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午前１０時００分 開議

◎開議宣告

○議長（古舘繁夫君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１４名であります。

定足数に達しておりますので、これから平

成２３年第１１回美幌町議会定例会第２日目

の会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の

規定により、１０番宗像密琇さん、１１番大

原昇さんを指名します。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告につきましては、事務局長から

報告させます。

○事務局長（高坂登貴雄君） 諸般の報告を

申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については、省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条の規定に基づ

く出席説明員につきましては、第１日目と同

様でありますので御了承願います。

なお、沖田教育委員会委員長、所用のため

本日午後以降欠席の旨、大村国保病院事務

長、所用のため本日欠席の旨、それぞれ届け

出がありました。

以上で、諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第２ 一般質問

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 一般質問

を行います。

昨日に引き続き、通告順に発言を許しま

す。

３番早瀨仁志さん。

○３番（早瀨仁志君）〔登壇〕 早速ですけ

れども、質問をさせていただきます。

まず第１に、てん菜等作付奨励事業につい

てであります。平成２４年産のてん菜作付奨

励についてお伺いをいたします。

てん菜作付奨励事業については、輪作体系

の維持のために大きな役割があったと思われ

ます。製糖工場の存続や地域経済にも大きな

影響があることを再認識したところでござい

ます。

そこで、平成２４年産のてん菜作付意向調

査の実施、及び糖業、ＪＡからの協議や支援

の要請があったのか、お聞きいたします。

二つ目に、でん粉原料バレイショについて

であります。

てん菜と同様に、輪作体系維持のために重

要でありますが、美幌には、御存じのとお

り、農産加工場があり、作付の減少は地域の

経済にも大きな影響が考えられます。

これまで作付体系などＪＡとの協議を進め

ると９月の定例会での答弁がありましたが、

どこまで協議が進んでいるのかをお聞かせく

ださい。

また、作付の減少を抑えるための支援につ

いても、考え方について改めてお聞きをいた

します。

２点目でありますけれども、大震災に伴い

発生したがれきの受け入れについてでありま

す。

東日本大震災に伴い、岩手、宮城両県で発

生したがれきの受け入れについて、北海道新

聞がオホーツク管内１８市町村に聞き取り調

査を行ったところ、現時点で受け入れ可能と

回答したのは、美幌町、清里町の２自治体と

なっているとの報道がなされ、１１月の臨時

議会において行政報告がありました。

その中で、義援金、救援物資の提供などを

行ってきたが、その一連の支援として、美幌

町においてがれきの受け入れ可能な数字を示

したもので、受け入れが決まったものではな

いし、安全性の確認がとれれば受け入れをし
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たいとの考えでありました。

報道によると、他の自治体の対応は「処分

場に余裕がない」「焼却施設がない」、いろ

いろな理由はあるが、結局のところ、福島第

一原発事故の影響でがれきに放射性物質が付

着している可能性があることが判明し、安全

性が担保されていないことから、住民の理解

が得られないため、受け入れをしないとされ

ていました。

心情として、復興支援のためにがれきの受

け入れをしたい、してあげたいという思い

は、国民みんなの思いであります。この問題

は、受け入れ可能のいかんを問わず、国の事

業として取り組み、全自治体が取り組みをす

ることが望まれますが、被災地周辺の企業や

農畜産業、漁業等にも大きな問題が発生する

と思われます。このことを考えたときに、拙

速な判断は禁物であり、町民の理解が得られ

ないと実施が困難であると思いますが、改め

て町長のお考えをお聞きいたします。

３点目であります。（仮称）文化ホールの

備品について、備品の整備の考え方について

お伺いをいたします。

厳しい財政状況の中で、（仮称）文化ホー

ルにふさわしい備品をそろえるのは大変だと

思います。（仮称）文化ホールがオープンす

るまでに時間はそんなに残っておりません

が、知恵を絞っていただき、町民が喜ぶ施設

になるよう、備品整備についても町としての

考えをお聞かせいただきたいと思います。

また、個人や各種団体から寄贈の申し出が

あったと聞いておりますが、現時点で発表で

きるものがあればお示しください。この場

合、寄贈される個人や団体との調整を行い、

町が備品を指定することがあるのかについて

もお聞きをしたい。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 早瀨議員の

質問にお答えをいたしたいと思います。

初めに、てん菜等作付奨励事業について、

平成２４年産のてん菜作付奨励についてであ

りますが、てん菜の作付は、畑作における輪

作体系を維持するためには重要な作物であ

り、作付面積の減少が続けば、製糖工場の存

続問題につながり、関連事業など地域経済全

体に影響を及ぼすことが懸念されていること

から、平成２３年について、糖業３社、農協

中央会などによる作付支援対策などの状況を

踏まえ、日甜やＪＡと協議を行い、てん菜作

付の現状維持や増反に対して支援をしてきま

した。このことにより、前年に比べマイナス

１２ヘクタールにとまり、支援の効果があっ

たものと考えております。

また、道内におけるてん菜作付の減少に伴

い、地域経済に大きな影響を与える道内の製

糖工場所在の８市町により、平成２３年１２

月５日に、てん菜の作付振興を総合的に推進

するため、北海道てん菜振興自治体連絡協議

会を設立し、士別市長を会長に選出したとこ

ろであります。

同日、民主党北海道、北海道知事、北海道

農政事務所所長に対し、てん菜の安定生産を

図ること、戸別所得補償制度におけるてん菜

への支援策としての産地資金の確保、ＴＰＰ

交渉参加反対などについて、平成２４年度て

ん菜振興に関する提案書を提出しているとこ

ろであります。

次に、平成２４年産の作付意向調査につき

ましては、９月末時点でことしの作付実績

２,７３７ヘクタールから１３７ヘクタール

少ない２,６００ヘクタールとなる見込みと

なっておりますことから、前年並みの作付を

確保するよう、関係機関により鋭意努力され

ておりますことから、今後、さまざまな影響

を考慮して、昨年に引き続き、てん菜の作付

増反のための奨励事業を関係機関・団体と一

体となって講じてまいりたいと考えておりま

す。

２点目のでん粉原料バレイショの作付奨励

についてでございますが、バレイショの作付

もてん菜と同様に、畑作における輪作体系を

維持する中では重要な作物であります。

美幌町農業実態調査結果から、バレイショ
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については食用や加工用を増反し、また、農

業所得の向上のため、野菜導入を奨励してき

た結果、でん粉原料用バレイショの作付は減

少傾向にあります。

このような中、でん粉原料バレイショの作

付面積拡大を行うことは、他作物の作付全体

に与えるさまざまな影響を考慮しなければな

らないことから、作付体系全体をＪＡなどと

協議していかなければならないと考えており

ますが、現時点で具体的な協議には至ってお

りませんので、今後、必要に応じ対応してい

きたい考えであります。

なお、でん粉原料用バレイショの安定生産

に不可欠な基盤整備事業の充実にあわせ、北

海道が実施したてん菜やでん粉原料バレイ

ショの生産に欠かせない戸別所得補償制度に

おける畑作の産地資金による上乗せについて

現時点で確定しておりませんが、引き続き要

望してまいりますので、御理解をお願いいた

したいと思います。

次に、大震災に伴い発生したがれきの受け

入れについてでありますが、新聞では、聞き

取り調査により受け入れ可能と報道されてお

りますが、この回答は北海道新聞の聞き取り

調査に対して回答したものではありません。

１１月の臨時議会の行政報告で説明したとお

り、廃棄物の受け入れについても、義援金や

救援物資の提供と同じく被災地支援の一環と

して考えているということであり、環境省の

調査に対して安全性が十分確保できる前提で

容量、実績等を考慮した結果、物理的に受け

入れができると回答したもので、町として受

け入れを決めたということではありませんの

で、御理解願います。

今後においても、災害廃棄物に関しては、

国が責任を持って安全性を担保し、広域的処

理を進めることとなっており、一つの自治体

のみで決定できるものではないと考えており

ますので、御理解をお願いいたしたいと思い

ます。

なお、（仮称）文化ホールの備品について

は、教育委員会のほうから答弁をさせていた

だきます。

以上、答弁させていただきました。よろし

くお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（川崎俊郎君）〔登壇〕 それで

は、（仮称）文化ホールの備品の考え方につ

いて御答弁を申し上げたいと存じます。

（仮称）文化ホール整備は、厳しい財政状

況の中、総事業費１２億円として事業を取り

進めてまいりました。現在の工事進捗状況は

６０％を超えており、順調に推移をいたして

おります。

また、（仮称）文化ホールのオープニング

につきましても、文化連盟が中心となり、実

行委員会を立ち上げ、子供からお年寄りまで

幅広く町民が参加する記念事業として、明年

８月１９日、日曜日に開催が予定されている

ところであります。

さて、（仮称）文化ホールの備品について

でありますが、基本として、今ある備品につ

いては、使えるものは使っていくこととし、

また、新たに購入する備品については、ホー

ル機能の充実を主眼に必要とするものを整備

したいと考えております。

具体的には、既存備品の点検を行い、今後

の使用可能性を判断するとともに、これまで

の使用実績の確認、これと並行しまして利用

団体からの御意見、御要望をお聞きし、さら

には、舞台アドバイザーに助言をもらうなど

して、備品購入のリストづくりを進めてまい

りました。

次に、個人や各種団体からの寄贈の申し出

についてでございますが、現在のところ、美

幌ロータリークラブ様よりピアノ１台、美幌

ライオンズクラブ様より講演台、花台、金屏

風各一式、美幌歌謡連合会様より時計１台な

どの申し出をいただいているところでありま

す。

寄贈を受けるに当たりましては、寄贈者の

思いを尊重することはもとより、寄贈者の御

意思で備品を決定していただいているところ

であります。



－ 46 －

したがいまして、町が寄贈される備品を指

定することはありませんが、寄贈者から寄贈

する備品の選定に当たって御相談をいただい

た際には、寄贈者の御意向をお伺いした中で

町としての希望を申し上げることもございま

す。

以上、御答弁を申し上げました。よろしく

お願い申し上げます。

○議長（古舘繁夫君） ３番早瀨仁志さん。

○３番（早瀨仁志君） 再質問ということで

お願いしたいと思いますけれども、てん菜の

奨励事業については、２４年度お考えいただ

くということでありますので、よろしくお願

いしたいと思います。

答弁の中で、１２月５日付で、てん菜の作

付を推進するために北海道てん菜振興自治体

連絡協議会が設立されたということでありま

すけれども、この内容について新聞等でも報

道されておりますけれども、詳しくという

か、お知らせいただければありがたいなと思

うのですけれども、まず、それが１点であり

ます。

それと、昨日の新聞だったと思いますけれ

ども、戸別所得補償制度の見直しが話をされ

ておりましたけれども、民主、自民、公明、

３党での合意ができなかったということで、

その見直しはできていないということで、新

聞報道にもなっておりますけれども、これら

について美幌もかなりの影響があるのではな

いかというふうに懸念をしておりますけれど

も、この辺についての御認識を伺っておきた

いと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） まず初めに、てん菜

振興自治体連絡協議会ですけれども、１２月

５日、札幌において、道内の８市町で協議会

をつくったということでございます。これは

道内３メーカー８工場があります。網走管内

でいいますと、美幌町、北見市、それから斜

里町、そして、上川のほうにいきますと士別

市、それから十勝は、本別町、清水町、芽室

町、そして道南の伊達市、この８市町で協議

会をつくりました。

このいきさつは、どこの市町においても製

糖工場がもちろんあって、その中で原料の

ビートの作付が減少していくという中で、地

域経済に与える影響、経済的な影響が非常に

大きいということで、国に対して、例えばＴ

ＰＰの問題も大きな問題として、農業の中で

も特にてん菜が厳しい状況にあるということ

で、ＴＰＰの反対であるとか、あるいは、作

付奨励の意欲をもっと持っていただこうとい

うことで、畑作版の産地資金を去年も使って

おりますけれども、引き続き畑作における産

地資金をぜひともこのてん菜、あるいはでん

原用バレイショのほうに充てていただきたい

と。そういうことは一つの町、市だけで声を

上げても、なかなか大きな声として出ていか

ないということでありますので、お互い同じ

経済環境にある８市町が固まって声を上げて

いこうということで組織されたものでござい

ます。

それから、戸別所得補償の関係も、協議打

ち切りと、私もちょっと新聞報道を見ました

けれども、いずれにしろ、これからどうなっ

ていくのかというのが生産者の皆さんも、

我々地域を預かる者、あるいは農業経済団体

も、非常に先行きを心配する向きがあると思

います。

いずれにいたしましても、今は農業政策の

柱でありますから、しっかりとした制度とし

て定着していくように、生産者にとってより

よい制度になるように期待していると。それ

を見守るというようなことではないかなと、

そんなふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ３番早瀨仁志さん。

○３番（早瀨仁志君） せっかく協議会が立

ち上がったのでありますから、ぜひとも、実

のある活動をしていただきたいというふうに

思っておりますので、よろしくお願いいたし

たいと思います。

ただ、戸別所得補償制度、この話し合いが

非常にわかりづらいということでありますけ
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れども、自民党がこれらに対して言っており

ますことは、食料自給率の向上だとか、規模

の拡大、それから、農業基盤整備事業の予算

の枠を拡大してほしいという、これらのこと

について民主党と話し合っていた経過がある

のですけれども、民主党は、必要な予算を適

切に計上していくと言うだけで、具体的な政

策を示していないと。そんなので、この話し

合いは結果的には決裂して終わっているとい

う状況なので、美幌町にとってやはり畑作物

というのは重要な産業でありますので、非常

に重要だと考えております。

それで、美幌町も、これらについては引き

続き、対策を講じていただくように中央に対

しての働きかけをお願いしたいというふうに

思いますけれども、これについての考えをひ

とつお聞かせいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 最近の農政は、旧政

権では品目横断、今度は、品目ではなくて個

別の農家に焦点を当てて制度を変えてきたと

いうことでありますけれども、例えば、戸別

所得補償が新しくできて、片っ方では農業基

盤整備事業の予算が半分以下に落ちるという

現象が出ているという、紛れもない予算上の

事実ですから。ただ、こちらのお金をこちら

に回したかどうかは説明がありませんからわ

かりませんけれども、いずれにしろ、政党間

の話では、ばらまきはもういいじゃないか

と、そういうところをしっかり見直して、農

業のよって立つ土地をしっかり守るような農

業基盤整備事業のほうに、元に戻してしっか

りやるべきだというところで意見が分かれて

いるのではないかなと思いますけれども、１

回目の答弁でも言いましたけれども、いずれ

にしろ農業者が将来にわたって営農し続け

る、あるいは次の世代に渡せるという、そう

いう将来に向かって明るい、あるいは希望の

持てる政策でなければだめだと私は思ってお

ります。

今、何が一番心配かというと、やはり後継

者の問題です。後継者が夢も希望も持てな

い、将来に対する不安があるという、そうい

う農政では、食料の安全保障も守れないと

思っておりますので、我々としては、そう

いったことを国としてしっかりと強いメッ

セージを、農業を守るのだと、何としても守

ると、その措置をとるということを言ってい

ただきたいということも、私どもは機会があ

れば、そのことを言い続けます。言い続けて

きましたし、これからも言い続けていきたい

と、そんなふうに考えております。

○議長（古舘繁夫君） ３番早瀨仁志さん。

○３番（早瀨仁志君） それで、でん粉原料

バレイショの関係なのですけれども、でん粉

原料バレイショについては、バレイショです

から、そのバレイショが食用なり加工なりに

かわっているからいいのではないかという、

こういう言い方ですけれども、先ほど申しま

したように、美幌町ではでん粉工場を抱えて

いると。しかも、美幌町だけでない、各地区

からバレイショが来て、ここで加工している

ということでございます。美幌町にとっても

大きな経済効果を発揮しているのでないかと

いうふうに考えております。

そのでん粉工場の運営に対して、これは農

協系統でやっているので、何ぼ少なくなって

も、農家がやっているからいいのでないかと

いう話でなくて、やはり町挙げて奨励すると

いうことも大事だと思うので、そのことを考

えてもらいたいなと思って今回も質問をした

わけであります。

増反というよりも、やっぱり現状維持に向

けてでもよろしいですから、今後、必要に応

じて協議に入るというのでなくて、ぜひとも

早い時期に協議に入っていただきたいなと思

うのですけれども、考えをお聞きしたいと思

います。

○議長（古舘繁夫君） 早瀨議員、てん菜の

ほうはいいですね。

○３番（早瀨仁志君） てん菜のほうはいい

です。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） もちろん、合理化澱
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粉工場、管内の農協が力を合わせて、たまた

