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平成２４年第１回南幌町議会定例会会議録     ３月７日 

 

議  長   おはようございます。             （午前９時３０分） 

 本日をもって召集されました、平成２４年第１回南幌町議会定例会を

開会いたします。 

 本日の出席議員数は１１名でございます。直ちに本日の会議を開きま

す。 

 本定例会の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりでござい

ます。 

 ●日程１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 指名につきましては、会議規則第１１８条の規定により議長において

指名いたします。 

 ３番 菅原 文子君、４番 本間 秀正君。以上ご両名を指名いたし

ます。 

 ●日程２ 会期の決定をいたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は３月７日から３月１６日までの

１０日間といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本定例会は３月７日から３月１６日ま

での１０日間と決定いたしました。 

 ●日程３ 諸般報告をいたします。 

 ・１番目 会務報告は、お手元に配布したとおりでございます。 

 ・２番目 例月出納検査結果報告は、監査委員より平成２４年１月分

の例月出納検査結果の報告がありました。その内容については、お手元

に配布したとおりでございます。 

 これをもちまして報告済といたします。 

 ・３番目 町長一般行政報告をいたします。町長。 

町  長   本定例会にあたり１件の行政報告を申し上げます。南幌国際散弾銃射

撃場の閉鎖について申し上げます。平成１６年1月より鉛の環境汚染の

影響により休止しております射撃場につきましては、競技団体から再開

に向けての強い要請を受け、日本クレー射撃協会並びに札幌クレー射撃

協会と協議を重ね検討してきたところでありますが、平成２３年１１月

３０日付けで札幌クレー射撃協会より当射撃場の再開について断念す

る旨の回答を受けたところです。町としても、再開するには鉛の処理な

どに多額の経費が必要なことから再開を断念し、本定例会において関係

条例の廃止を提案させていただいております。なお、鉛の水質検査につ

きましては、今後も引き続き実施し水質監視に努めて参ります。 

議  長   以上で、町長の一般行政報告につきましては報告済といたします。 

 ●日程４ 平成２４年度町政執行方針演説を行います。 

 町長。 

町  長   （平成２４年度町政執行方針演説をする。） 

議  長   以上で、町政執行方針演説を終わります。 
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 ●日程５ 平成２４年度教育行政執行方針演説を行います。 

 教育長。 

教 育 長   （平成２４年度教育行政執行方針演説をする。） 

議  長   以上で、教育行政執行方針演説を終わります。 

 両執行方針演説につきましては、只今をもって終結いたします。なお、

両執行方針に対する質問につきましては、一般質問において執り行うこ

とといたしますので、ご承知願います。 

 ここで、場内時計で１０時５０分まで休憩をいたします。 

（午前１０時３３分） 

（午前１０時５０分） 

議  長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 ●日程６ 議案第２号 南幌町介護従事者処遇改善臨時特例基金条

例を廃止する条例制定についてを議題といたします。 

 理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、議案第２号 南幌町介護従事者処遇改善臨時

特例基金条例を廃止する条例制定につきましては、南幌町介護従事者処

遇改善臨時特例基金を廃止するため本案を提案するものであります。詳

細につきましては、住民課長が説明いたしますので、よろしくご審議賜

りますようお願い申し上げます。 

議  長   内容の説明を求めます。住民課長。 

住民課長   それでは、議案第２号 南幌町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例

を廃止する条例制定についてご説明をいたします。議案書の次ページを

ご覧ください。南幌町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例を廃止する

条例。南幌町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例（平成２１年南幌町

条例第４号）は、廃止する。本条例につきましては、平成２１年から２

３年までの第４期介護保険事業計画において、国が介護従事者の処遇改

善のための緊急特別対策として、介護報酬を３％引き上げたことにより、

介護保険料の急激な上昇を抑制するため、国が交付金を出して、基金を

設置いたしましたが、第５期介護保険事業計画では、サービス内容によ

って介護従事者処遇改善加算として制度化され、基金の必要性がなくな

ったので廃止するものでございます。附則として、この条例は、公布の

日から施行する。以上で説明を終わります。 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直ち

に採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。 

 議案第２号 南幌町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例を廃止す

る条例制定については、原案のとおり可決することにご異議ありません

か。 
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 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

定いたしました。 

 ●日程７ 議案第３号 南幌町国際散弾銃射撃場の設置及び管理に

関する条例を廃止する条例制定についてを議題といたします。 

 理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、議案第３号 南幌国際散弾銃射撃場の設置及

び管理に関する条例を廃止する条例制定につきましては、南幌国際散弾

銃射撃場を廃止するため本案を提案するものであります。詳細につきま

しては、産業振興課長が説明いたしますので、よろしくご審議賜ります

ようお願い申し上げます。 

議  長   内容の説明を求めます。産業振興課長。 

産業振興課長   それでは、議案第３号のご説明を申し上げます。次ページをお開き願

いたいと思います。朗読をいたしまして説明に代えさせていただきます。

南幌国際散弾銃射撃場の設置及び管理に関する条例を廃止する条例。南

幌国際散弾銃射撃場の設置及び管理に関する条例（昭和６１年南幌町条

例第１５号）は、廃止する。附則といたしまして、この条例は、公布の

日から施行する。以上で説明を終わらせていただきます。 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直ち

に採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。 

 議案第３号 南幌町国際散弾銃射撃場の設置及び管理に関する条例

を廃止する条例制定については、原案のとおり可決することにご異議あ

りませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

定いたしました。 

 ●日程８ 議案第４号 南幌町立小学校通学区域審議会条例を廃止

する条例制定についてを議題といたします。 

 理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、議案第４号 南幌町立小学校通学区域審議会

条例を廃止する条例制定につきましては、小学校３校を統合し、１校に

なるため本案を提案するものであります。詳細につきましては、生涯学

習課長が説明いたしますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し

上げます。 

議  長   内容の説明を求めます。生涯学習課長。 

生涯学習課長   それでは、議案第４号 南幌町立小学校の通学区域審議会条例を廃止

する条例制定についてご説明をいたします。次ページをお開きいただ
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きたいと思います。朗読をもって説明に代えさせていただきます。南

幌町立小学校通学区域審議会条例を廃止する条例。南幌町立小学校通

学区域審議会条例（平成５年南幌町条例第７号）は廃止する。附則と

いたしまして、この条例は、平成２４年４月１日から施行する。以上

で説明を終わらせていただきます。 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直ち

に採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。 

 議案第４号 南幌町立小学校通学区域審議会条例を廃止する条例制

定については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

定いたしました。 

●日程９ 議案第５号 南幌町放課後子どもプラン運営委員会設置条

例を廃止する条例制定についてを議題といたします。 

 理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、議案第５号 南幌町放課後子どもプラン運営

委員会設置条例を廃止する条例制定につきましては、南幌町放課後子ど

もプラン運営委員会を廃止するため本案を提案するものであります。詳

細につきましては、生涯学習課長が説明いたしますので、よろしくご審

議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長   内容の説明を求めます。生涯学習課長。 

生涯学習課長   議案第５号 南幌町放課後子どもプラン運営委員会設置条例を廃止

する条例制定についてご説明をいたします。次ページをお開きいただき

たいと思います。前段ご説明をさせていただきます。南幌町自立緊急実

行プランの各種委員の定数、報酬の見直しの項目の中に、この放課後子

どもプラン運営委員会設置条例は、２３年度をもって廃止するというふ

うに謳われてございます。このこともありますし、さらには放課後子ど

もプラン推進事業が平成２０年度から始まりまして、事業が定着し、初

期の目的も達成されているということ。さらには、この運営委員会の機

能を既存の社会教育審議会、この中に機能を移行するという形の中で放

課後子どもプラン運営委員会の条例を廃止させていただくということ

でございます。南幌町放課後子どもプラン運営委員会設置条例を廃止す

る条例。南幌町放課後子どもプラン運営委員会設置条例（平成２０年南

幌町条例第１０号）を廃止する。附則といたしまして、この条例は、平

成２４年４月１日から施行する。以上で説明を終わらせていただきます。 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 
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 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直ち

に採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。 

 議案第５号 南幌町放課後子どもプラン運営委員会設置条例を廃止

する条例制定については、原案のとおり可決することにご異議ありませ

んか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

定いたしました。 

 日程１０ 議案第６号より日程１６ 議案第１２号までの７議案に

つきまして、関連がございますので一括提案いたします。 

 ●日程１０ 議案第 ６号 平成２３年度南幌町一般会計補正予算 

              （第７号） 

 ●日程１１ 議案第 ７号 平成２３年度南幌町国民健康保険特別 

              会計補正予算（第４号） 

 ●日程１２ 議案第 ８号 平成２３年度南幌町病院事業会計補正 

              予算（第３号） 

 ●日程１３ 議案第 ９号 平成２３年度南幌町下水道事業特別会 

              計補正予算（第３号） 

 ●日程１４ 議案第１０号 平成２３年度南幌町農業集落排水事業 

              特別会計補正予算（第２号） 

 ●日程１５ 議案第１１号 平成２３年度南幌町介護保険特別会計 

              補正予算（第２号） 

 ●日程１６ 議案第１２号 平成２３年度南幌町後期高齢者医療特 

              別会計補正予算（第２号） 

 以上７議案を一括して議題といたします。 

 理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました議案第６号から議案第１２号までの７議案に

つきまして提案理由を申し上げます。 

 まず、議案第６号 平成２３年度南幌町一般会計補正予算（第７号）

につきましては、温泉基金積立金の追加、南幌町土地開発公社償還金に

係る貸付金の追加、子ども手当及び予防接種等委託料の減額、病院事業

会計への繰出金、並びに年度末における事務事業の精査が主な理由であ

ります。 

 その結果、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億４，３

７８万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

４７億４，４１４万４，０００円とするものであります。 

 次に、議案第７号 平成２３年度南幌町国民健康保険特別会計補正予

算（第４号）につきましては、歳出では、一般被保険者に係る保険給付

費及び基金積立金の増額、退職被保険者に係る保険給付費並びに共同事
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業拠出金の減額、歳入では、国庫支出金の増額及び療養給付費交付金の

減額、並びに年度末における各種財源の精査が主な理由であります。 

 その結果、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６９９万

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億３，６５５

万９，０００円とするものであります。 

 次に、議案第８号 平成２３年度南幌町病院事業会計補正予算（第３

号）につきましては、業務予定量の見直し、一般会計からの繰入れ及び

年度末における事務事業費の精査が主な理由であります。 

 その結果、業務予定量では、年間延患者数中、入院を１万５，７３８

人、外来を２万１２８人に、１日平均患者数中、入院を４３人に、外来

を６８人にそれぞれ改めるものであります。収益的収入では既定予算か

ら１，８６３万６，０００円を減額し、５億４，７３６万９，０００円

とするものであります。収益的支出では既定予算から２，９２１万２，

０００円を減額し、５億５，６７０万６，０００円とするものでありま

す。資本的収入では既定予算から５２万５，０００円を減額し、５，２

９９万６，０００円とするものであります。資本的支出では既定予算か

ら１０５万円を減額し、８，０４７万２，０００円とするものでありま

す。 

 次に、議案第９号 平成２３年度南幌町下水道事業特別会計補正予算

（第３号）につきましては、下水道使用料の減額に伴う一般会計からの

繰入れ及び年度末における事務事業費の精査が主な理由であります。 

 その結果、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１７８万

５，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億９，

８９２万８，０００円とするものあります。 

 次に、議案第１０号 平成２３年度南幌町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第２号）につきましては、一般会計からの繰入れ及び年度末

における事務事業費の精査が主な理由であります。 

 その結果、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２８万９，

０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，３５３

万５，０００円とするものあります。 

 次に、議案第１１号 平成２３年度南幌町介護保険特別会計補正予算

（第２号）につきましては、歳出では、保険給付費及びシステム改修経

費の増額、歳入では、保険給付費増額に伴う国庫負担金等の追加及び年

度末における各種財源の精査が主な理由であります。 

 その結果、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，７６０

万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億

９，８６６万６，０００円とするものであります。 

 次に、議案第１２号 平成２３年度南幌町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２号）につきましては、歳出では、後期高齢者医療広域連合

納付金の減額、歳入では、保険料及び一般会計繰入金の精査が主な理由

であります。 

 その結果、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１４２万
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円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７，４２５万６，

０００円とするものあります。 

 議案第６号につきましては副町長が、議案第７号及び議案１１号から

議案第１２号につきましては住民課長が、議案第８号につきましては病

院事務長が、議案第９号から議案第１０号につきましては都市整備課参

事が説明いたしますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。 

議  長   内容の説明を求めます。副町長。 

副 町 長   それでは初めに、議案第６号 平成２３年度南幌町一般会計補正予算

（第７号）の説明を行います。歳出から説明を行います。２４ページを

ご覧いただきたいと思います。１款議会費１項１目議会費、補正額９０

万８，０００円の減額でございます。４節共済費で２５万７，０００円

の減額、９節旅費で６５万１，０００円の減額、それぞれ精査によるも

のでございます。 

次ページに参ります。２款総務費１項１目一般管理費、補正額３２２

万５，０００円の減額でございます。９節旅費で１０８万１，０００円

の減額、１１節需用費で１００万円の減額、それぞれ精査によるもので

ございます。１３節委託料で５７万円の減額でございます。それぞれ入

札減などにより精査を行うものでございます。１８節備品購入費５７万

４，０００円の減額でございます。電算機器管理用備品で入札減による

ものでございます。 

３目財産管理費、補正額が７，１６５万９，０００円の追加でござい

ます。１１節需用費で８４万２，０００円の追加でございます。燃料費

につきましては価額の上昇によるもの、修繕料につきましては除雪機な

どの修繕経費を追加するものでございます。１３節委託料１４万８，０

００円の追加でございます。マイクロバス運転業務として、運行日数の

増により追加をするものでございます。 

次ページに参ります。１４節使用料及び賃借料１４万７，０００円の

減額でございます。自動車借上料といたしましてリース分の入札減によ

るものでございます。１８節備品購入費５３５万８，０００円の減額で

ございます。電話交換設備として入札減により減額をするものでござい

ます。２５節積立金、財政調整基金積立金、財源調整を行うもので、こ

れにより年度末の財政調整基金の残額は７億６，４００万円となります。

南幌温泉ハート＆ハート基金積立金１，０００万円の追加でございます。

入湯税収入の一部を積立てるもので、年度末の基金残高は２，３３０万

円となります。 

４目企画振興費、補正額が１億２，３７２万３，０００円の追加でご

ざいます。１９節負担金補助及び交付金で、新エネルギー実証負担金に

つきましては、ペレットの焼却灰の処理見込みにより減額するものでご

ざいます。補助金といたしまして、新エネルギー設備設置ということで、

それぞれ実績に基づき減額をするものでございます。土地開発公社の補

助金につきましては、補助金といたしまして、公社の借入償還金の利子
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分を補助するものでございます。南幌町地域公共交通活性化協議会交付

金につきましては、実績に基づき減額をするものでございます。２１節

貸付金１億１，３３３万３，０００円の追加でございます。土地開発公

社貸付金といたしまして、公社借入金償還金の元金分を貸し付けるもの

でございます。 

６目交通安全対策費、補正額が１０万５，０００円の減額でございま

す。９節旅費で１０万５，０００円の減額、精算によるものでございま

す。 

次ページに参ります。９目職員給与費、補正額はございません。財源

内訳を変更するものでございます。 

１１目総合計画費、補正額が９万９，０００円の減額でございます。

１節報酬で９万９，０００円の減額、開催回数の減によるものでござい

ます。 

２項２目賦課徴収費、補正額が1２０万円の追加でございます。２３

節償還金利子及び割引料で１２０万円の追加、中間納付企業への還付金

が発生したため追加をするものでございます。 

４項２目知事・道議選挙費、補正額が６３万５，０００円の減額でご

ざいます。１節報酬で８万８，０００円の減額、７節賃金で４１万６，

０００円の減額、１１節需用費で１３万１，０００円の減額、それぞれ

の精査によるものでございます。 

５項１目統計調査費、補正額が３万６，０００円の減額でございます。

１節報酬で６万５，０００円の減額。次ページに参ります。１１節需用

費で２万４，０００円の追加、１２節役務費で５，０００円の追加、そ

れぞれ統計調査交付金の確定により精査を行うものでございます。 

次ページに参ります。３款民生費１項１目社会福祉総務費、補正額２

６９万５，０００円の追加でございます。２８節繰出金で国民健康保険

特別会計繰出金２６９万４，６３０円の追加でございます。後ほど、特

別会計でご説明を申し上げます。 

２目障がい者福祉費、補正額が１，３９０万円の減額でございます。

１３節委託料で１９０万円の減額、これは利用者の減によるものでござ

います。２０節扶助費で１，２００万円の減額でございます。これにつ

きましては施設利用者の減、並びに障害程度区分認定による報酬単価の

減などにより減額をするものでございます。 

３目老人福祉費、補正額が３２２万７，０００円の追加でございます。

２０節扶助費で１４万９，０００円の追加でございます。老人福祉施設

入所につきましては、要介護状態の変更により追加をするものでござい

ます。社会福祉法人と介護保険サービス利用者負担軽減事業につきまし

ては、対象人員の増により追加をするものでございます。２８節繰出金、

介護保険特別会計繰出金３０７万７，７００円の追加でございます。こ

れにつきましても後ほど特別会計で説明を行います。 

４目重度心身障がい者福祉費、補正額が４４４万３，０００円の減額

でございます。１２節役務費で５万７，０００円の追加でございます。
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利用件数の増により追加をするものでございます。２０節扶助費で４５

０万円の減額でございます。高額医療受給者の減により減額をするもの

でございます。 

次ページに参ります。５目ひとり親家庭等福祉費、補正額が３万３，

０００円の追加でございます。１２節役務費で３万３，０００円の追加、

件数の増により追加をするものでございます。 

７目後期高齢者医療費、補正額が６２８万円の減額でございます。１

９節負担金補助及び交付金で５８６万円の減額でございます。広域連合

負担金として確定によるものでございます。２８節繰出金で後期高齢者

医療特別会計繰出金４２万円の減額でございます。これにつきましても

後ほど特別会計で説明を行います。 

２項１目児童福祉総務費、補正額が８１１万６，０００円の減額でご

ざいます。７節賃金で１１１万６，０００円の減額でございます。学童

保育指導員賃金で夏休み、冬休み期間の利用者の減により減額をするも

のでございます。２０節扶助費で７００万円の減額でございます。これ

につきましては、実績に基づき減額をするものでございます。 

２目児童措置費、補正額が２，０４２万円の減額でございます。２０

節扶助費で２，０４２万円の減額でございます。子ども手当の関連法案

の改正に伴い、支給額の変更に伴い、減額をするものでございます。 

３目保育所費、補正額が６１９万円の減額でございます。１９節負担

金補助及び交付金で６１９万円の減額でございます。昨年５月より定員

６０名を７０名に変更したことによる保育単価の減、並びに運営費補助

金につきましては、精査により追加をするものでございます。 

次に３２ページに参ります。４款衛生費１項１目保健衛生総務費、補

正額が２６万５，０００円の追加でございます。７節賃金で５，０００

円の追加、９節旅費で３，０００円の追加、１２節役務費で２５万７，

０００円の追加でございます。それぞれ妊婦健康診断の受診者の増によ

り追加をするものでございます。 

２目予防費、補正額が１，０７２万円の減額でございます。１節報酬

で５０万円の減額、１３節委託料で１，０１０万円の減額でございます。

それぞれ受診者の実績に基づきまして精査を行うものでございます。２

０節扶助費で１２万円の減額、これにつきましては、国の負担軽減事業

が終了したことから減額をするものでございます。 

３目環境衛生費、補正額が４５万９，０００円の減額でございます。

１９節負担金補助及び交付金で４５万９，０００円の減額、葬斎組合の

負担金の確定により減額をするものでございます。 

次ページ、４目病院費、補正額が１，１５２万２，０００円の追加で

ございます。２８節繰出金で病院事業会計繰出金１，１５２万２，００

０円の追加でございます。これにつきましても、後ほど特別会計で説明

を行います。 

５目保健福祉総合センター管理費、補正額が９０万７，０００円の追

加でございます。１１節需用費で、燃料費につきましては価額の上昇に
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よるもの、修繕料につきましては温水メーターの故障により修繕費を追

加するものでございます。 

２項１目じん芥処理費、補正額が３３０万円の減額でございます。１

９節負担金補助及び交付金で３３０万円の減額でございます。衛生組合

の負担金の確定により減額をするものでございます。 

３目合併処理浄化槽整備事業費、補正額が３４９万９，０００円の減

額でございます。１９節負担金補助及び交付金で２４９万９，０００円

の減額でございます。これにつきましても実績に基づき減額するもので、

当初は１０戸分を計上しておりましたが、４戸の申請となったことから

減額をするものでございます。２１節貸付金１００万円の減額でござい

ます。これは実績がなかったことから全額減額をするものでございます。 

次ページに参ります。５款農林水産業費１項２目農業振興費、補正額

が４，８２１万９，０００円の追加でございます。１１節需用費で１２

万９，０００円の減額、この中の修繕料につきましては、農産物加工セ

ンターの屋根補修に係る入札減によるものでございます。１３節委託料

３６万５，０００円の減額でございます。捕獲頭数の減により減額をす

るものでございます。１９節負担金補助及び交付金４，８７１万３，０

００円の追加でございます。食料供給基盤強化特別対策事業負担金とし

て４地区分でございます。４地区の現年度分の精査と合わせまして、国

の補正に伴い事業費を追加するもので、国の補正により追加されたもの

につきましては、全額翌年度へ繰り越すものでございます。 

３目農地費、補正額が１０万３，０００円の減額でございます。２８

節繰出金で、農業集落排水事業特別会計繰出金１０万２，７５０円の減

額でございます。これにつきましても、後ほど特別会計で説明を行いま

す。 

４目機場施設管理費、補正額が３８３万８，０００円の減額でござい

ます。７節賃金で１４万３，０００円の減額、１１節需用費で２６６万

６，０００円の減額、１３節委託料で８７万９，０００円の減額、１９

節負担金補助及び交付金で１５万円の減額、それぞれ入札減を含め精査

により減額をするものでございます。 

６目ふれあい館管理費、補正額が２５万６，０００円の追加でござい

ます。１１節需用費で２５万６，０００円の追加、これにつきましては

価額の上昇によるものでございます。 

次ページに参ります。６款商工費１項１目商工振興費、補正額が２５

万３，０００円の減額でございます。１９節負担金補助及び交付金で２

５万３，０００円の減額でございます。事業費の確定により減額をする

ものでございます。 

７款土木費２項１目道路橋梁総務費、補正額が５７万円の減額でござ

います。１３節委託料で５７万円の減額、精査によるものでございます。 

２目道路維持費、補正額はございませんけれども財源内訳を変更する

ものでございます。 

３目道路新設改良費、補正額が２，７３４万２，０００円の減額でご
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ざいます。１１節需用費で２１万５，０００円の減額、１５節工事請負

費で２，７１２万７，０００円の減額でございます。補償工事費の入札

減に伴い、事務費を含め精査を行うものでございます。 

３項３目公共下水道費、補正額が８３万８，０００円の追加でござい

ます。２８節繰出金で、下水道事業特別会計繰出金８３万８，０００円

の追加でございます。これにつきましても、後ほど特別会計で説明を行

います。 

次ページに参ります。８款消防費１項１目消防費、補正額が３３２万

２，０００円の減額でございます。１９節負担金補助及び交付金で３３

２万２，０００円の減額でございます。内容につきましては、消防費の

明細で説明を申し上げます。４６ページをご覧いただきたいと思います。

消防費の、まず歳入ですけれども繰越金といたしまして補正額１１９万

１，０００円の追加でございます。平成２２年度の繰越金となっており

ます。 

次ページに参ります。歳出でございます。本部費、補正額が７３万３，

０００円の減額でございます。１９節負担金補助及び交付金で、本部負

担金の確定により減額をするものでございます。 

次に、南幌支署費でございます。補正額が４万５，０００円の減額で

ございます。３節職員手当等から１４節使用料及び賃借料まで、それぞ

れ精査により、追加並びに減額をするものでございます。次ページに参

ります。１８節備品購入費、１１５万７，０００円の減額でございます。

これにつきましては、空気ボンベの入札減によるものでございます。 

次に、南幌消防団費、補正額が９７万円の減額でございます。９節旅

費で７７万円の減額、１１節需用費で２０万円の減額、それぞれ精査に

よるものでございます。 

次に、南幌支署施設費、補正額が３８万３，０００円の減額でござい

ます。１２節役務費で２万３，０００円の減額、精査によるものでござ

います。１８節備品購入費で３６万円の減額、これにつきましては入札

減によるものでございます。 

３９ページをお開き願いたいと思います。９款教育費１項３目教育振

興費、補正額が２１０万６，０００円の減額でございます。１１節需用

費で８万円の減額、１２節役務費で９万１，０００円の減額、１３節委

託料で１８万９，０００円の減額、それぞれ確定により精査を行うもの

でございます。１９節負担金補助及び交付金で１７４万６，０００円の

減額でございます。園児数の減により減額をするものでございます。 

４目教育財産管理費、補正額はございませんけれども、財源内訳を変

更するものでございます。 

５目通学バス運営費、補正額が２０万円の追加でございます。１１節

需用費で２０万円の追加、価額の上昇によるものでございます。 

２項１目学校管理費、補正額が５１万４，０００円の追加でございま

す。１１節需用費で１１０万円の追加、同じく価額の上昇によるもので

ございます。次ページに参ります。１３節委託料２４万１，０００円の
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減額、１８節備品購入費で３４万５，０００円の減額、それぞれ入札並

びに見積もり合わせにより精査をするものでございます。 

２目教育振興費、補正額が１３２万円の減額でございます。１３節委

託料で２４万１，０００円の減額でございます。見積もり合わせにより

減額をするものでございます。１４節使用料及び賃借料１１万５，００

０円の減額でございます。自動車借上料といたしましてスキー授業の日

数減により減額をするものでございます。２０節扶助費、９６万４，０

００円の減額でございます。認定者の減により減額をするものでござい

ます。 

３項１目学校管理費、１２０万円の追加でございます。１１節需用費

で１２０万円の追加、価額の上昇によるものでございます。 

２目教育振興費、補正額が１３３万３，０００円の減額でございます。

２０節扶助費で１３３万３，０００円の減額、これにつきましても認定

者の減によるものでございます。 

４項１目社会教育総務費、補正額が１０万７，０００円の減額でござ

います。１節報酬で１０万７，０００円の減額、精査によるものでござ

います。 

４目文化振興費、補正額が１１万７，０００円の減額でございます。

１３節委託料で１１万７，０００円の減額、確定によるものでございま

す。 

５項１目保健体育総務費、補正額が５万７，０００円の減額でござい

ます。１節報酬で１４万２，０００円の減額、確定により精査を行うも

のです。１３節委託料で８万５，０００円の追加でございます。利用日

数の増により追加をさせていただくものでございます。 

２目体育施設費、補正額が１３５万１，０００円の減額でございます。

１１節需用費で７７万４，０００円の減額、１３節委託料で５１万６，

０００円の減額、１６節原材料費で６万１，０００円の減額、それぞれ

精査により減額をするものでございます。 

次ページに参ります。３目スポーツセンター管理費、補正額が１７１

万３，０００円の追加でございます。１１節需用費で２５０万円の追加、

価額の上昇によるものでございます。１３節委託料で５８万６，０００

円の減額でございます。このワックスにつきましては、平成２４年度に

おいて、バスケットボールのラインが変更となることから、平成２４年

で一括してラインとワックスがけを実施すべく、経費につきましては減

額をさせていただいたものでございます。１８節備品購入費でスポーツ

センター用備品２０万１，０００円の減額でございます。見積もり合わ

せにより減額を行うものでございます。 

４目給食センター運営費、補正額が１６６万１，０００円の追加でご

ざいます。１１節需用費で１６６万１，０００円の追加でございます。

価額の上昇によるものでございます。 

次ページに参ります。１０款公債費１項１目元金２，０００円の追加

でございます。２３節償還金利子及び割引料で２，０００円の追加、償
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還分の元金確定によるものでございます。 

２目利子、補正額が１８９万８，０００円の減額でございます。２３

節償還金利子及び割引料で１８９万８，０００円の減額、これにつきま

しても確定によるものでございます。 

次に、歳入の説明を申し上げます。１１ページをお開き願いたいと思

います。１款町税１項１目個人、補正額が７７７万３，０００円の追加

でございます。１節現年課税分で８００万７，０００円の追加でござい

ます。２節滞納繰越分で２３万４，０００円の減額でございます。それ

ぞれ収納見込額により精査をするものでございます。 

２目法人、補正額が４９５万３，０００円の追加でございます。１節

現年課税分で４７７万５，０００円の追加、２節滞納繰越分で１７万８，

０００円の追加、同じく収納見込額により精査をするものでございます。 

２項１目固定資産税、補正額が９６万８，０００円の減額でございま

す。１節現年課税分で５２万２，０００円の減額、２節滞納繰越分で４

４万６，０００円の減額、同じく収納見込額により精査を行うものでご

ざいます。 

３項１目軽自動車税補正額が３３万円の減額でございます。１節現年

課税分３９万１，０００円の減額。次ページに参ります。２節滞納繰越

分で６万１，０００円の追加、同じく収納見込額により精査をするもの

でございます。 

４項１目町たばこ税、補正額が１，０１６万３，０００円の追加でご

ざいます。１節現年課税分で１，０１６万３，０００円の追加でござい

ます。平成２２年１０月の税率改正によりまして、町への配分が１本当

たり１円３２銭増額となったため追加するものでございます。 

５項１目入湯税、補正額が２１４万５，０００円の減額でございます。

１節現年課税分で２１４万５，０００円の減額、これにつきましても収

納見込により精査をするものでございます。 

次ページに参ります。１２款分担金及び負担金２項１目民生費負担金、

補正額が５０万３，０００円の減額でございます。１節老人保護措置費

負担金１０万円の追加でございます。階層区分の変更により追加をする

ものでございます。２節児童福祉費負担金３３万２，０００円の減額で

ございます。利用者の減によるものでございます。３節保育所費負担金、

５９万７，０００円の減額でございます。所得階層区分の変更によるも

のでございます。４節滞納繰越分で３２万６，０００円の追加、これに

つきましては収納見込により精査をするものでございます。 

次ページに参ります。１３款使用料及び手数料１項１目衛生使用料、

補正額６，０００円の追加でございます。１節で墓地使用料２２万８，

０００円の追加でございます。それぞれ実績に基づき追加するものでご

ざいます。２節保健福祉総合センター使用料２２万２，０００円の減額

でございます。主に、ふれあいの湯利用者の減によるものでございます。 

４目土木使用料、補正額が３７万円の減額でございます。３節住宅使

用料で３７万円の減額、実績に基づき精査をするものでございます。 
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２項３目農林水産業手数料、補正額が３２万６，０００円の追加でご

ざいます。１節農業手数料といたしまして３２万６，０００円の追加で

ございます。同じく実績に基づき精査をするものでございます。 

次ページに参ります。１４款国庫支出金１項１目民生費国庫負担金、

補正額が３，０４１万４，０００円の減額でございます。２節障がい者

自立支援給付費国庫負担金で８０６万８，０００円の減額、３節子ども

手当国庫負担金で１，９０６万３，０００円の減額、４節保育所運営費

国庫負担金で４１４万８，０００円の減額、５節国民健康保険国庫負担

金で８６万５，０００円の追加、それぞれ歳出で説明しましたが事業費

の見込みにより精査をするものでございます。 

２項１目民生費国庫補助金、補正額が５０２万１，０００円の追加で

ございます。２節次世代育成支援対策国庫補助金５０２万１，０００円

の追加でございます。確定によるものでございます。 

２目衛生費国庫補助金、補正額が１３１万２，０００円の減額でござ

います。１節保健衛生費国庫補助金１８万５，０００円の減額、これに

つきましては受診者の減によるものでございます。２節環境衛生費国庫

補助金１１２万７，０００円の減額でございます。これにつきましては

合併浄化槽の設置数の減によるものでございます。 

３目土木費国庫補助金、補正額が３７９万５，０００円の減額でござ

います。１節道路橋梁費国庫補助金で３７９万５，０００円の減額でご

ざいます。確定によるものでございます。 

次ページに参ります。４目教育費国庫補助金、補正額が２８万８，０

００円の減額でございます。１節小学校費国庫補助金で１万円の減額、

２節中学校費国庫補助金で３万円の減額、４節幼稚園費国庫補助金で２

４万８，０００円の減額、これにつきましてもそれぞれ歳出で説明しま

したが事業費の見込みにより精査をするものでございます。 

３項１目総務費委託金、補正額が６万１，０００円の追加でございま

す。２節戸籍住民基本台帳費委託金で６万１，０００円の追加でござい

ます。確定によるものでございます。 

２目民生費委託金で補正額が４４万円の追加でございます。２節児童

福祉費委託金で４４万円の追加、これにつきましても確定によるもので

ございます。 

次ページで、１５款道支出金１項１目民生費道負担金、補正額が４３

９万６，０００円の減額でございます。３節障がい者自立支援給付費道

負担金４０３万４，０００円の減額、４節子ども手当道負担金９５万３，

０００円の減額、５節保育所運営費道負担金２０７万４，０００円の減

額、６節国民健康保険道負担金２６６万５，０００円の追加、これにつ

きましても、それぞれ歳出で説明しましたが事業費の見込みにより精査

を行うものでございます。 

２項１目総務費道補助金、補正額が１８８万円の減額でございます。

１節総務管理費道補助金で１８８万円の減額でございます。確定による

ものでございます。 
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２目民生費道補助金、補正額が４７万６，０００円の追加でございま

す。３節で重度心身障がい者福祉費道補助金で５３万３，０００円の減

額、４節でひとり親家庭等福祉費道補助金で１万８，０００円の追加、

５節児童福祉費道補助金で９６万５，０００円の追加、次ページに参り

ます。６節介護保険事業費道補助金で２万６，０００円の追加、それぞ

れ事業費の見込みにより精査をするものでございます。 

３目衛生費道補助金、補正額が８８万６，０００円の減額でございま

す。１節保健事業費道補助金で８８万６，０００円の減額、それぞれ実

績に基づき精査をするものでございます。 

４目農林水産業費道補助金、補正額が２，３９５万３，０００円の追

加でございます。１節農業費道補助金で２，３９５万３，０００円の追

加でございます。それぞれ確定により追加並びに減額をするものでござ

います。 

３項１目総務費委託金、補正額が２２万６，０００円の追加でござい

ます。１節徴税費委託金で４９万円の追加、見込みにより追加をするも

のでございます。２節統計調査費委託金４万４，０００円の減額、３節

選挙費委託金２２万円の減額、それぞれ確定により減額をするものでご

ざいます。 

次ページに参ります。３目土木費委託金、補正額が４万円の減額でご

ざいます。２節で住宅費委託金４万円の減額、これにつきましても確定

によるものでございます。 

次ページに参ります。１６款財産収入１項１目財産貸付収入、補正額

が５９万２，０００円の減額でございます。１節土地建物貸付収入で５

９万２，０００円の減額、入居者の減によるものでございます。 

次ページに参ります。２０款諸収入３項４目水洗化資金貸付金元金収

入、補正額が１８万円の減額でございます。１節水洗化資金貸付金元金

収入で１８万円の減額、確定によるものでございます。 

５項２目農林水産業収入、補正額が１３万７，０００円の追加でござ

います。１節農林水産業収入で１３万７，０００円の追加でございます。

それぞれ確定により精査をするものでございます。 

３目給食費収入、補正額が７２万８，０００円の減額でございます。

１節教育関係給食費収入で９１万円の減額、２節滞納繰越分で１８万２，

０００円の追加、それぞれ収納見込により精査をするものでございます。 

４目雑入、補正額が２，７８８万８，０００円の減額でございます。

１節雑入で２，７８８万８，０００円の減額でございます。それぞれ確

定により精査を行うものでございます。 

２３ページに参ります。２１款町債１項１目農林水産業債、補正額が

２，４５０万円の追加でございます。１節土地総合整備事業債で２，４

５０万円の追加でございます。 

２目で臨時財政対策債、補正額が１億４，２４６万２，０００円の追

加でございます。１節で臨時財政対策債１億４，２４６万２，０００円

の追加でございます。 
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以上、歳入歳出それぞれ１億４，３７８万２，０００円を追加し、補

正後の総額を４７億４，４１４万４，０００円とするものでございます。 

次に、７ページをご覧いただきたいと思います。第２表地方債補正の

説明を行います。変更でございます。先ほど歳入の町債で説明した内容

と同様に限度額の補正をするものでございます。補正前の総額７，９８

３万７，０００円を補正後の総額２億４，６７９万９，０００円とする

もので、事業別につきましては記載のとおりでございます。なお、起債

の方法、利率、償還の方法は変更ありません。 

次ページに参ります。第３表繰越明許費補正の説明を行います。追加

でございます。５款農林水産業費１項農業費、事業名が食料供給基盤強

化特別対策事業、金額につきましては６，０５９万２，０００円の追加

でございます。歳出で説明しました国の補正に伴う追加の事業を翌年度

へ繰り越すものでございます。 

以上で、議案第６号の説明を終わります。 

議  長   ここで、昼食のため場内時計で１時１５分まで休憩をいたします。 

（午前１１時４８分） 

（午後 １時１５分） 

議  長   休憩を閉じ、会議を再開します。 

午前中に引き続き、補正予算の内容の説明を求めます。住民課長。 

住民課長   それでは、議案第７号 平成２３年度南幌町国民健康保険特別会計

（事業勘定）補正予算（第４号）の説明をいたします。 

最初に歳出の説明をいたします。１３ページをご覧ください。１款総

務費１項１目一般管理費、補正額１５万８，０００円の増額でございま

す。１３節委託料で国保保険システムの変更で１５万７，５００円の追

加でございます。平成２４年４月１日より、外来での高額療養費限度額

制度の開始により被保険者の限度額認定証を発行するためシステムを

変更するものでございます。 

４項１目医療費適正化対策事業費、補正額３４万９，０００円の減額

でございます。１３節委託料でジェネリック医薬品の促進委託料で３４

万９，６５０円の減額でございます。年２回通知をしておりますが、件

数の確定により減額をするものでございます。 

次ページに参ります。１４ページ、２款保険給付費１項１目一般被保

険者療養給付費、補正額１，０００万円の追加でございます。１９節負

担金補助及び交付金で一般被保険者療養給付費として１，０００万円の

追加でございます。２月診療分までの必要額を見込み追加するものでご

ざいます。 

２目退職被保険者等療養給付費、補正額１，５００万円の減額でござ

います。１９節負担金補助及び交付金で、退職被保険者等の療養給付費

１，５００万円の減額でございます。２月診療分までの退職被保険者の

医療分の必要額を精査し減額するものでございます。 

２項２目退職被保険者等高額療養費、補正額３００万円の減額でござ

います。１９節負担金補助及び交付金で、退職被保険者の高額療養費３
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００万円の減額でございます。今後の必要額を精査し減額するものでご

ざいます。 

３項１目出産育児一時金、補正額４２万円の減額でございます。１９

節負担金補助及び交付金で出産育児一時金４２万円の減額でございま

す。出産予定者１名が社会保険へ加入したため減額するものでございま

す。 

次ページに参ります。７款共同事業拠出金１項１目高額医療費拠出金、

補正額６００万４，０００円の減額でございます。１９節負担金補助及

び交付金で高額医療費拠出金６００万３，９９１円の減額でございます。 

２目保険財政共同安定化事業拠出金、補正額３９７万６，０００円の

減額でございます。１９節負担金補助及び交付金で、保険財政共同安定

化事業拠出金３９７万６，２２１円の減額となっております。 

１目２目とも国保連合会へ拠出するものでございますけれども、それ

ぞれ額の確定により減額するものでございます。 

次ページに参ります。９款基金積立金１項１目基金積立金、補正額１，

１６０万１，０００円の追加でございます。２５節積立金で財政調整基

金積立金１，１６０万１，０００円の追加でございます。歳出の事業費

の精査と歳入の見込みにより積立てるものでございます。 

次に、歳入の説明をいたします。７ページをご覧ください。４款国庫

支出金１項１目療養給付費等負担金、補正額２００万７，０００円の追

加でございます。１節現年度分で療養給付費等負担金２００万７，００

０円の追加でございます。歳出の一般被保険者分の医療費の増加に伴い

国庫負担分を追加するものでございます。 

２目高額医療費共同事業負担金、補正額１５０万１，０００円の減額

でございます。１節の高額医療費共同事業負担金で１５０万９９７円の

減額でございます。歳出の高額医療費共同事業の確定に伴い国庫負担分

を減額するものでございます。 

３目特定健康診査等負担金、補正額３７万２，０００円の減額でござ

います。１節の特定健康診査等負担金で３７万２，０００円の減額でご

ざいます。負担金の確定に伴い減額するものでございます。 

２項１目財政調整交付金、補正額１，３９３万円の減額でございます。

１節財政調整交付金で普通調整交付金として１，６７１万７，０００円

の減額、特別調整交付金として２７８万７，０００円の追加でございま

す。各国保事業の執行見込み並びに精査に伴いそれぞれ減額、追加する

ものでございます。 

２目高齢者医療制度円滑運営事業費国庫補助金、補正額２万７，００

０円の追加でございます。１節高齢者医療制度円滑運営事業費国庫補助

金で２万７，０００円の追加でございます。これは、後期高齢者医療制

度の発足に伴い、７０歳から７４歳までの医療費自己負担が２割から１

割に据え置きするものですけれども、平成２３年度も継続実施となった

ことから、その被保険者証の印刷経費、これを国が負担するものでござ

います。 
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次ページに参ります。５款療養給付費交付金１項１目療養給付費交付

