

０万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、高額医

療費拠出金では増額、保険財政共同安定化事業拠出金では減額としております。 

 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７２８万４,００

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９８万５,０００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を行うために要する経費

を計上してございます。 

 ９款１項ともに公債費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１

００万円。 

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、今年度は検

査分析機器の更新が予定されていることから、当初予算に計上しているものでございます。 

 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。 

歳入です。 

 １款１項ともに保険税１目一般被保険者保険税１億８,２７０万円。 

２目退職被保険者保険税１３４万２,０００円。保険税全体では、前年度との比較で２７

８万円の減となっております。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２８年度賦課時点の対象世帯数は９８１世帯、

被保険者数は１,８４７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１億７,０００万円、前年度との比

較で２,０００万円の減となっております。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、給付見込みが減ったことから減額

となってございます。 

２目高額医療費共同事業負担金８８７万５,０００円。 
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３目特定健康診査等負担金１１３万円。 

２項国庫補助金１目調整交付金１,５４０万円。 

２目国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金９５４万５,０００円。平成３０年度か

らの都道府県単位化に向けて必要となるシステムの改修費用につきましては、全額が国庫

補助の対象となっております。 

 ３款１項１目ともに療養給付費交付金１,０８６万１,０００円、前年度との比較で３１

０万円の増となっております。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、退職者医療制度の保険給付費を前年度より多く見込んだことから、交付金の

額も増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１億８,８００万円、前年度との比較で８９０万円

の増となっております。前期高齢者、６５歳から７４歳の方の加入が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まして、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８

８７万５,０００円。 

２目特定健康診査等負担金１１３万円。 

２項道補助金１目調整交付金４,０５０万円。 

 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５００万円。 

２目保険財政共同安定化事業交付金１億４,６００万円。 

共同事業交付金全体では、前年度との比較で５,２００万円の減となっております。前年

度の交付実績を参考に減額しております。 

 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７,５９１万２,０００円、前年度との

比較で１,１７４万５,０００円の減となっております。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

ございますが、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は３,８８７万

２,０００円で、１,１７４万５,０００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円の計上でございます。 

 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、総括の歳出をご覧願います。 

 １款総務費から１１款予備費まで、歳出合計、本年度予算額８億６,５６０万円、前年度

予算額９億３,４００万円、前年度との比較６,８４０万円の減。財源内訳は、国・道支出

金２億５,５４５万５,０００円、その他４億２,５７７万４,０００円、一般財源１億８,

４３７万１,０００円となっております。 
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 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８億６,５６０万円、前年度予算額９億３,４００万円、前年度との比較６,８４０万円の

減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せていただきます。 

 続きまして、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願いた

いと思います。 

 議案第２６号平成２９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８,４３０万円と定めるものです。 

 内容につきましては、事項別明細書で説明をさせていただきますので、後期高齢者医療

特別会計事項別明細書、５ページ、６ページをお開き願います。 

 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５７万４,０００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１万６,０００円。 

 ２款１項１目ともに後期高齢者医療広域連合納付金８,３３０万円、前年度との比較で４

９０万円の増となっております。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２９０万円、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８,０４０万円を見込んでございます。 

 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。 

 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５,６３０万円、前年度との比

較で５００万円の増となっております。ここでは、後期高齢者医療保険制度に加入してい

る方の保険料を計上しており、対象人数は１,０９５人と見込んでおります。 

 ２款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金２,７８８万円。事務費分として３７８

万円、保険基盤安定繰入金として、保険料の軽減額分２,４１０万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。 
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 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８,４３０万円、前年度予算額

７,９４０万円、前年度との比較は４９０万円の増。財源内訳は、その他８,４００万円、

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８,４３０万円、前年度予算額７,９４０万円、前年度との比較は４９０万円

の増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 

 次に、議案第２７号平成２９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２７号です。 

議案第２７号平成２９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７億１８０万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、予算内容につきましては、事項別明細書でご説明いたしますので、介護保険

会計の７ページ、８ページをお開きください。 

 歳出です。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費、本年度予算額１,６６１万２,０００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。

対前年度比２２６万８,０００円の増は、制度改正に伴うシステム改修費の計上によるもの

です。 

２項賦課徴収費１目賦課徴収費３３万１,０００円。 

９ページ、１０ページをお開きください。 

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２１０万９,０００円。 

２目介護認定審査会費４６６万６,０００円。 

３目認定調査費１８２万３,０００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２億９１０万円。

２目居宅介護サービス計画費２,８５０万円。 

３目施設サービス給付費３億２００万円。 

４目福祉用具購入費１００万円。 
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５目住宅改修費２５０万円。 

６目特定入所者介護サービス費４,０００万円。 

７目審査支払手数料５５万円。 

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費２３５万円。 

 １１ページから１４ページになります。 

 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７,４３２万１,０００円、

前年度対比４,０１４万９,０００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日常生活支援総合事業及び除雪、

配食、移送などについて計上しております。予算額の増は、介護サービス事業特別会計の

介護予防支援事業で計上していた１名の人件費を制度改正に伴い介護保険会計に計上した

こと、また、本年４月から開始される日常生活支援総合事業における社会福祉協議会での

コーディネーターの配置に係る人件費、昨年から実施しております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

費を計上したためとなっております。 

 １３ページ、１４ページをお開きください。 

 ２項介護予防支援事業１目介護予防支援事業１７８万９,０００円、対前年度比１７８万

９,０００円の増となっております。これにつきましても、介護サービス事業特別会計の介

護予防支援事業で計上していた要支援者に係るケアプラン作成の委託料を制度改正に伴い

介護保険会計に計上したことによる予算増となっております。 

 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３,０００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１４万６,０

００円です。 

 次に、歳入につい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,

７５７万８,０００円。対象者数は１,９５８人。昨年は１,９５０人で、８人の増となって

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１億２２８万５,０００円。 

２項国庫補助金１目調整交付金４,２２２万７,０００円。 

２目地域支援事業交付金１,１５３万６,０００円。 

３目介護保険事業費補助金２２万円。 

４目地域支援事業調整交付金１９４万９,０００円。 

 ３款道支出金１項道負担金１目介護給付費負担金９,２７１万７,０００円。 

２項道補助金１目地域支援事業交付金６４６万円。 

 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１億６,８００万円。 
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２目地域支援事業支援交付金７７５万５,０００円。 

 ５款財産収入１項財産運用収入１目利子及び配当金３,０００円。 

 ５ページ、６ページをお開きください。 

６款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金１億３,９２８万３,０００円。 

 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１７８万２,０００円。 

 ８款繰越金１項繰越金１目繰越金１,０００円でございます。 

 次に、総括です。２ページをお開きください。 

 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７億１８０万円、前年度予

算額６億９,１２０万円、１,０６０万円の増。財源内訳、国・道支出金２億５,７３９万４,

０００円、その他３億１,６８２万２,０００円、一般財源１億２,７５８万４,０００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７億１８０万円、前年度

予算額６億９,１２０万円、１,０６０万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２８号平成２９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２８号について説明させていただきますので、議案にお戻りください。 

平成２９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４億９４０万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６,８２３万７,

０００円、前年比１６１万２,０００円の減です。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。予算額が減となった主な要因は、８ページ中段の１１節

需用費のうち、修繕料が前年比２０２万２,０００円減となっているためです。１０ページ

をお開きください。中段の備品購入費の通所者送迎用ワゴンについては、デイサービスの
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送迎バスが平成７年度から使用し、走行距離が３８万キロを超え老朽化していることから、

バスを車椅子リフトつきワゴン車に替えて更新するものでございます。 

２目にございました介護予防支援費は、介護保険特別会計において予算計上となってお

ります。 

 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３億４,

１１６万３,０００円でございます。前年比２,６４５万２,０００円の増となってございま

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

といたしましては、１６ページをお開きください。 

１５節工事請負費３,５６１万７,０００円、前年比１,８６８万２,０００円の増となっ

ております。防犯カメラを３台設置するために係る経費や平成７年から使用している車椅

子浴槽やストレッチャー浴槽の更新並びに浴室、脱衣室の改修に係る工事費用を計上して

ございます。 

１８節の備品購入費の介護用備品につきましては、前年より２６６万円の増となってお

ります。これにつきましては、電動ベッド６台の更新分と昇降機能付きテーブルの購入を

予定しております。 

 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,

４９０万２,０００円。 

２目介護老人福祉施設事業収入１億６,３３５万８,０００円。 

２項介護予防日常生活支援総合事業収入１目通所型サービス事業収入９６４万４,００

０円。平成２９年４月から要支援の方の予防給付が介護予防日常生活支援総合事業に移行

するため、名称を変更しております。 

 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３５１万円。 

２目介護老人福祉施設事業負担金３,６４５万２,０００円。 

 ３款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金１億６,８１０万８,０００円。 

 ４款１項１目ともに繰越金１,０００円。 

 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。 

２項１目ともに雑入３３７万１,０００円。 

 次に、２ページの総括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４億９４０万円、前年度予算額３億９,３７０万円、前年度対比１,５７０万円

の増となります。 

 １ページの歳入をご覧ください。 
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 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４億９４０万円、前年

度予算額３億９,３７０万円、前年度対比１,５７０万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２９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

第３０号平成２９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。 

 鈴木建設水道課長。 

○鈴木建設水道課長 

 それでは、議案にお戻りいただきまして、議案第２９号をお開き願います。 

 議案第２９号平成２９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、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億８００万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 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、下水道事業債を１,８５０万円、過疎対策事業債を

１,３４０万円とするものでございます。 

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。 

 ３、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１,５５８万５,０００円、前

年度より２４７万９,０００円の増。 

２目普及推進費１４６万１,０００円、３万１,０００円の増。 

下に行きまして、２項施設管理費１目管渠管理費６９７万１,０００円、４８万６,００

０円の増。 

２目処理場管理費６,０６７万８,０００円、２６２万９,０００円の増。増の主な要因と

しましては、１３節の委託料で処理場の施設管理業務でございますが、労務単価の改定に

より１７０万円ほど増加したことによるものでございます。 

次のページ、９ページ、１０ページをお開き願います。 

１０ページの１８節備品購入費では、水質管理用備品としてｐＨメーター、酸性度を測

定する装置と純水製造装置を購入するものでございます。いずれも平成８年に購入したも

ので、２０年以上使用しているものの更新でございます。 

３目個別排水管理費１,４７８万円、１２３万５,０００円の増。 
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 ２款事業費１項下水道整備費１目下水道建設費５,５２２万５,０００円、１,９８０万

５,０００円の増。ここでの増の主な要因としましては、１３節の委託料で終末処理場の長

寿命化工事に係る設計費でございますが、昨年度は基本設計でしたが、今年度は実施設計

となり６００万円ほどの増加。 

１５節の工事請負費、公共下水道工事では、未普及地区の解消として幸町団地１２号線

に延長１５４メートルの管渠を布設するための費用を１,３００万円計上したことによる

ものでございます。工事箇所につきましては、議案の 後に位置図を添付させていただき

ましたので、後ほどご確認をお願いします。 

次のページ、１１ページ、１２ページをお開き願います。 

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２,４２６万８,０００円、１

００万円の増。 

 ３款１項ともに公債費で、１目元金１億２０７万５,０００円、３６万８,０００円の減。

２目利子２,６８４万８,０００円、２５９万７,０００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、増減はございません。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目ともに予備費で１０万円、増減はございません。 

 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９３万７,０００

円。 

２目個別排水処理事業受益者分担金９０万円、分担金及び負担金では前年度より３３万

８,０００円の減。公共下水道受益者負担金で、平成２８年度の下水道接続数の減によるも

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５,９４１万円。 

２目個別排水処理施設使用料６２３万５,０００円、使用料では１２４万３,０００円の

減。下水使用料で、近年の使用水量の実績から若干の減と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１,４８０万円、８４０万円の増。

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に係る補助金で、委託料の増に

より補助金も増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１億９,３６８万７,０００円、５４８

万１,０００円の増。 

 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目下水道事業債１,８５０万円。 
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２目過疎対策事業債１,３４０万円、町債では１,２４０万円の増。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に係るものの起債の借り入れの増額を見込む

ものでございます。 

 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、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３億８００

万円、前年度予算額２億８,３３０万円、前年度との比較では２,４７０万円の増となって

ございます。財源内訳では、国庫支出金１,４８０万円、地方債３,１９０万円、その他２

億６,１１９万９,０００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

３億８００万円、前年度予算額２億８,３３０万円、前年度との比較では２,４７０万円の

増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 

休憩します。 

 

休憩 午後 ２時４７分 

再開 午後 ３時００分 

 

○議   長 

 会議を再開いたします。 

水道事業会計予算の説明を続けます。 

鈴木建設水道課長。 

○鈴木建設水道課長 

それでは、議案第３０号をお開き願います。 

 議案第３０号平成２９年度大樹町水道事業会計予算について、第１条、平成２９年度大

樹町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

第２条、業務の予定量は、給水戸数２,７８０戸、年間総給水量１１８万１,０９４立方

メートル、１日平均給水量は３,２３５立方メートル、主な建設事業は電気計装設備更新工

事を含む６本の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額に対し不足額１億

１０４万円は、過年度分損益勘定留保資金で補塡するものとし、支出につきましては５億

２,８３０万円、収入では４億２,７２６万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。 
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 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

億７,９９３万８,０００円は、過年度分損益勘定留保資金で補塡するものとし、支出につ

きましては３億３,０９０万円、収入では５,０９６万２,０００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,

５８０万２,０００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７,２０４万８,０００円とし、第８条では、たな卸資産の購入

限度額を１,０００万５,０００円と定めるものでございます。 

議案の３ページから１５ページまでは説明を割愛させていただきまして、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９,１８９万４,００

０円、前年度より３０５万９,０００円の増。ここでは、右側４ページの上から４段目、委

託料のうち、下から３行目の水道施設維持管理業務が労務単価の改定により２００万円ほ

ど増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１,５３６万５,０００円、２６万９,０００円の減。 

 ３目総係費３,３９１万４,０００円、１１万円の増。次のページ、７ページ、８ページ

をお開き願います。８ページ、上から５段目、委託料のうち、市街地区水道メーター器検

針業務で、従来４名をシルバー人材センターの委託により行っていましたけれども、今年

度３名しか従事できないこととなり、１名分を町内の水道業者への委託に変更するため、

８０万円の増となってございます。 

７ページの下へ行きまして、４目減価償却費３億４,３２２万７,０００円、３７０万円

の増。 

５目資産減耗費１,５００万円、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２,６６０万円、２２０万円の減。 

２目消費税費２００万円、１６０万円の増。 

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。 

 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２億５,５５０万円、前年度より５９０万円

の増。これにつきましては、営農用利用者の法人化と規模拡大により、水道使用水量が増
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加傾向にあり、増額を見込んでございます。  

２目手数料５０万５,０００円、１万５,０００円の増。 

３目負担金１,１６０万６,０００円、６万２,０００円の増。 

４目その他の営業収益２万円、１万９,０００円の減。 

 ２項営業外収益１目受取利息及び配当金１８万円、７３万５,０００円の減。これにつき

ましては、預金利息ですけれども、市場金利の低下に影響し減額となるものでございます。 

 ２目一般会計補助金７,２０４万８,０００円、１,５３５万３,０００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算定基礎額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８,７４０万円、３９０万円の減。これにつきましては、当年度の減

価償却に係る補助金等の分について繰延収益から繰入れるものでございます。 

 ４目雑収益１,０００円、増減はございません。 

 損益勘定留保資金１億１０４万円。 

 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２億１,５２８万５,０００円、７７

６万５,０００円の増。ここでは、現在募集中でございますけれども、技術職員１名の採用

見込み、人件費２名分を計上してございます。 

１４ページ下から４段目の委託料では、昨年８月の台風による水処理対策として坂下浄

水場の水処理施設検討業務８００万円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けれども、測量設計と配水池施設工事費に係る地元負担金と

いたしまして３,５００万円を計上してございます。 

 次の工事請負費では、計画的な設備の更新工事費を計上してございます。それと、一番

下の共栄減圧弁室ほか減圧設備等更新工事は、昨年の断水後、減圧制御異常が頻発するこ

とと、設置後、約３０年経過しており、劣化も激しいため、減圧装置などを更新するもの

でございます。これら工事箇所につきましては、議案の 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。 

 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２７０万円、２,５００万円の減。ここでは、配水管移

設工事を１カ所計上してございますが、工事箇所につきましては、議案の 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。 

 ３項１目ともに量水器整備事業費１,７２１万５,０００円、６１３万５,０００円の増。

ここでは、検定満期メーター器の更新に係る経費でございますが、平成２８年度の更新戸

数３０６基から平成２９年度は４３１基の更新と増加することから、材料費と工事請負費
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が増となるものでございます。 

 ４項１目ともに企業債償還費８,９７０万円、４９０万円の減。 

 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２１０万円、２,１００万円の減。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１,１０５万６,０００円、５５０万円の増。ここでは、老朽

消火栓更新工事に係るものと、緑苑通線配水管布設工事に係る一般会計からの負担金でご

ざいます。 

 ３項１目ともに繰入金３,７８０万６,０００円、９４万１,０００円の増。 

損益勘定留保資金２億７,９９３万８,０００円でございます。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。 

○議   長 

 次に、議案第３１号平成２９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、議案にお戻りいただきまして、議案第３１号をお開き願います。 

 議案第３１号平成２９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。 

 第１条、平成２９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、業務の予定量は、病床数５０床、年間患者数、入院で１万６,４２５人、外来で

３万７,６６５人、１日平均患者数は、入院４５人、外来１５５人としております。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額ですが、収入、支出ともに９億８,８００万円と定

めるものでございます。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額ですが、収入３,７０１万円、支出３,９７０万円

と定めるものでございます。 

 なお、資本的収入が資本的支出に対して不足する額２６９万円は、過年度分損益勘定留

保資金から補塡することとしております。 

 ２ページをお開き願います。 

 第５条、企業債ですが、起債の目的、医療機器購入、限度額８６０万円、起債の方法、

利率、償還の方法は、一般会計と同様ですので、説明は省略させていただきます。 

 第６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７条では、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の給与費を６億５,

７８３万円、交際費を２０万円と定めるものでございます。 
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 第８条では、一般会計から補助を受ける金額を３億１,０００万円とし、第９条では、た

な卸資産の購入限度額を１億３,９２３万円と定めるものでございます。 

 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、国民健康保険

病院事業の事項別明細書、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款病院事業費用１項医業費用１目給与費、本年度予算額６億５,７８３万円、前年度よ

り２,９９５万円の増。これは、医師１名が増員となったこと、また、前年は出張医報酬の

一部を委託料で組んでいた分がありましたが、それを報酬に組み替えたことなどによるも

のでございます。 

 ５ページ、６ページをお開きください。 

 ２目材料費１億４,１１３万円、２０９万円の減。前年実績により減となっております。

次のページ、７ページ、８ページをお開き願います。 

 ３目経費１億１,１７２万円、７２８万円の減。主なものとして、燃料費で１８９万１,

０００円の減。次のページ１０ページの委託料のうち、出張医報酬にかかわる分を報酬に

組み替えたことなどにより５２０万４,０００円の減となっております。 

 ９ページ下段になりますが、４目減価償却費６,７３０万円、１７０万円の増。 

次のページ、１１ページ、１２ページをお開き願います。 

５目資産減耗費２万円、５７万円の減。 

 ６目研究研修費３４６万円、２２万円の増。 

 ２項医業外費用１目支払利息及び企業債取扱諸費１９０万円、６万円の減。 

２目患者外給食材料費１３６万円、１５万円の増。 

３目雑損失１７８万円、１６８万円の増。看護師就業支援金の貸与者のうち、勤務年数

が規定の３年に達し、支援金の返還を免除する者が２名いるため、増額となっております。  

４目消費税１３０万円、１０万円の増。 

 ３項１目ともに予備費で２０万円。 

 次に、１ページ、２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款病院事業収益１項医業収益１目入院収益３億１,３８０万円、１４０万円の減。 

２目外来収益２億８,６７０万円、２,１２０万円の増。 

３目その他医業収益２,９７０万円、１７０万円の増。 

 ２項医業外収益１目受取利息配当金１０万円。 

２目他会計負担金１６０万円、６万円の減。 

３目他会計補助金３億１,０００万円、増減はございません。 

４目患者外給食収益７１万円、６万円の増。 

５目長期前受金戻入４,３８０万円、２３０万円の増。 

６目その他医業外収益１５９万円。 
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 続きまして、１５ページ、１６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目有形固定資産購入費２,１３０万円、４２０万円の