まこの美幌に来ていただいたということで、

非常に地域経済に与える影響といいますか、

貢献度も非常に高いと思っておりますので、

決してこういうふうにしているわけではあり

ませんので、引き続き、何かあれば協議をし

ながら対応していきたいと、そんなふうに考

えております。

○議長（古舘繁夫君） ３番早瀨仁志さん。

○３番（早瀨仁志君） 続きまして、がれき

の問題について、町長から、先般、１１月の

臨時会でも話を聞いているところであります

けれども、再度、今回改めて聞いたというこ

とでありますけれども、やはり町民の皆さん

の大きな関心事で、心配をされているという

ことであります。

特に、さっきの説明では、新聞社に対する

回答ではなかったのだということで、理解は

しておりますけれども、やはり新聞に出たと

いうことでありますので、そういう誤解も皆

さん持っておられるというふうに思っており

ますので、質問させていただきました。

それで、管内でたった２町しか受け入れ可

能だというふうな答えを、実際には環境省の

ほうに回答しているわけでありますけれど

も、その問題がひとり歩きして、実際に本当

に美幌が受け入れてしまうのではないかとい

う懸念もありました中で、これまた新聞報道

の中で、東京都がいち早くがれきの受け入れ

を始めております。それで北海道が東京都な

り、がれきを集積している岩手県だとか宮城

県のほうに職員を派遣して視察をするのだと

いうことで新聞に載っておりました。それ

で、そういうことをしっかり見た上で、美幌

町の対応も今後考えていただきたいなと。

実際に聞きますと、やはり放射線の計測の

仕方だとか、住民に対する説明の仕方だと

か、そんなことをしっかり検証すると。それ

から、岩手だとか宮城に対しては、集積して

あるがれきについて、どのように分別した

り、どのように放射線をはかるのかというこ

とをしっかり道の職員に検証させるのだとい

うことで載っておりました。それはやっぱり

いいことだなというふうに思っております。

それらも踏まえて、美幌町としての対応を今

後、当然いつかは話が来ると思うのです、近

い将来。それに当たっての考えをお聞きした

いと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） まず、北海道新聞に

出た結果については、前回の議会でもお話し

したように、そういう調査でないということ

の前提で我々はお答えしている。それがどこ

かで、わかりませんけれども、こういう形

で、条件も全く付さないで報道されたという

ことで、町民の皆さんに本当に御心配かけて

おります。このことでは、町外の方も含め

て、随分心配されて、町にもさまざまな御意

見が寄せられているところであります。

我々としては、容量があるのかないのかと

いうことで、容量がありますと。ただ、もろ

手を挙げてということではなくて、国はしっ

かり洗浄と安全だということを決めないと

我々は受け入れられないと。そして今、新し

い処分場ができて少し余裕があると。ですか

ら、受け入れはこれぐらいできますよという

ことでありますので、繰り返しになりますけ

れども、やはり実際の受け入れになると安全

性、それから住民の皆さんの意向、美幌町だ

けではないと思います。どういう形でこっち

に来るか、釧路港から来るとすると、その道

道の自治体もあるわけですね。そういうとこ

ろもしっかりと判断しないといけないと、そ

んなふうに思っておりますけれども、全国的

にいうと、いち早く東京都が受け入れて、実

際今トラックあるいは列車で搬入していると

いう状況でありますけれども、そのほかに山

形であるとか青森県八戸市も受け入れるとい

うことで、実際受け入れをもうやっている

と。これはもう全国どこの自治体も同じだと

思いますけれども、安全性が確認されて、容

量があれば受け入れるというのは、これは国

で支えるという、まさにきずなであると思い

ますので、住民の皆さんが心配にならないよ
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うなことで、受け入れということが将来出て

くることについては、やはり一連の支援策の

一つであると、そういうふうに考えておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） ３番早瀨仁志さん。

○３番（早瀨仁志君） 本当に皆さんが心配

をしておられると。ただ、私どもも、このが

れきについては、本当に復興のためにみんな

して受け入れをして、早いところ処分してあ

げたいと、物すごい量なのでね。これを、例

えば北海道の端の美幌町でどうにかすると

いったって、できるものでもないと思うの

で、やはり全国民挙げて、これに対して協力

するような体制をとっていただきたいという

ふうに、美幌町も頑張っていただきたいと思

います。

ただ、心配するのが、やはりあの地域にお

いてお米の問題なんかでも、県は安全宣言だ

というふうに一時出して、その中で実際にお

米から放射線量が出たというようなことがあ

りましたよね。そんなことが実際どこでどう

いうふうに起きるかわからないという、本当

に懸念されるということでありますので、そ

れらについても十分気をつけていただきたい

なというふうに思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 議員おっしゃるとお

り、この地帯、畑作の一大基地でありますの

で、風評被害を含めて、あるいは人体に与え

る影響、これらも十分判断しなければいけな

いと、そんなふうに思っております。

実は先月、全国町村長大会がありまして、

その後、私、福島県飯舘村の菅野村長と

ちょっと懇談する機会がありました。今、村

全体が県外に移設している。まさに、もう一

回戻るか、あるいは別なところに行くかとい

うことで、家族自体も割れるというような、

そういった過酷な状況を私ども話として聞い

てまいりました。これは、やはり我々できる

ことはしっかりと支援していかなければ、い

つまでも復興できないという強い思いに至り

ました。

そんなことで、この地元を守るということ

もさることながら、地域としてしっかりと受

け入れるものはやっていきたいと、そんな思

いでありますので、受けとめていただきたい

なというふうに思います。

○議長（古舘繁夫君） ３番早瀨仁志さん。

○３番（早瀨仁志君） がれきについては終

了いたします。

文化ホールの備品について再質問をさせて

いただきたいと思います。

備品を選定されるに当たって、使用実績と

か、利用団体からの意見、それから要望を聞

いたということでありますけれども、その中

にピアノがあったのかどうかということで

ちょっとお聞きしたいと思います。まず、そ

れをお聞かせいただきます。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（川崎俊郎君） 利用団体の皆様か

らの御意見というのは、これまで（仮称）文

化ホールを建設するとか、そういう時々にい

ろいろなお話、情報交換をさせていただいて

おります。その段階では具体的なものはござ

いませんが、各単位団体、文化連盟を構成さ

れている各団体のほうからは、こういうもの

があればとか、ああいうものがあればという

お話はございました。その中で具体的に、今

の段階で、今までの経過からいいますと、ピ

アノについての要望については、文化連盟の

ほうからも御要望をいただいているところで

あります。

○議長（古舘繁夫君） ３番早瀨仁志さん。

○３番（早瀨仁志君） そういったことが

あったということでありますけれども、先

日、議会報告会が開催されました。その中の

意見交換会で、住民の方から意見として、

ホールにふさわしい立派なピアノが欲しいよ

というような話があったと思うのですけれど

も、これについて、先ほどあったロータリー

クラブからピアノの寄贈の申し込みがあった

ということで、これと関連づけたことが町の

中であったのかなと。ちょっと自分としては

不思議だなということがあったものですから
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質問しているのですけれども、ちょっとお聞

かせ願えればと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（川崎俊郎君） 文化連盟の皆さん

から、１２月６日の日にピアノについての御

要望をいただいています。ロータリークラブ

様からこのお話をいただいたのは、ことしの

２月、３月ぐらいに、ロータリークラブの元

の会長さんですとか、現役員さんですとかが

おいでになって、そういうお話をいただいて

おります。経過としてはそういうことであり

ます。

○議長（古舘繁夫君） ３番早瀨仁志さん。

○３番（早瀨仁志君） 美幌町として、もと

もとピアノを持っているというふうに聞いた

ことがあるのですけれども、今回ロータリー

クラブさんが寄贈されるということなので、

自分も実はロータリークラブ員なものですか

ら、やっぱり耳にするわけです。それで、寄

贈するものに対して何か言われるとやはり反

応してしまうということなので、そういうこ

とではなくて、町民の皆さんもいろいろな思

いはあるのだろうと思います。それにふさわ

しいものがもしか欲しいということであれ

ば、いろいろな話し合いができたのかなとい

うのがちょっと頭の裏に浮かんだものですか

ら、今回、議会でこんな話をするのはちょっ

とまずいかなと思いながら、ここで話してい

る次第であります。

町として、こういう意見が当然あるのだろ

うと思うのです。その調整とかそういうこと

はないというふうに言っていますけれども、

対象にする何か考えがあればお聞きしたいな

と思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（川崎俊郎君） 今お話ございまし

たけれども、現有のピアノ、１台ございま

す。今現在、これと同等のものはもう製造さ

れておりません。このピアノについては、既

存の町民会館が建設されたときに実は御寄贈

いただいたものでありまして、確かに古いも

のではありますが、それなりのグレードがあ

るピアノであります。町としては、これを廃

棄してしまうなんていうのは非常にもったい

ない話でございまして、それなりのメンテナ

ンスをした上で今後も使っていきたいという

思いでありました。現有ピアノについてはそ

ういうことであります。

その中で、新しいホールができ上がるに当

たって、私どもは、ピアノ１台では、でき得

れば２台体制をという考え方でおりました。

その中でロータリークラブさんのほうからそ

ういうお話を、あのときはピアノではどうか

というお話をいただいたということでありま

すので、それはそれとして大変ありがたいこ

とでありますので、私どもとしては、では、

よろしくお願い申し上げますということであ

りました。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 実は私もその要望を

受けた一人であります。今回のロータリーク

ラブばかりでなくて、一般的に御寄附をいた

だいたり、御寄贈いただいたりするのは、や

はりそういった気持ちをしっかり受けとめて

活用させていただくというのが極めて重要だ

と思います。それを、例えばほかの力で、あ

れじゃだめだということ自体は、御寄贈いた

だいた方の意に沿わないと、そんなふうに

思っておりますので、ありがたくお受けした

いということを申し上げまして、それとあ

と、つけ足してもうちょっとという話は、

ホール全体、私どもは長年かけてここまで来

て、ようやっと到達したという気持ちがあり

ますので、その段階であれもこれもそれもと

いう話にはなかなかなり切れないということ

も御理解してくださいというお話を陳情のと

きにさせていただきました。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、３番早瀨仁

志さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。

再開は、１０時５０分といたします。

午前１０時４２分 休憩

────────────────

午前１０時５０分 再開
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○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

一般質問を行います。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君）〔登壇〕 私は、通告

しております３点について、以下、一般質問

を行わせていただきます。

その一つは、ＴＰＰ協定参加阻止の取り組

みについてであります。

野田首相が１１月１１日にＴＰＰ協議参加

を表明いたしましたが、今後予想されるＴＰ

Ｐ交渉の流れは、アメリカ以外の８カ国は議

会の承認が要らないということで、政府はす

ぐ動くことが可能であります。しかし、アメ

リカは、議会の承認が必要なことから、例え

ば、政府と議会との事前協議が２カ月から３

カ月程度必要となっているようであります。

その後、政府は議会に通告し、議会の承認手

続がおよそ３カ月程度かかるだろうと。した

がって、アメリカ政府とアメリカ以外の８カ

国が日本の交渉への参加を承認した後、日本

が交渉に参加、そして、最終的に参加国全体

が最終合意をした後には、日本では、国会の

批准承認手続、すなわち国会の過半数の賛成

と、これを必要としているわけであります。

したがって、どう早く見積もっても半年以

上、１年程度の、あるいはそれ以上の時間が

かかる可能性を持っているわけでありまし

て、この時間表をしっかりとにらんで、オー

ル美幌町としてＴＰＰ協定参加阻止のいよい

よ本格的な取り組み、前半戦が昨年秋から始

まりまして、今、折り返しに立ったという感

じであります。この本格的な取り組みを、町

長を先頭に展開しなければ中央政府は方針を

変えないというふうに思いますが、町長の御

決意を伺いたいと存じます。

その際、ことし３月３日のＴＰＰセミナー

実行委員会９団体にまだ未加盟の団体がい

らっしゃいます。美幌町医師会は明確に反対

意思を表明されております。こういう幅広い

組織の参加も得て、文字どおりオール美幌と

して組織の強化を図るべきではないかと思い

ますが、いかがでしょうか。

この点でもう一つ、ＴＰＰ参加問題は、い

わゆる国の形を変えると言われる相当なもの

であります。食糧の自給原則は放棄すると。

食料と環境を守っている地方と地方住民は切

り捨てると。さらに、国民の命や暮らしを守

るさまざまな国内の規則やルールよりも、多

国籍企業の利益を最優先する市場経済万能へ

と日本の国家の形を変えようとするものであ

ります。

中央政府が進めるＴＰＰ協定参加を阻止す

るためには、したがって、なみなみならない

闘いが必要であります。

この間、圧倒的多数の道府県、市町村が反

対あるいは慎重の態度表明をしていますが、

残念ながら、中央政府は一顧だにしていませ

ん。これら各県、各市町村自治体が統一し

て、全国一斉の統一行動などが求められてい

る、このように思いますが、町長として、そ

の提起を全国に発信すべきではないかと思い

ますが、いかがでしょう。

大きな二つ目は、第５期介護保険計画につ

いてであります。

その一つは、第４期計画の実績と課題につ

いて。

第５期計画策定に当たって、既に実施した

第４期計画の実績と課題について公表し、町

民の認識の一致を図るべきではないかと思い

ますが、いかがでしょうか。

この点の二つ目は、事業計画策定作業への

町民参加についてであります。

既に事業計画の策定作業が開始されており

ますが、今後の策定作業日程や策定委員会で

提示される各種資料をホームページなどで公

表する、こういう形で積極的に町民に計画策

定への参加を促すべきではないでしょうか。

いかがでしょうか。

第３は、第５期計画への導入見込み事業の

問題であります。

第５期計画に対して、政府は次の点を重点

的に導入を図るように促しておりますが、実

施に当たって、相当大きな問題点や課題も見
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えてきております。美幌町では、次の３点に

ついてどのようにお考えか、お伺いいたしま

す。一つは、要支援者総合事業について。二

つ目は地域包括ケアシステムについて。三つ

目は２４時間地域巡回型サービスについてで

あります。

この４点目は、第５期介護保険料について

であります。

国では、第５期保険料の値上げが避けられ

ないと見込んでおりますが、美幌町での料金

改定の見込みについてお示しをいただきたい

と存じます。

大きな３点目は、看護師等奨学金制度創設

についてであります。

医療、介護分野を通じまして、美幌町内で

の看護師不足の状況と、近い将来に相当多量

の人材の確保が求められている、このように

認識しておりますが、かつて貸し付けの奨学

金制度があったようでありますが、現時点で

は、一定の条件のもとで給付制の奨学金の創

設が求められているものと、このように感じ

ます。早急に検討する必要があるのではない

かと存じますが、いかがでしょうか。

以上、第１回目の質問を終わります。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 大江議員の

質問にお答えをいたしたいと思います。

初めに、ＴＰＰ参加阻止の取り組みについ

てであります。

御質問の１点目、ＴＰＰ協議参加表明後の

オール美幌としてのＴＰＰ参加阻止の取り組

みについてでございますが、ＴＰＰによって

生ずる影響は、食料安全保障や農業の多面的

機能喪失など、農業問題に限らず関連産業や

地域経済への影響が甚大であることから、国

家全体としての得失を総合的に評価し、十分

に時間をかけた冷静な国民的議論が必要と考

えております。

これまで当町におけるＴＰＰによる影響試

算が大きいことなどから、セミナーの開催や

町広報誌などを通じて町民の皆さんに御理解

をいただく努力をしてまいりました。ＴＰＰ

による地域経済への影響力にかんがみ、農業

者団体を初め、地域経済界の皆様方ととも

に、引き続き地域全体でＴＰＰ阻止に向け、

町も先頭に立って取り組むことは当初から変

わりないことを御理解いただきたいと思いま

す。

次に、３月３日開催のＴＰＰを考える町民

セミナーの実行委員会につきましては、第一

次産業を中心に影響が大きいとの理解から、

美幌町、美幌町議会、美幌町農業委員会、美

幌町農業協同組合、美幌商工会議所、美幌消

費者協会、美幌町農民同盟、美幌町森林組

合、美幌町自治会連合会の９団体により、美

幌町ＴＰＰを考える連絡会議を発足させ、実

施しておりますが、ＴＰＰ交渉参加の推移に

より、今後も幅広く関係する団体に協力を求

め、オール美幌として取り組む所存でありま

す。

御質問の２点目、ＴＰＰ協定参加を阻止す

るためについてでございますが、町の現時点

の取り組みとして、町広報誌や懸垂幕、のぼ

り旗設置などの啓蒙活動を行っており、ＴＰ

Ｐ交渉参加への反対については、今後も国や

関係機関などに対して、町村会やオホーツク

圏活性化期成会などを通じて、統一行動の提

起を含め反対活動を行っていく考えであり、

私自身もあらゆる機会をとらえて訴えてまい

りますので、御理解いただきたいと存じま

す。

次に、第５期介護保険計画について、第４

期計画の実績と課題についてでありますが、

第５期計画の策定につきましては、厚生労働

省の「介護保険事業に係る保険給付の円滑な

実施を確保するための基本指針」及び北海道

の「第５期高齢者保健福祉計画・介護保険事

業支援計画作成指針」に基づき、高齢者の実

態把握のためアンケート調査を１０月に実施

しております。

また、平成２３年１１月１８日に、医療、

福祉等関係機関１８名からなる第１回美幌町

高齢者保健福祉計画・第５期介護保険事業計

画策定委員会を開催し、国、道の指針、第４
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期介護保険事業計画などのサービス実績及び

