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第

１

日

予算特別委員会会議録
平成１２年３月７日（火）第１号

〇付託議案名
議案第１７号
議案第１８号
議案第１９号
議案第２０号
議案第２１号
議案第２２号
議案第２３号
議案第２４号
議案第２５号
議案第２６号
議案第２７条
議案第２８号
議案第２９号
議案第３０号
議案第３１号
議案第３２号
議案第３３号
議案第３４号
議案第３５号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
ホームヘルプサービス条例を廃止する条例の制定について
家族介護手当支給条例の制定について
新規就農者支援育成条例の制定について
公園条例の制定について
町税外収入金を期限内に完納しない場合における徴収条例等の一部
を改正する条例の制定について
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について
介護保険条例の制定について
介護給付費準備基金条例の制定について
公共下水道受益者分担金条例の制定について
平成１２年度新得町一般会計予算
平成１２年度新得町国民健康保険事業特別会計予算
平成１２年度新得町老人保健特別会計予算
平成１２年度新得町介護保険特別会計予算
平成１２年度新得町営農用水道事業特別会計予算
平成１２年度新得町簡易水道事業特別会計予算
平成１２年度新得町公共下水道事業特別会計予算
平成１２年度新得町水道事業会計予算

〇出席委員（１７名）
委 員 長 吉 川
委
員 川 見
委
員 千 葉
委
員 松 本
委
員 斎 藤
委
員 金 澤
委
員 古 川
委
員 渡 邊
委
員 武 田

〇欠席委員（なし）

幸
久
正
諫
芳

雅
武

一
雄
博
男
幸
学
盛
文
孝

君
君
君
君
君
君
君
君
君

副委員長
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員

黒
藤
宗
菊
廣
石
松
髙

澤
井
像
地
山
本
尾
橋

友
康
麗
為
欽

誠
幸
一
雄
子
洋
男
造

君
君
君
君
君
君
君
君

〇委 員 外（１名）
議
長
湯

浅

亮

君

〇職務のため出席した議会事務局職員
議 会 事 務 局 長
佐 々 木 裕 二
書
記
桑 野 恒 雄

君
君

◎議会事務局長（佐々木裕二君） 初の予算特別委員会でありますので、町議会委員会
条例第７条第２項の規定により、本委員会の委員中、年長であります石本 洋委員に臨
時委員長をお願いいたします。
◎臨時委員長（石本 洋君） 年長の故をもちまして、私が臨時委員長の職務を行いま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

◎臨時委員長（石本

洋君）

ただいまから、予算特別委員会を開会いたします。
（宣告 １５時２７分）

◎臨時委員長（石本 洋君） これより、委員長の互選を行います。
お諮りいたします。
委員長の互選については、指名推選の方法によりたいと思いますが、これにご異議あ
りませんか。
（「異議なし」の声あり）
◎臨時委員長（石本 洋君） 異議なしと認めます。
よって、指名推選の方法によることに決しました。

◎臨時委員長（石本
◎臨時委員長（石本

洋君）
洋君）

暫時休憩いたします。
（宣告

１５時２７分）

（宣告

１５時２８分）

休憩を解き再開いたします。

◎臨時委員長（石本 洋君） それでは、指名推選については、私から指名いたしたい
と思いますが、これにご異議ありませんか。
（「異議なし」の声あり）
◎臨時委員長（石本 洋君） 異議なしと認めます。
よって、臨時委員長である私から指名することに決しました。
それでは、委員長に吉川幸一委員を指名いたします。
ただいまの指名にご異議ありませんか。
（「異議なし」の声あり）
◎臨時委員長（石本 洋君） 異議なしと認めます。
よって、吉川幸一委員が委員長に選ばれました。

◎臨時委員長（石本
たします。

洋君）

それでは、ただいま選ばれました委員長と本席を交代い

（委員長就任あいさつ）

◎委員長（吉川幸一君） これより、副委員長の互選を行います。
お諮りいたします。
副委員長の互選については、委員長の指名推選の方法によりたいと思いますが、これ
にご異議ありませんか。
（「異議なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） 異議なしと認めます。
よって、委員長の指名推選の方法によることと決しました。

◎委員長（吉川幸一君）
◎委員長（吉川幸一君）

暫時休憩いたします。
（宣告

１５時２９分）

（宣告

１５時２９分）

休憩を解き再開いたします。

◎委員長（吉川幸一君） それでは、副委員長に黒澤 誠委員を指名いたします。
ただいまの指名にご異議ありませんか。
（「異議なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） 異議なしと認めます。
よって、黒澤 誠委員が副委員長に選ばれました。

◎委員長（吉川幸一君） なお、平成１２年３月２１日は、午前１０時から議場におい
て、本委員会に付託されております議案第１７から議案第３５号についての審査を行い
ますので、全委員の出席をお願いいたします。

◎委員長（吉川幸一君）

これをもって本日の予算特別委員会は散会いたします。
（宣告 １５時３０分）

第

２

日

予算特別委員会会議録
平成１２年３月２１日（火）第２号

〇付託議案名
議案第１７号
議案第１８号
議案第１９号
議案第２０号
議案第２１号
議案第２２号
議案第２３号
議案第２４号
議案第２５号
議案第２６号
議案第２７条
議案第２８号
議案第２９号
議案第３０号
議案第３１号
議案第３２号
議案第３３号
議案第３４号
議案第３５号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
ホームヘルプサービス条例を廃止する条例の制定について
家族介護手当支給条例の制定について
新規就農者支援育成条例の制定について
公園条例の制定について
町税外収入金を期限内に完納しない場合における徴収条例等の一部
を改正する条例の制定について
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について
介護保険条例の制定について
介護給付費準備基金条例の制定について
公共下水道受益者分担金条例の制定について
平成１２年度新得町一般会計予算
平成１２年度新得町国民健康保険事業特別会計予算
平成１２年度新得町老人保健特別会計予算
平成１２年度新得町介護保険特別会計予算
平成１２年度新得町営農用水道事業特別会計予算
平成１２年度新得町簡易水道事業特別会計予算
平成１２年度新得町公共下水道事業特別会計予算
平成１２年度新得町水道事業会計予算

〇出席委員（１７名）
委 員 長 吉 川
委
員 川 見
委
員 千 葉
委
員 松 本
委
員 斎 藤
委
員 金 澤
委
員 古 川
委
員 渡 邊
委
員 武 田

〇欠席委員（なし）

幸
久
正
諫
芳

雅
武

一
雄
博
男
幸
学
盛
文
孝

君
君
君
君
君
君
君
君
君

副委員長
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員

黒
藤
宗
菊
廣
石
松
髙

澤
井
像
地
山
本
尾
橋

友
康
麗
為
欽

誠
幸
一
雄
子
洋
男
造

君
君
君
君
君
君
君
君

〇委 員 外（１名）
議
長
湯

浅

亮

君

〇本委員会に説明のため出席した者は、次のとおりである。
町
長
斉 藤 敏 雄
君
教 育 委 員 会 委 員 長
高 久 教 雄
君
監
査
委
員
吉 岡
正
君
助
役
鈴 木 政 輝
君
収
入
役
清 水 輝 男
君
総
務
課
長
畑 中 栄 和
君
企 画 調 整 課 長
長
尾
正
君
税
務
課
長
秋 山 秀 敏
君
住 民 生 活 課 長
西
浦
茂
君
保 健 福 祉 課 長
浜 田 正 利
君
建
設
課
長
村 中 隆 雄
君
農
林
課
長
斉 藤 正 明
君
水
道
課
長
常 松 敏 昭
君
商 工 観 光 課 長
貴 戸 延 之
君
児 童 保 育 課 長
富 田 秋 彦
君
老 人 ホ ー ム 所 長
長 尾 直 昭
君
屈
足
支
所
長
高 橋 昭 吾
君
庶
務
係
長
武 田 芳 秋
君
財
政
係
長
佐 藤 博 行
君
教
育
長
阿 部 靖 博
君
学 校 教 育 課 長
加 藤 健 治
君
社 会 教 育 課 長
高 橋 末 治
君
農業委員会事務局長
小 森 俊 雄
君

〇職務のため出席した議会事務局職員
議 会 事 務 局 長
佐 々 木 裕 二
書
記
桑 野 恒 雄

君
君

◎委員長（吉川幸一君） 本日は全員の出席であります。
ただいまから予算特別委員会を開きます。
（宣告

９時５９分）

◎委員長（吉川幸一君） 予算特別委員会の審議に先立ち町長から発言の申し出があり
ますので、これを許します。斉藤町長。
◎町長（斉藤敏雄君） このたび、新聞テレビ等のマスコミによりまして報道されまし
た、収入役並びに職員の国有林内への雪上車の乗り入れ行為につきましては、法的強制
力がないとはいえども、道森林管理局、財団法人林野弘済会が入林者の注意事項で規制
された事項を守らず、新得事務所長より厳重注意を受けたことは、まことに遺憾なこと
であります。
私ども町の立場といたしましても、これが判明した時点で関係者に厳しく厳重注意を
いたしたところであります。
公務員としてのモラルと、公職上の信用を損ねまして、議会並びに町民各位、関係機
関、団体にたいへんご迷惑をおかけいたしまして、ここに深くお詫びを申し上げるしだ
いであります。
私ども、自治体が置かれている今日的厳しい環境下でありまして、今後二度とこのよ
うな事態が起こらないように、いっそうモラルの徹底と指導を図りまして、町の発展の
ため気を引き締めて努力していく所存であります。
重ねて、この間おかけいたしましたご迷惑に、心からおわびを申し上げさせていただ
きます。
貴重な時間たいへんありがとうございました。

◎委員長（吉川幸一君） これから議事に入ります。議案第１７号から議案第３５号ま
での審査を行います。
本予算特別委員会に付託されました、議案第１７号から議案第３５号までを一括して
議題といたします。
お諮りいたします。
審査の方法につきましては、別紙お手もとに配付いたしました、予算審査次第書のと
おり審査してまいりたいと思いますが、これに異議ありませんか。
（「異議なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） 異議なしと認めます。
よって、別紙、予算審査次第書のとおり、順次、審査することに決まりました。
審査に入る前に委員長よりお願いをいたします。
質疑答弁の発言は簡明、簡潔に行うよう。また、質問は１項目につき３回までとして
進めたいと思いますので、皆様がたのご協力のほどをよろしくお願いをいたします。

◎委員長（吉川幸一君） それではまず総括的な質疑、ご意見はございませんか。宗像
委員。
◎委員（宗像 一君） ちょっと直接予算に関係していることではないんですけれども、
お知らせしんとくの３月１日発行の新得八景募集の関係のお知らせ版が載っていたんで
すけれども、これはちょっと資料がないと思いますんで、これは実行委員会が商工観光
部会でやっているという関係もありますんで、そのときにいったときにちょっとお尋ね
したいなと思いますもんですから、その資料を後ほど用意しておいてほしいなとかよう
に思います。
◎委員長（吉川幸一君） 川見委員。
◎委員（川見久雄君） 私は予算編成にあたって財政の状況が厳しくなればなるほど、
既存の事務事業の徹底的な効果測定と、それを踏まえた予算査定の精度を高める、生か
していくことが肝要であると常々考えておりまして、その取り組み方について昨年１２
月の定例会におきまして、町長にお尋ねをいたしたところでもあります。
そういった観点から、他の自治体に先駆け１０年度から導入された事業アセスメント
を高く評価するとともに、大きく期待をしている一人でもございます。
そこで平成１２年度の予算編成において、この事業アセスを継続されるとともに、更
に拡大されたものもあるかと思いますけれども、どのようにこの予算に反映をされたの
かお尋ねをいたします。
◎委員長（吉川幸一君） 長尾企画調整課長。
◎企画調整課長（長尾 正君） お答えいたします。
事業アセスメントにつきましては、平成１０年度に初めて取り組んだところでござい
ます。
１２年度の新規見直し分といたしましては、１５件で１，４００万円となっておりま
す。なお１１年度からの継続分も含めますと、７９件で６，１００万円でございます。
◎委員長（吉川幸一君） ほかに。
（「なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） これをもって総括的な質疑を終了いたします。

◎委員長（吉川幸一君） それでは、議案第２８号、平成１２年度新得町一般会計予算
の審査に入ります。
なお発言される際は「何ページの何々」ということを併せて申し出てください。
予算書の４０ページをお開きください。第１款、議会費の審査を行います。４０ペー
ジから４１ページまでの議会費全般についてご発言ください。
（「なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） これをもって、第１款、議会費を終わります。

◎委員長（吉川幸一君） 次に、条例の審査に入ります。議案第１７号、職員の給与に
関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案者から提案理由の説明を求めます。畑中総務課長。
［総務課長 畑 中 栄 和 君 登壇］

◎総務課長（畑中栄和君） 議案第１７号、職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例の制定についてご説明いたします。
２ページをお開きください。
提案理由でありますが、職員の給与水準の上昇を抑制するとともに、給与配分の適正
化を図るため、本条例を改正しようとするものであります。
改正の内容でございますが、１、昇給の停止でございますが、改正前は５６歳に達し
た日以後の昇給にあっては１８か月、その後の昇給にあっては２４か月。いわゆる５６
歳以降、昇給延伸であったものを、改正後は５５歳を超える職員は昇給停止とするもの
であります。
２、職務の級の最高号俸に達したものの昇給、いわゆる給料表の枠外昇給でございま
すが、改正前は職務の級の給料幅の最高額に達した職員及び最高額を超えている職員は、
３６か月昇給であったものを、改正後は職務の級の給料幅の最高額に達した職員は１８
か月昇給、最高額を超えている職員は２４か月昇給に改正するものであります。
条例の本文は、説明を省略させていただきます。
附則といたしまして、１、施行期日。
２、昇給停止に関する経過措置といたしまして、平成１２年４月１日において、５５
歳を超えている職員の昇給については従前の例による。５０歳を超え５５歳を超えない
職員については、別に定めるところにより昇給させることができると規定してございま
す。
以上よろしくご審議のほどお願いいたします。
［総務課長 畑 中 栄 和 君 降壇］
◎委員長（吉川幸一君） これから質疑に入ります。質疑がありましたら発言を願いま
す。髙橋委員。
◎委員（髙橋欽造君） この文の中にですね、良好な成績で勤務したものとこういう具
合に書かれているんでございますが、なにもなかったものが良好なのか、なにか特別な
ことをしたから良好なのか、その辺のなにかよくわからないんですけれども、この良好
な成績の勤務というのはどういう状態を言うのか、ちょっと教えていただきたいと思い
ます。
◎委員長（吉川幸一君） 畑中総務課長
◎総務課長（畑中栄和君） お答えいたします。
条例の本文の中に良好な成績と、下の方に特に良好な成績っていう表現も出てきてお
ります。
良好な成績の判断につきましては、役場の中に賞罰委員会というのがございまして、
その中で毎回昇給時に併せまして、賞罰委員会を開催いたしまして審査し、その結果町
長が決定するというふうになっております。
◎委員長（吉川幸一君） 髙橋委員。
◎委員（髙橋欽造君） 懲罰委員会、賞罰委員会ですか。
（「賞です」の声あり）
賞ですね、褒めるほうとだめだよというほう。この委員会で決めてそれを町長に報告
して、町長が最終的に判断されると、こういうことなんですね。
そこで、賞罰委員会もですね、どういうことが賞になって、どういうことが罰になる
のかっていう、なんていうのか基準があるんでしょう。その辺がちょっとね、私どうも

読んでいてよくわからなかったんですけれども、それはどうでしょうね。
◎委員長（吉川幸一君） 畑中総務課長
◎総務課長（畑中栄和君） 非常に難しい質問なんですが、賞罰委員会の中では、罰に
つきましては字のごとく、例えば勤務成績が不良であるとか交通違反を起こしたとか、
いろいろあると思うんですが、その辺によって判断しているわけですが、ほかにつきま
しては勤務成績良好ということで判断をいたしております。
◎委員長（吉川幸一君） 藤井委員。
◎委員（藤井友幸君） ２、３お尋ねをいたしたいと思いますけれども。
５３年の５月に訓令で定数外臨時職員取扱要綱ができているわけでございますけれど
も、その関係については今の職員のこの条例と、どのように関わるのかお尋ねをいたし
たいと思います。
それから、２点目でございますけれども、５５歳を超える職員は現在何人ぐらいいら
っしゃるのか。また、最高額に達している職員は何人ぐらいいるのかお尋ねをしたいと
思います。
また、定数条例が制定されておりますけれども、非常に職員が減っていると思います。
この定数条例の改定ということは、今後するのかどうかお尋ねをいたします。以上です。
◎委員長（吉川幸一君） 畑中総務課長
◎総務課長（畑中栄和君） お答えいたします。
定数外臨時職員取扱要綱の関係でございますが、今回の条例の改正に伴いまして、改
正があるのかということでございますが、直接的ではないわけでございますが、定数外
臨時職員取扱要綱の中で準職員の関係について定めております。
準職員の定年制の関係なんですが、現在６３歳です。それをこの４月から６１歳に引
き下げる予定をいたしております。この準職員の定年の引き下げにつきましては、２年
前から職員組合とも交渉を重ねてきたわけですが、そもそも準職員の定年制が６３歳と
いうのは、２０年ほど前から続いていたわけですが、当時は準職員も中途採用者が多く、
また、年金受給権が満たなかったというそういうこともありまして、現在は皆年金制に
なっておりますので、そういうことで６１歳に変更をしたいというふうに考えておりま
す。
そしてなおかつ、雇用の場の確保、若年労働者の雇用を進めてまいりたいというふう
に思っております。
それから準職員の昇給停止の関係でございますが、現在運用方針で５７歳を超えるも
のは１８か月、その後２４か月の延伸になっておりますが、停止とはせず、現行のまま
で準職員については取り扱っていきたいというふうに思っております。
それから昇給停止の関係で、経過措置で年齢５５歳以上につきましては１６名、５３
歳から５５歳につきましては、５５歳未満ですね、につきましては５名、５０歳以上５
２歳が１７名のかたがいらっしゃいます。
それから枠外の人数でございますが、給料表の６級の枠外のかたが６名、７級が２名、
現在合わせて８名いらっしゃいます。
それから定数条例の関係ですが、この４月１日現在で職員数は１３４名になる予定で
あります。定数はたしか１５８名でなかったかなと思っているんですが、定数条例の関
係の見直しにつきましては、今後の推移と実態を見極めて検討してまいりたいというふ
うに思ってますので、ご理解いただきたいと思います。

◎委員長（吉川幸一君）
◎委員長（吉川幸一君）

ほかにありませんか。
（「なし」の声あり）
これをもって議案第１７号の質疑を終結いたします。

◎委員長（吉川幸一君） 次に予算書の４２ページをお開きください。第２款、総務費
の審査を行います。４２ぺージから５６ページまでの第１項、総務管理費、第２項、徴
税費についてご発言ください。菊地委員。
◎委員（菊地康雄君） ５１ページ、１９節、補助金の中の夢基金事業ですけれども、
これも前年と同じ金額であがっております。たしか平成１１年度には１件だったかと思
うんですけれども、この事業の取り組みに対する応募情勢が厳しい中で、なかなかこれ
に当てはまるような事業を考えることが、難しくなってきたということもあるとは思い
ますが、これを運用していくにあたってですね、もっと運用しやすい方法を考えていか
なければ、この応募件数が増えていかないんではないかなという気がするんですけれど
もいかがでしょうか。
◎委員長（吉川幸一君） 西浦住民生活課長。
◎住民生活課長（西浦 茂君） 夢基金の関係でございますけれども、昨年採択になっ
た分は１件でございますけれども、応募につきましては４件ございます。
審査の方法やなんかもあるんですけれども、なんていうんですか、ちょっと計画性が
足りないとか、そういうことで３件については却下になっておりますけれども、応募そ
のものは例年と大した変わっておりません。
◎委員長（吉川幸一君） 菊地委員。
◎委員（菊地康雄君） 却下が３件というお話でしたけれども、その中には自らの取り
下げということも、たしかあったはずでないですかね。
その審査の段階で、もう少し今のやり方をよりスムーズな審査ができるように変えて
いかないと、なかなかそのすそ野が広がっていかないような気がいたしますので、ぜひ、
運営委員会ですか、運営委員会の中の審査をよりスムーズにできるようなかたちで、ぜ
ひ、見直しを一緒にして、予算を有効にまちづくりに活用できるように考えていってい
ただきたいと思います。
◎委員長（吉川幸一君） 西浦住民生活課長。
◎住民生活課長（西浦 茂君） その辺も十分検討しながら進めたいというふうに思い
ます。
◎委員長（吉川幸一君） 宗像委員。
◎委員（宗像 一君） ちょっとお尋ねしたいと思います。
４３ページの３節。職員手当の勤勉手当の件なんですが、昨年から導入されたわけで
すけれども、そのときの説明では民間企業の賞与的なものだと、そして勤務成績に応じ
た報酬的意図であるということで、昨年は１２月の期間率を算出したということであり
ましたが、今回はいちおう６月の関係を入れての予算だと思うんです。６月、１２月の
ね１年分の、そういうことなんですが、その項目の中に成績率も運用されるというかた
ちの中が入ったが、そのときは当分の間はそれを見合わすというかたちの、当分の間と
いうかたちはいつごろであるかという問題と、それから本町には出勤簿っていうんです
か、タイムカードの機械もないんですよね、そういったかたちの中で職員の管理はどこ

でどのように指定されているのか、それから監査はもちろんしているわけですが、監査
委員さんはその点どのようなチェックをしておられるのかという件で、ちょっとお尋ね
したいなとかように思います。
それとですね、４７ページの１３節の委託料ですね。これがちょっと減額になってい
るわけです。昨年からみるとね。
それで特殊委託保守というかたちの中で、いろいろあげられているわけなんですけれ
ども、大きく委託料が減ったのはどういうかたちを見てなのかなと、いろいろ項目別に
見てもそれほど変わっていないんですけれども、委託料の総額が減っているということ
なんで、ちょっとお尋ねしたい。
それから、５０ページ。５０ページのこれも１９節で、いちばん下のほうなんですが、
異業種交流事業ということで１０万円出費しているんですが、異業種交流事業ってどん
なものなのかちょっとごめんなさい、教えてください。
それとですね、５２ページ、バスの購入の関係なんですが、備品購入費でバス購入と
いうことで、町長の執行方針の中にもうたわれているわけなんですが、その中の執行方
針の中で、各種団体からの強い要望がありましたと、それで町有バスを更新しますとい
うかたちで、書かれているんですけれども。
私ども文教福祉常任委員会でお願いしていることは、どうも、私は聞いていることは
バスが足りないと、なんとか増車をしていただけないかというかたちで聞いていたんで
すが、どうも執行方針の文字と違うような気がするもんですから、その点でひとつお尋
ねしたいと思います。以上です。
◎委員長（吉川幸一君） 畑中総務課長。
◎総務課長（畑中栄和君） お答えいたします。
まず、勤勉手当の関係でございますが、昨年議決いただいたときに成績率と期間率と
いうのでご説明したかと思うんですが、成績率の関係でございますが、当分の間、導入
はしないということでたしか話したかとは思うんですが、導入しないというのは全道的
に見ても管内的に見ても、全国的に見ても規定は設けても導入している町村というか、
自治体は非常に少ない状況であります。
全道的、管内的の状況を見据えてですね、今後検討してまいりたいと思いますので、
ご理解いただきたいと思います。
それから、出勤簿の関係につきましては、従前は出勤簿というのを付けていたんです
が、それを廃止いたしております。それに代わるタイムカードも現在は実施いたしてお
りません。職員の管理といいますか、それにつきましては各課長が責任をもって、その
辺のチェックをしているということですので、ご理解をいただきたいなと思います。
それから、委託料の関係ですが、従前庁舎の自動ドアの保守を年３回やっておりまし
たが、１回でも可能でないかということで回数を減らしておりますので、その分予算を
減額いたしておりますので、ご理解いただきたいと思います。
◎委員長（吉川幸一君） 長尾企画調整課長。
◎企画調整課長（長尾 正君） お答えいたします。
異業種交流事業でございますが、若者を対象にした交流会でございまして、過去２回
実施いたしております。新年度から実行委員会を組織していただきまして、そこへ補助
金を出していきたいというふうに考えております。
◎委員長（吉川幸一君） 西浦住民生活課長。

◎住民生活課長（西浦 茂君） バスの更新の関係でございますけれども、今回予算に
計上しております４２人乗りのバスにつきましては、購入は昭和６１年購入でございま
して、１５年経過しておりまして、各種団体の利用の場合にでも３号車が新しくて大き
いバスなんですけれども、それと見るとかなりの格差がございまして、もう少し乗りや
すいものというご要望もございましたので、そういう関係で町政執行方針のほうにはそ
のように載せております。
それからバスの増車の関係なんですけれども、今申し上げましたように、この４２人
乗りバスにつきましては、昭和６１年に購入しておりますし、それからもう１台ござい
ますけれども、これは元年に購入しておりまして、そろそろ耐用年数にきておりますの
で、これらのバスを更新した後に増車については検討したいということで、従来お答え
しているかと思います。
◎委員長（吉川幸一君） 宗像委員。
◎委員（宗像 一君） いちばん最初にした成績率の関係なんですが、これそうすると
さっき条例変えましたよね。ああいうかたちの中で、職員のそういった昇給を見るとき
にあれしていくというかたちをうたっていて、その運用するになかなか難しいというか
たちではないと。取りあえず全般的にどこもやっていないので、うちもやるつもりは今
のところないという解釈でよろしいわけですね。
それから、タイムカードの関係も、そういったことで各課長管理しているということ
であれなんですけれども、そこら辺のもので監査関係をやっていて、そこら辺のものの
チェック関係はどうなのかな、ちゃんとできているのかなということでしたんですが、
うちの議会からも出ている人がいますから、そこら辺はできているということで信用さ
せてもらいます。
どうも私らのところだったら、なんぼちっぽけなとこでも出席簿付けたり、いろいろ
なかたちがあるんですけれども、そういったことがないものですから、どういうふうな
管理をしているのかなと思ったもので、ちょっと質問させていただきました。
それからバスの関係ですね、バスの関係そうすると当分の間は増車する予定はないと、
現在あるものを入れ替えしながら、なんとか対応していくというかたちでいくというこ
となんですね。
そうですか、わかりました。それではいちおう、それぞれの課長さんに聞いて、自分
で納得しましたのでこれで私終わります。
◎委員長（吉川幸一君） 廣山委員。
◎委員（廣山麗子君） ５１ページの１９節、補助金の関係なんですけれど、町連合町
内会の補助金が多少になりとも増えておりますけれども、これはなにに増えたのか中身
なんですけれども、それと後、１町内会にどれだけプラスされたのか、お伺いしたいと
思います。
◎委員長（吉川幸一君） 西浦住民生活課長。
◎住民生活課長（西浦 茂君） 連合町内会の補助金につきましては、１戸当たり今の
ところでは３月末に各町内会から戸数の集計等を行うわけですけれども、今のところ私
どもの試算しているところでは、１戸当たり８０円ほどの増額になろうかと思っており
ます。
◎委員長（吉川幸一君） 廣山委員。
◎委員（廣山麗子君） 増えることで活動費に活用できるということは非常に有り難い

ことなんですけれども、毎年ですね町内会から会費を出して、そしてまた更にそういう
補助金をいただきながら運営するんですけれども、その中に上納費というんですか、負
担金がかなりあるんです。
１１から１２の負担金がありまして、おおかた３千４００円か３千５００円、１戸に
ついてですね、そういった中で町内会から出す収入の中の支出の部分が、おおかたこれ
が半分以上いくんですね、この負担金というのが。
そういった中で、なかなか町内会の運営にたいへんさを感じている町内会がたくさん
あると思うんです。大きければ大きいなりに、小さければ小さいなりに、活用がなかな
かたいへんな町内会がいっぱい抱えていると思うんです。
今年のように雪がどっと降りまして、町内会の除雪関係ですね、なかなか難しく考え
ているところは、公営住宅を多く持っている町内会、一人暮らしの高齢者がいたり、夫
婦２人暮らしがいたり、更に若い人の一人暮らしが多いんです。
そうなりますとね、雪が降ってもなかなか除雪の関係が家の前の除雪だけでも、広く
あけているところもあれば、一人暮らし、若い人の一人暮らしであれば、ほんとうに自
分の歩くところしかあけてなかったり、そういったかたちを見ますときにね、町内会の
中でなにか手だてをしたいと思いましても、お願いしたら１０万円以上かかるというこ
とでね、なかなか町内会の会費では手だてはしていけない。
それと例えば救急車、なにかあったときに救急車が入っていけるかといったら、その
うちまで入っていけない状況がいまだにあります。
それと同時に屋根の雪下ろしですね、一人暮らし高齢者、７０歳以上の高齢者につい
ては、除雪ボランティアというのが福祉サービスの中にありますけれども、屋根の雪下
ろしについては、危険が伴うからやらないということでずっときてます。
町内会も、そのことに手だてができるかとなったら、なかなか一人暮らし高齢者夫婦
世帯、そして一人暮らし若い人の世帯の町内会であれば、なかなか屋根の雪下ろしも難
しいんですね。
そういった中で、危険が伴う中でなにかをしなくてはいけないと思っても、それには
それなりのお金がかかるわけなんです。ですからそういうことも含めてね、この町内会
の上納費負担の在り方の問題、そういった今、置かれている個々の町内会の状況も把握
しながら、今後に向けてこの町内会の補助金関係考えていただきたいなと思います。
今年については唯一補助金の、大きな補助金の中に納税奨励金というのがありました
よね、これは今年廃止されるわけですね載っていないところをみると。そういったもの
もね今度減になるわけですので、町内会の補助金態勢、考えていただく機会あると思い
ますので、よろしくお願いいたします。
◎委員長（吉川幸一君） 西浦住民生活課長。
◎住民生活課長（西浦 茂君） 今の町内会の負担金の関係でございますけれど、各団
体の負担金につきましては、私のほうからその団体にどうのこうのということは申し上
げられませんけれども、町内会の各種負担金はそれぞれの団体からそれぞれご要望があ
るというふうに思ってますけれども、そちらのほうでなにかの機会に話ししていただけ
ればなというふうに思いますし、私らのほうからもそういうご意見があった旨はお伝え
したいと思います。
それから、町内会の町からの助成金なんですけれども、十勝管内的にいえば新得町の
現在の助成金は中の下というぐらいのところにおりますから、決して他の町村から見て

極端に少ないというわけではございません。
今年各種団体の中で、連合町内会については補助金の増額ということになっておりま
すので、今後の課題というふうにさせていただきたいというふうに思います。
◎委員長（吉川幸一君） 松尾委員。
◎委員（松尾為男君） ４７ページのですね、１３節の委託料のことについてちょっと
お伺いしたいと思います。これは５３ページの委託料とも関連しますし、最後のほうの
ですね、公民館のところにも関連するんですが、警備業務についてお伺いします。
今度、警備員会社がですねなにか替わるということを聞いているんですが、これので
すね町側で２月の１４日だと思いますけれども、入札に関するいわば仕事の内容の説明
だと思いますけれども、それが行われたかと思います。
その後ですね、即２月の１７日１８日にはですね、新たなと言うのか、まだ入札もな
にもしていなんですけれども、新たな会社のかたがですね、現場いわゆる公民館それか
ら役場の当直室などに来まして、名刺を出してですね、今度仕事もらいましたからよろ
しくということで、２日間にわたって大体全員にあたったようであります。
これはその説明会のときに、業者が回ってこいということは町側では言ってないと思
いますけれども、そのような雰囲気でないのかなとこのように思います。
なおかつ、現場にはですね職員が案内をしているわけです。ですから、まだ、入札も
していない、それから業者も決定していないという段階で、そういった回る業者につい
てですね注意かなにかなされたのか、なおかつそういう雰囲気を与えたのかちょっとお
伺いします。
◎委員長（吉川幸一君） 畑中総務課長。
◎総務課長（畑中栄和君） お答えいたします。
夜警業務につきましては、従来帯広の業者と契約を２０年近くにわたって実施してい
たわけですが、町内で２業者のかたが免許を取られて、請負ができるということになり
ましたので、この４月から町内業者に請け負っていただこうということで、今お話のあ
りましたように２月の１４日に説明会を実施して、町といたしましては現在働いている
人を最優先に雇用してもらいたいと、帯広の業者で働いている現在の人を最優先で雇用
してもらいたいということで、お話をしたところであります。
ただ、今お話のあった行き違いといいますか、町のほうでそのように今、働いている
人を最優先に使ってもらたいという話をしたものですから、業者のほうは早とちりとい
うか、職場を訪れてうちの会社にぜひ来てくださいという話をしたみたいです。
それに職員が案内というか、したという誤解を招いているようですが、その職員に聞
きましたところ、たまたま公民館なんですが、公民館の管理人室に職員が用事があって
入っていったら、その業者のかたが後ろからついてきてさっと名刺を出したという、あ
たかも職員が案内したように取られてるんだというふうに私は聞いております。
実際は、そういう雰囲気を与えてしまったんでないかなというふうに理解しているわ
けですが、ご理解いただきたいと思います。
◎委員長（吉川幸一君） 松尾委員。
◎委員（松尾為男君） なかなかうまい答弁するなと思って聞いていたんですけれども、
新しい会社のですね、そのかたはまだ新得に来て日が浅いと思います。通勤かな、鹿追
のね。従って誰にお話ししたらいいかわからないものですから、職員に紹介してもらっ
たと、僕はそう理解しているんですけれども、それは実際に当事者に聞いた話なんです