減。これは、血液中の血球や糖を分析する装置、救急処置室用の心電計などの医療機器更

新と医事会計システムの更新を予定しております。 

 ２項企業債償還金１目企業債元金償還金１,５７０万円、６４万円の増。 

 ３項１目ともに貸付金２７０万円、１３５万円の減。看護師就業支援金貸与金ですが、

前年より１名減の２名分を見込んでおります。 

 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収入の部。 

 １款資本的収入１項１目ともに一般会計負担金２,４３５万円、１４６万円の減。 

 ２項国庫支出金１目国庫補助金２７０万円。 

 ３項道支出金１目道補助金１３５万円。 

 ４項１目ともに企業債８６０万円、２１０万円の減。 

 ５項１目ともに貸付金返還金１万円。 

 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、２６９万円を見込んでお

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２４号から議案第３１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・付託の議決 

○議   長 

 お諮りします。 

 議案第２４号平成２９年度大樹町一般会計予算についてから議案第３１号平成２９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

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。 
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 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２９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８日から１２日までと１４日から１

６日までの間、本会議を休会したいと思います。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８日から１２日までと１４

日から１６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。 

 

    ◎散会の議決 

○議   長 

 お諮りいたします。 

 本日はこれにて散会とし、８日から１２日までを休会とし、１３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、８日から１２日まで休会とし、１３日に開催いたします。 

 

    ◎散会の宣告 

○議   長 

 本日は、これにて散会とします。 

散会 午後 ３時２２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、 

 ８番 安 田 清 之 君 

 ９番 志 民 和 義 君 

１１番 柚 原 千 秋 君 

を指名いたします。 

 

   ◎日程第２ 一般質問 

○議   長 

 日程第２ 一般質問を行います。 

 質問の通告がありますので、これより発言を許します。 

 初めに、５番西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 おはようございます。 

 通告してありました２点について、お願いしたいと思います。 

 一つは、ちょうど折り返しの地点の議会ということで、我々も含めてそうですけれども、

町長公約の進捗状況について町長にお伺いしたいと思います。 

 町長は、多くの町民のご指示を受けて当選されました。 

その折には、町民が実現を心待ちにしている公約もたくさんありました。この４年間の短

期間では達成が困難なものもあるとは思いますが、町民の皆さんも理解しているとは思いま

すが、大きな期待があることも事実でございます。 

当選されてから約２年が経過し、この定例会が任期の中間点でもあります。公約された事

項と、その進捗状況及び今後の展開についてお伺いいたします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 
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 西田議員ご質問の町長公約の進捗状況についてお答えいたします。 

 私は、副町長時代、現在の第５期大樹町総合計画の策定委員会委員長として、大樹町の将

来あるべき姿について職員とともに知恵を絞り、住民の皆様の声をお聞かせいただき、総合

計画をまとめてまいりました。 

私の公約については、この総合計画に網羅されているところでありますが、町長選挙に立

候補したときの重点項目として、産業の振興と子育て支援を挙げさせていただきました。 

 産業振興につきましては、農地や漁港などの基盤整備事業を初め、酪農や畜産資源の拡大

策の導入、地場産業の振興や企業等に対する支援、町が長年取組んできた航空宇宙関係につ

いては、立地企業の活動支援や射場誘致などに向けた要請活動等を行ってまいりました。 

 子育て支援につきましては、認定こども園に移行した法人保育園などに対する支援の充実

のほか、最優先すべき課題の一つである学童保育所施設の基本設計にも着手したところであ

ります。 

 公営住宅や道路など、生活環境基盤の整備については、計画的に進めているほか、大樹町

まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げた移住・定住促進に向けた取組み、若手芸術家を地

域で雇用し、産業振興と文化活動を広げる新たな取組みも始めております。 

 当初、最優先事項と考えておりました町民プール、耐震度不足により移転した図書館施設

の整備でありますが、役場庁舎の耐震化など今後必要となる各種公共施設の整備時期、手法

等についてひっ迫の度合いや施設の利用状況、町財政の将来展望などを勘案し、優先順位や

整備手法などを含め、改めて現在見直しを進めているところであります。 

 また、高齢者や障がい者福祉の増進については、新年度に新たな計画の策定が行われる中

で、引き続き、私の思いもお伝えさせていただきたいと考えております。 

 公約の進捗状況を数値で表すことはできませんが、住民の皆様の声をお聞きし、真摯に受

けとめ職員と情報を共有し、町の将来のために今やるべきこと、行政の責任としてやるべき

こと、住民や企業の皆様との協働で取組むべきことなど､時期や手法、将来への影響などに

ついて判断をし、大樹町の舵取りをしてまいりたいと考えておりますので、ご理解とご協力

をお願いいたします。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 町長の思いが伝わってきましたけれども、２点ほど町長のお考えをお聞きしたいことがご

ざいます。 

 一つは、町長公約については総合計画に網羅されているというお話で、多分副町長もされ

ておりましたので、そういうふうな中から現実的に解決しなければならないものをリスト

アップされて、公約とまとめられるのではないかと思いますけれども、町長公約と総合計画

はイコールではないというふうに考えております。 

その中で、町長は覚えておいでなのか、パンフレット、選挙のときの重点項目ということ
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で今お話しになりました産業の振興と子育て支援ということで、いいテーマだなというふう

に思っておりますけれども、私が言いたいことは、この中で順番が入れかわったりすること

は全然構わないことですし、町長の最優先、当初に最優先だと思われていることでも、もっ

と急ぐものがあるよということは、町民の方も理解できると思うのですが、この１から５ま

での具体的な公約、温水プールなんかのこともお話になっていましたけれども、それよりも

もっと学童のほうを、確かにこの中に学童もあると思うのですが、今の優先順序の中で、こ

の公約というのを当初つくられたときと今とではどのようなお考えなのか、まずはその点か

らお伺いしたいと思います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 私も今、手元に同じ、私がつくったチラシを持っております。 

 先ほど答弁の中の冒頭でもお話をさせていただきましたが、私も総合計画の策定に携わっ

たということで、町が今どういうことでこれから整備をしていかなければならないかという

ところについては、総合計画の中身等も含めて承知をしているところであります。 

また､選挙公約といたしましては、その中から自分が必要だと、優先的にやるべき項目だ

というところで、産業の振興と子育て支援というのを重点項目に掲げさせていただいて、５

項目について必要なそれぞれの項目を列記させていただきました。 

今、再質問で議員のほうからもお話がありましたが、私、施設の整備の関係では町民プー

ルの改築も掲げてありました。議員もご承知だと思いますが、子ども議会等を通じて、子ど

もたちからもプールの改築をしてほしいという要望も出ておりましたし、前伏見町長もその

部分については、鋭意取組んでいかなければならない大切なことだというふうにおっしゃっ

ておりましたし、私も同感という形でおりましたので､プールの改築については必要だとい

うことで改築を公約として挙げさせていただいたところであります。 

私が町長になりましてから、教育委員会のほうともプールの改築に向けて幾度となく協議

を進めてまいりました。その中で、現在のプールがＢ＆Ｇ財団からの整備によって設置され

たということもありまして、改築についてＢ＆Ｇ財団のほうとも今現在も協議を進めている

段階であります。財団のほうの助成を受けて整備が可能だということの方向も少しずつ見え

てきたということもありますので、財団の整備で設置をしたプールでもありますので、今後

改修に向けて、再度財団のほうのお力をお借りしながら進めていくということも、財源を確

保するという部分では大切かなというふうに思っておりますので、鋭意そういう形で進めて

いきたいというふうに思っております。 

可能であれば、公約に挙げましたので、私のこの４年間の残り２年間の中で方向が見出せ

ればなというふうに思っているところであります。 

同じく、子どもの施設として重要であるということで、学童施設についても公約の中で挙

げさせていただいておりました。その部分については、役場内部でのプロジェクトチームで
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も優先的に行うべき施設であるということの方向も示されましたので、学童施設については

今現在基本設計を行い、新年度の予算で実施設計の計上をさせていただいたところでもあり

ます。子どもたちが夢を持てる、そしてみんなに親しまれる施設として設計をして、学童保

育、そして児童館施設をつくっていければなというふうに思っております。 

これについても年度内、私の４年間の中で竣工までいければなというふうに思っておりま

すので、鋭意進めていきたいというふうに思っているところでもあります。 

４年間の公約ということで、大きな項目では５項目、それぞれの項目では数多くの公約を

させていただきました。一歩一歩進んでいるものもありますし、今現在新たな形でお示しで

きるような段階に至っていないというものもありますが、限られた残り２年間の中で、可能

な限り町民の皆様のご意見等もお聞かせいただきながら、進められるものについては公約と

いう形でお約束をさせていただきましたので､可能な限り実現に向けて取組んでいきたいと

思っております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 具体的なハードのものでの動きなんていうのは、大変町民の方も興味もありますし、自分

たち自身も注目していると思いますし、例えば、町長頑張っているなというふうなところで

は、コンパクトなまちづくりということを一番目の中の公約でうたわれておりますので､そ

ういうふうな姿勢を持って執行されているなというふうにして思っております。 

だから､町民の方の期待の中で、ハードの部分と、それからソフト的なもので頑張ってい

る部分については、ハードは建物ができれば、できたのだなとか、公約が実現したのだなと

いうふうにわかりますけれども、ソフト的なそういうふうな具体的なことでいえば、コンパ

クトなまちづくりが私も非常に大切なことだということで思っていますので、そのことにつ

いてのお話をさせていただくと、なかなか町民の方はわかりづらいというか、進捗状況がわ

からないものもいろいろあると思うのです。そういうふうなことを、町長自身の言葉なり何

なりで町民へのスケジュール感を持って、説明なんかも非常に大切なことだなというふうに

思っているのですが、今後のそういうふうな、ここにすみません、１から５まで小さな項目

が何項目あって既にもう終了しているものもあるとは思うのですが、そういうふうな町民へ

の周知といいますか途中経過というか、そういうふうなものをどのような形で今後お知らせ

いただけるのか、そこら辺の考え方をお聞きしたいです。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま再度の質問で何点かご質疑があったかなと思います。 

 ハードの関係については、進捗状況が見やすいということではありますが、ハードという

のは、私はできたら終わりだというふうには全く思っておりません。できたから、そこから
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始まるのだというふうに思います。器を造っても魂がないといいものにはなりませんので、

そのハードをいかに使っていくかということで、造ってから始まるというふうに思っており

ますし、今現在手掛けております学童施設についても先ほども申し上げましたが、子どもた

ちにとって夢のあるような施設運営を図っていくというのが私どもの使命だというふうに

思っておりますので、鋭意取組んでいければというふうに思っております。 

 各種ソフト事業等も含めて説明が足りないのではないかというご指摘もいただきました。

いろいろな場面で、私、事あるごとにお話をさせていただいているつもりでもありますし、

ご挨拶等の場面でも町政の関係についてのお話をさせていただいているつもりでもありま

す。それでも説明が足りないということであれば、その部分については改めて反省をし、い

ろいろな場面でさらにそういう場面をつくっていかなければならないかなというふうに

思っております。 

この２月に、町長と語る会を２回開催していただきました。また､今回久々といってもい

いかなと思いますが、開催をしていただいた行政区もあります。私ども担当する職員大勢で

参加させていただきましたが､本当に多くの町内会の方々にご参加をいただいて、非常に有

意義なお話をできたかなというふうに思っております。私も直接私の思い、そして町の思い

を膝をつき合わせてお話をさせていただいたということで、ぜひまた再度行っていただきた

いという旨のお願いもさせていただきました。町長と語る会、または懇談会等も鋭意精力的

にやっていきたいなというふうに思っておりますし、情報発信の場については、広報紙等も

通じてやっていければなというふうに思っております。 

ただ、この公約を今現在こういう進捗状況でありますというような形でやるかどうかにつ

いては、今お約束はできせんが、町の事務全般について、町として情報発信を小まめにやっ

ていくということは必要なことだというふうに思っておりますので、そういう部分について

は意を注いで行っ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 

 広報等でお知らせいただけるということなのですが、なかなか私たちも含めて、私たちは

こうやって行政の側に居させていただいていますので、比較的議会や委員会やそのほかのこ

とでまちづくりなり何なりということで、自分たち自身も興味も持っていますし、それが仕

事ですから一生懸命やらさせてもらってはいるのですけれども、なかなか町民の方は町長と

語る会のように、そこで町長が直接発信できる場というのも行政区が全部手を挙げられるわ

けではありませんので、ぜひ今お話しされていた町の広報紙なんかが一番町民の方が手にす

るものではないかなと思いますので、そういうふうな中で途中経過をお知らせ願えればと思

うのですが。再度確認ですけれども。 

○議   長 

 酒森町長。 
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○酒森町長 

 先ほど私答弁させていただいたつもりでおりますが、私の公約は、全て町の事務事業の進

捗にかかわっているというふうに思いますので、そういう部分についてはしっかりと情報と

して広報紙を通じてお伝えをしたいというふうに思っております。 

広報紙の中で私の公約の進捗状況についてお示しをするということは、私は適切かどうか

というのは今ちょっと判断をしかねますので、公約という形では広報紙を使ってということ

は、私は今のところ考えておりませんが、公約に基づくもの全てが町の事務事業であります

ので、そういう進捗の状況については細かくお伝えするということが町の広報の役目だとは

思っております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 わかりました。 

 あと、ご答弁の中で気になったことが一つありまして、公約の進捗状況を数値であらわす

ことはできないというようなご答弁されていると思うのですが、何％というふうな意味では

なくて、総合計画なんかでも新聞なんか見ますと、その町村とか市によってはＡとかＢとか

Ｃとかというふうにしてトータルでどれぐらいの進捗状況だよとか、達成度だよというよう

な、そういうふうに出ておりますので、そういうふうな形の中で、数値ではなくてもそれが

ＡなのかＢなのか表現は別にしましても、そういうふうなことで町民の方にご理解いただく

上で必要ではないかなというふうに思っているのですが、いかがでしょうか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 公約の進捗状況について、数値以外の形でも示してはどうかということであります。 

私も２年経過したというところではありますが、まだまだ２年しか経過していないという

状況でありますし、公約で掲げさせていただいた項目について、まだまだ具体的にお話でき

るような状況に至っていないというものもあろうかというふうに思っております。 

選挙公約で４年間の中で私が担わなければならない、進めなければならない項目を明記さ

せていただいたつもりでおりますので、４年間の総括として、そういう段階でお示しできる

ような形になれば、お示しをさせていただきたいというふうに思いますが、今現在この部分

の一つ一つの項目について、数値化、または別な方法でも進捗状況についてお示しすること

は、今は控えたいというふうに思っております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 一時期マニフェストといって、僕ちょっと難しいことはわからなくて、公約と同じような
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ものかなというふうに思っていましたけれども、でもマニフェストなんかの場合だと、今お

話ししているような途中経過なんかのことも含めて、４年なら４年間のそういうふうなこと

が明らかになっていかなければならないというか、そういうふうなことだと思いますので、

ぜひぜひ選挙のときの４年間の公約を、これぐらいしか手をつけられなかったら、こういう

ふうな理由でつけられなかったのだよというような、完成度が１０％ですよというようなこ

とも含めてそれぞれ町民の方にお知らせいただければ、より透明度の高い行政になっていく

のではないかというふうに思っておりますので、任期の終わりにはそのような総括をしてい

ただけるということですので、ぜひその総括をしていただきたいというふうにして思ってお

ります。 

○議   長 

 次の質問に移ってください。 

○西田輝樹議員 

 それでは、２番目の職員の待遇についてということで質問させていただきたいと思いま

す。 

 町行政が多くの職員の努力により町民生活が支えられております。今日、さまざまな行政

課題に努力されていることに、町民の一人として本当に感謝申し上げます。 

このような事務に対応していただいている職員の方々も、正社員というのか正規職員や準

職員など種々おられますが、その職務内容や処遇についてお伺いしたいと思います。 

 一つは、職員数及び職員の分類、それから二つ目として正職と準職一、二の職員の差異と

いうのか差についてお伺いしたいです。 

 それから、３番目に在職中の学歴や免許、それから公的資格の取得などがあった場合の対

応といいますか、町として職員に対する処遇というか対応をお聞かせ願いたいと思います。 

 ４番目に、これから本格的になっていくと思うのですが、町の今後の人事評価の考え方に

ついてということで、一応具体的には４点について一般質問させてください。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 西田議員ご質問の職員の待遇についてお答えをいたします。 

 １点目の職員数及び職員の分類についてでありますが、最初に職員の分類としては、大樹

町職員定数条例に基づく職員、大樹町職員の再任用に関する条例に基づく再任用職員、大樹

町定数外職員の勤務条件等に関する要綱に基づく定数外職員に分類されます。このうち再任

用職員については、職員定数にカウントされるフルタイム勤務とカウントされない短時間勤

務者がおります。定数外職員については、準職員、嘱託職員のほか、短期または臨時的な場

合に雇用する臨時職員がおります。 

一部事務組合出向中の者を除く平成２８年４月１日現在の職員数は、正職員１６１名、再

任用職員６名、準職員第一種４２名、第二種１７名、嘱託職員７名となっており、このほか
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に語学指導助手や地域おこし協力隊員などがおります。 

 ２点目の正職員と準職員の差異でありますが、正職員には給料と職員手当が支払われます

が､準職員にはこれらに相当するものが賃金から支払われるほか、昇給や休暇の面で違いが

あります。第一種準職員に適用される給料表は正職員と同じものですが、適用は２級までと

なっており､第二種準職員については給料表自体が異なります。準職員については等級別基

準職務表がないため、主任や係長、課長等への昇任、昇格はありません。第一種準職員に支

給される各種手当てや休暇については正職員と同様ですが、第二種準職員については支給さ

れる手当の種類や額、休暇制度が限定されております。 

 ３点目の在職中の学歴免許や公的資格の取得などがあった場合の処遇ですが、正職員が採

用時と異なる学歴免許を取得した場合は、異なる学歴免許区分により給料を改正しますが､

特定資格を有することを条件に採用された職員や特定資格を有さない職員については、新た

な資格を取得した場合においても給料の改正は行っておりません。 

 ４点目の町の人事評価の考え方ですが、本町の人事評価制度は、今年度導入されたばかり

で、これから年度末にかけて初めての評価が行われた後、各職員に対する評価結果の開示が

行われます。 

試行期間を経ないで導入したため、評価されることへの職員の不安や評価する側の評価基

準の平準化を図るためには、ある程度の時間を要するため、制度の必要性や公平性が職員に

浸透し、制度に対する信頼が一定程度得られた時点で、人事異動や昇任、昇格、昇給等に反

映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 

 わかりました。 

 その中で何点かお聞きしたいことがございますので、よろしくお願いいたします。 

 ちょっと直接町のことに入る前に、たまたま去年の１２月のなかの道新の記事で切り抜き

しているものやそのほかの切り抜きしたものを今日ちょっと持ってきました。その中で、政

府が待遇改善へ指針案ということで示して、そのうち閣議なり、それから臨時国会に提案さ

れるのではないかというようなことなのですが、これについては取りまとめていうと、同一

労働、同一賃金ですとか、今の１億総活躍社会に向けてのだと思うのですが、ここには今の

取りまとめの中で多分臨時議会に提案されていくものであろうというのは、通勤手当とか出

張旅費、食事手当、慶弔の休日なんかは非正規と正規の職員の方を対象外とするようなこと

は多分認めないようになるのであろうということが一つと、もう一つは基本給やボーナスに

ついてはそれぞれの成果ですとか能力というか、そういうふうなことがあるので、これにつ

いては同じ条件だったら同水準の支給を原則とするが、職業経験や成果に応じてその差は容

認するのではないかというふうにうたわれております。このような大きな社会の変化だよと

いうことを町長に理解をいただいた上で、ちょっと具体的に大樹町のことをお聞きします。 
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 答弁の中で、準一と準二の中で支給される手当の種類や額、休暇制度が限定されていると

いことなのですが、これは具体的にどのような、住宅手当や扶養手当のことではないかなと

思うのですが、そのほかありましたら教えてください。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 ただいま正規職員もしくは第一種準職員と第二種準職員の手当、休暇等についての違いに