計画策定のスケジュールを協議したところで

あります。

今後、策定委員会を３回予定しており、第

２回策定委員会において、アンケート調査の

結果に基づいてニーズを把握し、第４期介護

保険事業計画等の課題などについて検討する

こととしております。

御質問の公表についてでありますが、策定

委員会の開催結果について、その都度、広

報、ホームページなどにより広く公表してま

いりたいと考えております。

次に、御質問の策定作業日程や策定委員会

で提供する各種資料についてでありますが、

ホームページや広報などで広く公表を行うこ

とはもとより、策定委員会の公開を進めると

ともに、町民の皆さんに参加していただける

よう広報してまいりたいと考えております。

次に、第５期計画への導入見込みについて

でありますが、国は、第５期介護保険事業計

画の策定に向け、本年６月、重点的に取り組

む施策などを盛り込んだ介護保険法の一部改

正を行いました。

御質問の要支援者総合事業は、要支援対象

者、介護予防事業対象者向けの介護予防、日

常生活支援のためのサービスを総合的に実施

できる制度であります。

町においては、既に任意事業としてさまざ

まなサービスの充実を図っておりますので、

引き続き、任意事業として対応したいと考え

ておりますが、新たな総合サービスを利用す

るかは、策定委員会の中で協議してまいりた

いと考えております。

次に、地域包括ケアシステムについては、

医療、介護、予防、住まい、生活支援が切れ

目なく提供されるサービスであります。

その地域包括ケアシステムについては、第

３期介護保険事業計画以降取り組んできてい

るところでありますが、２４時間対応の在宅

医療、訪問介護、買い物、認知症高齢者の見

守り、権利擁護及び高齢者の住まいの整備が

課題としてあります。

今後においては、地域包括ケアシステムの

構築に向け、策定委員会の中でアンケート調

査などに基づいて協議してまいりたいと考え

ております。

次に、２４時間地域巡回型サービスについ

ては、重度者を初めとした要介護高齢者の在

宅生活を支えるため、日中、夜間を通じて訪

問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短

時間の定期巡回型訪問と随時対応を行う定期

巡回・随時対応サービスとして創設された事

業であります。

この事業の実施に当たっては、自己負担や

短時間訪問で済まない利用者に対する対応な

ど問題点が考えられております。また、随時

対応型サービスにおいて、電話応対のオペ

レーターの資格要件は医師、看護師、保健師

及び介護支援専門員などとなっていることか

ら、２４時間対応できる人材の確保が課題と

考えておりますが、アンケート調査などによ

り判断してまいりたいと考えております。

次に、第５期介護保険料の設定についてで

ありますけれども、厚生労働省は、平成２３

年７月１１日開催の第５期介護保険事業計画

の策定に係る全国会議において、保険料設定

に向けた基本的考え方を示しており、現在の

全国平均基準額は４,１６０円であるが、第

５期保険料は５,０００円を超える見込みと

なっております。全道平均基準額３,９８４

円に対し、本町では３,２００円と低い状況

となっております。

現在、策定委員会で第５期介護保険事業計

画の策定作業中であり、今後、アンケート調

査の分析や平成２１年度から平成２３年度ま

での３カ年の介護サービス利用実績、第４期

計画の課題や第５期計画での施設整備などを

考えると、介護保険料の値上げは避けられな

い状況にありますが、介護報酬改定及び財政

安定化基金拠出金などの国及び北海道の動向

も注視しながら、策定委員会で十分検討を重

ね、町として保険料の増額抑制を最大限努力

し、料金を設定してまいりたいと考えており

ます。
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次に、看護師等奨学金制度創設について、

給付制の看護師等奨学金制度の創設について

でありますが、平成２３年１０月付、北海道

小規模自治体病院等看護職員派遣検討会の中

間報告によりますと、平成１８年度の診療報

酬改定以降、大規模病院に看護師が集中し、

地方の小規模病院や診療所における看護師の

確保が困難な状況にあると報告されておりま

す。北網地区の医療、介護分野を通じた看護

師の状況につきましては、平成２０年１２月

末現在の状況は１,５３２人となっており、

前回調査の１８年と比較して１０１人増加し

たものの、全道平均に比べまだまだ低い状況

であります。

美幌町における状況としましては、平成２

３年７月に町内の往診等を実施している医療

機関及び訪問看護ステーション等に聞き取り

を行った結果、看護師不足の実態にありまし

た。さらに、平成２３年６月に実施しました

町内２０カ所の介護保険事業所調査結果で

も、８事業所において看護師の不足とともに

ホームヘルパーや介護支援専門員などの介護

職も不足している状況にあることがわかりま

した。

町の介護分野における介護職員確保に向け

ての具体的な対応としましては、これまで町

外に行かなければ受講できなかったホームヘ

ルパー２級研修について、事業所からの要望

もあり、町内で働きながら受講して資格が取

得できるよう現在進めているところでありま

す。

看護師確保に向けては、奨学金の創設のほ

か、潜在看護師の掘り起こしと人材育成の支

援など、より広域で専門的な対応も必要なこ

とから、道、看護協会や医師会とともに連携

をとりながら、前向きに対応してまいりたい

と考えております。

以上、答弁させていただきました。よろし

くお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 御答弁をいただきま

したので、再質問を以下させていただきたい

と思います。

最初は、ＴＰＰの問題であります。

一つは、マスコミと世論の状況について町

長の認識をお示しいただきたいというふうに

思います。

野田首相のＴＰＰ協議参加表明を受けた翌

日の全国紙は、社説でそれぞれ、ある新聞

は、日本に有益な開国の決断であると。Ｍ紙

は、ＴＰＰに積極参加し、日本の国益を実現

するため、その交渉をリードしてもらいたい

と。Ａ紙はよかったと評価すると。こぞって

歓迎すると、こういう一色であります。

その後、食料生産基地北海道の世論の状況

は、これは道新でありますが、北海道全体で

は賛成が５０％、反対が４５％ということ

で、賛成派が上回っています。このオホーツ

ク管内でさえも、ＴＰＰ反対は５８％という

ことで上回ってはいますが、賛成４２％を抱

えてもいるわけであります。多数決でいえ

ば、今、賛成派がリードし、現瞬間ではＴＰ

Ｐ参加反対派は苦戦していると、こういう状

況です。

原因は、今御紹介いたしました全国紙ある

いは大きな影響を与えるテレビの論調が、Ｔ

ＰＰ参加は避けられない、当然であると、当

然視しているということにあると思います。

確かに、地方紙では相当頑張っておりまし

て、これは北海道の地元の新聞であります

が、ＴＰＰと北海道ということで、どんなに

打撃を受けるのかということで現地を取材し

た上で読者に情報を提供していますが、ＴＰ

Ｐの弊害を伝え切っていないと。したがっ

て、情報量でＴＰＰ反対論が賛成あるいはや

むなし、この声に圧倒されているというのが

現局面ではないかというふうに思います。

地方は、名もなく声の小さいということ

で、まだ大都市はもとより、場合によっては

隣の住民にも声が届いていないという状況で

はないかというふうに思います。しかし、絶

望しているわけではもちろんないのですが、

特に美幌町の取り組みは、私は突出して善戦

しているというふうに思っております。
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昨年１１月８日、全国の市町村では初めて

ＴＰＰでの我が町の影響額３０８億円と試算

を発表し、町の予算の３倍にも達すると、こ

の町長のコメントは、いかに事態が深刻かと

いうのを大変わかりやすく伝えるものであり

ました。

さらに、町独自でポスターを作成し町民に

知らせる取り組みは、私は、全国の先頭を

切ったものだというふうに思いまして、私ど

もが発行している新聞を用いて、１月５日、

特集記事で全国に紹介させていただきまし

た。

さらに、ことし１０月号の町広報びほろ

で、再度、ＴＰＰ影響額３０８億円のポス

ターが掲載されました。続いて１１月号で

は、町広報のトップ面、２ページ見開きでＴ

ＰＰ反対の特集を組んで啓発をしています。

早速、全道の市町村の広報誌を調べました

が、このような取り組みはまだ一つも見えて

いないという状況でございまして、多分、市

町村の広報でＴＰＰの概略を広く啓発してい

るのは、全国でも全くないか、あるいはほと

んどないのではないかと、そういうふうに評

価をしておりますが、しかし、管内でこれだ

けの取り組みを行っても、反対は５８％とい

う状況であります。

現瞬間の世論調査の結果について、町長は

どのように分析されていますか。御見解をま

ず伺いたいと存じます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 大江さんから今お話

ありましたように、１１月２３日の北海道新

聞を見ますと、道内で賛成が５０％、反対が

４５％と。そして、管内でいうと５８％が反

対ということで、この数字はちょっとどうか

なと思いました。拮抗しているというより

は、むしろ北海道内では、あるいは網走管内

では、もうちょっと反対という声が強いのか

なと思っていたところで、この数字を見ると

まだまだ浸透が足りないのかなという思いを

しましたけれども、ただ、このアンケート調

査のやり方も一つあるのではないかなと思っ

ております。ということは、一方で自給率を

懸念しているという声も出ている、そして、

農業を守るために補助金も出していいよとい

うような答えも設定の中にあるという中で、

こういった５８％ということだと思います。

これをまた全国的に見ると、輸出産業が

メーンの地域においては、ＴＰＰも大賛成

と、推進というところがあると思います。

いずれにしても、この国の形をどうするか

ということだろうと思います。いろいろな産

業があってこの国が成り立っているので、農

業も大事だし、輸出産業も大事だということ

が、やはり国の形として基本的なものではな

いかなと思っております。

いつも二極対立軸を設けていいか悪いか、

賛成か反対か、白か黒かということではなく

てですね。ですから、国民的な情報が足りな

い。その中でこういうアンケート調査をやる

と、日本の国の形としては、農業も守らない

といけない、輸出産業も守らないといけない

で拮抗してくるという、そういう状況ではな

いかなと思っていますけれども、いずれにし

ても、北海道が食料基地であり、このオホー

ツク圏、十勝圏が畑作の中心でありますか

ら、ＴＰＰには断固反対して、今の段階で

は、何の措置もなくオープンにしていくとい

うことについては断固反対していきたいと、

そんな思いを、この記事を見て改めて思いま

した。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 私も、マラソンで例

えれば折り返し点を折り返したと、あと同じ

ぐらいの時間があるということで、局面転換

の可能性は十二分にあるというふうに思って

います。それは、このアンケートの中で、政

府の説明不足というのを指摘しているのは８

割に及ぶからであります。したがって、ＴＰ

Ｐの概略を徹底して啓発するということが今

何よりも求められているのではないかと思い

ます。

私は、政府が説明責任を果たさないのは、

情報がないのではないかと思います。国民に
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真実を知らせれば、ＴＰＰが通らないと、そ

のことをだれよりも認識しているからだと思

います。

したがって、政府に情報提供を求めるのは

当然でありますが、ＴＰＰの概略は既にほと

んどわかっていると。そのわかっている側が

啓発活動を行わなければ伝わらないと、こん

な状況だと思います。

農家の方々は、反対という行動で突出した

くないという思いを実は持っています。ある

意味わかります。しかし、私は、食料や農

業、農村問題は、まだまだ情報が知られてい

ないと、知らせていないというふうに思いま

す。

農家は今、我が身の問題としてＴＰＰをと

らえています。全体が同じように我が身の問

題としてとらえられればストップできると。

道新の世論調査で、道内の農業に打撃を受け

るというのは７６％、４人中３人が認識して

います。しかし、その意味、その本質が果た

して理解されているかということです。

地球上の人口が７０億人に達しました。２

０５０年には９０億人にもなるのだと。この

人口増加を前にして、国連が１.７倍の食料

増産を既に各国政府に呼びかけております

が、日本が世界で不足する食料を最も買い占

めている。不足する水を日本が食料の形で買

いあさっていると。これは美幌消費者協会が

既に何年も前から警鐘を鳴らしているところ

であります。

１３％への自給率の引き下げで、日本がさ

らに食料問題で世界の孤児になっていいのか

と。このことを問う必要がまだまだあるとい

うふうに思います。

フードマイレージの言葉があります。食料

を運ぶのにどれだけエネルギーを消費してい

るのかと、世界が厳しく日本を見ています。

水も空気もただなのだと、こう思っている都

会の人は圧倒的に多いのではないかと思いま

す。ＣＯ２削減、地球環境、国土保全で、田

舎は年間９０兆円もの多面的機能を果たして

いるのだと。このことを伝え切れているか

と。田舎を壊滅させてはいけないとしっかり

伝えるのは、私は町長の務めだとは思います

が、しかし、足元を崩されるのは町民です。

町民が全国の友人、知人に、このままでは町

がつぶされると、田舎が果たしている役割は

知ってほしいと、せめて食料問題、農業問題

から、自分の言葉で訴えているだろうか、

やっぱりまだまだできていないと、そういう

状況だというふうに思いますが、いかがで

しょうか。多分、同じではないかと思うので

すが。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 大江議員おっしゃっ

た、まさにそうだと思います。１回目で我が

町の取り組みを評価いただきましたけれど

も、先ほどのアンケート調査を見る限り、ま

だまだだなというような思いをしております

けれども、まだまだだと言っている間にどん

どんどんどん進んでいく、既成事実がつくら

れていく、そういったものに不安を覚えます

けれども、私もさまざまな会合に出てお話を

させていただいております。大江議員は今、

水も空気もただという、そういった受けとめ

方が、ややもすると全体的に広がり、私ども

もいろいろな会合に行って言うのは、食料の

安全保障もそうですけれども、安全というこ

ともやはりただだと、安全保障もただだと。

ですから、この町には今二つの安全保障につ

いての危機感があると。それは自衛隊と農業

であるということは訴えたりしております。

いずれにしろ、今大江議員言ったように、

１３％の自給率まで下がる、こういったこと

を言われていながら、さらにこういうことを

やる。ちょっと前の新しい食料・農業・農村

基本計画では、この１０年間先は５０％を目

指すと言っていながら、こういうことをやっ

て１３％に落とすと、確実に落ちていくと、

そのことで食の安全が守られないということ

は、歴史的な将来に禍根を残すと、そんなふ

うに思っておりますので、引き続き、できる

ことはしっかりとやっていきたいと、そんな

思いであります。
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○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 与えられている時間