金、補正額１，６３０万７，０００円の減額でございます。１節現年度

分で療養給付費交付金１，６３０万７，０００円の減額でございます。

歳出での退職被保険者の療養給付費並びに高額療養費が減額となった

ことから、支払基金からの交付金を減額するものでございます。 

次ページに参ります。６款前期高齢者交付金１項１目前期高齢者交付

金、補正額３７万９，０００円の減額でございます。１節現年度分で前

期高齢者交付金３７万９，０００円の減額でございます。交付金の確定

により減額するものでございます。 

次ページに参ります。７款道支出金１項１目高額医療費共同事業負担

金、補正額１５０万１，０００円の減額でございます。１節高額医療費

共同事業負担金ですが、１５０万９９７円の減額でございます。国庫負

担金同様、事業確定により減額するものでございます。 

２目特定健康診査等負担金、補正額３７万２，０００円の減額でござ

います。１節特定健康診査等負担金で３７万２，０００円の減額でござ

います。国庫負担金同様、確定により減額するものでございます。 

次ページに参ります。１１ページ、８款共同事業交付金１項１目高額

医療費共同事業交付金、補正額１，５９９万６，０００円の追加でござ

います。１節の高額医療費共同事業交付金ですが、１，５９９万６，５

４１円の追加でございます。交付金の確定により追加するものでござい

ます。 

２目保険財政共同安定化事業交付金、補正額１，０２０万７，０００

円の追加でございます。１節保険財政共同安定化事業交付金ですが、１，

０２０万７，１９８円の追加となっております。同じく交付金確定見込

みにより追加するものでございます。 

次ページに参ります。１０款繰入金１項１目一般会計繰入金、補正額

２６９万５，０００円の追加でございます。１節の一般会計繰入金です

が、国民健康保険の基盤安定繰入金で４７０万８，０００円の追加、国

民健康保険財政安定化支援繰入金で１７６万８，０００円の減額、出産

育児一時金繰入金で４０万７，０００円の減額、国民健康保険事務費繰

入金で１６万１，０００円の追加となっております。それぞれ国、道、

町負担分の確定並びに見込みにより追加、減額するものでございます。 

２項１目財政調整基金繰入金、補正額３５６万円の減額でございます。

１節の財政調整基金繰入金ですが、３５６万円の減額でございます。１

２月議会での補正第３号の時点ですが、基金繰入れを見込んでおりまし

たけれども、本補正時では繰入れの必要がなくなったことから減額する

ものでございます。なお、補正後の基金の総額につきましては、約１億

４８１万４，０００円となります。以上、歳入歳出それぞれ６９９万円

を減額し、歳入歳出それぞれ１０億３，６５５万９，０００円とするも

のでございます。以上で説明を終わります。 

議  長   病院事務長。 

病院事務長   続きまして、議案第８号 平成２３年度南幌町病院事業会計補正予算
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（第３号）の説明を申し上げます。６ページをお開きください。初めに、

収益的収支の収入から説明申し上げます。１款１項１目入院収益、補正

額７４７万１,０００円の減額でございます。入院患者数が予定より５

１２人減の１万５，７３８人を見込み減額するものでございます。 

２目外来収益、補正額１,０８９万８，０００円の減額でございます。

外来患者数が予定より１９２人減の２万１２８人を見込み、また、１人

当たり単価を５００円減の４，０００円を見込み減額するものでござい

ます。 

３目その他医業収益、補正額３２６万１，０００円の減額でございま

す。１節医療相談収益で１，２１１万２，０００円の減額でございます。

健康診断料で６２万２，７９５円の追加、予防接種で接種者数の実績に

より１，２７３万３，９００円を減額するものでございます。２節その

他医業収益で８８５万１，０００円の追加でございます。小児救急に係

る特別交付税の増額によるものでございます。 

２項４目他会計繰入金、補正額３１９万６，０００円の追加でござい

ます。１節一般会計繰入金で特別交付税の確定により追加するものでご

ざいます。 

５目その他医業外収益、補正額２０万２，０００円の減額でございま

す。雇用保険料の減額でございます。 

次ページに参ります。支出について説明申し上げます。１款１項１目

給与費、補正額１，４９６万２，０００円の減額でございます。１節給

料１３２万８，０００円の減額、２節職員手当等３０５万６，０００円

の減額、３節賃金１，０３１万５，０００円の減額、次ページの５節法

定福利費２７万９，０００円の減額、６節退職手当組合負担金１万６，

０００円の追加で、それぞれ精査によるものでございます。 

２目材料費、補正額１，１７３万９，０００円の減額でございます。

１節薬品費で１，０９７万４，０００円の減額、２節診療材料費７６万

５，０００円の減額で予防接種の接種者数の実績及び患者数の減により

減額するものでございます。 

３目経費、補正額１９１万６，０００円の減額でございます。８節燃

料費２１８万１，０００円の追加でございます。重油、灯油、それぞれ

燃料単価の上昇によるものでございます。１６節手数料３００万円の減

額でございます。検査件数の減により臨床検査手数料を減額するもので

ございます。１８節委託料１０９万７，０００円の減額でございます。

実績により給食業務委託料を精査するものでございます。 

次ページに参ります。５目資産減耗費、補正額２４万４,０００円の

追加でございます。１節固定資産除去費で１７万８，０００円の追加で

ございます。本年度、薬用保冷庫及びセントラルモニタの更新により、

不要となった機器の用途廃止により追加するものでございます。２節棚

卸資産減耗費６万６，０００円の追加でございます。期限切れ薬品の処

分に伴うものでございます。 

２項１目支払利息及び企業債取扱諸費、補正額９０万円の減額でござ
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います。２節一時借入金利息で、本年度の一時借入金の時期が本年３月

中旬頃と見込み減額するものでございます。 

２目患者外給食材料費、補正額６万１，０００円の追加でございます。

患者外給食の食数増により追加するものでございます。 

次ページに参ります。続いて、資本的収支の収入について説明申し上

げます。１款２項１目繰入金、補正額５２万５，０００円の減額でござ

います。１節一般会計繰入金で医療機器の入札減により減額するもので

ございます。 

支出について説明申し上げます。１款１項１目固定資産購入費、補正

額１０５万円の減額でございます。本年度購入したセントラルモニタの

入札減によるものでございます。 

以上で議案第８号の説明を終わります。 

議  長   都市整備課参事。 

都市整備課参事   続きまして、議案第９号の説明を申し上げます。議案第９号 平成２

３年度南幌町下水道事業特別会計補正予算（第３号）について説明を申

し上げます。歳出から説明を申し上げます。１０ページをお開きくださ

い。１款下水道事業費１項２目管理費、補正額３万４，０００円の追加

でございます。１１節需用費３５万円の減額でございます。ポンプ場管

路施設の点検整備についての精査と、マンホールなどの修繕箇所が予想

より少なかったことによる減額でございます。１３節委託料５５万６，

０００円の減額でございます。ポンプ場管理業務から消防設備保守点検

業務まで、それぞれ業務内容を入札による精査により減額するものでご

ざいます。１９節負担金補助及び交付金９４万円の追加でございます。

江別市公共下水道施設維持管理費では、平成２３年３月及び４月期の融

雪時期、また、９月の台風時期によりまして、不明水の大量侵入がござ

いまして、応分の費用を追加するものでございます。 

次ページに参ります。３目建設費、補正額１２０万３，０００円の減

額でございます。１５節工事請負費５０万円の減額でございます。公共

汚水枡の新設などが、工事が行われなかったことから減額するものでご

ざいます。１９節負担金補助及び交付金７０万３，０００円の減額でご

ざいます。南幌関連工事の精査により減額するものでございます。 

１２ページをお開き願います。２款公債費１項１目元金、補正額４３

万９，０００円の追加でございます。２３節償還金利子及び割引料４３

万９，０００円の追加でございます。 

２目利子、補正額１０５万５，０００円の減額でございます。２３節

償還金利子及び割引料１０５万５，０００円の減額でございます。主な

内容につきましては、貸付金利息の精算によるものでございます。 

以上で、歳出の説明を終わり、歳入の説明を申し上げます。 

７ページをお開き願います。２款使用料及び手数料１項１目下水道使

用料、補正額３０４万円の減額でございます。１節現年度分使用料３０

４万円の減額でございます。当初、実績水量をもとに使用料を推計して

いたものですが、使用者の方々の更なる節水意識の向上によるものと思
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われ、収入金を減額するものでございます。 

次ページをお開き願います。３款繰入金１項１目一般会計繰入金、補

正額８３万８，０００円の追加でございます。１節一般会計繰入金８３

万８，０００円の追加でございます。下水道使用料が減額となったこと

から、起債償還金に充当する分を一般会計から繰入れを行おうとするも

のでございます。 

次ページに参ります。５款諸収入２項１目雑入、補正額４１万７，０

００円の追加でございます。１節雑入４１万７，０００円の追加でござ

います。平成２１年度分の消費税納入につきまして、平成４年以前の消

費税納入事業者となった以前の不課税支出となります経費も含めて消

費税計算を行っていたことから、精査により４１万６，７００円の還付

を受けるものでございます。 

以上で、歳入歳出それぞれ１７８万５，０００円減額し、歳入歳出総

額をそれぞれ２億９，８９２万８，０００円とするものでございます。 

以上で、下水道事業特別会計補正予算について説明を終わります。 

続きまして、議案第１０号の説明を申し上げます。議案第１０号 平

成２３年度南幌町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）につい

て説明を申し上げます。歳出から説明を申し上げます。１０ページをお

開きください。１款農業集落排水事業費１項１目管理費、補正額２１万

５，０００円の減額でございます。１３節委託料２１万５，０００円の

減額でございます。農業集落排水事業維持管理業務の入札による精算に

よるものでございます。 

２目建設費、補正額７万４，０００円の減額でございます。１３節委

託料７万４，０００円の減額でございます。農業集落排水施設機能強化

実施設計委託業務でございます。入札の精査により減額するものでござ

います。 

以上で、歳出の説明を終わり、歳入の説明を申し上げます。７ページ

をお開き願います。２款使用料及び手数料１項１目下水道使用料、補正

額１５万円の減額でございます。１節現年度分使用料１５万円の減額で

ございます。当初水量を実績をもとにいたしまして使用料金を推計して

おりましたが、下水道使用者の方々のさらなる節水意識の向上によるも

のと思われ、収入金を減額するものでございます。 

次ページをお開きください。３款繰入金１項１目一般会計繰入金、補

正額１０万３，０００円の減額でございます。１節一般会計繰入金１０

万３，０００円の減額でございます。管理費不足分といたしまして歳出

の維持管理委託料の減額と、歳入の使用料の減額に伴い管理費に充当す

る一般会計繰入金の精査でございます。建設費不足分といたしましては、

実施設計委託料の精査により減額とするものでございます。 

次ページをご覧ください。６款道支出金１項１目農業集落排水事業費

道補助金、補正額３万６，０００円の減額でございます。１節建設費道

補助金３万６，０００円の減額でございます。夕張太地区農業集落排水

施設事業道補助金といたしまして、歳出におきまして建設費委託料で計
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上しております実施設計費の精査に伴いまして、補助金分２分の１の精

査を行いまして減額するものでございます。 

以上で、歳入歳出それぞれ２８万９，０００円減額し、歳入歳出それ

ぞれ１，３５３万５，０００円とするものでございます。以上で、平成

２３年度農業集落排水事業特別会計補正予算の説明を終わります。 

議  長   住民課長。 

住民課長   それでは、続きまして議案第１１号 平成２３年度南幌町介護保険特

別会計補正予算（第２号）の説明をいたします。最初に歳出の説明をい

たします。１１ページをご覧ください。１款総務費１項１目一般管理費、

補正額２２８万３，０００円の追加でございます。１３節委託料で、介

護保険業務システム改修として２２８万２，７００円の追加でございま

す。これは、平成２４年度からの介護報酬改定に伴うシステム改修によ

り追加するものでございます。 

３項２目認定審査会共同設置負担金、補正額２万１，０００円の追加

でございます。１９節負担金補助及び交付金で負担金として南空知南部

介護認定審査会２万１，０００円の追加でございます。介護認定審査会

共同設置負担金の精査により追加するものでございます。 

次ページに参ります。２款保険給付費１項１目居宅介護サービス給付

費、補正額５００万円の追加でございます。１９節負担金補助及び交付

金で居宅介護サービス給付費として５００万円を追加するものでござ

います。通所リハビリ等の利用者の増加により追加するものでございま

す。 

３目地域密着型介護サービス給付費、補正額６００万円の追加でござ

います。１９節負担金補助及び交付金で負担金として地域密着型介護サ

ービス給付費６００万円の追加でございます。認知症対応型共同生活介

護等の利用者増により追加するものでございます。 

５目施設介護サービス給付費、補正額５５０万円の追加でございます。

１９節負担金補助び交付金で負担金として施設介護サービス給付費５

５０万円の追加でございます。施設介護サービス利用者の増加により追

加するものでございます。 

次の７目、８目、次ページの９目につきましては、財源内訳を変更す

るものでございます。 

２項１目介護予防サービス給付費、補正額２５０万円の減額でござい

ます。１９節負担金補助及び交付金で負担金として介護予防サービス給

付費２５０万円の減額でございます。通所介護等の費用額減により減額

するものでございます。 

次の３目、５目、６目につきましては、財源内訳を変更するものでご

ざいます。 

次ページに参ります。１４ページ７目介護予防サービス計画給付費、

補正額２０万円の追加でございます。１９節負担金補助及び交付金で負

担金として介護予防サービス計画給付費２０万円を追加するものでご

ざいます。介護予防計画件数の増加により追加するものでございます。 
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３項１目審査支払手数料につきましては、財源内訳を変更するもので

ございます。 

４項１目高額介護サービス費、補正額１１０万円の追加でございます。

１９節負担金補助及び交付金で負担金として高額介護サービス費１１

０万円を追加するものでございます。支給件数の増加により追加するも

のでございます。 

２目、それと次ページの５項、６項につきましては、財源内訳を変更

するものでございます。 

次に歳入の説明をいたします。７ページをご覧ください。２款国庫支

出金１項１目介護給付費負担金、補正額２３０万円の追加でございます。

１節現年度分で介護給付費負担金２３０万円の追加でございます。歳出

の保険給付費の増加に伴い国庫負担分を追加するものでございます。 

２項４目事業費補助金、補正額１１４万１，０００円の追加でござい

ます。１節事業費補助金で介護保険業務システム改修事業補助金として

１１４万１，０００円を追加するものでございます。歳出で説明いたし

ました介護報酬改定に伴うシステム変更経費につきまして、２分の１が

国庫補助となることから追加するものでございます。 

次ページに参ります。８ページ、３款支払基金交付金１項１目介護給

付費交付金、補正額４８６万円の追加でございます。１節現年度分で、

介護給付費交付金で４８６万円を追加するものでございます。国庫負担

金同様、歳出の保険給付費の増加により第２号被保険者負担分を追加す

るものでございます。 

次ページに参ります。４款道支出金１項１目介護給付費負担金、補正

額１７５万７，０００円の追加でございます。１節現年度分で介護給付

費負担金で１７０万６，７１５円の追加でございます。国庫負担同様、

歳出の保険給付費の増加により道負担分についても追加するものでご

ざいます。２節過年度分で５万１，８３４円の追加でございます。平成

２２年度分の負担金の確定により追加をするものでございます。 

次ページに参ります。６款繰入金１項１目介護給付費繰入金、補正額

１９１万５，０００円の追加でございます。１節現年度分で介護給付費

繰入金として１９１万５，０００円を追加いたします。国庫道費負担同

様、歳出の保険給付費の増加に伴い町負担分を追加するものでございま

す。 

４目その他一般会計繰入金、補正額１１６万３，０００円の追加でご

ざいます。１節事務費繰入金で１１６万３，０００円の追加でございま

す。歳出で説明いたしました介護報酬改定に伴うシステム改修の補助残

分、並びに認定審査会の費用追加により繰り入れるものでございます。 

２項１目介護給付費等準備基金繰入金、補正額４４６万８，０００円

の追加でございます。１節の介護給付費等準備基金繰入金として４４６

万８，０００円を追加するものでございます。財源調整のため基金から

繰り入れるものでございます。補正後の基金残高は約２，１９５万８，

０００円となります。以上、歳入歳出それぞれ１，７６０万４，０００
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円を追加し、歳入歳出それぞれ４億９，８６６万６，０００円とするも

のです。以上で、介護保険特別会計の補正予算の説明を終わります。 

次に、議案第１２号 平成２３年度南幌町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２号）の説明をいたします。最初に歳出の説明をいたします。

９ページをご覧ください。２款後期高齢者医療広域連合納付金１項１目

後期高齢者医療広域連合納付金、補正額１４２万円の減額でございます。

１９節負担金補助及び交付金で負担金として事務費、広域連合共通経費

分で４２万円の減額、保険料等の負担金で１００万円の減額でございま

す。事務費につきましては、平成２２年度広域連合の決算に伴い事務費

の確定により減額するものでございます。保険料等の負担につきまして

は、平成２３年分の保険料精査に伴い減額するものでございます。 

次に、歳入の説明をいたします。７ページをご覧ください。１款後期

高齢者医療保険料１項１目後期高齢者医療保険料、補正額１００万円の

減額でございます。１節の現年度分で後期高齢者医療保険料１００万円

の減額でございます。保険料の積算につきましては、広域連合より示さ

れた金額に本町の予定収納率を乗じて算出しておりますけれども、出納

整理期間の取り扱いが、歳入については旧年度、歳出については新年度

ということになってございまして、予算上、歳入歳出を同額としてしま

うと予算執行に支障が出るため減額するものでございます。 

次ページに参ります。８ページ、３款繰入金１項１目事務費繰入金、

補正額４２万円の減額でございます。１節事務費繰入金で事務費繰入金、

広域連合共通経費分として４２万円を減額するものでございます。平成

２２年分の広域連合事務費決算により減額するものでございます。以上、

歳入歳出それぞれ１４２万円を減額し、歳入歳出それぞれ７，４２５万

６，０００円とするものです。以上で補正予算の説明を終わります。 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 質疑にあたりましては、各議案ごとに行います。 

 初めに、議案第６号 平成２３年度南幌町一般会計補正予算（第７号）

についての質疑を行います。 

 ５番 石川 康弘君。 

石川議員   この補正予算を見た限りでは、総体的に燃料費の追加というのが結構

多く目立つなという感じがするんですけど、その中で３９ページ、教育

費の中で小学校費の学校管理費で、燃料費が１１０万円の追加というふ

うに記されています。そして、その次のページになりますけども、３項

の中学校費の中で、ここでも学校管理費として燃料費１２０万円の追加

というふうな形で記されています。小学校に至っては、３校まとめた燃

料費の追加だと思うんですけども、それに比べて１校しかない中学校費

が１２０万円も燃料費が追加されているというのは、どちらが多いのか、

どちらが少ないのか、その差についてお伺いします。 

議  長   生涯学習課長。 

生涯学習課長   小学校費の中での減額については、それぞれ南小、夕小、みどり野小

学校、３校の部分の減額ということでございます。当初、みておりまし
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たものより重油の単価が、当初をみている金額より大幅に増えていると

いうことでございます。それで、使用料的には前年度と大差ありません

が、単価を低く見積もっているということで、３円、５円が違えば大き

な金額になってくるということでございます。そういうことで小学校も

中学校も増額という形になってございます。以上です。 

議  長   ５番 石川 康弘君。 

石川議員   今のお答えですと、単価の違いというふうなお答えでした。というこ 

(再質問)  とは、小学校は低く単価を見積もって、中学校は高く見積もって、その

逆ですか、というふうなことで、単価の違いでそういうふうな形になる

ということでしょうか。本来、同じ単価で見積もるのが筋じゃないかと

思うんですけども、その辺りもう一度お願いいたします。 

議  長   生涯学習課長。 

生涯学習課長   小学校についても中学校についても、重油の単価、リッター当たりの 

(再答弁)  単価は同じ金額でございます。ただ、昨年度の当初予算で組んだ重油の

単価と、現行の重油の単価、かなり大幅な開きがございます。そういう

ことも含めて一般会計の全体の中で、需用費の中の燃料費が上がってい

る部分については、すべてそういう単価が当初予算計上時より現時点で

の単価より大幅に上がっているという形の中で、増額になっているとい

うことでございます。 

議  長   ５番 石川 康弘君。 

石川議員   単価ではなく、当初見積もった使用量ではないかというふうに思うん 

(再々質問)  ですけども、違うのでしょうか。使用量として、やっぱり中学の方が多

かったからというふうな捉え方の方が私としては合点がいくんですけ

ど、単価ということに対しては確かに上がったのは事実でしょうけども、

だとするならば、同じように小学校も中学校も使用量は以下でもあって

も、単価は同じであるはずなんですけども、その使用量と単価の違いじ

ゃないかと思うんですけども、その辺り再度お伺いします。 

議  長   暫時休憩します。 

（午後 １時５０分） 

（午後 １時５１分） 

議  長   会議を再開します。 

       生涯学習課長。 

生涯学習課長   当初、中学校については、小学校も中学校もそうなんですが、それぞ 

(再々答弁)  れ学校やっている部分だけではなくて、土日の部活動だとかそういう部

分があります。そういう中で３校、１校との単純な比較はできないと思

います。ですから、従前どおりそれぞれ建物の、例えば、みどり野小学

校であれば建物がしっかりしているという形、それと中学校であれば建

設後かなり経過しているという、そういうものに比べて３校だから３倍、

１校だから３分の１という単純なそういう計算にはならないと思いま

す。以上です。 

議  長   ５番 石川 康弘君。 

石川議員   今のお話をちょっと整理しますと、確かに新しい校舎はみどり野小で 
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(再々々質問)  す。４つの校舎の中では南中が一番古いのかなというか、改修されてい

るからほかのものもあるでしょうけど、ということは、やはり建物の新

しい、古いによって使用量が違うという、焚いた燃料の数が違うという

ふうな解釈に、どうしても捉われるのですけども、そういったことなの

でしょうか。授業だけではなくて校外活動としても、一般の開放や何か

についても使用されている量は、さまざまあるかと思うので、そういっ

た考え方から言うと当初の予定よりも使用量が多かったというふうな

形で解釈するのが、私としては、すんなり受け入れるんですけども、再

度、詳しくお願いいたします。 

議  長   生涯学習課長。 

生涯学習課長   すみません。答弁がまずくて申し訳ありません。確かに小学校と中学 

(再々々答弁)  校を比べますと、授業時間、それと授業が終わった後の部活動、そうい

うもので校舎に暖房を焚いている時間数が長くございます。それと、土

日の部活動の頻度、そういうものも含めて、当初、私どもが見積もって

いた使用量より若干多くなったと、それに当初の単価がリッター当たり

の単価が、現在、大幅にアップしていると。そういうことも含めて増額

という形になったと思われます。 

議  長   ほかにありませんか。 

１番 熊木 惠子君。 

熊木議員   何点か質問させていただきます。今の石川議員が質問した燃料費のこ

とで私もちょっと質問したいと思います。燃料費の高騰に伴う需用費の

総額、いろんな所で今、小学校とか中学校も出ていましたけれども、総

額では今回の補正でいくらになるのか。また、２３年度の当初の予算に

占める割合というかパーセンテージ、それがどれぐらいになるのか、ま

ず１つ教えていただきたいです。 

それから、２６ページの２款総務費３項財産管理費２５節積立金のと

ころです。南幌温泉基金積立金１，０００万円というふうになっていま

すけれども、これは今後の修理とか、そのようなことに備えてのことだ

と思うんですけれども、具体的には今、指定管理でアンビックスの方に

委託していますよね。それで、その計画というのは協議されているのか、

その中身をちょっとお聞きしたいと思います。 

次は３２ページ、４款衛生費１２節役務費のところです。妊産婦健診

について載っているんですけれども、これは今年度何名いるのか。それ

で、今、少子化傾向ですけれども、去年と今年というふうに見た時に、

増加傾向なのか減少しているのか、それをちょっと教えてください。 

それから、１４ページの１３款使用料及び手数料の衛生使用料のこと

です。保健福祉センター使用料の２２万２，０００円の減額は、先ほど

の説明ですと、利用者の減という報告でしたけれども、今年度から曜日

とか時間とかの変更に伴って利用者が減ったんではないかと思われる

んですけれども、それはどうなのか。また、改善策というか、利用者が

実際、曜日が減ったことでの意見だとか要望だとかそういうのは出てい

るのか、それもちょっと伺います。 



 ２７

もう１点です。２１ページの２０款諸収入３目給食費のところです。

それぞれ減額になっていますけれども、人数減のほかの要因というのは

あるのか。また、給食費の滞納というのも書いていますけれども、それ

は滞納件数とか、その辺のところがわかれば教えてください。以上です。 

副 町 長   熊木議員のご質問ですけれども、それぞれ分けた形で回答させていた

だきたいと思います。まず１点目の燃料費の価額のアップで、それぞれ

の総体の数量といいますか、これにつきましては、今回の補正、出して

いるところも予算の範囲内で済ませているとこもありますので、総体の

の当初の量というか額につきましては、もう一回時間をかけて精査をし

なければ数字は出てきませんので、それにつきましては後ほど回答させ

ていただきたいというふうに考えています。 

次に２点目の温泉の関係ですけれども、今回、平成２３年度で１，０

００万円を追加補正させていただきまして、基金につきましては総額、

先ほども言いましたとおり２，３００万円程度の基金残高となるわけで

ございます。それで、議員の皆さん、温泉の方をご覧になったと思いま

すけれども、相当、屋根の方が傷みがきているということで、そのよう

な関係で町の施設でございますので、温泉の方とも私、協議をさせてい

ただいております。温泉は温泉でほかにも修繕をしなければならない箇

所が結構あるということでございますし、それのようなことで現在も協

議をさせていただきましておりますけれども、極力早いうちに屋根の補

修につきましては、温泉と共同の中で実施をしていきたいということで、

温泉には申し伝えておりますので、当初予算にも組んでおりませんけれ

ども早急な修繕をしていきたいというふうに考えております。 

そのほかにつきましては、それぞれ担当課長の方からご説明をさせて

いただきます。 

議  長   保健福祉課長。 

保健福祉課長   妊婦健診の項目について、まず申し上げます。妊婦健診につきまして

は、当初、妊婦４０名という推計で計上しておりますけれども、実質４

２名となる見込みによるものでございます。なお、妊婦健診につきまし

ては、年１４回の健診、あるいは超音波健診がございますけれども、妊

婦健診、延べで申し上げますと、２３年度におきましては５７６回分、

２２年度につきましては４３０回分という形になっております。 

２点目の保健福祉センターの使用料の関係でございますけれども、昨

年よりあいくるの入浴施設のお休みが週１日増えまして、水曜日と金曜

日という形になってございます。今回の補正については、その日数に基

づき実績として減った形になっております。なお、利用者の方からの曜

日がお休みになった日の増えたこと、あるいは苦情等については特に出

てございません。以上でございます。 

議  長   生涯学習課長。 

生涯学習課長   それでは給食費収入の関係でございます。今回減額させていただいた

のは、給食費の欠食も含めて食数が確定したこと、それと最終的な収納

率、そういうものを見込みまして減額をさせてございます。２月末現在
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の滞納につきましては現年度分で１６名、件数にいたしますと７６件と

いうことになります。以上です。 

議  長   １番 熊木 惠子君。 

熊木議員   １点目の燃料費のことについては、後ほど資料とかで出していただき 

(再質問)  たいと思います。その中でアンビックスの関係です。私たちは町内視察

で温泉を見まして、あと近年もすごく傷んでいるのが目にされて、町民

の方からも声は聞くんですけれども、まず早期にやらなければならない

屋根の修理っていうところで、その予算というのはどれぐらいを見込ん

でいるのか、それがわかればお聞きしたいです。 

それから、保健福祉センターの衛生使用料、水、金が休みで、利用者

からは特に意見などはなかったということなんですけれども、実際に曜

日が減ったこともあって、２２万２，０００円の減額になっているって

いうことは、今後も減っていくことが予想されるのではないかなと思う

のです。それで、その対策というか、やっぱり減らしたのを１回でも戻

すとか、そのような計画ってないのでしょうか。２５年度までの自立緊

急実行プランのもとに、いろいろこういう形で減らしたりとかしている

んですけども、その辺は将来的には戻すような方向で考えているのかど

うか、そこをもしお答えできればお願いしたいと思います。 

議  長   副町長。 

副 町 長   それでは、最初の１点目の温泉の関係、私の方から答弁をさせていた 

(再答弁)  だきます。まだ、屋根の修理の正式な見積もりを取っておりませんけれ

ども、いかんせん屋根につきましては銅板で作っているものですから、

相当経費が嵩むということを聞いています。まだ本当に細かに見積もり

までは取っておりませんけれども、７，０００万円から１億円ぐらいか

かるのかなというふうに予定をしております。ただ、銅板自体の屋根が

いいのかどうか、修繕を含めて今後検討していかなければならないとい

うふうに考えております。以上でございます。 

議  長   町長。 

町  長   熊木議員のふれあいの湯の関係でございますが、この曜日を減らした 

(再答弁)  というのは収支の問題で議員の方から提案を頂いて、改善をすれという

ことで、日数を減らしたという過去の経緯がございます。そのことを踏

まえながら、自立緊急実行プランもやりながら、皆さんの利用の仕方も

考えて、議員の指摘を受けたものも当然考えて今の日数にさせていただ

いたということでありますので、その後、先ほど課長から言ったように

特別、不満とか苦情とかは来ておりませんので、今の体系でいいのでは

ないかなと。これは、いろんな議論をいただいた時の収支計算のバラン

スからいくと非常に悪かったものですから、ご指摘をいただいたと。そ

れで改善をさせていただいたということでありますので、ご理解いただ

きたいと思います。 

議  長   １番 熊木 惠子君。 

熊木議員   予想していました、その答弁は。施設を利用するのに開けておいて、 

(再々質問)  結局、利用されなければ減ってしまうというのは、やっぱり今回のこと
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で明らかになったのではないかと思うんです。それで、今後のことで、

やっぱりお風呂を利用する町民にとって、本来ならば毎日開いているの

が望ましいと思うんです。それが、自立実行緊急プランの中で、見直す

というところでやっていた経過がありますし、私もその議論には加わっ

ていましたので十分存じています。でも、将来的展望で、やっぱりそれ

は少しでも戻していける方向で考えていくのがいいのではないかと私

は思いますので、そこはちょっと提案させていただきます。 

議  長   町長。 

町  長   今のお話しでございますが、当時議論させていただいたのは費用対効 

(再々答弁)  果もかなり議員さんの方から言われたところであります。それで、どこ

で経費を落とすかということになると、日数、今、利用率の一番少ない

日を設定して日数を減らしたということでございます。それによって今、

町民の利用者が非常に不便をかけて困っているという事例がたくさん

あれば、私どもも変更していかなければなりませんが、とりあえず２５

年まではこのプランでいくということで、皆さんのご了解をいただいて

おりますので、その中で私どもは今進めているということでご理解いた

だければと。その後、いろんなことがこれから出てきた時には、また検

討いたしますけれども、少なくとも２５年度までの中には今の変更はあ

り得ないというふうに私は考えています。 

議  長   ほかにありませんか。 

       １０番 志賀浦 学君。 

志賀浦議員   ４款衛生費の中の予防費について、３２ページです、お伺いします。

当初、この予防接種等、各種検診というのはどのぐらいの見込みで予算

を組んだのかということと、これでかなりの減額になっているんですけ

れども、どのぐらい見込みと違うか、差をちょっと教えていただきたい。

また、詳しくは後で病院の方でも聞きたいと思いますけど。 

もう１点、７款土木費、３７ページ、道路新設改良費というところで

ちょっと教えていただきたいんですけど、工事請負費の中の南１１線道

路改築工事、確か前回、補正で追加補正したはずなんですよね。それで、

同じ場所なのか、また何でこれは減額になったのかと。前回、確か補正

１００なんぼで期間延長とともにやられた経緯があるんですけども、同

じ場所なのか、またその辺の経緯を教えていただきたいです。 

議  長   保健福祉課長。 

保健福祉課長   予防費の委託料についてご説明申し上げます。まず、各種検診１１０

万円の減額につきましては、受診者数が概ね確定したことに伴い減額す

るものが主な要因でございますけれども、特定健診と同時に各種がん検

診や詳細な血液、尿検査、それから腹部エコー検査などを受診できる人

間ドックといたしまして、町立病院で２０名、厚生病院で１００名の１

２０名を当初見込んでございました。それぞれ町立病院で１４名、厚生

病院で５２名、合計６６名の受診となりまして、全体として約６０％の

執行ということで２２万円ほどの減額となっております。 

次に、大腸がん検診でございますけれども、大腸がん検診といたしま
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しては、当初４５４名で見込んでおりましたけれども、国のがん検診推

進事業の改正に伴いまして、大腸がん無料検診、いわゆる大腸がん無料

クーポンを実施するために、２３年の第２号の補正で１９０名分追加さ

せていただきました。当初と合わせまして６４４名見込んでおりました

けれども、これまでの実績の数字と、それから３月末までの見込みを合

わせまして約５０１名ということになりまして、執行率としては７８％

弱、２７万円ほどの減額となっております。ただし、昨年度と比較いた

しますと、大腸がん検診の受診者数は約１００名の増、受診率を比較い

たしますと、２２年度は２５．２％から今回２８．６％と向上しており

ます。また、全道平均が２１年度で１４％となってございますので、本

町におきましては、全道平均の２倍の受診率という形になってございま

す。また、大腸検診の受診者数の増加に合わせまして、胃がん、肺がん

検診の受診者につきましても昨年度よりもそれぞれ５０名ずつ増えて

いる実態でございます。 

次に、子宮がん検診でございますけれども、国のがん検診推進事業に

よります子宮がん検診無料クーポン券に合わせまして、２３年度から町

独自で２０代３０代の偶数年の方を対象にいたしまして、受診率の向上、

がんの早期発見、早期治療、あるいは健康意識の啓発を目的として検診

事業を開始した経緯がございます。子宮がん検診の助成事業につきまし

ては、開始の初年度でございまして、受診者数を対象者数の５０％で見

込み、計上したところでございますけれども、２０代から３０代の生産

年齢の若い女性の方々は、妊娠、出産されることが多いということから、

妊婦健診の時に子宮頸がん検診を実施していること、あるいは職域で健

診を実施していることが多かったため、受診者数は対象の約２０％にと

どまっている状況でございます。国、それから町の無料クーポン券を含

めまして４２２名を見込んでおりましたけれども、これまでの実績数と

３月までの見込みを合わせますと２７２名ということで、約６０万円の

減額となっております。ただし、子宮頸がんの助成事業を開始したこと

によりまして、先ほど申し上げました２０代３０代のを受診者数が、昨

年度５０名から、２３年度から１１０名ということで若い世代のが受診

者の方が向上している状況が伺えるところでございます。町全体の受診

率といたしましては、昨年度が３５．３％から２３年度４０．６％とい

うふうに向上しておりまして、全道平均が２９．８％というふうになっ

ておりますので、高い受診率となっていることでございます。 

次に、委託料の予防接種の関係でございますけれども、こちらの方に

つきましては、まず、感染症予防事業としての定期予防接種ですけれど

も、主な減額の理由ですが、一つには、麻しん、風しんにつきまして、

当初３０８名を見込んでおりましたけれども、中学１年生、高校３年生

の生徒が対象年齢に到達する前に、既に個人で予防接種をしていたとい

うこともございまして、３月までを２７０名というふうに見込みまして、

約２８万円減額するものでございます。それから、三種混合についてで

すけれども、当初２００名で見込み、計上しておりましたけども、乳幼
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児数の減少によりまして、３月末までを１６６名という形で見込み、約

１４万円減額するものでございます。それから、高齢者のインフルエン

ザの関係ですけれども、当初８６０名を見込み、計上しておりましたけ

れども、３月末までに７９６名という見込みとなっております。２２年

度については８７８名の実績があったわけでございますけれども、新型

インフルエンザが流行するといったことが昨年度ございましたので、そ

の関係で接種率が減少したのではないかと思います。 

それから、次に任意予防接種の関係でございますけれども、主な減額

の理由ということで一つには、子宮頸がんワクチン、それから小児肺炎

球菌ワクチン、ヒブワクチンにつきましてはワクチンの不足、あるいは

事故の懸念による影響により接種が減ったのではないかというふうに

思われます。子宮頸がんにつきましては、当初６５８名を見込み、計上

しておりましたけれども、７月までワクチンが不足したことがございま

して、３月までを５６７名と見込みまして、１３５万円ほど減額するも

のでございます。小児肺炎球菌ワクチンにつきましては当初３８０名を

見込み、計上しておりますけれども、１年前の死亡事例の報道後に保護

者が接種を控えた期間がございました。平成２３年４月に再開いたしま

したけれども、事故の懸念等で接種者が減ったものでございまして、３

月末までを２４０名と見込みまして、１２５万円ほど減額するものでご

ざいます。ヒブワクチンにつきましても、小児肺炎球菌ワクチンと同じ

理由でございまして、当初３３３名を見込み、計上しておりましたけれ

ども、３月末現在を見込みますと１８９名、約８６万円減額するもので

ございます。それから次に、おたふく風邪、それから水ぼうそうのワク

チンについてですけども、おたふく風邪のワクチンにつきましては、単

価が６，０００円から４，２００円に下がったことと、それから当初、

１歳から４歳児まで対象年齢全員分の２４０名を見込み、計上しており

ましたけれども、既に罹患された方、あるいは接種をもう終わられた方

が多かったことによりまして、３月末までを、おたふく風邪で８２名と

見込み、１０９万円ほど、それから水ぼうそうが５５名と見込みまして

約１１０万円、それぞれ減額するものでございます。最後に、高齢者の

肺炎球菌ワクチンについてでございますけれども、当初１，０００人で

見込み、計上しておりますたけれども、年末から東北地方へのワクチン

が多く供給されたということがございまして、ワクチン不足による影響

と、それから１回だけの助成となることなものですから、接種される年

齢時期をそれぞれ町民の方が自己判断で後ろの年度へ希望される方が

多かったのかなということから、３月末までを１８０名と見込みまして

約２８５万円ほど減額するものでございます。以上です。 

議  長   都市整備課長。 

都市整備課長   町道南１１線道路改築工事につきましてご説明を申し上げます。この

工事につきましては議案案件でございまして、昨年７月に工事請負につ

きましてご説明を申し上げております。それで、１２月には設計変更が

ございまして、内容につきましてご説明をしたところでございまして、
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予算につきましては、現行の１億２，５００万円の中でございますので、

今回、精査により確定したことから減額となったものでございます。以

上でございます。 

議  長   １０番 志賀浦 学君。 

志賀浦議員   予防接種関係の方は、詳しい説明をありがとうございました。自分の 

(再質問)  思いとしては、そちらの方の中までとは思ったなかったのですけど、ま

た病院の方でも関連して後で聞ければいいなと思っているのですけれ

ども、１つだけ教えていただきたいんですけども、例えば予算を組む時

に、国庫支出金と支出金という絡みがあるから、結果的にこの対象者全

部を対象にした予算計上をしなければいけないのか、それとも、実績な

り、道よりも高い接種率という、平均より高い接種率ということですか

ら、そういう予算計上というのはできないものなのか、その辺をひとつ

教えていただきたいと思います。その点だけでいいです。 

あと、もう１つ、土木費の方。精査によるものというのは後から出て

きたんだと思うんですけども、確か、前の補正の時はリサイクル採石に

なるのか、エコ採石か何かの関係で仕入れができなくて、確か補正を組

んだとかという話だったんですけども、その時点である程度のことがで

きなかったのかというのが不思議でしょうがないのですよね。１億２，

５００万円の中で補正を組まなければいけない工事が、何で精査してこ

んなに余ってくるんだと。例えば、補助を組む時点である程度のものは

できなかったのか、その辺の経緯を教えていただきたいのですけれども。 

議  長   保健福祉課長。 

保健福祉課長   只今のご質問についてお答えを申し上げます。当初予算の中では、あ 

(再答弁)  る程度、前年実績を見込みながら計上するものもございますし、また、

昨年新規に行われた事業もございまして、その対象となる、例えば子ど

もさんでありますと対象人数がいても、実際にそのワクチンとなる該当

のものが既に罹患してしまっただとか、そういったものがなかなか見込

みが掴めない現状がございます。そういった中で、当初予算の中では、

不足にならないような予算見積もりの計上をさせていただき、年度末最

終の中で減額補正をしていく形で、接種をされる方々の町民の、あるい

は医療機関に迷惑をかけないような予算組みをさせていただいている

ということでございます。以上です。 

議  長   都市整備課長。 

都市整備課長   南１１線道路につきましては、只今、ご質問がございますが、１２月 

(再答弁)  の時点でご説明を申し上げましたのは、工事内容につきまして、設計変

更で増額をした内容につきましてご説明を申し上げました。予算の補正

は伴ってございません。そういうことの中で、まずはご理解をいただき

たいと思いますが、設計変更の内容につきましては、議員ご指摘の路盤

材の変更によるものでございまして、これは、地区の中に当初設計で見

たものは不足してなかったということから、国と協議を申し上げて、こ

ういうような形の中で変更してもよろしいというご指導も頂きまして、

設計変更したということでございます。それで今回、こういうことが確
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定したことから精査による入札減、それから、予算から見ての減額とい