けれども。
そもそもですね、今、総務課長がおっしゃったように、皆さん新しい会社に来ていた
だきたいということは一言も言ってないんですよ、ただよろしくということだけで。
そして、２月の２２日になってから、初めて所属をする会社から解雇通告を受けてい
るんですね１１名全員が、その後ですね、それらしき話がですね電話で一方的にどうで
しょうかと言ってですね、後ぽつんと切れた、切っているようです。それが実態なんで
すよ、皆さんを雇うというのは。それがひとつのいちおう勧誘ということでは、一方的
だけれども、やっているよということなようです。
なおかつですね、皆さんは所属の会社のほうからですね、今度は替わりますからとい
うことで言われれば納得するというんですよ。しかし、全然違う会社のかたからですね、
今度は仕事もらいましたからよろしくと言われるのは、このことでかなり憤慨はしてい
るのが実態なんですよ。
ですから多分に、そういうようないって話をしてもいいような雰囲気づくりをやった
んではないかなと、このように思ってますけれどもどうでしょうか。
◎委員長（吉川幸一君） 畑中総務課長。
◎総務課長（畑中栄和君） お答えいたします。
その名刺を持って行ったというのは、確かに解雇通知の前の話でありまして、その件
につきましては、働いているかたも勤務時間中だから、ここには来ないでくれという話
もしたそうですし、町のほうにも抗議がありましたので、町としましても町内業者２社
に勤務時間中は接触しないでくれと、接触するんであれば勤務時間外にして欲しいとい
うことで、お話をいたしております。
その後２月の２５日に、解雇通告があったわけですが、そういう話が町のほうから勤
務時間中は接触しないでくれという話をしたものですから、逆に３月のはじめ１０日前
後だと思いますが、それぐらいまで働いている人とは接触は一切とってなかったみたい
ですね、そんな状況で一部では感情的にというか、そういうふうになったのかというふ
うに思っておりますので、ご理解いただきたいなと思います。
◎委員長（吉川幸一君） 松尾委員。
◎委員（松尾為男君） 今、お答えになったですね、既存の会社も含めてですね、呼ば
れまして注意を受けたと、これは事実なんですよね。
これもまた問題なんですよ。既存の会社はですね、一切そんな行為はやってないんで
すよ。やる気もないし、やってないんですよね。従来からずっと町の仕事をやってます
からね。呼ばれて既存の会社はまた怒っているんですよ、疑惑をかけられたといって。
これもまたね、謝っておいたほうがいいんでないですか。
◎委員長（吉川幸一君） 鈴木助役。
◎助役（鈴木政輝君） お答えをしたいと思います。
今回の委託の問題につきましては、基本的に町内の企業を育成するという観点で、今
まで十数年続いておりました町外の業者については、４月以降改めさせていただきたい
という話を、現在の会社のほうにお話をいたしました。地方財政も厳しい、あるいは民
間の企業の皆さんがたも厳しいということについては、その会社も十分理解をいただき
まして、この間たいへんお世話になったということになったわけでございます。
そのときに出向している職員がおりますので、できれば地元の業者で雇用していただ
けるように、強く要請をしていただきたいとの当時の支店長さんからお話を受けまして、

私どもはそれを受けて２社の説明会のときに、絶対条件ではありませんがそういった趣
旨を申し上げて、雇用について頼んだというのが実態でございます。
当然、町としましては現在の会社の責任者のかたが雇用しているかたに、それぞれそ
のことをきちんと要請をしているというふうに我々判断しておりますから、当然のこと
ながら、地元の２社の業者のほうは、そういった接触を持ったんではないかと考えおり
ます。
その段階で、解雇通知が来たというお話を私どものほうに電話がありました。これは
解雇通知を出すという話をしておりましたから、当然、解雇通知をするときには、その
会社が責任をもって後の指導をきちんとしていれば、この問題はなかったと思います。
ところがその説明を全くされないまま、一方的に解雇通知をいただいたということで、
相当激怒されて私のほうに電話が来ましたが、私どもとしては責任者のかたから強い要
請を受けておりますので、２社には等しく雇用していただけるように、強い要請を２回
ほどいたしましたし、そのことについては一定程度誠意を示していただいたわけでござ
います。
今の業者のかたについてきちんとしていればいいというお話はしましたし、直接出向
している元の会社についても、いちおうお話をお聞きしましたが、最終的にはこの件に
ついては、たいへんご迷惑をおかけしたということで、理解をいただいたというふうに
考えております。
◎委員長（吉川幸一君） ほかに。川見委員。
◎委員（川見久雄君） 関連して別な視点から１点お伺いをしたいと思います。
聞くところによりますと、新年度から新しい会社が引き受けるということになるんで
しょうけれども、その入札が４月の１日というふうに聞いております。
新年度予算であるわけですから、今予算の審議中でございまして、そういう事情もあ
るかも知れませんけれども、また別途ですね、早期に入札ができる手だてもあるんでは
ないかなと思うんですよね。今回は日時もたいへん迫っておりますんで、今回について
はとやかく申し上げても致し方ないのかなというふうに思うんですけれども。
例えばですね、引き受ける業者の立場になりますとね、いずれにしても２業者のうち
の１業者が落札をするわけですけれども、私も詳しくはわかりませんけれども、果たし
てですね余剰人員を抱えているのかどうか、現在の従業員を優先的に雇用する、してい
ただきたいという要請はしているようですけれどもね、それと同時にですね、これが単
年度契約になるようですね。
そういうことになりますとですね、毎年毎年ですね、一年ごとに従業員についても、
今とれていた会社が落札できなかったら首になるかってね、それがいつになるかなって
いうと、今の例でいきますと、４月１日にならないとわからないという問題もあるわけ
ですね。
ですから、今回については致し方ないかなとは思うんですけれども、来年度以降につ
いてはですね、やっぱりそれなりのもう少し早めのと言いますかね、複数年の契約がで
きないんであればですね、そういった、やはり手だてといいますか、方法を採られるべ
きではないかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
◎委員長（吉川幸一君） 畑中総務課長。
◎総務課長（畑中栄和君） お答えいたします。
入札の関係ですが、新年度始まるのが４月１日でございますので、予算執行は４月１

日からしかできませんので、４月１日入札ということで設定をいたしているわけですが、
方法的には債務負担行為を採るとか、そういう手だてはあったのかなというふうには思
いますが、今年度につきましては４月１日で実施させていただきたいというふうに思っ
ております。
それから単年度契約の関係ですが、今、川見委員さんお話しのように人の関係があり
ます。できれば、決定はいたしておりませんが、できれば随契で、例えば３年スパンと
か５年スパンとか、そういう契約をしていきたいなというふうに現在考えてますので、
ご理解賜りたいと思います。
◎委員長（吉川幸一君） ほかにありませんか。金澤委員。
◎委員（金澤 学君） ４４ページから４５ページにわたる、負担金補助及び交付金に
ついて質問します。
今回初めて予算書いただいたんですけれども、その中でいろいろな団体に補助や会費
を払っているんですけれども、その中で金曜会ってありますよね。この団体はどういう
団体なんですか。
◎委員長（吉川幸一君） 畑中総務課長。
◎総務課長（畑中栄和君） お答えいたします。
金曜会ですが、町内関係機関、団体の長の集まりの会と申しますか、双方連携をとり
ながら、全町的に機関団体が相互発展又はコミュニケーションの場として、しいては、
町の発展に寄与していくような団体でございまして、会員につきまして現在、町内の事
業所の長のかた三十数名のかたがいらっしゃいます。
◎委員長（吉川幸一君） 金澤委員。
◎委員（金澤 学君） そうすると、いろいろな情報交換をする会ということですか。
（「はい」の声あり）
なるほど、私はこれを見ましたら、あちこちに金曜会って出てくるんですね予算書の
中にね、会費がね。これは私は公費ではなくて、個人で負担すべきだと思うんですけれ
どもいかがでしょうか。
◎委員長（吉川幸一君） 畑中総務課長。
◎総務課長（畑中栄和君） お答えいたします。
金曜会の町の関係者は、町長と議長、それから教育委員長が会員になっていると思い
ますが、あくまでも職場の長のかたの集まりでございまして、町の関係者も町長、議長、
教育委員長ということで、職場の長として加入いたしておりますので、会費につきまし
ては個人でなく、やはり公用になるのかなというふうに考えております。
◎委員長（吉川幸一君） 次に進みます。

◎委員長（吉川幸一君） ５６ページから６０ページまでの第３項、戸籍住民基本台帳
費、第４項、選挙費、第５項、統計調査費、第６項、監査委員費についてご発言くださ
い。
（「なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） これをもって、第２款、総務費を終わります。

◎委員長（吉川幸一君） 次に、条例の審査に入ります。議案第１８号、ホームヘルプ
サービス条例を廃止する条例の制定についてを議題といたします。
提案者から提案理由の説明を求めます。浜田保健福祉課長。
［保健福祉課長 浜 田 正 利 君 登壇］
◎保健福祉課長（浜田正利君） 議案第１８号、ホームヘルプサービス条例を廃止する
条例の制定についてご説明いたします。
提案理由といたしまして、本年４月１日からの介護保険制度施行に伴い、ホームヘル
プサービス条例で実施していたサービスについては、介護保険の制度の中で訪問介護と
して、サービス事業者が実施していくということになりました。
もって、この条例の目的が終わったので、本条例を制定し廃止するものです。
なお、介護認定においての、自立し及び介護保険対象外の重度の身体障害者について
はですね、町の事業として現状のサービスを基本に、継続したサービスを提供していき
たいと考えています。
附則によりまして、この条例は１２年４月１日から施行します。よろしくご審議のほ
どをお願いします。
［保健福祉課長 浜 田 正 利 君 降壇］
◎委員長（吉川幸一君） これから質疑に入ります。質疑がありましたら発言願います。
（「なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） これをもって、議案第１８号の質疑を終結いたします。

◎委員長（吉川幸一君） 次に、議案第１９号、家族介護手当支給条例の制定について
を議題といたします。
提案者から提案理由の説明を求めます。浜田保健福祉課長。
［保健福祉課長 浜 田 正 利 君 登壇］
◎保健福祉課長（浜田正利君） 議案第１９号、家族介護手当支給条例の制定について
ご説明いたします。
７ページを御覧いただきたいと思います。提案理由といたしまして、介護保険制度と
の整合性をかんがみ、町内に居住されている在宅の要介護者を介護するものに対して、
介護の負担軽減を図るため支給対象者を定め、介護手当を支給し、もって在宅福祉の推
進を図ることを目的に本条例を制定するものです。
本文に戻っていただきます。
第１条は条例の目的でございます。
第２条につきましては、要介護者及び介護するもの並びに介護等についての説明をし
ています。なお、要介護者については６ページにあります別表の中で詳しく掲げており
ます。介護認定の結果、要介護度の３、４、５の判定を受けたかた、並びにですね、身
体上及び精神の障害により、日常生活の介護を受けているものと定めております。
第３条は、支給対象者ですが、別表に定めたかたが町民税の所得割がかからない人と
定め、そのかたを介護しているものを支給対象としています。
第４条は、支給額を１人当たり２万円ということで定めております。
第５条は、この制度については申請から始まりますということを定めております。
第６条は、支給の決定ですが、介護の実態を把握するにあたり、地区担当の民生委員

さんと協議したうえで決定することという予定をしております。
第７条から第１０条までは省略させていただきます。
次に１１条ですけれども、これについては細かな点については規則への委任というこ
とになっております。なお、この規則の中にはですね、国及び道の介護手当に類した制
度によって支給を受けた場合については、内払いということを予定をしております。
附則といたしまして、第１項で本年の４月１日からの施行を定めております。
第２項においては、現在ある寝たきり者等介護手当支給条例の廃止を定めております。
以上でございます。よろしくご審議のほどをお願いします。
［保健福祉課長 浜 田 正 利 君 降壇］
◎委員長（吉川幸一君） これから質疑に入ります。質疑がありましたら発言願います。
（「なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） これをもって、議案第１９号の質疑を終結いたします。

◎委員長（吉川幸一君）
と思います。
◎委員長（吉川幸一君）

暫時休憩をいたします。１１時１５分まで休憩をいたしたい
（宣告

１０時５８分）

（宣告

１１時１５分）

休憩を解き再開をいたします。

◎委員長（吉川幸一君） 予算書の６０ページをお開きください。第３款、民生費の審
査を行います。６０ページから７２ページまでの第１項、社会福祉費についてご発言く
ださい。藤井委員。
◎委員（藤井友幸君） ２、３お尋ねをいたします。
６５ページの民生委員協議会がございます。負担金補助でございますけれども、昨年
はたしか３０１万円かと思いますけれども、今年は５９６万１千円、したがいまして２
９５万１千円の増でございます。
これはどのような関係で、約倍近い負担金補助金になったのかお伺いをいたします。
また、第２点目でございますけれども、現在民生委員は何名いらっしゃるのか私、今
日の議案も見てもなかなか出てないので、その辺をお知らせいただきたいと思います。
以上です。
◎委員長（吉川幸一君） 浜田保健福祉課長。
◎保健福祉課長（浜田正利君） １点目の負担金の増なんですけれども、民生委員さん
３年の任期がございまして、その中で道外視察ということで３年に１回やっております。
その関係で１２年度予定をしてございまして、取りあえず今の段階で２２名の予算で
打ち切り１５万円ということで措置をしています。その分が増えていると思います。
それから人数ですけれども、民生児童委員という人数でいきますと、２４名が新得町
あります。ただ、福西さんが亡くなっております。現在２３名ということになってます。
◎委員長（吉川幸一君） 藤井委員。
◎委員（藤井友幸君） この民生法ではですね、２６条に協議会等の負担は都道府県が
これを負担するということになっておりますけれども、道の関係からは１２年度につき

ましては１５８万６千円ということでございます。したがいまして３３万７千５００円
は、全額町ということになるのかお伺いをいたします。
◎委員長（吉川幸一君） 浜田保健福祉課長。
◎保健福祉課長（浜田正利君） そのとおりでございます。
◎委員長（吉川幸一君） 宗像委員。
◎委員（宗像 一君） それに関連して、ちょっと前のページの６３ページ。
報酬で４万２千円あるわけなんですが、これ民生委員さん推薦委員会の委員というこ
とは、さきほど言われました民生委員さんがそれぞれ二十何名いる、そういう人たちの
推薦する委員会だという解釈でいいんですか。
◎委員長（吉川幸一君） 浜田保健福祉課長。
◎保健福祉課長（浜田正利君） 今、現在欠員ということで１名ですけれども、今後民
生委員の代表とも協議をしているんですけれども、その欠員を埋めるかどうかというこ
とでここの費用が関わってくるんですけれども、欠員が出て埋めるべきだということに
なれば、ここの報酬を使ってですね、新得町で推薦をしていくというための費用でござ
います。
◎委員長（吉川幸一君） 石本委員。
◎委員（石本 洋君） 僕の顔じっと見るもんだからいいんだと。どうもすみません。
民生費全般にかかることだと思うわけですが、来月４月１日から成年後見制度という
のが発足いたしますね。これは従来の禁治産、準禁治産というものが廃止されて、それ
に代わるものとして出てくるわけですが、この禁治産、準禁治産が廃止されるという根
底にはですね、要するに財産をちょっと悪い考えをする人がおって、財産をもらうため
に禁治産にすると、あるいは準禁治産にするといったことが、全国的なデータでいくと
約９割でございます。だからほとんどがそういうこと。
そういうことで、今度は成年後見制度に代わったと、こういうことなわけなんですね。
そういうかたちの中で、要するに成年後見は金銭なんかの出し入れやなんかについて
も、やっていくことができるわけなんですが、重度身体障害者の施設だとかあるいはひ
まわり荘、ましてや、またわかふじ寮のああいう施設の中にもですね、当然、自分で金
銭を出し入れできない人たちというのがそれなりにいると思うんですよね。
そういうような成年後見の設定にあたってですね、配慮すべきものがあるだろうと、
当然施設を抱えている町村としてはですね。また、一般的にもですねＰＲをしていかな
いと、がらっと代わってしまうものですからたいへんなわけなんですが、予算書の中身
を見る限りにおいては、成年後見制度についてのものはひとつも出ておりません。
これは介護保険と同じように、介護保険と同じような考え方で、この成年後見制度と
いうのが発足しているという意味合いもありますのでね、ひとつご憂慮をいただきたい
なと思うわけなんですが、対応は今どのようになっておりましょうか。
◎委員長（吉川幸一君） 浜田保健福祉課長。
◎保健福祉課長（浜田正利君） 成年後見制度っていうのは、民法の一部改正で今年の
４月１日施行ということで聞いております。
この背景にあるのは、高齢化社会それから地方の高齢者の増加といったものが時代背
景にあると。石本委員から言われたように重度の身体、知的障害者等についても当然対
象になってくる制度なんですけれども、今までの民法でいう禁治産者なり準禁治産者と
いうのは、かなり利用をするうえで制限がありました。そういった意味で９０パーセン

トのかたが意図的なものということも、裏返せばなんとなくうなずけるかなというふう
に思ってます。
それで今回の成年後見制度なんですけれども、あくまでも本人がまだしっかりしてい
るうちに、将来自分がそういう状態になったときに、Ａさん若しくはＢさん、若しくは
法人、施設等に後を頼むというのが成年後見制度ということで。
それで、今、石本委員が気にされているのは、ＰＲを含めたバックアップという意味
かなと思うんですけれども、実をいうと私自身もまだ勉強不足でなんとも言えない部分
があるんですけれども、今勉強している中ではですね、石本委員が言われるように、実
際の運用にあたってやはり危ぐされる部分、当然出てくるかなとそういう認識を持って
ます。
これはですね、新得町だけが、一自治体だけがですね、やれるかどうかいえば難しい
部分もあるかなという感じはしてますけれども、介護保険の保険者としてのやはり新得
町の姿勢もあるかなと思うんで、その辺も含めてですね、契約にあたってはお互い異論
のないように、なんらかの措置っていいましょうか、どういうことが考えられるかとい
うのはですね、改めて勉強していきたいというふうに思っています。
◎委員長（吉川幸一君） 廣山委員。
◎委員（廣山麗子君） ６４ページから６５ページにかけての１３節なんですけれども、
生きがい活動支援通所事業だとか、生活管理指導員派遣事業、これが介護保険の中の自
立者に対する事業だと思うんですけれども、４月からスタートに向けての介護保険事業
に、今のところ認定の状況をお話お伺いしたいと思います。
◎委員長（吉川幸一君） 浜田保健福祉課長。
◎保健福祉課長（浜田正利君） 今現在というか、ちょっと２月末でしか、申し訳ない
ですけれども把握してないんですけれども、２次判定いわゆる最終判定という状況でお
話申し上げます。
総数がですね調査が終わって、２次判定が終わったのは１２９名おります。そのうち
ですね、いわゆる自立ということで判定されたかたについては７名。支援が３５名。介
護度１が２７名、２が２１名、３が１０名、４が２０名、５が９名という状況になって
ます。これについては施設も含めてという状況にあります。
なおですね３月、まだ最終集計終わってないんですけれども、更に約４０名のかたが
２次判定まで終わってます。たいへん申し訳なんですが、そこまでまだちょっと集計し
ておりませんけれども。
◎委員長（吉川幸一君） 廣山委員。
◎委員（廣山麗子君） その中でね、この１２年度の予算の生きがい活動事業、これ生
きがいデイサービスだとか、ホームヘルプ事業ですね、この中身を説明していただきた
いと思います。
◎委員長（吉川幸一君） 浜田保健福祉課長。
◎保健福祉課長（浜田正利君） 高齢者だけではなくて身体障害者も含めてご説明申し
上げたいと思います。
制度的には、あくまでも６５歳を超えれば、障害であろうとどういう状態であろうと
基本的には介護保険が基本と、そのうえでですね、それから漏れたかたについて身体障
害者、それから高齢者の自立ということで予算措置をしております。
それで、まずデイサービスの関係なんですけれども、身体障害者ではデイサービスと

いうことでカタカナの名前で載せてございます。
それから、高齢者につきましては生きがい活動支援通所事業ということで、日本語と
いいましょうか、こういうかたちで載せてございます。
それで、身障のほうについてはですね、屈足の療護施設をデイサービスということで
予定をしてございます。
それから、生きがいのほうについては、保健福祉センターのほうで予算をみています。
人数的な問題は現実にどうなのかというのは、今まだ集計中なのでなんともいえない部
分があるんですけれども、利用にあたってはですね、あくまでも介護保険制度との整合
性をもってということで、この間何回か話しているとおりなんですけれども、今現在で
すね生きがい型のほうについては、いわゆる高齢者のほうについてはですね、事業主体
が自ら利用料の基本部分については、１０パーセントを５パーセントにするということ
で、今進めています。加算についてはそのままもらうということになります。
それで数字を具体的に比較しますとですね、千円を超えていたものがですね、高齢者
の自立については千円を切るというふうになろうかなというふうに思ってます。
それから障害のほうについてはですね、今の段階食事込みの８００円ということで予
定をしております。
それから、次にいわゆるヘルパーさんの問題になると思うんですけれども、これにつ
いてはですね、利用料についてはこれも介護保険との整合性を考えてということで、今
現在介護保険の対象のかたについては、身障を含めて３パーセントで今組んでます。い
く予定をしております。自立のかたについては、６パーセントということで考えており
ます。
これはですね当初話していた数字よりも、かなり押さえたものというふうに思ってい
ます。以上です。
◎委員長（吉川幸一君） 廣山委員。
◎委員（廣山麗子君） 一番先に出ていた、初めからの試算からみたらほんとうに減額
になったので、利用者もそれなりの閉じこもりにならないようなかたちの中で、出てい
けるかなと思うんですけれども、まだ、管内の状況を見ますと、ほんとうに閉じこもり
にならないように、今までのとおり５００円なり６００円で自立のかたも含めて、その
対策を講じるということが出てますのでね、まだまだ、そういった意味からしたらね、
今まで５００円で行けた人が千円を出さないで行けるにしても、倍近くになっています
ので、今後に向けてそういった福祉面の対策をしながらね、閉じこもりにならないよう
なかたちの中で、この地域の中で住み続けられるような状況をしていただきたいと思い
ます。
◎委員長（吉川幸一君） 浜田保健福祉課長。
◎保健福祉課長（浜田正利君） 私ども閉じこもり対策という意味では、かなり懸念を
持っている部分があります。そのうえでですね、やはり介護保険という一つの制度と、
この制度の中でどうするかっていうのが、今のやはり基本的な考え方かなと思ってます。
そのうえでですね、本年度についは、政策的に支援をするということで措置をしてお
りますし、デイのほうについても事業者自らが利用軽減にあたっているというのが現状
です。
それで、今後の問題かなとは思うんですけれども、政策的にどこまでいけるかってい
うのは、あくまで推移を見てみないと、今の段階ではなんともいえない部分があるとい

うのが正直なところなんで、これは行政それから事業者それぞれがですね、どこまでい
っしょうけんめいやれるかっていうふうになるかなと思ってます。
そういうことを踏まえてですね、今の委員からの話については、今後も頭の中に十分
おいておきたいというふうに思っております。
◎委員長（吉川幸一君） 斎藤委員。
◎委員（斎藤芳幸君） ６４ページの１３節ですけれども、配食サービスってあります
けれども、へき地とかあるいは農村地帯でもこの事業で受けることができているのか、
それとも今受けている人いるのかお聞きしたいと思います。
◎委員長（吉川幸一君） 浜田保健福祉課長。
◎保健福祉課長（浜田正利君） 配食というのは社会福祉協議会が、結果的に町の委託
を受けてやっている事業です。今現在、週２回実施をしてございます。それで今のお話
にある農村部ということになるのかなと思うんですけれども、基本的には市街地が中心
ですけれども、今現在トムラウシそれから新屈足を除いた以外はですね、配食の供給は
可能かなというふうに思ってます。
それで今現在の数字はですね、ちょっと後で、申し訳ございません。
◎委員長（吉川幸一君） 松尾委員。
◎委員（松尾為男君） ６４ページのですね８節の報償費ですけれども、これは一般的
に議員はですね禁句になっていると思いますけれども、敬老金の問題です。
昨年ですが議員協議会の中で多少、考え方を出されましたけれども、今年は例年どお
りということで予算組みされました。
これのですね今後の見直しといいますか、いわばほんとうに喜ばれるっていうか、こ
れは今の制度ですと全体に６６０名のかたに全部あたるということなんですけれども、
ほんとうに喜ぶ人と、言っちゃなんなんですけれどもね、もらってももらわなくてもい
いようなかたもいるんですよ。年金がですね、年額３００万円ももらっている彼らがね、
年額２万円をもらっても大した有り難くない。
これをですね、今年高齢者福祉計画策定委員会でも１回あげました。しかし、委員の
ですね３分の１はもらっているかたなんですよ。従って自分がもらっているやつをです
ね、違うかたちに直すということはですね議論はできないですよね。そのかたたちがね、
ちょっとね今まであるのにっていう発言がありましたら、ほかの委員はもう全然発言で
きないというかっこうなわけですよ。
ですから、これはじっくりですね検討されまして、そして時間といいますか、よく皆
さんが理解できるようなかたちで、見直しをしていったほうがいいんではないだろうか
と思いますんで、見解だけお聞きしておきます。
◎委員長（吉川幸一君） 浜田保健福祉課長。
◎保健福祉課長（浜田正利君） 敬老金につきましては今年からですね７７歳というこ
とで、１歳上げました。
この年齢の問題については、１０年間で８０歳までに上げていくということで今進ん
でいるんですけれども、今松尾委員言われた制度本来のほうに入るということになると
ですね、さきほど言ったように策定委員会の中でももめた部分もあります。
それで我々担当者内部でも意見が分かれたとこもあると、これはまた実態であります。
そのうえでですね、管内の動向等の中を聞く中ではですね、やはり敬老金自体の見直し、
それから金額の見直し、制度の見直しといろいろあるようです。

それで、もう少し状況を把握したうえでですね、最終的に町として今後どうするかと
いうことを、決めていきたいというふうに思ってますけれども、これについてはですね、
執行方針の中でも一部ふれて、ある意味では制度全般の見直しの中から、敬老金につい
ても見直しをしていかなければならないかなというふうに今考えております。
それと配食なんですけれども、４０食４０人でございます。
◎委員長（吉川幸一君） ほかにありませんか。宗像委員。
◎委員（宗像 一君） ちょっと６６ページの１９節の補助金の関係になるんですけれ
ども、社会福祉協議会の関係です。
本町の福祉事業を社会福祉協議会に非常に託している面があるわけなんですけれども、
これからのそういう状態に向かって、事務局長も配置されいろいろと取り組みをされて
いることとは思います。
それで今後ですね、そういった福祉向上をですねやっていくうえにおいて、どんな、
補助団体である福祉協議会でね、果たしてうまくやっていけるのかどうかということが
ちょっと心配なのと、それから何人ぐらいの職員を選任して、そしてボランティア活動
関係もですね含めて、もし聞かせていただければと思います。
◎委員長（吉川幸一君） 浜田保健福祉課長。
◎保健福祉課長（浜田正利君） 社会福祉協議会自体の在り方といいましょうか、ある
意味では、地域福祉の担い手という意識を持っております。そのうえでですね、昨年の
１０月から事務局長の専任の配置をいただきまして、事務かたについては今３名という
ことで臨んでおります。
それで後、先に職員体制もちょっとお話申し上げますけれども、ヘルパーについては
ですね、今まで５名おりました。これについては、やはり社会福祉協議会自身が組織的
にどうあるべきか、なおかつ、財政的にどう確立していくかという視点の中でですね、
５を４にして配置替えを予定をしております。
ただですね、配置替えにしてもサービスの提供については当然落とさないというのが
前提であります。
それからですね、後、今回介護保険ということが４月から出てきます。理事者との間
にはですね、介護保険にかかってはあくまでも事業者ということで、自主自立というこ
とで、ある意味では経営的な中で生きていくというのが一つです。
それからそれ以外については町の委託事業と、いわゆる補助事業の中で担っていくと
いう、２本立てになろうかなというふうに思ってます。そういったことを含めてですね、
財政的な問題についてはこの間、社協の事務局長中心になってかなり練っております。
そういう意味では４月以降というのは、ある意味では替わった社会福祉協議会の体制
かなというふうに思ってます。
それからボランティアのほうなんですけれども、ボランティアについてはこの間、各
議員からもいろいろお話をいただいております。やはり介護保険、それから地域福祉を
考えるとですね、どうしてもやはり行政だけでも限界あるし、それから社協だけでもや
はり限界があると、そういった意味では、やはりボランティアというのは重要かなとい
うような認識を持っております。
そういった事務局との窓口という意味で、社会福祉協議会が今後とも担っていくとい
うことで、ある意味ではやっと手を付けたばかりかなというのが今の現状です。今後も
ですね、なんとかそういう町内にあるボランティア団体、個人も含めて連絡体制をとっ

ていく中心的な役割ということを、改めて担っていくように努力していきたいというふ
うに思っております。
◎委員長（吉川幸一君） 宗像委員。
◎委員（宗像 一君） ちょっとそのボランティア関係のでは、それではまだ立ち上げ
式やなんかはきちんとできていないというので理解していいんですか。そこら辺のでこ
れからやっていくというふうなもんですから、ちょっと心配な面があるんですけれども、
そこら辺の状態をちょっと。
それからそれに対しての指導体制やなんかも、こういうふうにとっていこうと思って
いるんだというようなことがあれば、聞かせていただきたいと思います。
◎委員長（吉川幸一君） 浜田保健福祉課長。
◎保健福祉課長（浜田正利君） 今までもですね、社会福祉協議会の事業についてはで
すね、ボランティア団体のかたのお手伝いをいただきながらですね、例えば、ちょっと
忘れましたけれども、ここの前でやったふれあい広場ですか、ああいったものも各団体
にお願いをしてやってきていると。それはですね、あくまでも社協のほうからのボラン
ティア団体に対するお願いというのが今の現状です。
それで私が言っているのは、さきほどから言っているのは、そういったかたをですね、
あくまで有機的にどう結び付けるのかっていうのが、やはりこれからかなという意味で、
そういう意味では宗像委員の言ったように、まだ、これからというのが現実の姿かなと
いうふうに思ってます。
これからですね、何回もしつこいかもしれませんけれども、なんとかお力を借りれる
ような、そういう結び付きを強めていきたいというふうに思っております。
◎委員長（吉川幸一君） 次に進みます。

◎委員長（吉川幸一君） 予算書の７３ページから７８ページまでの、第２項、児童福
祉費についてご発言ください。
（「なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） これをもって、第３款、民生費を終わります。

◎委員長（吉川幸一君） 次に予算書の７８ページをお開きください。第４款、衛生費
の審査を行います。７８ページから８２ページまでの第１項、保健衛生費についてご発
言ください。髙橋委員。
◎委員（髙橋欽造君） ８２ページの１９節、この中で公衆浴場運営費２４０万円てい
うの出ているわけでございますけれども、かつて私はこれのことについては発言をさせ
ていただいているわけでございますが、これはたしか屈足の岩の湯さんだと思うんです。
現在の岩の湯さんの営業状況はどうなっているのか、ちょっとお聞かせいただきたい。
◎委員長（吉川幸一君） 西浦住民生活課長。
◎住民生活課長（西浦 茂君） 岩の湯さんの経営状態でございますけれども、向こう
のほうからこの補助金のを受けるにあたって出てきております試算表を見ますと、年間
１，８００人ほどで、入浴料金の収入が約６５万円程度というふうになっております。
◎委員長（吉川幸一君） 髙橋委員。