が非常に少ないので、なるべくスピーディー

にしたいと思いますが、食料、農業、農村問

題が持っている非常に重要なものでも、まだ

まだ十分に伝え切れていないと。このほか

に、非関税障壁を撤廃するということで、食

の安全、医療、政府調達、金融、投資、環

境、労働など、これは国民の生活や安全を守

るルールと監視体制について大きく崩される

という問題であります。とりわけ、今、ＩＳ

ＤあるいはＩＳＤＳと言われる毒素条項につ

いては、非常に大変な時代になるぞというこ

との警鐘を打ち鳴らす必要があるというふう

に思います。

他国籍企業を国家と対等の立場に置いて、

しかも、企業の利益が主権国家の立法行為、

行政活動よりも上位に置くというものであり

ます。

今、地方分権が叫ばれていますが、地方分

権どころか、国家主権が侵害される、こうい

う危険なものであって、既に毒素条項と言わ

れるこのＩＳＤは、ＷＴＯでも、ＯＥＣＤで

も、ＦＴＡＡでも、すべて拒否されていると

いう中身のものが、今回の米韓ＦＴＡと日本

が今協定に参加しようとしているＴＰＰに強

引にねじ込まれようとしているという問題が

あります。

したがって、それぞれの分野でかかわって

いる方々の協力を得て、徹底してその内容を

伝えていく努力がまだまだ不足しているので

世論で負けていると。すなわち、１％の他国

籍企業の利益が９９％の国民に不利益となる

と。このＴＰＰが人ごとだと思われているわ

けであります。

したがって、まず、多分一番先頭グループ

を走っていると思われる美幌町で、この内容

を知らせる活動が大至急求められているので

はないかと。美幌町と議会を先頭に実行委員

会がございますが、それを再開して、反対意

思表明をしている医師会を初めといたしまし

て広く他団体にも参加を呼びかけて、町民各

層に、例えば連続の講座を開いてＴＰＰの概

略を伝えると、こういう取り組みをぜひやっ

ていただきたいと。既に概略はブックレット

が何冊か出ていますが、読めばわかるのです

が、ほとんど読まれていないということで、

内容が伝われば世論を逆転できるが、まだ形

勢を変えられないでいると。そういう一定の

予算はかかりますけれども、美幌町で知らせ

る、啓発する活動をぜひやっていただきた

い。そうすれば、オホーツク管内、オール北

海道、全国へと波は伝わっていくというふう

に思いますが、いかがでしょう。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） おっしゃるように、

美幌だけが一人頑張ってもなかなか大きな力

にならない、大きな声にならないということ

でありますから、大江さんは一斉ゼネストで

もやるように町長提案せよと言いますけれど

も、私が声を上げて果たしてそうできるかど

うか、これは非常に疑問でありますけれど

も、いずれにしろ、力の結集をしなければだ

めだと。そのためには、このＴＰＰについて

内容、メリット、デメリットをしっかり説明

しないといけないと思いますし、また、オー

プンにしたときの一番影響を受けるところの

分野の措置をどうするか。例えば、ガット・

ウルグアイラウンドのときは、６兆５,００

０億円の予算をつけて農業に対する対策費を

つけたということであります。ですから、そ

ういった対応策もしっかり示してもらわない

と我々は困るというところで、大江さんは折

り返しと言われましたけれども、僕はまだ、

ドアをトントンとたたいて、中をちょっと、

体ごと入らないで、顔だけでのぞいて見てい

る、その段階だと思っていますので。ですか

ら、国会議員の先生方も、片っ方の固まりは

まだまだ引き返せると。そういうところに可

能性を求めていくしかないのではないかと。

もう入ってしまったということのとらえで

は、もうやむなしということになってしまい

ますので、そういったとらえ方で、今後もで

きるＰＲも含めて、あらゆることをやってい



－ 58 －

きたいと、そんなふうに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 他のテーマもありま

すので、これだけに終始できないので、二つ

提案したいと思いますが、私は、今、米韓Ｆ

ＴＡが非常にわかりやすい教科書になってい

るというふうに思います。ぜひ、最初の講演

会は米韓ＦＴＡが何たるものだということを

取り上げていただけないかというふうに思っ

ています。

御承知のとおり、１１月２２日に与党の強

行採決で、韓国国会は、韓国では批准されま

したが、米韓ＦＴＡ協定は、実はＴＰＰが日

米ＦＴＡとも言われておりまして、ＴＰＰ協

定を理解する上では格好の材料だと思いま

す。

既に韓国では、１１月３０日に批准撤回で

１０万人のデモが行われています。しかも、

毒素条項と言われるＩＳＤ条項を含めてどん

な中身かというのは、既に報道もされ始めて

います。具体的に知る上でこの中身をぜひ学

ぶ必要があるのではないかと。

それと１１月１７日に、ＡＳＥＡＮ首脳会

議で、ＡＳＥＡＮ１０カ国と日本を含む６カ

国を加えたＡＳＥＡＮプラス６、ここで域内

包括的経済連携（ＲＣＥＰ）構想が、実はＴ

ＰＰに対抗して打ち出されました。２１世紀

はアジアの時代、そのアジアから、ＴＰＰへ

の対抗軸として域内包括的経済連携構想が打

ち出されているわけでありまして、ＴＰＰだ

けが経済連携ではないと。これらもしっかり

とらえて、美幌町民にＴＰＰと闘う武器、そ

れは情報であります。町から発信するという

ことをぜひ始めていただけないかというのが

１点です。

それと、町長はゼネストと言われました

が、私は、ＴＰＰ反対、慎重表明している全

国の自治体の統一行動がいよいよ求められて

いるというふうに思います。全国４７都道府

県中４４の道府県、そして全国の１,４２５

の市町村がＴＰＰ反対あるいは慎重との意見

書・決議を行っています。まさに県段階では

９割、市町村の８割が中央政府のＴＰＰ参

加、この方針に異を唱えているという状況で

す。

憲法は五つの原則の中に地方自治の項目を

入れておりまして、地方政府の圧倒的多数の

意思に反した中央政府の行為は、これは憲法

上も許されないと私は思います。

そこで、地方団体の意思を示すために、例

えば、１２月４日に野田政権が行った全面広

告、全国７１紙を借り切って、３億円を使っ

て広告を打っておりますが、逆に、ＴＰＰ概

略の全面広告を打つと。さらに適切な時期

に、例えば韓国では、１０万人集会が全国的

な連鎖集会です。全国統一集会を計画するな

ど中央政府とマスコミ、財界を向こうに回し

て、本格的な阻止のテーマにふさわしい取り

組みを、頑張っていない町長が発信してもだ

れも相手にしません、美幌町長だからこそ言

う資格を持っているというふうに思いますの

で、ぜひ、さらに先頭に立っていただきたい

と思いますが、この点での最後の質問にいた

します。いかがでしょう。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 米韓のＦＴＡ、そし

て今また、最近の新聞を見ると日豪のＥＰＡ

も再開するというような話で、本当に日本一

国でなるということは極めて難しいと思いま

す。お互い輸出したり輸入したりする中で、

やはりお互いがいいと、トリプルウインでも

いいのですけれども、そういうことが望まれ

るので、その交渉のどれにつくかというとこ

ろが極めて問題だと思います。

このＴＰＰは、分野関係なく包括的にすべ

てのものの関税をゼロにしましょうというこ

とです。極めて危険だと言わざるを得ないと

思います。例えば、ＥＰＡであると交渉のし

がいがあると思います。お互い弱いところは

守りましょう。アメリカでさえ関税かけてい

るのですから。ですから、日本が鎖国状態か

というと、決して僕はそうは思わないので、

あえて何で危険な道に行かなければいけない

のかなというような思いがあります。ただ、
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これからできることは一生懸命やっていきた

いと思います。

講演会のお話もいただきました。また、全

国統一行動ということですけれども、私が

言って動くかどうかわかりませんけれども、

ただ、提案としては非常にいいのではないか

なと。１１月の全国町村長大会でも横断幕の

一つ、決議の中に一つ、この部分が入ってお

ります。そこに野田総理が来てあいさつして

おりました。ＴＰＰは推進すると言っており

ましたけれども、大ブーイングでありまし

た。

ですから、ほかの地域も多分いろいろな地

域事情があると思いますけれども、その中で

やはり食料を守らないといけないということ

だけは共通に認識できるのではないかなと、

そんなふうに思っていますので、できる限り

のことはしてまいりたいと、そのように思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 次に、第５期介護保

険計画について再質問させていただきたいと

思います。

一つは、総合計画にかかわって、町として

はできるだけ美幌町独自の取り組みをしてい

きたいということで、多分、３％の予算の制

約がある総合計画では、十分に要支援者への

サービスができないということを理解されて

いるからかなというふうに思います。

それで、念のために、全国平均では５.９

％、要支援者へのサービスに予算が使われて

いるということでありますが、美幌町ではど

うなっているのかということもできればお示

しをいただいた上で、今アンケート調査が行

われたということであります。聞くところに

よりますと全数調査、悉皆調査ではないよう

だということで、その状況はまとまってい

て、町民の中に明らかにされるというような

中身であるのかどうか。要するに、その中身

についてぜひお示しをいただきたいと思いま

す。

また、住民のアンケートのほかに、美幌町

では、介護保険事業者、介護職員にも実態調

査を行って、より精度を高めているというふ

うに伺っていますが、それらについても簡潔

にお示しいただければありがたいというふう

に思います。

○議長（古舘繁夫君） 答弁は簡潔にお願い

します。

民生部長。

○民生部長（馬場博美君） ３点の御質問に

ついてお答えしますけれども、１点目につい

ては、担当主幹のほうから御説明申し上げま

す。

アンケートにつきましては、御存じのとお

り、今大江議員おっしゃるとおり、１０月１

１日に発送して２５日に回収してございま

す。前回よりも人数を多く、高齢者人数の４

分の１の割合で、１,５００名の方にアン

ケートを行って回収してございます。その回

収結果につきましては、前回よりも率が多く

て、全体で５８％ということになってござい

ます。

この内容につきましては、介護保険法で求

められている地域のニーズ調査と、美幌町独

自に、今ある任意制度のことについて具体的

な町民の声をお聞きするということでアン

ケートの中に入れました。

それともう１点、今までなかったのですけ

れども、内部検討した結果、緊急を要する場

合等、認定を受けている方を含めて、保健師

あるいは介護者に相談がある方については早

急に連絡くださいということで、アンケート

の中身も改善させていただきました。そうい

うことで、一部、要望の方も３０人近く来て

います。それについては随時対応していると

ころであります。

それと２点目の一番大事なことなのですけ

れども、まずは策定委員会を開いた中で、そ

れぞれ内部検討した結果、今まで１４名の策

定委員でしたけれども、前回の議会でも答弁

させていただきましたとおり、多くの方から

意見をもらうということで、今回は１８名、

プラス一般公募も行いましたけれども、
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ちょっと残念ながらいらっしゃらなかったの

で、１８名の各団体から推薦をいただいた中

で委嘱をさせていただき、やりました。

そういう多くの意見を聞く中で、もう１

点、実は、現場で働いている介護職員、介護

支援専門員の方についても、個別に事業所あ

てに文書を送って、それぞれの意見をもとに

きちっとニーズを押さえて、何が必要なのか

ということを把握しながら対応してまいりた

いというふうに思います。

○議長（古舘繁夫君） 福祉主幹。

○福祉主幹（井上和俊君） 第１点目の御質

問にお答えいたします。

介護保険総納付費に占める要支援者のサー

ビスである居宅介護予防サービス費の占める

割合でございますけれども、２１年度で８

％、２２年度で７.３％、２３年度７.３％と

なっております。

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 独自事業として、町

が全国平均よりも５割方予算を計上してサー

ビスを行っているという状況はよくわかりま

した。これを３％の枠内にとどめたくないと

いう第１回目の答弁でありますので、ぜひ、

計画策定委員会の中でも、その線は貫いてい

ただければありがたいというふうに思いま

す。

時間が相当押しておりますので、二つ目は

地域包括ケアシステムの問題について、これ

も本当に簡潔にお聞きしたいと思います。

厚労省が今回、全国に導入させようとして

いるこの構想は、実は現場の努力とは相当相

反しておりまして、今後の介護サービスを公

の費用でやるという割合をいかに低めるかと

いうことで、自己責任という自助、近隣の助

け合い、あるいはボランティアで行う公助、

これをどう比率を高めるかということで、相

当腐心されています。

さらに、医師、看護師は、介護ではなくて

急性期の医療機関に重点的に配置しようと。

介護職に基礎的な医療ケアを担わせようと、

こういう考えでありまして、介護サービスの

対象を選別したり、低コストにという方向の

第一歩が示されたと指摘もされているわけで

ありまして、言葉は地域包括ケアシステムと

いうことで、多分、理念そのものも非常にい

いものだと思うのですが、介護報酬の中でい

えば、極めて手足が縛られて、地域のボラン

ティア、あるいは町内会、こういう比重が高

まらざるを得ないと、こんな問題を根本的に

持っています。

ただ、医療や介護の人材確保もサービス総

量が大きくなりますので、地域で支える、

さっきのようなボランティアスタッフの確保

も含めて、相当努力をしないと絵にかいたも

ちになってしまう。結局できないということ

になろうかと思います。本来持っている包括

ケアシステムというのは、大変すぐれた中身

のものなので、かなり現場は悩ましいと思う

のですが、現状を踏まえた上でどうされよう

としているかということだけ、さわりの部分

で結構です。時間がほとんどありませんの

で、そこだけ聞かせてください。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ２４年から始まる新

しい制度設計の中で、一つ大きな柱が地域包

括ケアシステムだと思います。これは我々が

言っていた医療、保健、福祉の連携、さら

に、予防、住まい、生活支援までやろうとい

うことで、非常にハードルが高いのではない

かなと思っております。

その中心をだれが担うかと、あるいは、そ

ういった情報をどこで一元化するかの課題も

非常に多いと思いますけれども、我々はこの

議会で、数次前の議会で論議されてきた包括

的なシステム、医療、保健、福祉、これを

しっかりと、歩みは遅いかもしれないですけ

れども、確実に進めていきたいと、そんな思

いでおります。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） ２４時間巡回型サー

ビスも、人材がいなければできないという問

題なので、先ほどの地域包括ケアシステムと
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同様に、人材確保の努力と、もう一つ、事業

所を確保しないといけないという問題もある

ようですが、前向きに取り組んでいただきた

いと言うしか言いようがないかと思います。

これは、次の点とあわせて簡潔に御答弁い

ただきたいと思うのですが、介護保険料の据

え置き努力の問題です。

美幌町は３,２００円と基準額が比較的低

いのですが、低所得者にとっては大変だとい

う声が聞こえている話です。そこで、北海道

は、財政安定化基金の取り崩しに同意すると

いうふうに聞いています。町には、介護給付

費準備基金があります。二つの基金を活用し

て、当座でありますが、保険料の引き上げを

抑えるということで御努力いただきたいとい

うふうに思いますが、いかがでしょう。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 財政安定化基金は道

のほうで積み立てしていると。不慮のことに

対して対応すると。今回、会計検査のほうも

指摘をして、余っている部分については新し

い介護保険計画の中で保険料を安く抑える

と、そういうところに使えということであり

ますので、道の考え方も非常に期待を持って

おりますし、我々としては、さまざまなサー

ビスを質、量とも豊富にしながら、料金をな

るべく下げるというのが我々の与えられた使

命だと思っていますので、そういう努力をし

ていきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 最後の質問にいたし

ます。

前段で第５期の介護保険計画の策定でも、

人材確保が医療も介護の分野でも必要だとい

うことについては共通の認識であります。第

１回目の御答弁で、調査を町自身が行った中

で既にその状態は把握されているという状況

で、美幌町としては、町立病院、開業医を含

めて看護師等の奨学金創設がいよいよ急がれ

ているというふうに思いますので、その部分

につきまして、答弁は当然創設するというふ

うに読みとれるのですが、最後、念のため、

お聞きしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 短目に答弁。

町長。

○町長（土谷耕治君） 努力していきたいと

思います。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、２番大江道

男さんの一般質問を終わります。

暫時休憩いたします。

再開は１時半といたしますので、お願いい

たします。

午前１１時５０分 休憩

────────────────

午後 １時３０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第３ 議案第６７号

○議長（古舘繁夫君） 日程第３ 議案第６

７号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の

変更についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） 議案の２ページ

をお開きいただきたいと思います。

議案第６７号辺地に係る公共的施設の総合

整備計画の変更について御説明申し上げま

す。

辺地に係る公共的施設の総合整備のための

財政上の特別措置等に関する法律第３条第９

項の規定に基づき、田中辺地に係る公共的施

設の総合整備計画を別紙のとおり変更すると

いうことでございます。

辺地の総合計画につきましては、辺地法に

基づく辺地対策事業として、公共的施設の整

備を行おうとする場合、当該辺地に係る総合

整備計画を定めまして、議会の議決を得た上

で総務大臣に提出することによりまして、こ

の区域内で事業を実施する場合の財源に辺地

対策事業債が充当されます。その辺地対策事

業債につきましては、後年度、元利償還金の

８０％について交付税措置がなされるという

有利な地方債が借り入れできるというもので
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あります。

それでは、議案の３ページをお開きいただ

きたいと思います。

田中辺地でありますが、総合整備計画書

（案）の３番目の公共的施設の整備計画の欄

をごらんいただきたいと思います。

施設名のところでありますが、下水道の個

別排水処理施設について、田中地区内におい

て平成１９年度から平成２３年度までの５カ

年間で、個別排水処理、合併浄化槽の設置に

ついて５個分を予定しまして計画を策定して

おりました。しかし、実績で、平成１９年度

が１個、平成２２年度が２個、平成２３年度

が３個と、計画より１個増加したことに伴い

まして、田中辺地に係る総合整備計画の事業

を、括弧書きにありますように、全体事業費

を１,２５０万円から１,７５０万円に、特定

財源の、これは受益者負担金でありますが、

７７万円から１１３万４,０００円に、一般

財源は１,１７３万円から１,６３６万６,０

００円に、また、一般財源のうち辺地対策事

業債の予定額を４００万円から５３０万円に

変更しなければ辺地債の借り入れができなく

なることから、今回、田中辺地に係る公共的

施設の整備計画を変更しようとするものであ

ります。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第６７号辺地に係る公共的

施設の総合整備計画の変更についてを採決し

ます。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第４ 議案第６８号

○議長（古舘繁夫君） 日程第４ 議案第６

８号美幌町税条例等の一部を改正する条例制

定についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） それでは、議案

の４ページをお開きいただきたいと思いま

す。

議案第６８号美幌町税条例等の一部を改正

する条例制定について御説明申し上げます。

美幌町税条例等の一部を改正する条例を次

のように制定しようとするということで、記

以下につきましては、参考資料のほうで御説

明申し上げますので、参考資料の１ページを

ごらんいただきたいと思います。

改正目的でございますが、地方税法等の改

正に伴いまして、所要の税条例の改正を行う

ものでございます。

次に、改正内容でありますが、まず、１の

総括的事項でありますが、これは罰則の見直

しについてであります。

町税の申告書提出等の手続につきまして、

納税義務者が正当な理由がなく行わなかった

場合に科すことのできる過料の上限を３万円

から１０万円に引き上げるものであります。

(1)の改正で、第１５条から第１４０条の

町民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地

保有税の不申告に関する過料や入湯税の帳簿

記載の義務違反等に関する罪の上限が３万円

から１０万円に引き上げられます。

また、制度の均衡を図るため、(2)にあり

ます新設の欄でございますが、第１０６条の

２のたばこ税及び第１２９条の２の特別土地

保有税に係る不申告者等につきましては、今

回新たに追加されるものであります。

この部分に係る施行日につきましては、公

布の日から起算して２カ月を経過した日から

となります。

次に、２の町民税関係でございます。ま
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ず、(1)の寄附金税額控除の第２２条の２で