うことで、このような大きな減額になっているところでございます。ま

た、これにつきましては、すべて国の補償ということでございますので、

国の方の了解も頂いているところでございます。以上でございます。 

議  長   １０番 志賀浦 学君。 

志賀浦議員   今の土木費の方の関係で、大体理解はできたと私は思うんですけど、 

(再々質問)  確か、まだ南１１線道路は半分残っているかなと思うんですよね。今年、

これからまた入札が始まるのかなと思いますけれども、逆に言うと、こ

の今の精査された金額というのは、大体標準の単価というか目安の単価

になるのかなというふうに私は今思っているのですけれども、その辺は、

どうなのでしょうか。次の入札の、残り延長にもよるんですけども、こ

れを目安にして工事が行われるものというふうに考えてもよろしいの

ですか。その１点、教えてください。 

議  長   都市整備課長。 

都市整備課長   只今のご質問でございますが、本年、１億２，０００万円弱なのでご 

(再々答弁)  ざいますが、一応、今、議員ご指摘のとおり、今回、半分実施をしてい

るということで、これをベースにして新年度になりますが、１億円ぐら

いの予算計上ということで現在進めているところでございます。以上で

ございます。 

議  長   ３番 菅原 文子君。 

菅原議員   ２点お願いいたします。先ほどの志賀浦議員の関連なんですけれども、

子宮頸がんの接種でワクチン不足によるというお答えを頂いたかと思

うんですけれども、年齢制限がありますので、もし高校１年生までのお

子さんであれば今後どのようにされるのか１点と、あと２６ページの９

節旅費ですけれども、指導員普通旅費とありますが対象者の方とどのよ

うな内容なのかをお願いいたします。 

議  長   保健福祉課長。 

保健福祉課長   お答え申し上げます。子宮頸がんのワクチンの関係でございますけれ

ども、高校１年生の対象、これはもう年齢が決まっておりますので、そ

の時点で未接種の場合は終わりということになるかと思います。以上で

す。 

議  長   住民課長。 

住民課長   ２点目の交通指導員の旅費の関係でございます。１０万５，０００円

の減額になってございますが、交通指導員さんにつきましては、春、そ

れから秋の街頭啓発、それから、いろんな、旗の波ですとか指導員さん

には指導いただいて、基本的に１回１，０００円の日当という形でお支

払いをしてございます。そして、年間の、大体今回３月までの事業が、

いろんな交通安全の事業で指導員さんが出ていただいて、総体で減額す

るという形になってございます。それともう一つ、小中学生の登下校時

の指導員の女性の方、立っていただいております。これも同じように、

朝、晩で１，０００円で計２，０００円の日当を支給してございます。

そういった関係から指導回数に応じて、なるべく出ていただいているん
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ですけれども、都合で出られない指導員さんもおられますので、最終的

に１年間の指導員さんの出動日数に応じて今回精査をさせていただき

まして、減額しているところでございます。以上です。 

議  長   ３番 菅原 文子君。 

菅原議員   交通指導員に対しては、わかりました。ワクチンなんですけれども、 

(再質問)  どのような経緯で、お子さんたちがワクチン不足ということで受けられ

なかったのか。電話予約をして受けると思うんですが、電話予約が遅か

ったのか、先ほどのご答弁ですと大体人数を何名か、６５８名というこ

とで挙げて、それで予算を、というお話を先ほどされていたかと思うん

ですが、それでしたら６５８名分のワクチンを用意されていなかったの

かと思うんですよね。年齢制限がありまして、それを外れてしまいます

と５万円から７万円という高額な値段を払わなければいけませんので、

もし、その６５８名分のワクチンを用意するべきものをされていなくて

受けられなかったのであれば、今後、やはり子どもさんたち、生徒さん

方にご迷惑をおかけするのではないかなと私は思うのですが、そこのと

ころのお考えはどうなのか、１点だけお願いいたします。 

議  長   保健福祉課長。 

保健福祉課長   まず、高校生のワクチンにつきましては、基本的に対象者の方には何 

(再答弁)  度となく個人勧奨の形で、まだ未接種ですということで促しをかけさせ

ていただいた経過がございます。そういった中で、先ほど申し上げまし

たように、やはり保護者の方は、やはり危険のリスクが大きいというこ

とから、お子さんに受けさせなかったということが最も大きな原因では

ないかと思われるわけでございます。従いまして、私どもといたしまし

ては、あくまでも受けていただきたいと、現在では無料で受けられます

けれども、過ぎますと有料になっていましますよという話しは、お話し

というか通知の中では常時書かせていただいているんですけれども、実

態としてご本人の希望で受けられなかったということに尽きるのかな

ということでございます。以上です。 

議  長   病院事務長。 

病院事務長   それについて私の方から説明させていただきます。子宮頸がんワクチ 

(再答弁)  ンにつきましては一時期、不足というようなことで取扱業者の方で供給

が制限されたという事実がありましたけれども、その後、ワクチンの製

造等で流通して参りましたので、その後は予約が入ればワクチンの方は

供給できる体制はずっととっておりました。以上です。 

議  長   ほかにありませんか。 

       （なしの声） 

       ご質疑がありませんので、議案第６号については質疑を終結いたしま

す。 

      ここで、場内時計で２時４５分まで休憩をしたいと思います。 

（午後 ２時３５分） 

（午後 ２時４５分） 

議  長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。 
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       次に、議案第７号 平成２３年度南幌町国民健康保険特別会計補正予

算（第４号）についての質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、議案第７号についての質疑を終結いたしま

す。 

 次に、議案第８号 平成２３年度南幌町病院事業会計補正予算（第３

号）についての質疑を行います。 

 ５番 石川 康弘君。 

石川議員   ６ページから７ページに関してちょっとお伺いいたします。収益的収

支の中で、医業収入、総体で１，８００万円が減額だったというふうな

ことでありますけども、その次のページの支出の方で、それに合わせて

というわけじゃないんでしょうけども、費用に関しましては２，９００

万円ぐらいのマイナスであると。とりわけ給与費として１，４９０万円

ほどの減額になっております。やはり、これだけ入院患者や外来の患者

が減ることによって経費は下がってしかりなんでしょうけども、そうい

った中で、この職員手当３００万円、それから賃金に至っては１，００

０万円、そしてその上の給与費ありますけども、やはり患者数が減るこ

とによって、それに比例して下がっていくというものだと考えてよろし

いのでしょうか。ただ、しかし、１節の給料として、看護師給料が１３

０万円ほどマイナスになっていますけれども、これについてはどういう

ふうな形で解釈してよろしいのか、その辺りお伺いいたします。 

議  長   病院事務長。 

病院事務長   只今の質問にお答えします。経費の方の給与費の関係でございますけ

れども、１節の給料、看護師の給料の減額ですが、これにつきましては、

看護師１名が育児休暇を取得していたということから、その分を減額し

たものでございます。職員手当と賃金につきましては、入院患者、外来

患者の減少に比例してということではございません。職員手当につきま

しては、宿日直手当等も医大の方から派遣していただく先生がおります

けども、当初、当院で予定していた派遣依頼がそのとおり来ていただけ

なかった分ですとか、あと、今、３名の医師がおりますけれども、休暇

ですとか学会、これらに出席する時の代替の医師の派遣を賃金で見てお

りますが、学会の出席ですとか休暇等があまり取得されてなかったとい

うことから、その分が大きく減額されたということでございます。その

ほか、看護師賃金と看護補助者の賃金につきましても、ある程度、入院

患者が多くなった時のために補充の分として当初見ておりましたけれ

ども、その補充の賃金を使用することがなかったと、そういったところ

から減額となったところでございます。以上でございます。 

議  長   ５番 石川 康弘君。 

石川議員   今、お話し伺いました。いろんな事情によってそういうふうな形で、 

(再質問)  手当だとか給与費全体が減ったというふうなことですけども、これは、

例えば、看護師に至っては育児休暇があったとか、医師が研究会に行か

なかった分だけ臨時医師の賃金が少なかったというふうなことでした
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けども、やはり、ある程度、事務長もずっと見ていられてわかると思い

ますけども、これは相当やはり予定よりも患者数が少ないなと、ですか

ら、どこかでやはり経費節減しなくてはいけない、差し当たりやはり給

与費でやるしかないだけに、何とか調整して経費がかからないようにし

なくてはいけないという、そういう行為というのは事実行われてきたの

か。今のお話しの中で聞くと、単なる流れの中でそうなったというふう

な形にしか捉えられないのですけども、事務方として何らかのそういう

経費節減のための努力はされてきたのか、それについてお伺いいたしま

す。 

議  長   病院事務長。 

病院事務長   人件費の関係につきましては、病院としては、患者様を扱うというよ 

(再答弁)  うなことで、これを人員削減してサービスを下げるとか、そういったよ

うな取り組みにはなりません。当然、最低必要人数は確保しなければな

りません。その辺であまり削減して無理をしますと、今度、職員の方の

健康上の問題が出てきます。また、夜勤の勤務時間の制限等、これら等

も勘案しながら必要最低限の中では対応しているところでございます。

以上です。 

議  長   ほかにありませんか。 

       １０番 志賀浦 学君。 

志賀浦議員   先ほども大体聞いてわかったんですけれども、予防接種費の減額、こ

れは先ほども言ったように、見込人数と実際の入り込みが違ったのかな

という、試算が甘いんじゃないかなという気がするんですけども、その

辺の見解をちょっと教えていただきたいのと、あと、入院患者数も回復

しない、外来も回復しないという状況の中で、これから予算審議に入る

わけですけど、予算がちょっと無理があるんではないかという思いがす

ごくするんですけども、その辺の見解があったら教えていただきたいで

す。 

議  長   病院事務長。 

病院事務長   それでは初めに予防接種の関係でございますけれども、今回の補正で

１，２７０万円ほど減額をさせていただいたところでございます。予防

接種の収入の見方として、一般会計で計上した額と整合性をとっている

というところがございますので、一般会計の方もかなり大きな額が減額

されております。それに比例しまして病院会計の方でも大きな減額とな

ったところでございます。 

続いて、入院患者数と外来の患者数が回復しないという件につきまし

ては、確かに、なかなか回復してないのが実情でございます。ただ、２

２年、２３年と比較していただきますと、２３年は増加傾向にございま

す。また平成２４年度以降も患者数増に向けた対応をしていきたいと、

そのように考えているところでございます。以上です。 

議  長   １０番 志賀浦 学君。 

志賀浦議員   予防接種の関係なのですけれども、例えば、一般会計と整合性をとる 

(再質問)  ようにということなんですけども、予防接種、別に町立病院に全員じゃ
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なくてもオーケーなわけですよね、違いましたか、ちょっと間違ってい

たら指摘いただければ。確か、いろんな接種があるけども、ほかの医院

でもできるものがあれば町立に全部行くというものではないなという

ふうに私は思ったんですけども、その辺また教えてください。あと、例

えば、２２年度、２３年度と合わせての改善されていることは、四半期

ずつに報告をいただいて少しずつ改善されてきているのかなという意

識はありますけども、ただ目標数値、病院の改善計画の中の目標数値に

は、まだまだ届かないというところがいつもの状況なんですけども、そ

れに向かって、あくまでも目標数値がなければ予算も組めないんでしょ

うけども、どうもそこに達成するまでにどうなのかなという考えがある

のですけども、予算との整合性とは別にしてでも、予算を組む時にその

見込数、入院、外来等の見込数を目標設定するわけですけども、それに

向かっていけるのかどうかというのが、今後の見通しというのがあった

ら教えていただきたいんですけども。 

議  長   病院事務長。 

病院事務長   初めに、予防接種の関係でございますけれども、予防接種につきまし 

(再答弁)  てはすべてが町立病院に来るわけではございません。ただ、小児科に係

る予防接種については、すべて町立病院で接種して全額給付、助成とい

う形をとっております。高齢者の肺炎球菌、あとインフルエンザ、これ

につきましては、町内の医療機関ということでございますので、すべて

が一般会計とリンクしているわけではありませんが、総体的にもほぼ比

例してくるという状況にございます。 

続いて、目標数値に対する考え方でございますけれども、考え方とし

ては、やはりその計画を立てた以上はあくまでもそこに向かって進んで

いくと。平成２４年度が最終年度ですので、その中で病院経営が成り立

つような形で今後とも院長はじめ全員で、それに向けて努力していくと

いうことで、あくまでも前年度に対して目標数値が下げるとか、そうい

ったことではなく、あくまでも計画に向けて達成するという考え方で、

今後、取り組んでいきたいというふうに考えているところです。 

議  長   ３番 菅原 文子君。 

菅原議員   後戻りして申し訳ないのですが、先ほどの石川議員に関連しているん

ですけども、先ほど事務長のおっしゃった医師の過労とか、そういう関

係なんですけども、町立病院では２４時間体制で医療を行なっています

から、代わりの先生にお出でいただけないということであれば、医師が

どれぐらいの割合で当直をしているのか、当直した後の勤務状況、長時

間で何時間ぐらい勤務しているのか。それと、やはり医師会ではとても

進歩が早いので勉強とか学会に行くということは、とても大切なことだ

と思うんですけれども、当直医の確保とか代わりの先生にお出でいただ

くことがなかなか難しいようなお話しをされていましたけれども、今後

の代わりに来てくださる先生の確保をどのようにお考えなのか、お願い

いたします。 

議  長   病院事務長。 
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病院事務長   医師の当直の関係でございますけれども、現在３名で、月、大体平均

１人６回から７回程度ぐらい当直がございます。金、土、日につきまし

ては、第１週目は、土日ですけれども、札幌医大の第１内科、第１外科、

それから神経内科から医師を派遣させていただいております。当院の医

師が当直した場合は、次の日も当然、診察がございますので通常どおり

勤務時間の中で勤務しているところでございます。それから、学会に出

席する場合の代替の医師の確保ということでございますけれども、これ

については、平成２３年度については学会の出席が３人の先生ともあり

ませんでしたけども、２４年度は学会の出席も当然考えられますので、

それにつきましては従来どおり第１内科の方に、札幌医大の方に依頼を

かけていくということが前提になってきます。また、札幌医大の方から

派遣できない場合には、北海道の地域医療振興財団という所がございま

すので、そちらの方にも要請をかけて何とか対応していきたいというふ

うに考えているところでございます。 

議  長   ３番 菅原 文子君。 

菅原議員   医師が前の日から働いて、そして夜中通して働いて、そして次の日と 

(再質問)  いうことになると３０数時間になるんですよね。その間、患者がいなけ

れば仮眠もとれるかもしれないんですけれども、もし、インフルエンザ

だとか今、はやっているこの時期に患者が多ければ、ずっと通されると

思うんですけれども、やはり過労ということが一番やっぱり心配なわけ

で、月６回から７回というと、１週間に１、２度程度となりますよね。

１週間に１、２度程度３０何時間勤務というのは、かなり大変なことだ

と思います。確かに賃金の中で減額されているということでは大変あり

がたいことではありますけけど、やっぱり一番、過労死というのが、先

生方の過労というのが今とても問題になっていますから、そこのところ

もまた今後考えていかなければいけない問題なのかと思いますので、数

字だけにこだわらず、金額だけにこだわらず医師の過労というところも

十分考えていただいて勤務していただければと、これは要望としてお願

いいたします。 

議  長   答えはいらないのですか。 

菅原議員   はい。 

議  長   ほかにありませんか。 

       （なしの声） 

       ご質疑がありませんので、議案第８号についての質疑を終結いたしま

す。 

 次に、議案第９号 平成２３年度南幌町下水道事業特別会計補正予算

（第３号）についての質疑を行います。 

       １０番 志賀浦 学君。 

志賀浦議員   １つ教えていただきたいんですけど、先ほどの説明の中で不明水の応

分負担というふうに聞いたんですけども、この不明水の応分負担という

のは、箇所が特定されなくても江別市と、その規模によって分けて、う

ちが負担する状況なんですか。その辺、ちょっと教えてください。 
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議  長   都市整備課参事。 

都市整備課参事   只今のご質問にお答えいたします。江別市との関係性につきましては、

施設に関する費用負担協定と、維持管理に関する費用負担協定と２つ持

ってございまして、現在は維持管理協定の中で、毎月、南幌町から送水

している水の量に応じまして、１立米当たり４０円、加えます消費税分

を負担しております。そういったことから、年に応じましては春先の融

雪時期の侵入水ですね、不明水と称しておりますけれども、年によって

は多い年がございまして、今年は当初予定していたよりも、そういった

ような時期が重なり、その分の経費が不足したので追加させていただい

たという内容でございます。 

議  長   志賀浦 学君。 

志賀浦議員   すみません、私の聞き違いか、先ほど不明水の応分負担と聞いたもの 

(再質問)  ですから、確か南幌からの流量の中の不明水かなという認識でいたもの

ですから、ちょっと聞いたんですけど、その中で先ほど確か修繕料、マ

ンホールの修繕料等は減っている状況の中で、どうして不明水がこんな

に増えるのかなというのは、もし考えられる要因としては何があるのか、

その辺を教えてください。 

議  長   都市整備課参事。 

都市整備課参事   只今のご指摘がございましたとおりに、施設から侵入するということ 

(再答弁)  で大きく考えられるのは下水道管渠ですね。土の中に埋設している管渠、

さらにその管渠を管理するためにマンホールですね。道路上に約５０メ

ートルおきぐらいに入っておりますけども、そのマンホール、それとも

う一つは、皆さんの家庭に設置しております公共枡、町が管理している

施設なんですけれども、そういったようなことで維持管理の中で調査、

清掃業務をかけておりまして、不明水対策ということで調査を行いまし

て修繕をかけている部分がございますけども、これもやはり経年劣化と

いいますか、追っかけぼっかけやはり古くなってくる施設の中からやは

り雨水ですとか、そういったものがやはり入りやすくなるといったよう

なことで、毎年そういうものを直しながら、その不明水対策を講じてい

るといったところでございまして、それにまだ完全には追いつかないと

いったような中で不明水として、その分も費用を負担しているといった

ような内容でございます。以上でございます。 

議  長   ほかにありませんか。 

       （なしの声） 

       ご質疑がありませんので、議案第９号についての質疑を終結いたしま

す。 

次に、議案第１０号 平成２３年度南幌町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第２号）についての質疑を行います。 

       （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、議案第１０号についての質疑を終結いたし

ます。 

 次に、議案第１１号 平成２３年度南幌町介護保険特別会計補正予算
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（第２号）についての質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、議案第１１号についての質疑を終結いたし

ます。 

 次に、議案第１２号 平成２３年度南幌町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２号）についての質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、議案第１２号についての質疑を終結いたし

ます。 

 お諮りいたします。本７議案につきましては、この際討論を省略し、

直ちに採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。採決にあたりましては、各議案ごとに行い

ます。 

 議案第６号については、起立採決を行います。 

 議案第６号 平成２３年度南幌町一般会計補正予算（第７号）につい

て、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 （起立９名、着席１名） 

 どうぞご着席ください。 

 賛成起立多数であります。よって本案は原案のとおり可決することに

決定いたしました。 

 議案第７号 平成２３年度南幌町国民健康保険特別会計補正予算（第

４号）については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

定いたしました。 

 議案第８号 平成２３年度南幌町病院事業会計補正予算（第３号）に

ついて、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

定いたしました。 

 議案第９号 平成２３年度南幌町下水道事業特別会計補正予算（第３

号）については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

定いたしました。 

 議案第１０号 平成２３年度南幌町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第２号）については、原案のとおり可決することにご異議ありま

せんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

定いたしました。 
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 議案第１１号 平成２３年度南幌町介護保険特別会計補正予算（第２

号）については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

定いたしました。 

 議案第１２号 平成２３年度南幌町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）については、原案のとおり可決することにご異議ありませ

んか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

定いたしました。 

 以上で、本日予定しておりました全ての議案審議が終了いたしました。

明日８日午前９時３０分まで延会といたしたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって明日８日午前９時３０分まで延会とい

たします。 

 どうもご苦労様でした。 

（午後 ３時１０分） 
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平成２４年第１回南幌町議会定例会会議録    ３月８日 

 

議  長   おはようございます。             （午前９時３０分） 

 昨日より延会となっておりました、平成２４年第１回南幌町議会定例

会を只今より再開いたします。 

 本日の出席議員数は１１名でございます。直ちに本日の会議を開きま

す。 

 日程１７ 議案第１３号より日程２８ 議案第２４号までの１２議

案につきまして、関連がございますので一括提案いたします。 

 ●日程１７ 議案第１３号 非常勤の職員に対する給与その他の給 

付に関する条例の一部を改正する条例 

制定について 

 ●日程１８ 議案第１４号 職員の給与に関する条例等の一部を改 

正する条例制定について 

 ●日程１９ 議案第１５号 南幌町介護保険条例の一部を改正する 

条例制定について 

 ●日程２０ 議案第１６号 南幌町道路占用料徴収条例の一部を改 

正する条例制定について 

 ●日程２１ 議案第１７号 南幌町都市公園及び南幌町営野球場の 

指定管理者の指定について 

 ●日程２２ 議案第１８号 平成２４年度南幌町一般会計予算 

 ●日程２３ 議案第１９号 平成２４年度南幌町国民健康保険特別 

会計予算 

 ●日程２４ 議案第２０号 平成２４年度南幌町病院事業会計予算 

 ●日程２５ 議案第２１号 平成２４年度南幌町下水道事業特別会 

計予算 

 ●日程２６ 議案第２２号 平成２４年度南幌町農業集落排水事業 

特別会計予算 

 ●日程２７ 議案第２３号 平成２４年度南幌町介護保険特別会計 

予算 

 ●日程２８ 議案第２４号 平成２４年度南幌町後期高齢者医療特 

別会計予算 

 以上１２議案を一括して議題といたします。 

 理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、議案第１３号から議案第２４号までの１２議

案につきまして提案理由を申し上げます。 

 まず、議案第１３号 非常勤の職員に対する給与その他の給付に関す

る条例の一部を改正する条例制定につきましては、非常勤職員に対する

報酬額を変更するため本案を提案するものであります。 

 次に、議案第１４号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例制定につきましては、平成２３年人事院の勧告等にかんがみ、職員に

支給する給与について必要な措置を講ずるため本案を提案するもので
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あります。 

 次に、議案第１５号 南幌町介護保険条例の一部を改正する条例制定

につきましては、第５期介護保険事業計画期間中の平成２４年度から平

成２６年度までにおける第１号被保険者の介護保険料を規定するため

本案を提案するものであります。 

 次に、議案第１６号 南幌町道路占用料徴収条例の一部を改正する条

例制定につきましては、占用料の一部を改正するため本案を提案するも

のであります。 

 次に、議案第１７号 南幌町都市公園及び南幌町営野球場の指定管理

者の指定につきましては、南幌町都市公園２５箇所及び南幌町営野球場

について、指定管理者の指定をするため、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により、本案を提案するものであります。 

 次に、議案第１８号から議案第２４号までの７議案につきましては、

平成２４年度における南幌町一般会計予算及び各種特別会計予算であ

り、概要につきましては、別途配付いたしました平成２４年度各種会計

予算編成の概要により副町長が説明いたしますので、よろしくご審議賜

りますようお願い申し上げます。 

議  長   予算編成概要の説明を求めます。副町長。 

副 町 長   （予算編成概要の朗読により説明する。） 

議  長   只今上程されました１２議案の取扱いについてお諮りいたします。 

 ２番 佐藤 正一君。 

佐藤(正)議員   只今上程されました、平成２４年度各会計予算及び関連条例議案等の

審査につきましては、議長を除く１０名による予算審査特別委員会を設

置して本１２議案を付託し、休会中に審査してはいかがかと思いますが、

議長よりお諮りお願いします。 

議  長   お諮りいたします。只今の佐藤 正一君からのご発言は、１０名によ

る予算審査特別委員会を設置して本案を付託し、休会中に審査するとい

うご意見でありますが、さよう決定することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本１２議案は予算審査特別委員会に付

託し、休会中に審査することに決定いたしました。 

 只今設置されました予算審査特別委員会の正副委員長についてお諮

りいたします。 

 ２番 佐藤 正一君。 

佐藤(正)議員   只今設置されました予算審査特別委員会の委員長には川幡 宗宏議

員、副委員長には志賀浦 学議員の両氏を推薦いたしますので、議長よ

りお諮り願います。 

議  長   お諮りいたします。只今、佐藤 正一君から提案がありましたとおり、

委員長には川幡 宗宏君、副委員長には志賀浦 学君とのご発言であり

ますが、さよう決定することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって委員長には川幡 宗宏君、副委員長に
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は志賀浦 学君と決定いたしました。 

 以上で、本日予定しておりました全ての議案審議が終了いたしました。

予算審査特別委員会の審査が終了するまで休会といたしたいと思いま

すが、ご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって予算審査特別委員会が終了するまで休

会といたします。 

 どうもご苦労様でした。 

（午前 ９時５８分） 
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平成２４年第１回南幌町議会定例会会議録    ３月１４日 

 

議  長   おはようございます。             （午前９時３０分） 

 去る３月９日より予算審査特別委員会のため休会となっておりまし

た、平成２４年第１回南幌町議会定例会を只今より再開いたします。 

 本日の出席議員数は１１名でございます。直ちに本日の会議を開きま

す。 

 ●日程２９ 一般質問を行います。 

 本定例会の一般質問通告者は９名でございます。一般質問につきまし

ては通告順に行います。 

 ３番 菅原 文子君。 

菅原議員   農業研修生のための住居確保について町長にお伺いいたします。世の

中の動きを見ていると、北海道の農業が国内においてますます重要にな

ってきていると感じます。本町の基幹産業は農業であり、第５期南幌町

総合計画の中でも「緑豊かな田園文化のまち」と謳い、農業政策に力を

入れていることがうかがえます。その施策の中の一つとして「次代を担

う優れた担い手の育成」の項目がありますが、農業後継者となる農家子

弟の人数が年々減少している中、農業研修生を受け入れる農業法人や、

個人農家が増えてきました。このことは、本町の農業にとり、大変喜ば

しいことだと思います。外からの風を入れることにより、新しい考え方

を取り入れたり、活力が増してくるからです。１０年後、２０年後を見

越し、今から人材育成に取り組むべきと考えます。 

しかし、研修生の住居が共通の問題点であります。本町には、単身の

若年層のための町営住宅はありません。ほとんどの研修生が町外から通

うか、事務所に寝泊まりしています。本町の農業発展のためにも、農業

研修生のための住宅の確保を早急に用意することが必須だと思います

が、町長の考えを伺います。 

議  長   町長。 

町  長   菅原議員の農業研修生のための住居確保についてのご質問にお答え

いたします。 

初めに、特定目的住宅の現状を申し上げます。平成１８年７月に元町

教員住宅３棟６戸及び稲穂教員住宅２棟４戸を特定目的住宅へ移行し

約５年経過したところであります。特定目的住宅全体のうち、元町１棟

２戸及び稲穂２棟４戸については新規就農又は農業研修による入居者

のため、元町１棟２戸は移住体験事業による入居のため平成１９年度か

ら使用しており、元町１棟２戸は火災や自然災害時など緊急に備え入居

できるよう確保しております。現在の入居状況は、農業生産法人及び個

人農家の研修生が各１戸、農業生産法人の従業員が３戸であり、１戸が

空き住宅となっております。 

今後においては、現在の空き住宅を有効に活用していただくとともに、

継続的に不足が生じる場合には、町営住宅の弾力的運用などを検討して

参ります。 
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議  長   ３番 菅原 文子君。 

菅原議員   今、ご答弁いただきましたけれども、農業法人３戸でありということ 

(再質問)  でお話しがありましたけれども、農業法人の方の中でも、やはり入れな

い方がいるということで、昨年からも私の所に相談に来ていただく方が

何人かおります。その方たちも、町営住宅ということでお願いはしてい

たそうですけれども、独身の方の入る所がないと、そういうことでお断

りをされたという経緯もございます。その方たちは今、違う所で、本町

ではないんですけれども、アパートを借りている状況にあります。中に

は、冬の間でも通年で雇用しておりますので、事務所で寝泊まりされて

いる方もおりました。その方たちにのためにも、やはり住宅を早急に確

保ということでお願いしたいと思いますが、ここに空き住宅１戸となっ

ておりますので、そこの所にどうして入れていただけなかったのかなと

いう疑問も私の中には生じております。これから弾力的に運用などを検

討して参りますということでお話しいただいていますけれども、中には、

古くてもいいのでどうにかしていただけないかというお話しもありま

すので、その中でも、もう一つお考えをいただいて、弾力的ということ

では、あと何年とか、何カ月単位とか、そこのところも早急にしていた

だきたいので、そこのところもわかりましたらお答えいただきたいと思

います。 

議  長   町長。 

町  長   只今の菅原議員の再質問にお答えいたします。空いているということ 

(再答弁)  は、来ておられないんです、相談に。ですから、私どもは、今、対応し

ている部分では十分間に合っている、ですから空いているのです。そう

いうことで、今後については全体の住宅事情等々も配慮しながら、いろ

んなことを検討しなければならない、利用者が多数出てきた場合につい

ては、そういうことであろうと思っていますので、ただ、今の現状では、

私どもに来て、議員の所にはたくさん来ているのかもしれませんが、役

場に来ておられないものですから、私どもは今、空いている状態にまだ

ほかの方法を考えるということにはなっておりません。以上です。 

議  長   ３番 菅原 文子君。 

菅原議員   今、お答えいただきましたけれども、そういうところで役場の方と、 

(再々質問)  それと農業法人さん、あるいはまた個人の方と意思の疎通がなかったの

かなという思いで私は聞いておりました。やはり、昨年の農業委員会さ

んと産業経済とのお話しもありましたけれども、その中でも出ていた問

題でありますので、全く相談がなかったということではないなと私は認

識はしております。そこのところでもう少し意思の疎通についてどのよ

うな形をとっていただけるのか１点だけお伺いいたします。 

議  長   町長。 

町  長   菅原議員の再々質問にお答えいたします。この住宅の関係については、 

(再々答弁)  農家とか農業法人会だとか、以前に早くにあったから今回こういう、う

ちの町は対応してきているんです。知らなかったという話しにはならな

いので、皆さんの要望があって、こういうものを開放してきているわけ
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でありますから、その辺ご理解いただきたいと思っております。だから、

いろんな所に相談をいただきたいと思います。あるいは農協さん、ある

いはうちの農業委員会、あるいは産業振興課、いろいろありますので、

情報が入らないうちに私どもに何をすれと言われても非常に厳しい問

題でございますので、議員もそういうのを察知したなら担当課の方に来

て、いろんな話をしていただければもうちょっと違う形になったのかな

と。そういう何人か、１戸は空いているので、町外から通わない方が少

なくても１人はできたのではないかなと私は今考えているところであ

りますので、やっぱりいろんな所に相談を、自分で判断しないでいろん

な所にかけていただければと思っております。当然、私ども、新しい担

い手をきちんと育てていきたいというふうな思いもございますし、うち

の町は幸いにして今のところ担い手不足にはなっておりませんが、これ

からいろんなことが出てくるのだろうと、そういう意味では新しい力が

農業の中に入っていただくのが望ましいことでありますので、町として

もできる分については考えていきたいなと思っています。 

議  長   以上で菅原 文子君の一般質問を終わります。 

 次に５番 石川 康弘君。 

石川議員   私は、道央圏連絡道路建設について町長にお伺いいたします。小樽と

千歳を結ぶ全長８０㎞に及ぶ道央圏連絡道路は、既に約半分の４０㎞が

完成し、随時供用が開始され多くの車が通行しています。本町でも昨年

から美原バイパスに続く中樹林道路７．３㎞の用地測量など工事着工の

動きが見えてきました。 

この道路の用地買収に関係する人たちには、既に二度ほど説明会が行

われていたと聞きます。また、設計概要の図面が示されましたが、あく

まで関係者だけの説明であり、広く公表はされていません。しかし、そ

の図面を見ると、この道路はきらら街道と道道大曲栗山線の周辺は立体

交差となりますが、それ以外は当別バイパスと同じく平面交差の構造に

なるとされています。それにより、沿線に住む人たちにとっては、仕事

や日常生活をする上で、幅の広いこの道路を横断しなければならず、と

ても不便になると言っています。 

さらに、地域高規格道路とは、沿道や交通状況に応じて一般道路以上

の速度を出せる自動車専用またはそれと同等の機能を有した道路とさ

れているので、そこを農機具などの低速車で横断することはあまりにも

危険過ぎるのです。せめて信号機を設置するとか、立体交差にするなど

住民の安全を考えた構造にはできないものでしょうか。加えて、用地買

収される地権者だけでなく地域住民の声をまとめ、国と協議できる期成

会の設置は考えていないのでしょうか。 

町長は、開発局、札幌開発建設部にどのように住民の意見を伝えてい

くのかを伺います。 

議  長   町長。 

町  長   石川議員の道央圏連絡道路建設についてのご質問にお答えいたしま

す。 
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１点目の信号機設置につきましては、交通量調査の結果、設置する基

準を満たしていない。しかし、道路が完成した後、所管が公安委員会と

なりますので要望はして参りたいと考えております。 

次に、２点目の立体交差につきましては、道路構造及び交通量調査に

基づき設置の有無について検討されることから、構造上難しい状況では

ありますが、安全を保たれるよう要望を行って参ります。 

３点目の国と協議できる期成会の設置は、とのことですが事業整備促

進につきましては、関係市町からなる期成会において要望活動を実施し

ており、議員のお気持ちは十分理解できますが、事業の詳細について要

望する期成会の設置は考えておりませんので、ご理解を賜りたいと存じ

ます。 

最後に、４点目の国に住民の意見をどのように伝えるのかとのご質問

ですが、所管となります札幌開発建設部に今までも要望して参りました

が、今後におきましても地元の要望は伝えて参りたいと考えております。 

議  長   ５番 石川 康弘君。 

石川議員   私は、この質問をするに当たり、先に工事が行われ、既に供用開始さ 

(再質問)  れている当別町に行き、話しを聞いてきました。そこで、まず先に申し

上げておきたいことは、道央圏の物流の大動脈として本道経済振興に重

要な道路であること、さらに、この町発展のために欠かせない道路施設

であることは十分承知しておりますし、早期着工、早期完成を願う、町

民の一人であります。そのためには、この道路の沿線住民と友好な関係

で共存することが重要ではないかと思う次第です。平面交差する道路は、

見ますと、美原大橋を過ぎて高速道路江別東インターを過ぎてから、南

１２線のきらら街道までとなっていますけども、その間に信号機が何カ

所か必要ではないかと思うのです。なぜならば、速度のついた車が切れ

間なく走行するようでは、なかなか道路横断することはできないからで

す。この沿線は農村地帯です。春から秋までトラクターやコンバインな

どの低速作業車が頻繁に横行します。また、老人も多く住んでいるので

徒歩で横断することもあります。それを無理して横断しようとしたら交

通事故にもなりかねないからです。せめて２カ所ぐらい、押しボタンと

感知式信号機でもあれば安心して道路を横断できるんだというふうに

地域住民の方も言っております。信号機は、確かにご案内のとおり公安

委員会が設置しますけども、当別町の話しによりますと、なかなか付け

てもらえないらしく、設置まで５年から７年もかかったというふうに聞

きます。その間に交通事故があっては取り返しのつかないことになりま

すから、ですから、できるだけ早いうちから要請してほしいと思います。 

また、関係団体による期成会だけでなく、地域住民の意向をまとめる

ための期成会が必要なのではないかというふうに提案しましたけども、

個々それぞれが工事業者やら開発局に行ってみても聞き入れてもらえ

ないこともあります。本格的に工事が始まったら、いろいろとトラブル

やら問題が発生することもあるわけです。それをスムーズに解決するた

めにも、地域住民による期成会を組織することで、地域住民の意見をま
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とめてもらえるでしょうし、それにより、工事業者も気持ちよく作業が

できると思うのです。当別町でも、用地買収の時点から地域住民を中心

とした期成会を立ち上げたそうであります。当別町の場合、当別バイパ

スと美原道路の２地区に分かれていますけども、それぞれ別々で設置し

て、工事の終了まで組織していたそうです。とにかく、大きな道路が地

域を二分する形で通ることで、地元の人たちの日常生活は大きく変わる

と不安を抱いています。少しでも不安を取り除くためにも、町としてし

かるべき交渉と住民への説明をすべきではないかと思いますけども、い

かがでしょうか。 

議  長   町長。 

町  長   石川議員の再質問にお答えをいたします。地元要望という部分でござ 

(再答弁)  いますが、今、２回ほど説明会をして聞き取りをしております。この高

規格道路は、我が町だけでなくて当別町も平面交差でございました。課

題は同じ課題の部分でありますし、これからできる長沼南幌道路なんか

も同じような形態のようでありますから、まだ最終決定はされておりま

せんが、その要望を聞きながら、できるだけ改善をした中で道路をつく

ると。そして、特に高規格道路ということでございますので、やっぱり

そういう部分を重きに国は考えているようであります。普通の国道だと

か道道をつくるのとはちょっと違う、高規格道路というのは、やっぱり

物流確保のためにどうしても必要だということ、しかし、我が町を通る

時、今、石川議員がお話ししたような部分、危険性も当然はらむもので

すから、私も、このことある度にはその問題、十分提起をさせていただ

いて、ですから、若干遅れているというのは地元要望の話しも聞いてい

ただいてるから、本来もっと早く進んでいるのだと思いますが、いろい

ろ要望をさせていただいたところで、若干、皆さんから遅れて怒られて

おりますが、その部分は聞く耳を持っていただいて、その中の設計で今、

ことを進めているということでありますので、地元要望が全然聞けてい

ないというわけではなくて、聞きながら、改良しながら設計に入ってい

るということでございますので、これからも私どもはそうしていきたい

し、期成会を作って何回かという話しもありますけれども、それは、町

が取りまとめて要望していければ十分ではなかろうかという考えてお

りますので、ご理解いただければと思います。 

議  長   ５番 石川 康弘君。 

石川議員   今、お答えいただきました。確かに当別町の場合には、地権者や町内 

(再々質問)  会長を中心とした構成で期成会を組織し、町は事務局というふうな形だ

けで携わっていたというお話しでしたけども、今の町長のお話しですと、

組織はしないにしても、そういったことを町が取り次いで伝えていくと

いうふうなことでお話しいただきました。どういうふうな形で機能して

いただけるか、それはまだちょっとわかりませんけども、十分、住民の

意見を反映されるようにしていただけるように町側の働きを期待した

いと思いますけども、それは、特別、期成会というふうな形ではなくて、

それでもやはり細かな形で住民に説明していくことも併せてやってい
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ていただけるというふうなことなのでしょうか。最後にお伺いいたしま

す。 

議  長   町長。 

町  長   石川議員の再々質問にお答えしますが、地元の要望に対しては、町も 

(再々答弁)  ちゃんと受けとめて、国の機関等々に要望して参りたいなと、そういう

ふうに思っています。 

議  長   以上で石川 康弘君の一般質問を終わります。 

 次に１番 熊木 惠子君。 

熊木議員   町長に２問の質問をさせていただきます。まず１問目は、ＴＰＰ（環

太平洋連携協定）への町の姿勢は。日米両政府は２月７日からＴＰＰ交

渉について、日本の参加に向けた事前協議を開始しました。日本政府は

重要品目に配慮しながらもすべての品目を交渉対象にすると基本方針

を伝えました。野田政権がＴＰＰに参加を表明した途端に、アメリカは

圧力を強めています。こうした事態を受け、昨年から各地で反対運動や

決起集会が相次いでいます。私は、町長はじめＪＡ南幌などと懇談をも

ち、町としてＴＰＰのあり方について協議すべく集会や学習会などを開

催し、広く町民にＴＰＰによる町内の農業や雇用などへの影響を知らせ

る必要があるのではないかと訴えて参りました。この間、ＴＰＰに関し

ては４４道府県、８０％を超える市町村議会が反対、慎重の意見書や決

議を議決し、本町議会も意見書を採択しています。 

とりわけ農業に与える影響は甚大であり、比較的大規模の本町の農業

でも、農家１戸当たりの規模が１万ヘクタールのオーストラリアとは太

刀打ちできず、壊滅的な打撃を受け、地域のコミュニティーは崩壊して

しまいます。とりわけ基幹産業が農業の本町にとっては存亡の危機と言

っても過言ではありません。 

以上の状況を踏まえて町長に２点伺います。 

１つ、ＴＰＰが締結された場合、本町の農業や雇用、商業への影響額

はどのように試算されているのか。また、本町で生産されている、米・

麦・主要な野菜などに与える予想される影響額はどのように捉えている

のか。 

２つ目は、町長は将来の町の姿をどのように考えるのか。また、今後

の打開策をお考えか、その２点を伺います。 

議  長   町長。 

町  長   熊木議員のＴＰＰ（環太平洋連携協定）への町の姿勢はのご質問にお

答えいたします。 

１点目のＴＰＰが締結された場合、本町の農業や雇用、商業への影響

額並びに米・麦・主要な野菜などに与える影響額についてのご質問です

が、まず、米などの重要品目についても関税が全て撤廃され、かつ、そ

れらを踏まえた国の農業政策や包括的な経済政策、また、北海道あるい

は町、農業団体などが振興策等を講じなかった場合、本町における農業

生産の影響額として、米は２１．７億円、麦は８．６億円、てん菜０．

９億円、酪農０．６億円で、総額で３１.８億円の試算結果であると道
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が公表しております。その影響割合は、本町の農業全体生産額３４．２