ついてご確認を求められました。 

 第二種準職員に対しましては、支払われる手当につきましては期末勤勉手当、通勤手当、

時間外勤務手当、それから寒冷地手当、これは職員と若干取り扱いが違いまして、職員でい

うその他の職員区分の額になりけれども、こちらのほうを支弁してございます。それから、

休暇につきましては、正職員の中には有給の中で特別休暇というのが１７、８種類ございま

すけれども、第二種準職員に認められるものにつきましては、産前、それから産後の休暇、

生理休暇、それから保育時間、結婚休暇、子の看護休暇、短期介護休暇、忌引休暇、それか

ら夏季休暇という形になってございまして､一般的に正職員等に与えられています公民権行

使のための休暇であるとか官公署への出頭、それから妊娠時の通院休暇、妊娠時の通勤の緩

和のための休暇、骨髄等の提供のドナー休暇、ボランティア休暇、配偶者の出産休暇、男性

の育児参加休暇、父母の追悼のため、法要のための休暇、現住居の滅失等、災害等に対する

特例的な休暇、こちらについて認められていないところでございます。 

その他、年次休暇並びに病気休暇、年次休暇につきましては正職員と同じ、それから療育

休暇につきましては、正職員並びに第一種準職員につきましては限度日数を９０日としてい

ますが、第二種準職員につきましては３０日という形になってございます。 

 以上でございます。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

ちょっと聞き漏れだったらごめんなさい。 

 一番お聞きしたかったのは、扶養手当とか住宅手当というのはどうなっているのでしょう

か。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 第二種準職員に対します扶養手当並びに住宅手当につきましては、支給はしてございませ

ん。 

○議   長 

 ５番西田輝樹君。 
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○西田輝樹議員 

 議会中に職員の採用で、多分図書館か何かの職員の採用試験があったというふうにお聞き

しているのですが、そのときに僕が行ったら待っている受験の方がたくさんいて、正職で募

集しているので大変人が来られたなというふうにして思っているのですが、ちょっとそこで

確認したわけではないのですけれども、ちょっとお聞きした中では、図書館の採用試験はな

かったのでしょうか。 

○議   長 

 布目副町長。 

○布目副町長 

 今、図書館司書の職員の試験があったかなかったかという話ですけれども、先週にかけて

実施いたしました。１３人ほどの応募がございまして、大変ありがたいなと思っているとこ

ろです。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 それで関係ないことではなくて、今ちゃんとした正規の職員で採用だということは、こう

いうふうな田舎の町にいてもたくさん応募していただけると思うのですよね。採用のときの

今の正職とか準一、準二とかというのは、これも採用のときの条件ですから、僕はそれを承

知で受験されるのですから、そのことはそんなに問題ではないというふうにして思っている

のです。しかし、準二の職員の方でも今の扶養手当とか住宅手当なんかが、せめてその分あっ

たらいいなというふうなことで、それは一番いいのは誰でも自分の子どもを例にしても、正

規職員で就労できればそれに越したことはないのですけれども、勤務時間のこととかいろい

ろありますので、そのように準一とか準二で就職される方もいると思うのですよ。僕の言い

たいことは、準二の人でも世帯主の方何人かおいでだと思うのです。私どもも子どもなんか

も共働きですので、どっちか有利なほうの住宅手当を申請するようにしていますので、より

扶養手当や住宅手当がお二人働いていてそうやって有利なほうを選ばれているのだったら

いいのだけれども、制度としてせめて今の住宅手当や扶養手当、準二の方にもあっていいの

ではないかなと思うのですが、町長のお考えを聞きたいと思います。 

○議   長 

 布目副町長。 

○布目副町長 

 当町の定数外の職員の方の要綱というのがありまして、承知のことだと思いますけれど

も、その中で準職員の一あるいは二ということで、あるいは嘱託職員等の基準が定まってい

るわけですけれども、それが平成９年度末でそういう要綱で改定されて定まっているわけな

のですけれども、全体的にその当時にそういうことで準職員の一あるいは二ということで制

度設計がなされて今日までに、当時はそういうことで全体的におしなべて見たときに順当と
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いいますか、そういうことでよしとして定まったというふうに理解をしておりますけれど

も、それからやや２０年近くたって、時代の流れ、指摘のとおりあるのかなというふうには

思っておりますけれども、いまいま準職員二の方が扶養手当あるいは住宅手当の支給される

方がなかなか、そもそもが異動のそういう届けも支給の基準がないものですから、求めても

いないということもありまして、人数等も正直今この手元で把握しているわけではありませ

んけれども､今、言葉の中では準二のところで世帯主の方がおられるというようなお話もい

ただきましたので、まずちょっと実態を把握いたしまして、検討できる部分があれば検討し

てみたいなと思っております。 

今、この場で回答はちょっとできないかなと思っております。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 調べていただくことだけでも大きな前進だというふうに思っております。 

ここに２９年の２月の新聞の切り抜きですけれども、ＮＴＴでは非正規の職員の方にも手

当の支給ということで、これは具体的に食事手当というような、そういうふうなもののよう

ですけれども、そういうふうな記事にもなっていました。 

いろいろ長い長い経過があって、そのように雇用の形態ができてきているので、それでい

いと言ったのでしょうというふうなことで、承知で１００％受験されているのだったらいい

のですけれども、なかなか私も今初めて総務課長のほうのお話で、え、と思っていろいろ知

らないことがたくさんありましたので、ぜひぜひそういうことにお気を使っていただきたい

と思っております。 

あともう一つ、このことを調べていった中で、準一と準二の、何かその差って、例えば国

家試験でこういうふうなもののある人は準一ですよとか、そうでない人は準二だよとか、同

じフルタイムで働いているような、そういうふうなケアさんと、具体的にいえば調理なんか

ですけれども、何か準二ってもう同じフルタイムでお仕事をされているのですから、そうい

うふうなことも統一されるようなこともお考えいただけないかなというふうに思っている

のですけれども、そこら辺は何か準一と準二の決定的な資格要件ですとか勤務の労働時間の

条件だとか、何か特別な決定的なものってあるのでしょうか。 

○議   長 

 松木総務課長。 

○松木総務課長 

 第一種準職員と第二種準職員の分類の方法という部分なのですが、先ほど申しました定数

外職員の勤務条件等に関する要綱の中に、第一種準職員と第二種準職員の職務を明確に区分

してございます。 

第一種準職員につきましては、事務生、介護員、看護師という職を掲げてございます。第

二種につきましては、事務補助員、看護補助員、医療技術補助員、病院清掃員、その他の清
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掃員含めてです。調理員、臨時公務補、牧場作業員、介護補助員、こういった職を掲げて身

分として分類をしているところでございます。 

 以上です。 

○議   長 

 西田輝樹君。 

○西田輝樹議員 

 補助員というふうな中では補助をされているのですから、そこで大きな差はあると思うの

ですが、勤務の実態として４０時間労働というのかフルタイム労働というか、そういうふう

なことについてはその差異をどのように、今の要綱については十二分に理解できましたけれ

ども、そもそもの職務の差異というか、ものってあるのでしょうか。そこら辺どうでしょう

か。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま詳細な内容については、総務課長のほうから説明をさせていただきました。 

私どもは、第一種、第二種の職種、役割の中でその差はあるというふうに思っておりまし

て、それを反映させたものが給与、または賃金の体系にあらわれているということだと思っ

ておりますので、同じ業務に携わっていつつも、正職員、第一種の方、第二種の方でそれぞ

れの役割お立場が違うということもありますし、当然職務も違う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 

 そのように業務が確実に違うのだよということで、私なんかは勤務の実態がより近いので

はないかというふうに思っておりますけれども、しつこいのですけれども、再度お願いした

いのは、今、住宅手当やそういうふうな扶養手当については調査して調べるよということで

すので、またそこら辺も業務内容が確実に違うのだよというふうなことで、お考えならそれ

は使用者のほうのお考えですので言うことはないのですが、もう一度そのようなことも含め

て、勤務実態のことを調査なり他の町村の部分のことも参考にしていただいて、みんながみ

んな大樹町のようなわけではないと思いますので、そこら辺も他の町村のこともご検討いた

だいた上で、職員のあるべき処遇といいますか、待遇のことをぜひ決定いただきたいという

ふうに思います。 

なかなか無線放送によりますと、何回も人の募集がいやというほど募集、募集というふう

に放送が入っているのも、今はそういうふうなことも含めてだんだんこれから人手不足の時

代に間違いなく突入していくと思いますし、くどいようですけれども、図書館の正職だった

らあれだけ、今、副町長がおっしゃられたように１０人以上の人が来られるのですから、そ
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ういうことも総合的に使用者として鑑みていただければ、本人方もこれから就職される方も

希望を持って業務にエントリーされると思いますので、そういうことをお願いして、一般質

問を終わりたいと思います。 

○議   長 

 休憩します。 

 

休憩 午前１０時４９分 

再開 午前１１時００分 

 

○議   長 

 それでは､再開します。 

 一般質問を続けます。 

 次に、７番髙橋英昭君。 

○髙橋英昭議員 

 それでは、通告してありました交通弱者救済策について町長にお伺いいたします。 

 現代の車社会の中で、交通手段としての自家用車は生活の必需品となっています。各家庭

においても、成人一人に一台の車を保有しているのが実態となっています。その中にあって、

交通事故や車によるトラブルが増加しているのも事実であります。 

こうした背景の中で、昨今は運転免許証を自主返納する高齢者ドライバーの増加がありま

す。このことからも免許証を自主返納された方を含め、交通手段に不便を感じている高齢者

や町民が多数いることも事実です。 

現在、町では、各種施策を講じ、これらに対して支援をしているところでありますが、さ

らに一歩踏み込み、次の点について町長の考えを伺います。 

 １点目に、市街地の循環バスの運行や乗り合いタクシーの活用の考えはないか。 

 ２点目に、町内で乗降する路線バス、十勝バスですけれども、利用者への支援策の考えは

ないか伺います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 髙橋議員ご質問の交通弱者の救済策についてお答えをいたします。 

 交通インフラが整っている大都市以外では、自家用車は日常生活に欠かせないものとなっ

ております。 

 昭和４１年、国内の自動車保有台数は８１２万台でしたが、平成２８年には８,０９０万

台と、５０年で約１０倍に増加しております。昨年１１月の帯広運輸支局管内の自動車保有

台数は、３２万１,７２０台で十勝の人口約３４万５,０００人とほぼ同数の１人当たり０.

９台となっており、全国平均の０.６台を大きく上回っております。 
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自動車の増加と高齢化に伴い、ブレーキとアクセルを踏み間違う、高速道路を逆に進入す

るなどの交通事故やトラブルが多発しております。高齢ドライバーの運転免許証自主返納

は、自身はもとより家族や他人を交通事故に巻き込まないための勇気ある決断であると思っ

ております。 

 しかしながら、自主返納された方、もともと運転をされない高齢者の方は、買い物や通院

に不便を感じていることと認識をしております。市街地以外の地域については、スクールバ

スの混乗方式により無料で利用できるほか、金曜日に尾田方面に通院バスを運行しておりま

す。 

市街地以外の通院バスについては、過去に８路線で試験的に運行をしましたが利用が少な

かったことから､本格実施に至らなかった経緯があります。当時と比べて高齢者が増えたこ

と、核家族化が進み高齢者のみの世帯が増えたこと、食料品店など商店が減ったことなどか

ら、今はニーズが高まっているものと推測しております。 

現在、町では特定の高齢者と重度心身障害者の方を対象に、タクシー利用券助成、ふれあ

いサポート事業などの支援策を講じておりますが、管内で循環バスの運行や乗り合いバスの

利用助成を実施している町村が多くなってきておりますので、これらを参考にしながら、当

町に合った支援策を考えてまいりたいと思います。 

○議   長 

 髙橋英明君。 

○髙橋英昭議員 

 ただいま町長から、交通弱者を救済する対策として、当町に合った支援策を考えていくと

いう答弁をいただきました。そこで、当町に合った支援策について伺っていきます。 

まず初めに、先ほど町長の答弁の中で、過去に通院バスの運行を市街地以外の８路線で

やったと。その結果、利用者が少なくて本格的な運用に至らなかったと、そういう答弁がご

ざいました。 

これとは別に、平成２４年に地域商業活性化総合対策事業として、買い物バスの運行実証

実験を行っております。このときの委員会のメンバーは半数が商工会の関係者でしたけれど

も、町からも当時の福祉課長、それから商工観光課長、それから関係機関から福祉協議会、

それから私もたまたま消費者協会の仕事をやっておりましたので、そのメンバーでありまし

た。そのときの実証実験ですけれども、運行路線は尾田、浜大樹、旭の３地区が対象で、各

７回実施しております。総運行数は２１便ということで実施しております。その結果ですが、

利用者は買い物代行４件を含め３７名という結果になっております。ということは、１回当

たり１便で二人未満と、そういう結果だったのです。そういったことで、もう廃止というこ

とに至ったわけですけれども、そこでちょっと町長に質問ですけれども、この二つの事例か

ら、なぜ利用者が少なかったのかと、その辺について町長の率直な考えをお聞かせください。 

後ほど私からも私の考えを述べさせたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議   長 
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 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま、平成２４年に商工会が主体となって行いました買い物に関係する足の実験事業

のお話がありました。１便当たり２人未満ということで、利用が少なかったということであ

りますが、確かこの事業、平成２４年度に実証実験をやって実際に導入するということであ

れば、翌年度に車の助成を受けて、車も導入できるという事業だったかなというふうに思っ

ております。残念ながら、この段階では大樹町、実現に至らなかったということであります。 

私も、どうして利用が少ないのかなということを鑑みますと、やはり時間の制約があるの

が大きいのかなというふうに思っております。やはり通院も含めて買い物も含めて、それぞ

れの生活サイクルに合った、行きたい時間に行けるということが利用を上げる重要なポイン

トではないかなというふうに思っておりまして、何月何日の今週の何曜日の何時とかという

のが、やっぱり時間が合わせづらいというようなこともあるのかなというふうに思っており

ますので、今後コミュニティバス、または乗り合いタクシーも含めてもそうなのですが、や

はり乗りたいときに乗れるような交通手段を築き上げるというのも、利用を上げる重要なポ

イントではないかなと思っております。 

○議   長 

 髙橋英昭君。 

○髙橋英昭議員 

 今、町長から答弁された内容もあったと思います。私なりにちょっと分析しますと、これ

は大樹町も含め十勝全体に言えることなのですけれども、農山村部というのはお年寄りだけ

の家庭って少ないのですよね。ほとんどは同居家族がいるという関係もあると思います。そ

れと、先ほど町長のお話にもありましたけれども、スクールバスの利用や尾田に通っている

通院バス、このほかでもことぶき大学、そういったところで月２回の運行をしています。そ

の中に、敬老会だとか福祉関係の行事にこういったバスが運行しているので、そういったこ

とから余り必要とされていないのではないかと、特別仕立てのバスを出してもなかなか乗ら

ないのが実態かなと思っているのです。今はむしろ、５年経過して相当様子が変わってきた

と思いますけれども、今、問題になっているのは市街地に住む老人世帯かなと、そんなふう

に考えるのです。確かに市街地に住んでいれば中心部に行くにも２キロか３キロ以内なので

歩いていかれないことはないのですけれども、なかなかお年寄りになるとそうはいかないと

いうことで、結構そういった市街地に住んでいる老人の方が不便を感じているのが実態かな

と思います。 

それと、町長にお聞きしたいのですけれども、そんなことも踏まえて市街地に住むそう

いったことの対策、何かありましたらお聞かせください。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 
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 私も、以前に髙橋議員からも同様のご質問をいただいていたのではないかなと思いまし

て、過去の一般質問の答弁書をひっくり返してまいりました。 

 平成２６年に同様のご質問をいただいておりまして、その中でも今、髙橋議員がおっ

しゃっていた同様のお話をいただいているところであります。市街地の交通弱者、買い物と

か通院にお困りの高齢の方の対策ということでご質問をいただいておりまして、確かに市街

地も公共交通機関の十勝バスが国道沿いに走っておりますので、そこの沿線にいる方はそれ

を使って買い物に行くとかということも可能なのですが、大樹町の町の成り立ちから見てみ

ますと、国道まで１キロ以上、遠い方では２キロ近くあるというような方もいらっしゃいま

すので、実際にはそこまで歩いてきてそこからバスに乗って買い物に行くとかということ

は、難しいのかなというふうに思っております。 

先ほど私も答弁の中で申し上げましたが、やはりそれぞれのライフサイクルに合った形

で、使いたいタイミングで使えるような交通手段の確保というのが肝要かなというふうに

思っておりまして、方法としてはコミュニティバス、定期的に１時間とか２時間、町なかを

循環するという方法もありますが、幸い町の中にはタクシー会社、ハイヤーを運営している

会社がありますので、そういうところの既存のタクシーを使えるような、そういう方法を講

じていくということが非常にいいかなというふうに今は思っております。 

○議   長 

 髙橋英昭君。 

○髙橋英昭議員 

 私も循環バス、これも一つの方法だけれども、そういった既存のタクシー会社を利用した

タクシーの利用ということをやっていただければなと、そんなふうに感じております。 

 次に、路線バス、十勝バスについて、支援策について伺います。 

 町内には唯一の公共交通機関として十勝バスが運行されております。これは１日上下１４

往復帯広、広尾間を走っているわけですけれども、町内のエリア内のバス停は北４線から石

坂までの約９キロ、これが大樹のエリア内のバス停です。 

そんな中で、先ほど町長のお話にもありましたけれども、路線沿線の住民の方は、もっと

もっと十勝バスを利用していただければなとそんなふうに考えております。利用するには、

もっと町でこういった支援策を講じてやると、そういうことで利用する方も増えてくるので

はないかと。例えば、先ほど北４線といいましたけれども、あちらに下大樹だとそういった

ところもあります。そういったところから乗ってくる方もおられるし、また逆に石坂のほう

から乗ってくる方もいると思います。そういった方の対策を何とかとっていただきたいと思

うのですけれども、その辺について考えありますか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 今、大樹町にあります、唯一の公共交通機関であります十勝バスの利用についても促進を
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していくということが、十勝バスの存続にとっても大切かなというふうに思っているところ

でもあります。利用停留所の関係で申し上げますと、実は町立病院で十勝バスの乗り入れが

できないかということで、検討した経過があります。今現在、コスモールのところで停留に

なっていますが、町なかを走って町立病院のところにも停留所を設けないかということで、

検討した経過があります。町立病院の利用を高めるという部分でも必要かなと思っておりま

すが、制度としてというか、路線を変更することは可能だということで、十勝バスのほうか

ら返答をいただいているところでありますが、路線を延長するということになりますので、

その部分の費用が発生するということになりますので、その費用対効果というところで、今

後検討していかなければならないかなというふうに思っております。今後、公共交通機関の

十勝バスを利用促進するためということであれば、やっぱり運賃の補助か助成をしていくと

いうことが必要かなというふうに思っておりますので、どういう形で実際にできるかという

ところは検討したいなというふうに思っております。 

 私ちょっと記憶違いだったらあれなのですが、池田が利別から池田の町に公共交通機関を

使ってバスを利用するという方に対して、補助か助成をしているということも聞いておりま

すので、そういう部分についても情報を得ながら、どういう形ができるかは進めていきたい、

検討したいと思っております。 

○議   長 

 髙橋英昭君。 

○髙橋英昭議員 

 大変前向きなお答えありがとうございます。 

 私も思いきってこの９キロ区間の間、乗降する方は無料ぐらいにしてやると、あとは町で

もってあげるとそんなような対策はとれないかと、そういうことでちょっと検討願いたいの

ですよ。今すぐというわけにも、これは予算も絡むしバス会社との調整もあるので、そういっ

た思い切った施策をとっていただきたいと思うのですけれども、その辺いかがでしょうか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 先ほどの答弁の中で申し上げさせていただきましたが､循環バスを走らせるという方法も

もちろんありますし、町に既存で営業しているタクシー、ハイヤーを利用する、そして公共

機関である十勝バスの利用を促進するということも大切な方法だというふうに思っており

ます。 

議員からも大変心強い熱い思いのご質疑をいただきましたので､私もどういう形が町民の

皆様にとって、足の確保という部分で町の役割として担えるかというところ、ぜひ今年鋭意

進めて、その改善、または確保に向けて努めていきたいと思っております。 

○議   長 

 髙橋英昭君。 
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○髙橋英昭議員 

 最後の質問になりますけれども、ちょうど昨日、改正道交法が施行されました。これは、

７５歳の免許更新時に認知機能検査を実施して、問題がなければ免許更新となるわけですけ

れども、もしそこで免許更新しても、次に一時停止だとか信号無視で違反してしまうと、こ

れは認知症の疑いがあるということで、第一分類に該当するということで、そこで医師の診

断が義務づけられております。そこでまた診断で認知症と認められれば免許証の取り消し

と、そういうような処分がされるように聞いております。 

情報によれば７５歳以上のドライバーは２０１６年で道内で２１万８,７００人いるそう

でございます。毎年１万人ずつ増えていると、そんな実績もあります。こうした実態の中で、

手続等にも相当時間がかかるということで､今後そういった自主返納される方が増えてくる

のではないかということが心配されております。そういったことで、交通弱者がますます深

刻な状況になっていくということで、自治体としても何らかの対策をとっていかないと、将

来本当にお年寄りの方々は用事があっても出られないという状況になりますので、それらに

ついてしっかりこれから見きわめてやっていただきたいのですけれども、その辺についても

伺います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 議員ご指摘のとおり、道交法が変わって７５歳以上の方々に認知症の診断が必要になった

