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委
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君
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君
君
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員
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員
委
員
委
員
委
員
委
員
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員
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菊
小
広
能
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金
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〇委 員 外（２名）
福 原 信 博
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〇職務のため出席した議会事務局職員
事 務 局 長
富 田 秋 彦

湯

浅

君

亮

君

葉
地
川
山
登
邊
像
沢

正
康
弘
麗
雅
静

博
雄
志
子
裕
文
一
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君
君
君
君
君
君
君
君

◎議会事務局長（富田秋彦君） 初の各会計並びに水道事業会計決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
ります森 清委員に臨時委員長をお願いいたします。
◎臨時委員長（森 清君） 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。

◎ 開 会 及
◎臨時委員長（森 清君）
を開催いたします。

び 開 議 の 宣 告
ただいまから、各会計並びに水道事業会計決算特別委員会
（宣告

１１時１０分）

◎ 委 員 長 の 互 選
◎臨時委員長（森 清君） 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、指名推薦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（森 清君） ご異議なしと認めます。
よって、指名推薦の方法によることに決しました。

◎臨時委員長（森
◎臨時委員長（森

清君）
清君）

暫時休憩いたします。
（宣言

１１時１１分）

（宣言

１１時１１分）

休憩を解き再開いたします。

◎臨時委員長（森 清君） それでは、指名推薦については、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（森 清君） ご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、委員長に竹浦 隆君を指名いたします。
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（森 清君） ご異議なしと認めます。
よって、竹浦隆君が委員長に選ばれました。
それでは、ただいま、選ばれました委員長と本席を交代いたします。
（就任挨拶省略）

◎ 副 委 員 長 の 互 選
◎委員長（竹浦 隆君） 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、指名推薦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（竹浦 隆君） ご異議なしと認めます。
よって、指名推薦の方法によることに決しました。

◎委員長（竹浦
◎委員長（竹浦

隆君）
隆君）

暫時休憩いたします。
（宣言

１１時１３分）

（宣言

１１時１３分）

休憩を解き再開いたします。

◎委員長（竹浦 隆君） それでは、副委員長に千葉正博君を指名いたします。
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（竹浦 隆君） ご異議なしと認めます。
よって、千葉正博君が副委員長に選ばれました。

◎ 散 会 の 宣 告
◎委員長（竹浦 隆君） これをもって、本日の決算特別委員会は散会いたします。
（宣告 １１時１４分）

◎委員長（竹浦 隆君） １６日は、午前１０時から議場において、本委員会に付託さ
れております各会計並びに水道事業会計決算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。
本日は、これをもって閉会いたします。
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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
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君
教 育 委 員 会 委 員 長
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〇教育委員会委員長の委任を受けて説明のため出席した者は、次のとおりである。
教
育
長
阿 部 靖 博
君
学 校 教 育 課 長
秋 山 秀 敏
君
社 会 教 育 課 長
長 尾
正
君
〇農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者は、次のとおりである。
事
務
局
長
赤 木 英 俊
君
〇職務のため出席した議会事務局職員
事
務
局
長
富
書
記
金

田
田

秋

彦
将

君
君

◎ 開 議 の 宣 告
◎委員長（竹浦 隆君） 本日は欠席議員は、森議員の遅刻届け出がございました。
よって、本日の出席議員は議長を除く１６名でございます。はじめての経験でござい
ますので、皆さまがたの絶大なるご協力をよろしくお願い申し上げます。
なお、答弁、質疑に対しましては、簡明簡潔にお願いいたします。
なお、３回までで、ひとつ関連質問は３回までということでお願いいたします。
これより各会計決算特別委員会の会議を開きます。
（宣告 １０時０１分）

◎ 新得町各会計歳入歳出 総括質疑
◎委員長（竹浦 隆君） 本委員会に付託されました認定第１号、平成８年度新得町各
会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。
それでは、ただいまから決算審査に入ります。
最初に付属資料、監査意見等も提出されておりますので、一般的に総括的質問をお受
けし、それから歳入歳出決算書の審査に入りたいと思います。
これにご異議ありませんか。
（「異議なし」の声あり）
◎委員長（竹浦 隆君） 委員長よりお願いをいたします。
質疑、答弁は簡明、簡潔に行うよう皆様がたのご協力をよろしくお願い申し上げます。
それでは、総括事項についての質疑をお受けいたします。委員、能登 裕君。
◎委員（能登 裕君） 財産に関する調書であります。２ペ−ジに有価証券の欄がある
んですが、その中に十勝テレホンネットワ−ク株式会社に１０万円の有価証券というこ
とがありますが。これはですね、実は帯広市長も少しやめたいような発言をしておられ
るんですが、これは、いわゆる携帯電話なんですが、セルラ−に経営権を、販売権を譲
渡したということで、公益性がないということでですね、非常に疑問視されている問題
なんですが。町長、この問題をですね、どういう見解をもっておられるのかよろしくお
願いします。
◎委員長（竹浦 隆君） 町長、斉藤敏雄君。
◎町長（斉藤敏雄君） お答えをいたします。確かにただいま、能登議員からご指摘の
とおり携帯電話の普及を目的といたしまして、この十勝テレホンネットワ−クの組織が
できておりまして、１市１９か町村がこれに加盟をいたしております。この間、携帯電
話の普及に努めてきたわけでありますが、しかし大手のそうした販売戦略、かなりし烈
なものがございまして、最終的には十勝テレホンネットワ−クからセルラ−にその権利
を譲渡したということでありまして、よって現在は、携帯電話以外で最近めざましく普
及しておりますインタ−ネットの業務に移行したという状況下から、果たしてこれを各
市町村の出資による第三セクタ−という存在で継続することがいいのかどうか、議論に
なっております。私も本来の趣旨からみるとですね、これは早晩、そういう時期を向か
えていくのではないかというふうに考えておりまして、その際には各市町村に歩調を合
わせながらこの問題の解決にあたっていきたいとこのように思っております。

◎委員長（竹浦 隆君） ほかにご発言ございませんか。委員、川見久雄君。
◎委員（川見久雄君） 総括ということでございますので、この財産に関する調書の中
から主要な施策の成果を説明する調書、ペ−ジ数では６ペ−ジになります。
昨年の１２月に一般質問の中でご質問を申し上げまして、ご検討をされるということ
でございまして、ここで新たに事業効果の説明という欄が新しく設けられたわけであり
ます。こういった様式では、この程度がこう限界なのかなというふうに思いますけども、
ここで取り上げていただいたことに対して敬意を表したいというふうに思います。
そこで、ここに平成８年度町政執行方針という冊子がございますけれども、これは予
算編成にあたっての基本的な考え方を示したものであるというふうに理解をいたしてお
りまして、かつ、事務、事業の総括的な見込み書といいますか、計画書であると。こう
いうふうに見ることができるかというふうに思います。そこで、この内容を見てまいり
ますと、福祉と保健から最後は行財政計画まで、１０項目といいますか、１０の分野に
わたって記載をされております。この結びを見てまいりますと、実施いたします、ある
いは進めてまいります、等々の結びでくくっておるわけでございますけれども、これで
すね、これと決算を終えるにあたってその計画といいますか、ねらいをどのようにです
ね、実現をしたといいますか、そういった実績報告書といいますか、そういったものが
これとセットになれば、より分かりやすいのではないかなと思います。そういった点で
一歩前進をしたわけでありますけれども、もう一歩踏み込んでそういった形式のものが
作られればなお、けっこうかなと思いますけれども、その点についてお考えをお伺いし
いたいと思います。
この冊子に対して、もう２、３、お尋ねをいたしたいというふうに思います。
次はこの冊子の２９ペ−ジでございます。この中段に区分というものがございまして、
基準財政需要額から、債務負担行為額まで出ておりますけれども、指数等につきまして
前年度に比較してかなり改善といいますか、よい方向に向かっているなというふうに感
じます。地方債の現在高については、これはその時々の事業の関係もございまして、超
過するということについては、これはやむを得ないかなというふうに思いますけども、
全般的には好転をしているかなというふうに思いますけれども。更に改善すべきところ
といいますか、そういった点がありましたら、ひとつお答えをいただきたいというふう
に思います。
その次に最後になりますが、特別職等の給与が載っております。これはまもなく改正
がありまして、２年近くになるわけでございますけれども、一般職員については毎年人
勧に基づいて、上げているわけでございまして、だんだんと歪みが出てくるんではない
かなと思います。私の手もとの資料で比較をいたしますと、十勝管内ですね、１９町村
ございますけれども、順位としては２けた、すべてが２けたになるかなというふうに思
います。それでこの町村の財政規模と言いますかそういったこともございまして、簡単
には比較対象はできないのでございますけれども、はっきり申し上げるとちょっと、ま
ずいかもしれませんけれども、例えば町長、助役については、最高の町村から見ますと、
９万円程度の差がある。議員についても４、５万の差があるというようなことでござい
ます。こういったことについて、再検討のお考えがおありかどうかお伺いをしたいと思
います。
それから、３１ペ−ジ、町債借入現在高の状況からこれに関して２、３ペ−ジござい
ます。それで、３３ペ−ジではこれは平成８年度の借入れ部分が載っているかと思いま

す。さすがに長低金利時代でございまして、この利率こう見てまいりますと３．１％と
いうのがただ１件ございます。
３２ペ−ジに戻りまして、ここでは総体の利率別の区分が出ております。８年度末現
在の町債がですね、１０５億円程度になりますか、そのうちですね５％以下が７３億で
すか、それから６％から８．５％以下これが計算をいたすますと、３１億少々にもなり
ます。金利の高いものについては、８％台のものもございますね。金額的には少額にな
るかもしれませんけれども、こういったものについて昨年ですね、１２月の一般質問の
中で町長は、その財源補てんのないものについては極力償還をしてまいりましたという
ご答弁をいただいておりますが、それには関連してと言いますか、そういったこの高利
なものについてですね、更に強力に改善をしていくといいますか、そういう余地がある
のかどうか、それも含めてひとつお答えをいただきたいというふうに思います。
その次にですね、３４ペ−ジ債務負担行為額の状況という欄がございます。これは確
か私も初めての経験のときにご質問をしたところなんですが、どうもですね、例えばこ
の名前を出して悪いんですけれども、一番上段の診療所開設、この債務の損失補償です
ね、これだけではさっぱりわからないのですね実は。ご答弁では、自治省令の様式に基
づいたというようなご答弁でございましたけれども、これだけではいくらの損失補償を
したのか、現在どれだけ償還をされて、もしかしたら町がかぶらなければならない金額
はいくらなのかということが明示されなければ、この様式に従っているのかもしれませ
んけれども、あまりこう意味がなさないのではないかなというふうに思います。この論
法でいきますと、さきほど能登委員が質問されておりましたけれども、２ペ−ジの有価
証券がございますね。今の論法でいきますと、ここのここの表では、いわゆる８年度、
当該年度の増減だけが載ると。こういうことと同じことになるんではないかなと思いま
す。そういったことからこの損失補償というのは、やはりしっかりしていないとかぶる
おそれがあるんですね。確定債務ではございませんけれども、この偶発債務というのは
もしかしたらかぶらなければならない金額。こういったものがやっぱりはっきりとです
ね残高を明示する。あるいは期間中の償還の状況を把握しておくということも、これ非
常に大事なことだと思うんです。そういった観点から、この様式については一考ありと
考えますがこれは、前も質問いたしましたけれども、再度ご答弁をいただきたいと思い
ます。以上でございます。よろしくお願いいたします。
◎委員長（竹浦 隆） 助役 鈴木政輝君。
◎助役（鈴木政輝君） 今回執行方針と決算概要についてのリンクをしてはどうかとい
うことでございますが、確かに執行方針の中では１０項目にわたって記載をしておりま
す。その中身を更に詰めたものが予算の概要ということで委員の皆さんがたにお渡しし
ておりますが。施策の重点、３９項目をいちおう予算の概要、柱として掲げてまいった
ところでございます。当初予算から補正予算、あるいは継続費等を含めまして最終的に
はこの予算の概要に基づいた事業の執行を１００％してきたわけですが、決算状況で申
し上げますと、９８．３％の執行率であります。事業の執行は１００％というふうに確
認をしているところでございますが、これを予算の財産に関する調書の主要施策に関す
る調書に書き込むことにつきましてはですね、なかなか難しい点もございまして、お手
もとにお配りした調書の右側のほうに、川見委員さんから話があった説明についてメモ
的なものを書かさせていただいたところでございます。これを更に細かくなりますと、
この様式の範囲の中ではなかなか難かしいということで、総体的には施策の重点と事業

効果の項目を合わせて、御覧にいただけるようなかたちで検討はしてみたいとは思いま
すが、許される範囲の中の処理をさせていただきたいとこう考えております。
ちなみに過去の例で予算の執行状況を見ますと、本年度は９８．３％ですが、平成７
年度は９３．８％逆に率が落ちているのが前々年度でございます。極力経費の節減を図
りながら事業そのものは１００％着手をしていくという考え方でございます。
それから決算状況の２９ペ−ジの欄でございますが、確かに財政指標でいきますと、
ほとんど前年並み、管内的には上位のほうにランクをされまして、非常に財政状況は今
の段階ではいい方向に進んでおりますが、ご指摘ありました３２ペ−ジの８年度の起債
の残高が実は相当伸びているのが間違いございません。しかしこの金額も裏財源のある
ものを重点に進めておりまして、過去から見ますと相当数交付税に算入されているのが
実態でございます。そこで改善する点がどこかということでございますが、極力公債費
についてはですね、町債の借入額を押さえていきたいというふうに考えております。こ
れはすなわち将来的には公債比率を更に下げるつもりでございますが、当面、３か年の
１０年から１２年までの財政構造改革期間については町債を極力押さえていくというこ
とで考えております。それ以外については経常収支比率、あるいは財政力指数について
はこのまま推移しても悪くなるということはないだろうというふうに考えております。
それから繰上償還の状況でございますが、３３ペ−ジの３．１％というのは繰越事業
ですので前年度のこの利率が適用されまして３．１％という状況です。それから借入を
する段階の利率が適用されますので若干バラツキがあるということでございます。それ
で繰上償還ですが、平成８年度は一定の金額をさせていただきましたが、あくまでも縁
故資金的なものについては繰入償還は可能です。しかし、政府資金の中あるいは公庫資
金のほうではですね、一定のル−ルが定められまして、そのル−ルの中に充てはまった
場合についてのみ、繰入償還が可能ということですので、今後また要請はしてまいりま
すけれども、なかなかその分については無理かなとこう考えております。
それから損失補償の件でございますが、債務負担行為の種類の中には、損失補償利子
補給等がありますが、この損失補償の項目の欄には自治令の中で規定しているとおり、
損失を被った場合についてのみ金額を提示されまして、それを町が金融機関に返済する
ということでございます。なぜ、未定なのかということですが、８年度末の債務負担行
為の額、これから償還する見込額がいくらかということですから、損失補償の行為がお
こされない限りにおいてはこの金額が提示されないということであります。そこで借入
した金額を載せとけということになりますが、これもまた、はっきり申し上げて意味の
ないことなのかなという感じもしますので残額については載せることが可能かなと思い
ます。これについては検討させていただくということにさせていただきます。
それから金融機関の確認についてはですね、ときおり状況をお聞きする程度にとどめ
ておりますし、当然あぶなくなりましたらその段階で金融機関から言ってくるというこ
とになっております。以上でございます。
◎総務課長（佐藤隆明君） 特別職の報酬等についての質問にお答えします。現在は平
成８年の１月１日から運用をしているわけでございますが、その時は平均的な数値で議
決をしていただいたんですが、昨年度検討をいたしましたが、昨年度はですね、だいた
い平均的な位置におりましたので改正はいたしませんでした。しかしその後ですね、改
正した町村もございましてですね、はっきり申し上げますと現在は管内平均を下回って
いることは確かでございます。したがいまして９月議会でですね改定する町村もあるか

と思っておりますので、９月の定例議会が終わったあとですね、管内的に調査をいたし
たいと思います。その結果でですね、検討をさせていただきたいと思います。
◎委員長（竹浦 隆） ほかにございませんか。
（「なし」の声あり）
◎ 一般会計 歳出 第１款 議会費・総務費
◎委員長（竹浦 隆） それでは歳入歳出決算事項別明細書に入ります。最初に一般会
計歳出から入りますが事項別明細書のペ−ジ数を申し上げますのでそれによってご発言
を願います。なお発言される際は何ペ−ジの何々ということを合わせて申し出てくださ
い。
それでは４３ペ−ジから６４ペ−ジ下段までの第１款、議会費と、第２款、総務費全
般についてご発言願います。委員、能登 裕君。
◎委員（能登 裕君） ４８ペ−ジ総務費の補助金、負担金の欄になりますか。十勝イ
ンタ−ナショナル協会、というのが新しく入って、負担金を出しているわけですが。こ
れはどのような活動をされるのかこれを一点お願いします。
それとですね、５０ペ−ジ、委託料の中のモニュメントの点検調整８万２，４００円。
これはですね、何年に一度、あういうものを点検しなければならないのか、どのような
調整をしておられるのか、これは作ったときにこうメンテナンスとして、実は入らない、
入ってはいなかったのか、この点検をですね。それを一点お願いします。
それと５３ペ−ジ、これも負担金なんですが、山村振興連盟、前年度は確か４万９，
７００円の負担金が、この３０万円に跳ね上がっていると思うんです。これ、大幅に跳
ね上がったのはなぜなのか。
それとですね、６０ペ−ジ、戸籍基本台帳費の中の役務費なんですが、通信運搬費で
すが、これはどのような手段でですね、どのようなどこにこう送っているのか、これ説
明お願いいたします。以上です。
◎委員長（竹浦 隆君） 総務課長、佐藤隆明君。
◎総務課長（佐藤隆明君） 十勝インタ−ナショナル協議会でございますけど、これは、
昨年度発足したものですけど、十勝のですね広域的な国際ネットワ−ク作りを目指して
ですね、設立されたものでございますけど、管内的にですね５０近い国際交流団体やで
すね、それから各町村がですね参加をしておりまして、内容的にはですね、各町村及び
民間国際交流団体が行う国際化施策の相談、支援及び連絡調整。それから十勝に住む外
国人への情報提供、生活相談、それから国際交流協力事業の企画実施及び普及開発。こ
れらを目的として進めております。
それから、モニュメントでございますけども、これはですね、春、秋、年２回ですね
やはりああいうなんて言いますか、常時ですね動かしておかなければならないものでご
ざいますので、春、秋年２回ですね調整をしておりますが、これはですね、やはりあれ
をですね、モニュメントとして町の象徴として、置いて置く以上はですね、やはりすで
にきちんとかたちで整理をしておかなければですね、変なものになってしまいますので、
今後ともですね、やはり調整はしていかなければならないんではないかと思っておりま
す。
◎委員長（竹浦 隆君） 助役、鈴木政輝君。
◎助役（鈴木政輝君） お答えいたします。全国山振連盟の事業はそれぞれ山振地域の