億円の約９３％にも及び、基幹産業が農業である本町では、壊滅的な打

撃を受けることになると捉えております。 

なお、雇用や商業への影響額の試算でございますが、道では空知管内

全体における関連産業、地域経済、雇用の影響試算を公表しております

が、市町村単位では用いる統計資料が公表されていないことから、現時

点ではその試算はされておりません。 

２点目の将来の町の姿をどのように考えるか、また、打開策の考えは、

とのご質問ですが、先ほど申し上げましたように、重要品目も関税撤廃

され、かつ、国あるいは道、町及び農業団体が将来を見据えて迅速に農

業施策等を講じなかった場合は、農業が基幹産業である本町にとりまし

ては、町の歴史や姿を大きく変えるものであると大変強く危惧しており

ます。 

また、打開策についてでございますが、現在、アメリカをはじめとし

た関係９カ国との事前協議が一巡し、今後は一層政府の動向を注視する

必要があるところですが、現時点で、本町としては関税撤廃に対する包

括的な施策を単独で講じることは容易にはできませんが、専業的で大規

模な土地利用型農業を展開する本町農業の影響は、議員が言われるとお

りとりわけ大きいものであります。そのようなことから、本町としまし

ては政府に対してＴＰＰ参加交渉に対する明確な対処方針、客観的な情

報開示及び国民的議論などについて、様々な機会を通じて求めていく考

えでありますのでご理解いただけますようお願い申し上げます。 

議  長   １番 熊木 惠子君。 

熊木議員   最近またＴＰＰに関しては、状況が刻々と変わってきています。今朝 

(再質問)  の新聞でも、昨日、東京で農業団体が１，０００名集まって決起集会を

開いているという報道もされています。私は思うんですけれども、この

間、ＴＰＰを取り巻く情勢は正しくなかなか国民に伝わらない、以前町

長とお話しした時も、町民にも一般の方に本当にＴＰＰの本質が伝えら

れていないってことを危惧されていたのは、一緒にお話しして感じまし

た。多くのマスメディアは、政府とか財界の狙いを推し進めるという役

割を大きく果たしているのではないかなと感じています。ＴＰＰが関税

撤廃の経済連携協定であるということ、この実態が、だんだんわかるに

つれて全国各地で反対運動が今、巻き起こっています。私も、先日も空

知でシンポジウムがありまして、南幌町でも農業委員の方、農協の理事

さんとかいろんな方にお誘いしてお話しをしてきました。そういう中で

お話をした中では、やはり皆さん、特に農家の方は農業に対する影響が

すごく大きいということで、本当に大変心配しています。農家の方が心

配していることだけではなくて、今、だんだん明るみになっているのは、

保険とか医療とか雇用とかいろんなすべての面に、このＴＰＰは影響を

与えるということがはっきりしてきました。先日、韓国の農民代表をお

招きして、そのシンポジウムを開いたんですけれども、韓国は、昨年、

アメリカと韓国の間でＦＴＡを先にもう締結しました。締結してからい
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ろいろ出てきている中では、アメリカにとってはとても好都合な、それ

でその相手国にとっては不都合な条約がたくさん出てきています。韓国

の農民は、ＦＴＡでさえもこうだからＴＰＰへなったらとどまるところ

を知らないということで、ぜひ日本でも、これは撤回しないとだめだ、

絶対阻止しなければならないということを話されていました。私も、い

ろいろ新聞を読んだり情報を集めています。これは農業新聞、同僚議員

に借りたのですけれども、こういう形で大きく報道して啓蒙しています。

だけど、これが本当に今のマスコミは、農業者だけの問題と片づけるも

のですから、一般の方がなかなか自分たちには危機感を感じない状態に

なっていると思います。だけど、食の問題ということでは、食べる物を

安く外国からたくさん輸入すればそれで済むのかっていうと、全くそう

ではないと思います。現在の日本の自給率、農水省の試算でも、このＴ

ＰＰが締結されればわずか１３％に落ち込むということが、もうはっき

り示されています。私は、南幌町に引っ越してこられた若いお母さん方

ともお話しをしましたけれども、その方たちは南幌に引っ越してきて、

南幌は空気もおいしく、広々としたところが本当に魅力だと。そのほか

に、お米も野菜も安全でおいしいと。だから、いつまでもやっぱりこう

いう条件の中で生活していきたいということを話されていました。この

方とＴＰＰのことを話した時に、テレビとかでは何かやっているようだ

けども、自分にそんなに大きく振りかかってくることとは全く考えてい

なかったと、その若いお母さんがおっしゃいました。これは、すごく大

変なことだなと私は思うんです。先ほど韓国の農民のお話をしましたけ

れども、いろんな毒素条約とかいろんな条項が盛り込まれていて、それ

がＴＰＰの締結の中でも間違いなく盛り込まれるだろうということが

予想されます。例えばその中の一つ、毒素条項ということを言いますと

ＩＳＤ条項というものがありまして、アメリカの企業が、例えば韓国の

政策によって損害を被ったという場合などは、多額の損害賠償をアメリ

カ側から起こすというものです。いろんな、日本も自動車産業とかいろ

んな形でアメリカとそういう裁判とかやった時に、とても太刀打ちでき

るような形ではないと思います。こういうこと、あといろいろあるんで

すけれども、例えばＢＳＥ、牛肉の問題で以前もそういうことが起きま

したけれども、そういうふうに起きた時も日本に、例えば９カ国やりま

すけれども、相手国にとっては、アメリカ以外の国にとっては、とって

も不条理なことでも、それをそのままうのみに飲まなければならないと

いうようなことが、本当はそのＴＰＰが本当に平等な条約であれば、そ

ういうことは許されるはずではないんですよね。ですから、そういうこ

とも考えて今、いろんな団体から反対運動が起こっているということで、

ちょっと長くなったんですけれども、先ほど町長のお示しいただいた答

弁の中で、本町に与える影響ということで、町の農業全体生産額の９

３％、ですから、わずか７％しか町の農業生産は出ないということにな

ります。これは、本当に町が壊れてしまう状況になると思います。多く

の学者とかもいろいろ言っていますけれども、地域のコミュニティーが
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全部壊れてしまうということで、それはもう重大な問題だと思っていま

す。先ほど、雇用のことでは農業に従事する、そこだけを出して計算は

できないということを言われていましたけれども、ちょっと１点伺いま

す。南幌町は雇用の場所というのが、やっぱりなかなかなくて、農家以

外の方が、団地の方たちもわりと農繁期は農家でアルバイトをしたり、

仕事をしているという状況が多く見られると思います。その方たちを考

えた時に、そこから得られる収入というのは、それを考えただけでも町

の雇用というところでは、すごく大きな影響を与えると思います。大ま

かにでいいんですけども、その試算というのが出ないのかどうか、それ

を１点伺います。 

それから２点目で、打開策をどのようにお考えかというお話しをしま

したけれども、昨年も、今とは状況は違いますけれども、ＴＰＰに反対

するということで同僚議員がこの３月の議会で一般質問を行いました。

その前後にも、私もその頃もＪＡとか町長ともお話しをして、各地での

運動を紹介して、役場とか町を挙げて反対運動、署名とかそういうこと

をしてはどうかという、そして、集会とかも開いてはどうかというお話

しもしましたけれども、その打開策のところでそのようなことをお考え

かどうか伺います。 

議  長   町長。 

町  長   熊木議員の再質問にお答えをいたします。ＴＰＰの問題については、 

(再答弁)  これは、もう２１分野２４項目、今、農業新聞だけを取られていただい

たきましたけれども、私は、その２１分野、日本の国民にとって全部影

響があるわけです。ただし、国からきちっと情報を開示されているのが

非常に少ないとの大学の先生、あるいは評論家を見ても、それは自分の

私見を入れながら、こういう想像をしてこうなるのではないかっていう

議論をされておりますが、私は早く国が、この２１分野２４項目にして、

どうあるべき、どうなるんだという、きちんと公表することが、それに

よってＴＰＰがどうなるんだということが、私は一番大事ではないかな

と。うちの町では農業だけとられておりますけれども、農業の部分でい

くと、食の部分でいくと安全基準というのは日本が一番でありますから。

それも、なし崩しになる可能性もあるし、あるいは雇用の問題も当然、

今、若年の失業率も高いわけでありますから、その部分からいくとそっ

ちにも影響があると。それから、医療についても非常にある。それは、

お金がある人はいい高度な診療を受けられるけれども、お金のない人は

受けられないような状況になると。いろんな分野がございます。ですか

ら、当然、日本が一番優れている国民皆保険、そういう部分も全部、危

ない報道が非常に出ているんですが、どれをとっても国からの発信がほ

とんどないんです。今、インターネットから国の発信を全部見れるんで

すが、私も見てるんですが、ほとんど出てきていない状況です。ですか

ら、私はまず国がきちっとして情報開示するべきだと思っています。で

すから、町村会を通じて、そこを国民の不安を取り払うためにも、国が

きちんと、どういうことで交渉にしてるのかという部分をきちっと出し
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ていただく、ですから、マスコミが一部取り上げていろんな報道をされ

ているのですが、合っていることもあると思うんです。ただ、それも想

像に、国が出してない中で想像で書くマスコミが出ていると思いますの

で、惑わされないように早く国が、国民が惑わないように僕は出すべき

だと。そういう運動は当然続けていこうというふうに思っております。

うちの町で、先ほど申し上げたように農業で非常に大きな打撃を受ける

と予想されます。ですから、このままではどうしようもない国になって

しまうよ、という話をさせていただきました。特に、北海道はこれから、

食の部分でいきますと農林漁業、日本の中では一番伸びる要素があるわ

けですが、逆に言うとＴＰＰの問題が入ってしまうと一番大変な都道府

県になってしまうと。そのことも踏まえながら、ですから、北海道も中

心となって、今、やっていただいている。それは、町村会、市長会、議

長会、全部通じながら皆さんで、あるいは農業団体等々、商工会も含め

てやっていただいておりますので、そういう意味で国民生活を守るため

にこのＴＰＰ参加にもっと広く開示をしてやっていくべきだというふ

うに思っています。それで、先ほど質問がありました雇用等々の試算は

できますかと、これは、いろんな雇用の問題がございますので単純には

出ません。申し訳ございませんけども、そのルールが非常に難しいとい

う部分がございますので簡単には出ないということであります。それか

ら、町民に向けては、うちの議員の質問にもございますが、それは考え

ておりますので、ぜひいろんな方が、町民の方が参加していただいて、

町民集会を考えておりますので、出ていただいて現状のお話を聞いてい

ただいて、それぞれ個人が直面する問題がこのＴＴＰの２１分野に入っ

ているんだよというふうに理解をいただいて、そして、どうあるべきか

ということでやっていくべきだと私は思っていますので、どこまで情報

開示できるかというのは非常に難しい、これは、私がなぜためらったと

いうのは、国が情報開示していないのに町が、さも、したような開示を

町民に与えではまずいのかなと。やはり、きれいに全部わかる、ある程

度わかる表示をしてから説明した方がいいのではないかと。混乱を招い

たら困るからっていう心配もございましたけども、ほとんどの先生が、

あるいは、いろんな方が今出ている中では同じような、私も持っている

考えと同じような考えでありますので、町民にお知らせしても、そう、

道が外れたお話しではないという状況になってきましたので、町民の

方々に理解をしていただくための集会を開いていこうと考えておりま

す。 

議  長   １番 熊木 惠子君。 

熊木議員   町長も農業者ですから大変一致するところがあります。国が情報開示 

(再々質問)  をする、それは本当に大事なことで、大前提で、それは本当に私たちも

強く訴えていきたいと思います。先ほど、最後のところで、町民集会な

りを開いていくというお答えをいただきました。そういう中では、やは

り首長さんの決断というか、決意というか、それは大きく町民を動かす

ことになると思いますので、そこはしっかりやっていただきたいと思い
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ます。私は、この間、いろいろこの４町だけではなくて、北空知の奈井

江の町長さんとかいろんな方とお話しをしました。そういう中で、首長

さんの思いがびんびん伝わってくると、ああ、その町は本当に一つの方

向に向かっていくのだなということを感じます。例えば、ＪＡでいうと、

長沼の組合長さんともお話しをしましたけれども、やはり全部のところ

でマスコミに向けても、町民とか国民に向けても、いろんな形のアピー

ルをしていかなければマスコミも取り上げないんだっていうことで、そ

ういうお話しもされていたので、南幌で開くことが皮切りになって空知

にも北海道全部にも波及していけばいいなと思っています。ですから、

ＴＰＰは本当に、オール南幌、オール空知、そしてオール北海道で、国

に対しても阻止していくということで参加も私も呼びかけますし、成功

させていきたいなと思っています。先ほどの、私、数字を昨年も出して

いただいて、今回もその影響額ということで９３％というのは、本当に

町民の一人としても重く受けとめていかなければならないなと思って

います。農業に従事する人のは出ないということだったんですけれども、

私の周りで見ても、若い奥さんとかが種まきとかそういうのに参加して

いて、というのを身近にすごく見るんですよね。それで、大丈夫、体、

大丈夫と声をかけながらも、逆に、そういう人方も農業の辛さとか喜び

とかそういうものを味わっていただいて、それで、畑からそういう作物

が、農民のすごい苦労を伴いながらも育っていくんだということを見て

もらうということは、この町だからできることだなとすごく思います。

町長の先ほどの答弁にもありましたけれども、本町の農業、もともとは

７００戸以上あったものがどんどん少なくなってきています。だけれど

も希望はあります。近年は、若い人方がＵターンしてきたり、後継者不

足はないってことおっしゃいましたけど、担い手のところで、そういう

のは本当に私たちに希望を与えてくれます。ですから、その人方を励ま

す意味でも、この運動を大きく取り組みたいなと思います。強い町長の

姿勢というところで今伺ったんですけれども、さらにもし何かあれば伺

いたいと思います。 

議  長   町長。 

町  長   熊木議員の再々質問にお答えをいたします。私は、先ほど申し上げた 

(再々答弁)  のは、当然、農業の方の影響が非常に大きいわけでありますが、もう一

方では、我が町の方針にもございますように子育ての町南幌、そういう

うたい文句をしているわけでありまして、次代を担うの人たちに、やっ

ぱりきちんとした食を提供していくべきだというふうに思っておりま

す。その辺、ＴＴＰの問題にいきますと、すごく危惧されます。だから、

子どもたちが将来にわたって安心して生活できる体制づくりは、私ども

がやっていかなければなりません。そのために、このＴＰＰというのは

本当にこれでいいのかどうかと。よく全町民の皆さんが理解していただ

きたいなと。中には私の所にも、なんで反対するんだと、そういう人た

ちもたくさんいます。安くなるものをなんで止めるんだっていう話で、

そういう声もありますが、先ほど言ったように安全基準が非常にあいま
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いであります。それは、将来にとっては非常に危惧される問題でありま

す。そして、一番大事なのは、今ある農地が５，５００ヘクタール余り

であります。その農地をいかに守っていくか。守る若者がやっと芽生え

てきて、うちの町は当面、極端な後継者不足にならない状況になってい

ます。それは、先輩たちが受け継いできた農地をきちんと守ってきた、

そういう部分がございます。そして、安心安全な食料を供給してきた。

その姿を見て後継者が私は戻ってきていただいたと思っています。です

から、そういう環境づくりに影響を及ぼすものについては、これはいか

がなのかなと。ですから、大きな声を上げて、空知管内あるいは北海道

全部挙げて、この問題を取り組んでいかなきゃならない。かたや世界で

は飢餓で苦しんでいる子どもたちもたくさんいるわけでありますから、

そのことも十分認識しながら、生産できるものを止めないで、安全なも

のを、そして心身共に健全な子どもたちを育てていくべきだと思ってい

ますから、それらも含めているものですから、町として出すからには正

しい情報をきちんと出していって、みんなのご理解をいただこうと、そ

ういう考えで進めていきたいと、そんなふうに思っています。 

議  長   １番 熊木 惠子君。 

熊木議員   ２問目に入らせていただきます。町民が利用しやすい役場庁舎内の改

善についてです。私は、平成１９年第３回定例会で役場庁舎の改善につ

いて質問いたしました。住民にとってさらに利用しやすい庁舎となるよ

う改善策などを求めましたが、改善されたところや町民からの反応など

伺います。 

また、今後の対応として、受付窓口や総合案内、何でも相談室などを

設置することで、町民にとってはさらに利用しやすい役場になるのでは

ないかと思います。各種の相談に訪れる町民に対して、どのような対応

をされているのか。時々、庁舎に入った時に目にするのは、廊下のスペ

ースで担当職員と相談者がわりと大声で懇談というか、意見を言われて

いるというか、そういうような様子を見ることがあります。プライバシ

ーや個人情報の面からも適切ではないと思うのですけれども、相談室の

設置は急務ではないかと思います。また、総務課やまちづくり課などは

１階に設置することで、より町民と一体となったまちづくりができるの

ではないかと思います。庁舎内の各部署の配置の改善など検討されてい

るのか伺います。 

議  長   町長。 

町  長   町民が利用しやすい役場庁舎内の改善についてのご質問にお答えい

たします。 

初めに、改善されたこと、住民からの反応についての質問ですが、町

民の皆様が手続きなどに主に利用される部署にきましては、役場庁舎１

階に集約しており、町民の皆様が庁舎に入ると一目でわかる表示といた

しましては、各部署、各グループと、その取り扱う業務を明記し、その

部署がどこにあるのかを番号表示し、わかりやすいよう改善をさせてい

ただいております。町民からは、以前より表示がわかりやすくなり利用
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しやすくなったとのご意見もいただいております。 

次に、受付窓口や総合案内につきましては、従前より検討を進めてき

たところでありますが、現在、定員適正化計画に基づき進めている関係

から、人員配置が難しく、その対応として庁舎案内板など、庁舎全体を

含めて利用しやすい、わかりやすい庁舎案内となるよう改善して参りま

す。 

次に、各種相談に対応する相談室の設置についてですが、基本的には、

窓口での対応としておりますが、相手方の相談内容によりましては、会

議室での個別相談を行っております。また、会議室が空いていない場合

などは、税務課内の相談スペースを活用し、相談者に対するプライバシ

ーの保護などに配慮して対応しておりますので、ご理解をお願いします。 

最後に、各部署の配置については、これまで必要に応じて機構改革を

含め実施してきたところでありますが、限られたスペースと基本的には

町民サービスを提供する部署が優先されることから１階での配置にな

りますので、ご理解をお願いいたします。 

今後につきましても、町民の目線に立ち、より一層の住民サービスの

向上に努めて参ります。 

議  長   １番 熊木 惠子君、 

熊木議員   １９年に質問しまして、それから改善されたところを今、町長に答弁 

(再質問)  頂きました。私も役場に時々来て、自分で提案しておきながら、ここの

ところがこんなに変わったのかと思うことが先日ありました。それで、

課の方に、ここ、いつから変わったんですかと言ったんです。そうした

ら、これはもう大分前からなっていますよと言われて、自分としてもち

ょっと申し訳なかったなと思うところはありました。だけれども、ネッ

トの所にいろいろ配布物を入れて、取りやすいような形でというのでは、

すごくいい工夫がされているなと思います。ですから、そういうところ

は十分やっていただいているということは評価しています。ただ、受付

とか総合案内というのは、前回も同じようにできないということだった

んですけれども、工夫の仕方というか、ほかの町にちょっといろいろ聞

いたり、町に出かけていった時に伺ったりした時に、特別、総合案内と

いう形で１人をそこに部署として配置しているわけではなくて、回り番

で、そこに仕事を持ち込みながらやっているとか、あと、うちの町でい

うと１階の窓口の所で、そこにちょっとネームを付けるとかそういう形

でも、来た人が、ここで聞けばいいんだなということが日常からわかれ

ばすごくいいのではないかなと思うんですよね。そういうような工夫が

できないのかということで、そういう検討をされてできないということ

なとか、そこをちょっと伺います。 

それから、相談室なんですけれども、先ほど、相談室の設置というと

ころでは、空いている会議室とか、それから税務課の所の仕切っている

所とおっしゃいました。私も、税務課にちょうど相談に行った時に、そ

の仕切りがあって、そこで税務の相談の時はできるんだなと思ったんで

す。やっぱりそれが１階なり２階なり、スペースは小さくてもいいんで
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すけれども、やっぱり必要ではないかなと本当に思います。プライバシ

ーというか、来られる方がいろいろ相談の内容によって、その課で対応

して、その場合によっては部屋にご案内してということをやっておられ

るとは思うんですけれども、何度か目にしたのは、廊下のいすの所に座

って、その状況は、高齢者が耳が遠くなって大きな声で話すということ

もありますけれども、そうではなくて明らかに行政のいろんなことにつ

いて結構、喧々諤々やっているというのを目にします。そうすると、や

っぱりほかの用事で庁舎に訪れた人にとっては、なんだろう、何がある

んだろうということで、あまりいい印象は与えないと思います。ですか

ら、やっぱり場所を何とか作ると。それが普段使われない時は使われな

いでいいんです。でも、やっぱり来た時にこういう所もありますという

ことがあると、もっと気軽に相談に来られたり、それに対して適切に職

員も対応するということでは、いいのではないかなと思うので、そこを

もう一度お答え願いたいと思います。 

また、役場庁舎内のロビーの所とかも、今、ペレットストーブとかを

置いたり、いろいろあります。役場の１階ロビーというのは、やっぱり

その町の顔ですよね。そこに入った時に、この町はどういう取り組みを

しているのかということを、町内の方、町外の方とかは特にそう思って

見られると思うんですよね。ですから、うちの町に産業というところで、

いろんな工場だとか生産したものとかが展示されるという、そのもの自

体が少ないので、どこが多いというあれではないですけども、その展示

物は少ないのかもしれないんですけども、そういうものと一緒にもう少

し、町民が訪れた時に、いすはありますけれども、そこの所にもっと工

夫して、例えばペレットストーブも、こういう形で今、町が取り組んで

いるんです、自然エネルギーでこういうものの取り組みをしていますと

いうことの、もう少しわかりやすい展示とか、それから、今、稲わらペ

レットを取り組んでいますけれども、そういうもののパネルを表示する

とか、また、昨年から実施しています南幌町のいいもの探しというか、

そういう形で写真とかを募集して、その写真を展示する、全部はもちろ

ん展示できないんですけれども、その１階のスペースに展示するとか、

そういうことをやることで、もう少し温かみのある庁舎になるのではな

いかなと思うのですけれども、その辺のことでは何かお考えがあれば伺

います。 

議  長   町長。 

町  長   熊木議員の再質問にお答えをいたします。窓口サービスにつきまして 

(再答弁)  は、十分、今、全職員に心がけさせていただいて、それぞれ声をかけて

いただいて、探し物をしている、あるいは部署を探していると、できる

だけ気づいたら声をかけるようにしております。ただ、十分でない部分

もあるかもしれません、仕事も持っておりますから、できるだけ声をか

けるように、困っている方を見受けたら声をおかけする、それが接点に

なりますので、まず、声をかけてあげるというようなことが大事ではな

いかなということで、私どもは考えていることろでありまして、今、そ



 ６１

の徹底をさせていただいているところでございます。まず、来た人にや

っぱり心のゆとりを持っていただくというのも大事で、声をかけて、こ

ういうことですよ、どこですか、と声をかけただけでもちょっと安心さ

れるので、そのことをできるだけ気づいた職員がすぐに対応できるよう

にという話をずっとさせていただいて、だいぶ浸透はしてきております

が、まだ十分とは言えませんが、そういう部分でさせていただいており

ます。 

それから、相談室、これはいろいろ難しい問題がございます。最初か

ら相談室に行くと言ったら、何だ、とまた怒られますので、それは職員

がケース・バイ・ケースで会議室やら、あるいは、税務課のスペースを

使うというのは、そこそこの判断の中でやっておりますので、多少廊下

で荒い言葉でやりやっていても、それはその人がそこでやれっていう部

分もあるものですから、よそへ連れていくと、何だ、とまたがんがんな

っちゃいますので、この辺が難しいのでそれぞれ職員の対応をさせてい

ただいて相手の動向も見ながら、全部が一律でございませんので、そう

いう人については会議室を使ってやっておりますので、十分、今のスペ

ース中では機能は果たしていると思っております。 

それから、玄関、これ大事なんです。今、熊木議員もいろいろおっし

ゃっていただいておりますが、熊木議員も玄関からあまり入っていない

ということですよね。そういうパネル表示だとか、この間までは写真も

展示しておりましたし、それから特産品のショーケースも置いてありま

す。だけど、熊木議員と同じで、町民の方々もぱっと用事のある所へ行

きますので、後からそんなのあったのと、これは私もよく聞くことであ

りますから、できるだけ工夫しながら、置く場所も何年かに１回配置替

えをしたりして、町民の目につきやすいようにと、いろいろ限られたス

ペースですけれども工夫しながら一応やっておりますので、まだ不満が

あろうかと思いますが、新しいものを入れたり、いろいろ考えながらし

ておりますので、帰りにはぜひ見ていただければと、そんなふうに思っ

ております。 

議  長   １番 熊木 惠子君。 

熊木議員   私が不満があるとかそういうことではなくて、私は町民の声を代弁し 

(再々質問)  て言っているつもりです。確かに、私は裏口から入ってきます。それで、

そのまま裏口からまた出ていくということが多いですけれども、でもや

っぱり１階ロビーの所は、なるべく行くようにはしています。ですから、

気がつかないことも確かにあって今指摘されたこともありますけれど

も、展示物というか物産のそういう所は、物産を入れ替えるほどのそう

いうことがなかなか残念ながら工業団地が十分埋まらないとかそうい

うこともあって、あるかと思うんですけれども、やっぱり入れ替えです

とか、こういうものがあるのかということでは、先ほど町長が、用事を

足してすぐそのまま帰ってしまうということがあったけれども、やっぱ

りもう少しゆとりをもって見回せるような、それに目を引くような、や

っぱそういうような工夫とかアイディアというのは、常に、常日頃、気



 ６２

をつけてやっていかなくちゃだめではないかなと思います。相談室のこ

とがなかなか難しいということだったんですけれども、ケース・バイ・

ケースでやられているというのは、私も先日も担当の方とお話しをした

時に、すごく感銘を受けたのは、いろんな方が来られてすごくかっかと

感情的になってこられた方に、こちらもがっと言ったのではだめなので、

まずは話しを聞ける時は、まず聞くようにしていますということをおっ

しゃっていました。それは、まず本当に大事なことで、一番大事なこと

だと思うんですよね。それで、話しを聞いて、聞きながら、これはどう

いう所に行こうとしているのかということを判断して、それを次の課に

つないでいくということをおっしゃっていました。そうか、そういう対

応をされている方が増えてきているというか、前からいたんでしょうけ

れども、そういうところでは、やっぱり職員の、いろいろ今、町長も言

われましたけれども、町民と向かい合うというところではやってこられ

ているのかなと思います。そこはまた引き続き取り組んでいただきたい

と思うんですけれども、先ほど私が１問目で言ったように、まちづくり

課とか総務課、十分、今の役場の庁舎の中ではなかなかスペースが難し

いとかいろいろあるんですけれども、住民課とかはもちろんですよね、

だけれどもそのほかにも、やっぱりまちづくりが今何をしているのかと

いうところで、１階にそういうスペースがあると、もっとまちづくりに

対しても町民がそこで話しこんだりいろいろ聞いたりということでは

いい方向に向かうんじゃないかなと考えていたものですから、そうよう

な形で庁舎内の全体をどういうふうにしたらうまく機能して、町民にと

ってももっとよくなるというような検討というか検証とかそいうこと

を何年か１回とか何かそういう形でやられているのか。それから、もし、

やられた上で今の形なのであれば、例えば、２階に用事のある方が、体

の不自由な方とか、そういう方が来た場合、１階から２階に下りてきて

いただくとか、そういうことは、やられていると思うんですけども、そ

ういうようなことを何かこう表示する、そういうような工夫も必要では

ないかと思うんですけども、その辺ではどうでしょうか。 

議  長   町長。 

町  長   熊木議員の再々質問にお答えをいたします。いろいろ、住民の皆さん 

(再々答弁)  から役場庁舎を利用される上で、私どもも機構改革をしているというの

は、そういういろんな情報をもらいながら、住民にとって一番利用して

いる所の部署が１階にあるべきだということでございます。ですから、

住民課だとか税務課というのは当然そうですし、公営住宅や水道にかか

わっている部分は住民の皆さん全員が利用される部分がありますので、

今のスペースでいきますと、そこが主流だということでございますので

１階に機構改革の時に考え、いろいろやっているところであります。た

だ、全部が平面であれば全部の課が１階になるのかと思いますが、そう

いう意味で、今はそういう町民の利用率の高い所をどうしても１階にさ

せていただいているというとこであります。今後においてもいろんなと

ころが出ればまた考えてはいきたいと思いますが、今の現在は、そうい
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う要請というか、多くの町民の方の声があったものですから、そういう

部分をさせていただいております。 

それから、先ほども申し上げましたけれど、１階の職員が担当課では

なくてもそういう話しを聞けば当然担当課の方へ連絡します。足の不自

由な方については、当然職員が下りてきて相談をさせていただいる、そ

れは１階の職員の気配りというか目配りが大事なんですが、できるだけ、

先ほど申し上げたように声をかけて今やっているので、それを継続して

今後とも執り進めていこうということでありますので、よろしくお願い

申し上げたいと思います。 

議  長   以上で熊木 惠子君の一般質問を終わります。 

       ここで、場内時計で１０時５０分まで休憩をいたしたいと思います。 

（午前１０時３５分） 

（午前１０時５０分） 

議  長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

次に８番 川幡 宗宏君。 

川幡議員   ２問質問いたします。まず１問目、ＴＰＰ締結反対運動の再始動につ

いてということで、ＴＰＰ参加については、民主党政権の平成の開国自

由貿易等で喧伝し、それに対して賛成一色に染まったマスメディアに、

私たちの反対運動は一方的に無視されています。しかし、ＴＰＰに参加

することの根拠があまりにも弱く、その論理があまりに曖昧ではないで

しょうか。反対運動に対して、開国に対しては鎖国、また、自由貿易に

対しては農業保護のようにＴＰＰ賛成論には、このせりふでＴＰＰに参

加すべきだという結論になっています。論理が矛盾していてもＴＰＰに

参加するしかないと他の結論を許さないようになっている現状です。Ｔ

ＰＰが締結され関税が撤廃されれば北海道の専業農家が壊滅的な打撃

を受け、農業が基幹産業の各地方自治体にも多大な影響が出ると思いま

す。 

現在、ＴＰＰ参加の事前協議に入っていますが、いまだ情報が正確に

開示されていません。このままだと、なし崩しにＴＰＰ参加ということ

になるのは必定です。ここでいま一度、農業者だけでなく消費者、町民

にしっかりと情報を伝え、ＴＰＰの内情を説明してＴＰＰ参加反対運動

を展開しなければ将来に禍根を残すことになると思います。 

町長にお尋ねいたします。 

ＴＰＰ反対については、議会議員全員が反対の合意のもと意見書を出

しています。町長も反対の意志は同じだと思います。そこで、今後どの

ような反対運動をどの時期に、どのような方法をとるのか伺います。 

２番目に、反対運動の中心的な役割を町で、そのリーダーシップを町

長に託したいと思いますが、いかがですか。 

議  長   町長。 

町  長   川幡議員のＴＰＰ締結反対運動の再始動についてのご質問にお答え

いたします。 

まず、ＴＰＰへの参加は、本町はもとより、北海道、我が国の将来を
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大きく左右する重大かつ深刻な問題であると受け止めております。 

現在、農業・産業・医療などに対する具体的な影響や対応方針が示さ

れない中でＴＰＰ交渉参加を前提とした関係国との事前協議が進めら

れていることに関して、国が交渉内容の開示や情報の提供を適正に行う

ことが何より重要であると考えております。また、事前協議において我

が国の国益を損なうような要求が示された場合には、速やかに事前協議

から撤退することを強く望むものでございます。 

１点目の今後どのような反対運動をどの時期に、どのような方法で行

うかとのご質問ですが、これまで北海道町村会や農業関係団体と連携し

要請活動を行ってきたところであり、引き続き北海道農業の重要性を訴

えて参ります。また、このＴＰＰ問題が町民の方々にも十分にその内容

が理解されていない実態を踏まえ、町主催によるＴＰＰ問題を考える全

町集会を開催して参ります。 

２点目の反対運動の中心的な役割を町で、リーダーシップを町長に託

すとの質問ですが、町内の農業関係団体や関係団体との連携強化に加え、

関係機関の動向を見据えながら対応して参りたいと考えております。 

議  長   ８番 川幡 宗宏君。 

川幡議員   再質問いたします。数十年後には世界の人口が９０億になると言われ 

(再質問)  ております。そんな中で、食糧は本当になくなっていく、食糧難の時代

が絶対来ると、そう言われております。ＴＰＰによって、日本の農業を

支えている専業農家が農業を継続できなくなった時、日本の１億２，０

００万の国民の食糧をどうやって守るのでしょうか。国の責任の一つに

食糧の確保、食糧を安定的に供給しなければならない義務、これがある

と思います。自国で食糧を守らなければ食糧の安全保障が失われます。

それと、今まで築いてきた食の安心安全も脅かされると言われておりま

す。１つには農薬の規制の緩和、１つには米国産牛肉の輸入規制の撤廃、

要するにＢＳＥ牛肉の問題ですね、それと１つには遺伝子組替作物の輸

入拡大ということです。また、医療分野では国民皆保険制度が崩壊する

と言われております。１つに、安い労働力の参入によって雇用が失われ、

失業者の増加が懸念されています。以上のことから、ＴＴＰの実態を町

民に知らせることが重要だと思います。町民にとっては中身を十分に知

らなくて、締結され、後で悔いを残すことになることは不幸です。私た

ちは町民に知らせ、町民に判断を仰ぐ期待を与えなくてはならないと考

えます。聞くところによりますと、ＴＰＰを考える全町集会の開催は３

月２４日に開催するとお聞きしました。また、町民に開催の内容を示し

たチラシの配布を、新聞折り込みである方針と伺いました。全戸配布を、

新聞折り込みするということですが、これでは普通のチラシと同等に扱

われ、効果が十分に得られないと思います。 

そこで提案ですが、今後、町、議会、農協、農業者がいま一度真剣に

取り組まなければならないと考えます。１つに、町理事者、議会議員、

農協役職員、農民協議会、農業委員、商工会役員、農業青年部員、４Ｈ

クラブ会員等を一堂に集めた会議を開催し、今後の運動の展開と２４日
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の集会を成功させる意識の高揚と意気込みをに皆に伝える方策をとる

こと。１つ、チラシ全戸配布については、この集まったメンバーで全戸

訪問配布をすることが最大の効果が上がる方法だと考えますが、町長の

考えを伺います。 

議  長   町長。 

町  長   川幡議員の再質問にお答えをいたします。先ほどの議員にもお話しし 

(再答弁)  たとおり、このに２１分野というのは、非常に大きな影響を及ぼすと。

とりわけ、基幹産業が農業の我が町については本当に大きな影響を及ぼ

すと。まして、優良な農地で優良の農産物を生産している地域が非常に

北海道に多いわけでありますから、その影響は計り知れない。ですから、

北海道が今、挙げてこの問題について取り組んでいると。我が町もそう

いう意味では、私も含めて関係団体と一緒になってやっていくというこ

とでございます。そして、その中で今後の集会、２４日に開催を予定の

集会の中で、各団体を集めてやってはどうかというお話しでございまし

た。それは、もう意識の高揚がそれぞれの団体長、持っておりますので、

それを一生懸命、今取り組んでいただいております。ですから、その部

分で、私も当初は寄せてやろうかというふうに思ったんですが、そうい

う各団体の盛り上がりが大事かというふうに、団体長が強い決意を持っ

て、やりましょうということでありますので、今、各団体を回っており

ますし、また、個人的に回っている方もたくさんおりますので、そちら

の盛り上げ方が大事なのかなと。その上でチラシも当然配布をさせてい

ただくということでありますので、町としても町に関係する団体、いろ

んな団体に今、歩いて、出向いて、これから私も出向きますけれども、

そういう中で訴えながら１人でも多く参加していただいて、ＴＰＰとい

うのはどういうことなんだということを、やはり理解していただく。で

すから、今のままじゃ反対せざるを得ない、この辺をきちんと国がどう

守るかということが出てこない限りは、本当に大変なんだよという話を

させていただこうと。そういう意味ではいろんな団体が、そういう意味

で動いていただくのが一番かなと。他人任せじゃなくて、どの団体にも

影響があるということで動いていただくのが一番いいのではないかな

ということで、団体長会議的なものは開催を見送ったということでござ

いますので、ご理解をいただければと思います。 

議  長   ８番 川幡 宗宏君。 

川幡議員   １つ答弁漏れがあると思いますが、新聞折り込みでやる全戸配布、先 

(再々質問)  ほどのことで言いますと、団体長会議もこういう大きな会議を持たない

ということですから、これは、チラシで新聞折り込みでやるということ

でいいのですね。 

それと、１つ言いたいのですけども、農業団体が今まで表に出てＴＰ

Ｐ反対運動をやると、非常に去年までやっていました。１１月までみん

なやっていたと思います。農民協あたりも。そうすると、やっぱりマス

コミがこぞってＴＰＰ賛成、またそういうことがありますので非常に風

当たりが強いというか、そういうことは運動に非常に制約が受けたとか、
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いろいろ言われたとか言ってやりづらかったと。そこで、わたしは町民

に訴えるのであれば、行政が、また議会が顔になることは町民が話しを

聞いてくれる、そういうことが一番そういうことになると、このように

思っております。行政、議会がそのメンバーの頭を、要するに頭をとる

と言うのですか、それがやっぱりぜひ町民に対しては話しを聞いてくれ

る方策になると思いますので、ぜひ町長がそのリーダーシップをとって、

先ほども言いましたけれども、いま一度この農業団体の全員のメンバー

を集めた、６０人から７０人の会議になると思いますけれども、そうい

うような方策をとって意識の高揚と、やっぱり２４日の集会の効果が上

がるように全戸訪問配布するくらいの気持ちを持っていただきたいと、

このようなことに対してお考えですか。 

議  長   町長。 

町  長   川幡議員の再々質問にお答えをいたします。ＴＰＰの問題、本当に大 

(再々答弁)  きな問題であります。しかしながら、町を挙げて反対とか、まだ開示が

非常に難しい判断であります。ですから、考える集会とさせていただい

というのはご理解いただきたいと思います。そういう意味では、やはり

広く町民の方々に理解いただく情報提供をする、あるいはわかっていた

だく集会を開いていくというのは、町主催でやらせていただくことにさ

せていただいています。そういう意味では、農業団体だけでないという

意味で皆さんに理解いただけるのではないかなと。町にとっても大きな

問題であると。当然、議会にも共催になっていただいておりますが、そ

れらを含めて進めていこうということであります。 

チラシの配布、ご意見、わかります。わかりますけれども、今そうい

う意味で農業団体等々とはやっていただいております。ただ、町内会の

町内会長さんやら、あるいは行政区長さんともいろんな方とお話しをさ

せていただいていますが、なかなかその辺の問題があって、新聞チラシ

をさせていただいている状況でございますので、１人でも多く声をかけ

られるような状況になれば一番いいのでしょうけれども、いろんなこと

が言われておりますので、やっぱり町民に配布するというのはそういう

手段を使わざるを得なかったかなと。これはちょっと反省材料です。今

後もこれだけではございませんので、いろんなことがこれからも起きて

くるだろうというふうに思っています。その時には、またそのことも、

今、提案あったことも含めて今後の中に生かしていければと、そう思っ

ております。 

議  長   ８番 川幡 宗宏君。答弁漏れがあれば許します。 

川幡議員   それでは、２問目に移りたいと思います。町振興発展に向けた道央圏

連絡道路の活用はということで、道央圏連絡道路が江別東インターから

南１５線まで整備区間になり、数年後には開通になる見通しとなりまし

た。この道路は札幌と千歳、苫小牧を結ぶ物流道路、千歳空港へ結ぶ観

光バスのルート、また札幌を中心とする多くの人たち通行道路として、

たくさんの車が行き交うことになる重要な交通ルートになると推察で

きます。 
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そこで、我が町はこの道路を町の活性化、振興発展にどのように活用

するのか町の方針、または町長の考え方を伺います。 

議  長   町長。 

町  長   町振興発展に向けた道央圏連絡道路の活用はのご質問にお答えいた

します。 

議員ご承知のとおり、道央圏連絡道路は札幌市を中心として５市３町

を横断的に結ぶ交通体系を形成することにより地域の連携が促進され、

連携による地域の活性化並びに道内各圏域からの物流に大きく貢献す

るものです。 

従って、本町におきましても、空港や港湾へのアクセス向上に伴い、

農作物の輸送に対する利便性や効率化が図られることから、販路拡大な

ど農業振興の活性化につながるものと期待しておりますし、道央観光圏

域とのネットワ―クから温泉施設やパ―クゴルフ場、ゴルフ場など集客

施設の活性化が図られるものと考えております。 

さらに、企業誘致活動においては、他市町村よりいかに地理的に優位

であるか大切なセ―ルスポイントであり、物流が必ず伴う企業において

特に重要なことから、企業誘致活動に一層弾みがつくものと期待をして

おります。 

このほかにも、供用開始による計り知れない波及効果も考えられます

ので、１日でも早い完成を要望して参ります。 

議  長   ８番 川幡 宗宏君。 

川幡議員   再質問いたします。平成１６年の第２回定例会で、ある議員の質問に 

(再質問)  対して、井澤前町長でございますが、この道央圏連絡道路は、工業団地、

住宅団地の販売促進に大きく寄与すると期待していると。また、農産物

の物流の効率化や、都市と農村との交流促進が図られ、町の振興発展に

寄与できると答えております。また、その中でアイディアを幾つか示し

ております。１つには、道の駅、また流通団地、物流基地と。また、１

つには観光農園、都市と農村との交流が期待されると、このように答弁

しております。しかし、この答弁が昨年度発表された第５期南幌町総合

計画には、この道路に関した計画は示されていないように思われます。

数年後には開通する道路を積極的に効率よく活用し、町の大きな飛躍に

つながるような計画を作成、実行することが重要だと考えますが、いか

がですか。お答え願います。 

議  長   町長。 

町  長   川幡議員の再質問にお答えをいたします。この道央圏連絡道路、これ 

(再答弁)  がつながることによって、かなりの波及効果が当然つながる、ものすご

く大きくなるだろうと私たちも予測をしております。ただ、今の状況で

いくとかなりの年数の遅れが来ておりますから、うちの総合計画が２８

年度までであります。その中には当然つながる見込みが今のところ私に

はないというふうに考えております。これは、世の中の動きからいくと

非常に厳しい問題があると。要請としては、平成の２０年代に全部がつ

ながる要請はしておりましたけれども、今の要請の中の反応でいきます
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と１５線、美原大橋から１５線は平成２０年代に何とかというお話をい

