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平成１１年９月１６日（木）
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第１号

〇付託議件名
認定第１号

平成１０年度新得町各会計歳入歳出決算認定について

認定第２号

平成１０年度新得町水道事業会計決算認定について

〇出席委員（１５人）
委 員 長
菊 地
委
員
藤 井
委
員
宗 像
委
員
斎 藤
委
員
金 澤
委
員
松 尾
委
員
黒 澤
委
員
武 田

〇欠席委員（１人）
吉 川 幸 一

君

〇委 員 外（２人）
川 見 久 雄

君

康
友
芳
為
武

雄
幸
一
幸
学
男
誠
孝

君
君
君
君
君
君
君
君

湯

副委員長
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員

浅

〇職務のため出席した議会事務局職員
事 務 局 長
佐 々 木 裕

亮

二

君

君

古
千
松
廣
石
渡
髙

川
葉
本
山
本
邊
橋

正
諫
麗
雅
欽

盛
博
男
子
洋
文
造

君
君
君
君
君
君
君

◎議会事務局長（佐々木裕二君） 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、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。

◎ 開 会 及 び 開 議 の 宣 告
◎臨時委員長（石本 洋君） ただいまから、各会計並びに水道事業会計決算特別委員
会を開催いたします。
（宣告 １１時３２分）

◎ 委 員 長 の 互 選
◎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（石本 洋君） 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（石本
◎臨時委員長（石本

洋君）
洋君）

暫時休憩いたします。
（宣告

１１時３３分）

（宣告

１１時３４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（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、委員長に菊地康雄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（石本 洋君） 異議なしと認めます。
よって、菊地康雄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。
（就任あいさつ省略）

◎ 副 委 員 長 の 互 選
◎委員長（菊地康雄君） 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（菊地康雄君） 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（菊地康雄君）
◎委員長（菊地康雄君）

暫時休憩いたします。
（宣告

１１時３５分）

（宣告

１１時３６分）

休憩を解き再開いたします。

◎委員長（菊地康雄君） それでは、副委員長に古川 盛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（菊地康雄君） 異議なしと認めます。
よって、古川 盛君が副委員長に選ばれました。

◎ 散 会 の 宣 告
◎委員長（菊地康雄君） 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３７分）

◎委員長（菊地康雄君） 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、これをもって散会いたします。
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日
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委
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員
会
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〇付託議件名
認定第１号

平成１０年度新得町各会計歳入歳出決算認定について

認定第２号

平成１０年度新得町水道事業会計決算認定について

〇出席委員（１６人）
委 員 長
菊
委
員
藤
委
員
千
委
員
松
委
員
廣
委
員
石
委
員
渡
委
員
髙

地
井
葉
本
山
本
邊
橋

康
友
正
諫
麗
雅
欽

雄
幸
博
男
子
洋
文
造

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

古
吉
宗
斎
金
松
黒
武

川
川
像
藤
澤
尾
澤
田

幸
芳
為
武

〇欠席委員（なし）

〇委 員 外（１人）
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
教 育 委 員 会 委 員 長
高 久 教 雄
監
査
委
員
吉 岡
正
監
査
委
員
川 見 久 雄

君
君
君
君

〇町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。
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

盛
一
一
幸
学
男
誠
孝

君
君
君
君
君
君
君
君

保
健
福
祉
課
長
建
設
課
長
農
林
課
長
水
道
課
長
商
工
観
光
課
長
児
童
保
育
課
長
老 人 ホ ー ム 所 長
屈
足
支
所
長
西十勝消防組合新得消防署長
庶
務
係
長
財
政
係
長

浜
村
斉
常
貴
富
長
高
加
武
佐

田
中
藤
松
戸
田
尾
橋
藤
田
藤

正
隆
正
敏
延
秋
直
昭
周
芳
博

利
雄
明
昭
之
彦
昭
吾
三
秋
行

君
君
君
君
君
君
君
君
君
君
君

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
加 藤 健 治
君
社
会
教
育
課
長
高 橋 末 治
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
小 森 俊 雄
君

〇職務のため出席した議会事務局職員
事
務
局
長
書
記

佐 々 木 裕 二
桑 野 恒 雄

君
君

───────────────────────────────────────
◎ 開 議 の 宣 告
◎委員長（菊地康雄君） 本日の欠席届出委員はごさいません。全員の出席でございま
す。
ただいまから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（菊地康雄君） 本委員会に付託されました認定第１号、平成１０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。
ただいまから決算審査に入ります。
最初に付属資料、監査意見書等も提出されておりますので、一般的、総括的質疑をお
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（菊地康雄君） 議事に入る前に、委員長からお願いがあります。
質疑、応答は、簡明簡潔に行うように、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、皆様がたのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
それでは、総括事項についての質疑をお受けいたします。
（「なし」の声あり）
◎委員長（菊地康雄君） それでは次に進みます。

◎ 一般会計 歳出 第１款 議会費・第２款 総務費
◎委員長（菊地康雄君） 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、事項別明細書のペー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、何ペー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６２ページから９５ページ中段までの第１款、議会費及び第２款、総務費全
般についてご発言ください。委員、藤井友幸君。
◎委員（藤井友幸君） 不勉強なんだもんでの質問でございますけれども、６７ページ
の報償費がございますけれども、退職金１３万５千円出ているわけですけれども、この
内容でございますけれども、退職報償金のですね基準だとか取扱い要綱というのはある
と思うんですけれども、これは、去年も４０何万ぐらい出ているんですが、今年は１３
万５千円と非常に少額なんですけれども、これはどういうかたちのもので出ているかお
伺いしたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） 総務課長、畑中栄和君。
◎総務課長（畑中栄和君） お答えいたします。
退職報償金１３万５千円でございますが、昭和６０年以前までに採用されていた臨時
職員のかたですね、その当時退職金という制度がございまして、それを昭和６０年前後
に廃止をいたしております。
それ以前にいた職員につきましては、その当時の金額で凍結をいたしまして退職報償

金ということで支出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（菊地康雄君） 委員、藤井友幸君。
◎委員（藤井友幸君） それですね、６０年以降のですね採用された準職員ですか、今
言われたね、そのかたの退職金というのは今後払うかたちになっていくわけですか。
◎委員長（菊地康雄君） 総務課長、畑中栄和君。
◎総務課長（畑中栄和君） 準職員でなく臨時職員であります。６０年以降の採用のも
のにつきましては、退職金制度は廃止いたしております。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、千葉正博君。
◎委員（千葉正博君） 職員手当の中の不用額のかなり５００万円から出ているわけで
すけれども、主な要因はどういうところでしょう。
◎委員長（菊地康雄君） 総務課長、畑中栄和君。
◎総務課長（畑中栄和君） 一般管理費の職員手当で不用額で５３０万円あるというこ
とですが、内訳は時間外勤務手当がそれのほぼ全額を占めているかなというふうに思っ
ております。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、宗像 一君。
◎委員（宗像 一君） ちょっとお願いごとなんですが、これは決算となって本当に申
し訳ないかなと思ったりしたんですが、実は７０ページに文書広報費のところちょっと
あれしていただきたいんですが、町政のカレンダーを毎年出しておられるわけなんです
が、２，３年前から私もほかの人に申出をしていたわけなんですけれども、カレンダー
の止める場所は１か所なんですよね、あれがだんだん月数になって上になってくると丸
まさっちゃうんですよ、それをなんかこう押さえるものをなにか考えてほしいと言った
んですが、ひとつ今度作るときにひとつそういったことを検討していただきたいと思い
まして。
◎委員長（菊地康雄君） 企画調整課長、長尾 正君。
◎企画調整課長（長尾 正君） お答えいたします。
来年作るときはその辺を考慮して作成したいというふうに考えております。
◎委員長（菊地康雄君） ほかに。委員、廣山麗子君。
◎委員（廣山麗子君） ７９ページの１節の生活安全推進協議会委員とあるんですけれ
ども、このどのような運動の推進がなされてきたのかお伺いしたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） 住民生活課長、西浦 茂君。
◎住民生活課長（西浦 茂君） 生活安全推進協議会の関係でございますけれども、年
２回ほど会合を開きまして春先開催しますものにつきましては、会議と併せまして危険
箇所だとか住民からこういう不審者がうろうろするとか、家にいたずらをするとかそう
いうところだとか、それから交差点の危険箇所だとか、そういう皆さんから出てきまし
た危険箇所について調査いたしまして、関係機関に要望したりいたしております。
そして交通安全関係については即日一時停止の標識だとかそういうものは整備してい
ただいております。後は、啓発やなんかにつきましては各防犯協会なんかにも依頼して
おります。
それから、２回目の会合は３月ころに次年度の予算というんですか、活動方針につい
て検討いたしております。
◎委員長（菊地康雄君） ほかに。委員、廣山麗子君。
◎委員（廣山麗子君） 日常生活においてですね、精神的な不安解消だとか、そういっ

たかたちの中で住民がそういった場合にはほんとうにとことん我慢して、そして警察や
なんかに例えば訴えたにしても、事件事故が起きなければ警察は発動しないわけです。
そういった中で、高齢者対策の一つにもなるのですけれども、精神的な不安の解消が
事前にいろいろなところと連携を取りながらやることによってね、ほんとうに要望とい
うかもっと早い時期にそういったことをみんな地域の中で、受けて立てるというか見守
りをしていけるような状況が今あちこちにあるんですね、そういった問題が、それで例
えば隣に入られたかたが役場保健福祉課、保健婦さんの担当者との連携の中でやってい
る部分で、隣のかたが例えば分かったにしても、その地域にいる町内会長さん福祉委員、
そして地域を見守る民生委員さんに何も連携ない中で、全然分からないでっていうこと
がけっこうあるんです。
ですから、これから高齢者対策の中で、例えばそういうかたたちが今八十いくつにな
っても非常に元気で生活をしていらっしゃる。でも、ある日突然にそういうかたちの中
でね、隣にそういうかたが来られて、精神的な夜、夜中も寝れない状態の中で精神的に
めいってらっしゃる。
そのことをいろいろなかたちのうえで、例えば訴えたにしても警察がいろいろなかた
ち事件事故ではないですから、つながらないですから取り合わないわけですよね。そう
いった中で、もう少しその関係あるところと連携を取りながら、地域の町内会長さん民
生委員さん福祉委員さん、そういったかたたちの連携があればもっとね、ほんとうに困
った状態で声を上げるんでなくて、その前の段階でみんなに見守っていけるかなと、声
かけができるかなという部分ではこれからの４月、来年４月介護保険が導入されますけ
れども、そういうかたについては自立ということで、認定されないわけですからね、地
域の中でもっとそういうことがね感じ取っていかなければ、どんどんどんどん体も頭も
高齢と共にある程度障害を持ったときには、心までほんとうにめいってしまうことがね、
今地域の中でどんどん出てきています。
ですから、そういったことがこの生活安全推進協議会の中で、動いていただけるのか
しら。どうかもお聞きしたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） 住民生活課長、西浦 茂君。
◎住民生活課長（西浦 茂君） 今のことについてなんですけれども、どちらかという
と生活安全推進委員会というのは、防犯関係とか生活災害とか、そういう危険箇所のど
うのこうのということが主なことにはなるわけなんですけれども、今お聞きしますとそ
ういう関係も含まれるようにお聞きしますので、そういう民生委員さんのほうなんかと
も意見交換をできる場を作ってですね、意見交換を行っていい方向をちょっと検討して
みたいというふうに思うんです。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、廣山麗子君。
◎委員（廣山麗子君） 今後に向けてね、今答弁ありましたように精神的な不安だとか、
生活安全上の確保ができるようにやはり、行政の例えば担当の保健婦さんだけではなく
て、やっぱり地域全体としてね関係する人との連携を取りながらその一人ひとりを見守
っていかなければ、なかなか難しいと思いますので、ぜひそういったほうも含めて運動
の推進もしていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、吉川幸一君。
◎委員（吉川幸一君） ２点お尋ねします。
７７ページの、田舎町肌で感じよう交流事業と、７９ページの夢基金事業の補助金の

ことでお伺いします。
田舎町肌で感じよう交流事業、どのようにこの参加した人が肌で感じたか、その成果
をひとつ述べていただきたいなと思ってございます。
それと７９ページの夢基金事業でございますけれども、今回は５００万円の予算で、
３３５万円と終わってございます。この夢基金事業は今回は何件申込みがあって、何件
にその夢基金事業を出されたか、この内訳等もご説明していただければと思っておりま
すので、よろしくお願いします。
◎委員長（菊地康雄君） 企画調整課長、長尾 正君。
◎企画調整課長（長尾 正君） お答えいたします。
田舎町肌で感じよう交流事業の関連でございますが、３年間市町村振興協会の補助を
もらいまして実施してきたところでございますが、参加者が少ない状態でございますの
で、１０年度をもちまして事業を終了させたいというふうに考えております。
事業の中身といたしましては、新得へ来ていただきましてスキーや搾乳、ワカサギ釣
り、スノーモービル、アニマルトレッキング等を実施しております。
◎委員長（菊地康雄君） 住民生活課長、西浦 茂君。
◎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、５件申請があり
ましてそのうち３件を採択をして、この３３５万円の支出をいたしております。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、吉川幸一君。
◎委員（吉川幸一君） これは、７７ページの肌で感じよう交流事業はけっきょくいろ
いろなことをやったけれども、肌で感じれる努力が足らなかったのか、また感じようと
する人がいなかったのか。
せっかく１２０万円の予算をもって新得町のことでやったんですけれども、打切りっ
て言うのはちょっと寂しいかな。そこら辺もう１回ご答弁を願いたいなと思ってます。
これは夢基金事業にかえりますけれども、どのようなことで使われたのかを教えてい
ただきたいのと、これ１件１００万円が限度額でなかったかなと思っております。
１００万円の限度額だったら３件だったら、これはどれかが限度額を超えて夢基金を
出したんではないかなと。私の考え方が間違っていたら謝りますけれども、１件１００
万円でなかったのかなと思いますけれども。ご答弁お願いしたい。
◎委員長（菊地康雄君） 企画調整課長、長尾 正君。
◎企画調整課長（長尾 正君） お答えいたします。
田舎町の関係でございますが、現在の経済の景気の状態から言いますとなかなか参加
者を集めるのに苦労したところでございます。
来られるかたのそれなりの自己負担もございますので、今回は参加者が少なかったの
かなと思っております。現在パック旅行やなんかでもですね、これより安い経費でこれ
るようなツアーもございますのでそちらのほうに流れたのかなと感じております。
◎委員長（菊地康雄君） 住民生活課長、西浦 茂君。
◎住民生活課長（西浦 茂君） お答えいたします。
最高限度額は１００万円でございまして、今回認定して出てますのは、限度額３件、
３００万円と、それと９年から１０年にかけての継続事業でありました分を３５万円支
払いを行っております。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、吉川幸一君。
◎委員（吉川幸一君） これは、夢基金事業はですね私は基本的には単年度だと思って

認識しているところなんですよ。ですからこの１０年度の決算に９年度のもので３件な
らいいんですけれども、８年度から繰り越して１０年度のにあがるっていうのは、どう
いう、５００万が足らなくなったらこの事業は次の年に繰り越しますっていうのは果た
して解釈としていいのかどうかって思っているんですけれども。
それから今回の３件は１００万円１００万円１００万円ていうことみたいですけれど
も、なんでどんな事業に１００万円ずつ出したのか資料、ご説明を願いたいと思います
けれどもいかがですか。
◎委員長（菊地康雄君） 住民生活課長、西浦 茂君。
◎住民生活課長（西浦 茂君） 事業の継続についてでございますけれども、事業によ
っては申請されるかたは年度末っていうんですか、その近くになってから出されるかた
もおりますので、その場合は概算払を前年度のように行いまして、次年度に完成払いの
分として行っております。
それから昨年度の認定事業でございますけれども、木工家具のクラフト加工製作に、
申請事業費は２１５万円でございまして、これに１００万円認定しております。
それから新得ドキュメント映画の会、これは日本語版の森と水の夢大雪トムラウシと
いう、映画の英語版の制作です。これは申請額が２２０万円ありまして１００万円。
それからサホロＥＣＣという団体から、十勝川のカヌーレースにこれカヌーレースの
救急用具でございますけれども、これが１７２万円の申請がありまして１００万円の認
定を行っております。
（「関連でいいですか」の声あり）
◎委員長（菊地康雄君） 委員、髙橋欽造君。
◎委員（髙橋欽造君） 関連でございます。
夢基金事業というのは斉藤町長の政策の大きな柱になっているのかなと、そしてまた
多くの町民がですね夢を実現してくれと、どんな小さなことでもいいよと、そのことに
よって町づくりの根幹をなすんだよという一つの町長のですね新しい発想のもとで、こ
れは創設されたものだというように私は解釈しているわけであります。
そこで、私お尋ねしたいことはですね、この夢基金委員という制度がございまして、
１０名のかたが、任命されているわけでございます。その中には町から推薦されたかた、
それから私の記憶なんですが自らそれに参加したいという公募ですか、そういう中でさ
れたかたというように理解をしているところでございます。
それで今もいろいろとお話しを聞いていたわけでございますけれども、けっこうやは
りこの夢基金にはですね期待がかかっているんだなと、たいへん多くの団体がこれに応
募をされているように聞いております。
委員会の回数ですね、どのぐらい委員会をされて決定されているのか。それと私の記
憶では一度その団体に基金を助成した場合は、どんな新しい事業が出てきてもそれには
こたえることができないんだよと、いうように聞いてるわけなんですが、その辺ちょっ
とお尋ねをしたいと思います。
私は最終的にですね、町長がほんとうにこの夢基金というものを考えられたその趣旨
がですね、じゅうぶんに生かされているかどうかということがですね、ちょっと不安に
思ったことがあるんです。ですからそういう点もですね、事業委員会、この基金の委員
会でですねどのような形態でもってこの委員会が招集され審議されているのかをですね、
お尋ねをしたいと思います。お願いいたします。