事業の振興ということになります。若干、今、手もとに資料ございませんが、後ほどお
伝えいたしたいと思いますが、通常の年会費の部分と、それから事業費割によって算定
されると。それから全国分、支部分というル−ルで計算をされております。後ほど、答
弁をさせていただきます。
◎委員長（竹浦 隆君） 住民生活課長、村中隆雄君。
◎住民生活課長（村中隆雄君） お答えいたします。屈足支所と本所をＮＴＴの回線で
結んでおりまして、住民、屈足とそれから役場の本所の間を住民票ですとか戸籍謄本、
抄本を送ってですね、それで住民のかたに交付してございます。
◎委員長（竹浦 隆君） ほかに、ご意見。能登 裕君。
◎委員（能登 裕君） インタ−ナショナル協会もですね、山村振興連盟のほうもなん
ですが、この負担金というのは、私もときどき問題にするんですが、確かにつきあいが
あるから入らなければならないという気持ちはわかるんです。わかるんですが、こうい
うものはですね、入るときによほど気をつけなければ、一回入るとやめれない、やめれ
ない。なおかつ、負担金が減るのも中にはあるでしょうが、だいたいがこう上がってく
る。上がってきて、また増えるだけですからどんどん出費は増えるんですよね。確かに
有益かどうかという問題は残るんですが、これは、やっぱり、これから、こうゆうもの
に関連する場合はですね、かなり慎重な態度を取る必要があるんでないかなと。私はそ
う思うんですが、それを一点と。
それとモニュメントですね、年２回必要だと、それわかるんです。私はこれ業者がや
るんでないのかと。２，０００万円もの多額を出してですね、やっておりまして。そう
いいながら去年の決算ではやってないわけですから。やってないわけですから、出てな
かったわけですから、やってたかどうかわかりませんが、決算上のこの決算の資料では
出てなかったように私は記憶しております。
それからですね、戸籍住民基本台帳費の通信運搬費ですが、支所とのやっぱり、郵送
でなくて、やはり配線を使ったものなんですか。それなら理解できます。それだったら
ずっと前年もいっしょの料金なんで、なんか違うほうであればいっしょの料金ありえな
いわけですから、だから、委託、委託に近いかたちですよね、この役務費というところ
はね。はい、わかりました。
◎委員長（竹浦 隆君） 総務課長、佐藤隆明君。
◎総務課長（佐藤隆明君） ただいまの、十勝インタ−ナショナル協会でございますけ
れども、これはですね、新得町だけの問題ではなくてですね、十勝全体でですね、国際
化、国際交流をどうするかというですね、ひとつの十勝圏の中で考え出したもんでござ
いましてそんなことでですね、十勝管内全部がですね、この設立に加わってですね、進
めていこうとしたもんございます。したがいまして、単なるですね、任意団体というか
たちよりもですね、もっと広い視野に立ったですね、十勝全体にわたって国際化をどう
しょうかというもんで、設立したもんでございますのでその点ご理解をしていただきた
いと思います。
それから、モニュメントでございますけど、最初はですね、なんていいますか、新し
いうちは、そういう調整についてですねやっていかなくてもまだいかったんですけど、
やはり、だんだん年月がたってきますと、狂ってきますから、したがいまして昨年度か
らですね、調整に入っておりますので、この点もご理解をしていただきたいと思います。
業者のですね、契約の中には入っておりません。

◎委員長（竹浦 隆君） 委員、川見久雄君。
◎委員（川見久雄君） ５９ペ−ジでですね、賦課徴収費の８節で、報償費ここに１５
６万１，２４０円の支出がされておりますけれども、その内容について説明をお願いし
たいと思います。
◎委員長（竹浦 隆君） 税務課長、小森俊雄君。
◎税務課長（小森俊雄君） お答え申し上げます。納期前前納報償金につきましては、
まず、納期の第１期時点でですね、それ以降の税金を前納されたかたにいちおう交付す
るということになっております。ちょっと細かくなりますけれども、件数では町民税で
１６０件、固定資産税で４４１件、合計で６０１件になっております。金額的に申し上
げますと町民税では１９万３，３９０円、平均交付金は１，２０９円になっております。
固定資産税では、１３６万７，８５０円、平均交付金額が３，１０２円になっておりま
す。
◎委員長（竹浦 隆君） 委員、川見久雄君。
◎委員（川見久雄君） このですね、納期前前納報償金は、町税条例の第４２条と第７
０条で納期前に納付した税金の１００分の１で、その額が１００円以上の場合に交付す
ると。こういうふうになっております。ただおおざっぱに言ってですね、１００円以上
５００円、５００円以上１，０００円と、１，０００円以上とに分けてですね、何件で
金額がそれぞれの金額がいくらになるのかお尋ねしたいと思います。
◎委員長（竹浦 隆君） 税務課長、小森俊雄君。
◎税務課長（小森俊雄君） お答え申し上げます。町税と固定資産税と合わせて、１０
０円から５００円までではですね、３９４件、９万９，８１０円で、平均２４８円にな
っております。５００円以上１，０００円で、１１５件、７万６，１４０円でございま
して、平均６６２円と、１，０００円以上では、９２件、１３８万５，２９０円で平均
ですね、１万５，０５８円になっております。
◎委員長（竹浦 隆君） 委員、川見久雄君。
◎委員（川見久雄君） 今の答弁で１００円から５００円で３９４件でしたか、そうし
ますと全体で６５％以上占めております。この２５０円程度のですね、報償金を受ける
のにですね、役場にわざわざ来られるというか、呼び出されるというか、あるいは、口
座番号を調べられるとかですね、今の金銭感覚からいってどうも手間暇に値がしないの
ではないかなと、このように思います。私の調べた範囲では、管内８町村が廃止をして
おりますし、また、切り捨てというんですか、そういった人の，金額が３００円以上の
ところが２町ございます。事務コストのわかる人がですね、効果があるものというふう
に考えられないわけですけども、町としてですね廃止をするかあるいは、限度額といい
ますか、交付額の引き上げを検討してはどうかというふうに考えますけれども、それに
ついてひとつお答えをいただきたいと思います。
◎委員長（竹浦 隆君） 税務課長、小森俊雄君。
◎税務課長（小森俊雄君） 現在の条例の関係でございますけれども、これ、一部昭和
５２年に一部改正を行いまして、現在の１００円以上ということで出しているわけでご
ざいますけれども、ご指摘のとおり私ども事務進める場合に１００円交付するんで窓口
に来てくださいとか、また来れない場合は口座を教えてくださいということで調査して
おりますけれども、町民の金銭感覚も考慮いたしまして交付金額の変更または廃止に関
してですね、今後検討をしたいんだと考えておりますけれども、大事なことはやはり税

に対する意識の向上が大事でございますんで、そのへんも合わせて検討させていただき
たいというふうに考えます。
◎委員長（竹浦 隆君） 委員、広山麗子君。
◎委員（広山麗子君） ５４ペ−ジの負担金の新得地方防犯協会とあるんですけども、
これは住民生活課の消費者協会ともいっしょになるかとも思うんですけれども、今、高
齢社会を狙った訪問販売が、今、この新得町にも入ってきております。それで先ごろク
−リングオフができますよという、活用できますということの訪問販売に向けたチラシ
が入ってまいりましたが、これまでのね、悪質な訪問販売に対する予防啓発というんで
すか、どのようにされてこられたのか、また今後に向けてどのようなことを考えていら
っしゃるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。
◎委員長（竹浦 隆君） 住民生活課長、村中隆雄君。
◎住民生活課長（村中隆雄君） 悪質な訪問販売等についてでございますが、新得町に
おきましても、新得市街、屈足市街において悪質な訪問販売が来ているぞということで、
住民のほうから役場、私どものほうに連絡が来まして、連絡が来てすぐにですね、そち
らのほうに出向きましてどういったことをしているのかということで調査いたしまして、
更に業者の販売に来ている業者の本社というんですか、そちらのほうの会社に直接電話
いたしまして、どういった、こういった、迷惑になっているけれども、どういった、な
んていうんですか、方法をとれるのかということでお話しますと、やはりク−リングオ
フ制度を取っていただければ、必要でないものがあればク−リングオフ制度を取ってい
ただきたいということで、そういったことで対処しているわけでございまして、最近は
何件かそういったク−リングオフ制度について指導、助言いたしましてですね、対応し
ているところでございます。それと警察の生活安全係とも連絡を取りまして、そういっ
たこともいっしょにですね、お伺いして注意をしている場合もございます。それと今後
でございますけれども、広報等を通じて年何回か、こうやっているわけですけども、よ
り具体的にですね、こういった事例がございますということで、事例の相談、事例の記
事を載せるとか、そういった、あと職員がそういった道主催の相談委員の講習会に出ま
してそういったことで知識を深めてですね、今後とも、広報等で周知徹底をしていきた
いと考えてございます。
◎委員長（竹浦 隆君） 委員、広山麗子君。
◎委員（広山麗子君） 今、これ、今後に向けて高齢者社会をねらったこの訪問販売、
悪質な訪問販売がどんどんどんどん入ってくるんじゃないかと思うんです。そういった
中でね、予防啓発に向けたチラシだとか、いろんなク−リングオフの活用方法なんか、
いろんな、なんていうか広報されてもなかなかそれを読んで理解するまで難しい。私た
ちもそうなんですが、なかなかそれを読むかたちにはならないのが、本当だと思うんで
す。そういった中でね、たとえば、今回もいろいろあったんですけれども、高齢者を何
人も集めていろんなそういうお話をされて、その中でどなたかが買うとズルズルズルと
芋ズル式におおかた買ってしまうというかたちに。このク−リングオフがあるから、ま
だそういった脅迫されても取り返すことができるんですけれども、そういった中で今後
に向けてね、そのチラシ文書で知らせるほかに、たとえば老人会の例会などに出向いて、
そういった実際にそのお話しを皆さんにね話することで、もっともっと仲間同士で予防
というかできるんじないかなと。そいういう効果を持っていかなければ、これからそう
いったことたいへんな状態でないかなと。私たちをはじめそういった勉強、更にしてい

かなければならないと思いますので、今後に向けてよろしくお願いしたいと思います。
◎委員長（竹浦 隆君） 住民生活課長、村中隆雄君。
◎住民生活課長（村中隆雄君） 老人会にいろいろ集まりがございます。例えば寿教室
なんかでもですね、そういったことを活用していただいてですね、私どもでより身近な
事例で説明してですね、こういった被害に会わないということで。それと一番困るのは
すぐお金を払ってしまうお年寄りがいらしゃるものですから、そういったこともよくで
すね、事例をですね、より身近な事例を上げて、説明、啓発してまいりたいと思います。
◎委員長（竹浦 隆君） 次に進みます。委員、吉川幸一君。
◎委員（吉川幸一君） ５４ペ−ジの７節の賃金。臨時運転手となっておりますけれど
も、これをひとつ、どのようなときにお支払いしたのかと。
５５ペ−ジの１３節の委託料、マイクロバス運行業務のこの中身をですね、ちょっと
教えていただきたいなと。
◎委員長（竹浦 隆君） 住民生活課長、村中隆雄君。
◎住民生活課長（村中隆雄君） 車両管理費の臨時運転手の賃金でございますが、町で
バスの３号バスというんですが、大型バスを一台、町で運行管理してございます。それ
を土曜日とか日曜日に職員の代替として出ていただくということで現在、登録制をとっ
ておりまして、そういった土曜、日曜日に運行していただいております。
続きまして、バスの運行委託でございますが、新得ハイヤ−に委託してございまして、
中型バスとマイクロバスの２台を委託してございます。
◎委員長（竹浦 隆君） 委員、吉川幸一君。
◎委員（吉川幸一君） 賃金のほうちょっと理解できなかったんですけれども。委託料
で１，０００万出ております。マイクロバスの運行業務、これ年何回ぐらい、この運行
でですね、このマイクロバスの運転をこう委託されてるのか。またこんだけの賃金を払
らわれるようでしたら、町のほうで何かこう運転手をですね、それなりの身分で雇って
増やせれないのか、そこらへんのご検討をひとつお願いしたいと。
◎委員長（竹浦 隆君） 住民生活課長、村中隆雄君。
◎住民生活課長（村中隆雄君） お答えいたします。１号車と２号車、１号車は２６人
乗りでございます。２号車は４２人乗りでございます。１号車につきましては昨年度２
８７回を運行してございます。２号車につきましては、これは４２人乗りでございます
が、２３７回運行してございます。
◎委員長（竹浦 隆君） 委員、吉川幸一君。
◎委員（吉川幸一君） この委託料１，０００万、１号車、２号車で約６００回を運行
されているようなお話しを聞きますけれども、今、新得町のバスに関してはですね、通
学バスがないもんですから、実際のバスの数または、町内、町民のかたがですね、どこ
か行くと言われてもバスの運行上の中にもう予定が入って、そのバスがなくて各種団体
があきらめているというのが現状でございます。私も前にですねバスを増やしたほうが
いいんじゃないかという言い方をさせていただいたことがございます。これは委託料な
んですけれども、こんだけ運行してて委託して１，０００万払うんでしたら、町のほう
でですね、１号２号専属にして町でバスを動かすようにしていたら、３６５日運行でき
るようになるかもしれない。これはまだ、７０日以上このバスが遊んでいる。この間こ
のぐらいの賃金で私は二人使えるんじゃないかなと思うんですけれども、そこらへんの
お考えは検討されたことがあるのかどうか、またお考えが何となくですねこのままズル

ズルとですね、バスの運行は３６５日運行したら、委託料がまだずっと高くなるわけで
すから、このままいかれるお考えなのか、そこらへん最後ですからご答弁よろしくお願
いしたいと思います。
◎委員長（竹浦 隆君） 住民生活課長、村中隆雄君。
◎住民生活課長（村中隆雄君） バスの運行委託につきましては、基本的には日曜日は
休みということでやっておりますけれども、実際的には３６５日ですね、そういったこ
とで受け付けがあれば動いているところでございます。確かに１年３６５日動いて、３
６５回動いてないということでやっぱり、季節的のそういった需要の変動がございまし
て、そういったことで万度に何日を動かすということでなくて１年間を通じてですね２
台、委託してございます。それと運行費のことでございますけれども、人件費とか、そ
ういったものを考慮いたしまして、かなり何て言いますか直営の運転手よりも安くでき
るということで以前検討した結果こういった委託になったわけでございまして。バスの
運行が委託にしたからといって町のですね、バスの運行に差し支えないということでご
理解願いたいと思います。
◎ 一般会計 歳出 第３款 民生費
◎委員長（竹浦 隆君） 次に進みます。６４ペ−ジ下段から７８ペ−ジ中段までの第
３款、民生費全般についてご発言ください。能登 裕君。
◎委員（能登 裕君） ７１ペ−ジの老人ホ−ム費の工事請負費ですけどもね、予算ど
おり改造するということで改造したんですか。これは確か二人部屋でしたよね、改造し
たのはね、するのはね。部屋は造ったんですけども、あと、かなり待機者がおられると
思うんですが、ある程度解消がされると思う、まあされないと思いますが、何人残って
待機者何人おられるのか、老人ホ−ムでですね。待機者何人おられるのか。
それとですね、７７ペ−ジ児童館運営費なんですが、その中で食糧費があるわけです
が、食糧費が悪いというわけでないんですが、だいたい減っているのにこの児童館運営
費の食糧費だけがこう以前から見るとこう増えてきている。これ、原因はなんなのかで
すね。
◎委員長（竹浦 隆君） 老人ホ−ム所長、佐藤敏行君。
◎老人ホ−ム所長（佐藤敏行君） お答えを申し上げます。１５節の工事請負費の居室
の改造の関係でございますが、従来の娯楽室を半分、居室として、二人用の居室として
改造したものでございます。それと現在の待機者は何名かということですが、現在、１
４名待機者がございます。
◎委員長（竹浦 隆君） 児童保育課長、長尾直昭君。
◎児童保育課長（長尾直昭君） 児童館につきましては、遊具類を若干の老朽化に伴い
ました消耗品の購入、それから更に今まで行ってなかった新たな領域といたしまして、
工作づくりですとか、屋外の運動会ですとか、そういう行事を新たに取り入れまして、
そういうことで若干需要費のほうで増えております。それから食糧費につきましては、
これは行事のときにですね、これは子どもさんにちょっとしたおやつ等購入いたしまし
た関係で増えております。
◎委員長（竹浦 隆君） 委員、能登 裕君。
◎委員（能登 裕君） 児童館費の食糧費なんですがね、食糧費が悪いというのではな
くて、例えば、幼稚園なんかはかなり少ないという。別に賄材料費のほうに含めている

