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開会 午前10時00分

本定例会の会期は、本日から６月17日までの
２日間としたいと思います。

◎開会宣言
○議長（相川繁治君）

これにご異議ありませんか。

ただいまの出席議員は

８人です。定足数に達しておりますので、これ
から平成26年第３回占冠村議会定例会を開会し
ます。

（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

異議なしと認めます。

したがって会期は、本日から６月17日までの
２日間と決定しました。

この際、当面の日程等について、議会運営委
員長の報告を求めます。

◎議長諸般報告

議会運営委員長、工藤國忠君。
○議会運営委員長（工藤國忠君）

○議長（相川繁治君）
６月９日に

を行います。

開催しました議会運営委員会のご報告を申し上

事務局長。

これから、諸般の報告

げます。今期定例会における会期は、本日16日

○事務局長（尾関昌敏君）

から17日までの２日間といたします。なお、議

された案件は承認第１号から同意案第１号まで

事日程、日割については、あらかじめお手元に

の21件でございます。議員提案による案件は意

配布したとおりであります。

見書案第４号から意見書案第10号までの７件で

以上で、報告を終わります。

今期定例会に付議

ございます。審議資料の２ページをお願いいた
します。３、説明のため出席を要求したところ、

◎開議宣告
○議長（相川繁治君）

これから、本日の会議

を開きます。

通知のあった職及び氏名は村長以下記載のとお
りでございます。４、平成26年第２回定例会以
降の議員の動向は３月17日全員協議会から、審
議資料の３ページをお願いします、３ページに

◎議事日程
○議長（相川繁治君）

本日の議事日程は、あ

らかじめ、お手元に配布したとおりです。

記載のとおりでございます。続きまして審議資
料の７ページから８ページは平成25年度２月分
の例月出納検査の結果でございます。審議資料
の９ページから10ページは平成25年度３月分の

◎日程第１

会議録署名議員の指名について

○議長（相川繁治君）

日程第１、会議録署名

議員の指名を行います。

例月出納検査結果でございます。審議資料の11
ページから12ページは平成25年度４月分の例月
出納検査結果でございます。審議資料の13ペー

今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第

ジから14ページは平成26年度４月分の例月出納

117条の規定により、議長において、４番、亓十

検査結果でございます。

嵐正雄君、５番、佐野一紀君を指名します。

○議長（相川繁治君）

次に議長に提出された

総務産業常任委員会の報告書について説明を求
◎日程第２

会期決定について

○議長（相川繁治君）
件を議題とします。
お諮りします。

日程第２、会期決定の

めます。総務産業委員長、長谷川耿聰君。
○総務産業委員長（長谷川耿聰君）

年５月29日、占冠村議会議長

平成26
相川繁治

様、占冠村議会総務産業常任委員長

長

谷川 耿

聰。

ようございます。ただいま議長のお許しをいた

所管事務調査に関する調査報告につい
て、このことについて、次のとおり事務
調査を実施したので報告する。
１、調査期日、平成26年５月22日（木
曜日）

だきましたので、行政報告を申し上げます。審
議資料の４ページをお開きください。
平成26年３月10日以降の行政報告でございま
す。まず報告事項について申し上げます。別に
配付した行政報告、報告事項をご参照願います。