◎委員（髙橋欽造君） それでですね、１，８００人というと大体１日５、６人でしょ
うか、そういうことになりますね。
それで、前にお話ししましたようにですね、たいへん苦労はされているんではないか
と思うんですよ。私申し上げたいことは、この所にこうやって、６人のかた毎日という
わけではありませんでしょうけれども、格差はあるんでしょうけれども、そういうかた
がたをですね、あれだけりっぱなレイク・インという所があるわけですから、そういう
所にですね運んで、運んでって言ったらおかしいですね、車を出してあげてやるとです
ね、恐らく私はこの２４０万円かからないと思うんですね。
そういうようなことをお考えになったほうが、よろしいんではないのかなというよう
に思うんですがいかがですか。
◎委員長（吉川幸一君） 西浦住民生活課長。
◎住民生活課長（西浦 茂君） 屈足のレイク・インのほうに送り迎えの関係なんです
が、既にレイク・インのほうでも週１回程度はそのような方法をとっておられるとは思
いますけれども、いずれにいたしましても、岩の湯さんが営業を続けていく限りにおい
ては、私らのほうからそういう送り迎えをしてですね、経営を窮地に陥れるっていうん
ですか、そういう方法はしていきたくないなと思いますし、この方法でいければ、その
まま民間で経営していただくのが、いちばんよろしいんではないかというふうに思いま
す。
そういうことで、人口の減やなんかもあって、経営そのものがたいへんな時期だと思
いますけれども、できれば民間で町が補助しなくてもできていけるような、経営状態に
なっていただければと思っております。
◎委員長（吉川幸一君） 髙橋委員。
◎委員（髙橋欽造君） 課長さんのご答弁はそのとおりなんですね、民間でやれるよう
になって、行政のほうでなんの負担もしないでやっていただくというのは理想的なんで
す。
ところが今はですね、こういう公衆浴場というのは、斜陽産業の最たるものなんです
ね、それは言うまでもなく人口が少ないからです。
同時に新しい家を建てますというと、日本人というのはおふろが好きな人種ですから、
そうするとみんな自家ぶろを持つわけですね。そうすると今おっしゃられるようなこと
には将来、絶対にと言っていいぐらいならないんですね。
そういう観点から私は、今いろいろと財政の厳しいときですから、そういうところも
考え直す必要があるんではないかなということから、質問をさせていただいているわけ
なんですが、課長のおっしゃられるですね、自立していってもらえるということは絶対
にないと、私は断言できるんですがどうですか。
◎委員長（吉川幸一君） 西浦住民生活課長。
◎住民生活課長（西浦 茂君） 確かにこれからの経済状態や、各人がそれぞれ家の新
築等でふろを造る状況からいえば、さきほど申し上げましたような方法は、なかなか難
しいというふうに思いますけれども、いずれにしましても現在、これで営業していただ
くことによりまして、高齢者のかただとか車に乗れないかただとか、そういう人たちが
利用しているわけでございますので、私らのほうから経費削減するということもござい
ますけれども、それを切ってしまって、言い方があれですけれども、倒れる状況に導く
というのはどうかなっていうふうに、私は思っておりますけれども。

◎委員長（吉川幸一君）

ほかにありませんか。
（「なし」の声あり）

◎委員長（吉川幸一君） 次に進みます。８３ページから８６ページまでの第２項、清
掃費についてご発言ください。
（「なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） これをもって、第４款、衛生費を終わります。

◎委員長（吉川幸一君） 次に予算書の８６ページをお開きください。第５款、労働費
の審査を行います。８６ページから８８ページまでの労働費全般についてご発言くださ
い。
（「なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） これをもって、第５款、労働費を終わります。

◎委員長（吉川幸一君） 次に条例の審査に入ります。議案第２０号、新規就農者支援
育成条例の制定についてを議題といたします。
提案者から提案理由の説明を求めます。斉藤農林課長。
［農林課長 斉 藤 正 明 君 登壇］
◎農林課長（斉藤正明君） 議案第２０号、新規就農者支援育成条例の制定についてご
説明いたします。
次の次のページの１１ページ。提案理由でございます。
提案理由、新たに農業を営もうとするものの支援育成及び農業の担い手の確保を図る
ために本条例を制定しようとするものであります。
なお、本町において新規就農に強い希望を持っているかたが、町内町外にたくさんお
られます。これらの意欲ある就農をスムーズに図るためのものであります。
本文に戻っていただきまして、８ページでございます。
新規就農者支援育成条例、第１条目的。提案理由を加えまして、地域の農業の振興と
農村地域の活性化に資することを目的とするものでございます。
第２条、新規就農者の定義でございますけれども、町内において農業実習等２年以上
行い、かつ年齢がおおむね４５歳未満で配偶者を有するものであって、次に該当するも
のをいう。
１、新たに町内において個人で農業を営もうとするもの。
２、新たに町内において、２名以上で農業を共同で営もうとするもの。
第３条、対象でございますけれども、新規就農者がこの条例に基づく支援を受ける
ためには、次に該当する経営規模を確保しなければならない。
１、畑作経営は経営面積が１０ヘクタール以上。ただし、野菜経営は経営面積が２ヘ
クタール以上、酪農経営は搾乳牛３０頭以上、肉牛経営は繁殖牛３０頭又は育成牛２０
０頭以上、しいたけ経営はホダ木３，０００本以上。
２としまして、前条前項にかかわらず、町長が特に必要と認めたものは、支援の対象

とすることができる。
第４条、認定申請でございますけれども、認定申請書それから営農計画書と一緒に、
次に掲げる推薦書を町長に提出しなければなりません。
１、畑作、酪農、肉牛経営は新得町農業協同組合代表理事組合長の推薦書を受けるこ
と。しいたけ経営につきましては、しいたけ生産組合長の推薦書を受けることでござい
ます。
第５条は認定。
それから、第６条、事業の実施支援でございます。新規就農者は次のとおり補助する。
１でございますけれども、畑作経営３年間、１年間１００万円の補助を受けることがで
きます。それから肉牛経営も同様３年間、１年間１００万円でございます。しいたけ経
営が２年間、１年間５０万円でございます。
２としまして、酪農経営につきましては、搾乳牛導入支援として搾乳牛１０頭を無償
譲渡いたしまして、譲渡から２年以内に同頭数の雌のヌレ子を返納することを条件とい
たします。
３番目といたしまして、新規就農資金は次のとおり貸付けとする。ただし、農業共同
経営については、貸付限度額を３，０００万円とする。
次のページをお開きください。就農資金でございますけれども、貸付限度額それぞれ
畑作経営が５００万円、それから野菜経営が３００万円、酪農経営が１，０００万円、
肉牛経営が１，０００万円、しいたけ経営が３００万円でございます。
貸付期間は１０年以内、据置きは３年以内、利率は無利子でございます。
４としまして、農用地保有合理化促進特別事業及び農業リース事業等から貸付けを受
けたものは、５年間を限度として賃借料の３分の１を補助する。ただし、年７０万円を
限度とする。
これにつきましては最大、事業費１億円リース事業、その利率を２パーセントを想定
しております。
それから第７条、事業の申請。
第８条、相続等に対する措置。
それから第９条、５号まで補助金等の取消し、減額及び返納でございます。
第１０条として規則への委任でございます。
附則といたしまして、この条例は平成１２年４月１日から施行するものでございます。
よろしくご審議のほどお願いいたします。
［農林課長 斉 藤 正 明 君 降壇］
◎委員長（吉川幸一君） これから質疑に入ります。質疑がありましたら発言願います。
黒澤委員。
◎委員（黒澤 誠君） たくさんおられるということですけれども、何名くらいおられ
るんですか。
◎委員長（吉川幸一君） 斉藤農林課長。
◎農林課長（斉藤正明君） 今のところ８件でございます。
というのは、ご夫婦のかたがおられますので、そういう夫婦も含めて８件ございまし
て、まだ１名希望のかたが追加するようでございます。
◎委員長（吉川幸一君） 黒澤委員。
◎委員（黒澤 誠君） この貸付限度額は、このとおりわかるんですけれども、１０年

以内ってこれ返済できるものなのかどうか、その点はどうなんでしょうか。
今農業経営は非常に厳しい中で、そのような返済ができるのかどうかお尋ねします。
◎委員長（吉川幸一君） 斉藤農林課長。
◎農林課長（斉藤正明君） 農業情勢はほんとうに厳しいわけでございますけれども、
できればうちらのほうとしましても、貸付期間を引き延ばしてもよろしいんですけれど
も、そうなりますとかえって営農意欲っていうんですか、かえって１０年間くらい貸付
期間を区切ったほうが、本人も営農意欲があると思いまして、そういう具合に１０年間
で区切ったしだいでございます。
それから貸付限度額につきましては、それぞれの恐らく酪農経営が１，０００万円、
肉牛経営が１，０００万円でございまして、しいたけ経営が最低の３００万円というこ
とで、大体これを１０年に割りますと、大体所得を除いて、返せる可能性がある金額か
なということで想定しております。
◎委員長（吉川幸一君） 千葉委員。
◎委員（千葉正博君） まず目的、新たに農業、しいたけ経営というのは農業ではない
ですよね、林業でありますけれども、この辺の件について。
それから初妊牛１０頭、これはいいんですけれども、これはこのことにつきましては、
次の予算で説明を求めますけれども、譲渡から２年以内に同数の雌子牛を返納する条件
と。２年以内ということは、初妊牛借りた牛から返すことは不可能なんです。
というのは、初妊ですから１年目は１０頭産まれます。２年目は１０頭産まれないで
す。平均値からくれば、７頭から８頭ということなんです。
ということは、せっかくこういう制度を作っているんですから、２年ということでは
なく、もう１年延ばして３年くらいに、やっぱり借りた牛から返すというふうに、そう
いうような考え方をもってもらうのが、いちばん望ましいのではなかろうかと思うんで
すけれども、その点についてお聞きします。
◎委員長（吉川幸一君） 斉藤農林課長。
◎農林課長（斉藤正明君） 第１番目のしいたけは農業ではないのかなというご質問で
すけれども、分類としては特用林産物ということであげられておりますけれども、そこ
で我々も条例を制定するときに、いろいろ協議したわけでございますけれども、ここで、
新得町だけの条例でございますから、あえてしいたけを農業ということに含めたわけで
ございます。
それから第２点目の初妊牛を１０頭、２年以内に産まれるのは不妊牛もいますから７
頭８頭ということでございます。
そこら辺も承知しておりますけれど、次のかたの新規就農のためにも１０頭雌子牛を
まず町に返していただくということで、産まれなくてもその不足分は、本人が買ってい
ただいて町に返していただきたいと考えております。
◎委員長（吉川幸一君） 千葉委員。
◎委員（千葉正博君） 支援というかたちをとっているんですから、やはりね、貸し付
けた牛の中から戻ってくるような方法というのが、いちばんの支援ということなんです。
これから買ってきて返せっていったらね、それは支援からちょっとはずれていくのか
なと、このように考えるのでね、もう一度考え直していただきたいと思います。
◎委員長（吉川幸一君） 斉藤農林課長。
◎農林課長（斉藤正明君） さきほどちょっと説明不足でしたけれど、２年以内に７頭

か８頭しか産まれないということですけれども、それは雄も雌も産まれるわけでござい
ますよね。
雄の産まれる率が多うございますから、そういうことを考えると、全部雄で返してく
れる人もいるでしょうし、また、雌で返すようなことが考えられますのでね、今千葉議
員さんがおっしゃるようなことでしたら、だから、平等に合わせて１０頭分を雌で返し
ていただきたいという考えでございます。
◎委員長（吉川幸一君） 千葉委員。
◎委員（千葉正博君） 私の質問が悪かったのかもしれませんけれども、１年目は１０
頭っていうのは、平均的雄雌でいえば５割の確率です。そうすると１年目１０頭産まれ
ても、５頭しか雌が産まれないと。２年目は７頭から８頭っていうことは、不妊だとか
いろいろ障害があるので、これ一般的そういうデータに基づきますけれども、そうする
と７頭から８頭、８頭生まれても、その平均というのは９頭です。２年間で９頭しか返
せれないというのが実態であります。
そういったことから、２年間で雌１０頭を返納することは無理だと、借りた牛からは。
ですからもう少し延ばしてほしい。外から買ってくるとか、あるいは違う自分の牛をね
返すということもあろうかと思いますけれども、支援という立場をとった場合は、もう
少しなだらかな、３年間ぐらいおけば大体３年間で１３頭くらいの雌が、平均値からい
えば生産できるのではなかろうか。そこで３年という言葉を出しているんですけれども。

◎委員長（吉川幸一君）
◎委員長（吉川幸一君）

暫時休憩をいたします。
（宣告

１１時５８分）

（宣告

１２時０２分）

休憩を解き再開をいたします。

◎委員長（吉川幸一君） 答弁は１時まで休憩をいたしまして、１時以降に千葉委員の
答弁をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
（宣告 １２時０２分）
◎委員長（吉川幸一君） 休憩を解き再開いたします。
（宣告 １２時５９分）

◎委員長（吉川幸一君） 答弁を求めます。斉藤農林課長。
◎農林課長（斉藤正明君） さきほどの件でございますけれども、条例の一部を訂正さ
せていただきたいと思います。
◎委員長（吉川幸一君） ただいま、議案第２０号について、提案者から町議会規則第
２０条の規定により、議案の訂正があります。
お諮りいたします。ただいまの件について、提案どおり本委員会に諮りたいと思いま
す。ご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） 異議なしと認めます。

訂正の提案を求めます。斉藤農林課長。
［農林課長 斉 藤 正 明 君 登壇］
◎農林課長（斉藤正明君） 議案第２０号、新規就農者支援育成条例の一部を訂正させ
ていただきます。
９ページの事業の実施の第６条の２号、酪農経営のうんぬん等のところの「譲渡から
２年以内」を「３年以内」に訂正させていただきたいと思います。
よろしくご審議のほどをお願いいたします。
［農林課長 斉 藤 正 明 君 降壇］
◎委員長（吉川幸一君） お諮りいたします。ただいま提案者から議案の訂正が出され
ました。
これから質疑に入ります。質疑がありましたら発言願います。
（「なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） これをもって、議案第２０号の質疑を終結いたします。

◎委員長（吉川幸一君） 次に予算書の８８ページをお開きください。第６款、農林水
産業費の審査を行います。８８ページから１００ページまでの、第１項、農業費につい
てご発言ください。千葉委員。
◎委員（千葉正博君） ９２ページ、畜産業費貸付金、酪農経営負債整理貸付金利子補
給、大家畜経営体質強化資金利子補給、大家畜経営活性化資金利子補給とございますけ
れども、これに対する負債総額がどのようになっているかお願いいたします。
それから何件に対しての利子補給を行っているのか、それぞれ重複されているかたも
あろうかと思いますけれども。
それから９３ページ１８節、備品購入費、新規就農者支援用。さきほどの条例でもあ
りましたけれども、４００万円初妊牛１０頭。現在この初妊牛は四十二、三万円してお
ります。そうした中での、４００万円の予算措置では若干足りないのではなかろうかと、
平均価格ですから。その点についてご説明求めます。
それから、家畜ふん尿処理施設奨励事業２８１万２千円、昨年、私は一般質問で家畜
排泄物法に対する質問をいたしました。その中では、これは農家の責任でやってもらう
という答弁でありました。また、それぞれの対策は講じていくということでしたけれど
も、個々の事業との整合性についてお聞きいたします。
それから９５ページ１５節、工事請負費、佐幌１８号線改良舗装これは共同経営に対
する町の支援対策として、道路整備を行うものと考えておりますけれども、特にここで
考えられるのは過去に例のない支援態勢なのかなと、決して悪いということではなく高
く評価されるものかなと思っておりますけれども、ただ、現在まだ完全に事業がクリア
されているとは考えられないわけですけれども、そういった中でいち早く町として対策
を講じていると、今後ともこういった対策方法を、特にお願いいたしたいということで
取り上げておきます、以上。
◎委員長（吉川幸一君） 斉藤農林課長。
◎農林課長（斉藤正明君） １点目の畜産関係の利子補給でございますけれども、トー
タル的には集計しておりませんけれども、個別的には借入額はちょっと押さえておりま
す。

酪農経営負債が借入額が１億９千万円です。それから、大家畜経営体質強化利子補給
の借入金額が３億２，４００万円、それから大家畜経営利子補給が５億２，４００万円
ほどでございます。
これいろいろ年度ごとに重複しておりますので、詳しい戸数は知りませんけれども、
今のところたしか最大戸数で１４戸かなと思っております。もしあれでしたらもう一度
詳しく調べてみたいと思います。
それから、新規就農者の備品購入費の件でございますけれども、確かにＦ１の関係で
ホルスタインが少なくて４３万円でございます。去年がたしか３７万円ということでご
ざいます。
そして、この辺もいろいろと話したんですけれども、相場がいろいろと高いときと安
いときがあるということで、いちおう下牧が終わった段階でいちばん乳牛が減っており
ますので、乳牛価格ですね市場価格が減っておりますので、そこら辺を想定して購入し
たいなと考えております。もし、それでも足りない場合は、いろいろちょっと検討して
いきたいなと考えております。
それから、１８号線の９５ページの関係ですが、まず１点目に事業がクリアされてい
ないかっていう話でございますけれども、道庁それから関係機関に聞きますと、国庫予
算につきましては、既に予算計上されて国会に審議とおっておりますので、計画書の整
備さえ整えば事業採択は間違いないものと思っています。
それからこの事業だけ優遇されて、今後とも引き継いでいきたいということがござい
ますけれども、うちのほうはルールにのって支援してやっておりまして、前回の大型酪
農のほうも号線敷地の整備を道営草地でやっております。今回も町道の号線ということ
で整備しておりますので、ルールに従って支援しておりますので、ご理解いただきたい
と思っております。
以上でございます。すみません。
家畜ふん尿処理の件でございますけれども、さきほど一般質問で家畜ふん尿処理施設
法ですか、去年の１１月できたときに質問されたかと思いますけれども、本質的には農
家の廃棄処理施設ということでございますけれども、うちのほうはそれはともかくとし
て、それは農家の自主努力ということでございますけど、町のほうとしても、側面的に
昭和６３年ですか、昭和６３度以降ということで、町独自で家畜処理施設事業、それか
ら全体事業費のですね６．８パーセントをやっております。
それの引き続いての事業でございまして、これにつきましては畜産環境リース事業で
やっております。１０年度が２件で、平成１１年が３件、これらの家畜ふん尿処理施設
の補助金でございます。
リース事業でございますので、引き続いて１２年間、この部分は利子補給っていうん
ですか、奨励補助をやっていく考えであります。以上でございます。
◎委員長（吉川幸一君） 千葉委員。
◎委員（千葉正博君） 要するに新規就農の初妊牛１０頭は状況を見極めたうえ、ある
いは秋まではあたらないというふうに解釈されるのでしょうか。下牧の安い時期という
ふうに今答弁されてますけれども。
それから家畜ふん尿処理整備事業、これは６３年よりやっているということになれば、
町としても今までずっとやっているということなんです。
特に今年あたりも環境リース事業で、新得町には８戸の申し込み受け付けというふう

に伺っておりますし、今後これがどこまで続くかわかりませんけれども、５年間の排泄
法に基づく猶予期間の中で、毎年８戸ずつ行っていけば、ほぼおおかたの処理施設が整
備されるのかなと、このようにも考えておりますがどうでしょうか。
以上２点について、再度お願いいたします。
◎委員長（吉川幸一君） 斉藤農林課長。
◎農林課長（斉藤正明君） 新規就農者の１０頭の子牛の件でありますけれども、新規
就農用１０頭の乳牛プレゼントということでございますけれども、本質的な考え方は、
３０頭以上の新規就農の規定がございますね、そして更新は大体３年に１度ということ
でございますので、その１０頭分が更新ということで計上してございますので、それは
そのときで１頭が例えば体細胞が多いだとか、乳房炎がなかった段階でそれぞれ購入し
て補助していきたいと考えておりますので、家畜市場の平均どうのこうのということで
はございません。
そして、私たちとしても考えておりますのは、とにかく公共牧場の下牧のときがいち
ばん安いということで考えておりますので、なるべくそこで買いたいということでござ
いますので、さきほどもお話ししたように、それでもどうしても間に合わないというこ
とでしたら、ほんとうに検討していきたいと思います。
それから家畜ふん尿処理事業の関係でございますけれども、６３年度からやっておる
わけでございますけれども、今道営草地事業のほうにつきましては、ほとんど限度額超
えておりますし、１２年度で終わりでございますので、補助事業としましては畜産環境
リース事業しかないわけでございますけれども、これも限度額がございまして、十勝管
内で何億何億って枠が決まっておりますので、多分、やっても年間１件か２件、大型に
なればほんとうに１件ということになろうと思います。
そこでうちのほうも、それに代わるべき補助事業については国、道に引き続き要請し
ておりますので、そこら辺のところをご理解いただきたいと思います。
◎委員長（吉川幸一君） 菊地委員。
◎委員（菊地康雄君） ９３ページ１９節、新得山ドサンコ牧場管理費ということに関
してお聞きしたいと思いますけれども、なかなか当初のもくろみであった観光事業にも
これを活用するということには、なかなか本来の目的が見いだせないままに今まできて
いるような感じがいたします。
予算としては前年と同じということで管理するということですけれども、これの運営
意義にですね、最初のもくろみから外れてきているようなことがないのか、今後におい
てどのような方向性を見いだしていけるのか、お聞きしたいと思います。
◎委員長（吉川幸一君） 斉藤農林課長。
◎農林課長（斉藤正明君） お答えいたします。
ドサンコ牧場につきましては当初観光牧場、それから子どもの動物の触れ合い、それ
からもう一つには、これも重要なことなんですけれども、新得山スキー場の草刈りとい
うこともございました。
その３点で進んでおりまして、観光につきましては車窓の景観だとかなんとか、それ
なりの効果が上がっていると思います。問題は草刈り、当時７０万円かそれ相当の草刈
り代がかかったと考えておりますけれども、ドサンコを産まれた子馬で運営費をちゃら
にするというような当初考えでおりましたけれども、ドサンコの子馬が非常に安いとい
うことで、町の持ち出しがずっと多くなっておりますけれども、最近ですね、ドサンコ

の子馬の値段が上がっておりまして、今１５０万円でございますけれども、去年でしま
しても、実績大体１３５万円ぐらいで終わってます。まんどにはいっておりません。
それで、少しずつ運営費は少し落ちてくるかなと、ドサンコの馬が売ったおかげで補て
んするということで。
そういうことで、引き続き車窓からの景観も定着しておりますので、子馬の値段が上
がってくれればいいかなと思って考えて、引き続き今後とも運営を考えていきたいと思
っております。
◎委員長（吉川幸一君） ほかにありませんか。松本委員。
◎委員（松本諫男君） ９０ページの１３節、委託料ですけれども、ここに農作物展示
ほということで、４１４万７千円ですか、出ているんですけれども、これ展示ほという
のは町内に何か所あって、そしてこれはどのように使われているのかちょっとお伺いし
たいと思います。
◎委員長（吉川幸一君） 斉藤農林課長。
◎農林課長（斉藤正明君） 去年までは１１年度までは、試験展示ほというのが２か所
ございました。１か所は半田商店の所が１か所と、もう一つ、東２線の所に１か所ござ
いました。それで２か所で運営してございまして、半田商店のほうは事業主体が営農対
策協議会ということでございます。それから東２線のほうは、帯広開発建設部の委託で
やって、高収益だとか増収作物のでやったやつが、それで２件ございます。
それで関係機関としても２か所あるというのは好ましくないと、効果も上がってない
のではないかということで、半田商店の近くのほうの試験センターにつきましては１２
年度から廃止をいたします。それで、１本目で東２線のほうの帯広開発建設部の試験委
託ほでやっております。
こちらのほうは高収益作物だとか、増収物作物とか従来のやつとはちょっと違うとこ
ろがございますので、大型展示の小麦だとかジャガイモにつきましては、農家のフィー
ルドでやっていきたいなと考えております。取りあえず、１２年度から１か所でやりま
すので、ご理解いただきたいと思います。
◎委員長（吉川幸一君） 松本委員。
◎委員（松本諫男君） これは恐らく、改良普及所あたりが関連したりしてやっておる
と思うんですけれども、そちらのほうからの補助とかなんとかということはあるのか。
実際ほんとうにこれ利用されておるのか、これ必要あるのかないのかって、農家やっ
ておいてこんなこと言ったら、ちょっと裏切りもんに聞こえたりと、ちょっと考える点
があるのかなと思うんですけれども、いかがですか。
◎委員長（吉川幸一君） 斉藤農林課長。
◎農林課長（斉藤正明君） 実際、今まで２か所でやっておりまして、普及所の先生が
たも非常にとまどっていまして、どちらのほうに力を入れるかちょっとわからない面が
ございましたけれども、今回一つになりましてですね、試験作物も絞るということで、
今まで十なんぼやりまして、業者の試験もやっておったんですけれども、それもなくし
ましてね、ほんとうに小麦だとかバレイショ、地元に密着して地元の要望する試験展示
ほっていうことで考えておりますので、理解していただきたいと思います。
それから普及所からの補助金は一切いただいておりません。今回の農作物展示ほにつ
きましては全額、帯広開発建設部の委託費と一部補助金で賄っております。
◎委員長（吉川幸一君） 松本委員。

◎委員（松本諫男君） この主に委託ってことなんですけれども、これ四百何万円そっ
くりですかこれ。
◎委員長（吉川幸一君） 斉藤農林課長。
◎農林課長（斉藤正明君） 非常に大きな金額で私もびっくりしているんですけれども、
１か所目のやつはですね、大体１２０万円で半田商店で１２０万円ですけれどもね、そ
してさきほど言いましたように、東２線のやつが４００万円ということでやりまして、
今までこの金額どうしてたのかといいますと、荒れ地、雑種地でございましたので、そ
れの農用地造成だとか、それからたい肥だとか、それからビニールハウスも２棟建てて
おりまして、それらの造成費に今までかかっております。
したがいまして、これからは濃密的に試験展示ほをやっていきたいと考えております。

◎委員長（吉川幸一君） 次に進みます。予算書の１００ページから１０５ページまで
の、第２項、林業費、第３項、水産業費について発言ください。松尾委員。
◎委員（松尾為男君） １０１ページのですね、８節の報償費ですが、この林業振興費
の中の特定財源ですね、補助金としてエゾシカ個体数の管理事業ということで、道から
補助が出てますが、もしくは有害鳥獣駆除巡回委託料の中に入っているんでしょうか。
なおかつ生息数もですね、実態についてわかりましたら教えてください。
◎委員長（吉川幸一君） 斉藤農林課長。
◎農林課長（斉藤正明君） エゾシカ個体管理数の補助金につきましては、有害鳥獣駆
除巡回等の業務には入っておりません。それは切り離して考えていただきたいと思いま
す。それは８の報償費の、有害駆除のほうに収入として繰り入れしております。
それから生息数につきましては、これ道東の全般的なことを言わせていただければ、
平成９年度で１２万頭いたということで道のほうで報告しております。それを向こう３
年で６万頭に減らすということで、平成９年度から逐次有害駆除プラス、シカの駆除と
いうことでやってございまして、ちなみにうちの捕獲頭数のことを言わせていただけれ
ば、平成７年度で、これは有害駆除の関係ですけれども、平成７年度で１２７頭、それ
から平成８年度で４５１頭、そして平成９年度で６８７頭、平成１０年度で８７２頭と
いうことで、これがいちばんピークでございました。
そしてこのときも、陸別だとか足寄それから浦幌でも、調査平均で１，８００頭ほど
の有害駆除がございました。ただし、平成１１年度はこれ見込みでございますけれども、
去年の実績より２００頭ほど減りまして６４０頭ほどかなと考えております。
それで、道のほうでエゾシカライトセンサス、先般もお話ししましたけれども、エゾ
シカライトセンサスというのを１２月にやっておりまして、そのときは、生息頭数は平
成１０年度の約半数しかいなかったということで、相当シカの生息頭数は減少している
のではないのかなと考えております。
◎委員長（吉川幸一君） 千葉委員。
◎委員（千葉正博君） １０１ページ委託料、それから１０２ページこれはしいたけ生
産団地についてお聞きしますけれども、このしいたけ生産団地の概要についてのご説明
を求めます。
それから同じく１２０ページの負担金及び補助金の北斗林業振興会、これの発足の経
過と、それから補助金の事業効果についてお伺いいたします。併せてどれぐらいの会員

がいるのか。
◎委員長（吉川幸一君） 斉藤農林課長。
◎農林課長（斉藤正明君） １３の委託料の有害鳥獣巡回業務の関係でございますけれ
ども、これにつきましてはどちらかといえば、シカというよりクマですか、クマのほう
のやつを。
（「しいたけのほう」の声あり）
失礼いたしました。
しいたけ生産団地の関係でございますけれども、いちおう面積は２．１ヘクタールと
いうことで、新規就農のほうで申し上げましたけれど、そういう希望者がございますと
大体４団地ですか、ということで考えております。
町としましては、測量だとか後、道路整備、用地補償、用地の取得だけは町がいたし
まして、それ以外の機械の購入あるいはビニールハウス、それから軽トラックにつきま
しては、しいたけ生産組合並びにこの団地に入ったかたがやっていただくことになって
ます。計画的には平成１２年度で新得町のほうで道路整備だとか、団地を造成いたしま
して、平成１３年度までに生産者がすべて整備をすると、そういうような計画でおりま
す。
北斗林業の関係でございますけれども、発足が４２年ということでございますので、
大体３３年目でございます。当時新得農協さんの土地にですね、離農者が木を植えたと
いう経過がございます。その面積が大体５．３ヘクタールですけれども、それを地域の
かたがたに委託をしたと、木の育成を委託をしたと、そういうことで発足したのが北斗
林業でございまして、会員が現在１０名ございます。そして、植林の面積も農協さんの
５．３ヘクタール含めて、約今のところ１０ヘクタールということでございます。
それで会員さん１０名ですけれども、中には町外のかたも離農しておるわけでござい
ますけれども、土曜日日曜日ですね除伐だとか下草刈りに地域に来ていただいて、地域
づくりっていうんですか、地域の密接に、地域の持続っていうんですか、地域社会の持
続に密接に関わりもっております。
それから効果でございますけど、北斗林業というのは民間林業グループということで
位置付けられまして、けっこう、林業指導所だとかほかの団体グループから視察も来ま
すし、優良林業グループということで認められておりまして、町としても今後ともある
程度維持管理ですか、運営管理に補助していきたいと考えております。
◎委員長（吉川幸一君） ほかにありませんか。
（「なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） これをもって、第６款、農林水産業費を終わります。

◎委員長（吉川幸一君） 次に予算書の１０６ページをお開きください。第７款、商工
費の審査を行います。１０６ページから１１３ページまでの、商工費全般についてご発
言ください。藤井委員。
◎委員（藤井友幸君） ちょっとお伺いします。昨年ですね屈足中央駐車場の便所の改
築をお願いしていたわけでございますけれども、その後、今年の予算を見ますとなにも
載ってございません。その後、経過はどうなっているのか。
またですね、昨年ですね予算で構造計算等をやるようになっていたわけですけれども、

