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決 算 特 別 委 員 会

令和元年９月３日（火） 第２号

○付託議件名

認定第 １号 平成３０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３０年度新得町水道事業会計決算認定について

○出席委員（１０人）

委 員 長 湯 浅 真 希 副委員長 長 野 章

委 員 森 本 洋 子 委 員 青 柳 茂 行

委 員 大 澤 一 文 委 員 村 田 博

委 員 貴 戸 愛 三 委 員 柴 田 信 昭

委 員 菊 地 康 雄 委 員 吉 川 幸 一

〇欠席委員 なし

○委 員 外（２人）

監査委員 若 杉 政 敏 議 長 湯 浅 佳 春

○職務のため出席した議会事務局職員

事務局長 橋 場 めぐみ



◎橋場めぐみ議会事務局長 初の各会計なら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、吉川幸一委員に臨時委員長をお願いいたします。

◎吉川幸一臨時委員長 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

◎吉川幸一臨時委員長 ただいまから、各会計ならびに水道事業会計決算特別委員会を

開会いたします。

（宣告 １２時０５分）

◎委 員 長 の 互 選

◎吉川幸一臨時委員長 これより、委員長の互選を行います。

お諮りいたします。

委員長の互選については、指名推選の方法によりたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎吉川幸一臨時委員長 異議なしと認めます。

よって、指名推選の方法によることに決しました。

◎吉川幸一臨時委員長 暫時休憩いたします。

（宣告 １２時０６分）

◎吉川幸一臨時委員長 休憩を解き再開いたします。

（宣告 １２時０７分）

◎吉川幸一臨時委員長 それでは、指名推選については、私から指名いたしたいと思い

ますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎吉川幸一臨時委員長 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、委員長に湯浅真希委員を指名いたします。

ただいまの指名にご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎吉川幸一臨時委員長 異議なしと認めます。

よって、湯浅真希委員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

◎湯浅真希委員長 これより、副委員長の互選を行います。

お諮りいたします。



副委員長の互選については、指名推選の方法によりたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎湯浅真希委員長 異議なしと認めます。

よって、指名推選の方法によることに決しました。

◎湯浅真希委員長 暫時休憩いたします。

（宣告 １２時０８分）

◎湯浅真希委員長 休憩を解き再開いたします。

（宣告 １２時０９分）

◎湯浅真希委員長 それでは、指名推選については、委員長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）

◎湯浅真希委員長 異議なしと認めます。

よって、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、副委員長に長野章委員を指名いたします。

ただいまの指名にご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎湯浅真希委員長 異議なしと認めます。

よって、長野章委員が副委員長に選ばれました。

なお、令和元年９月 12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
ります各会計なら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。

◎散 会 の 宣 告

◎湯浅真希委員長 本日は、これをもって散会いたします。

（宣告 １２時１０分）



決 算 特 別 委 員 会

令和元年９月１２日（木） 第２号

○付託議件名

認定第 １号 平成３０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３０年度新得町水道事業会計決算認定について

○出席委員（１０人）

委 員 長 湯 浅 真 希 副委員長 長 野 章

委 員 森 本 洋 子 委 員 青 柳 茂 行

委 員 大 澤 一 文 委 員 村 田 博

委 員 貴 戸 愛 三 委 員 柴 田 信 昭

委 員 菊 地 康 雄 委 員 吉 川 幸 一

〇欠席委員 なし

○委 員 外（１人）

議 長 湯 浅 佳 春

○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 浜 田 正 利

教 育 長 武 田 芳 秋

監 査 委 員 下 浦 光 雄

監 査 委 員 若 杉 政 敏

○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。

副 町 長 金 田 將

総 務 課 長 渡 辺 裕 之

総 務 課 特 命 担 当 課 長 河 津 祐 二

地 域 戦 略 室 長 東 川 恭 一

町 民 課 長 中 村 勝 志

保 健 福 祉 課 長 坂 田 洋 一

施 設 課 長 初 山 一 也

産 業 課 長 石 塚 將 照



児 童 保 育 課 長 桂 田 聡

税 務 出 納 課 長 佐 々 木 隼 人
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庶 務 防 災 係 長 目 黒 達 哉

財 政 係 長 本 郷 潤

○教育委員会教育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。

学 校 教 育 課 長 佐 藤 博 行

社 会 教 育 課 長 岡 田 徳 彦

○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 岡 村 力 蔵

○職務のため出席した議会事務局職員

事 務 局 長 橋 場 め ぐ み

書 記 花 房 充 己



◎開議の宣告（各会計）

◎湯浅真希委員長 本日の欠席届け出委員はございません。全員の出席であります。

ただいまから、新得町各会計歳入歳出決算特別委員会を開会いたします。

直ちに会議を開きます。

（宣告 １０時００分）

◎新得町各会計歳入歳出 総括質疑

◎湯浅真希委員長 本委員会に付託されました認定第１号、平成 30 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）

◎湯浅真希委員長 議事に入る前に、委員長からお願いがあります。

質疑、答弁は簡明、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。質疑がありましたら発言を

許します。青柳委員。

◎青柳茂行委員 まず、財政の健全化の指数について、お尋ねしたいと思います。

監査委員の意見書の最後のページに、経常収支比率、前年度に比べて 1.2 ポイント上
がって 79.6パーセント、約 80パーセント近くまで上がっております。
従来は 60 パーセント台のときもたぶんあったかなと思うんですけれども、それから

見ると、相当数上がっているように見えます。これ、災害の復旧費とか、もろもろの予

算というか、そういうのを扱っているということも考えられるわけですけれども、その

経常収支比率のポイントが上がっている状態について、説明していただければと思いま

す。

◎湯浅真希委員長 渡辺総務課長。

◎渡辺裕之総務課長 お答えいたします。経常収支比率につきましてですけれども、近

年、少し上昇傾向にあるということで、79.6 パーセント、30 年度になっております。
前の年が 78.4 パーセント、その前が 77.5 パーセントということですので、毎年少し

ずつ今、上がっているような状況になっております。

こちらのほうは、数値が低ければ弾力的な財政運営が進められるというような目安と

いうか指標になっているものですけれども、経常的な支出のものが増えているというこ

とで、大きな部類として、近年につきましては、臨時財政対策債を借り入れするときの

償還の仕方を一部短い期間にして償還をしております。借り入れのほぼ半分程度期間を

短くして償還しているというのが現在行っているところなんですけれども、こちらの償

還のほうの理由というのがなるべく返せるうちに返すということと。

返し方の平準化を図りたいということもありまして、一部そのような運用を町として

しているところなんですけれども、これによって数値がこちらのほうに反映されていく

という形になりますので、償還の部分が今、一時的にそこが出てきて、数字が上がって



いるというところが１つあるということと。

大きな事業、ここ最近行ってきておりまして、そちらのほうの償還も行われてきてい

るということも、今、伸びているような状況です。

現在、平成 30 年度の財政推計を行った時点なんですけれども、ピークにつきまして
は、令和３年度がそのようなもののピークになっていくのかなと、今のところ見込みな

んです。今後、下がるかなと思うんですけれども、ただ、これからも庁舎建設ですとか、

駅前再開発、道の駅、インターチェンジ等、大型事業を今、検討しているところです。

そちらのほうにつきましても、どのような財源対策をするのか、また、実際に行う時期

はいつなのかというのは、全体の事業とこのような財政の状況を見ながら考えていくと

ころになるかなと思うんですけれども、現状の中では伸びてはいますけれども、今後、

落ち着いてくるというふうにも見ておりますので、ある程度健全な財政運営は維持して

いるものと考えているところです。

◎湯浅真希委員長 青柳委員。

◎青柳茂行委員 一般的に経常収支比率、健全と思われるのは、例えば帯広市のように

市の場合は、80 パーセントと言われています。町村の場合は、75 パーセントというの
が１つの健全を示す指数と言われておりますけれども、超えたからといって、それが悪

化というふうに見ることはたぶんできないのではないかなと思うんですけれども。

今、答弁を伺ったところ、これまで大きな事業があったし、それから今後、さまざま

な大型事業が予想されるということを伺えば、さらにその指標は上がっていくのかなと

いうふうに思います。

大きな事業というふうに答弁されましたけれども、具体的に、ではどのような事業が

あったのかということを聞きたいと思います。

同時にもう１つ、指数として財政力指数というのがあると思うんですよね。それで、

これは１を超えれば交付金が不要の団体ということで、例えば北海道で言えば泊村なん

かはそうなんですけれども、新得町の場合は、財政力指数というのがどのような指数に

なっているのか。

例えば北海道全体で言えば、平均が 0.55 というような数字も見たんですけれども、
それに比べて新得町はどうなっているのか、お聞きしたいと思います。

◎湯浅真希委員長 渡辺総務課長。

◎渡辺裕之総務課長 お答えいたします。近年の大きな事業といたしましては、屈足の

保育所を改築しているものと、あと、特別養護老人ホームひろねが実施主体は町ではあ

りませんけれども、施設の建設とか整備に対しての支援をしているというのが大きな事

業にあたっているところです。

財政力指数につきましては、基本的に３カ年の平均の数値というのが財政力指数とい

う形で表現しているところなんですけれども、30 年度につきましては 0.25、29 年度に
つきましては 0.24、その前、28 年度につきましては 0.23 というのが財政力指数となっ
ているところです。

◎湯浅真希委員長 青柳委員。

◎青柳茂行委員 この財政力指数ですよね。これはもうほとんど問題はないんですけれ

ども、たまたま 2014 年度の資料を見ているんですけれども、これは北海道の順位が書
いてある表なんですよね。

それで、これを見ると、あくまでも 2014 年度なんですけれども、北海道の第１位が



泊村で 1.88 なんです。それで、新得町は 0.22、これは 2014 年度です。北海道全体から
見れば、第 77位なんです。最下位、179位が島牧村ということで、私自身もこの指標、0.22
を見て、これ、どういうふうに判断すればいいのか、よく分からないところなんですけ

れども、全体的に新得町の財政状況はバランスは取れていると思うんですよね。

ただ、１位が 1.8 で、77 位の新得町が 0.22 ということになると、どのように判断す
るのか、その辺教えていただければと思うんですけれども。

◎湯浅真希委員長 渡辺総務課長。

◎渡辺裕之総務課長 財政力指数につきましての、どのような判断ができるか、非常に

難しいんですけれども、自主財源であったりとか、人口ですとか、いろんなところで単

純に数値だけの比較は正直難しいところかなと思っておりまして、近年につきましては、

新得町の推移として、数値はそんなに大きく動いてはいないかなと思いますので、そう

いう意味では安定してきているかなと。

その上で、今の新得町の状況といたしましては、基金と借金という比べ方をこの間し

ていきながら、町民１人当たりの借金ということもいろんな場面で数値としてお示しし

ているところです。

この間、借金につきましては、したとしても優良起債を借り入れながら交付税措置の

あるもの、可能な限り使っていくという中での借金を基本的にはしていくと。

基金につきましても、必要最小限ということの取り崩し、また、財政的に余剰金が出

た場合は基金にという形も取りながら、最近につきましては、大型の公共事業もあると

いうことで、公共事業の建設のほうの基金にも積立をしながらということで、30 年度
につきましても、１人当たりの借金というのは金額としては落ちて負担が少なくなって

いるところです。

これ、どうしても毎年の動きで増減ということは出てくるんですけれども、人口が減

っていく中で、貯金、町民１人当たりの借金というのも、同じ状況であれば必然的に人

口が少なくなっていけば増えていくという形ですので、その辺も考慮しながらなるべく

町民１人当たりの借金、負担は減らすという方向を基本と考えながら、貯金と借金のバ

ランスをしながら毎年運営しているところですので、正直、数値から見てどうだという

のは難しいところではあるんですけれども、今のところある程度健全的な推移できてい

るのかなと思っております。以上です。

◎湯浅真希委員長 ほかに。柴田委員。

◎柴田信昭委員 決算書の中で全体的に見た中で、各項目の中で消防用設備点検委託料

というのがいろんな施設で点検しているわけでございますけれども、これが 25 件ほど
あって、150 万円近くあるわけでございますけれども、この委託先はどこなんでしょう
か。教えていただきたいと思います。

◎湯浅真希委員長 渡辺総務課長。

◎渡辺裕之総務課長 お答えいたします。総務課のほうで各施設、一括発注ということ

で、入札させていただいております。今、全ての施設がその対象になっているかという

のは、はっきりしないところがあるんですけれども、ほとんどが一括ということで、帯

広の東洋通工という会社がありまして、そちらのほうに委託しております。

◎湯浅真希委員長 柴田委員。

◎柴田信昭委員 これ、消防設備なので、そういうところに委託しなくても、例えば消

防署でいわゆる点検するということはできないのでしょうか。



◎湯浅真希委員長 渡辺総務課長。

◎渡辺裕之総務課長 点検の内容といたしましては、火災報知器ですとか、いろんな機

器の点検と、あと、天井についている火災報知器の点検をしているんですけれども、そ

ういう機器の点検になるんですけれども、有資格者ということになりまして、消防の中

ではそういう資格を有している者もおりませんし、消防の中でそういう資格が必須では

ない部分もあるんですけれども有してはいないということで、消防のほうではできない

ので、委託で行っているところです。

あと、業務量としてもなかなか消防の中では難しいのかなというのもありますけれど

も、そういう資格が必要だという中で、外部委託をしているところです。

◎湯浅真希委員長 柴田委員。

◎柴田信昭委員 これは、資格がないためにできないということですけれども、これは

基本的に消防署で資格を取った人がいればできるということですか。それとも、端的に

言うと、消防署のやる仕事ではないと、そういうことなのか。

◎湯浅真希委員長 渡辺総務課長。

◎渡辺裕之総務課長 消防の業務とはなっておりません。そのような現状の中で、外部

委託という形でさせていただいております。

◎湯浅真希委員長 ほかに。菊地委員。

◎菊地康雄委員 今、働き方改革ということで、それぞれの企業、あるいは自治体も含

めて、働き方そのものに対するいろんな反省とか、それからブラック企業と言われない

ようにということで、いろいろと気を使っていただいていると思うんですけれども、私

も商店を経営していたことで、いろんな人を使って、そのときに一人ひとりの処理能力

には当然差があるということで、それを勘案しながら人の配置というのを行っていたわ

けですけれども。

昨日の新聞にも、道内のある自治体で過労による自殺者が出たという話が載っており

ました。当然、その人の性格とその仕事、役場の場合はオールラウンドを求められます

ので、そういったところで仕事とその人の性格とが合ったり合わなかったり、いろんな

ことはあるとは思うんですけれども、例えば新得において、過去にも似たような話もあ

りましたし、それから過去には考えられなかったような早期の退職とか、一時休職とか

という話も最近はよく聞かれるようになりましたので、まず現状の役場における超勤の

内容、金額を含めて、一昨年と昨年度とではどのような変化があるのかということをひ

とつお聞きしたいと思います。

それから、過去にも若い職員が辞められたときに、課内の人間関係というのか、フォ

ローの仕方、それぞれの課の中の職員のフォローの仕方等について、あらためて研修を

行ってはどうかという話をしたこともあるんですけれども、そのような管理能力を高め

るための研修というのでしょうか、そういうのを最近どのように行われているのか、お

聞きしたいと思います。

◎湯浅真希委員長 渡辺総務課長。

◎渡辺裕之総務課長 超勤に関しての数値につきましては、後ほど答弁させていただき

たいと思います。

管理能力の研修ということなんですけれども、現在、管理職につきましては、北海道

であったり、十勝管内の研修、あとは自治大学というのが東京にありまして、そちらの

ほうの研修所に、研修をそれぞれ定期的に数名の者が行くような形になっております。



全員ということではないんですけれども、可能な限り行くということで、なったばかり

の管理職につきましては、新任の管理職研修というのが十勝管内で行われておりますの

で、そちらのほうにもこの間ずっと出席というか、参加して、やっているところです。

職員の働き方につきましては、最近、やはり若い職員というか、低年齢化している中

で、それぞれ係長に昇格したり、課長に上がったりという形の中で、どのような形で行

政サービスを維持したり、行政運営をしていくというところで、なかなか経験の少ない

者がなっていくという中での苦労というのは出てきているところです。

そのようなものを補うために、職場内の研修であったり、外部研修というところに出

ておりますので、今後も外部研修等については進めていきたいなと思っております。

あと、内部研修につきましては、この間、管理職の研修というのがなかなか弱い部分

があるかなと思っておりますので、内部の研修で職場の人の管理というか、健康管理も

含めた課の中のマネジメントということでの研修ということは必要かなと思っておりま

すので、そのようなものも今後、必要かなと思っております。

◎湯浅真希委員長 菊地委員。

◎菊地康雄委員 人を使うということは一番難しいことだというふうに思っております

し、そういう中で、人事権者である町長として、最近のいろいろな傾向を見たときに、

どのような気持ちというのか、前向きな気持ちを持って人事権を行使されているのか、

町長の今の考え方、お聞かせ願えればありがたいなと思いますけれども。

◎湯浅真希委員長 金田副町長。

◎金田將副町長 人事の関係でありますけれども、委員もご承知のとおり、たいへん若

い職員が多くなってきて、平均年齢も 38 歳ということでありまして、いろんな研修も
出しているわけでありまして、その中で、人事も含めて適材適所というふうにはしては

いるんですけれども、若い職員、経験年数も浅いという部分もありまして、なかなか思

うようなところにはいっていない部分もありますけれども、なるべくそういう研修を含

めて人事管理しっかりやっていきたいというふうに思っております。以上であります。

◎湯浅真希委員長 ほかに。貴戸委員。

◎貴戸愛三委員 2020年４月１日から働き方改革というのが、民間企業であれば大手、
各地方自治体は 2020年４月１日からスタートする。
それで、役場の業務というものを考えたときに、働き方改革の基本的な部分というの

は同一労働同一賃金をうたっています。そして、役場の業務というのはいろんな業務が

あるわけです。例えばこれからの町の在り方を考える企画の部門にいる方もいれば、財

政を担当する方もいる。だけれども、役場の仕事という考え方をすれば、例えば、町道

の砂利引きだって役場の業務になるということになる。同一労働同一賃金の同一という

のをどういう捕まえ方をして、これから対応していくのか。

それによって、これは去年の決算で見ていけば、各課ごとに賃金が発生して、恐らく

そこには臨時職員の方だったり、準職員の方の給料が入っているんだけれども、同一労

働同一賃金という観点で見たときに、この金額が令和２年以降どういうふうに、私は絶

対上がっていくというふうに思っているんだけれども、そういう要は、同一労働同一賃

金の捕まえ方と、それに伴ってどのくらい賃金という項目が上がっていくシミュレーシ

ョンをしているのか、もし、今の段階で頭の中にあるのだったらお教え願いたい。

◎湯浅真希委員長 渡辺総務課長。

◎渡辺裕之総務課長 お答えいたします。来年度、４月１日から働き方改革ということ



で、同一労働同一賃金ということですけれども、まだ、今、検討段階ですので、細かな

数値、まず給与、賃金がどういう形態になっていくのかというのはまだこれからですの

で、今、お答えする段階にないので、申し訳ありませんけれども、その辺の方向として

は検討中という形になっています。

同一労働というのはどういうことかということなんですけれども、同一労働、１つの

同じような労働、働き方をしていただいても、それぞれに責任の度合いとか、指示命令

系統とか、いろいろ違いも出てくるかなとも思っておりますので、単純に同じ働き方を

していれば全て同じかというふうにはならないのかなと思っているところです。

その辺の、やってもらうときの責任の度合いとか、そういうものによっても、賃金の

位置付けということは変わってくるのかなと思っていますけれども、その辺も含めて整

理をした上で、４月１日スタートの、会計年度任用職員のお話しかなと思いますけれど

も、そちらのほうに反映させていきたいなと思っています。

◎湯浅真希委員長 貴戸委員。

◎貴戸愛三委員 この同一労働同一賃金の対象になるべき労働者というのは、要するに

雇用契約の期間の定めのない人間から雇用期間の定めのある人間、全て同一に見るのが

この働き方改革のコンセプトだというふうに思っているんです。

それで今、課長が言われた責任の度合いによって、当然対応が違ってくるだろうと。

私もそう思います。だけれども、国が見ているのは、例えば正規職員がやっている仕事

とパート職員がやっている仕事が全く同じ仕事の内容であったら、ここに賃金格差が発

生するのはおかしいというのが本来、厚生労働省の見方なんです。だから責任の度合い

とか、そういうものはここの部分でいくと明文化されていない。

例えば、同じ組み立て作業をやっているＡとＢがいて、Ａの人は正職員で月給 30 万
円もらっていますと。同じ組み立て作業をやっているＢの人は期間雇用で１カ月 15 万
円しかもらっていないという、これを是正しなくてはいけないというのが今、国の立ち

位置。

そうすると、例えば、役場の受付窓口でいろんな証明書を発行するとかうんぬん、こ

れ、正職員がやっても同じ作業をするわけ。だけれども、有期の臨時の職員がやっても

同じ作業をする。ここに何の差もない。そこで、賃金格差が発生するのはおかしいんじ

ゃないかという、これが基本的に今、国が出している働き方改革の根っこ、根幹の部分

なんですよね。

これから決めると言ったのですけれども、もう各課来年の予算編成に向けて、もう基

礎的なものを作り上げてきていると思うときに、まだそれが町として方針が決まってい

ないとか、扱い方が決まっていないというのはちょっと遅すぎるんじゃないかなと思う

んですけれども、その辺どうですか。

◎湯浅真希委員長 渡辺総務課長。

◎渡辺裕之総務課長 お答えいたします。全くの同一労働であれば、基本的には同一賃

金というのは、そういう形かなと思っております。

新得町のような職員の規模の中であれば、例えば窓口の発行業務であっても、発行業

務以外にもいろんな業務があって、法律に基づいてのものですとか、施策として判断し

なければならないもの、また企画をしていかなければならないものというのをやりなが

ら、そういう業務をやっていくという部分もありますので、今、委員のほうからいただ

いたことを参考にしながら、全く同じものだったら賃金を同一にできるのか、また、そ



ういう働き方自体を変更というか、内容を変えていく形でいくのかというのは考えさせ

ていただきたいなと思っております。

あと、今後に向けてということなんですけれども、遅れないように進めさせていただ

きたいと思います。

◎湯浅真希委員長 貴戸委員。

◎貴戸愛三委員 働き方改革の質問は今回初めてじゃなくて、前にも一度させてもらっ

ている案件なので、まだ、町の方針、私はこれを決めようと思ったら細部にわたって決

めていかないと難しい問題だと思っているんです。やはり人の問題があるので。

だけれども、今の段階でまだ決まっていませんというのはちょっと遅い。各課がもう

予算編成を組んでいて、来年のそれぞれ各課ごとの概算要求、そろそろ組み上げていく

段階で、まだ町の方針が決まっていないというのは遅いと思うんですよね。やはり町と

してしっかりもうこれからこれくらいの時期までには明確にして、来年の予算編成に向

かいたい。だいたいいつ頃までに明確にできるか、明言できますか。

◎湯浅真希委員長 渡辺総務課長。

◎渡辺裕之総務課長 時期について明言は今、できないところなんですけれども、今後

のスケジュールといたしまして、12 月議会に条例改正を考えております。その前段に
は、ある程度議員さんのほうにも内容のご説明等も必要かなと思っていますので、そう

いうことも踏まえて整理をさせていただきたいと思います。

◎湯浅真希委員長 ほかに。

（「なし」の声あり）

◎湯浅真希委員長 これをもって質疑を終結いたします。次に進みます。

◎一般会計 歳出 第１款 議会費・第２款 総務費

◎湯浅真希委員長 それでは、歳入歳出決算事項別明細書に入ります。

最初に一般会計の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」ということをあわせて申し出てください。