２、調査事項、(1)アリサラップ地区

(1)占冠村新規就農支援協議会について。３月

村有林現地調査について、(2)占冠中央

28日に占冠村新規就農支援協議会（会長

小学校地先復旧工事完成状況調査につい

村長）を開催いたしました。

て。

占冠

今般の会議は、占冠村で就農を強く希望し、

３、調査経過、調査にあたっては、村

今年３月に新得町から本村に移住された今村彰

長、各担当者の同行により、現地説明を

吾氏、27歳を新規就農希望者として認定する件

受けながら実施した。

であります。

４、調査結果、(1)アリサラップ地区

今村氏は、新規就農相談チエックシートによ

村有林現地調査について。施業は計画と

る一次適性審査で基準を満たし、すでに農業体

おり進められたい。なお、優良天然木の

験を行っています。今回、同氏より就農計画書

育成にも配慮し実行されたい。(2)占冠

が提出され、二次適性審査を行いました。

中央小学校地先治山復旧工事完成状況調

経営の概要は、約３年間の実習期間終了後、

査について。工事は終了していた。特に

40頭の繁殖素牛で肥育素牛を生産し販売する計

問題はないが、今後は土砂災害防止法に

画です。繁殖素牛は保育能力が高く、粗飼料の

基づく特別警戒区域指定地（レッドゾー

利用性に富む日本短角種を用いて、受精卵移植

ン）から警戒区域（イエローゾーン）に

により市場性の高い黒毛和種を生産するという

緩和されるよう関係機関に要請された

ものです。就農場所、トマム地区希望を本人は

い。

希望しております。人工授精師の資格取得、先

５、 調査の継続、委員会での調査の

端技術の導入（雌雄判別受精卵）といった課題

結果は上記のとおりであるが、今後も引

がありますが、実習期間中に細部を検討してい

き続き調査を行うものと決定した。以上

ただき、協議会に諮りながら計画の肉付けをし

です。

ていくことで新規就農希望者として認定し、認

○議長（相川繁治君）

これで諸般の報告を終

わります。

定書を交付しました。実習受け入れ農家は、農
業体験先としてお世話になった字上トマムの水
野利行氏に決定しました。このことにより、４

◎村長行政報告
○議長（相川繁治君）

村長から行政報告のた

め発言を求められておりますので、その発言を

月から補助金月額10万円を認定者に、３万円を
受け入れ農家に交付しています。
すでに認定し、放牧酪農をめざしている愛橋

許します。

夫妻、夫37歳は昨年７月から今年３月まで鈴木

村長。

牧場での実習を終え、本年４月より１年間安田

○村長（中村

博君）

改めまして皆さんおは

牧場での実習に入っております。

このほかに平成25年度中の新規就農に関する

えるべきではないか。村づくりを大人だけで議

問い合わせは、村内での親族継承相談１件のほ

論するのではなく、占冠に住んでいる子ども

か４件、計５件の相談がありました。

に、未来をどうしたらよいか意見を聞いてみる

(2)住民懇談会について。春の住民懇談会を４

のも良いのではないか、村の特産品となったシ

月14日から４月22日の間、村内６か所で開催し

カの缶詰めの売り込みはどうしているか、など

ました。昨年秋の住民懇談会は実施できず、雪

の意見が出されました。

解け直後に開催した事もあり、ほとんどの会場
で例年より多くの参加者がありました。

村からは、観光客誘致について村の特色を生
かしながら関係者のネットワークを活用し、議

トマム地区では、商店閉店後の後利用、住宅

論を重ねながらチャレンジ行く必要があり、子

対策と宅地分譲、猟区設定、福島原子力発電所

どもの意見を聞くのはまちづくりの手法の一つ

事故や泊発電所の放射能に関する件等。双珠別

で、そういったことも考えていきたい。村の特

地区では、猟区設定、小規模多機能型居宅介護

産品として、山菜やエゾシカ肉を前面に出し宣

施設の利用、アライグマ・エゾシカ対策、住民

伝しており、今後もＰＲに努めていくといった

センターの水洗化、国道・村道の管理等。川添

意見交換を行いました。

地区では、廃屋除去、診療医・歯科医対策、草

北海道からは、このように気軽に話せる会で

刈りなどの環境整備。美園地区では、保育所の

出された意見は、本質を突く意見があり継続し

安全対策、野良猫の害、土地購入に係る補助制

ていただきたい。さらには、男性の参加を促す

度。占冠地区では、廃屋除去、地域おこし協力

場合は役割があると出席しやすい、今年の事業

隊、デイサービス利用拡大、公共料金、国道・

計画で地域資源の調査が予定されているが、地

村道の管理、占冠音頭の普及等。中央地区では、

域の自然、春夏秋冬、四季折々といった部分を

小規模多機能型居宅介護施設建設に伴うデイ