ということであります。今までは、運転免許証については自主返納という形でありますので、

ご自身の意思に基づいて免許証を返納するということでありましたが、今度はその診断いか

んによっては、もう免許を取られてしまうという言い方がいいかどうかわかりませんが、そ

ういう形になっていかざるを得ないということであります。 

確かに、高齢者の方々がいろいろな関係で交通事故を起こしているという事例が、全国的

に多発しているという状況も踏まえれば、いたし方ないという部分もありますが、今後加速

度的に免許証をなくされた高齢者の方が増えていく可能性がありますので、そういう方々が

通院でありますとか買い物の際に生活全般に支障がないような、そういう対策については議

員のご指摘のとおりだというふうに思いますので、町としてもしっかり取組んでいくという

ことをここでお約束をしたいと思います。 

○議   長 

 髙橋英昭君。 

○髙橋英昭議員 

 ぜひ、そういったことでは取組んでいただいて、高齢者が安心して暮らせる町にしてほし

いと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 終わります。 

○議   長 
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 次に、９番志民和義君。 

○志民和義議員 

 既に通告してありました３点について、町長並びに教育長に質問をいたします。 

 まず、最初に国民健康保険の都道府県移管後の試算について、町長に質問いたします。 

冒頭に、昨年暮れも押し迫った大変お忙しい中、町長を初め南十勝４町村で町村長並びに

関係課長と道庁にも行きまして、この国民健康保険料が大幅増加するということに危惧を抱

いて、機敏な対応と、それから緊密な南十勝４町村の連携をとって町民の大幅増加に対する

不安に答えた、そういうことに対して心から敬意を表します。 

 質問に移ります。 

 ２０１８年度に国民健康保険が都道府県に移管されますが、保険料が大幅に増加する市町

村への激変緩和が道から示されたと報道されております。その内容についてお伺いいたしま

す。 

また、大樹町の国民健康保険料は、今回の新たな試算はどのくらいの額が示されたのか。 

また、支援策は２０１８年度から２０２３年度までと伝えられておりますが、その後の対

策を継続するよう国、道に求めてはどうかお伺いいたします。 

また、町として医療費の抑制をするために健康指導など行っておりますが、都道府県移管

になった後もこのことが評価され、保険料に反映されるのかどうかお伺いをいたします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 志民議員ご質問の国民健康保険の都道府県移管後の試算についてお答えいたします。 

 先日、国民健康保険都道府県単位化における納付金の２回目の試算が北海道より示されま

した。試算における１人当たりの保険料は､北海道全体で１０万５,５５４円となっており、

平成２７年度の保険料と比較して１０.９％の減、昨年１１月に示された１回目の試算と比

較しても７.９％の減となっております。２回目の試算では､道の調整交付金や特例基金の交

付見込み額を納付金の財源として見込んだこと、算定した料金が高くなることにより生じる

新たな限度額超過額を控除して所得を再設定したこと、現行との差額を最大で５％となるよ

うに激変緩和を行うことなどの算定方法の見直しを行ったことにより、減少となったもので

あります。保険料が大幅に上昇する市町村に対しても、一定の配慮がされた内容となってお

ります。 

激変緩和の内容でありますが、２回目の試算においても全道平均と比べて１人当たりの所

得が高いなどの市町村にあっては、保険料が大幅に上昇することが見込まれることから、１

人当たりの保険料が５％を越える場合には、前年度対比で上昇率が５％を越えないように納

付金の総額を設定し、段階的に保険料を上げていくというものであります。 

 大樹町の保険料の資産額については、１人当たりの保険料で激変緩和前の額が１６万７,

２０４円となっております。１回目の試算からは７.３％減少したものの、平成２７年度の
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１４万７,８６７円と比較すると１３.１％高くなるとされております。激変緩和措置として

初年度は５％に抑えられることから、激変緩和後の額は１５万５,２６０円と試算されてお

ります。 

 支援策について、２０２３年度以降も継続するよう国や道に求めてはどうかということに

ついてですが、激変緩和は対前年比５％を越える納付金の額を目安に、段階的に平準化を目

指すとされているもので、６年後には激変緩和の対象となる市町村はなくなると試算をされ

ております。国民健康保険制度を安定的に運営するための財政支援については、継続して行

われることとなっております。 

医療費の適正化に向けた保険者の努力に対する評価については、保険料に反映されるもの

と認識をしておりますが、国において保険者努力支援制度の詳細を検討している段階という

ことで、今回の試算においても考慮されておりませんので、今後動向を注視していくととも

に、医療費抑制のための努力を継続していきたいと考えております。 

 北海道が示めすスケジュールでは、８月には３回目の試算が出ることになっておりますの

で、その時点では保険者努力支援制度の詳細についても示されるものと思っております。 

今回の試算により、納付金の算定方法が明らかになってまいりました。１回目の試算と比

較すると大幅な圧縮が図られましたが、全道の枠組みの中では、保険料の負担が現状よりも

増えることは避けられない状況となっております。納付金の集め方は、市町村において決定

することになりますので、個々の保険料のあり方については急激な上昇とならないよう、国

保運営協議会で今後も検討していきたいと考えております。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 激変緩和ですが、５年ということで、その後以降について平準化されるということなので

すが、国全体として今まで国保会計にそれぞれの市町村が繰り入れをしていたわけですね。

その全体額が３,０００億円を越える金額なのですが、それを今回、国が平準化にもってい

くのですが、それがなくなってしまうとこれはやっぱり大きくなるところは避けられないと

思うのです、その後、激変緩和した後も。それで、それにかわって国が継続することはもち

ろん要望するのと、それから町が今まで支援していた分、繰り入れしていた分についての対

策、これをそのまま別なほうに使うのではなくて、この国保会計に対する町民の保険料に対

する対策をとれないのかどうか。国はよろしくないような話が伝わってきていますが、その

点について、ぜひそのお金を使うようにお伺いをいたします。 

 それから､今までそれぞれの町村が努力して、大樹町も１人当たりの医療費が低くなるよ

うに健康指導などを努力してきたということ、これはもう私も何度も取り上げているのです

が、今後も、８月に示されるということなのですが、それを明確に反映されるように求めて

ほしいと思います。 

 以上ですが、町長の考えをお伺いいたします。 
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○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま志民議員から２点、ご質問をいただきましたので、前段のほうは担当の課長のほ

うから説明をさせていただきます。 

後段の保険者努力支援制度の関係でありますが、今現在まだ詳細が見えていないというこ

とでありますので、何らかの措置がされるというふうに思っておりますし、昨年１１月に北

海道に訪問をして要請をした中でも、今後その部分については国から何らかの考え方が示さ

れるはずですということでの答弁もいただいておりますので､今はその内容についてどうい

う形で出てくるかというのを注視していきたいと思っております。 

また、その関係も含めて必要な部分については、どういう組織で行うかどうかわかりませ

んが、町村会かもしれませんし、再度南十勝ということもあるかと思いますが、必要な場合

については、また私ども大樹町としてもしっかり要請はしていきたいと思っております。 

○議   長 

 林住民課長。 

○林住民課長 

 それでは、私のほうから前段の町村の独自繰り入れの関係についてご説明をさせていただ

きたいと思います。 

 議員からお話がありましたように、今回の制度改正につきましては、国費が投入された上

でそういった安定的な制度改正を行っていくという内容になってございまして、今回の制度

改正に当たりまして、国は新たに３,４００億円を投入して国保の制度運営を安定的にさせ

ていくというような内容で始まってございます。 

既に２７年度から１,７００億円、それから３０年度の始まりに当たりまして１,７００億

円というような形でのお話になっていたと思います。この合計額の３,４００億円につきま

しては、今時点の国保の保険料の総額の１割程度ということになりまして、町村が独自持ち

出しをしている額とほぼ同額というようなお話になっておりまして、これが投入されること

により、そういった町村の持ち出し分も解消されるのではないかというような説明がされて

きたところでございます。 

そういった背景を受けまして、将来的に道内の保険料の算定の考え方を統一していくとい

うような方針のもとに、今、制度改正の骨格がつくられておりまして、そういった中では道

から今回の制度改正に当たっては、今の町村が独自に行っている一般会計からの繰り出しに

ついても６年程度を目途にそういったものを止めていきましょうというような形で、全道ど

こにいっても同じような考え方で制度運営ができるような形を目指しましょうというよう

な話がされているところでございます。 

しかしながら、道が示した標準税率を当てはめていきますと、所得区分によって保険税が

うちの町で比較してみますと大幅に上昇してしまう、所得の階層によってはどうしてもそう
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いうような形で大きな変化を伴ってしまうような、そういった区分が出てきてしまうという

のが一方で現実的に考えられております。そういった場面を考えてみますと、町においても

個々の所得の階層ごとに、やはり大きな変化がなるべく起きないような形でのそういった制

度を構築していく必要があるのではないかという考えを持ってございます。 

 納付金の集め方につきましては、市町村で決定していくということになっておりますの

で、国保運営協議会で今後検討していくことにはなりますが、一般会計から繰り出しについ

ても最初から配置するという考えではなくて、いろいろ検討していく中でそういったものも

残さなければならないということも想定しながら、今後検討していきたいと考えているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 町長の今の答えで、この激変緩和でさらにまた町村と連携をとりながら要望していくとい

うことで、ひとつ大変でしょうけれども、よろしくお願いをいたします。 

 それと、国保会計の繰り入れの問題、これはやっぱり３,４００億円、これはそのかわり

国が持つから、あと町村は持たなくていいということではなくて、それぞれの町村もまた事

情ってあって、だからこそ今までこういうような差があったと、確かに大樹は出費が多いと

いう半面と医療費を下げてきたという、かからないできたと、こういう努力も両面あるかな

と私も思うのですよね。それが反映されるように、さらに要望していただきたいと思います。

それとあわせて大幅増の、例えば大樹、南十勝そうなのですけれども、そういう制度をつく

る考えで、その方向で今検討しているように私は受け取ったのですが、ぜひ国保運営協議会

の方でそれを継続して行われるように、ひとつ今後とも要望してほしいのですが、よろしく

お願いします。いかがでしょうか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 要望の関係については、鋭意努めていきたいというふうに思っておりますし、大樹町も国

保事業運営主体でありましたので、大樹町の国保会計が少しでもいい方向に行くように特定

健診等の受診率の向上、または国保の加入者の方々の病気の関係の早期発見、治療に意を注

いできたところでもありますので、今後もそういう部分についてはしっかりやっていくとい

うことが、町民全体の健康、維持の部分でも大きな役割かあるというふうに思っております

ので、努めていきたいというふうに思っております。 

今後、納付金の集め方等も私どもが決定していくということもありますので、どういう形

での保険料のあり方がいいかというところは、国保運営協議会、今年度ももう３回開催させ

ていただきましたが、次年度以降も必要に応じて開催をしていきながら、協議を進めていき
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たいと思っております。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 わかりました、ぜひ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 

 次の質問に移ってください。 

○志民和義議員 

 生乳出荷指定団体への補給金制度についてお伺いいたします。 

 昨年１２月にもお伺いいたしましたが、指定生乳生産者団体以外にも国の補給金を支給す

る方向で話し合いが進んでいると聞いております。将来の不安を訴える声も、また、お聞き

しております。 

町長の考えと、国に現行の指定団体制度を守るよう伝えてはどうか、お伺いいたします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 志民議員ご質問の生乳出荷指定団体への補給金制度についてお答えをいたします。 

 昨年１２月の定例会でも、議員から農業問題についての中で同様のご質問があり､答弁を

させていただきましたが、加工原料乳生産者補給金制度の見直しをめぐる議論は、昨年３月

に政府の規制改革会議、現在の規制改革推進会議でありますが、農業ワーキンググループが

指定団体制度の廃止を提起したのがきっかけとなり、見直し議論が本格化していますが、新

たな加工原料乳生産者補給金制度を位置付けた畜産経営の安定に関する法律、畜安法の一部

改正案が公表されました。 

新制度は、需給調整への参加などの要件を満たせば、指定生乳生産者団体に限らず、補給

金を交付するというのが柱となっています。この畜安法の目的には、畜産物の需給の安定を 

追記し、国が需給調整に責任を持つ仕組みへと移行するすることがポイントとなっていま

す。 

現行の加工原料乳生産者補給金制度は、暫定措置法に基づき運用されてきましたが､新制

度は畜安法の改正案に恒久的制度として位置付けられています。制度の詳細は、今後の政省

令や通知などにより明らかになってきますが、酪農生産の根幹を支える指定団体制度の機能

を生かしつつ、生産、加工、流通を通じた整合性のある酪農対策を講じることにより、酪農

生産基盤を確保し、競争力のある持続可能な酪農経営を実現する必要があると考えておりま

す。 

このようなことから、指定団体制度は、生乳の特性を踏まえ、酪農家が営々と努力を積み

重ねつくり上げてきた極めて重要な仕組みであり、酪農経営の安定や所得向上を支え、消費
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者に安全･安心に牛乳、乳製品を安定供給する機能を有していると考えていますので、指定

団体制度の機能発揮と強化が前提となるよう､関係機関を初め関係市町村とも連携をしなが

ら、必要なものについては要望してまいりたいと思っております。 

○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 ひとつ、これ指定団体制度の中に今度、ほかのそうではない人たちも補給金を条件はつけ

るけれども支給するという方向に向かったというふうに私も理解するのですが、指定団体制

度はそもそも個々の酪農家を守っていく、そのために、やっぱり、町長も最後に答弁してい

ましたが、大変有効な制度だと、これは日本だけでやっているのではなくて、むしろアメリ

カ、カナダは国がやっているのですね。日本みたいに農業団体って民間がやって、それに国

が補助をするという制度ではないのですね。だから、この制度を私は守っていくことを求め

たいと思います。ほかの団体にも支給するということになれば、結局ホクレンで出す値段と、

そうではない人たちはそれより高く売っていながら、結局補給金を支給するということにな

ると、どこかでまた不公平感が出てくるというふうに考えるのですね。結果的に補給金がや

がて下がっていく恐れもあるのかなと、そういう危惧も私は持つのですね。 

そういうことのないように、ぜひお願いしたいのと、基本的にこの一元集荷体制は、運送

業の観点からも効率的な運送、輸送体制だというふうにも聞いておりますので、引き続き指

定団体制度、これを守っていくようにお伺いいたします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 私も今、答弁の中で議員が再度ご質問いただいた内容については答弁させていただたとい

うふうに思っておりますが、この生乳制度、５０年にわたって続いたということで、この意

義について私も十分承知をしているところでもあります。ただ、昨今の経済情勢等も含めて、

生産者自らが自分の牛乳に値段をつけられないと、または府県のほうでの生乳の生産が衰退

してきているというようなことも踏まえて、こういう動きが出てきているのかなというふう

に思っております。 

議員ご質問の中でも言われましたが、収入の関係等も含めて遠隔地にあるような生産者の

方々の集荷に、収入に際しても、一元的に行っているということでの今の仕組みのメリット

はあるというふうに思っておりますので、今後も北海道十勝の酪農家の皆さんが安心して生

産できるような、そういう体制の維持についてはしっかり努めていくということが肝要かな

というふうに思っております。 

今後、新たな形での生乳の部分での動きが出るというふうに思っておりますが、その内容

等も見据えた中で、必要なものについてはしっかり大樹町の声を上に挙げていくということ

が必要だと、肝要だと思っております。 
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○議   長 

 志民和義君。 

○志民和義議員 

 わかりました、ぜひよろしくお願いします。 

 次、行ってよろしいでしょうか。 

○議   長 

 次の質問に移ってください。 

○志民和義議員 

 学校給食の無料化、負担軽減について浅井教育長にお伺いいたします。 

 小中学校の給食費の保護者負担の無料化を行っている自治体が出てきております。食育の

観点から、無料化または軽減を行ってはどうかお伺いをいたします。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 志民議員の学校給食費の無料化、負担軽減策についてお答えいたします。 

 学校給食の実施については、学校給食法において義務教育学校の設置者において、学校給

食を提供するよう努めなければならないと規定されており、経費の負担については同法第１

１条により、人件費、施設、設備を除く経費については、給食の提供を受ける児童生徒の保

護者が負担することと規定されております。 

一部の市町村においては、人口流出対策や子育て支援の施策として、保護者の負担を市町

村が負担している実態もありますが、本町では法の趣旨に基づく受給者負担の基本的な考え

方や食育の観点を踏まえ、引き続き、保護者から徴収して給食を提供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 

引き続き、保護者からの徴収をするということですが、現実に今、教育長もご存じだと私

も認識は共有していると思うのですが、実際だんだん出てきているのですね。これはもう、

とりもなおさず今の経済状況を含めて、子育てしにくい状況にあるということです。そうい

うふうに私も理解して、子育て支援策に力を入れたところでは、人口減が多少急激にならな

いで緩やかになったとか、一部でしょうけれども、若干増えたとかということはありますの

で、そういうことも、これは給食に限らず医療費の支援だとか大樹町もやっていますけれど

も、こういうような支援というのはどうしても必要ですよね。 

さらに労働環境も含んでいるのですけれども、特に食べるところ、これは子育て支援とい

うばかりではなくて、今の状況を栄養的な面も非常に学校給食の果たす役割、これは重要だ

と言われているのですね。栄養士さんの話もお伺いしましたが、そういうことなのですね。
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そういう点について、その観点からも、保護者から徴収するという答弁ですが、さらに検討

していく考えはないか､教育長にお伺いいたします。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 再度の検討についてのご質問ですけれども、学校給食につきましては、単に食事を提供す

るだけではなく、食の大切さ、学ぶといった教育的効果を踏まえて実施しているところであ

ります。 

給食費の無料化など実施している市町村の状況を聞きとった中で、無償化については経済

的な負担の軽減といった施策の効果あるものの、無償化によって保護者の学校給食に対する

感心が薄くなったり、あるいは残食が増加するといったデメリットについても指摘があると

ころであります。また､本町では、子どもたちに地元でとれる食材の理解、あるいは地産地

消の意義等でいただくことを目的に、町の予算措置をして１１０万円を予算化してふるさと

給食を実施しております。こうした施策を実施することで、結果として保護者の負担の軽減

ということになっております。 

経済的な事情で就学が困難な家庭に対しては、就学援助制度を設けておりますので、制度

の中で年間の給食費を支援しているところであります。これらの状況等も踏まえて、私とし

ては現時点においては、引き続き保護者から徴収して、学校給食を提供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 

 今、教育長から無償化に伴っての残渣物が増えると、こういうご答弁でございましたけれ

ども、私もその点については心配をしていたのですが、むしろ残るというのは好き嫌いがあ

ると、こういうところに起因しているものが多いというふうにお聞きいたしました。そこに

ついて、嫌いなものも食べていただくような工夫をして残渣物を大幅に軽減したと、こうい

うところもあります。それと、そのことによって好き嫌いをなくしていく、こういう効果も

あるということですので、確かに教育長が言うようなことも一理あるのでしょうけれども、

私はむしろこれを機会に残渣物を少なくしていくには、やっぱり好き嫌いをなくしていく、

あるいは食べやすいようにもっていくような方法でやっているところもあるということを

お伝えして、質問を終わりたいと思います。 

 以上です。 

○議   長 

 休憩します。 

 

休憩 午前１１時５１分 
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再開 午後 １時００分 

 

○議   長 

 会議を再開いたします。 

 一般質問を続けます。 

 次に、６番菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 それでは、さきに通告してありました２件について質問したいと思います。 

最初に、災害に強いまちづくりということで町長に伺いたいと思います。 

 昨年８月に北海道に上陸した４回の台風は、十勝管内全域で尊い人命が奪われただけでな

く、河川の氾濫などにより、住宅、道路、橋梁、農地などに近年経験したことのない甚大な

被害を受けました。 

 大樹町でも、夜間の道道決壊によって１名が亡くなっただけでなく、水道管の破損等で全

町が８日間断水するという想定外の経験をしたところであります。また､多くの樹木が流木

となって流出して、漂流、または海底に堆積されたことで、漁具の被害だけでなく秋サケ漁

及びシシャモ漁などに大きな被害を与え、流木の処理は大きな課題となっています。 

町では、災害対応などに係る意見交換会を開催し、近年の自然災害への対応や今後の課題

を協議し、今後の方針を地域防災計画書に盛り込むことを示したが、その後の議論経過と具

体的対応について、町長の考えを伺いたいと思います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 菅議員ご質問の、災害に強いまちづくりをについてお答えをいたします。 