この経過についても教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
◎委員長（吉川幸一君） 貴戸商工観光課長。
◎商工観光課長（貴戸延之君） お答えいたします。
中央駐車場のトイレの関連でございますが、昨年屈足市街地の商店街の集積事業とい
うことで検討委員会が発足をいたしたわけでございます。
そうした中に商業集積、商店の集積を図るとなると、その部分で駐車場なりトイレで
あるとか、そういった公共施設が必要になってくるだろうという判断がございます。そ
うした中で当初構造計算につきましては、専門的な機関に委託に出すというようなこと
で、それは現在の陶芸センターの前の駐車場を想定してございましたので、当初予算に
載せたわけでございますけれども、そういった動きがございまして、現在検討中でござ
います。そうしたかたちで、補正をさせて減額をさせていただいたと。
現在、商店の集積につきまして、検討委員会の中でどういう形態になるか検討をいた
だいておりますので、当然その中には公共的な駐車場であるとか、トイレであるとか、
そういったかたちが網羅された計画となるのではないかというふうに推測をいたしてお
りますので、ご理解をいただきたいと思います。
◎委員長（吉川幸一君） 藤井委員。
◎委員（藤井友幸君） 今、商業集積の関係ということでございますけれども、これが
例えばですね、別な場所に遠くに行くとすれば、それは改築が望ましいと思いますけれ
ども、いかがなもんですか。
◎委員長（吉川幸一君） 貴戸商工観光課長。
◎商工観光課長（貴戸延之君） 現在検討委員会の中では２１号、道道の交差点周辺と
いうようなかたちで検討が進んでいるようでございます。それを離れるようなかたちに
なりますれば、当然、現状の中央駐車場これの整備も必要になってくるかというふうに
判断いたしております。
◎委員長（吉川幸一君） 宗像委員。
◎委員（宗像 一君） ちょっと私、冒頭に新得八景の募集関係の資料をということで
あれしていたんですけれども、その前に、１１０ページの１９節の補助金、新得町観光
協会の関係でちょっとお尋ねしたいんですが、本町の発展は一貫された観光資源を生か
すことにあるんでないかなと、こう私も思っているわけなんですが、予算はそれほど変
わっていない。そして一昨年から見ると大幅に減っている。
そういうかたちの中で、なにか新しい発想関係の目新しいものはないのか、あるいは
いろいろ観光協会でやってきたことで、見直しされた点があるかないか、その点まず１
点お尋ねいたします。
それから実は、お知らせしんとくの３月１日発行の新得八景募集結果の記事が載って
いたんですけれども、開拓１００周年事業として２回にわたり町民の皆さんから、新得
八景の募集をしたということで書いたんですよね。応募総数が８９人１４か所というこ
とで応募されたと思うんですが、八景を選ぶのに１４か所出てなんで足りないのか。そ
の次が残念ながら予想を大きく下回る結果となりましたと、こういうことで書いてある
ものですから、どのくらいの応募を見ていたのか、そしてどういうふうに期待しておら
れたのか、そこら辺がちょっと疑問に思ったんですよ。
それで、その下の語句にいきますと、したがいまして今回は、新得八景の選定を見送
らせていただくことにいたしましたと。応募いただきました皆様には、たいへん残念な

結果となりましたが、町民が推奨する景勝地として選定にはあまりにも数が少ないと判
断させていただきますと。
ですからこちらのほうでは、どのくらいの数を予想しておられたのかなと。応募して
いただいた皆様の中から、３０人のかたに抽選で賞品を送らせていただきますというこ
とが書かれ、その抽選結果の発表にかえさせていただきますとうことになっているんで
すが、応募されたその８９名のかたに、こういったかたちでこういったものが出たんだ
という、そういったことだとか、もう少し対処したものはあったのかどうかというよう
なことで、ちょっと疑問に思ったんですよ。
せっかく応募してくださったかたの身になると、どういう気持ちであるのかなと。そ
れとこちらのほうで期待しているかたちが、果たしてどんなかたちを期待していたのか
なというようなことで、お尋ねしたいと思います。以上です。
◎委員長（吉川幸一君） 貴戸商工観光課長。
◎商工観光課長（貴戸延之君） お答えいたします。
まず第１点目、観光協会の関連でございますけれども、従来のイベント関連が主体に
なっているかなというふうに思っております。従来のイベントへの支出、こういったも
のが予算中の７００万円以上がイベント関連の経費でございます。また、狩勝峠の公衆
トイレの維持管理も観光協会で行ってございまして、大きなところではその狩勝峠が８
００万円あまりかかってございます。
そうした中で事業の見直し、そういったものをしなかったのかとお尋ねかと思います
けれども、従来からのやはり伝統的な行事、一部では見直しをする時期ではないかとい
うようなご意見もあったわけでございます。ただ、それぞれの事業に経過なり伝統がご
ざいます。そうした中で、その部分を考えながらも可能な範囲でですね、その中身を変
えていこうというようなかたちで事業自体には取り組んでおります。そうした中が昨年
あたりの春らんまん祭り、あるいはサホロ湖フェスティバル等に見直しと申しましょう
か、充実というようなかたちで反映できたかなというふうに考えております。
それから２点目の新得八景の関連でございます。
当初７月にお知らせ広報で一般周知をいたしまして、７月いっぱい、７月３１日まで
の締め切りで募集をいたしました。その７月の第１回目の募集の段階では、７４名で７
か所の景観の応募でございます。この中の内訳を申し上げますと、そばロードそばの里
関連が６２名、屈足湖周辺をあげられたかたが６名、神社山をあげられたかたが２名、
サホロ湖これが１名、それから新得発祥の地あるいはひまわり荘周辺、レディースファ
ームスクール周辺、それぞれ１名でございます。
こうした中で、八景に満たないということで、引き続いて９月の１５日から１０月の
１５日まで、追加募集というようなかたちで周知を図ったところでございます。
その結果、１５名のかたの応募がございました。そばロードそばの里周辺６名、サホ
ロ湖１名、後屈足の展望台が２名、後屈足牧場からの眺望、狩勝峠、霧吹きの滝、トム
ラウシ望岳台、十勝ダム、それから日高山脈と神社山、それぞれ１名でございます。ト
ータルいたしまして、８９名の１４景観ということでございます。
当然こういった経過を踏まえまして、１００年記念の事業でございますこの八景を制
定をいたしますと、後々までこの景観というものが引き継がれていくというか、そうい
う状況になるわけでございますけれども、それでは１名が推薦をしたからといって、地
域町民のかたが納得できる景観なのかどうかという、その辺がずっと私どももひっかか

っておりました。
そうした中でトータル的に見ますと、複数の応募のあった、複数と申しましても２名
の部分、６名、６２名とこういったかたちで４か所しかございません。そうした中で、
今回この新得八景については指定選定を断念したいと。また、別な機会にこういった新
得八景というようなかたちの募集をしたほうがベターではないかと、このような判断を
いたしたしだいです。
そうした処理関係もございましてですね、応募者の皆様には若干時期を遅れたわけで
ございますけれども、２月に入りまして応募者全員の中から、当初予定をいたしました
３０名の入選者と申しましょうか、応募をいただいたお礼というかたちの中で、抽選を
させていただきまして、謝礼を送らせていただいたところでございます。
◎委員長（吉川幸一君） 宗像委員。
◎委員（宗像 一君） やってきた経緯がよくわかりました。私もどうも、新得町のそ
ういったかたちの八景というものに非常に期待をもたれて、そして応募してくださった
８９名の皆さんが、ほんとうにどういうかたちでいろいろとやってくださったのかなと、
こういうふうに思ったときに、私も応募していませんのであれですけれども、そういう
かたちの中で、大きく下回る結果となりましたと言っても、８つ選ぶのに１４か所もあ
げられて、それをいろいろと検討されたというかたちを、１００年記念事業の中で実行
委員会で検討されたんだなと。
そういうかたちのものは理解されるんですけれども、その下のほうを見ていて、非常
に大きな規模を考えておられたんだなということなんですけれども、この８９名を出し
てくださった皆さんが、それぞれ自分はこういうふうに思うという意見を述べられてい
るんですから、それを大事にするのがやっぱり当然だと思うんですよ。
それを抽選で３０名のかたに賞品をやって、それでもう発表にかえさせていただきま
すというやり方が、果たしていいことかどうかということを、やはり考えなければいけ
ないと思います。こんなことをやっていたらもう出す人もいないし、ほんとうにこうい
うことで出している人は、新得町に愛町精神を持ってやっている人だと思うんですよ。
そういった人たちに、あまりにも軽率なやり方でなかったかと。
これはもう一度考え直して、詫び状なりそしてこういうかたちだったから、こういう
ふうにしてあなたの応募はできなかったと、そういう理由付けをきちっとして、そして
その応募したかたに、せめてそのぐらいのことをしてあげるのが本筋でないかとかよう
に思うものですから、ちょっと早くやったほうがいいと思ったものですから、一般質問
であげようかなと思ったんですが、それでは６月に出してするものでと思って、この機
会をちょっと借りてやらしていただいたんですが、その後の処置の仕方をどのように考
えておられるのか、ひとつよろしくお願いいたします。
◎委員長（吉川幸一君） 貴戸商工観光課長。
◎商工観光課長（貴戸延之君） お答えいたします。
まず、７月の段階での募集の要項の関係でございますけれども、募集期間が１か月間、
選定の方法については応募数上位から８点を景勝地として指定をしたいと。そして応募
をいただいたかた、全応募者の中から抽選により３０名のかたに３千円分の商品券を贈
呈いたします。発送をもって発表にかえますと、こういうような募集要項で一般周知を
したところでございます。
確かに関心のあるかた、そういった中で８９名のかた応募をいただきました。正直申

し上げまして、もっともっと反響があるのかなと、自分がほんとうに自慢したい場所が
こういう所だっていうのが、もっともっと出てくるというふうに私ども考えておりまし
た。
ただ、最終的にさきほど申し上げましたような結果になってございます。さきほど申
し上げましたようにですね１名のかた、確かにそのかたにとっては思い出の場所であり
あるいは記念すべき場所であるかもしれません。そうした中に当初計画といたしまして
は、その場所に景勝地の指定看板、あるいはパネルを設置をしようとか、そういったよ
うな計画を持ってございました。
ただそれが１名、決してそういう思い入れの地を否定するわけではございませんけれ
ども、町民のあらかたのご理解を得られる状況なんだろうか、その辺の判断に私どもも
苦渋をいたしております。
結果的にさきほど申し上げましたように、今回の新得八景の選定については見送りを
したい。そして次の機会に改めて新得八景を募集してはどうかという、そういう判断に
立ち至ったということで、ご理解をいただければと思うんですけれども。
◎委員長（吉川幸一君） 宗像委員。
◎委員（宗像 一君） それではいちおうですね、そういったこちらのほうの目的とし
てはそういうかたちで進んでいたもんですから、いちおうこういう結果だったんだとい
うかたちのものが、けっきょく応募をされたかたに周知をされているんだと、それでな
おかつ３千円なる商品券で、３０名のかたを商品券で景品を与えたんだというかたちに
理解していいわけですか。
そういうかたちならいいんですけれども、もしそういったかたちがなくて、応募をさ
れたかたの３０名の抽選で、発表にかえさせていただきますという書き方そのものから、
この文書の書き方はちょっとおかしいんではないかと。八景をやるのに１４か所出てい
て、大幅に下回っているうんぬんって書き方して、一般の人見てどういうふうに見るか
なとこう思って、ちょっとあれしたものですから、今後やはりそういったかたちの中で
あれしたときには、応募をされた人の気持ちもよくわかるように、そしてそういうかた
ちが、こういう結果でこうなったんだというものを、もう少し見た人がわかるような方
法を取っていただきたいなということでお願いいたします。
◎委員長（吉川幸一君） 貴戸商工観光課長。
◎商工観光課長（貴戸延之君） 抽選の結果、賞品の発送の対象となりましたかたにつ
いては、個別に文書を添えましてですね既に発送をいたしております。
そうした中で、抽選に漏れたかたがた、そのかたがたの対象というようなかたちで、
今回のお知らせ広報の掲載というようなかたちで、処理をさせていただいたところでご
ざいます。
ただ、どういう場所が一票だったのか、それを広報の中で一覧表にして発表されるの
は、応募されたかたにもどうかなというような判断もございます。そうした中でですね、
いちおう直接的に残りの五十数名のかた、そのかたには応募の結果をお知らせしたいと
思います。
◎委員長（吉川幸一君） 千葉委員。
◎委員（千葉正博君） 簡単に質問をさせていただきます。１０７ページ補助金、商工
会経営改善事業。
改善事業における内訳と改善効果について説明お願いいたします。

◎委員長（吉川幸一君） 貴戸商工観光課長。
◎商工観光課長（貴戸延之君） お答えいたします。経営改善事業の関連に伴います町
の補助でございますけれども、人件費関係それから各種事業関係がございます。その中
で、道費負担の部分がございまして、それらの自己負担分と申しましょうか、道費負担
を除いた差額が町の補助金というようなかたちで算定をいたしてございます。
経営改善普及事業費それから地域振興事業費、又は管理費というようなかたちでちょ
っと、町のほうから合計いたしますと２，１００万円ほどですか、このようなかたちで
入れてございます。
改善効果というようなかたちでございますけれども、当然、商工会事業の商工会の運
営、そういった中での必要な経費ということでございますので、当然、人件費等の積算
それから事業費、こういったものが対象となっているわけでございます。そうした中で
その事業の成果あるいは指導職員、こういったかたちの人件費の不足分の補てんを通じ
ましてですね、商業振興に寄与していくと。そういうような状況でございますので、一
つ取り上げて改善効果はどうだと、ちょっとお答えにならないんではないかなと思って
おります。
◎委員長（吉川幸一君） 千葉委員。
◎委員（千葉正博君） ここにうたっているのは改善事業と書かさっているから、僕は
改善効果を聞いたわけですけれども、すなおに要するに人件費と受け止めてよろしいん
でしょうか。
◎委員長（吉川幸一君） 貴戸商工観光課長。
◎商工観光課長（貴戸延之君） 人件費と、そのほか商工会が行います事業、こういっ
たものに対しての補助でございます。人件費等でまいりますと、経営改善普及事業職員
設置費というようなことで職員５名分、経営改善普及事業の中で職員にかかる福利環境
整備費、それから地域振興事業費の中では商工まつりとか商店街活性化事業、こういっ
たものに対する補助も含まれてございます。
◎委員長（吉川幸一君） 金澤委員。
◎委員（金澤 学君） ２点ほどお聞きします。
まず１点目は、さきほど宗像委員もふれられましたが、新得町観光協会についてです。
さきほどの課長のお答えでは、狩勝峠のトイレの関係に８００万円。そして、各種イ
ベントに対する協賛金として、これまた７００万円、８００万円でしたか。ということ
でしたけれども、そうすると２，０００万円、約２，０００万円ですよね、１，９００
万円。
２，０００万円近くの町からの補助をもらって、それをただトイレの運営とそれから
補助金、各そういうイベントの補助金に右から左にやっているというような気がするん
ですよね。
それで、やっぱり新得町としては観光の町をうたっているわけですから、今現在の実
態を見ると、各団体や企業がそれぞれ勝手にＰＲしているわけですよね。それをやっぱ
りまとめるのが観光協会の仕事だと思うんですけれども、やはりその点を見直してやっ
ぱり人事それから実態、運営の仕方、これを見直す必要があると思うんですけれどもい
かがでしょうか。
もう１点、商工会のポイントカード事業に対して。失礼しました。
１０７ページ、負担金補助金及び交付金について、ポイントカード事業に対して１４

１万１千円の補助を出されるんですけれども、この事業全体の予算規模それを教えてく
ださい。以上２点です。
◎委員長（吉川幸一君） 貴戸商工観光課長。
◎商工観光課長（貴戸延之君） お答えいたします。
さきほど主な予算というようなかたちでお答え申し上げました。このほか、ちょっと
金額的に大きな部分で申し上げますと、観光宣伝費、駅前のイルミネーションの設置事
業ですとか、各種パンフレットの制作、こういったかたちでおよそ４００万円ほど予算
を支出をいたす計画でございます。そのほかでまいりますと、十勝観光連盟あるいは北
海道観光連盟等の負担金、これがおよそ１００万円ほどございます。
そうした中で会員構成、あるいは職員の問題ご質問でございましたけれども、現行の
会員構成の中で会費をいただいている会員、これにつきましては２５事業者でございま
す。総額で今年度新たに２社を予定いたしておりまして、それらを含めますと年の年会
費といたしましては、４２万５千円程度の予算になるわけでございます。そのほか、狩
勝峠の公衆トイレの負担金というようなかたちで、７０万円ほどいただいておりますけ
れども、その残りが町からの補助と、こういうようなかたちになってございます。
当面、将来的と申しますか、その中ではある程度法人化も視野に入れなければならな
いかなと。ただそうなりますと、その財源をどこに求めるかというかたちになろうかと
思います。会員の事業者、大手とあるいは零細と、そういった中でこれらの活動経費が
ほんとうに確保できるのだろうか、そういったようなことも、いろいろこれから検討し
ていかなければならないかなというふうに思っております。
そうした中で将来的な課題としては、法人化も視野に入れなければならないのかなと
いうふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
それから後、ポイントカードの関連でございます。ポイントカードが商工会事業とし
て取り組まれております。これにつきましては、サービス商店会が行っておりましたサ
ービスシールを替えるというかたちで、新しいシステムに切り替えていきたいと、商工
会が事業主体になりたいという状況でございます。
当初この予算編成にあたりまして、商工会のほうと協議をいたしておりました。当初
の案といたしましては、総体で５７３万３千円の事業費を予定いたしておりました。た
だその後、具体的に中を精査を進めまして、最終的に平成１７年度までの収支状況につ
いてシミュレーションかけました。そういったかたちの中で、各年度とも赤字を引き起
こさない、そういった範囲内でもって、町の補助金を算定をしたところでございます。
最初のシミュレーションの中では当然赤字のシミュレーションが出されておりました。
しかし、シミュレーションをし直すことによってですね、当然黒字運営ができるという
そういう判断の基に、補助金の額を算定させていただいたところでございます。
◎委員長（吉川幸一君） ほかにございませんか。
（「なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） これをもって第７款、商工費を終わります。

◎委員長（吉川幸一君） 次に条例の審査に入ります。議案第２１号、公園条例の制定
についてを議題といたします。
提案者から提案理由の説明を求めます。村中建設課長。

［建設課長 村 中 隆 雄 君 登壇］
◎建設課長（村中隆雄君） 議案第２１号、公園条例の制定についてご説明いたします。
２０ページをお開きください。
下段の提案理由ですが、拓鉄公園の完成に伴い新得町都市公園条例を廃止し、本条例
を新たに制定しようとするものでございます。
１２ページの条例本文に戻っていただきましてご説明いたします。
現在の都市公園条例と比較いたしますと追加が主になります。その主なものにつきま
してご説明申し上げます。
第１条目的では、都市公園とその他の公園の設置及び管理について。
第２条では、定義の項目を設けて都市公園とその他の公園について説明しております。
１５ページでございます。第９条、公園施設の設置又は管理の休止及び廃止を追加し
規定してございます。
第１０条使用料については、有料公園施設の項は削除しております。
第１１条、権利譲渡禁止を追加し規定しております。
第１６条では、使用料の還付を追加し全部又は一部の還付を規定しております。
第１７条では、現状回復を追加し、その理由として使用が終わったときを規定してお
ります。
第１８条では、損害賠償を追加しております。
第１９条、公園予定地及び予定公園施設についての準用を追加しております。この条
例においては、その他の公園にも適用になるということでございます。
第２０条と第２１条の過料は、都市公園条例では１万円以下と５倍に相当する金額と
なっていましたが、地方分権一括法の施行に伴う地方自治法の改正により、それぞれ５
万円以下と５倍に相当する金額が、５万円を超えないときは５万円と規定しております。
１８ページ、第２２条準用を追加し、その他の公園についても都市公園と同様に、許
可の特例などの適用を受けると規定しております。
第２３条、管理及び運営の委任につきましては、都市公園条例では規則に規定してお
りましたが、運動公園などの管理について、教育委員会など町の委員会への委任するこ
とができると規定しております。
次ページの別表第１について、１、都市公園は変更ございません。
２、その他の公園として名称、拓鉄公園。所在地、新得町拓鉄。主たる公園施設名称、
広場、木道、トイレ、園路、四阿、展望台、池など。
次のページをお開きください。別表第２は第１０条、使用料関係で、１、都市公園法、
第５条第２項は公園管理者以外のかたが設置する、公園施設の許可にかかる使用料でそ
のつど町長が決めるとしております。
２、都市公園法第６条第１項若しくは第２項は、都市公園の占用の許可と変更の許可
についての使用料で、１段目の道路占用料徴収条例別表にかかげる占用物件は、電柱・
地下埋設物・標識などで、道路占用料と同額とするものでございます。
第２段目、第３段目は現行の都市公園条例と同様でございます。
３、第４条第１項の使用料につきましても、現行の都市公園条例と変更ございません。
１８ページに戻っていただきまして、附則といたしまして、１、この条例は公布から
施行し平成１２年４月１日から適用するものでございます。
２、本条例の施行に伴い、新得町都市公園条例昭和４４年３月２２日、条例第１号は

廃止といたします。
以上よろしくご審議のほどお願いいたします。
［建設課長 村 中 隆 雄 君

◎委員長（吉川幸一君）
の後にいたします。
◎委員長（吉川幸一君）

降壇］

暫時休憩いたします。２時１５分まで休憩いたし、質疑はそ
（宣告

１４時００分）

（宣告

１４時１４分）

休憩を解き再開をいたします。

◎委員長（吉川幸一君） 村中建設課長から、さきほどの提案説明の訂正の申し出があ
りましたので、発言を許したいと思います。村中建設課長。
◎建設課長（村中隆雄君） さきほどの附則の説明を訂正させていただきます。
施行期日として、１、この条例は平成１２年４月１日から施行すると、訂正お願いい
たします。
◎委員長（吉川幸一君） これから質疑に入ります。質疑がありましたら発言願います。
（「なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） これをもって議案第２１号の質疑を終結いたします。

◎委員長（吉川幸一君） 次に予算書の１１３ページをお開きください。第８款、土木
費の審査を行います。１１３ぺージから１１８ぺージまでの第１項、土木管理費、第２
項、道路橋りょう費、第３項、河川費について、ご発言ください。
（「なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） 次に進みます。

◎委員長（吉川幸一君） １１８ページから１２２ページまでの第４項、都市計画費、
第５項、住宅費についてご発言ください。
（「なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） これをもって、第８款、土木費を終わります。

◎委員長（吉川幸一君） 次に予算書の１２２ページをお開きください。第９款、消防
費の審査を行います。１２２ページから１２３ページまでの消防費全般についてご発言
をください。宗像委員。
◎委員（宗像 一君） ちょっと消防に関連して、ちょっとお伺いいたします。
消防のかたには日夜地域住民の生命、財産を守ってくださっていることに対して敬意
を表しているわけでございます。
概要を見せていただきまして、いろいろと見せていただいたわけで、非常に防火にし

ても緊急の医療体制にしてもよかったなと。しかも救急の医療体制、出動時業務なんか
は非常に昨年度から見ると、２５件もマイナスであったということで、非常に喜んでい
るところでありますが、概要のいろいろのかたちの中で、曜日別、それから時間帯関係
が書いてないですよね。非常に私ども見るときに、救急車の出動の土日祭日に業務が多
いような気もするのですけれども、そこら辺の状態がどうなっているのかちょっとお尋
ねしたいと思います。
それから次にはですね、１日の勤務体制なんですが、防火と救急車を含めての関係で、
どういったかたちで交代制をとってやるんだろうと思うんですが、どういうかたちでや
っているか、それから当直関係ですね、新得も屈足も分けて当直関係もどうやってやっ
ておらるのかなと。
それから、３つ目には屈足わかふじ園の開設に備えまして、救急体制の検討をされた
のかどうかと。
それから次には、いろいろと家庭の応急措置というものが大切であるということは、
それぞれ認識するところでございますけれども、またそれに対して、教育だとか講習会
などを開催されていることをたびたび見るわけでございますけれども、住民のかたの関
心度はどうなのかなと、そういったことでお尋ねしたいと思います。
よろしくお願いいたします。

◎委員長（吉川幸一君）
◎委員長（吉川幸一君）

暫時休憩いたします。
（宣告

１４時１９分）

（宣告

１４時２４分）

休憩を解き再開いたします。

◎委員長（吉川幸一君） 加藤消防所長。
◎消防署長（加藤修三君） それではお答えをさせていただきます。
平成１１年度の統計なんですが、１月から１２月までの統計で曜日のいちばん多い日
が金曜日ということになっております。２３４件の出動で、金曜日が４１件。１７パー
セントを占めているということになります。それから、２番目には土曜日が３６件、総
体の１６パーセント、このようになっております。
それから時間帯なんですが、これは年度によって若干違いますけれども、おおむね午
後から夕方６時くらいまで、この時間帯が非常に多いかなというように思っています。
それから屈足わかふじ園の救急出動ってことですが、これにつきしては現在老人ホー
ムを含めましてですね、年間大体３施設で２５件ほど出ております。したがいまして総
体の出動件数からいきまして、１０．６パーセントということになっております。
それから、救急講習に関してですが、あらゆる機会をとらえてですね冬期技能講習会
だとかあるいは町民大学、小中学校、町内会のほうに、私どもが出向いていきまして、
講習をやっております。
その中で３時間講習を受けますと修了証というものを交付しております。現在４４４
名のかたが交付を受けております。町民の関心はということでございますが、非常に関
心が高いというように感じておりますので、今後も更にいっそう続けていきたいという

ように考えております。以上です。
◎委員長（吉川幸一君） ほかにありませんか。
（「なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） これをもって、第９款、消防費を終わります。

◎委員長（吉川幸一君） ここで暫時休憩いたします。
ちょっと話がありますので、２時４０分まで控室のほうで皆さんと相談したいと思い
ます。よろしくお願いいたします。
（宣告 １４時２８分）
◎委員長（吉川幸一君） 休憩を解き再開いたします。
（宣告 １４時３７分）

◎委員長（吉川幸一君） 本日の予算特別委員会は、これをもって散会をいたします。
明日は午前１０時より、引き続き予算特別委員会を開きます。よろしくお願いいたし
ます。
（宣告 １４時３７分）

第

３

日

予算特別委員会会議録
平成１２年３月２２日（水）第３号

〇付託議案名
議案第１７号
議案第１８号
議案第１９号
議案第２０号
議案第２１号
議案第２２号
議案第２３号
議案第２４号
議案第２５号
議案第２６号
議案第２７条
議案第２８号
議案第２９号
議案第３０号
議案第３１号
議案第３２号
議案第３３号
議案第３４号
議案第３５号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
ホームヘルプサービス条例を廃止する条例の制定について
家族介護手当支給条例の制定について
新規就農者支援育成条例の制定について
公園条例の制定について
町税外収入金を期限内に完納しない場合における徴収条例等の一部
を改正する条例の制定について
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について
介護保険条例の制定について
介護給付費準備基金条例の制定について
公共下水道受益者分担金条例の制定について
平成１２年度新得町一般会計予算
平成１２年度新得町国民健康保険事業特別会計予算
平成１２年度新得町老人保健特別会計予算
平成１２年度新得町介護保険特別会計予算
平成１２年度新得町営農用水道事業特別会計予算
平成１２年度新得町簡易水道事業特別会計予算
平成１２年度新得町公共下水道事業特別会計予算
平成１２年度新得町水道事業会計予算
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◎副委員長（黒澤 誠君） 本日の欠席届出委員はございません。本日は全員の出席で
あります。
昨日に引き続き、予算特別委員会を開きます。
（宣告 １０時００
分）

◎副委員長（黒澤 誠君） 予算書の１２３ページをお開きください。第１０款、教育
費の審査を行います。１２３ページから１３４ページまでの第１項、教育総務費、第２
項、小学校費、第３項、中学校費についてご発言ください。金澤委員。
◎委員（金澤 学君） １２７ページ、いじめ不登校対策費として、２０万５千円計上
しておりますけれど、実際いじめにあった、又は不登校をしている生徒の数を把握して
いたら教えて下さい。
◎副委員長（黒澤 誠君） 加藤学校教育課長。
◎学校教育課長（加藤健治君） お答えいたします。
現在、私どものほうで把握していますいじめについては、特に学校等から報告はござ
いませんが、不登校の関係につきましては、４名ほどというふうに把握してございます。
◎副委員長（黒澤 誠君） ほかに、金澤委員。
◎委員（金澤 学君） ４名がいるということですが、これに対してどのような対策を
行ったか、聞かせてください。
◎副委員長（黒澤 誠君） 加藤学校教育課長。
◎学校教育課長（加藤健治君） 実際には、学校が２校ございますが、担任のほうが家
庭訪問、それから親との接触、それから子どもの接触等で、登校を促進するといいます
か、子ども自体にできるだけ学校にということで、推進をしているところでございます。
◎副委員長（黒澤 誠君） 金澤委員。
◎委員（金澤 学君） 私も子どもいますんで、自分の子がいつ明日から学校に行かな
いと言い出すか不安なんですね。子でも子にいろいろな事情があって、対処するのは非
常に難しいと思いますけれども、その辺の事情をよく察して対処していただきたいと思
います。以上です。
◎副委員長（黒澤 誠君） 菊地委員。
◎委員（菊地康雄君） １３４ページ、１４節、使用料及び賃借料ということで、コン
ピューターの借上料。中学校のコンピューターはやっと更新されるということで、最初
から入れるときにそのソフトの問題で、いろいろご意見は口に出してはいたわけですけ
れども、やっとこ、現実に即したかたちになるのかなと思ってたいへん喜んでおります。
それで、今、既存のコンピューターなんですけれども、そのまま捨てるというのはも
ったいない話ですし、ただ、今にあうソフトではありませんけれども、これをキーボー
トとハードな部分というのはそんなに形は変わりませんので、どこかで再利用するなり、
なにかの方策を考えているのかどうなのかお聞きしたいと思います。
◎副委員長（黒澤 誠君） 加藤学校教育課長。
◎学校教育課長（加藤健治君） ただいまの質問だけで、１４節ということでございま

すが、これはコンピューターの借上料、昨年といいますか、今年度１１年度で導入した
分の継続費で計上したものでございまして、言われているのは、恐らく中学校費のほう
の備品購入費の中で、新得中学校のコンピューターを今年、更新する予定になっており
ますが、今までの機種について現在のところまだ方針を決めてございませんので、それ
らを参考にしながら決めていきたいと思います。よろしく。
◎副委員長（黒澤 誠君） ほかに。菊地委員。
◎委員（菊地康雄君） この更新ということは、全国いろいろな学校で行われているわ
けですけれど、全く使わないところもあるでしょうし、中にはそれを再利用するという
ことで、幼稚園の子どもたちですとか、あるいは別のかたちで一般の人に、このキーボ
ードの操作を覚えてもらうだとか、それがニーズになっているようなこともありますの
で、ぜひ、再利用して捨てることのないようなかたちで、考えていっていただきたいと
思います。
◎副委員長（黒澤 誠君） 加藤学校教育課長。
◎学校教育課長（加藤健治君） ただいまの意見を参考にいたしまして実施したいと思
いますが、実際に昨年、高校のほうにお貸ししていたコンピューターが２台戻ってまい
りまして、学童保育所等にも使っていただいてございます。それらを踏まえまして、過
去には、屈足中学校の分が南小学校、それから富村牛等に配付した例もございますんで、
それらを参考にしながら検討したいと思います。よろしくお願いします。
◎副委員長（黒澤 誠君） 宗像委員。
◎委員（宗像 一君） ちょっと２、３点お尋ねしたいと思います。
１２４ページの関係で、２節の給料関係なんですが、いちおう、昨年度はですねたし
か１４名体制だったと思うんですが、教育目標の改定もいろいろ発表された関係で、今
年は１５名になったのかなとこう思うんですが、なにか取り組みがあって、一人増やし
たっていうかたちなのか、ちょっとお伺いしたいと思います。
それから、１２５ページの８節、報償費の心の教室相談員の関係なんですが、当初、
いちばん初めの始まったときには８０万円、一人の予算で、去年はたしか２名組まれ、
今年また１名になっているんですけれども、その関係で減となった理由。また、心の教
室の効果。それから相談員の人選関係はどちらのほうから、今、こうやっておられるの
かなということで、お尋ねしたいと思います。
それから、今年からですね、４月から学校評議員制度というのが設けれるような方法
になってますよね。そういった関係で本町の取り組みは、なにか考えておられるのかど
うかなと。
それから山村留学関係で、執行方針をみると１世帯４人と、新規に１世帯が入ったと、
１世帯１人が入ったということで書いてあるんですけれども、今、富村牛小中学校の生
徒の規模ですね、どういうふうなかたちになっているのかなと、そういうことでひとつ
お尋ねしたいと思います。よろしくお願いいたします。
◎副委員長（黒澤 誠君） 畑中総務課長。
◎総務課長（畑中栄和君） お答えいたします。
給料費の職員の数の関係ですが、昨年、予算計上のときに給食センターの場長の分、
人事の絡みでその人の分を計上していなかったもんですから１４名になっております。
したがいまして、去年と今年、今年と来年ですか、実際的に人数は変わりありません。
◎副委員長（黒澤 誠君） 加藤学校教育課長。