ありますが、寄附文化のすそ野を広げるた

め、寄附金税額控除の適用下限額が現行の

５,０００円から２,０００円に引き下げられ

ます。この引き下げにつきましては、平成２

４年１月１日以後に支出する寄附金から適用

されるものでございます。

この部分に係る施行日につきましては、平

成２４年１月１日であります。

次に、(2)の肉用牛の売却による事業所得

に係る町民税所得割の課税の特例の附則第７

条でありますが、免除対象牛の売却頭数の上

限が現行の２,０００頭から１,５００頭に引

き下げられます。また、免除対象牛の対象範

囲から、これまで売却価格が１００万円以上

の交雑種を除外しておりましたが、この売却

価格が８０万円に引き下げられ、この特例措

置につきましては、適用期限が平成２７年ま

で３年間延長されることになりました。

この規定に係る施行日につきましては、平

成２５年１月１日からであります。

次に、(3)の上場株式等に係る配当所得に

係る町民税の課税の特例の附則第１６条の３

でございますが、上場株式等の配当及び譲渡

所得等に係る軽減税率適用期限が平成２５年

末まで２年間延長されることになりました。

これは平成２４年度から２０％の本則課税と

いうことになってございましたが、上場株式

等の配当及び譲渡所得につきまして、景気回

復に万全を期すため、現行の特例措置であり

ます１０％の軽減税率について２年間延長さ

れることとなったものであります。

この部分に係る施行日につきましては、公

布の日からでございます。

このほか、地方税法の改正に伴う引用条文

及び字句の整理でございます。

根拠法令につきましては、地方税法でござ

います。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第６８号美幌町税条例等の

一部を改正する条例制定についてを採決しま

す。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第５ 議案第６９号

○議長（古舘繁夫君） 日程第５ 議案第６

９号災害弔慰金の支給等に関する条例の一部

を改正する条例制定についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 議案の１３ペー

ジをお開き願います。

議案第６９号災害弔慰金の支給等に関する

条例の一部を改正する条例制定について。

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を

改正する条例を次のように制定しようとする

ものでございます。

記以下につきましては、議案の参考資料の

２ページをお開き願いたいと思います。

議案第６９号関係。条例名、災害弔慰金の

支給等に関する条例。例規、第７類第１章第

２節の４。

改正目的につきましては、東日本大震災の

被害の甚大さ等にかんがみ、災害弔慰金の支

給等に関する法律の一部を改正する法律が施

行されたことに伴い、災害弔慰金の支給の対

象となる遺族の範囲が拡大されたことから、

条例の一部を改正しようとするものでござい

ます。

改正内容につきましては、一つ目といたし

まして、第４条第１項第１号は、死亡者の死
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亡当時において、死亡者により主として生計

を維持していた遺族を先にし、その他の遺族

を後にする規定でございましたけれども、死

亡者により主として生計を維持していた遺族

のうちから、死亡者の兄弟姉妹を除くことを

規定したものでございます。

二つ目といたしまして、災害弔慰金の支給

対象となる遺族の範囲に、死亡した者の死亡

当時における配偶者、子、父母、孫または祖

父母がいずれも存しない場合において、同居

または生計を同じくする兄弟姉妹へ支給する

ことを追加しようとするものでございます。

３点目といたしまして、その他の条文につ

きましては、この条例改正に伴う文言の整理

でございます。

根拠法令等につきましては、災害弔慰金の

支給等に関する法律であります。

施行日につきましては、公布の日から施行

し、平成２３年３月１１日以後に生じた災害

に係る災害弔慰金について適用するものでご

ざいます。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第６９号災害弔慰金の支給

等に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎日程第６ 議案第７０号

○議長（古舘繁夫君） 日程第６ 議案第７

０号美幌町立学校設置条例の一部を改正する

条例制定についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

教育部長。

○教育部長（佐藤庄一君） 議案の１４ペー

ジをお開きください。

議案第７０号美幌町立学校設置条例の一部

を改正する条例制定について。

美幌町立学校設置条例の一部を改正する条

例を次のように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたします。参考資料の３ページをお開きく

ださい。

資料３、議案第７０号関係。条例名、美幌

町立学校設置条例。

改正目的につきましては、平成２３年４月

に美幌高等学校と美幌農業高等学校が新設統

合されたことに伴い、旧美幌高等学校へ美幌

町立美幌中学校を移転するため、位置の変更

を行うものです。

旧美幌高等学校の敷地、校舎につきまして

は、無償譲渡の申請を北海道教育庁へしてお

りますが、平成２４年３月末をもって譲渡す

る旨の回答があったところです。

平成２４年４月１日から、美幌中学校とし

て校舎を使用する予定ですので、１月の就学

通知の発布等、事務に支障を来すことから、

本条例を改正するに当たりまして、平成２３

年１１月１１日付、北海道教育委員会教育長

通知の譲渡確約書をもって改正案を提出する

ものであります。

改正内容につきましては、第２条の表中、

これには町立学校のそれぞれの名称と位置を

規定しておりますが、美幌町立美幌中学校を

稲美１３０番地の５の旧美幌高等学校の位置

に改めるものであります。

施行日は、平成２４年４月１日です。

以上、御説明いたしましたので、よろしく

お願いをいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま
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す。

これから、議案第７０号美幌町立学校設置

条例の一部を改正する条例制定についてを採

決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

暫時休憩をいたします。

再開は、１時５５分といたします。

午後 １時４６分 休憩

────────────────

午後 １時５５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎議会運営委員長報告

○議長（古舘繁夫君） 先ほど、議会運営委

員会を開きましたので、委員長から、その結

果について報告を求めます。

１２番吉住博幸さん。

○１２番（吉住博幸君） 休憩中に議会運営

委員会を開催しましたので、その内容につい

て報告いたします。

議案審議が円滑に進んでいることから、日

程第７ 議案第７１号の次に、第３日目に予

定していた議案第７２号から議案第７６号ま

での議案５件、意見書案第１０号、報告第１

４号から報告第１６号までの報告３件、閉会

中の継続調査について、以上の日程をお手元

に配付した日程追加事件として本日の日程に

追加することといたしました。

なお、本定例会に付議されたすべての案件

を本日第２日目で審議することになりますの

で、会期は当初の３日間から２日間へと変更

いたしたいと存じます。

議員各位及び説明員の御理解と御協力をお

願いして、議会運営委員会の報告といたしま

す。

─────────────────────

◎日程追加の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

ただいま議会運営委員長から報告のあった

とおり、日程第７ 議案第７１号平成２３年

度美幌町一般会計補正予算（第１０号）につ

いての次に、議案第７２号平成２３年度美幌

町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

について、議案第７３号平成２３年度美幌町

後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

について、議案第７４号平成２３年度美幌町

介護保険特別会計補正予算（第３号）につい

て、議案第７５号平成２３年度美幌町公共下

水道特別会計補正予算（第３号）について、

議案第７６号平成２３年度美幌町水道事業会

計補正予算（第２号）について、意見書案第

１０号免税軽油制度の継続を求める意見書に

ついて、報告第１４号定期監査報告につい

て、報告第１５号財政援助団体監査報告につ

いて、報告第１６号例月出納検査報告につい

て（８月～１０月分）及び閉会中の継続調査

についてを日程に追加し、追加日程第１から

第１０までとし、それぞれ議題にしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、議案第７２号から第７６号ま

で、意見書案第１０号、報告第１４号から第

１６号まで、及び閉会中の継続調査について

を日程に追加し、追加日程第１から第１０ま

でとして、それぞれ議題とすることに決定い

たしました。

─────────────────────

◎日程第７ 議案第７１号

○議長（古舘繁夫君） 日程第７ 議案第７

１号平成２３年度美幌町一般会計補正予算

（第１０号）についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） 議案の１５ペー

ジをお開きいただきたいと思います。
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議案第７１号平成２３年度美幌町一般会計

補正予算（第１０号）について御説明申し上

げます。

平成２３年度美幌町の一般会計補正予算

（第１０号）は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ３,２１７万６,０００円を追加し、歳

入歳出それぞれ１０８億１,５３８万５,００

０円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

債務負担行為の補正。

第２条、債務負担行為の追加は、「第２表

債務負担行為補正」で御説明申し上げま

す。

地方債の補正。

第３条、地方債の変更は、「第３表 地方

債補正」で御説明申し上げます。

それでは、１９ページをお開きいただきた

いと思います。

第２表の債務負担行為の補正について御説

明申し上げます。

（仮称）文化ホール整備事業で、期間は平

成２３年度から平成２４年度までの２年間で

あります。限度額につきましては、４,１３

１万６,０００円でございます。

これにつきましては、（仮称）文化ホール

の建設は本体工事が来年の６月２９日完成予

定で工事が進められておりますが、外構等周

辺整備工事について、本体工事との調整が必

要な部分があることから、本体工事と同時期

に完成できるよう今年度発注を行うため、工

事費総額４,６７２万５,０００円のうち、前

金払いの４割分を除く２,８０３万５,０００

円について債務負担行為を行うものでありま

す。

さらにもう１点、同じく本体工事と設置の

ための調整が必要な舞台設備、照明設備、音

響設備に係る備消耗品と平台等作成に時間を

要する備品などの発注分として１,３２８万

１,０００円、これを合わせまして、総額４,

１３１万６,０００円の債務負担行為の補正

をいただこうとするものでございます。

次に、２０ページをお開きいただきたいと

思います。

第３表、地方債の補正でございます。

まず、食料供給基盤強化特別対策事業、こ

れは土地改良に伴うパワーアップ分に係るも

のでありまして、限度額１,２１０万円、そ

れから、次の埋蔵文化財発掘調査事業の２８

０万円、さらに（仮称）文化ホール整備事業

の５,０００万円の３本の地方債につきまし

て、今回の補正により財源のめどがついたと

いうことで、交付税措置のない地方債につい

て借り入れを取りやめまして、後年度の負担

の軽減を図るものであります。

この結果、本年度の地方債借入総額は８億

４,９９０万円となるものでございます。

次に、３０ページ、３１ページをお開きい

ただきたいと思います。

歳出でございます。

一番上の議会運営費の減、期末・勤勉手当

で１３３万５,０００円の減額でございます

が、これは本年度の議員の改選期に伴う新任

議員６名の方の６月期末手当支給割合の減に

伴うものでございます。

その下の交付金、政務調査費交付金８８万

円の減につきましては、申請人数の減に伴う

減額分でございます。

次の一般事務費の増、積立金８７０万円に

つきましては、本年８月２８日から１１月１

５日までの間に３６名の方からいただきまし

たふるさと納税制度に基づく寄附金で、ふる

さとづくり基金へ積み立てするものでござい

ます。

次の生活バス路線維持事業費の増、補助

金、生活バス路線運行維持費補助金１９８万

６,０００円につきましては、平成２２年１

０月から本年９月までの実績に基づきまし

て、北見バス、網走バス、阿寒バスに対する

生活バス路線運行維持費補助金でございま

す。

その下の戸籍・住民基本台帳事務費の増、

業務等委託料、法改正対応改修プログラム作
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成委託料５９８万５,０００円の増でござい

ますが、これは出入国管理及び難民認定法、

住民基本台帳法の改正に伴う外国人の取り扱

い変更に係る住民基本台帳システムの改修に

係る委託料でございます。

その下の知事及び道議会議員選挙費の減、

それと次のページになります、町長及び町議

会議員選挙費の減の２２０万７,０００円に

つきましては、それぞれの執行に伴う減でご

ざいます。

一番下の統計調査事業費の増、４万１,０

００円につきましては、本年度実施いたしま

した経済センサス活動調査委託金額の確定に

伴います補正でございます。

次に、３５ページをお開きください。

一番上の一般事務費の増、積立金３０万円

につきましては、本年１０月２３日、松緑神

道大和山美幌支部支部長永澤則次様より、大

和山チャリティーバザーの益金３０万円を美

幌町のためにと御寄附をいただきましたの

で、福祉基金へ積み立てするものでございま

す。

次の在宅福祉事業費の増、通信運搬費１６

万７,０００円の増につきましては、緊急通

報システムの設置台数の増、及び設置料の単

価アップに伴う増でございます。

その下の生きがい対策事業費の減、４３万

４,０００円につきましては、実績に伴う減

額であります。

次の後期高齢者医療費の増、負担金、療養

給付費の負担金３９２万２,０００円の増額

補正につきましては、平成２２年度の療養給

付費の精算に伴う補正でございます。

次の７の他会計負担事業費の減、繰出金、

後期高齢者医療特別会計繰出金１５２万９,

０００円の減額につきましては、保険基盤安

定繰出金及び広域連合市町村負担金並びに市

町村の事務費の執行見込みに伴う減額補正で

ございます。

次の介護保険特別会計繰出金８０万３,０

００円の増でございますが、これも先ほど御

説明申し上げました住民基本台帳法等の改正

に伴う介護保険システムのプログラム変更に

伴う繰り出し分であります。

その下の一般事務費の増、事務事業協力報

償９,０００円と消耗品費２万１,０００円に

つきましては、全国在宅障害者等の実態調査

に係る道からの委託事業で、生活のしづらさ

等に関する調査に係るアンケート調査の協力

報償並びに消耗品の購入に係る分の補正でご

ざいます。

その下の障害者自立支援事業費の増、償還

金利子及び割引料の２万４,０００円の増に

つきましては、平成２２年度の障害者程度区

分認定等事業費補助金の額の確定によります

返還金でございます。

次の子ども発達支援センター事業費の増、

２７万５,０００円の増額につきましては、

本年１１月１１日、美幌町字美富５６番地に

お住まいの小野真希様から、子ども発達支援

センターの通所児のためにと２万円御寄附い

ただいたもので療育用教材を購入するもので

ございます。

燃料費につきましては、灯油の単価アップ

及び使用料の増で２５万５,０００円の増額

補正をいただこうとするものであります。

その下の子育て支援センター事業費の増、

臨時職員賃金７４万２,０００円の増につき

ましては、一時預かり保育の増に伴いまし

て、指導員の賃金の増でございます。

一番下の保育園運営事業費の増、手数料２

１万円につきましては、美幌保育園及び東陽

保育園の調理従業員のノロウイルス検査実施

に伴う手数料の増でございます。

次に、３７ページをお開きいただきたいと

思います。

子ども手当支給事業費の増、業務等委託

料、子ども手当システム作成委託料４０１万

１,０００円の増でございますが、これは平

成２３年度子ども手当の特別措置法による１

人当たりの支給単価等の改正に伴うシステム

の改修費で、全額補助対応となってございま

す。

次の他会計負担事業費の減、負担金、美
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幌・津別広域事務組合負担金６５万円の減に