◎委員長（菊地康雄君） 住民生活課長、西浦 茂君。
◎住民生活課長（西浦 茂君） 委員会の開催回数でございますけれども、１案件につ
きまして１回ということで、だいたい時間は７時ころからかかりまして１０時ころまで
約３時間ぐらい、申請者からも事業の説明などを受けて、その後説明者に席を外してい
ただいて認定作業を行うんですけれども、それらを合わせて１事業にだいたい３時間、
２事業のときもございますけれども、場合によっては２回というときもございます。
夢基金の規則では１団体っていうんですか、一個人というんですか、回数については
特に制限はございませんけれども、なんていうんですか同じ人に何回もという声も出て
こないとも限りませんので、その辺は委員会の中でも２回から３回ぐらいまでの申請は
あがっていることで、回数の制限は特にございません。
今までの中で、団体は違いますけれども、代表者が同じっていうのは２件ございまし
た。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、髙橋欽造君。
◎委員（髙橋欽造君） 関連でございます。
私はこの制度は決して否定するものではないんです。
ただ、今１回ないし２回という委員会を開いて決定されるというように、今ご答弁を
いただいたわけでございますけれども、確かこの事業概要を見ますというと寄附金は３
４件、３千万円からの寄附をいただいているんですね。たいへんこれもですね、やはり
斉藤町長のお人柄と、斉藤町長の夢を実現するためのですね、町民の又は他町村に住ん
でいるかたもおられたんでしょうけれども、そういう期待を込めたですねものを実現し
ようというかたちの中での、私は好意でないかなと思っているんです。
私、心配していることが一つあるんです。１００万円の金を仮にですよ、１００万円
という多額の金を申請者に出す場合に、２時間や３時間でですね決定できるのかなと。
ということは、前にその委員会に諮る前にですね、やはりどこかがきちっとチェックす
るんでないかなと思うんですね。
ちょっとかけ離れたこと言うかもしれませんけれども、まちづくり大会でよく私は聞
いたんですけれども、理事者まあ理事者ではなくても行政のほうでですね、案を作って
きてそして委員会に諮って、「はい」これでよろしいですかという、「はいはい」議会
といいましょうか、了解をいただいたという実際はもう役所の人が全部作って、それを
了解していただくというようなかたちだったと。それではほんとうの町民のまちづくり
に対する熱意が伝わるだろうかという心配をしていたところなんですけれども、たまた
まそういう話も聞いているんです。
ですからこの夢基金もですね、今いろいろお話しを聞いているというとなにか簡単に
すすっと決まったのかなということが、なんとなく感じられるんですけれども、これは
感じれるという無責任な言い方はよくないかもしれないですけれども、そういうことで
はまずいんでないのかなと。
私の申し上げたいことは、せっかくこれだけのお金を出してあげるということであれ
ば、その事業が必ずしも成功するとは限らないけれども、少なくても成功に近い結果が
出るようにですね、支援するっていうのがこの斉藤町長のお気持ちでなかったのかなと
いうように思っているんです。
私は町長にお伺いしたいんですけれども、ずっと昨年のこれを見ますっていうと、４
件ほどに助成をしているわけなんですが、そういう中でですね、ほんとうに斉藤町長の

お考えになっているように、この夢基金が有効利用されているかどうか、今町長のお考
えをですね、併せてお尋ねをしたいと思っているんです。
◎委員長（菊地康雄君） 町長、斉藤敏雄君。
◎町長（斉藤敏雄君） この夢基金制度につきましては、お話しありましたように町民
のかたがたのいろいろな面のやる気の発揚と、いろいろなことを考えてですね、事業な
りあるいはいろいろな仕掛けをする場合になかなか経済的な問題がネックになって、そ
れを実現することができないというふうなものをそうした多様な発想の中から、一歩で
も前進するそのことが、まちおこしなりに起爆剤になればと、そういう趣旨でこの制度
を発足させていただいたしだいであります。
この制度はご承知のように条例によって一つのルールを定めて、今日まで運用をして
いるわけでありますが、私は今までのこの事業の実施の結果がですね、いろいろな面で
個人なり団体のやる気の発揚に大きくつながっていっているのではないかと、このよう
に考えております。
私の記憶の中では、例えば商工青年部のかたがたがニューイヤー花火大会の初回目の
動機付けになって、それが引き続いて今日に至っていると、あるいはよさこいを立ち上
げるときにこれもこの事業を確か適用したと記憶しておりますし、あるいはまた新規参
入されたかたが木工クラフトで新しい事業を展開していくとか、あるいはまたアウトド
アスポーツ時代にあって、そうしたカヌーをベースにした活動を町内的に内発的な事業
に結びついてきたと、そのいずれもが夢基金事業がその動機付けをしたと考えておりま
す。
その他もろもろそれに類する事業の展開がなされておりまして、そうしたものが町の
いろいろなこのイベントなりですね、そういうふうなものに結びついているということ
は、私はねらった趣旨は見事に着実に実現しつつあるとこのように考えております。
今後ともそうした町民のかたがたの、いろいろな地域おこしなり強いては自分おこし
しも含めて、そういうふうなものにぜひとも活用していっていただきたい。そういうふ
うに考えております。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、髙橋欽造君。
◎委員（髙橋欽造君） 町長が今ご答弁の中で、よさこいの話が出たわけです。今月の
２６日に１２チームほどが来て約１千名のかたが新得町でこのよさこいをされるんだそ
うでございます。
町の援助もですね、助成もここで２３０万円ほど出たと聞いております。前はなんか
２００万円しか出てなかったんだけれども、いろいろとお願いして３０万円プラスして
もらったというふうに聞いているんですが、たまたま私は足寄のですね、よさこいが１
０チーム行ったんだそうですね、ここで足寄の予算は５５０万円だったそうですよ、た
またま新得チームがですね優勝いたしましてね、４０万円ほどもらってきたという話を
聞いておりました。
私お金をやればいいってものではありませんけれども、少なくてもですね、１千名か
ら他町村から呼びつけるっていうこの大事業と言いましょうかイベントって言いますの
はね、これはたいへんなものでないのかなと思うんです。
これもやはり、新得町の開基１００年に向かってのですね、１つの大イベントという
ようなかたちの中で計画されているものですから、町も今言った２３０万円ほどの助成
をされたんだというふうに解釈はしているんですけれども、足寄の例を申し上げたよう

にですね少し足りないんでないかと。
今よさこいの役職のかたがですね、あちこちの事業所を回ってここに努力をして、ご
理解をいただいて寄附集めしていると聞いているんですけれども、それでお金が集まっ
たにしてもですね、今度手不足なんだそうですね、いろいろなですねやはりそういう大
きなイベントをやるときにもう少し町もですね、理解を示さなければというように思う
んです。
そのときにこういう夢基金というものが利用できないのかなと、さきほどお話しあり
ましたようによさこいができたときに町では助成しましたよと、そのおかげでこれだけ
伸びてきたよという、これはもう私も理解しているんですけれども、こういう大きなイ
ベントのときに改めてですね、さきほどおっしゃたように２回はできないんだよという
ことではなくですね、もうちょっと柔軟性を持ってですねこの夢基金の利用活用をされ
たらいいんではないかなと、そう思うんですがいかがでしょうか。
◎委員長（菊地康雄君） 住民生活課長、西浦 茂君。
◎住民生活課長（西浦 茂君） さきほど申し上げました回数なんですが、特に回数の
制限はございませんけれども、事業の大きく拡大するだとか、今やっているのを大きく
拡大して事業をやる、そういうものも対象になるわけですけれども今回につきましては
申請がございませんでした。

◎委員長（菊地康雄君）
分）
◎委員長（菊地康雄君）

暫時休憩いたします。
（宣告

１０時３６

（宣告

１０時４４

休憩を解き再開いたします。

分）

◎委員長（菊地康雄君） ほかに。委員、石本 洋君。
◎委員（石本 洋君） ７７ページ１９節の、道横断自動車道建設促進期成会。同じく
十勝地区早期建設期成会、同じく中央地区早期建設期成会。この、同一高速道路につい
て３つの期成会に加入されて運動されていると。
更に主要道道夕張新得線建設促進期成会にも５万円とこういうようなかたちで、２０
万円にはならない金額ではございますけれども、それなりの経費を負担していると、こ
ういうことですね。
それでかつて、議員協議会の中で高速道路の関係で説明のあったところでございます
が、ここでご質問することによって公的に一つ表明をしていただきたいなとこう思うわ
けなんですが、高速道路はもうそれぞれ着工になって土地の買収などが盛んに進んでお
ります。
それで実はですね、なぜこれを取り上げる気になったかといいますと、昨夜ですね十
勝地区の地方議員連絡協議会の役員会というのがございまして、そこに出席をさせてい
ただいたわけです。十勝地区の主要事業、要請事業として１４件ほど出ていたわけなん
ですが、そのうち十勝港ですか広尾のね、その関連に２件。それから十勝、帯広空港の

関係も出たと、といったようなことでだいたい中央に集中したような事業が出てきてお
ったわけなんですが、反面、西十勝地区についてはどうもなにも出てないなといったよ
うなことで感じてきたわけなんですが、そこでこの高速道路はだいたい先の、末道が分
かったような感じでありますけれども、この中でいわゆる新得地区は単に通過地点なわ
けでありますけれども、サービスエリアだとかパーキングエリアといったものの造成に
ついてどのようにですね運動をされているのかなと。
そういった十勝地方連絡協議会の、というのはこれ十勝地区の町村長さんがたや議長
さんがたも関連されているやつを、その連絡協議会に報告をいただいたということでご
ざいますので、どちらかというとそういう方面のかたが密接にやっておられるわけなん
ですけれども、その中にそういうもの一つも出ていないということは、十勝地区として
は高速道路はもう先が見えちゃっているからもう運動の必要がないということなんでし
ょうけれども、陸の玄関口として新得は大事な所だと思うわけなんですが、そういった
面がですね、海の玄関口、空の玄関口については盛んに取り上げられているんだけれど
も、陸の玄関口についてはさっぱり取り上げられておらんぞと、もう関係ないと、先が
見えているから、そんなような感じなように思うのですが、新得にとってはですねやは
りまだ死活を制するような事柄でないのかなとこういうような気がするわけですよね。
同時に、夕張新得線、夕べ士幌の話も出ましたね、士幌高原道路。それについてはあ
の地域だけが運動したことによってあれだよと、もう少し全十勝的にこうやるべきでな
かったのかなという話があったわけなんですけれども、これもですねこのままにしてお
くと士幌高原道路と同じように凍結されてしまうのでないかなと、もう夕張、僕は４、
５年前にもう夕張は、この夕張新得線については考えてないよと、期成会長が新得の町
長さんになった時点でもう考えてないよと、いうようなことちょっとなんかの機会に一
回発言したことがあると思うんですが、現実的にはだんだんとそういうようなかっこう
になってきてですね、夕張はもうこれに眼中にないというような感じがしておるわけで
すよね。
だからそういうようなことでいきますと、毎年毎年こうやってお金を出していくのは
支援しかねるようなことになってくるなというような気がするわけなんですが、また、
ちょっと話が飛躍して申し訳ないんですが、過日道新の社説欄にですね、アメリカに経
済的に対抗して、いろいろとアメリカの注文を受けたりなんかするけれども、日本の円
がどんどんどんどん高くなることによって、アメリカの株式が暴落をするよと、だとす
るとむしろ円がどんどんどんどん高くするようなかたちで脅しをかけたらいいんではな
いかとアメリカに、だから我々もこの関係もですねやっぱりうちの要望も一つも聞いて
もらえないんだったら、もう脱退するぐらいの気持ちでですね対応できないのかという
ような気がするわけですね。
そういったようなことで、ちょっと無茶なことも言いますけれども、要するに先の見
通しですね、どのように考えられて毎年毎年こういう金を出されるのかご見解を伺いた
いなと。
◎ 委員長（菊地康雄君） 企画調整課長、長尾 正君。
◎ 企画調整課長（長尾 正君） お答えいたします。
高速道路の関係でございますが、本町にパーキングエリアの設置を日本道路公団に要
請しているところでございます。今後ですね用地の問題がございますので、地主との協
議が必要かというふうに考えております。夕張新得線につきましては、期成会を作りま

して要請しているところでございます。北海道といたしましても高速道路との絡みの中
で、その方策について検討をしているところでございます。
今年度に関しましては、冬期間の環境調査が行われる予定でございます。町といたし
ましては引き続き要請してまいりたいというふうに考えております。

◎ 一般会計 歳出 第３款 民生費
◎委員長（菊地康雄君） 次に進みます。９４ページ中段から１１５ページ下段までの
第３款、民生費全般についてご発言ください。ありませんか。委員、千葉正博君。
◎委員（千葉正博君） ９７ページ保健福祉センター関係で要望ですけれども、非常に
りっぱな保健福祉センターが完成され、それぞれ利用の状況は定かではございませんけ
れども、リフレッシュルームというすばらしいものが出来ているんですけれども、話に
聞くと残念ながらあそこで汗をかくんですけれども、シャワーを浴びるところがないと。
管内的にもそれぞれのリフレッシュルームについては、シャワー室が設けられている
と。今からでたいへん申し訳ないですけれども、やはりそういったシャワー室ぐらいは、
なんらかのかたちの中で取り入れて考えなければならないのではないのかなと考えます
が、その点について一つお伺いします。
◎委員長（菊地康雄君） 保健福祉課長、浜田正利君。
◎保健福祉課長（浜田正利君） 保健福祉センター９月１日にオープンしまして、利用
は最初ちょっと苦戦をしているかなと思ってますけれども、最近けっこう若いかたに利
用していただいて非常にうれしく思っています。
更に利用の増進に向けて我々も仕掛けをしていきたいなと思っております。
それと汗の問題なんですけれども、建設当初にシャワー室の問題が出たようです。そ
の段階では近隣町村含めて調査したところ余り利用がないということで、結果として今
回の施設の中にはシャワー室がなかったというのが過去の論議のようです。
それで今、改めて話があった部分なんですけれども、将来的に４月１日ですけれども、
デイサービスの部分も正式にオープンしていくかなとは思ってますけれども、その辺の
施設を含めてですねシャワーの利用ができればなとか、開放していきたいなというふう
に思ってますので、更に内部で検討をしてみたいなというふうに思っております。
◎委員長（菊地康雄君） ほかに。委員、廣山麗子君。
◎委員（廣山麗子君） １０１ページの補助金。寿事業団の看護ヘルパー事業なんです
けれども、今何軒のところに寿事業団のヘルパーさんが何人いってらっしゃるのかお伺
いいたします。
それと、２０節の日常生活用具の給付。補装具給付費とありますけれども、これは昨
年から見たら、前回から見たら、前前回から見たら大幅に増えているんですね。これは
健康まつりだとか、在宅介護支援センターが出来て、展示部門がオープンされました。
そういった中でＰＲ効果が出たのか、それとも日常生活の中で介護用品を使う人が増え
たのかお伺いしたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） 保健福祉課長、浜田正利君。
◎保健福祉課長（浜田正利君） 看護ヘルパーの関係ですけれども、昨年の実績でいき
ますと延べ３７５日ということで集計をしてます。人数的にはですね、いろいろ月によ
っては差があるようですけれども、だいたい１０名程度かなというふうに聞いてます。

それと補装具の給付の関係なんですけれども、たいへん申し訳ないんですけれども、
昨年平成９年と１０年、内容分析まで私してなかったんですけれども、制度的にもけっ
こう皆さんに健康まつり含めて知らせてきたのも一つの要因かなとそんな感じもしてま
す。なお分析についてはまた後ほど、お話しをしたいというふうに思っております。
◎委員長（菊地康雄君） ほかに。委員、廣山麗子君。
◎委員（廣山麗子君） ただいまの看護ヘルパー事業なんですけれども、延べ３７５日
で、実質何軒のかたに何人の看護ヘルパーさん、寿事業団のヘルパーさんがいってらっ
しゃるのか、看護ヘルパーさんが何名であって、受けている戸数軒数何名かお願いいた
します。

◎委員長（菊地康雄君） 暫時休憩いたします。答弁は休憩の後に行います。１１時１
５分まで休憩いたします。
（宣告 １０時５６
分）
◎委員長（菊地康雄君） 休憩を解き再開いたします。
（宣告 １１時１４
分）

◎委員長（菊地康雄君） 保健福祉課長、浜田正利君。
◎保健福祉課長（浜田正利君） 看護ヘルパーについてお答えいたします。
利用人員はですね、６名のかたが利用されました。事業団のスタッフは５名のかたが
常駐をしているというふうに聞いてます。