◎湯浅真希委員長 暫時休憩いたします。ここで、委員長席を長野副委員長と交代いた

します。

（宣告 １０時３４分）

◎長野章副委員長 休憩を解き再開いたします。

（宣告 １０時３４分）

◎長野章副委員長 それでは、決算書の 52ページから 99ページまでの、第１款、議会
費および第２款、総務費全般についてご発言ください。青柳議員。

◎青柳茂行議員 総務費関係について３点ほど、お尋ねしたいと思います。

まず１つは、67 ページの町史編さん事務経費というのが計上されております。これ
については、100年史を発行しております。このときは相当部数を発行しまして、１冊、
たぶん１万円でなかったかなと思うんですけれども、町民に還元といいますか、販売す

るというようなことがあったと思うんですけれども、今回の 120年史、これについては、
どのような中身なのかと、100 年史のように町民の方々に販売するのかどうなのか、そ



の点、お聞きしたいと思います。

それからもう１つは、72 ページですけれども、移住体験事業を行っております。こ
れを見ますと、体験者が 14組の 27名、延べ 347日ということで、ほぼ１年間滞在して
いるんですけれども、これは相当長い年月にわたってずっと継続しているものなんです

けれども、移住体験をした方々が、例えば新得の町が非常に良かったということで、新

得町に残っている、移住した方々がどのくらいいるのかという点をまずひとつお聞きし

たいと思います。

３つ目でありますけれども、76 ページですが、ＪＲ根室本線、これの維持対策とい
うことで計上されております。

これまでも、この３年間にわたって、復旧の見通しが全くないままになっております。

現状としては非常に厳しい状態にあるわけですけれども、現状と今後の見通しについて

お伺いしたいなと思います。以上です。

◎長野章副委員長 東川地域戦略室長。

◎東川恭一地域戦略室長 青柳委員の質問にお答えいたします。

まず 120 年史の編さん内容なんですけれども、現在編集のほうを進めておりまして、
Ａ４版で上下巻で約 1,500 ページほどを予定しております。内容については、100 年史
の記述の見直し、要約、補修、新たな史実の追加ということで取りまとめております。

完成した暁には編さん委員への配布、議員さんや各官公庁への配布、あと一般町民へ

の販売を考えております。

続きまして、移住の関係なんですけれども、お試し体験住宅は平成 21 年度から開始
しておりまして、今まで 154 世帯、311 名で、延べ 3,956 日の実績があります。そのう
ち移住体験を経て移住した方は 11 世帯、19 名というふうになっているところでありま
す。

続きまして、ＪＲ根室本線の関係なんですけれども、新得町といたしましては、根室

本線対策協議会に平成 29年１月に加入しまして、富良野市、滝川市、赤平市、芦別市、
南富良野町、占冠村とともに要請活動を続けてきたところであります。

本町の基本的なスタンスとしては、根室本線、富良野から新得間というのは道東と道

北を結ぶ、圏域と圏域を結ぶ路線、あと、これから増加するインバウンド、観光客に対

する観光の視点、あと、石勝線の事故と災害時に、道東と道北を結ぶ代替路線として必

要というスタンスであります。

基本的には、不通区間の早期復旧と滝川から新得間の路線維持を基本として、これか

らも取り組みを続けていくところであります。

今後の見通しについては、委員ご指摘のとおり、厳しい状況でありますし、これから

まだ不透明なところではありますけれども、あくまでも、新得から富良野だけの問題で

はなくて、北海道全体の問題でありますので、そういうスタンスで維持と存続を訴える

とともに、北海道全体の中での協議も必要かなというふうに思っております。以上であ

ります。

◎長野章副委員長 青柳委員。

◎青柳茂行委員 120 年史については販売をするということなんですけれども、これの
発行部数、おっしゃったのかもしれませんけれども、よく聞き取れなかったんですけれ

ども発行部数と、例えば販売額といいますか、そういうのはどのくらいの値段で町民に

還元されるのかということを、まずお聞きしたいと思います。



それともう１つ、ＪＲ根室本線について今朝ほど議会事務局のほうからいただいたん

ですけれども、根室本線の災害復旧と存続を求める会が鈴木道知事宛に公開質問状を出

しております。

それで、この知事の回答といいますか、その中に道民の足を守り、物流の観点から必

要な鉄路は残すと。そのための財源を国に求めることが重要というような回答がされて

おります。

ですから、高橋知事から鈴木知事に代わっていますけれども、その姿勢はたぶん変わ

っていないのかなと思います。

そういう意味で、これまで存続を求める会、これは新得町でも十勝の集会、それから

帯広でもやっています。今年の冬、南富良野町でも集会を行っています。沿線を挙げて

この復旧を求める集会を相次いでやっているわけですけれども、いまひとつやはり町が

なんとなく前面に出ているのが弱いんじゃないかなという気がしております。

そういう意味で、とにかくこれは今、室長がおっしゃったように、北海道全体の問題

だし、そういった北海道の西と東を結ぶ大動脈、幹線です。そういう意味で、これが切

られたままということになりますと、これは経済的にも観光的にも何しても大きな障害

を得たままになっているわけですから、そういう意味で町の姿勢、積極的な姿勢を果た

していただきたいと思うんですけれども、何かお考えになっていることがあるかどうか、

お聞きしたいと思います。

◎長野章副委員長 東川地域戦略室長。

◎東川恭一地域戦略室長 お答えいたします。まず 120年史の関係ですけれども、発行
部数については 1,000 部を予定しております。販売金額につきましてはまだ決定はして
いませんが、前回と同様の金額を参考にしながら今後決めていきたいと考えております。

あと、ＪＲの関係ですけれども、町はもっと積極的にやったらいいんじゃないか、動

きが見えないというようなことでありますけれども、基本的にはこれまでどおり、根室

本線対策協議会の中での活動を基本として進めてまいりたいと思います。

その上で、やはり町民の方の盛り上がりというか、意識の醸成というか、そういうも

のが必要だと思いますので、少しでもそういうことが高まるような取り組み等も含めて

考えていきたいと思っております。以上です。

◎長野章副委員長 青柳委員。

◎青柳茂行委員 ２問でやめようかなと思ったんですけれども、町民の盛り上げも大事

だということで、町民のほうはこういう会があるように、それなりに積極的な役割を果

たしていると思うんですよね。町民が盛り上がるためには、町がもっと頑張らなくては

ならないというふうに思いますので、回答はいりませんけれども、そのことを伝えたい

と思います。

◎長野章副委員長 ほかに。湯浅真希委員。

◎湯浅真希委員 75 ページ、１点だけなんですが、中段にあります北海道田舎活性化
協議会負担金、こちらなんですけれども、地方創生に向けた広域連携事業というふうに

出ていますが、事業内容はどういったことを実際やられたのかということ。

それと、平成 29 年のときに、テレワークオフィス誘致でコニカミノルタの方に来町
いただいて意見交換したというふうに伺っていますが、30 年度はそれをどういうふう
につなげたのかということをお伺いしたいです。

◎長野章副委員長 東川地域戦略室長。



◎東川恭一地域戦略室長 湯浅委員の質問にお答えいたします。

田舎活性化協議会ですけれども、平成 28 年度に地方創生過疎化交付金を活用して、
新得町、厚真町、浦河町、鹿部町、上川町の５町により立ち上げて、自立化の観点から

移住体験、オフィス事業の取り組み、ＣＣＲ事業、大学との連携事業等について取り組

んできたところであります。

平成 29年度からは、新たに松前、厚沢部、喜茂別、美幌、利尻、標茶を加えた 11町
村と、そのほかに民間の団体、８団体を加えた中で取り組んできたところであります。

平成 30 年度については、情報発信事業とか、地域の課題、研究事業ということで、
サテライトオフィスの誘致に向けて講演会の実施などをしているところであります。

平成 29 年度にオフィス誘致のトライアル事業ということで、コニカミノルタに新得
町においでいただいて意見交換したところなんですけれども、そのとき、テレワークに

向けた話し合いはしたのですけれども、その後、条件等についてなかなか整わないとい

うことで、取り組みとしては情報交換で止まっているようなところであります。以上で

す。

◎長野章副委員長 湯浅真希委員。

◎湯浅真希委員 なかなか条件が整わなかったということですけれども、もし差し支え

なければ、具体的にどういったことで折り合いがつかなかったのかということ。

それと、テレワークのオフィス誘致というのを今後、30 年度の反省を踏まえてどう
いうふうにつなげるのかということをお伺いします。

◎長野章副委員長 東川地域戦略室長。

◎東川恭一地域戦略室長 お答えいたします。まず、ハード的な条件が１つです。向こ

うが求めるネットの通信状況ですとか、仕事ができる環境ですとか、そういったところ

が１つと、コニカミノルタの中でなかなかそういった希望する職員が整わなかったとい

うところが１つであります。

今後についても、オフィス誘致とかテレワークというのは必要なものだと思っていま

すので、引き続き検討しながら取り組みを継続していきたいと考えております。以上で

す。

◎長野章副委員長 ここで、先ほど答弁漏れがありましたので、菊地委員の質問に対し

て一部答弁漏れの発言を許します。渡辺総務課長。

◎渡辺裕之総務課長 先ほどの菊地委員のほうから職員の超過勤務の、昨年と一昨年の

金額についてということでご質問がありました。超過勤務の金額につきまして、平成 29
年度 2,136万 2,000円、平成 30年度 2,536万 3,000円となっております。
◎長野章副委員長 よろしいですか。ほかに。柴田委員。

◎柴田信昭委員 ３点ほど。73 ページの下段でございますけれども、定住住宅建設促
進事業補助金 2,687万円、これの建設先と建設戸数を教えていただきたい。
それから、85ページの下段のほうですけれども、交通安全講習事業委託料 124万 2,000

円、説明書の中では、５種８回、133 名の受講ということになっているのですが、この
内容を教えていただきたい。

それから、86ページでございますけれども、陶芸センターの関係で 1,210万円でござ
いますけれども、教室の開催日数、どれくらいやっておられるのかと、利用人数を教え

ていただきたいと思います。

◎長野章副委員長 東川地域戦略室長。



◎東川恭一地域戦略室長 柴田委員のご質問にお答えいたします。

平成 30 年の実績ですけれども、民間の会社が建設しております。１つが単身用とい
うことで１棟 31 戸、もう１つが１棟３戸の世帯用、もう１つが１棟１戸の世帯用で、
合わせて３棟 35戸の建設となっております。以上であります。
◎長野章副委員長 聞き取れなかったので、もう一度。

◎東川恭一地域戦略室長 平成 30 年度の実績ですけれども、３つの会社がこの制度を
利用しておりまして、１棟 31 戸の単身用が１棟、１棟３戸の世帯用が１棟、１棟１戸
の世帯用となっております。以上であります。

◎長野章副委員長 暫時休憩いたします。

（宣告 １０時５２分）

◎長野章副委員長 休憩を解き再開いたします。

（宣告 １０時５３分）

◎長野章副委員長 東川地域戦略室長。

◎東川恭一地域戦略室長 お答えいたします。活用しているのが３事業者で、サホロリ

ゾートとトムラウシ肉牛牧場、東大雪牧場の３社であります。以上です。

◎長野章副委員長 中村町民課長。

◎中村勝志町民課長 お答えします。交通安全講習事業委託料でありますが、内容とい

たしまして、５講習、総受講者数 133名ですが、１つは一般運転者を対象に、一般運転
者の危険予測交通安全講習会３名であります。

あと、対象は幼稚園児、保育所園児で、園児の交通安全講習ということで、受講者数 39
名であります。

あと、わかふじ寮の寮生というのですか、利用者を対象に、障がい者の交通安全講習

会ということで、受講者数 33名であります。
あと、対象者は高齢者ですが、高齢者歩行者の交通事故防止講習会ということで、51

名受講しております。

あと、一般運転者を対象に、一般運転者冬道交通安全講習会ということで、７名受講

しております。

委託先は新得モータースクールであります。

◎長野章副委員長 中村屈足支所長。

◎中村吉克屈足支所長 陶芸センターについてお答えいたします。

陶芸センターは受講者数 48 名で、10 講座、307 回の講座を行っております。以上で
す。

◎長野章副委員長 柴田委員。

◎柴田信昭委員 定住住宅の関係ですけれども、戸数聞き漏らしたんですけれども、サ

ホロリゾートと東大雪肉牛牧場と言いましたか。

それで、サホロリゾートが 31 戸ですけれども、サホロリゾートの社宅として建てら
れたというふうに思いますけれども、この社宅ですけれども、地元と地元以外の入所者

どれくらいあったのか、お知らせいただきたいと思います。

それから、交通安全講習事業の委託ですけれども、５種８回やって 133名で、人数の
割には相当委託料経費が高いんですけれども、ピーアールの仕方か何かそういうところ



が不足している部分があるのではないかなという気がするんですけれども、この辺どう

いうふうに考えておられるのか。

それから、陶芸センターの関係ですが、賃金が 860万円ということになっているんで
すけれども、指導員というのは何名おられるのか、お聞きしたいと思います。

◎長野章副委員長 東川地域戦略室長。

◎東川恭一地域戦略室長 柴田委員の質問にお答えします。

サホロリゾートの社宅の入居状況の町内と町外の入所者の利用状況については、こち

らでは把握しておりません。以上です。

◎長野章副委員長 中村町民課長。

◎中村勝志町民課長 総受講者数 133 名で 124 万 2,432 円となっていますので、確かに
１人当たりにすると金額的に高くなるかなと思っているんですが、もう少し対象者を広

げるなり、次年度考えていきたいなと思っていますので、ご理解いただきたいと思いま

す。

◎長野章副委員長 中村屈足支所長。

◎中村吉克屈足支所長 陶芸センターの指導員は２名で、平成 30 年度から準職員２名
ということで、それまでは準職員と臨時職員の指導員でしたけれども、30 年度からは
臨時職員の方が準職員になったので、準職員の方２名で指導しております。

◎長野章副委員長 柴田委員。

◎柴田信昭委員 定住住宅建設は定住してもらうために建設していて、まだ入居状況、

地元がどれくらいで町外がどれくらいかと把握していないというのは目的からしたら、

当然、これを補助してどうなっているかというのをやはり確認しておく必要があるので

はないかなというふうに思いますけれども、してないということですからあれですけれ

ども、できれば教えてほしいなというふうに思います。

◎柴田信昭委員 東川地域戦略室長。

◎東川恭一地域戦略室長 柴田委員の質問にお答えします。

サホロリゾートからは、社宅については定員を満たして使っているというふうに聞い

ております。

あと、結構アルバイトの方もいらっしゃいますので、出入りが激しいとも聞いており

ますけれども、委員の意見を踏まえまして、今後、なるべく利用状況、入居者の状況に

ついて把握するように努めてまいりたいと思います。以上であります。

◎長野章副委員長 暫時休憩いたします。11時 10分まで休憩といたします。
（宣告 １１時００分）

◎長野章副委員長 休憩を解き再開いたします。

（宣告 １１時１０分）

◎長野章副委員長 吉川委員。

◎吉川幸一委員 ２点についてご質問させてもらいます。

１点は 60 ページ、十勝インターナショナル協会負担金でございます。十勝インター
ナショナル協会というのは、どのような活動をしている協会なのか。また、新得町は負

担金を納める理由はどういう理由で負担金を納められているのか。それから、これは何

年も続くのかなと。その３点についてお聞きしたいと思います。



また、もう１点は、先ほど青柳委員がご質問した 76 ページの根室本線対策協議会負
担金でございます。この負担金は何町で負担して運営されているのか、お聞きしたいと

思います。よろしくお願いします。

◎長野章副委員長 渡辺総務課長。

◎渡辺裕之総務課長 お答えいたします。十勝インターナショナル協会の、まず、活動

内容でありますけれども、帯広のほうに所在地がありまして、十勝地域の国際化を求め

るという活動で、国際交流と国際協力の推進ですとか、国際感覚に優れた住民の育成を

目的といたしまして、平成８年に設立された帯広の北海道国際センターに合わせて、十

勝管内の市町村と民間によりまして設立された任意団体となっております。

活動内容につきましては、事業内容といたしまして、会員が行う国際化施策の相談と

支援、十勝に住む外国人への情報提供、国際交流事業、協力事業の企画実施、ボランテ

ィア組織の育成と組織化、発展途上国への支援、協力が、協会の事業内容となっており

ます。

新得町につきましては、現在、姉妹提携というか、そういうような国際交流、国内の

交流を推進していくということを総合計画の中でもうたっているところで、国際交流に

向けての１つの情報収集と今後の足掛かりということで、こちらの協会の中に加入しな

がら、いろんな情報をいただいたりしているところです。

正直、なかなか進まないというのが現状なんですけれども、いろいろ今、情報をもら

いながら、いろんな団体の中から国際交流につながるのではないかというようなお話し

をいただいているところもありますので、今後の活動、そういうような活動を継続しな

がら、国際交流、姉妹提携とか、町村のつながりに結びつくようなことがあれば取り組

んでいきたいなと思いますけれども、そのような活動のきっかけづくりの位置付けとし

て、このような協会に加入しているところです。

今後につきましても、町のほうで国際交流ということを今後も進めていく考えであり

ますので、加入については続けていくと考えております。以上です。

◎長野章副委員長 東川地域戦略室長。

◎東川恭一地域戦略室長 吉川委員の質問にお答えいたします。

根室本線対策協議会の負担金なんですけれども、構成しています富良野市、滝川市、

赤平市、新得町、占冠村、芦別市、南富良野町の７市町村で負担金を納めております。

以上であります。

◎長野章副委員長 ほかに。菊地委員。

◎菊地康雄委員 75 ページ、先ほども質問に出ていましたけれども、北海道田舎活性
化協議会、テレワークについて、この協議会の中のほかの町村と協力をしながら移住に

向けて頑張ってくれているということなんですけれども、当然、一緒にやっている仲間、

それぞれライバル同士ということにもなるでしょうし、今、いろんな新聞報道を見てい

ても、割にテレワークで来ている町というのは限られているような気がするんですけれ

ども、やはりピーアールの仕方に大きな問題というか、仕方の工夫に違いがあるのかな

ということを常々感じているわけです。

今すでに移住してきている人も、貴戸委員がよく言われるように、釣りの好きな人が

新得に来ると。釣りのメッカだということは全国的に有名だという話もあるし、それか

ら、私もいつも東京ふるさと会に出席させていただいて、このさまざまな人脈を利用し

ない手はないなということで、いろいろ会長さんを含めて話はしてはきていたんですけ



れども、そういう具体的な人脈でテレワークに向けて、新得みたいに一番交通の便がい

いところで、釣りもできてという趣味をもっとピーアールをしながら、ライバルに負け

ない勧誘の方法というのか、ネットでもやっているんでしょうけれども、何かもう一押

し足りないような気がするんですけれども、今後の対策としていかがですか。

◎長野章副委員長 東川地域戦略室長。

◎東川恭一地域戦略室長 菊地委員の質問にお答えいたします。

いかに新得町の良さというか、そういうものを情報発信していくかというところだと

思うんですけれども、確かに本州の方から見れば、結構北海道というのは自然があって、

静かで、どこも似たような環境に映るというところは理解しているところであります。

その上で、いかに新得町がほかの町と違って、こういうメリット、こういう良さがあ

るというような都会の方に刺さるようなアプローチというものを考えながらピーアール

して、あとハード面等もそろえながら、どういったものが企業側から求められているか

といったところもリサーチしながら、オフィス誘致、テレワークについてまた継続して

進めてまいりたいと思います。以上です。

◎長野章副委員長 菊地委員。

◎菊地康雄委員 今の答弁の中にふるさと会の利用、利用といったら語弊があるかもし

れませんけれども、人脈を生かすということについて、限られた分野でしか生かせてい

ないような気がするんですよね。

過去にも、もう今すでに高齢で出てこられなくなった方からもいろいろ、「われわれ

のネットワークを使って」ということは常々言われていたんですけれども、だんだん何

回か出してもらっているうちに、具体的にそういうことを言っていただく方がすごく少

なくなったような気がするんです。

ということは、むしろこちらのほうからお願いをするような形で紹介してもらうなど、

十分に利用させていただけるような体制を取ったほうがいいのかなと思うんですけれど

も。

◎長野章副委員長 東川地域戦略室長。

◎東川恭一地域戦略室長 菊地委員の質問にお答えします。

委員から今、提案あったことを踏まえて、関係課と連携しながら、どういった方法が

いいかというのを考えながら取り進めていきたいと思います。以上であります。

◎長野章副委員長 ほかに。

（「なし」の声あり）

◎長野章副委員長 次に進みます。

◎一般会計 歳出 第３款 民生費

◎長野章副委員長 100 ページから 127 ページまでの第３款、民生費全般についてご発
言ください。柴田委員。

◎柴田信昭委員 ３点ほど、お願いします。まず、101ページの老人保護措置費１億 4,700
万円あるんですが、これは老人ホームの入所者が対象ということのようですけれども、

人数がどれくらいの人が対象だったのか。それと、施設、老人ホームといっても、町内、

町外の施設にそれぞれ入っている人もいるわけですけれども、そういう町内、町外の区

分があるのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。

それから、115 ページの常設保育所費１億 7,800 万円あるんですが、これの入所者数



を教えていただきたいと思います。

それから、123 ページの上段ですけれども、子ども・子育て支援事業計画事前調査業
務委託料 140万円あるんですが、この調査内容と委託先、教えていただきたいと思いま
す。