◎学校教育課長（加藤健治君） ２点目の心の教室相談員でございますが、今年度３年
目というふうになってございますが、最初から人数と時間については変わってございま
せんで、最初は４２０時間ということだったんですが、平成１１年度からは４００時間
と。今回も４００時間ということでございまして、学校については中学校で４学級以上
ということで、内容的には変わってございません。したがいまして、２校分でございま
す。１時間千円という単価でございまして、２校分の２名分で８０万円というふうに計
上してございます。
なお、人選につきましては、まだ今のところ進んでいない状況でございます。
それから、３点目の評議員制度でございますが、評議員制度につきましては、まだ管
内的にも、あまり取り入れられてないというようなこともございまして、もう少し様子
をみながら進めていきたいというふうに考えてございます。
それから４点目の山村留学関係でございますが、さきほど委員さんのほうからありま
したように、富村牛に今年、中学校の３年生が大阪のほうからまいりまして、中学校に
つきましては、したがいまして学級が２学級ございますが、学年が１年生が１人、２年
生が１人、３年生が１人というような状況になるようになってございます。
それから小学校の人数の関係でございますが、１３名ほどになる予定でございますが、
これは教員の異動等もございまして、若干、下がるかなというふうに考えてございまし
て、１３から１４名ぐらいかなというふうに考えてございます。
それから、さきほど一つ回答漏れございましたけれども、心の教室相談員の効果とい
うことでございますが、実質的に今年、ちょっきり４００時間が新得中学校、屈足中学
校、実施してございますが、相談件数で申し上げますと、友人関係の相談が、相談とい
うかたちできたのが３件でございます。
ただ、相談件数というかたちで実績を残すというよりも、できるだけ私どものほうは、
生徒と話をしていただくということを重点に考えてございますんで、特に相談件数で載
ってこない部分も相当あるのかなというふうに考えてございます。以上でございます。
◎副委員長（黒澤 誠君） 宗像委員。
◎委員（宗像 一君） だいたい分かってきたんですけれども、なんか去年の予算は心
の教室ですか、その予算は倍額組まれていたと思うんですよね。そんなことがあって、
今年また８０万円に落ちてるもんですから、あらっとこう思ったんです。そういったこ
とで非常に効果関係も、今、課長が言われるように生徒としては、そういう励みがあっ
てやっておられるんだなということですから、続けることがいいんじゃないかなと思い
ます。
それから、いちおう学校の評議員制度、これはもう小さい小規模な学校というのは、
部落や町内会を挙げてやっていることがけっこう多いもんですから、これは少し、よく
相談されて取り組まれてはどうかなと、かように思います。その点でひとつ検討されて
いただきたいなと思うんですけれども。
それから山村留学の関係ですね、こういうことで１３名から１４名、また中学生が３
名おられるということですと、相当な増になってこれは期待できるなと。公民館の前に
垂れ幕下げて、山村留学大歓迎だというかたちでやっているのが、よく効果が現われて
いるなと評価はするんけれども、教育方針の中で、一時的な家族転居型希望者の増加傾
向にあるというふうに書かれているわけなんです。
それで本町のですね、今後の山村留学にあたっての取り組みというか、そういったこ

とがやっぱり考えておられるのかどうかということで、ちょっと再度質問したいと思い
ます。
◎副委員長（黒澤 誠君） 加藤学校教育課長。
◎学校教育課長（加藤健治君） お答え申し上げます。
１点目が、心の教室相談員の予算の関係でございますが、国の委託事業で道が受けて、
町村にくるというようなことで当初、相当の金額で示されてたわけでございまして、そ
れは年度の早い時期だったもんですから、それで予算を計上させていただいたというこ
とで、実質的には、現在の額とほとんど変わらないぐらいに減額されてきたということ
でございますんで、ご理解いただきたいと思います。
それから、学校評議員制度の問題でございますけれども、取り組みをということでご
ざいます。いろんな学校の事情というのございまして、今ＰＴＡ活動の中でも相当、学
校管理者のほうの校長、教頭のほうで、協力体制をひいていきながら進めていただいて
いるところでございますが、特に評議員制度が制度化されるというようなことで、学校
長のほうからもそういった要望ございませんけれども、そういった点で前向きなかたち
で検討していきたいなと思ってございます。
それから、３点目の山村留学の関係で、一時的なということで表現させていただいた
んですが、非常に表現が難しいといいますか、最近の問い合わせといいますか、照会の
中で不況の関係でリストラにあって、そのリストラの職探しといいますか、そういった
照会が非常に多くなってきたと。したがいまして、私どものほうは親子留学ということ
でございますので、地域によっては、その職がないということになってくると、そのま
んましぼんでしまうというですね、そういった事情が非常に多くなってきてございまし
て、職業を求めての山村留学といいましょうか、そういったかたちが非常に多いという
のが現状でございまして、さきほどの教育執行方針の中でふれさせていただいたという
ことでございます。以上でございます。
◎副委員長（黒澤 誠君） 髙橋委員。
◎委員（髙橋欽造君） １３０ページ、１５節、工事請負費の中のですね、屈足南小の
ソーラー設備撤去というところがございますけれども、これは設置して何年になるのか
ちょっとお聞きいたします。
◎副委員長（黒澤 誠君） 加藤学校教育課長。
◎学校教育課長（加藤健治君） お答え申し上げます。この設備につきましては、南小
学校が改築したときからこの設備でございまして、５７年でございましょうか、からと
いうことでございますから、約１７年経過したものでございまして、状況としては支柱
の部分が相当腐りはじめているというようなことで、支柱そのものを取り替えなければ
ならないという。そのときにパネルも見ていただいたんですが、パネルのほうも取り替
えなければならないということがございまして、今回パネルを取り替えるという費用は
相当な金額かかるもんですから、それであれば撤去しようと。
ただ実際に使っているのが、給食室の手洗い場のお湯だとか、そういったところでご
ざいますので、それらに併せて給湯設備のほうで対応したいということで、撤去という
ことで考えたとこでございます。以上でございます。
◎副委員長（黒澤 誠君） 髙橋委員。
◎委員（髙橋欽造君） このソーラーシステムというのは、たいへん、この十勝は特に
ですね日照時間が長くて、私は環境にもやさしい、そういうことで、このソーラーシス

テムのですね導入というのが考えられたんでないかと思うんですね。
私もかつて、５０枚ほど入れたことがあるんですけれども、これは取り扱い上のミス
でですね、撤去してしまわなければならんかったという経緯がございます。非常に私は
残念に思っているわけでございますけれども。
今お聞きいたしますというと、そのパネルを押さえている支柱が腐ってきたというこ
とでですね。これは１７年もたてば、そんなことになっちゃうのかなと思うけれども、
これはそれこそペンキでも塗ってですね、そういう腐らないような手立てができなかっ
たのかなと。そういうものが腐って撤去しなければならないということになるというと、
非常に私はこのソーラーシステム、せっかく建てているのがですね、無駄なって言いま
しょうかね、そういうような気持ちを持つわけでございますけれども。実際パネルもだ
めなんですか、パネルがだめだというのはどこがだめなんですか。ちょっとお聞きいた
します。
◎副委員長（黒澤 誠君） 加藤学校教育課長。
◎学校教育課長（加藤健治君） 私どもの聞いている段階では、十分な熱交換ができな
いという状態に、パネルがなってきているというふうに聞いてございます。
◎副委員長（黒澤 誠君） 髙橋委員。
◎委員（髙橋欽造君） 熱交換ができないというと、ソーラーシステムの意味が全然な
されていないということなんです。私どもが扱ったソーラーと別なのかもしれませんけ
れども、熱交換ができないようなソーラーシステムというのはないんですね。ですから、
どこかにやはりそういう欠陥があったのではないのかなと。十分そういうところをです
ね、やはりこれから私はどんどん、このソーラーシステムというのは導入していくべき
ではないのかなと思っております。
そういう点からですね、せっかくのそういうことを体験したわけですから、原因をき
ちんと調査してですね、これからの導入に備えていただきたいなと思うんですが、いか
がでしょうか。
◎副委員長（黒澤 誠君） 加藤学校教育課長。
◎学校教育課長（加藤健治君） 現在ソーラーシステムの南小学校の部分でございます
が、さきほども申し上げましたように支柱の問題と、それと熱交換といいますか、温水
にする部分が非常に悪くなったというようなことでございますので、今後、利用状況に
合わせたかたちで検討していきたいと思っております。よろしくお願いしたいと思いま
す。◎副委員長（黒澤 誠君） 千葉委員。
◎委員（千葉正博君） １３１ページ、負担金ですけれども、日本体育・学校健康セン
ターへの負担金について、どのような状況になっているのかお願いいたします。
それから、同じく１３節の委託料、スクールバス代行、昨年からみればかなり減額に
なっておりますけれども、主な要因についてお願いいたします。
◎副委員長（黒澤 誠君） 加藤学校教育課長。
◎学校教育課長（加藤健治君） １点目の日本体育・学校健康センターでございますが、
これは昔でいう学校安全会の関係の負担金でございます。生徒一人当たりいくらという
ものでございます。
それから２点目のスクールバスの代行の関係でございますが、平成１１年度までは６
路線ございましたけれども、平成１２年度からは４路線ということで、上佐幌地区の分
と新屈足の分がなくなった分で相当減額になるということでございます。

◎副委員長（黒澤 誠君） 吉川委員。
◎委員（吉川幸一君） やっぱり、下でしゃべるほうが気持ちが楽かなと思ってます。
２点ぐらいお願いします。小学校、中学校の委託料の中で、教職員の健康診断等がご
ざいます。これ、今までは子どもを学校休まして、教職員の健康診断を受けたわけでご
ざいますけれども、今年はこの健康診断どのようなかたちで、例年どおり学校を休ませ
て健康診断を受けさせれるのか、それとも町内の医者と協議をしてですね、人数がいる
わけですから、ある一定、生徒に迷惑のかからない曜日を設定して、健康診断を受けれ
る努力だけはできないものなのか。
それと今年度の、もう１点は今年度の小中学校の日の丸、君が代の問題でございます。
８校ございます。小中学校で国歌国旗に対するものごとの考え方、それから卒業式、こ
れらがどのようなかたちで行われたのか、今後行われるところがあると思います。どの
ようなかたちで、教育委員会では聞いてられるのか。それを１点お聞きしたいと思いま
す。
また、さきほど髙橋委員の話と関連するわけでございますが、南小のソーラーシステ
ム、これは非常に建ってたときにいろんな不備がありまして、プールにも配管が通った
けれどもその配管はだめだったとか、今は給湯設備に切り替えてパネルを取り外すとい
うことですけれども、これらは、子どもがですね、いついかなるときでも、勝手にお湯
が手に出るようなかたちの設備に切り替えるのか、それともパネルを小さくしてやった
ときの費用と、それからこれにしたときの費用とですね、計算をされたのかどうか。
また、現場の人とですね、こういう物を取り外すときにですね、十分話し合いが行わ
れたのかどうか。その３点をお聞きしたいと思います。
◎副委員長（黒澤 誠君） 加藤学校教育課長。
◎学校教育課長（加藤健治君） １点目の教職員の健康診断でございますが、今年度と
いいますか、平成１１年度からでございますが、今まで共済組合のほうでございました
が、日本健康クラブという財団ございまして、そちらのほうに委託をしてございまして、
７月の下旬ということで、夏休みに入ってからということで実施してございます。今年
度も同じようなかたちで７月下旬ということで、授業の支障のないようにということで、
進めたいというふうに考えてございます。
それから、２点目の日の丸、君が代の関係でございますが、これは教育長のほうから
お答えしていただきたいと思います。
それから、３点目のソーラーシステムの関係でございますが、費用の面で配管等すべ
て問題が出てくるというようなこともございまして、それであれば給湯設備に切り替え
たほうが、管理も非常にしやすいというようなことで、将来的なことも考えたら、管理
のしやすいほうがいいだろうというようなことで、学校現場との話し合いの中で、進め
させていただいたということでございます。以上でございます。
◎副委員長（黒澤 誠君） 阿部教育長。
◎教育長（阿部靖博君） 国旗国歌の関係でございますけれども、本町におきましては、
１５日の日に３つの中学校、そして富村牛については小学校部門も併せてというかたち
で実施をされたところであります。
数字的に申し上げますと、国旗については従来から１００パーセントということにな
っております。歌については、昨年まではなかったわけでありますけれども、今回につ
きましては、テープを流して斉唱していただくというかたちの中で実施をしたところで

ございまして、それぞれ学校で先生がたと、十分な話し合いもされたというようなこと
からですね、それぞれ１００パーセントということでおさえているところであります。
また、小学校につきましては２４日ということで、５校になるわけでありますけれど
も、こちらのほうにつきましても、現在、職員団体のほうと十分話し合いを進めている
というようなことでございまして、なんとか中学校に準じてですね、実施できればなと
いうようなことで、私どものほうでは期待をしているところでございます。
◎副委員長（黒澤 誠君） 吉川委員。
◎委員（吉川幸一君） 今のお答えでしたら、中学校はまあ君が代はテープを流しての
卒業式で、国旗国歌は１００パーセントだというお答えだけれども、小学校は期待を申
し上げているということは、まだ現場サイドで話し合いをされているのか、それとも決
まっていないのか、卒業式に君が代というものを取り上げてないのか。委員長、教育長
さんは知っているだろうとは、私は思っておりますけれども。
委員会としては、やっぱりそういうようなとこにはどのような指導をして、今回がい
ちばんいいチャンスだと思う。また、法制化されたわけですから、現場には徹底指導、
これは行政にも今後、国歌国旗に関してはいろいろと議員のほうからの要望ですとか、
いろんなかたちで行政のほうには要望出ていくだろうと思いますけれども、やっぱり、
教育現場サイドから、今回は直していかなければいけないと私は思っているんですよね。
今の言い方だったら、小学校は非常に苦戦をされているような言い方なんですけれど
も、２４日まで、やっぱり指導を徹底して１校でも、やっぱり国歌国旗。国旗に関して
は問題ないにしてもですね、国歌に関してはよりいっそう指導を強くしていただきたい
なと、このように思っております。
◎副委員長（黒澤 誠君） 阿部教育長。
◎教育長（阿部靖博君） お答えします。私が期待をしていると申し上げたのは、あく
までも学習指導要領によってやるということが基本でございますので、その線で学校の
ほうでも先生がたとお話をしてますし、私どももその線でですね、ぜひやってください
ということで、これまでも話し合いをしているところでございます。
ですから、先生がたとの話し合いを、やっぱり気持ち的な部分ございますので、十分
話し合いをしてくださいというようなことで、そういう場づくりをですね、大事にして
いただきたいという趣旨でのことでございまして、校長さんから原案として示されてい
る部分は、あくまでも実施を指導要領によってするというのが、基本におさえた中での
話し合いということになります。

◎副委員長（黒澤 誠君） 次に進みます、１３４ページから１５３ページまでの、第
４項、幼稚園費、第５項、社会教育費、第６項、保健体育費についてご発言ください。
藤井委員。
◎委員（藤井友幸君） ２、３お尋ねをいたします。１４１ページから１４２ページに
またがる関係でございますけれども、昨年、埋蔵文化物の調査をやられているわけでご
ざいますけれども、この事業報告によりますと、２，８００点余りの石器、土器が出て
いるようでございます。この関係につきましてですね、今後どのように保管をするのか。
またですね、この報告書にはですね、歴史的重要遺物の出土はないと書いてあるわけ
でありますけれども、その辺の出ているですね、内容をお聞かせをいただきたいと思い

ます。

それからですね、１４６ページでございますけれども、賃金で嘱託館長が出ておりま
す。２０２万５千円でございますか、この勤務形態をお聞かせいただきたいと思います。
以上でございます。
◎副委員長（黒澤 誠君） 高橋社会教育課長。
◎社会教育課長（高橋末治君） お答えいたします。
埋蔵文化財でございますが、ご質問ありましたように、約２，８００点ほど出ており
まして、内容については、石器、土器、いわゆる土器のかけらというふうに申し上げた
ほうがわかりやすいかと思いますが、それから十勝石なんかの石片ですね、破片という
ふうにご理解いただいたらいいと思います。残念ながら歴史的にですね、極めて重要だ
っていうような出土品は現在のところありませんでした。
それと今後の関係でございますが、本年度につきましてはそれらをですね分類いたし
まして、報告書というかたちにまとめ上げます。その後ですね、ぜひ町民のかたにも見
ていただくような機会を、実はつくりたいというふうには考えてございます。まとまり
ましたら新内の資料館かどこかにですね、保管というようなかたちになろうかと存じま
す。
それから２点目の嘱託館長の関係でございますが、嘱託ということで月額の給与体系
で、月額のかたちで嘱託というかたちで勤務をしていただいております。
◎副委員長（黒澤 誠君） 藤井委員。
◎委員（藤井友幸君） それを新内にですね、保管するということでございますけれど
も、２，８００点、膨大な数でございますけれども、量にしてですね、かなりの量でな
いかと思うんですが、その辺の収容スペースは確保できるのかどうかですね。
それと２点目ですけれども、嘱託館長というのはですね、常時一月のうち例えば毎週
びっちり出ているものか、それとも確実に１日おきとかでなくて、その辺ですね。ただ
私こう見て、数字を見てですね普通のですね、例えば定数外職員の同等なような勤務を
しているんであれば、少しちょっと金額が低いのかなっていう気もしたもんですから、
お尋ねをしたわけでございます。以上よろしくお願いします。
◎副委員長（黒澤 誠君） 高橋社会教育課長。
◎社会教育課長（高橋末治君） 件数はたいへんな量なんですけれども、一つひとつの
サイズというのは非常に小さいものですから、収納スペースについては可能だというふ
うに考えてございます。
２点目の嘱託館長の勤務の条件でございますが、職員に準じて勤務をしていただいて
おります。
◎副委員長（黒澤 誠君） 藤井委員。
◎委員（藤井友幸君） 昨年の予算ではですね、一括してあがっておったもんですから、
嘱託館長の数字は出ておりませんでした。今年から出ているわけでございますけれども、
これは若干低いような気もするわけですけれども、いかがなものでしょうか。
◎副委員長（黒澤 誠君） 高橋社会教育課長。
◎社会教育課長（高橋末治君） 現在の賃金月額はですね、１６万７千２００円でござ
います。
◎副委員長（黒澤 誠君） ほかに、宗像委員。
◎委員（宗像 一君） １４７ページをちょっと見ていただきたいんですが、総合体育
館関係の関係でちょっと、これ私が休んでいるときに決められているから、ちょっと失

礼があるかなと思ったりもして、ちょっと頭を痛めたんですけれども。
概要をみますとかなり利用しているわけですね。調べてみますと利用者が９，１５８
人だということで、内訳も有料関係で４，１４１人のかた、リゾート関係が４，６８６
人とかっていうふうにうたわれております。
また、大会関係も行われているんですけれども、今後ですね、館長制度がなくなって
それに代わるような方法をどのようにしておられるか。
それから、財源収入のそういうことで今の利用者数を申したんですが、財源収入があ
るわけですけれども、その金銭の扱い関係はどのようにしてこれから行っていくのかな
と。
そして、１１年度からの当直制度っていうのがなくなったと思っているんですよね。
それで、そのなくなって夜間の勤務が晩９時から朝の９時までだったと思いますが、無
人になるわけです。そういった関係の中で支障はなかったのかな、どうかなということ
でお尋ねしたいと思います。
それから１４８ページの登山学校の委託料の関係なんですが、そこにみますと登山学
校散策路周辺の林下草り管理ですか。それから遊歩道管理ということで委託料をこれ新
しく載ってきたと思うんですけれども、その場所関係はどこになるのかなということで
お尋ねしたいと思います。
◎副委員長（黒澤 誠君） 貴戸商工観光課長。
◎商工観光課長（貴戸延之君） お答えをいたします。
まず、総合体育館の館長でございますが、従来、嘱託館長ということで常勤のかたち
で配置をいたしておりました。今回、６３歳に達したということで、３月末をもって退
職をすることになってございます。その後の体制といたしましては、所管をいたしてお
ります商工観光課長の兼務発令というかたちで、対応してまいりたいというふうに考え
ております。
なお、管理体制といたしましては、従来どおり１名の管理人を午前９時から午後９時
まで配置をするという、委託契約を行う予定でございます。
また、夜間の関連がございました。夜間、平成１１年ですか、廃止をいたしておりま
して、経費の節減というようなかたちでもって廃止をいたしたわけでございますけれど
も、現在までこれといった問題点は起きておりません。
それから、館長の退職に伴ってその後の金銭取り扱いということでございますけれど
も、体育館の使用料につきましては、商工観光課長が出納員の発令を受けておりまして、
商工観光課長の中で取り扱いを行っております。従来どおり変わりないというかたちに
なります。
それから、登山学校の委託料、これにつきましてはこの中の歩道の関係でございます
か。まず散策路の周辺というのは、昨年パークゴルフ場の駐車場付近から３３号、電源
開発の屈足ダムの公園までの間、雑木林になってございまして、その間の下草刈りを実
施をいたしております。
これも後２、３年は継続して行わないとまた、元の木あみに戻ってしまうだろうとい
うようなことで、草刈りについては登山学校のパークゴルフ場付近から、屈足ダム公園
までの間の雑木林の、町が占用いたしております河川敷の部分でございます。
それから遊歩道というようなことで、登山学校の浴場裏手のほうから屈足ダムの上流
部、これに至るところを下草刈りというような状況で、整備を図りたいというものでご

ざいます。
◎副委員長（黒澤 誠君） 宗像委員。
◎委員（宗像 一君） わかりました。それじゃあ、いちおう館長制はなくなったけれ
ども、職員はいちおう配置するということなんですね。それで、いちおう当直そういう
ので職員がけっきょく金銭関係を扱い、課長が管理するというかたちの解釈になろうか
と思います。
それで、当直関係が朝９時から、いや夜の９時から朝の９時まで当直が無人になるわ
けですけれども、こうやってみると団体で利用している人たちっていうのは、あそこを
利用するのがけっこう早いと思うんですよね、そういったかたちの中で９時ごろからに
なると、もうほとんど体育館は入ってくるなりなんかして、そういったかたちで冬の利
用もあると思うんですが、そういったときの暖房関係だとかそういった関係もですね、
それじゃあ、いちおう私どもの解釈としては支障のないように、その職員の人たちがや
ってくださるという解釈をしていいのかな。その点お伺いしたいと思います。
そして後、私も再三にわたってあそこの環境整備と、登山学校のほうの環境整備とい
うことを非常にうたっているんですけれども、それらに向けての形勢が全くないで残念
に思っています。これもいろいろと関係があるからやむを得ないと思いますけれども、
ぜひそういったかたちのものもやはり、ある程度地域の目玉となるものでもあるし、そ
ういったことで十分心がけておいていただきたいというふうにお願いします。質問終わ
ります。
◎副委員長（黒澤 誠君） 貴戸商工観光課長。
◎商工観光課長（貴戸延之君） お答えをいたします。
館長廃止ということではなくて、商工観光課長の兼務発令でございますので、館長が
配置はされるわけです。ただ、頭かずがないと。そういうことでご理解をいただきたい
と思います。
それから大会等の利用というようなことにつきましては、あくまでも利用の申し込み、
事前に申し込みをして許可をしたものでございますので、十分開催、開会時間そういっ
たものが把握できるわけでございます。
ただ、総合体育館の利用時間帯が条例で規定されておりますから、午前９時から午後
９時と。今までの状況で確かに早くお見えになるお客様もいらっしゃいます。そういっ
た場合については、それぞれ早出をするとかですね、そういったことで対応してまいり
ましたので、従来となんら変わりはございません。
それから、登山学校周辺の整備の関係でございますけれども、ご承知のように十勝川
の河川敷というようなことで、当然私どもも整備をするのにかなり制限がある場所でご
ざいます。その中で、できる範囲で整備をやっていきたいという考え方で、現在進めて
きておりますし、土木現業所との協議も進めてきております。
ただ、河川敷というような制限の中で、私どもが直接手を出していく整備、それにつ
いては占用許可をいただくとかですね、そういったようなさまざまな条件が付されてい
るということをご理解をいただければなと。土現のほうもいろいろこういったまちおこ
し、そういったものにつきましては好意的に考えていただいておりますので、そういっ
た状況を見極めながら、順次整備を進めていく必要があるかなというふうに考えており
ます。
◎副委員長（黒澤 誠君） 川見委員。

◎委員（川見久雄君） １５０ページの下段にございます１９節、負担金補助及び交付
金のうちの、これは全額になりますけれども、狩勝寿事業団の補助金についてお尋ねを
いたしたいと思います。
この件については過去、少なくても２回、このような場で質疑があったかなというふ
うに記憶をしているわけですけれども。過日の補正予算でも、３００万円から７００万
円に補正をされた件でもございますけれども、どうもこの過去をたどっていきますと、
どうも、その実態と合わないわけですね。
私も少々調べてみたわけですけれども、遠いことは分かりませんけれども、少なくと
も平成４年からこの補助金になるものが、３００万円でずっときているわけですね。今
申し上げましたように、過去においてもその点について指摘もあったわけなんですけれ
ども、依然として新年度の予算をみましても、従来どおりと言いますか、３００万円に
なっております。
ちょっと申し上げますと、１０年度も３００万円で、実は決算額は７２１万４千円、
驚くなかれですね、当初予算に対して２４０パーセント超える決算額になっているわけ
です。
私はですね、かねがね事業アセスであるとか、予算の査定については、厳しくという
ことを再三申し上げてきておりますけれども、これはなにもですねすべての経費につい
て減らせ減らせと言っているわけではありません。やっぱり必要なものは、これは増額
もあってあたり前の話なんですね。
どうもこの当初予算と実態に大きな差があるわけですね。これは、いろいろの事情も
あるかなというふうに思うんですね。この言ってみればこの補助金なわけですから、こ
の補助金と言いましてもですね、要は赤字に対する補てんということになろうかと思う
んですね。ですから、やはり経営努力をさせるという意味では、あまり当初から多めと
いったらおかしいんですけれども、そういう予算は組みたくないという、そういう考え
方もあろうかと思いますけれどもね、しかしですね、少々の補正予算ならいざしらずで
すね、このようにですね、今、申し上げたように２倍以上、それがずっと続いているわ
けですね。そして過去の実績を経験もしているわけですね。
そういうことで、依然として従来どおりの予算を組まれるということのね、そのまず
理由について、ひとつお尋ねをしたいと思います。
◎副委員長（黒澤 誠君） 高橋社会教育課長。
◎社会教育課長（高橋末治君） お答えをいたします。川見委員のご質問の中にもござ
いましたように、過去、赤字補てん額ですね、極めて少ない時代もございましたので、
いちばんの目的は経営努力をしていきたいという趣旨で、予算を計上させていただいて
おります。
◎副委員長（黒澤 誠君） 川見委員。
◎委員（川見久雄君） それとですね、１４９ページのこの公園スキー場管理のところ
ですね、特定財源として新得山スキー場使用料７４０万円。これはつうつうになりまし
てね。１５０ページの１３節委託料で、新得山スキー場管理７４０万円とありますね。
取りあえずはといいますか、この予算上ではリフトの収入を町の会計にいったん入れて、
それを寿事業団にあげるんですね。それだけで運営ができないから補助金を出すわけで
すね。
このですね、リフトの使用料についてもね、これは歳入になるわけですけれども、こ

れもやっぱり少々過大に見積もっているのかな。過大に見積もるから出す分は減らして
もいいなっていう、こういう関係になるのかなというふうにも思うんですね。
その使用料ですね、いわゆるリフトの使用料、９００万円台から最近は８００万円、
本年度は７４０万円ということになりますけれども。では実際の収入はどうかというと、
５００万円から１０年度は５２０万円ほどなんですね。ここにやはりどうですか２６０
万円ほどの誤差が出る。やはりですね、今年の件についてとやかく言ってもどうなるか
わかりませんけれども、少なくともこういったことも含めてですね、やはり実績といい
ますか実態に合った、やはり予算編成をすべきでないかと、このように思うんですね。
いかがでしょうか。
◎副委員長（黒澤 誠君） 高橋社会教育課長。
◎社会教育課長（高橋末治君） 今のご意見にありましたように、たいへんスキー場の
経営はですね、ご案内のように固定経費率が８５パーセントを超えるような高い、特に
リフトなんかはそうなんですが、ですから収入が減りますと、そのまま赤字の場合は、
赤字の額がそのままきてしまうというような、ストレートにきてしまうというような、
非常に傾向の強い状態でございまして、今ご意見にございましたように、実態に合わせ
てですね見直しを検討をさせていただきたいと思います。
◎副委員長（黒澤 誠君） 吉川委員。
◎委員（吉川幸一君） ４点ぐらい、質問させてもらいます。１４０ページの、公民館
の暖房改修事業補助金。私、常々言ってるんですけれども、これ３，２００万円、ずい
ぶんお金をかけられるなと。どういうふうなかたちで、直されるのかなって思っており
ます。
ただ、私はもうそろそろあそこは、新しくされたらどうかっていうのを、一般質問で
再三再四言っているホールでございますんで、このお金でどのくらいの効果があるのか、
それを想定しているのかをお答え願いたいと思っております。
また１４６ページのですね、スポーツ合宿の里事業でございますけれども、私は新得
町はスポーツ合宿の里ってうたっておりまして、今いろんな合宿が入り込んでおると思
います。こういうふうなかたちの中で、やっぱり新得町、もうちょっと入り込む、その
ランニングコースですとか体育館ですとかいろんな施設はあるんです。ですから、入り
込んでくる人数は、まだまだたくさん来ていただいても、十分施設を利用できる場所は
ある。呼びかけるとですね、来た人のもてなし等はですね、もうちょっと予算を取られ
ても、私はいいんじゃないかなと思っておりますけれども、どのようなかたちで設定を
されたのかお願いをします。
それと１５２ページ、これ私が分からないのかもしれないですけれども、町民温水プ
ールの管理費の中で寄附金として載ってます。去年いただいて、指定寄附で基金に載っ
けて、今年１２年度の予算に計上したのかどうかわかんないんですけれども、これは、
どのようなかたちで指定寄附を受けたのか、もう１回説明を願いたいと思います。
それから、１５０ページの焼き肉ハウスの新設１棟のこれお話を聞きました。私、非
常にこれは町民の人が、もう１棟はほしいと期待をしていた棟だと思っております。よ
く、町は予算を付けていただいたなと感謝をしているんですけれども、中身を聞きまし
てちょっと残念だなと思うのは、私は下はやっぱり舗装かコンクリートかにきちんとし
たほうが、肉ですとかいろんなものが落ちたとき、掃きやすいしわかるし、きちんとし
やすいと思っている。