◎ 一般会計 歳出 第４款 衛生費・第５款 労働費
◎委員長（菊地康雄君） ほかに。次に進みます。１１４ページ下段から、１２９ペー
ジ下段までの第４款、衛生費及び第５款、労働費全般についてご発言ください。委員、
松尾為男君。
◎委員（松尾為男君） １２５ページのですね、１３節の中の埋立処分場のですね水質
検査だとか、放冷水検査、または中間処理施設のばい煙等の測定。これのですね数値と
いいますか、その結果についてですね、公表すべきだろうと思います。施策の成果を説
明する調書という中にあるのかなと思って見たらですね、単なる説明は生活環境の保全
としかありませんので、こういったものについては、僕たちも関心があります。果たし
て最終処分地がですね、継続して使っていけるのか、中間的にも大丈夫なのかも含めて
ですね心配もしていますし、またその内容もですね、知りたいというのは一般的にあり
ますから、一定程度毎年やっていっているんでしょうけれども、これは公開するのが原
則だろう思いますので、そこら辺の考え方をお聞きしたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） 住民生活課長、西浦 茂君。
◎住民生活課長（西浦 茂君） 水質検査それからダストだとか、それからダイオキシ
ンの調査については毎年行っておりますので、来年度からの事務報告に載せるように検

討したいというふうに思います。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、松尾為男君。
◎委員（松尾為男君） 事務報告っていうよりもですね、一般の町民のかたもですね環
境に対する関心度がだんだん高まってきていますから、そういった意味で公開というこ
とで、お知らせ号かなんかでですね、こういう状況になってますとか、ですからだいじ
ょうぶならだいじょうぶということでですね、安心感も与えるためにもですね、公開し
たほうがいいと思います。それで、その点をお聞きしたんです。
◎委員長（菊地康雄君） 住民生活課長、西浦 茂君。
◎住民生活課長（西浦 茂君） お答えいたします。
広報を使いまして、ダイオキシンの測定だとかそれから、水質についてはそのつど公
表するようにしたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） ほかに。次に進みます。
（「休憩していい」の声あり）

◎委員長（菊地康雄君）
◎委員長（菊地康雄君）

暫時休憩いたします。
（宣告

１１時１７分）

（宣告

１１時１９分）

休憩を解き再開いたします。

◎委員長（菊地康雄君） 委員、藤井友幸君。
◎委員（藤井友幸君） １２９ページに２１節の貸付金とございますけれども、勤労者
融資、ほほえみ融資、季節労働者それぞれございますけれども、その利用状況というの
はどの程度の残高というかですね、件数どの程度になってますかお伺いします。よろし
くどうぞ。
◎委員長（菊地康雄君） 商工観光課長、貴戸延之君。
◎商工観光課長（貴戸延之君） お答えいたします。
いちおう歴年で事務報告等にも掲載をいたしてございますけれども、平成１０年とい
たしましては年間で４件の貸出し、金額にいたしまして３３３万円。返済が５件ござい
まして、貸付けの残高といたしましては、現在８，５２４万３千円となっております。
これは勤労者融資でございますけれども。
それから、季節労働者の生活資金これについては貸付けはございません。実績はござ
いません。
後、ほほえみ融資の関係でございますけれども、共済の給付というようなことを主眼
においてございまして、これにつきましては十勝管内１８市町村が広域であおぞら共済
というのを設置をいたしましたけれども、本町においてほほえみ共済というようなかた
ちで既に先行をして実施をいたしてございました。
そうした中で共済給付を目的にですね、原資の預託を行っている部分でございます。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、藤井友幸君。
◎委員（藤井友幸君） それでですね、勤労者融資はある程度の利用があるようですけ
れども、この季節労働者というのはですね、余り利用がないとすればですね、これ減額

してもいいのではなかろうかなという気もしてますけれども、ただ金を預託してですね、
確か３倍ぐらいになっているのかなと思いますけれども、そんなことで考えているわけ
です。その辺いかがでしょうか。
◎委員長（菊地康雄君） 商工観光課長、貴戸延之君。
◎商工観光課長（貴戸延之君） 確か予算審議のときにもご質問いただいていたかと
思うわけですけれども、季節労働者に対しましてはですね、こういった経済情勢でござ
いますので、いつどのように需要が発生するかというのは予測できないというようなこ
とで、この事業については貸付制度についてはですね、このまま残していきたいという
考え方でございます。
◎委員長（菊地康雄君） 次、ほかにございませんか。
（「なし」の声あり）

◎ 一般会計 歳出 第６款 農林水産業費
◎委員長（菊地康雄君） 次に進みます。１２８ページ下段から１５５ページ下段まで
の第６款、農林水産業費全般についてご発言ください。ありませんか。
◎委員長（菊地康雄君） 戻ります。１２８ページ下段から１５５ページ下段まで
の第６款、農林水産業費全般についてご発言ください。委員、松尾為男君。
◎委員（松尾為男君） ３点ほどお伺いをします。
１点はですね、これは町行政としては受け身ということだろうと思いますけれども、
１４３ページのですね毎年行っておりますところの７目のですね、農村環境整備水洗化
事業ですけれども、これは今年は２戸分ということで、予算は５戸分ですが、これの進
み方といいますか、いろいろ農村のかたも事情があるんでしょうけれども、このままで
すとだんだん利用する人がなくなっていくような気がします。ほかに対策などをですね
考えているのかどうか、９年度は３戸、今年１０年度は２戸ということで減っています
から、そういった対策を含めてお考えをお聞かせ願います。
それから１４９ページのですね、１３節の委託料でありますけれども、これは確か、
１０年度の予算は１０万円で有害鳥獣駆除等の業務ということで、説明はクマの対策費
だということで説明を受けたんですが、６４３万６千円に増えている。なおかつ予算で
は補助金としてですね、有害鳥獣駆除等について３３５万円ほど補助金で出しておりま
す。それを合わせても数字が違いますけれども、去年一昨年ですか、委託料として従来
は補助金という中でやっていましたけれども、明確にしたいということで委託料という
ことで一昨年もですね、９年１０年も１０万円の計上であったんですけれども、今年の
決算ではなんか全部取り混ぜてですね、補助金も、それから委託料も補助金も負担金も
含めて、どういうふうにしたのかですね、かなり数字が違うのでちょっと説明してくだ
さい。
◎委員長（菊地康雄君） 農林課長、斉藤正明君。
◎農林課長（斉藤正明君） お答えいたします。
１点目の農村整備環境の水洗化の事業でだんだん先細りしているのではないかという
ことで、平成５年度からやりまして、１０年度の２件を入れまして１７基やっておりま
す。
ご指摘のとおり先細りしているわけでございますけれども、町としまして屈足の水洗

化が終了しましてからですけれどもね、全町的な農村地区の合併浄化槽の事業を今検討
しているところでございます。それで１０年度もそういうことで、道の補助をいただき
まして農村地区の設計委託の調査をいたしております。
そういうことで農村のかたもそういう事情をご理解しておりますので、実際大がかり
にやる人は後１、２年我慢して、そういう補助事業の合併浄化槽にするということにな
っております。そういうことで農村地域のかたもご理解しているかたがございます。
ただ緊急にやりたいというかたは、この１基３０万円ですか、それでやっているよう
でございます。
それから２点目の委託料の関係ですけれども、有害駆除の委託料の関係でございます
けれども、当初は有害駆除２つに分かれておりまして、猟友会の１０万円のクマの巡回
指導とですね、もう１つはですねキツネだとかカラスだとかシカのその有害駆除でござ
いますけれども、これは従来は１９節の負担金補助で計上しておりました。１０年度も
そうでございます。
そしてこれはですね、猟友会というんでなくて個人のハンターに補助して、何頭、１
頭いくらということで補助しておるわけでございますけれども、１０年度から道のほう
でですね、エゾシカ管理事業というのがございまして、それで雌シカ１頭いくらという
で補助することになりました。ただ、これはですね、個人に補助するわけにはいきませ
んので、市町村に補助するということで、そういうことでいったん市町村が道の補助を
受けて委託として出すことにいたしたわけでございます。そういうわけで、６月の補正
に、去年の６月の補正にですね、１９節の分を１３節の委託に持ってきたしだいでござ
います。以上でございます。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、松尾為男君。
◎委員（松尾為男君） 前半のことについては分かりました。
もう１点ですね、同じく１４９ページの１６節のですね原材料、これ予算では梅園の
管理用として計上しておりましたけれども、全額不用額になっております。
毎年一定のですね１０万円程度８万５千円から６千円は梅園の管理用として、決算し
ているんですけれども、今年はですね全額不用額ということになっておりますので、こ
れらのですね、今までの経緯と１０年度のですね、決算についての説明をお願いしたい
と思います。
◎委員長（菊地康雄君） 農林課長、斉藤正明君。
◎農林課長（斉藤正明君） 原材料費で梅園用の、製材費ということで１万円ほど見て
おりましたけれども、管理人のかたで非常に器用なかたでございまして、古材を使って
ですねけっきょくそういうことで買わないで済ませたという経過もございます。
ただし１１年度につきましては、梅のオーナーなどでかなりお客様も来ますので、看
板だとかそれから案内板、そういうことで１１年度につきましてはかなりみております
ので、ご理解賜りたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） ほかにございませんか。委員、千葉正博君。
◎委員（千葉正博君） １３３ページ。参考まで聞かせてほしいんですけれども、農作
物展示圃これに対する成果についてどのようになっているかを、それから１３９ページ
利子補給。酪農経営負債整理資金、大家畜体質強化資金、あるいは活性化資金、それぞ
れ利子補給を行っているわけですけれども、これらに対する酪農家に対する成果という
か、状況等について。

◎委員長（菊地康雄君） 農林課長、斉藤正明君。
◎農林課長（斉藤正明君） 展示圃の関係で、１点目の展示圃の関係でございますけれ
ども、佐幌地区にだいたい５反ほど借りてやっておりまして、主体的に普及センターの
かたの指導でやっております。それらの成果につきましては、毎年営農懇談会というの
が２月にございまして、それらの場所でいろいろ成果を発表したり、いろいろ指導をし
ております。
ただし、この展示センターにつきましてですね、１２年度からはもう一つ開発建設部
の展示センターがございます。２つあるわけでございますので、そっちのほうが大きく
てほとんど全面委託ということでございますので、そちらに移行したいと考えておりま
す。
それから２点目のです、酪農負債整理それから大家畜の関係でございますけど、これ
昭和５６年から実施しております。延々ともう十何年続いているわけでおるわけでござ
いますけれども、ちょうどそのとき借りたお金が一番金利の高いときでございまして、
それの毎年の欠損金ということで、当初は３．５パーセントいうことでそれらの負債軽
減しております。
そして更に、現在では３．５パーセントから３パーセント、２．５パーセントという
ことで軽減しておりまして、非常に酪農家の経営には役立っていると考えております。
◎委員長（菊地康雄君） ほかにございませんか。

◎ 一般会計 歳出 第７款 商工費
◎委員長（菊地康雄君） 次に進みます。１５４ページ下段から１６９ページ上段まで
の第７款、商工費全般についてご発言ください。委員、髙橋欽造君。
◎委員（髙橋欽造君） １５９ページ共通商品券発行事業で１００万円を補助金として
出しているわけでございますけれども、この共通商品券の売れ具合、利用度ですねそう
いう点をちょっとお聞かせをいただきたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） 商工観光課長、貴戸延之君。
◎商工観光課長（貴戸延之君） お答えいたします。
昨年８月から開始をいたしました、共通商品券いわゆるスマイルチケットでございま
すが、３月までの売り上げが３８０万５００円。当初予定をいたしました、２４０万円
を超えてございまして、５８パーセントほど超えている状況になってございます。
いちおう当初２４０万円の売り上げを見込みまして、スタートをしておりますが、ス
タート当初というようなこともありまして、目標を上回ったという状況になってござい
ます。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、髙橋欽造君。
◎委員（髙橋欽造君） こういう、たいへん地域の購買運動に非常に効果があったとい
うように今聞きまして、たいへんいい事業だったんだなと思っております。
そこで今問題のですね、今度新たな１万円やると１割得しますよというのをやってい
ますよね。これがまたちょっと問題なのかなと、私は共通商品券のようにですね、効果
が出ればいいなと思っておりましたけれども、そうはいかないみたいなんですけれども、
やはりこういういい状況を踏まえておやりになったんだと思うんですけれども、ちょっ
とこの決算とは関係なくなりますけれどもですね、非常にその点を私心配しているんで

す。 せっかくぐるになってですね、一緒にやろうということでやっているんですけれ
ども、その人気がさっぱり上がってこないということにですね、ちょっと不安を感じて
いるんですけれども、その辺はどうなんでしょうね。担当課長としてどのようにお考え
なのかちょっとお聞かせ願いたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） 商工観光課長、貴戸延之君。
◎商工観光課長（貴戸延之君） お答えいたします。
９月の７日から発売をいたしまして、今日の本日までの発売期間というようなかたち
で進めてきております。ただ予想を大幅に下回っておりまして、昨日も商工会長さんお
見えになりまして、発売期間を延ばしたいとそういうようなご報告がございました。
昨年の共通商品券の発行、そして２月の２４日から回収をいたしました地域振興券、
そして更に今年９月７日からのプレミア商品券、こういったかたちでなんとか地域にお
金を落としていただきたいというような方策を講じているわけでございます。
ただ、発売期間がちょうど短期間であったという、言ってみればちょっと見込み違い
もあったかと思うんですけれども、最近になりましてですね、暖房器具の入替えあるい
は冬用のタイヤの購入とか、いわゆる高額商品に対する支払いの利用というのがですね
増えてきているようでございます。
そうしたことで、発売期間を１１月末までに延長したいという申し出がございました。
また１２月入りますと、歳末大売出しの関連がございますので。使用期間が１２月の１
０日というふうに記憶しておりますけれども、発売が１１月の末まで延長して利用期間
を１２月の１０日までというようなかたちでですね、追い込みを図っていただきたいと
いうことで、商工会会長さんのほうにもお話しをしているところでございます。
◎委員長（菊地康雄君） ほかにありませんか。委員、吉川幸一君。
◎委員（吉川幸一君） ２点についてお聞きしたいと思います。
ワカサギのふ化、ヒメマスのふ化、ふ化事業が。
◎委員長（菊地康雄君） 何ページですか。
◎委員（吉川幸一君） １５２ページの１３節でございます。ワカサギのふ化とですね
ヒメマスのふ化ってありますけれども、この券の売り上げですとか。
◎委員長（菊地康雄君） もうその点については、さきほど終了しております。補足で
お願いいたします。
◎委員（吉川幸一君） ではこれはやめます。申し訳ありません。
１６６ページと言いますか、１６７ページと言いますか、陶芸のことで少しご質問を
したいなと思っております。
陶芸の作品売り上げ、材料費収入に入ってございまして、陶芸振興費としてお金が出
ておりますけれども、この平成１０年度の教室の受講生はいろいろな教室がありまして、
何名ぐらいの受講生がいらっしゃいまして、前年度から同じ教室に入ってるかたが何人
いらっしゃったか。
これ前にも私、ご質問させていただいたんですけれども、１０年選手はたくさんいら
っしゃるのではないかな。そこで、前にご質問した蒸し返しでございますけれども、こ
の陶芸は非常に高級な趣味でございます。今、パークゴルフ場も利用税としてお金を取
り、シーズン券も販売しておりますけれども、陶芸は陶芸利用というかたちでなんで年
間お金が取れないのか、検討もされてないのか、まずここからご質問をさせてもらいま
す。

◎委員長（菊地康雄君） 商工観光課長、貴戸延之君。
◎商工観光課長（貴戸延之君） お答えいたします。
現在陶芸センターでの講座につきましては、６講座で定員を７０名というかたちで本
年度スタートいたしております。ご質問にございました前年からの継続者、これにつき
ましては今調査をさせますので、後ほどお答えをしたいと思います。
いちおう、定員にそれぞれ１０名ないし１５名というような定員を設定をいたしてお
りますけれども、現在の受講者の名簿からいきますと、それぞれ定員枠以内で推移をい
たしております。ご質問にございました使用料とかそういった関連でございますけれど
も、本年度受講を申し込まれましたかたには、前期後期に分けて講座の参加料というよ
うなかたちでそれぞれ千円ずつ、前期千円、後期千円の参加料を徴収いたしております。
これらにつきましては、センターのほうで使用いたします消耗品、その他作陶用具で
しょうか、そういったものの消耗品的な経費に充てたいということで運営をいたしてお
ります。いちおうそういったかたちで参加者の皆様がたに新たなご負担をいただいたと
いうようなことでございます。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、吉川幸一君。
◎委員（吉川幸一君） ７０名の受講者の中で、前年から続いている人は６５名以上、
７０名いたとしたら６５名以上いるっていうのは予測されるんですね。
新規の人が入れるような講座と、それから、あの施設はやっぱり土曜日、日曜日でし
たら受講できるってかたもだいぶん行ってみたいなっていう希望者が声が聞きます。前
にも私お話ししたんですけれども、職人コースですとか、腕の立つ人と、土日にはあの
会館は開けるべきだっていう私の意見もありますけれども、参加料の千円は非常に少な
すぎる。
今、陶芸で出店の３万円ってありますけれども、屈足のしんとく焼として出店してい
るときに、個人の商品もその中に混じっているはずなんです。その個人の商品は出店は
町で出して、個人の作ったものはこの売店で売っているんです。投薬から粘度は買って
いるっていいますけど、非常に原価と同じ値段で買っていて、そして利用者が自分の庭
のように自分の商品のように使っているときに、参加料千円というのは検討したうちに
私入らないと思う。
高級な趣味にはそれなりのお金がかかるんだっていうことを、町民に認識していだく
ためには、１００歩譲って新しく陶芸をやってみたいという人には、陶芸の楽しみを教
えるためにそのお金はいいですよと、でも何年も続けて受講している人は年間２万円以
上のものを私は取りなさいって言っているんです。
陶芸の担当の職員がいて、補助職員がいて補助員がいて、販売員がいて出店で町の予
算で出店料を出して、そして個人が作ったものがここでも並べられて売られている。こ
んなかで、なんでその年間陶芸に行って、何年間連続して陶芸の教室に入ったら、年間
いくらですよってお金が取れないのか不思議でしょうがない。もう１回ご答弁願いたい
と思います。
◎委員長（菊地康雄君） 商工観光課長、貴戸延之君。
◎商工観光課長（貴戸延之君） 何点かご質問いただきました。
さきほどの、継続者につきましては現在調べておりますので後ほどお答えをいたしま
す。 出店料の関係でございますけれども、これにつきましては新得町の陶芸センター
というようなかたちで出店をいたしております。そうした中で、その陶芸センターに通