からだと思うです。そういうものはですね、だから、児童館費もですね、それを賄材料
費に、入らないのかなと実は同じような幼稚園ではですね、５，０００円ぐらいしか使
わないわけですから、いろんな行事をやってもですね。だから、悪いというわけじゃな
いのですよ。項目がひとつ設けないでいっしょに入っているんじゃないのかなと思うん
ですが。
◎委員長（竹浦 隆君） 児童保育課長、長尾直昭君。
◎児童保育課長（長尾直昭君） ご指摘ございましたので、適正ということでそのへん
も検討してまいりたいと思います。
◎委員長（竹浦 隆君） 次に進みます。委員、吉川幸一君。
◎委員（吉川幸一君） ６５ペ−ジのですね、報償費の中で保健福祉センタ−建設検討
委員という項目で３０万ぐらい出ておりますけれども、これは私も聞いた話ですからあ
んまりはっきりしたことは言えないんですけれども、出席率の問題とですね、人数があ
まり、人数のわりには出席率が少ないんじゃないかという話もあるんですけれども、当
初のメンバ−とですね、途中で入れ替えになったメンバ−がいらっしゃるんじゃないか
なと思うんですが、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。
◎委員長（竹浦 隆君） 保健福祉課長、高橋昭吾君。
◎保健福祉課長（高橋昭吾君） 保健福祉センタ−建設検討委員会１５名でそれぞれ検
討をしてまいりました。平成８年度の実績につきましては、検討委員会が４回、視察が
２回、それから議員さんとの懇談会が１回ということでそれぞれ開催されてございます。
委員さんの変更につきましては、保健所の次長さんが替わられたのでその変更のみでご
ざいます。出席率の関係ですけれども、詳しい資料手もとにちょっと持ってきておりま
せんけれども、出席率は５割は過ぎておりますし、おおよそ出席の悪いといったらへん
ですけれども、仕事の都合でお医者さんが１回来たきりであとこれなかったという状況
があるくらいで、それぞれの都合がない限り出席いただいていると理解しております。
◎ 一般会計 歳出 第４款 衛生費・第５款 労働費
◎委員長（竹浦 隆君） 次に進みます。７８ペ−ジ中段から、８７ペ−ジ上段までの
第４款、衛生費及び第５款、労働費全般についてご発言願います。委員、能登 裕君。
◎委員（能登 裕君） ７９ペ−ジの委託料の中の検診業務なんですが、これはずっと
検診こうあるわけですが、確か骨粗しょう症の検診をやっているとは思うんです。やっ
てるはずなんです。やってるはずなんです。ここに決算上に表れてはきてないんですが、
これはどこで処理、決算上どこで処理されているのか。これはかなり高い確率で見つけ
られる検診なんですよね、かなり有効なものだと私は思うんですが、これ決算上でわか
らない。決算上でわからない。やっているんですが。
それとですね、８０ペ−ジのこれも委託料になるんですが、医療廃棄物処分。これは、
かなりいろいろ問題になっている部分ですが、これは、どのような処分をしているのか、
いろいろ危険であるということでね、いちおう廃棄処分をしているのか、医療機器のね。
これをちょっと説明お願いいたします。
◎委員長（竹浦 隆君） 保健福祉課長、高橋昭吾君。
◎保健福祉課長（高橋昭吾君） お答えいたします。骨粗しょう症の検診につきまして
は、国保事業の補助の対象になりますので、国保会計、決算書の１７５ペ−ジの国保会
計の委託料から骨粗しょう症は出させていただいております。いちおう補助対象ですの

で、そういった事業に該当させたということでございます。それから、医療廃棄処分で
ございますけれども、これは町が直接予防接種やっておる注射器等の処分ですけれども、
これは業者のほうに、専門業者のかたにそれぞれ廃棄処分、依頼してございます。
◎委員長（竹浦 隆君） 委員、能登 裕君。
◎委員（能登 裕君） これはですね、医療、業者に任せているという。だからどうい
うふうに処分しているのかということなんですが、例えば特別なところに持っていって
いるとか、焼却を特別に焼却しているとか、そういうことを実は聞いているわけでして。
それでですね、検診業務の骨粗しょう症のことなんですが、じゃあ去年は国保の対象
にならなかったのか、去年はこの決算書には、去年でなくて７年度にはこれが明示され
ていたわけですが、どういうかたち、会計が変わったということですか。
◎委員長（竹浦 隆君） 保健福祉課長、高橋昭吾君。
◎保健福祉課長（高橋昭吾君） 医療廃棄処分につきましてはですね、自分たちで焼却
できませんので、お医者さんがたがそれぞれ医療機器を処分してやってございますよう
に、廃棄処分の専門業者がございますので、そこで高熱処理をしてもらうというかたち
で依頼してございます。それから骨粗しょう症検診につきましては８年度から補助の該
当になりましたので、そちらのほうに移行いたしました。

◎委員長（竹浦

隆君）

◎委員長（竹浦 隆君）
加でございます。

１５分間休憩いたします。
（宣言 １１時０１分）
休憩をとき再開いたします。森議員が見えましたので全員参
（１１時０６分）

◎委員長（竹浦 隆君） さきほど理事者のほうから答弁もれがございました。助役、
鈴木政輝君。
◎助役（鈴木政輝君） 能登委員さんの答弁漏れがございます。山村振興連盟の負担金、
３０万６，０００円の根拠を申し上げます。普通会員割が４万円でございます。これは
さきほど申しましたとおり、道費の分が５，０００円と、全国分が３５，０００円。そ
れから事業費割がございまして、レディスファ−ムスク−ル事業の７年分の対象事業費
１億５，１００万の金額に対しまして、１，０００分の１．７を掛けたものが２５万８，
０００円、それから増資の分がこの事業費割で８，０００円ということで，３０万６，
０００円。普通会員割、事業費割の２本立てで算出をされておりますので、前年から比
較しまして、相当増額をされたということでございます。
◎ 一般会計 歳出 第６款 農林水産業費
◎委員長（竹浦 隆君） 次に進みます。８７ペ−ジ上段から１０３ペ−ジ中段までの
第６款、農林水産業費全般についてご発言願います。委員、能登 裕君。
◎委員（能登 裕君） ８９ペ−ジ、委託料の中の農道離着場管理運営費なんですが、
これは、いつも問題になっていて答弁しようないかもしれませんがね、町長は旭川にバ
ンバン飛ばすと。こういうことコメントされておりましたが、大きい声で言えませんが、

できるだけ経費を減らしてやろうという心積もりですが、それはそれで今年度からです
ね、市場別流通調査など、いわゆる農家にある程度還元されていた分がですね、予算化
されないと。少なく飛ぶのはいいんですが、最低限ラインはあると思うんですよ。なん
ぼ、今、僕はやめろと言っても、そのまま今の状態ではいろいろ、もろもろの問題があ
ってね、休んだり、やめれない状況というのがあるんですが。市場別流通調査のように
ですね、農家にある程度還元できるものがですね、なくなったと。そうすると作るほう
もですね、メリットが逆にないよと思ったらですね、もう作らないという人が出てくる
可能性があるわけですよね。課長あたりはですね、これで固まったんでないかと言う発
言をしておれましたけれども、まだやってみないと増えることなくてですね、減ってい
く可能性というのが高いと思うんですよ。あわなければ、農家だって余剰の過剰のです
ね、働き手のあるところでないと非常にやりづらい、これで生計を立てるとなればでき
ない事業ですから、そういう問題抱えてますから、これは減ってきた場合にですね、確
かに減る可能性は大です。減ってきた場合にですね、１０回どころか１０回も飛ばせな
いと。荷物がないと、逆に最低限ラインを飛ばしたいんだけれど、それを維持できない
可能性ってあるわけですから、そうなってきた場合にどう対処するおつもりなのか。そ
れがまず１点ですね。
それと９０ペ−ジのこれも負担金なんですが、一番下の農業費の一番下の農業元気づ
くり事業、１５０万、これの事業内容ですねお知らせ願います。
◎委員長（竹浦 隆君） 農林課長、斉藤正明君。
◎農林課長（斉藤正明君） お答えします。農道空港の関係で最低何回ですか、飛ばせ
ればいいという発言でございますが、お話でございますけど。道といろいろと協議しま
して、本州のほうが５０回ぐらい飛んでおりますので、そこらへんのバランスから２０
回から３０回、本来の農産物空輸をしてほしいという指導がございました。それから、
作る方のメリット、道の市場調査費がなくなったわけでございますから、作るメリット
がないんで、今後どうするかということでございますけれども、インゲン、エンドウに
つきましては、反収当たりの所得が非常に高いんでございまして、フライト三品という
ことでなくて、全町的な特用の振興として検討していきたいと思いますんで、引き続き
振興を図っていきたいと思っております。
それから、元気づくり事業の内容でございますけれども、これは小花き生産組合補助
でございまして、８年度ハスカップ用のプレハブ冷蔵庫、これを３２５万６，０００円
ほどで取得しまして、それの２分の１、道費補助でございます。それを補助してござい
ます。
◎委員長（竹浦 隆君） 委員、能登 裕君。
◎委員（能登 裕君） 農道空港なんですがね、インゲン作るのはいいんですよ。基幹
産業として作るのは僕は何も問題ないし、有益だと思うんですが、それで、なお、イコ
−ル農道空港利用というのはですね、考えづらいもんなんで。実は２０回から３０回飛
ばすと、現実には１０回ぐらいしか飛んでないわけですよね。現実は。現実は。それを
下回る可能性だって出てくるんじゃないですか、と言っているわけで。２０回３０回飛
ばす、飛ばせばいいとか悪いとか私はわかりませんがね。１０回以下の可能性、あるん
じゃないのかなと。もう５回とか６回とか。そうなった場合にですね、これは町だけの
問題でないですから、道なり国なりに、どう説明して、何か違う形で補助を求めていた
だけなければだめなのか、援助してもらわなければだめなのか。いままではさっき言っ

たように、市場事業調査費があったからやる人もいたわけです。これなくなるわけです
よね。なくなるわけですから。別にフライトするメリットは作る側としてはですよ、な
いわけですから。何か、道に働きかけるものとかですね、国に働きかけるというものを
持っているのかどうか。
◎委員長（竹浦 隆君） 農林課長、斉藤正明君。
◎農林課長（斉藤正明君） 農道空港はあくまでも事業の目的がさきほども申し上げま
したように、農産物の空輸でございますけども、うちらのほうとしても、５回６回とい
うことになりますと行政的な指導がございますので、今年三地区、余市、北見、美唄が
できます。いままで、うちの一町村で飛行機をチャ−タ−しましたけれども、その三地
区の相互乗り入れだとか、あと共同運航でコストが安くなって、８年度１０回でござい
ますけれど、そういうことで回数が増えるのではないかと思っておりますし、それから、
今年、旭川ですけど、いざとなれば丘珠、これはしいたけのほうにつきましては、丘珠
が一番相場がいいということでございますので、インゲン、エダマメでなく、しいたけ
の部門もですね、そういうフライト産品で利用していきたいと考えております。
◎委員長（竹浦 隆君） 委員、菊地康雄君。
◎委員（菊地康雄君） ９０ペ−ジの補助金負担金で、今の能登委員の質問にも関連す
るんですけれども、このフライト農業の試作試験ということで、毎年こう、計上されて
試作の試験を行っているわけです。この間のいただいた資料の中で、各農道空港で飛行
機に積む作物を見てみてもですね、これと言って特徴ある、その地域の特産品というの
が少ないように感じるわけですね。今もお話ありましたように、しいたけだ、インゲン
だエダマメだということで、何かどこに動かしてもあまり、この新鮮さということでは
ね、確かに空輸したということであるのかもしれませんけれども、どちらにしても何回
も言うようですけれども、有視界飛行では昼間天気のいいときしか飛ばないと。トラッ
クに積んでいけば保冷車でもって夜中にフェリ−でいけばむしろ、飛行機より早く着く
ものもある。なんていう現状もあるわけでして、この農業の試作試験でもってどのよう
な成果がここ数年のうちに出てきているのかということが、１点ですね。
それから、最近サホロ湖それから東大雪湖で釣りというひとつの大きなブ−ムがこの
町でもあって、いろんな所から人も入って来ているし、それから、町外の釣り好きの人
もいろいろその川をよく歩いているんですけれども、そこで気になる話はですね、ずい
ぶん川が汚れているということなんですね。それで、９２ペ−ジの家畜の糞尿処理施設、
４００万ということで計上されているんですけれども、川が汚れている原因には、一つ
は何でも川に流すということが一つと、そのほかに、家畜の糞尿があふれて、川に染み
込んでいると。これは最近、特に顕著に見られて、石の色も変わっているから行けばす
ぐ判るぞという話なんですね。それで、この今回の決算の４００万ということですけれ
ども、現在の酪農家のうちですね、処理をしている、全体の中で処理をしているのはど
のくらいで、未処理のところがどれくらい。その未処理のところの状況というのをどの
程度把握しているのかお聞きしたいと思います。
それから、もう１点、１０３ペ−ジわかさぎのふ化場建設というとこで、工事進んで
いることだと思うんですけれども、これもですね、今まで何回かお聞きしたんですけれ
ども、もう一度念をおしておきたいわけですが、同じ大型の魚を放しておく中で、わか
さぎはえさにならないかどうか、釣りをやっている人からもたびたび聞かれるんですね。
なぜ同じところでそれが可能なんだと。もういちどお聞かせ願いたいと思います。

◎委員長（竹浦 隆君） 農林課長、斉藤正明君。
◎農林課長（斉藤正明君） 最初の第１問のフライト産品の研究成果ということでござ
いますけれども、当初はビニ−ルハウスを作りまして、メロンだとかイチゴをやってお
りました。それは重たいということで、その次はエダマメ・インゲンになったわけで、
それからエンドウになったわけでございますけれども、確かに顕著な成果というものが、
はっきり言って胸はって答えれるものはありませんけれど、今まで十勝では、大型経営
でトラクタ−だけで畑作産品を作るということの畑作経営でございましたけど、これは
インゲン・エンドウを作ることによって、手作りですね、手仕事で所得を上げれるんだ
なという、特に高齢者だとか、そういうような成果があったかなと私は思っております。
それから２番目の家畜糞尿でございますけど、処理をしているところと、未処理のと
ころという話でございますけど、ちょっと今、手もとには詳しい資料がございませんの
でのちほどご報告いたしたいと思います。
◎委員長（竹浦 隆君） 商工観光課長、清水輝男君。
◎商工観光課長（清水輝男君） お答えいたします。サホロ湖のわかさぎの関係でござ
いますけど、ひとつ大型魚のえさにならないかということでございますけども、これは
いろいろ試験段階で調べてみますとやはり、食べられている例もございます。ただわか
さぎにつきましては、５，０００万粒程度ふ化するわけでございますけれども、全部が
やはり、ふ化するということではなく、やはり途中の育成する中においては、途中の経
過として、やはり大型魚のえさになるということも当然想定されますし、現実にあると。
そういう中で当初やまべですとか、にじますの放流等もやるわけですけど、これは夏期
間の遊漁で楽しんでいただこうと。それからわかさぎについては、冬期間の遊漁でじゅ
うぶん楽しんでいただくために私ども施設を作ってやっているわけでございますけど、
その中でご指摘ありました、えさになるということは私どもじゅうぶん認識の上である
程度放流させていただいていると。総体的では５，０００万粒の一割も完全ふ化として
かえればじゅうぶんだという試験場の方のデ−タもいただいておりますんで、途中の経
過としてえさになっていることも事実でございますけど、心配はされないという考えか
たで進めております。
◎委員長（竹浦 隆君） 委員、松尾為男君。
◎委員（松尾為男君） ９０ペ−ジのですね、１９節の負担金同じですが、しかの防除
柵爆音機設置事業、とにかく金額はそれほどでないんですが、この機能とですね効果に
ついて。しかはかなり防止などは学習しましてね、すぐ慣れてしまうということもある
んでしょうけれども、それも含めて効果とそれから今後の対策についてですね、お尋ね
いたします。
◎委員長（竹浦 隆君） 農林課長、斉藤正明君。
◎農林課長（斉藤正明君） しかの防除柵爆音機設置事業ということで、９万円ほど補
助しているわけでございますけど、全体事業費のうち４分の１が町で４分の１は農協、
それで受益者が半分ということでございます。申しまして最初のうちはですね、しかも
確かに入ってこないわけなんでございますけども、学習をいたしますと覚えましてくぐ
ったりなんかするということが確かにございます。またほかの畑地が食害にあうという
こともございます。そういうことで、考えてみますと一番適正地域に適正頭数というこ
とで、駆除するのが一番でないかということで、６月の議会でも町長が答弁したとおり
でございます。ただ、暫定的にですね、２、３年の視野には防止できるようには思って

おります。
◎ 一般会計 歳出 第７款 商工費
◎委員長（竹浦 隆君） 次に進みます。１０３ペ−ジ中段から１１１ペ−ジ下段まで
の第７款、商工費全般についてご発言ください。
◎委員長（竹浦 隆君） 委員、能登 裕君。
◎委員（能登 裕君） １０４ペ−ジ、委託料の中の産業振興会館なんですが、これ、
最後でですね、あとはテナント方式にしてやっていくと、実際にやっていると。これは
いいことなんですが。私はどうということではないですが。そこは実は観光案内所も、
兼ねているわけですよね。観光案内所でもあったわけです。新得はいちおう、いちおう
でなく、りっぱな観光の町でありますから、これをなくすることによってですね、不足
するもの、それは観光案内所だと思うんです。観光案内所、例えばですね、新得に見え
られた旅行者がですね、非常に不便をしているんじゃないのかなと、何かこれそういう
ことでですね、それに替わるもの産業会館がなくなった以上、それに替わるものをどこ
かに設置する必要があるんじゃないかと。これ、どこがいいのか検討課題かもしれませ
んが、やはり駅周辺に限られると思うんですが、エリヤとしてはですね。これまず設置、
大がかりなものをしろとは言いませんが。、その点インフォメ−ション的なものをです
ね、やる気があるのか。私はやればいいと思うんですが。これが第１点ですね。
第２点はですね、１０５ペ−ジ、これは負担金補助金の欄があるんですが、秋祭り活
性化事業、前回の決算でですね、確かほかの委員さんからですね、これでは神社にやっ
ているんじゃないかというような確か発言、思われるというような発言があってね、暴
力追放対策費として、計上したらどうかと、こういう意見があったんですが、これはそ
のときの答弁はですね、確か検討してみるというような答弁でしたけれども、検討して
こうなったのかどうか、なにもなしにこのまま書いてしまったのかね。
それとね、そば焼ちゅうの町民還元、８年度は率ですね、どのぐらいだったのか。以
上３点お願いいたします。
◎委員長（竹浦 隆君） 商工観光課長、清水輝男君。
◎商工観光課長（清水輝男君） お答えいたします。確かに産業会館の廃止に伴って観
光案内所がなくなったということで若干のご不便もきたしたかなと思いますけど、実は
廃止の段階で駅のほうに委託してですね、お願いできないかとか、それから商工会の窓
口でどうかということでいろいろ議論させていただきました。その中で駅側のほうもで
すね、特別委託を受けなくても、やはり窓口業務として、こうやってお客さんについて
は、ある程度対応さえていただくと。それから、商工会のほうに直接あそこにつながっ
てございますんで、入られているかたは、来られて案内というかたちでおられるかたも
おられると。局長のほうからも聞いてございまして、局長のほうでですね、そこに来ら
れたお客さんについては、じゅうぶん対応していってると。どこに置けばいいかどうす
るかということじゃなくですね、やはり駅前周辺の商店街のかたもひとつきちんと対応
していただくというかたちでですね、以前も新たに設置したわけでございますけども、
利用率も極端に少なかったということでございますんで、従来の産業会館でたまたま入
っているかたにもお願いしてございます。当然既得権でございますんで来られたときに
けっこう照会等がありますけど、きちんとお答えしていただいたということでございま
すんで。来られたかたについては、そんなに今のところご不便というかたちはないのか