 ご指摘のとおり、昨年８月の台風は大樹町においても尊い人命が失われたほか､町内全域

での断水により、住民生活や経済活動に大きな被害と混乱をもたらしました。また、一昨年

１１月の大雪や昨年４月の強風による大規模停電対策の検討も行うため、昨年１２月に関係

団体との災害対応等に係る意見交換会を開催したところでもあります。この中で、停電、断

水対応、いずれも情報の提供や共有化の不足が挙げられたほか、行政と関係団体の役割分担

の明確化、水タンクや発電機などの対策資機材の備蓄、対応マニュアルの作成や訓練の実施

などについて貴重なご意見をいただくとともに、停電の未然防止のための電線の下の立木の

伐採などについて、北海道電力からの説明もあったところであります。 

 また､観光客の避難所として、道の駅は貴重な役割を果たすこととなりますが、今回断水

によりトイレが使用できなかった等の混乱もあり、広域的な情報提供のあり方について、道

の駅連絡協議会の中でも話題提起を行いたいとのご意見もありました。 

なお、今回の台風災害を受けて、北海道庁内に大雨災害等に関する検証委員会が設置され

たほか、総合振興局に大雨災害被災地、地域復興推進十勝地方本部が置かれ、管内自治体や
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経済、観光、産業団体による十勝災害復興推進会議や市町村の担当者レベルによる連絡調整

会議などを通じて、対応の検証や課題の洗い出し、対策の検討が進められております。 

 町としての対応ですが、今年５月に北海道の地域防災計画が見直されることとなってお

り、町の地域防災計画も北海道計画と関連する部分があることから、見直しは５月以降に行

うことといたしました。 

 しかしながら、災害対策用資機材や備蓄品の整備、情報提供のあり方など、既に地域防災

計画に位置付けられているものや計画の見直しを必要としないもの、対応が急がれるものに

ついては、随時見直しや充実を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いい

たします。 

○議   長 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 ５月に北海道の地域防災計画の見直しがあって、町の防災計画に関連するものもあるの

で、防災計画の見直しは５月以降に行うことにしたということで、ご理解をいただきたいと

言われて、それでご理解しますと言ったらこれで終ってしまうのですが、身近な問題で関連

する部分がありますので、何点かその防災計画にかかわることで伺いたいと思います。 

 私は、大樹町がいろいろな災害、自然災害を含めて、災害に強い町になるべきだ、してい

くべきだと、そういう観点で伺いたいと思っています。 

過去には、いろいろなデータをもとにして防災計画を組んできたのでありますが、ここ数

年間のいろいろな流れを見ますと、豪雨災害についてもほぼ５０年以上前に、もう記憶にな

いような昔に起こったような、今では想定外と言われているような状態で、全国随所で災害

が発生したと、そういうことでありますから、例えば大雨についても広く降雨があるのでは

なくて、１カ所に集中的に、もう短時間に１か月分、半年分の集中豪雨があると。それで、

地域の防災に対する対策はそれに合ったものになっていないと、結果として想定外だったと

いうのが、過去数年来、全国各地で起こった豪雨、台風等による被害ではないかというふう

に私は受けとめているところであります。 

そういう状況の中で、やはり今までの概念にとらわれないで、一歩踏み込んだ対応を地域

防災計画に組み込んでいくべきではないのかなというふうに思います。それで、大樹町は日

高山脈を西部に抱えています。日高山脈は急峻であって、降った雨が地下に浸透するよりも

早く、想像を超えた鉄砲水の濁流となって、過去には数回尊い人命が奪われました。たまた

ま昨年の豪雨は、大樹町はほかの町村に比べて量が少なかったから甚大というまでの被害が

なかったのかもしれませんが、あれが全国各地で起こったような集中豪雨であれば、また変

わった、もっと想像を越えた災害になったのではないかというふうに思いますので、その集

中豪雨に対する町の防災計画の見直しについての具体的な考えを、町長が今どの程度に考え

ているか、どんなことを考えているか、ひとつお聞かせください。 

○議   長 
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 酒森町長。 

○酒森町長 

 地域防災計画については、北海道の見直しも含めて５月以降に大樹町のやつは見直してい

きたいというふうに思います。 

議員ご指摘のとおり、集中豪雨、ゲリラ豪雨の状況については気象が変動しているという

ようなこともあって、この北海道でも度々見られることになってきたのかなというふうに

思っておりますし、過去、数年前には生花晩成地域で、記録的短時間の豪雨に関する情報と

かというのが発令されまして、市街地は晴れていたにもかかわらず、生花晩成でゲリラ豪雨

に見舞われたというようなことで、この北海道十勝においても、大樹町においても、そうい

う部分の異常気象のいろいろな症状が出てくるということは懸念されるというふうに思っ

ております。 

議員ご指摘のとおり、大樹町歴舟川が町の中を、日高山脈から海まで流れているというよ

うなこともありまして、日高山渓に降った雨については、短時間で歴舟川に雨と水となって

集中するというような状況にあるというふうに思っております。昨年の８月３１日の未明の

雨についても、歴舟川では非常に大きな増水があったということで、ヌビナイ川、中の川も

含めて大きな増水があったというふうには認識をしております。 

現在、防災計画の中で、この集中する雨水に対しての対策というのは、いまいま、まだ具

体的な検討には入ってはおりませんが、今後、地域防災計画を見直す段階で、昨年の８月に

見舞われた集中豪雨等の状況も鑑みながら、どういう対応がとれるかというのは、今後検討

していくということで、お答えをさせていただきたいと思います。 

○議   長 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 ぜひ、予測を超えたそういう集中豪雨に対して、どうやって地域の農地だとか、それから

道路、それから人命を含めて守っていくかという対策については、過去の経緯にとらわれな

いで、ぜひそういうことがあり得ることを想定した中で、計画に入れていただきたいという、

特に蛇足でありますが、鉄砲水の話をすれば、過去に命を落とした人たちも川原にいて、そ

こまで気にしていなかった。キャンプ場の話もあったし登山の人もあったし。 

だけれども、寝ている間に襲われる、僕も２回ぐらいしか経験ないのですが、話をすると

笑われるのですが、川の水が、例えば段差がついて流れてくるって。１回は遭難救助に行っ

たときに、朝は膝までなかった川の水が救助の作業を終えて帰るときには、もう胸以上あっ

て誰も渡れないと、２００メートルぐらいの区間を５時間も６時間もかけて高巻きをしなけ

ればならないと、そういうような地形なのだよ。ただ､下流に来ると広がるから見えません

が、そういうところに集中豪雨が日高山脈の岩石地に集中すると、これは下流では想像でき

ない数量になって一気に来ると、早い時間に。そういう情報があります。ですから、そのこ

ともぜひ参考にしていただきたいと思います。それはお願いをしておきたいと思います。 
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 それから、先ほど言いました、その洪水によって河畔の流木等が流出することによって、

海だけではなくて、その下流も含めてやはり被害を受けている状況にあります。 

それで、今ほとんどできている砂防ダムは、そういうのを防ぐようなシステムにはなって

いません。ただ飛び越えて濁流の中を大型木含む流木が流れてくるだけです。ただ、全道で

結構早くから土砂を止めるのではなくて、障害物の流木をダムで流出しないように止める、

僕たちはスリットダムと言っていたのですが、多目的ダムのようなものが結構全道各地でつ

くられています。その見本が大樹町にもあるのですよ、大全に。値段は少し高いのですが、

コンクリの柱になったところに流れてきた流木が止まると、それで、下の地面というか川底

は一緒で、水は流れて魚も上下するけれども、障害物はせき止める、それを溜まったら除去

するというような、そういうことで流出を阻止できるものもあって、道では多分もう実験

データがそろっていると思うのですが、それを復旧させるように、ただ、歴舟川には１級河

川というか大きい河川、札内川とか十勝川に、そういうところにあるかどうかわかりません。

小さいところの川で実験しているのかもしれませんが、そういうデータをもとに、若干お金

がかかっても後からそういう処理にお金がかかるのであれば、そういう対策が組めないかど

うかも道のほうに、ぜひ５月に計画ができる前段等で意思疎通ができれば、それをやってい

ただきたいと思うのですが、いかがですか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま集中豪雨、大雨災害の河川の河畔林等の関係についてのご質疑をいただきまし

た。 

 昨年の８月の大雨を見ても、山林、または河畔から流出した大量の流木がこの十勝沿岸に

大量に押し寄せたということであります。道の水産林業部の試算では、全道で１３万立方の

流木が出て、そのうちの１０万立方がこの十勝沿岸、大津と歴舟川の流域に押し寄せたとい

うことで、全体の台風で出た流木の８割強がこの十勝沿岸に来たということで、その状況に

ついて私も非常に憂慮しているところでもあります。河川から流出した部分はこの量であり

ますが、歴舟川だけを見ても、河口から３３６までの河川の沿岸を見ても、大量の流木がま

だまだあるという状況であります。これが再度の雨でまた海に出てしまうということで、そ

の対応についても広尾町、浦幌町、豊頃町、そして大樹町、十勝の沿岸町村は、北海道に対

して、国に対して、強く要請を行っているところでもあります。 

山の勾配、そして河畔林の未整備、未処理がこういう状況を招いているということは、国、

そして北海道も承知をしているというふうに思っておりますし、この２月に水産林務部のほ

うに漁業協同組合と要請をさせていただいたときも、道として河畔林の処理、除去について

は、新年度から予算を拡充してでも対応するということで言っていただいておりますので、

歴舟川、また大樹の河川についても同様の対応が図られるかなというふうに思っているとこ

ろであります。 
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今、議員からお話のありましたスリットダム、私ちょっと申し訳ありません、その内容等

については把握しておりませんので、どういうダムでどういう効果があるのかというのは私

も資料などで学んだ上、検討した上で、大樹町にとって効果があるということであれば、設

置に向けて北海道のほうにも要請していくということはやっていきたいなというふうに

思っております。いずれにいたしましても、山林、そして河畔林の処理については、川の末

端の川下にいる浜の漁師のみんなが大変な苦労を見なければならないということで、もう何

度も何度も繰り返している事例でありますので、それの改善に向けては鋭意取組んでいきた

いと思っております。 

○議   長 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 ぜひ、お願いしたいと思います。 

漁業者が、本当に魚がとれなくて被害に遭うと、そしてその処理にまたお金がかかると、

そのことを考えたら、事前の投資でもってそういういいものがあるのだったら、やっぱり被

害を受けないような体制をつくるように北海道が、北海道は周囲が全部、日本全体ですが海

に囲まれていますから、その事前投資は結果としては僕は安くなるのではないかと、それか

ら、国有林、道有林、私有林含めて河畔林の整備については、やはり一つの課題として全体

で考えていくべきではないかというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 それから、自然災害の中で台風の強風もありますけれども、風の被害、風による火災の被

害も自然災害としては大きいと思います。特に山火事もあるのですが、一つは空き家対策の

中で空き家が放置されていて、例えば子どもたちが火遊びするとか、そういうことがあって

はいけないのです。そういうことも起きますし、強風によって自然発火をして火災になって、

それが人が住んでいる人家にまでということもありますので、やはり空き家対策の一つとし

てそういう火災の原因になるような、そういうものをどう処理をしていくかの対応について

も、防災計画の中で入れていただきたいと思うのですが、いかがですか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま今年も見舞われました強風の関係での災害対応ということのご質疑をいただき

ました。 

大樹町も市街地に空き家になっている住宅が散見される状況にあります。また、倒壊の恐

れがある危険な家屋だというところも何点かあって、持ち主の方等を通じてそれの除去に対

応をとっているところでもあります。そういう空き家がいろいろな子どもの非行の温床に

なっていく可能性、そして災害等で発火して、そこから火災が発生するような状況も考えら

れますので､今後そういう部分についてはどういうことができるかというのは、対応を進め

た中で防災計画の中に見込めるものがあれば新たな防災対応ということも含めて、検討して
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いきたいと思っております。 

○菅敏範議員 

 最後に、今、マスコミ等でもいろいろ定期的に報道されているのですが、地震と津波の話

であります。本当はあってはいけないし、本当にどうかということは私も想定できないので

すが、太平洋岸十勝沖、かつてない地震があって、東北大震災に近い津波が起こる可能性が

あるというふうに言われています。ですので、そのことはないことが望ましいのですが、や

はり地域の防災計画の中でそのことを自治体も、そして住民も認識できるような対策を立て

て日常の訓練とか備えをしていく必要が改めてあるのではないかと思いますので、釈迦に説

法なのかもしれませんが、そこをぜひ入れていただきたいと思うのですが、いかがですか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 大樹町は太平洋に面しているというようなこともあって、地震の際に十勝沖地震等では津

波の被害が想定される地域であります。災害に対する備えとしては、自助、共助、公助とい

うような言い方もしますが、まずは自らが助け合う、自らを助け合うということが大前提で

もありますし、そういう部分では先の６年前の震災を受けて、従前は両浜、浜大樹と旭の地

域で行っておりました避難訓練については、津波が想定される広いエリアを今現在、避難訓

練として実施をしているところでありますし、今年度も３月２２日に避難訓練を行う予定に

しております。 

 生花、晩成地区においては、幕別町の忠類、晩成地区も隣接しておりまして、ここ２年ほ

どは私ども大樹町のほうから幕別町のほうに避難訓練の実施について連絡をさせていただ

きましたが、ことしは幕別町忠類地区が自ら避難訓練を大樹町の日程と合わせて行うという

ことで、合同で行えるような環境が整ってまいりました。あの地域に住んでいる大樹町以外

の方々、幕別町忠類地区の方々も含めて避難訓練を行うということで、その防災に対する考

え方は広まってきているというふうに思っておりますので、大樹町に限らず､近隣する自治

体とも連携をしながら安心して暮らせるような、そしていざ災害があったときには、みんな

で落ち着いて避難ができるような、そういう体制づくりについては今後も鋭意取組んでいき

たいと思っております。 

○議   長 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 了解をしたいと思います。 

その基本理念に基づきまして、５月の防災計画の見直しの中に、ぜひきちんとした中身で

見直しを進めていただきたいということをお願いして、次に移りたいと思います。 

 二つ目に、障がい者スポーツの取組みなのですが、町民が健康で長生きできる地域づくり

の基本の一つに、一人一人が健康維持を目指す町民皆スポーツという理念、その取組みがあ
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るというふうに思います。 

大樹町では、他町村に比べて体育施設が不足しているとの声も多いのですが、体に障がい

を持つ人がスポーツを楽しむ施設や機会が少ないのではないかというふうに私も思います。 

２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、障がい者のスポーツの話

題が大きく取り上げられている状況にあり、障がい者が積極的にスポーツを楽しめる環境づ

くりを進めるべきだと考えますので、教育長の考えを伺いたいと思います。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 菅議員のご質問の障がい者スポーツの取組みについてお答えいたします。 

 高齢者や障がい者など世代や障がいのあるなしにかかわらず、誰もがそれぞれの能力や体

力、目的に応じて、日常的に運動やスポーツに親しむことは心身ともに充実し、活力ある生

涯をより豊かに過ごしていく上で大切であります。 

中でも、障がい者のスポーツ、レクリエーション活動は、体を動かすことによる健康づく

りを初めとして、自己実現や生きがいを見出し､多くの人との出会いや触れ合いなどを通じ

て積極的に社会参加することが期待されるなど、大きな意義があるものと考えております。 

そうした意義なども踏まえ、昨年の７月においては、パラリンピック出場を目指すアス

リートの方々をお迎えして、義足体験を入れた陸上教室を開催し、子どもたちを含め住民の

方々の障がい者スポーツへの理解を深める機会を設けたところであります。 

 教育委員会としては、引き続き各種スポーツ教室の充実を図るとともに、技術やルールが

比較的簡単で、子どもから高齢者、障がい者が気軽に楽しめることを目的に、競い合うこと

よりも体を動かし、楽しむことに重点を置いたスポーツ活動を取り入れるなどして、障がい

者が積極的にスポーツを楽しめる環境づくりに取組んでまいりたいと考えております。 

○議   長 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 回答をいただきました。 

 考え方に何も疑問を挟む気持はないのですが､ただ、私個人的には、障がい者スポーツや

障がい者問題にそれほど精通しているわけではございません。ただ、社会が体に障がいを持

つ人に対して差別や排除するのではなく、生活環境の整備や学ぶ機会及び働く場の確保など

など、整備が大切だというふうに日ごろ考えています。 

それで、障がい者に対するスポーツ活動の場の提供も、障がいを持つ人が健常者と同じよ

うに健康状態や体力及び能力に応じてスポーツを楽しむためには大切だというふうに思い

ます。 

そこで今、回答にあった中の具体的な対応についてお尋ねしたいと思います。 

一つは、昨年実施をした陸上教室で、どんな成果があったというふうにお考えですか。 
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○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 昨年行いました、義足体験を入れた陸上教室での成果ということでございますけれども、

子どもたちが障がい児スポーツについては、早い時期からそういったスポーツ活動を知る、

親しむという取組みが非常に大切だと言われています。 

そうした中で、昨年７月、陸上教室を行いました。そのことによって、これまで障がい者

スポーツを知る機会がなかった子どもたちが、改めて障がい者と一緒に触れ合うという機会

を得たというところでは、大変意義があったものと思っています。また、あわせて町民の方々

も見て一緒に参加していただいた方もいらっしゃいますので、そういった意味で障がい者ス

ポーツを理解する上で大きな意義があったと理解しております。 

○議   長 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 その成果を２９年度以降、どんな形で実践をしていくというふうにお考えですか。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 昨年２８年４月、障害者差別解消法が施行されて、共生社会の構築に向けた取組みの充実

というものが求められています。そうした中で、障がい者スポーツもそういう障がい者の生

活の質、生きがい、あるいは地域の活性化、あるいは共生社会をつくっていく上でも貢献す

る取組みになると思っています。 

子どもたちにはせっかくそういった機会を得ることができました。今後、またそういった

スポーツ教室とあわせて町民の方々も親しめる、障がい者と一緒に触れ合う、そういった機

会、そういったものを今後つくっていくことができればというふうに考えております。 

○議   長 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 そうなのですよね。そういう機会をどんどん増やしていくということは、僕はいいことだ

と思うのです。ただ、残念ながら２９年度の教育行政執行方針では、ただの一言も触れられ

ていません。それと、教育費の２９年度の予算計上も、社会体育でいうと２８年度とほぼ同

様で、障がい者スポーツに対する基盤整備に何の措置もとられていないというふうに判断で

きるのであります。 

今、この障がい者スポーツは、近年猛スピードですそ野が広がっている実態にあります。

楽しむことも大切ですし、楽しむことから競技スポーツとしての技術力の向上も目覚ましい

ものがあるというふうに思います。なのに、先ほど言いましたように、我が町大樹町では、
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去年せっかく陸上教室をやっても、２９年度にどう生かすかという方針が見えない、予算の

中でも配慮がされていないとなれば、今、未整備ではないかという大樹町の障がい者スポー

ツを楽しむことも、まだまだこれから前に進まないということです。そのことを含めて早急

な環境整備が必要だと思うのですが、このままでは２９年度は何にも日の目を見ないで終

わってしまいませんか。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 障がい者のスポーツ活動の普及促進に向けた課題として挙げられるのが、障がいを理解し

た指導者の確保、あるいは障がい者に応じた施設用具の確保、開場する人たちの確保などの

ソフト、ハード、そして人の面からの取組みが必要と考えています。そのため、まず行政を

初め障がい者スポーツ関係団体、あるいは福祉団体による連携体制というのをまず整え、そ

れぞれの持つ人、資源を活用した中で進めていくことが必要だというふうに思っています。 

そういった意味で、まずスポーツ関係者、あるいは福祉関係者、連携協働体制を整えると

いう取組み、そして新しいそういったスポーツ教室も今いろいろな教室を年度によって開催

しておりますので、そういった障がい者を含めた教室も開催していきたいというふうに思っ

ています。 

○議   長 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 言葉ではわかるのですけれども、言葉でいうのは何となくわかりそうなのですが、実際に