◎長野章副委員長 柴田委員、115ページ、もう一度、質問内容教えてください。
◎柴田信昭委員 115 ページの常設保育所費、１億 7,800 万円支出していますよね。全
体で１億 7,880 万 8,000 円支出しているんですけれども、この入所者数を教えていただ
きたい。

◎長野章副委員長 坂田保健福祉課長。

◎坂田洋一保健福祉課長 お答えいたします。まず、101 ページの老人保護措置費でご
ざいますが、これは養護老人ホームに入所する部分に係る経費でございます。

この部分の昨年度の実績でございますが、年間で措置者数が 58 名の経費でございま
す。内訳といたしましては、ひまわり荘が 42名、やすらぎ荘が 13名、音更の養護老人
ホームに２名、それから帯広市の養護老人ホームに１名、計 58 名の養護老人ホーム利
用者を措置した経費ということになっております。以上であります。

◎長野章副委員長 桂田児童保育課長。

◎桂田聡児童保育課長 お答えいたします。常設保育所の入所、園児数でありますが、

年間変動ありますが３月末ということでお答えさせていただきますと、新得保育所で

112名、屈足保育園で 42名となっております。
また、続きまして、123 ページのアンケートにつきましてですが、令和２年度、来年

度より、第２期子ども・子育て支援事業計画のほうスタートするにあたり、昨年 12 月
にアンケートのほう行っております。

アンケートが就学前児童と小学生児童ということで、２つに分けた形でのアンケート

を実施しております。

アンケートの内容でございますが、就学前児童につきましては、今、本町、子育て支

援室等を設けておりますので、そちらの利用についてどのようなご意見ありますかとい

うような形での質問となっております。

また、小学生児童につきましては、放課後児童クラブ、うちのほう設けておりますの

で、そちらの利用等々についてのアンケートということになっております。

ちなみにアンケートの回収率のほうなんですが、就学前児童につきまして配布数 180
枚に対して、有効回答が 79 名ということで 43.9 パーセント、小学生児童につきまして
は配布数 200 枚に対しまして、有効回答が 71 名ということで 35.5 パーセントというこ
とで低かったのですが、今後、アンケートの回収率も含めた、いっぱい回答をいただけ

るような形での方法も考えていかなくてはならないなというふうに思っております。

委託先は帯広の業者の大和産業というところで委託のほうをしております。以上であ

ります。

◎長野章副委員長 柴田委員。

◎柴田信昭委員 101ページの関係は分かりました。
115ページの入所者数、154名ということになりますか。154名で１億 7,800万円のあ

れが掛かっているわけでございますけれども、在宅で保育されているというのですか、

保育園に入らないで在宅の保育児というのはどれくらいいるのでしょうか。もし押さえ

ていれば教えていただきたいと思います。



それと、123 ページの子ども・子育て支援事業の事前調査ですけれども、調査内容は
アンケートだけというふうに今、聞き取ったのですけれども、こういうことであれば、

わざわざ外注しなくも自分たちでできるのではないかなという気がするんですけれど

も、その辺、やはりできないものなんですか。お聞きしたいと思います。

◎長野章副委員長 桂田児童保育課長。

◎桂田聡児童保育課長 お答えいたします。在宅の児童数ですが、今年８月末の数字と

いうことでお答えさせていただきます。

０歳児から５歳児まで合わせまして、在宅児童数 63 名となっております。これは就
学前児童ということでなっております。

あと、アンケートの関係でありますが、たまたまといったら怒られるのかもしれませ

んが、回収率が低かったということもありますが、集計も多岐にわたっての集計とかと

いうふうにもなっておりますので、当初、なかなか職員のほうもそこまで業務でできな

いなということで、委託のほうさせてもらっております。

先ほども答弁させていただきましたが、回収率が上がるような方法も含めて、今後、

検討させていただきたいというふうに思っております。以上であります。

◎長野章副委員長 柴田委員。

◎柴田信昭委員 この 115ページでございますけれども、私、すごいお金のことを言う
のはあれなんですが、154 名の保育で１億 7,800 万円ということですから、１人当たり
にすれば 100 万円以上の経費を掛けてやっているわけですけれども、在宅保育、63 名
いるということでございますけれども、在宅の方もやはりそれなりにいろいろ経費やら

何やらを掛けてやっていると思うんですけれども、子育ての支援ということでいけば、

在宅の人に何か支援費というのですか、補助というのか、そういったものを考えてやる

ことができないのかなというふうに思っているところでございます。その辺、もし考え

方があれば、お聞かせいただきたいと思います。

それから、子ども・子育て支援事前調査、アンケートでいろいろ調査したわけですか

ら、これからこのアンケートに基づいて、具体的にこの事業を計画していくのだろうと

いうふうに思いますけれども、この事業を計画するにあたって、いつ頃、どういうふう

に計画していくのか、見通しなんかあれば、聞かせていただきたいと思います。

◎長野章副委員長 桂田児童保育課長。

◎桂田聡児童保育課長 お答えいたします。在宅児への支援ということでありますが、

在宅児だけではありませんが、今、乳幼児医療の助成、18 歳まで行ったり、いろいろ
行っている部分もありますので、また、今、委員からいただいたことも含めて今後も検

討をさせていただきたいというふうに思っております。

計画の進捗（しんちょく）状況につきましてですが、10 月か 11 月に骨子となる部分
を作成いたしまして、今、子ども・子育て会議のほうを設けておりますので、そちらの

ほうの会議、11月ぐらいの開催を今、考えております。
また、そちらでいただいた意見をもとに計画をつくりまして、パブコメを行った中で

３月中には完成し、来年４月からそちらのほうをもとに運用を開始したいというふうに

考えております。以上であります。

◎長野章副委員長 ほかに。森本委員。

◎森本洋子委員 今の柴田委員の質問のところと同じ 123ページのところなんですけれ
ども、保育所等通所費補助金というところがありまして、こちらのほう、資料を見ます



と、遠距離から保育施設への通所にかかる補助というふうに出ているんですが、私、初

めて聞いて、うちも遠距離になっていたんですけれども、こういうのがあったのかなと

思うんですけれども、これ、何キロメートルぐらいからが遠距離になるのかというのと、

それから、それを対象にしている方がどのくらいいらっしゃるのか、聞きたかったんで

すけれども。

◎長野章副委員長 桂田児童保育課長。

◎桂田聡児童保育課長 通所費補助についてお答えいたします。

こちらのほうの対象者の方が、遠距離から通所する家庭の軽減を図るため、片道４キ

ロメートル以上の方に対しまして燃料代を助成する制度になっております。

平成 30 年度の決算でお答えさせていただきますと、新得幼稚園に通っている方で４
名、新得保育所に通っている方で８名、屈足保育園に通っている方２名の計 14 名の方
が対象というふうになっております。以上であります。

◎長野章副委員長 森本委員。

◎森本洋子委員 ありがとうございます。以前、別なときに新得町内の方が屈足保育所

に行っている人もいらっしゃるということもお聞きしました。新得町の場合は今、待機

児童がいないという、そういう想定で対策は取っているということなんですけれども、

今後さらに、町内のほうから屈足のほうに行く方に対しては、やはりこういう助成を使

わせていただけるということでよろしいでしょうか。

◎長野章副委員長 桂田児童保育課長。

◎桂田聡児童保育課長 今、委員がおっしゃったとおりの形で進めさせていただこうと

思っております。以上であります。

◎長野章副委員長 ほかに。吉川委員。

◎吉川幸一委員 項目にはないんですけれども、たぶん民生費の中で質問をすればいい

のかなと思って質問させてもらいます。

防犯カメラのことでございますが、最近、いろんな犯罪の中で、防犯カメラとそれか

らたまたまそこを通ったドライブレコーダー等を利用しながら、犯罪に対して犯人を取

り締まっていく、捕まえていくというのは、テレビの報道等で出ておりますけれども、

新得町は３年前だと思いますけれども、防犯カメラ、何機か、私は新得町内についてい

るだろうと思うんです。

でも、この広い新得町でやはり毎年、１機、２機は増やしていっていただきたいなと。

それが私の要望なんですけれども、都会と違って電波が悪すぎて１機当たりの単価がす

ごい高いというのも当時聞いたんですけれども、今はどのようになっているか、そうい

う情報は行政の中で話し合っているか、お聞かせ願いたいと思います。

◎長野章副委員長 暫時休憩いたします。

（宣告 １１時３５分）

◎長野章副委員長 休憩を解き再開いたします。

（宣告 １１時３８分）

◎長野章副委員長 今、吉川委員から防犯カメラの関係でご質問があったわけですけれ

ども、現在、民生費について進めておりますので、最後の補足質疑でもう一度、吉川委

員に質問していただいて、こちらのほうで答弁をさせたいと思いますけれども、それで



ご了承願いたいと思います。

ほかに。菊地委員。

◎菊地康雄委員 108 ページ、福祉交通費の助成ということで、高齢者や障がい者等へ
タクシー利用料金の補助ということで 262 名、119 万 2,000 円。１名、約 5,000 円程度
の補助ということなんですけれども、今、コミュニティバスが走っておりまして、その

コミュニティバスの時間が掛かりすぎるとか、それから、バスの走っていない農村地域

の方の利用じゃないかなと思います。

今までも何回か、申し上げたんですけれども、コミュニティバスの方法のほかに、今、

十勝管内でも池田とか音更だとかが導入を進めています乗り合いタクシー、より安く利

用できるということで、予約は必要にはなりますけれども、そういうコミュニティバス

を補完する意味での、新しい福祉交通というものの導入、まだ考えられないのか、考え

てもダメだったということなのか、現状の係の考え方というのか、それをお聞きしたい

と思います。

◎長野章副委員長 坂田保健福祉課長。

◎坂田洋一保健福祉課長 今の福祉交通費助成についてお答えいたします。

この間、委員もご存じのように、福祉交通費助成制度をあらためて拡充してきた経過

がございます。それぞれの地域で住まわれている方に準じた形で、タクシー代のチケッ

トを充実させてきたという経過がございます。

それにあたっては、いろんな議論、内部で行った経過がありまして、その中には１つ

の意見として、コミュニティバスの料金と福祉交通費のタクシーチケットをうまく合体

させてはどうかというようなご意見もありました。

それのほかにも、充実をさせるためのいろんなご意見等いただいたところなんですが、

なかなかその事務処理が難しいところがありまして、今回、断念した経過がございます。

現在はタクシーチケットの増額をいたしまして、より活用していただきたいというこ

とで、現在、動いているところではございますが、課題が全て解決したということでは

ございませんので、今後においてはいろんな案を含めて、再度検討していく余地はある

かなというふうに今、考えております。以上であります。

◎長野章副委員長 菊地委員。

◎菊地康雄委員 新しいシステムを考えるということは、決まるまでには大変なことだ

と思うんですけれども、実施されている町村の例を参考にしながら考えていただければ、

同じ金額で、より回数を乗れるような仕組みができるはずですので、ぜひ前向きに早急

に検討願いたいと思います。

◎長野章副委員長 坂田保健福祉課長。

◎坂田洋一保健福祉課長 お答えいたします。福祉交通費助成という観点でいきますと、

保健福祉課が所管になりますが、今、委員おっしゃったように、地域戦略室で所管して

いるコミュニティバスの利用も含めた中で、もしくはもう少し広域的な問題解決、そう

いうものを含めて他課と連携しながら検討していきたいと思います。以上であります。

◎長野章副委員長 ほかに。青柳委員。

◎青柳茂行委員 １点だけなんですけれども、107 ページの除雪サービス事業委託料と
いうところなんですが、高齢者の除雪作業についてはいろいろボランティアも募って、

毎年事業として進められているわけですけれども、独り暮らしの高齢者、何歳から対象

になっているのかということと、対象になっている方々の人数はどのくらいいるのか、



それをまず聞きたいと思います。

◎長野章副委員長 大山保健福祉課長補佐。

◎大山康幸保健福祉課長補佐 お答えします。除雪サービス事業ですけれども、この事

業は社会福祉協議会のほうに委託して行っている事業になります。

対象ですけれども、70 歳以上の独り暮らしの方、75 歳以上の方しかいない世帯の方
と、一定の基準があるんですけれども、その他障がい者の方へのサービスとして実施し

ておりまして、今のところ希望を登録されている方は 43件になります。以上です。
◎長野章副委員長 青柳委員。

◎青柳茂行委員 これは登録の場合なんですけれども、これは例えば本人からの申請が

必要なのか。それから、昨年の決算額を見ますと 19 万 2,000 円ということで、以外と
少ないのかなと思うんですよね。ですから、対象になっている方々、今、49 名とおっ
しゃいましたけれども、49 名自体も全体の数からいくとかなり少ないのかなと思うん
ですけれども、希望者はもっとたくさんいるんじゃないかと思うんですけれども、その

辺の仕組みといいますか、除雪をやってもらいたい方々の希望をなんとかかなえるため

に、どういう形をとっているのか、その点、確認したいと思います。

◎長野章副委員長 大山保健福祉課長補佐。

◎大山康幸保健福祉課長補佐 お答えします。このサービスを受けるためには、基本的

には本人からの申請というものを保健福祉課のほうに出していただきまして、それで、

サービスの提供というふうになっております。

周知の方法ですけれども、毎年、お知らせしんとくのほうに掲載はしていますけれど

も、高齢者世帯ですので、ヘルパーですとか、ケアマネジャーが訪問しておりますので、

その中でニーズがあれば、福祉係の細部に情報がつながりますので、その中で申請が必

要となれば、働き掛けは行っております。以上です。

◎長野章副委員長 ほかに。

（「なし」の声あり）

◎長野章副委員長 次に進みます。

◎一般会計 歳出 第４款 衛生費・第５款 労働費

◎長野章副委員長 128 ページから 149 ページまでの、第４款、衛生費および第５款、
労働費全般についてご発言ください。湯浅真希委員。

◎湯浅真希委員 137 ページ、墓地維持管理経費なんですけれども、今現在というか、
平成 30 年度で無縁になっているお墓というのはどれくらいあるのか。また共同墓地な
どの相談件数など、もしあれば、お伺いしたいと思います。

◎長野章副委員長 中村町民課長。

◎中村勝志町民課長 湯浅委員にお答えします。

今、新得墓地で 907区画、残っているといいますか、貸し出しできるところが今、129
区画あります。それと、30 年度は貸してほしいとあったのが１件、あと返還が 11 区画
であります。

あと、共同墓地の考えなんですが、照会、年に１件、２件はあるんですが、まだ十勝

管内でも公営で共同墓地とかというところは、帯広市が合同の納骨塚というのをつくっ

ているみたいなんですが、まだ十勝管内、ほかのところの人口規模ではまだつくってい

るところはないのかなと思いまして、ほかのこれからまた状況など調査していきたいな



とは思っております。

無縁墓の件については、無縁になっている部分は今把握していないので、後でお答え

したいと思います。

◎長野章副委員長 湯浅真希委員。

◎湯浅真希委員 確か平成 28 年度くらい、ごめんない、記憶はあやふやなんですけれ
ども、予算だったかで、無縁墓が 80 基ぐらいあるというような答弁があったかと思う
んです。それから増えているのか増えていないのかというのをお伺いしたかったのと、

無縁になっているお墓の管理というものを今後どうされていくのかということをお伺い

したいです。

◎長野章副委員長 中村町民課長。

◎中村勝志町民課長 無縁墓については、すいません、今、その関係について資料がな

いので、後でお答えさせていただきたいと思います。

◎長野章副委員長 ほかに。村田委員。

◎村田博委員 149 ページの勤労者融資資金貸付金 1,000 万円ですが、何人ぐらいおり
ますか。お聞きしたいと思います。

◎長野章副委員長 桑野産業課長補佐。

◎桑野恒雄産業課長補佐 お答えいたします。平成 30年度末で２件、残高 110万 3,000
円となっております。以上です。

◎長野章副委員長 村田委員。

◎村田博委員 いつもだいたい 1,000 万円近くの予算を立てていて、今、２件と言った
んですけれども、２件でしたら 1,000 万円ものを割るのか、今、百十何万円と言ったか
ら、百十何万円が２人で二百何万円ということでしょうか。

◎長野章副委員長 桑野産業課長補佐。

◎桑野恒雄産業課長補佐 お答えいたします。勤労者融資、1,000 万円のことですけれ
ども、金融機関に 1,000 万円を預託しまして、その中で勤労者に運用というか、貸し付
けをしていただいております。その枠が 1,000 万円ということで、実際に借りている方
は２人で、貸している額も合計で 110万円ということになります。
◎長野章副委員長 ほかに。吉川委員。

◎吉川幸一委員 130 ページの医療に対する補助金のことでご質問したいと思います。
医療の補助金でございますが、毎年、高額になってきております。新得町は町立病院

を持たないですから、いろんな医療機関との話し合いにおいては懇願されたり、憎まれ

口をたたかれる話し合い、課長も苦労されているのではないかなと。

そのようには思っておりますけれども、補助金に対して相手の医療機関とお話しをす

るときに、この医療機関にはここが上限で、この範囲内で話し合ってこいと、指示は受

けるか受けないか、お答え願いたいと思います。

◎長野章副委員長 坂田保健福祉課長。

◎坂田洋一保健福祉課長 吉川委員の質問にお答えいたします。

今のご質問でございますが、上司から上限を設定されて行ってこいということは、こ

の間ございません。以上であります。

◎長野章副委員長 吉川委員。

◎吉川幸一委員 それは上限がなくて、今までの医療機関との交渉は課長の配慮で、こ

こはこういうふうな数字のもとで、これがもう限度だというような感覚でもって相手と



交渉すると。それでも相手が納得いかなかった場合、これは相手が根負けするか、こっ

ちが根負けして少し上げるか、そこら辺の出し入れは、どのくらいの日数とどのくらい

の話し合いのエネルギーが必要なんですか。

◎長野章副委員長 坂田保健福祉課長。

◎坂田洋一保健福祉課長 お答えいたします。まず、金額の設定につきましては、担当

課長自ら１人で決めているものではございません。これは、町としていくらというよう

な案を出しますので、これは町長以下、副町長はじめ、関係する財政も含めて、庁内で

検討した結果の額を提示していくというようなまず、流れになるかなと思っています。

次に、相手方との折衝でございますが、本来、補助事業というものは、町のほうで必

要があるから補助をするということですので、相手の意見とか、要望というのはそもそ

も考えなくてもいいものだというふうに捉えております。

ただ、相手からの要望等を受けた中で、やはり新得町民の医療を確保するためには、

受け入れてくれている医療機関とどう向き合うか、どう折衝するかというところで、相

手の要望も踏まえながら額を最終的に決定していくものであり、今回、救急医療の部分

につきましては、おおむね６カ月程度時間が掛かった結果、相手方と納得して補助増額

に至ったというケースもございます。

これは、ケース・バイ・ケースでありますので、全ての医療機関が６カ月掛かるとい

うものではないかなというふうに考えています。以上であります。

◎長野章副委員長 ほかに。柴田委員。

◎柴田信昭委員 149 ページの貸付金でございますけれども 1,000 万円、これは帯広信
金を窓口にして貸し付けをしているということで、実際の貸し付け金額としては２件で、

先ほど聞き漏らしましたけれども、110 万円と言いましたか、これ、信金に 1,000 万円
先に預けておいて、そこから貸し付けしているということですから、1,000 万円出した
から貸し付けをしたという貸付金、1,000万円と載っているのでしょうけれども、これ、
金額もう少し下げたらいいのではないですか。

◎長野章副委員長 桑野産業課長補佐。

◎桑野恒雄産業課長補佐 お答えいたします。柴田委員ご指摘のとおり、ここ数年の貸

付残高というのはかなり低く推移しております。そのため、令和元年度より、1,000 万
円から 500万円へ原資を減らして対応しております。
また今後、推移を見まして、随時対応をしていきたいと思います。

◎長野章副委員長 柴田委員。

◎柴田信昭委員 30 年度は２件ということですからあれですけれども、通常、何年間
か見ていて、いわゆる公務員の方と民間の方の件数というのは、流れとしてどんなふう

になっていますか。

◎長野章副委員長 暫時休憩いたします。

（宣告 １１時５７分）

◎長野章副委員長 休憩を解き再開いたします。

（宣告 １１時５８分）

◎長野章副委員長 桑野産業課長補佐。

◎桑野恒雄産業課長補佐 貸付内容ですけれども、新得町からは金融機関へ原資を預託



しておりますので、審査というのは基本的には労働金庫でやることになります。ですの

で、貸付先というのは調査をしておりません。

ただ、この資金の性質というのが生活資金ということですので、生活資金として２件

貸し付けをしております。

それから、周知方法ということなんですけれども、毎年、広報紙で周知をしておりま

す。貸付件数が少ないということなので、昨年から広報の発行の中で３回、従前は２回

だったのですけれども、３回に周知回数を増やして対応しておりますが、昨年は新規の

貸し付けというのはありませんでした。以上です。

◎長野章副委員長 ここで暫時休憩し、午前の部を終わらせていただきます。13 時ま
で休憩といたします。委員長席を湯浅真希委員長と交代いたします。

（宣告 １１時５９分）

◎長野章副委員長 休憩を解き再開いたします。湯浅真希委員長と交代いたしますと発

言しましたが、取り消しいたします。

（宣告 １３時００分）

◎長野章副委員長 引き続き、第４款、衛生費および第５款、労働費全般についてご発

言ください。青柳委員。

◎青柳茂行委員 147 ページになるかなと思うんですが、ごみの収集関係について、１
点、お尋ねしたいんですけれども、今、出されている有料のごみ袋についてです。

以前にも、どなたか質問したのを記憶していることもあるんですけれども、今、有料

ごみ袋が破けるというよりも非常に裂けやすいということで、相当慎重に扱わないとす

ぐ使い物にならなくなってしまうというような意見を結構聞くことがあります。

そこで、このごみ袋について、帯広にしてもどこの町村にしても、だいたい同質のも

のを作っているのかなと思うんですけれども、この製造業者というのは１カ所しかない

のか、ほかにもあるのか。なんとかこれを丈夫なものにする方法はないのか、その点を

お聞きしたいと思います。

◎長野章副委員長 中村町民課長。

◎中村勝志町民課長 青柳委員にお答えします。

ごみ袋が破れやすいということですが、確かに過去にはそういう意見もあって商品を

取り換えたり、あと、製造委託業者と相談したりもしたことがあるみたいなんですが、

今は材質は高密度ポリエチレン、厚さ 0.03 ミリメートルで強度はＪＩＳ規格の適合物
として見積もり合わせを行っております。

今年、２社で見積もり合わせをしているんですが、ＪＩＳ規格のごみ袋の仕様なんで

すけれども、道内はほとんどこの仕様で作られていまして、最近は破れやすいとか、破

れたとかという話は直接はうちのほうには聞いていないかなと思うんですが、一応、２

社で見積もり合わせをしております。

◎長野章副委員長 青柳委員。

◎青柳茂行委員 私も聞いたのが最近の話なものですから、依然としてまだ昔と同様の

物を使っているのかなという、そういう気がしたんですけれども。

よくスーパーで出しているレジ袋なんかは、相当丈夫そうなんですよね。それで、例

えば、難しければしょうがないんですけれども、何らかの方法で、もっと丈夫な物を使



うことができないのかどうなのか。その点、再度、確認したいと思います。

◎長野章副委員長 中村町民課長。

◎中村勝志町民課長 最近だということでありますので、もう一度また、道内はほとん

どこの仕様ということですので、業者に聞いて、ほかの町とか、どんなふうにできてい

るかとか、苦情が来ているかとか、レジ袋とどういう点が違うのかとか、あと、こんな

ことを言ったら怒られてしまうのですが、とがった物がどうしても入ったりすると、そ

れは裂けたりするということもありますので、そこら辺、業者とまた相談してみたいと

思います。

◎長野章副委員長 先ほど、湯浅真希委員の質問に対して、一部答弁漏れの申し出があ

りましたので、これを許します。中村町民課長。

◎中村勝志町民課長 午前中、答弁漏れがありましたので、湯浅委員にお答えいたしま

す。

無縁墓ということですが、私たちのほうで押さえている分については、墓地の使用権

が相続されていない区画、いわゆる管理されている方がうちのほうで押さえられていな

い区画が８月末現在で 109区画あります。
本来であれば、墓地の使用許可は町民の方か、町民でない場合は町民の方の代理人を

指定していただくことになっているのですが、代理人の方が亡くなられた際、町への届

け出を忘れられている方が多く、相続人や代理人の方が不在の区画が 109区画となって
おります。109 区画が全て放置されたままとかというふうにはなっていませんので、そ
この点ご注意いただくのと、今現在、管理人不在の区画については、適切な承継がされ