なと考えてございます。確かにあればよろしいかなと思いますけど、そのなかで、物産
の館ですとか、そういうかたちで夏場観光客で来られたときの対応できるようなかたち
もとってございますんで、当面そういうかたちで進めていきたいなというふうに考えて
ございます。
それから、もうひとつございました秋祭りの関係でですね、これは８年度の決算で、
実は８年度の予算のときにそういう話が出まして、９年度の予算書からについては秋祭
り暴力追放というようなかたちで、名称を若干変えさせていただいております。
焼ちゅうの還元率でございますけども、平成８年度のときは２回ほど実施させていた
だきました。これは８月９月にかけてと、それから年末の１２月１月にかけてでござい
ますけど、８月の段階は若干停滞をいたしまして、４５．７％と、それから１２月につ
きましては６２．３％と、それからちなみに、今年度も先月までかけまして実施したと
ころでございますけど、約６２％の還元率となってございます。以上です。
◎委員長（竹浦 隆君） 委員、能登 裕君。
◎委員（能登 裕君） 案内所の問題ですがね、商工会なり駅に頼む、出るのは頼んで
いると。それであればですね商工会のこう入り口の所に案内所というものを，明示はで
きないのかと。何もない、今、商工会と書いてあるだけですからね。実際、町から派遣
してましてね、町費もある程度、４００万程度それは人件費として出していると。そう
いうことを考えますとね、少し力を入れてもいいんじゃないかと、それりゃ僕、経費を
かけれと言ってないんです。力を入れてもいいんじゃないのかなと。あそこに案内所と
あるのかないのかと、おそらく商工会に行ったら教えてくれるだろうと思って入いる旅
行者もいるだろうけれども、案内所と書いているか書いてないかではやっぱり利用の度
合いというのがぜんぜん違うと思うんですがね。そのへんの経費をかけないでそういう
努力をしてみるという姿勢というのが必要でないのかなと。ただやっているやっている
というんじゃなくてですね、現実に案内所と一言も書いてないわけですから。これどう
なんですか。
◎委員長（竹浦 隆君） 商工観光課長、清水輝男君。
◎商工観光課長（清水輝男君） 今、ご指摘ありました件につきましてはですね、春か
ら町のほうから事務局長というかたちで派遣してございますんで、そのへんの状況もじ
ゅうぶん把握していただきたいということでお願いしてございますんで。そのへんの状
況等によって検討していきたいと考えてございますのでご理解賜りたいと思います。
◎委員長（竹浦 隆君） 委員、菊地康雄君。
◎◎委員（菊地康雄君） １０７ペ−ジ、委託料の中で簡易宿泊所管理、それから１８
節ライダ−の館用の備品購入費ということなんですけれども、これそれぞれにどの程度
の利用者があるのか、ということが１点ですね。
新得の場合、本当に簡易宿泊所ということで、まあ利用している人の話を聞いてもた
いへんありがたいということなんですけれども、屈足のようなある程度、こう固定化し
た収容施設というのか、利用できる施設というような展望が開けないものか、２点につ
いてお聞かせ願いたいと思います。
◎委員長（竹浦 隆君） 商工観光課長、清水輝男君。
◎商工観光課長（清水輝男君） ライダ−の館の関係でございますけど、これは実は屈
足の振興協議会のほうにお願いして管理をして、その中で宿泊状況等もつかんでいるわ
けでございますけども、例年、利用者というのは若干増えてきているのかなというよう

に思っております。私どものほうで押さえている数字的には６０名以上のかたが利用さ
れていると。私どものつかんだ数字的なのは６１名程度ですけども、記載されないかた
ですとか、そういうかたもおられますんでその程度利用されているのかと思っておりま
す。
それから、１８節の備品の関係でしたでしょうか、これは、私どものほうでたいへん
利用者の落書帳というのを掛けさせていただきまして、その中の要望としては洗濯機が
あればたいへん便利だと。そしてそういう要望等もございましたんで、８年度につきま
しては洗濯機の設置をさせていただいたところでございます。
実は新得のほうの関係につきましては、たいへんテントというかたちで実施している
わけでございますけども、昨年はあそこにも放火ですとか、いろんなかたちが若干ござ
いました。それでそういう中でも、付近のかたにちょうど注目していただきたいと、い
うようなかたちでお願いしながら、正式な管理人も置かない状況の中で利用していただ
いているわけでございますけども、これは年間、あそこで利用されるかたというのは２
００名近くのかたがおられるわけでございます。ただ、あそこの中の施設を新たにまた
きちんとしたものを作るとなってこいばですね、あそこの総体的な広場の利用等もござ
いますんで、当面今のテント方式ですとか、そんなかたちで検討していくほうがいいん
でないかなと思っております。総体的には駅前の北広場の利用等について今いろいろご
意見等もいただいてございますし、それから、北広場の検討委員会というものがござい
まして、今、菊地委員さんのほうから言われたことについてまた、そちらのほうでもご
相談をさせていただいて検討していきたいというふうに考えてございます。
◎委員長（竹浦 隆君） 委員、宗像 一君。
◎委員（宗像 一君） １０３ペ−ジの商工費の第７節の賃金なんですけれども、トイ
レの関係なんですけども、非常にトイレの賃金に支払われた金額が年々安くなってって
いるような感じを受けているわけなんですが、平成６年度なんかは、平成７年度ですか、
３７万ぐらい予算を組んでいたのが、段々と少なくなっていって、そして駐車場も清掃
作業員が１５万なにがし、こう払われているわけなんですけども、何か所ぐらいになっ
たのか。それから駐車場バスの待合所というのが、今年から新たに設けられているんで
すね。この関係をちょっと説明していただきたいと思います。そしてまた、今後そうい
ったところのトイレの水洗化関係は考えておられるのかどうかということでちょっとお
願いしたいと思います。
それから１０８ペ−ジの補助金の中の新得町観光協会に補助しているわけなんですけ
ども、それが昨年度から見ると１２０万なにがし、こう安くなっているんですけれども、
その理由として何が、観光である程度伸ばすべきでなかったかなと思うんですけど、年
々少なくなったその理由なんなのかなと、ちょっとお伺いしたいと思います。
◎委員長（竹浦 隆君） 商工観光課長、清水輝男君。
◎商工観光課長（清水輝男君） お答えいたします。駐車場のトイレの清掃作業員の関
係でございますけど、従来は一つには屈足では２か所あったわけでございますけど、１
か所につきましては、屈足総合会館の清掃のかたがたと、１日の中で時間の配分をして
いただいてやっていただいているというようなことでございます。その中で若干減って
きたのは、１か所のほうにつきましては、ひとつには、地域のかたがたがですね、あと
で清掃ですとかそのへんもしていただきますということで、あそこの駐車場とも、中の
整備も図らせていただいてございますんで、若干そんな関係で賃金とも減ってきている

のも事実でございます。今、駐車場のバス待合所ですとか、それから、この清掃のほう
については、主に屈足の買物駐車場ということで、陶芸センタ−のほうが中心になろう
かなというふうに考えてございます。
それから水洗化の関係でございますけど、実はたいへんトイレ等の整備が遅れている
んでそのへん検討していただきたいということで、以前も屈足の一部地域のかたからも
そういう要望ございまして、私どもそのかたともいろいろ今、現在協議しているところ
でございますけども。ただ水洗化にしますと、若干、冬の管理でなかなかたいへんでな
かろうかと。その場合冬になってですね、管理しきれなくなって閉鎖、やもなしとなっ
たときに住民のかたとの今度は同意がとれるかと、いうことで協議してございまして、
そのへんも地域住民の皆さんにじゅうぶんご理解していただいた段階で、少しづつ全面
改修をしてみたいと、そんなことで今考えてございます。
ですから、造るのは何ですけども、やはり一番問題は冬期間の問題、管理の問題ござ
いますんで、そのへんをひとつじゅうぶん検討していきたいというふうに考えてござい
ます。
それから、観光協会の補助金の関係でございますけど、これはかなり大きな額になっ
てございます。ただその中で大きなウェ−トを占めてくのが、狩勝峠のトイレの維持管
理費がたいへん多いと。ということでございましてそのへんの電気の光熱費の、一つに
は節約ですとか、それから昨年と若干お金がかかっているのは、あそこのポンプの修理
代が昨年１２０万程度かけた経過がございます。そういう分が今年度予算計上されてご
ざいませんでそのへんが入ってきているのかなというふうに考えております。
◎委員長（竹浦 隆君） 委員、宗像 一君。
◎委員（宗像 一君） トイレのほうの関係はこれは屈足方面ということでお聞きした
んですが、新得方面のトイレ関係はどうしておられるんですか。それから、ちょっとこ
の下の狩勝高原の関連もしてくるんですけれども、サホロ湖まつりの件でまた、触れる
ということはたいへん申し訳ないんですけれども、昨年度まで行われたサホロ湖まつり
は狩勝高原まつりを移行して土現と共催で行われたということのかたちの説明はよく聞
きました。それでそういったかたちの中でカヌ−関係が２年ほど続けられたのは、今年
からなくなったわけですね。それに関してのあれはまあ、土現のほうから今年は中止だ
よというかたちで聞いたということもよくその点は課長からもお聞きしたわけなんです
けれども、あそこにりっぱなフィッシングデッキもできているもんですから、カヌ−関
係はあそこに舟、湖というと舟というふうに私ども解釈するんですけれども、それが、
これからですね、そういったかたちのあそこをカヌ−関係を使う、使われる気が来年度
の計画からあるのかどうか、そういったようなことをひとつお尋ねしたいと思います。
その２点でお願いいたします。
◎委員長（竹浦 隆君） 商工観光課長、清水輝男君。
◎商工観光課長（清水輝男君） ほかのトイレの関係ということでございますけど、国
道ぶちで私ども管理させていただいております、国道ぶちのトイレをそれから狩勝峠の
トイレ。これは毎日管理人設置してございますんで、そういうとこについてはですね、
ある程度オ−プンにしてじゅうぶんな管理もできるかと思いますけど、やはり冬期間に
なりますとその中で水を使うということになってこいば、それなりの態勢、管理態勢が
なければできないだろうと。観光施設についてはほとんど冬期間占めてございますんで、
そういうとこについては全部秋の段階で整備して閉鎖していると。管理人がおってじゅ

うぶんできるところについては対応しているという状況でございます。
それからサホロ湖、それから狩勝高原のまつりの関係でございますけど、これ確かに
３年前にイベントについてはひとつにさせていただきました。その段階で正式に私ども
あそこのダムの所有者であります道と、それから私どもと双方がひとつ実行委員会組織
の中でいろいろ進めてるわけでございます。その中でカヌ−については２年ほどそうい
うかたちでご無理をいただいたところでございますけども、今年度はいろいろ実行委員
会の中での関係もございまして、中止をしたような状況でございますけど、今後につい
てはやはりそういう実行委員会の中でじゅうぶんまた協議をしていかなければならんと。
中に、実行委員会の中としてイベントとして、ひとつひとつとしてじゅうぶん検討もし
なければならん事項もございますんで、その中で検討をしていきたいと。総体的にはサ
ホロ湖については、上のほうでカヌ−の練習池等も設置してございますし、それからカ
ヌ−の皆さんからのいろいろ要望あった事項についても、事業者側としてもいろいろそ
のへん対応すべきかたちで進めてございますんで、あそこについては自由にしょうとい
うかたちの中で当然総体的にカヌ−の使用もしていくと考えてございますんで、ひとつ
そういうことでご理解していただきたいと思います。
◎委員長（竹浦 隆君） 委員、宗像 一君。
◎委員（宗像 一君） もうひとつ、もう１件、さきほどの質問の中で駐車場バス待合
所の関係の質問をしたような気がするんですけれども、トイレの関係。その関係のバス
待合所の賃金支払い１万４，２９５円ですか、この関係の説明がぬけているんですが、
ちょっとお願いいたします。
もう１点、カヌ−関係ではそういったことでいろいろ検討しておられるということな
もんですからわかるんですが、何か明年から行われる維持管理にですね、何か本町とし
てはあまり乗り気でないような状態だったという話を聞いたんですけども、その点と。
２点お願いします。
◎委員長（竹浦 隆君） 商工観光課長、清水輝男君。
◎商工観光課長（清水輝男君） 駐車場バス待合所の関係につきましては、これは従来、
屈足、ご承知のとおり幸町になるんでしょうか。元の郵便局の前ですとか、そちらのほ
うもお願いしたわけでございますけども、そちらのほうについては、あそこの待合所の
設置に伴いまして、地域からの要望ございまして管理等についてじゅうぶん私どもでき
る範囲、除雪も含めてやっていただけるとようなかたちの中で設置した関係ございまし
て、現在はこちらの予算計上している分につきましては陶芸センタ−のほうというかた
ちでひとつご理解していただきたいなと思っております。
それから、サホロ湖の維持管理の関係でございますけど、これはダム促進事業でその
中におきまして、当然施設が出来上がったあとは管理をしていかなければいかんと。そ
の中で相互いろいろ道、それから町、それから民間を含めた中でどういう管理方法をし
ていくかということで、協議もいろいろ進めさせていただいてございます。その中でい
ろいろ事業も資料に伴いまして町のほうとしては今、土木現業所とどういうかたちの中
でひとつ管理をしていくかということで、今、協議中でございます。当然これ当初から
の約束ごともございますんで、町も応分の負担をしながら管理しなければいかんという
ことで、じゅうぶん認識しているわけでございすけれど、やはり今後ずっと継続してい
く管理事業でございますんで、当然力のある道のほうにできる限りのかたちでひとつお
願いをしたいというようなことを要望しているのは事実でございます。ただ町もそれを

しないとかいうかたちでなくですね、道のほうに応分の負担できる範囲はお願いしたい
というかたちでやってございますんで、町が荷物だからどうだとか、しないとかという
かたちはございませんので町の方ほうもそのへんについてじゅうぶんわきまえてござい
ますんでひとつご了承いただきたいと思います。

◎委員長（竹浦
◎委員長（竹浦

隆君）
隆君）

暫時休憩をとります。
（宣言

１１時５９分）

（宣言

１２時００分）

休憩をとき再開いたします。

◎委員長（竹浦 隆君） 次に進みます。１１１ペ−ジ下段から１２１ペ−ジ中段まで
。たいへん失礼いたしました。１時から再開したい思います。なお、午後の部は千葉副
委員長さんに交替していただきたいと思っておりますがよろしくお願いいたします。
（宣言 １２時０２分）
◎副委員長（千葉正博君） 休憩をとき再開いたします。
（宣言 １３時００分）

◎ 一般会計 歳出 第８款 土木費
◎副委員長（千葉正博君） 午後よりの早退届出委員は金沢静雄君を除く１６名で審査
を行います。１１１ペ−ジ下段から１２１ペ−ジ中段までの第８款、土木費全般につい
てご発言ください。委員、菊地康雄君。
◎委員（菊地康雄君） １１４ペ−ジ、工事請負費、街灯の新設ということで４８０万
の予算で新設が行われているわけですけれども、どのような地区で該当するのかちょっ
とお聞かせねがいたいと思います。
◎副委員長（千葉正博君） 建設課長、常松敏昭君。
◎建設課長（常松敏昭君） お答えいたします。街灯の内容でございますけども、ティ
パ−ポ−ル、通常の各街灯についております約５ 程度の街灯でございますけれども、
これが４灯、それからあとの２６灯は電柱共架でございまして、新得１７基それから屈
足７基それから郊外に２基設置してございます。電柱共架です。電柱に付けてございま
す。
◎副委員長（千葉正博君） 委員、菊地康雄君。
◎委員（菊地康雄君） ティパ−ポ−ルという、こうなったことですよね、はいわかり
ました。それでですね、この今回の街灯の新設では一般的な街灯ということで、一番安
上がりに建設されているのかなと思うわけですけども。町全体を見てですね、例えば橋
が新しく建設されただとか、特定の場合に限るとは思うんですけれども、そこの場所、
場所で使っている街灯がみんなデザインが違うんですね。それでこの今言われてるティ
パ−ポ−ルですとか、電柱に付ける物というのが形がそれぞれだいたい同じような形を
しているんで、統一がされるんではないかと思うんですけど。例えば全町公園化等こう
考えていくときに、そのバラバラなデザインの街灯がいかがなものかなと思うこともあ

るわけですね。特に今回その特注というんでしょうか、特殊な形の特別なデザインの街
灯というものがどこに決算されているのか。例えば次のペ−ジに工事請負費の中にも、
道路の改良ですとかありますよね。こういう中に一括して入っているものなのかどうな
のか、それもお聞きしたいことの一つではあるんですけれども、特に特注の街灯という
ことになるといろいろ話に聞きますと何倍も値段がするようですよね。そうなりますと
ですね、例えば一般的なものでしたら、町内の業者がそれを請け負ってできる場合がほ
とんどだと思うんですけれども、特殊なデザインなものとなるとなかなかそれも難しい
ような話も聞くわけですね。このデザインを考えるときにどのような考えのもとに、街
灯を新設されているのかお聞きしたいと思います。
◎副委員長（千葉正博君） 建設課長、常松敏昭君。
◎建設課長（常松敏昭君） お答えいたします。特殊な街灯につきましてはそれぞれ今、
申し上げられましたとおり、例えば橋の取り付けだとか、その特殊なところに特殊な照
明をもってやってございますけれども、町全体としましては、さきほど申しましたティ
パ−型を利用してございます。ただ全町公園化に向けましてデザイン等統一化というこ
とはこれは内部的には考えておりますけれども、例えば街灯であるとか、あと看板であ
るとか、それから道路の標示板であるとか、そのへんのやっぱり町のカラ−だとかイメ
−ジカラ−ですね、そのへんまでこう内部的には今、検討をしているところでございま
すんで、全体としてはそういうかたちで進めていきたいと考えてございます。ただデザ
イン等の町内業者の施工ということでございますけども、これにつきましては、デザイ
ンは各メ−カ−、それからそういうところでその、デザインの私見を持ってございます
んで、そこへ事前に私ども発注しておけばそれを地元の町内業者に施工することは可能
だと考えております。
◎副委員長（千葉正博君） 委員、菊地康雄君。
◎委員（菊地康雄君） デザインをするときにですね、この例えば考え方のひとつとし
て本通りはこの形にするけれどもほかの場所は違うとか、ある一定のその考え方をデザ
インに関する考え方が一定していればですね、その発注の仕方にも納得がいくわけです
けれども、そこの場所、場所によって違うデザインポ−ルを使われることが多いわけで
すね。ということはですね、だれがそのデザインポ−ルをそのデザインをしているのか
ということが問題になると思うんです。町がデザインをしてそれを業者に発注するとい
うんなら話はわかるんです。ただその場所によってデザインポ−ルで全町公園化等を考
えるときにバラバラなデザインということで気にはなっていたんですけれども、ところ
どころにですね、町の考え方ではなくて一から十まで業者任せのそのデザインポ−ルで
あるとすれば、あえて高いものを買わされているのではないのかなという気がしないわ
けではないんですけれども、そのへん実態がどうなっているのか、あるいは今後どのよ
うにしていくのか、あるいは全町公園化との絡みはどうなるのか、いっしょにお聞きし
たいと思います。
◎副委員長（千葉正博君） 建設課長、常松敏昭君。
◎建設課長（常松敏昭君） お答えいたします。デザインの考え方といたしましては基
本的な形はそれぞれメ−カ−でもってございますけれども、それに桜を配置するとか、
そういう面では町の考え方を入れてデザインをしてもらっているというのが実態でござ
います。また今後の考え方としましては、やはりある程度統一性をもったもんでやって
いきたいなと考えておりますんでご理解賜りとうございます。