なんかこの中身をみますと、ほんとうの小砂利で、落ちたときには箸で拾ったりなん
かするんですね、その下は砂利にしないと予算が付かないかもしれない、予算がその予
算しかないかもしれんという話も聞いてございます。なんでもうちょっと担当課長がで
すね、がんばれなかったのか、そこら辺ちょっとお聞きしたいと思います。
◎副委員長（黒澤 誠君） 高橋社会教育課長。
◎社会教育課長（高橋末治君） お答えいたします。１点目の公民館の暖房の改修でご
ざいますが、現在使っております暖房は、公民館を建てました昭和４７年に設置した蒸
気暖房でございます。これがもう、２７年も経過しているもんですから、もう耐用年数
がきまして、それ以外にもですね、配管、熱交換機すべてがですね、もう使用に耐えれ
ない状況でございますので、今回、全面的に改修を予定させていただいております。新
しい方式はですね、温水ボイラーということで、資格のいらない自動運転のできるボイ
ラーというかたちで考えております。
それで特に効果というご質問でございますが、現在、大ホールに関しましてはですね、
下が寒くて上が熱いというような関係でたいへん不評でございますし、それから音がで
すね暖房機の設置場所がですね、大ホールとつながっているもんですから、燃焼音が直
接冬の間はですね入ってきてしまうというようなことで、たいへん不評でございました
が、この辺も全面的に改修されて、特に大ホールにつきましては快適な環境で、冬期間
もですね、ご利用いただけれるようになるというふうに考えております。
それから、スポーツ合宿の里の関係でございますが、ご質問のようにたいへん、私ど
も、おかげさまでハード整備についてはですねかなりできました。
ひとつにはですね、いちばん抱えている問題はですね、宿泊施設の関係でございます。
夏の間に集中してですね、おおぜいのかたが泊まられるというようなことで、宿泊施設
についてもう少し我々欲しいなということで、早くそういうかたちで民間のかたがです
ね、これに取り組んでいただけるようなかたちを期待しているところでございます。
予算の関係については、かなりお金を使っている町村もございますが、これ私ども、
細く長くつきあわさせていただくというようなかたちで、少しずつおいでいただくかた
を増やしていきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
それから、３点目の町民温水プールの関係でございますが、これはふるさと東京会の
かたからいただいた寄附金で、プールの周りに植栽をしようということで計上した予算
でございます。
それから、４点目の焼き肉ハウスの床の関係でございますが、床をコンクリーにする
というようなことも、内部的にも検討いたしましたが、その使った後ですね、肉汁をこ
ぼすとか炭をこぼすとかですね、いろいろこぼすというようなことでございまして、洗
った後きれいに保つためにはですね、使った直後にすぐ水洗いしてデッキブラシでかけ
るような、そういうことが当然していかないと、かえってコンクリーの汚れというのは
取れなくなるもんですから、これについては私ども内部の中の検討では、やっぱり化粧
砂利がいいんじゃないかというかたちで、そういうかたちの予算を計上させていただい
ております。
◎副委員長（黒澤 誠君） 吉川委員。
◎委員（吉川幸一君） １点目のですね、ご理解を示してください、暖房もよくなり快
適だというんですけども、今まで不快適だという人がたくさんあって、あそこ建て替え
たらどうだという話なんです。３，２００万円でねよくなりっこない。担当課長として

はですよ、担当課としては、できる範囲内の予算を取って、当面できないものを少しず
つよくしていこうという気持ちは分かるんですけれども、これっぽっちの、この改修じ
ゃなくて、再三再四、言わせているあのホールをですね、新しくしようという話は、そ
のときにこれっぽっちも出なかったのかどうか、再度お願いしたい。
それから、スポーツ合宿の里のご理解はですね、確かに宿泊施設等もございます。で
も私は新得のメーンとして、新得町の顔を売っていただけるには、もうちょっとお金を
出す必要があるんじゃないかな。予算計上をしてもいいんじゃないかなと、私は思って
いるんですけれどもね。
これが来ることによってですね、いろんなかたが差し入れをしております。私にした
って、去年、私の大学の後輩の顔も見ていない、誰もわかんない中でですね、じゃあ清
水の仲間やなんかと差し入れに行った、メロンですとか肉。その前にですね、近所の人
がたは芋を差し入れに行ったり、果物を差し入れに行ったり、新しく来れば新しく来た
で、やっぱり、皆さんが気を遣って、その団体に差し入れに行ったりなんかしているわ
けですよ。
だから、行政も僕はもうちょっとお金を使っていい。これは意見の分かれるところだ
と思うんですけれども、私の感覚では、今、売り出している最中です。新得町に新しい
団体が去年も行こう、今年も来る可能性がある。だから、そこでやっぱり合宿の里は、
もうちょっと新得町はメーンにされたほうがいいんじゃないのかなって私は思っており
ます。
それから、１５０ページの焼き肉ハウス。今、焼き汁ですとかですね、黒くなるおそ
れがある。舗装、コンクリーじゃなくて、舗装でやったらもともと黒いんです。砂利な
んかは、砂利なんかでなんぼ大きな砂利でも、小砂利にしたって化粧砂利にしたってで
すね、汚れるのは汚れる。掃くのは、竹ほうきで掃いたってなんで掃いたって掃きやす
い、舗装にすれば。言葉をうまく言ったって、汚ない所が見えるからと言ったて、もう
ちょっと予算取ればさ、舗装にしたら後片付けみんなしやすい。
今のあそこの利用する人で、後、そのまま焼き汁だとか肉だとかをね、投げっぱなし
にして使用していく人なんかいやしない。きちんと掃除している。また、その人がたま
たま時間に忙しくて掃除できんかったら、次に借りる人はきちんと掃除する。その掃除
する人がしやすいようにしてやらないといけない。
そしたら、砂利が掃きやすいのか、舗装が掃きやすいのは、もうはっきりしている。
ただそこは予算の関係だけだと思う。私は、課長が言葉巧みだから、うまいこと言って
いるなあと思うけれども。ただ予算取れなかっただけだと思う。もう１回、もう３回は
なるべくやめれよと今、外野席から声がかかっていますんで、これでやめますからうま
い答弁よろしくお願いします。

◎副委員長（黒澤

誠君）

◎副委員長（黒澤

誠君）

答弁は休憩後に。暫時休憩いたします。１１時２０分まで。
（宣告 １１時０３分）
休憩を解き再開いたします。
（宣告 １１時１９分）

◎副委員長（黒澤 誠君） 高橋社会教育課長。
◎社会教育課長（高橋末治君） お答えいたします。１点目の公民館の暖房でございま
すが、ご質問にありました工事費につきましては、約９，５００万円でございます。そ
れで、公民館を新しくする考えはないかというご質問でございましたけれども、私ども
といたしましては、たいせつに使わせていただきたいというふうに考えております。
それから、２点目のスポーツ合宿の関係でございますが、ご質問にありましたように
ですね、大学の卒業した、大学から来るというようなかたちでですね、たいへん差し入
れもいただいております。それから選手たちがですね練習で走りまして、走ったあの沿
道のですね、屈足や佐幌の農家のかたがですね、たいへん選手にがんばってくれという
ようなかたちでですね、差し入れもいただいておりまして、たいへんそういう町民の温
かい心配りがですね、選手たちもたいへん喜んでいただいておりまして、そういうこと
も含めてですね、また、毎年新得に来ていただけたらなというふうなかたちで考えてお
ります。
できるだけ、そういうかたちの心のこもったですね、そういうおつきあいでですね、
長くつきあっていただけるようなかたちで、今後も心配りを続けたいというふういに思
っております。
それから、３点目の焼き肉ハウスの関係でございますけれども、我々内部でいろいろ
検討いたしまして、舗装にしますとですね、燃えている炭落ちますと燃えてしまうとい
うようなこともございますし、それからコンクリートにつきましても、万が一割れが入
ったときのですね、その後の問題ですとか、排水処理の問題ですとか、いろいろそれぞ
れにですね一長一短もございます。
いずれにいたしましても、掃除しやすくですね、清潔に使っていただけるような方法
も考えていきたいというふうに思いますので、さきほどのご意見もですね、十分参考に
させていただきたいというふうに思いますので、ご理解賜りたいと思います。
◎副委員長（黒澤 誠君） 吉川委員。
◎委員（吉川幸一君） ３回目やらないつもりでおったんですけれども、私はねたいせ
つに使うというのは、これ、どなたも同じだと思うんです。だれも、言葉でですね、た
いせつに使わないよ、乱暴にするよなんていうふうな言い方にはならないんですよ。そ
れが答弁だなんて思ったらだめなんだ。みんなたいせつに物事は、会館やなんかは使う
わけですから、ちょっとでも新しいものにすれって、再三再四しゃべっているわけだか
ら、そういうものがなんで出ないんだって、私はそこら辺で疑問感じるのさ。
九千何百万円も使ったら、約１億円じゃない。もうちょっと足せば会館できるじゃな
い。ちょっとだよ、ほんとの。
それと、やっぱりね、新得町は２点目の合宿。これは今、新得町がメーンにしようと
している。清水もですね、今、民間でもって、まあよその町村のことを言ったらおかし
いんですけれども、３５０万円ぐらい、民間のかたちで金を出そうっていうふうにして
継続をしていこうと。
出し方にその町村その町村の考え方があるから、よその町村のことは別にしまして、
あまりにもこの金額はですね、低すぎると私は思う。１団体に出すわけじゃないんだか
ら、いろんな団体が来て、いろんな団体に支援する中で、今、新得町の顔にしようと言
っているときにですね、なんか、あまりにも少なすぎる。
ここら辺はどなたかに答弁していただきたい。また同じ人が答弁したら同じ答えしか

跳ね返ってこないんだわ。助役さんどうですか。
◎副委員長（黒澤 誠君） 高橋社会教育課長。
◎社会教育課長（高橋末治君） 同じような答弁になるかと思うんですけれども、１点
目の公民館でございますが、これは全面的に建て直すということになりますと、今、各
市町村でのはやりの生涯学習センターとかという、すばらしい建物を造られていますけ
れども、１０億円以上かけてですね、こうやられているというようなことでございます。
私どもの公民館確かに決して誇れるものではありませんし、昭和４７年にですね、帯
広市の市民会館、今現在、取り壊しましたけれども、その次にですね、町村で初めての
固定席を有する公民館というようなことで、当時としては画期的な建物で、北海道の公
民館大会にまで使われたというような実は建物でございます。
現下の情勢をみましてもですね、全面的に建て直すというようなことについてはです
ね、現時点では無理だというふうに考えております。ただ、今後もですね、いろんな町
民の利便性の向上のためにはですね、改修をですね考えていかなければならない箇所も
ございますので、そういうかたちでより使いやすいような館にしてまいりたいというふ
うに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
それから、２点目でございますが、ご意見にありましたようにですね、今、各市町村
でですね、この合宿環境をですね、なんとかその新たな顔にしようというか産業にしよ
うということでですね、はっきり申し上げて誘致合戦がたいへん厳しい情勢にございま
す。町村によりましてはですね、あえて交通費まで負担をしてですね、有名なチームを
呼んで来るというようなことをやって、たいへんなお金もかけている町村もございます。
私ども何度も申しましたようにですね、少しでもお金をあんまりかけないで、心のこ
もったようなかたちということで、例えば冬期間たいへんスキー合宿でですね、各スキ
ー同好会ですとか、スキー部ですとか、いろんな競技関係のかたが、たくさん冬期間も
新得のサホロのスキー場にお見えになっております。私ども、そういうところに果物等
のですね、差し入れを持っていってですね、まあ、ぜひがんばってくださいというよう
なかたちでですね、要するにお金よりも心というようなかたちでですね、続けさせてい
ただきたいと思いますので、ご理解を賜りたいと思います。
◎副委員長（黒澤 誠君） 金澤委員。
◎委員（金澤 学君） ３点ほど、質問させていただきます。１４６ページ、負担金補
助金交付金の中から、体育連盟に９４万円、スポーツ少年団本部に６６万２千円、補助
金として出しておりますが、この補助基準はなんであるかを、まず１点目。
２点目、昨年９月にですね、ワールドカップの公式キャンプ地に立候補しましたが、
その誘致予算がどこにも載ってませんけれども、これはどうなっているのか。
３番目、昨年たいへんりっぱなサッカー場を造っていただいたんですけれども、関係
者の間から駐車場の不足が指摘されております。これについてのは、どいういうふうに
考えておられるのか、３点お聞きしたいと思います。
◎副委員長（黒澤 誠君） 高橋社会教育課長。
◎社会教育課長（高橋末治君） １点目の体育連盟とスポーツ少年団本部の関係でござ
いますが、体育連盟につきましては、２つございまして、１つは、各傘下の団体の助成
金の配分を行っておりますし、独自の事業といたしましては、例えばスポーツ賞の贈呈
なんかも、この中の予算で行ってございます。スポーツ少年団本部につきましても、同
様のことでございまして、各傘下の少年団に対する助成金等でございます。

それから、２点目、ワールドカップの誘致の関係でございますが、特に特定した予算
を計上はしておりません。この４月ないしは５月の段階で、一度で組織委員会のほうで
現地調査というようなかたちがございますので、その現地調査の推移をみながらですね、
対応を考えてまいりたいと考えております。
それから、３点目のサッカー場の駐車場の問題でございますが、これもたいへん私ど
ものほうも苦慮をしております。現在考えておりますのが、河川敷の所に止める方法で
すね、それから隣接の土地の所有者のかたでですね、空き地がございまして、そこ、た
またま、昨年のランニングコース造成のときに、残土処理が必要なもんですから、残土
処理で使ってですね、その後、帰すときに整地をした場所がございまして、ご本人もそ
れを使っていただいてもけっこうだというかたちもいただいておりますので、それらを
ですね活用させていただいて、対応していきたいというふうに考えております。
◎副委員長（黒澤 誠君） 金澤委員。
◎委員（金澤 学君） まず１点目、今、体育連盟には２０団体、人数で１，１９６名、
そしてスポーツ少年団には１３団体で２０９名おりますけれども、私が３５年前ぐらい
に新得町に帰ってきて、体育連盟、私サッカーやっておりまして体育連盟に加盟したと
きも、体育連盟の補助はだいたい１００万円ぐらいでした。ということは３０年間、こ
れ変わってないということなんですよね。
しかも、今後、中学校に新学習要綱でクラブ活動なくなりますよね、そうすると、そ
の地域社会がその学校に代わって、これからスポーツ面でいろいろサポートしなければ
ならないのに、予算面でこのまんまではだめだと思うんですよ。ですから、ぜひもう、
増額していただきたいと思います。
２点目、ワールドカップの公式キャンプ地のことなんですけれども、向こうが来てか
らどうするか対応するという態度では、どうもいけないと思うんですよ。積極的にやっ
ぱり予算を組んで誘致活動をしないと、全国で何か所でしたっけ、２０か所でしたっけ、
３０か所でしたっけ、やっておりますんで、もうちょっと力を入れてやってほしいと思
います。
３番目、駐車場についてはですね、早急に解決してもらいたいと思います。よろしく
お願いします。
◎副委員長（黒澤 誠君） 高橋社会教育課長。
◎社会教育課長（高橋末治君） 各団体に対する助成につきましてはですね、なかなか
私どもの体育連盟なりスポーツ少年団に限らずですね、すべての団体、たいへんご苦労
をされてですね、地域のそれぞれの団体の目的の遂行のためにですね、ご努力をいただ
いております。なかなかその団体に対する助成をですね、増やすというような情勢にご
ざいませんけれども、その中の補助金の中でですね、いろいろ工夫を加えていただきな
がら、今後もそういうかたちの、ご質問にありましたような地域社会でスポーツの振興
なんていう関係もですね、図っていただけるような方策も、ともに考えさせていただき
たいというふうに思います。
２点目のワールドカップの関係でございますが、ご質問にありましたように、対応す
るというのは、例えば施設的にこういう部分が改修が必要だとかなんとかという関係で
ございますが、この中で特にこの部分というかたちではございませんが、誘致するため
のご理解をいただくためのパンフレット等につきましてはですね、今、現在、準備に入
っておりまして、そういう意味では積極的にですね、来ていただけるような方法をとっ

ていきたいというふうに考えております。
３点目のサッカー場の付近の駐車場の関係でございますが、ご意見のようにできるだ
けですね、１台でも多く止めれるような方策を考えてまいりたいというふうに考えてお
りますので、ご理解賜りたいと思います。
◎副委員長（黒澤 誠君） 斎藤委員。
◎委員（斎藤芳幸君） １３７ページの８節の子育て支援事業の講師謝礼とありますけ
れども、今、社会問題になっている子どもの虐待ということがありまして、これを報道
でいろいろ聞いてますけれども、新得では親子に対する、あるいは母子に対する勉強会
とか指導とか、そういうことをなされておられるのかどうかをお聞きしたいと思います。
◎副委員長（黒澤 誠君） 高橋社会教育課長。
◎社会教育課長（高橋末治君） お答えいたします。今、ご質問がありました子育て支
援につきましてはですね、なごみを使ってですね、定期的にお母さんがたが集まる、お
子さんと一緒に集まるような機会をとらえて、いろいろ相談に応じるというようなかた
ちで定期的にやる部分。あるいはご質問にあったようなですね、そういう相談会的な部
分とかですね、それか私ども幼児遊び教室というようなかたちで、お母さんと小さな赤
ん坊なり幼児がですね、一緒に遊ぶといいますか、集団でそういうやる機会がございま
すので、そういう中にも入っていただいて、対面して机を挟んでですね、やるというよ
うな相談ではなくてですね、そういう中から自然に子育てに対する知恵だとか、その心
配ごとの相談に乗れるようなかたちをとっていきたいというふうに考えております。
◎副委員長（黒澤 誠君） 菊地委員。
◎委員（菊地康雄君） １５０ページ、今までの質問の関連になるかとも思うんですけ
れども、２点ほどお聞きしたいと思います。
まず、１３節の委託料、新得山スキー場の管理ということなんですけれど、これも雪
の状態によって、その利用者が大幅に変動がありますので、昨年、一昨年と比べると２
万人ほど利用者が多かったということです。今年、もう既にスキー場をクローズしまし
たよね。今年の状況は雪がたいへん多かったので、もっと増えているのではないかなと
思いますけれども、１点、今年の状況をお聞きしたいと思います。
それと毎年言われることなんですけども、やはりサホロと違って新得山の場合は地元
のかた、特に子どもとお年寄りの利用が、どちらかというと割合が高いと思います。そ
の中で、常にコース整備の不備ということがいわれるわけですけれども、毎年これ、狩
勝寿事業団に委託しているわけですから、そこにお任せする以外にはないかとも思いま
すけれども、より整備の充実の方向性が見えないものなのか、その辺についてのアドバ
イスができないものなのかということを１点ですね。
２点目に、１５節の工事請負費、陸上競技場改修ということで、私も、この３００メ
ートルが４００メートルになるということぐらいしか認識になかったわけですけれども、
結果的には変則の４００メートルコースになって残念だという声を聞くわけです。変則
ということになると、例えばですね、全道規模の公式の競技ですとか、そういうものが
当然持ってこれないということになりますし、その辺の経緯をお伺いしたいと思います。
◎副委員長（黒澤 誠君） 高橋社会教育課長。
◎社会教育課長（高橋末治君） お答えいたします。この２０日で新得山スキー場クロ
ーズをいたしまして、延べでリフトの乗車人員は、１０万とんで４，６５８名でござい
ました。昨年は、一昨年は、たいへん営業期間が長かったということもありますけれど

も、雪の状態なんかで、おかげさまでですね、１日当たりの乗車人員につきましても、
近年になくたくさんご利用をいただいております。
その中のコースの整備の関係でございますが、私どもかなり神経を使ってですね、コ
ース整備にあたっているつもりでございますけれども、至らない点があればですね、き
ちんとやるようにですね、指導をしてまいりたいというふうに考えております。
それから、２点目のご質問にありました陸上競技場の改修の４００メートルのトラッ
クの関係でございますが、きちんとしたですね、コース設定することがあそこの場所で
は物理的に河川敷に挟まれ、こちら側も土手なんかにも挟まれておりまして、物理的に
レイアウト上、設定ができません。特に私どもがですね、４００メートルのトラックを
設定したいという、さきほどのいろいろご質問もありましたスポーツ合宿の選手がです
ね、最近は長距離といえどもですね、スピード系の競技になってきておりまして、彼ら
が普段練習するのは４００メートルのトラックで、ストップウォッチを使って決められ
たスピードで走るというような、そういう練習がたいへん必要になっておりまして、実
業団のチームのかたからも４００メートルのですね、コースきちんとしたコースでなく
てもいいから、きちんとしたトラックのコースがほしいということで。
だいたい今のところおおむね４００メートルの３コース程度ですから、長距離の実業
団等のかたが、４００メートルのトラックを使って練習するというような、そういう練
習の対応はできるかというふうに考えておりまして、陸上競技的にはですね、現在のそ
の３００メートルの６コースの、トラックをひくというようなかたちの対応になります
ので、ご理解を賜りたいと思います。
◎副委員長（黒澤 誠君） 菊地委員。
◎委員（菊地康雄君） １点目の新得山のスキー場の整備ですけれども、今の狩勝事業
団の委託による整備、スキー場ですので、雪踏みの状況なんですね。より滑りやすくす
るというためには今年のように雪が多い場合には、ブッシュが出ているということもな
いでしょうし、いかにきれいにコースを踏んであるかによって、けがの具合も少なくな
るし滑れるコースも多くなると。１０万人を超えたということですので、近年にない利
用者だと思うわけですね、たいへん便利な場所にありますし。
ただ実際に滑っているかたに聞きますと、何回かの積雪まで待って圧雪車が入るとい
うふうに聞いてます。そうすると圧雪車が入るまではコース、雪が深いわけですよね、
当然、足腰の体力のない人は、それなりの滑り方しかできないでしょうし、毎回毎回、
降雪のたびに踏むということが可能なのかどうかわかりませんけれども、お聞きします
と、過去と違って今の狩勝事業団の中には、なかなかピステを運転できるかたがいない
ということで、当然外部委託になると。そうすると、その委託するかたのその都合に応
じてでないとできないので、ある程度、雪を積もらせてからでないと踏めないというよ
うな話も聞いております。
ただ運転できる人と、年間契約というんですか、その辺はいろんなやり方があると思
うんですけれども、できるだけコース整備を最優先するかたちで、寿事業団のほうにこ
うアドバイスができないものなのか。その分の予算がもし上乗せになるというんであれ
ば、何百万円もかかるというわけでありませんので、そこはきちんと対応してコース整
備に、もっと熱を入れる姿をみせる必要はないのかというふうに思います。
それから、運動公園の改修ですけれども、３コースということで、せっかく改修する
わけですから、過去にあそこの、この改修についてのいろんな計画を練ったときに、ど

こまで駐車場を狭くすれば、本来の４００メートルのコースができるかということで、
いろいろ図面上、やった記憶もありますけれども、例えば駐車場近くの別な所に確保す
るとか、ということで、せっかく今回５，０００万円以上も出して開設するわけですか
ら、もう少しこう抜本的によりよいものにする必要がないのかどうなのか、３コースと
いう変則コースであくまでも、合宿の里で使う人のためということを前提に造るべきな
のか、あるいは本来のコースがですね、新得町にとってはぜいたくすぎるという意見が
強ければ、また、これはこれでいたしかたないのかも知れませんけれども。その辺一考
を要することではないのかなという気がしますけれどもいかがでしょうか。
◎副委員長（黒澤 誠君） 高橋社会教育課長。
◎社会教育課長（高橋末治君） １点目のスキー場のですね圧雪の関係でございますが、
私ども、圧雪車に乗る人の都合にあわせて圧雪しているというふうには、私どもとらえ
ておりませんで、適宜きちんと圧雪作業はやっているというふうに理解をしております。
最初ですね、特に何回かの降雪後でなければ踏まないというのはですね、私が考える
にですね、最初の降雪時にですね、これについてはですね私ども判断して、よそ目から
見るとですね、圧雪車で遠くから見ると新得山真っ白くなっていると。踏めるんじゃな
いかという状況に見えるかもしれませんが、現実的に圧雪車の圧雪をして、キャタピラ
ーが土に触らないまでの降雪というのが必要でございますので、何回かの降雪を待たな
いと土を上げて巻き込んでしまいますので、キャタピラーでございますので、その分で
ですね、多分最初の段階で、オープンする最初の段階でもっと早く踏んでですね、もっ
と早くやれば滑れるんでなかったのかという判断かと思いますが、その分については私
ども十分現場を見ながらですね、検討させていただいております。
ただ、今ご意見にありましたように、万が一そういうことがあるとたいへんなことで
ございますので、きちんと対応できるようなですね方策も、今後もまた検討も加えてま
いりたいというふうに考えてございます。
それから、２点目の陸上競技場の関係でございますが、陸上競技のトラックを使うと
いうんじゃなくて、全面土にしてですね、ソフトボールでも使いますよとか、いろんな
イベントでも使えます。あるいは町民運動会のときとか、そういうときとか３００メー
トルの６コースのラインを引きます。それから実業団で、実は４００メートルのトラッ
クの幅で練習をしたいんだというんであれば、我々は例えばラインをひくとか、パイロ
ンをおいてですね、そういうかたちで多目的に使っていただくというようなことを考え
ておりまして、完全にそのトラックにつなぐということでは、まず、いってございませ
ん。
ご質問にありましたきちんとしたですね、４００メートルをどの程度とれるのかとい
うそのシミュレーションですね、加えてまた検討もしてまいりたいというふうに思いま
すのでご理解をいただきたいと思います。
◎副委員長（黒澤 誠君） 菊地委員。
◎委員（菊地康雄君） スキー場の圧雪のことについてもですね、毎年同じような苦情
が聞かれるわけですよ。今後そのようなことのないように、どういうかたちでお客さん
の、あるいは町民の意見を集約するのかということを、スキー場の中でもできるように、
私も又聞きですので、詳しいその状況は分かりませんから、的確な対応ができるように
していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
◎副委員長（黒澤 誠君） 高橋社会教育課長。

◎社会教育課長（高橋末治君） 今、ご意見にあったように、私ども、お客さんの意見
をですね、要望意見を直接聞けるような方法も検討してまいりたいと思います。
◎副委員長（黒澤 誠君） 髙橋委員。
◎委員（髙橋欽造君） 私はページ数は言えないんです。なぜかというと高久委員長の
教育行政執行方針の中での質問をさせていただきたいと思うんです。２点でございます。
まず、リバーサイドパークゴルフ場、オープン４月２９日、クローズ１０月２９日と
いうように、しっかりとうたわれております。昨年からみますと約１か月ぐらい多くな
ったんでしょうか、これもですね、利用されている皆さんがたの声を、まあ、教育委員
会のほうに申し上げて、ようやく１か月伸びたのかなと。
私は少なくてもですね、雪の降るまではやったほうがよろしいんじゃないのかな、と
申しますのはですね、十勝川の向こうの千代田温泉の所にですね、民間のパークゴルフ
場があるんです。そこはですね、その各町村がクローズをいたしますというと、だいた
い１日１７０、１８０人の人が来るんだそうですよ。そこは、夜間もできるようにして
おりましてね、１回やりますと３００円取っているんだそうですが、そういうような大
盛況を博しているんだそうです。
私は思うんですけれども、雪さえ降らなかったらですね、これだけのいい施設なんで
すから、利用できるうちはさせたほうがよろしいんじゃないのかなということで、前に
も質問させていただいた経緯があるんですけれども、その辺、このようにうたってしま
えばですね、お役所式でいきますというと、ぴちっとやめて終わりということになるん
でないかと思うんですが、その辺の考え方をお聞かせをいただきたいと思います。
ビーバーについてであります。これは恐らく５月から１０月までというように決めて
おられるんでしょうけれども、確かに管理経費節減のために、努力をされますというよ
うにうたわれているわけでございますけれども、決して無駄なものは使っていないとい
うように理解はさせていただいておりますし、ただ鹿追町、それから芽室町、これが通
年、営業しているということでございましてですね、どうして新得はできないのかとい
う声があるわけです。やはり、今申し上げましたように、経費がかかるからということ
が最大の原因でないのかなというように思うんですけれども、その辺の考え方をお聞か
せをいただきたいと思います。
◎副委員長（黒澤 誠君） 高橋社会教育課長。
◎社会教育課長（高橋末治君） １点目の、サホロリバーサイドのパークゴルフ場の開
設期間の関係でございますが、ご質問にあったとおり前と後ろ延長させていただいてお
ります。この開設につきましてもですね、最初からたくさんの要望があるから、できる
だけ早く開いて、遅くまでやろうというようなかたちでさせていただいておりまして、
ただ今の雪の状況でございまして、４月２９日のオープンがですね、たいへん心配され
ますので、現在融雪剤もですね、散布について手配をしているところでございます。
ご意見にありました雪の降るまでということでございますが、降雪時にですね、物理
的に使えなくなるまで、前もご意見いただきましてご答弁申し上げましたけれども、そ
の間に霜がきてですね、たいへん芝が弱っている段階で人間が踏みつけることになりま
すとですね、たいへん芝にダメージを与えてしまいますので、なかなかそこまで踏み切
るのはいかがなものかなというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思いま
す。
それから、２点目の町民温水プールの利用、通年にできないかというようなご意見か

なと思いますが、プールの利用につきましてはですね、７月と８月がピークになってで
すね、富士山のように極端な利用状況にございまして、１０月になりますとほんとうに
利用が少なくなります。
これが私どもですね通年開くことによって、この下がった利用状況が上がるというよ
うなこう見通しというのが、他のプールをみてもですね、特定のかたについては、確か
に健康づくり等のためにですね、通年が望ましいというふうに考えますが、私ども逆に、
ご承知のとおり冬期間開くということになりますと、また暖房費もたいへん夏場よりも
かかるというような状況にございますので、そういう関係もあって通年の開設はいたし
かねるというふうに考えておりますので、ぜひご理解を賜りたいと思います。
◎副委員長（黒澤 誠君） 髙橋委員。
◎委員（髙橋欽造君） パークゴルフ場、これはやはり今、課長の答弁の中にもありま
したけれども、町民の健康管理のために、こういう運動施設というものをお造りになっ
たわけでございますね。そうしますとですね、芝が大事なのか町民の健康管理が大事な
のかというと、やっぱり僕は芝なんていうのはですね、踏みつければ踏みつけるほど丈
夫になるというように聞いているんです。
それは、サホロゴルフ場だってですね、使用できなくなるまで使わすわけですから、
そういう点からいくとですね、そう心配したことではないのではないのかというように
思っているんです。ですから、できれば日にちは決めないで、できるだけ利用してもら
うほうが、町民のためにもなるんでないのかなというように思うんですがいかがでしょ
うか。
それから、プールについてはですね、これは私も十分、半年間で３，８００万円ぐら
い使うわけですからね、ですからそれはたいへんだなとは思いますけれども、ただ他町
村どうしてできるのかなと。なぜ、新得はできないのかなという素朴な疑問を持つ町民
もいるわけでありまして、もちろん金のかかることなんだよというようには言っており
ますけれども、なかなかそんなことは承知で建ててくれたんでないのかいというような
反論もあります。
ですけれども、実際はですね、今、言ったように、７、８月をピークにだんだんだん
だん減っていくという状況をみたらですね、それはやっぱり無理かなと思いますけれど
も、そういったことで町民の中にも、そういう意見のある人がいるということをですね、
理事者側もよく知っておいていただきたいなとこう思うわけです。そういうことで、ひ
とつまた答弁をよろしくお願いします。
◎副委員長（黒澤 誠君） 高橋社会教育課長。
◎社会教育課長（高橋末治君） 長い間ですね、使わしてほしいというような意見は何
人のかたからも聞いております。ただですね、ご承知のとおり、たいへんこのサホロリ
バーサイドのパークゴルフ場につきましてはですね、町外の利用が実はたいへん多い状
況でございまして、昨年の実績でいきましてもですね、約４０パーセントのかたが、町
外のかたが今利用をいただいておりまして。それから昨年の収入の約６０パーセントを
ですね、町外のかたが占めるという、実はたいへん町外のかたにもご利用いただいてい
る部分でございまして、ぜひこれにつきましてはですね、たいへん芝がいいというよう
なことで、ほかのところでですね、まだ無料の施設が多い中でわざわざお金を払ってで
すね、ここまで足を運んでいただけるというのは、やはりコースが魅力的であるという
ふうに考えております。

ただご意見なんかもですね、十分専門家のかたのご意見も聞きながらですね、可能な
限り使っていただけるようなかたちで、また検討も加えてまいりたいと思いますので、
ご理解賜りたいと思います。
２点目のプールの通年使用につきましてはですね、同じようなことの繰り返しで申し
訳ございませんが、たいへん費用のかかることでございますので、なかなか通年につい
てはですね踏み切れないということでですね、これはそういう声を私ども聞いてござい
ますので、こういうかたちでのご理解もいただけるような方法もですね、含めて検討を
加えてまいりたいというふうに、ご理解をいただくような方法を、また考えてまいりた
いというふうに思いますので、ご理解を賜りたいと思います。
◎副委員長（黒澤 誠君） 髙橋委員。
◎委員（髙橋欽造君） 一つご提案を申し上げたいわけでございますけれども、今、こ
ういうスポーツ施設というのは、健康管理との関係というのは非常に大きなものがある
わけでありまして、このパークゴルフ場が、今、新得町に４か所ですかな、４か所ある
と思うんです。
十勝一高い医療費だというような記事が出たことがありますけれども、それでですね、
私はかねがね思っていたんですけれども、このパークゴルフをやる人口が増えたという
のと、その健康のほうと、医療費の関係ですね、これがどういう具合になっているのか
なというの、これ調べる方法ないのかなと思ったことがあるんです。
やっぱり、私どもが調べるといってもこれは限度がありますし、そういった面でです
ね、一度そういう関係をですね、なにかお話しをお聞きしますというと、帯広市で専門
にそれを研究しているというように聞いておりますんで、そんな関係等ともですね連絡
をとって、一度その計算をしていただきたいなと、このように思っているんで提案をさ
せていただます。
◎副委員長（黒澤 誠君） 浜田保健福祉課長。
◎保健福祉課長（浜田正利君） 勉強させていただきます。
◎副委員長（黒澤 誠君） これをもって、第１０款、教育費を終わります。