るよう戸籍等の調査を今、進めているところであります。以上です。

◎長野章副委員長 湯浅真希委員。

◎湯浅真希委員 戸籍等の調査をされるということですけれども、現在荒れているよう

な墓地というのも何件か見られるのかなと思うんですが、そういった墓地を今後どうい

うふうに管理していかれるか、もし決まっていれば、お伺いしたいと思います。

◎長野章副委員長 中村町民課長。

◎中村勝志町民課長 数はいくつ荒れているかとか、年に１回、誰も来ていないとかと

いうお墓は確かにあるかなと思うんですが、そこら辺もただ簡単に、誰も来ていないか

らといって、相続者がいないからといって、勝手にうちのほうでただ更地にするわけに

はいきませんので、そこら辺の手続きを踏んで、どんなふうにできるか調べて進めてい

きたいと思います。

◎長野章副委員長 ほかに。菊地委員。

◎菊地康雄委員 138 ページ、廃屋解体撤去事業ということで、昨年度 26 棟というこ
となんですけれども、国道を通ると気になっているのは、半倒壊の事例があるんです。

ここのところにも、景観の保持ということで、最初に書いてある表現があって、町外の

人たちにとっても、またわれわれ町民にとっても、景観上望ましくないなと思いつつい

るんですけれども、そういう場合の対応というのを今後どういうふうになされることに

なるのでしょうか。

◎長野章副委員長 中村町民課長。

◎中村勝志町民課長 今、新得町で空き家に指定されている数が８月末で 114件、一応
うちのほうで調べております。ひどいところと言ったら失礼なんですが、空き家になっ

ていて、全然管理されていないところとか、町民、隣の土地の所有者の方から連絡があ



ったりしている場合は、うちのほうで分かる範囲のところで、その方に文書なり電話で、

「草刈りをしてください」、「適切な管理をしてください」ということで、通知はして

おります。

菊地委員がおっしゃられているところが、私と思っているところと同じかどうか分か

らないんですが、そこについては、特に町の中で相談しているときにもいつも話題には

なるところなんですが、まだうちのほうからは何も特にアクションを起こせない状態で

いるところです。以上です。

◎長野章副委員長 菊地委員。

◎菊地康雄委員 役場に近いところでもありますし、景観上、いかがなものかなという

こと、皆さん感じると思うので、あれが建物の影とかであれば問題ないんですけれども、

一番目につきやすいところでもあるので、早急な対応が必要かなというふうに思ってい

ます。

◎長野章副委員長 中村町民課長。

◎中村勝志町民課長 お答えいたします。確かに町に入るところで目につくところであ

りますので、庁内、関係する課で集まって、どのようなことができるか、考えてみたい

と思います。以上です。

◎長野章副委員長 ほかに。森本委員。

◎森本洋子委員 138 ページなんですが、害虫駆除経費と書いてあるんですけれども
5,076円、害虫というのはどういうものを指しているんでしょうか。
◎長野章副委員長 中村町民課長。

◎中村勝志町民課長 お答えいたします。害虫駆除と書いてあるんですが、これはスズ

メバチだとか、それの防護服もお貸ししているんですが、そのときに一緒にお貸しする

というか、その薬の薬剤を計上しております。

◎長野章副委員長 森本委員。

◎森本洋子委員 住民の方から女性の方で独り暮らしの方なんですけれども、その防護

服をお貸ししますので、それをつけて自分で取ってくださいと言われて、「私、女性で、

高いところダメなんですけれども」と言って、そうすると業者の人を紹介されたという

話なんですよね。それはそれでいいかもしれないですけれども、ただ、結構業者の方の

負担というのが１万円近く掛かるというお話しも聞きましたし、その方が言うには、他

町村では役場の方が来て、スズメバチを取っていただくとか、あとは駆除をするのに補

助金を出していただいている町があるという話を、この辺、私も調べてみなかったんで

すけれども、そういうお話しも聞いているので、今後、新得町として、やはりスズメバ

チというのは生命に関わるものでありますので、やはり負担を減らしていただくほうが

いいのかなと。補助的なものを出していただければありがたいなという気がするんです。

最近、高齢者の独り暮らしという方が多いので、やはりその辺の対応をしていただけれ

ばなと思うんですけれども、いかがですか。

◎長野章副委員長 中村町民課長。

◎中村勝志町民課長 お答えいたします。原則といいますか、町民の方に負担してもら

うことにはなっているんですが、十勝管内の状況とか調べて、どんなふうにできるか、

検討してみたいと思います。以上です。

◎長野章副委員長 ほかに。

（「なし」の声あり）



◎長野章副委員長 暫時休憩いたします。委員長席を湯浅委員長と交代いたします。

（宣告 １３時１２分）

◎湯浅真希委員長 休憩を解き再開いたします。

（宣告 １３時１２分）

◎湯浅真希委員長 次に進みます。

◎一般会計 歳出 第６款 農林水産業費

◎湯浅真希委員長 150 ページから 169 ページまでの第６款、農林水産業費全般につい
てご発言ください。柴田委員。

◎柴田信昭委員 154 ページの工事請負費のところで、レディースファームスクールの
加圧給水ポンプ更新工事なんですが、これは緊急を要したのか、予備費からの流用をし

て、しかも予算はそういうことで確保したんですけれども、事業は翌年に繰り越すとい

うことになっているんですけれども、そうであれば、次年度の予算でよかったのではな

いかなという気がするんですけれども、その辺の経過をお知らせいただきたいと思いま

す。

◎湯浅真希委員長 大宮産業課長補佐。

◎大宮将利産業課長補佐 お答えいたします。レディースファームスクールの加圧給水

ポンプなんですけれども、年度末に加圧給水ポンプのほうが不良を起こしまして、ポン

プで２階のほうに圧をかけて水を送っているんですけれども、その水の勢いがなくなっ

て弱っているということで急を要しまして、年度末ということもあり、また、修理のほ

うの部品の発注から納品までに時間が掛かるということで、急きょ予備費のほうを活用

させていただいて繰り越しという形で対応させていただきました。以上です。

◎湯浅真希委員長 ほかに。吉川委員。

◎吉川幸一委員 ２点について、ご質問したいと思います。

150ページの農業委員会のことなんですが、30年度の土地の移動、売り買いの面積、
それからどのくらいの件数が農業委員会の方が集まって検討されたのか、まず教えてい

ただきたいなと思っております。

もう１点は、153 ページにレディースファームスクールの字句がありますので、この
字句でお話しをさせていただきますけれども、レディースファームスクール、平成８年、

23 年たって、入校された方々は新得町に多大な貢献をしていただいた、これは紛れも
ない事実なわけです。今も新得町近郊に生活されて、何かあれば駆けつけてくれる、い

いことだなと思っておりますが、近年、いろんなところで同じような施設を造ったため

に新得町のレディースファームスクール、非常に人数が少なくなっております。地域の

方は人数が少なくても、この施設は盛り上げていかなければいけない、みんな一生懸命

やっておりますが、今の人数では必要性があるのかという外野の声も聞こえてくる昨今

でございます。

私は、そこで１つ提案なんですけれども、レディースファームスクールのいろんな目

的があって、いろんなもので成し遂げたのですけれども、私は前にも言ったのですが、

男性のスクールをそばに造ったらどうだと。あるいは今のところを少し増やして改造し

て、そして男性のスクールを一緒の形で同居させたらどうだろうと。そして、その中で



男女が一緒になって新得町で働いてくれといったら、私は人数がまた増えて、女子校じ

ゃなく男女共同の学校、これは今の中で女子校は減ってきているけれども、男女共同は

増えている。そして、働きに行った、もしかその中で２人一緒になって結婚すると、新

得町に残ると。

それから、企業が企業努力で農業に従事する人を見つけてくると。今、町長は林業の

人方を炊事の人を見つけて部屋をつくって運営して、少しでも新得町に人が来ていただ

きたい、定住していただきたいと。林業に関してはそうやっているけれども、農業で人

を見つけてきて男性のファームに入れて、そこで食事と生活をさせると。そういうこと

は、今のレディースファームスクールはそういう状態なんですから、男性のファームを

横の敷地に建てたら、同じような機能が発揮できるんじゃないかなと。私、口下手だか

ら、これ以上うまくは言えないんだけれども、目の前の人方はもうちょっと私の言って

いることを理解して膨らませてくれたら、こういう施設があってもいいんじゃないかな

と思うんですけれども、ご答弁お願いしたいなと。

◎湯浅真希委員長 岡村農業委員会局長。

◎岡村力蔵農業委員会局長 ただ今の吉川委員の質問ですが、手元に資料がございませ

んので、後ほど説明させていただきます。

◎湯浅真希委員長 大宮産業課長補佐。

◎大宮将利産業課長補佐 レディースファームスクールの関係なんですけれども、過去

から男性も入れてはどうだというお話しはあったかと思うんですけれども、やはり男性

を入れることによってメリットもあると思うんですけれども、デメリットもあるのかな

というふうにも思っております。

実際に来ている方、最近の研修生、若返っているというのもありまして、やはり女性

専用ということで、親御さんが送り出すときに安心して送り出せるというお話しをよく

聞いたりもしておりますので、なかなか今の現施設内で男女一緒にというのは難しいの

かなというふうに思っております。

また、委員のおっしゃられるように、隣に男性用の施設も造ってという話なんですけ

れども、農業だけでなく、今、社会全体で担い手不足ということもございまして、施設

の規模を大きくして男性も入れたからといって、なかなか研修生の増加を図っていくと

いうのは、非常に厳しい状況にあるのかなとも思っております。

ただ実際、研修生が減少してきているという現実もございますので、今、レディース

ファームスクール受入協議会というのもあるんですけれども、こちらの方々とも意見交

換をさせてもらって、現状のままでは研修生の確保が厳しいということで、いろいろご

意見をお聞きしながら、何か手を打っていかなくてはならないなということで、内部で

検討もしております。

内部の話の中では、今、長期研修で１年という話なんですけれども、これを２年制に

してはどうだというような話も出てはいるんですけれども、ただ年数を延ばせばいいと

いう話にもなりませんので、その辺ご理解いただきながら、研修生の確保に向けては今

後も知恵を絞っていきたいというふうに考えてございます。以上です。

◎湯浅真希委員長 岡村農業委員会局長。

◎岡村力蔵農業委員会局長 吉川委員のご質問にお答えいたします。

農業委員会として売買に関わった売り買い、所有権の移転のほうにつきましては、昨

年度の実績ですけれども 19件、109ヘクタール余りとなっております。



利用権の設定、いわゆる小作、賃貸借でございますけれども、これが 79件、360.9 ヘ
クタールほどとなってございます。

合わせまして件数といたしましては、106 件、490 ヘクタールほどの、農業委員会と
して関与した売り買い、土地の移動ということになっております。以上でございます。

◎湯浅真希委員長 吉川委員。

◎吉川幸一委員 今、レディースファームスクールの返事いただきました。私が言った、

即答できました。男女は無理だと。男女は無理だけれども、２年ぐらいのは話し合いを

していると。こういう案もあるというのを前から私は言っているから、即答できるのか

もしれないけれども、今、何かをしなければ。あのレディースファームスクールも本当

に新得町には貢献してくれていた。人数少なくなった。新しく建物を建てて、男子の宿

舎だ、食事だけ一緒にみんなで食べる。そのくらいのことがあって、親御さんが心配す

るなんて、みんな結婚するかしないかぐらいの年齢で来ているのに、親御さんが心配し

て、極端に言えば、男の虫がついたらダメなんだと、こんな心配して新得町に送り出す

のはダメだなんていう話には私はならないと思う。

私は今のレディースファームスクールが仮にゼロになったとき、行政はどういうふう

なことを考えるか。だんだん少なくなっているんだから。もう時代は女性だけという時

代では、私はこの雇用が厳しいときにダメになってきたんじゃないかなと思うんです。

だから、男女共同の学校にして、それは部屋を自由に行ったり来たりできるようなこ

とにすれと、私は一言も言っていませんから。男性は男性の部屋を造る。でもその中で、

スクールの中で一緒になっても、これは世の中ですから、何もスクール以外の人と一緒

になって結婚されている人もいるんだから、問題ないじゃないですか。

そういう検討は２年の検討も必要だけれども、私の言っていることも検討に値するし、

１項目だと思う。そして、企業が１人連れてきたと。うちでは食事できないと。スクー

ルに入れて、うちに通わせてくれと。これだってありにすれば、これは農業に関与しな

くてはダメです。今、町長が政策つくっている、屈足にも建ててくれている、林業の働

いている人は炊事のおばさんを呼んできて、炊事を作って、出すものを作っているわけ

だ。私はいいと思っている。

では、農業はどうだ。男の人を入れてもいいんじゃないかな。士幌だったか、林業に

従事している人、女性が徐々に増えていると。今が決断するときなんです。来年からや

れと言っているわけじゃないんですから、まだ建物も建てないで。検討ぐらいは課長、

すべきじゃないか。もう１回、質問あるから、そのときの返事次第では、町長か副町長

にぶつけていくから。返事次第だ。よろしくお願いします。

◎湯浅真希委員長 石塚産業課長。

◎石塚將照産業課長 お答えいたします。先ほど研修、２年制というお話しをしたので

ありますが、これはあくまでも、今後の検討の一例であります。検討の中には、すでに

吉川委員が言われた事項も、検討事項として含んでおります。

これにつきまして、受入協議会の皆さんに今後提案しながら検討を進めていきたいと

いう回答であります。以上です。

◎湯浅真希委員長 吉川委員。

◎吉川幸一委員 今、ご答弁いただいたのは、受入協議会で検討しているんじゃなくて、

今、私がしゃべっているのを検討の項目の中に入れるという意味かな。今現在もうすで

に男女のスクールを共同でやるというふうに、私は別々の建物、まるっと建ててもいい



けれども、人が少なかった場合困るから、増築したらどうだというのだけれども、もう

検討課題の中に入っているのか。これから検討する材料として入れてもいいと思ってい

るのか。どっちか返事ください。

◎湯浅真希委員長 石塚産業課長。

◎石塚將照産業課長 すでに検討の課題に入っております。以上です。

◎湯浅真希委員長 ほかに。村田委員。

◎村田博委員 165 ページの有害鳥獣駆除事業ですが、昨年も誰か質問したと思います
けれども、どのくらい捕れているのかと、あと、昨年と比較してどのくらい量が多く捕

れているか、捕れていないか、そこら辺、質問したいと思います。

◎湯浅真希委員長 大宮産業課長補佐。

◎大宮将利産業課長補佐 お答えいたします。有害鳥獣駆除の捕獲実績なんですけれど

も、平成 30年につきましては、エゾシカが 360頭、キツネが 26頭、ドバトがゼロ、カ
ラス 955羽、クマが４頭、アライグマ 33頭となっております。
昨年の状況なんですけれども、エゾシカが 343頭、キツネ 17頭、ドバト 18羽、カラ

ス 675羽、クマは３頭、アライグマが 18頭となっております。以上です。
◎湯浅真希委員長 村田委員。

◎村田博委員 今年はちょっと確保が増えていると思っておりますけれども、隣の清水

町でアライグマがだいたい年間 100頭近く、九十何頭捕っているということで、新得は
まだ 33 頭とかと言っているので、今後、新しいわなも確保するというスタイルで、そ
ういうのも聞いておりまして、やってはいると思いますけれども、なかなかアライグマ

ぐらいしかいかないのと、やはりアライグマも今後、牛にいる病気が出てくるという清

水町の事例もありますので、なるべくわな等を増やして、少なくしてほしいと思ってい

ます。

◎湯浅真希委員長 大宮産業課長補佐。

◎大宮将利産業課長補佐 お答えいたします。アライグマなんですけれども、やはり過

去の状況から見ますと、増えている傾向にはございます。

この対策としましては、わなのほうも 30 年度で増やしておりますし、今年度につい
ては、アライグマとキツネのわなが同じものなんですけれども、アライグマ用にかけて

もキツネが入ったりとかいろいろありまして、今年度、アライグマ専用のわなというの

も導入してその効果を見ていきたいということで、捕獲の頭数増に向けて進めていきた

いというふうに考えております。以上です。

◎湯浅真希委員長 村田委員。

◎村田博委員 農業人としては、クマはさほど気にならないんですけれども、シカ、キ

ツネ、カラス、アライグマが非常に天敵ですので、ぜひ最善の努力をお願いしたいと思

います。以上です。

◎湯浅真希委員長 大宮産業課長補佐。

◎大宮将利産業課長補佐 お答えいたします。委員のおっしゃるように、農業被害とい

うのはなかなか減らない状況でございますので、今後も被害防止のために進めていきた

いというふうに思っております。以上です。

◎湯浅真希委員長 ほかに。

（「なし」の声あり）

◎湯浅真希委員長 次に進みます。



◎一般会計 歳出 第７款 商工費

◎湯浅真希委員長 170 ページから 179 ページまでの第７款、商工費全般についてご発
言ください。青柳委員。

◎青柳茂行委員 174ページの町観光協会補助金についてお尋ねしたいと思います。
ここには 2,200 万円の決算額となっています。今、「なつぞら」ブームでありますけ

れども、この「なつぞら」、朝の連続テレビ小説、このための予算だと思いますけれど

も、このことによって、毎朝やっていて、まさに「なつぞら」ブームになっていますけ

れども、観光客がこのテレビ小説によって、新得町においては増えているのかどうなの

か。

もう１つ、例えば帯広市では、90 億円以上の経済効果があるというふうに聞いてお
ります。この新得町では、その経済効果と言われるのがどのくらいあったのかなという

点だけ、お聞きしたいと思います。

◎湯浅真希委員長 桑野産業課長補佐。

◎桑野恒雄産業課長補佐 お答えいたします。「なつぞら」ということで、フィルムコ

ミッション事業ということで、昨年から実施しております。

観光客の増ということなんですけれども、定点というか、場所を決めての調査という

のは行っておりません。ただ、「なつぞら」の見学地、２カ所あるんですけれども、公

開地というのですけれども、そこに来ているお客様がその後、そばを食べに来ていただ

いたり、あと、途中のコンビニやチーズを買いに行ったりとか、そういうことで昨年よ

り、その時点の場所では人が増えているというのが、口頭ですけれども確認はしており

ます。

それから、経済効果なんですけれども、経済効果についても調べてはおりません。た

だ、帯広がどういうふうに 90 億円以上と出したのかというのも含めまして、経済効果
を出せるのかというのも調べてみたいと思います。

◎湯浅真希委員長 青柳委員。

◎青柳茂行委員 帯広は 90 億円と発表しているんですけれども、発表している以上、
やはり何らかの根拠はあると思うんですよね。ですから、その辺調べていただいて、ど

こかで公表するところもあると思うんですけれども、その点、しっかりお願いしたいな

というふうに思います。

それで今、いわゆる見学地、ロケ地ですか、２カ所ほどやっていますけれども、これ

は当面、どのくらいの期間残しておくのかなという点と。

それから、最近の報道によりますと、ＮＨＫの大河ドラマで渋沢栄一、近々１万円札

の肖像になるということなんですけれども、これを主人公にした大河ドラマが始まって、

報道によりますと、清水町にも住んだことがあるということで、清水町がある意味では

舞台になるのかなと思うんですけれども、この「なつぞら」が私が見ていても相当好評

ということもあって、新得町においてもしばらく影響が続くかなと思うんですよね。期

待したいと思うんですけれども。当面の「なつぞら」を契機にした観光面を重視した政

策というか、計画というか、そういうのを今の段階で考えているかどうか、お聞きした

いと思います。

◎湯浅真希委員長 桑野産業課長補佐。

◎桑野恒雄産業課長補佐 お答えいたします。公開ですけれども、フィルムコミッショ



ン事業自体は昨年から始めまして、当初の計画どおり、３年間は実施したいというふう

に考えております。

基本的には来年もロケ地を活用した観光資源ということで、お客さんの誘客は図りた

いなと思っています。

それから、政策なんですけれども、今回、新得町や陸別というのが中心的なロケ地に

なっています。その中で、まだ具体的な策はないんですけれども、来年以降、点でなく

面で結んで誘客を図るとか、そういったことができないかというのは、観光協会の中で

は今後も話していきたいと思っています。

それから、誘客ということですけれども、今年、バス、本州に行きまして、ツアーの

ほうをすでに組んでおります。来年も継続できればというふうに考えておりますので、

そちらも考えていきたいと思います。

◎湯浅真希委員長 ほかに。吉川委員。

◎吉川幸一委員 １点、ご質問させてもらいます。174 ページの観光客入り込み調査委
託料でございます。町では委託をしていただいている人に対して、どのような形で調査