ただいておりますが、全線については答えが出ておりませんので、まだ

当分かかるだろと。その間、私どもは総合計画、新たなまた見直しがか

かりますので、その中で、その道路を生かしながら、どういうまちづく

り、今も当然いろんな形の中でどうあるべきかという議論をさせていた

だいて、先ほどの議員の要請もありましたけれども、何とかうちの町に

残って、通ってもらうだけじゃなくて立ち寄っていただく手法も当然考

えていかなかったら、ただ土地を提供して、ただ行ったり来たりしてい

るという話しにはならない。ですから、これは農業団体やら関係団体と

も協議をさせていただいて、どう寄っていただけることをどういうふう

に考えていくのか、この施設を含めて検討して参りたいなと。川幡議員

から言われた要望、十分わかるので何とかできるものをきちんと、ある

いは国にお手伝いをいただきながら一緒になってできるものはどうか

ということをこれから、今、関係部署と検討して参りたいなというふう

に思っております。国も、いろんなもので状況が変わってきております

ので、地域の、先ほどありましたけども要望も含めて、この道路の生か

し方をどうあるべきだということで、いろんな方が今見に来ていただい

ておりますので、その都度私どもも、そんな地域にやっぱり波及効果の

ある道路、そして施設等々の部分の整備については、ある程度国にお願

いしたいなと。そのために何がうちの町にとっていいかというのは、こ

れから議論させていただきたいなと、そんなふうに思っています。 

議  長   ８番 川幡 宗宏君。 

川幡議員   今、町長から、今後２８年以降にこのことを考えるということですが、 

(再々質問)  この道路を活用したまちづくりを計画しなければ他町村に遅れをとる

と思います。何もやらなければ、ただ通行するだけの通行道路、こうい

うことになると思います。そこで、この道路をどのように振興計画に取

り入れていくかということを早目に示していただきたいと、このように

思います。私たち、議会もこの道路を南幌町に活用するか、調査検討し

たいと考えますので、今後の町の方針が出た段階でいま一度討議したい

と考えます。早急に計画を示してくださることをお願いいたします。 

先ほど、同僚議員の答弁の中で地元期成会はいらないと言っていまし

たが、私は過去に国営中樹林農地再編整ビジョンの期成会役員をやって

きました。数々の要望等は、期成会を通じて折衝した方がより成果が得

られると考えます。期成会と町が一体となって、道央新道の諸問題に対

処するため期成会をつくることに前向きに取り組むよう、町長のいま一

度のお考えを伺いたいと思います。 

議  長   町長。 

町  長   川幡議員の再々質問にお答えいたしますが、先ほども同僚議員の質問 

(再々答弁)  にお答えいたしましたように、なかなか期成会をどうするべきかという

議論もさせていただきましたけれども、これは国営農地再編とは意味が

大分違うのであります。従いまして、あくまでも国が造る道路という分

野で、利用する方はいろんな方が利用するわけでありまして、特に物流
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関係者が早期に早く造ってくれよという運動がかなりあります。そんな

ことも含めて、当然、町民の方にかかわることも十分私どももわかるわ

けですから、それは町が既に要請しているところでありますので、それ

らを含めながら、それから説明会等々で住民の方からいろんなご意見を

いただいております。それらを即、同じように町としても、こういうこ

とがあるのでこの辺の配慮をいただいて造っていただきたいという、も

う既にやっておりますので、今、ここで作ってどうのこうのということ

よりは、そういう部分で、逆に言うと町に皆さんが声を上げていただい

て、伝えていく方がよりスムーズにいくのではないかなというふうに思

っておりますから、今から期成会を作ってどうのこうのというのは、私

の考え方には今ございません。 

議  長   以上で川幡 宗宏君の一般質問を終わります。 

 次に７番 内田 惠子君。 

内田議員   新しい小学校の未来像について伺います。新しい校歌も決まり、子ど

もたちは、はずむ心で学ぶ喜びとわくわくするような探求の楽しさを、

大勢の仲間と分かち合える、新しい南幌小学校の開校を待ち望んでいる

ことと思います。また、町民の皆様も１年生のような不安や喜びの気持

ちでおられるのではないでしょうか。３校の特色が混じり合い、より良

い特色のある学校で、地域と一体となり、教育と共育を学ぶことができ

るのは喜ばしいことと思います。教育行政にかかわる皆様には、親の願

いと子どもたちの夢に地域と共にしっかりと寄り添っていただき、校歌

のように自然を愛する人、仲間を愛する人、そして自分をも愛する人に

なってほしいと願っていますので伺います。教育目標を幹として、教育

長の豊かなご経験から南幌小学校の未来にどのような新たな枝葉をお

考えでしょうか伺います。 

議  長   教育長。 

教 育 長   新しい小学校の未来像についてお答えいたします。 

子どもたちの未来によせる町民の皆様の夢と希望と祈りを託した南

幌小学校を開校いたします。眩しく天を突く近代的な建築様式と、かつ

てない子どもたちの生活空間、この威容に、旧南幌小学校、夕張太小学

校、みどり野小学校、それぞれが母校の繁栄を願ってきた心情、忍び難

い心情をも超越した畏敬の念を抱きます。明るく心が弾む間取りと、優

しさと温もりにあふれた木を素材とした壁面、広々とした空間構成。感

性、心の豊かさは教え込むものではない、環境の中から自らが身につけ

るものと、校舎の内外にさりげなく優しく配慮されております。 

平成２３年４月、統合小学校開校のため統合準備委員会を設置し、平

成２４年３月その任を終えました。南幌小学校の教育目標をはじめとし

て、教育活動にかかわる全てが網羅され整備されました。磐石のハード

とソフトが完成いたしました。南幌小学校で子どもたちと共に学ぶこと

になる教職員を主とし、教育に携わる私たちにいただいた仕事は、地域、

父母の皆様方のご協力、ご支援を得て、南幌小学校に魂を入れる仕事で

あります。 
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議  長   ７番 内田 惠子君。 

内田議員   昨年の大震災以来、日本中で絆やつながりという言葉が多く聞かれる 

(再質問)  ようになりました。人々が支え合い、助け合える社会の構築が望まれて

いるところです。復興を目指して、３０年、４０年といった時、日本は

どのようになっているのでしょう。その時、社会の中核を担っているの

が今の子どもたちです。その南幌の宝っ子たちが、ご答弁にもありまし

た、優しさとぬくもりにあふれた校舎で互いの絆を強め、信頼し合える

ような人間性を育みながら学んでほしいと思っております。何といって

も、私たちの未来の最大の夢と希望の子どもたちですから、これから先、

未曾有の苦難が待ち受けていようとも、無尽蔵の夢と勇気を持っている

子どもたちのために、何年、時が流れても色あせることがない、命の吹

き込まれた本気の教育目標、また、枝葉であってほしいと思い、教育長

に再度伺います。もう１点伺います。新しい校歌を町歌のように町民の

方々も聞くことができないのか、併せて伺います 

議  長   教育長。 

教 育 長   大変難しいご質問ですので、確たるものを持っているわけではありま 

(再答弁)  せん。ただ、私自身にも思いがありますので、それを話させていただき

ます。お言葉にありましたように、未来を担うのは子どもたちでありま

す。私たちは、子どもたちに豊かで希望のある世界を準備する必要があ

ります。今日の今の生活、明日の食べること、食料も大事ですけれども、

未来につながる灯をともす気持ちはいつの時代にも必要なのではない

かと思っております。子どもたちに信頼される教師であり、大人の存在

が問われているのではないかと思います。なぜなら、教育は信頼の中で

こそ機能するからだと思います。子どもたちが様々な信頼の中で学び、

育つことができる教育を実現することが願いであります。前提としまし

てお話しさせていただきますけれども、私たちの住む社会、資本主義社

会ですけれども、この社会はフェアな手段、そしてフェアな競争を通じ

て社会の経済を進歩、発展させるシステムではないかと思います。それ

は、きっと社会に高い倫理観がなければ達成ができない社会だと思いま

す。倫理感があって初めて機能する社会ではないかと思うからです。そ

ういった土台の上に教育があると思われます。そういうことで、述べさ

せていただきました。 

新しい学校の校歌についてのお話をいただきました。これは、様々な

人の力を借りて出来上がったすばらしい校歌です。まさに、子どもたち

に託す夢と希望と、そしてやはり祈り、それが込められた校歌ではない

かと思います。それを、どう町民の方に伝えるかということでのご意見

だと思います。１つは、子どもたちを通じて、子どもたちからきっと親

に伝わっていくと思います。併せてできることならば、町内に放送され

ている時間帯に校歌を流せられるような形がとれれば嬉しいなという

ふうに思っております。検討させていただきたいと思います。 

議  長   ７番 内田 惠子君。 

内田議員   南幌小学校に魂を入れる、この言葉を聞かずして子どもたちをお願い 



 ７１

(再々質問)  するとは言えないと思っておりましたが、それぞれが地域と深いつなが

りを持った学校、特に町長、議長のおひざ元の学校、また、ご自身も夕

張太小学校から始まった南幌との縁が立場を変え、教育長として、また、

統合準備委員のお一人として、南幌小学校に魂を入れるとの力強いお言

葉をいただき、安心いたしました。これからも多くの問題が生ずること

が想像されますが、南幌のただ一つの小学校になった縁と絆を大切に、

地域とともに子どもたちを守っていくためにも、教育長の深いお考えが

教育行政にかかわる皆様方に雪解け水のようにしっかりとしみていく

ことを望んでいます。また、南幌の防風林の柳のように雪にも風にも負

けない、しなしなと柔らかく、かつ力強い未来につなげるお言葉があり

ましたらお聞かせください。 

議  長   教育長。 

教 育 長   またまた大変難しい問題でございます。正確にお答えできるかどうか 

(再々答弁)  自信ありません。ただ、８年間、９年近くになりますけれども、この仕

事をさせていただいた中で、子どもたちが育っていくのを随分見させて

いただきました。その子どもたちの言葉を借りてお答えいたしたいと思

います。３年前になりますけれども、中学校の子どもたちが学校祭の準

備のために町長のところと、私のところに学校祭で作る学級新聞の取材

に来ました。その時、こんな話が子どもたちからありました。水谷先生

の話が聞きたい。これは水谷修さんという、全国的にも有名な方ですよ

ね。そのことで、ちょっとお話をさせていただきますが、水谷修先生と

いうのは１９５６年横浜に生まれた人でして、その後、上智大学哲学科

を卒業されております。そして、横浜の市立高校の教師をやり、社会科

の教師をしたり、横浜の総合高校の教諭をやったりして、９月ぐらいに

退職しているんですけど、２００４年なんですけれど。この人の活動は、

中高校生の非行防止と更生、薬物汚染の拡大防止のための夜の繁華街を

パトロールして、薬物防止の講演では全国を駆け巡っております。２０

０３年の東京弁護士会の第１７回では人権賞を受賞した先生です。著書

に「夜回り先生」という本があります。サンクチュアリでしたかね、出

版社。その先生の話が聞きたいと。その要望に応えようと思いまして、

近隣の市町村と連携して、１つの町ではなかなか呼べないものですから、

教育長さん方と相談してみました。長沼ではもう既に、元教育委員長さ

んが中心になって、呼んで講演をいただいたんですね。栗山だとか由仁

だとか相談して機会があればぜひ呼びましょうということでしたけれ

ども、まだ実現には至っておりません。この水谷先生の話の内容は優し

さと愛なんですね。優しさと愛です。どの子どももお金なんか求めてま

せん。戦争なんか求めてません。求めているのは、周りの人たちからの

優しさや愛です。それを子どもたちにあげてください。分けてあげてく

ださい。ということがメインの中身です。優しさや愛をあげるのにお金

も何もかかりませんと言うのです。それは、大人の人たちがちょっと気

持ちをまわせばあげることができるんです。そういう優しさや愛が今、

私たちの住んでいる社会にどれだけ少なくなってきているか。そんな簡
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単なことができない世の中にどんどんどんどんなっています。そうでは

なく、愛や優しさをほんの少し子どもたちに分け与えてくださいと。そ

うすると子どもたちは必ずよくなります。必ず大人を信頼します。周り

の友達と分かち合って生きる人間になれるはずです。そういう主張をし

ている先生です。お話を申し上げて答えにならない答えをさせていただ

きます。 

内田議員   ありがとうございます。当たり前ですが本当に難しいことをいただき 

(再々々質問)  ました。しっかりと未来につなげたい、明日へつなげたいと思います。

これで終わります。 

議  長   以上で内田 惠子君の一般質問を終わります。 

 次に６番 佐藤 妙子君。 

佐藤(妙)議員   町長に２つのご質問をさせていただきます。まず、最初の１つ目、住

む人に優しい公営住宅のあり方について。現在、南幌町内の公営住宅は

４団地１６８戸で、このうち町が管理している公営住宅は３団地１０８

戸、その中で、栄町の３階建ての団地は、現在７２戸中７０戸の入居数

です。中でも、高齢者と障がい者のいる世帯が一番多く住んでおります。

建設当時の子ども中心とした背景とは違う高齢化の波は、我が町の住宅

事情にも変化をもたらしています。特に、この栄町公営住宅は町営団地

の中で唯一、入居時に希望者は個人でボイラーと浴槽を設置する条件に

なっており、短期間での入居であっても退去時には持って出て行かなく

てはならず、次に利用できなく、処分する方もいらっしゃいます。ボイ

ラーと浴槽は一式１５万円ほどで、町内の業者から購入し、支払いは一

括現金支払いということで、入居された方は大変苦労されて購入してい

るようです。また、浴槽は高さがあり、高齢の方は足や腰に負担がかか

り、高齢者の方たちは危険なため、シャワーだけで我慢されている方も

いらっしゃいます。冬の寒い時期にシャワーは身体が温まらず、あいく

るのお風呂を利用されている方もいますが、公共交通のバスも団地から

では足の不自由な方には利用しにくく、タクシーを利用したり、吹雪の

中、歩いてお風呂に通う高齢者も少なくありません。また、ガス給湯の

ためガス代も年金だけで暮らしている方にとっては負担の重いものと

なります。 

南幌町では、安全で住みよい住まいを長く使い続けていくため、定期

的な建物調査を実施し、予防保全的な改善を推進するとともに、ライフ

サイクルコストの縮減化を図りながら、長期的な維持管理の実現を計る

目的で長寿命化計画を推進しています。しかし、緊急自立プランを勘案

し、様々な町の取り組みは理解できますが、平成２３年町政執行方針で

町長は安心して暮らせる快適な生活環境のまちづくりで、計画的に整備

された市街地に交通、公共公益的施設の都市機能の集約を図ることによ

り、歩いて暮らせる快適なまちづくりを進めるとしています。そこで町

長に伺います。 

１、経済的理由で低料金の公営住宅を選んだにもかかわらず、なぜ高

額なお風呂の設備を個人で負担するのか。町が設置して家賃の中で減価
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償却する考えはないのか。 

２、なぜ、お風呂のボイラーや浴槽などの設備の販売を町内の業者に

限定するのか。個人で購入先を選ぶことができないのか。また、クレジ

ットカードを利用できない高齢者等が支払いしやすい分割支払いなど

のサービスを業者に対して町として要請はできないものか。 

３、多くの単身高齢者が利用する浴室施設に、介護保険を適用してい

ない方であっても、手すりなど危険防止のための補助制度は導入できな

いのか。 

４、なぜ、高齢者の多く住む栄町団地前にバス停はないのか。また、

高齢者の方で様々な理由で公営住宅の浴槽設備を設置できない方や介

護認定されていない方で身体的に問題があって、一人で入浴することが

不安な方を対象に、団地前とあいくる間の送迎を冬期間だけでも実施す

ることは可能か。以上、町長の見解をお聞かせ願います。 

議  長   町長。 

町  長   佐藤妙子議員の住む人に優しい公営住宅のあり方についてのご質問

にお答えします。 

議員説明のとおり、町の管理する公営住宅は、道営住宅の指定管理分

も含めて４団地１６８戸でございます。各団地は、それぞれ建設当時の

整備基準の設備仕様となっており、通常の維持管理により設備も含め建

物の機能が損なわない程度に補修工事などにより対応してきておりま

す。特に、近年では長寿命化などの計画策定により国の支援を受けなが

ら時代に合った住環境整備も行ってきております。 

ご質問の１点目につきましては、公営住宅の整備内容は建設時期に示

された整備基準に従い建設しております。入居希望者の方には、浴槽設

備が伴わない住戸であることは、前もってお知らせの上、住んでいただ

いており、公衆浴場をご利用いただいている方には、栄町団地内から現

在のあいくるへ移動したことなどにより、ご不便をおかけしている次第

であります。町が設備し家賃の中で回収するご提案ですが、建設当時に

業者によるリース方式を検討し推進した事例がありました。しかし、リ

ース期間途中での退去や、再入居者が継続してリースを選ばない場合な

ど継続できないケースが続き、現在では制度の運用はございません。ま

た、現在業者との協議におきましても、棟全戸のリース方式でなくては

対応が困難であるとの回答を得ており、現在既に備え利用されている方

やあいくる等を利用されている方がいる中で、個別的に設備することは

困難なことと考えております。ちなみに、浴槽、給湯設備が備わった住

宅の場合には、定めに従った算定基準により応分の負担を願っておりま

す。また、入居者の方が設置し、退去時に次の入居者の方に器具の引継

ぎを行う場合もあります。 

続きまして、質問の２点目ですが、設備の販売先は町内業者には限定

しておりません。安全基準に適合している器具であれば、いずれの器具

でも設置が可能です。ただし、販売店側がガス供給会社でない場合に管

理上の手当てから販売を控える場合があると聞いております。また、代
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金の分割払いなど販売店に負担のかかることへの協力要請は行ってお

りません。 

続きまして、質問の３点目ですが、介護保険を適用していない単身高

齢者の方々のための手すりなどの設置でありますが、入浴などの日常生

活に支障が生じているような場合は、介護保険制度の適用も考えられま

すので、まずは、あいくる内の地域包括支援センターに相談し、設置場

所や位置など入居者に合った対応が望ましいと考えております。 

最後の４点目のご質問でございますが、栄町団地の高齢者の方々につ

いてのお風呂の設置環境やあいくるなどの利用状況も含め調べました

ところ、２９世帯のうち４世帯の方がデイサービスを利用し、１５世帯

の方にはお風呂が設置されているものの７世帯の方しか使用していな

いことがわかりました。残りの１８世帯の方は、徒歩やハイヤー、民間

バスや巡回バス、ご家族やお隣、ご近所の自家用車に乗り合わせをする

などしてあいくるや南幌温泉をご利用いただいているものと考えます。

市街地におけるバス停設置については、民間バス事業者やハイヤー事業

者、他の一般利用者との兼ね合いや協議により決定していくことから、

現在のところ栄町団地内には公共交通に係るバス停はありません。個々

の利用に合わせたきめ細かな設定は大切であるものの、現実には難しい

状況となっていることから、冬期間におけるあいくるのお風呂への送迎

についても、現状からは困難と考えるところです。 

今後につきましても、いただいたご意見を参考に、福祉的な観点も加

え、町民の安心の確保に向けて検討して参りますので、ご理解のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

議  長   ６番 佐藤 妙子君。 

佐藤(妙)議員   様々な制約や基準があり大変難しいこともわかりますけれども、高齢 

(再質問)  者にとって入浴というのは、健康や衛生とともに潤いのある生活の場所

と考えられます。介護保険を利用していない高齢者であっても、体を思

うように動かせない方や、足や腰の悪い方もいらっしゃいます。その方

たちにとって町長が目指しておられる、不安なく安心して暮らせるまち

づくりが本当の意味でなされたのか、私は本当に実感できているのか、

私は疑問でございます。そこで、３点の再質問をさせていただきます。 

まず、建設時期に示された整備基準でお考えとのことでしたけれども、

数十年の間に入居者の年代層も変わっております。一括で払うのは負担

な年代が多く入居しております。今後、建て替えの計画がないのであれ

ば町が一度浴槽一式を買い上げて、家賃を多少上げてでも入居者には負

担はかからないのではないかなと、そのように思います。入居者が変わ

った時もそのまま使用すればいいわけでございますので、ほかの町営住

宅は浴槽部分は家賃に上乗せしていると聞いております。それで、なぜ

栄町の団地だけができないのかもう一度伺います。 

２点目なんですけれども、介護保険を適用している方は心配ないんで

すけれども、していない方であっても自立しようと頑張っておられる方

がたくさんいらっしゃいます。そのような方たちが、やはり一番心配で



 ７５

ございます。デイサービスとかに通っている方は、デイサービスでお風

呂は入られます。ということで、介護保険にかかられていない方の対処

についてどのようにお考えかということと、３点目なんですが、高額な

改修とか建て替えなどが無理ということは十分に理解しております。だ

からこそハード面で無理があっても、ソフト面ではバックアップも必要

ではないかと思っています。せめて、冬の間、寒い間、週に１回でも２

回でも車で送迎できることはお考えにはならないのか、そのことも再度

ご質問いたします。 

議  長   町長。 

町  長   佐藤議員の再質問にお答えをさせていただきます。１点目については、 

(再答弁)  先ほども申し上げましたけども、それぞれ建築様式によって建てており

ますので、それをなかなか変えるということになると非常に難しさが出

てくるということでございます。なお、今、付けている方と、それから

付けていない方といて、これを買い上げて、全部町に上乗せさせたら、

それぞれ案件によっては違う分野がたくさんありますので、全部買い上

げて取るという話しは非常に難しいのかなというふうに、それぞれ入っ

ている入居者の方々のいろんな対応がありますので、それらを考えます

と非常に難しい分野ではないかなというふうに思っております。 

それから、介護保険にかかっていないというお話しですが、まずは、

先ほど申し上げたように入浴できない状況であれば、当然、介護保険の

適用になるわけでありますので、そういう相談をまずしていただきたい

と思います。それで、お互いがよくなる方法を選んでいければいいと思

っていますので、議員もそういうお話しを頂いたとなれば一度連れて行

っていただいて、本当にできるのかできないのか、もう一度確認してい

ただければ一番ありがたいし、私どもはそういう不便だというふうに感

じれば、その適用も何とかできる範囲内でできないのかということでま

た検討してみたいというふうに思っております。そんなことを含めて、

それから、新たな送迎については、今のところちょっとなかなか難しい

なというふうに思っています。その団地だけでいいのかと、また問題が

出てきますので、いろいろな問題等々も勘案しながら、今後検討材料に

はさせていただきますけれども、そこだけで要望があったから、そうし

たらそこだけやるかという問題には非常に難しい問題を抱えていると

いうことで、これは、予算委員会、あるいは決算委員会でもいろいろ出

ている分野、町の足の確保についてはいろんなご意見がございますので、

将来に向けて、どういう足の確保に向けていく部分と含めて検討せざる

を得ないのかなとは思っておりますので、ご理解いただければと思いま

す。 

議  長   ６番 佐藤 妙子君。 

佐藤(妙)議員   今の件はわかりました。 

２つ目の質問に移らせていただきます。孤独死防止対策について町長

にお伺います。内閣府の高齢者の地域におけるライフスタイルに関する

調書の中で、一人暮らしの高齢者の６割が孤独死を身近に感じていると
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答えています。我が町におきましても、ここ４年間の中で３名の高齢者

の尊い命が孤独死でお亡くなりになりました。町としましても、民生委

員の献身的な見守り活動、一人暮らしの高齢者を対象とした安心キット

の設置、緊急通報装置、地域見守りネットワーク事業、高齢者同士が触

れ合うひだまりサロン等と様々な形で孤独死対策に取り組んでいただ

いておりますが、現在までの利用状況とこれまでどのような効果があっ

たのかお伺いします。 

また、先日、札幌白石区の姉妹による痛ましい事故がございました。

障害ある妹を抱え生活に貧窮していた姉は行政に相談しましたが、公共

サービスも止められ、結果的には悲しい現実を迎えてしまいました。プ

ライバシー保護が叫ばれている中で、各家庭にどこまで地域やボランテ

ィアが入っていくことができるか、これからの課題であります。我が町

も数年の間に、３人の孤独死が出たことは重く受け止めなくてはならな

いと思います。住民票は家族と一緒でも実際には、お一人で住まわれて

いる高齢者や障がいのある方の実態調査はどのようになっているのか、

また、公共サービスを止められている方の、特に冬場の安否確認はされ

ているのでしょうか。このライフラインが止められた時点で、業者から

町の福祉担当部局などに報告いただくなどの要請はできないものでし

ょうか。人に優しく安心安全の南幌町を目指して、町長の見解をお聞か

せ願います。 

議  長   町長。 

町  長   孤独死防止対策についてのご質問にお答えします。日ごろより町民生

委員児童委員の各委員におかれましては、大変ご苦労いただきながら精

力的に地域での見守り活動をいただいていることに深く感謝を申し上

げます。 

初めに、各事業における利用状況と、これまでの効果についてのご質

問にお答えいたします。地域包括支援センターで実施している、あんし

んキット見守り事業については緊急時や災害時にかかりつけ医や緊急

連絡先、服薬の内容など必要な情報を救急隊から医療機関、家族へ伝え

るものですが、２月末現在、６５歳以上の一人暮らし高齢者へは対象者

１８６人中１７３人の方に配布、設置しています。また、あんしんキッ

ト配布後、あいくるへは５件の利用連絡が寄せられており、高齢者本人

や消防から高い評価をいただいています。緊急通報装置につきましては、

２月末現在３２人の一人暮らしの住宅に設置していますが、１年間では

誤報も多くありますが１９件の通報を受け、２件救急搬送がされていま

す。安全安心見守りネットワーク事業については、昨年１１月に開始し

ましたが、現在まで通報実績はありません。町社会福祉協議会主催であ

いくる等において実施している、ひだまりサロンでは、今年度２月末現

在延べ５３１人の利用実績となっており、ふれあいの居場所としてコミ

ュニティーづくりに役立っています。 

次に、町としての一人暮らし高齢者や障がい者実態調査についてのご

質問ですが、一人暮らしの居住状況など、あんしんキット配布時に民生
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委員児童委員との情報共有が図られています。また、知的障がい者の方

が、各種障がい福祉サービスの提供を受けているかどうか、受けていな

い方の世帯構成や、ご近所とのつながりはあるかなどの生活実態につい

て調査しましたが、本町においては情報を把握できており、問題ないも

のと認識しております。 

また、電気、ガス、水道などの公共サービスについての業者からの連

絡についての質問ですが、電気やガス事業者が料金滞納者への供給を打

ち切る際、事前に市町村と情報を共有できる仕組みを作るため、市町村

を代表して北海道と札幌市が孤独死対策で関係業者と３月上旬に検討

会議を開き、道として年度内にも個人情報保護などについて基準を設け、

市町村に活用を呼びかける計画となっていますので、道からの連絡に基

づき対応して参ります。また、水道に関しては、担当課から情報を得る

こととしています。 

議員お話しのように、一人暮らしの高齢者や知的障がい者の孤立や孤

独死を防止するために最も重要なことは、今日的に言われている無縁社

会から地縁社会に地域全体の再構築を目指していくことが必要であり

ます。このためには、町内会、民生委員児童委員、社会福祉協議会、町

などで連帯感を高め、声かけ、安否確認、話し相手など、高齢者や障が

い者を見守り、支えていく仕組みを構築していくことが孤立や孤独死防

止に結びつくものと考えております。 

議  長   ６番 佐藤 妙子君。 

佐藤(妙)議員   町も様々な形で尽力されていただき、また道や国でも動き出したのは 

(再質問)  とても安心できるものでございます。この問題は確かにデリケートな問

題で、家族、地域の普段からのつながりが気薄になった中で起きている

問題に意識を傾けるのは容易ではございません。しかし、行政が意識づ

けを進める工夫というのは大切なことと思います。ある地域では小学生

ボランティアを結成して、一人暮らしの高齢者の所に訪問して、庭の草

むしりや落ち葉拾いなどの手伝い、また、碁や将棋を教えてもらったり

して絆を深めているようです。心の交流が苦手で、周りとの接触を避け

てしまいがちな高齢者にとって、子どもとの触れ合いというのは新たな

生活の弾みにつながるきっかけになると思います。我が町でも町内の子

どもたちに学校の週末支援活動や様々な活動を通して、敬老の日や、ま

た暑中見舞い、クリスマス等にメッセージを書いてもらい、励ましの手

紙を一人暮らしの高齢者に差し上げることも、活字離れな子どもたちの

よい訓練にもなりますし、情操教育の面からも大切なことでもあります。

ぜひ地域の子どもたちの励ましや活動が高齢者の生きる希望や夢につ

ながることも可能かと思います。このような取り組みを町長はいかがか

お考えでしょうか。 

議  長   町長。 

町  長   佐藤議員の再質問にお答えをいたします。それぞれ、これは本当に難 

(再答弁)  しい問題でありますが、行政がいろいろ手をこまねていて、私どもも接

しながら当然やっていかなきゃならないというふうに思っています。従
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いまして、保健師やいろんな活動を通じて、できるだけ音信不通になら

ないように努力をさせていただいているところでございまして、今のと

ころ、順調に最近はいっているというようなことでございます。 

そして、今ご提案のありました子どものボランティア等々というのは、

これは、各学校によって若干違いますけれども、３世代交流や学校の中

でそういう取り組みもされているところもありますので、今度は小学校

が１校になりますので、その良き伝統を受け継いでいただいて、そうい

う活動もできればいいなというふうに思っております。特に、お年寄り

の人と、一人暮らしのお年寄りは特に人と接するのを非常に嫌う方もた

くさんいますので、子どもたちがへんな印象を受けないような形をまた

しなきゃならないと、大事なこともございますので、それらの状況を見

ながら今までやってきたいいものは受け継いでやっていただけくよう

に私の方からも、また各学校あるいは教育委員会とも相談しながら進め

られるものについては継続してお願いを申し上げていきたいなと、そん

なふうに思っております。 

議  長   以上で佐藤 妙子君の一般質問を終わります。 

 ここで、昼食のため１時３０分まで休憩をしたいと思います。 

（午前１１時５６分） 

（午後 １時２７分） 

議  長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

       午前に引き続き一般質問を続けさせていただきます。 

１０番 志賀浦 学君。 

志賀浦議員   一般質問２問と、執行方針に対する質問２問を行いたいと思います。

まず、１問目に入る前に、東日本大震災から１年が過ぎました。いまだ

に行方不明者が３，０００人以上に上る状況です。被災されて亡くなら

れた方々のご冥福を改めてお祈り申し上げます。 

では、質問に入らせていただきます。２月２５日の報道で、北海道は

東日本大震災で発生したがれきの道内受け入れで、受け入れ先の市町村

が希望した場合、協議し安全基準を個別に設定するとした基本方針をま

とめて発表されたところであります。 

南幌町は現在、南空知公衆衛生組合で可燃ごみの焼却を千歳市にお願

いし、焼却灰を南幌の最終処分場に埋め立てている状況です。 

そこで、以前にも東北のがれき受け入れに言及していた千歳市が安全

基準を独自に設定し、受け入れを表明した場合、南幌町長としてどのよ

うなスタンスで望むのか、そのことに対して考えられる障害と方向性を

伺いたいと思います。よろしくお願いします。 

議  長   町長。 

町  長   志賀浦議員の東日本大震災でのがれき受け入れについてのご質問に

お答えいたします。 

東日本大震災で発生したがれきの道内受け入れでの安全基準を個別

設定するなどとした道の基本方針については、私も新聞報道などで承知

をしております。このがれき受け入れの対応につきましては、道はこれ
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から国に対して処理費用のほか関連費用の全額負担や安全な処理手順

の提示を求め、安全基準についても国の基準をベースに検討し市町村と

協議することとしております。 

なお、千歳市においては、昨年４月の段階では条件付きでの受け入れ

を道に報告しておりましたが、１２月の定例議会の一般質問の回答で、

受け入れ判断の可否は困難であり、市民の理解を得ることは難しいとし

て受け入れる考えはないと表明しております。 

そこで千歳市が今後、道と協議し受け入れを表明した場合の私のスタ

ンスはとのご質問ですが、本町は南空知公衆衛生組合の構成町であり、

組合の可燃物ごみ焼却処理を千歳市に平成２６年度までお願いし、その

焼却残渣を本町にある最終処分場に埋め立てしておりますが、私は、本

町の最終処分場は一般廃棄物のみの埋め立て施設であり、がれきの焼却

残渣については町民の理解が得られないことから受け入れる考えはあ

りません。 

議  長   １０番 志賀浦 学君。 

志賀浦議員   まず、最初の質問の中で、考えられる障害と方向性というところがな 

(再質問)  かなか示されていないのかなと、今の答弁の中では。また、千歳市の状

況も今伺いましたけれども、この通告書を出してから１週間以上経って

いるところでありますが、この１週間で、全国的に様々な状況変化があ

り、連日のようにがれき処理に対する報道がなされているところであり

ます。私の方から問題点になるかどうか、一つ指摘しておきますけども、

現在千歳市の焼却をお願いしている残渣を持ち込む際に残渣の見分け

が、うちの当組合から持っていくものと、千歳市の一般廃棄物との残渣

の見分けがつかないというところが一番ネックであります。町長は今、

受け入れるつもりはないような言い方はしていますけども、今、東日本

震災後、がれきの問題が連日ありまして、焼却に困っている状況です。

何とか手立てはないものかと私も苦慮しておりますけども、その中で一

つ、今、指摘した問題点について、もし今基準が大阪市また島田市、そ

の辺が１００ミリシーベルト以下ということで受け入れを表明してい

ると。そういう低い基準値を設定して、これから千歳市が受け入れる可

能性もないわけであります。その中で慌てて、基準がどうのこうのとい

うことにならないために私は今回質問したわけでありまして、千歳市が

もし処理をするとしたら後押しできるような体制を当組合の中の一町

でも表明しておくことが必要ではないかなと思っているところです。そ

の辺、もし千歳市が受け入れる方向に向かった時のためにも、もう一度

再度、再考を願って明確な答弁をいただきたいと思います。 

また、もう一つも問題なんですけれども、今、この問題、一般廃棄物

でありますよね。産業廃棄物ではないというふうに私は認識しています

ので、確か報道でも産業廃棄物ではないということで。千歳市で一般廃

棄物として受け入れる分であれば、当然我が町の廃棄物と混合されるこ

とも予想されます。その中で、どういうふうに持っていくかというのは

なかなか難しいけれども、それも考えていかなきゃならないと思ってい
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ます。それは今のお答えをもう一回いただくところでいいんですけども、

もう一つの問題というか、解決線になるか、また逆に問題点になるかと

いう問題が一つあります。それは、昨日ですか、今朝ですか、太平洋セ

メントが確か北斗市の方でしたっけ、受け入れを表明しました。きっと

もって、これも議論の対象になるかと思うんですけれども、今、私が所

属している運輸業界のところでは、一般廃棄物の運送、その他処理の仕

方、それを国に申し入れています。ということは、東北にあるがれきの

中の半分近くが木質の廃棄物であります。燃やすだけでなく、木質で再

生可能になるという観点から、そういうものも検討して申し入れている

状況です。その中で、当町にも木質を処理する業者があります。そこが

受け入れることも考えられないわけではありません。その中で、町とし

てどういうスタンスでいくのか。また、そのほか当町の工業団地の中に

も輸送業者がいます。そこの業者が、例えば、本州からの受け入れで使

用した場合、その車の車庫である当町の工業団地の中でいろいろな問題

が起きる可能性もあります。そういうことに対して、町長はどのように

考えているのか、その辺を伺いたいと思います。 

議  長   町長。 

町  長   志賀浦議員の再質問にお答えをいたします。まず、千歳市の焼却の関 

(再答弁)  係でございますが、今、南空知公衆衛生組合の焼却の一般廃棄物と、そ

れから千歳市の焼却の配布物とある程度色分けをされて、炉が２つあり

ますのでそれを使ってある程度わかるようにされているということで

ありますが、今回のがれきの処理の問題につきましてはいろいろ基準が

ありますので、国の基準がどういうふうになっていくか、またちょっと

わかりませんが、うちとしては以前、議会からも指摘を頂きました、南

空知公衆衛生組合で焼却炉が持てなくて、千歳市、北広島市を含めて道

央地区のごみ処理を考えた時に、一般廃棄物はいいけれども事業所から

出る廃棄物はだめだと、そういう灰はうちの処分場には当然無理だと。

今回、災害廃棄物ですから全部含まれていますよね。そういうものがわ

かっている中で、前回も住民の方からも反対運動があったり、あるいは

議会からもおかしいのではないかとご意見を頂いて、あくまでも私ども

は今回、道央地区のごみ処理については、一般廃棄物を焼却できる、可

燃物の焼却をできる焼却施設を何とか共同設置したいという、今も運動

をしておりますから、そういう意味でいきますと当然住民の理解が今得

られない状況であります。その中で私がやるとかやらないとかと言うよ

りは、南空知公衆衛生組合でそれをわかっていただいております。それ

と、今、うちにあります最終処分場、今、南空知の部分だけでいきます

とまだ１０何年使えると思いますが、新たなそういうがれき処理を受け

ると数年ですぐ満杯になります。そうしたら、次の処理施設どこにする

かとまた議論が。それは１年や２年の数字ではわからない。もっともっ

と深い議論をしていかなきゃならない。焼却を受け入れてくれる町があ

るかどうかということも探さざるを得ない。それが急にできるかと言っ

たら、なかなかこれは難しい問題だろうというふうに思っていますから、
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とりあえず国の方がどういうふうに出るかと。これは災害地の皆さんか

らすると、がれき処理を何とか早くしてくれと、この思いは私も十分わ

かっています。それはわかっていますが、うちの住民のことの考えから

いきますと、今すぐわからない部分を、はい、いいですよ、という話し

にはならないのかなと。それらのところがクリアできて、住民も東北の

災害本当にひどいと、これを少しうちでも受けたらどうだと、そういう

ご意見が地域住民からも出てくればこれはまた話が変わりますけれど

も、非常に難しい問題だろうというふうに思っています。それから、企

業や何かはどうするんだという、当然安全基準が守られてくるという、

これは当然国のお示しだろうし、道も示すだろう思います。それにのっ

とって事業者がやる場合については、住民の理解が得られれば問題はな

いんじゃないかなというふうに思っていますが、その辺の基準の確定が

まだされておりませんので、町が進めるとか進めないとかという問題に

はならないのかなと、今現在では。その辺の情報をつかみながら企業が

営業できるようなやり方ができるのであれば応援はしていきたいので

すけれども、今の状況ではなかなかそこの状況がつかめないので、私が

いいとか悪いとかという判断は非常に難しいなと。当然、運輸業界も同

じです。風評被害、皆さんもご承知かと思います。通っただけで大変風

評被害が出ているわけですから。うちも農産物が作られているわけであ

りますので、その辺が住民の皆さんがちゃんと理解できれば私はいいか

なと思いますが、今の時点では非常に不安があるということであります

ので、業界が来た場合についてはその辺の対処の仕方等々を十分お話し

をさせていただいて検討してしていきたいなというふうに思っており

ます。 

議  長   １０番 志賀浦 学君。 

志賀浦議員   まず、最初に言われたように受け入れは難しいということで、それは 

(再々質問)  受け止めますけども、先ほど２点目で言ったように、うちの地域にある

企業がもし手を挙げた場合というところがかなり難しいのかなと思っ

ています。今のところ、ないのかなとは思うんですけども、ただ、国に

対する要望書を出している中では、これはトラック業界が出しているん

ですけれども、木くずは木質ボードバイオマス燃料の原料として再利用

が可能であり、これを道内に持ち込んで加工処理することは被災地の支

援はもとより道内経済の活性化が期待できると言われていますと、こう

いうふうに書いています。そしてあと、一般廃棄物として木くずの受け

入れを表明しておられると。これは道が受け入れを表明していないので

すけれども、ただ、今回この一連の流れの中で道はもう受け入れを表明

しているわけですよね。各町村にもお願いするというふうに高橋知事が

言っているそうで。これがあればきっともって基準を下げて、必ず木く

ずが入ってくることは間違いないと私は思っています。ただ、今、一番

てっとり早いのは木くずを焼却できるセメント業界、あの辺が大型処理

できるものですから、あれが再稼働でがんがんいけばかなりの早いペー

スでがれきがなくなると思うんですけど、その辺のためにもやっぱり一
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つ心配の種というか、うちのスタンスをはっきりしておくべきかなと思

っています。また、道の、国の方針の中で、例えば、うちの場合は燃や

すだけの処理施設はないわけですからいいんですけども、埋め立て処分

場についても費用は全額国が負担ですよと、また、理解を得るための住

民説明会についても国が全額負担しますという方向性を出している中

で間違いなくこういう問題が近々起こってくるのかなと私は思ってい

るのですけれども、その中で今言ったように周知をはっきりさせること

も必要なのかなと思うんですけども、業界にですね。住民の理解を得ら

れないというのはやっぱりどこかで問わなくちゃいけないのと、また、

こういうことが急激に進んでいる中で町長がもし受け入れないという

方向で示すのであれば、そういう方向性をしっかりうちの町内にある業

者にも伝えておく必要があるのかなと思うので、その辺、もし、手立て

としてやっていただけるのかどうか、その辺をお伺いします。 

議  長   町長。 

町  長   志賀浦議員の再々質問にお答えいたします。まず、町で受け入れない 

(再々答弁)  というのは先ほど申し上げたように、うちは焼却炉を持っていませんの

で、それでどうのこうのという議論にはなりません。それから残渣の問

題については、地域住民の方のそういう申し出で約束事項であります。

議会とも約束事項であります。そして、今後、今、道央地区で進めてい

る焼却施設の関係もございますので、それを変更するような発言は私の

方からはできないと。今までどおり、うちの町民が理解を得られる焼却

施設の建設に進めていきたいというふうに思っておりますが、これの残

渣が３町のどこへ行こうが、うちの町に来ようが、隣町に行こうが同じ

スタンスで今進めておりますので、この災害がれきを受けると両方入っ

ておりますから、そういう意味とスタンスが変わっていくということで

ありますので、当面、その分については受け入れられないということで

あります。それから、企業への周知でありますが、うちの町として焼却

がないのに焼却の関係についてはできません。ただ、企業がどういう形

で携わるかはわかりませんが、それに関しては住民周知がきちんとでき

るような回答をいただけるようにお願いはしていかなければならない

と思っていますから、うちから今、どうのこうのという話しには、まだ

資料、特に何もないのでありまして、当然、企業も、国あるいは道から

のその資料をもとにして受け入れるかを受け入れないかという判断が

当然出てくるであろうと思いますので、それらの動向を見ながら考えて

いきたいなと思っています。 

議  長   １０番 志賀浦 学君。 

志賀浦議員   来てから右往左往することも予想されるので、その辺よろしくお願い

いたしたいと思います。 

２問目に入ります。町内の空き家状況について質問いたします。北海

道は昨年に続き豪雪に見舞われ、とりわけ隣町の岩見沢市周辺は生活道

路の確保もままならない状況が伝えられています。その中で、道内の家

屋の倒壊や倉庫などの倒壊、旧小学校体育館の屋根の崩落が報道されて
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います。 