◎副委員長（千葉正博君） 委員、能登 裕君。
◎委員（能登 裕君） １１５ペ−ジのですね、道路新設改良費の中の委託料、北新内
線地質調査及び実施設計なんですがね、これは確か２５ だと思うんです。去年１００
をやりまして、ダム堤から先のところだと思うんですが、ダム堤から先というのは町
長が答弁してましたようにですね、これからどうするか検討すると。決まってはないん
だと、いうような答弁でして、この決算書から見ますとこの実施設計がここに入ってい
ると、決まってもないものをなぜ実施設計する必要があったのかと。これどうなんです
か。
◎副委員長（千葉正博君） 建設課長、常松敏昭君。
◎建設課長（常松敏昭君） お答えいたします。北新内線の関係で実施設計ということ
でございますけども、これは道と協議しまして実施設計という字句を使いましたのは、
補助対象とするためでございまして、内容的には概略設計でございます。それによりま
して今後その道をどのような線形でもっていくとか、その全く前段の作業でございます。
◎副委員長（千葉正博君） 委員、能登 裕君。
◎委員（能登 裕君） これは私のようなわからない人が見ますとね、どうしても実施
設計としか見えないわけですから概略設計とこう書けない、書けない。書けないものな
んですか、これどうしてもこれ実施設計というとね理解してしまう。これ、これではで
すね、決まってもいないことを実施設計、お金をかけて実施設計する必要はなにもない
はずなんですが。
◎副委員長（千葉正博君） 建設課長、常松敏昭君。
◎建設課長（常松敏昭君） この設計に関しては道とそれぞれ補助対象するしないの協
議がございまして、その中でメニュ−の中に概略設計とか、そういう設計の項目がござ
いませんので実施設計という字句を使わせていただいたということでございます。
◎ 一般会計 歳出 第９款 消防費
◎副委員長（千葉正博君） 次に進みます。１２１ペ−ジ中段から１２２ペ−ジ中段ま
での第９款、消防費全般についてご発言ください。
（「なし」と呼ぶ者あり）
◎ 一般会計 歳出 第１０款 教育費（教育総務費〜幼稚園費）
◎副委員長（千葉正博君） 次に進みます。第１０款、教育費に入ります。ペ−ジ数が
多いので二つに区切って審査いたします。先に１２２ペ−ジ中段から１３５ペ−ジまで
の第４項、幼稚園費までについてご発言ください。
◎副委員長（千葉正博君） 委員、能登 裕君。
◎委員（能登 裕君） １２６ペ−ジ事務局費の中のですね、高校通学費の問題であり
ます。高校通学費、実はあの新得高校生の父母負担軽減ということで助成をしたわけで
すが、これはですね、より今までも負担していたわけですが、バスの人は４，５００円
だったと思うんですが。それよりもより条件減をして全額いちおう全額ということでう
たってます。しかしですね、現実はどうか。佐幌で申しますと２４区、あと２３区の半
分、これはですね、父母負担軽減策をする前は４，５００円でよかったわけです。しか
しですね、この軽減策を全額町負担、交通料をしてからですね適用されなくなった。と
いうのは５ 、５ までという規定ができたわけですよね。私はですね、より有利にし
ようと、父母軽減はより少なくしようと思ってですね、やった策がですね以前の策より
も悪くなっている。出ないわけです。その人たち。予備軍がいっぱいいる、高校に行く
予備軍が。こういう政策をする以上ですね前の施策よりも悪くなってはぜったいいけな
い。これは改善がきっと不都合で、改善するならまた話は別、より充実させようと，思
ってですね、やった策がですね、悪くなるところが出てくる。こういう政策がありえる

のか、こういうのがひとつね。
それとですね、１３０ペ−ジの中に扶助費の中に修学旅行援助というのが新しくある
んですが、これはですね、一定の基準の中で扶助をしたのか、それとも突発的に今回だ
けをですね、何かの都合で６万７，５００円、まあ少額ですけども、どういう形で補助、
扶助したのか、お聞きしたいと思います。
それとですね、１３２ペ−ジですね、１８節の備品購入費の中に、中のことなんです
が、これは去年、委員会で各学校回るわけですが、びっくりしたですね、予算に組んで
いたのにですね、新得中学校の作業台ぜんぜんそろってなかったわけですね、実際これ
そろったのはですね、２月の２０日に備品購入契約を、なってますが、なぜこんなに遅
くなるのか、予算を組んでなくてですね遅くなるのならわかる、これは当初からですね
予算を組んでいたもの、予算を組んでいたもの。そういうあの、同じお金の使い方でも
ですね、始めに買って納めて、子どもたちに使わす、使ってもらうのと、卒業のころに
ですね、備品がそろう、これほど効率の悪いお金の使い方はないわけでして、これだけ
ではないわけです。ほかにまだ２月なってから購入したものが２件ほどあるんですが、
特にこの作業台というのは前から要望されてて予算に載って予算に載りながら実際もの
が購入されるのはもう卒業するころ、これどういうことなの。
それとですね、その教育振興費の同じペ−ジの委託料の中に、部活動生徒輸送という
のがありますが、これは中学生に対してやっております。ただこれがですね、私はこれ
は規定であるわけですが、高校生にも乗れないのかと、部活を利用して遅くなるような
人にあたるのは。上佐幌の奥のほうの人とか、新内の人とか、バスは高校生で部活をす
ると実際は乗れない、部活は限定できないわけですよね、乗れない。中学生は部活バス
があるわけですが、それに便乗できないのか、この点よろしくお願いします。
◎副委員長（千葉正博君） 学校教育課長、秋山秀敏君。
◎学校教育課長（秋山秀敏君） それでは１点目の高校通学費の補助の関係でございま
すけども、現在は町内のバス路線の利用者につきましては１１か月分ということで平成
９年度から補助をいたしておりまして、さきほど申されました５ 以上というのは、自
転車通学の場合ですね、５ 以上ということになっているかと思うんですけども。現状
では昨年の１０か月分から１１か月、１か月伸ばしましてですね、１１か月分の補助を
しているということでございますので、ご理解賜りたいというふうに考えております。
それから１３０ペ−ジの修学旅行援助費でございますけども、これにつきましては国
の補助制度がございまして、高度へき地校と申しましょうか、トムラウシが対象になる
んでございますけども、ここの修学旅行につきまして、補助制度がございますのでその
分補助をいたしております。
それから１３２ペ−ジの新得中学校の作業台の関係でございますけども、納入が遅く
なったということでございまして、たいへん事務の、こう遅れからそういったことにな
りまして、たいへん申し訳なく思っております。今後につきましてはですね、効率執行
に努めてまいりたいというふうに考えておりますのでよろしくお願いしたいと思います。
それから同じく１３２ペ−ジの部活動の生徒輸送でございますけども、これにつきま
して新得ハイヤ−のほうに委託をしておりまして、そして定員がこう少ないものですか
ら、もしあの乗車にですねこう余裕があればですね、高校生も乗せておりますけれども、
こう、いっぱいになればですね高校生には、こう遠慮願っているということでございま
すので、ご理解賜りたいというふうに考えております。以上でございます。
◎副委員長（千葉正博君） 委員、能登 裕君。
◎委員（能登 裕君） 高校の通学費なんですがね、自転車、いいですか、自転車は５

と。じゃああのバスは現実には出てないわけですよね、あの２４区は。２３区の半分
も、３号から南側ではですか、以前は出ているわけですよ。バスは出ていませんよね、
バス、バスの、自転車の。だからキロ数があるから、自転車、学校までのキロ数で５
あるから自転車の３，０００円は出ていますけども、バスは駅前までしかいかないから、
キロ数が足りないと、出ていませんね、出てればいいんです、確かに出てないはずです
よね。いや。だから以前よりも以前よりもですよ、これは条件が悪くなる、悪くなる。
むしろよりよくならなければならないはずなんですよね、よりよくならなければならな
いはずなんで。後退することがなぜあるんだと、これ改善すべきはあるのかないのか、
ね。
それと修学旅行費なんですがね、へき地校の修学旅行費については１３３ペ−ジに高
度へき地、これ出ていないですよね、扶助費出ているわけです。１３３ペ−ジ、これ、
答弁ちょっとおかしいんじゃないですか、こっちにもちゃんと出ている。
それとですね、部活輸送、これ、これですね、ご理解賜りたいということなんですが、
別にそれは答弁なってないと。あのね、私はこう規定、高校生がですね、そのバスを利
用できるのはですね、災害とかそういうことがあったときにという規定がありますよね、
その町の例規集の中に。それをその規定でいくと乗れないわけですから、乗れないわけ
ですから、乗れるようにはならないのかと、そういう質問ですから、ご理解願いますと
いうより、そういうものもっと改正できないのかと。別にある程度人数、人間をですね、
人数をですね、把握しておけばそんなに経費がかかるわけではないと思うんですよ、ど
うなんですか。
◎副委員長（千葉正博君） 学校教育課長、秋山秀敏君。
◎学校教育課長（秋山秀敏君） １点目の高校通学費の関係につきましてはですね、の
ちほど調べてですね、ご返事を申し上げたいと思います。
それから１３３ペ−ジの高度へき地修学旅行援助費でございますけども、これは中学
校分のですね、トムラウシの子どもたちの修学旅行の補助として支出をしておりますけ
ども、さきほどの分は小学校費のですね、小学生の分のトムラウシの小学生の修学旅行
の補助ということでございますので、小中、それぞれ分けて予算を計上いたしておりま
すのでご理解賜りたいと思います。
それから、あとの部活動の生徒輸送でございますけども、現状につきましては中学生
のかたのみやっておりますけれども。高校生、さきほども申しましたけれども、高校生
につきましてもですね、１台の車に余裕があればですね、乗せているという現状もござ
いますので、もし余裕があればですね、乗せれるかな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（千葉正博君） 委員、能登 裕君。
◎委員（能登 裕君） 余裕がなければ乗せないと、そういうことですよね、余裕がな
ければ乗せないと。だから乗せない部分はどうするのかという質問ですから、余裕のあ
るのはそれはいいです。余裕がない場合にどうするかということですから、余裕がなけ
れば乗せないんですか。
◎副委員長（千葉正博君） 学校教育課長、秋山秀敏君。
◎学校教育課長（秋山秀敏君） それでは部活動の輸送でございますけども、車に余裕
があればということで現状では乗せてございますけども、状況を調べましてですね、ま
た検討をしてまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

◎副委員長（千葉正博君） 委員、菊地康雄君。
◎委員（菊地康雄君） １３１ペ−ジ中学校費の工事請負費で質問したいと思います。
このたびは新中の備品あるいは設備についていろいろと大きくご配慮いただきまして感
謝いたしているところです。ただひとつ以前から学校のほうからもいろいろと危ぐする
話が出ておりましたけれども、このたびの備品用にということで家庭科、技術の機械が
入りましたけれども、その機械を据え付けているおりに、やはり電気工事がいっしょに
伴ってくるわけですね。そのときにも、改めて指摘されたということで、ここで質問し
たいと思うんですけれども、中学校で使っている変電施設というのが旧式の施設ですね、
確かトランスヘルムの。それで今、使って使えないことはないことはないんだけれども、
いつ火災が出てもおかしくないようなしろものだということで、学校からもここ２、３
年続けて、確か交換の要望が出ているはずなんですね。ただ、何とかかんとかだましだ
まししているのかな、こう何とか使ってきたという現状なんですけれども、雨が降れば
中に雨も入って漏電の可能性もあるということだし、いつ火災が出てもおかしくない状
況だということが、改めて今回の工事のときにも、すでに電気業者からも内々指摘をさ
れておりますので、これについても早急に対策をねっていただきたいと思うんですけど
も。今回不用額では３６万しか不用額ありませんので、やはりこの中ではできる金額で
はないとは思いますけれども、その点についてどの程度把握しておられるのか、ちょっ
とお聞きしたいと思います。
◎副委員長（千葉正博君） 学校教育課長、秋山秀敏君。
◎学校教育課長（秋山秀敏君） お答えいたします。学校ともですね、いろいろ協議を
しておりまして、できれば今年度中に予算をですね、工事の執行状況を見ながらですね、
何とか修理をいたし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ます。
◎副委員長（千葉正博君） 次に進みます。委員、吉川幸一君。
◎委員（吉川幸一君） １３０ペ−ジの１３節、委託料でございますけども、スク−ル
バスの代行運行で９８９万載ってございます。これは何台の車がですね、その運行して
このような金額になっているのかちょっとお知らせ願いたいと思います。
◎副委員長（千葉正博君） 学校教育課長、秋山秀敏君。
◎学校教育課長（秋山秀敏君） お答えいたします。スク−ルバスの代行運行につきま
しては現在６路線ということで運行いたしておりまして、新得ハイヤ−のほうにですね、
大型のマイクロバスというかそれが３台と、あと小型車１台で合計４台でですね、運行
いたしております。
◎副委員長（千葉正博君） 委員、吉川幸一君。
◎委員（吉川幸一君） さっきのこう委託料と今の委託料で、私、お聞きしたいなと思
うことがあるんですけども、この金額はその、このスク−ルバスの委託料というのは年
間、もう生徒数も決まっておりますし、路線も決まっておりますし、日数も決まってい
るわけですよ。さきほどの委託料は運転手の委託ですから、いつ運行するかわからんか
ら、金額は定まらないかもしんないんですけども、このスク−ルバスの委託料は金額が
決まっているわけです。そしたら町ではですね、これは業者の人とお話し合いをしてこ
の金額は業者の人の金額なのか、それとも年間、こんだけの委託料というのはもう生徒
数も日数も決まっているわけですから、これはねぎった金額なのか、そういうふうな行
為が行われているかどうかというのをちょっとお知らせ願いたいと思います。
◎副委員長（千葉正博君） 学校教育課長、秋山秀敏君。

◎学校教育課長（秋山秀敏君） お答えいたします。このスク−ルバスの運行委託につ
きましては、タクシ−の料金ということでお支払いいたしております。タクシ−の料金
につきましては、陸運局の認可料金ということでなっておりまして、その認可を取った
料金でですね、契約をいたしておりまして。特に今まで何回かですね、値下げの交渉も
してきたわけですけども、認可料金を下げるというようなことは、認可違反になるとい
うこともございましてですね、それでそういったことがなかなか困難であるということ
で現行のタクシ−料金で契約をいたしております。
◎副委員長（千葉正博君） 委員、吉川幸一君。
◎委員（吉川幸一君） タクシ−料金ということで値下げができないということですけ
ども、まあこれは８年度の決算ですからまあ、値下げができないといったら値下げがで
きないことだったのかもしんないです。またタクシ−業者にしか委託ができなかったの
かもしれませんけれども、今回は、来年度の予算に関してはですね、今タクシ−の料金
はいろいろ各社まちまちでございます。こういうふうなものの金額はつねにその町側と
してこういう定まっているものは交渉をしていただきたいと思って話を終わります。
◎副委員長（千葉正博君） 学校教育課長、秋山秀敏君。
◎学校教育課長（秋山秀敏君） お答え申し上げます。現在の陸運局のほうではゾ−ン
運賃性とかいろいろ運賃の自由化みたいなものは打ち出しておりますので、今後ともで
すね運行の契約にあたりましてですね、業者とも予算の関係いろいろ折衝してまいりた
いというふうに考えておりますのでご理解賜りたいと思います。
◎ 一般会計 歳出 第１０款 教育費（社会教育費〜第６項保健体育費）
◎副委員長（千葉正博君） 次に進みます。１３６ペ−ジ第５項、社会教育費から、１
５１ペ−ジ第６項、保健体育費終わりまでについてご発言ください。委員、能登 裕君。
◎委員（能登 裕君） １３９ペ−ジの町民大学費、負担金補助及び交付金なんですが、
あの報償費から６０万流用しているわけですが、流用した金額よりも、不用額のほうが
多いと。負担金とか補助金というのはある程度金額がわかるわけですよね、それ、流用
しなくてもちゃんと残が出たわけです。備品とかいろいろなものだったらわかります。
急きょ必要になると、なぜ６０万流用してまだそれ以上のものが余る。非常にちょっと
不自然というかな。それでですね流用先がですね、報償費なわけですが、この報償費と
いうのは、これ町民大学で今、講師のかたにお支払いする報酬なんですが、非常に安い。
苦労されていろいろやっているわりには安い、それをもって予算を多く計上されている
と思うんですが、流用するところがですね、こんなに少なくてリサイクル的な報酬でが
んばっておられる。私はですねこれ、もう少し報酬、報償費をですね、報償費をですね、
講師のかたのお礼をですね、謝礼ですね、もう少し増やすべきではないのかな、本当に
苦労されておりますので、この町民大学というのは非常に僕は町のためにいい効果を表
している、効果が出ていると思ってますので、より充実するためにはですね、この報償
費を少し値上げをしましてですね、満足とは言えませんがそれなりのものをお支払いし
て、そのほうがいいんじゃないかと、この２点お願いします。
◎副委員長（千葉正博君） 社会教育課長、長尾 正君。
◎社会教育課長（長尾 正君） 今回、講演会の講師謝礼ということで、８節で予算を
組んでおりましたが、利雪親雪フェア−の関係で１９節の補助金に流用したところでご
ざいます。実際はですね、もう一目上の１９節のほうで削除して支出しまいまして、こ