ってくる受講者のかたがたの作品、そういったものも併せてしんとく焼の出店というよ
うなかたちで、それぞれの主催団体のほうに納入する費用でございます。

後、費用の関係というようなことでご質問でございますけれども、以前にも申し上げ
ましたように、まず粘土代の内訳これにつきましては、それぞれ粘土を製作というか、
作り出すセンターの人件費であるとか、あるいは電気料それから出来上がった作品を焼
きあげる電気料、あるいは登り窯の費用そういったものを勘案いたしまして、１キログ
ラム当たりの粘土の料金を設定いたしております。
本年度その粘土の料金につきましても、従来の方式と変えまして基本の粘土１キログ
ラムの料金は６００円で変わりございませんけれども、１月について２０キロを超える
場合については１キログラム当たり超えた分が８００円、あるいは６５歳以上のかたで
は特別料金を設定いたしておりますけれども、１０キロから６００円、あるいは２０キ
ロ超えた場合は２０キロから８００円、町外利用のかたについては９００円というよう
な粘土の料金等の設定も変更いたしまして、対応しているところでございます。
また、継続者というようなかたちでございますけれども、講座も本年度は新たに陶芸
を始めてみたいというそういった希望者のかたのためのいわゆる講座、これを２講座開
設をいたしております。
そうした中で初心者のかたにも広く講座に参加していただけるようにというようなこ
とで、改善を図ってきたところでございます。当然電動ろくろ、初心者のかたが即入る
というような、そういった分野でもございませんし、ある程度の経験を積んでいただく、
そして更に興味をわいていただければ次の電動講座、ろくろ講座ですとか、手作り講座
ですかいろんなそういうようなステップを踏めるような講座の構成にいたしたところで
ございます。そうしたことで、ご理解をいただければというふうに考えおります。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、吉川幸一君。
◎委員（吉川幸一君） いろいろなものの答弁は詳しく説明していただいているけれど
も、金をいただくかいただかないかっていうことの答弁は、何一つ今の答弁の中にはし
ゃべられていない。
これ食い違うことですから検討というかたちで再度言いますけれども、材料費は１８
６万円収入になっているけれども、消耗品、燃料費、光熱費入れたら粘土代になるか、
私はなっていない。
それから、この趣味の世界でやっている人がたから、なんでお金が取れないのか。年間、
教室料としてお金が取れないのか検討もしたくない答弁、だと私は思うんです。やっぱ
りここですぐ答弁出せっていうのは無理かなって思うんですけれども、今後、私の今言
った年間に陶芸教室に行ったときに、年間この今の参加料千円というのは、もうちょっ
と私の言う２万円に近付ける検討をできるかできないかぐらいの答弁だけでいいですか
ら、検討をしていく用意があるかないかの答弁はしてもらいたいと思っております。終
わります。
◎委員長（菊地康雄君） 商工観光課長、貴戸延之君。
◎商工観光課長（貴戸延之君） 前回の決算委員会、また予算委員会のほうでそういっ
た受講料、そういったようなかたちでのご質問が続いてございます。
平成１１年度から徴収をすることにいたしました、その参加料は検討をいたした結果
というふうにご理解いただければ有り難いわけですけれども、ただ、そのおりにも申し
上げておりましたように、この陶芸そのものがスタート時点に戻りますと、やはり生き
がい対策っていうようなかたちがございました。それから継続しながら一時企業化とい
うようなものを思考いたしまして、現状のしんとく焼の中ではまだまだ企業化というよ

うなかたちには難しいというようなことで見直しをしたわけでございます。
更に今回はこうしたかたちで、新たな負担を年間にいたしますと、前期後期通じて参
加をいただくかたには２千円というようなかたちでございます。これが安いっていうご
指摘でございますけれども、現状の中としてはほぼ適当な金額なのかなというふうに考
えているところでございます。
ただほかの例えば、町民大学の継続している講座そういったものとの関連もございま
すので、関連するようなそういう講座、そういったものとの調整をさせていただきなが
ら、検討してまいりたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、石本 洋君。
◎委員（石本 洋君） ３目、観光費に絡んでの質問になるわけなんですが、１６１
ページの１１事業費の中で、印刷製本費７８万４千５８８円とこういうのが出ているわ
けなんですが、これはたぶん観光費に絡んだ観光パンフレットのかなと思うわけなんで
すが、町で発行しているパンフレットは町自体が印刷されて出しているのか、あるいは
観光協会に助成をした中で観光協会の中で印刷をして出されているのかといった点があ
るわけなんですが、私の見るところではたぶん印刷製本費の中で作られているのかなと
理解するわけなんですが、前にも別の機会でお話ししたことがあるんですが、狩勝峠の
売店にですね観光パンフレットを置いてもすぐなくなってしまうと、こういうことでな
にか担当者にも前にお話ししたことがあるわけなんですが、なんぼあそこに置いてもな
くなってしまうといったようなことでですね、予算の絡みもあるんでしょうあんまりた
くさん印刷できないというようなことなんでしょう。
だけれどもこれは、鼻紙にするわけではありませんので、持っていかれるということ
はそれなりに、見ていただいているというような感じがするわけですよね。ですから大
いに印刷されてけっこうだなと思うわけなんですけれども、それから印刷製本費７８万
４千５８８円というの少ないのではないのかなという感じがします。
実は先日、総務常任委員会の本州視察の中で、最終日にふるさと東京会の人たちと少
しお話しをいっぱいしたかたちの中で、新得のＰＲが少しもの足りないよというお話し
がありました。
民間の商店で交通マップですか、そういうものを売っているお店もあったけれども、
町自体ではそういうものが出ていないわけなんですが、それぞれの企業の努力だといっ
てしまえばそれまでなんですけれども、やっぱりポイントポイントにですねそういうも
のを配置するような努力も必要なんでないかなという気がするわけなの。
参考までにですね、この間の話し合った中で新得そばが盛んに新得としてＰＲをされ
ておるようだけれども、狩勝峠に新得そばの看板もないわけだし、主要な箇所にもない
よと、今、それから新聞道新あたり見ても、幌加内のそばが盛んに出てくるわけで、だ
いぶん新得そばの影が薄れてきたなという感じがないわけでもないで。
そういうわけでこれは、来年度の予算に絡むことですから予算のときにまたお話しす
ればいいわけですが、この印刷製本費のＰＲというかたちの中でですねちょっと触れて
おきたいなとこう思うわけです。ひとつ予算は多少ね、お金はかかるでしょうけれども、
常時不足のないようにポイントポイントにパンフレットを配置されるように期待したい
なと。
地図は鹿追町がですね、もうとにかくなくなったらすぐとんで持ってくるの、直接持
ってくるそうですね、狩勝に。そういったようなことで向こうは、新得は交通の要所に

おるからどうしても安心感持っちゃうのかもしれないけれど、鹿追はそうでなしに危機
感を持って常にそういうようなポイントポイントを大事にしているようでございますの
で、ひとつ新得でもですねそういったようなことで多少、金目を惜しまずひとつＰＲに
努力していただきたいなとこう思うわけです。よろしくお願いいたします。
◎委員長（菊地康雄君） 商工観光課長、貴戸延之君。
◎商工観光課長（貴戸延之君） お答えいたします。
パンフレットにつきましては、この観光費あるいは狩勝高原整備費そのほか観光協会
のほうと費用を分担しながらですね、現在主力にしておりますのは同じ体裁の分野ごと
の６種類でしょうか、そのほかに折り畳み式で２種類ほどやってございます。
そうした中で、ご指摘のように金額的にはやりくりをしながらですね足りなくなって
在庫の足りなくなったものを補充していくというようなかたちで、極力経費をかけない
ようなかたちでやってございます。印刷いたしましたパンフレットをそれぞれ各施設に
じゅうぶんな量だけ配布できるかと申しますと、なかなかそこまでいかない状況かなと
思います。
それぞれ町外からの紹介、あるいはいろいろな会合その他で新得にお越しになったお
客様が、３０部５０部というようなかたちで求められますので、そういったときに重点
的にほぼ使っているというのが実態でございます。
そうした中で、部数を多くできる単価の安いパンフレットですねこういったものにつ
いては、できるだけそういった施設に配布をしたいというような状況で手配をしてござ
いますけれども、やはり当初に各それぞれの売店であるとか施設に配ってしまいますと
後、在庫切れっていうような状況も無きにしもあらずというようなことで、そういうよ
うなすぐ切れてしまうというような状況もあろうかと思います。
予算を効率的に執行しましてですね、できるだけそのようなことのないように、じゅ
うぶん注意をしてまいりたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、石本 洋君。
◎委員（石本 洋君） 私はいわゆる折り畳み式の豪華なですねパンフレットはねお金
もかかるから、できればそういうものと一般のチラシとの中間ぐらいのですね、１枚の
程度でいいなと。
ですから主要な観光地とそれから交通図を片隅に印刷をして、狩勝峠なりあるいは南
新得からどういうふうに行ったら目的地にいくのかといったようなね地図もちょっとつ
けてやると親切でないかなと、こういう感じがいたします。
そういうことでよろしくご配慮をお願いします。
◎委員長（菊地康雄君） 商工観光課長、貴戸延之君。
◎商工観光課長（貴戸延之君） 当初、総合版的なパンフレットというようなかたちで
やっておりましたものを、それぞれの分野ごとにばらけましてですね、できるだけ経費
をかけないで部数を多くしたいということで現在に至っております。
なお、今後とも研究をさせていただきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思
います。
◎委員長（菊地康雄君） ほかに。
（「なし」の声あり）

◎委員長（菊地康雄君）
◎委員長（菊地康雄君）

１３時ちょうどまで、休憩させていただきます。
（宣告 １２時０２分）
休憩を解き再開いたします。
（宣告 １３時０１分）

◎委員長（菊地康雄君） さきほどの吉川委員の質問に対する答弁の追加がありますで、
答弁を許します。商工観光課長、貴戸延之君。
◎商工観光課長（貴戸延之君） さきほどの答弁を追加させていただきます。
陶芸講座の受講生に関連してでございますけれども、さきほど６講座７０名の定員と
いうことで答弁を申し上げました。現在開設されている講座が８講座ございます。８講
座で７８人の受講生がいるわけでございます。その中で本年度新規に申し込みをしてき
たものが１４名、昨年からの継続が１名、平成９年度からの継続者が３名、後残り６０
名が平成９年以前からの受講者でございます。

◎ 一般会計 歳出 第８款 土木費
◎委員長（菊地康雄君） 次に進みます。１６８ページ上段から１８３ページ下段まで
の第８款、土木費全般についてご発言ください。
ありませんか。
（「なし」の声あり。）

◎ 一般会計 歳出 第９款 消防費
◎委員長（菊地康雄君） 次に進みます。１８２ページ下段から１８５ページ中段まで
の第９款、消防費全般についてご発言ください。
（「なし」の声あり）

◎ 一般会計 歳出 第１０款 教育費（教育総務費〜幼稚園費）
◎委員長（菊地康雄君） 次に進みます。第１０款、教育費に入りますが、ページ数が
多いので２つに区切って審査いたします。まず１８４ページ中段から２０５ページ中段
までの第１項、教育総務費から第４項、幼稚園費までについてご発言ください。
よろしいですか。

◎ 一般会計 歳出 第１０款 教育費（社会教育費〜保健体育費）
◎委員長（菊地康雄君） 次に進みます。２０４ページ中段から２３１ペ−ジ中段まで
の第５項、社会教育費から第６項、保健体育費までについてご発言ください。
よろしいですか。委員、吉川幸一。
◎委員（吉川幸一君） あんまりすんなりいくといかがなもんかなと思いまして。
２１９ページの１９節、地域スポーツ振興。このとき１００万円出してございます。

今年度は７０万円になりました。予算が下がったということは、これに対しては少し出
し過ぎたかなという考え方で今年度は下がったのかなというふうには思っておりますけ
れどもまず、どのような考え方で１００万円から７０万円に下がったのか、この１００
万円のときの成果をちょっとお聞かせ願いたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） 社会教育課長、高橋末治君。
◎社会教育課長（高橋末治君） お答えいたします。
この、地域スポーツ振興につきましてはですね、ご案内のとおり町民大運動会以外に
もですね、それぞれの地区で地区内の親ぼくと日常的なスポーツに取り組んでいただこ
うということの趣旨でですね始めたものでございまして、ご質問にありましたように昨
年度につきましてはですね、１０地区全地区がですねやっていただいておりまして、１
地区１０万円の１０地区１００万円というような助成をさせていただいております。
全体でですね、延べ５４８名のかたがこの地域スポーツ大会に参加をいただいており
ます。
ご質問のですね、昨年まで１０万円を各地区今年から７万円に下げた理由はというご
質問でございますが、これは深い意味はございませんが、私どもずっとやってみまして
ですね、中身を見せていただきますと、どうしても性格上飲食関係あるいは景品という
ようなかたがほとんどでございます。
一方で個人負担も少ないというふうな実は状況もございます。それから一方で、町民
大運動会のほうもですね、たいへん地区内の選手集めを含めてたいへんご苦労をされて
おりまして、片方では町民大運動会のほうの増額を図って、この部分についてはですね
それぞれの若干の自己負担もお願いして、それぞれでやっていただきたいというような
かたちでですね、減額をさせていただいておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、吉川幸一君。
◎委員（吉川幸一君） この７万円というふうになってますけれども、今でも地域スポ
ーツ振興のお金は補助金として委員会は必要だと思っているのか思っていないのか。
また、町民大運動会は非常に人数がおりますけれども、これ地域スポーツ振興とです
ね、町民大運動会を足した金額が、町長の交際費やなんかも大幅に減額されているわけ
だし、使っていないこともあるから、この減額もしかたないのかなと思うけれども、プ
ラスしたら１５万円削られているのですね、２つで。今年度。
だからこの地域スポーツ振興はいろんな、飲食、商品代だけだ、そしたらまた、この
地域スポーツ振興に対してこういうふうな活用をしてくれっていう指導をすればですね、
各地区はしたんでないのかな。今までの指導はただなんでもいいですよという補助金の
出し方だから、その商品になり飲食代になったんであって、ただ、補助金をばらまくん
でなくして、こういうふうなものに使ってもらったらどうですかっていう言葉も添えた
らですね、１年で１０万円から７万円ていうのかな１区ね、こういうふうな減額にはな
らなかったのでないかなと。だから一方的な減額するっていうんでなくて、こういうふ
うな使い方があるんだけれども、こういうふうにもうちょっと使ってもらえないか、１
年こっきりで成果を見て、なんにも言わないでいきなり減額するっていうのはいかがな
ものかなって私は思っております。
ですから、上げていただくものに関してはなんにも言いませんけれども、減額される
ものに対してはね、少し行政のほうも声が必要じゃないかなって思うんですけれども。
◎委員長（菊地康雄君） 社会教育課長、高橋末治君。

◎社会教育課長（高橋末治君） お答えいたします。
実はこの、地区大会ですね各地区の参加人員を見させていただきますとですね、最大
が９８名で一番参加人員が少なかった地区はですね３５名というような実はばらつきも
ございます。それで私どものほうの体育指導員さん含めてですね、いろいろ種々協議し
たわけですが、参加人員によって補助金の額をつけるということもですね、こういう趣
旨の地区の振興というふうなことでですね、そうはならないだろうというふうなことで、
一定の結論としては同額でいこうというふうなことの結論も達しております。
使い方につきましてはですね、いろいろ議論をいたしましたけれども、用具代にかか
るわけでもございませんし、事前の練習があるとかですね、鉢巻きを作るとかそういう
性格のものでもございませんので、一定のやっぱり飲食なり景品にはやむを得ないとい
うこともございます。ただ一方でこういうふうに、地区のばらつきもございますし、そ
れぞれが飲食ですとか景品というのは参加者それぞれのかたが受益を受ける部分でもご
ざいますので、さきほどご答弁申し上げましたように、一定のご負担、参加者からのご
負担もお願いをしながらですね、地区内の親ぼくを図っていただきたいということが、
私どもの願いでございますので、ご理解いただきたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、髙橋欽造君。
◎委員（髙橋欽造君） ２１５ページ１４款ですね、使用料及び賃借料ですか。
この中でコンピューター借上料２６９万９８２円というように出ておりますが、この
コンピューターはいつごろから借り上げしているのか、なぜそういうこと言うかという
と、今朝も議員控室でいろいろ話し合ったんですけれども、今、百、二、三十万円のコ
ンピューターが、四、五十万円で買える時代だと。
このときのですね、買った、リースしたときの価格というのは僕はかなり高いもんで
ないのかなと思っているんです。
そういうんであればですね、いろいろ考える必要があるんでないのかなというように
思って質問させていただいたわけでございますので、その辺をひとつよろしくお願いを
いたしたいと思います。
それからもう１点は、パークゴルフ場のリバーサイドのですねことなんでございます
けれども、昨年は確か１０月の１１日でクローズしたんだったんですかね、今年もそん
なような考えなのか、私はできればですねやはり１０月いっぱいぐらいは利用できるよ
うにしといたほうがよろしいのではないのかなと思うんです。
一般のゴルフ場というのは、雪が降るまでやるっていうのが普通の考え方なんです。
パークゴルフ場だけは、過保護過ぎているんでないのかなと私は思うんですけれども、
その辺についてお伺いをさせていただきたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） 社会教育課長、高橋末治君。
◎社会教育課長（高橋末治君） お答えいたします。
図書館のコンピューターにつきましてはですね、平成１０年の１月に全面的に更新を
いたしております。全体で図書館内で屈足を含めまして、ネットワークを組むっていう
ような、そういうＬＡＮのシステムを構築しております。
ご質問の趣旨にございます価格という部分もございますが、これは当初から５年リー
スというようなかたちで組まさせていただいています。ご質問の趣旨も踏まえて更新時
期にはですねじゅうぶん経費を安く上げるような方策をですね、検討してまいりたいと
いうふうに思います。