してほしいと、お願いしているのか。また、調査の出てきた数字に対して、新得町はこ

こは前年より増えている、ここは減ってきた原因は何だろうと、そういうふうな検討を

されているかどうか、ご答弁願いたい。

◎湯浅真希委員長 桑野産業課長補佐。

◎桑野恒雄産業課長補佐 お答えいたします。観光客の入り込み調査ということなんで

すけれども、狩勝峠の駐車場、そこに毎月１回、曜日を決めまして、車の入り込みとい

うことで、入口の玄関口としての調査を行っております。

そのほかに観光客の調査としては、宿泊客調査、これはお金が掛からないものですか

ら、決算書には載っていないんですけれども、それを通年で３カ月おきにホテルに調査

協力を依頼してまとめをしております。そのデータについては、道の観光客の入り込み

調査ということで反映されて、報告されております。

データの活用ということなんですけれども、新得町では観光ビジョンというのを持っ

ていまして、経済調査のデータを何年かに１回、ＰＤＣＡと同じで目標値に対して増え

ているか減っているかという分析を行う予定となっています。その年が今年ということ

で、今年、観光の将来のビジョンというのを調査結果を見て、来年度事業でもし修正や

新たに取り組みたいことがあれば、反映させていくという形でやっていきたいと思って

います。以上です。

◎湯浅真希委員長 吉川委員。

◎吉川幸一委員 新得町、今、道の調査をして、道がお話しをするというような、おっ

しゃい方をしたのかな。私は、新得町でこの入り込み調査をするときに、したときはア

ンケートも一緒にやって、前年同日より人が増えている、増えていない。そこに調査す

るのでしたら、新得町の良さです、そういうふうなものもパンフを配って、やるだけの

時間があるかないかは分からないけれども、そういうふうな発想は、私はこの入り込み

に加えられないかなと。やはり人数の入り込みを参考にして、新得町が観光客に対して、

少しでも増えるような努力をしていかなければいけないんじゃないかなと。私は、狩勝

の頂上で調査をしたら、狩勝高原は私は町が常にやるべきだと、点を線にすれと。予算

委員会のときは必ずしゃべっております。

今、狩勝の頂上でやっていたら、そこにも増えてきたら、私は狩勝高原を開発すべき



だという考え方を持っていますから、５年に１回どうのこうのじゃなくて、毎年調査し

た人数は今現在増えているのか減っているのか。そこら辺だけ、答弁していただくかな。

◎湯浅真希委員長 桑野産業課長補佐。

◎桑野恒雄産業課長補佐 お答えいたします。狩勝峠の入り込みですけれども、減少傾

向に今はあります。

それから、アンケート等については、今、即答はできませんけれども、増えるような

努力という面では今年度トイレの改修を行っており、その中でパンフレットの配布、ち

ょっと回答はずれるかもしれないですけれども、情報発信のほうには努めていきたいと

思います。

アンケートのほうについては、検討させていただきたいと思います。

◎湯浅真希委員長 ほかに。菊地委員。

◎菊地康雄委員 172ページ、プレミアム付商品券の発行なんですけれども、今年も 120
周年記念のプレミアム券ということで計画されているようですが、プレミアム券、昨年

度発行した分、100 パーセント使用されているのかどうなのか。なかなか 100 というの
は難しいことなので、使われていないとすればどの程度使われなかったのか、お聞きし

たいと思います。

それから、チャレンジショップ、今までチャレンジショップを利用していた業者の人

が撤退して、その後、募集の関係、どのようになっているのかということと、そのチャ

レンジをして卒業した方が次に自分の店舗を持とうとするときに、行政としてどの程度

の応援というのをしているのか、できるものなのか。２点について、お聞きしたいと思

います。

◎湯浅真希委員長 桑野産業課長補佐。

◎桑野恒雄産業課長補佐 １点目のプレミアム付商品券について、お答えいたします。

プレミアム付商品券ですが、平成 30 年度は発行額１億 1,000 万円に対し、未換金は
７万円となっております。99.94パーセントが使われたという形になっております。
それから、チャレンジショップですけれども、前の「ｎｏｎｎｏ」という店が２年８

カ月実施しまして、その間、新たな募集ということで、昨年 12 月から今年２月に公募
を行いました。

結果ですけれども、１件の応募がありまして、今年 10 月下旬より、ノーザンコケッ
コーという会社が出ておりまして、今後、新たに開業する予定となっております。

卒業後の支援については、従前からあります商工業活性化事業や、地域振興事業補助

が支援になると考えております。以上です。

◎湯浅真希委員長 ほかに。

（「なし」の声あり）

◎湯浅真希委員長 次に進みます。

◎一般会計 歳出 第８款 土木費

◎湯浅真希委員長 180 ページから 192 ページまでの第８款、土木費全般についてご発
言ください。柴田委員。

◎柴田信昭委員 ３点ほど、お願いいたします。

184 ページですが、橋りょう長寿命化補修設計委託料 2,200 万円あるんですが、これ
については、予算で工事費が 6,187 万円見ていたと思うんですけれども、設計はされた



のですが、工事はされていないということで、工事、どうしてされなかったのかなとい

うことで、その理由というのか、経過をお知らせいただきたいと思います。

それから、185 ページの中段に神社橋架替負担金 6,200 万円あるんですが、これ、事
業主体というのか、北海道が事業主体だと思うんですが、川幅を３メートル広げたこと

によって、橋も３メートル長くしなくてはならないということで、その分が町の負担と

いうことでの負担だというふうに思っているんですが、今、盛んに工事が行われている

ところですけれども、この負担金、もう 30 年度の決算で支払いになっているんですけ
れども、工事がまだ完了していない段階での支払いというのはどういう経過なのかなと

いうことをお願いいたします。

それから、191 ページの一番下の公営住宅の関係ですけれども、新進団地、繰越明許
になっているのですが、これは予算で新進団地 5,737 万円予算を立てて、そして、繰越
明許で、来年度に事業をするということで 5,113 万 8,000 円にしたことによって、不用
額 600万円出ているわけでございますけれども、予算額よりも繰越明許の費用が 600万
円減っているということは、もう見積もりをされて繰り越しになっているのか。事業の

金額が確定しているのかどうか。その辺、お伺いしたいと思います。

◎湯浅真希委員長 初山施設課長。

◎初山一也施設課長 柴田委員にお答えいたします。

橋りょうの長寿命化につきましてであります。これにつきましては、当初は佐幌大橋

も長寿命化の中の事業になっておりました。

ただ、28年の災害の関係で、ダムのかさ上げをするというような状況になりまして、
佐幌ダムをかさ上げした場合、佐幌大橋も架け替えになる可能性が大だというお話しが

ありまして、当初、佐幌大橋も塗装とか補修をする予定でありましたが、その辺を加味

いたしまして中止をしたので、当初の予算より減っています。それで、二条橋だけ調査

設計を行ったような状況でございます。

それと、神社橋の関係でございます。神社橋の負担金につきましては、河川の拡幅に

伴うものではなくて、神社橋が当初、車道橋と人道橋がありまして、今回、新しく造っ

ている部分の橋というのは、人道橋と車道が一体となった１本の橋になります。そのと

きの車道部分で町のほうから拡幅、当初の神社橋の車道部の幅員が狭かったものですか

ら、その部分を広げていただきたいという、ロケーション的にやってほしいということ

をお願いした中の、約３割分の町負担分の負担金でございますし、毎年度、それぞれで

き上がった部分、その分の負担金を北海道から請求をいただいて、毎年度支払いをして

いるというような状況でございます。

それと、191 ページの繰越明許費の関係でございますが、金額が減っているのは、入
札残でございます。以上でございます。

（発言の訂正）

◎湯浅真希委員長 柴田委員。

◎柴田信昭委員 これはそうすると、この 184 ページのあれは、当初、6,187 万円とい
う金額を予算を立てたのは、二条橋の予算ということでいいのでしょうか。

いずれにしましても、設計はしたけれども、工事はやられていないわけでして、その

ことがどうなのかなということで、予算は設計費と工事費と両方見ているわけですよね。

それが工事がなされていないということで疑問に思ったものですから、質問したところ

でございます。



それから、185 ページの神社橋なんですが、私の思い違いというのか、そういうあれ
だったかなというふうに思うんですが、橋を長くしたのではなくて広げた部分というこ

とですけれども、いずれにいたしましても、今まだ工事をやっている段階で前年度分を

払ったということですけれども、令和元年にまたこれは工事の３割と、今言いましたか

ら、それが発生するのかどうか、それをお伺いしたいと思います。

それから、公営住宅の関係ですけれども、これはもう入札が終わって、年明けすぐ工

事にかかるということで、年明けにもう入札は終わって、事業費が決まっているから、

こうなったということで理解してよろしいでしょうか。

◎湯浅真希委員長 初山施設課長。

◎初山一也施設課長 柴田委員にお答えいたします。

184 ページの橋りょう長寿命化の委託費でございます。工事ではありませんので、委
託調査のお金であります。当初は佐幌大橋を二条橋を補修するための委託を計上してお

りました。ただ、先ほども説明したように佐幌ダムのかさ上げの関係で、佐幌大橋の部

分の調査設計をやめたということの減でございます。工事はやっておりません。二条橋

の工事については令和元年度に、現在、やっているような状況です。あくまでも調査設

計費でございます。

あと、神社橋につきましての負担金ですが、北海道のほうから、要は 30 年度にかか
った部分の町負担分ということの請求でございます。31 年度にかかった部分は 31 年度
にまた請求が来るような形で、毎年度、精算をするような形でいっております。

あと、191 ページは繰り越しの関係なんですけれども、３月に発注したわけじゃなく
て、新年度になってから発注しております。以上でございます。

◎湯浅真希委員長 渡辺総務課長。

◎渡辺裕之総務課長 191 ページの一番下の公営住宅の工事について、若干財政的なも
のもありますので、補足的に説明させていただきたいと思います。

繰越明許費になりますので、29 年度に事業費を組んで 30 年度で事業を行っているも
ので、30 年度中に実際の工事を行って、5,113 万 8,000 円というのが工事費として出さ
れているものになります。

その上で、不用額 620万円ほど残っておりますけれども、こちら、繰越明許費の場合
は、不用額というか、執行残が出ても、補正等で減額することがルール上できませんの

で、このように不用額として大きく残っているという形です。以上です。

◎湯浅真希委員長 柴田委員。

◎柴田信昭委員 私の理解度が悪いのか、いずれにしましても、この 184ページの橋の
新設で、工事費として予算で 6,187 万円が計上されているものが、支出されていないん
ですよね。ということはやらなかったということなんですけれども、設計費は予算で

2,600万円予算を見て、そして 2,251万 8,000円で終わったということであれば、設計は
分かるんです。ですけれども、工事費が予算であったのに、工事がないというのはどう

いう経過なのかなということなんです。

それから、神社橋は分かりました。

公営住宅は繰越明許費、29年度の繰越明許費ということなんですか。
（「そうです」の声あり）

◎柴田信昭委員 そういうことであれば、分かりました。30 年度の繰越明許費だと思
ったものですから。了解いたしました。この橋の関係、お願いします。



◎湯浅真希委員長 暫時休憩いたします。

（宣告 １４時０２分）

◎湯浅真希委員長 休憩を解き再開いたします。

（宣告 １４時０３分）

◎湯浅真希委員長 初山施設課長。

◎初山一也施設課長 お答えいたします。たいへん申し訳ございません。委託費と工事

費の関係、私のほうで間違っておりました。工事費につきましては、先ほど説明したよ

うに、29 年度、前の年にもう調査は終わっておりまして、当初から 30 年度に佐幌大橋
の補修をする予定でございましたが、佐幌ダムのかさ上げの関係で、もしかすると掛け

替えになるかもしれないということでありますので、無駄になってもいけないというこ

とで、その部分、落とした部分で 6,000 万円減額しているというような状況でございま
す。たいへん申し訳ありませんでした。

◎湯浅真希委員長 暫時休憩いたします。２時 15分まで休憩といたします。
（宣告 １４時０４分）

◎湯浅真希委員長 休憩を解き再開いたします。

（宣告 １４時１５分）

◎湯浅真希委員長 ほかに。吉川委員。

◎吉川幸一委員 これも項目にはないんですけれども、183 ページに道路新設改良費と
いうのが載っています。この欄でしゃべらせていただくのですが、ひさびさに私の得意

分野で、やれ、やれという言葉が何回か出ると思いますけれども、役場の職員の人、受

け止めていただけたらなと。

３年前に水の大切さを新得町民は全員味わっております。今、上下水道のところまで

神社のところから行くのに道路が壊れているところがあるのと、私があそこまで災害の

ときに行ったら、内に坂がありまして、道路が内に刺さっているというのか、外側に刺

さっていたら水が落ちるんですけれども、道路が内に刺さっているから、ずっと下まで

勢いよく流れていくところが何カ所もある。

それと、やはりだいぶ痛んできている。あそこは少しお金を掛けて舗装されたほうが

いいんじゃないかなと思うんですけれども、お考えお聞かせ願いたいと思います。する

と言ったら、もう再質問しません。

◎湯浅真希委員長 初山施設課長。

◎初山一也施設課長 吉川委員にお答えいたします。私のほうも詳しく現場を確認して

いない部分もございますので、ここではっきりと言うのはなかなか難しいと思いますが、

現地を確認させていただきまして、今の言われている部分もしっかりと確認させていた

だいて、皆さんが歩きやすかったり、通りやすかったりする部分で検討していきたいと

考えております。以上です。

◎湯浅真希委員長 吉川委員。

◎吉川幸一委員 私に対して、前向きの答弁をいただきました。その前向きの答弁が来

年の予算書に載るか載らないかは、３月にならないと分からないわけですけれども、あ



そこのところへ行くには、坂、坂、坂なんです。その内側というのは分かるかな。外に

傾斜が行っていれば、山から来たのも外にずっと道路に来るときに全部外に落ちて行く

んですけれども、山に向かって内側に道路があるときは、その水が全部下へ行く。です

から、やはり緊急のときに行くときに、あの道路は直されたほうがいいのかなと。

私の言うように、途中で水をストップして下へ落とす、ストップして下へ落とす、そ

ういうふうに作り上げていけば、緊急のときに困らないんじゃないかなと、そう思って

おります。いいアイデアだと思いますけれども、副町長、答弁、アイデアに対して、い

いか悪いかだけ。

◎湯浅真希委員長 金田副町長。

◎金田將副町長 お答えいたします。ご提案いただきましたので、私も現地よく分かっ

てはいないので、初山課長が言ったとおり、現地を確認して、通りやすい道路にしてい

きたいというふうに考えています。予算については、また今後、検討させていただきま

す。３月にはいい報告ができると思っていますので、よろしくお願いします。

◎湯浅真希委員長 ほかに。青柳委員。

◎青柳茂行委員 土木費、185 ページ、これは河川管理費の管轄に入るのかなと思うん
ですけれども、2016 年８月の台風豪雨で十勝管内の各地の水門、一般的に水門ひ門ひ
管というふうに言われているようなんですけれども、この閉め遅れで管内の畑や住宅の

浸水が相次いだということがニュースで報じられておりましたけれども、新得町におい

て、この水門と言われるのが、何カ所か、何門というのか、分かりませんけれども、い

くつぐらいあって、危険な状態にはなっていないのかどうなのか、その点、確認したい

と思います。

◎湯浅真希委員長 初山施設課長。

◎初山一也施設課長 青柳委員にお答えいたします。

ひ門ひ管維持委託料の関係でございます。新得町が建設管理部から委託を受けている

部分でございます。佐幌川につきましては６カ所、あと、十勝川の北海道が管理してい

る部分で３カ所、それぞれ２名の方に日々の点検や、本当に動くかどうかの確認点検を

やっていただいて、日誌を提出していただいております。以上でございます。

◎湯浅真希委員長 青柳委員。

◎青柳茂行委員 ３年前の水門の閉め忘れというのか、十勝管内の各地で、いわゆる依

頼をしているということなんですよね。一般の方々に依頼しているんじゃないかと思う

んですけれども、全体的に高齢化で、なかなか管理するのが大変だということがどうも

あるようなんですよね。

それで、仮に新得町の場合は、今、お２人と言いましたけれども、年齢的にというと、

たいへん失礼な話なんですけれども、任せられて大丈夫なのかどうなのかということと。

万が一水門が開いた場合、どのくらいの甚大な被害を受ける予想がされているのかど

うなのか。私自身も予想つかない話なんですけれども、お聞きしたいと思います。

◎湯浅真希委員長 初山施設課長。

◎初山一也施設課長 お答えいたします。今、委託というか、やっていただいている２

名の方は 50代なので大丈夫かなというふうに考えております。
それと、被害の関係なんですが、建設管理部のほうからは日々の点検と動作について

委託を受けております。開け閉めについては、建設管理部のほうがある程度、どういう

場合にはどういうふうな形という部分のことも考えていると思うので、水の出方によっ



て、どういうふうに被害額がというのは、なかなかここでお答えするのは難しいのかな

とは思っております。

28年のときも、閉めてはいないと思います。
◎湯浅真希委員長 青柳委員。

◎青柳茂行委員 28 年、閉めていなかったけれども、特別被害を受けたという話は聞
いていませんよね。ですから、特別、新得の場合は、たぶん中札内の札内川が大きなニ

ュースになりましたけれども、仮に閉め忘れたとしても、それほど大きな影響を受ける

ような状態のところではないということは言えるのかなと思うんですけれども、最後、

確認でございます。

◎湯浅真希委員長 初山施設課長。

◎初山一也施設課長 まず、十勝川については、閉めてしまうと畑側に水がたまる場合

もいろいろあるので、状況によって判断されることになると思います。28 年度のとき
には、そこまでしなくても十勝川の水位は大丈夫だったので、そのままの状態だったの

かなと思います。

佐幌川についても、同じような状況、佐幌川の水位は上がってはいましたけれども、

閉めることによって逆に住宅側に水がたまるということも考えられますので、そのとき

の状況を見ながら、いろいろ判断していく必要があるのかなというふうに考えておりま

す。以上であります。

◎湯浅真希委員長 ほかに。

（「なし」の声あり）

◎湯浅真希委員長 次に進みます。

◎一般会計 歳出 第９款 消防費

◎湯浅真希委員長 193 ページから 197 ページまでの第９款、消防費全般についてご発
言ください。

（「なし」の声あり）

◎湯浅真希委員長 次に進みます。

◎一般会計 歳出 第１０款 教育費（教育総務費～幼稚園費）

◎湯浅真希委員長 第 10 款、教育費に入ります。まず、198 ページから 226 ページ上
段までの、第１項、教育総務費、第２項、小学校費、第３項、中学校費、第４項、幼稚

園費までについてご発言ください。柴田委員。

◎柴田信昭委員 219 ページですが、中学校施設整備工事費なんですが、この施設整備
につきましては、当初予算で 658 万円を見ておりました。決算が 399 万 6,000 円という
ことで予算の範囲内だったのですけれども、減額補正した後に予備費から 102 万 6,000
円を流用しているということなんですけれども、減額して、そして予備費からまた充当

すると。この経過というのはどういうことなんでしょうか。

◎湯浅真希委員長 佐藤学校教育課長。

◎佐藤博行学校教育課長 お答えいたします。当初組んでいた事業が一部できなかった

こともあったのですが、その後、屈足中学校の敷地内にあります高圧区分の開閉器の漏

電探知機というものが老朽化により故障いたしまして、急きょそれを改修する必要が生

じました。放っておきますと、雷による影響がまともに受ける状態で、屈足市街地域の



停電、あるいは各家庭への影響というものが出る恐れがありましたので、早急に直す必

要が生じまして、予備費から流用させていただきました。以上でございます。

◎湯浅真希委員長 ほかに。吉川委員。

◎吉川幸一委員 今回の質問も項目の中に入っておりませんので、198 ページ、教育費
全体の中でしゃべらせていただけたらなと。

今、テレビ、新聞等の報道では、児童虐待、暴力で、幼い子どもたちが尊い命を亡く

すと。それから、今日なんかも、家出少女をフェリーで捕まえて、自宅に帰されるとき

に自ら命を絶った。いろんな感じで随所に児童虐待があると、そのように思っておりま

すけれども、新得町、幼稚園、保育園、小学校、中学校で、そういう虐待の恐れがある

のは、それぞれのところで先生が判断をされて、児童相談所なり警察なりにお願いをし

ているのか。それとも、今もうこんなに多くなったら、行政が虐待の窓口を一本化して、

そこから発信をしてみんなで相談をしていくような部署があるのかどうか、お答え願い

たい。

◎湯浅真希委員長 佐藤学校教育課長。

◎佐藤博行学校教育課長 お答えします。虐待のお話しがありました。町内におきまし

ても、特に小中学生、どちらかというと小学生が多いのですが、例えばあざがあったり

とか、そういう身体的に見える部分で何かあった場合というのは、学校と教育委員会で

すぐ情報を共有して、その上で、重大とは言いませんが、程度が強いと思った部分につ

いては、福祉関係も含めた要保護児童生徒対策協議会というのを組織しておりまして、

その中には、児童保育課、教育委員会、保健福祉課、それから児童相談所、そういった

メンバーも含めて、そういうケース、ケースに応じて情報共有をし、必要に応じて対応

を取るという体制を取っております。

現在も何件か、軽い程度の虐待と思われるような事例がありまして、今、様子を見て

いるところなんですけれども、常に関係者で情報共有をしながら、必要が生じれば、応

分の対応をするというような動きを見せているところでございます。以上でございます。

◎湯浅真希委員長 吉川委員。

◎吉川幸一委員 新得町、そのような対応を取っていただいているといったら、虐待、

大事に至らないで未然に防いでいるのかなと、そのように思いますけれども、もうこの

時代でございます。教育委員会に子ども 110番だとか、いろんな民間でやっている駆け
込みだとか、いろんなのがありますけれども、教育委員会にやはり児童の、「何かあっ