実現性が全くないように受け取れるのです。 

例えば、何か一つこれをやると例を提起させてください。例えば、３月中に札幌で冬季パ

ラリンピックとかがあります。その競技がどうとはいいませんが、３月中に多分芽室町で障

がい者スポーツの講演会があって、障がい者サッカーの見学会があって、参加者の募集をし

ているわけです。十何日かまでにというような記事があったと思います。日にちは定かでは

ありませんが。そういうところに職員を派遣して講演を聞くなり、それを持ち帰って基盤整

備に活用すると。実際に障がい者がサッカーに親しんでいるところを見て、それを参考にす

ると。そういうところになぜ手をかけられないのかというのが疑問なのですよ。大した予算

がかかるわけではありません。そして言われたように、そういうところから障がい者スポー

ツの指導者を育成し、すそ野を広げていくと。何の事業も初めはゼロからです。ですから、

やらなきゃ、やらなきゃいけないと言っている間にどんどん遅れてしまうのですね。ですか

ら、手がけること、身近にあることに、ぜひそこに行こうと思わないのか不思議なのですよ。

だから､予算がかかるのであれば、当初予算の中に組み込むのか補正で対応するぐらいの気

持を持って、ここを受けとめるということでないと僕はいけないと思うのですよ。そしてそ

れがどうなのか後からお伺いしたいのと、同時に、もう１個は大樹町の町技であるミニバ
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レーです。これはずっともう３０年以上も町民及び今は世界各国に広まっているのですが、

親しんできました。僕は、障がい者スポーツが大樹町で広がるとすれば、ミニバレーは一つ

の起爆剤になると思っています。例えば、無理をしないで楽しむだけだったら体に障がいを

持つ人も大丈夫だし、車椅子であってもやり方によっては楽しめないことはないと思いま

す。せっかくの町技ですから、健常者だけではなくて、なぜ障がい者にもそこはそういうこ

とであれば広めていきたいと、それを検討していきたいというふうにならないのかというの

が僕は残念なのですよ。 

ですから、もう一つ、例えば僕は競技スポーツまでいくといったら、それはそういう能力

を持っていた人がいれば、ぜひ生かすように対応していただきたいと思いますけれども、そ

れよりもやっぱり最初は楽しむことだと思います。この中で言うと、僕はルールも何もわか

りませんが、リオオリンピックから採用されたボッチャという競技がありましたよね。あれ

は、障がいを持つ人でも楽しめるというように、僕個人は判断しています。 

ですから、そういうところの勉強をしながら、地域ぐるみで障がい者が健康で健全な精神

を宿すような、そして生活できるような形の中での障がい者スポーツとしてそういうことを

考えていくこと、僕は大事ではないかと思うのです。ですから、ぜひそのことだけはもう近々

に取り入れていくと、さっき言った予算になくてもそれは補正でも何でもいいのですよ。だ

からそのことを今年はここまで行きたいという、やっぱり今後４月以降の障がい者スポーツ

に対する心構えとして、最後にお聞かせいただきたいと思います。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 教育委員会として、これまで障がい者スポーツにそれほど大きな目を向けてきていないと

いうご指摘もいただいたと思っています。 

今後、せっかくのパラリンピックの冬季の大会がありますので、指導者の要請に向けて見

に行く、あるいは子どもたちもできればそういった機会を見に行くことができるような取組

みも検討していきたいと思いますし、また新たな、先ほどのボッチャ、あるいはペタンクと

か比較的取組みやすいスポーツ、そういったものもぜひ２９年度開催してまいりたいという

ふうに思っています。 

○議   長 

 菅敏範君。 

○菅敏範議員 

 間違っていなければ、さっき言った３月中に芽室で講演会があって、サッカーの教室を見

学できるという希望者を集っているので、そこは一番身近だと思うのですけれども、だめな

のですか。 

○議   長 

 浅井教育長。 
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○浅井教育長 

 正直、私は芽室の指導者講習会を承知していませんでしたので、要項等を見た中で派遣で

きるものについては派遣していきたいと思っています。 

○議   長 

 次に、２番齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

 まず、最初に大樹町の献血者の実態と啓発と、それと学校における献血に関する学習につ

いてお聞きいたします。 

 少子高齢化に伴う献血可能人口の減少や大規模地震が高い確立で、最近発生していること

が危惧されております。そういった厳しい状況におかれている中、輸血用の血液製剤の８割

を使う高齢者がふえ続けているのも実態です。 

 一方、若者の献血率が下がり続けて、２０２７年には献血者の約８５万人分の血液が不足

されると推計が国としても公表されました。献血構造改革１０年の中で、平成２４年、平成

２５年と続けて学校における献血に触れ合う機会の受け入れについてとして、厚生労働省か

ら文部科学省へ、そして各都道府県教育委員会から市区町村教育委員会に対して通知をされ

ております。この通知に対する教育委員会の考えと、今の大樹町の実態、具体的な啓発活動

について５点ほどお伺いします。 

 １番目ですけれども、今の町内の実態について、総献血者の動向について、それと町内に

おける年代別の献血者の推移について、３番目ですけれども、安定した集団献血、企業等の

確保について、４番目ですけれども、学校、教育委員会の考え方ですけれども、通知に対す

る教育委員会の考え方について、５点目ですけれども、学校現場におけるこれまでの授業・

学習の取組みについてお聞きいたします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 齊藤議員ご質問の、町の献血者の実態・啓発と学校における献血に関する学習についてお

答えをしたいと思います。 

 ご質問１点目の町内における総献血者数の動向についてお答えをいたします。 

大樹町における献血者数は、平成２３年度は１７９人でしたが、平成２４年度は１５２人、

平成２５年度は１４０人、平成２６年度は１３１人、平成２７年度は１２５人、平成２８年

度は１２２人と毎年少しずつではありますが減っており、平成２３年度と平成２８年度を比

較しますと３割程度の減となっております。 

 ２点目の町内における年代別献血者数の推移についてお答えをいたします。 

日赤の数値により､平成２３年度と平成２７年度を献血者総数の構成割合で比較をいたし

ますと、１０代・２０代が１６.２％から１５.２％、１％の減、３０代・４０代では４８％
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から４６.４％と１.６％の減、５０代・６０代では３５.８％から３８.４％と２.６％の増

となっており､全体を通してはほとんど変わっていない状況かなと思っております。 

 ３点目の安定的な集団献血、企業等の確保についてお答えをいたします。 

大樹町における献血については、年３回、町内４カ所において行っており、献血車が来町

する際、大樹郵便局を初め、町内の複数の事業所及び大樹高校へ文書による協力をお願いし、

さらに一般の町民の皆様には広報紙と無線放送による周知も行っているところであります。

今後も、住民の方に献血にご協力いただけるよう啓発、周知に努めてまいりたいと思います。 

 ４点目、５点目につきましては、教育長から答弁を行います。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 齊藤議員の町の献血者の実態・啓発と、学校における献血に関する学習の質問に対して、

四つ目の通知に関する教育委員会の考え方についてと、五つ目の学校現場におけるこれまで

の授業・学習の取組みについて、教育委員会よりお答えいたします。 

 初めに、通知に関する教育委員会の考え方についてでありますが、本通知は、平成８年度

に７２万人あった１０代の献血者数が、平成２３年度には２８万人まで減少している状況か

ら、今後の献血医療を支える若年層の方々に将来にわたって献血に協力いただくことが重要

であるとの考えのもと、高等学校等が献血セミナーや学校献血など、献血と触れ合うための

機会を積極的に受け入れていただけるよう協力依頼の通知を発出したものであります。 

 教育委員会としては、高等学校等で献血に触れ合う機会を設けることは、高校生等におい

て人々の健康を守るための保険、医療制度の仕組みや、日本赤十字社などから保健医療サー

ビスなどが提供されていることを理解する上でも、意義のあるものと考えております。 

 次に、学校現場におけるこれまでの授業・学習の取組みについてでありますが、小中学校

では、教育課程の実施において、献血にかかわる学習の機会は設けておりませんが、中学校

においては厚生労働省から配付される献血啓発ポスターを校内に掲示し、献血制度について

の生徒の理解を図っているところであります。大樹高校では、献血啓発ポスターの校内掲示

を初め、厚生労働省作成の献血制度等に関する理解、啓発を図るリーフレットを生徒に配付

するほか、保健や生物の授業において献血制度について説明を行っております。また、町の

保健福祉課と連携し、日本赤十字社の献血車が来校し、希望の生徒や教職員が献血を行って

おります。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 まず、答弁の中で年３回、町内４カ所において回っておりと、今、町長の答弁いただいた

のですけれども、実際大樹高校、過去ですと年１回、多分１１月ころ訪問したと思うのです

けれども、１年間含めて団体企業の献血状況はどうなっているのか、ちょっとお聞きしたい



 

－ 41 －

のですけれども。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 大樹町においては、年３回、大体月としては５月、９月、２月を目途に実施しております。

そのうち大樹高校においては年１回９月に実施しております。団体企業等の実施の状況です

が、大樹郵便局等を初め１４事業所に御協力の文書等をださせていただいております。平成

２７年度の実績ですと、１２５人の方から献血をいただいておりますが、その中で６０人の

方が団体企業からの献血となっております。 

 以上でございます。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 わかりました。 

 １４団体から通知を出して行っているということなのですけれども、日赤の数値からいき

ますと、平成２３年度と平成２７年度の比較から１０代、２０代の１６.２％が１５.２％、

大樹町としては１％減と横ばいなのですけれども、献血年齢ですと１６歳から採血できるこ

とになっているのです。それで、大樹高校へ文書による協力をお願いしたと答弁いただいた

のですけれども、実際大樹高校での献血の生徒数の実態はどれぐらいになっているのか聞き

たいのですけれども。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 平成２７年度の実績ですと、生徒の方７人、教員の方７人、計１４人の方にお申し込みい

ただきまして、９人の方から献血をいただいております。９人のうち生徒が４人、教員が５

人となっております。平成２６年度は２０人の方から献血をいただきまして生徒が１６人、

教員が４人、平成２５年は１２人献血していただきまして生徒が１１人、教員が一人という

ふうになっております。 

 以上でございます。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 今の課長の説明からいきますと、やっぱり２６年度から２７年度を比べると実態は減って

いると。実際、中には低比重というか、そういう人がいて受けられない方もおられると思う

のですけれども、平成１７年度に献血構造改革と称し、将来の献血を支えていただける若年

層の方々が安定的に、かつ継続的に献血をさせていただく体制づくりとして、１０代、２０
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代の献血全体の４０％まで上昇させるという、そういう到達目標を掲げたのですよね。 

実際はＶの字現象にはならなかったのですけれども、一般の方には広報紙、無線放送等に

よって周知を行っていると、今後も住民の方々に献血のご協力をいただけるよう啓発、周知

を進めてまいりますと、今、町長から答弁をいただいたのですけれども、それだけではなか

なかいかないと思うのですよね。特に若年層の、また献血が期待できないと思います。今の

献血、いろいろ人数言われたのですけれども、そういった大樹町の献血の情報を伝えながら

具体的な取組みがもっと必要ではないかと思うのですけれども、それについて町長どうで

しょうか。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 先ほど数値でもお示しをさせていただきましたが、全体的には横ばいと言いつつも、やっ

ぱり減少しているのかなというふうに思っておりますし､今後将来を担う若年層、若い方々

の献血に対する理解を深めて献血に足を運んでいただくということが必要かなというふう

に思っているところでもあります。正直、年４回の献血の際に足を運んでいただけるという

のは、なかなか拡大は厳しいかなというふうに思っておりますし、一度足を運んでいただい

た方々、年齢問わず、その方々には再度献血に来ていただけるというのは非常に多いかなと

いうふうに思っておりますので、まずは１回献血に来ていただくというような形での動機づ

けと申しましょうか、そういう場面をつくっていくということが必要かなというふうに思っ

ております。 

献血車がある程度こちらのリクエストに応じてきていただけるのであれば、町である何か

のイベントのときに来ていただくというのも方法論ではあると思うのですが、この管内で１

台で運行しているというようなこともあって、なかなかそういう場面も難しいのかなという

ふうに思っておりますので、今後日本赤十字社とも連携をしながら、若年層に限らず、一人

でも多くの町民の方々に献血を行っていただけるような、そういう環境づくりについては、

鋭意努めていきたいなというふうに思っております。今現在こういうプランというものはな

いのでお示しできませんが、そういうことで進めていければと思っております。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 ぜひ、赤十字社と日程が合うのであれば、そういった献血車、イベント等にも参加をいた

だいて、また今回初めて、多分大樹町の献血の状況というの数字的にはきちんと把握できた

のではないかと思います。そういった情報を広報紙なんかで流しながら、啓発運動をしてい

ただきたいと思います。 

 次に、学校のほうに、教育委員会にお尋ねいたします。 

 中学校においては、配付された献血の啓発ポスターを校内に掲示し、献血制度の生徒への
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理解を図っているという、そういう教育長の答弁をいただきました。 

高校に入学して、献血できる１６歳になるまでの小中学校における効果的な献血意識の醸

成は必要と考えます。小中学校の教育では、学習指導要領においては直接的な指導内容はな

いのですが、義務教育の間にできる保健体育からも献血制度や献血活動について知らせた

り、豊かな心や健やかな体の育成という観点から、学習に取り入れていく考えはないのかお

聞きします。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 学習の中に入れて献血意識の醸成を図ってはどうかというご質問でございますけれども、

献血に触れ合う機会を設けることは、子どもたちが自他の生命の尊重、あるいは他者への思

いやりなど道徳性を養う上でも大変意義があるものと考えております。 

小学校６年生の授業で、保健の中で病気の予防の単元の中で、病原体と病気、生活習慣病

という学びがあります。理科では、人や動物の体の単元の中で、血液循環の仕組みや働きな

どについて学ぶ機会があります。 

中学校におきましても、保健体育の授業の中で病気や怪我について学習する機会がござい

ます。そうした学習の機会の中で献血制度、あるいは献血活動があること、そして意義等紹

介するなどして献血意識を育んでいけるように、今後、小中学校と協議を進めてまいりたい

と考えております。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 ぜひ、そういった小学校６年生、中学校の単元の中でありますので、献血の意識を育んで

いけるような意識づけを学校側と今後とも協議していただきたいと思います。 

 最後になりますけれども、血液は体内の隅々まで酸素や栄養、ホルモンなどを運ぶ大切な

役割を担っています。医療が進歩した現在でも人工的につくれず、献血が唯一の人命救助の

手段であることから、早期の位置づけが大切だと思っております。日赤、保健師等の協力を

いただきながら、学校の現場の総合学習、また校外活動を通して、積極的に専門職の出前講

座の活用もこれからは必要ではないかと、最後にお聞きいたします。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 学校の総合学習、あるいは校外活動での積極的な出前講座の活用についてご質問いただき

ました。 

 小中学校におきましては、関連する保健の授業などで献血制度や献血活動の意義を含めた

健康について学ぶ機会として、道徳の授業では集団や社会とのかかわりの分野で日赤や保健
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師等の専門家の出前講座など活用することは可能と考えております。こうした取組みができ

るように、今後保健福祉課とも連携を図りながら、小中学校と協議を進めてまいりたいと考

えております。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 ぜひ、学校現場、郊外活動を通して専門職を取り入れた出前講座、そういうものに積極的

に取組んでいただきたいと思っております。 

 学校の献血による献血の経験の重要さが改めて見直されております。学生時代の集団献血

を経験した人は、今ほど町長がおっしゃいましたように、継続的に献血に協力していただけ

る傾向にあり、また、未経験者は成人後も消極的になる傾向にあると、そういう数字も残っ

ているようです。義務教育を終えた１６歳以上の若者が、献血に触れる機会が減ってきてい

ることも現実の課題として捉えることも必要だし、血液は人工的につくることができないた

め、献血によって賄われていることを知ることは大切なことから、小学校、中学校の道徳の

授業や専門家による出前講座の活用を図り、今後の授業の取組みを期待して、この一般質問

を終わります。 

○議   長 

 休憩します。 

 

休憩 午後 ２時０２分 

再開 午後 ２時１５分 

 

○議   長 

 それでは、再開します。 

 一般質問を続けます。 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 それでは、２点目ですけれども、学童保育所・児童館の基本設計の概要と財源確保につい

てお聞きいたします。 

 昨年の１１月４日の臨時議会において、一般会計の補正予算案(第７号)で、保育所費、学

童保育所・児童館建設事業費の基本設計を行う経費として委託料１,２８５万８,０００円が

承認されました。今年の２月１０日に基本設計の中間報告がされ、また説明された内容が新

聞報道もされました。町有地５,３６０平方メートルの建設予定地で、平成２９年度に実施

設計、平成３０年度に建設工事、そして平成３１年度の供用開始を目指していく中で、基本

設計のもととなる町のスタンス、事業の詳細、総事業費の概算、財源確保について、まず４

項目お聞きいたします。 
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 １点目ですけれども、建設に当たっての基本的なスタンスと建設規模について、２番目で

すけれども、放課後児童健全育成事業(学童保育・放課後児童クラブ)を行うのですけれども、

それ以外の他の事業の複合的な事業の取組みの考えを持たれているのかお聞きしたいのと、

３番目ですけれども、一番町民が気にしております外構工事を含めた建設費用の試算規模の

詳細についてお聞きしたいと思います。４番目ですけれども、その試算規模に対する各それ

ぞれの補助金、または一般会計を含めた財源確保の詳細についてお聞きいたします。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 それでは、齊藤議員ご質問の学童保育所・児童館の基本設計の概要と、財源確保について

お答えをいたします。 

 ご質問１点目の建設に当たっての基本的なスタンスと建設規模についてお答えをいたし

ます。 

 大樹町の学童保育所、いわゆる放課後児童クラブは､現在、大樹町武道館において、共働

き世帯などの小学３年生までの児童を対象として設置をしております。入所児童は増加傾向

にあり、平成２５年度では６２名でしたが､平成２８年度当初では８７名の児童が登録して

施設の利用をしているところであります。 

新しい学童保育所・児童館では、学童保育所の対象児童をこれまでの小学校３年生から小

学校６年生までに拡大し、共働き世帯などが安心して子どもを預けられる機能を整備すると

ともに、学童保育所に通所していない児童の遊び場や、少年団活動の利用についても検討を

しております。施設規模としては、学童保育室３室、児童館教室１室、屋内競技場、図書ス

ペース、視聴覚室、障がい児に対応可能な居室などを整備し、延べ床面積で１,５００平方

メートル程度の検討を進めているところであります。 

 ２点目の放課後児童健全育成事業(学童保育・放課後児童クラブ)以外、他の事業の取組み

の考え方についてお答えをいたします。 

 現在行っている学童保育所、いわゆる放課後児童健全育成事業以外に、児童館の機能とし

て、共働き世帯以外の児童が自由に遊び、利用できる居場所の検討を進めております。学童

保育所・児童館が開館している時間帯については、基本的には子どものための施設ですので、

児童の利用を最優先とし、それ以外の時間帯には、子育て世代や地域の方々、少年団活動や

行政区にも利用できるよう現在検討を進めております。 

 ３点目の外構工事を含めた建設費用の試算規模の詳細についてお答えをいたします。 

 現在、今年度の補正予算でお認めをいただいた学童保育所・児童館の基本設計業務で、施

設規模や設備、外構工事などをまとめているところであり、概算の金額についても基本設計

業務の中で積算をしており、来月には図面等と合わせて外構工事を含めた建設費用をお知ら

せできる予定であります。基本設計を委託する前の段階で、本体工事費、外構工事など事業

費総額で６億円程度を見込んで進めておりますが、少しでも経済的になるように努めてまい
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りたいと思います。 

 ４点目の各補助金、一般会計予算を含めた財源確保の詳細についてお答えをいたします。 

 交付金と過疎債を財源として見込んでおり、交付金については次世代育成対策施設整備交

付金で国、道合わせて４,２００万円程度見込んでおります。交付金を充当した残りの財源

は過疎債を見込んでおり、その借り入れ額の元利償還金の７割が交付税で措置されるため､

理論上での町の実質負担額は約１億８,０００万円程度になると考えております。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 それで、いよいよ平成３１年度の供用開始に向けて、学童保育所の建設が基本設計を初め

として動き始めました。若年層の方の共稼ぎの世代、子どもたちの保護者は、多分期待して

いると思います。しかし、町民の中には、答弁の内容からも本体工事、外構工事など、総事

業費が約６億円程度見込んでいることから、今現在の少子高齢化の進む中で財政を含め、な

かなか理解を得られない部分もあると聞いております。 

 今後、実施設計、設計、施設の供用まで町民に理解を求めることが、今後の町民への課題

かなと思っております。そういった件を含めて何点かお聞きします。 

 まず、２月１０日付の新聞から、酒森町長は地元の木が見える形で使われ、子どもたちの

遊びを考えたつくりになっていると、町の思いをしっかりと形にしていただけたと、そう

いった記事が掲載されました。それで町の思いをしっかり形にとは、具体的にどういう形な

のかその辺をお聞きしたいです。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 ただいま私が学童保育施設の建設に当たって、町の思いをしっかり形にしていただきたい