つきましては、本年の人事院勧告に基づく職

員給料の減及び共済の料率等改定に伴います

一般会計からの負担金分でございます。

次の労働対策事業費の増、業務等委託料、

雇用対策事業委託料２００万円の増につきま

しては、季節労働者冬期就業対策として、道

路、河川等の小木伐採及び学校校舎の塗装な

ど冬期間の就労対策に伴う増額補正分でござ

います。

次に、事務局費の減、臨時職員の賃金１３

万３,０００円の減につきましては、農業委

員会の臨時職員退職に伴う減でございます。

一番下のエゾシカ対策事業費の増、補助

金、農作物獣害対策事業補助金１６万５,０

００円につきましては、駆除頭数の増に伴う

補助金の増でございます。

次に、３９ページをお開きいただきたいと

思います。

環境保全型農業直接支援対策事業費の増、

９万円でございますが、これらは環境保全の

高い営農活動に取り組む農業者ということ

で、エコファーマーや有機農業に取り組む農

業者に対して１０アール当たり８,０００円

交付金が支給されるということで、９月の定

例会で補正をいただきました。これらに対し

まして今回事務費が補助対象となるというこ

とでの補正でございます。

次に、林業推進事業費の増、積立金７５万

５,０００円の増でございますが、森林整備

協定に基づく寄附金として、社会福祉法人恵

和会４６万９,２４０円、それから宮田建設

様から１０万５,０００円、それから生活協

同組合コープさっぽろから１７万５,９３８

円の御寄附をいただいた分と、１０月４日に

京都市にお住まいの方から、ふるさと納税制

度に基づく寄附金として５,０００円を未来

への森林づくり基金へ積み立てするものでご

ざいます。

その下の町有林造林事業費の増、業務等委

託料、看板作製委託料３８万円につきまして

は、社会環境貢献活動として森づくりに参加

していただきました２名の方からいただきま

した寄附金により、造林が完了したことに伴

い、その山林に寄附者の看板を設置するもの

であります。

先ほど申し上げましたコープさっぽろから

の寄附金が１７万５,９８３円の誤りです。

失礼いたしました。

次に、一番下の観光施設維持管理事業費の

増、修繕料、これにつきましては、峠の湯の

非常用発電機の修繕７８万８,０００円でご

ざいます。その下の交流促進センター維持管

理委託料３２７万２,０００円の増額につき

ましては、峠の湯びほろの浴室の屋根改修工

事期間、７月１日から８月３１日までの２カ

月間における損失分で、指定管理委託料とし

て負担するものでございます。

次に、４１ページをお開きいただきたいと

思います。

道路新設改良事業費の減３５万６,０００

円と、その下の第１３１号道路外３改良舗装

事業費の減６１万９,０００円につきまして

は、入札執行に伴う減額分でございます。

その下の公園維持管理事業費の増、光熱水

費５３万１,０００円につきましては、公園

の水道及び電気料の実績増に伴うものでござ

います。

その下の繰出金、公共下水道特別会計繰出

金１,１９７万８,０００円の減額につきまし

ては、地方債の借入利息の減及び繰越金の財

源調整に伴う一般会計からの繰出金の減額分

でございます。

その下の広域事務組合負担事業費の減、負

担金、美幌・津別広域事務組合負担金２２７

万２,０００円の減につきましては、ことし

の人事院勧告に伴う職員給与費の減に伴う負

担金の減であります。

一番下の教育振興事業費の減、負担金、校

内研究会負担金２４万円の増につきまして

は、学校教育振興協議会補助金を学校単位の

それぞれの校内研究会へ変更したことに伴う

増でございます。

その下の補助金、私立幼稚園就園奨励費補
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助金３７２万３,０００円の減と、次のペー

ジの私立幼稚園振興補助金２１万７,０００

円につきましては、私立幼稚園の就園人数及

び教員数の減少によります減額でございま

す。

その下の学校教育振興協議会補助金３６万

円の減につきましては、先ほど御説明申し上

げました校内研究会の振りかえに伴う減でご

ざいます。

その下、学校管理事業費の増の消耗品費１

万６,０００円でございます。これにつきま

しては、これからまた出てきますが、福豊小

学校の学校林の売り払いに伴いまして、学校

林から生ずる収益は、条例によりまして学校

施設整備基金に７割、当該学校設備費に３割

を充てるということになっているものでござ

いまして、消耗品につきましては、マイクス

タンド等の消耗品を購入するものでございま

す。

その下の修繕料、６８４万９,０００円の

増につきましては、東陽小学校の体育館の温

風暖房機の更新分でございます。

その下の施設維持管理等委託料、樹木剪

定・草刈委託料は執行残に伴う減額でござい

ます。

次の教育備品９５万１,０００円と積立金

５２０万４,０００円でございますが、これ

は先ほど御説明申し上げました福豊小学校の

学校林の売り払いに伴うもので、総額７４３

万４,０００円の７割としまして、５２０万

４,０００円を積み立て、９５万１,０００円

につきましては、オーブンレンジ、冷蔵庫ほ

か教育用備品の購入に充てるものでございま

す。

その下の教育振興事業費の増、消耗品６万

９,０００円と教育備品１２０万５,０００

円、これにつきましても学校林の売り払いに

伴う備品等の整備でございまして、消耗品に

つきましては、走り高跳びのグラスバー等の

消耗品と、備品につきましては教育用パソコ

ン、あと地球儀、大太鼓等の備品を購入する

ものであります。

その下の学校管理事業費の減、工事請負

費、美幌中学校グラウンド天然芝生化新設工

事１２９万４,０００円の減額と、機械器具

１３万３,０００円の減、これは芝刈り用機

械の購入分でございますが、いずれも入札執

行残に伴う減額でございます。

次の一般事務費の減、社会保険料等と嘱託

職員賃金の減につきましては、生涯学習推進

アドバイザーの変更に伴う減額でございま

す。

３、次の（仮称）文化ホール整備事業費の

増、工事請負費、（仮称）文化ホール建設外

構等周辺整備工事１,８６９万円の増でござ

いますが、これは債務負担行為でも御説明申

し上げましたが、外構工事発注に係る工事費

の前金分に係る分でございます。工事内容に

つきましては、後ほど教育部長のほうから御

説明申し上げます。

次の施設維持管理事業費の減、施設維持管

理等委託料と、次の４５ページになります、

夜間窓口受付業務委託料２０万８,０００円

の減につきましては、実績減に伴う減額分で

ございます。

次の図書館運営事業費の減、社会保険料等

及び臨時職員賃金につきましては、臨時職員

退職に伴う減額分でございます。

次の活動促進事業費の増、消耗品費２０万

円の増につきましては、本年１０月２８日、

網走地方法人会美幌支部支部長長岡敬幸様よ

り、法人会で取り組んでおります社会貢献事

業の一環として、図書館の蔵書充実に役立て

てほしいと２０万円の御寄附をいただきまし

たもので図書を購入するものであります。

その下、町債利子償還金の減、償還金利子

及び割引料の６３８万８,０００円の減につ

きましては、平成２２年度の地方債借入利率

の低下に伴う減でございます。

次に、２５ページにお戻りいただきたいと

思います。

歳入でございます。

地方特例交付金、１６３万６,０００円の

減額につきましては、額の確定に伴う減でご
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ざいます。

その次、地方交付税の増、５,６７３万７,

０００円につきましては、本年度の普通交付

税につきまして、当初３７億７,０００万円

を予定しておりましたが、３８億２,６７３

万７,０００円で確定しましたので、今回５,

６７３万７,０００円の増額補正をいたすも

のでございます。

次に、一時預かり利用料の増ということで

１１万８,０００円、これは子育て支援セン

ターでの利用実績増に伴う補正でございま

す。

次の社会資本整備総合交付金１５０万円に

つきましては、高齢者住宅等除雪機の５台分

の購入に当たる交付金の決定に伴う補正でご

ざいます。

その下の第１３１号道路外３改良舗装事業

費補助金の増３６万３,０００円につきまし

ては、事業費の確定に伴うものでございま

す。

その下の社会資本整備総合交付金の増、２

４０万円につきましては、これは積寒指定路

線に係る除雪事業に対する交付金分でござい

ます。

その下の幼稚園就園奨励費補助金の減、９

３万円につきましては、就園児の減少に伴う

減額でございます。

その下の安全・安心な学校づくり交付金の

減、４５２万３,０００円の減額につきまし

ては、大震災の影響によりまして、美幌中学

校のトイレ改修事業分が不採択となったこと

によります減額でございます。

次の保険基盤安定拠出金の減、１３７万

５,０００円につきましては、後期高齢者医

療費の平成２３年度の額の確定によります減

額分でございます。

その下の地域づくり総合交付金の減、１０

万６,０００円につきましては、子ども発達

支援センターの事務費に対する交付金の減で

ございます。

その下の子育て支援対策事業補助金の増、

４０１万１,０００円につきましては、子ど

も手当に係るシステムの改修に係る補助金で

ございます。

その下の地域づくり総合交付金、７万円に

つきましては、エゾシカの駆除に対する交付

金であります。

一番下、環境保全型農業直接支援対策事業

補助金の増、９万円につきましては、エコ

ファーマー及び有機農業に取り組む農業者に

対する交付金の交付事務に係る事務費の補助

金でございます。

次に、２７ページをお開きいただきたいと

思います。

地域づくり総合交付金の増、６,８７０万

円でございます。これは、一つは（仮称）文

化ホール建設に伴う交付金で７,０００万

円、それと埋蔵文化財発掘事業に係る交付金

の配分額の減ということで１３０万円の減額

分、合わせまして６,８７０万円でございま

す。

次の道権限移譲事務交付金の増から、知事

及び道議会議員選挙費委託金の増、さらに経

済センサス活動調査委託金の増につきまして

は、額の確定によります分でございます。

その下、生活のしづらさなどに関する調査

委託金９万１,０００円につきましては、全

国の在宅障害者等の実態調査に対する委託で

ございます。

次、学校林売払代ということで７４３万

４,０００円、福豊小学校の学校林の売り払

い収入でございます。

次の一般寄附金の増、３０万円につきまし

ては、松緑神道大和山美幌支部支部長永澤則

次様からの御寄附でございます。

ふるさと寄附金の増、８７０万５,０００

円につきましては、８月２８日から１１月１

５日までの間に３７名の方からいただきまし

たふるさと納税制度によります寄附金でござ

います。

その下、図書費寄附金の増２０万円、これ

は網走地方法人会美幌支部、長岡敬幸様から

の御寄附でございます。

次の林業費寄附金の増、７５万円につきま
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しては、林業整備協定に基づきます恵和会

様、それから宮田建設様、コープさっぽろ様

からの御寄附でございます。

その下、財政調整基金繰入金の減、１億８

３６万８,０００円でございますが、これは

今回の補正の財源調整でございます。年度末

残高は７億７,３６６万６,０００円となる見

込みでございます。

未来への森林づくり基金繰入金の増、３８

万円につきましては、造林が終了したことに

伴い、社会環境貢献活動として森づくりにも

参加くださいました２名の寄附者の方の看板

を作製する財源に充当するものでございま

す。

次に、２９ページをお開きいただきたいと

思います。

前年度繰越金の増、５,７８４万３,０００

円の増でございますが、今回の補正の財源調

整で、全額計上でございます。

次に、物品等売払の増、２７６万６,００

０円につきましては、ごみ処分場におけるリ

サイクル商品、ペットボトル及びその他プラ

スチックの売却分でございます。

スポーツ振興くじ助成金の減、４７４万

７,０００円につきましては、美幌中学校の

グラウンド天然芝生化新設工事及び芝刈り機

等の購入に係る分で、助成額の確定に伴う減

でございます。

その下の過年度障害者自立支援給付費等国

庫負担金追加交付金３６７万６,０００円

と、その下の過年度障害者自立支援給付費道

費負担金追加交付金１８５万９,０００円に

つきましては、平成２２年度の給付費の額の

確定に伴う追加交付分でございます。

その下の町債につきましては、地方債のと

ころで御説明申し上げましたので、説明は省

略させていただきます。

以上、説明申し上げましたので、よろしく

お願いします。

○議長（古舘繁夫君） 教育部長。

○教育部長（佐藤庄一君） （仮称）文化

ホール建設外構等周辺整備工事について御説

明をいたします。

参考資料の４ページをお開き願います。

資料４、議案第７１号関係。（仮称）文化

ホール建設外構等周辺整備工事。

建築主体工事の進捗状況は現在６０％と

なっておりまして、工期の平成２４年６月２

９日に向けて順調に推移をしております。今

後は仕上げの段階となりまして、年度末に向

け、舞台設備、照明、音響、各設備工事が本

格化してまいります。

今回御提案します（仮称）文化ホール建設

外構等周辺整備工事の実施期間ですけれど

も、平成２３、２４年度の２カ年で、工期は

７月を予定しております。本体工事とほぼ同

時期の完了としまして、８月１９日のオープ

ニングに向け、スムーズな工事完成を目指し

てまいりたいと考えております。

図面のほうですけれども、左の町道２号が

栄通で、下の町道１０１号が町民会館の正面

となります。

工事概要ですが、工事は駐車場整備が主な

内容となります。まず、排水施設工としまし

て、プラヒューム管１５７.３メートル、Ｕ

型側溝７８.９メートル、雨水ます１５カ所

となっております。

駐車場は、駐車台数１１１台と身障者用と

しまして２台の合計１１３台分を確保してお

りまして、駐車場の舗装面積は２,７４３.４

平米となります。

舗装及び路盤の構成ですけれども、再生の

密粒度アスコン３センチ、アス処理５セン

チ、下層路盤、切込砂利２０センチ、凍上抑

制層２２センチで層厚５０センチとなりま

す。

歩道工としまして、既設道路との接続、駐

車場出入り口の切りかえなどで１８３.２平

米となります。

文化ホール搬入口への通路や駐車場への出

入り口には車どめを１４カ所設置しまして、

車の安全な誘導に配慮しております。また、

転落防止さくを栄通側に２２.５メートル設

置、自転車での来館者用に自転車ラックを２
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カ所設置いたしております。

町民会館前のエントランスには、ゴムチッ

プ舗装４１４.６平米行いまして、冬場の滑

り防止に配慮をしております。

ほかに既設舗装材、排水施設、縁石、コン

クリート施設の撤去、発生材処理工、産業廃

棄物処理費が含まれております。

以上、御説明をいたしましたので、よろし

くお願いをいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 私は、３７ページ、

エゾシカ対策１６万５,０００円と、３９

ページ、林業推進事業費７５万５,０００円

の２項目について質問をしたいと思います。

最初に、３７ページ、エゾシカ対策事業費

１６万５,０００円についてでありますが、

御説明では、エゾシカ駆除頭数の増加に伴う

補助金の増額ということですが、今年度の駆

除頭数は結果、累計で幾らになるのかをまず

お聞きしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（平野浩司君） 今年度の有害駆

除頭数でございますけれども、３０５頭でご

ざいます。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） エゾシカの食害につ

いては、全道的に相当ふえているということ

で新聞報道もされておりまして、心配をして

いるところであります。

それで、美幌町としては駆除頭数がふえて

いるということで、当然それ自体はうれしい

ことなのですが、しからば、被害状況はこれ

によって減少しているのか、それとも、いま

だ増加傾向にあるのか、この点について聞か

せてください。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（平野浩司君） ２３年度の被害

状況というのはまだまとまってはいないので

すけれども、２１年度、それから２２年度の

被害状況をお話しさせていただきたいと思い

ます。

２１年度におきましては、６,００９万２,

０００円であります。そして、２２年度の被

害金額が５,２０６万円、数値的には下がっ

ているような集計になっております。ただ、

この中で、実際にはＪＡからの聞き取りとい

うこともあって、そういう意味では、つい最

近の新聞報道では全道的に５９億円というこ

とで、前年度からいえば約９億円伸びている

という部分からいけば、本町にとってみれ

ば、２３年度はまだ出ておりませんけれど

も、状況を見る限りでは２２年度よりは伸び

ているのかなというふうに感じております。

よろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） わかりました。２３

年度の結果を見てどういう状況かを判断させ

ていただきたいと思います。

次に移ります。３９ページ、林業推進事業

費の７５万５,０００円であります。

これは林業寄附金などを受けまして、多

分、美幌町の企業の森林づくりに充てられる

というものかと思いますが、今回の寄附金受

入額の結果、美幌町がこれまで進めてきた企

業の森林づくりの、例えば参加企業数、寄附

金の総額、植林本数、植林面積などなどにつ

きまして、どういう到達にあるのか、大変皆

さん注目されているという状況なので、お示

しいただければと思います。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（平野浩司君） 今、細かい資料

は持ってございませんけれども、今回の積み

立てを７５万５,０００円させていただきま

して、次の項目で看板作製委託、これは本田

様と谷戸様からいただいた金額に看板を設置

するということで３８万円の支出、繰り出し

をさせてもらいますけれども、それを引いた

額、現在の基金残高が１,６６９万９,０００

円の残高になっております。これは具体的に

今までの幾らに対して何件という部分では

ちょっと申しわけございません、ただいま資

料を持ってきておりませんのでお答えできな
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い状況でございます。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 途中まで私もカウン