２点目のパークゴルフ場のクローズの関係でございますが、本年につきましては１０
月の１７日をもってクローズということで計画をしております。確かに少し甘やかし過
ぎるのではないかというようなご意見も、私どもも実は伺っておりますが、芝にとって
はですね霜がおりて踏圧を受けるっていうようなことが一番芝を痛めます。
そしてゴルフと一番違う点はですね、たいへんな利用者が同じ場所を踏んで歩くって
いうようなことでありますので、ゴルフ場にたいへん広いところで、広々とプレイを楽
しむっていうぶんについては、グリーン周りについてはたいへんあれでございますが、
いずれにしても芝に対する、芝の立場から考えますとたいへんな人数のかたがその芝の
上を踏むわけでございます。
そんなかたちでよりいつもですね、いい条件でプレイを楽しんでいただくためにです
ね、そういうかたちでクローズの期間を定めさせていただいておりますので、ご理解を
賜りたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、髙橋欽造君。
◎委員（髙橋欽造君） コンピューター５年リースということで、リースしたばかりだ
ということでございますので、これ以上は質問したいとは思いませんけれども、ただ５
年とはいえ、そういうような時代でございますので、その辺やはりじゅうぶん考慮して
ですね、対応されたほうがよろしいのでないかと思っておりますので、よろしくひとつ
対応していただきたいと思います。
それで今の佐幌リバーサイドでございますが１０月１７日クローズする予定だという
ことでございます。もう既に、夜間はやっていないですね。清水あたりはですね、２か
所、夜間できるようにしているんですね、新得もそういうような施設があるわけですか
ら、せっかく町民が楽しんでいる場所ですから、できるだけやはりプレーできるときは
利用できるようにしたほうが、健康管理のためからも、それから運動不足解消のために
もですねよろしいんじゃないかと思うんです。
そういったことからですね、やはりせっかくあれだけの金をかけて、町民に喜んでも
らえているわけですからそれは芝が痛むうんぬんというのも分からないわけではないで
すけれども、あんまり日本一世界一ということにこだわらないでですね、やはりそうい
うことよりも、僕は町民の健康管理という面からいったほうが、よろしいのではないの
かなとこう思っているのです。
どうなんでしょうか、再度お尋ねしたいんですが、１０月１７日という日にちはこれ
は適当な日なんでしょうか、私は１０月いっぱいぐらいは使えるようにしてあげたほう
がよろしいんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
◎委員長（菊地康雄君） 社会教育課長、高橋末治君。
◎社会教育課長（高橋末治君） 前段の図書館のコンピューターにつきましては、そう
いう趣旨でまた検討を加えてまいりたいと思います。
２点目のサホロリバーサイドパークゴルフ場のクローズの関係でございますが、ご質
問の夜間照明については、ご質問のとおり９月の１８日で終了させていただいておりま
す。
クローズの期間でございますが、今年の利用状況につきましてはですね、これは８月
末現在でございますが、昨年よりも全体で２３．８パーセントのですね利用人員の伸び
がございます。特に町外の伸びがですね、前年同月対比ですね、５３．５パーセントと
いうようなことで、前年度の５０パーセント増しのご利用をいただいております。

これは８月猛暑の時期ですね、たいへんな猛暑だった関係でご多忙にもれず私どもの
パークゴルフ場の利用人員も減ったわけなんですが、それにもまして町外からのご利用
が５３パーセントも伸びているということで、管理している私どもも喜んでいるしだい
でございます。
このクローズの関係につきましてはですね、さきほど申し上げましたように、一度芝
をですねだめにしてしまいますと、またたいへんな経費もかかりますし、それからお客
さんの評判も落ちるというようなこともございます。
ただ一方でですね、芝のほうも年数を経てですねだいぶん育ってまいりましたので、
そういうご意見も踏まえながらですね、再度検討も加えていき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。
◎委員長（菊地康雄君） ほかに。委員、千葉正博君。
◎委員（千葉正博君） 関連にもなるわけですけれども、パークゴルフ場の夜の利用状
況について。
それから、先日芝のサッカー場がオープンしたわけですけれども、非常に多くのかた
がたがみえて、ただその中で特に感じたことが駐車場であります。このことについて、
今後どのような考え方を持っているかお聞きします。
◎委員長（菊地康雄君） 社会教育課長、高橋末治君。
◎社会教育課長（高橋末治君） 昨年ですね、夜間についてはですねたいへん利用状態
が悪くてですね、１３６名の利用でございました。なかなか、私どもが考えている以上
に夜間の環境についてはですね、伸びないなというようなこともございまして、せっか
くの夜間照明でございますので、パークゴルフ協会なんかにもですねお願いをしてです
ね、大会の設定等についてもお願いをしているところでございます。
後２点目のこの間のサッカー大会も実は行われたわけなんですけども、ご質問のよう
にたいへん大きな大会が行われますとですね、駐車場に困ったというのが正直なところ
でございます。先日の日曜日の大会につきましてはですね、サッカー協会のご理解もい
ただきながら、誘導も含めて役場の駐車場を使っていただいて、バスでお送りしたとい
うこともございます。
私どもの大きな課題だというふうに受け止めておりまして、今後の将来的な全体の計
画の中で、なんとか解消できる方法はないかというようなことも含めて、検討してまい
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。
◎委員長（菊地康雄君） ほかに。委員、宗像 一君。
◎委員（宗像 一君） ちょっと町民大学の関係でお尋ねをしたいと思ってます。
２０９ページの７番賃金、報償費、旅費、それぞれ項目に流用されて実施されている
わけですが、これらがなんでこういうかたちで町民大学の機能が低下したというかたち
はないだろうと思いますが、その点でちょっとお尋ねしたいのと。
次ページの２１１ページ、補助金の関係でちょっと勉強不足で申し訳ございませんが、
町民大学寿教室自治会事業というのが、毎年払っていますがどういうあれなのかご説明
と、それから国際交流推進協議会、これもその説明とお願いしたいので、その予算が５
３万２千円ぐらいになっているのが、この国際交流推進協議会なんかは１００何万て倍
額ぐらいになっているんですね。そういったかたちやなんかがありまして、そういった
英会話の関係だろうと思うんですけれども、そこら辺の説明をお願いしたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） 社会教育課長、高橋末治君。

◎社会教育課長（高橋末治君） １点目の報償関係につきましてはですね、実は監査委
員さんからのご指摘も実はいただいておりまして、一部の講座がですね募集人員に達し
なかったということもございまして、それらの経費が余った分をですね、きちっと補正
処置をしなかったということでございまして、町民大学全体がですねだめになっている
という趣旨ではございませんので、ご理解をいただきたいと思います。
それから町民大学の寿教室の自治会につきましてはですね、毎年、修学旅行とですね、
大学祭というふうなかたちで作品展示なんかをやっております。一部、修学旅行にも個
人の負担以外にもですね、この自治会の中からも若干出していただいておりますし、そ
れから大学祭については色紙を買うとか、そういう大学祭の展示等にですね、それらの
経費を充てさせていただいております。
それから国際交流推進協議会のほうでございますが、これは外国人英語助手のですね
全体の支援をしようということで、昨年特に多かったのはですね、ずっといていただき
ましたルークという外国人が帰るというようなことの帰国旅費をですね、この推進協議
会の会計を使って支出をさせていただいている関係で、そういうかたちで大幅に伸びた
という関係でございますので、ご理解をいただきたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） ほかに。委員、廣山麗子君。
◎委員（廣山麗子君） サッカー場についてさきほどの関連になりますけれども、健康
づくり本当に不特定多数の人が利用されています。
そういった中で、健康づくりの中で利用されているわけですから、このサッカー場が
出来る以前の分についてね、今このサッカー場が出来てからどのように病気にかかる率
だとか病院にかかる率、そういった病気の進行にどれだけね食い止められているかとい
うか、その効果がどのくらい出ているのかということをね、今後に向けて数字を出して
いただけないかしらと思っております。ごめんなさい、パークゴルフ場です。
パークゴルフ場の、不特定多数の人たちが使うパークゴルフ場について、パークゴル
フ場が出来る以前と出来てからのちょっと数値が出せれてたら、今後に向けて出してい
ただけたら効果がはっきり出てくるかなと思うんです。よろしくお願いします。
◎委員長（菊地康雄君） 社会教育課長、高橋末治君。
◎社会教育課長（高橋末治君） ご案内のようにパークゴルフというスポーツがですね、
たいへんここ幕別町さん、私どものほうもグラウンドゴルフ時代からですね、こういう
スポーツを取り組もうというふうなことで、取り組んでまいりまして、これが十勝管内
にとどまらず、全国的な取り組みまで発展してきているのはご承知のとおりだと思うん
ですけれども、今までスポーツに親しまれなかったかたがパークゴルフ毎日朝夕やって
いるかたもおりますし、たいへん生涯スポーツにとってですね、果たしている役割は多
いかと思います。
ただ健康についてどうかというご質問でございますが、これは私ども統計のとりよう
もございませんので、間違いなく健康増進にはなっているというふうには確信しており
ますが、そんなことで数値的にはちょっとお答えできないということを、お許しいただ
きたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） よろしいですか。
ほかに。
（「なし」の声あり）

◎ 一般会計 歳出 第１１款 公債費〜第１３款 予備費
◎委員長（菊地康雄君） 次に進みます。２３０ペ−ジ中段から２３４ペ−ジ終わりま
での、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）

◎ 一般会計 歳入 第１款 町税〜第１１款 使用料及び手数料
◎委員長（菊地康雄君） 次に進みます。
それでは次いで一般会計の歳入に入ります。
１２ペ−ジをお開き願います。１２ページから３１ページ下段までの第１款、町税、
第２款、地方譲与税、第３款、利子割交付金、第４款、地方消費税交付金、第５款、ゴ
ルフ場利用税交付金、第６款、特別地方消費税交付金、第７款、自動車取得税交付金、
第８款、地方交付税、第９款、交通安全対策特別交付金、第１０款、分担金及び負担金、
第１１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） 歳入で毎年質問をさせていただいているものであります。
２５ページ、保育園等のこの未収入額収納率でございます。
新得保育所は去年が８９．９パーセント、今年は８９．１パーセント、著しく悪いと
私は思っております。この担当する人は、収納率っていうのは何パーセントが理想なの
か、まずお答えをしていただきたい。
それと２９ページの町営住宅でございます。町営住宅の収納率は９８．１パーセント
でございますが、金額をみますと２４０万円になってございます。滞納分の中から１９
０万円入れても、実際には増えていっているわけでございます。この、収納率の今年度
は何件のかたが滞納をされて、どのような理由でこれを集金できなかったのか、また、
滞納者の件数は何件になったのか。なんで、２０パーセントしか集金ができないのか、
ここら辺もお答え願いたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） 児童保育課長、富田秋彦君。
◎児童保育課長（富田秋彦君） 保育料の関係についてお答えを申し上げたいと思いま
す。
ご指摘のとおり新得保育所の収納率が、昨年対比減少しているのが実態でございます。
今、最後に理想的な収納率が何パーセントかというお話しもありましたけれども、もち
ろん、これは間違いなく１００パーセント収納が理想でもありますし、あるべき姿だろ
うというふうに思っております。
ただ、この状況を申し上げますとですね過去からの累積の状況、これが主な要因でご
ざいまして、内容的にはですね、今の時代を反映いたしましてカード破産状況が実は３
人、件数にして７人いるわけですけれども、これが金額にして相当数を占めているとい
うのが実態でございます。
したがって、個人破産これの関係については裁判所絡みでございますから、これの手
続き状況、これはいろいろと最近の傾向からですね、相当全国的にも件数が多い状況に
あるように伺っております。したがってそれなりに時間もかかるというような状況があ
るようでございます。

しかし、私どもといたしましてもですね、これらの状況、裁判所の状況を含めて、的
確にこの状況について把握をしながら、今後ともですね更に収納の指導や、あるいはそ
れらの対策について、万全を尽くすように努力をしてまいりたいというふうに思ってお
りますので、よろしくご理解をお願いしたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） 建設課長、村中隆雄君。
◎建設課長（村中隆雄君） お答えいたします。
住宅料の滞納者の数でございますけれど、４４名のかたが今、滞納されてございまし
て、現在のその後、督促等を実施いたしまして現在のところは１０名減って３４名の、
９月１０日現在では３４名の滞納者になってございます。
滞納する理由につきましては、やはりこういった不景気な時代でございますので、そ
ういったことで家庭訪問にいってですね督促して、繰り返し督促するわけでございます
けれども、やはりそういったことで収入が激減しているからなかなか払えないという、
そういう理由がございます。
なかなか文書ですとか、電話ではなかなか支払っていただけませんので、今後ともで
すね訪問して督促することが一番効果がございますので、繰り返し訪問して督促して少
しでも未収金をなくすように努力してまいりたいと思いますので、ご理解を願いたいと
思います。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、吉川幸一君。
◎委員（吉川幸一君） 新得の保育所はですね、この未収入額っていうのは前年度の繰
越額も滞納分も入って９３万円ということで、滞納分はですねいくらで、今払われてな
いで保育園に行っているかたが何人、払われてないで保育園に行っている人は今現在い
らっしゃるのかどうかっていうのだけ、そしたら教えてください。
公営住宅のほうでございますけれども、約１，０００万円滞納になっているわけです。
これは増えていっているんですよ。新しく公営住宅に入るかたがたは連帯保証人がつい
てございますけれども、今現在全然払われないで公営住宅に入っている人も３４人いら
っしゃるということですよね。
これらの人は連帯保証人というのはどうなっているのか、また新しく入る人は連帯保
証人をつけてその人にも支払い能力うんぬんあって、払うような段取りをしていってま
すけれども、今まで払われないで今も現在入ってられてその人がたに連帯保証人ていう
制度はあるのかどうか、今後この１，０００万円の金をですね、後にも出てくるところ
で私お伺いしようと思うんですけれども、常にこの金額が決算になったら載ってくるん
ですね、来年は１，１００万円にはなるのではないのかなと思う。
金額だけを通していったらすごい金額になってくるわけですよね。保証人制度はどう
なっているのかお聞かせ願いたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） 児童保育課長、富田秋彦君。
◎児童保育課長（富田秋彦君） 新得保育所の関係でございますが、現在ですねここに
あげております９９万７千なにがしの未収の関係については、４人の７件という状況に
なっておりまして、このうちさきほど申し上げましたカード破産絡みのかたが２人いる
わけですが、このかたがですね現在通ってきてましても未納という状況になっておりま
す。 ただいま裁判絡みでですねその状況を待たざるを得ないという状況にあるという
ことになっております。以上です。
◎委員長（菊地康雄君） 建設課長、村中隆雄君。