含め、子どもの視点からの意見を聞くなど、子

サービスセンター廃止後の利活用への要望等。

どもの参加も考えても良いのではないかとの助

要望の内容は、各地区の状況を反映しており、

言をいただきました。

多様な要望が寄せられました。緊急を要する案

平成26年度の事業がスタートしていますが、

件につきましては既設の予算または補正予算等

貴重な意見や助言を踏まえ今年度の集落対策を

で対応してまいります。

進めていきます。

(3)占冠ふるさと活性化推進委員会について。
集落対策の中心となっている占冠村ふるさと活
性化委員会、会長

企画商工課長、が開催され、

(4)公募型プロポーザルについて。５月16日に
公募型プロポーザル２件を行いました。
１件は、中央地区に建設を計画している占冠

平成25年度の事業実績・収支決算と平成26年度

村民間賃貸共同住宅等建設促進事業です。11月

の事業計画・収支予算について審議され、それ

30日を引き渡しの期限としたもので、２社から

ぞれ承認されました。

提案がありました。ヒアリングの内容は、事業

審議の中で出された主な意見として、外国人

計画に関する事項、賃貸住宅の建設計画に関す

観光客に占冠ならではのおもてなしを行い、村

る事項、賃貸住宅の修繕計画に関する事項、事

を活性化してもらいたい。花人街道になってお

業実施の確実性の評価の４項目で行いました。

り、広大な村有地で村花、つつじ・村木、かえ

同日４人の審査員による選定委員会を開催し、

でや雪を利用し、通年で人を呼び込むことを考

株式会社橋本川島コーポレーションが契約予定

者、優先交渉権を有するものに決定いたしまし

き学・官の連携をしていくものです。

た。現在細部の協議を行っており、６月中には

主な用務は記載のとおりでございます。

契約の予定です。

入札につきましては、湯の沢温泉、動力制御

もう１件は、占冠村自然活用村環境整備及び

盤更新工事のほか6件を執行しております。以上

受付業務委託事業で、２社からの提案がありま

で、行政報告を終わります。

した。ヒアリングの内容は、事業内容等から見

○議長（相川繁治君）

て企画提案者に受託能力があるか、事業遂行に

りました。

これで行政報告は終わ

当たっての人員配置・実施体制は妥当か、企画
提案内容に無理はないかの３項目で行いまし

◎日程第３

一般質問

た。同日５人の審査員による選定委員会を開催

○議長（相川繁治君）

しＮＰＯ法人占冠・村づくり観光協会を契約予

行います。順番に発言を許します。

定者として決定し、５月22日に業務委託契約を
締結致しました。

日程第３、一般質問を

７番、木村一俊君。
○７番（木村一俊君）

お許しをいただきまし

(5)酪農学園大学「地域総合交流に関する協

たので、何点か質問を致したいと思います。６

定」について。平成23年６月６日に酪農学園大

月の広報によりますと、外国人の方を除いた村

学と「地域総合交流に関する協定」を締結し、

の人口は1,151人ということです。住民がいつま

３年が経過し一応の区切りとなるため理事長、

でもこの村で安心して暮らし続けられるような

常務理事、学長を表敬訪問しました。

施策が望まれております。５月の新聞、雑誌の

村としては、以下に述べる成果があることか

報道で2040年には全国の半分に当たる896の自治

ら、協定の継続について提案し、大学側もこれ

体が、また北海道では約８割にあたる147市町村

に同意されました。本村は、主にエゾシカ対策

が消滅の可能性があると示され衝撃をもたらし

として、エゾシカ調査並びに生体捕獲、モバイ

ました。占冠においても2010年の総人口1,394人

ルカリング、シンポジウム等での交流、酪農学

が2040年には758人となり20歳から39歳という若

園大学からは、学生のゼミ活動のほか、野生動

年女性人口においても149人から95人、減尐率が

物保全技術講習、生態システム実習等のフィー

36.4％となるとの数字が示されました。景気に

ルドとして交流が行われ、双民館を中心に193泊、

ついての経済予測はしばしば外れることが多い

37人の日帰り訪問がありました。共同で調査を

のですが、人口予測は割と正確なものであると

行ったロードセンサス、ライトセンサスでは、

言われております。過疎化に留まらず地域消滅

エゾシカの昼夜の行動パターンを、ラジオテレ

の可能性という、消滅という刺激的な言葉で指

メトリー、生体に電波標識を装着し行動を追跡、

摘されております。やはり人口が758人になると

では冬夏の季節移動の状況を把握し、エゾシカ

いう数字には驚かされました。村長まずどう感

の基礎情報を得る手段として評価を受けました。

じたか、まずお尋ねしたいと思います。