の１９節が残ったようなところでございます。それから講師の謝礼につきましては現在
町内の講師につきましては４，０００円、町外の講師等につきましては６，０００円以
上支出しております。安いというご質問だったと思いますが、現在のところはですねこ
のへんでご了解いただきたいなと思っております。
◎副委員長（千葉正博君） 委員、菊地康雄君。
◎委員（菊地康雄君） １４４ペ−ジ、委託料の温水プ−ルの実施設計ということで、
まず、１点お聞きしたいんですけれども、実際に工事が始まりましていろいろ工事をし
ている業者さんの声なんかもちらほらと耳に入ってくるようになりました。実際に文教
委員会としてずっとタッチしていたということもあって、特に気にして声を聞いている
んですけれども、今回予算の関係ということで、水の殺菌方法を塩素殺菌ということで、
塩素殺菌用のもので殺菌しているような最初の計画であったかと思います。もうすでに
工事も始まってますので、それは変更ができるのかどうなのか、さだかではありません
けれども、いろいろ話を聞きますと最近のプ−ルに関してはオゾン殺菌だと。なぜオゾ
ン殺菌かというと殺菌効果もさることながら、塩素による皮膚の腐食の問題がやはり大
きく取り上げられているといういことで、定期的に高い交換料を出して交換していかな
ければ維持ができないということがあるようであります。過去に東大雪荘の熱交換機の
設置においてもですね、この温泉の泉質でもってそのステンレスが腐食が激しいと。途
中でチタンの材質に換えた経緯があります。もしこのたびもですね、予算が許せばとい
うのかな、長い目で見ると必ず安上がりになるという業者の話もありまして、塩素から
オゾンというほうに換えて設置するときには高いんですけれども、長い目で見て換えて
いくほうが得策ではないのかなという、気がするんですけれども、それが１点。
それから、ここに１７節でもって公有財産の購入ということで用地の取得が出ている
んですけれども、これはプ−ルに関しての用地取得でしょうか、確かめてから質問した
いと思います。
◎副委員長（千葉正博君） 社会教育課長、長尾 正君。
◎社会教育課長（長尾 正君） さきに用地取得のほうご答弁させていただきますが、
ランニングコ−スの用地でございまして、土地２，１２２ 、家屋９．７２ でござい
ます。
◎副委員長（千葉正博君） 建設課長、常松敏昭君。
◎建設課長（常松敏昭君） プ−ルの水洗関係でございまして塩素滅菌等のオゾン殺菌
でございますけども、確かにオゾンで設置しますと値段は高いわけでございますけれど
も、塩素滅菌にしましても、ある一定年数は対応できますんで、当初からちょっと工事
費きつい面もございましたんで、塩素選定したということでございますんで。オゾン使
ったことによることと塩素使ったことによる、腐食の度合いということはちょっと現在
わかりませんのでまた、のちほど調べてみたいと考えております。
◎副委員長（千葉正博君） 委員、 黒沢 誠君。
◎委員（黒沢 誠君） １３０ペ−ジの新内ホ−ルの管理人、これどのような方法で行
なっているかちょっとお聞きしたい。

◎

一般会計

歳出

◎副委員長（千葉正博君）

第１１款 公債費 第１２款 諸支出金
第１３款 予備費
あとで補足でお願いいたします。次に進みます。

１５２ペ−ジから１５３ペ−ジ終わりまでを、第１１款、公債費、第１２款、諸支出
金、第１３款、予備費まで一括ご発言ください。
（「なし」の声あり）
◎副委員長（千葉正博君） それでは次に進みます。その前にさきほど農林課長より答
弁漏れがございましたのでここでお願いいたします。農林課長、斉藤正明君。
◎農林課長（斉藤正明君） 午前中の菊地委員の町内の家畜糞尿処理施設の処理数、処
理戸数、あと、未処理戸数の数は何戸ということでございましたけれども、現在、馬を
除く家畜飼養戸数、町内で８１戸ございます。未処理、処理ということでございますけ
ど、その８１戸はそれぞれに施設はあるわけでございます。ただその家畜頭数に比例す
る適しての、適正な施設かというとどうかとなると、ちょっとこれ問題があるわけでご
ざいますけど、平成６年からの大型経営に対するその改善、拡大したところの数でござ
いますけど、平成６年から２２件行っております。ただしですね、なお追加でですね、
まだ２２戸のかたが要望しております。ただ厳しい経営の中、それで投資だとか、いた
しましても、所得の向上だとか直接にはつながりませんので、ちょっと厳しい面があろ
うかなと思っております。
◎副委員長（千葉正博君） 委員、菊地康雄君。
◎委員（菊地康雄君） 確かに経営上考えればかなりの負担ということはたいへん難し
いことなんですけれども、同時にですね９０ペ−ジの有機質の還元事業の中にも当然そ
のたい肥部分というのを使うことにもなるでしょうし、家畜の糞尿処理施設というこで、
大型のさきほどの２２件の中でこの４００万というのが使われているのではないかと思
うんですけども、現実のその保存のその処理のたい肥場もない、ただ積んであるだけと
いうことの環境汚染がですね、今、だんだん大きく叫ばれている中で、全くその現状と
いうことのままでいいのかどうなのか、たいへん気になっているところなんですけれど
も、それ以上のことは言われませんでした。建設的な考え方ということでお聞かせ願い
たいと思います。
◎副委員長（千葉正博君） 農林課長、斉藤正明君。
◎農林課長（斉藤正明君） 経営が厳しいわけでございますから、自力でやるというわ
けにはなかなかまいりません。そこで町としましては道営草地開発整備事業で２１世紀
パワ−事業というのがございます。それは受益者負担が５％でございます。ただ全体事
業費が、全体事業費のですね、３割強ぐらいしかできませんので、それでその２２戸、
さきほど申し上げました２２戸の中にはそういうかたが入っておるわけでございます。
そして残りの２２戸のかたもぜひそれでやりたいという話になっておりますけれども、
とにかくなにしろ全体枠の３５％しか事業費枠ございませんので、非常に厳しいわけで
ございます。町としましても、その高額な補助事業ですね支庁、道に協議しまして要望
しているわけでございますけど、なにしろ公共事業の削減ということで、実施年度がか
なり遅れるのではないのかなということで考えております。町としましても、前向きに
対処は考えているしだいでございます。
◎ 一般会計 歳入 第１款 町税〜第１０款 使用料及び手数料
◎副委員長（千葉正博君） これから一般会計の歳入に入ります。
７ペ−ジをお開き願います。７ペ−ジから２１ペ−ジまでの第１款、町税、第２款、
地方贈与税、第３款、利子割交付金、第４款、ゴルフ場利用税交付金、第５款、特別地

方消費税交付金、第６款、自動車取得税交付金、第７款、地方交付税、第８款、交通安
全対策特別交付金、第９款、分担金及び負担金、第１０款、使用料及び手数料まで一括
ご発言ください。委員、吉川幸一君。
◎委員（吉川幸一君） ７ペ−ジの町税、それから１６ペ−ジから１７ペ−ジにかけて
の保育所、各保育所のその収入の未収のことを。それと２０ペ−ジ。町営住宅の未収の
ことをそれぞれ各課に渡ってひとつご説明願いたいと思います。
◎副委員長（千葉正博君） 税務課長、小森俊雄君。
◎税務課長（小森俊雄君） 未収の関係についてご説明申し上げたいと思いますけども、
まず、町民税の関係につきましては、個人町民税につきましては９３名、法人町民税に
ついては１名というかたちになって合計で９４名になっております。実際に町民税の関
係につきましては、私どもなんとか納付していただきたいということで担当が面談なり
電話なりいろいろ苦労しているわけでございますけども、実際に滞納者の実態を見ます
と新たな滞納者というのは少なくて、長年の固定されたかたが多いわけでございまして、
生活が苦しいだとかいろいろな条件がございまして、私ども担当苦労しているわけでし
て、そういう面からちょっと収納率が落ちているという原因がございます。特に年々少
しずつ増加しておりますけれども、これは納税者がある程度固定してしまっているとい
う現状でございますんでご理解をいただきたいと思います。
次に固定資産税の関係でございますけども、これも固定資産税につきましては、２６
名ございます。そのうち全体で法人が４社ございます。これは法人の関係では税額では
７３％を占めているということで非常に固定資産税につきましては、法人が大きく占め
ているわけでございますけども、これもですね、実態を調べますと企業経営の破たん並
びに経営不振というようなかたちで納税が非常に困難な状態になっていると。またもう
１件につきましては、なんとか納めてほしいということで、差押えを行ったり、またも
う１件につきましては、なんとか年内分割払いをしたいということでいろいろ相談に応
じまして、なんとか納税をしていただきたいというふうに考えて今、現在進めていると
ころでございますけども。これも固定資産税も同じく年々その積み残しというんですか、
そんなかたちになってまいりますんで、非常に私どもも苦慮しているところでございま
すけども、今後も督促なり面談を行いましてですね、完納に努めていただきたいと考え
ております。以上です。
◎副委員長（千葉正博君） 児童保育課長、長尾直昭君。
◎児童保育課長（長尾直昭君） お答えいたします。保育所の未収の関係でございます
けれども、この決算時点では未納者は６人ございました。これは９月の１日現在でござ
いますけれども、このうち４人が全額あるいは分割納入をいたしまして、その金額が２
３万ほどになってございます。ただ、未収未納のかたの３人は高額未納者になっており

ます。そのうちの１人は先日全額納入いただきました。残る２人は、１人はカ−ド破産
者、それから残る１人は破産の宣告を受ける予定ということで今、裁判でいろいろ手続
きをしているということでございます。そのようなことでさきほどカ−ド破産者につき
ましては、現在分割をしていただくということで少額でございますけども、少しずつ納
めていただいております。残る破産者の関係につきましては裁判の決定しだいですね、
自動的に優先的に納めていただくよう今後も指導いきたいというふうに考えております。
それから次のペ−ジのへき地保育所の未収でございますけれども、これ４万８，００
０円となっていますが、実は町のかたが農家に仕事に行くという関係でこの佐幌保育所
に子どもを入所してございます。このかたにつきましても収入はかなり少ないという部
分もございまして、遅れがちでございましたが、現在、分割をして少しずつ納入をいた
だいているところでございます。今後についても細かく指導してですね、納入を上げて
いきたいというふうに考えております。
◎副委員長（千葉正博君） 建設課長、常松敏昭君。
◎建設課長（常松敏昭君） 町営住宅の使用料でございますけれども、昨年度の決算委
員会でもご指摘されておりましたけれども、滞納者に対しましては督促状を出したあと
催告書を出しております。その後返事がない場合につきましては、保証人に連絡します
よという文書を出してございます。それでその保証人がなんの要求がない場合について
は本人に対して保証人から本人に対して指導してくださいという手順を踏んでやってご
ざいまして、今年１０件に保証人のかたに出しました。そのうち８件より支払いの方法
を決めてみたいということでございまして、今後とも連帯保証人をはじめてもらって支
払いを約束を取り付けてまいりたいと思っております。
また８年度未徴収、未収額が８４１万５４０円でございますが、その結果、保証人に
連絡した結果、８月末で１０６万３，５００円収入いたしました。それとその結果、未
収金は今、７３４万７，０４０円となってございますんで、今後とも保証人のかたと連
絡を取りながら徴収に努めてまいりたいと考えております。また、まだ支払いがされて
ませんけれども、それぞれ誓約書を取りまして、その誓約書どおり全納していただくと
いう約束まで取り付けてございます。
◎副委員長（千葉正博君） 委員、吉川幸一君。
◎委員（吉川幸一君） 町税、保育所等はわかったんですけれども、まあ公営住宅のほ
うでお聞きしたいんですけど。この町で考えている保証人というのはただ保証人の欄に
名前を書いてはんこを押してもらえばいいんだという感覚で保証人を取るからこういう
未収のときに保証人にお話をしても難しいものがあるんじゃないかなと思うんです。
今までの、長年きててですね、まあ急に保証人取れという制度になってその保証人に
も、今度は本人に取れなければ保証人にも迷惑がいきますよというのは、そのずっとの
長年に渡ってのそういう話だったらいいんですけれども、急に保証人制度を取って保証
人、保証人といったって保証人も金払えるようなかたちにはならないと思うんです。で
すから、公営住宅は今入居されているかた全員ですね、やっぱり新たにその滞納してい
る人も滞納してない人も保証人と入居者と再度話し合いをして、きちんと３か月なら３
か月未納したら保証人に払っていただきますよ。こういう、今、入居している人全体に
再度改めていけばですね、この未収がまあゼロになるとは私も思ってはおりませんけれ
ども、一公営住宅係がですね、苦しむよりも一回町全体が苦しんじまえば住宅係のほう
も楽になるんじゃないかなと思うんですけれども、いかがでしょう。

◎副委員長（千葉正博君） 建設課長、常松敏昭君。
◎建設課長（常松敏昭君） お答えいたします。保証人に連絡とったのは今回が初めて
でございまして、それまでは保証人までには一切連絡してございませんでした。保証人
のかたにこう聞きますと、そんな、なんかこう責任意識があまりなくて保証人になって
くれというからなったんだと、いうかたもございますけれども、やはりお話していく段
階でやっぱりこれはたいへんだということでそれぞれあの、借りているかたに対して強
く指導されてございましたんで、これからはそれぞれ分納されておりますけれども、徴
収を分納していただくことと、それから今現在入っている毎月の家賃を間違いなく支払
っていただくということの約束は取り付けてございますけれども、それまた注意しなが
らやっていかなければならんなと考えてございます。ただ保証人に対しての意識でござ
いますけども、確かに見てますと保証人は判ついて本人から頼まれて判ついて役場に提
出するだけですから、あまりそういう意識的なものはないような感じがいたしました。
◎副委員長（千葉正博君） 委員、吉川幸一君。
◎委員（吉川幸一君） 今、課長が答弁なったようにですね、公営住宅の保証人という
のはあまりにも、その保証人になっていただきたい、いいですよ。という気楽な感じで
保証人になっているかたが多いわけですよ。そして今までの体制はまあ、月に３万円の
家賃のところがですね、１年間滞納したら３６万、それいきなり保証人に持っていった
って保証人もびっくりするだけで、そのじゃあ責任持てるかといったら保証人だって持
てないの、これ現状わかっていること。ですから私が言うようにこれから公営住宅に今
住居している人がたは、３か月未納したらもう保証人にいきますよと。その保証人が払
えないような言い方をしたらですね、あなたが公営住宅に入るには保証人を再度切り替
えてそして公営住宅に入る申請をしていただくように、それぐらいの強い言い方をしな
いと未収金額はたまっていくと思うんですね。これは出だしたいへんだと思うんです。
もう、またこの公営住宅の未収はですね苦しい人が入っているんだから、それを棚上げ
にして新しくなんていう議員さんも昔はおりましたんで、その考え方それぞれ違うかも
しんないですけども、私の考え方はやっぱりもう次年度からは再度入ってる人全体に声
かけをして、再度保証人の見直しをかけるというふうな考えでございますけれども、そ
んなお考えがあるかどうかだけ、もう１回お願いしたい。
◎副委員長（千葉正博君） 建設課長、常松敏昭君。
◎建設課長（常松敏昭君） お答えいたします。今、私どもで考えているのは新規に入
居するかたにつきましては、保証人がついてきた場合にその保証人に対してあなたはこ
ういうことで保証人になってますよという通知を出そうと考えておりました。ただ古い
かたにつきましてはですね、約、件数で３２件、３２件ぐらいのかたなんで、このかた
がたはずっとこうその同じかたなんでございまして、ほかのかたはまあ順次支払いして
いただいているんですけれども、そのへんは保証人を通じて支払いしていただくという
ことで進めてまいりたいと考えております。
◎副委員長（千葉正博君） 委員、能登 裕君。
◎委員（能登 裕君） １９ペ−ジの使用料、水産業使用料および狩勝高原の使用料に
関してですが、使用料と管理費のバランスというのをやっぱりひとつ考えどころだと思
うんです。というのはですねこれ水産業使用料というのは、入漁、いわゆる釣のほうか
ら入ってくるお金だと思うんですが、いちおう１００万程度あるわけですが。これに関
する管理、決算書を見ると９６万だと思うんですが、あまりにも差がなくてですね、こ