２月２５日の報道では、道が報告を受けた建物被害は３１棟に上りま

す。空知管内が１７棟と半数以上を占めているところであります。報告

にない廃屋などを入れると、まだ被害件数が膨らむものと思います。そ

こで、３点質問します。 

１点目、南幌町の住人のいない空き家、廃屋等の状況は把握されてい

るのか。 

２点目に、公共施設などの屋根の積雪状況の観察、限界数値の設定な

どがあるのか。 

３点目、高齢者世帯などへの雪下ろしの作業助成を行わないのか。除

排雪経費を屋根雪下ろし経費に充当できないのか伺います。 

議  長   町長。 

町  長   町内の空き家状況についてのご質問にお答えいたします。 

岩見沢市をはじめ、各地で記録的な大雪の影響により、建物が倒壊す

るケースが相次いでいることは、報道などで私も承知しているところで

あります。本町においても、岩見沢市などより降雪量は少ないものの、

平年より多く、除雪対応などに苦慮しているところであります。 

１点目の南幌町の住人のいない空き家、廃屋等の状況は把握されてい

るのかについてお答えします。町内における空き家、廃屋等の状況を把

握してはおりませんが、空き家等における町民からの相談につきまして

は、随時各所管で対応をしております。冬季を例に挙げますと、空き家

の落雪により通行に危険が予想される場合などは、道路管理者等への連

絡や、所有者に対し適正に管理していただくよう連絡するなどの対応を

しております。また、空き家等を増加させないための一つの方策として、

空き家・空き地情報バンク制度も行っております。 

次に、２点目の公共施設などの屋根の積雪状況の観察、限界数値の設

定などがあるのかについてお答えします。建築基準法による安全基準と

しての積雪量の数値はありますが、町として施設管理上の独自の数値設

定はありません。施設の老朽化の状況や、屋根に積もった雪の状況によ

っても違いがあることから、現状では各施設を所管する担当者が目視に

より、屋根の雪下ろしの判断をして対応しております。 

次に、３点目の高齢者世帯などへの雪下ろし作業助成を行わないのか、

除排雪経費を屋根の雪下ろし経費に充当できないのかについてお答え

します。本町では独自に、６５歳以上の高齢者のみの世帯または障がい

者のみの世帯で、疾病等により除雪作業が困難な方を対象に、保健医療

福祉サービス会議での決定を経て、自己負担を頂き自宅前の除雪サービ

スを実施しております。屋根の雪下ろしに対する助成につきましては、

今後、制度の必要性を含め検討して参ります。除排雪経費を屋根の雪下

ろし経費に充当することにつきましては、除排雪経費は道路等の除雪に

係る経費を見込んでいるものであり、雪下ろしの助成については別途制

度の検討状況により、必要な場合は予算化して参りたいと考えておりま

す。 
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議  長   １０番 志賀浦 学君。 

志賀浦議員   再質問を行います。まず、１点目の空き家状況を把握していないとい 

(再質問)  うところでしたけど、なかなか難しいものがあるので把握しきれないの

かなとは思うんですけども、ただ、先ほども言いましたけども、通告し

た時点と今とはかなり違って雪の量がかなり少なくなっています。春の

兆しが見えてきて、あまり実感しない状況であるんですけども、当町で

も私が通告した後で８号道路で１件倒壊しています。雪の重さというの

はなかなか私たちでは計り知れないものがあるということで、それが隣

の家にぶつかるのか、歩道に出てくるのか、はたまた道路を潰すのかと

いうことは想像できないところであります。そんな中で、一つまたここ

で聞きたいんですけども、把握しきれないことはわかるんですけども、

それなりに団地内でも空き家が結構あります。また、賃貸で貸している

ところもある、そういう状況もあるから転出届を出してもなかなか把握

できないところがありますけども、実際一冬、まるまる使われていない

家も何軒もあります。そんな中、そういうパトロールみたいなことは実

施できているのか。逆に、情報を提供してもらうために除雪事業に依頼

するとか、そういうことがなされるのか。ないとは思うのですけれども、

これから出されるのかどうか。そういう情報を仕入れていくことも必要

ではないかなと思うので、その辺１点伺います。 

また、２つ目の質問の中身ですけれども、この間の新聞の中身で読ん

でみますと、小学校の体育館が潰れるという状況が出ています。また、

１，０００平方で５０トンでしたか、１，０００平方メートルで５０ト

ンの重さになるということが、この間報道されていました。ということ

は、大体、今、うちの町で所有している公共施設、小さい所ですけれど

も夕張太の保育所、あと、今定例会で出されているクレー射撃場の家屋、

ああいう平べったい所で雪の流れが止まってしまうと、ああいう建物は

簡単に潰れるのかなという思いがあります。その中で、基準をある程度

決めるなり、パトロール体制をしっかりするなりしなければ同じ轍を踏

むのかなというふうに思っていますので、その辺をこれからどうしてい

くのか、また１つ聞きたいと思います。 

あと３点目の除排雪への助成ということなんですけど、除排雪助成、

いろんな所でやっていると思うんですけど、前回、新聞で見たところで

小樽市が社会福祉協議会を通じて１軒に１万から２万の助成をやって

いるように確か報道してありました。それが、１年間に何回なのか、そ

れはちょっと確か１回から２回という限度数だと思うのですけれども、

そのように記憶しているのですけれども、そういうものがある自治体も

あります。南幌町の高齢者、単身者、いろいろとあると思うんですけど

も、１軒の排雪というか雪下ろしに約５万から１０万ぐらいかかると。

そのことによって、高齢者の方が二の足を踏んで頼めないと、業者にも。

そういう状況が報道されております。南幌町においてもそういうところ

をしっかり把握して、非課税世帯の高齢者世帯などにそういう助成をす

る考えがありましたら、お伺いします。 
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議  長   町長。 

町  長   それでは、志賀浦議員の再質問にお答えをいたしますが、まず、空き 

(再答弁)  家の部分でどうなっているのかという点、回っているのかと。まず、本

当の空き家というのは少ないのですね。所有者が変わっているというこ

とですよね。住宅団地内の空き家は。ですから、所有者が必ず居るとい

うことですので情報が入りづらいのです。だから、それによってどうな

っているのかというのは、なかなか把握しづらい、把握できた時には、

もうかなりの時間が経っていた後になるものですから、それについては

町内会長さんや何かから情報を頂いて、処理ができるものについては処

理していきたいなと。これからも、多分、町内会長さんたちの情報を頂

きながらやっていかなければ、職員も通る所はわかるんですが、それ以

外の所もありますので、やっぱり地域の方々から廃屋になっているよと

いう情報を頂きながら、みんなでそういう部分のことをケアしていかな

ければああいう事故になったり、大きな事故になっているのではないか

なと、そんなふうに思っております。 

それから、公共施設はその都度、関係課で職員が時期を見て回ってい

ますので、大きな被害はないかなと思っているんですが、ただ、今、ご

質問あったように８号道路であったということであります。特に、去年、

今年と雪の量が例年になく多いので、去年も通告をしているんです。雪

が多いから、危ないからと、持っている方に。そんなこともしながらや

っていたんですけれども、たまたま今回落ちた時に通っていた方がいな

くて、ほっとしているのですが、ああいう事故があるので、その後も危

険な箇所、もう一度確認をしながら所有者等々にお願いをしたり、管理

を気をつけていただくようにお話しをさせていただいております。公共

施設については、今のところ、その分については全然問題はないかなと

思うんですが、念のためにいろんなことで職員が出歩いた時に、やっぱ

り自分の町の施設でありますので、みんな注意して見られるような環境

づくりはしていきたいものと思っております。 

それから、雪下ろしの除雪の関係、町で持つべきではないかと、これ

はいろいろ検討してみたいなと思っております。ただ、ここ１年の話で、

あまり私どもの方にも頼むというご意見も少ないんです。だから、その

辺がうちの町民の皆さんがどこまでその辺が苦労されて、ただ言わなか

っただけなのか、本当に必要なのか、ちょっと私どもも把握しきれてご

ざいませんので、それらを含めて例年の積雪以上になった場合はどうす

るかとか、いろんなことをこれから相談しながら対処方法を考えてみた

いなというふに思っております。 

議  長   １０番 志賀浦 学君。 

志賀浦議員   再々質問に入ります。要は、情報が入りにくいのはわかるんですけど 

(再々質問)  も、情報を、例えば、廃屋でなくても、今、空きになっているよという

情報を仕入れるシステムをできれば作っていただきたいなと。先ほど言

ったように、例えば団地内であれば除雪業者がいますよね。３回、４回

と出動すると間口処理されていないで、新聞も入っていないような所と
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いうのは必ずわかるわけですよね。そうしたら、その期間、そこは１週

間旅行しているのか、また、１シーズン居ないのかということは、注意

していただければある程度の把握ができるんじゃないかと。ただ、降り

てまで見れとは言わないですけれども、せっかく町で発注している除雪

業者ですからそういうところを利用して、空き家情報、その他気がつい

たところは集めるというシステムを何とか作っていただきたいなと。そ

れによって少しでも危険回避できればいいことであるし、屋根の形状に

よっては、その屋根の流れが道路に出るということもあり得るわけで、

その辺をできれば再考願いたいなと思います。 

また、公共施設の方は、町の方でそれなりにパトロールなりしている

ということでわかりました。 

あと、今の３点目も方も検討していただけるということであるので、

今の団地内の方でもそうなんですけども、雪の落ちてくる状況がなかな

か一定でなくて、結構問題が起きている地域が私の近くにも何件かあり

ます。それでどういう対策をするかというと、雪止めを付けて隣の家に

雪が流れないようにするというのが結構増えてきています。そんな中で、

雪下ろしをしなければきっと屋根が耐えられないを状況が出てくるか

と思うのです、これから。そういうところ、もし、情報としてこういう

制度を設けるけども利用しますか、ぐらいの感じで次のシーズンに向け

て周知していただければ、声が上がらないというのは、そういう条件が

ないから上がらないのではないかと思うので、もしそういうシステムを

作って、助成するシステムがあればぜひ利用したいという人は何人も出

てくるんじゃないかなと私は思いますので、その辺よろしくお願いいた

します。 

あと１点目の追加なんですけど、この間の新聞にも出ていたんですけ

ど、何年か前に室蘭の方でもあったかと思うんですけど、空き家に関し

ての代執行できるという盛り込んだ条例ができている所が何カ所かあ

ります。例えば、持ち主に通告するなり、それでだめだったら本当に危

険なものは取り壊すとかという方向の代執行できるという条例ができ

ています。そういうこと、うちの町としてはそんなに緊急性はないのか

なと。それだけ古い空き家がないものですから。ただ、ほかの事例でい

きますと古い商店街とシャッター通りになった所が潰れる、この間、岩

見沢でも潰れましたよね、ああいうものを代執行でしてできるという条

例を盛り込んだ市町村があるんですけども、そういうようなことも検討

していただけるかどうか、その辺伺います。 

議  長   町長。 

町  長   志賀浦議員の再々質問にお答えをいたします。うちの市街地の空き家 

(再々答弁)  という形なんですよね。必ず所有者が変わっているんですよ。空き家だ

から廃屋という形で所有者が間違いなくそこにいなくてもどこかに居

るというのならいいのだけれども、不動産業者に行ってその期間がわか

らない、うちに来るのが２カ月ぐらい後になっているような状況です。

ですから、本当の廃屋とはまたちょっと意味が違う、古い、誰ももう何
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十年も住んでいない廃屋なら、それは代執行だとかいろんなことが考え

られるんでしょうけども、所有者が最後はわかるわけでありますので、

所有者にまたそういう話しをさせていただくという状況になろうかな

と。あと、市街地の古い部分については、目視やら今いろいろやってい

ますので、ただ、所有者もわかる部分がほとんどのようでありますから、

危険な箇所については以前からそういうお話しをさせていただいてい

ますが、やる、やらないは本人でございますので、今回みたいに慌てて

そういう部分が出てきたというのもありますし、これからも粘り強く、

もし危ない箇所があれば事前に私どものお話しもさせていただきたい

なというふうに思っています。ですので、美唄だとか岩見沢の廃屋とは

ちょっとうちの内容が違いますので、それは十分把握しながら情報いた

だいて、また対応していきたいなというふうに思っております。 

それから、助成の部分についてはいろいろ検討しなきゃならない部分

がたくさんありますので、ほかの制度の問題もありますので、これだけ

どうするかと、先ほどの同僚議員からもいろいろありましたので、それ

らを含めてどれが優先度が高いのかというのもありますし、内容をちょ

っと精査をしなければ非常に今する、しないという話しにはならない。

できるだけ町民の皆さんに不便をかけないように、できるだけのことは、

町でできるもについてはしてあげたいなと思っていますが、その辺の部

分、十分把握しながらやっていきたいなと思っています。代執行につい

ては、これはなかなか制度上難しい問題がたくさんあります。それから、

我が町の条例制定等々もありますから、この辺はいろんなことの状況対

応、各近隣の市町村も含めて調査しながらどうあるべきかというのは検

討していきたいなと思っています。 

議  長   １０番 志賀浦 学君。 

志賀浦議員   まずは、次に移りますけども、今のうちの町では喫緊に急を要する問

題ではないということを申し上げたはずなんですけれども、代執行に関

しては研究していただければいいのかなと思います。また、空き家に関

しては、パトロールをして、そういう情報をつかんでおいてほしいとい

うことで捉えていただきたいと思います。 

では、次の質問に移ります。執行方針の中の質問に移りますけども、

自治基本条例の検討等についてということで、町政執行方針の中で、町

民協働に支えられる自立したまちづくり、この中の住民自治の実現の中

で、職員出前講座の継続とあります。これまでの実績に対する評価と効

果について町長の見解を伺います。 

また、町民、議会、行政などの相互のまちづくりを進めるためのルー

ルづくりとして自治基本条例の必要性について検討とありますが、どの

ようなスケジュールで取り組むのか伺います。 

併せて、みどりあふれる快適な都市環境づくりの取り組みで、田園風

景を生かした景観条例などの検討も視野に入れているのか見解を伺い

ます。 

議  長   町長。 



 ８８

町  長   自治基本条例の検討等についてのご質問にお答えいたします。 

質問の1点目でございますが、職員出前講座は、これまで平成１９年

度から平成２２年度までの平均で年間約２８回開催し、延べ６２０名ほ

どの参加をいただいております。健康づくりにかかわる講座が大半です

が、この機会を活用し、町からの重要なお知らせや心配事の相談なども

お聞かせいただいており、これにつきましても施策の目的であります町

民参加、協働の推進、情報共有化、町民ニーズの把握などに貢献をして

いるものと考えております。 

ご質問の２点目につきましては、何らかの形で自治基本条例を施行し

ている自治体は、平成２３年１月現在で全国１９８カ所に上っており、

地方分権の進捗とともに増加する傾向にあります。私は、国と地方自治

体、住民、議会、行政の役割と義務を明確にし、町民協働の中で自治体

運営を進めるべきと考えております。それが、自治基本条例という形を

とるのか、行政活動への住民参加を進めるための条例とするのか、将来

ビジョンや理念に力点をおいた条例とするのか、または、それらの必要

性も含めた検討について先進地事例を参考にしながら担当課による研

究を進めて参ります。 

ご質問の３点目の景観条例等の検討についてでございますが、田園風

景を生かした町並みづくりを進めるためには、緑化整備、保全のハード

と環境育成のソフトが備わることが望ましいと考えております。さらに、

地域環境を育むには、身近な生活環境意識の向上や安全な町並みづくり、

南幌町が位置する空知平野での広域景観との関係も大切なことと考え

ています。そのためには、町民や事業者の方々と行政それぞれが一体と

なったかかわりが必要と思われ、町民の方々などの地域環境などへの意

識向上を目的とした活動を先駆け、地域景観との調和を検証し、対応を

順次整理して参りたいと考えております。当面は、道が定めました景観

条例の傘下のもとで、三重湖公園やビューローなど４カ所を地域の良好

な景観資源と位置づけ、近傍地での一定の建築制限を行い、良好な景観

の形成の促進に努めることとしており、町独自の景観条例の制定は考え

ておりませんが、検証や整理の後、できることから手がけ、安心して楽

しく暮らせる快適な生活環境づくりに努めて参りたいと考えておりま

すので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

議  長   １０番 志賀浦 学君。 

志賀浦議員   再質問いたします。まず、最初の地域担当制度と出前講座について、 

(再質問)  担当課から聞かれた時に、出前講座の方を重視しておりますと言ったせ

いなのか、今の答弁の中では職員地域担当制の方は一切触れられておら

れなかったので、ちょっと私の方で見解を申し上げさせていただきます。

地域担当職員制度については、それなりに効果があった地域となかった

地域とがあるのかなというふうに私は認識しているし、また聞いており

ます。その中で、なかなかうまく機能していないというは私の実感です。

私の見解だけ言って終わりますけれども、この後、同僚議員が次に地域

担当制について質問しますので、このことに関してはあまり深く突っ込
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みませんけども、もし町長が何かご答弁があれば伺いたいと思います。

出前講座もそれなりの効果は私は出ていると思います。私も何度か利用

させていただいています。地域で、仲間で、サークルでとか、コミュニ

ケーションをとるためにはいい方向で、みんなで情報を共有するために

もいいものだとは思っています。ただ、進めてこられた中で、もうある

程度利用される方もほかに目を向けてもなかなか自分たち合うものが

ないのかなというふうに実感します。同じものを何度も受けるという状

況にはならないということで。それで、私は今後どうしたらいいのかな

ということで考えたことがあるんですけども、例えば、現状を今、申し

入れられて出て行くだけの出前講座ではなくて、例えば担当課１個２個

３個合わせるような状況で、今回、震災がありましたから防災に対して

よくあるんですけど、例えば防災に対して特化して、今年１年は防災の

ことを特化してやるよとか、また、次の年は、高齢者の楽しく過ごせる

地域づくりに対してやるよとか、そういう目的を持ってやれないものか

なって思っています。例えば、総合防災訓練の中で、やるのも一つです

し、それ以外でも、例えば福祉課と消防と揃った、住民課が当たるのか

どうかわからないのですけども、その防災に対してのそれぞれの役割を

担うところが、まとめて出て行ってどこかで、こちらから出て行って皆

に呼びかけて出前講座をすると。そういう方法はとれないのかなとよく

思っています。それは個人的な小さな行政区の小さい団体にみんなで行

くわけにもいかないでしょうけども、例えば各種団体に申し入れるとか、

そして、行政がどれだけ一つ出前講座の中で深く掘り下げて考えている

よということを、もっと知らしめるべきではないかなと思うので、この

辺もし見解がありましたらお答えください。 

また、自治基本条例のくだりなんですけど、私も前に２１年だったと

思うのですけども質問をしています。なかなか前回の場合は、町長とな

かなかかみ合った質問と答弁にならなかったのかなと記憶しています

けど、また今回、執行方針の中で取り組むやに書かれていましたので嬉

しく思っていました。私もまた前にも言ったように、議会の中でもこれ

に合わせるように議会基本条例であるとか、今、取り組んでいる議会倫

理条例であるとか、なかなか前に進まないんですけども、取り組んでは

います。前回の私の任期中に取り組めればよかったんですけど、なかな

か皆さんの理解と一致しないものが多くて進んでいかないんですけど

も、今特別委員会の中でも、活性化の中で取り組む方向でいます。です

から、もし、基本条例が町で取り組む姿勢があるのであれば両方とも整

合性のとれたものをつくり上げていくのはいいのかなと思います。ただ、

その中で景観条例の話もそうです。景観条例については、それほど今急

ぐという問題ではないんですけど、後で整合性のとれないような条例を

つくってもしょうがないので、できればそういう問題、一気に考える場

所をつくってはいかがかなと思っています。スケジュールは、とい問い

だったんですけども、まだ現課で検討するというか、研究する段階にな

っているぐらいしか言われていなかったので、ちょっと残念かなと思っ
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ているんですけども、もし、町長の頭の中にこの自治基本条例に対する

取り組みを、例えば今年は研究ですよ、来年は具体的に検討に入ります

よ、また委員会をつくりますよ、いつごろを目指してつくり上げますよ

というスケジュールというか計画がありましたらお知らせ願いたいと

思います。 

議  長   町長。 

町  長   志賀浦議員の再質問にお答えいたしますが、最初の通告文には地域担 

(再答弁)  当制は入っておりませんので答弁はしておりません。次の議員にはあり

ましたので、そっちの方に地域担当制の方を、それはご理解いただきた

いと思います。それで地域担当制の問題でありますが、毎年メニューを

増やしながらいろんなことができるように改善をしてきております。今、

５５ぐらいあると思います。それで、あくまでも各地域の町民の方々か

らご要望があった分について出て行くと、これが職員出前講座でありま

すので、別途町が行政として必要なものについては、別な感覚でやらざ

るを得ないなと。これは出前講座とはちょっと違うんじゃないかなと。

例えば、防災で地域ごとに割り切って訓練をやるといったら、これは行

政主導で、こういうふうにやりますから、という話になろうかと思いま

す。ちょっと出前講座とはニュアンスが違うのではないかなと私は感じ

ております。あくまでも地域の住民の方々がいろんなことで、町の部分

について話しを聞いてみたいとか、あるいは情報が欲しいということで

職員がその部分について出前をしていくと。それで身近なお話しをして

いただくというのが基本でありますので、大事な部分については、行政

としてこういうことで行政懇談会なり何なりをしていかなければなら

ないと思っておりますので、ちょっとニュアンスが志賀浦議員と私とは

違うのではないかなと思いますが、いずれにしても、いろんなものを町

民に活用していただいて、少しでも協働のまちづくりを進めていただけ

れば、どちらがやろうが何しようがいいんだと思っていますので、いろ

んな角度をまた研究をしなければならないでしょうけれども、結構、出

前講座はそういう意味では、毎年いろいろプログラムを増やしながら好

評を得ているようですので、そのことは伸ばしていきたいなというふう

に思っております。 

それから、自治基本条例、これは前の時も議員とかみ合わなかったと

いうのは、まちづくりというのはやっぱり条例が先ではないと私は思っ

ています。ちゃんと住民の皆さんができれば、そんな条例、逆につくる

と足かせになる可能性、今つくった議会も含めてですが、つくったとこ

ろですごい足かせになって議会やら、あるいは住民の方もたくさんおり

ます。行政としては楽なんですよ、条例をつくるということは。条例ど

おりやっていますと言えるけれども、私はやっぱりもっとみんなが理解

して、協働のまちづくりをみんなでやろうということであれば、それを

理解した上で条例制定をしていくのが一番望ましいのではないかと。行

政主導で自治基本条例をつくっていくことは、やっぱりいろんな弊害が

出てくるので、やはりその辺は時間をかけながら住民の皆さん方のご理
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解をいただいて、どうしても必要であればこれはやっていかなきゃなら

ないと思っていますが、最近、住民の方も随分いろんなことを言ってい

ただくようになりまして、随分いろんなことが出るようになりましたか

ら、無理して今どうかなっていう部分、私の頭の中にはあります。です

から、ただ、よそでいろいろやっていい事例もありますので、そういう

やっぱり先進地事例も参考にしながら、うちの町としてどうしていくか

ということを考えていきたいものですから、スケジュールは特段、今、

組んでいないというのはそういう意味で、もっと町民の方の発信だとか

理解が出ていただけるような仕組みづくりがどうあるべきかというで、

私自身も含めてもっと研究しなければ、下ろしていく時にはかなり情報

を持って、こういうことがあるんだっていうことで皆さんに伝えていか

なければならないと思っていますので、その情報収集をしばらくさせて

いただこうと、そんなふうに考えております。 

議  長   １０番 志賀浦 学君。 

志賀浦議員   失礼しました。私の方が間違って、最初の書き込んだ通告文を自分で 

(再々質問)  読んでいましたので、こちらで訂正したのをちょっと見落としていまし

た。申し訳ないです。 

まず、今、答弁いただきましたけども、出前講座に関して見解の相違

があるのかなと思うんですけども、例えば、さっき言ったのはちょっと

大括りにし過ぎたのかなと思うんですけども、例えば、健康に関する出

前講座を福祉課にお願いした時に、併せて食に対するものもやってくれ

るということがあれば、食の担当が一緒に出向くということもあります

よね。そういうものの捉え方と一緒で、何か１つの課題を見つけた時に、

それにかかわるものが例えば課をまたいででも一緒に行けるような方

法があればいいのかなと。一つ一つの講座を申し込んでやっていくだけ

ではなく、もっと、例えば予防医療に対する問題であるとか何であると

か、いろんなものがうまく医者側の方と福祉課の方とという方向が考え

られるのではないかと。ただ、マンネリ化して、確かに回数その他を見

て、そんなに悪い物ではないし、いい結果が出ているとは思うんですけ

ども、もうちょっとの殻を破って次のステップを踏んでいくことが必要

ではないかなと私は思うっています。ただ、その点を例えば先ほど防災

にして言ってみましたけども、いろんな考え方があると思いますけども、

例えば、私は参加したこともないんですけど、町でやっている防災ＤＩ

Ｇに関しても消防関係者、また、その中で今度、住宅とか住民の把握を

しなくちゃいけないと、住民課であるとか、それに携わる総務課である

とか、一緒に出て行ってできるわけですよね、１つの問題。それも私は

出前講座だというふうに捉えてもいいんじゃないかなと思うんですよ。

そういう面で少し横につながるような方式を模索していただければな

というふうに思うので、その辺、もし、考え方がありましたらお願いし

ます。私が一方的に言うのではなく、町長もまた町長の考え方があると

思うので。 

また、それと同じで自治基本条例も、まずはつくるだけが先行するの
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では行政主導になって偏ってしまうと。それは、私も前にも言ったとお

りで同じなんです。それは、考え方、町長と同じだと思います。ただ、

つくることがもし向かっているのであれば、そのつくる過程の中で町民

と話し合う会議なり、そういうものができることが一番意義があるのか

なと思っています。その中でいろんな問題点を揉みながら、地域の問題

点を揉みながらやっていく、そういうことをまずやるべきだと思うんで

すよね。最終的に条例ができたころにはみんなが理解できて、それで協

働の参画ができる、また情報の共有ができる、町長が今回謳われている

ようにそういう項目を全部クリアできると思うのです。だから、そうい

う方法のためにどういう方向でいくのかなというのが私の思いだった

ものですから、もし、これから進めていかれるのであれば、そういう多

岐にわたった会議なりを設けていただけるのか、その辺も、今、とりあ

えず調査中ですからそこまではないのかなと思うのですけれども、もし

町長の思いがあったらその辺をお伺いいたしたいと思います。 

議  長   町長。 

町  長   志賀浦議員の再々質問にお答えをします。出前講座については、内容 

(再々答弁)  については、複数の、他のまたがった職員が行っておりますので、今も

当然そういう部分がある分については、いろんな方たちの部署から行っ

ていただいておりますので、それの使い方をやっていただければ何も問

題はないというふうに思っております。それから、自治基本条例、これ

はまだつくるとかそういう問題ではないので、私どもの方でいろいろ調

査、研究をしていかなければ住民の皆さんにお示しをするということは、

その方向に向かうという判断をされますので、それ以前の問題をまずク

リアしていくということで、本当にこれがいいのかどうかというのもの

を検証しながら、うちの町にいいのかどうかというのも自分なりにまた

判断をして、その時間を少し持ちながらやっていきたいなと。そのほか

に住民の皆さんから早くつくれとたくさんの声が出てくれば、これはス

ピードを上げなければなりませんが、私としては、今、そこまでまだ急

ぐ案件ではないかなと。最近の住民の活動なんかを見ていくと、もっと

もっと違う分野にいっているのかなと。むしろ私から見るといい方向に

向かっていますので、あえて条例をつくって縛ることもないのかなとい

うふうに思っておりますので、それらを含めて、でも、いい事例もたく

さんあると聞いていますので、それらを参考にしながら、うちの町にと

ってどうあるべきかを考えていきたいと思っています。 

議  長   １０番 志賀浦 学君。 

志賀浦議員   自治基本条例については、前向きに検討していただきたいなと、でき

れば、いい事例をいっぱい見ていただいてやっていただきたいなと思っ

ています。 

次に、執行方針の中の地域医療について伺います。町政執行方針での

充実した医療環境の確立の中で、町立病院について触れられています。

救急医療と小児科医療を担う中核施設としての役割を果たすとありま

すが、現状の厳しい経営状況が続いている中で、新たな打開策を考えて
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いるのか伺います。 

また、現状の住民のニーズや南幌町の地理的要因を分析した経緯があ

るのか、併せて、一般会計からの繰出し基準内での経営が大変厳しい状

況下であると認識していますが、２回の議会から発議の付帯意見のほか

提言書が出されています。町長は、このことをどう認識して、また検証

していくのか伺います。 

議  長   町長。 

町  長   地域医療についてのご質問にお答えいたします。 

町立病院の経営は、議員ご指摘のとおり厳しい状況にありますが、経

営改善計画に基づく病院改革により緩やかではありますが、改善に向か

っているところであります。新たな打開策を考えているのかにつきまし

ては、３カ年の経営改善計画の最終年度を迎えることから、計画に基づ

いた取り組みを遂行することが第一と考えているところですが、町立病

院のＰＲ不足が指摘されていることから病院パンフレットの全戸配布

や、引き続き地域での健康講座に出向くなど町立病院の情報発信に努め、

地域のかかりつけ医としての役割を果たして参りたいと考えておりま

す。 

住民のニーズや南幌町の地理的要因の分析につきましては、全町民を

対象とした調査、分析は実施しておりませんが、住民自治検討会や各団

体の健康講座などの機会に意見、要望の把握に努め、さらに患者アンケ

ートを実施し、その結果を分析し公表したところであります。地理的要

因の分析については、質問の主旨が明らかではありませんが、国保加入

者のデータを基に町内、町外の受診状況を調査しております。 

議会発議の二度の付帯意見につきましては、議会の意見として真摯に

受け止めているところであります。個々の付帯意見につきましては、現

在の病院の経営状況や収支バランス、費用対効果など総合的に判断し、

また経営形態の見直しにつきましては調査、検討を進めて参りますとと

もに、地方交付税の繰出し基準内での経営に向けて、経営改善を進め健

全経営の確立に努めて参りたいと考えております。 

議  長   １０番 志賀浦 学君。 

志賀浦議員   改善計画が示されて、取り組みに入ってから３年目、最終年になるか 

(再質問)  と思います。昨年に、改善計画の半ばで見直し、と示唆されておりまし

たが、大幅な見直しがされず３年目に入ると、続行するという町長の表

明がありました。その中で本年度予算を見ても、入院、外来ともに改善

計画に沿った見込数字を挙げており、前年度実績を顧みていないような

状況ではないかなと、私は思っています。計画においては、計画数字を

上げなくてはいけないのが実情ですけども、もう少し検証された方がい

いのではないかなと、私は思っています。 

その中で質問いたします。備品購入費のエックス線ＣＴ装置とありま

す。確か２，６００万円と高額ですが、治療単価に反映されるのかと、

先の予算委員会の中で質問をしても、補修費用がかかることなどを挙げ

て明確な答えが返ってきませんでした。私はそういうふうに記憶してい
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るんですけど、このことについて、ＣＴ装置を入れることで町長はどの

ように今の経営現状に反映させるのか、その辺の見解を伺います。 

また、患者さんの安心と信頼を生む上で必要なことで経営改善に効果

をもたらすということを併せて言っていたように聞くんですけども、２，

６００万円という中身がどのように本当に今の経営改善計画の中で反

映されるのか、ちょっと危惧しているとこです。入れることに対しては

反対はしていないんですけども、計画性の問題が今の予算書に反映され

ていないんじゃないかということで、ちょっとしつこくなりましたけど

も１点伺います。 

また、今までの付帯意見、また提言、これは議会から出されています。

二度の付帯意見と一度提言を出しています。このことに、効果が本当に

あったのか。その辺がなかなか実態、付帯意見の中身が実行されていっ

ているのか、いっているところもあるんですけども、なかなかそれが目

に見えてこないという状況にあるので、その辺の取り組みの成果を、も

しあったらお知らせ願いたいと思います。私の目から見ると、地方交付

税内の繰出し基準内、これで予算を執行していくぎりぎりのところの成

果しか見られないのではないかなと。それが本当にプラスマイナスゼロ

であれば、それは問題ないんですけども、なかなかそういうところでは

ないというふうに私は考えています。また、昨年提出された評価書の中

でも、経営形態の検証については引き続き検討するというふうになって

いたように思うんですけども、すみません、国に提出した２１年度まで

でしたっけ、それのやつを昨年確か出しているはずですよね、私は配布

されていないんですけど、前の計画の中の、その中でも経営形態の検証

については引き続き検討すると確か最後のくだりに書いてあったと思

うんですけども、その辺は町長は今も変わらず思っているのか、その辺

ちょっとお伺いしたいと思います。 

議  長   町長。 

町  長   志賀浦議員の再質問にお答えをいたします。病院経営というのは、非 

(再答弁)  常に厳しい分野もたくさんあるわけでありまして、当然改善計画を作っ

て今、全職員にそれをできるようにということで会議等々で話しもさせ

ていただいて、それなりに効果は出てきているところであります。しか

しながら、皆さんもご承知のように計画を作ってから医師が２人変わっ

ているんですよ。その部分については、それを回復するのにようやく少

し見えてきたのかなという部分がございますので、もう１年何とか改善

計画に近づくよう努力していくしか、今のところ私はその作った計画を

いかに遂行するかということに頭を置きながら、全職員ともども頑張っ

ていこうということでございます。それから、ＣＴは昨日もお話しさせ

ていただきましたけども、診療報酬で１人３，０００円ぐらいのアップ

になりますよということで、させていただきました。長期で２，６００

万円の、２，６２０万円ぐらいだったと思いますが、借入れをしながら

長い年月で払っていくということであります。それを購入しないで、今

年壊れた時、単年度で８００万なり９００万出さなきゃならないんです。
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そのことを考えて、それと一番大事なのはやっぱり患者負担をできるだ

け軽減してあげると。やっぱり来やすい病院にしていくというのはそう

いう機器もそろえなければ、なんぼ口で来てくださいと言っても、やっ

ぱり患者者さんの苦痛を少しでも和らげてあげる手法、できるだけ、厳

しい状況でありますけれども作っていかなければならないと、そんな思

いで経営的には非常に厳しい中でそういうか機器を入れ替えるという

のは大変なんですが、耐用年数がきて、以上に使っていますので、業界

の方々の話を聞くともう危ないですと言われて、そうしたら単年度で追

加予算で８００万、９００万となると、当然、一般会計からの繰出しが

出てくるだろうと。そんなことをさせたくないという思いもあって、い

ずれどっちにしても購入しなければなりませんので、今回、厳しい中で

ありますが予算計上させていただいたところでございます。 

それから、経営形態の見直しについては、私なりに全国の調査もさせ

ていただいております。なかなかいい結果もあるんですが、たまにある

んです。国内の事業者、北海道も含めて国内の事業者で、いろんなこと

をやって自治体病院を受けてくれる事業者というのは非常に少ないん

ですよ。ですから、相当慎重にならなければ町立病院の体をなさなくな

ってしまう、そのことが一番心配されるものですから、慎重にいろんな

形態の見直しをしながら、よその事例も参考にして、うちの町にとって

何がいいのかというのは検討していかなければならない。この現状の中

では非常に厳しいというのは、これは私も十分認識しているところであ

ります。ただ、高齢化時代を迎えます。我が町の町民に向かってどうあ

るべきか、医療をそうしたらなしでいいのかと。そんなことにはならな

いと思います。よりよい医療関係をきちんとつくっていかなければだめ

だと。そのために、町立でやっていくのがいいのか、それ以外の方法が

あるのかどうかというのは、当然検討していかなければならないという

ふうに私は思っておりますので、その検討はさせていただきます。 

議  長   １０番 志賀浦 学君。 

志賀浦議員   まず、ＣＴ装置については、入れることについては私は反対というも 

(再々質問)  のではなくて、入れることによって病院がそれなりのものになっていけ

ればいいのかなと思っています。逆に、町長が言われるように修理に何

百万もかけるよりは、よっぽどいいのかなと。ただ、その中で示される

効果というのはなかなか現場の原課でもはっきり言えないと。補修費と

か何とかと言って、確かに明確に出ていなかったように記憶しています

けれども、そういうところがどうなのかなと。私は、これを入れること

によって多少負担は増えるけれども、これで患者さんの安全を守るため

ですとかはっきり言っていただけるのなら、それはそれでいいし、また

逆に、これを導入することによって点数が上がって、ある程度経営改善

になりますとかという、そういう明確なお答えをいただけるならそれは

それで理解するんですけど、なかなか町長の思いと原課の思いとは、ず

れているのかなという、私の認識ですけどそういうふうに思いました。

明確にこれで点数が上がって診療報酬が上がりますとかという方向性
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にはなかった。ただ、それは町長が今言ったように、安くてみんなに利

用できるというのがそれがベストですけれども、今の経営状況を考えた

ら多少の診療報酬は上がっても安心を得られるために新しいＣＴを入

れたよという方向で、レセプトの点数を上げるぐらいの気でいって、機

械の減価償却をしていただくぐらいの気持ちがあっていいのかなと私

は思っています。その辺、現場との意思の疎通がどうなのかなというふ

うに思っています。また、とりあえず今回は入れることに対しては、私

としては、これが町民の安心、安全につながって、また健康管理ができ

るのであれば、これをうまく活用していただければと思っていますので、

このことに対しては答弁はいりませんけども、また、先ほど言った付帯

意見、提言という中のものですけども、これは議会としては、全員総意

で意見を付けさせていただいて、かなり重いものだと思っています。過

去２度の付帯意見、また１度の提言ということで。その中で、なぜ、そ

うしたら四半期の報告の中で、前にお願いしてずっと今、四半期で病院

の報告をいただいております。そういう中で１年くくりの中でもいいか

ら、しっかりと数字以外の改革できたものとかというのはなかなか報告

されたように私は記憶をしていないのですよね。だから、そういうもの

をしっかりやっていただけないのかなと。前回、委員会の中では、私は

お願いして確か出していただけました。これはやっぱり状況的に、これ

を出してくれと言わなかったら出さないような状況ではだめなのかな

とは思うんですけども、ちょっと書類忘れましたけれども、もうちょっ

とやっぱり開示していただいて、費用がかかった分の３年間の対比を出

していただいたんですが、ちょっと持ってきていないんですけども、そ

ういうものをしっかり先に出していただけるような状況でなかったら

ならないのかなと思うんです。ただ４項目を挙げて、議会が出したよと。

それが２回来たよと。また、知らないうちにまた意見が来たよと。それ

が原課にしっかり内容まで伝わっているのかなというは、すごく気にな

るところなんですよね。検証した結果があるのかと言ったら、全部は検

証してないと。どれとどれを取り組んでいるよという感覚の問題。事務

長も何回も変わっているから、その辺はなかなかうまく伝わっていない

のかもしれないのですけど、そういう現場で検証できるような方法を指

導していただくのが首長なのではないかなと思うのですけれども、その

辺について意思の疎通がうまくいってなかったのか、それとも私の聞き

間違いなのか、その辺町長の見解をちょっとお伺いします。 

議  長   町長。 

町  長   志賀浦議員の再々質問にお答えをいたします。先ほどのＣＴの関係は 

(再々答弁)  昨日もお話ししまして、診療報酬がアップになりますよと。１件、約３，

０００円ぐらいになりますという話も、当然それもアップの材料にはな

るんですが、基本的に一番大きいのはやっぱり患者さんの負担をいかに

軽減させて、安心して来て、気持ちよく帰っていただけるような機具は

やっぱり揃えていかなきゃならないというのが基本かなと。その上で、

診療報酬、この新しい機械を入れますので当然上がります。その２つが
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あると、大きな。保守点検は当然どの機械を入れても毎年あるものです