◎建設課長（村中隆雄君） 現在３４名のかたが滞納されてございますけれども、その
うち１３名につきましては分納の処置をですねとっていただきまして、なるべく今の分
納されているかたが、これ以上増えないかたちでできるだけ毎月家賃を上回る滞納額を
支払ってもらうように努力しているわけでございます。
それと、連帯保証人につきましては連帯保証人のほうにも連絡していただきましてこ
ちらのほうからしましてですね、できるだけ払っていただくということで連絡してござ
いますけれども、理由として連帯保証人のかたに連絡いたしましても、以前勤めている
かたが、勤めたけどそれは連帯保証したけど、今はやめているからということで連帯保
証のなにか理由が、なにか連帯保証という意味をなにか間違えているかたもいらっしゃ
いますので、そういったことも今後とも連帯保証人にやっぱり連絡して、そして入居者
のかたとどういったことで支払い方法ですか、分納して少しでも減らすということで努
力していく以外はないということで考えてございます。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、吉川幸一君。
◎委員（吉川幸一君） この新得の保育所の未収入額もですね、やっぱり滞納分をかさ
んでいくから数値が悪くなり過ぎるというのかな、前年平成９年度の集金しているのが
ね、だからここらは少し、もうちょっと滞納分はいくらですよと書いたらこんな質問し
なかったかもしれない。検討してみてほしいと思います。
それから公営住宅のほうですね、１，０００万円これ滞納がございますけれども、全
員がこの新得町にこの人がたいらっしゃるんですかね。もう集金してて、どこへいった
か分からないという人も中にはいるのではないかなと思うんですけれども、そこら辺は
この１，０００万円の人に対しては住所全部、行政では確認しているんですか。
若しくはいなければですね、ここら辺もそろそろこの金額に対しては検討課題の一つ
にはなるのではないかと思うんです。行方不明で集金もできないというものを、ここの
数字に上げておいちゃうと、また毎年毎年１，０００万円、１，１００万円、１，２０
０万円ていって数字があがっていっちゃう。すごい金額だから努力はしてもらおうと思
うけれども、新得町にいる人はだいたいどのぐらいなのかそれ教えてください。
◎委員長（菊地康雄君） 児童保育課長、富田秋彦君。
◎児童保育課長（富田秋彦君） 今の吉川委員のご質問の中でのお話しですが、備考欄
の記載の仕方についてのことかなというふうに思いますが、その関係についてはですね
ほかに絡む部分もございますので、全体的にまた内部的にですね打ち合せをしてみたい
なと思っております。よろしくお願いいたします。
◎委員長（菊地康雄君） 建設課長、村中隆雄君。
◎建設課長（村中隆雄君） お答えいたします。
この１，０００万円の中には町外のかたもおりますし、それと連絡がつかないかたも
何人かございます。そういったことで手元に詳しいそういった件数の資料はございませ
んが、できるだけ町外につきましても文書等で督促をしているわけでございますけれど
も、なかなか収納されないというのが実態でございます。
そういったことで現状のところは、町内に住んでいるかたについて重点的に収納対策
を行っているわけでございます。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、髙橋欽造君。
◎委員（髙橋欽造君） 今の関連にもなるんですけれども、保証人というのを必ずとり
ますよね、公営住宅入るときに。この保証人に対するですね、だいたいどのぐらい滞納

したら保証人に連絡をするのか、これ私かつてですねこの話を議会でしたことあるんで
すけれども、その辺ひとつちょっとお知らせいただきたい。
◎委員長（菊地康雄君） 建設課長、村中隆雄君。
◎建設課長（村中隆雄君） お答えいたします。
何か月か滞納されますと、督促状を出しまして更にそれで納めてくれないかたにつき
ましては催告状を出すということで、催告状を出してまだ支払っていただけないかたに
つきましては連帯保証人のほうにご連絡いたしますよということで、また更に文書等を
出しましてですね、それでも支払っていただけないものについて連帯保証人のほうに連
絡しているわけでございます。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、髙橋欽造君。
◎委員（髙橋欽造君） ですから今この段階は分かったんですが、何か月ぐらい滞納す
ると保証人のところに行くんでしょうか。
◎委員長（菊地康雄君） 建設課長、村中隆雄君。
◎建設課長（村中隆雄君） お答えいたします。
１月滞納されますと督促状というのを出しまして、３か月で催告ということで、それ
を過ぎまして金額的にいくらということでなくて何か月、月数でですね納めていただけ
ないということで連帯保証人のほうに連絡いくということになっております。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、髙橋欽造君。
◎委員（髙橋欽造君） それでね、ずっと知らないでいるんですね、そうするとだいた
い今のお話しを聞きますというと、だいたい４、５か月ぐらいかなと、そうするとけっ
こうな金額になるわけですね、ですからやはり僕は少なくても２、３か月せいぜいその
ぐらいになったときにはですね、本人にもまた保証人にもですね、あなたの保証してい
るこのかたにこういうような督促状を出しておきましたというぐらいのですね、やはり
してあげるべきでないのかなと。
それと保証人だってたいへんだと思うんです。保証人というのはなかなかたいへんな
んですねこれね、ですからあんまり負担のかからないうちに払える範囲でもって保証人
というのは責任を負わさなければ、保証人までおかしくなったらたいへんですからね、
これ全部町のマイナスになるわけですから、そういうことのないようにですね少しその
辺を改められたらいいんでないかなと思うんですが、よろしくお願いいたしたいと思い
ます。
◎委員長（菊地康雄君） 建設課長、村中隆雄君。
◎建設課長（村中隆雄君） お答えいたします。
髙橋委員の今おっしゃられたことも含めましてですね、今後ともじゅうぶん研究させ
ていただきたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） ほかに。
（「なし」の声あり）

◎ 一般会計 歳入 第１２款 国庫支出金・第１３款 道支出金
◎委員長（菊地康雄君） 次に進みます。３０ページ下段から４５ページ下段までの第
１２款、国庫支出金及び第１３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１４款 財産収入〜第１９款 町債
◎委員長（菊地康雄君） 次に進みます。４４ページ下段から６１ページまでの第１４
款、財産収入、第１５款、寄附金、第１６款、繰入金、第１７款、繰越金、第１８款、
諸収入、第１９款、町債の歳入終わり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） 学校給食費の中で不納欠損額として３２万６千４９０円載って
ございます。私はさきほどの公営住宅のこういうふうな感じにしたらいかがなものかな
と思ったんですけれども、こういうふうに載せられると、１回だけはやっぱり質問しな
ければいけないかなって思っているんです。
このなんで不納って決めつけてこのように処理をされたのか。何人いてどのような状
態でこういうふうに決められたのか、ご説明を願いたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） 学校教育課長、加藤健治君。
◎学校教育課長（加藤健治君） お答えいたします。
不納欠損額の３２万６千４９０円でございますが、民法の規定を適用させていただい
てございます。民法の１７３条第１項第３号の中で債権の消滅時効２年と言うのがござ
います。これは教育費に係る部分についてでうたっているところでありますが、これの
不納欠損処分をさせていただいたことでございます。
人数につきましては７名のかたでございます。件数といたしまして１２件分でござい
ます。一番古いのは平成４年の分からでございまして、中身的にはここにいないかたで
住所不明ってかたも含んでございます。以上でございます。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、吉川幸一君。
◎委員（吉川幸一君） １７３条２年間の時効だっていうことでございますけれども、
そうしましたらその２年間の中で、このようなことがないようにやっぱり行政は努力し
ないといけない。公営住宅はこういうものがないからずるずるずるずる載っているけれ
ども、２年間で時効ですよっていって、はい、簡単に処理しますっていって簡単に処理
しますってこういってしまったら、集めるほうはいっしょうけんめい集められたのかも
しれない。
でも学校給食費だけは２年で時効ですよっていったら、なにも努力しないで２年たっ
たから時効になったからこういうふな金額に載せればいいんだ、私ども責任ないってい
ったら、ほかのものとこのものとの比較が私はできないと思う。
どのくらい努力してこういうふうになったのか、ご説明願いたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） 学校教育課長。加藤健治君。
◎学校教育課長（加藤健治君） 相当古いものもございまして、前任者のほうからも引
き継いだ話等も含めまして、さきほどの建設課のほうでもありましたように、ほとんど
毎月の督促状の発布と催告状の発布、それから家庭の訪問等やったわけでございますが、
給食費の場合につきましては卒業してしまうとどうしても意識が薄くなってくるという
ようなことで、だんだん納める意識がなくなってくるということで、こういった状況に
なったというふうに考えてございますが、ただ、毎月のように巡回をしながら、年度末
には特に家庭訪問を中心に実施しているということでございます。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、吉川幸一君。
◎委員（吉川幸一君） なにか、委員長の顔を見たらもう１回手を挙げそうだなという

顔をしたものですから。
努力をされていると、今、答弁をして行政ですから努力はされているんだろうなと。
それは認めるようにしていきたいなと思っています。
でも学校給食そのものが、ぎりぎりの会計で値上げをするのにも何年もかかって、い
っしょうけんめい給食作る人は安く、おいしくっていって努力している陰で、こういう
ふうにお金を取れないものもその一方で学校給食の中にあるっていうのは非常に残念だ
なって思っているんです。
いっしょうけんめい、まじめに苦しいながらも納めているっていう人も数多くいるわ
けですから、そういう人がたのことを思っても、やっぱりこういうふうな収納ができな
かったというのは、よりいっそう行政として努力をしていただきたい。
こういうものが、ほかのものを倹約したとしてもこういうもので倹約できなかったら
私は予算つけてもたいへんになるなと思っています。毎年出てくる金額でございますか
らよりいっそう努力してる、要望だけですので答弁いりません。
◎委員長（菊地康雄君） ほかに。
（「なし」の声あり）
◎委員長（菊地康雄君） これをもって一般会計を終わります。

◎ 国民健康保険事業特別会計 歳入歳出全般
◎委員長（菊地康雄君） 次いで特別会計の審査に入ります。２３５ページをお開き願
います。まず、国民健康保険事業特別会計２３５ページから２６２ページまでの歳入歳
出全般についてご発言ください。
（「なし」の声あり）
◎委員長（菊地康雄君） これをもって国民健康保険事業特別会計を終わります。

◎ 老人保健特別会計 歳入歳出全般
◎委員長（菊地康雄君） 次に進みます。老人保健特別会計２６３ページから２７４ペ
ー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）
◎委員長（菊地康雄君） これをもって老人保健特別会計を終わります。

◎ 営農用水道事業特別会計 歳入歳出全般
◎委員長（菊地康雄君） 次に進みます。営農用水道事業特別会計２７５ページから２
８６ペー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）
◎委員長（菊地康雄君） これをもって営農用水道事業特別会計を終わります。

◎ 簡易水道事業特別会計 歳入歳出全般
◎委員長（菊地康雄君） 次に進みます。簡易水道事業特別会計２８７ページから２９

８ペー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）
◎委員長（菊地康雄君） これをもって簡易水道事業特別会計を終わります。

◎ 公共下水道事業特別会計 歳入歳出全般
◎委員長（菊地康雄君） 次に進みます。公共下水道事業特別会計２９９ペ−ジから３
１８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）
◎委員長（菊地康雄君） これをもって公共下水道事業特別会計を終わります。

◎ 一般会計・特別会計 歳入歳出全般
◎委員長（菊地康雄君） 以上もちまして一般会計、特別会計とも審査を終わりますが
ここで全般を通じて、もし発言漏れがありましたらこの際お受けします。委員、石本
洋君。
◎委員（石本 洋君） 今日はたいへんテンポが速いものですから、途中で質問をしよ
うと思っていても先にいっちゃうんですよね、それでここでちょっと取り上げさせてい
ただこうと思うんですが。
実はいつもの人口問題で町長さんに質問をし、そしてその中で関連をもって住宅問題
を取り上げるといったようなことがあるわけなんですが、実は新得の公営住宅たいへん
広い一戸建の公営住宅を建てたりなんかして、住民の皆様にはたいへん好評があるわけ
なんですけれども、ただそういう住宅については町外から転入する人優先といったよう
なことでですね、空いていても一般の町民は入れないとこういうケースがあるわけなん
ですが、入りたいんだけれどもないと。
しからば、そういう大きな家に入りたい、住宅に入りたいとすると新得では希望がか
なえないから、近隣の清水だとか鹿追に出ていくよということで、言ってみれば住宅、
よそから新しく人を入れてですね、人口を増やしたいと思っていても、反面そういうか
たちでよそへ出ていくというの、これ一言で言うとざるで水をすくうということになる
わけですよね。
ですから、前々から言ってますように、町単独で住宅を建ててそしてできるだけ貸し
出していくような道をやる時期においてはやる必要があるのではないかということを言
ってきているわけなんですが、いまだに実現しないわけなんですね。
そういうことで今この決算書を見ると、公営住宅もだいたい主として建て替えの公営
住宅が主体になって、ここでもやはり９，０００万円ちょっと建て替え住宅の公営住宅
建設に使われているわけですよね。
というようなことになってくると、住宅の数はそんなに増えないでいて、しかも町長
さんの施策がいいもんですから、どんどんどんどんよそから人が入って来るんだけれど
も、絶対数が足りなくて、しかもニーズにそわなくなってきたってことで、よそにどん
どん、また従来いる人が出ているということになればですね、なんも意味をなさないな
ということなんですね。
ですから、私この間の分譲地で屈足の分譲地でたいへん好評があったということで、

評価はしているわけなんですが、できればねそういう土地に、土地を買えない住宅を建
てれないという人たちのためにまず建ててあげて、そして将来その住宅が自分のものに
なるような手立てをですね講じて、そしてその間希望があれば、自分でも建て増してい
けれるというような余裕を残したのはね、公営住宅ではできないんですよね。
だから単独需要でないとそういう方法とれないものですから、ぜひそういうようなこ
とをしてですね、この公営住宅の決算書にあるような建て替えをやっていくようなこと
でなくて、もし効果的な住宅対策というものがね、できるようにね考えていっていただ
きたいなと。でないと本当に、新得の有用な人がどんどんよそに出て行ってしまうとい
う感じになろうかと思うのね。その点、将来どのように考えておられるかお伺いしたい
と思います。

◎委員長（菊地康雄君） 答弁は休憩の後、行いたいと思います。
１４時１５分まで休憩いたします。
（宣告
分）◎委員長（菊地康雄君） 休憩を解き再開いたします。
引き続き石本委員に対する答弁を行います。
（宣告
分）

１３時５８

１４時１５

◎委員長（菊地康雄君） 町長、斉藤敏雄君。
◎町長（斉藤敏雄君） お答えいたします。
私も人口問題は最優先の課題と考えております。また、人口問題は住宅問題と表裏一
体のものでもあります。
本町の公営住宅数は７４０戸台で十勝管内の中では、人口割で見ても高い位置にあり
ます。しかし、古い公営住宅が多く建て替えが遅れている状況であり、現在再生マスタ
ープランに基づいて建て替えを進めています。
最近の入居希望者は、グレードの高い住宅を要望しているので、これを一挙に解決す
ることはなかなか難しい問題ですが、民間住宅やその他のもので調整を行っており、町
外流出などの取りこぼしのないよう努力をしています。
しかし、公営住宅の入居には一定のルールがあり困窮度や家族数などによって入居者
が決められます。グレードが高い住宅を要望するかたは、現在入居している住宅が古い
とか狭いとかで住み替えの希望が多い状況にあります。本町の公営住宅の事情から、多
少古いとか、少し狭いとかでの入居希望は緊急度が低いので少し待ってもらっているの
が実情です。公営住宅だけで住宅問題は解決できないと考えています。
民間住宅等を含め需給関係を調整していると認識しているので、最近では町外に流出
するケースはないと思っております。また、企画調整課が窓口となり、人口問題と併せ
てプロジェクトチームを組織して、全町的な住宅対策も検討をさせています。
具体的には、ＪＲアパートや道職員住宅の空家についても検討していますが、施設が
空いていても各々ルールがあるようで、なかなか難しいものがあるようです。民間活力
による方策についても検討をしていきたいと思います。

◎委員長（菊地康雄君） 石本 洋君。
◎委員（石本 洋君） 町長の直接のご答弁ありがとうございます。
そこで新得では公営住宅が７４０戸台あり、十勝管内でも管理戸数が上位とのことで
すが、ただ、その中には空家も相当数あるのではないかと思うわけですね。また、１軒
で２戸住宅を使っている所も実際あるのではないかと思います。
最近の動向は、今住んでいる住宅よりグレードの高い住宅、それから家族の数が増え
るにしたがって広い住宅へと、こういうニーズというものが生まれてきているわけです
よね。
それで町長は、町外に出ていった例というのは聞いていないということをおっしゃっ
たようなんですが、現実的には屈足でそういうかたがいるそうです。新得でこういう広
い住宅に入れないと、断られるのでよそに行ったという話が屈足であるそうです。
そういうことで、現実的に考えていきますとこのグレードの高いということと、住宅
の困窮度、広さの問題ですね、表裏一体となっているかなというような感じがするわけ
ですし、それと町長の持ち家の促進と、あるいは民間活力というかたちの中で現実には
土地も取得できない、住宅も建てられないという人たちがそれなりにいると思うんです
よね。
ですからそういう面を町がある程度、例えば３ＬＤＫぐらいのものを建てたって、将
来１０年や１５年たったら持ち家にすることができますよと、そしてその確約のもとに
リニューアルしていくことについてはご自由ですよと、そして期限が来たら本人のもの
と。こういうようなことをやっていくと、こんなあたるかどうかは別として、町長の屈
足分譲地と同じように第２段のヒットになるかもしれないんですね、よそのかたがどん
どんどんどん入ってくるかもしれませんから。
そういったようなことを少し研究をされてですね、住宅対策を進めていいただきたい
なというふうにも思います。ＪＲだとか道の空家は確かにありますけれども、高いとい
うこともあるし、金でなくて背が高いということもありましたりなんかして、それなり
に不便な面もありますので、それから狭いですよね、古い時代の住宅ですから今の人た
ちにあてはまるかどうかは別として、それもいちおう町の財産的な存在ですから、活用
されるということはいいことだなと思います。
ただよそにですね、せっかくの町民がよそに逃げていかないように、ぜひお願いした
いなと、心からお願いをして質問を終わります。
◎委員長（菊地康雄君） 町長、斉藤敏雄君。
◎町長（斉藤敏雄君） さきほど申し上げましたとおり、これからもですね効果的な人
口の誘導策というものを引き続き進めていかなければならないと。
特に明年になりますと、畜産試験場の再編によって滝川の方から相当数の職員のかた
がこられると。これは基本的には道が公宅を用意しておりますので、おおむねその中で
収まるのかなというふうに感じておりますが、あるいはまた、屈足の療護施設を考えま
しても、そこで働かれる従業員のかたがた、この受け皿の問題も課題としてあるのかな
と、そのように思っておりまして、それ以外の一般的な人の異動によるその受け皿とい
うふうなことをもろもろ考えまして、これから先のそうした住宅の全体的な在り方とい
うものを、さきほど申し上げました、庁舎内で発足させておりますプロジェクトチーム
の中で、より掘り下げてですね、そうした事態に対応できるような対策がどうあるべき
かというふうなことを、検討させてみたいと考えております。