本年度における猟区設定、今後における野生鳥

○議長（相川繁治君）

獣・自然環境も含めた野生動植物の管理には酪

○村長（中村

農学園大学の協力が必要となっています。また、

た日本創成会議人口減尐問題検討分科会の数字

酪農学園大学側も学生のゼミ活動のフィールド

に関しましては、私たち行政担当するものに

として利用したい希望がありますので、引き続

とっては非常に衝撃的な数字であったと、その

博君）

村長。
このたび報道されまし

ように感じております。以上です。

た村民参加による集落対策を進めることによっ

○議長（相川繁治君）

て、村民が安心して暮らせる持続可能な村の実

○７番（木村一俊君）

７番、木村一俊君。
この数値というのは、

現に取り組んでまいる所存でございます。以上

あくまでも人口減尐社会の実像をきちんと認識

です。

し、危機意識を共有するために示された試算と

○議長（相川繁治君）

いうことで、この現実を立脚点として行政住民

○７番（木村一俊君）

が議論し、地域で対策を考えていかなければな

体的な政策をどんどん進めていって欲しいと思

らないということだろうと思っております。こ

います。

７番、木村一俊君。
より迅速にですね、具

の問題の本質は人口減が続き、大都市への人口

次に、さっきの提言のなかでも人工急減の緩

流出による地方の人口減が進んでいるというこ

和には出生率1.8の実現が必要で婚姻率を高める

とで、若者が自らの希望に基づき結婚し子供を

とともに、働き場、教育とともに、子育て環境

産み育てることができるような村をつくること

の整備が欠かせないと述べられておりますし、

が人口急減の流れをストップさせる方策であり、

さらには平成24年8月に成立した子ども・子育て

産業政策として働く場を地域にどれだけ作れる

関連三法に基づく、子ども・子育て新制度が消

かということが重要で、同時に働き場として地

費税の一部があてられて進められております。

域資源を生かした産業や農林業の再生や、雇用

今まさに尐子化をストップさせようとする施策

促進のための企業育成がなされていかなければ

がすすめられようとしております。

ならないということは言うまでもありません。

残念ながら、村では4月に保育士がまったく気

村長が考えている対応や対策があれば、お聞か

付かないなかで園児が裸足のままで一人で外に

せいただきたいと思います。

出ていたという事案が報告されました。安心し

○議長（相川繁治君）

てまかしていたご両親には大変驚かれたことと

○村長（中村

博君）

村長。
人口減尐という大きな

思います。一度失った信頼を回復するというこ

課題について改めて問題意識を強くしていると

とは大変な努力が必要であります。これから質

ころでございますけど、村といたしましては従

の高い幼児期の学校教育、保育を受けられるよ

前から人口減尐は将来の経済活動、コミュニ

うに総合こども園へと整備していかなければな

ティの維持、行政運営など様々な分野に影響を

らない最中にこのような状況で、本当にこの村

与える重要な課題と認識しております。このた

では安心信頼して子どもらを預けられる体制が

め、平成24年度に将来の人口減尐を見据えた総

とれるかどうか、村長にお伺いしたいと思いま

合計画の見直しを行い、人口減尐の緩和に向け

す。

て取り組むべき重点施策を決定しております。

○議長（相川繁治君）

村といたしましては、重点施策の着実な推進を

○村長（中村

図ることとして森林資源及び新エネルギーの活

ず、子ども・子育て支援制度の制定に向けまし

用による新たな雇用創出や、新規就農施策を推

ては、国の動向を注視しながら本村における業

進してまいります。また、子育て支援や教育環

務スケジュールに沿った取組みで、今後の作業

境の充実、住宅整備の検討など関連施策を効果

をとり進めてまいります。村では昨年実施した

的に展開して総合的な移住定住対策を推進する

ニーズ調査の実施とその分析から、事業計画内

とともに、魅力と活力のある地域づくりに向け

容の検討作業に入っておりますが、委託業者と

博君）

村長。
お答えいたします。ま

の専門的な協議内容はこれからの作業となりま

間ということでございますので、この事業に対

す。

する補助は平成25年で終了と、以降は新たな雇

それから保育体制の現状とこれからの対応で

用等が出てくれば別ですけど、この事業は一応

ございますけど、現状は認可外保育所で２歳児

の完了ということでございます。以上です。

からの保育であります。国が提唱している認定

○議長（相川繁治君）

こども園は、保育所と幼稚園の一元化の措置で

○７番（木村一俊君）

ありまして、当村といたしましては施設の拡充