こ改善して、ちょっと釣る人が少なければむしろ管理費のほうが高くなるという状況が
２、３年前までは実はあったわけですが。これ生まれてくるわけでして、ク−ルにもの
申しますとね、何もせずただ釣らせているのといっしょだと。金銭面から言わすとそう
いうことになるわけですが。それとですね、これも同じようなことは言えるわけです。
狩勝高原の使用料、サイクルモノレ−ルとかですね、ゴ−カ−ト非常に利用者も少なく
て管理費だけがかさぶと。管理費というのは人件費だけじゃなくて、いわゆる修理とか
それも含めて管理費になるわけですが、これ釣りの管理も含めましてねこれ改善なんか
する必要がどっかで出てくるんじゃないかと思うんですが、そういう考えはあるのかな
いのか。
◎副委員長（千葉正博君） 商工観光課長、清水輝男君。
◎商工観光課長（清水輝男君） お答えいたします。水産業の使用料の関係でございま
すけども、今、能登委員さんから言われましたように収入と支出とイコ−ルに近いじゃ
ないかと、場合によっては逆転することもあろうかと思うますけど、実は私どもサホロ
湖、東大雪湖の漁業権の取得をしてございます。その中で漁場上の管理の問題、そうい
うものが条件となりますんで、それはちょっとあそこと不可能かなというふうに考えて
ございます。あと後段の狩勝高原のセットの関係につきましては、これはあの６期の総
合計画の中でじゅうぶん出ておりまして、私どもで検討段階に入ってございます。で、
ひとつには、ただサイクルモノレ−ルにつきましてはですね、撤去するだけで撤去費用
も何百万という金になってございますんで、逐次計画的に利用法、それから撤去法すべ
て検討していきたいと考えておりますんで、今、検討段階に入っているということでご
理解していただきたいと思います。
◎副委員長（千葉正博君） 委員、宗像 一君。
◎委員（宗像 一君） そのサイクルモノレ−ルをこう６、７、８とたいした金額じゃ
ないんですけれども、あのゴ−カ−ト、ゴ−カ−トが非常に平成７年度はぐっと上がっ
たんですよね、５７０万ほど。それが今年がたっと２８万なにがしに落ちたその原因何
かあったんですか。
◎副委員長（千葉正博君） 商工観光課長、清水輝男君。
◎商工観光課長（清水輝男君） お答えいたします。ゴ−カ−トの分につきましてもで
すね、そんなんで５００万が２０分の１ぐらいになるとことでなくちょっとそれは細か
い数字は私調べないとわかりませんけれども、伸びにはですね、そんなに例年伸びても
いないですし、それからだいたいこのへんが横ばいで昨年より若干あの今年の利用状況
見ましても、若干落ちてきているというのが現状でございます。ですから昨年のゴ−カ
−トの数字ちょっと私ども今あとでご答弁させていただきたいと思いますけども。５３
万で、それはですね夏場の観光客の入り込みとそれからどうしても夏休みの天候によっ
て左右されることもありますんで、そのへんの相違があるかと思いますけど除々にあれ
の利用は少し落ちてきていると。総体の観光客の入り込みも落ちているのが現状でござ
いますんで、そういう関係で減収しているかと思います。
◎副委員長（千葉正博君） 委員、宗像 一君。
◎委員（宗像 一君） いやちょっと私も今年あの孫が行きたいというものですから行
って乗ったときに、５台あるうち２台しか動いてなかったんですよね。それでちょっと
乗ってみたらすごくハンドルもがたがたでね、ああいう状態の中のあれがなにか利用す
る人に危険が与えるなと思ったのが１点と、そういう状態のものだからね、この売り上

げがね、がくんと減ったのかなというふうに思ったんですがそこらへんの状態なんです
ね。それとあと今後どのような方法で考えておられるかなということでよろしく。
◎副委員長（千葉正博君） 商工観光課長、清水輝男君。
◎商工観光課長（清水輝男君） 今、言われましたゴ−カ−トの関係なんですけど、実
はこれにつきましても、あの耐用年数見ながら工賃費もさせていただいておりました。
ただやはり車の一種でございますんで秋に終了した時点で一括整備工場に入れて修理を
させていただいております。その中のやっぱり古くてですね、修理してもまた乗ったこ
とによって傷むケ−スもあろうかと思います。ただ私ども、あそこの管理人を置いてお
りまして、その中でそれほど危険なものには乗せているという私ども判断しておりませ
ん。ただ私ども、ある器械の中で２台というのが私もあれだったんですけど、そんな確
認しておりますけれども、１台についてはもう修理費かけても購入するのに等しいぐら
いかかるというもんですから、これは使用しないようにと。いうようなかたちで経過が
ございますけど。あのうち２台しか動かないというのは私はちょっと承知しておりませ
んけれども、そんなことのないようなかたちで適宜あの傷んだ分については修理はさせ
ていただいております。
能登委員から言われましたとおり総体的な見直しの中で、やはり収支のバランス等を
考えて廃止のことも検討しなきゃいかん部分あるかなと考えてございます。
◎副委員長（千葉正博君） 委員、宗像 一君。
◎委員（宗像 一君） それで狩勝高原まつりがですね、向こうに行っての状態で非常
にあそこでやっていたときには利用客も非常に多かったと。ところが向こうにいったた
めに非常に少なくなったと。今年の場合でも、もうほとんどこっちへ来て遊んでくれる
人がいなかったというようなことで、非常にあそこの管理している人たち自体も頭抱え
ているようなんですけれども。まあそういったようなこともいろいろ影響したのかなと、
まあ今年の利用関係もそれほど極端には減っているつもりはないんでと言うんですけれ
どもね、あのなんですか、サイクルモノレ−ルはねそんなに減ってないのになぜゴ−カ
−トだけはそれだけ極端に減ったのかなということも、点があるもんですから、そこら
へんの点をよくちょっと検討していただきたいなとかように思っております。
◎副委員長（千葉正博君） 商工観光課長、清水輝男君。
◎商工観光課長（清水輝男君） あそこの管理につきましては、従来から寿事業団のほ
うに委託してございます。で当然あそこに配置されているかたにつきましてもある程度
経験されているかたが多いわけでございますんで、だいたい利用実態というのがじゅう
ぶん把握されているのかなと思います。その中で今さきほど言いましたように今年度に
ついてもやはり前年対比からみますと、入り込みそれから収入面についても落ちている
のが実態でございます。ただあのそこでゴ−カ−トの更新とそれをはかっただけで必ず
伸びるというようなこともございませんし、それからサイクルモノレ−ルにつきましも
点検整備だけでやはり、あれも陸運の検査等もございまして、１回点検すると何十万と
いうお金が出るわけでございますんで、このように総体的な収支等を考えた中で、あそ
この見直し等も図っていかなければいかんというふうに考えてございます。

◎副委員長（千葉正博君）
たします。

それでは暫時休憩をいたします。１４時２０分まで休憩い

◎副委員長（千葉正博君）

（宣言

１４時０７分）

（宣言

１４時２０分）

休憩をとき再開いたします。

◎副委員長（千葉正博君） さきほど教育委員会より答弁漏れがありましたのでこれを
許します。学校教育課長、秋山秀敏君。
◎学校教育課長（秋山秀敏君） さきほど能登委員さんからの高校通学費の問題でござ
いますけども、従来は４，５００円を越える額について補助をしておりましたけれども、
新しい要綱では通学距離が５ ㎞以上の場合について現行では１１か月分の補助をいたし
ております。さきほど能登委員さんからもその変更に伴ってですね、漏れたかたがいら
っしゃるということでございますので、調査をいたしましてよい方向で検討させていた
だきたいというふうに考えております。以上でございます。
◎ 一般会計 歳入 第１１款 国庫支出金・第１２款 道支出金
◎副委員長（千葉正博君） 次に進みます。２２ペ−ジから３１ペ−ジ中段までの第１
１款、国庫支出金及び、第１２款、道支出金全般についてご発言ください。
（「なし」の声あり）
◎ 一般会計 歳入 第１３款 財産収入〜第１８款 町債
◎副委員長（千葉正博君） 次に進みます。３１ペ−ジ中段から４２ペ−ジまでの第１
３款、財産収入、第１４款、寄附金、第１５款、繰入金、第１６款、繰越金、第１７款、
諸収入、第１８款、町債の歳入終わりまで一括ご発言ください。
（「なし」の声あり）
◎ 町有林野事業特別会計 歳入歳出全般
◎副委員長（千葉正博君） これをもって一般会計を終わります。
次に特別会計の審査に入ります。１５５ペ−ジをお開き願います。まず町有林野事業特
別会計、１５５ペ−ジから１６４ペ−ジまでの歳入歳出全般についてのご発言ください。
（「なし」の声あり）
◎ 国民健康保険事業特別会計 歳入歳出全般
◎副委員長（千葉正博君） 次に進みます。国民健康保険事業特別会計１６５ペ−ジか
ら１７６ペ−ジまでの歳入歳出全般についてご発言ください。
（「なし」の声あり）
◎ 老人保健特別会計 歳入歳出全般
◎副委員長（千葉正博君） 次に進みます。老人保健特別会計１７７ペ−ジから１８３
ペ−ジまでの歳入歳出全般についてご発言ください。
（「なし」の声あり）
◎

営農用水道事業特別会計

歳入歳出全般

◎副委員長（千葉正博君） 次に進みます。営農用水道事業特別会計１８４ペ−ジから
１９０ペ−ジまでの歳入歳出全般についてご発言ください。
（「なし」の声あり）
◎ 簡易水道事業特別会計 歳入歳出全般
◎副委員長（千葉正博君） 次に進みます。簡易水道事業特別会計１９１ペ−ジから１
９７ペ−ジまでの歳入歳出全般についてご発言ください。
（「なし」の声あり）
◎ 公共下水道事業特別会計 歳入歳出全般
◎副委員長（千葉正博君） 次に進みます。公共下水道事業特別会計１９８ペ−ジから
２０８ペ−ジまでの歳入歳出全般についてご発言ください。
（「なし」の声あり）
◎副委員長（千葉正博君） 以上をもちまして一般会計、特別会計とも審査を終わりま
したが、失礼しました。これをもって公共下水道事業特別会計を終わります。
◎副委員長（千葉正博君） 建設課長からさきほど答弁漏れがございましたのでこれを
許します。建設課長、常松敏昭君。
◎建設課長（常松敏昭君） さきほどのプ−ルの関係で菊地委員のご質問にお答えした
いと思います。オゾン殺菌の関係でございますけれども、現在水質基準等でいきますと
厚生省基準でいわれますと、やはり最終的には塩素滅菌をしてはならんという基準にな
ってございますんで、その補完する意味でオゾン殺菌というのがございまして、オゾン
殺菌単独でプ−ルの滅菌をするということになりませんので。ただオゾン殺菌の場合、
特徴がございまして、透明度が向上するとかそれから殺菌力の向上、これは殺菌力の向
上ということでございますが、これはオゾンガスを発生させプ−ル水と混合させて活性
酸素を作りまして、瞬時に殺菌できるといういい効果ございますけれども、持続性がな
いということ最終的には塩素滅菌になるということでございます。ただ今回の設計の中
では入ってございませんけれども、将来的に取り付けるスペ−スはとってございますん
でご理解賜りたいと思います。

◎副委員長（千葉正博君） ここで暫時休憩をいたします。これからの最後の締めを委
員長に交替いたしますのでよろしくお願いいたします。
（宣言 １４時４７分）
◎委員長（竹浦 隆君） 休憩をとき再開いたします
（宣言 １４時４８分）

◎ 一般会計・特別会計 歳入歳出全般
◎委員長（竹浦 隆君） 以上をもちまして一般会計、特別会計共に審査を終わりまし
たがここで全般を通して、もし発言漏れがありましたらこの際お受けいたします。委員、
菊地康雄君。

◎委員（菊地康雄君） ８５ペ−ジから８６ペ−ジにかけての一般廃棄物中間処理施設、
新しいゴミの焼却場がいよいよ稼働したわけですけれども、最初の計画と大幅に変わっ
てきまして、国のほうでダイオキシンの規制ということからですね、今後は新得町と同
じものはできないという話になってまいりました。その中で１日に１０トン以下のもの
については基本的には補助対象としては認めないということなんですけれども、そうな
りますと今後せっかく新しい施設ができてその中でですね、今後、厚生省が考えている
ダイオキシンの規制が新得町の新しいこの小規模な施設の中で、それをクリヤ−してい
くことが可能であるのかどうなのか。またそうだとしてもこの小さな処理施設が今後ず
っとこう使っていける保証があるのかどうなのか。そのへんについても展望をお聞かせ
いただきたいと思います。
◎委員長（竹浦 隆君） 町長、斉藤敏雄君。
◎町長（斉藤敏雄君） ただいまお話ございましたようにダイオキシンの規制値という
のは、今回の基準改正によってたいへん厳しくなってまいりました。このことに伴いま
して、これからゴミ処理場新しく建設する町村にとってはですね、極めて大きな問題に
移行いたしております。しかし幸いにいたしまして本町の施設につきましては、１日当
たり１２トンという能力でありますけれども、これは規制値以前の新しい規制以前ので
すね施設でありまして、よって従前の規制値が適用されるということでありまして、あ
る意味では滑り込みセ−フの形で本施設がタイミングよくできあがったと。しかし能力
的にはですね、完全な分別をして効率のいい燃焼をさせますと、新しいその基準値をも
クリヤ−できる能力を持っておりますから、そうした面ではきっと将来に向かって安心
して使っていただけるのではないかと。また使っていくような管理運営体制を整えてい
きたいと思っております。そのためには何よりもやはり町民の皆さんがたの燃やせるゴ
ミと燃やせないゴミとの分別をしっかりやっていただくこと、このことが極めて大切な
ことでありまして。そうした面での指導、理解をこれからも求めていきたいとこのよう
に思っております。
◎委員長（竹浦 隆君） 委員、黒沢 誠君。
◎委員（黒沢 誠君） さきほどは失礼しました。社会教育費で１３６ペ−ジで新内ホ
−ルの管理どのような方法で行われているのか、ちょっとお聞かせ願いたい。
◎委員長（竹浦 隆君） 社会教育課長、長尾 正君。
◎社会教育課長（長尾 正君） 新内ホ−ルの管理でございますが管理人１名配置して
おりまして、作業内容でございますがホ−ル内の清掃、好天時の空気の入れ替え等を行
っております。
◎委員長（竹浦 隆君） 委員、広山麗子君。
◎委員（広山麗子君） ６７ペ−ジの補助金のところの社会福祉協議会なんですけれど
も、今、利用者にとって２月に１回会食サ−ビスと１週間に１回の配食サ−ビスが行わ
れておりますけれども、その利用状況をちょっとお知らせいただきたいと思います。
◎委員長（竹浦 隆君） 保健福祉課長、高橋昭吾君。
◎保健福祉課長（高橋昭吾君） 配食サ−ビスの実施状況でございますけれども、昨年
の１０月２日からそれぞれ週１回づつやってきてございます。３月末まで２４回、実施
してまいりました。配食数でございますけれども新得が全部合わせまして５２０食、屈
足が３０２食、合わせまして８２２食でございます。登録戸数は３月末現在で４９名の
かたがそれぞれ利用されております。

◎委員長（竹浦 隆君） 委員、広山麗子君。
◎委員（広山麗子君） この会食サ−ビス、配食サ−ビス、それぞれ利用するかたたち
は非常に喜んでますし、元気づいてます。そういった中でこの対象者というのは６５歳
以上の独居高齢者、ひとり暮らし高齢者が対象者になるわけなんですけれども、ひとり
暮らしであっても利用できないかた、それは世帯主がね、ちゃんといらっしゃるけれど
も一人で住んでる高齢者、それから家族があっても昼間独居のかた、家族があってもな
かなか非常に家族に気がねしたり、周りに気がねしたりして生活している高齢者が非常
に多いんですね。そういった中で家族があってほかから見ても家族がいるというかたち
はわかっててもなかなかお話を聞いてみますと、家族の中でほとんど話ししていただけ
ない９０になる高齢者もいらっしゃるいんですけれども。そういった中でね、食事サ−
ビスなんかも行きたいけれども私は参加できないんだということでね、非常に心が病ん
でいるというかね、皆さんそういうお話聞くとそういうかたたちがたくさんいらっしゃ
るんですね。それで生活面に対して補充してやるとか、身体の、体の元気さを取り戻す
ためにこの会食サ−ビス、配食サ−ビスあるんです。閉じ込まないようにそういう機会
をつくって出てこられるような状況にあるんですけれども、こういうような対象外の高
齢者の人たちがたくさんいらっしゃいます。そんな中でね、今後に向けてその高齢者夫
婦世帯でもなかなか夫婦で生活しててもたいへんな人たちいます。さきほど言いました
ように、昼間独居、家族がいても昼間独居のかたたち、また今まで配食サ−ビス、会食
サ−ビスにも外に向かっても参加してたんですけども、体の病いによって、入院してい
ない在宅にいるんですけれども、医療器具を付けて常時つけていますからもう会食サ−
ビス、外に向かっては参加できないんだということで配食サ−ビスを受けているわけで
すけどもね。この配食サ−ビス、会食サ−ビスはこれからは今、２月に１回、週に１回
やられているんですが、これがどんどんどんどん増えていくと思うんです。国の補助体
制がありますのでね、ほかやっているところはやってます。そういった中で特に医療費
の問題の中でそのお金が上がって配食サ−ビスに２回受けたくても、その薬を減らすわ
けにはいかないんで、配食サ−ビスに１回しか受けられない。いままで外に向かってい
ても外に出られないという人たちがいます。そういった中で対象を広げることによって
ね、心の元気さを取り戻せるんじゃないかと思うし、またそういった孤独の問題、昼間
独居の、家族がいても昼間独居の人たちの孤独の問題をね、やっぱり見落とさないでそ
ういった分を救ってあげることによってね、なんていうか仲間づくり、人と人が集まれ
ば仲間づくりになりますし、そういったかたちの中でね、今、高齢化に向けたさきほど
もおっしゃいました、お話ししました悪質な訪問販売、そういったこと、かたちも人と
人を会して仲間づくりをしたり情報交換をする中でそういったこともね、みんなでこう
防いでいけるのかなという問題がちょっと感じますので、こういったこの対象者をもっ
とこう広げていって参加できる人は参加できるような方法をねとって、今後に向けてい
ただきたいなと思いますのでそのへんよろしくお願いしたいと思います。
◎委員長（竹浦 隆君） 保健福祉課長、高橋昭吾君。
◎保健福祉課長（高橋昭吾君） 今、ご指摘のありました部分でございますけれども、
実は、会食サ−ビス、それから配食サ−ビスの関係もさきほどお答えしなかったんです
けれども、だいたい平均的に新得地区の会食のほうは約４０名、屈足地区が約１５名ほ
どでております。独居老人、われわれのほうで言っております、カウントしております
数からいきますと４分の１強しかまだ出てきてないと。４分３のかたはどうしても家に