から、そんなに変わらないというふうに認識していただければと。当然、

複雑な機械を入れますから、ある程度、保守点検はしていかなければな

らない、これは今までの機械も同じでありますが、そういう考え方で理

解いただければと思います。 

それから、議会の提言や付帯意見、どう反映させているのかという、

当然、議会から出た部分については事務長を通して病院内でも当然話し

をしていただいておりますので、ある程度の意志の疎通は図っていると

思います。そして、働いている人もそれに向かって真摯にやっていただ

いています。結果的に出ていない部分が、結果論だけ言われると出てな

い部分は、数字で言われると出ていない部分もありますけれども、働い

ている人たちは皆さん、それを目標に向けて日常の活動の中で、仕事の

中で取り組んでいただいているものと思っております。 

議  長   １０番 志賀浦 学君。 

志賀浦議員   今のＣＴの件に関しては、反対するものではないのでいいです。ただ、 

(再々々質問)  認識がどうだったのかなということで、確か予特で聞いた時には、それ

は反映されますというふうにはっきり聞いてなかったものですから、保

守点検では、よりかさむのかなという私の理解でしたので、それが１件

３，０００円程度のもので上がっていくのであれば、それはそれで明確

に現場も意識して言っていただければ。効果の上がらない高い物を入れ

てという話にはならないので、ただ、必要なものは必要であって、必要

なところにお金を使っていただくのは私は結構だと思っていますので、

それで病院が建て直るのであれば、大いに役立てていただいてＰＲして

いただいて、新型のＣＴ装置を入れたよということを現場の方でＰＲし

ていただければと思っています。 

また、議会からの付帯意見とか提言なんですけれども、現場で認識し

ていただくことが一番かなと私は思っているんです。現場の方が例えば

委員会等で聞いても、さわりしか認識していないで中身を理解していな

いというところがあります。例えば、付帯意見なんていうのは１行２行

でしか書いていないものを、中身は町長とは、議会とは議論しているか

ら中身はわかるかるかもしれないですけども、現場ではなかなか中身を

理解していないという状況があります。その中で、ある程度、何と言い

ますか、現場と町長の方でうまくコミュニケーションがとれているのか

なということが危惧されるところです。事務長も変わって、なかなか全

部把握すると言っても気の毒なんですけども、前の話を掘り起こされて

もなかなか答えられないとは思うんですけども、なかなか議会の提言し

ているものと、理解が合わないというところがありました。例えば、こ

れは町長主導するところが多いんですけども、例えば、第三者評価委員

会の早期の設置というのは、町長は違う形で設けられていますから、ま

たそれはそれとして多少かみ合わなくてもやっていただけているのか

なと。ただ、業務委託のさらなる見直しを求めると、これだけ提言して

いるものを、例えば、昨日ですね、予算委員会の中でこちらから提出を
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求めなかったら出てこないということ自体が、一つ認識としてどうなの

かと。議会から提言されているもので、ある程度出せる資料というのは

こちらから言わなくても出せるようにしていただかないと。今朝もらい

ました、確かに。そういう認識の違いがあるのかなと。また、これは提

言の中で、経営安定化を図るための事務長の外部からの採用を求めると

ありましたけれども、これもまたきっと寝耳に水なのかなと思って、こ

れは町長判断によるところなんですけど、ただ、この中で解釈としては、

事務長を補佐するというような言い方にも変えて、確か提言させていた

だいていますから、事務長自体を変えれというわけではなくて、事務長

の仕事を軽減させるということと、院長が経営に携わるのが難しいとい

う結論が出ていますよね。その中で、事務方の者は、ほとんど事務長と

事務長を補佐する者で賄えるようにしていただきたいとのが議会の総

意なんですよね。そういう方向がなかなか現場まで理解されていないと

いうこと。あと、経営形態の検証と抜本的見直しを求めるという、これ

は現場に言ってもしょうがないのですけれども、これは町長の考え方で、

先ほど町長が答弁されたように、前の検証の中でそういう形態の見直し

というのは残してらっしゃるから、やらないという問題ではないという

ふうに私は認識していますけども。 

議  長   志賀浦議員に申し上げます。会議規則の３問、再々質問から４回目に

今、移っています。どの部分が答弁漏れか明確に質問していただければ

移ってもよろしいです。 

志賀浦議員   すみません。４つ目に入っていました。ちょっと熱くなって申し訳あ 

(再々々質問)  りません。私、３問目だと思っていました。申し訳ないです。 

町長、先ほどの提言書の４項目の中身を、町長はまたどのようにやっ

ていただけるのかはっきりと教えていただきたいと思います。 

議  長   町長。 

町  長   答弁漏れかなと思いますので申し訳ないと思っていますが、それぞれ 

(再々々答弁)  議会から提案をいただいた分については、ご提言いただいた部分も含め

て私なりにさせていただいております。当然、皆さんの思いでは、事務

長に代わる役職の部分も、という話もございました。今の事務体制の中

で何が不備なのかということの検証もさせていただきながら、当然、ど

のぐらいの費用がかかるのかという部分でいくと、相当の額を払わない

と精通した人はいただけないという結果でございました。そうすると、

今の時点で私の病院で、南幌町の病院でそこまで今、ないと。それこそ、

先ほど申し上げました３カ年の改善計画、これに基づいてまずやって、

その後については、その部分が余地があれば、また考えていければいい

なと。新年度の方向に向かって事務長を補佐する役職はどうだろうかと。

外部から招聘することもどうだろうかという検討しましたけども、この

点については、うちの金額の想像していることよりはるか高い金額でご

ざいましたので実現はできなかったと。これは職員もわからない、これ

は私なりの判断をさせていただいていますから、当然、部分については

できない。そのほかいろんな部分、議会から出てきたものについてはで



 ９９

きるものから早くやれるようにということで、事務長を通じて全職員に

通知をしながら今、努力をしていただいているところであります。 

議  長   以上で志賀浦 学君の一般質問を終わります。 

 ここで、場内時計で３時５分まで休憩をいたしたいと思います。 

（午後 ２時５２分） 

（午後 ３時０５分） 

議  長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

続いて一般質問を行います。 

２番 佐藤 正一君。 

佐藤(正)議員   職員の地域担当制から地域に飛び出す公務員と名を変え実践行動へ

と題して町長にお伺いいたします。平成７年に地方分権推進法が制定さ

れ、自分たちの町のことは自分たちで知恵を出し、自らの判断と責任で

まちづくりを、と変革期に向けて発信がなられましたが、その後、進展

もなく今日に至っていると私は思っております。 

現在の国政における混迷する政局不安や逼迫する財政事情を見る時

に、この先々を思うと憂慮に堪えない思いです。ますます国に頼るばか

りではなく、自治体自らがしっかりと舵を取り、先を見据えたまちづく

りに取り組む時ではないかと強く思いを感じる次第でございます。 

さて、町長は平成１７年に就任の時から、職員による地域担当制度を

打ち出されました。地域の住民と行政とのパイプ役として職員にその任

を当たらせ、情報の共有化を図り、また、地域の課題解決に一緒に取り

組み、共働での地域づくりを目指しての政策だと思います。この取り組

みには、町民も大いに期待をしていたところです。そこで、これまでの

活動を見て、効果というか地域の動きについてどのような感触を持って

おられるのか、また、町長のねらいどおりの活動になっているのかを伺

います。 

私は、今後、まさに住民自治を進めるに当たって重要な取り組みだと

思います。それは、住民の力を引き出すには、職員の知恵と協力が絶対

に必要になるからであります。ここで、一つの提案でございますが、町

民の理解を得てのことでありますけれども、例えば、月に一度、第４水

曜日の午後を役場閉庁にして、その時間を地域に飛び出す公務員の日と

したらどうでしょうか。その時間は職員も机を離れ地域に出向いて、街

なか散策や住民との対話をしたり、一緒に活動したりと、住民との触れ

合いの時間に当ててはどうかと思います。その中において、町の中のこ

とを知り、宝物ですとか人財を見つけ出すということになるでしょうし、

職員においても住民力を引き出す能力や物事を解決する力も身に付く

ものと思われます。地域づくりは、そこに住む人がいきいきと暮らして

いけるように、そして、どうやる気を引き出すのかが鍵になると思いま

す。そのためにも、行政も自ら行動を起こして、本気度を示さなければ

住民はなかなか動かないと思いますが、この取り組みについても見解を

お伺いいたします。 

議  長   町長。 
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町  長   佐藤議員の地域担当制から地域に飛び出す公務員と名を変え実践行

動へとのご質問にお答えします。 

国では、平成２３年に公布された地域の自主性及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律に基づき、地

域主権改革がスタートしたところです。この地域主権改革とは、地域に

住む住民が、地域のことは地域に住む住民が決め、自らの暮らす地域の

未来に責任を持つという、住民主体の新しい発想を求めていくものであ

り、地方自治体においても、その運営に当たり地域住民の意思がこれま

で以上に反映される仕組みづくりが求められるものであります。 

さて、地域担当職員制度につきましては、平成１９年度から管理職、

平成２０年度以降は基本的に全職員を対象として実施しておりますが、

その目的は個性あふれる地域づくりであり、地域からのニーズに応じて

地域住民と共に考え、サポートするもので、本年度の地域担当職員は９

０人、平成１９年度から２２年度までの平均で年間約３４回の活動実績

となっています。 

ご質問の1点目として、その効果や地域の動きに関わる感触、ねらい

どおりの活動になっているかということにつきましては、制度創設以前

と比較して一定の活動成果はあったと考えますし、今後もこの制度が果

たす役割は大きいものと思っております。しかし、地域によっては求め

られる活動の内容やボリュームにばらつきがあったり、年度や地域によ

っては地域担当職員に声がかからない場合もあることから、町としては

地域担当職員と地域との接点を増やし、制度の趣旨や地域での課題を把

握するため、行政区長や町内会長との懇談を実施しているところです。 

続きまして、ご質問の２点目ですが、議員からの提案につきましては、

地域担当職員が地域に関わりを持ち、地域住民との対話や共働での地域

づくりという趣旨については理解するところですが、私は地域担当職員

だけが地域と触れ合う役割を担うものとは考えておりません。職員が通

常業務の中で、住民からの要望や課題の把握を行うことも当然のことで

あろうと思っているからであります。あえて地域に飛び出す公務員の日

を設定するまでには至らないと判断するところでございます。 

しかしながら、ご提案の趣旨にもありますように、町の宝物や人財を

見出していくこと、職員自らも住民力を引き出すための資質や課題解決

能力をより高めていくことは極めて重要であると思っておりますので、

行政としてこれまで以上に地域と向き合う機会をつくるため、行政区長

や町内会長で組織している住民自治検討会におきまして、地域担当職員

制度のあり方等などについて引き続き協議して参りたいと考えており

ます。 

議  長   ２番 佐藤 正一君。 

佐藤(正)議員   再質問に入らせていただきますが、町長の答弁の中で最後の方に、こ 

(再質問)  の制度については行政区長さんや町内会長さんと組織している住民自

治検討会におきまして、この制度あり方について引き続き検討して参る

ということでありましたが、私は、この制度はもう、実際、町長からの
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答弁にありますように平成１９年度からの活動になったのかもしれま

せんが、町長の執行方針で、最初の就任された時からこの制度を提案さ

れていたわけでありますから、それなりの思いがあってこの事業もやっ

ぱり進めてこられて、今日まで進めてこられていると思うんであります

ので、そのことについてお伺いをいたします。職員による地域担当制は、

住民と行政とのパイプ、つながりというか橋渡し役として活用してほし

いと私は思っておったところであります。ですが、町長の答弁では、こ

の制度が果たす役割は大きいということで、ご理解をしておられるんで

すけども、私は外から見させてもらった時に、先ほど志賀浦議員からも

ありましたけども、職員サイドからは出前講座も含めて住民から要望が

あったら出向いて行くんだと、これは終始一貫そういうお話しや答弁、

以前の質問に対してもそうなっていると思いますが、そういう姿勢だと

思います。一方、住民の方はどうかと。住民の側も、じゃあ、何を聞け

ばいいんだろう。わからないのではないかと思います。何をどういうふ

うにして呼んだらいいんだろうかと。結局今までの行政のあり方が依存

スタイルです。住民も本当に行政に依存している、依頼して、そういう

姿勢でおりますから、全く自分たちから呼ぶということではなくて、住

民も待っているんです。来てくれるのはいい、確かに地域担当制につい

て住民の方も期待をしていたと思いますから、待っていたと思います。

私が見ているには、行政側も待っている。住民側も待っている。これで

は進展していかないのではないかと。本来、町長がやっぱりもっと積極

的進めてとあるならば、そこを、この何年間になりますか、８年間にな

りますか、ずっとこの間このままで、このままとは言いません。進んで

いるところもあります。ありますけれども、そういう状況でもう少し進

展していくべきではないかと思った時に、その辺の視点、私はそういう

ふうに見ますが、その体制についてちょっともう一度疑問を感じますか

ら質問しておきます。 

それから、職員の人方にとっては、この事業をどのように思っておら

れるのかなというふうに思うんです。こういう言い方をしたら失礼かも

しれませんけれども、なかなか職員の方々は住民の中に行くことを好ん

でおられないのかなというふうに見るものですから、どうも消極的な感

じがするんですね。もっともっとフルに出かけてもいいと思うんですけ

ども。ところが、よくよくこれも考えてみますと、組織の中にあると、

組織の中で確かにこの制度を理解して、ああ、地域に出なければならな

いという職員の方もいると思うんです。おられますが、こういう全町的

な組織、地域に出て行くとなると１地域だけが出て行って目立った活動

をしてしまうと組織内の中で、何と言いますか、これはよくあることだ

と思いますが、一方でそれは抑えられるというか、逆に作用して目立つ

んじゃないというようなことになるんじゃないかと思うのですね。私は

そういうふうに感じを受けるわけであります。ですから、そういう点に

おいては、そういう心配もありますから、町長はどのような指示を出し

て、出しているというか、町長は待っているのかもしれませんけれども、
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もっとそういうものについて積極的に働きかけるのなら、もっと自由に

やりなさいということであってもいいのではないかと思うのですけれ

ども、その辺はどういうふうな指示を出されているのか。 

それと、そういう観点から、私は、突飛もないことだと言われるかも

しれませんけども、質問をさせて提案をさせていただきました。あくま

でも私の思いで出したものでありますから、ちょっと違和感もあろうか

と思いますけど、一つの、さっきの言った、特定の地域だけ出たいとい

う職員がいても出られない状況にあるということも含めた時に、じゃあ、

出られるようにしたらいいのではないか、一時、この時間でみんなで一

斉に地域に出たらどうだろうということ、一つの材料ですね。一つの提

案ですね。そういうことでありますし、一方では住民の人方にもこうい

うことをやればちょっと驚きますよね。何かするのかとか、本当にやる

気になるのかという、住民の人たちにとっても刺激になると思うんです。

本当に出てくるようになるなという。そういうねらいから、これは一つ

の自分の日程の作り方ですけども、いろいろあると思いますが、そうい

うことであります。それともう一つは、土日、どうしても地域担当制と

なると土日の事業になると思うのですね、地域において。そういう時に

職員さん方も出てくるには、なかなか足が重たい部分だろうと思います。

そういうことも含めた時に思いきってどうだろうかということが提案

であります。そういうことで、より今の政策を進めるために、こういう

名前を変えて提案したわけですけれども、もう一度その辺を含めた中で

町長はどのように提案を考えておられるかをお聞きしたいと思います。 

それともう１点、併せてお聞きしますが、地域に出て行くに当たって

は何もなしではできないと思うのです、職員の方も。やっぱり町の情報

だけではなくて地域に入るということは、ただ情報を流して、ああ、よ

かったとか事業やって終わった、では地域の人たちも満足しないんです

よね。地域がいかに活性化していくか、そこに住んでいる人たちがいき

いきしていくかということを求めていかないと、その成果は出てこない

と思うのです。ただつながったな、というのではなくて、その地域で何

かやっぱり生きがいづくり、地域づくり、活気のある地域づくりができ

ることによってこの意義が上がってくるのだと思います。そういうこと

をするきっかけとして、職員さん方はやっぱり一生懸命勉強しなければ

ならないと思いますし、勉強されているかもしれませんけれども、より

先進的な町づくりをやっている地域への職員の派遣ですとか研修をさ

せてあげたらいいのではないかと思うのです。やっぱり先進的な町はも

っとたくさんあります。紹介するというほどのことではないですけども、

地域の高齢化社会の中で、やっぱり疲弊している中でどうやってやるか

ということで考えておられるのでしょうけれども、徳島の上勝町ですと

か鹿児島の柳谷ですとか、やっぱり地域が画期的にやっている、実際に

うまくいって、そこの町にはお金も働いたことがお金に返ってきてやり

がいになるということなんですけれどの、そういうふうになっていくよ

うな地域が活気のある、やる気の出てくる場所だと思うので、そういう
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ところにもいろいろとやっぱり情報を得ながら、そして地域に入って具

体的にこういうことだということを示さないと。ただ情報だけ出したか

らどうだということでは変わってこないのではないかと、そう思うもの

ですから、ぜひ職員の方々にももっと研修というか、まちづくりの場所

に派遣をしていただいて地域づくりに貢献していただきたいと思うの

で、それも併せてですがお伺いをいたします。 

議  長   町長。 

町  長   佐藤議員の再質問にお答えをさせていただきます。地域担当制を講じ 

(再答弁)  てから、地域とのいろいろなつながりを持ちだしているのも事実であり

まして、ただ、全部の行政区町内会、１９ある行政区町内会が全部すべ

てうまくいっているかといったらそうじゃなくて、先ほどお話ししたよ

うに、活発なところもあるし、まだそこまでいっていないということも

あります。私は特にこの制度をつくった時に、当時の行政区町内会長さ

んから多く言われた言葉は、行政を押しつけてくるんじゃない。私たち

が要求するから地域担当制で十分、職員だけ配置してくださいという声

が非常に強かったんですよ。今、各地域に５、６人配置して、いやなん

て言う職員はほとんどいないと思います。皆さん、用事あるけれども都

合つけて、ただ、全員が行けない、土日でも業務を持っている職員もお

りますから全員が揃うことはなかなか難しいんですが、喜んで行ってい

ただいております。ただ、最近、そういう課題が非常になくなってきて

いるのか、地域でもなかなか声のかからない地域があります。ここを何

とか、今年２４年、みんながもう少しこの制度を理解していただいて、

新しい町内会長さん区長さんにも趣旨をもう一度お話しをさせていた

だいて、行き渡るようにしていきたいなというふうに私は思っておりま

す。ですから、そういう部分をきちんとできるようにという部分であり

ますし、できている地域は非常に喜んでいただいています。そんなこと

も含めながら、それが各地域の町内の地域につながるように、また持っ

ていきたいなというふうに思っております。 

また、職員の研修については、当然私どもも今まで財政的な問題があ

って派遣できなかったんですが、ようやく少しずつ派遣できるようにな

ったので、少しずつそういう部分の、いい事例等々の研修先があれば私

どももこれから派遣を考えていきたい。あるいは、いろんな人事交流も

できる部分があればしていきたいなというふうには思っておりますの

で、やはり、職員のやる気も含めて町民みんなで一緒になって地域づく

りをしていくという基本がありますので、それが各地域から声が出て、

あるいはつながるようにこれからも取り組んで参りたいなと、そんなふ

うに思っております。 

議  長   ２番 佐藤 正一君。 

佐藤(正)議員   再度質問ということ、大体町長からの話しもお聞きいたしましたが、 

(再々質問)  再度質問というか、この例えば１つ提案しました、職員の人方も理解を

して好んで行っているということでありますけれども、受ける地域によ

ってはまだまだ、どう地域として扱ったらいいとか、どういうふうな活
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動にしたらいいのかということがわからないところもあると思うので

すよね。そういうこともまだまだあると思いますし、見ていてやっぱり

この事業が本来いい事業であるにもかかわらず機能していないなとい

うのが私はそういう感触なんです。せっかくいい事業を取り上げてやっ

ているんですから、もう一歩進めるということで、じゃあ、待っている

よりも飛び出したらどうだと。これは、私が言っている言葉ではなくて、

そういうネットワークが今、全国でできているのでちょっと使わせても

らいましたけれども、やっぱり全国的にそういう方向に行っているので

はないのでしょうか。これから住民自治だという流れが来ているからこ

そ、そういう言葉になってくるのだろうと思いますし、うちの町だとそ

ういう面では地域担当制で早くに取り組んでおられるのですから、何か

地域、全町的にどこの地域も活気あるということには難しいでしょうけ

れども、１つでもいいです。うまくまとまっている所でもいいですから、

やはり何かいい事例という形でやれば周りの地域もそれを見て同調し

てやっていけるだろうと思うので、ぜひ何か今回やるに当たっては思い

きって、よりこれを進める気があるのであれば町長、ひとつ私の提案し

たことも実行してみてはどうでしょうか。きっと住民も変わって、真剣

に向いてくれるのではないかと思いますし、やっぱりそこがないと絶対、

これは住民が動かないことにはせっかくのいい制度も動かないんです

よ。待っていてもだめだし、ひとつ思い切って政策を提案してやってみ

たらどうでしょう。そういうことを町民は期待をしているのではないか

と思うのです。町長には政策については不可もなし、失礼ですけれども、

悪くはありません。粛々とやっておられるのは町民は見ておりますけれ

ども、何が足りないかというとやはり思い切った一つの町民に対する刺

激というか、そういう働きを出すことによってより評価が高まってくる

のだと思いますから、思い切ってこの制度を取り組んでみたらどうかと

思い、もう一度お伺いして終わりたいと思います。 

議  長   町長。 

町  長   佐藤議員の再々質問にお答えをいたします。この地域担当制、私も大 

(再々答弁)  事だと思っていますので、今後も住民自治検討会を通じながらよりよく

していきたいと。特に、去年、三重地区でやっていていただいたＤＩＧ

の関係なんかは非常にこれから大事な部分でありますので、ほかの行政

区からも問い合わせもありますので、それらが広まればもっとよりよい、

いい部分になるのではないかなというふうに思っています。私は、自分

の評価が上がるからこういう制度をやっているのではなくて、住民の皆

さんがよくなるためにやっているのであって、点数稼ぎにやっているわ

けではございません。そういう意味ではご理解いただければと思います

ので、みんながやっぱり協働のまちづくりの意思を持っていただく、協

働のまちづくりとはそういうものだという、押しつけじゃなくて、みん

なが町も考えているし住民も考えている、それを一緒になってやりまし

ょうよと、そういうもので地域に入っていって職員が、逆に言うと私に

なり変わって話も聞いてくるわけでありますから、そして、また逆に、
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町の話もしていくわけでありますので、やはり職員の資質も大分上がっ

てきていると思います。私はそういう思いもしておりますのでそれらも

大事に、当然、佐藤議員から言われたように、町にまだ眠っているもの

もたくさんあるんだと思います。そういう発掘も含めて、この地域担当

制を生かしながら進めて参りたいなと、そんなふうに思っています。 

議  長   ２番 佐藤 正一君。 

佐藤(正)議員   ２問目に入らせていただきます。町民の健康意識を高める努力をとい

うことで町長にお伺いいたします。長野県は日本一の長寿県として注目

されておりますが、それには住民の健康意識が高いといわれております。

健診の受診率が約８０％と高いことがそれを裏づけているのかと思い

ます。健康とはどういう状態のことかと問われましたら、病気にならな

い状態のことを言うのではなく、何か生きがいを持って元気に動くこと

ができ、食事をおいしくいただける状態の時を言うのだと思います。年

をとると自然と体力も落ちて、いずれ病気を患っていくものと思います

が、それでも気持ちをしっかりと持って、生きがいを感じて仕事をして

いる人もおられます。これも健康な人ではないでしょうか。自分の病気

や健康に関心を持つことが大事なことで、体が悪くなったら病院で治し

てもらうからいいという他人任せではよくないと思います。 

そこで、大事な健診は自動車でいう車検のようなものだと言われます。

健診を受けないということは、悪い箇所があっても保健指導を受けず放

っておくことになります。そのままでは、この先どのような道をたどる

ことになるか容易に想像することができるのではないかと思います。そ

ればかりではなく、そのような人が増えることによって医療費がかさみ、

また、国保税の負担も増えることにつながっていくのだろうと思います。

重い病気になるほど町民の税金のお世話になっているという認識も町

民の人にもしっかりわかってもらう必要があるのではないかと思いま

す。 

町においても、これまでいろいろと健康づくり事業に取り組まれ、町

民の予防医療に力を注いでこられていることは十分承知していますが、

一方、町民の方といえばいまいち関心が低いように思われます。そこで、

お伺いいたしますが、国保加入者の健診率の動向について、まずお尋ね

をいたします。そして、その状況をどのように捉えられているのか。ま

た、今後、町民の健康意識を高めるために何をすればよいと考えておら

れるのか。例えばですが、国保健診率の目標設定を掲げて、町民意識の

高揚を図り、みんなで努力することも一つの手段ではないかと思います

が、お考えをお伺いいたします。 

議  長   町長。 

町  長   町民の健康意識を高める努力をのご質問にお答えいたします。 

国民健康保険の事業として平成２０年度から行っております特定健

康診査は、受診率目標を４０％に設定し実施しており、過去３年間の受

診率状況を申し上げますと、平成２０年度が３５．８３％、平成２１年

度が３５．８５の％、平成２２年度が３４．０４％で、今年度につきま
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しては、２月末現在で３２．４１％でございます。ちなみに平成２０年

度の全国の状況を見ますと、平均が３０．８％で、一番高い宮城県で４

７．６％、ご指摘の長野県は全国第６位で３８．５％となっており、本

町は全国平均を上回っておりますが、保険者としてはまだまだ上げる必

要があると考えているところであります。受診率向上のために町では、

これまでも未受診者対策といたしまして、広報誌による関連記事の掲載、

はがきによる受診勧奨通知の発送、電話での受診勧奨、個別訪問などを

行っており、さらに、過去３年間で徐々に健診率が落ちてきている５地

区を重点地区に定め、個別訪問強化を行っているところでございます。

今年度につきましては、７区、８区、１１区、１４区、１５区を重点地

区として、未受診者合計２５９名のお宅を訪問し、健診の必要性や病院

受診状況の聞き取り、個別訪問勧奨も実施いたしたところでございます。

未受診者宅を訪問し面談したことによりよく耳にするのが、病院で同じ

ような検査をしているのに改めて検査が必要か、何度も声をかけられる

のが迷惑だ、自分の意思で受けないなど、様々な意見を聞かせていただ

いているところですが、先に述べました未受診者勧奨を実施することに

より、今年度においては重点地区、５地区のうち４地区において受診率

向上が見受けられているところでございます。 

このようなことから、議員ご指摘の受診率目標の啓蒙を行い、被保険

者の受診意識の高揚を図るとともに、未受診者対策につきましても、よ

り一層の努力を傾注し、一人でも多くの方に健診を受けていただけるよ

う健診の重要性や病気の早期発見、早期治療の大切さを広報誌などを活

用し啓発するとともに、各種健診の受診勧奨を粘り強く進め、町民皆様

が健康で明るい毎日が送れますよう努力して参りたいと考えておりま

す。 

議  長   ２番 佐藤 正一君。 

佐藤(正)議員   再質問に入ります前に、私は検診率のところで長野県の受診率につい 

(再質問)  ては、約８０％ということを申し上げましたが、私は、ある講演会で医

師の発言に基づいて８０％と、それを今回質問いたしましたが、町の方

は先ほどおっしゃられたように、平成２０年度においては、長野県は全

国６位だということでありましたので、そこのところだけちょっと確認

をさせて、私どもの方については正確な数字は把握しておりませんので、

それだけは申し添えておきます。 

それでは、質問に入らせていただきますが、先ほど、南幌町の受診率

の数字をお知らせいただきましたけれども、３５％前後でしょうか。目

標値は４０％と掲げてあると言われましたけれども、私もこれは気づか

なかったわけでありますが、全国平均値よりは少し高いんだということ

でご説明がありましたけれども、町長の答弁どおりまだまだこれで満足

することではないと思いますし、やっぱりこの上がっていかない状況を

ずっと見ていて、それも私も承知していましたから、なんらそう大きな

これと言った策は施してこられないなと思っていたものですから、今回

質問させていただきますが、このことについては行政側でも十分承知し



 １０７

ておった数字だと思います。福祉課、住民課、どちらになるかわかりま

せんけれども、このことについて、より何回も協議を職員間でされてお

ったのかどうかですね。その間、していたとしたら、やはり何か一つア

イディアというのでしょうか、アイディアというかわかりませんけれど

も、この意識アップのために施してくるのではないかと思いますが、そ

れが今まで見られないわけですけれども、そういう協議がなされていい

るかどうかをお聞きいたします。 

それから、ご説明というか答弁の中にもありましたけれども、一生懸

命こちらの方で呼び掛けても、住民側は同じような検査を改めて受ける

検査が必要なのかだとか、十分、何度も声を掛けられているのに迷惑だ

とかという、こういう声も一部にはあるんでしょう、結構あるんでしょ

うけれども、そういうことで一生懸命行政側が言っても住民は応えない

んだ、笛吹けど踊らずということでしょうけれども、これも南幌町の特

性というのでしょうか、地の利がいいというかそう面もありまして病院

も周りにあるからすぐ病院に行くという、そういう依存度が高いのは確

かなことだと思います。そんな状況の中でありますから、検診率を上げ

るというのは、町民の意識を変えるというのは大変かと思いますが、先

ほどちょっと私も質問で言いましたけれども、やはり病気になる、病院

に行くということは、自分の体なんですから自分の体をどう維持してい

くか、生まれてきてから死ぬまでの間、せっかくこの世の中にいるとい

うその間の、何と言うのでしょうか、命のある間生かされているという

状況をしっかり伝えていかなければならないと思うのです。悪くなった

ら病院へ行け、その前に健診を受けれだけではなくて、やはりそのこと

によって、病院にかかることによってどんだけ皆さんに国民に負担もか

けているんだという、国保料金は、保険制度は皆保険だと、日本全国皆

保険だと、それはいいんですけれども、その部分、住民にそれぞれが、

みんなが迷惑をかけるというというかお世話になっているというか、そ

ういうことだということを認識しないと。ただ病院に行けば保険で治し

てもらえるんだと。３割負担だ、１割負担だと。そういう認識をやっぱ

り破っていかなかったら、これは根本は変わっていかないんだろうと思

います。そんなことをこの場で言うべきことではないかもしれませんけ

れども、そういう認識にやっぱり立って、予防医療に進んでいかなけれ

ばならないのではないかと思いますが、そういうことも必要ではないか

と思うのです。それぞれ個別に行かれて、そういう話もされているんだ

と思います。地域に出られて、保健師の皆さんが。そういうことで予防

に個人的にも働きかけて、丁寧な説明をしながら健診を呼び掛けている

んだと思いますが、今回は重点地区も決められておりますが、そういう

ことをやっぱりしっかりやっていって、しっかりというか丁寧な説明を

して誘導するということで人の心を引きつけなければなかなかならな

いんだろうと思いますし、それともう一方、もう一つは、これからのや

っぱり、今、国保ですと４０歳から７４歳までですか、を対象にして健

診なんかを進めておりますけれども、私は以前から言いますように、も
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うこれから若年層の人たちの予防をして、そしてなるべくこれから少な

く、その人たちが健康で医療費をかけないようになってほしいと思うの

ですから、そこのとこに健診の助成をということで言っておりまして、

助成、若干昨年度あたりからつくようになってきました。ですが、まだ

まだ成人になる２０歳以上から私はもっともっと呼び掛けて、若年層に

人たちがやっぱりそういう病気になっていかないようにしていかなか

ったら医療費は止まっていかないだろうと思うのです。これから増える

ことになるんですから。高齢者の方々には、それなりのみんなそれぞれ

理解をして来られる方は来ていると思います。そこへの呼び掛けと言う

んですか、ただ健診助成をすればいいだけれどもありませんけれども、

そういう働きかけももっともっとすべきだと思います。そして、その根

本は幼児期からなんですけれども、幼児期についても南幌町ではいろん

な手当というか健診事業をやっておられますからあれですけれども、よ

り徹底して母親にも聞かせてもらって、そういう習慣づけというかそう

いうことをさせていくことだと思います。小学校もしかりです。やはり

しっかりとした命の教育というものをしていかないと、言っているんで

すけれども、やっぱりそのことを本当に保険制度についても、みんなに

こういうことだということを説明して理解をさせていかないとやはり

入って、大人になった時にはそれはもうなんぼ言ってもわからないこと

になってしまうので、手遅れにならないような措置が大切ではないかと

思うのです。そういうことをされているかもしれませんけれども、再度

そういうことを徹底してやっていただきたいと思いますが、それもお伺

いします。 

それと、一緒に質問させていただいますけれども、ほかの町の、これ

もまた事例であります。私が議会で平成２２年ですか、政務調査で佐呂

間町に視察に行かせていただきました、議会として。その時に、健康づ

くりマイレージ事業というのを見せていただきまして、佐呂間町におい

ては、サロマゲンキマイレージということでポイント制度ですね、ポイ

ント制度でもってやっているということで私たちも見せていただきま

したけれども、こういうことがいいかどうかわかりませんけれども、一

つの誘導策ですよね。きっかけ作りと言うんですか。一つにはそのこと

によって、よりみんなが健診に関心を持ちながら行く事業で、私も聞い

ている時には、そのわりにピンときていなかったんですけれども、いよ

いよ考えてみる時に、やはり住民の人たちには何かこういうきっかけと

いうものが必要ではないかと思っておりますので、これも国保会計の中

で運営するのではなくて、こういう事業については政策として町の方か

ら何かポイントに対する金額換算するなど大きな額ではありませんか

ら、それを用意するとかですね、やったらいいのではないかと一つこれ

も提案を申し上げますし、もう一つ、これは提案というよりもちょっと

私もあれですけれども、長野県がなぜ長寿でみんなが元気でいるのかと

いうことで、これはネットで調べてみたところ、高齢者になってもいき

いきとして元気で働いておられるんですね。ピンピンコロリという一つ
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の合言葉でもないでしょうけども、それぐらい元気にお年寄りの人たち

が生きがいを持って生きておられると。そこだと思うのですね。やっぱ

り生きがいなんですよね。さっきの質問でもありましたように、やっぱ

りお年寄りの方々もいつまでも生きがいかやりがいがあることがあれ

ば、元気でいるんですね。お年寄りで健康な人っていません、必ずどこ

か悪いと思うのです。それにもかかわらず何か生きがいを持っていれば、

ていいっぱいそこで楽しくやって、生涯在宅でおってピンピンコロリで

すか、そういう誰しも望むことで、そういうことだと思うのです。そう

いうふうな仕掛けをしていくことだと思うのです。そういう仕掛けとい

うか、そういうふうに地域づくりというふうに進めていくのではないか

と思うのです。長野県は食生活改善委員会などを設けて減塩運動ですね、

塩をもう減らそうということで町ぐるみで取り組んでいるですとか、米

飯の勧めですね、大豆、野菜中心の食生活だとか、これをやっぱりだん

だん徹底してきているんだと思います。いきなり言ってもだめかもしれ

ませんけれども、そういう食べ物、栄養バランス、適度な運動、そして

やっぱり生きがいだと思うのです。そういうものを含ませることによっ

てみんなが元気で健康で過ごせる地域というか町になっていくのでは

ないかと思うのです。そうしてやっぱり医療費を減らす、そのことを目

指していかなかったら、何か目的を持っていかなかったら、ただ健診に

おいで、広報では必ず入っていますし、私も事前に聞きますけれども、

やっぱりこうだからこうだということが入っていかないとなかなか住

民の人たちで見えないんだと思います。１回行ったからいいわというこ

とになると思うのですよね。そこのところをひとつ汲んで、いろいろ手

当すべきだと思うのです。それで、南幌町は４０％の受診率を掲げてお

ったということでありましたけれども、それを明確にしてもし４０、私

はもっとハードルは高い方がいいとは思うのですけれども、それに向か

ってやる、やる姿勢としてはその方がやりがいがあると思うのですけれ

ども、そういうふうな設定をはっきりさせて町民と一緒にやっていくと

いう、これも言うばかりではなくて、そういうことで徹底して指示を出

されてやられたらいいと思いますが、どうでしょうか。お尋ねいたしま

す。 

議  長   町長。 

町  長   いろいろあったので落ちたらまたお伝えください。私の把握している 

(再答弁)  部分、落ちていましたら教えていただきたいと思います。 

まず、うちは何もやっていないのではないかというご指摘をいただい

たのですが、未受診者宅の５地区を設定して個別訪問している、そうい

う事業も新たに展開しながら受診率向上に努めて、ただ、ただ行けばい

いというものではない、先ほどあったようにいろんなご意見があります

ので、その辺を上手に粘り強くこれは行くしかない、特にお年寄りにな

んかに、思い込んだらなかなかそれを施すのに時間がかかりますので、

それらをゆっくり粘り強く話ししながら、こういう重点地区を設けなが

ら受診率向上を図っていくんだということでございます。それは、うち
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の住民課とあいくると連携をとっているからできるのであって、きちん

とそれは毎年連携をとりながら進めさせていただいているのが実情で

あります。 

それから、国保の加入者の若年層の関係でいきますと、３５歳から３

９歳は、これは別に対象としてやっておりますので、ある程度はできて

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。それから、受

診率の目標、これはもう議会の皆さんに当時お話しした時、国の目標６

５％でやるかいということで言ったら、みんなそれは高いですねと、ど

うやってクリアするのということで４０％に、５年前になりますが議会

の皆さんともお話しさせていただいて４０に下げさせていただいてや

ってきたところでございますので、これを早く国が言っている６５％の

目標に持っていけるように、今後、粘り強く地域を回りながらやってい

かざるを得ないなと。これが、いろんなところに波及効果として出てき

ますので、事業として少しでも受診率のアップにつながるように取り組

んでいきたいなと思っております。 

それから、マイレージほか各地でいろんな取り組みがなされておりま

す。当然、マイレージの関係は職員も行ったりしていろいろ調査をして

おりますけれども、そうしたらうちの町に見合うものはどうだという話

しをしながら、いろいろやって検討した結果、まだそこは導入しなくて

もそれ以上のことをやっているという部分がございますので、それを重

点として、やはり個別に回っていくのが、やっぱり接して受診率を増や

すというのがやっぱり大事なのかなと。お互い向き合って話しながら電

話、あるいは、はがきが行ってもなかなかそれは一方通行でございます。

できるだけ接しながら回数を含めて粘り強くやって受診率向上に努め

ていきたいなと、そんなふうに思っております。 

議  長   ２番 佐藤 正一君。 

佐藤(正)議員   再度質問させていただきますが、答弁漏れというわけではありません 

(再々質問)  けども、若年層については、私は３５歳からやっておられるのは承知し

ておりますが、もっと若い層に入って、国保に関係者に限らず町民に健

診を受けることに働きかけるし、やはりそういう助成に向かっていいの

ではないかと思うのです。私は、今、病院会計のことでも先ほど志賀浦

議員からもありました、議会においても予算委員会でも真剣に病院のあ

り方で、町立病院のことで議論しております。私もいろいろ考えてみま

すけれども、病院のことをどうするかとなると、そこにどうお金をつぎ

込むかの話だけなんです。金があればいい話で。そこでどうしようかと

いうことで言っていますけれども、私は、その前にやるべきことは、や

はり医療費を下げるという努力、町民のやっぱり健康意識が高まって、

そういう意識、自ずとみんなが心がけているようになっていく、そして

医療費が下がっていくということは、働きかければ病院にかかるのでは

なくて、そういう状況の町になってくれば町立病院のあり方というのは

どうあるべきかということが、今度、別な視点から考えられるのではな

いかと思うのです。今の状況でいいのかと。みんなが健康になってくれ
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ばそれも必要ないのではないかと。もっとそれより在宅ケアしてもらえ

ればいいのではないのかというふうになってくれれば、あり方というの

も変わってくるんだろうと思います。ですから、今回、いろいろ考えた

時に病院のことばかり言っていて、どうもお金があるのかないのか、そ

ればっかりの議論であります。やっぱり根本である住んでいる住民が何

を望んでいるのか、病院に行くことを望んでいるわけではないのですね。

病院へ行って、町立病院の経営を安定させてほしいというのは、患者を

作れということですから、そうではなくて一方ではやっぱり健康である

ことが本来であります。であれば、うちの政策としても病院にお金をつ

ぎ込むよりも、保険制度というか健診でも思い切ってお金を使ってもい

いのではないのでしょうか。そういうことも含めて若年層からでも健診

に働きかけて、お金出すからいいということではなくて、そういう政策、

さっきのマイレージでもいいですけれどもいろんな手立てを考えて、そ

れに注ぐべきだと思うのです。その方が価値があるじゃないですか。そ

の方が生きた金になっていくんじゃないですか。町民に返っていくんで

すから。そういうふうなことを。国保税を納めたくないですよ。本来な

ら健康な人は納めたくない、逆なはずです。でも、今はそうじゃなくて

保険制度で皆さん方で相互扶助ですから、それは今そうやっていますけ

れども、本来の主旨が違うんだと思うんです。これは今言っても全国的

に始まりませんけれども、もとの姿はやっぱり優良家庭、健康家庭に対

して表彰もあったりして、そういうことをたたえたものでしたけれども、

今は生活習慣が変わってきていますからそんなこと言っても足りませ

んけれども、やはりそういう姿に戻していかなかったら、町が再生して

いくという形、これからは高度成長の時代でもなくなりましたから、地

域再生と言うのでしょうか、やはりみんな住んでいる住民が元気になり、

いきいきとしていくという方向で持っていく、これがまちづくりではな

いかと思うのです。それで、先ほども地域担当制のことも話ししました

けれども、そういう観点からもそういう啓蒙も図りながら住民と接して

いく。今、言っていますように５地区については重点地区として入って

行くということだから、いいことだと思います。これも一つの取り組み

でやっていることですが、やはりこういうことも見える形でやっていた

だきたいと思うのですが、質問としては健診にそれに力を注ぐ政策にお

金をつぎ込んでいくということ方がいいのではないかと思いますけど

も、町長のお考えを伺いたいと思います。 

議  長   町長。 

町  長   佐藤議員の再々質問にお答えをいたします。若年層の手当という部分 

(再々答弁)  で非常にお話をいただきまして、当然３５歳から３９歳までの人につい

ては、やっているわけでありますが、特に、国保の加入率は全町平均で

いきますと２７％ぐらいです。それ以外の方は社会保険等々をやって、

それぞれの事業主の所で、役場職員もそうですが、そこで健診をされて

いると思っております。それぞれの保険者がやることになっております

から、うちは国保の加入者の若年層といいますと、そんなにいないわけ
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でありますから、全部が数を把握しているわけではありませんが、そん