たら教育委員会の私のところにおいで」、「あなたを守る」と、常に子どもたちに言っ

て、１つの部署を、私は作るべきだと。

幼稚園、保育園、小学校、中学校、先生方と連携を取りながら、やはりしつけ、それ

から虐待、もう正直言って、学校の先生にしても、保育園の保育士にしても、しつけと

虐待の区別がつかないんです。親が言ったら、やはり難しいものがある。だから、警察

署、行政が連携を取りながら１つの窓口を作って、この窓口のこのところに子どもたち

おいで、そういう情報発信を私は新得町に作っても悪くはないんじゃないかなと、そう

思いますけれども。

今は担当になった課長さんがやっていると思うんです。それでもいいのですけれども、

やはり子どもが認知して自由に出入りできる場所を１つ作ったらどうかなと思うんです

けれども、こういう発想はダメか。ご答弁願います。

◎湯浅真希委員長 佐藤学校教育課長。



◎佐藤博行学校教育課長 子どもが何か自らに影響を受けるものがあったとした場合

に、今の状況を見ると、一番早く情報が伝わるのは学校なり幼稚園なり保育所となって

おります。なので、学校側においては、恐れのあるような子どもは常に注視して、その

状況を確かめているところであります。

その上で、何かあればすぐに連絡を取るような体制を取っておりますし、児童虐待、

トータルでは保健福祉課のほうで窓口を持っておりまして、場合に応じて保健師なりが

対応するというケースもございます。

吉川委員の、子どもが何かあったときに駆け込むところがあればというところも、貴

重な意見かなというふうに思いますが、今の体制の中でそういったものができるかどう

かも含めて、考えさせていただきたいなというふうに思います。

◎湯浅真希委員長 坂田保健福祉課長。

◎坂田洋一保健福祉課長 補足でお答えいたします。

現在、いわゆる虐待児童を含めた、要保護児童の所管は保健福祉課のほうで所管して

おります。関係する学校、保育所、幼稚園、場合によっては教育委員会、警察等々で、

その子どもたち、場合によってはその保護者を守っていくというような対応を取ってお

ります。

その中で、委員おっしゃったような１つの駆け込む場所、安心できる場所というのは、

現行の中ではないような状況ではございますが、そこは虐待を防止していく予防の観点

で関係機関と連携しながら、主に保健師が活動するわけですが、その中で、児相とも連

携しながら虐待の予防を含めて対応しているところであります。

場合によっては、先ほどおっしゃった保育所、幼稚園も当然１つの社会資源であり、

また、児童保育課所管になりますが、子どもセンター「なかよし」も当然１つの社会資

源になりますので、そういうところで早期に発見し、早期に予防していくというような

体制は現在取っているところではありますが、形として逃げ込む場所ということになる

と、現時点ではなかなかそこまでございませんので、今後そういうものが必要な部分が

出てくれば、関係するところと連携しながら検討していきたいなというふうには考えて

おります。以上です。

◎湯浅真希委員長 吉川委員。

◎吉川幸一委員 私が考えている答弁とほぼ合ってはいるんですけれども、いじめがあ

った、なかった、学校の先生は分からないんですよね。校長先生もいじめがある、うち

の学校ではいじめはありません、こういうふうな報道が先に立つんです。だから、保育

園、幼稚園ではちょっとしたあざも見逃さない、そうしたら、そこの駆け込みの人のと

ころにまず行く。小学生になったら１人で行けますから。

何かあって、ちょっと様子がおかしいなといったら、何かあったら、なごみのこの先

生のところに相談に行きなさい。私は１人特定の人をつくっておけば、気楽に行けるよ

うな雰囲気をまず作ってやる。そこから輪になって、いろんな課長なり、それから学校

の先生なり保育園の先生なりが輪になって相談していけば、私は二重の安心になるのか

なと思うんです。

ですから、やはりそういう人たちと連携を取っていると言っても、やはり隠す場合が

ありますし、気付かない場合がありますから。そういうふうな状態が出たと思ったら、

その子にささやいて、何かあったらここへ相談に行きなさいと。私はそういうところが

今の組織とまた違うふうにして、駆け込みするところはやはり作ってやったほうがいい



のかなと、そう思っております。

私の思い、もう伝わっていると思うから、答弁いらないけれども、よろしくお願いい

たします。検討してください。

◎湯浅真希委員長 佐藤学校教育課長。

◎佐藤博行学校教育課長 お答えいたします。本当に貴重なご意見ありがとうございま

す。

先ほども申しました、子どもの様子に変化があるかどうかというのは、常に小学校、

中学校含めて、学校のほうで注視していただくということになっておりますし、もし、

何かあった場合というのは、早急に対応するということは徹底しているところでござい

ます。

その上で、事案に応じて、子どもを帰宅させないということもあります。そういった

場合は、その時点でまた関係機関とすぐ情報共有をしながら必要な対応を取るというこ

とになっております。場合によっては、児童相談所に通報ということもあります。

その上で、いじめもあったのですが、いじめについては、年に数回、いじめの調査と

いうのをアンケートして、軽度な、本当にいじめかと思われるようなことでも、いじめ

の対象とするものもあります。そういう結果が出たら早期に発見して、必要な対応を取

っております。現時点で問題となるようないじめというのはありません。

虐待に関しましては、ケース・バイ・ケースがございますので、今後のという意味で

は、今の体制プラスアルファでそういった駆け込み寺的な部分が設けられるかどうか、

関係機関含めて検討させていただきたいというふうに思っております。

◎湯浅真希委員長 坂田保健福祉課長。

◎坂田洋一保健福祉課長 お答えいたします。吉川委員おっしゃった、なごみに何かそ

ういうものがあったらどうかなというようなお話しがありました。実例といたしまして、

きちんとシステム化されているわけでもないし、それから組織的にやられているもので

はないので公にできないのですが、やはり学校の先生に相談できない、もしくは保護者

とうまく関わりが持てなくてなかなか居場所が作れない小学校高学年から中学生の児童

につきまして、少数ではありますが、なごみのほうで時間を過ごしているような、そう

いう事例もございます。

やはり親とけんかして、なかなか居場所がなくて、困ってなごみに来るという生徒も

中にはおりますので、そういう対象者が当然出てくれば何らかのきちんとした制度設計

なり、システム化をしていかなければいけないかなというところはございますが、イン

フォーマルにはなごみのほうで受けている部分は実例としてございます。

今後、その数が増えてくれば、またきちんとした形で制度設計をしていかなくてはい

けないのかなというふうに考えております。以上です。

◎湯浅真希委員長 ほかに。菊地委員。

◎菊地康雄委員 206ページ、教員住宅管理経費ということで、最近の、特に若い先生、
新しいところを欲するということで、教員住宅、入らない先生が増えているという話も

聞くんですけれども、管理経費を掛けて管理しているわけですので、現在の教員住宅の

戸数と入居数というのでしょうか、そして、最近の傾向など、教えていただければ。

◎湯浅真希委員長 佐藤学校教育課長。

◎佐藤博行学校教育課長 お答えいたします。現在、教育委員会で管理している教員住

宅の管理戸数、全部で 41 戸というふうに押さえております。そのうち、入居をしてい



るところが 26 戸で、空きが今、15 戸と押さえております。空きのうち、ブロック造、
古い住宅で先生方もなかなか入居しないということと、それから特に屈足なんですけれ

ども、音更や芽室、帯広から近いということもあるのか、通いの先生が多くございます。

それプラス、29 年度、屈足で民間の教員住宅が７戸整備されまして、そこに入居され
ている人もおります。

そういったことも考えまして、空きも多くあるんですが、このうち今の計画では取り

あえず５戸を有効活用しようということで、教員住宅の目的から一般開放をしようかな

というふうに今、進めているところでございます。

そのほか、空いているところも、老朽度合いに応じて、今後どうするかというのを考

えていきながら、新しい住宅を欲する教員もおりますので、民間の活力というのをまた

考えながら整備を考えていきたいなというふうには思っています。

ただ、中には、古くてもいいからという先生もいらっしゃいますので、ある程度、バ

ランスを考えながら住宅の確保もしていきたいというふうには思っております。以上で

ございます。

◎湯浅真希委員長 菊地委員。

◎菊地康雄委員 これ、例えば、抜本的に新品同様になるまで直してということになる

と、当然、家賃というのは高くしなければならないのだろうけれども、そういう傾向を

考えたときに、古くてもいいと言われるのはごく珍しいことかなとも思うんです。

特に新卒で町に入ってくる人たちがまず求めるのは、新築物件なんですよね。新築物

件というのはもうごく限られているし、早い者勝ちということになるのでしょうから、

時代に合わせて多少かけてでも、抜本的に直していくほうが有効活用になるんじゃない

かなという気がするんだけれども、その辺についてはどうでしょう。

◎湯浅真希委員長 佐藤学校教育課長。

◎佐藤博行学校教育課長 抜本的ということでございますが、やはり昭和 40 年代に建
てられたブロック造というのは、なかなか抜本の改修は難しいかなというふうには思っ

ております。なので、状態を見て、使いやすそうなものは延命をするということもある

んですけれども、基本的には徐々に新しくしていきたいなという思いは持っています。

その上で、町直営か、民間かというところでは、それはケース・バイ・ケースで考え

ながら、基本的には民間の活力でというふうには思っていますが、一般のアパート、賃

貸住宅もありますので、その辺もにらみながら、必要戸数というのを押さえていきなが

ら考えていきたいというふうには思っております。

◎湯浅真希委員長 ほかに。青柳委員。

◎青柳茂行委員 何ページということじゃないんですけれども、教職員の残業問題につ

いて、お尋ねしたいと思います。

このほど、帯広市教委が行った教職員の時間外勤務に関する調査、その結果について、

十勝毎日新聞に報道されているんですけれども、それを見ると、月 80時間、月 80時間
というのは過労死ラインというふうに言われているようです。この 80 時間を超えてい
る教職員は中学校で 43 パーセントもいると。それから、小学校では１人当たりの時間
外勤務時間数は 40.3 時間と、前回よりも約６時間増加しているというような記事が載
っておりました。

新得の場合は、この教職員の残業というのはどのような状態になっているのか、まず

お伺いしたいと思います。



◎湯浅真希委員長 佐藤学校教育課長。

◎佐藤博行学校教育課長 お答えいたします。昨年度、教職員に対して、勤務実態調査

というのを独自で行いました。その中では、具体的な時間というものは把握をしなかっ

たのですが、調査全体では長時間労働の傾向があるというような結果になりました。

具体的な時間というのは、先ほども申し上げたとおり、把握していませんけれども、80
時間を超えるという部分についてはどうかなという感じはしております。

ただ、先生方も残業というか、時間外勤務というのはある程度常態化している部分と

いうのも見えておりますので、これまで長時間労働の解消に向けた取り組みということ

で行ってきました。

質問からプラスアルファになってしまうかもしれませんけれども、北海道も全国もそ

うなんですけれども、長時間労働解消に向けたアクションプランというのを北海道は立

てました。それを受けて、町でも業務改善計画というのを作って、具体的にこういう取

り組みをしながら、少しでも時間外労働を減らしましょうと。それから、目標時間を設

定して、それに向けた取り組みをそれぞれの学校で行いましょうというふうにしており

ます。

あと、中学校が先ほど多いと、これは部活動の関係でないかなというふうには思いま

す。その上で、部活動に関しましても、部活動のガイドラインを作りまして、例えば週

２日休みをとか、１日の活動時間を上限３時間にしますとか、週末はこうだとかという

ことを定めながら、それに沿って部活動による長時間労働を少しでも軽減するというこ

とも取り組んでいるところでございます。

それから、学校閉庁日というものを設定しまして、年間９日以上というふうに設定し

ております。夏で３日間、年末年始で６日間、これが基本で、そのときどきの暦に応じ

て設定するというふうな取り組みをしております。

まだまだ取り組み、半ばというか、始まったばかりですけれども、それぞれ業務の見

直しも含めて、今、取り組んでいるところでございます。

また、勤務時間の管理につきましては、勤怠管理システムというのも近々導入しまし

て、具体的に先生方が在校時間というのを把握するということを進めていきたいという

ふうには思っております。

長くなりました。以上でございます。

◎湯浅真希委員長 青柳委員。

◎青柳茂行委員 帯広の場合は、ある程度はっきりした時間が出ているわけですけれど

も、新得町の場合は、どうも漠然とした時間がはっきりしていないという点が多少気に

なる点であります。

何でもまねをすればいいというものではないと思いますけれども、過労死が 80 時間
ということになれば、これは見過ごせない問題だと思いますので、ある程度、これはど

のくらい教職員が長時間にわたって仕事をやっているのかというのを、正確に把握すべ

きじゃないかなというふうに思います。

さらに、目標時間を定めたいということなんですけれども、これは各自治体によって、

そこの地域の状況によって変わるのかなと思うんですけれども、帯広の場合は週 60 時
間超えをゼロにしたいという目標が出ています。これもかなり長いんじゃないかなと思

うんですけれども。

しかし、新得の場合はどのように設定されるのかなということですよね。それと、先



ほど課長がおっしゃったように、特に中学校の先生方が部活の関係、非常に長いわけで

すよね。小学校の本当に倍ぐらいの時間外労働をやっているということもあるんですけ

れども、先ほど上限３時間というガイドラインを作りたいということで、部活を、例え

ば１週間のうち何回か休むということだと思うんですけれども、そうなれば、これはま

た真逆の話になるんだけれども、部活動のほうは大丈夫なのかなと。あるいは、複数で

部活動を見ることにもなるのかなというような気がします。その点、お伺いしたいなと

思います。

◎湯浅真希委員長 佐藤学校教育課長。

◎佐藤博行学校教育課長 お答えいたします。まず、時間の目標設定、これは先ほど委

員もおっしゃられたように、週当たりの勤務時間、60 時間を超える教職員をゼロにす
るというのは北海道のアクションプランに準じて、たぶんどこの町村でもそういう時間

の設定をしていると思います。

その目標をこなすために、例えば部活の休養日を年間 104日以上にするとか、変形労
働時間制という制度があるんですが、それを活用する。それから、定時退勤日を月２回

以上実施する、学校閉庁日を９日以上実施するというような指標を設けまして、それぞ

れ取り組んでおりまして、これからもさらに取り組むということになるというふうに思

います。

それから、時間の把握ですけれども、先ほども申し上げました勤怠管理システムとい

うのを、ちょっと遅れておりましてあれなんですけれども、今年度導入して、要するに

タイムカード的なものでございます。それを利用して、実際に先生方が在校時間という

のがどういう時間になっているかというのを把握することが今度可能になりますので、

それを入れて、実際の勤務時間を把握するというふうにしております。

その上で、その勤怠管理システムを入れたから仕事が減るものでもないので、これは

目的としては、先生方も時間を気にしながら意識して勤務をすると。それから、管理職

がその時間が多い教職員に指導するなり、先生方全体で業務改善をして、勤務時間を少

なくしていく、そういう目的がございますので、導入後、そのような取り組みをしてい

きたいというふうには思っております。

それから、部活動につきましては、休みを取って部活動に支障があるかということで

すけれども、現在もだいたいおおむね週２回程度休みながら、部活動の時間もたぶん２、

３時間ではないかなと思います。それほど実態から乖離（かいり）しているような活動

をすれというようなことではないかなというふうには思っておりますし、それぞれの部

活の数が少ないものですから、先生方複数で担当しておりまして、そのローテーション

等で１人の先生に負荷が生じないように取り組んでくださいということで、学校ではそ

のように行っているというふうに考えております。以上でございます。

◎湯浅真希委員長 青柳委員。

◎青柳茂行委員 大きな問題に発展するような事態ではないということは分かりまし

た。

働き方改革ということが今日の質問でも出ていますけれども、いずれにしても、残業

しなければ先生方の仕事が進まないということは、根本的に教職員の定数がどうなのか

という、そういうのが根本的に感じるわけですよね。ですから、その分だけ当然余計に

仕事しなかったら学校教育にいかないというのが現実なわけですから、教職員の定数の

見直しとか、そういうことも図るべきじゃないかというふうに思います。その点、お伺



いしたいと思います。

◎湯浅真希委員長 佐藤学校教育課長。

◎佐藤博行学校教育課長 教職員の定数は法律の問題でありますから、これは国のほう

でどう検討するかということになると思いますが、町村の教育部門の全道の町村の組織

がありますけれども、そこでの国への要望の中にも常に定数の改善というのを要望して

おりまして、国への要望は行っているところでございます。

とはいっても、すぐに定数が増えて先生が増えるというわけではないので、今はそれ

ぞれが抱えている業務が本当に必要なものなのかどうなのか、合理化できるものがない

か、その辺をよく精査してやってくださいというふうにはお話しをさせていただいてお

ります。

それから今年度、６月にコミュニティスクール、ＣＳの制度を導入しまして、学校で

抱えている部分、困っていることを地域の方が担うことができないかというような視点

も、これから議論できるのかなというふうには思っておりますので、地域とともにとい

うことで、学校運営をしながら、教職員の負担が少しでも減るような形に持っていけれ

ばというふうには考えているところでございます。

◎湯浅真希委員長 ほかに。村田委員。

◎村田博委員 205 ページの高校通学費等補助金についてですけれども、これは今、新
得町で何人ぐらいそれを出しているのか、伺いたいと思います。

◎湯浅真希委員長 佐藤学校教育課長。

◎佐藤博行学校教育課長 この制度、29年度から新規に取り組んでおりまして、平成 30
年度の利用が 14人というふうになっております。
◎湯浅真希委員長 村田委員。

◎村田博委員 これは新得だけだと思うんですけれども、これが 14 人で 75 万 3,000 円
ということですか。

◎湯浅真希委員長 佐藤学校教育課長。

◎佐藤博行学校教育課長 対象になるのが、高校の通学に際して経済的に困難と認めら

れる世帯に対して、年 18 万円を上限に通学費の補助、それから下宿した場合は下宿代
の一部補助を行っております。その補助金の利用がそれの対象者の 14人で、75万 3,000
円という決算となっております。

◎湯浅真希委員長 村田委員。

◎村田博委員 今年６月だと思いますけれども、貴戸議員から高校生の通学費無償化と

いう一般質問が出たと思いますけれども、今後、そういうことを考えているのかいない

のか。やはり新得町、生徒が 500人もいると思うのなら考えるけれども、そんなにいな
いと思うから、助成金を出すか出さないか、そういう考えがあるかないか、伺いたいと

思います。

◎湯浅真希委員長 佐藤学校教育課長。

◎佐藤博行学校教育課長 高校の通学費、拡充をということだと思います。６月の貴戸

議員の質問にもお答えしておりますが、基本的に、高校に通うというか、高校での勉学

のために掛かる費用というのは、保護者負担というのが原則だというふうには思ってお

ります。

その上で、国も道も含めて、高校の学校に係る経費の相当の部分を今、補助している

ところでありますし、通学費に関しましても今、経済的困難者という部分でしておりま



す。

そのプラスということでありますが、申し訳ありません、今現在検討中でございます。

保護者負担の軽減、それから子育て支援という視点で、さて、どこまで行政が関われる

かというところは、もう少し検討させていただきたいというふうに思います。

◎湯浅真希委員長 ほかに。

（「なし」の声あり）

◎湯浅真希委員長 次に進みます。

◎一般会計 歳出 第１０款 教育費（社会教育費～保健体育費）

◎湯浅真希委員長 引き続き、教育費の 226ページ中段から 256ページまでの、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。森本委員。

◎森本洋子委員 240 ページなんですが、スポーツ合宿の里事業補助金というのがある
んですけれども、台風で新得町内のスポーツ施設、リバーサイドの辺りとか、いろいろ

被害を受けまして、その時点あたりでちょっと減ってきてはいたのかなとは思っていた

のですが、最近「ピラサ」、そういうところもできましたし、その後の合宿の受け入れ

ている数というのは、どういうふうになっているのかというのが気になるところであり

ますので、その辺を教えていただきたいなと思います。

◎湯浅真希委員長 岡田社会教育課長。

◎岡田徳彦社会教育課長 森本委員のご質問にお答えいたします。

平成 28 年の台風の災害によりまして、ランニングコース、パークゴルフ場含めてで
すけれども、大きな被害を受けたわけで、その影響で 29年度、それから 30年度につき
ましては、実業団が主の目的としているランニングコースが周回で使えないという状況

に陥りましたので、陸上の合宿に限っていいますと、29、30 年度は１団体のみの合宿
受け入れとなっておりましたけれども、今年、芝生のランニングコースが合宿の時期の

前に復旧いたしまして、加えまして、全天候舗装の陸上競技場が完成したということで、

令和元年度の陸上の合宿については、６団体にまで復活をしているところでございます。

以上です。

◎湯浅真希委員長 森本委員。

◎森本洋子委員 増えているということは良かったなと。戻ってはきてくれているのか

なという気もするんですけれども、割と町の中を歩いていましても、新得町って本当に

スポーツ合宿の町なのかなという、そういう印象を受けるんです。

スポーツ合宿の町というと、北海道でいうと網走なんかはラグビーとか、佐呂間は陸

上とか、そういう他の町村も目立って合宿をいろいろと、スポーツを決めてやっている

わけなんですけれども、新得町はサッカー競技場もありますし、この間はファイターズ

も来てくれましたけれども、いろんな施設が、総合体育館のほうも今度また、たぶん秋

にはミニバレーの国際大会かなんかもあるということも聞いていますけれども、いろい

ろとやれる場所があるのかなという割には、町の中にいてあまりスポーツ合宿の町だと

いう印象を受けないというのは、まだまだ町民には知れ渡っていないのかなという気が

しますのと。

あと、受け入れる宿、宿泊施設等の連携といいますか、恐らく合宿とかとなると、栄

養の問題だとか、そういう栄養士さんをつけないといけないだとか、料理の関係もいろ

いろ指導されてくるのかなという気もしますけれども、そういった点で受け入れる施設



は「ピラサ」も含めましていっぱいできたんですけれども、まだ宿屋さんとの連携とい

うか、その辺が足りないのかなという気がしていますので、もうちょっといっぱい活用

できるように期待しているんですけれども、いかがですか。

◎湯浅真希委員長 岡田社会教育課長。

◎岡田徳彦社会教育課長 お答えいたします。合宿の町としての印象が、まちなかでは

あまり印象が受けられないということかなと思っております。

合宿の期間中は、「スポーツ合宿の里」というのぼりを施設の周りとか町内いくつか

の場所に立てて、合宿の町をピーアールしているところでございますけれども、確かに

森本委員おっしゃったように、町民に向けての発信というのはもしかしたら今以上に力

を入れていかなくてはならないのかなというふうに思っておりますので、今後、町民向

けにも、スポーツ合宿には今、こういうチームが来ているとか、今度の大会にこういう

合宿チームが出場するので、みんなでテレビ観戦しましょうとか、そういったアピール

なども必要かなというふうに考えております。次年度に向けてその辺については、検討

していきたいというふうに思っております。

あと、宿泊施設との連携が足りないのではないかということなんですけれども、現在、

町内の宿泊施設でスポーツ合宿を受け入れていただいているところが、主に３カ所なん

ですけれども、１番はやはり食事が３食提供できる部分というので、ほかにも宿はある

んですけれども、食事の提供についてほかの宿では対応できないという部分があって、

現在３カ所というふうに押さえております。

今、遊休施設などを宿泊施設にできないだろうかということも、役場内部で今、検討

を進めてございますので、結論についてはまだ出ておりませんけれども、そういうのも

含めて宿泊施設、既存の宿泊施設との連携はもちろんですけれども、これからスポーツ

合宿、さらに誘致に力を入れていきたいというふうに考えていますので、宿のほうも考

えていく必要はあるとは思っております。以上です。

◎湯浅真希委員長 森本委員。

◎森本洋子委員 ありがとうございます。３カ所ということであれば、キャパシティー

としては少ないのかなという気もしておりますし、リゾートだとかそういうところは、

お金がもうかる時期にはあまり合宿に来てもらいたくないという話もやはり聞いており

ますので、その辺からいろいろ検討していただければなと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。

◎湯浅真希委員長 岡田社会教育課長。

◎岡田徳彦社会教育課長 今、いただきましたご意見を参考にしながら、今後もスポー

ツ合宿の誘致、それから宿泊施設の連携について努めていきたいというふうに考えてお

ります。以上です。

◎湯浅真希委員長 ほかに。菊地委員。

◎菊地康雄委員 244 ページ、総合体育館アリーナの照明の工事ということで、たいへ
ん使いやすくなったという評判も聞いていますので、工事していただいて良かったなと