トしていた時代があったのですが、後日で結

構です、お示しいただければと思います。

それでお聞きしたいのですが、下川、足

寄、滝上、美幌、４町によります任意協議会

を法定協議会に移行するということで、法的

な根拠も含めまして、美幌町が進めている事

業に信用性が高まるという状況になって、ま

だそう時間がたっていないのですが、これま

で参加された企業、または関心を持っておら

れる企業の反応についてはどういうふうに

なっているのでしょう。多分、大変好意的に

受けとめられていると思うのですが、担当と

してどんな感触を持っておられるか、せっか

く法定協議会に移行したので、うれしい話と

いうことで、町民に対して説明ができる話だ

なと思っておりますので、率直なところを聞

かせていただければと思います。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（平野浩司君） ４町により法定

協議会に移行したというのは、一つは今、大

江議員おっしゃったとおり、他に対しての信

用性、きちんと法律に基づいた協議会ですよ

ということです。それともう一方では、任意

協議会でやったときには、そこに加わるとい

うか、参加したいというところの希望の自治

体もありました。そういう意味では、そこと

差別化したい、言うならば、法定というのは

それぞれの町のきちんと議決を得てつくった

組織であるから、簡単には入れませんよとい

う部分でいけば、今その４町の取り組みが先

進的にやってきたということでは、法定にし

たことについては非常に意義があるというふ

うに思っております。

そのことは、逆に関心を持っていただく企

業がふえておりますし、今年度、一応この収

入の中に５７６万円が入ってきているという

ことで考えれば、かなりの金額が今後その法

定協議会の中に入ってきて、ある意味では美

幌町の森林づくりの財源に充当できるのかな

というふうに思っております。

よろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） ほかに。

１０番宗像密琇さん。

○１０番（宗像密琇君） 歳入と歳出と両方

あるのですけれども、まず、３５ページの緊

急通報システム１６万７,０００円なのです

が、何件分なのか。また、現在、緊急通報シ

ステムがつけられているところは大体何件ぐ

らいあるのか、その辺、ちょっと教えていた

だきたいなというのと、それから二つ目は、

２５ページの歳入のほうなのですけれども、

除雪機が１,５００万円の補助金をいただい

ているわけですが、これはどのぐらいの規模

の除雪機なのか、それから何台ぐらいなの

か、これをちょっと教えていただきたい。

それから、ただいま林業関係の話もありま

したけれども、２７ページと４３ページです

か、これの学校林の関係ですけれども、７４

３万４,０００円ですか、それで積み立てし

ているわけですけれども、これの内容です

ね。それから、伐期は大体何年ぐらいのもの

なのか、容量はどのぐらいなのか、それから

切った後はどういうぐあいにしているのか、

この３件、これをちょっとお聞かせいただき

たいなと思います。

○議長（古舘繁夫君） 宗像議員、今、３点

についてお尋ねされましたね。緊急通報シス

テムと除雪機のことと学校林のことでした

ね。再質問のほうは１問ずつということでお

願いいたします。

民生部長。

○民生部長（馬場博美君） ただいま御質問

あった緊急通報システムですけれども、当初

予算では２０台、それから今回補正させてい

ただいたのは１台であります。それと美幌町

全体の台数につきましては、１９２台になっ

てございます。

以上であります。

○議長（古舘繁夫君） １０番宗像密琇さ

ん。

○１０番（宗像密琇君） よくわかりまし
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た。

それで、緊急通報システムをなかなか理解

されていない方が結構いらっしゃるので、ま

た、中には、緊急通報システムをつけるのを

嫌がるというのですか、恥ずかしいとか、意

外と率直に言っていただけないような方も結

構いるようなのですね。その辺の周知のさせ

方とか、その辺はどのようにしているのか、

ちょっとお伺いしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） ＰＲの方法につ

きましては、私たちのほうで要援護者台帳等

を備えております。それと、全体の事業所

で、ヘルパーなどが訪問するときにそういっ

た緊急通報システムがあるということなどの

説明を行っているところであります。

さらに、今回、もう一度ＰＲするというこ

とで、先ほど御答弁させていただきましたけ

れども、介護保険福祉計画の中のアンケート

にも、そういった制度のことについてもＰＲ

させていただきました。

以上であります。

○議長（古舘繁夫君） １０番宗像密琇さ

ん。

○１０番（宗像密琇君） よくわかりまし

た。

それで、それでもなおということをお尋ね

しているわけで、ＰＲの方法とか、それか

ら、在宅で回られている方とか、いろいろな

方の情報をきちっとつかんで、それでこちら

からお勧めするという方法もあるのかなと

思っていますので、やはり何かあれば問題で

すので、積極的にこちらからＰＲだけではな

くて、結構皆様そういう方々の家に出入りし

ているわけですから、そういう情報をきちっ

とキャッチしながら進めていったらいかがか

なと思いますけれども、いかがでしょう。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 宗像議員さん

おっしゃるとおり、本当に情報を的確にとら

えて、それに合った対応をしなければならな

いということで、今後さらに、広報、ホーム

ページも含めて個別に具体的な対応をしてま

いりたいというふうに考えてございます。

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） １０番宗像密琇さ

ん。

○１０番（宗像密琇君） 除雪機の話ですけ

れども、どのぐらいの規模で、今何台ぐらい

なのか、ちょっと教えていただきたいと思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） この事業につき

ましては、２１年度から５年間ということ

で、２１年度、２２年度、３台ずつ入れまし

た。今年度の事業につきましては、全部で５

台であります。内訳としましては、１２馬力

が３台、それから１０馬力が２台ということ

でございます。

この実績に当たっては、全自治会たすけあ

いチームのアンケート調査をもとにして、今

まで馬力数が大きかったので、小さいものを

入れてほしいということの要望を受けて、今

年度５台を購入するものでございます。

○議長（古舘繁夫君） １０番宗像密琇さ

ん。

○１０番（宗像密琇君） 馬力数と言われて

も、ちょっと想像できにくいのですけれど

も、大体金額で何十万円ぐらいのと言ってい

ただければ一番わかりやすいのですけれど

も。

というのは、私も馬力のあるものをちょっ

とさわらせてもらったことがあるのですけれ

ども、高齢者の方はまず使いづらいと。今部

長がおっしゃったように、余り大きいものは

大変だという話がありましたけれども、全く

そのとおりで、規模によっては、馬力数の大

きいものによっては相当力がいるのですよ

ね。ちょっとした３０万円、４０万円前後の

ものでもかなり力が、私もキャタピラがつい

ているので大したことないのかなと思ってい

るのですけれども、これが意外と力がいるの

ですね。

ですから、大体、おおよそ何十万円ぐらい
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のものとかおっしゃっていただければありが

たいのですけれども。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 一般的に我々、

家庭で使っているのが８馬力で、大体、定価

は４０万円ぐらいだと思います。

今回は、やはり間口のかた雪もありまし

て、それで１０馬力と。本来ならば、ずっと

１２馬力ぐらい入れていたのですけれども、

今回はその下の１０馬力を２台ということ

で、価格につきましては約５０万円ぐらいの

価格でございます。

○議長（古舘繁夫君） １０番宗像密琇さ

ん。

○１０番（宗像密琇君） それだと結構なも

のかなと思うのですけれども、それ、大丈夫

ですかね。その辺、よく注意して使っていた

だければと思います。

それでは、今の件に関してはよくわかりま

した。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（平野浩司君） ２７ページの学

校林立木の売り払いでございますけれども、

先ほど総務部長のほうから説明させていただ

いたとおり、福豊小学校の学校林ということ

でございます。ＰＴＡの方が植栽していただ

いたということで、伐採面積が９.４４ヘク

タールでございます。

それで伐採の樹種でございますけれども、

主にトドマツとカラマツ、トドマツが４,６

２８本で、大体６９年生、６９年たっている

木でございます。その次にカラマツが多いの

ですけれども、これが３５１本ということ

で、５１年から５２年生の木でございます。

あとはエゾマツ、それからストローブ、白樺

等を入れて総計で５,７８３本、材積でいけ

ば３,１９４立米ということでございます。

今回伐採をしていただくということでござ

いますけれども、その跡地については、また

植栽をしていくということでございますの

で、資金等については今森林づくり基金等を

持ってございますので、それを有効に利用し

て植栽していきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） １０番宗像密琇さ

ん。

○１０番（宗像密琇君） 植栽の関係ですけ

れども、大体それはいつごろと想定していま

すか。

それから、今、資金の関係をおっしゃいま

したけれども、この中の積立金の中から使う

ということではないということで理解してよ

ろしいのかどうか。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（平野浩司君） 済みません、説

明が悪くて。

実際に植栽するのは、伐採期間が来年度も

ございますので、今後、実際に植えるのは、

これから計画を立てますけれども、３年以内

ぐらいには植栽をしたいというふうに思って

います。

先ほど基金でということでございますけれ

ども、基金ではなく、これからそこに寄附を

いただけるような方をいろいろ募っていきた

いと思っています。資金確保は従来の森林づ

くりの中でいろいろさせていただいています

ので、協力していただける企業等を探しなが

ら植栽していきたいというふうに考えており

ます。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） ２個ですね、総務費

の辺地対策費の生活バス路線維持費と……

○議長（古舘繁夫君） ページ数はどこで

しょう。

○６番（松浦和浩君） ページ数は３１ペー

ジでした。３１ページ、辺地対策費の生活バ

ス路線維持費、それと３７ページの労働費の

労働対策費、この２点。

まず１点目、生活バス路線維持事業費、こ

れについてはたしか、自分の思い過ごしだっ

たらまずいのですけれども、昨年は同時期に

１,４７３万７,０００円の増ということで、

ことしの年度当初は１,１８４万円の予算を
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計上してスタートという形をとったのかな

と。今回１９８万６,０００円の増加という

ことで、まず１点目として、昨年とことしの

計上の仕方が変わった理由がちょっと今何

だったかなと。それともう１点は、当初予算

よりふえた理由。まず１回目。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） ただいまの生活

バス路線維持事業費ということであります

が、議員おっしゃるとおり、本年度の当初予

算で１,１８４万円ほど計上してございま

す。これは、昨年度までは実績額が確定した

段階で総額を補正させていただきました。た

だ、予算上でありますので、概算を先に当初

予算に計上しておくことによって、ある一定

の財源を見込んで計上しておくのがいいだろ

うということでの考え方に基づいて、今年度

から当初予算で概算を計上させていただいた

経過でございます。

それで、この部分につきましては、国庫補

助と、それから単独に係る部分がございまし

て、昨年の１０月からことしの９月までの実

績に基づいて支出することになってございま

す。

したがいまして、網走バスにつきましては

美幌線ということで、これが３１５万５,０

００円、それから北見バスが美幌津別線、そ

れから療養所線、それから津別線と、この３

本がございます。これを合わせまして５１７

万６,０００円。それから阿寒バスにつきま

しては、古梅線が１５万１,０００円、それ

から市内循環、これワンコインですが、５３

４万４,０００円ということで、合計で１,３

８２万６,０００円という金額になるもので

ございます。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 今言った１,３００

万円という数字を計算すると、昨年より１０

０万円ぐらいなのですけれども、路線が減っ

たという記憶がなかったものですから、

ちょっとその辺をもう一度、済みません。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） これは、路線が

減ったということでなくて、乗車人数が減っ

たことによりまして、赤字分を補てんする形

になりますので、収入が減ることによって負

担分がふえるという格好になりますので、現

実問題、乗車数の減少に伴うものと、それか

ら燃料の高騰等がこういう結果になっている

ということでございますので、御理解いただ

きたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） ちょっと今思い出し

ました。済みません。

ということは、おおむね、昨年と同じぐら

いの金額で推移しているということで了解し

ていいということですね。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） バスの路線はい

ろいろ、網走バスさん、それから北見バスさ

んも減便の申し出があるのですけれども、何

とか生活バス路線維持ということで、こちら

のほうでは現状の路線を維持してほしいと、

便数を維持してほしいという要望を出してお

ります。

その中で、先ほど言いましたように、こと

しはたまたま乗車人数が実績として減少した

と。それと燃料代が高騰したことによって昨

年度より若干ふえているという結果でござい

ますので、御理解いただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 次の項目ですね。

次、３７ページの労働費です。

毎年、多分毎年だと思うのですけれども、

この時期に２００万円、昨年もあったかな

と。昨年は、たしかそういう事由があって５

１７万円計上したのかなと。ことしはまた２

００万円になっていると。

確認なのですけれども、昨年多く出した分

はもう既に何かの対策で出ていたのか、こと

しはそのお金を増額はしないのかだとか、昨

年と数字が変わっている部分について、まず

御説明願います。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。
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○経済部長（平野浩司君） 昨年につきまし

ては、最終的に決算では総額で１,５１７万

１,０００円の支出をしております。途中で

１２月に補正をさせていただいたということ

でございます。今年度につきましては、当初

予算で１,５０１万１,０００円を計上してお

認めいただいておりまして、今回新たに２０

０万円、先ほど総務部長が説明いただいた内

容でさせていただくということですので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 単純にことし増額に

なったということでいいのですね。そういう

ことで。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（平野浩司君） そのとおりでご

ざいます。

○議長（古舘繁夫君） 松浦議員、いいので

すね。終わり。

○６番（松浦和浩君） はい。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君） １項目なのですけ

れども、３９ページの施設維持管理等委託料

の３２７万２,０００円ですね、これ、町の

都合で休業されたということなのですけれど

も、この積算根拠と、それからこの内訳の詳

しいことと、それから、７月、８月の稼ぎ時

に休んでしまった、９月からオープンしてい

るのですけれども、３カ月たちました。去年

と比べて実績はどうなのかなという、ちょっ

と心配しておりますので、もし、ことしの数

字なんかがわかりましたら、お知らせくださ

い。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（平野浩司君） 初めに、今回御

提案させていただいた金額３２７万２,００

０円の状況でございますけれども、詳しい内

容ということで、一応今回、７月１日から８

月３１日、２カ月休ませていただいたという

ことでございます。通常では、通常ではとい

うことは、峠の湯びほろの管理に関する協定

書に指定管理料、それから指定管理施設の改

修等ということで、基本的には、損失につい

ては補てんしないという項目になっておりま

す。ただし書きがあり、その中に、災害やむ

を得ない事由により生じた損失はということ

で、今回については、２カ月という一番書き

入れどきですので、やむを得ない事情に該当

するということで、現在の指定管理者と協議

をさせていただきました。

筋論からお話をさせていただければ、私ど

もが幾らというよりも、２カ月間通常どれだ

けの収入があって、その収入を補償するのが

一般的だというふうに考えております。

今回２カ月、大体２０年度から２２年度の

２カ月を大体平均しますと、その期間２カ月

で１,２００万円前後の収入があります。２

２年度でいけば１,８３２万円の収入を２カ

月で得ております。ただ、今回休むことに

よって、言うならば支出しないものもあると

いうことで、これからは協議なのですけれど

も、基本的には収入ではなく支出、その中で

現実に出したもので。皆さんの税金をお出し

するということにもなりますし、私ども今ま

で峠の湯に支援もしていたということで、何

とか支出で協議をさせていただけないかとい

う話をさせていただいて、支出ベースで考え

ますと約２カ月で実際に支出した金額が４６

５万６,０００円ございます。その中で再度

またお話をさせていただいて、結果的に、今

回提案した３２７万２,０００円で合意をさ

せていただいたということです。

ですから、その金額はというのは、支出し

た中をちょっと見る限りでは、合意した金額

は給与にかかる相当額というふうに理解いた

だければと思います。これこれに充当すると

いうことではなくて、その給与にかかる分だ

けは何とかいただきたいということでしたの

で、その相当額を補償させていただくという

ことでございます。

それと今の状況でございますけれども、２

カ月間休みはしたのですが、今までの経過で
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いきますと、５月を除いてすべて２２年度か