なに多いわけではないですけども３５歳から３９歳で、そういう取り組

みをさせていただいているということでございます。当然、医療費を下

げるということはいろんなことに波及効果がございますので、健診を何

とか受けていただいて、重病化しない、早期発見、そして自分の健康を

自分で守る、それがまた地域を守ることであり地域主権ということがど

んどん強まって参っているところでありますから、当然、そういう部分

を含めて、自分のことをやっぱり自分で守ると。そのためには、先ほど

も申し上げたように、持っている職員の活動の中で重点地区を定めなが

ら１人でも多く受診していただけるように粘り強く活動をしていきた

いなというふうに思っておりますので、議員各位も、そういう意味で各

地域のそういう国保の方々には、ぜひ受診するよう、ぜひご協力いただ

ければありがたいなと、そんなふうに思っています。 

議  長   以上で佐藤 正一君の一般質問を終わります。 

 次に９番 近藤 長一郎君。 

近藤議員   前段の方で、同僚議員が私の同じように道央圏連絡道路で、同僚議員

お二人が質問されております。ということで、なるべくかぶらないよう

な中で質問を申し上げたいと思います。 

それでは、質問いたします。緑豊かな道央圏連絡道路の国へ提案は。

道央低地帯に位置する南幌町は、美しい田園風景と耕地防風林の豊かな

自然に恵まれ、新旧の夕張川、千歳川、三重湖、遊水地、北海幹線用水

路等の多様な水環境を有しています。その背景には、基幹産業である農

業や定住のための安全安心な環境づくりに取り組んだ先人の方々の努

力の歴史があります。この環境の中で、千歳市を起点としまして、石狩

市を経由し小樽市に至る道央圏連絡道路は、総延長８０㎞、このうち長

沼・南幌区間は１４．６㎞、その目的は人の流れ、人流・物流を担い、

地域の活性化が大きく見込まれています。１日も早い完成を期待すると

ころでもあります。同時に、国内外を含め今日の環境は、私たち人類の

生存の土台を揺るがす深刻な問題であり、さらに自然環境の破壊は、私

たちの生活と密接に関わっていると言えます。 

そこで、南幌町の農村風景を活かした緑豊かな２１世紀の道づくり、

道路づくりですね、次世代に引き継ぐ新しい道として、例えば、１４線

防風林のような、防風林の中を道央圏連絡道路が通るような植栽帯など

町民を含めて、国へ提案していくべきと思いますが町長のお考えをお聞

きします。 

議  長   町長。 

町  長   近藤議員の緑豊かな道央圏連絡道路の提案はのご質問にお答えいた

します。 

現在、中樹林道路につきましては、用地確定測量を実施中であり、植

栽についての要望は行って参りましたが、南６線から南１０線までは用

地の関係上、植栽箇所はありませんが、南１０線から南１５線までの片

側は防雪林として植栽用地を確保されることになっております。 
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また、長沼・南幌区間におきましても植栽用地確保の要望は行って参

ります。 

議員のお気持ちは充分ご理解できますけれども、国の事業で５市３町

を連絡する道路であり、道路構造上、形態上、ご提案いだいきましたが

大変難しいところもございますので、ご理解をいただきますようお願い

申し上げます。 

議  長   ９番 近藤 長一郎君。 

近藤議員   今、お答えをいただきましたが、私は、そのお答えを聞いていますと、 

(再質問)  どうも、この南幌町という、いわゆる環境を生かす道路ではなく、国の

主導のような道づくり答え方であったのではないのかなと、このように

感じます。そのようなことから、今のお答えを聞いていまして、私とし

ては納得できないところがあります。それは、やはりうちの町は農業な

くして将来の町の姿はない、農業が根幹であることは私が言うまでもあ

りません。そのような中で、この道央圏連絡道路は、一般国道３３７号

として来ているわけであります。すばらしい農業景観のフラットな景観

の中で、その景観の真っただ中を二分化して通るわけであります。来る

ことに対しては、私は賛成と申し上げております。しかしながら、私は

南幌の将来を考えていく時に、やはり農業景観ということがしっかりと

した形で守られないと、次世代にもしっかり継がれていかれない。例え

ばの例で申し上げますと、私は、この農業の景観がしっかり守られてい

かなければ南幌町からとれるお米が安心安全にも、極端な言い方ですけ

れども、安心安全にもつながっていかないようにさえ思うのであります。

そのことは言うまでもなく、今、多くの所で言われていますように、東

日本の震災の後を考えていきますと、やはり安心安全なお米がいかに必

要かということが報道環境を通しても伝わってくるように思います。私

は、このことから、この景観をしっかり守ることが南幌の、南幌町とし

ての最大のブランド米につながっていくんじゃないかとさえ極端にそ

のような考えを持ちます。ですから、私は、この道路が、何度も申し上

げますが反対じゃないけども、南幌の地域性こそが南幌の財産であり個

性であります。宝物であります。この南幌の地域性から来るこの個性を、

この豊かな景観を、道央圏連絡道路の中に活かしていかれないかという

ことで、端的に防風林の中に通るような、と申し上げたわけであります。

これは防雪柵という考えは私の中にはあまり考えがなくて、私は、やは

りその道路からくる騒音、あるいは排気ガスの問題等も植林帯を設ける

ことによって、何らかの形として農業地に大きな影響を及ぼさないので

はないかと、このように思うわけであります。その背景には、町長が今

日、一般質問の中で南幌町の面積、これは農業用地だと思いますが５，

５００ヘクタールと言っておりましたが、まさに田んぼとして５，５０

０ヘクタール近い中にあるわけであります。これは、畑を含めますと確

かに町の農業用のお米、あるいは畑からしますと、それは、やはり７，

０００ヘクタールかに及んでいくんじゃないかと。その中で、わずかな

面積として２６ヘクタール近くだと思いますが、うちの町で防風林のよ
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うな、そういう森林帯があるわけであります。極めて少ないですね。で

すから、私は町長にお伺いしたいのは、国主導かのように思えるんじゃ

なくして、南幌町の個性を、財産を地域を生かした、特に法面、あるい

は法面以外に十分な植栽帯を今後、国あるいは関係機関に向かってしっ

かりとお願いしたいものだということで、私はこの中で、町長のお答え

の中にもう一点あるのが、長沼・南幌区間におきましても植栽用地の確

保の要望を行っていますとありますが、この要望の仕方ですけども、町

長、この件をお聞きしたいんですけども、それは口頭でしょうか、ある

いは文書でしょうか、あるいは、その辺どのような要望の仕方を今後さ

れていかれましょうか。あるいは、５市３町の中での全体的な要望にな

りましょうか。この件を私はお聞きしたいと思います。 

議  長   町長。 

町  長   近藤議員の再質問にお答えをいたします。この道路、町が造るのでは 

(再答弁)  なくて、あくまで国が造っていただく道路であります。そして、そこを

通るのが我が町でございます。ですから、要望等々は町として取り組ん

できたところでございます。以前にも議員にお話ししたとおり植栽も必

要だから要望しているということで工事着工が遅れたのは、その要望も

入れていただいていることから遅れているのも一つとしてあります。た

だ、南６線から１０線までは、これは用地の関係でできないと。それ以

降については要望がある程度聞いていただいているから、そういう用地

を確保していくというお話をいただいているところでございます。長

沼・南幌道路につきましては、これからであります。今、それの、ここ

をつくるための調査をしているわけでありますから、その中にこれから

また要望をさせていただきますけれども、これは相手がありますので、

どういう要望が相手と相談しながら、前段の中樹林道路については口頭

で要望しただけで、そうやって配慮をいただいているということでござ

いますので、これは相手との話し合いの中で、どういう要望がいいのか

は、これはまた別の角度で考えていきたいと思いますが、私としては近

藤議員と同じように、うちの町、８，１００ヘクタールしかないんです

よ。そのうちの５，５００が農地なんですよ。そのうちの５，２００が

水田地目なんです。大事な農地を守るためにはやっぱり環境をちゃんと

していかなければ、道路が通ることによって環境が悪くなって物が売れ

なくなると。風評被害が出てからじゃ困るので、私はそういう思いで植

栽帯を設けていただきたいと。表現は防雪林となっていますけれども、

どういう形ができるかは、まだその形は私は見ていませんからわかりま

せんけれども、そういう部分は配慮していただけるというようなことの

話はきていますので、その形がまだ見えていないから皆さんにお知らせ

はできませんけれども、国としてもやはり環境の問題は十分考えていた

だいているので、そこはまだこれから隣の町とも一緒になって要望活動

は行って参りたいと思っておりますので、とりあえず国には、我が町の

状況をお話しさせていただいて、そういう配慮を願っているということ

を近藤議員にはお伝えしたいと思います。これからもそういう部分を私
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は訴えていきたいと思ってますので、そのために１年か２年遅れたんだ

と思いますけども、将来の町にとって私は必要だから、遅れてでもいい

から設計見直しをしていただきたいということで、今、現状があるとい

うことでご理解いただければと思います。 

議  長   ９番 近藤 長一郎君。 

近藤議員   再々質問をいたします。今、町長からお聞きしましたが大変安心した 

(再々質問)  ところもあるわけですけども、うちの町の、これは多分こういう背景か

らも来ているのかなと思いますが、うちの町の町長の町政執行方針の中

にも、田園景観を主体として水と緑に親しむことのできるまちづくりを

目指すというこの文言と、それから、ありがたいことに、これらを背景

に、やっぱり国主導の中にも予算特別委員会の中でも、農水予算の中で

も、環境保全型の農業の支援対策事業もしておりますね。この中で、こ

の対策事業の中に地球温暖化の防止や生物多様性保全に積極的に貢献

していくために、環境保全に効果の高い営農活動の普及を今後推進して

いくと、大変ありがたい方向であります。これらは今、町長の中に十分、

町長も念頭に置いた中での今の私に対する植栽帯の答弁だと思います

が、再度、私はあえて申し上げますとやはりこのことは、しつこいよう

ですけども、私からしますと道央圏連絡道路は一つ間違えば、その辺を

間違えば将来に大きな価値観を落とすような気がするから、前段の方で

私たちの環境、これ、道央圏、札幌圏の中にあっても南幌町ぐらい違和

感のない町はないとよくいろんな方から言われます。そのことが、この

道央圏連絡道路がきますと、一つの捉え方を間違えますと、大変違和感

のあるものとしても将来残るように私は感じます。ということで、ぜひ

力強い町長の指導の中で南幌らしい道路づくりを国に提言していただ

きたいものだと、このように私は思います。 

最後にこの１点を。私は、やはり夢のある、今後、２１世紀に向かい

まして、南幌町は夢のあるまちづくり、あるいは夢のある農業づくりで

ありたいと、こう強く願っているわけであります。その中で、今回の道

央圏連絡道路がきたことは、そういう点では、もう一度、南幌町全体の

中で、もう一度、夢のある将来の農業づくりはどういうことであるかと

いうことを再度確認する上では大変いい機会だと私は感じております。

そのようなことで町長に最後に、町長としてのまちづくりとしての、農

業のまちづくりとしての夢のある考え方が、もし力強いものがあればお

聞かせ願いたいと思います。 

議  長   町長。 

町  長   近藤議員の再々質問にお答えをいたします。当然、この高規格道路で 

(再々答弁)  すから、普通の道路じゃない、高規格道路ができるわけでありますから、

いろんな要素が、先ほどの議員の答弁で申し上げた重複はできるだけ避

けたいと思いますが、いろんなことが起きてくる可能性が非常に秘めて

いる。特に、農業の部分では、物流から何からいくと非常に、あるいは

人が来やすい環境に出てくるわけであります。あるいは、企業を含めて

ですね。ですから、この道路というのは、私はうちの町にとっても発展
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に大きく期待をしています。それと同時に、これを利用して、農業者が

よりよくなる、あるいは住民がよりよい環境になる、そのステップにな

ればいいと。それだけの我が町はいい地理的条件に恵まれた地域であり

ますから、こういうものを活用しながらまちづくりが進められれば、う

ちの町はずっと将来にわたって、若い人たちが住み慣れて、そしてまた

住んでいこうという地帯になり得ると思っていますので、その思いがあ

りまして、そういう植樹帯を何とか設けていただいて、環境づくり、将

来にわたってのこの農地を守り、空気、きれいな空、守っていきたい、

そんな思いを国の方に訴えながら今いるわけでありまして、少しずつで

ありますが実ってきているわけでありますので、また皆さん方の応援を

いただいて、別の意味も含めて、まだまだこれによって飛躍できること

がたくさんあろうかと思いますので、ご提言をいただきながら国に対し

て要請をしていきたいと思っております。 

議  長   以上で近藤 長一郎君の一般質問を終わります。 

 以上で一般質問を終結いたします。 

 以上で本日予定しておりました日程が終了いたしました。 

 明日１５日午前９時３０分まで延会といたしたいと思いますが、ご異

議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって明日１５日午前９時３０分まで延会と

いたします。 

 （起立） 

 どうもご苦労様でした。 

（午後 ４時１６分） 
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平成２４年第１回南幌町議会定例会会議録   ３月１５日 

 

議  長   おはようございます。             （午前９時３０分） 

 昨日より延会となっておりました、平成２４年第１回南幌町議会定例

会を只今より再開いたします。 

 本日の出席議員数は１１名でございます。直ちに本日の会議を開きま

す。 

 ●日程３０ 議案第２５号 町税条例の一部を改正する条例制定に

ついてを議題といたします。 

 理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、議案第２５号 町税条例の一部を改正する条

例制定につきましては、地方税法の改正に伴い本条例の一部を改正する

必要があるため本案を提案するものであります。詳細につきましては税

務課長が説明いたしますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し

上げます。 

議  長   内容の説明を求めます。税務課長。 

税務課長   それでは、議案第２５号 町税条例の一部を改正する条例制定につい

てご説明いたします。別途配布しています議案第２５号資料の新旧対照

表でご説明いたします。今回の改正は、経済社会の構造の変化に対応し

た税制の構築を図るためなどの地方税法等の一部を改正するものでご

ざいます。改正する内容は、本則ではたばこ税の税率の変更、附則では

退職所得に係る特例控除の廃止、たばこ税の税率の特例の変更、東日本

大震災に係る雑損控除等の特例の変更、個人町民税の税率の臨時特例等

の新設でございます。左が改正後の新条例、右が改正前の旧条例であり、

アンダーラインを付した箇所が改正部分でございます。 

最初に条例本則でご説明いたします。第９５条、たばこ税の税率は法

人実効税率の引き下げにより都道府県及び市町村の法人町民税が減収

となる一方で、法人税の課税ベースの拡大により都道府県の法人事業税

が増収となるため、都道府県と市町村で収入差が生じるのでたばこ税の

税率で増減収の調整を行い、たばこ税の税率を１，０００本につき「４，

６１８円」を１，０００本につき「５，２６２円」に、６４４円の引き

上げを行うものでございます。 

次に制定附則に参ります。第９条、町民税の分離課税に係る所得割の

額の特例等は、退職所得に係る個人町民税の所得割の額から１０％税額

控除をする措置が廃止となるため削除するものでございます。 

第１６条の２、たばこ税の税率の特例は、条例本則第９５条の税率改

正に伴いまして旧三級品以外の税率を１，０００本につき「２，１９０

円」を１，０００本につき「２，４９５円」に、３０５円の引き上げを

行うものでございます。第２２条、東日本大震災に係る雑損控除額等の

特例は、災害関連の支出がある場合に申告書の提出の日の前日まで支出

した損失対象金額を含めることができることとなるため、関係する条文

の文言等を整理するものでございます。 
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第２４条、個人町民税の税率の特例は、東日本大震災復興基本法の基

本理念に基づき個人町民税の均等割の標準税率３，０００円に５００円

を加算する特例措置の新設でございます。なお、措置期間は平成２６年

度から平成３５年度までの１０年間でございます。道民税についても、

町民税と同様に均等割標準税率１，０００円に５００円の加算となり、

現在、道議会２月定例会に提案中でございます。それによって、道民税、

町民税合わせて４，０００円から５，０００円となります。なお、本町

の均等割対象者は約４，０００人で、町道民税合わせて年間４００万円、

１０年間で４，０００万円となります。町民税は半分で年間２００万円、

１０年間で２，０００万円となります。 

次に、改正附則についてご説明いたします。附則の第１条は、改正条

例の施行期日を規定するものであり、第１号は、退職所得に係る個人町

民税の１０％税額控除の廃止を平成２５年１月１日から施行するもの

であります。第２号は、たばこ税率の改正を平成２５年４月１日から施

行するものでございます。 

第２条、町民税に関する経過措置は、平成２４年３月３１日以前の退

職所得に係る個人町民税の１０％税額控除は従前のとおり適用となる

ものでございます。 

第３条、町たばこ税に関する経過措置は、平成２５年４月１日前に課

すべきであったたばこ税は従前の税率となるものでございます。 

以上で町税条例の一部を改正する条例制定の説明を終わります。 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ちに

採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。 

 議案第２５号 町税条例の一部を改正する条例制定については、原案

のとおり可決することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

定いたしました。 

●日程３１ 議案第２６号 児童福祉法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整理に関する条例制定についてを議題といたします。 

 理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、議案第２６号 児童福祉法の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定につきましては、児

童福祉法の一部改正に伴い関連規定を整理するため、本案を提案するも

のであります。詳細につきましては住民課長が説明いたしますので、よ

ろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長   内容の説明を求めます。住民課長。 



 １１９

住民課長   それでは、議案第２６号 児童福祉法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整理に関する条例制定についてご説明をいたします。事

前に配布しております議案第２６号資料、児童福祉法の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の新旧対照表をご覧い

ただきたいと思います。２ページ目、次ページをご覧ください。まず、

南幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部改正でございますが、

左側が改正後の新、右側が改正前の旧、アンダーライン部分が改正部分

でございます。改正前の第３条第２号中、括弧書き、知的障害児通園施

設に通所している者を除くを改正後削除するものでございます。 

 次ページに参ります。南幌町児童生徒等医療費の助成に関する条例の

一部改正においても、改正前の第３条第２号中、括弧書き、知的障害児

通園施設に通所している児童生徒を除く、これを改正後削除するもので

ございます。 

 次の４ページをご覧ください。南幌町重度心身障害者及びひとり親家

庭等医療費の助成に関する条例の一部改正におきましても、改正前の第

３条第２号中、括弧書きの知的障害児通園施設に通所している者を除く、

これを改正後削除するものでございます。知的障害児通園施設とは、児

童福祉法で定められております児童福祉施設の１つでございまして、知

的障害児を自宅から通園させ、独立生活に必要な技能や知識を習得させ

る施設を言います。通園の対象児童は、中度の知的障害児で、知的障害

児施設と同様の設備を備え、ベテランの精神科の嘱託医が配置されてお

りまして、保育士や児童指導員とともに生活及び職業の指導などを行う

ものでございます。道内に２４カ所の施設がございます。なお、現在、

本町には該当者はおりませんが、入所されている方は現在４名おります。

昨年１２月１０日に障害者制度改革推進本部等における検討を踏まえ

て、障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を

支援するための関係法律の整備に関する法律、平成２３年法律第７１号、

これが公布されたことによりまして、児童福祉法の一部改正が規定され

知的障害児通園施設については、平成２４年４月１日から児童発達支援

センターに一元化されることになり、児童発達支援センターは児童福祉

施設であることから各条例の第３条第２号前段で児童福祉施設の規定

がございますので括弧書きの必要がなくなり、医療費につきましては、

障害児医療費給付の対象となることから本医療助成事業の対象から除

外するため改正するものでございます。附則として、各３条例とも、こ

の条例は、平成２４年４月１日から施行する。以上で説明を終わります。 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ちに

採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。 
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 議案第２６号 児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整理に関する条例制定については、原案のとおり可決することに

ご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

定いたしました。 

●日程３２ 議案第２７号 南幌町公営住宅条例の一部を改正する条

例制定についてを議題といたします。 

 理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、議案第２７号 南幌町公営住宅条例の一部を

改正する条例制定につきましては、公営住宅法の一部改正に伴い町公営

住宅に係る入居資格規定を整備するため本案を提案するものでありま

す。詳細につきましては都市整備課参事が説明いたしますので、よろし

くご審議賜りますようお願い申し上げます 

議  長   内容の説明を求めます。都市整備課参事。 

都市整備課参事   それでは、議案第２７号 南幌町公営住宅条例の一部を改正する条例

につきましてご説明を申し上げます。この条例改正につきましては、地

方分権一括法により地方の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための法律の整備に関する法律が平成２３年５月に交付され、

公営住宅法の一部が改正されたものによるものでございます。改正内容

につきましては、第１に親族との同居要件の廃止、第２に入居者の心身

の状況など特に居住の安定を図る必要がある場合の条例委任、第３に公

営住宅の整備基準の条例委任、第４に入居者収入基準の条例委任がなさ

れました。町では、先行いたしまして本年４月１日より施行しなければ

ならない同居親族要件、入居者の心身の状況など特に居住の安定を図る

必要がある場合の条例委任及び入居者収入基準の条例委任につきまし

て町内に道営住宅があることから北海道の取り扱いも忖度いたしまし

て、現在の運用要件をそのまま継続する内容といたしまして、町都市計

画審議会への説明協議及びパブリックコメントより意見が特にござい

ませんでしたことから、本改正条例を上程いたすものでございます。 

 それでは、添付しております議案第２７号資料、新旧対照表を用いま

して説明を申し上げます。中央の旧を改正前、左の新を改正後、右に備

考といたしまして、条例施行規則、委任事項などを記載しております。

町公営住宅条例第６条では、既に第１項第１号におきまして、同居親族

要件が定められておりますので、特に居住の安定を図る必要がある場合

といたしまして、改正前では「令第６条第１項」としていたものを、改

正後では「規則」に委任することといたしまして、備考欄に記載の令第

６条第１項に規定いたしていました老人等の内容を町条例施行規則に

て定める予定でございます。内容といたしましては、①の６０歳以上か

ら⑧までの８つの要件でございます。 

 続きまして、第２項第イ号の入居者が身体障害者である場合など収入

基準の適用範囲を改正前では「令第６条第４項」としていたものを、改
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正後では「特に居住の安定を図る必要がある者として規則」に委任する

ことといたしまして、備考欄に記載の令第６条第４項に規定しておりま

した裁量階層の適用範囲を町条例施行規則にて定める予定でございま

す。内容といたしましては、①の身体障害者から次ページの⑦までの７

つの要件でございます。また、その収入基準は、改正前までは「令第６

条第５項第１号に規定する金額」としていたものを、改正後では、現在、

公営住宅法では上限といたしまして２５万９，０００円として定められ

ておりますが、適用期間に１年間の猶予があることから、その期間にお

いては従前とおり２１万４，０００円と定めるものでございます。 

 次ページをご覧ください。続きまして、第２項ロ号の災害により公営

住宅を建設、借上げをした場合の収入基準は、改正前では「令第６条第

５項第２号に規定する金額」としていたものを、改正後では、現在、公

営住宅法では上限といたしまして２５万９，０００円として定められて

おりますが、適用期間に１年間の猶予があることから、その期間におい

ては従前とおり「２１万４，０００円（当該災害発生の日から３年を経

過した後は、１５万８，０００円）」と定めるものでございます。 

 続きまして、第２号ハ号のイ及びロ号以外の場合の本来階層の収入基

準は、改正前では「令第６条第５項第３号に規定する金額」としていた

ものを、従前通りの「１５万８，０００円」と定めるものでございます。 

 続きまして、本法附則第７項では、従前から政令により豪雪地域での

同居親族要件が適用除外となっていたものを、政令規定の廃止から今後、

単身者住宅の供給の場合に必要となる規定から、改正前では「町公営住

宅に係る第６条の規定の適用については、当該町公営住宅の入居者が」

を、改正後では「過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５

号）第２条第１項に規定する過疎地域その他の政令附則第７項で定める

地域内の町公営住宅に係る第６条の規定の適用については、当該町公営

住宅の入居に当たって」と新たに規定を追記し、単身者に対する入居要

件の緩和を継続することといたします。附則といたしまして、この改正

条例は、平成２４年４月１日から施行いたします。以上で議案第２７号

の説明を終わります。 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ちに

採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。 

 議案第２７号 南幌町公営住宅条例の一部を改正する条例制定につ

いては、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

定いたしました。 
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●日程３３ 議案第２８号 南幌町立学校施設の開放に関する条例の

一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

 理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、議案第２８号 南幌町立学校施設の開放に関

する条例の一部を改正する条例制定につきましては、小学校３校を統合

し１校になるため本案を提案するものであります。詳細につきましては

生涯学習課長が説明いたしますので、よろしくご審議賜りますようお願

い申し上げます。 

議  長   内容の説明を求めます。生涯学習課長。 

生涯学習課長   それでは、議案第２８号 南幌町立学校施設の開放に関する条例の一

部を改正する条例についてご説明を申し上げます。小学校３校が４月１

日から統合されて１校になるということでございます。従前、学校施設

については、学校開放事業ということで体育館並びに音楽室を開放して

ございました。その３校を１校にすることから必要事項を改正するもの

でございます。さらに、旧南幌小学校、旧夕張太小学校の体育館につい

ては、引き続き利用するということでございますので、その辺の整理を

させていただいております。別途配布しております新旧対照表をご覧い

ただきたいと思います。左が改正後、右が改正前でございます。 

第２条で、学校開放施設、従前の３校あったものを南幌町立南幌町小

学校１校ということで体育館・音楽室と定めるものでございます。 

第７条の使用料につきましては、「別表１」を「別表」に改めるもの

でございまして、裏面をご覧いただきたいと思いますが、ここで金額の

規定をしてございます。金額については、従前と変更ありません。さら

に、備考の３といたしまして、旧南幌小学校体育館、旧夕張太小学校体

育館という形の中で規定をさせていただいております。いずれも使用料

金については、従前と変更はございません。以上で説明を終わらせてい

ただきます。 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ちに

採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。 

 議案第２８号 南幌町立学校施設の開放に関する条例の一部を改正

する条例制定については、原案のとおり可決することにご異議ありませ

んか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

定いたしました。 

●日程３４ 議案第２９号 南幌町営プール設置条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題といたします。 
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 理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、議案第２９号 南幌町営プール設置条例の一

部を改正する条例制定につきましては、夕張太小学校の統合に伴い学校

プールから町営プールに移管するため本案を提案するものであります。

詳細につきましては生涯学習課長が説明いたしますので、よろしくご審

議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長   内容の説明を求めます。生涯学習課長。 

生涯学習課長   それでは、議案第２９号 南幌町営プール設置条例の一部を改正する

条例についてご説明申し上げます。従前、夕張太小学校のプールにつき

ましては学校プールという位置付けで運営をしてございましたが、統合

に伴いまして町営プールと言う位置付けの中で規定をすることから条

例改正する必要がございます。新旧対照表でご説明申し上げます。 

第２条でございますが、従前、元町にございます南幌町営水泳プール

１カ所でございましたが、夕張太水泳プールということで位置付けをさ

せていただくものでございます。 

補則第３条につきましては、「町長」の部分を「教育委員会」に変更

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２４年

４月１日から施行する。以上で説明を終わらせていただきます。 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ちに

採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。 

 議案第２９号 南幌町営プール設置条例の一部を改正する条例制定

については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

定いたしました。 

●日程３５ 議案第３０号 北海道市町村総合事務組合規約の変更に

ついてを議題といたします。 

 理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、議案第３０号 北海道市町村総合事務組合規

約の変更につきましては、上砂川町の砂川地区広域消防組合への加入に

より消防関係の共同処理する事務について砂川地区広域消防組合にお

いて取り扱うことに伴い、北海道市町村総合事務組合規約別表第２（第

３条関係）の共同処理する団体の変更について協議するため本案を提案

するものであります。詳細につきましては総務課長が説明いたしますの

で、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長   内容の説明を求めます。総務課長。 

総務課長   それでは、議案第３０号 北海道市町村総合事務組合規約の変更につ
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いてご説明申し上げます。次ページをおめくりください。説明は朗読を

もって代えさせていただきます。北海道市町村総合事務組合規約の一部

を変更する規約。北海道市町村総合事務組合規約（平成７年３月７日市

町村第１９７３号指令）の一部を次のように変更する。別表第２の１か

ら７の項中「、上砂川町」を削る。附則といたしまして、この規約は、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定による

総務大臣の許可の日から施行する。以上で議案第３０号の説明を終わり

ます。 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ちに

採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。 

 議案第３０号 北海道市町村総合事務組合規約の変更については、原

案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに決

定いたしました。 

●日程３６ 発議第１号 総務常任委員会、産業経済常任委員会、議会

運営委員会所管事務調査についてを議題といたします。 

 ３委員会の所管事務調査につきましては、定例会ごとの承認案件でご

ざいます。提案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり承認することに決

定いたしました。 

●日程３７ 報告第１号 南幌町土地開発公社経営状況報告について

を議題といたします。 

 理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、報告第１号 南幌町土地開発公社経営状況報

告につきましては、地方自治法の規定により、平成２４年度における南

幌町土地開発公社の予定経営状況について報告するものであります。詳

細につきましては、土地開発公社事務局長が説明いたしますので、ご承

認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

議  長   内容の説明を求めます。土地開発公社事務局長。 

土地開発公社事務局長   それでは、私の方から報告第１号 南幌町土地開発公社経営状況報告

についてご説明申し上げます。資料としてお配りしております平成２４

年度南幌町土地開発公社事業計画及び予算につきましては、２月２７日

に開催した公社理事会で承認を頂いておりまして、本定例会には予定経

営状況としてご報告させていただきます。 

 資料のご説明の前に、平成２３年度の企業誘致活動状況につきまして
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若干ご報告させていただきます。本年度の企業誘致活動につきましては、

昨年の第１回議会定例会でご説明させていただいたとおり、平成２３年

度南幌工業団地販売戦略に沿って、企業誘致活動や広告宣伝活動、新規

立地企業応援キャンペーンなど今日まで取り組んできております。平成

２３年度の販売目標の中、賃貸成約企業２社の賃貸実績があったところ

ではありますが、売却実績がなかったことから公社借入金元利償還金は

確保できず昨年に引き続き町の一般会計補正予算から利子分の補助と

元金分の貸付支援を頂いて償還対応することとしております。企業との

接触や訪問活動状況につきましては、２月末時点で新規接触企業４０社

５２回の訪問活動を実施しております。継続企業は７社３３回訪問し、

合計で４７社８５回の訪問活動を実施しております。なお、企業誘致活

動については、担当者レベルによる月例会議を行い、計画的、効率的な

誘致活動に努めております。また、新規接触企業の発掘に向けた取り組

みといたしましては、札幌市内の金融機関や北海道東京事務所や名古屋

事務所への訪問、北海道主催による企業立地セミナーへ参加し、参加企

業約２００社に資料を配布しております。また、近隣の工業団地に立地

している企業への訪問も行っております。広告宣伝活動では、本町の工

業団地に関するプレゼン資料をスライドショーにして町ホームページ

への掲載や、インターネット広告などあらゆる広告宣伝活動を行ってき

ております。 

以上が平成２３年度の企業誘致活動のご報告を終わらせていただき、

本題であります平成２４年度の事業計画及び予算についてご説明させ

ていただきます。資料の１ページをお開き願います。平成２４年度の公

社借入金の元利償還額につきましては、約１億４，０００万円と見込ん

でおりまして、事業計画ではその償還財源に必要な分譲賃貸面積を基本

に計画を作成しております。まず１番の用地売却事業ですが、南幌工業

団地で１万３，５２９．２９㎡、ふれあいタウン稲穂の残り２区画９３

３．４０㎡を分譲する計画としております。次に２番、用地賃貸等事業

では、既に賃貸契約済みの３社分１万２，６２５．３５㎡を計上してお

ります。次に３番、造成事業の夕張太西地区整備事業につきましては、

ご承知のとおり宅地造成事業は休止しており、町に事業継承するという

計画ではありますが、平成２４年度につきましては、土地開発公社の事

業でありますので本事業計画に含めております。２ページをお開きくだ

さい。４番、受託事業につきましては、記載のとおり平成２４年度３つ

の受託事業を予定しております。 

 以上で平成２４年度の事業計画のご説明を終わらせていただきます

が、この計画を実現するための取り組みといたしまして南幌工業団地販

売戦略を策定しておりますので、簡単にご説明させていただきます。配

付資料の後ろから２枚目の資料１をご覧願います。上段の販売目標です

が、本年度の実績を踏まえまして、分譲、賃貸いずれか１社以上の成約

を目標としております。具体的な取り組みといたしましては、記載のと

おりでございますが、企業誘致訪問活動や広告宣伝活動につきましては
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大半が継続して取り組む内容になっております。その中で①番の企業誘

致活動では、特に平成２４年度におきましては、本年７月から実施され

る再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度に合わせ、メガソーラー

事業者への用地提案を行って参ります。続きまして②番の情報媒体等を

活用した広告宣伝活動では、新たな試みといたしまして交通媒体を利用

した広告宣伝として札幌市営地下鉄東西線車両の窓に貼るステッカー

広告を実施し、南幌工業団地とみどり野団地の２種類を１年間継続広告

して参ります。 

続きまして、次のページの資料２をご覧願います。平成２４年度の新

規立地企業応援キャンペーンの内容でございますが、こちらは平成２２

年、２３年度の立地キャンペーンの内容を改めまして、平成２４年度は

①の用地、左側の下の方ですけれども、その用地につき対象とします。

この用地につきましては、立地済みの企業の間に挟まれているというこ

とから将来的に拡張することができないという理由でございまして、分

譲単価、賃貸単価とも通常の半額にするキャンペーン内容でございます。

まずは、隣接している企業に説明を行い、その後、幅広く説明してＰＲ

して参ります。以上が平成２４年度の主な販売戦略でありまして、事業

計画達成に向けまして最大限努力していく考えであります。 

続いて、予算の内容についてご説明させていただきます。それでは、

６ページの方をお開き願います。６ページの平成２４年度南幌町土地開

発公社予算説明書でございますが、まず収益的収入予算では事業計画で

ご説明させていただいたとおり、平成２４年度の元利償還財源を確保す

べく、南幌工業団地等の売却及び賃貸収益と、北海道住宅供給公社のみ

どり野団地管理受託事業収入、晩翠工業団地等の処分済地の雑草刈取料

を計上しておりまして、７ページの下段のとおり１億５，２９７万３，

０００円の予算額となっております。 

 続きまして、８ページをお開き願います。収益的支出予算では、収入

予算で事業収益として計上しました工業団地等の売却及び賃貸分の事

業原価、工業団地販売戦略に基づく企業誘致活動経費や広告宣伝費、長

期借入金利息を計上しておりまして、１０ページでは、みどり野団地等

の雑草刈取委託料などを計上しておりまして、１０ページ下段のとおり

１億７８万４，０００円の予算額となってございます。 

 １１ページですが、１１ページは資本的収入及び支出予算についてで

すが、収入は科目設定のみの予算でございます。 

 続きまして１２ページですが、こちらは長期借入金償還元金額を計上

しておりまして、１億１，３３３万４，０００円の予算額となっており

ます。 

 １３ページ以降の財務諸表関係につきましては、只今ご説明させてい

ただいた予算状況で計画どおり執行された場合の年度末の経営状況を

示しております。詳しい説明は省略させていただきますが、まず１４ペ

ージの損益計算書をご覧ください。損益計算書では、計画どおり執行さ

れた場合は、一番下の純利益で約５，２００万円となります。 
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 続きまして１５ページの貸借対照表では、資本合計がマイナス８億８

００万円に減少する見込みとなってございます。 

 以上で平成２４年度南幌町土地開発公社事業計画及び予算の説明を

終わらせていただきます。 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 報告第１号 南幌町土地開発公社経営状況報告については報告済と

いたします。 

 ここで場内時計で１０時３０分まで休憩をいたしたいと思います。 

（午前１０時１２分） 

（午前１０時３０分） 

議  長   休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

追加日程１ 発議第２号から追加日程５ 議案第３１号までの５議

案を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、ご異議ありません

か。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって追加日程１ 発議第２号から追加日程

５ 議案第３１号までの５議案を追加いたします。 

 ●追加日程１ 発議第２号 父子家庭支援策の拡充を求める意見書

の提出についてを議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。６番 佐藤 妙子君。 

佐藤(妙)議員   （朗読により説明する。） 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ちに

採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。 

 発議第２号 父子家庭支援策の拡充を求める意見書の提出について

は、提案のとおり採択することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり採択することに決

定いたしました。 

 ●追加日程２ 発議第３号 医療計画、２次医療圏の基準見直しに関

する意見書の提出についてを議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。１番 熊木 惠子君。 

熊木議員   （朗読により説明する。） 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 



 １２８

 お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ちに

採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。 

 発議第３号 医療計画、２次医療圏の基準見直しに関する意見書の提

出については、提案のとおり採択することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり採択することに決

定いたしました。 

 ●追加日程３ 発議第４号 子ども・子育て新システムによる保育制

度改革に関する意見書の提出についてを議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。１番 熊木 惠子君。 

熊木議員   （朗読により説明する。） 

議  長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

 （なしの声） 

 ご質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ちに

採決いたしたいと思いますがご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。 

 発議第４号 子ども・子育て新システムによる保育制度改革に関する

意見書の提出については、提案のとおり採択することにご異議ありませ

んか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり採択することに決

定いたしました。 

 ●追加日程４ 報告第２号 平成２４年度各会計予算及び関連条例

等の審査報告についてを議題といたします。 

 審査報告について予算審査特別委員長より報告願います。 

 ８番 川幡 宗宏君。 

川幡議員   予算審査特別委員長、審査報告。平成２４年３月１３日付、南幌町議

会議長宛、予算審査特別委員長名。委員会審査報告書。本特別委員会に

付託された事件は、次のとおり決定したので、会議規則第７７条の規定

により報告します。議案第１３号 非常勤の職員に対する給与その他の

給付に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第１４号 

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について、議案第

１５号 南幌町介護保険条例の一部を改正する条例制定について、議案

第１６号 南幌町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制定につ

いて、議案第１７号 南幌町都市公園及び南幌町営野球場の指定管理者

の指定について、議案第１８号 平成２４年度南幌町一般会計予算、議

案第１９号 平成２４年度南幌町国民健康保険特別会計予算、議案第２

０号 平成２４年度南幌町病院事業会計予算、議案第２１号 平成２４



 １２９

年度南幌町下水道事業特別会計予算、議案第２２号 平成２４年度南幌

町農業集落排水事業特別会計予算、議案第２３号 平成２４年度南幌町

介護保険特別会計予算、議案第２４号 平成２４年度南幌町後期高齢者

医療特別会計予算、以上１２議案について、３月９日から１３日までの

３日間において慎重審議をした結果、賛成多数により可決すべきものと

決定しました。なお、審査意見として次の付帯意見を付しております。

１付帯意見、過去に何度も改革を唱えながら、目に見えた成果もなく経

過してきた中、地域医療を存続するため、南幌町病院事業会計予算に対

して以下の意見を付す。（１）今まで受けてきたアドバイザー等からの

提言の早期実施及び議会からの提言の早期検討を求める。（２）経営改

善計画最終年の３年目として、今後の病院経営の抜本的見直しを求める。

以上でございます。 

議  長   お諮りいたします。本案につきましては、この際質疑討論を省略し、

直ちに採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 予算審査特別委員会の審査結果は、委員長報告のとおり可決でありま

す。 

 それでは、採決いたします。採決にあたりましては、起立採決を行い

ます。 

 議案第１３号 非常勤の職員に対する給与その他の給付に関する条 

例の一部を改正する条例制定について 

 議案第１４号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制 

定について 

 議案第１５号 南幌町介護保険条例の一部を改正する条例制定につ 

いて 

 議案第１６号 南幌町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例制 

定について 

 議案第１７号 南幌町都市公園及び南幌町営野球場の指定管理者の 

指定について 

 議案第１８号 平成２４年度南幌町一般会計予算 

 議案第１９号 平成２４年度南幌町国民健康保険特別会計予算 

 議案第２０号 平成２４年度南幌町病院事業会計予算 

 議案第２１号 平成２４年度南幌町下水道事業特別会計予算 

 議案第２２号 平成２４年度南幌町農業集落排水事業特別会計予算 

 議案第２３号 平成２４年度南幌町介護保険特別会計予算 

 議案第２４号 平成２４年度南幌町後期高齢者医療特別会計予算 

 以上１２議案について、委員長報告のとおり可決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

 （起立９名、着席１名） 

 どうぞご着席ください。 

 賛成起立多数であります。よって本１２議案は委員長報告のとおり可

決することに決定いたしました。 



 １３０

 ●追加日程５ 議案第３１号 教育委員会委員の任命についてを議

題といたします。 

 関係者の退席を求めます。 

 （生涯学習課長退席する。） 

 理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長   只今上程を頂きました、議案第３１号 教育委員会委員の任命につい

て提案理由を申し上げます。教育委員会委員である林 琢己氏の辞職に

伴い、生涯学習課長である髙山和己氏を任命いたしたく、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により議会の同意を

求めるものであります。任命につきまして、ご同意賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

議  長   お諮りいたします。本案につきましては人事案件でございます。この

際討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

 （なしの声） 

 それでは採決いたします。 

 議案第３１号 教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意

することにご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり同意することに決

定いたしました。 

 関係者の着席を求めます。 

 （生涯学習課長着席する。） 

 以上で、本定例会に提案されました全ての議案審議が終了いたしまし

た。只今をもって閉会いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 （なしの声） 

 ご異議なしと認めます。よって本定例会は只今をもって閉会といたし

ます。 

 どうもご苦労様でした。 

（午前１０時５２分） 
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