しかし、これは財源も限りがある話でありまして、ただいま石本議員がご提案された
建て売りのようなかたちで、将来売り渡していくというふうな方法もあるかと思います
ので、そういうふうな面も含めながらよく検討していきたいと思っております。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、千葉正博君。
◎委員（千葉正博君） 各課共通することなんですけれども、利用料のことについてお
伺いいたしたいと思います。
ここ数年の中にパークゴルフ場、あるいはスキー場、温水プールそしてつい最近の福
祉センターのリフレッシュルーム、それぞれの中でシーズン券だとか利用料をとってい
るわけですけれども、やっぱり町民の体力づくりと健康を目的としたこういう施設であ
りますので、共通券というものが出されないものか。この点に特に感じることは温水プ
ールについても、リフレッシュルームについても、一定のある程度そういう人がたの層
というか、行く人の層というものがある程度決まってくるのではなかろうかなと。
パークゴルフにしてもそうですけれども、そういったかたちの中で年間とおした共通
券というのが一番望ましいのではなかろうかと、このように思うのですがいかがでしょ
うか。
◎委員長（菊地康雄君） 助役、鈴木政輝君。
◎助役（鈴木政輝君） お答えいたしたいと思います。
確かに町民のかたがいろいろな施設を利用するのに当たって１枚の券で、あるいは１
冊の券で利用できるということは、たいへん便利なことだろうと思います。
しかしながら、町の会計はそれぞれの科目によって収入があるものですから、内容に
ついてもう少し研究をさせていただきたいなと、実現ができればなんとかやっていきた
いなとこう思っております。
◎委員長（菊地康雄君） ほかに。委員、古川 盛君。
◎委員（古川 盛君） 分譲地についてちょっとお尋ねいたしますけれども、いちおう
屈足分譲地については好評であるということでご承知でございますけれども、新得町の
町の遊休地についていろいろこれから分譲するというふうなお話しを聞くんですけれど
も、それはそれといたしまして、国の清算事業団で扱っている線路際の遊休地でござい
ますけれども、それについていろいろと町民が買うというふうなことであっても、この
なんて言うんですか区画割と言いますか、分譲の範囲の土地の割り方というものを全然
しないで、ただ売るということでなっております。
そのためにも安く分譲すると、売るということでなっていないかと思います。それで
普通民間人であれば、とってもとうてい買えない面積でありますし、それを町が、町が
今分譲しようとする中で同じような考えのもとに分譲計画を立てていただきましてです
ね、そしてそれを町民に安く提供することができないのなかなということで思っており
ます。
それでなぜかと言いますと、事業団のほうからいろいろとお話しがありましてですね、
いろいろこう値段のほうもかなり安く今の時期ですからなっているんでないかというこ
とで、町のほうにも話があったというふうに思いますけれども、そういうことでいろい
ろと今後の見通しをちょっとお聞かせいただきたいなというのを。
場所の件ですけれども、ガードの近辺です。保育所ですか幼稚園の並び前ですね、前
とかそういうものですね。
◎委員長（菊地康雄君） 助役、鈴木政輝君。

◎助役（鈴木政輝君） お答えいたしたいと思います。
清算事業団の土地だったと思います。ちょうど私も最初かかわりがありまして、最終
的には町と清算事業団の話が決裂したといってもいいかと思います。そのときには、値
段が非常に高かったと、町としては用途が決まっていないものの土地を、言われた値段
で購入するということはできませんので、なんとか金額を下げてほしい旨要請をしてき
ましたし、また向こうのほうからも町のほうに来ていただきました。最終的に人事異動
があったりしまして、その担当者が代わられました。話は途中で切れてしまった状況で、
町としてはその価格では購入できない旨の返事はしてあります。また、金額の目安につ
いてもそのとき申し上げておきました。
結果的に先般こられまして、その話は聞いていなかったような話もされましたし、そ
の程度の値段であれば売りたかったというお話しがありました。しかしながら、町とし
ては一定の方針を出しましたのでお断りをしたというのが実態でございます。
それと場所柄的に見ましても、たいへん整地をされてきれいな土地ではありますけれ
ども、道路の問題がありますので、なかなか用途が難しいということで申し上げており
ますので、その辺は事業団のほうでも、また検討されるのかなというふうに考えており
ます。
◎委員長（菊地康雄君） ほかに。委員、吉川幸一君。
◎委員（吉川幸一君） ３点ご質問をしたいと思います。
１点は梅の木のことなんですが、新得町は来年度から梅の梅林については、観光とし
て力を入れていく、私はこれについてはいいことだなって思っております。
ただ、今年度をみましても１本１千円契約をしまして、確かにならないとこが何十本
かあったみたいでございます。農林課の職員の人がたが、それではかわいそうだという
ことで、町の梅の木から分けてあげた。
これはこういう努力をするのはいいことか悪いことかっていう考え方になりますと、
今年は全体になってて、ならない木の人に分けてやる、これは臨機応変でいいかもしれ
ませんけれども、ならないときには、では果たしてどうしたらいいのだろうかという心
配もございます。
ですからどこの町村でもやっておりますように、１本１千円でならなかったときには
勘弁してくださいって文書に書いてあるわけですから、そういうふうな１年１年違うよ
うことはなくして、もうならなかったときにはその契約者に勘弁していただく。この考
え方はしっかり持っていただかないと、全体にならなかったときに去年もならなかった
からもらったんだっていったら、町はどっかで梅を買ってやらないといけない場合もで
てくるかもしれません。これはまあ極論ですけれども。
こういうふうなことも考えて、やっぱり買ってもらうときには１本１千円と、ならな
かったときにはごめんなさいというスタイルを貫いていただきたいなと、私は思ってお
ります。
また、最近の庁舎内の電話でございます。電話の機能が非常に良くなりまして、各課
の個別の電話番号も町だより等で連絡して一極集中っていいますか、交換手を通さない
で各課に電話をする件数は増えている。これは交換手が出ないときに総務課の周りの人
のところに電話が鳴っているのが分かって、だれかが電話をとって応対をするこれは非
常にいいことだけれども、あの電話の案内文はさも町民の人がたはこれからはここにか
けなさいっていうような電話番号の案内を記したようになってございます。

ですから、個人がかけようとしたらやっぱり４局の５１１１番代表電話は常に貫いて
おかないと、町民の人が私の案件はどこにかけたらいいんだろうと電話帳を見るように
なりますよね。業者の人なんかは直接土木なら土木、建築なら建築、農林なら農林にか
けてくるには便利ですけれども、やっぱり一般町民の人がたはあれはこう出すことによ
って迷う人もいます。逆に全体にお年寄りも多くいらっしゃいますんで、迷わないよう
な出し方をしていただきたい。難しいかもしれませんけれども、私の目の前にいるかた
がたは頭のいい人ばっかりでございますから、研究をしていただきたい。このように思
っております。
３番目は病院のことでございます。
これはちょっと口を滑らせてですね失礼なことを言ったら議事録を抹消していただき
たいなと思うぐらいのことで、非常に難しいことなんですけれども。過日、議員協議会
で新得診療所療養型病床群のことで、議員協議会を持たれました。今の新得町の医療体
制は月曜日から日曜日まで清水の日赤と前田病院が、入っていただいて毎日埋まった。
これについては町民の人は非常に安心をしております。
だが新得診療所療養型病床群１２床のベッドにする。これには病室を改良する金がか
かります。この１２床に減らしてそして、どのぐらいの改良費が必要なのか。また、こ
の１２人が長期、新得町の人ばっかしが１２人入っているっていったらまた我慢もでき
ますでしょうけれども、よその町村の人がたばっかり１２人でずっといますと、新得町
が補助を出しているのがいかがなものかな。
私は逆に、療養型病床群で１２床のベッドに改良をするのがいいのか、今医療が１０
年前から変わったということで、今の１９床のベッドを先生が維持管理するには、非常
にお金がかかるんだっていうお話しを聞いてございます。１９人のベッドで維持をして
いくにはそれなりの看護婦さんと、それなりの家政婦さん、いろいろな人件費がかかり
ます。それを町が補助をしていったら、年間いくらぐらいの試算がかかるのか、ここら
辺を教えていただきたいなと。
私はここで新得診療所のことをしゃべらさせていただきますけれども、今療養型病床
群で新得診療所にお願いをする。私は新得診療所の先生は非常に町民に評判が悪い。こ
れは、議場では堂々と言えます。町民の気持ちは新得診療所の先生に対して感情的に良
く思っていない。果たして、この町民の人が思っていないこの先生に、こんな介護介護
と、介護保険の掛け声とともに療養型病床群１２床を預けていいものなのかなと。
昔テレビで赤ひげ先生って、金のない人にも診療をしてやると。子ども心に私はこう
いうのが病院の先生だなと思っております。今は算術か人術か分からない。
ここで、新得診療所に関しましては来年で任期が１０年になります。私は答え出すの
がまだ早いのかなって思ってますけれども、町の考え方として今の先生に果たして任し
ていいのかどうか、私は間違えているんでないかなってはっきり言わせていただきます。
そこら辺も取り止めのない質問でございますけれども、ご返答願いたいと思っており
ます。
◎委員長（菊地康雄君） 農林課長、斉藤正明君。
◎農林課長（斉藤正明君） １点目の梅の木の問題でございますけれども、平成９年度
からオーナー制度をやりまして、そのときはほとんど全滅、霜の関係でですね。そして
１０年度が豊作でございまして、狩勝にはだいたい１，８５０本ほどありまして、その
うち９００本ほどなりまして、そして１０年度のときオーナーのかたが半分４５０人ほ

どございました。そして余ったやつはもう町民で還元したのが平成１０年度の実績でご
ざいます。
吉川委員の話は平成、今年の話だと思いますけれども、今年は予想に反しまして１０
年度が豊作だったものですから、ほとんど８００本９００本、豊作でだいたい９００本
ほどなる予定でございましたけれども、そのうち８００人ほどの申し込みがございまし
た。ただしそのうちのですね、霜で２００人のかたが、ほとんど皆無ということではご
ざいませんけれども、普通７キログラムか８キログラム採れるところが１キログラム２
キログラムということでございます。
そして霜の通り道というのは非常に微妙でございまして隣が豊作１０キロ２０キロな
んですよね、ところが道路一本、木一本でもゼロというゼロ２、３本ということで、そ
ういうかたが何回も楽しみにしているものですから、これは忍びなかろうということで
町の試験林だとか、オーナーの切れない木が、ちょっと何十本かありました。
そういうことで、お一人に霜にあたったかたに、お一人２キロお分けしたということ
で、採れなかったからということで平等に還元したわけではございません。もちろん全
部霜にあたった場合には、ほとんどもう皆さん全部だめでございますし、そういう場合
は納得してもらっております。
誠に何回も足を運んできてもらってきたときには、隣は豊作でなってない木が誠に忍
びないわけで、そういうことで対処いたしたしだいでございます。
◎委員長（菊地康雄君） 総務課長、畑中栄和君。
◎総務課長（畑中栄和君） ２点目、役場の代表電話の関係についてお答え申し上げま
す。
８月の１５日と９月の広報で役場の電話番号の一部が新しくなりました、変更になり
ましたということで、お知らせしたわけですが、町民が迷わないような広報の出し方と
いうご指摘なんですが、いちおうお知らせ広報ではいままでの代表電話番号４局の５１
１１はそのままですが、各課に次のとおり直通電話ができましたのでご利用くださいと
いうことで、担当としましては、役場のどこの課にかけたらいいかと分かっている人は
かけていただきたいなと、例えば業者のかたがたですね、できればそちらにかけていた
だけたら有り難いなということで広報を出したしだいであります。今後も広報で周知す
る予定しておりますので、その辺再度検討いたしまして、見やすいというか、迷わない
ような広報にしていきたいと思いますのでご理解いただきたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） 保健福祉課長、浜田正利君。
◎保健福祉課長（浜田正利君） 診療所の関係についてお答えします。
まず、事務的な部分からお話しをしますけれども、まず、1点目は療養型病床群に変
更した場合の改造費ですけれども、今、建築のほうに細かな積算を依頼しておりますけ
れども、概略では、４００万円程度かなと思っております。
２点目の１９床のベッドを入院ベッドとして維持をした場合どの程度かということな
んですけれども、いわゆるその診療報酬単価という部分で歳入のほうはおいといてです
ね、支出だけを考えた場合、例えばそれぞれの先生、若しくは看護婦を含めたスタッフ
の人件費を月額なんぼにするかによってかなり差が出てくるかなと思いますけれども、
これはあくまで、これは単純な机の上のシュミレーションということでご理解をしてい
ただきたいのですけれども、いわゆる２階部分の光熱水費を含めて、人件費を含めた場
合ですね、食事と薬はちょっと除いてお話し申し上げますけれども、あくまでも、必要

経費ということでいきますと、約６，０００万円近いかなと思っています、６，０００
万円切れるかなと思っています。とりあえず試算ではそういう試算をしています。
それから、もう１点なんですけれども、これは一般論としての診療所に対する考え方
を改めてお話をしたいと思います。６月の定例議会でも町長のほうからも答弁があった
かなと思いますけども、やはり診療所の役割と病院の持っている役割というのは、やは
り地域医療を視点にした場合、やはり割り切ったほうがいいのかなという感じは改めて
してます。そのうえでですね、診療所に求める町民の皆さんがたの入院施設というその
辺の概念をどうするかというのが、我々としても、もっともっとＰＲしなければならな
いのかなと思うんですけれども、基本的に高度医療というものを望むんであれば、現実
的に診療所は無理だと思います。そのうえで、町民の望む入院施設が老人を含めた長期
的な施設というそういう視点になるんであれば、やはりいまの選択肢としては私は療養
型病床群を選択するのが経営的にも一番というのが、担当課の考え方です。杉目先生の
評判うんぬんというんですけれども、よくいわないかたも聞きました。杉目先生を信頼
しているかたもいらっしゃいます。この辺は町民全般の中でトータルの論議ですから、
それ以上なんとも言えないんですけれどもそういう前提で、先生に１９床を預けるのが
どうかという判断は、私としてはやはり１２床を先生に託すのが町民にとって一番幸せ
なことかなというふうに考えております。答えを出す時期ですけれども、診療所のほう
とはですね、９月が一つの区切りかなと事務的には進んでいますけれども、各議員、そ
れから町民全般のいろんなかたのお話しを聞いたうえで最終的な判断になろうかなと思
っていますけれども、なるべく遅くならない時期に答えを出したいというふうに思って
おります。以上です。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、吉川幸一君。
◎委員（吉川幸一君） 病院のことで再度質問させていただきます。課長としての答弁
はその人物評価はこれが限度かなと。悪く言っている人もいるれば、よく言っている人
もいる。私はそういう人に会ったことないけれども、課長の答弁としてはこれが限度の
答弁なのかなと思っております。私、再度、私も何回言われても、診療報酬が変わった、
新得町内にベッドが町の金で建って１０年前はよかったんだけれども、今はだめだ。お
ぼろげながら、理解はする、完全に理解しているわけじゃない。私は診療所でりっぱに
入院患者をとって、診療所として開設して患者が非常に来ている病院、幾つも知ってい
る。先生が変わった場合の話。今まで診療所としてはだめだったけれども、先生が変わ
って評判よくて、その先生のおかげでその診療所が本当に患者でいっぱいだ。こういう
診療所もたくさん知っているわけです。だから、今回のその、僕は新得診療所に対して
は、やっぱり、町がたくさんのお金を使って、いろいろと援助もし、話し合いもしてき
たのが、一方的な考え方になって、先生主導の考え方は私は間違えている。新得町内に
やっぱり入院ベッド数があったほうが、町民も安心する。今、入院患者が１日か２日入
院してよその病院に行くのを、その報酬を別にしておおよその金が６，０００万円かな。
そしたら入院をしたり、救急車で運ばれたりなんかして病院に入っていけば何千万円、
これから減っていくのは確かだ。すばらしい先生がくるこないというのは私は、非常に
無責任で来た先生を人物評価するわけですから、無責任な言い方になるかもしれません
けれども、私はある程度、療養型病床群の認可を取ったとしても、診療所として、新得
町にも緊急で入ったときに、１日、２日でも、１週間でも置いてもらえるんだと。そこ
から違う病院にまわるのは、私はけっこうだと思っている。それには私個人の考え方だ