らふえております。ちなみに、９月であれ

ば、これは前年度、２２年度に比較しますと

９月で５５０人の増、それから１０月につい

て８２２人の増、１１月につきましては約

２,６４４人の増ということで、たまたま１

１月は前の年に１２日間改修で休んでいます

ので、単純な比較にはなりませんけれども、

今委託している、指定管理を受けているとこ

ろでは、相当努力もしていますし、今回の改

修によった、言うならば入浴者の影響という

のはほとんどないというふうに感じておりま

すので、これからもぜひ、何とか皆さんにお

ふろに入っていただきたいというふうにお願

いいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） よくわかりまし

た。休業している間にほかのところに流れて

いってしまうのではないかなという心配もあ

りましたので、一応、いろいろなチラシや何

かも見ていますけれども、いろいろやってい

るようなのですけれども、昨年実績からふえ

ているということで一安心いたしました。

○議長（古舘繁夫君） 答弁はよろしいです

か。

ほかに質疑ありませんか。

１２番吉住博幸さん。

○１２番（吉住博幸君） ４２ページの社会

教育費の中で、社会教育総務費の、さらに細

かく言うと（仮称）文化ホール建設外構等周

辺整備工事のことについてお聞きしたいと思

います。

まず一つ目、参考資料をちょっと見ていた

だけるでしょうか。参考資料の下から、行数

からいって８行目、路盤工の中で、下層路盤

工、切込砂利２０センチというような表記の

され方がしております。一つ疑問点がござい

ます。その一つ、１行上に密粒度アスコン再

生３センチまでうたっている以上、これは建

設関係をやっている職員さんは御存じだと思

いますが、グリーン購入法というか、副産物

を率先して使いなさいという法律がございま

す。それで、舗装自体を、部分的であります

が、再生を利用しておいて、路盤材を再生、

値段に関係なく法体系で使いなさいというふ

うにうたわれているのに、見ていないのはど

ういうことかなと。

簡単に言いますよ。再生骨材２０センチと

書いてありますが、法的には、簡単に品物で

言えば、コンクリート再生砂利を率先して使

いなさいという法律がございます。そういう

法律をどうクリアされているのかなというの

がまず疑問点として一つ。いや、これでいい

のだよといえば、それで安心するのですが。

それからもう一つ、ちょっと図面のほうを

見ていただきたいのですが、町道２５９号と

２６０号のちょうどぶつかる、図面でいえば

左側の入り口、ありますね。ちょっと縁石で

こう。ちょうど舞台裏の出し入れのためにト

レーラー等搬入車が入ることがあるよという

ことで、ここも舗装をかけたりシャッターを

つけたらどうだという話の中で、とっ始め、

出入り口に駐車するためのスペースを置いて

はおかしいのではないかという議論があった

のですよ。それでここ、駐車場１１１台プラ

ス身障者用２台と表記されて、一つ一つ書い

てみました。出入り口の頭に車をとめる設計

というのは、当初の話からいっていかがなも

のか、その過程を、細かいことを入れたらこ

の２点についてお聞かせ願いたいと存じま

す。

○議長（古舘繁夫君） 吉住議員、この文化

ホールの外構のことですね。

文化ホール建設準備主幹。

○文化ホール建設準備主幹（石坂 聡君） ２

点についてお答えします。

まず、駐車場の路盤構成ですけれども、そ

ういう意味では、言われた趣旨に沿っていえ

ば、再生の密粒度アスコンを使うという話

は、吉住議員がおっしゃる内容に沿っている

と思いますけれども、路盤構成については切

込砂利と凍上抑制層を使いながら全体を５０

センチにしているという設計になってござい
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ます。

それと、文化ホール裏の大道具等の搬入口

の話でございますけれども、その頭先という

か、駐車スペースが延びたところでの駐車ス

ペースと搬入口がぶつかるのではないかとい

う話でございまして、これも委員会等で説明

したときもそういう話がございました。それ

で、想定されている搬入のトレーラーの旋回

角度等を考えましても、シャッターで区切ら

れた中で、駐車場までの距離を考えますと問

題ないという話の中で、今の設計で整備させ

ていただくようなことで考えてございます。

ただ、冬場の除雪のことを考えますと、集

積する雪については、搬入口側に沿って集積

するような話もございますので、そこら辺は

十分、イベント等文化ホールを利用される主

催者側と話しながら、そういうスペースにつ

いての確保を図っていきたいと考えますの

で、よろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 今の再生骨

材の関係の御質問なのでございますけれど

も、当然、合材も再生で、骨材についても再

生骨材を使いなさいという部分があります。

ただ、今、設計の内容とかそういう部分は私

のほうは見ておりませんので、当初、そうい

う形の中で再生骨材も使用するような設計に

なると思いますけれども、今、ちょっと設計

書の内容についてお答えできませんけれど

も、そういう趣旨だということは間違いあり

ません。

○議長（古舘繁夫君） １２番吉住博幸さ

ん。

○１２番（吉住博幸君） 別な法律で建てる

建てない、つくるつくらないということでは

なくて、国でそういう縛りを示された、副産

物を率先して使いなさいという法律がござい

ますので、それに抵触しないような施工法で

あっていただきたいというだけのことなので

すよ。

それからもう１点、実はここの横にいらっ

しゃる大原さんも私も、トレーラー、トラッ

クに関しては多少、性能ではないですよ、旋

回等を見たら、わざわざ楽屋裏に突っ込むの

に、トレーラーといっても、長いのは極端に

言えば１５メートルから２０メートルの長さ

があるのですよ。トレーラーで来た場合です

よ。普通のトレーラーでないにしても、軽く

１０メートルは超えます。バックするにして

も、頭にせいぜい１台分か２台分ですよ。

やはりそこら辺は、いま一度、間に合うの

であれば、御配慮いただければありがたいか

なということでやめておきます。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 今の御指摘

の点につきまして、今後、設計書を組む中で

改善できるものについては改善するような方

向で進めたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、議案第７１号平成２３年度美幌

町一般会計補正予算（第１０号）についてを

採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

暫時休憩といたします。

再開は、３時２０分といたします。

午後 ３時１０分 休憩

────────────────

午後 ３時２０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎追加日程第１ 議案第７２号

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第１ 議案

第７２号平成２３年度美幌町国民健康保険特
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別会計補正予算（第４号）についてを議題と

します。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（馬場博美君） ４７ページをお

開き願いたいと思います。

議案第７２号平成２３年度美幌町国民健康

保険特別会計補正予算（第４号）について御

説明申し上げます。

今回の補正につきましては、退職被保険者

等療養給付費、高額療養給付費等の増額を行

おうとするものでございます。

平成２３年度美幌町の国民健康保険特別会

計補正予算（第４号）は、次に定めるところ

によるものでございます。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ３,２９５万９,０００円を追加し、歳

入歳出それぞれ２９億２,４２５万円とする

ものでございます。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

５６、５７ページをお開き願いたいと思い

ます。（「省略」と呼ぶ者あり）

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第７２号平成２３年度美幌

町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎追加日程第２ 議案第７３号

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第２ 議案

第７３号平成２３年度美幌町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号）についてを議題

とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（馬場博美君） ６１ページをお

開き願います。

議案第７３号平成２３年度美幌町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）について

御説明申し上げます。

今回の補正につきましては、保険料の増額

に伴う広域連合市町村保険料等の増額の補正

を行おうとするものでございます。

平成２３年度美幌町の後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによるものでございます。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ４１８万５,０００円を追加し、歳入

歳出それぞれ２億４,６１５万６,０００円と

するものでございます。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

７１ページ、７２ページをお開き願いま

す。（「省略」と呼ぶ者あり）

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） １点だけ確認とりた

いのですけれども、７１ページの１９節後期

高齢者医療広域連合納付金のところで、事務

費の負担額が変わったり、保険料の負担額が

変わっていますけれども、まだこの制度がで

きて間もないのですけれども、今現在の推移

でいいのですけれども、当初の美幌町で動く

金額について、委員会等でも詳しく説明を受

けたのですけれども、今現在、この部分の負

担というのが美幌町にとって大きく増額して
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いるだとか、事務上の負担がふえているだと

か、もしくは、この制度により何か今注視し

なければならないような部分があれば、参考

にお聞かせ願います。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） ７１ページの負

担金補助及び交付金の後段の部分ですね。後

期高齢者医療広域連合市町村保険料等負担金

３５１万６,０００円、これにつきまして

は、後期高齢者の保険料の特別徴収あるいは

普通徴収に係るものでございまして、これに

ついては当初予算していた金額よりも所得の

増による分で増になってございます。

全体的な後期高齢者の考え方でございます

けれども、人数等もふえてきておりますし、

将来的には、後期高齢者医療を廃止して新た

な医療制度になっていくような状況にありま

す。今の現状を申しますと年々ふえてきてい

る状況にあるということだけ御理解いただき

たいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ６番松浦和浩さん。

○６番（松浦和浩君） 今、１２月議会で、

予算編成に入る時期なので、後期高齢者医療

の事務費の負担が減っているという部分があ

るのですけれども、以前説明を聞いた部分と

大きく流れが変わったのかなだとか、そうい

う部分はないのですかね。最後、その辺。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） ちょっと説明不

足で大変申しわけございません。

全体的な補正額については３５１万６,０

００円でございますけれども、この内訳の中

に、先ほど言った後期高齢者の保険料と、い

わゆる保険基盤安定負担金の低所得者に対す

る２割、５割、７割の軽減分についても、一

般会計から収入される４分の３の負担に町の

４分の１を加えて行うもので、これについて

は、対象人数の減に伴って１８３万５,００

０円の減であります。今御質問あった分につ

いては、事務費については繰越金等でござい

ますので、その分についてはこの中に入って

ございますので、減額の対象になってござい

ます。

大変申しわけございません。事務費につい

ては、２２年度において、精算によって減っ

たものでございます。

結論から申し上げますと、今までの制度と

は変わってございません。御理解いただきた

いと思います。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑はありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） これで、質疑を終わ

ります。

これから、議案第７３号平成２３年度美幌

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）についてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎追加日程第３ 議案第７４号

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第３ 議案

第７４号平成２３年度美幌町介護保険特別会

計補正予算（第３号）についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（馬場博美君） ７３ページをお

開き願います。

議案第７４号平成２３年度美幌町介護保険

特別会計補正予算（第３号）について御説明

申し上げます。

今回の補正につきましては、各種介護サー

ビスの利用実績に伴う給付費等の補正を行お

うとするものでございます。

平成２３年度美幌町の介護保険特別会計補

正予算（第３号）は、次に定めるところによ

るものでございます。

歳入歳出予算の補正。
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第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ８０万３,０００円を追加し、歳入歳

出それぞれ１２億５,９７８万６,０００円と

するものでございます。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

８２、８３ページをお開き願います。

３、歳出について御説明いたします。

８３ページの一般事務費の法改正対応改修

プログラム作成委託料につきまして、１７９

万６,０００円の増につきましては、先ほど

一般会計で御説明を申し上げましたとおり、

住民基本台帳法の一部改正する法律、入管法

の改正に伴ってのプログラム改正料でありま

す。

失礼いたしました。金額の訂正でございま

す。申しわけございません。５９万９,００

０円でございます。大変申しわけございませ

ん。

その下の任意事業の認知症高齢者やすらぎ

支援業務委託料５万９,０００円の増につき

ましては、利用者の１３人の方が当初月２時

間半の利用から月３時間の利用増に伴う実績

増であります。

その下の配食事業運営委託料１４万５,０

００円の増につきましては、当初、利用者６

０名から現在８４名の利用があり、今年度末

において約９０名の見込みになることから、

現在３コースから４コースで対応することに

伴い増額を行おうとするものでございます。

歳出は以上でございます。

次に、歳入について御説明申し上げます。

（「説明省略」と呼ぶ者あり）

以上、御説明申し上げました。よろしくお

願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第７４号平成２３年度美幌

町介護保険特別会計補正予算（第３号）につ

いてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎追加日程第４ 議案第７５号

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第４ 議案

第７５号平成２３年度美幌町公共下水道特別

会計補正予算（第３号）についてを議題とし

ます。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 議案の８５

ページをお開きください。

議案第７５号平成２３年度美幌町公共下水

道特別会計補正予算（第３号）についてを御

説明申し上げます。

平成２３年度美幌町の公共下水道特別会計

補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ１８万３,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億７,０

２１万９,０００円とするものであります。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

地方債の補正。

第２条、地方債の変更は、「第２表 地方

債補正」で御説明しますので、８８ページを

お開きください。

第２表、地方債の補正。

起債の目的、公共下水道事業の限度額７１

０万円を、公共汚水桝設置工事費の８０万円

を追加して、限度額を７９０万円とするもの

です。

事項別明細書の歳出から御説明しますの

で、９４、９５ページをお開きください。
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（「省略」と呼ぶ者あり）

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第７５号平成２３年度美幌

町公共下水道特別会計補正予算（第３号）に

ついてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎追加日程第５ 議案第７６号

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第５ 議案

第７６号平成２３年度美幌町水道事業会計補

正予算（第２号）についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 議案の９６

ページをお開きください。

議案第７６号平成２３年度美幌町水道事業

会計補正予算（第２号）についてを御説明申

し上げます。

総則。

第１条、平成２３年度美幌町の水道事業会

計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。

収益的支出の補正、第２条と、資本的収入

の補正、第３条につきましては、補正予算実

施計画書及び説明書で御説明申し上げます。

９７ページ、企業債の補正、第４条。

起債の目的、水道未普及地域解消事業、限

度額２,１２０万円は、当初の起債対象とし

ていなかった集落加圧ポンプ所の電気計装設

備工事分７,５００万円を追加し、限度額９,

６２０万円とするものです。

同じく、当初、起債対象としていなかった

水道施設整備事業、日並浄水場計装設備、美

禽計装設備、高区加圧ポンプ所計装設備工事

分２,４３０万円を追加して、水道管路整備

事業３,９５０万円と合わせて、限度額１億

６,０００万円とするものです。

債務負担行為、第１０条。

浄水場運転管理事業、限度額１,１６３万

４,０００円につきましては、日並浄水場の

運転管理業務職員等５名のうち２名が平成２

３年度末で退職を迎えます。その補充を労働

者派遣で対応することとして、労働者派遣事

業者との派遣契約を平成２３年度中に行うた

めに債務負担行為を定めるものです。限度額

は２名分の役務費であります。

次に、９８、９９ページをお開きくださ

い。

補正予算実施計画書及び説明書、収益的支

出であります。

企業債償還利息８８万８,０００円の減額

は、平成２２年度借入額及び借入利率確定に

よるものです。

次に、１００、１０１ページをお開きくだ

さい。

資本的収入であります。

企業債９,９３０万円は、起債対象となり

ました水道施設整備事業、水道未普及地域整

備事業を追加したものです。

以上、御説明しましたので、よろしくお願

いします。

○議長（古舘繁夫君） これから、質疑を行

います。

１２番吉住博幸さん。

○１２番（吉住博幸君） ２３年度末で何か

職員２人という絡みで、その１点でお聞きし

たいと思いますが、２４年度から職員派遣と

いうか、そういうことだろうなと思うのです

が、管理体制という意味で職員の数は満たさ

れたとしても、水道事業ですから、最終的な

管理の責任問題はどういうふうにとらえてい

るのか、そこら辺、考えている点をお聞かせ

願いたいと思います。
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○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 管理という

か、労働者派遣をいたしますけれども、一部

委託という形の中で２名が入ってきまして、

責任は水道設置管理者である美幌町が行いま

す。

○議長（古舘繁夫君） ほかに質疑ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第７６号平成２３年度美幌

町水道事業会計補正予算（第２号）について

を採決します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（古舘繁夫君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

─────────────────────

◎追加日程第６ 意見書案第１０号

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第６ 意見

書案第１０号免税軽油制度の継続を求める意

見書についてを議題とします。

これから、本意見書案について直ちに採決

します。

お諮りします。

本意見書案については、原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとおり

可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長に

おいて、別紙記載の提出先に提出することと

します。

─────────────────────

◎追加日程第７ 報告第１４号

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第７ 報告

第１４号定期監査報告について。

お手元に配付しているとおり、報告書の提

出がありましたので、お聞きすることがあれ

ば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） ないようであります

ので、報告第１４号定期監査報告について

は、これで終わります。

─────────────────────

◎追加日程第８ 報告第１５号

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第８ 報告

第１５号財政援助団体監査報告について。

お手元に配付しているとおり、報告書の提

出がありましたので、お聞きすることがあれ

ば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） ないようであります

ので、報告第１５号財政援助団体監査報告に

ついては、これで終わります。

─────────────────────

◎追加日程第９ 報告第１６号

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第９ 報告

第１６号例月出納検査報告について（８月～

１０月分）。

お手元に配付しているとおり、報告書の提

出がありましたので、お聞きすることがあれ

ば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） ないようであります

ので、報告第１６号例月出納検査報告につい

て（８月～１０月分）は、これで終わりま

す。

─────────────────────

◎追加日程第１０ 閉会中の継続調査

について

○議長（古舘繁夫君） 追加日程第１０ 閉

会中の継続調査について。

各委員会から、お手元に配付した印刷物の

とおりの申し出がありますので、これを承認

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま
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す。

したがって、各委員会の申し出のとおり承

認することに決定しました。

─────────────────────

◎閉会の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

本定例会に付議されました案件は、すべて

終了いたしました。

したがって、会議規則第７条の規定により

本日で閉会したいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本定例会は、本日で閉会する

ことに決定いたしました。

─────────────────────

◎閉会宣告

○議長（古舘繁夫君） 会議を閉じます。

これで、平成２３年第１１回美幌町議会定

例会を閉会します。

御苦労さまでした。

午後 ３時４４分 閉会
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美 幌 町 議 会 議 長

署 名 議 員

署 名 議 員