◎副委員長（黒澤
◎副委員長（黒澤

誠君）
誠君）

午後１時まで休憩いたします。
（宣告

１１時５８分）

（宣告

１３時００分）

休憩を解き再開いたします。

◎副委員長（黒澤 誠君） 次に、予算書の１５３ページをお開きください。第１１款、
公債費、第１２款、諸支出金、第１３款、予備費の審査を行います。１５３ページから
１５５ページまでの第１１款、公債費、第１２款、諸支出金、第１３款、予備費につい
てご発言ください。
（「なし」の声あり）
◎副委員長（黒澤 誠君） これをもって、第１１款、公債費、第１２款、諸支出金、
第１３款、予備費を終わります。

◎副委員長（黒澤 誠君） 次に、予算書の１５６ページをお開きください。１５６ペ
ージから１６９ページまでの、歳出関連の各種明細書、４給与明細書から、６地方債明
細書までについてご発言ください。
（「なし」の声あり）
◎副委員長（黒澤 誠君） これをもって、一般会計歳出の予算質疑を終わります。

◎副委員長（黒澤 誠君） 次に条例の審査に入ります。議案第２２号、町税外収入金
を期限内に完納しない場合における徴収条例等の一部を改正する条例の制定についてを
議題といたします。
提案者から提案理由の説明を求めます。秋山税務課長。
［税務課長 秋 山 秀 敏 君 登壇］
◎税務課長（秋山秀敏君） 議案第２２号、町税外収入金を期限内に完納しない場合に
おける徴収条例等の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。２２ペー
ジ下段を御覧いただきたいと思います。
提案理由でございますが、地方税法の改正に伴いまして、納期限の翌日から１か月ま
での期間の町税条例の延滞金の割合を既に改正をいたしておりますが、このため、使用
料等の町税外収入金の延滞金の割合も、これに準じて改正しようとするものであります。
改正内容でありますが、納期限後、１か月までの期間の延滞金の割合を、税と同様に
当分の間の措置といたしまして、前年の１１月３０日現在の公定歩合の率に４パーセン
トを加算した割合が、７．３パーセントに満たない場合につきましては、その年内の延
滞金の割合を、公定歩合の率に４パーセントを加算した割合とするものでございます。
この改正によりまして、納期限後、１か月までの期間の延滞金の割合は、現行７．３
パーセントが、平成１２年度につきましては、年４．５パーセントということになりま
す。
なお、納期限後、１か月を超える期間の延滞金の割合１４．６パーセントは変更ござ
いません。この改正によりまして、収入金額にはあまり影響がございませんが、税金の
ほうとの率の統一を図ったものでございます。
条例本文に戻りまして、第１条は、町税外収入金を期限内に完納しない場合における
徴収条例の一部改正でございます。
第２条は、公共下水道受益者負担金条例の一部改正でございます。
附則といたしまして、この条例は平成１２年４月１日から施行するものでございます。
よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
［税務課長 秋 山 秀 敏 君 降壇］
◎副委員長（黒澤 誠君） これから、質疑に入ります。質疑がありましたら発言願い
ます。
（「なし」の声あり）
◎副委員長（黒澤 誠君） これをもって、議案第２２号の質疑を終結いたします。

◎副委員長（黒澤

誠君）

次に、一般会計の歳入の審査を行います。予算書の１２ペ

ージをお開きください。第１款、町税の審査を行います。１２ページから１６ページま
での、町税全般についてご発言ください。藤井委員。
◎委員（藤井友幸君） 直接ページには関係ございませんけれども、現在ですね、差押
え物件があろうかと思いますけれども、何件ぐらいあるのかお知らせをいただきたいと
思います。
◎副委員長（黒澤 誠君） 秋山税務課長。
◎税務課長（秋山秀敏君） お答えいたします。現在、土地建物などの不動産の差し押
えにつきましては８件ございまして、最近１件納入されましたので、現在、差し押え中
は７件ということでございます。また、所得税などの国税還付金の差し押えが７件ござ
いまして、合わせて１４件ということになってございます。
◎副委員長（黒澤 誠君） 藤井委員。
◎委員（藤井友幸君） それでですね、その８件のうちですね、なんて言いますか競売
なんかかけた経緯がございますか。
◎副委員長（黒澤 誠君） 秋山税務課長。
◎税務課長（秋山秀敏君） お答えいたします。差し押えされている物件につきまして
は、ほとんどが国税のほうの差し押えもなされておりまして、民間のですね金融機関等
の抵当にも入ってございますので、町独自で競売等はいたしておりませんけれども、裁
判所のほうでですね、競売をするような場合につきましては、交付要求等を行っており
ます。
◎副委員長（黒澤 誠君） ほかに。
（「なし」の声あり）
◎副委員長（黒澤 誠君） これをもって第１款、町税を終わります。

◎副委員長（黒澤 誠君） 次に予算書の１６ページをお開きください。第２款、地方
譲与税から、第１１款、使用料及び手数料まで一括して審査を行います。１６ページか
ら２２ページまでについてご発言ください。
（「なし」の声あり）
◎副委員長（黒澤 誠君） これをもって第２款、地方譲与税から、第１１款、使用料
及び手数料までを終わります。

◎副委員長（黒澤 誠君） 次に予算書の２３ページをお開きください。第１２款、国
庫支出金、第１３款、道支出金まで一括して審査を行います。２３ページから３１ペー
ジまでについてご発言ください。
（「なし」の声あり）
◎副委員長（黒澤 誠君） これをもって第１２款、国庫支出金、第１３款、道支出金
までを終わります。

◎副委員長（黒澤 誠君） 次に予算書の３１ページをお開きください。第１４款、財
産収入から、第１９款、町債まで一括して審査を行います。３１ページから３９ページ

までについてご発言ください。髙橋委員。
◎委員（髙橋欽造君） 普通財産の貸付料率ということで、町長、非営業については４
パーセントを５パーセントに。営業については、６パーセントを７．５パーセントとい
うように、徐々に改正しようとしていこうというお考えを述べられておりましたですね。
それで私、かねがね思っていたんですけれども、普通財産を貸し付けたときに、軽微
な修理費は借り主の負担というように契約書にはうたっているんですね。そこで、軽微
というのは、どの程度を言うのかということで、ちょっとお答えをいただきたいと思い
ます。
◎副委員長（黒澤 誠君） 畑中総務課長。
◎総務課長（畑中栄和君） お答え申し上げます。軽微な修理と契約書にうたっており
ますが、構造の根幹に関わるか関わらないかが、判断の基準になるのかなというふうに
考えております。
◎副委員長（黒澤 誠君） 髙橋委員。
◎委員（髙橋欽造君） ちょっと、分かったような分からんようなことなんです。それ
でですね、私は確認をいたしたいんですけれども、たまたま、いつの質問のときか、渡
邊議員がたしか、例のバイオさんで借りた建物についての質問をしたことがあるという
ように思っているんですが、あのときですね、バイオさんで家賃が高いからなんとか、
少し軽減してほしいということで町に図ったんですね。
そうすると町は、それじゃあ半分にしようということで半分にされました。私どもも
聞いていたのは、半分というから半分、その家賃も半分になるのかなとそう思っており
ましたら、その仕切ったお金をですね額をですね、家賃に振り掛けたんですね。たしか、
あれ２５０万円ぐらいかかったはずなんです。
そういうのは軽微というのかな。それからそういうものというのは、家賃に振り掛け
なければいけないのかなという疑問を抱いているもんですから、その辺どうなんでしょ
うね。お答えいただきたいと思います。
◎副委員長（黒澤 誠君） 畑中総務課長。
◎総務課長（畑中栄和君） お答えいたします。ご質問のバイオの関係ですが、家賃を
半分にするということは、貸し付けの面積も半分にするということで、言ってみれば相
手方の都合によって仕切ったというふうに、仕切りをしたというふうに理解をしており
ます。普通財産につきましては、あくまでも、私法上の契約と申しますか、相手方の都
合によって改造とか間仕切りとかする場合は、相手方の負担というふうになっておりま
すので、ご理解をいただきたいというふうに思います。
◎副委員長（黒澤 誠君） 髙橋委員。
◎委員（髙橋欽造君） 私の考え方が違っているのかもしれませんけれども、家賃を軽
減してほしいと、こう言ったわけですね。そうすると町はそんなにあれなんだら、じゃ
あ軽減する方法としてはこういう方法があるよと。じゃあ半分に仕切ちゃおうという、
たいへん親切な、僕はお考えをしていただいたのではないのかなと思っているんですね。
ところが、その仕切り賃が家賃に跳ね返るというのは、僕はいかがなものなのかな。
それから、その後になにか屋根、雨漏りがしたと、屋根を直してくれと言ったら３００
万円ぐらいかかるよと。それも家賃に跳ね返るよというお話がされたやに聞いているわ
けです。そうするとですね、あの会社もそろそろなくなるでしょうから、私はまあ、そ
んなどうでもいいんですけれども、ただし、やっぱりこれからですね、そういうような

ことが絶対生じないとは限らないと思うんですね。
僕はやっぱりね、それは間違っているんじゃないのかなと思うんです。屋根を修理す
るというのは絶対軽微じゃない。これはやはりですね、貸し主が負担すべき問題でない
のかなというように思っているんです。ですから、せっかく家賃を半減にしていただけ
るもんだと思っていたら、それもプラスされ、けっきょくはですね、ほんとうに微々た
る軽減しかされなかったと。それでも、感謝はしていましたけれどもね。
だけども、僕はやっぱりそういうようなことはですね、ちょっと考える必要があるん
でないのかなと。これは法律的にこうやって決められているということはないと思うん
ですね。法律にしたって人が要するに作るわけですから。やっぱり、そういうなんてい
うんでしょうか、合わないことはですね、やはり改正されるべきでないのかなというよ
うに思うんですけれども、いかがでございましょうか。
◎副委員長（黒澤 誠君） 畑中総務課長。
◎総務課長（畑中栄和君） お答えいたします。バイオにつきましては、当初の貸し付
けの条件というか、その経緯というのは、あまり私もよく覚えているというか分かって
ないわけですが、聞くところによりますとその当初貸し付けしたときに、この建物は高
いですよという、貸付料がですね高いですよという話をして貸し付けして、それでもい
いですよということで了解して、借り受けていただいたという話を聞いております。そ
の高いということで、軽減の申し出があって間仕切りをして半分にして、家賃も下げた
のかなというふうに思っているんですが、そういう経過の中で家賃を下げるために間仕
切りをしたもんですから、相手方の負担ということで、それは使用料に上乗せをしてい
るものだというふうに思っております。
もうひとつ、屋根の修理の関係ですが、雨漏りというか、すが漏りの関係なんですが、
その年、年によって雪の量とかによって、すが漏りも発生するのかなというふうに思っ
ているわけですが、あくまでも他の貸し付けとの絡みもありますし、町の貸し付けは、
そういうふうに私法上の契約というか、相手方の負担ということでやっておりますので、
ご理解をいただきたいなと思います。ご指摘いただいたことにつきましては、今後、検
討はしてみたいとは思いますが、ご理解をいただきたいなと思います。

◎副委員長（黒澤
◎副委員長（黒澤

誠君）
誠君）

暫時、休憩いたします。
（宣告

１３時１７分）

（宣告

１３時２１分）

休憩を解き再開いたします

◎副委員長（黒澤

誠君）

◎副委員長（黒澤
でを終わります。

誠君）

ほかに。
（「なし」の声あり）
これをもって第１４款、財産収入から、第１９款、町債ま

◎副委員長（黒澤

誠君）

次いで、予算書の１ページ平成１２年度新得町一般会計予

算から、１１ページ歳入歳出予算事項明細書までについてご発言ください。
（「なし」の声あり）
◎副委員長（黒澤 誠君） これをもって、議案第１７号から議案第２２号まで、及び
議案第２８号の質疑を終結いたします。

◎副委員長（黒澤 誠君） 次に条例の審査に入ります。議案第２３号、国民健康保険
条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案者から提案理由の説明を求めます。西浦住民生活課長。
［住民生活課長 西 浦 茂 君 登壇］
◎住民生活課長（西浦 茂君） 議案第２３号、国民健康保険条例の一部を改正する条
例の制定についてをご説明いたします。２４ページをお開きください。
提案理由でございますが、介護保険法の施行に伴い、国民健康保険が改正されたので、
それに伴い本条例を改正するものであります。
本文にまいりまして、改正内容でございますが、第６条、第７条につきましては金額
の単位の表示を、円単位から万単位に文章の整理をさせていただきました。
第１２条、失礼しました。第１１条、第１２条は罰則規定でございますが、国民健康
保険法で条例で罰則の規定を設けることができると、規定されておりますが、今回、介
護保険法の第１号被保険者と同様の規定とするため、国民健康保険法が改正されました
ので、条項が改正されましたので、適用項目の改正と過料額を２万円から１０万円に改
正するものであります。
附則といたしまして、この条例は平成１２年４月１日から施行するものであります。
以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
［住民生活課長 西 浦 茂 君 降壇］
◎副委員長（黒澤 誠君） これから、質疑に入ります。質疑がありましたら発言願い
ます。
（「なし」の声あり）
◎副委員長（黒澤 誠君） これをもって、議案第２３号の質疑を終結いたします。

◎副委員長（黒澤 誠君） 引き続き条例の審査を行います。議案第２４号、国民健康
保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
提案者から提案理由の説明を求めます。秋山税務課長。
［税務課長 秋 山 秀 敏 君 登壇］
◎税務課長（秋山秀敏君） 議案第２４号、国民健康保険税条例の一部を改正する条例
の制定についてご説明申し上げます。２９ページをお開きいただきたいと思います。
提案理由でございますが、平成１２年４月１日より介護保険法が施行されるのに伴い、
国民健康保険に加入している４０歳から６４歳までの、介護保険第２号被保険者の保険
料を定めるために、本条例の一部を改正しようとするものでございます。
改正内容についてご説明申し上げます。
１の第２条の改正は、国民健康保険に加入する介護保険の第２号被保険者の国民健康
保険税額を今までの医療費分に加えて、今回、新たに課税されることになる介護保険料

との合算額とし、その介護保険料の算定方法につきましては、従来の医療給付費分と同
様に所得割額、資産割額、均等割額、平等割額の４つの区分により算定した額の、合算
額とするものでございます。
６の第６条の追加は、介護保険料の所得割額の税率を０．６パーセントに定めるもの
でございます。これによりまして、３３万円の基礎控除額を控除した後の総所得金額に
０．６パーセントを乗じまして、その額を算定するものでございます。
次のページをめくっていただきまして、７の第７条の追加は、介護保険料の資産割額
の税率を、６パーセントに定めるものでございます。被保険者の固定資産税額のうち、
土地及び家屋にかかる部分の額に６パーセントを乗じまして、その額を算定するもので
ございます。
８の第７条の２の追加は、介護保険料の被保険者均等割額を、一人につき５千４００
円とするものであります。
９の第７条の３の追加は、介護保険料の世帯別平等割額を１世帯当たり３千８００円
とするものでございます。
１１の第１０条、第７項及び第８項の追加につきましては、介護保険料の月割課税の
取り扱いを定めたものでございまして、賦課期日の４月１日を過ぎてから、介護保険の
被保険者となった場合は、被保険者となった月から月割課税額を行います。
また、被保険者であったものが賦課期日後に被保険者でなくなった場合につきまして
は、被保険者でなくなった月の前月まで課税するものであります。
１３の第１３条、改正前で申しますと第１０条の改正につきましては、介護保険料に
かかる低所得者軽減を定めたものでございます。
６割軽減対象者は、均等割額を一人につき３千２４０円、平等割額を１世帯２千８６
０円減額するものでございます。４割軽減対象者につきましては、均等割額を一人につ
き、２千１６０円、平等割額を１世帯１千５２０円それぞれ減額するものでございます。
なお、介護保険料の限度額につきましては、今回の条例改正には入ってございません
が、７万円ということで、現在、地方税法改正案が、現在、国会で審議中でございます
ので、３月３１日付けをもって本町の限度額も７万円とすることで、条例改正を専決処
分でさせていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたしたい
というふうに思います。
したがいまして、限度額につきましては、従来の医療費給付分５２万円に、介護保険
分の７万円が加わりまして、合計５９万円とさせていただくものでございます。これら
の改正によりまして、平成１２年度の介護保険料の課税額は、総額で１，３３５万４千
円、一人当たりで、年額１万３千９６８円。月額になおしますと、１千１６４円となる
見込みでございます。
なお、納付につきましては、従来の国民健康保険税と合算して、一緒に納付していた
だくということになります。
附則といたしまして、この条例は平成１２年４月１日から施行するものでございます。
なお、条例本文の説明は省略をさせていただきたいと思います、よろしくご審議のほど
をお願い申し上げます。
［税務課長 秋 山 秀 敏 君 降壇］
◎副委員長（黒澤 誠君） これから、質疑に入ります。質疑がありましたら発言願い
ます。

（「なし」の声あり）
◎副委員長（黒澤 誠君） これをもって、議案第２５号の質疑を終結いたします。
失礼いたしました。議案第２４号の質疑を終結いたします。

◎副委員長（黒澤

誠君）

◎委員長（吉川幸一君）

暫時休憩いたします。吉川委員長と交代いたします。
（宣告 １３時３１分）
休憩を解き再開いたします。
（宣告 １３時３２分）

◎委員長（吉川幸一君） 予算書の１７０ページをお開きください。次に議案第２９号、
平成１２年度新得町国民健康保険事業特別会計予算の審査を行います。１７０ページか
ら１８６ページまで一括してご発言ください。金澤委員。
◎委員（金澤 学君） １８２ページ、１９節、そこに出産育児一時金として３００万
支出しておりますが、私ちょっと、どこで聞いていいか分からないんで、これに関連し
てその少子化対策について、ちょっとお開きしたいと思います。
執行方針では前段で町長も少子化対策はたいせつだと言っておりますが、具体的にど
ういう施策を執るおつもりなのかをお聞きしたいと思います。
◎委員長（吉川幸一君） 長尾企画調整課長。
◎企画調整課長（長尾 正君） 少子化対策でございますが、今年度、新規のものとい
たしましては、子育て支援事業を実施いたします。従来のものの継続でございますが、
保育所の閉所時間が延長、一時預かり保育の実施、地域との交流並びに在宅児との交流、
骨粗しょう症検診の継続、これは新得高校の女子生徒を対象にいたしております。また
チャイルドシートの貸付制度、公園の整備、持ち家住宅の促進、宅地の分譲、入学資金
の貸付制度などを実施いたしております。
◎委員長（吉川幸一君） 金澤委員。
◎委員（金澤 学君） 若いお父さんお母さんに、こういろいろお話を聞きますと、例
えば２人いる家庭で、もう一人つくるためには、つくる気ありませんかとこう聞くとで
すね、たいていのお父さんお母さんはやっぱり不安なんですね、すごくね。それで町と
しては、けっきょく２人の夫婦から２人の子どもでは、子どもは増えないわけですよね。
３人目、４人目産んでいただかないとだめなわけですよね。
そのためにはですね、もっと、そのなんぼセミナーやろうが講習会やろうが、そんな
こと効き目ないと思うんですよ。ですから、例えば児童手当を大幅に引き上げるとか、
それから税金をうんと安くするとか、それからなんですか、例えば公営住宅を優先的に
入れて、その家賃を軽減するとか、そういう思い切ったことをやらないと効果ないと思
うんですけれどもいかがでしょうか。
◎委員長（吉川幸一君） 長尾企画調整課長。
◎企画調整課長（長尾 正君） 少子化対策につきましては、国が実施しなければなら
ないもの、また地方が実施できるもの、２とおりに分かれておるのかなというふうに思
っております。新得町としては少子化対策にかなり積極的に取り組んでいるというふう
に考えております。

今、お話の児童手当とか、税金の面のお話もございましたが、税金の部分での減免と
いうのは、税法上できないのかなというふうに考えております。児童手当の増額という
のは、やってやれないわけではないわけですが、かなりの財政負担も伴いますので、現
状では考えておりません。
◎委員長（吉川幸一君） ほかに。
（「なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） これをもって、議案第２９号の質疑を終わります。

◎委員長（吉川幸一君） 予算書の１８７ページをお開きください。次に議案第３０号、
平成１２年度新得町老人保健特別会計予算の審査を行います。１８７ページから１９４
ページまで一括してご発言ください。
（「なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） これをもって、議案第３０号の質疑を終わります。

◎委員長（吉川幸一君） 次に条例の審査に入ります。議案第２５号、介護保険条例の
制定についてを議題といたします。
提案者から提案理由の説明を求めます。浜田保健福祉課長。
［保健福祉課長 浜 田 正 利 君 登壇］
◎保健福祉課長（浜田正利君） 議案第２５号、介護保険条例の制定についてご説明を
申し上げます。
４０ページを御覧いただきたいと思います。
まず提案理由といたしまして、本年４月１日からの介護保険法の施行に伴い、第１号
被保険者の保険料等について定めることを目的に、本条例を制定しようとするものです。
本文に戻っていただきたいと思います。
まず第１条については、保険者である新得町が行う介護保険について、法令以外はこ
の条例で定めることを明記しています。
第２条は、６５歳以上のかたの平成１２年度から平成１４年度までの３年間の保険料
を政令に基づく、５つの所得段階別の保険料率について年額で設定をしております。月
額にすると、この間いろいろ説明している、いわゆる平均的な部分ですけれども、第３
号というところですけれども、これが２千６００円になるという意味でございます。
続きまして、第３条は、年金から徴収できないかたの納期を定めており、第１項は一
般的な納期で国民健康保険税の納期に合わせております。
続きまして、第２項については、年度途中で６５歳になったり、転入、転出などの場
合などの納期を別に定めるということにしております。
第３項については、保険料の納期ごとの計算について、１００円未満が出た場合は、
その金額については、最初の納期に納付するということを明記しております。
第４条、第１項から第３項までは、賦課期日である４月１日を過ぎたときの取り扱い
について、月割で保険料を計算することと定めています。
第４項は、算出された保険料の額について、１００円未満については切り捨てるとい
うことにしております。

第５条については、保険料の額が決まった場合は、本人及び連帯納付義務者である世
帯主並びに配偶者にも通知するということを表しております。これについては、前段の
第３条でも同様としております。
第６条については、納期までに納付ができないかたへの督促について定めております。
第７条については、延滞金の取り扱いについて定めております。
第８条及び第９条については、保険料の徴収猶予並びに減免の取り扱いについて定め
ております。なお、取り扱いにかかる際については、今後、管内の状況をみながら定め
たいというふうに考えております。これは規則もしくは要綱かなというふうに思ってお
ります。
第１０条については、第２条における５段階の保険料を決定するにあたり、本人及び
世帯の課税の状況を把握するため、申告をしていただくことと定めています。なお、給
与支払報告書及び確定申告等については、申告がなされたものとして取り扱うこととし
ております。
第１１条から第１５条については、罰則規定ですが、違反があれば１０万円以下を基
本に過料を課すとしております。なお、情状により町長が定めるということについては、
これもさきほどと同じように、管内の状況をみながら課していきたいというふうに考え
ております。
第１６条は、規則への委任です。
附則といたしまして、第１条で、本年４月１日からの施行を定めております。
第２条においては、保険料の軽減にかんがみ、平成１２年度から１４年度までの年度
ごとの特例保険料を、年額でそれぞれ定めております。
１２年度は、条例第２条の４分の１相当額ということになります。同じく１３年度は
４分の３相当額というふうになります。
また、本町が介護報酬を、いわゆる特例加算ということで１５パーセント加算される
地域になっております。このことからですね、１４年度においても相当額を軽減すると
いうことで定めております。特例加算のないところについては、１２、１３年度の２年
間で終わりという意味になります。
第３条では、１２年度納期及び１３年度の納期並びに納期ごとの保険料設定の方法を
定めております。
第４条、それから第５条においては、平成１２年度、１３年度保険料が特例のため、
資格の取得それから、喪失等があった場合についての計算方法を細かく取り扱いについ
て定めております。以上であります。
以上よろしくよろしくご審議のほどを、お願い申し上げます。
［保健福祉課長 浜 田 正 利 君 降壇］
◎委員長（吉川幸一君） これから質疑に入ります。質疑がありましたらご発言願いま
す。藤井委員。
◎委員（藤井友幸君） ちょっとお尋ねをいたします。第８条の１項、２項、３項、４
項にですね、著しくという条文があるわけでございますけれども、この著しいというの
は、どういうような判断になるのかお聞かせをいただきたいと思います。
◎委員長（吉川幸一君） 浜田保健福祉課長。
◎保健福祉課長（浜田正利君） お答えをいたします。これは、第９条の減免にも関わ
ってきますんで、一緒にお答えをしたいと思います。結論からいいますと、さきほどお

話したように、管内の状況を見てというのが今の判断なんですけれども、判断基準とし
て今、思っているのはですね、前年度の所得それから被害の程度。それから仮に死亡さ
れた場合についてはその死亡の原因。これが病気によるものなのか、災害等事故による
ものかといった部分からと思っております。
後ですね、障害の場合については、その障害の程度によるものというふうに考えてお
ります。これについては、管内の状況がまだ出そろっておりません。今の段階でですね、
帯広市がかなり先行したかたちでやっているんです。それがある意味では基本になって
いくかなというふうに考えています。
◎委員長（吉川幸一君） 藤井委員。
◎委員（藤井友幸君） 今、言ったですね、この軽減の部分でございますけれども、こ
れは規則かなんかで定めますか。
◎委員長（吉川幸一君） 浜田保健福祉課長。
◎保健福祉課長（浜田正利君） 規則もしくは要綱で定めていきたいというふうに思っ
ております。
◎委員長（吉川幸一君） ほかに。
（「なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） これをもって、議案第２５号の質疑を終結いたします。

◎委員長（吉川幸一君） 引き続き条例の審査を行います。議案第２６号、介護給付費
準備基金条例の制定についてを議題といたします。
提案者から提案理由の説明を求めます。浜田保健福祉課長。
［保健福祉課長 浜 田 正 利 君 登壇］
◎保健福祉課長（浜田正利君） 議案第２６号、介護給付費準備基金条例の制定につい
てご説明いたします。次のページを御覧いただきたいと思います。
提案理由といたしまして、介護保険特別会計において生じた決算剰余金のうち、保険
給付費分についてのみ、次年度以降の保険給付費において、赤字が生じた場合の財源に
充てることを目的に積み立てるため本条例を制定するものです。なお、いただく保険料
は、３か年の保険給付費を平準化した金額で算出しております。
このことはですね、支出する保険給付費が１２年度よりも１３年度、１３年度よりも
１４年度と増えていくということを予想して、理論的には１２年度については剰余金が
出ると、そういう予想をしております。
なお、本年度の予算では、４６４万８千円をとりあえず予算計上しておりますが、最
終的には決算見込みもしくは決算後というところで、金額の取り扱いは決まるかなとい
うふうに思っております。
本文の説明については、財政調整基金等と同様なので省略をさせていただきます。
附則といたしまして、本年４月１日からの施行を定めております。よろしくご審議の
ほどをお願い申し上げます。
［保健福祉課長 浜 田 正 利 君 降壇］
◎委員長（吉川幸一君） これから質疑に入ります。質疑がありましたらご発言願いま
す。
（「なし」の声あり）

◎委員長（吉川幸一君）

これをもって、議案第２６号の質疑を終結いたします。

◎委員長（吉川幸一君） 予算書の１９５ページをお開きください。次に議案第３１号、
平成１２年度新得町介護保険特別会計予算の審査を行います。１９５ページから２０７
ページまで一括してご発言ください。宗像委員。
◎委員（宗像 一君） ちょっと、直接、介護保険の関係じゃあないんですが、この間
いただいた老人保健福祉計画と介護保険事業計画というのが、いただきましたわね。こ
れ、福祉センターを建てる前にいろいろと私どもも、委員会において検討していた状態
の中では、あくまでも自立した健康な人が、病気にならないようなかたちというのが、
いろいろとこの介護保険の関係で、こういった計画ができたわけだということは認識す
るんですけれども。
ちょっと、なんていうんですか、デイサービスの関係がね、やすらぎ荘でやっていた
のが、結果的にはなんかなごみのほうでやるようになったというようなことを、ここに、
こう書いてあるんですが、これは向こうのやすらぎのほうは、ちょっと、やっぱり無理
な状態があるんですか、ここら辺でちょっと。
◎委員長（吉川幸一君） 浜田保健福祉課長。
◎保健福祉課長（浜田正利君） どこからお話すればいいかあれなんですけれども、ま
ずその介護保険というのは、あくまでも一つは経営というのが大前提。そのうえで介護
保険以外のかたについては、いわゆる福祉サービスということで、補助事業の中で政策
的にやっていくという、この２本立で過去も現在もあるかなと思っております。そのう
えでですね、やすらぎ荘がこちらに来てやっていくというのは、あくまでも大きな視点
というのは、やはり問題というのは経営にあったかなというふうに理解をしております。
なお、今年度の予算においてもですね、初年度ということもあって、経営に対する不
安というのが、この間やすらぎとの間でいろいろありました。そういう意味で、初年度
の経営支援ということで予算措置をしていると。それが結果的に裏付けられているのか
なと思ってますけれども。介護保険プラス、それから補助事業の自立を併せた中で、や
すらぎ荘自身がですね、事業者としてなごみで経営していくほうが、現段階ではやはり、
経営として成り立つというのが結論かなというふうに思っております。
◎委員長（吉川幸一君） 宗像委員。
◎委員（宗像 一君） そうしますと、自立する人だとか、それに当てはまらない、よ
うするに健康であってほしいというような人たちの願いであって、そこのあれでやって
いったのと一緒にやっていくようなかたちですか。そしてやる人は、もう１点、やる人
はですね、結果的にはここで日帰りのそういった自立したような関係の人は、社会福祉
協議会でやるんだというふうに、こう私ども記憶してたんですけれども、それがやすら
ぎとの関連。
◎委員長（吉川幸一君） 浜田保健福祉課長。
◎保健福祉課長（浜田正利君） 経過からお話したほうがいいようなんで、経過からお
話いたします。保健福祉センターの検討委員会というのが、平成８年の２月からずっと
何回かやってきております。最終的には１２回を数えております。この検討委員会の論
議の中をみますとですね、保健福祉センターでは、いわゆる虚弱の老人、それから痴ほ
うのかたを対象にしたデイというのが、最初あったように承ってます。