のだということの話をした内容等についてお答えをさせていただきたいと思います。 

 今回の学童保育所・児童館の基本設計に当たっての基本コンセプトは、子どもが集う施設、

子ども目線の子どものための施設ということを主眼に置いております。現在小学校３年生ま

でとなっている学童保育については、今後小学校６年生まで拡大をするとともに、先ほど答

弁の中でもお話をさせていただきましたが、学童保育所に通っていない、入っていない児童

の居場所として、児童館機能をあわせ持つ施設としたいということ、そして子どもたち誰も

が使いやすい施設、また障がいのある子どもたちも一緒に仲よく楽しく過ごせる施設として

も活用していきたいなというふうに思っております。 

何よりも大樹町、木材の町でもありますし、地域資源として立派なカラマツ等もあります

ので、そういう材も使った、子どもたちが仲良く、そして夢を持って過ごせるような、そう

いう施設にさせていきたいというふうに思っております。 

○議   長 
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 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 町長が言っていました子ども目線、子どもに合った対応で、小学校３年生から今後は小学

校６年生にしたいと、わかりました。ですけれども、やっぱり６億円という大きな投資をす

ると、それだけでは、その利用価値だけでは多分どうなのかなという疑問を抱いていると思

います。 

学童保育所以外として、共稼ぎ世代以外の児童が安全･安心で自由に遊びの利用のできる

児童館機能を備えた複合施設、複合的な事業、利用、役目も必要とこれからは考えています。 

例えば、学童保育所ですと時間的には５時、６時に終了するのかなと、それ以降も使える

ような夜間開放的なことも今後考えていかなければならないと思うのですけれども、それで

１１月４日の臨時議会において質問させていただいたのですけれども、その答弁で課長のほ

うから、今回建設する建物につきましては、児童館の部分を備えているということで、いつ

も誰もが来てもいいような形での対応になるということになろうかと思っております。

ちょっと今の時点ではすぐお答えできないのですけれども、対応できるのであればそういう

部分にも対応していきたいというふうに考えておりますと、そういう説明の内容をいただき

ました。それで、あれからもう２カ月、３カ月になるのですけれども、その後答弁の中では

検討していると言うのですけれども、来月には実施設計が出る段階でもう具体的な複合的な

事業の取組みって、もう考えて示していいのではないかと思うのですけれども、この具体的

な取組みについてお聞きしたいです。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 具体的な複合事業の取組みについてご説明させていただきたいと思います。 

 今現在検討しておりますのは、例えば今、議員からお話しありましたように、平日午前中

は、学童保育所・児童館はあいております。児童館の子どもたちは午後から来るということ

になって、その時間帯につきましては一般開放ということで、お母さんたちが自由に来てサ

ロン的に使っていただいたりというようなことで、活用を考えております。また、学童保育

所児童館が終わった後の時間につきましては、スポーツ少年団なり行政区とかで使っていた

だければいいのではないかなということも考えております。また、学童保育所・児童館が閉

所となります日曜日、やっていない曜日なのですけれども、このときにつきましては、部屋

とかもちろん体育館等もあいておりますので、そういった部分は子育て家庭に開放して、自

由に遊べるような形で使っていただけないかなということでの活用を考えております。 

 以上でございます。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 
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 今、考え方、スタンスはわかりました。でも、実際にどうなるというのはこれから協議だ

と思うのですけれども、このことについてはまた後からちょっと最後に聞きたいと思うので

すけれども、昨年の４月から障がい者の差別解消法が改正されてから、子どもを含めて誰も

が利用できることから、長期の休み期間、土曜、日曜、祝日において障がい児、あるいは支

援を必要とする幼児、児童を一時的に預けたいという保護者がいると思うのですね､施設か

ら帰ってきた場合。その対応について、特にデイサービス事業もこの１,５００平米という

施設の中では十分できるのではないかと思うのですけれども、その辺の運営の考え方につい

て聞きたいのですけれども。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長。 

 今回の施設では、障がい児でも利用可能な部屋の整備も予定しておりまして、施設的な面

からは、そういった対応も可能になるのではないかなというふうに考えております。 

ただ、一方で障がい児のデイサービスを行うということになりますと、専任の職員を配置

する必要もあるのかなということで考えております。そういった中で、今回の施設につきま

しては、学童保育所のほかに新たに児童館部分を設けるということで、現在の職員ではなか

なか対応が難しい部分も出てこようかと思います。そういった意味から、まずその施設の供

用開始に向けて職員数の検討を行い、ご質問のありました障がい児のデイサービスについて

は、学童保育所・児童館、両方が動き始めた後になると思うのですけれども、開始後、どの

ような対応が可能か、関係職員も含めて協議をしていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 ぜひ、今後はその部分は避けていけないと思うのですよね。例えば、帯広の施設に入って

いる子は、多分土曜、日曜は寮から出されますので、そういったことで帰宅するとなると、

家庭で何か用があるといったらやっぱり一時的に預かるということも出てきますので、今

後、学童保育所児童員も含めて、包括支援員だとか児童厚生員だとかいろいろとあるので、

そういうことを含めて教員の確保をお願いしたいと思います。 

 それで、建設施設の内部の関係でちょっとお聞きしたいのですけれども、今回の建設に当

たって図書の関係、今現在大樹町の図書館の児童図書は約２万６,０００冊あると聞いてお

ります。実際利用されているのは６割程度と聞いております。学習センターの１階の一部と

３階のところに小学生向けの図書を配置しているのですけれども、子どもたちや保護者から

は３階が使用しづらいという意見が寄せられている状況から、今後、委員会と連携して３階

の部分の児童図書の部分、まだ眠っている４割の児童図書の学童部分を、あれだけ１,５０

０平米あって十勝管内では一番広い図面だと思います。そういうことを考えると、ある程度
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の図書館機能を備えた図書館スペースも確保して３階の解消ができるのではないかと、そこ

で読み聞かせ活動とか協力は得られないのかできないのか、その辺のことをお聞きしたいで

す。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 今回の施設につきましては、図書館のスペースも確保することとしております。そういっ

た中で、図書館のほうにも、今もご協力はいただいているのですけれども、新しい施設にお

いても図書館のほうにもご協力をいただき、大体５００冊程度の本は配置していきたいとい

うふうに考えております。５００冊のうち、施設で常備する分と議員からご指摘ありました

ように、図書館から借り入れというのでしょうか、そういったものも定期的に交換するよう

な形で設置、配備していけないかなというふうに考えております。そういったことで、子ど

もたちが日常的に本に親しんでいただけるような工夫をうまく、新しい本を入れたりとか興

味のある本を入れたりとかということで、工夫をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

また、現在の学童保育所でも図書館ボランティアの方が来て、読み聞かせ等でご協力をい

ただいております。新たな施設では視聴覚室も設ける予定になっておりますので、そういっ

た場所でまた子どもたちに本に親しんでもらうということで、読み聞かせ等のボランティア

もぜひ行っていただければということで考えております。 

 以上でございます。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 ぜひ、施設的には結構スペースがありますので、余り蔵書をすると制約とか要綱に引っ掛

かるのかなと思うのですけれども、ひっかからない範囲内で、できれば３階の部分もそうい

う学童保育所に設置いただくと、結構解消されるのではないかと思っております。 

今までいろいろ聞いてきたのですけれども、運営の仕方、内部の構想とか図書館のことを

聞いたのですけれども、それを実施設計が開始するとともに、供用開始の複合的な取組み、

運営方法等をやっぱり町民に興味だとか関心だとか理解をしていただく必要があると思う

のですよね。できれば実施設計までにはきちんと明確にしていただきたいのと、やっぱり

我々議員も議会も、基本設計で認めた以上は町民に聞かれた場合は説明する責任があるので

す。今の段階では考えています、考えていますだけでは、町民はこんなに６億円も投資して

大丈夫なのかと、そういう疑問を抱くので、できれば鈴木議長など表明演説の中でも行政と

議会は両輪でいきたいと言っていますので、我々も説明する責任があるのです。そういった

ことを考えると、実施設計に入るまでには供用開始にはこういうスタンスでいくのだと、こ

ういう使い方をするのだということをきちんと打ち出して、またこの間、議会出提案されま
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した模型だとか、１,０００分の１かな、ありますので、そういうものをうまく活用しなが

ら、学習センターでも町民の窓口に置きながら興味を持たせる、関心を持たせるということ

をしていかないと、なかなかそういうことは理解していくということは大変ではないかと思

うのですけれども、その辺についてどうでしょうか。 

○議   長 

 村田保健福祉課長。 

○村田保健福祉課長 

 施設につきましては、子育て世代の方、あるいは子どもたちが便利で楽しく利用できるよ

うにしていきたい考えております。そういった意味では、住民の方々からも議員ご指摘のよ

うに意見を聞くこと、あるいは説明することは非常に大事だと思っております。 

基本設計終了後におきましては、まず子ども子育て委員会のほうにおいて、基本設計の内

容等をお知らせするということとともに、議員からご指摘のありましたような図面とかそう

いう模型みたいなもの、そういったものも含めて、利用する子どもとか住民とかに知ってい

ただくような機会をつくっていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 子育て世代、子ども子育て委員会でも、やっぱり興味のある方は多分なっているので大丈

夫なのですけれども、一番大変なのは、町民の中でも我々の世代、子育て世代が終わった段

階の方がいろいろな意見を言ってくるわけです。そういう方の理解を得るためには、例えば

町民に興味、関心を持たせる必要性からも尾田の認定こども園と同様に、子どもの放課後の

居場所にふさわしい親しみやすい覚えやすい愛称の募集って、ホームページやまた懸賞つき

といったことで、子育て世代だけ募集するのではなくて、いろいろな世代から募集するよう

な工夫をして、少しでも町民の理解を得るということも、これからは必要ではないかと思う

のですけれども、それについてどうでしょうか。 

○議   長 

 布目副町長。 

○布目副町長 

 今、３０年度に向けて工事を進めるということで、基本設計あるいは実施設計と、こうい

う段階に進んでいくわけなのですけれども、これから大樹町全体で利用していく、特にご指

摘のように子どもばかりではなくて、子育てが終わった人方の関心を得ていくというご意見

を頂戴しましたので、幅広くこれから利用していく、住民から親しまれるような名前、ネー

ミング、こういったものを広報紙、あるいはホームページ等々、そういう媒体を使って公募

をしていきたいなというふうに思っております。ぜひ、こういう段階で皆さん方から、多く

の方からそういう名前を頂戴して、親しまれる名前にしていきたいなというふうに思ってい
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るところであります。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 ぜひ公募をしていただいて、できれば公募の何点かは公表するような、こんないろいろな

もの出たよと、そのうちからこれにしましたというような、そういうこともあってもいいの

ではないかと。そうすると、いろいろな町民の見方って変わると思うのですよね。そういう

ことを、ぜひ、今後取組む中でお願いしたいと思います。 

 それと、もう一つ気になるのは、建設予定地にあります格納施設、収容している防疫車両

だとか営繕部品等について、今後の格納先ってきちんと決まっているのでしょうか。それに

ついて。 

○議   長 

 布目副町長。 

○布目副町長 

 先ほどの愛称の関係でまたいいアイデアもいただきましたので、公表すると同時にその

選抜の仕方といいますか、そこも大事なのかと思っていますので、どういう組織がいいか、

これはまた検討して進めてまいりたいというふうに思っております。 

 それから、建設地に結構さまざまな建物が建っておりまして、ご指摘の営繕作業所、ある

いはその中に納めている車庫の関係ですとか、観光協会の倉庫、それから防疫車の車庫とそ

れから薬剤庫、これらがあそこに集まっているわけなのですけれども、これらはスケジュー

ルからいきますと、平成３０年度の７月ころには本体工事が着工するのではないかなと、７

月あるいは８月ころが今言われておりますので、少なくともその前には支障のないようによ

かしておかなければならないということを考えておりまして、今後スケジューリングとしま

しては、今年度のできるだけ早い段階で設計に着手したいなということで、現在、総合計画

のプロジェクトチームの中でも検討しておりまして、これを庁議等で煮詰めていって、そう

いう運びにしてまいりたいなということで思っています。それらの倉庫関係は、その前まで

にはどこかにつくりたいなということで、あわせて検討を進めたいと思っております。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 どこかに移動したいと、年度内には設計を着手したいということは、また別な建物ができ

るのかなとそういう解釈をしたのですけれども、このことについてはやめておきます。質問

と違うので、避けてさけておきますけれども、これから先はちょっと、今度は予算、財政に

ついて３点ほど聞いて終わりにしたいと思います。 

 建設費はもとより、木造を基本とした平屋建てで、屋根の上には積み木を似せたエコボッ

クスを配置、吹き抜けとなっており、太陽光を取り入れた室内構造で､町民が感心する人も
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いるし、屋根の構造から疑問視しているのですけれども、多分大丈夫だと思うのですけれど

も、そういった構造の中で維持費、管理費はどの程度かかると算出されているのか、全くさ

れていないのか。もしわかれば教えていただきたいのですけれども。 

○議   長 

 布目副町長。 

○布目副町長 

 受注されている方から様々というか、提案されて何度かもうこちらに足を運んでいただい

て担当の者と詳細な設計を今詰めているという段階でありまして、図面的にはもう３回、４

回ほど修正されたものが私のほうにも届いているという段階でありまして、その途中の段階

ではありますけれども、児童館に係る年間の使用料、エネルギー関係のそういったものも途

中は示されておりますけれども、これからもう少し設計が詰まっていく段階で、そういった

ものも少し整理されていくのかなというふうに思っているところでありますけれども、維持

管理費につきましては、これからずっと末代使っていくというような施設になりますので、

できるだけランニングコスト、これは低く抑えたいというのを私どもの基本的な考え方を

持っておりますので、イニシャルコストと同時にできるだけ絞っていくということでお願い

をしておりますので、そのようなことを十分に意を次いで、設計会社のほうはそれを形に反

映してくれているというふうに思っているところであります。 

基本設計は残すところ３月でありますので、もう最終段階に入っておりますけれども、ぎ

りぎりの段階までそういったことに主眼を置きながら、まだまだ努めていきたいなというふ

うに思っているところであります。最終的にそういうコストのほうも最後は大体このぐらい

だということをお示しされれば、また機会を見てそういったこともお示しをしたいなと思っ

ておりますけれども、それを持ってまた次のステップの実施設計、これにきちっと反映をし

て、その中でもまだまだ詰められるところが出てくると思いますので、そこはこの基本設計

で終わりということではなくて、詰めていくものはできるというふうには思っているところ

であります。 

 以上です。 

○議   長 

齊藤徹君 

○齊藤徹議員 

 今、副町長のほうからイニシャルコスト、ランニングコストかからないような設計をもう

３回も４回もやっているというのはわかるのですけれども、外構工事を含めて総事業費が約

６億円程度見込んだ中で進めているのですけれども、それでイニシャルコスト、ランニング

コストのかからない、やっぱり町民が一番気にしているのは、積雪、寒冷地向けに合った施

設を考慮してほしいのですというのが一番の願いだと思います。 

先ほどの答弁の中でも、少しでも経済的になるように詰めてまいりたいと、町民の、そう

いった負担を軽くしていくためにもしていただきたいのですけれども、また３月いっぱいま
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で極力ある程度どういう形が構造的にいいのかなど、もう１回建設全体の見直しも必要では

ないかと、今の段階ではなかなか町民の理解を得られないような雰囲気なのですよね。その

辺大丈夫なのか、大丈夫だという太鼓判を押せるのであればいいのですけれども、それにつ

いてお伺いいたします。 

○議   長 

 布目副町長。 

○布目副町長 

 今回の案件は、当初私どもがお示しした主を、考え方を提示した中で、受注者の方がその

町の思いを形に変える形で今設計が当初提案されて、それに基づいて修正をしながらブラッ

シュアップしてつくっていくという形の段階にあるのかなというふうに思っています。図面

も私ども何度も見ていながら、私もいろいろ考えるところがありますけれども、設計者のご

意向、あるいは町の子どもたちの将来の使い方のあるべき理想といいますか、そういうこと

も含めて今配置プランになっているわけですけれども、管理部門、それから児童館、あるい

は児童室等々あるいは障がい者スペース、それから先ほどの話にありました図書スペース、

それから保護者の方が迎えに来たときのちょっとした待つスペースのホワイエ、そういった

ところのスペース、それから最大の大きな場所では屋内体育館ということで､４８０平米と、

今の武道館の大きさが４７０平米ですので、やや同じなのかなということで、この大きさに

ついてはバレーボールが、正規ではないですけれども、一面きちっととれて、周りに大体図

面を見ますと２メートルか３メートルぐらいのバックスペースがあるような配置の大きさ

になっているということから、高さについてはかなりの高さが７メートル５０ぐらいの階高

を設けているということを聞いておりますので、相当高いなという気はしますけれども、面

的に見るとこういう配置になっているわけで、これをどの部分をもう少し磨いたら、例えば、

小さく建物的にはできるのか、あるいは外構的にもう少しコンパクトといいますか維持管理

の当然かからない形の仕様あるいは配置、こういったことも着目しながら、もう少し検討で

きる部分があるのかなというふうには見方もありますけれども、基本設計は最終ではありま

すけれども、先ほど申してダブりますけれども、ぎりぎりまで、あるいは実施設計に入った

段階でも見直しはできますよということも設計者のほうからもご意見はいただいておりま

すので、この基本設計がある程度形が出た段階で、議員初め子育て会議、あるいは町民の方

に見ていただいてお示しする場面が出てきますので、そういった部分も十分に意見を聞いて

意をくみながら、少しでも詰められるところは詰めていきたいと、そういう思いでおります。

さらに精査をしていくということにはしたいなと思っております。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 ぜひ、もう基本設計のピリオドはもう今月いっぱいということで、その後も実施設計の変

更もできるのですけれども、実施設計が始まったらなかなか変更するといったら、場所の変
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更だけはできるのですけれども、大きな建物の構造的には変更できないと思うのです。ただ、

我々も積雪、寒冷地向けということで一番気にしているのですよね、町民の方は。 

そういった中で、町側も設計者もこれは大丈夫だという実施設計、基本設計をいただくと、

我々議会も応援していかないとならないのですよ。そういうことで、理解できるような、ま

だもう少し時間がありますので、頑張っていただきたいと思います。 

 最後になるのですけれども、一般会計の予算を含めて財源確保の関係ですけれども、交付

金を充当した残りの財源は過疎財で見込んでおり、その借り入れ額の元利償還金の７割は交

付税で措置されると、理論上では町の実質負担額は１億８,０００万円程度になると考えて

いると、そういう答弁いただきました。これは過疎財が１００％充当されれば１億８,００

０万円ですけれども、しかし今の国の財政からもそういった災害の復興からを考えると、町

の実質の負担額が１億８,０００万円からふえる可能性もあるのですよね。そういうことを

考えると、今後、大樹町も役場庁舎の耐震調査でもうそろそろ結果が出ると思います。その

ことを計画等含めた対象施設改築を考えると、財政と基金が底をつくのではないかと、そう

いう町民の声も、心配をする町民の方もいるのですよね。 

そういった公共施設の建設に当たって、５年先、１０年先、そういった基金の財政計画を

もう示す時期に来ているのではないかと、新聞に言われる前に先にきちんと議論したほう

が、そうしないとなかなか町民の理解を得られないと思うのですけれども、最後それについ

て終わりたいと思います。 

○議   長 

 布目副町長。 

○布目副町長 

 総合計画の執行管理プロジェクトの中でもお話もさせていただいたことがありますけれ

ども、今回これは学童保育の工事に限らず、全体の話なのかなということで受けとめており

ますけれども、１２月の定例会のときに、できれば３月の定例会中に財政シミュレーション

をお示ししたい、お示しをするという話も町長のほうから回答もあったかなというふうに

思っておりますけれども、プロジェクトの中では、今回ある程度シミュレーションも実は

やっているところではありますけれども、今月、来週が工期で迎える役場庁舎の耐震の関係

であります。これが今後の私どもといいますか、公共施設を進めていく上で相当大きなもの

になるというふうに思っておりまして、やはりこのことがはっきり方向性が出ないと、他の

施設の検討も、検討はするとしても、どうしてもなかなかやはり役場庁舎が決まらないと、

これはどうするとか、これとこれをくっつけるとか、いつにするとか、そういうものもなか

なか空論的な話になってしまって進んでいないというのが、最後までいっていないというの

が実態であります。この役場庁舎の耐震化の関係、大きく耐震補強をするのか、あるいはは

たまた新しく建てるのか、あるいは減築、増築をしていくのかと、こういう三つの大きな方

針といいますか柱で今検討しております。これが近いうちに出てまいりますので、これをも

とに出たシミュレーションをもう一度また私どもは見直しをして、しっかりと、できれば平
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成４２年あるいは４５年、１５年先、２０年先ぐらいまでを見通した中のシミュレーション