けれども、今の先生では町民の気持ちを離れた先生だと言っているわけ。これ、再度課
長と話をしますと、非常に答えずらいものもあると思うから、答弁はいらないわ。ただ
聞いていてもらうだけでけっこうだけれども、こういうものが１０年間今までお金を取
らない、向こうの先生の一方的なもので、町の主導になれない、一方的にやられる先生
は私はだめだと。課長は私は今の時代では介護の療養型病床群が最適だと思う。本来は
そうなのかもしれない。が、果たして新得診療所で今の先生がいいのかといったら、し
つこいけれども私はだめだと思う。ここら辺を考慮に入れて今回、来年度切り替えにな
りますんで、しっかりと町長、助役は頭にいれといていただいて、先生と来年度からの
何年間からの折り返しに話をしていってもらいたい、そのように思います。答弁はいり
ませんので、私の一方的なしゃべりでございます。
◎委員長（菊地康雄君） ほかに。町長、斉藤敏雄君。
◎町長（斉藤敏雄君） 医療問題とは、町民の皆さんがたにとりまして極めて大事な問
題であります。また、病院と、医師とですね、患者さんとは、まさに信頼関係にたたな
ければならない。それで私は医療というのが成立していくのではないかと、かねがね考
えているところであります。
今、本町が置かれている状況下から、さきほど福祉課長のほうからご答弁申し上げま
したように、療養型病床群というものを当面選択していくのが町民の利益につながるの
ではないかと、こういう考え方で答弁を申し上げたかと思っております。当面私どもも、
そうした考え方でこの問題に真正面から取り組んでいきたいというふうに思っておりま
す。もし、そうした町民のかたがたとの信頼関係に欠けるものがあるとすると、そうい
うものをどういうふうに補完してですね、新たな出発ができるかというふうなことも含
めて、重大な課題でありますので、私どもも、慎重に対応していきたいと考えておりま
す。
本件ついては、この会期中に議員協議会を開いて改めてご相談を申し上げる機会を持
ちたいと考えておりますので、その際には、議員の皆さんがたにもそれぞれのお立場か
らご論議を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ます。
◎委員長（菊地康雄君） ほかに。委員、渡邊雅文君。
◎委員（渡邊雅文君） 関連で町長に一つだけご質問をします。
今、吉川委員が、私に言わせると、個人的な評判うんぬんを議場で言うのはいかがな
ものかなと私は思うんですがこの場で吉川委員と議論する必要はありませんので、私か
らあえて、町長にひとつだけご質問させていただきます。今、吉川委員の関連で質問さ
せていただきます、今、一連のお話しございました。新しい意味での今ある施設の２階
の部分の活路を今、行政側見い出そうとして、過日も、議員協議会を開いてご説明をい
ただきました。杉目医院長うんぬんのお話しも今ございました。仮にで申し訳ないです
が、仮にそういった流れの中で、今、施設を１０年という計画の中で運営をしている医
師、杉目医院長になるわけですが、施設を離れるということになった場合、以前、これ、
行政は継続ですから、今の助役ではありませんけれども、前任の助役の言葉が私の中に
は、今も、記憶に残っているんですが、医者のひとりぐらいは一日で見つけられると。
いう話がございました。そういったことも含めて考えると仮に、今現在の、診療所の医
療体制が離れた場合、次の医師を見つける。１日で見つけれとは言いませんが、早急に
対応ができる方法はありますかという質問をあえてさせていただきたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） 町長、斉藤敏雄君。

◎町長（斉藤敏雄君） 今、話している話は現在進行形の話でありまして、渡邊委員の
質問は仮定の話だと考えております。したがって、仮定の話に答弁を申し上げるのはい
かがかとこのように考えております。
しかし、私ども医療問題を考える場合には、いかなる事態が生じたとしても、それは
やっぱり必要な対応策というのは講じていかなければならないということだけは間違い
ないと考えております。
◎委員長（菊地康雄君） 委員外、湯浅 亮君。
◎委員外（湯浅 亮君） たいへん、早朝から旧年度の決算審査の話し合いが取り交わ
されたわけでありますけれども、監査意見書の中で若干理事者に伺ってみたいと思うん
でありますが、結びではたいへんあの、監査のかたから財政を駆使し町財政の健全化、
敬意を表したいということでおほめがあるわけですが、何点か指摘がございます。
その指摘の中で流用という言葉が、入っているわけですけれども、この流用という指
摘の中で多少責任を持つ議会のひとりとしてどこまでが、流用の範囲なのかという指摘
でありますし、中身を見せていただきますと大きくは７００万円を超えてございます。
件数も相当な件数になってございますし、総トータルいたしますと、２，８００万いく
ら、３，０００万円に近い金額になっているわけですけれども、この指摘に対してです
ね、監査指摘に対して、監査委員に対してどう答弁されているのか、まずお伺いをして
見たいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） 助役、鈴木政輝君。
◎助役（鈴木政輝君） お答えを申し上げたいと思います。
審査意見書の１０ページに共通関係といたしまして、流用額の問題が指摘をされてお
ります。これにつきましては、基本的に上限の設定については、いかがなものかなとい
う感じがいたします。しかしながら、流用という問題につきましては、可能な限り最小
限に食い止めるべきであるということで、町長のほうから監査委員さんのほうに申し上
げたところでございます。
確かに、平成１０年度の流用の件数、あるいは９年度の流用の件数を比較いたします
と、件数でほぼ横ばいにはなっておりますが、金額の比較でいきますと、相当平成１０
年度は多額になっていることは事実でございます。いずれにしましても予算の執行に当
たっては、最小の経費で最大の効果を上げるというのが予算の目的でございます。
この流用というのは予算の執行方法のひとつでございまして、基本的には補正予算で対
応するのが一番望ましいわけですが、どうしても時間的な問題もあったり、あるいは措
置の方法を早急にしなければならんという場合については、原則流用を第一に考え、次
には
予備費を充用をするというのが、地方自治法のねらいではないかと考えております。今
回、監査委員さんのご意見もいただきましたので、最小限の方法で今後、流用について
は対応していきたいなと、こう考えていきたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） 委員外、湯浅 亮君。
◎委員外（湯浅 亮君）
各委員のですね中身のご指摘がないわけですから、十分理
解ができている委員さんがただと、思うわけでありますけれども、そういったことがで
すね、予算の中で流用されていく、執行されていく姿勢そのものがですね、私は管理職
なり、また職員の皆さんがですね、予算編成に当たっての安易な予算編成にならないか
と、そういう懸念を持つものでございます。十分そういった点がですね、今後、反省さ

れたうえで予算編成に向けた皆さんがたの考え方を表してほしいわけでありますけれど
も、予算審査について、やはり決算でこのような額が出るということについては、若干、
不信を持つのが当然でないかとこう思います。そこら辺で、今、助役さんの答弁でです
ね今後、十分に考えたいということでありますけれども、今回そういった指摘について
は、謙虚に受け止めていただけたのかどうか、まだ不信があるわけですが、ひとつよろ
しくお願い申し上げたいと思います。
◎委員長（菊地康雄君） 助役、鈴木政輝君。
◎助役（鈴木政輝君）
監査委員さんの指摘の中では限度額という設定でございます
が、私どもといたしましては限度額の設定をすることが、結果として予算の執行をする
ときに、あいまいになり過ぎるのではないかと。惰性に流れてしまうということでござ
いますので、限度額の設定については差し控えたいなと考えております。予算の融通性
を考えたときにやはり、不用額を生じることについては私ども、積極的に進めておりま
すし、予算の不足が万が一生じた場合については、いかに早く住民の要望に対応するか
ということが求められますので、法で認めておられます流用については、最大限とはい
いませんが、最小限の中に効率的に活用していきたいなと考えておりますので、ご理解
をいただきたいと考えております。
◎委員長（菊地康雄君） 委員外、湯浅 亮君。
◎委員外（湯浅 亮君） かつては、不用額に対する議会の指摘というのは、相当、た
いへん重かったと思います。最近はいろいろ財政の中身の問題でありますから、不用額
に対しては私どもも、そう大きな指摘はしてないはずです。ですから、当然不用になる
ことは好ましくないと思いますけれども、予算に当たってはきちんとですね、中身をひ
とつひとつ確かなものがあるような気がします。十分ご配慮願いたいと思います。以上
です。
◎委員長（菊地康雄君） ほかに。
（なしの声あり）
◎委員長（菊地康雄君） これをもって審査を終わります。

◎委員長（菊地康雄君） それでは本件につきまして採決に入りますが、採決に入る前
に討論はございませんか。
（「なし」の声あり）
◎委員長（菊地康雄君） これをもって、討論を終結します。
それではこれから認定第１号、平成１０年度新得町各会計歳入歳出決算認定について
を採決いたします。
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。
［挙手全員］
◎委員長（菊地康雄君） 挙手全員であります。よって本件についてはこれを認定いた
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（菊地康雄君）

それでは１５時２０分まで休憩といたします。

◎委員長（菊地康雄君）

（宣告

１５時０５分）

（宣告

１５時２０分）

休憩を解き再開いたします。

◎ 水道事業会計
◎委員長（菊地康雄君） ただいまから水道事業会計決算特別委員会の会議を開きます。
それでは本委員会に付託されました認定第２号、平成１０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（菊地康雄君） 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、常松敏昭君。
［水道課長 常 松 敏 昭 君 登壇］
◎水道課長（常松敏昭君） 平成１０年度水道事業決算についてご説明いたします。
１ページ目にまいりまして、収益的収入及び支出の収入、第１款、水道事業収益、
７，３６７万４千７６８円。支出では第１款、水道事業費用、６，２６４万５千３４円
となっております。
次のページにまいりまして、資本的収入及び支出でございます。資本的収入額が資本
的支出に対して不足する額、３５１万１千８８７円は、当年度分損益勘定留保資金、
３５１万１千８８７円で補てんいたしております。
次に財務諸表の３ページにまいりまして、平成１０年度損益計算書でございますが、
収支の営業収益では６，９８４万８千４８１円、営業費用では５，９９７万８６７円、
差し引き営業利益、９８７万７千６１４円、収支の営業外収益では２６２万９千５８１
円、営業外費用では１６０万５千１１９円、差し引き１０２万４千４６２円、当年度純
利益では１，０９０万２千７６円、これに前年度繰越利益剰余金、１０万８５７円を合
わせまして、当年度未処分利益剰余金は１，１００万２千９３３円となっております。
次に４ページにまいりまして、平成１０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、２億５，４１５万１
千７４３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で
は９，５３３万９千３５１円、資産合計では３億４，９４９万１千９４円であります。
５ページにまいりまして、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９６６万２８９円、資本金は自己資本金、借入資本金、合わせまして資本金合計
は１億６，７５９万２千５３８円でございます。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１億７，２２３万８千２６７円。負債資本合計では、３億
４，９４９万１千９４円でございます。
次に６ページにまいりまして、平成１０年度剰余金計算書でございます。減債積立金
は、前年度末残高が３２２万円、当年度繰入額が８６万１千円、年度末残高が４０８万
１千円となっております。建設改良積立金は前年度末残高が４，４５２万４千２８０円、
当年度繰入額が１，６３５万１千円、年度末残高６，０８７万５千２８０円、積立金合

計では６，４９５万６千２８０円。未処分利益剰余金は前年度未処分利益剰余金１，７
３１万２千８５７円、前年度利益剰余金処分額は減債積立金８６万１千円、建設改良積
立金に１，６３５万１千円、繰越利益剰余金年度末残高は１０万８５７円、当年度純利
益は１，０９０万２千７６円、当年度未処分利益剰余金は１，１００万２千９３３円で
ございます。資本剰余金では受贈財産評価額、国庫補助金、一般会計補助金とも増減が
ございません。翌年度繰越資本剰余金は、９，６２７万９千５４円でございます。平成
１０年度新得町水道事業剰余金処分計算書でございますが、当年度未処分利益剰余金、
１，１００万２千９３３円から、利益剰余金処分額といたしまして、減債積立金に５４
万６千円、建設改良積立金に１，０３５万６千円、合わせまして１，０９０万２千円と
しております。翌年度へ繰り越す利益剰余金は１０万９３３円となります。
次に財務諸表、付属資料の８ページにまいりまして、収益、費用明細書を記載してお
ります。給水収益の料金収入では６，５３２万５千２３８円で、前年比、２．６７パー
セントの減となっております。
次に９ページ、１０ページにつきましては、支払いの明細を記載いたしております。
次に１２ページにまいりまして、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ページにまいりまして、固定資産明細では、機械及び装置で浄水器の取り替
えでございます。
次に１４ペー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
６２８万６千８３７円となっております。
次に１５ページにまいりまして、事業報告でございます。収益的収支は収入７，５９
６万５千１１１円に対し、支出６，２６４万５千１３４円で、当年度純利益で１，０９
０万２千７６円となり、前年度繰越利益剰余金１０万８５７円合わせまして、当年度未
処分利益剰余金は１，１００万２千９３３円となりました。
生活様式の多様化による水需要が増えております。今後とも効率的な事業運営を基本
といたしまして、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
努めてまいります。
次に１７ぺージにまいりまして、議会の議決事項では２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１８ページでは職員の給与の内訳を記載いたしております。
次に１９ペー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ページの業務量では年度末給水人口６，１３７名、前年度末給水戸数が２，
５９４戸、年間総配水量は６３万５千４６５立方メートル、年総有収水量が５６万５１
２立方メートル、有収率が８８．２１パーセント、供給単価１１６円５５銭、給水原価
が１０９円８６銭となっております。
次に（２）では事業収入に関する事項を記載いたしております。
(３)では事業費に関する事項を記載いたしております。
次に２２ページでは給水装置の状況について記載いたしております。
次に２３ページでは給水原価１０９円８６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、６ページでは十勝管内の上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１０立方メートルで１千１００円、十勝管内の１番
安い料金となっております。管内平均１０立方メートル当たりで、１千８２７円となっ

ております。
次に７ページにまいりまして、道内上水道事業家庭用料金調べでは４番目となってお
ります。全道平均の１０立方メートル当たりの平均料金は１千８７１円となっておりま
す。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。
［水道課長 常 松 敏 昭 君 降壇］
◎委員長（菊地康雄君） 以上で説明が終わりました。
委員長から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お願いいたし
ます。それではこれから質疑に入りますが、ございませんか。委員、髙橋欽造君。
◎委員（髙橋欽造君） 安定供給をしてりっぱに水道事業をされている結果を聞きまし
て、たいへん有り難いことだと思っております。私、７年か８年ぐらいになるでしょう
か。水源地、たいへん老朽化している、早くこれを改修しなければいけないんではない
だろうかとご提言を申し上げたところでありますけれども、今、どのようなそういう点
で計画をされているのかお尋ねをいたしたいと思うんですが。
◎委員長（菊地康雄君） 水道課長、常松敏昭君。
◎水道課長（常松敏昭君） お答えいたします。
水源地につきましては、従前と位置は変わってはございませんけれども、取入口を改
良いたしまして、給水している状況でございます。したがいまして、給水は今、以前で
すと、旧式な形で水量を取っていたんですけれども、新しい方式で水は取っております。
ただ、水源地そのものは、前と同じところで取っております。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、髙橋欽造君。
◎委員（髙橋欽造君） かなり老朽化しておりますよね、水源地ですか、出水口じゃな
く、浄水場の、ああそうか、私はどうも言葉が下手で申し訳ございません。そのいわゆ
る改修の計画はされていないのですか。私の記憶では、近いうちやりますというように
確か７、８年前と聞いた記憶があるんですが、いまだにそのほうには進んでないようで
ございますけれども、どうなんでしょう、ちょっとお聞きしたい。
◎委員長（菊地康雄君） 水道課長、常松敏昭君。
◎水道課長（常松敏昭君） お答えいたします。
浄水場の施設はかなり古い施設でございまして他町村さんには見られないような施設
状況でございまして。その能力的にですね、現在配水している能力目いっぱいの能力を
今、フルに使っていると、ちょっと事故に対応する場合、ちょっと心配があるのかなと
いうことで、今、その補完する対策を検討中でございます。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、髙橋欽造君。
◎委員（髙橋欽造君） 私もですね、あそこへ何回が見に行ったのですね。まず、驚い
たのには、テントウ虫というのでしょうか、あれがそれこそ、掃きだめるというんです
かね、ものすごいんですね。それと、やはりキツネの関係がちょっと心配かなと思った
んですけれども、そういったことでですね、やはり一番大事なことですから、早急に計
画を立てて町民に本当に安心して飲める水を供給できるような対策をきちんとしといて
いただきたいなと、要望になるわけでございますけれども、ひとつお考えをいただきた
いと思います。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、黒澤 誠君。
◎委員（黒澤 誠君） ただいまのこの料金で、十勝管内で新得町は非常に安く供給し

ているわけですけれども、これは、この料金でいつごろまでいかれるのか、ひとつお答
え願います。
◎委員長（菊地康雄君） 水道課長、常松敏昭君。
◎水道課長（常松敏昭君） お答えいたします。
安い料金で維持していくことは、たいへんいいことなんでございますけれども、うち
の施設は機械装置といいますか、ろ過装置につきましても、すべて自然流化でやってご
ざいますんで、そんな機械的な維持費はかかってないわけですけれども、施設がかなり
古くなってきてございますんで、いろいろなものに対応するための施設に改修なり改良
を、今後、計画していかなければなりませんので、その計画が決まった時点でなんらか
の改定はされなければならないんじゃないかという気はしております。
◎委員長（菊地康雄君） 委員、黒澤 誠君。
◎委員（黒澤 誠君） だいたい何年くらいか。
◎委員長（菊地康雄君） 水道課長、常松敏昭君。
◎水道課長（常松敏昭君） ここ、１、２年のうちに計画はまとめていきたいと考えて
おります。
◎委員長（菊地康雄君） ほかに。
（なしの声あり）
◎委員長（菊地康雄君） ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。
それでは本件について採決に入りますが、採決に入る前に討論はありませんか。
（「なし」の声あり）
◎委員長（菊地康雄君） これをもって討論を終結します。
◎委員長（菊地康雄君） それではこれから認定第２号、平成１０年度新得町水道事業
会計決算認定についてを採決いたします。
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。
［挙手全員］
◎委員長（菊地康雄君） 挙手全員であります。
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（菊地康雄君） 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。
よって本委員会を閉会いたします。
（宣告 １５時３７分）