今後はＪＡＳ法に基づく判断を待つということ

を含め、現段階ではその対処は難しい状況にあ

なのですが、村の雇用の受け皿としてこの公社

ると考えております。いづれにいたしましても、

の果たす役割というものがものすごく大きいも

今後、子ども・子育て会議で各委員からご意見

のがあります。村としても傍観するだけでなく、

を頂きながら計画の内容を取りまとめ、子ど

確かに行ったことは悪いとは思うのですが、や

も・子育ての対策を進めてまいりたいと、その

はり可能な支援や対応を総力で考えていくべき

ように考えております。以上です。

ですし、村としてチーム編成し対応すべきでは

○議長（相川繁治君）

ないのかなと思うのですが、村長の考えをお聞

○７番（木村一俊君）

７番、木村一俊君。

７番、木村一俊君。
いずれにしましても、

次に産地偽装問題につ

きしたいと思います。

いてお尋ねしたいと思います。占冠の山村産業

○議長（相川繁治君）

振興公社のロシア産わらび混入の件の詳細につ

○村長（中村

いては新聞、雑誌にいろいろと報道されており

社からは二度にわたり報告を受けておりますけ

ますが、村から活力ある村づくり対策事業で支

ど、大手取引先を含めてその多くはこれからの

出されました1,915万円の補助金について返還を

対応となってまいります。現状人員で製造を

考えているのかどうか、また一応３年間が経過

行っている状況でございますけど、取引先から

いたしましたが、今後の助成策の継続について

のペナルティー措置等が今後も想定されますこ

考えがどのようになっているのか、村の方針を

とから、将来にわたり販売量をいかに確保して

お聞きいたしたいと思います。

いくかが大きな課題でもあり、雇用に直結する

○議長（相川繁治君）

問題でもあります。村といたしましてはこれま

○村長（中村

博君）

村長。

博君）

村長。
お答えいたします。公

活力ある村づくり対策

で村の重要な産業であり村の特産品としてあら

事業補助金につきましては、３年間にわたりま

ゆる機会でＰＲをしてまいりましたが、一定の

して用地取得奨励、簡易水道料金助成、就業奨

処理の完了した段階において、公社とも協議を

励事業により助成を行いまして、平成25年８月

進めてまいりたいと、そのように考えておりま

をもって助成期間が終了しております。条例第

す。以上です。

７条に定める承認の取り消しについては、現時

○議長（相川繁治君）

点では助成金の返還要件に当たらないと考えて

○７番（木村一俊君）

おりますが、現状まだ監督官庁の調査が進行中

観者的な立場ではなくてですね、積極的に村が

であります。村といたしましては、事態の推移

協力してできることはやはり指導的な立場でで

を見定めて結論が出された時点で判断し対処し

すね、手伝ってあげたらいいのではないかなと

てまいりたいと、そのように考えております。

思います。

活力ある村づくり対策事業に関しましては３年

７番、木村一俊君。
あまりにも、なんか傍

次にですね、村のバイオマスの利用について

ちょっとお尋ねいたしますが、村の森林資源の

います。また、ほかの公共施設へのエネルギー

活用については今まで行政執行方針や、総合計

導入につきましては総合計画に沿った新エネル

画にも記述されております。特に平成25年３月

ギーの導入に努めてまいります。なお、木質バ

に答申されました第４次総合計画の見直しにお

イオマスの有効利用を中心に今後も進める考え

いては、森林資源を保全・育成・活用する林業

にはかわりはございません。以上です。

関係事業の振興、木質バイオマス等の地域資源

○議長（相川繁治君）

を活用した新エネルギーの活用と、三大重点目

○７番（木村一俊君）

標のうち２つが森林資源に関するものでありま

そんなに力のある組合ではないと思います。こ

した。地域資源としていかに森林資源が期待さ

れからの利用を公共施設で進めていきたい、考

れているか、ということは言うまでもありませ

えていきたいとか、これからって何年後かは知

ん。特にこの資源を利用し基幹産業として育て

りませんが、やはり迅速な対応を考えてあげな

ていかなければ占冠村の産業の明日はないと

かったらやはり組合は大変だと思うのですが、

思っております。

それについてもう一回お答えを頂きたいと思い

昨年、湯の沢温泉に薪ボイラーを導入するに

７番、木村一俊君。
言葉が悪いのですが、

ます。

あたり、木質バイオマス生産組合、通称、薪生

○議長（相川繁治君）

産組合というらしいのですが、村内林業事業体

○村長（中村

の合従連衡によって設立されました。いまこの

いろございます。木質バイオマスもありますし、