を立てたいなということでやっております。 

そのことにはめ込んで、議員、あるいは町民の方にも、きちっとここは前の行革でやった

ように示しをしたいなと、その中でこの学童保育もきちっと先ほどの話と連動しますけれど

も、さらにまたということにもなるのかもしれませんし、今後考えていく他の公共施設のこ

とについても、庁舎のことが出ればさらに詰めていけるというふうに思っておりますので、

もう少しの時間をいただきたいなというふうに思っております。時期が来ましたら、きちっ

とお示しをしたいというふうに思っております。 

○議   長 

 齊藤徹君。 

○齊藤徹議員 

 ぜひ、その時期が来たら町民にも議会にもちゃんと示していただきたいなと思います。学

童保育所を含め、今後役場庁舎内ではプロジェクトチームの会議が持たれているのですけれ

ども、運営に当たる年間事業費、ランニングコスト、建設費をしっかりと試算していただい

て、大樹町の財政、身の丈に合った本体工事、外構工事の事業費を、改めて町民に負担のか

からないようにお願いしたいと思います。学童保育所・児童館の多機能の施設を含めた異な

る年齢の子どもたちがともに遊ぶ中で、創造性、自主性、社会性を養うことができる学童保

育所・児童館機能、そして子育て支援の機能を持ち合わせた複合施設が、共稼ぎ世代、また

町民、地域住民に親しみのある施設を期待いたしまして終わります。 

○議   長 

 休憩します。 

 

休憩 午後 ２時５５分 

再開 午後 ３時０５分 

 

○議   長 

 再開いたします。 

 一般質問を続けます。 

 次に、１番船戸健二君。 

○船戸健二議員 

 先に通告したとおり、子育て支援について、町長、教育長にお聞きしたいと思います。 

 少子高齢化、人口減少が進む大樹町において、子育てに係る経済的な負担を軽減し、安心

して子育てができる環境をつくることが喫緊の課題でありますが、今後の当町における子育

て支援対策として、以上４点についてお伺いしたいと思います。 

 １点目に、出産祝金の給付について、２点目に就学準備金給付対象の拡充ということでし

たが、就学援助金について変更し、お聞きしたいと思います。３点目、災害時の保育体制に
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ついて、４点目、子育て世帯向けの低家賃住宅整備についてお伺いしたいと思います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 それでは、船戸議員ご質問の子育て支援について、私のほうからは１点目と３点目、４点

目をお答えし、後ほど教育長のほうから２点目についてお答えをいたします。 

 １点目の出産祝金の給付についてお答えをいたします。 

 出産祝金については、大樹町に住民登録している方が出産した場合のみの対象とするの

か、出産後すぐに大樹町に転入された方は対象としないのか、また、出産後数ヶ月で転出さ

れた方についてはどうするかなどのさまざまな議論があり、今現在、実現には至っておりま

せん。 

ご質問の３点目の災害時の保育体制についてお答えをいたします。 

 昨年の台風時における社会福祉事業会及び町立認定こども園の対応についてであります

が、８月３１日の水曜日から９月３日の土曜日まで閉園としたところであります。閉園の判

断につきましては、断水による園児の飲み水、手洗いやトイレの衛生用水などの確保が困難

だったためであります。災害であっても職場によっては休みとならないところもあり、こど

も園でお子さんを預かることができれば保護者の方も助かることは承知をしておりますが、

飲み水や手洗いの水が不足した場合の健康管理や衛生面に万全の体制がとれないことから、

このような判断をさせていただいたところであります。 

 今回の災害時においても、認定こども園との協力のもと、水道の復旧に合わせて速やかな

開園ができたところです。今後もこのような災害があった場合には、園児の健康管理を最優

先することになりますが、一方では保護者の都合もあることは理解もできますので、速やか

な開園ができるよう、協力体制をとっていきたいと考えております。 

 ご質問の４点目の子育て世帯向け低家賃住宅の整備についてお答えをいたします。 

 現在、一般住民を対象とする町の住宅施策としては、住宅困窮者に住宅を供給するため、

町営住宅などの設置をしており、収入、同居親族の有無などの入居者の条件に基づき、その

時々の空き室状況に合わせ、入居希望者の希望を聞きながら入居していただいております。 

家賃に関しては、その世帯の収入状況、床面積、建設経過年数、利便性などにより算定し、

決定をしているところであります。現在、子育て世帯向けとして特化した町の貸し付け住宅

制度はありませんが、子育て世帯の方が町営住宅に入居を希望される場合には、居室の規模

や比較的学校に近い住宅を紹介するなどの方法により支援をしてまいりたいと考えており

ます。学校に近いところなどの希望は、空き室があれば対応できるものと考えております。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 船戸議員の子育て支援の質問に関して、二つ目の就学援助金について教育委員会よりお答
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えいたします。 

 就学援助金の給付については、学校教育法第１９条に規定する経済的理由によって就学困

難と認める小中学生のいる保護者に対して必要な援助を行っております。援助を受けること

のできる対象者は、町内に居住し、大樹小中学校に在籍する児童生徒の保護者で､生活保護

法の規定する要保護及びこれに準ずる程度に困窮していると教育委員会が認定したものと

しております。 

対象となる経費は学用品費、通学用品費､校外活動費、修学旅行費、体育実技用務費、ク

ラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費、学校給食費などで、申請等に当たっては毎年１月に新

入学児童及び在校児童生徒との保護者全戸に配付し、２月中旬までに申請をしていただき、

教育委員会の認定審査を経て支給の決定をしております。 

なお､次年度における援助費の拡充については予定しておりません。 

○議   長 

 船戸健二君。 

○船戸健二議員 

 １点目の出産祝金の給付について再質問したいと思います。 

 出産祝金について、まだ実現には至ってはいないが議論はされていて、今後、諸問題が解

決した際には給付されると捉えてよいのでしょうか。お聞きしたいと思います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 出産祝金の給付については、いろいろ他の議員からもご同様のご質問をいただいた経過も

ありますので、検討しているということは先ほど答弁の中で申し上げさせていただきまし

た。 

子育て支援に対する取組みで、どういうものを優先してすべきかというところをいろいろ

議論した中で、今年度新たにマイホームをつくっていただけるような、大樹に安心して暮ら

せるような住宅環境をつくっていただくということで、マイホームの事業を取組まさせてい

ただく予定で、しかるべき予算を計上させていただいているところでもあります。 

また、大樹町で生まれた赤ちゃんに対して、スプーンとフォークのセットをお配りすると

いうようなことで、それも新規の事業で予算を計上させていただいているところでありま

す。どの部分を優先して行っていくかというところで、そういう事業を新年度から新たに取

組んでいきたいということで、子育て支援の事業として取組みを進めているところでありま

す。 

出産祝金についても、管内で実施をしている町村があると、自治体があるというのは私も

承知をしているところでもあります。今現在、この事業について取組むという、まだ状況に

はありませんが、今後出産祝金のあり方等についても検討していくということで、その結果

として、大樹町もお祝い金を支給すべきだということであれば、また議会の皆様にも町民の
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皆様にもご相談をした上で、しかるべき予算については必要な段階で計上させていただくと

いうことにしたいなというふうに思っております。今現在、出産祝金について、いつごろを

目途に支給の形でというような結論は出ていないということで、ご了解をいただきたいと思

います。 

○議   長 

 船戸健二君。 

○船戸健二議員 

 先ほど町長が言われたとおり、他町村では人口増加、子育て世帯の移住等、十分な効果が

得られていないという実態もあるかもしれませんが、私としては新しく大樹町で生まれる子

どもに対するお祝い、ご家族や多子世帯に対して、今後安心して大樹町で子育てをしていた

だきたいという気持を含め、出産祝金の給付をぜひ前向きに検討していただきたいと思いま

す。 

 ２点目の質問に移らせていただきたいと思います。 

 次に、次年度における就学援助費の拡大については、予定していないということでしたが、

現在就学援助の給付を受けている直近３年の対象児童数と準要保護認定基準についてお聞

きしたいと思います。 

○議   長 

 角倉学校教育課長。 

○角倉学校教育課長 

 私のほうから、就学援助金の直近の３年間の実績等について説明申し上げます。 

 まず､平成２６年度でございますけれども、全児童生徒数、小中学校の児童生徒数４０５

人に対して支給人数は４８人でございます。割合で１２％となってございます。平成２７年

度においては４０４人のうち４７人でございます。同じく１２％。２８年度においては、ま

だ年度は終了しておりませんが、ほぼ固まっておりますので申し上げます。全児童生徒数が

４２２名のうち５０人が支給決定しております。割合は１２％となってございます。 

準要保護の基準でございますが、生活保護の基準に対して１.３倍までの所得の人たちを

対象に、準要保護として認定しております。また、同等の家計規模の者ということで、場合

によっては民生委員さんに調査していただいて教育委員会で認定する場合もございます。 

 以上、簡単ではありますが､説明をさせていただきました。 

○議   長 

 船戸健二君。 

○船戸健二議員 

就学援助を申請し給付されている児童数が、全体児童数から見て１０％前後と少ないこと

から、やはり生活保護世帯の１.３倍という支給基準が現在の大樹町に適しているのかどう

か、検討する必要があるのではないかと思います。その点についてお聞きしたいと思います。 

○議   長 
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 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 準要保護の認定の生活保護基準での算定した基準１.３倍について、今のところ広げる考

えはないところであります。 

○議   長 

 船戸健二君。 

○船戸健二議員 

 この就学援助制度の中でも新入学学用品費というものがありますが、高校生の入学一時金

のように、新入学生徒対象者全員に支給できないかどうか、お聞きしたいと思います。 

○議   長 

 浅井教育長。 

○浅井教育長 

 就学援助制度は、学校教育法に基づいて経済的理由により就学が困難と認める児童生徒、

等しく義務教育が受けられるように、年間を通して学業に必要な各種経費を援助している

と、これも国の基準に沿って算定して支給しております。 

議員提案の特定の援助項目だけを財政支援する内容になりますので､就学援助の取り扱い

の中では、特定項目の範囲を広げるというのは難しいものと考えておりますけれども、子育

て世帯に対する保護者負担の新たな軽減策の一つになりますので、町の子育て支援策全体の

検討の中で、軽減策の一つとして議論することは考えてまいりたいと思っております。 

○議   長 

 船戸健二君。 

○船戸健二議員 

 次に、３点目の災害時の保育体制についてお伺いしたいと思います。 

 昨年の災害時に断水被害ということで、北、南、尾田の認定こども園が閉園ということで、

保護者の方や会社は大変混乱したとお聞きします。園児の健康管理を第一に考えると、現在

の施設では健康管理、衛生管理という面で閉園し、対応するというのが望ましかったのかと

思いますが、今後、いつかはわかりませんが、築年数の経過が見られる各こども園の改修、

新築が予想されます。災害時にも安全・安心で、地域の拠点となり対応でき、安心して子ど

もを預けることができる保育施設建設、地域のサポート体制、災害時のマニュアル強化につ

いて検討していただきたいと思いますが、現時点ではこども園の改築等は出ていないと思う

のですが、先だって検討していただきたいと思いますが、その点についてお聞きしたいと思

います。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

災害時の保育体制ということで、今回の大雨の際には、残念ながら保育園・認定こども園
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については休園をせざるを得なかったということであります。ただ、開園に当たって給水を、

水を通す、復旧する作業においては、学校、病院、保育所等を最優先で行ったということで、

水が止まっていた期間については通常の方よりも短く済んだということで対応させていた

だいたところでもあります。また、学校も含めて保育所等には断水になった時点でペットボ

トルの水を優先的に配って、当座いる子どもたちに対応したということで取組みを進めた経

緯であります。 

今、認定こども園、町の保育園等も改築を行う際には、そういう災害に対応できるような

施設の整備も図ってはどうかというご意見をいただきました。私もそういう部分では、他の

公共施設も含めて水を蓄えておけるような施設というのは必要かなというふうに思ってお

りますので、法人側で仮に、今後新たな保育施設の検討をされるという場面が来れば、私ど

もからも、費用は当然かかりますが、必要なものについては私どもにある情報も含めてご提

案をさせていただければなと思っております。 

○議   長 

 船戸健二君。 

○船戸健二議員 

 次に、４点目の子育て世帯向けの低家賃住宅整備についてお聞きします。 

 家計の中でも住居にかかる支出は大きな比重を持っていると思います。収入や家族構成、

また、条件や状況に応じ、現在の公営住宅入居ということで対応していただけるということ

ですが、今後も引き続きお願いしたいと思います。 

そこで老朽化した公営社宅についてお聞きしたいと思います。公営社宅は売却等募集され

ていますが､応募者がいなく買い手がいない場合、解体工事という流れになると思いますが、

解体工事同等の金額で売却する予定等はないのか、お聞きしたいと思います。社宅に関して

です。 

○議   長 

 酒森町長。 

○酒森町長 

 私ども町が所有しております、例えば教員住宅、または職員住宅等でも一部古いものにつ

いては解体をしているという状況にあります。大樹小学校、または私どもの職員住宅等では

一部お試し住宅等に転用して活用している場面もありますが、特に郡部にある教育員住宅等

については売却でもなかなか売却先が見つからないということで、やむなく解体をしている

ことがあります。ただ、まだ使えそうなものについては、公募をした上で売却をしたという

こともありますので、今後もそういう物件が出てきた中では、使えるかどうかということも

含めて判断をした上で、むやみに壊すことなく使えるものについてはそういうこともあり得

るかなというふうに思っております。ただ、残念ながら今解体の手続を踏んでおります物件

については非常に老朽化が進んでおりますし、安全・安心の安全面からもやはり解体せざる

を得ないというところでの措置ということもご了解をいただければなと思います。 
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○議   長 

 船戸健二君。 

○船戸健二議員 

 子育て世帯の経済的な支援は、子どもの成長、また保護者の心の余裕から充実した生活に

つながることだと思います。今後大樹町では、各施設の新築、改築等ハード面の充実が予定

されていますが、予定されているハード面の充実ばかりではなく、子育て世帯の経済的な支

援を拡充し､保護者の負担を軽減し安心して子育てができ、将来に希望が持てるまちづくり

をお願いし、質問を終わりたいと思います。 

○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 ３時３０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、 

 １番 船 戸 健 二 君 

 ２番 齊 藤   徹 君 

 ３番 杉 森 俊 行 君 

を指名いたします。 

   ◎日程第２ 予算審査特別委員会報告 

○議   長 

 日程第２ 平成２９年度予算審査特別委員会報告を行います。 

 去る３月７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２４号

平成２９年度大樹町一般会計予算についてから議案第３１号平成２９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、杉森俊行君。 

○杉森俊行予算審査特別委員長 

 予算審査特別委員会の審査報告を行います。 

 平成２９年第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２９年３月１４日及び１６日。 

 ２、事件及び審査の結果。 

 事件の番号は、議案第２４号平成２９年度大樹町一般会計予算についてから議案第３１号

平成２９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件の審査結果につきましては、８件全て可決いたしました。 

 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２４号 

○議   長 

 日程第３ 議案第２４号平成２９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議案第２４号平成２９年度大樹町一般会計予算に反対の討

論を行います。 

 賦課徴収費の負担金、補助及び交付金の十勝圏複合事務組合負担金の中で滞納整理機構

への支出でございます。 

 日ごろから滞納対策で職員の皆さんが力を入れ、高い収納率を上げていることをよく承

知しております。そこで、私は町内の町民の問題、これは町の職員で対策をとることが一

番重要だと考えております。そのことが町民のことを一番よく知っている人たちが町の職

員だということでございます。職員の皆さんは今、そういう力を備えていると私は感じて

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 

 平成２９年度大樹町一般会計予算案、賛成の意見として意見を申し上げます。 

 本予算は、地方創生の取り組みや自然災害に対する防災・減災対策など、多岐にわたる

諸課題への対応が求められる中、産業や経済の活性化につながる宇宙のまちづくり推進事

業、子供の健やかな成長を支援する学童保育所・児童館建設事業のほか、昨年の台風の影

響を受けた地域経済や住民生活を応援するプレミアム付特別商品券発行事業をはじめ、教

育関係では学校図書の利用向上を図るための図書館司書を増員するなど、活力のあるまち

づくりを進めるための予算が計上されております。 

 財政の健全性においては、８年ぶりに財政調整基金の繰り入れが計上されましたが、昨

年に引き続き、公債費の減少や町債借入額を公債費償還額内に抑えるなど、持続的な財政

運営に配慮した姿勢が認められます。また、十分に評価できることを考えます。 

 以上のことから、平成２９年度大樹町一般会計予算は、住民要望に十分応えられる内容

であると考えますので、本予算案に賛成をいたします。 



 

－ 5 －

○議   長 

 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２４号平成２９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。 

 本件は、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 

 起立９人です。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２５号 

○議   長 

 日程第４ 議案第２５号平成２９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。 

 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２５号平成２９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。 

 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２６号 

○議   長 

 日程第５ 議案第２６号平成２９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。 
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 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議案第２６号平成２９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、発足当初から高齢者を区別することになる、また、保険料を払わなくてもよ

かった人も払わなければならなくなり批判が多く、一部是正されたものの、今でも批判が多

い会計でございます。 

 かつての老人保険制度でよかったと考えております。 

 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。 

 船戸健二君。 

○船戸健二議員 

 ただいま議題になっております議案第２６号平成２９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的に賄うための医療制度として、高齢者の

皆さんが安心して医療を受けられるよう構築されたものです。 

 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、９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としては、保険料の徴収、対象者の加入、脱会

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いるところであり

ますので、本予算に賛成いたします。 

○議   長 

 次に、反対討論の発言を許します。 

       （なしの声あり） 

○議   長 

 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２６号平成２９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。 

 本件は、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 
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 よろしいです。 

 起立９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２７号 

○議   長 

 日程第６ 議案第２７号平成２９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。 

 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２７号平成２９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 

 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２８号 

○議   長 

 日程第７ 議案第２８号平成２９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。 

 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２９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 
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 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２９号 

○議   長 

 日程第８ 議案第２９号平成２９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２９号平成２９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。 

       （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３０号 

○議   長 

 日程第９ 議案第３０号平成２９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３０号平成２９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） 
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○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３１号 

○議   長 

 日程第１０ 議案第３１号平成２９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３１号平成２９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。 

 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 発委第１号 

○議   長 

 日程第１１ 発委第１号地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書につい

ての件を議題といたします。 

 提出者から趣旨説明を求めます。 

 総務常任委員長、管敏範君。 

○管敏範議員 

 それでは、発委第１号地方議会議員の厚生年金への加入を求める意見書の提出につい

て、提案理由を申し上げます。 

 現在、全国の町村議会の抱えている問題の一つとして、地方議会の重要性が論じられる

中、町村議会では議員のなり手不足が深刻化している状況であります。 

 前回の統一地方選挙においては、町村では議員への立候補者が減少し、無投票当選の増

加と定数割れをする町村もありました。 
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 このような中、住民の代表者としてまちづくりにかかわっていくためには、幅広い層の

世代の方々が議員になろうと思うような環境を整えていかなければならないと思います。 

 そのためには、地方議会議員の年金制度を時代にふさわしいものにすることで、議員を

志す新たな人材確保につながっていくのではないかと考えます。 

 以上の理由から、地方自治法第９９条の規定に基づき意見書を提出するものでありま

す。皆様方のご賛同をお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。 

 それでは、意見書案を読み上げて提案いたします。 

 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書。 

 地方分権時代を迎えた今日、地方公共団体の自由度が拡大し、自主性及び自立性の高ま

りが求められる中、住民の代表機関である地方議会の果たすべき役割と責任が格段に重く

なっている。 

 また、地方議会議員の活動も幅広い分野に及ぶとともに、より積極的な活動が求められ

ている。 

 しかしながら、前回の統一地方選挙においては、町村では議員への立候補者が減少し、

無投票当選が増加するなど、住民の関心の低下や地方議会議員へのなり手不足が大きな問

題となっている。 

 こうした中、地方議会議員の年金制度を時代にふさわしいものにすることが議員を志す

新たな人材確保につながっていくと考える。 

 よって、国民の幅広い政治参加や地方議会における人材確保の観点から、地方議会議員

の厚生年金制度加入のための法整備を早急に実現するよう強く要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により提出いたします。 

 平成２９年３月１７日。 

 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、財務大臣、総務大臣、厚生労

働大臣宛てであります。 

 北海道大樹町議会議長、鈴木千秋。 

 以上であります。 

○議   長 

 これをもって、趣旨説明を終わります。 

 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。 
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       （なしの声あり） 

○議   長 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終了いたします。 

 これより、発委第１号地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書についての

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 閉会中の継続調査について 

○議   長 

 日程第１２ 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２９年第１回大樹町議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午前１０時２６分 
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