思うんですけれども。

かねてから国道から体育館までに行く道路は、町外の人たち、利用してくれているに

も関わらず、なかなか改良されないという話を聞くんですけれども、最近確かめていな

いのですが、その後どのような改良というのか、手の入れ方をされたのか、お聞きした

いと思います。



それから 245ページ、スケートリンクの造成ということで、この中にバンディという
表示もされているんですけれども、私が聞いている限りでは、日本のバンディ本部とい

うのでしょうか、それを新得にということでいろいろ運動もされただろうし、それに応

えて新得でという話になったと思うんですけれども、そのときになかなか町の対応がい

まいち納得のいかない部分があるなんていう話もあった時期もありました。その後、こ

のバンディ、あらためてリンクを造って利用していただくときに、バンディ連盟そのも

のが、今後、予定どおりに新得町にしっかり腰を落ち着けてくれるのかどうなのかとい

う心配もしているところもありますので、その経過をお聞きしたいと思います。

それから、同じように 249ページの人工芝、今も合宿のお話し出ていましたけれども、
新しく人工芝のサッカー場ができて、それを利用した方の反応等、お聞かせ願えればと

思います。

◎湯浅真希委員長 暫時休憩いたします。３時 25 分まで休憩といたします。答弁は休
憩の後とさせていただきます。

（宣告 １５時１３分）

◎湯浅真希委員長 休憩を解き再開いたします。

（宣告 １５時２４分）

◎湯浅真希委員長 菊地委員の質問に対する答弁を求めます。岡田社会教育課長。

◎岡田徳彦社会教育課長 それでは、菊地委員からのご質問にお答えいたします。

まず１点目、スケートリンク造成の関係のバンディのお話しをいただきました。バン

ディにつきましては、平成 29 年に新得のスケートリンクに国内初のバンディの公式の
大会ができるサイズのリンクができたわけでございまして、翌年１月に第１回全日本選

手権大会、それから日本代表チームの強化合宿などを行っております。30 年度につき
ましても、引き続き、第２回全日本選手権、それから合宿などが行われたところでござ

います。新得町内におきましても、新得バンディ連盟が発足しておりまして、競技の普

及と育成に努められているようでございます。

日本バンディ連盟から、先ほど菊地委員おっしゃられた、町の対応がいまいちだった

ことがあるというようなお話しいただきましたけれども、われわれのほうに直接そうい

う不満等については聞こえてきておりませんので、どういう部分なのかなというのは分

かりかねるのですけれども、取りあえずバンディ連盟から正式にお願いされて、大会開

催に向けたいろいろなことについてお願いされたことについては、できる範囲の対応を

してきている状況にございます。

今後、腰を落ち着けてくれるのかどうかということにつきましては、まだ普及につい

てはこれからかなというふうに思っておりますので、引き続き大会が開催できるように

リンクを整備していくということが、まず１つかなというふうに考えているところであ

ります。

あと、人工芝、サッカー場に限ってということでよろしかったですか。

（「サッカー場だけ」の声あり）

◎岡田徳彦社会教育課長 人工芝のサッカーコートにつきましては、全天候の陸上競技

場のインフィールドに整備したところでございます。

今年につきましては、町内のスポーツ少年団や中学校の部活動などで日々活用してい



ただいておりまして、たいへん好評をいただいているところでございます。ラインもあ

らかじめ消えないラインが入っているので、そういう手間も掛からないということが、

やっている方々にとっては負担が減っていいのかなと思っていますし、雨でグラウンド

のコンディションが悪くなるということもありませんので、そういう面ではいいのかな

というふうに思っております。私のほうからは以上です。

◎湯浅真希委員長 初山施設課長。

◎初山一也施設課長 菊地委員にお答えします。総合体育館に通じる道路のことかなと

思います。町道で管理しておりますので、施設課のほうからご答弁差し上げたいと思い

ます。

現在、第８期の総合計画だったり、財政管理計画の中にも整備予定路線とはしており

ますので、体育館を管理しております観光のほうと十分検討して、いつの時点で整備を

するのがいいのか、協議して進めてまいりたいと思います。以上です。

◎湯浅真希委員長 菊地委員。

◎菊地康雄委員 利用されている方からは、もしその後改良されていないとすれば、予

想以上にひどいというような、たぶん雨の日とか、そういうときに利用したこともある

せいなのかなとも思いますけれども、定期的な補修、穴ぼこがひどいということなので、

定期的な補修も継続してやっていただく必要があるかなというふうに思います。新得の

評判にもつながることでありますので。

それと、バンディの件ですけれども、極力誠意を持って対応することによって、しっ

かり町に腰を落ち着けられるような環境づくり、これは教育委員会ばかりでなくて、財

政の問題もありますので、誠意を持ってということをあらためてお願いしていきたいと

思います。

◎湯浅真希委員長 初山施設課長。

◎初山一也施設課長 お答えいたします。今年の春も砂利も入れながら補修はしている

ような状況でございます。先ほど答えたように、管理している観光とも十分協議して、

早めにできるように進めてまいりたいと思います。以上です。

◎湯浅真希委員長 岡田社会教育課長。

◎岡田徳彦社会教育課長 バンディの関係でお答えさせていただきます。

今、誠意を持って対応することということで、お話し、ご意見いただきました。バン

ディにつきましては、本当に先ほど申しましたけれども、国内唯一新得町で公式サイズ

のリンクがあるということでございますので、これをスポーツ合宿の１つでも押さえて

おりますし、バンディ、国際大会ができるかどうか分かりませんけれども、海外チーム

も合宿に来たい、日本に来たいという声もないわけではない。どこまで発展するかとい

うのはまだまだ未知数ではありますけれども、町としてできることはやっていきたいな

というふうに思っておりますので、今後ともお越しいただければと思っています。以上

です。

◎湯浅真希委員長 ほかに。

（「なし」の声あり）

◎湯浅真希委員長 次に進みます。

◎一般会計 歳出 第１１款 公債費・第１２款 諸支出金・第１３款 予備費

◎湯浅真希委員長 257 ページから 259 ページまでの、第 11 款、公債費、第 12 款、諸



支出金、第 13款、予備費まで一括してご発言ください。
（「なし」の声あり）

◎湯浅真希委員長 次に進みます。

◎一般会計 歳出 第１４款 災害復旧費

◎湯浅真希委員長 260 ページから 262 ページまでの、第 14 款、災害復旧費全般につ
いてご発言ください。青柳委員。

◎青柳茂行委員 261 ページのサホロリバーサイド運動広場災害復旧工事について、お
尋ねしたいと思います。

主にパークゴルフ場の復旧についてお尋ねしたいわけですけれども、リバーサイドの

パークゴルフ場のオープンが、私の感じですと、もう今年の春ぐらいからオープンでき

るのかなと思っていたんですけれども、現状は来年の春あたり本当にできるのかどうな

のか。グリーンのほうは意外と芝が伸びていて大丈夫かなと思うんですけれども、コー

スになる部分ですよね。芝を確か植えているんですけれども、現状で本当に大丈夫かな

という心配を持っております。

帯広の親水公園とか、それから札内橋の下に、パークゴルフ場の名前は分からないん

ですけれども、同じ時期、３年前に流されて使えなかったんですけれども、今年の春か

らほとんど元の芝生に近いような状態で、もう使っているわけですよね。

新得の場合は、大幅に遅れているなという感じがするんですけれども、その原因とい

いますか、それと、来年の春にオープンできるのかどうなのかを確認したいと思います。

◎湯浅真希委員長 岡田社会教育課長。

◎岡田徳彦社会教育課長 青柳委員のご質問にお答えいたします。

サホロリバーサイドのパークゴルフ場の関係でございますけれども、復旧工事につき

ましては、昨年 12 月までに全て完了したところでございます。昨年、積雪前に芝の吹
きつけを行って、雪解け後に芝を発芽させるという計画でございましたけれども、冬期

間の積雪が極端に少なかったということもありまして、雪解け後の水分が十分ではなか

ったというのと、加えまして、春先、異常な高温が続きまして、それと強風が重なって、

吹きつけた種が定着しなかったというのが１つ大きな要因かなというふうに考えており

ます。そのため、６月に入ってから再度、芝の種を吹きつけたところでございます。

現在、芝は順調に生育しておりまして、雑草もあるんですけれども、徐々に刈り込み

を行っているところでございます。このまま少しずつ刈り込んでいくことで、雑草につ

いては次第に消えていくというふうなお話しでございました。まだ、場所によっては芝

が出ていない、密度が薄いという部分もございますので、その部分についてまた吹きつ

けをさらに行うということにしてございます。

オープンにつきましては、今後の気象状況などの影響によっても多少変動があろうか

なと思うんですけれども、来年の春には間に合わない状況でございまして、来年９月に

は、あまり早い時期を申し上げまして、また延びたらご意見いろいろいただくところで

ございますけれども、お盆明けぐらいにはオープンできるかなというふうに考えている

ところでございます。以上です。

◎湯浅真希委員長 青柳委員。

◎青柳茂行委員 私以外の周りの方々が声を出していたんですけれども、９月はないん

じゃないんですかということを言いたいですよね。



確かに今の芝の状態を見ていると、かなりこれは難しいかなとは思いますけれども、

例えば吹きつけ作業とか、そういうのをこまめにやって、少なくとも６月ぐらいにはで

きないのかなというような気がします。

というのは、最近パークゴルフの人口といいますか、はっきり言えば高齢者にとって

非常に健康にいいスポーツなんですよね。それがやはり近間でできないということもあ

って、私、パークゴルフ人口、パークゴルフ離れといいますか、やりたくてもできない

人が結構増えているんじゃないかなと思うんですよね。その辺が気になりますし、やは

り何と言っても、私自身もしょっちゅう通っているところですから、十勝で一番いいコ

ースだなと前は思っていたんですよね。そういうコースがよみがえるというのは、やは

り町民全体の期待だと思うんですよね。なんとか努力していただいて、９月でなくて、

６月にオープンしてもらいたいものだなというような気がしております。

それから、１つ提案なんですけれども、新得は福祉の町というふうにずっと昔から言

われていますよね。福祉の町に見合ったものをということで提案したいんですけれども、

帯広の森の中に森の里というパークゴルフ場があります。ここのパークゴルフ場のカッ

プがありますよね。カップの中にピンが立っているんですけれども、ピンの支柱にフッ

クがついていて指で持ち上げると、腰を曲げなくても、そのまま持ち上げて玉がすぐ取

れるんですよね。そうすると、腰を曲げたり、膝を曲げたりしなくても、フックを持ち

上げればカップもそのまま持ち上がって玉がすぐ取れる仕掛けのところがあるんです。

これもぜひ参考にしていただきたいなということと。

それからもう１つ、各場所にベンチが置いてあるんですよね。比較的長い距離、80
メートル単位ぐらいのところに、長いところは当然人が混みますから、人がたまってど

うしても休憩しなくてはならないような状態になるんですよね。そこにベンチが置いて

あるんです。そのベンチはただのベンチでなくて、緊急用の担架にすぐ使えるというも

のなんですよね。ですから万が一パークゴルフをやっていて、体の調子が悪いといった

段階で、当然周りに人がいなくてはダメなんですけれども、そのベンチがすぐ担架に、

後ろにバンドもついていて、救急車はパークゴルフ場の中まで入ってきませんから、で

すから、救急車が来るところまで、そのベンチの代わりになっている担架をみんなで協

力して運んでいくという仕掛けのものがあるわけですよね。

ですから、これは来年度の予算になると思うんですけれども、なんとかそういうもの

を作って、１つの話題にするということで、さすが新得町だなと思えるような宣伝もや

って、たくさん人が来てもらうという、そういうこともぜひ考えてもらえないかなとい

うふうに思っております。一応、提案であります。

◎湯浅真希委員長 岡田社会教育課長。

◎岡田徳彦社会教育課長 青柳委員のご質問にお答えさせていただきます。

少なくとも６月ぐらいにはオープンをということではありますけれども、私、先ほど

お盆明けか９月とかと申しましたが、安全確実なところをとって、あまり期待をさせて

しまっては、またできなかったときに申し訳ないなと思ったんですけれども、何月と今、

ここで明言はできないところではありますけれども、町民の皆さん方期待されているの

はたいへんよく分かっておりますので、なるべく早いオープンを目指してはいきたいと

思っております。関係する業者さんとも連絡を取りながら進めていきたいというふうに

考えております。

また、リバーサイド、今、いろいろとご提案をいただきました。リバーサイドの一帯



の施設というのは町民はもちろんですけれども、町の外からのお客さんをたくさん呼べ

る施設だというふうに考えておりますので、今いただきましたご意見、現地も視察して

みたいなというふうに思っておりますけれども、復旧に合わせて、人をさらに呼べるよ

うな施設というふうに考えていきたいと思っております。ご意見、参考にさせていただ

きます。以上です。

◎湯浅真希委員長 ほかに。

（「なし」の声あり）

◎湯浅真希委員長 これをもって一般会計歳出の部を終了いたします。

◎一般会計 歳入 第１款 町税～第１３款 使用料及び手数料

◎湯浅真希委員長 それでは、一般会計の歳入に入ります。８ページをお開きください。

８ページから 24 ページまでの、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、配当割交付金、第５款、株式等譲渡所得割交付金、第６款、地方消

費税交付金、第７款、ゴルフ場利用税交付金、第８款、自動車取得税交付金、第９款、

地方特例交付金、第 10款、地方交付税、第 11款、交通安全対策特別交付金、第 12款、
分担金及び負担金、第 13 款、使用料及び手数料まで一括してご発言ください。柴田委
員。

◎柴田信昭委員 23ページの上段に、総合体育館の使用料 117万 2,000円の歳入がある
わけでございますけれども、この総合体育館の使用料、多くはサホロリゾートでの利用

が多いのかなというふうに思っておりますけれども、どの程度あるのか、教えていただ

きたいと思います。

◎湯浅真希委員長 桑野産業課長補佐。

◎桑野恒雄産業課長補佐 総合体育館の利用状況について、お答えいたします。

まず、町内の一般利用数が 2,776 名、町外の一般利用が 4,183 名、サホロリゾートの
利用が 4,400 名、その他大会運営によるものが 4,290 名で、合計１万 5,649 名となって
おります。以上です。

◎湯浅真希委員長 柴田委員。

◎柴田信昭委員 今、利用者数を聞きましたけれども、私の記憶が違っていたら訂正い

ただきたいんですけれども、この総合体育館の使用料、過去には確か 400万円ぐらいあ
ったのではないかという、そんな記憶をしているんですけれども、117 万 2,000 円とい
うことで、それから見ると３分の１、４分の１ぐらいに下がっているのかなというふう

に思っているのですが。

サホロリゾートにつきましては、一定の金額で確か年間なんぼというような式で入っ

ていると思ったんですけれども、その辺、いくらになっているのかと。

それと、先ほどからもいろいろ話出ていますけれども、年間やはり二千二、三百万円

の経費が掛かっているわけですけれども、その中で 117万円ですから、この活用方法、
もうちょっとピーアールというのですか、ピーアールも含めて考えたらいいのではない

かなというふうに思っておりますが、その辺の考え方、お聞かせいただきたいと思いま

す。

◎湯浅真希委員長 桑野産業課長補佐。

◎桑野恒雄産業課長補佐 サホロリゾートの利用料金のことですけれども、年間 108 万
円ということで、最低の料金を基本としておりまして、今回サホロリゾートの利用が



4,400 人で 13 万 5,150 円となっております。その差額分については 20 款、雑入のほう
で、総合体育館運営協力金で 94万 4,850円をいただいております。
それから、体育館の利用ということなんですけれども、昨年、照明の工事をしたとい

うことで、ピーアールもかねましてホームページに載せたほか、Google（グーグル）と
いうサイトがありまして、大手サイトなんですけれども、その中に体育館の状況をスト

リートビューというもので載せまして、どういうふうに変わったかとか、環境状況はど

ういうふうに整備されたかというのを見せまして、利用してくださいということでもピ

ーアールはしております。以上です。

◎湯浅真希委員長 柴田委員。

◎柴田信昭委員 そういうピーアールをしているということですけれども、それだけに

とらわれず、いろんな方法でやはりもっと活用してもらえるように検討していただけれ

ばなというふうに思っています。要望しておきます。回答はいいです。

◎湯浅真希委員長 ほかに。青柳委員。

◎青柳茂行委員 ８ページですけれども、町税の収入未済額、全体で 429 万 1,239 円と
いうことで、そのうち不納欠損額で 31 万 7,030 円落としているわけですよね。この内
訳を見ると、町民税が 230 万円と固定資産税が 261 万 6,000 円ということで、これはた
ぶん累計の額だと思うんですけれども、不納欠損額で落としてしまえばそれでもう回収

不能ということになってしまうわけですけれども、この全体の 490万円について回収で
きる可能性があるのかどうなのか、その点をお聞きしたいと思います。

それとまた、この未済額になっている原因ですよね。これが一体どこにあるのかとい

うことをお聞きしたいと思います。

◎湯浅真希委員長 佐々木税務出納課長。

◎佐々木隼人税務出納課長 町税の収入未済額についてなんですけれども、主な要因と

しては、納税意識が薄い方とか、離職あるいは健康上の理由の方もおります。平成 30
年度に限っていいますと、年度末に過去数年間にわたって未申告の方がいまして、その

方が過去３年間さかのぼりまして確定申告をしております。それが３月で計算しており

ますので、町民税が高額ということになりまして、その方が今、分納している状況にあ

って、昨年度より未済額が増えている状況にあります。

対策といたしましては、庁舎全体なんですけれども、収納担当者による会議を設置し

ておりまして、ほぼ毎月なんですけれども、情報共有を図りながら収納にあたっており

ます。

最終的には滞納を繰り越している方は、納税相談や訪問により本人と折衝して、納税

をお願いしているんですけれども、最終的には分納にも応じていただかない方には、法

律に従って滞納処分のほうを実施することになっております。

◎湯浅真希委員長 青柳委員。

◎青柳茂行委員 努力されているということは、お話しを伺って分かるんですけれども、

何人かは分かりませんけれども、日常的に滞納されている方々と意思の疎通といいます

か、当面、分納されている方は問題ないと思うんですけれども。

しかし、それ以外の方々というか、多くの人たちですよね。支払う意識というか、先

ほど意識の問題があるという話だったのですけれども、そういう納める意識があるのか

どうなのか、日常的にきちっと確認しているのかどうなのか、その点、確認したいと思

います。



◎湯浅真希委員長 佐々木税務出納課長。

◎佐々木隼人税務出納課長 最終的に未納者というか、町民税でいいますと 13 件の方
が未納になっております。人数が少ないので、訪問あるいはやはり最終的な手段として、

納税に応じない方には法律に従いまして滞納処分、最終的には差し押さえを行うように

しております。

◎湯浅真希委員長 青柳委員。

◎青柳茂行委員 処分がいろいろ方法があると思うんですけれども、いざというときは

それらもやむを得ない場合もあると思います。

しかし、その人たちの生活もたぶんあると思いますので、処分は慎重にやらなければ

ならないのかなと思いますけれども、13 件と聞いて意外と少ないなと思ったんですよ
ね。13 件で四百何十万円もあるのかなと思ったんですけれども。よほどの事情がない
限り、こういう状態にはならないと思うんですけれども、そういう意味で税金を集める

というのは本当に大変だなと思いますけれども、引き続きなんとか、先ほど話したよう

に滞納者との意思疎通ですよね。払う気がどこまであるのかということをしっかり確認

して、ぜひ進めていただきたいなと思います。

◎湯浅真希委員長 佐々木税務出納課長。

◎佐々木隼人税務出納課長 先ほども言ったんですけれども、滞納繰越がある方につい

ては、納税相談や訪問による納税者本人との接触を図って、分割あるいは納税意識を持

つように啓もうしているところでございます。

いずれにしましても、今後もきめ細かな対応をしていきたいと考えております。

◎湯浅真希委員長 ほかに。

（「なし」の声あり）

◎湯浅真希委員長 次に進みます。

◎一般会計 歳入 第１４款 国庫支出金・第１５款 道支出金

◎湯浅真希委員長 25 ページから 33 ページまでの、第 14 款、国庫支出金および第 15
款、道支出金全般についてご発言ください。

（「なし」の声あり）

◎湯浅真希委員長 次に進みます。

◎一般会計 歳入 第１６款 財産収入～第２１款 町債

◎湯浅真希委員長 34 ページから 51 ページまでの、第 16 款、財産収入、第 17 款、寄
附金、第 18款、繰入金、第 19款、繰越金、第 20款、諸収入、第 21款、町債の歳入の
終わりまで一括してご発言ください。柴田委員。

◎柴田信昭委員 42 ページから 43 ページの貸付金元利収入のところですが、それぞれ
各節ごとに金額が書いてあるんですが、この貸し付けした残額というのは、先ほどの労

働費の貸し付けのところでは 1,000 万円で、残金は２件で 110 万 3,000 円ということで
すけれども、ほかの項目のところでそれぞれ残金がいくらあるのかと。