組合を育てていけなければ、村の木質バイオマ

雪氷熱、それから送水力、風力いろいろありま

スエネルギー利用の担い手がいなくなり、これ

すけど、先ほど言いましたように、本村におき

からの施策が困難になると思いますし、さらに

ましては木質を中心に新しいエネルギーの地産

言えば村の90％以上を占める国有林事業に参入

地消といいますか、そういったことに取り組ん

できる企業として育成を図っていかなければな

でいくことに方向性は変わっておりません。た

らないのではないかと思っています。残念なが

だあの、木質といってもいろんな種類がござい

らこれから建設される施設や共同住宅において

ます。湯の沢に導入した薪、それからペレット

も、薪が採用されることもなく、生産の拡大に

もありますし、チップ、パウダーといったもの

よる販売価格の低減や販路の増加を望む組合で

もありますのでそういった木質を使う施設に

はいき消沈し、まさに存亡の危機にある状況と

よってそれは薪であったり、ほかの素材であっ

思われます。このようになんか政策に一貫性が

たり、そういう選択がされていくものと考えて

感じられません。村長の考えをお聞きいたした

おります。ですから、いま迅速な対応をしてい

いと思います。

かなければなりませんけど、とりあえずニーズ

○議長（相川繁治君）
○村長（中村

博君）

村長。
お答えいたします。薪

博君）

村長。
新エネルギーにはいろ

調査、これを行いまして村内それから村外への
販売、そういったことも検討してまいりたい、

生産組合の育成、それから薪の利用拡大につき

そのように思っております。以上です。

ましては本年度予算で木質バイオマス利用利活

○議長（相川繁治君）

用推進調査事業の中で村内のニーズの把握や、

○７番（木村一俊君）

薪ストーブの転換に関する諸課題を調査し、薪

種類があるというのはわかります。ただ、うち

の利用拡大に向けて進めてまいるところでござ

の村ではですね、総合計画なり執行方針なり、

７番、木村一俊君。
エネルギーがたくさん

木を使っていこうということを述べられた訳な

を担い将来猟区において入猟者が狩猟する際の

んですよね。そして木質の中でもですね、たく

ガイド役として同伴する任務を果たすとの説明

さんこういう形態の利用の仕方があるという説

がありました。２人の地域おこし協力隊の方々

明がありました。しかし、薪をまずやって体力

におかれましては、３年の雇用期間の終了時期

をつけてそして違う方面に展開していこうとい

と重なります。猟区関係を担当する当事者がい

う考え方だったんだろうと思うのですが、これ

なくなるということだろうと思います。この事

もあるといってですね、やっぱ一番悪い方向転

業の２年後の事業展開や対応について十分検討

換ではないかなと思うんですが。それについて

なされているのかどうか、お尋ねいたしたいと

もう一回ちょっと答弁お願いします。

思います。

○議長（相川繁治君）

○議長（相川繁治君）

○村長（中村

博君）

村長。
先ほど申し上げました

○村長（中村

博君）

村長。
猟区設定にむけては２

ように村のエネルギー対策の大きな柱は木質で

人の地域おこし協力隊員が主体となって進めて

ございます。まず湯の沢温泉に薪ボイラーを導

ございます。それで、地域おこし協力隊の２人

入いたしました。これは一つは雇用ということ

につきましては、占冠村への定住の意向が強く、

もありますし、将来木質を進めていく上でひと

２年以内に猟区管理だけでなく野生鳥獣、自然

つの事業体がなければ進んでいかない、そうゆ

環境も含めた野生動植物の管理を担う部門、そ

うこともありまして生産組合を設立していただ

ういったことも必要であると現在考えておりま

きました。もちろん、自立していくために湯の

して、今後、総合的にそういった課題に対応し

沢温泉の薪だけでは不足していることも十分承

ていく大きな課題と受け止めております。以上

知しておりますし、消費拡大ということでいき

です。

ますと村内にどれだけの要望があるか、需要が

○議長（相川繁治君）

あるか、または村外の可能性、そういったこと

○７番（木村一俊君）

も検討してまいりますし生産組合につきまして

す。猟区というのは狩りをしてもいい場所にな

は、前に木による村づくりということも議論さ

るということでありますので、とにかくこの占

れております。例えば木炭の生産とかそういっ

冠村全体が狩場になるということであります。

たことにも今後働きかけていきたい、そのよう

とにかく安全性に配慮していただきたいと考え

に思っております。以上です。

ております。改正鳥獣法保護法が成立し、道庁

○議長（相川繁治君）

に認定された事業者に限り夜間の発砲も認めら