閉じこもりきりだという部分があります。その対策をまずどうしょうかということが一
つはなっております。それから今ご指摘がありました社協内部では高齢者夫婦に対して
も広げてってはどうかという案と、それでなくて、今のままで週２回配食したらどうか
という案、それから会食については出てこれない人の送迎サ−ビスをどう対処しようか
という話が今それぞれ課題として上げてございます。でそれらの中につきましては今、
配食サ−ビスをおかげさんで１年経過いたしましたし、会食サ−ビスも１年半経過いた
しましたので、それぞれ利用されているかた、あるいは利用されていないかたがたにで
すねアンケ−トを取りながら、どういった方法がいいのか、今、これから検討しようと
いうことになっておりますので、できる限り大勢のかたがなるべく家に閉じこまらない
で出てこれるような体制、あるいは出れなくても配食を受けれる体制をなるべく極め細
かにやっていきたいというふうに考えております。
◎委員長（竹浦 隆君） 委員、石本 洋君。
◎委員（石本 洋君） 決算書の全般にわたっての中に出てきます報酬の問題でござい
ますけれども、報酬の中でも特に今回は少し範囲を狭ばせて、例えば昨年、平成８年度
ですね、保健福祉センタ−の検討委員会、そのほか教育関係では運動公園の見直し、そ
れから温水プ−ルの検討委員会、こういったように町の施策にかかわる根幹的な問題に
ついて検討するために検討委員というのを置いたわけです。ところがその検討委員に対
する報酬の支給の仕方、これがちょっと不均衡でないかということで、確か昨年の９月
に議員協議会の席上で少しお話をしたわけなんですが、その際、町長さんはそれは問題
だと。早急に検討いたしますと、こういうふうなお話でありましたんで、検討委員の皆
さんの中からもいろいろそういう問題について耳にしていたものですから、そういうか
たがたに、いや町長はこういうふうにお話をしている。近いうちに解決つくだろうとお
話をしていたところが、解決をつかなかった。ですから私はうそを言ったような形にな
りました。
まあしかし、そういうかたちの中でね、とにかく人数でいくと、例えばまちづくり推
進委員会ですと金額が少なくても、皆さんに１００人からの人たちにきちんと払うもの
は払っている。ところが私、保健福祉センタ−の関係は非常にりっぱなかたちでやった
ということはですね、だいたいまず出席が非常によかったということですよね。それと
夜間にやらないでできるだけ昼間に検討委員会をやるといったようなことで言ってまし
た。
ところが教育委員会の関係でいきますとですね、ほとんどもう、夜間の７時から９時
までの間にやってたと。しかもそれに対して報酬を出さなかったと。だから全般的に教
育委員会関係のその社会奉仕というか、ボランティアを対象にしているような考え方で
は払っている。ところが私、保健福祉センタ−の関係は非常にりっぱなかたちでやった
ということはですね、だいたいまず出席が非常によかったということですよね。それと
夜間にやらないでできるだけ昼間に検討委員会をやるといったようなことで言ってまし
た。
ところが教育委員会の関係でいきますとですね、ほとんどもう、夜間の７時から９時
までの間にやってたと。しかもそれに対して報酬を出さなかったと。だから全般的に教
育委員会関係のその社会奉仕というか、ボランティアを対象にしているような考え方で
措置をされていたんだなと、いうような感じがするわけなんですが冒頭にお話したよう
に少なくても、新得町の施策の根幹にかかわることについてのご相談をするわけですか

ら、それなりの対応をしていただきたかったものだなという感じがいたします。ですか
ら教育委員会関係のいろいろな催し、僕はこう見てますと、約半数程度しか出席がなか
ったというふうにこう考えます。それは夜間であったがためにそうなのか、あるいは人
選が、人選に問題があったのかと、いったようなことでいろいろその見るところが違っ
てくるでしょうけれども、少なくても責任を持って町の施策についてご検討をしていた
だくという姿勢ではなかったなと今でも思っております。そういうことでこの、いずれ
もが平成８年度の決算年度中の事柄であります。
そういうことで、今後そういう点じゅうぶん気をつけてですね、配慮をしていただき
たいと。このことによってですね、福祉のほうの報酬の出し方はけしからんよというこ
とであると困るわけですね、ですからその点を理事者のかたもじゅうぶん考慮されてで
すね、施策を進めさせていただきたいなとこう思います。以上です。
◎委員長（竹浦 隆君） 助役、鈴木政輝君。
◎助役（鈴木政輝君） お答えいたします。確かに８年度のお話として石本委員さんの
ほうからお伺いをしておりました。これにつきましては、財政担当として年度の途中か
らシステムを変えるというのはなかなか難しいものですから、その意向を組みまして９
年度から統一をしていこうというかたちをとらさせていただきました。一般的に町に対
する政策の提言とかですね、いろんな会合の中に出てくる場合については、今、申し上
げられましたまちづくり推進協議会でも総合計画の策定委員の場合は４，０００円と、
まちづくり推進協議会の委員さんが出てくる場合についてはそれは１，０００円と。こ
ういう分け方をしております。部分的に一部ボランティア的な要素ありますけれども、
最終的にはこういう検討委員会的なものについては金額の統一を図ると。それ以外ボラ
ンティア的なものの要素の強いものは、そういった金額に合わせないというかたちをと
っております。
◎委員長（竹浦 隆君） 委員、黒沢 誠君。
◎委員（黒沢 誠君） 何回も質問漏れで申し訳ないんですが、土木費に中でですね、
１２０ペ−ジ、これで委託料、公営住宅の業務管理、この内容についてちょっとお願い
いたします。
◎委員長（竹浦 隆君） 建設課長、常松敏昭君。
◎建設課長（常松敏昭君） お答えいたします。委託料でございますけれども、これに
つきましてはですね、ちょうど５月の連休開けに事務作業が始まりますので、その時点
で補助申請にかかわる事務作業がたくさんございまして、その分申請書の作業作りとか、
申請書の色わけとか、そのへんの作業を設計事務所に委託してございます。その後工事
期間中の現場指導をいただいております。
◎委員長（竹浦 隆君） 委員、黒沢 誠君。
◎委員（黒沢 誠君） 今、課長が申されましたとおり、最初のほうはわかるんですけ
ども、公営住宅の最後までこのやると、管理すると。いうことが、僕にはちょっと納得
がいかないんですよ。毎年同じもの作っているわけですよ。中身は、どこかこう変わる
かわかりませんけれども、だいたい同じやつ。もう工事やる人だったら、全部ああもう
暗記しているわけなんです。だからですね、全くこれを管理させるというのはね、町の
土木課にその免許もった人がいるわけですからね、この管理を一つね止めさせたらどう
かなと、このように思うんですがどうですか。
◎委員長（竹浦 隆君） 建設課長、常松敏昭君。

◎建設課長（常松敏昭君） 管理委託業務の中にはさきほども申しましたように、補助
申請に伴う設計書の作成と、それからそういう申請に伴ういろいろな書類の整本等がご
ざいますんで、その作業をやってもらってございますけども、これは短期間にこの作業
を終わらせて補助申請を受けなければならんということで、町の職員だけではちょっと
時間的には余裕がないということで委託をしてございます。その後の現場のほうにつき
ましては、サ−ビスということでその中に含めてということでございまして、主な仕事
がその公営住宅の単独設計に伴う申請ということになってございます。
◎委員長（竹浦 隆君） これをもって審査を終わります。
それでは本件につきまして採決に入りますが、採決に入るまえに討論はありませんか。
（「なし」の声あり）
◎委員長（竹浦 隆君） それではこれより認定第１号、平成８年度新得町各会計歳入
歳出決算認定について採決いたします。
本件についてはこれを認定することに賛成の諸君の挙手を求めます。
［挙手多数］
挙手多数であります。よって本件についてはこれを認定いたしますことに決しました。
以上をもって本委員会に付託されました案件審査は終わりました。

◎委員長（竹浦
◎委員長（竹浦

隆君）
隆君）

暫時休憩いたします。
（宣言

１４時４７分）

（宣言

１４時４８分）

休憩をとき再開いたします。

◎ 水道事業会計
◎委員長（竹浦 隆君） 本委員会に付託されました認定第２号、平成８年度新得町水
道事業会計決算認定についてを議題といたします。
お諮りいたします、本件の内容審査に入る前に本決算書の提出者から決算報告書、事
業報告書及び付属資料についての概要説明を受けてから内容の審査に入りたいと思いま
すがいかがでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
◎委員長（竹浦 隆君）
それでは決算報告書、事業報告書及び付属資料についての
概要説明を求めます。水道課長、西浦 茂君。
◎水道課長（西浦 茂君） 平成８年度新得町水道事業決算についてご説明いたします。
１ペ−ジにまいりまして、収益的収入及び支出の第１款、水道事業収益、１億１，３
９０万１，１０５円、支出では第１款、水道事業費用、９，６５８万５，５３９円とな
っております。
次のペ−ジにまいりまして、資本的収入及び支出の収入では、第１款、資本的収入で
は、一般会計より４，７１７万４，０００円の出資を受けております。支出では第１款、
資本的支出、５，６４３万３，１７２円で資本的収入額が資本的支出額に対して不足す
る額、９２５万９，１７２円は当年度分損益勘定留保資金、７１６万７，８２６円と建
設改良積立金、２０９万１，３４６円で補てんいたしております。

次に財務諸表の３ペ−ジにまいりまして、平成８年度損益計算書でございますが、収
支の営業収益では１億１，０５６万２，８９３円、営業費用では９，２７０万７，４４
０円、差引き営業利益、１，７８５万５，４５３円、収支の営業外収益費用では２万２，
９４５円、営業外費用では２０５万４９２円、差引き△２０２万７，５４７円、当年度
純利益では１，５８２万７，９０６円、これに前年度繰越利益剰余金、１０万７５２円
を合わせまして、当年度未処分利益剰余金は１、５９２万８，６５８円となっておりま
す。
次の４ペ−ジにまいりまして、平成８年度の貸借対照表でございますが、資産の固定
資産は有形固定資産、無形固定資産合わせまして固定資産合計、２億６，６１１万５，
９３３円、流動資産では現金及び預金、未収金、貯蔵品合わせまして流動資産合計は５，
５７２万３，４４４円、資産合計では３億２，１８３万９，３７７円であります。
次に負債の流動負債は未払金、預り金、合わせまして流動負債合計は６８９万２，５
２３円、資本金は自己資本金で繰入資本金は一般会計より出資を受けました４，７１７
万４，０００円が前年度より増額いたしております。借入資本金、合わせまして資本金
合計は１億７，０８２万２，８６２円です。剰余金では資本剰余金、利益剰余金、合わ
せまして剰余金合計では１億４，４１２万３，９９２円、資本合計では、１億７，７７
１万５，３８５円、負債資本合計では、３億２，１８３万９，３７７円であります。
次の６ペ−ジにまいりまして、平成８年度剰余金計算書ですが、減債積立金は前年度
末残高が１７６万７，０００円、当年度繰入額が６６万１，０００円、年度末残高が２
４２万８，０００円となっております。建設改良積立金は前年度末残高が１，７５５万
５，１０６円、当年度繰入額が１，２５４万３，０００円、当年度処分額が６０万９，
８２６円、これは資本的収入の不足する額に充てております。当年度末残高は２，９４
８万８，２８０円、積立金合計では３，１９１万６，２８０円、未処分利益剰余金は前
年度未処分利益剰余金では１，３３０万４，７５２円、前年度利益剰余金処分額は減債
積立金に６６万１，０００円、建設改良積立金に１，２５４万３，０００円、合わせま
して１，３２０万４，０００円、繰越利益剰余金年度末残高は１０万７５２円、当年度
純利益は１，５８２万７，９０６円、当年度未処分利益剰余金は１，５９２万８，６５
８円となります。資本剰余金では受贈財産評価額、国庫補助金、一般会計補助金、工事
負担金ともに増減がございません。翌年度へ繰り越す資本剰余金は９，６２７万９，０
５４円でございます。平成８年度新得町水道事業剰余金処分についてでございますが、
当年度未処分利益剰余金１，５９２万８，６５８円から利益剰余金処分額といたしまし
て、減債積立金に７９万２，０００円、建設改良積立金に１，５０３万６，０００円、
合わせまして、１，５８２万８，０００円を充てたいと考えております。これによりま
して翌年度へ繰越す利益剰余金は１０万６５８円となります。
次に財務諸表、付属書類の８ペ−ジにまいりまして、収益費用の明細を記載しており
ます。給水収益の水道料金収入では７，１３７万８，４３０円で、前年度比、４．１７
％の増となっております。
次に９、１０、１１ペ−ジにつきましては支出の明細を記載いたしております。
１２ペ−ジにまいりまして、積立金の建設改良積立金と減債積立金の処分額と年度末
残高を記載いたしております。
次に１３ペ−ジにまいりまして、固定資産明細では、構築物では４，５３０万が増加
いたしております。これは治水口の改修に伴う増加でございます。それから機械及び装

置では、１，０８８万４，０００円、これは量水器の取替えと計測器の設置によります
増加でございます。
次に１４ペ−ジの企業債明細では新規借入、繰入償還はございません。年度末残高は
９５１万７，１６１円となっております。
次に１５ペ−ジにまいりまして、事業報告でございますが、収益的収支は１億１，３
９０万１，１０５円に対し、支出９，６５８万５，５３９円で当年度純利益で、１，５
８２万７，９０６円となる前年度繰越利益剰余金１０万７５２円と合わせて、当年度未
処分利益剰余金は１，５９２万８，６５８円となりました。生活様式の変化による水需
要の増加、一般家庭用水道の口径が１３㎜ から２０ ㎜への増径及び下水道の普及により
まして、収益が昨年より２６２万３，８７６円増となっております。今後とも効率的な
事業経営を基本とし、諸経費の節減と業務の効率化を図り経営の健全化と安定した水の
供給に努め、公共の福祉が増収するよう経営に努力してまいります。
次に１６ぺ−ジにまいりまして、議会の議決事項では３回にわたりまして予算の補正
をいただいております。
次に１７ペ−ジでは職員給与の内訳を記載いたしております。
次に１８ペ−ジ、１９ペ−ジでは事業の執行状況について記載いたしております。
次に２０ペ−ジの業務量では年度末給水人口６，０５７名、年度末給水戸数が２，５
３２戸、年総配水量は６８万６，６１５m3、年間総有収水量が６３万７，６１５m3、有
収率が９２．８６％、供給単価１１１円８５銭、供水原価が９０円８９銭となっており
ます。
次の下段の(２)では事業収入に関する事項を記載いたしております。
次の２１ペ−ジでは事業費に関する事項を記載いたしております。
次の２２ペ−ジでは給水装置工事の状況について記載しております。
次の２３ペ−ジでは給水原価９０円８９銭の内訳を記載いたしております。
次に別冊の資料にまいりまして、５ペ−ジでは十勝管内の水道事業家庭用料金調べを
記載いたしております。新得町は１０m3で１，１００円で、昨年度安いほうから２番目
でありましたが、８年度は１番目となっております。
次の６ペ−ジにまいりまして、道内上水道事業家庭用料金調べですが、新得町は昨年
道内で安いほうから６番目でございましたが、８年度につきましては４番目となってお
ります。全道平均の１０m3あたりの平均単価は１，８１６円となっております。以上で
説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。
◎委員長（竹浦 隆君） 以上で説明を終わりました。
それではこれより質疑に入ります。ございませんか。
（「なし」の声あり）
ないようですのでこれをもって質疑を終わります。
それでは，本件につきまして採決に入りますが、はい委員、松尾為男君。
◎委員（松尾為男君） 各項目ではなくてですね、決算書の事業報告の中でも、今後で
すね事業経営基本として公共の福祉が増進するようにということで方針出しております。
更に監査委員のほうから、早急に水道増量工事、これについてですね検討すべきだと
いうことで進言されておりますけれども、基本的な事項でこの１月ですか、議員協議会
の中で国営かんがい排水事業の変更概要というものが説明されました。それまでは新得
地区は新屈足のみの１３戸ということで変更計画では屈足佐幌含めてですね、９１戸の

受益者ということで、このときにですね、上水道の水源が確保されるということも説明
があったと思います。そのとき協議中ということもおっしゃっておりましたけども、新
得町としては水源につきましていろいろ検討されまして、この国営かんがい排水事業に
基づいてですね、たいへんな恩恵を被るいうことで、ほっとしたという経緯があります。
したがってそのことがですね、現在どのように推移をしているのかですねお伺いしたい
と思います。
◎委員長（竹浦 隆君） 水道課長、西浦 茂君。
◎水道課長（西浦 茂君） お答えいたします。国営かんがい排水の関係で水源を確保
したいということで、現在ですね、佐幌の東２線５号付近でとりあえずダムができるま
の間、暫定水源として井戸の掘削を予定いたしております。近々井戸の掘削にかかる予
定になっております。そのダムが完成するまでの間、その井戸を水源として利用させて
いただいて水道のほうも整備していきたいと思います。その整理するにあたりましては、
決算書でも申し上げましたが、一般会計から今の経営状態では４，７００万、それから
前の年では７００万ぐらいと一般会計から繰入を受けておりますし、繰入を受けた状態
でも毎年の利潤が１，５００万から３００万ぐらいとまあ、経営状態は決してよくない
もんですから、さきほどの道内の料金、十勝管内の料金なども、見ていただきましたが、
料金の改定なども検討してとりあえず資金の目途がたってから、改修のほうにかかって
いきたいと思います。水源のほうにつきましては、井戸を掘っていただいた段階で水質
の検査だとか、どのくらいの量が出るかとか、組み上げが可能かというものを、今年掘
削はじまりますがまあ、来年程度そういう状態を見て、そのあとで実施の計画をたてて
着工していきたいというふうに思っております。
◎委員長（竹浦 隆君） 委員、松尾為男君。
◎委員（松尾為男君） わかりました。当面の対処についてはわかりますが、国営かん
がい排水事業そのものについては、私たち説明受けた計画が変更されないでそのまま実
施をしていくということで理解してよろしいんでしょうか。
◎委員長（竹浦 隆君） 町長、斉藤敏雄君。
◎町長（斉藤敏雄君） 国営かんがい排水事業がたいへん大規模な事業であります。し
かしこの事業はすでに十勝の中央部から順次始まってきておりまして、いずれダムにか
かっていくということであります。現段階ではダムの建設も含めて、ただ国家予算が、
あるいは国の開発予算というものが将来に向かってどういうふうに確保されていくかと
いう抜本的な問題があるわけですけど、計画そのものは既定方針どおり、今進んでいる
というふうに考えております。したがいまして将来ダムができるまでの間、水道課長が
申し上げましたように、ある程度規模の大きいボ−リングによって当面不足する水量を
なんとかそれによって確保しながらですね、将来のダムができるまでの間、それによっ
て水対策を考えていきたいというふうに思っております。
◎委員長（竹浦 隆君） これをもって質疑を終わります。
それでは本件につきまして採決に入りますが、採決に入るまえに討論はありませんか。
（「なし」の声あり）
◎委員長（竹浦 隆君） それでは認定第２号、平成８年度新得町水道事業会計決算認
定について採決いたします。
本件についてはこれを認定するかたの諸君の挙手を求めます。
［挙手多数］

◎委員長（竹浦 隆君） 挙手多数であります。
よって本件についてはこれを，認定することに決しました。

◎ 閉 会 の 宣 告
◎委員長（竹浦 隆君） 以上を持って本委員会に付託されました案件審査は終わりま
した。
よって本委員会を閉会いたします。
（宣言 １５時１０分）