それから、元利収入なんですけれども、元金と利息とが入っていると思うんですけれ

ども、それぞれの項目で利息の部分はいくらなのか、教えていただきたいと思います。

◎湯浅真希委員長 暫時休憩いたします。



（宣告 １５時５４分）

◎湯浅真希委員長 休憩を解き再開いたします。

（宣告 １５時５５分）

◎湯浅真希委員長 佐藤学校教育課長。

◎佐藤博行学校教育課長 それでは、私のほうからは 43 ページの中段ぐらいにありま
す、教育費貸付元利収入です。

入学資金の元金償還で今、利子はなしにしております。30 年度末では、未償還 725
万 2,300円、貸付者は 27名というふうになっております。
◎湯浅真希委員長 大宮産業課長補佐。

◎大宮将利産業課長補佐 お答えいたします。42 ページの新規就農支援資金償還なん
ですけれども、しいたけで就農した方に無利子で貸し付けたものでございまして、現在、

離農いたしておりまして、これを毎年返還してもらっていまして、30 年度末の貸付残
高としましては 47万円となっております。
次のページの 43 ページ上段の林業振興資金元金償還なんですけれども、しいたけ生

産組合に 50万円を貸し付けして、１年後に 50万円を返還してもらっていまして、資金
の 50万円の利子としまして 7,689円となっております。以上です。
◎湯浅真希委員長 桑野産業課長補佐。

◎桑野恒雄産業課長補佐 先ほど労働者融資についてお答えしましたので、その次の 43
ページ、中小企業融資元金償還になりますが、毎年４月１日に貸し付けをし、その年の

末に返していただきますので、元金の残はありません。

続きまして、43ページ、さほろ酒造施設整備貸付金元金償還ですけれども、現在、825
万円の元金が残っております。

（発言の訂正）

◎湯浅真希委員長 坂田保健福祉課長。

◎坂田洋一保健福祉課長 お答えいたします。衛生費貸付元利収入の部分につきまして、

残金の部分については後ほど、今、手元に金額がございませんので、後ほど回答させて

いただきます。

まず、医療機器購入貸付金償還 170万円の部分につきましては、わたなべ歯科に医療
機器、ＣＴの購入の貸し付けということで、平成 24年から 10年間ということで貸し付
けしております。30年につきましては７年目ということになっております。
それから、次の医療体制確保緊急融資貸付金償還、これにつきましては、サホロクリ

ニックの緊急融資ということで、これは平成 27 年から６年間の償還ということで、30
年度につきましては４年目になっております。

それから続きまして、入院病床運営・維持費貸付金償還、これにつきましても同様、

サホロクリニックの貸し付けということで、平成 28年から 10年間の償還ということで、
30年度につきましては３年目という状況になっております。以上であります。

◎湯浅真希委員長 暫時休憩いたします。

（宣告 １６時００分）

◎湯浅真希委員長 休憩を解き再開いたします。

（宣告 １６時０３分）



◎湯浅真希委員長 回答については後ほどということで、柴田委員。

◎柴田信昭委員 話をしましたから、なかなか資料難しいかなというふうに思っていま

すので、後ほどでいいのですが、財産に関する調書の中に、貸付金の部分は載っていな

いんですよね。それで、要望なんですけれども、やはり貸付金については、誰になんぼ

というのは別にしましても、費目ごとになんぼ貸して、利率はなんぼで、残金がなんぼ

で、利息はなんぼもらった、利率は無利子というところもあるんですけれども、そうい

うものが分かるような資料をこれに載せてほしいなというふうに思うんですけれども、

その点どうですか。

◎湯浅真希委員長 暫時休憩いたします。

（宣告 １６時０５分）

◎湯浅真希委員長 休憩を解き再開いたします。

（宣告 １６時０７分）

◎湯浅真希委員長 渡辺総務課長。

◎渡辺裕之総務課長 お答えいたします。決算の資料として皆さんにお配りしているも

のと、決算書の整合性というか、位置付けということで、４ページのほうが、これを作

るためのもとになる明細というのを作っておりまして、それをもとに、この４ページの

上の債権という表を作っているんですけれども、元の表の中には先ほど話をいただいた

償還の状況とか、何パーセントであるとか、利息はというような形で表を作っておりま

すので、その表がどこまで個別の細かいところまで出せるかというのはあるんですけれ

ども、水道の決算書のほうも細かい数字を載せているような状況になっておりますので、

水道の状況も参考にしながら、どういう形ができるかというのを見ながら、もう少し細

かくお金の動きを含めて分かりやすいものにするということで、内容を検討させていた

だきたいと思います。

◎湯浅真希委員長 柴田委員。

◎柴田信昭委員 要するに、それぞれ諸収入で利息の部分がなんぼ入ったかというのが、

この決算書では分からないんですよね。

それから、貸し付けの残高が、それぞれの費目でなんぼあるのかということも、この

決算書の中では分からないんです。労働費の貸し付けのときにも話したんですけれども、

銀行に一括 1,000 万円を預けているので、その 1,000 万円を貸したというけれども、実
際には２件しか貸し付けしていないというようなことなので、その辺も、われわれ分か

らないものにすれば分からないんです。もうちょっと詳しく今年度なんぼ貸したのか、

そして残もなんぼあるのかということを、やはり分かりやすいように示してもらいたい

なということなので、よろしくお願いいたします。

◎湯浅真希委員長 渡辺総務課長。

◎渡辺裕之総務課長 今のご指摘を受けまして、分かりやすいように変えるように内容

を検討したいと思います。

◎湯浅真希委員長 ほかに。

（「なし」の声あり）

◎湯浅真希委員長 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

◎湯浅真希委員長 次に、特別会計の審査に入ります。264 ページをお開き願います。
国民健康保険事業特別会計 264ページから 286ページ終わりまでの歳入歳出全般につ

いてご発言ください。青柳委員。

◎青柳茂行委員 国保についてお尋ねしたいのですが、私もこれは例年質問してきたこ

となんですけれども、いわゆる資格証明書、短期証明書の発行状況を教えていただきた

いと思います。何件と何世帯くらい発行されているのか、確認したいと思います。

◎湯浅真希委員長 中村町民課長。

◎中村勝志町民課長 青柳委員にお答えします。

30 年度末で短期保険者証の交付は２世帯、６名となっております。以上でございま
す。

◎湯浅真希委員長 青柳委員。

◎青柳茂行委員 もう一度確認します。資格証明書ですか、短期証明書ですか。

◎湯浅真希委員長 中村町民課長。

◎中村勝志町民課長 申し訳ありません。資格証明書の交付対象者はおりません。今の

２世帯、６名は全員、短期保険者証の交付者であります。

◎湯浅真希委員長 青柳委員。

◎青柳茂行委員 １回余分に使ってしまった。短期証明書ですけれども、仮に１カ月の

方がもしいるとすれば、問題ではないかなと思うんですよね。つまり、毎月役場の窓口

に来なければならないということで、非常に精神的に苦痛を味わなければならないとい

うようなことが発生していないのかどうなのか。２世帯、６名ですか、対象について何

カ月のを発行しているのか、教えてほしいと思います。

◎湯浅真希委員長 中村町民課長。

◎中村勝志町民課長 30年度は２世帯とも１カ月の短期証を交付しております。
◎湯浅真希委員長 ほかに。

（「なし」の声あり）

◎湯浅真希委員長 これをもって国民健康保険事業特別会計を終わります。

次に進みます。

◎後期高齢者医療特別会計 歳入歳出全般

◎湯浅真希委員長 後期高齢者医療特別会計 287ページから 297ページ終わりまでの歳
入歳出全般についてご発言ください。

（「なし」の声あり）

◎湯浅真希委員長 これをもって後期高齢者医療特別会計を終わります。

次に進みます。

◎介護保険特別会計 歳入歳出全般

◎湯浅真希委員長 介護保険特別会計 298ページから 322ページ終わりまでの歳入歳出
全般についてご発言ください。

（「なし」の声あり）

◎湯浅真希委員長 これをもって介護保険特別会計を終わります。



次に進みます。

◎簡易水道事業特別会計 歳入歳出全般

◎湯浅真希委員長 簡易水道事業特別会計 323ページから 336ページ終わりまでの歳入
歳出全般についてご発言ください。

（「なし」の声あり）

◎湯浅真希委員長 これをもって簡易水道事業特別会計を終わります。

次に進みます。

◎公共下水道事業特別会計 歳入歳出全般

◎湯浅真希委員長 公共下水道事業特別会計 337ページから 357ページ終わりまでの歳
入歳出全般についてご発言ください。

（「なし」の声あり）

◎湯浅真希委員長 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

◎湯浅真希委員長 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。柴田委員。

◎柴田信昭委員 決算参考資料の中で、８項目目、町債借入先別及び利率別現在高の状

況と書いてあるんですが、この中で、それぞれ利率のパーセントごとに金額が載ってい

るんですけれども、今の時代ですから、３パーセント以上で６パーセント以下のものが

まだ相当残っているわけですけれども、これは繰上償還できないものでしょうか。

◎湯浅真希委員長 渡辺総務課長。

◎渡辺裕之総務課長 お答えいたします。こちらの償還するときのルールといたしまし

て、繰上償還をする場合、繰上償還をするとなると、もともとのあった利率の分を残り

の掛かるべき利率の分を全て上乗せして償還をかけていかなければならないということ

で、結果的には繰上償還をしていくという狙いというか、メリットがあたりませんので、

そちらのほうは繰上償還をしないで、平準化にもつながりますので、そのまま決められ

た規定どおりの期間での償還ということを続けております。

◎湯浅真希委員長 柴田委員。

◎柴田信昭委員 そういうルールというのは、借入先ごとに全部統一されているわけで

すか。借入先ごとに違うあれがあるのではないかと思うんですけれども。

◎湯浅真希委員長 暫時休憩いたします。

（宣告 １６時１６分）

◎湯浅真希委員長 休憩を解き再開いたします。

（宣告 １６時２０分）

◎湯浅真希委員長 渡辺総務課長。

◎渡辺裕之総務課長 お答えいたします。繰り返しになりますけれども、政府系金融機

関、ルールに基づいてということになりまして、繰上償還をしてもメリットがないとい

うことで、現在の形をとっております。



民間につきましては、町内の金融機関ということもありますし、低金利の中でありま

すので、いろんな状況を見ながらそこは判断させていただきたいなと思っているところ

です。

繰上償還等をしていくことで、財政的に有利な形というか、健全化に結びつくという

面でやはり見ていく部分が必要かなと思っておりますので、このような借り入れの繰上

償還以外にも、いろんなことを考えながら健全財政に努めていきたいな思っています。

◎湯浅真希議員 ほかに。青柳委員。

◎青柳茂行委員 補足質問ということで、２、３お伺いしたいと思います。

一般質問、それから３日の議案審査でもお話しした点なんですけれども、この９月の

定例会で、各町村が保育料の副食費の無償化を実施しているところが各地で出ています。

今朝の新聞も士幌町が単費でやると。それから清水町、更別村ですか、ここも実施す

るということで、このままでいくと、新得町は時代の波に乗り遅れるんじゃないかなと

いう懸念もしております。

そういう意味で、前回、町長の答弁で、自分の食べるものは自分で賄うのが当然だと

いうような答弁だったと思うんですけれども、一般的には確かにそういうことになると

思うんですけれども、地方公共団体の趣旨からいって、町民の福祉の増進に努めるとい

うのが地方公共団体の１つの任務というか役目になっています。

私、そういう立場からこの質問を行っていたわけですけれども、これについては答弁

はいりませんけれども、あくまでも要請ですけれども、来年度の予算でしっかり実現で

きるように努力していただきたいなということであります。これについては答弁はいり

ません。

（発言の取り消し）

それからもう１つですけれども、従来の公民館の使用に対するアンケートを採ったか

なと思うんですよね。そのときにエレベーターの設置というのが確か項目としてあった

と思うんですけれども、現状として、高齢者が公民館の２階まで上がってくるのがなか

なか困難な方が、私が見る限りは相当数いるわけですよね。それで、せっかく楽しみに

していたサークルも辞めなくてはならないという人もこの間、何人か見てきております。

そういう意味で、公民館のエレベーターの設置が可能なのかどうなのか、その点を確

認したいなと思います。

◎湯浅真希委員長 渡辺総務課長。

◎渡辺裕之総務課長 （発言の取り消し）

◎湯浅真希委員長 岡田社会教育課長。

◎岡田徳彦社会教育課長 公民館のエレベーターの関係でお答えいたします。

この間、委員おっしゃったように、公民館の利用者アンケートを実施しておりまして、

２階に上がるのがたいへんつらいという声がたくさんあるというのも承知しているとこ

ろでございます。

エレベーターの設置につきましては、かねてから内部では検討はしてきたところでご

ざいますけれども、公民館の現在の建物の内部に設置するスペースがなかなか難しくて、

可能性としては建物の外に新たに張り出した形で、外付けのエレベーターということに

なるようなお話しがありまして、そうなると、かなり高額な経費が発生するという話も

伺っております。

それで今、役場の庁舎の改築の検討を内部でも委員会があるんですけれども、その中



で、まだ検討段階なんですが、役場と公民館を１階と２階と接続して、役場のエレベー

ターをなんとか公民館の利用者と共用できないかどうかというところも今、検討はして

いる状況にあります。以上です。

◎湯浅真希委員長 青柳委員。

◎青柳茂行委員 （発言の取り消し）

それから、公民館については、役場庁舎とということで、これは計画でいくと何年か

先になりますよね。それまで待ってくれという話なんですけれども、そのこともできれ

ば何らかの関係で、これは役場の庁舎が具体的にならなかったらなかなか発表できない

ことかもしれませんけれども、公民館を使っている方々というのは相当数いると思いま

すし、高齢者の方々もたくさんいると思いますので、何らかのものを通じながら、アン

ケートの結果といいますか、そのことも含めてお知らせしていただきたいなというふう

に思いますけれども。

◎湯浅真希委員長 渡辺総務課長。

◎渡辺裕之総務課長 （発言の取り消し）

◎湯浅真希委員長 岡田社会教育課長。

◎岡田徳彦社会教育課長 公民館の関係でお答えいたします。

超高齢化社会ということで、昔よりも高齢の方が今、外に出て活動される方が増えて

いるかなというふうに思っております。

公民館、建物が古いですけれども、いろんな方々の声を聞きながら、手すりを増やし

たり新たに設置したり、大ホールにつきましても、今年の春にも段差の解消を図ってお

りまして、できるだけ足腰の弱い方、いろんなさまざまな多くの方に利用しやすい施設

づくりをというふうに考えているところでございます。

エレベーターにつきましては、今すぐどうこうとなかなか難しいかなというふうに考

えております。なるべくそういう足腰が不自由な方、ご高齢の方、障がい者の方につき

ましては、階段を上がらないで１階を優先的に利用できるような形でなんとかできない

かなと思っているところでございます。以上です。

◎湯浅真希委員長 ほかに。

（「なし」の声あり）

◎湯浅真希委員長 これをもって審査を終わります。

◎討論・採決

◎湯浅真希委員長 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。

（挙手あり）

◎湯浅真希委員長 それではこれより討論に入ります。まず原案反対の委員の発言を許

します。青柳委員。

◎青柳茂行委員 一般会計については基本的に賛成であります。

先ほどの特別会計、国保会計ですよね。ここについて、短期証の１カ月を発行してい

るということで、２世帯、６名という答弁がありました。短期証を毎月、先ほども申し

上げたように、１カ月１回というのは本当にきつい話ではないかと思うんですよね。そ

れで、短期証を持って毎月来るということは、国保税を支払う意志があるという１つの

表れだと思うんですよね。そういう方に対して毎月１回というのは、ちょっと酷な話で



はないかなというふうに思います。改善を求めて、反対としたいと思います。

◎湯浅真希委員長 次に原案賛成の委員の発言を許します。

（「なし」の声あり）

◎湯浅真希委員長 これをもって討論を終結します。

それでは、これより認定第１号、平成 30 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委員の挙手を求めます。

［挙手多数］

◎湯浅真希委員長 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（各会計）

◎湯浅真希委員長 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、平成 30年度新得町各会計歳入歳出決算特別委員会を閉会いたします。
（宣告 １６時３４分）

◎発言の取り消し

◎橋場めぐみ議会事務局長 委員より発言の申し出がありますので、決算特別委員会委

員長よりお願いいたします。

◎湯浅真希委員長 青柳委員より先ほどの各会計歳入歳出決算特別委員会補足質疑の一

部発言について取り消しの申し出がありましたので、直ちに会議を開きここで青柳委員

の発言を許します。

（宣告 １６時５３分）

◎青柳茂行委員 先ほどの各会計歳入歳出決算特別委員会補足質疑の中で、町からの町

内事業者への発注についての発言について、誤解を招く内容があったためその関係部分

について取り消していただきたくお願いいたします。

◎湯浅真希委員長 ただいま青柳委員より発言の取り消しの申し出がありましたが、取

り消しすることにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

◎湯浅真希委員長 異議なしと認めます。

したがって、青柳委員からの発言の取り消しを許可することに決定しました。

これをもって、会議を終了いたします。

（宣告 １６時５５分）



◎開議の宣告（水道事業会計）

◎湯浅真希委員長 ただいまから、新得町水道事業会計決算特別委員会を開会いたしま

す。

直ちに会議を開きます。

（宣告 １６時３４分）

◎新得町水道事業会計

◎湯浅真希委員長 それでは、本委員会に付託されました認定第２号、平成 30 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、事業報告書および付

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）

◎湯浅真希委員長 それでは、決算報告書、事業報告書および付属資料についての概要

説明を求めます。初山施設課長。

［初山一也施設課長 登壇］

◎初山一也施設課長 新得町水道事業会計、平成 30年度水道事業会計決算書について、
ご説明申し上げます。

決算報告書の１ページをお開きください。

（１）の収益的収入及び支出の収入、第１款、事業収益の決算額は、１億 1,933万 632
円。下段支出での、第１款、事業費の決算額は、9,883 万 7,096 円となっております。
２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。

第１款､資本的収入の決算額は１億 9,008万円で、資本的支出の決算額は２億 3,525 万
3,000円であります。
支出に対し不足する額 4,517万 3,000円は、下段の補てん財源明細書に記載のとおり、

当年度分損益勘定留保資金 3,228 万 6,126 円ならびに当年度消費税資本的収支調整額
1,149万 2,000円と建設改良積立金 139万 4,874円で補てんをいたしております。
３ページ剰余金計算書でありますが、30 年度末残高、資本合計４億 6,676 万 1,755 円

で、下段の表剰余金処分計算書では、処分後残高の資本金３億 3,212 万 3,529 円、資本
剰余金 5,298万 1,202円､未処分利益剰余金 5,466万 5,351円となっております。
次に財務諸表についてご説明いたします。

４ページ、損益計算書であります。

下から４段目の当年度純利益については、収益から費用を差し引いた金額 900万 1,536
円となっております。

下から３段目の前年度繰越利益剰余金 4,707 万 8,941 円を合わせまして、当年度未処
分利益剰余金の額は 5,608万 477円となっております。
次に５ページは、貸借対照表であります。

資産の部で固定資産、流動資産の合計が、最下段のとおり 17億 5,038万 3,910円とな
ってございます。

６ページ、負債の部の合計が中段に記載の金額 12億 8,362万 2,155円となっておりま



す。

資本の部では、資本金、剰余金の合計が下段から２段目の４億 6,676 万 1,755 円、し
たがいまして負債資本合計が 17億 5,038万 3,910円となっております。
７ページは、水道事業キャッシュフロー計算書でございます。

次に財務諸表附属書類をご説明いたします。

８ページは、収益・費用明細書であります。

営業収益では、上から４段目の水道料金につきましては 9,137 万 9,130 円と、消費税
が 731万 331円となっており、収益の合計金額が 9,868万 9,461円となってございます。
最下段の収益の合計金額は、１億 1,933万 632円となってございます。
９ページ、10ページは、費用の明細であります。
11ページは、固定資産明細書であります。
12ページは、長期借入金明細書と積立金計算書であります。
積立金計算書では、当該年度末残高金額の合計は 2,557万 6,547円となっております。
13、14ページは、事業報告書であります。
30 年度は、平成 31 年３月末の給水戸数は 2,668 戸で、昨年度と比較し８戸の減とな

っております。また、給水人口におきましても 5,071 人となっており、昨年度と比較し
て 114名の減少となっております。主な要因としては、人口の減少に伴ってのことと考
えてございます。

年間総配水量は、昨年度より１万 5,158立方メートル増加の 71万 7,684立方メートル
となっております。また年間総有収水量についても１万 3,565立方メートル減少して 57
万 9,305 立方メートルとなっております。漏水調査等の成果で恒常的な漏水量は少なく
なってきておりますが、今後も引き続き調査を継続しながら安定的な供給を図ってまい

りたいと考えております。

水道料金の収納対策では、督促状等の送付や滞納者宅への電話連絡・訪問による収納

に努め、悪質滞納者には給水停止を行っております。

収納率については、当年度分で 99.18パーセントで対前年比 0.27パーセント増となっ
ておりますが、引き続き全額納入となるように努力してまいります。

14 ページの説明については、前段の１ページから３ページの決算報告書を先ほどご
説明させていただきましたので、省略をさせていただきます。

次年度以降につきましては、施設の老朽化に伴う浄水場の更新工事についても完成に

向け引き続き継続し、今後も水道事業の健全経営を基本理念とし、経常経費の節減およ

び業務の効率化により、より皆様に安全・安心・安定した水道水の供給に努め、公共の

福祉がより一層推進されるように努力をしてまいります。

15ページは、議会での議決事項と職員数の現況でございます。
16ページは、職員の給与の現況であります。
17ページは、工事の施工状況であります。
18ページは、委託業務の状況であります。
19ページは、業務量であります。
20ページは、事業収入および事業費に関する事項であります。
21ページは、附帯事項で給水装置工事の内訳でございます。
22 ページは、費用構成比の内訳で、給水原価は最下段の費用合計のとおり、１立方

メートル当たり 166円となってございます。



次に別冊で配布をさせていただいております、水道事業会計決算特別委員会資料であ

りますが、５ページに十勝管内の水道料金の概要を記載しておりますので、参考として

いただきたいと思います。

以上で、平成 30 年度水道事業会計決算書の説明を終わらせていただきます。よろし
くご審議のほど、お願い申し上げます。

［初山一也施設課長 降壇］

◎湯浅真希委員長 以上で説明が終わりました。

それでは、これから質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

◎湯浅真希委員長 ないようですので、これをもって質疑を終わります。

◎討論・採決

◎湯浅真希委員長 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）

◎湯浅真希委員長 これをもって討論を終結します。

それでは、これより認定第２号、平成 30 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委員の挙手を求めます。

［挙手全員］

◎湯浅真希委員長 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（水道事業会計）

◎湯浅真希委員長 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、新得町水道事業会計決算特別委員会を閉会いたします。

（宣告 １６時４５分）