その後ですね、やすらぎがすべてをセンターの中で、いわゆる介護保険の対象者も含
めてですね、やっていくということも一時論議の中にあったようです。その後、二転三
転しているというのが現状のようですけれども、各議員のほうに説明をしているのは、
やすらぎ荘で現行やっているものについては、介護保険の中でやると。保健福祉センタ
ーについては、いわゆる自立とそれから地域リハビリと。ということで２本立てで、こ
の間きてたというふうになっているかなと思っているんですけれども。
その後ですね、介護保険自体がですね、国の方針がなかなか見えない中での論議とい
うのが、検討委員会の論議かなというふうに思ってます。それを受けてですね、財政的
な問題を考えると、やはり今の段階では保健福祉センターのほうでやるのがいちばんと。
これはですね、受け皿の問題も考えても、今のやすらぎでやるよりも、やはり広いとい
うことを考えれば、介護保険の認定を受けたかた、もしくは自立のかたを一緒にしたと
しても、当分の間はやっていけるというのが経過かなというふうに思っております。以
上でございます。
◎委員長（吉川幸一君） 宗像委員。
◎委員（宗像 一君） こうなんか、最初のあそこに建てるときのね、検討されたとき
のあれでは、おふろも男女２つ別々にあるのを、ある程度やすらぎもやっているんです
るから、そういったことで一つのふろにして時間帯で割って、あれしたらいいんじゃな
いかということで検討した記憶もあるもんですから、そういうかたちを考えて一つにし
てですね、そちらのほうの関係と全部賄っていくのにどうなのかなと。
この資料を見るとだんだんと、年々増えますよということが、完全に書いてあるわけ
ですけれども。そういった意味において、そういったかたちの中であれ造ったもんでは
ないと私、記憶しているもんですからね。ですから事務所もなけりゃ、ふろもそういっ
たかたちでたいした広くないだろうなとこう思っていたもんですから、ちょっと、こう
読んでいるうちに、そういったこと、ちょっと疑問に思ったもんですから、あれしたん
ですが。
そういった対応はいちおう考えながら、今後進めていかなければいけないという解釈
をしなければいけないということですか、そこら辺ちょっと。
◎委員長（吉川幸一君） 浜田保健福祉課長。
◎保健福祉課長（浜田正利君） まず、当初お話ししていたことがかなり変わったとい
う意味で、ある意味でコミュニケーション不足ということについては申し訳ないなとい
うふうに思ってます。なおかつですね、今後の見通しという観点からいきますと、我々
の机の上での計算ですけども、そのとおり推移すれば宗像委員がお話したとおり、１か
所では間に合わなくなる可能性というのが大きいかなというふうに思っております。
そのことがですね、すぐやすらぎ、それからなごみということになるかというのは、
ストレートにちょっと結びつかないかなと思ってます。一つはやはり、地域性という問
題も出てくるかなと。このことというのは、やはり屈足地区、新得地区といったような、
そういった考え方も今後、検討していかなければならんかなと思ってます。取りあえず
今の見通せる段階では、１か所というのが選択ということになります。
◎委員長（吉川幸一君） ほかに、廣山委員。
◎委員（廣山麗子君） 今の話ですと、なごみの中で介護保険の適用になるそのデイサ
ービスと、介護保険枠外のデイサービスも、一緒にやられるということで理解をしてよ
ろしいんですね。そういった中でね、今、デイサービスについて、これから需要がどん

どん出てくるかと思うんです。ホームヘルパー事業につきましてはね、家に中に他人を
入れるということは、非常になんて言うですか懸念している部分があって、それよりも
家から出ていくかたちのデイサービスの利用のほうが、これからどんどん深まっていく
のかなと思うんです。
最近いろいろ出てます介護計画のモデルプランですか、それを見ますと、要支援であ
ってもデイサービスの利用が２回利用されてあったり、要介護度を３にしても３回、痴
ほうの高齢者であれば４回、５回内のデイサービスが１週間ですね、利用されているモ
デルプランがけっこうあるんですけれども、そういったサービス量の問題については、
足りていくのかどうかお伺いしたいと思います。
◎委員長（吉川幸一君） 浜田保健福祉課長。
◎保健福祉課長（浜田正利君） この間、何回かお話しているとおり、ケアプランとい
うのが最終的な詰めをしております。その中で一部をかいま見ますとですね、やはり今
まで１回だった人が２回、３回というかたもいらっしゃるのが見えてきてます。そのう
えでですね、デイサービスを必要量のとおりやっていけるかどうかというのはですね、
今の段階は、私、間に合うと思ってます。
ただ、さきほど宗像委員に話したように、これがじゃあ将来までと言われると、今の
段階ではちょっと不安もあります。それはさきほども言ったように、それがもしかした
らそれが２か所と。それが地域性の２か所になるかもしれないし、新得での２か所にな
るかもしれませんけれども、住民のサービスに対する要望がですね、大きければ大きい
なりに担当としては、サービスの供給量を確保していくというふうに、がんばりたいと
いうふうに思っております。
◎委員長（吉川幸一君） 廣山委員。
◎委員（廣山麗子君） それとデイサービスの問題もそうですけれども、訪問看護の問
題も、今、介護保険の中では、清水町の訪問看護ステーションを利用してということな
んですけれども、望みどおり利用できるのかどうか。それと、あと芽室町の老人保健、
老健のりらくですか、その利用も他の施設を利用してということなんで、新得町のその
需要に見合った分、利用ができるのかもどうかも、非常に大きな懸念するわけですけれ
ども。こういったいろんな、これから動くことによって、いろんな不満だとか苦情が出
てくると思うんです。そういった不満、苦情の窓口というのは、ちゃんと設置されるの
かどうかお伺いしたいと思います。
◎委員長（吉川幸一君） 浜田保健福祉課長。
◎保健福祉課長（浜田正利君） 不満ったら変ですけれども、これですね、石本委員の
ときにもお答えしたかなと思っているんですけれども、やはり権利を行使するという意
味での、それを円滑に進めるという意味での方針、行政としての体制と。それから廣山
委員の言われた、ある意味でのサービスに対する苦情の受け入れ窓口といったものはで
すね、やはり総体的にこう考えていかなければならんと思ってはいます。
それで、じゃあ、今の段階でじゃあ具体的にどうだって言われたら、ちょっとお話し
申し上げれない部分もあるんですけれども、間違いなくそういう意味での窓口について
は設置はしていくということで、今、準備は進めています。
◎委員長（吉川幸一君） 廣山委員。
◎委員（廣山麗子君） 役場のそういう窓口になるというのは、在宅介護支援センター
が、今は２４時間体制でね、町民の相談を受けて対処するようなかたちになって、そう

いった所がかなめになるのかなと思うんですけれども。まず、利用者、家族のかた、町
民サイドでねそういった例えばケアマネージャーさんにしても、事業者ですか、事業者
のところへ直接、苦情を申しつけるというのは、やっぱりたいへんな部分かなと思うん
です。
そういった中で、より身近な人に自分の抱えている不満だとか、苦情を話すようなか
たちになるのが、いちばんいいのかなと思うんです。そういった中で、役場の苦情窓口
に持っていく段階でですね、地域にいらっしゃる民生委員のかた、あと福祉委員、町内
会長さんでもありますけれども、そういった人たちに対するその説明会ですか、町では
何回か説明会やられていると思います。でも、なかなか集まってくる人たちが少ないと
聞いております。
なかなか私たちも聞いても難しくて、ほんとうに細かい部分についてはよく分からな
いんですけれども、例えば地域の中で相談受けるにしても、ある程度知っている中でね、
行政のほうにつなげていける部分があると、もう少し行政で受ける意味合いもね柔らか
くなってくるのかなと。その前に対処できる部分は、地域の中で対処していけるのかな
というかたちもね、ままあるんですけれども。
そういった中で、そういった人たちに対する働きかけというんですか、講習会という
かそういうことも、これからどんどんねもっていかなければ、なかなか全部行政頼みと
いうかたちにはならないと思うんですね。そういうことも踏まえて、今後に向けてよろ
しくお願いしたいと思います。
それと同時に情報ですね、情報がなかなかこう分からない。私たちこれ見てもね、果
たしてデイサービスが新得町で受ける場合には、いくらの金額を納めたらいいのかなと
いう部分がなかなか分かっていかない。実際に今、デイサービスに通っているかたたち
も、全然分からないというかたたちも実はいます。家族ももちろんそうなんです。
だから今、いろんな資料、いっぱい新聞なんかの報道されますけれども、細かい部分
ってなかなかこう、ケアマネージャーさんと相談していろいろとありますけれども、計
算していけない部分がけっこうあるんですね。ですから新得町においてはこうだという
ことで、町民が自らねサービスを自分で計算して、ケアマネージャーさんと話し合いで
きるような方法も提示というか、情報提供をぜひしていただきたいと思います。以上で
ございます。
◎委員長（吉川幸一君） 浜田保健福祉課長。
◎保健福祉課長（浜田正利君） まず、１点目の民生委員さんを含めた苦情処理という
ことの意見ですけれども、これについては私も同じ意見であります。今回、社会福祉事
業法の改正によってですね、特に民生委員さんの存在感というのが、やはり今まで以上
に増しているかなということが、結果として出てくるかなというふうに思っております。
それからもう１点の情報の提供ということについてはですね、この間も努力はしてき
たつもりであります。更にですね、介護保険制度含めた、お金の問題を含めたですね、
情報の提供については、今後とも続けていきたいというふうに思っております。
◎委員長（吉川幸一君） 松尾委員。
◎委員（松尾為男君） １点だけれどもお伺いします。さきほど条例案２５号。議案２
５号は承認だったわけですけれども、予算書の１９９ページのですね、現年度分の保険
料でありますけれども、ここに表が載ってございます。条例のほうの第２条では、１２
年度から１４年度までの基本の５段階の額が決定されました。施行期日以降ですね、第

２条ではですね、平成１２年度における保険料、それから平成１３年度における保険料、
それから１４年度における保険料。１３年、１４年はまあ別にしてですね、条例では条
例の附則の第２条ではですね金額決定しました。
これは基本の金額ではなくてですね、低い４分の１でなくて、それよりもっと低い金
額が決定されました。しかし予算書のほうではですね、基本の金額で計算をされたのが
ああなっておりますけれども、これの整合性といいますか、かたや条例では金額がこう
決まったんだけども、予算書のほうはもとのというか基本の金額で上げていると。最初
からもうこれは不足するのが分かっているんですね。この解離の関係については、どの
ようにですね、お考えなのかお伺いします。
◎委員長（吉川幸一君） 浜田保健福祉課長。
◎保健福祉課長（浜田正利君） ご指摘のとおり、この予算でいけば不足は生じるとい
うのが、まあ明らかです。それで予算を編成した時点とですね、結果的にこの条例を制
定し終わった時点でかなり時間差がありました。我々担当のほうでですね、保険料の軽
減については、あくまでも初年度は４分の３が結果的に安くなると。２年目は４分の１
が安くなると。合わせて４分の４、そういう理解をしておりました。
その後ですね、条例の制定を終わった最終段階ではですね、いわゆるさきほどもちょ
っと説明したかなと思うんですけれども、特例加算と。これは全国の離島もしくは山村
地域と、特別地域になるんですけれども、そういった所については１５パーセント、い
わゆるヘルパーさんですとか家庭訪問する場合に、１５パーセント加算されるという制
度なんですけれども、これについても国の特例交付金のほうで支援をするということが
分かりました。その結果ですね、現行予算と条例については差があります。これについ
てはですね、補正予算の中で明らかにしていきたいというふうに思ってます。
それで３か年で合わせて４分３プラス、今いった特例加算が軽減されるということで
１２年度、１３年度、１４年度の予算で基金からの繰入金と併せてですね、１号被保険
者の総体の分で結果的に３年間でチャラになるという計算かなと思っております。
◎委員長（吉川幸一君） ほかに。
（「なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） これをもって、議案第３１号の質疑を終わります。

◎委員長（吉川幸一君）
◎委員長（吉川幸一君）

暫時休憩をいたします。２時２５分まで休憩といたします。
（宣告 １４時０８分）
休憩を解き再開いたします
（宣告 １４時２４分）

◎委員長（吉川幸一君） 予算書の２０８ページをお開きください。次に議案第３２号、
平成１２年度新得町営農用水道事業特別会計予算の審査を行います。２０８ページから
２２１ページまで一括してご発言ください。
（「なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） これをもって、議案第３２号の質疑を終結いたします。

◎委員長（吉川幸一君） 予算書の２２２ページをお開きください。次に議案第３３号
平成１２年度新得町簡易水道事業特別会計予算の審査を行います。２２２ページから２
３６ページまで一括してご発言ください。
（「なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） これをもって、議案第３３号の質疑を終結いたします。

◎委員長（吉川幸一君） 次に条例の審査に入ります。議案第２７号、公共下水道受益
者分担金条例の制定についてを議題といたします。
提案者から提案理由の説明を求めます。常松水道課長。
［水道課長 常 松 敏 昭 君 登壇］
◎水道課長（常松敏昭君） 議案第２７号、公共下水道受益者分担金条例の制定につい
てご説明申し上げます。
３枚目、４７ページをお開きください。提案理由でございます。都市計画法第７５条
の規定に該当しない区域の公共下水道事業を実施するため、条例を制定するものです。
前のページに戻っていただきます。公共下水道受益者分担金条例、第１条では、目的
でございますが、地方自治法第２２４条の規定に基づく受益者分担金の徴収をすること
に関し必要な事項を定めることを目的としております。
第２条では受益者、第３条では分担区の決定、第４条では分担金の額でございます。
この額につきましては、受益者負担金と同額でございます。第１分担区、新得地区、１
平方メートル当たり３１２円、第２分担区、屈足地区、１平方メートル当たり１９０円
となります。
第５条では、賦課対象区域の決定、第６条では分担金の賦課及び徴収、第７条では分
担金の徴収猶予、第８条では分担金の非賦課及び減免、第９条では還付、書類の送達、
第１０条では延滞金の徴収等、第１１条では受益者に変更があった場合の取り扱い、第
１２条では規則への委任を定めております。
附則といたしまして、この条例は平成１２年４月１日から施行するものでございます。
よろしくご審議をお願い申し上げます。
［水道課長 常 松 敏 昭 君 降壇］
◎委員長（吉川幸一君） これから質疑に入ります。質疑がありましたら、ご発言願い
ます。
（「なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） これをもって、議案第２７号の質疑を終結いたします。

◎委員長（吉川幸一君） 予算書の２３７ページをお開きください。次に、議案第３４
号、平成１２年度新得町公共下水道事業特別会計予算の審査を行います。２３７ページ
から２５５ページまで一括してご発言ください。
（「なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） これをもって、議案第３４号の質疑を終結いたします。

◎委員長（吉川幸一君） 次に、別冊になっております。議案第３５号、平成１２年度
新得町水道事業会計予算の審査を行います。収入、支出一括してご発言ください。
（「なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） これをもって、議案第３５号の質疑を終わります。

◎委員長（吉川幸一君） 以上をもちまして、本特別委員会に付託されました、議案第
１７号から議案第３５号の全議案に対する質疑はひととおり終わりますが、もし全般を
通じまして質疑漏れがございましたら、この際、補足質疑をお受けいたします。古川委
員。
◎委員（古川 盛君） 質問にあたりまして、私は公園の中でしゃべろうと思ったんで
すけれども、これは公園でない属しない件ということで、補足質問にさせていただきま
す。
実は、俗に言う町内会単位といいますか、にあるチビッコ広場の件でございますけれ
ども、この件についてちょっとお尋ねをしたいというふうに思います。このチビッコ広
場は、子どもがたくさんいたときに造られたというふうに思いますけれども、今あまり
にも、こう使われてないようで荒れている現状が多いわけでございまして、その件につ
いて、お尋ねをいたします。
それで、町内ではどのような数で、まだまだと言いますか、町内会でもって、その維
持されている数があるかということを一つと、それから町の位置付けというか、そのチ
ビッコ広場ということで、まだまだいろんな名称があるのかどうか、その点お尋ねした
いというふうに思います。
◎委員長（吉川幸一君） 村中建設課長。
◎建設課長（村中隆雄君） お答えいたします。現在、町内会単位でございますチビッ
コ広場は、新得市街、屈足市街、農村部含めて１４か所ございます。この基本的には、
遊具の設置ですとか修繕につきましては町で行ってございます。管理につきましては、
清掃ですとか、後そういった管理につましては、町内会でお願いしているわけでござい
まして、最近につきましてはですね、新たに新得と屈足の市街で、最近１か所ずつ新設
されたものにつきましては、町内会からの要望でございまして、自分たちも手伝うので
町も手伝っていただきたいということで、遊具ですとか、材料を町で提供して、基礎や
なんかは、基礎ですとか設置につきましては町内会と町で一緒にやっていくという、そ
ういったかたちで最近は進めてございます。
その進めていく中では、やはり町内会の意見が相当入っているもんですから、最近の
出来た公園につきましては、利用、大事にする子どもたちも大事にしますし、親と子ど
もが共同作業で造ったもんですから。そういったことで、進めてございます。今後とも
そういったかたちで新たに要望のあったものにつきましては、町内会ですとか関係機関
やなんかも集まっていただきまして、検討会的もので作っていきたいというふうに考え
てございます。
◎委員長（吉川幸一君） 古川委員。
◎委員（古川 盛君） 今、いろいろと説明ありましたので、よく分かったわけでござ
いますけれども、地域でなんちゅうかチビッコ広場を守っていくというか、維持してい

くというわけでございますけれども、今の状況ですと私どもの近辺にも町内会単位とい
うか、１町内会で維持されているように思われますので、周囲の町内会とともに、一つ
の広場を維持していくというか、育てていくというか、そういうふうなかたちでやって
いければ、景観にもよくなるし、また地域的にも活用が大きくなるんでないだろうかと
いうふうに思いますので、今後ともよろしくどうぞお願いいたします。
終わりです。答弁よろしいです。
◎委員長（吉川幸一君） 廣山委員。
◎委員（廣山麗子君） 衛生費なんですけれども、ちょっと今、ページ数が見当らない
ないんですけれども、ごみの焼却炉についてお伺いしたいと思います。今年、ごみの焼
却炉を回収ということなんですけれども、町であっせんした焼却炉の回収なんだと思い
ますけれども、個人で持っている焼却炉もあるんですけれども、その分についてもすべ
て回収ということで理解してよろしいですね。
それとですね、９９ページの第１３節ですけれども、トムラウシ交流館の設置なんで
すけれども、そこにはコテージが３棟建つようになってます。そのコテージがね、床高
式というんですか、床が高くなっているはずなんですけれども、その３棟にうち１棟で
もね、今、いろんな人たちが利用できるように、バリアフリーのかたちでできないのか
どうかお伺いしたいと思います。
それと、もう一つなんですけれども、１２２ページの１５節、公営住宅の新築なんで
すけれども、早くにもそういうお話があったんですけれども、去年建った所もそうなん
ですけれども、２階の音が非常に響くらしいんです。そういったかたちの中で、どのよ
うにそのことを認識されているのかどうかお伺いしたいと思います。
◎委員長（吉川幸一君） 西浦住民生活課長。
◎住民生活課長（西浦 茂君） 簡易ごみ焼却炉の回収の関係でございますけれども、
これにつきましては平成５年から６年にかけて町のほうであっせんしました分、３７９
個ございますけれども、この回収と、後、個人で買われたものをどのぐらい個人で買わ
れた数があるか掌握しておりませんので、はっきりしたことはわかりませんけど、５０
個程度を個人で購入したものも、併せて回収しようかなというふうに考えております。
◎委員長（吉川幸一君） 斉藤農林課長。
◎農林課長（斉藤正明君） トムラウシの自然交流施設の関係でございますけれども、
本体施設はバリアフリーになっておりまして、コテージ３棟につきましては、ご指摘の
とおり高床式ということでございます。まだ実施設計はしてございませんので、内部協
議、それからトムラウシの交流施設の維持管理を予定している期成会がございます。期
成会と十分協議して検討していきたいと思っております。
◎委員長（吉川幸一君） 村中建設課長。
◎建設課長（村中隆雄君） 公営住宅の２階の音の関係でございますけれども、私ども
検定ですとかそういった現場の検定時なんかで、２階で、１階にいましてですね、私ど
もが１階にいまして、２階から音、どういう音がするかということで試して、相当大き
な音でですね出していただいても、検定のときには響かなかったわけでございますけれ
ども、直接、本人からは聞いてないわけでございますが、やはりお子様がですね、イス
からなんていうんですか、どんと落ちたときに聞こえるのではないかというふうに認識
しているわけでございまして、依然にご指摘ありました２階と１階の部分の床について
は、防音シート等でですね、施工いたしまして、相当数の騒音については遮断できたも

のと考えておりますので。
そういったことで、やはり入居者のモラルというんですか、入居者の心得の中にも、
やはり、そういったことも周知徹底してですね、２階のかたにつきましては、１階の住
んでいるかたの迷惑がかかんないように住んでいただきたいことも含めてまして、ピー
アールですとか、広報をしていきたいということで考えてございます。
◎委員長（吉川幸一君） 廣山委員。
◎委員（廣山麗子君） 公営住宅の建設については、今、屈足の分についてはまだ１戸
が空いているような状態です。今年３戸建ち上がるわけですから、そういったことも含
めてね、今後に向けて、ぜひ住んでいる人の状況も聞きながら、防音対策しっかりして
いかなければ、造るところが空いていくような状態であっても困りますので、その辺よ
ろしくお願いしたいと思います。
◎委員長（吉川幸一君） 村中建設課長。
◎建設課長（村中隆雄君） 公営住宅、今おっしゃったとおり、１階の部分が２戸のう
ち１戸が空いております。そういったことが、屈足地区では２階建ての公営住宅初めて
なものですから、どういったこと、なんていうんですか、平屋しか今まで建ってません
のでね、２階建ての１階部分というのはピーアール不足というんですか、いろいろで出
来たときに一般公開などもして、ピーアールしているわけでございますけれども、今後
ともですね、お年寄りですとか、後、障害者にとって住みよい環境でございますんで、
ピーアールに努めて入居がしていただけるようにしていきたいということ。それと防音
対策につきましては、今後ともできるだけ最新の技術を使って、対策を立ててまいりた
いと考えております。
◎委員長（吉川幸一君） 石本委員。
◎委員（石本 洋君） 平成１２年度の予算書並びに他のいろいろな議案を拝見させて
いただきまして、たいへん町長の意欲的な面が表れてきまして、顔が見えてきたなと、
こう思います。かつて町長の顔が見えませんと言ったことがありましたが、お礼言上で
見えてまいりましたとお伝えしておきたいと思います。
そこでですね、町長の公約そのものは、新得町の全町公園化と、こういうことでござ
いまして、要するに住みやすい美しい町で、人間が終えんのときを迎えたときに、この
町で終わりたいと思わせるような町になってもらうのが、いわゆる全町公園化の基本的
な理念でないかなとこう思うわけなんですが。
そこで、新得町の駅を降り立って見たときに、まだそのような感じがしない。例えば
駅前にパチンコ屋さんがある、買わられたんだそうですけれども、空き地があって、な
にか話を聞きますと、やっぱり対抗業者が出ないように、こうするために買われたんだ
といったようなうわさも出ているわけなんですが、そいうようなことでは、将来ともに
あそこがああいう状態でなっていくよとなるわけなんですか、たいへん残念だなという
ことで。そういう面で、やっぱり町長のリーダーシップを執っていただけると助かった
なとこう思うわけなんです。
これは将来的な問題になっちゃうんですが、ぜひ、駅前を美しくするということにつ
いてですね、お考えをいただきたいなと思います。更に身体障害者、あるいは老人が歩
きやすい歩道、あるいは道路と。そういったものを造っていくということについても、
市街地の道路についてもいろいろありますけれども、あまりに歩道やなんかの改良とい
う予算というものが見受けられなかったんで、できるだけそういった面をですね、これ

重点的に今後、採り上げてですね、やあ住みやすいまちだなあと思わせるようなまちを
考えていただきたいなと。
これはいわゆる将来ですね、合併問題がどのように、こうなるかは分からないわけで
すけれども、その前にですね、町村合併がどのようになるか分からないけれども、その
前に、新得の市街にふさわしいようなまちづくりを進めていかないと、新得が本町にな
るんならいいんです。だけれども、よその町に本町がいったということになると、だん
だんその重点が本町のほうに行きまして、新得がさびれていくということになりかねな
いんで、そういうことのならないように、心がけをしていただきたいなと。
合併は自立、自立ということに各町村ともおっしゃってますが、仮に中川昭一が５年
後に自治大臣になったと仮定したときに、どのように展開するかということを考えます
とですね、いやだいやだと言ってられないような時代が来るんじゃないのかという気も
しないわけではありません。そこでですね、美しいまちづくりについては、ひとつ、ぜ
ひがんばっていただきたいということと。
それからもう一つですね、拓鉄公園ですね、あれたいへん、今年度で整備が終わった
ということなんですが、できるだけ自然に手を加えないという町長の考え方も分かるわ
けなんですが、市街地周辺の公園については、ある程度の手を加えなければならんとい
うような気もするわけですね。
そういうことからいくと、私たち、自分の子どもが小さなころには、よく拓鉄公園に
行って遊ばせたことがあるんですが、あのときは遊ばせるのにいいような環境があった
と思う。あんまり草ぼうぼうでもなかったし、適当なあずまやだとか、お稲荷さんがあ
ったりということでですね。今はそういうのはなくて、自然に池にしても、あまりいい
池でなくなったと。
それと今、言われているのは、あの歩道ですね板の。我々身体障害者はたいへん危な
いから歩けない。それじゃ年寄りはどうだかったら、年寄りは手すりがないから歩きづ
らいと。こういうことでだいたい若い人ぐらいが歩けるのかなといったようなことで、
利用する人に限定されちゃうんで。もう少し。それ今、ちょっと雑音が入りまして、蚊
に食われるよというようなことも出てますんでね。そういうようなこともいろいろと考
えて、自然は新得はたくさんありますんでそれは大事にすると。だけど、市街地周辺の
公園についてはできるだけ、ある程度、手を加えて利用しやすいものにしていただきた
いものだなと、こういうふうに考えております。
それから最後に、総務委員会で要望したトムラウシのかすみの滝ですね。その他にも
たくさんいろいろな滝があるわけなんですが、比較的このかすみの滝は道道沿いでもあ
りまして、利用しやすい所なんで、営林署との協議の中でというお話でございますけれ
ども、できるだけ早く実現させていただけるようにご努力をしていただきたいなと。そ
のお考えを聞かさせていただきたいと思います。
◎委員長（吉川幸一君） 斉藤町長。
◎町長（斉藤敏雄君） まことにバラエティに富んでございまして、的確にお答えでき
るかでありますけれども、まず一つには、新年度の予算、総体的にこの予算編成に対し
て、お褒めをいただきましたことはたいへん有り難く思っております。
本町は、今ご指摘ございましたように、まさに町全体が自然環境に非常に恵まれた所
でありまして、この優れた自然環境というのは、将来に向かって保全していくこと。も
ちろんそれは、利用との調和の問題あるわけでありますが、基本的にそうした自然環境

というものをやはり大事にしていきたいと、基本的にそのようにおさえております。
そうした町が置かれている全体の環境の中で、どういうふうなまちづくりを進めてい
くかということが、非常にたいせつな問題であります。当然、住まれる住民にやさしい
まちづくりをしていかなければなりませんし、あるいはまた、いろいろな、まだ取り残
されている整備についても、これから年次計画的に、逐次、市街化区域の中も、整備し
ていく必要があると、基本的にそのように考えております。
そこで何点か具体的なお話がございました、駅前の整備の問題であります。当面は駐
車場が非常に狭いということで、今年の予算の中にその整備についての予算を反映いた
しました。
また、駅西が非常に都市計画が遅れているということで、今年から、当面、駅西の道
路の整備に着手をしていくと。長い将来に向かっては、駅西と駅前をですね、なんらか
のかたちで一体化を図って駅西のかたがたが商店街に出てくる際にですね、その利便性
が増すような、そういう整備もしていかなければならないと考えております。
また、歩道の問題であります。歩道はたしか、２０センチほどの段差があるかと思っ
ております。これは、国が示している道路の構造レートということで、この車社会であ
りまして、その危険を排除するということで、この歩道が２０センチほどの高さになっ
ております。
しかし、商店街に入るとか、あるいは車が入る所はどうしても下げなければならない
ということで、歩いていて非常に不便なのが実態であります。バリアフリーの歩道とい
うのは、これは最近の話でありまして、従前はなかなかこれは警察のほうの一つのルー
ルから見てもですね、難しさがあったと。しかし、今日、高齢化社会の時代に至りまし
て、そうした歩道のバリアフリー化についても、かなり弾力的になりつつあるところと。
いうふうな中でありますので、私どもこれから歩道を整備する場合には、基本的にはバ
リアフリー化をどうしても目指していく必要があると考えております。
しかし、歩道の整備だけでも、かなり財政投資が必要になってまいりますので、した
がって新得、屈足両市街ともですね、将来に向かって年次計画的に進めていくと。ある
いは新たに整備をするところについては、基本的にバリアフリーで対応していかなけれ
ばならないと考えております。
また、合併の問題もございましたが、これは今、早々に合併の結論は、私は出す必要
はないのでないかと。もっともっと知恵を凝らして、将来の本町の在り方というものを、
町民の皆さんがたと一緒にやっぱり考えて、議論を巻き起こしていく必要があるなと思
っております。そうしたことも考えながら、本町の将来に向かって禍根のない結論を、
最終的には出していかなければならないと、このように思っているところであります。
また、拓鉄公園、非常に不評を買っておりまして、機会があるごとに議会の皆さんが
たからご指摘を受けております。この拓鉄公園の整備にあたっての基本的なコンセプト
はですね、約５ヘクタール近い面積だったかと思いますけれども、いわゆる、その寄贈
者の意図というものが、そこに実はあるわけであります。できるだけその現状といいま
しょうか、自然の状態というものを保全しながら整備してほしいという、そういう意図
がベースになってですね、町民の検討委員会の中で、どういう整備をしたらいいかとい
うふうにまとめ上げられたものであります。
しかし、確かにですね、今、お話ありますように、自然が少し残り過ぎておりまして、
その結果として非常に使いにくいというご批判がございます。したがって、私どもとい

たしましても、担当課をとおしていろいろなコンセンサスを得ながら、徐々にではあり
ますけれども、当初から見るとですね、少しずつ状況を変えてきているかなと。この後
においても、やはり使われる町民の皆さんがたにご理解がいただけるような、やはり整
備をしていかなければならないなと思っております。
したがって今後、そうした検討に携わった人たちも含めて、更にそうした方向に再整
備をしていきたいと思っております。
かすみの滝の件は私、ちょっと現場あまり詳しく分かっておりませんが、今言われて
いる範囲では、周辺の道路整備は単独では困難があるというふうに言われております。
細部につきましては、担当課長のほうから答弁をさせたいと思います。以上であります。
◎委員長（吉川幸一君） 貴戸商工観光課長。
◎商工観光課長（貴戸延之君） お答えいたします。かすみの滝につきましては、昨年
の秋に総務常任委員会のほうの所管事務調査というようなことでご案内申し上げたとこ
ろでございます。その際、案内をしていただきました森林官のほうからも、事業の予定
があるというふうにお伺いをいたしております。その際、造林産業の集材を行う場所、
これらを設けなければならないと。そういった後が駐車スペースに使えるじゃないだろ
うかと、そういうようなお話を聞いておりますんで、ちょうどトムラウシ温泉への行く
途中、往復になりますと３０分ぐらい、片道１５分ぐらいで行けるわけでございますん
で、霧吹きの滝とか、秘奥の滝よりも、手軽に滝を眺めていただける場所になるかと、
そのように判断しております。いずれにいたしましても国有林事業のですね、進ちょく
状況をみながら、担当の森林官のほうとも打ち合わせをさせて、対応してまいりたいと
いうふうに考えております。
◎委員長（吉川幸一君） 石本委員。
◎委員（石本 洋君） 町長並びに課長から、ご親切なお話をいただきまして、だいた
い認識度はイコールかなとこう思っているわけなんですけれども、歩道についてはです
ね、確かに危険という面もあるんですけれども、帯広市の西２条通り、あそこを見ます
とですね、バリアフリーでずっとですねいってますよね。中にシカの像があって危険だ
とかという話もありますけれども、それはそれとして、道路の問題についてはですね、
ずっときれいにやってねいるんです。新得の場合と条件は違うんでしょうけれども、国
道がバイパスになっちゃって、あそこはほとんどあまり大型車が通らなくなってきてい
るというかたちの中で、早急にですね、帯広市の西２条通りみたいな感じの道路ができ
るといいなと、こう切望しておりますんでよろしくお願いいたします。
◎委員長（吉川幸一君） ほかに。
（「なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） これをもって全議案に対する質疑を終結いたします。

◎委員長（吉川幸一君）

それでは討論を行いますが、討論はございませんか。
（「なし」の声あり）
◎委員長（吉川幸一君） 討論はないようですので、これから議案第１７号から議案第
３５号を一括して採決いたします。
本案はそれぞれ原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
［挙手全員］

◎委員長（吉川幸一君） 挙手全員であります。
よって議案第１７号から議案第３５号はそれぞれ原案どおり可決されました。

◎委員長（吉川幸一君） 以上をもって、本予算特別委員会に付託されましたすべての
案件の審査は終了いたしました。不慣れな委員長の進行で、戸惑いもありましたけれど
も、皆様のご協力ありがとうございました。
これをもって予算特別委員会を閉会いたします。
（宣告 １４時５６分）
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