○７番（木村一俊君）

７番、木村一俊君。
いずれにしてもですね、

解散しないように迅速な対応を望みます。
次にちょっと猟区設定についてお尋ねいたし

７番、木村一俊君。
よろしくお願い致しま

れるということですので、この交通の要所であ
る占冠村で安心して安全な捕獲を行う対策は、
十分に図られるのかどうかそこの対応について

たいと思います。さっきの住民懇談会において

尋ねいたしたいと思います。

村から猟区設定事業についての説明がありまし

○議長（相川繁治君）

た。いま設定に向けて地権者の同意を要請して

○村長（中村

いる作業中と思われます。平成26年から10年間

夜間の猟銃使用につきましては、適正数に減尐

の設定期間のうち、当初の２年程度を準備期間

させる第２種特定鳥獣管理計画、そういったも

とするとの説明がありました。現在、準備作業

のを都道府県が策定いたしまして、都道府県ま

博君）

村長。
鳥獣保護法改正による

たは国の機関が認定鳥獣捕獲等事業者へ委託し、

たいと考えております。具体的な行動といたし

実施する捕獲事業であります。かつ都道府県知

ましては防災情報や避難勧告などの声かけや安

事の承認を受けた場合に限り、夜間の猟銃使用

否確認、高齢者や障害者の避難介助など災害対

が認められることになります。現在、北海道で

策本部や消防、消防団、警察とは違ったソフト

は管理計画や実施基準、認定基準などの検討を

対策について担っていただければと思っており

行っておりまして、占冠村での実施については

ます。以上です。

国などの法的整備が進められたのちに付帯的対

○議長（相川繁治君）

応を検討してまいりたいと考えております。以

○７番（木村一俊君）

上です。

活動に必要な資材・機材の整備に努めると書か

○議長（相川繁治君）
○７番（木村一俊君）

７番、木村一俊君。
とにかくあの、夜間を

７番、木村一俊君。
この自主防災組織では、

れておりますが、村からの支援は考えているの
かどうかお尋ねしたいと思います。

鉄砲が撃てるということで、安全だけはきちっ

それから、この組織では防災リーダーの役割

と、安心して街中を歩けるようにそういう対策

が大事とされております。ただ一人の北海道地

は十分にとっていって欲しいと思います。

域防災マスターが転勤でいなくなりましたので、

それから次、自主防災組織にについてお尋ね

その育成を図るべきと思っておりますが、その

いたしますが、占冠村防災会議で検討されてい

ことについてお考えをお聞きいたしたいと思い

ました占冠村地域防災計画ですか、それができ

ます。

ました。その中で、自主防災組織についての記

○議長（相川繁治君）

載があります。自分たちの地域は自分たちで守

○村長（中村

るという自助のために結成し、災害による被害

うかたちで組まれていくのか、その辺はこれか

を予防し、軽減するための活動を行う組織とい

ら、その地域、地域と相談しながら進めてまい

うことで災害対策基本法では市町村がその組織

りますけど、必要な機材等の支援は村で行う必

の充実に努めなければならないということが記

要があるとそのように考えております。また、

載されております。村は、この地域ごとの自主

防災に関するリーダーの育成ということでござ

防災組織を設置、育成することに努めると記載

いますけど、あらゆる機会を通じまして、もし

されておりますが、この地域という言葉ですね、

そういった人材が必要な場所におきましては、

これをどのような範囲を想定しているのか、そ

どういった育成の仕方がいいのか、ここではわ

の体制や組織についてどのように想定している

かりませんけどそういったことも当然進めてい

のかお尋ねいたしたいと思います。

かなければならない事項と思っております。以

○議長（相川繁治君）

上です。

○村長（中村

博君）

村長。

博君）

お答えいたします。一

○議長（相川繁治君）

部の行政区におきましては、自主防災について

まで休憩いたします。

村長。
自主防災組織をどうゆ

ここで、午前11時10分

検討を進めているところがあると聞いておりま

休憩

午前10時58分

す。村といたしましては、行政区卖位、または

再開

午前11時10分

地区卖位、これは隣近所を想定しておりますけ

○議長（相川繁治君）

ど、そういったとこで、まずできることから取

議を開きます。一般質問を行います。

り組んでもらえるような働きかけを進めていき

４番、亓十嵐正雄君。

休憩前に引き続き、会

○４番（五十嵐正雄君）

議長の許しを得まし

日高町とか单富良野町ではもう既に製材工場が

たので、何点かにわたって質問をさせていただ

一軒もないという状況でありますから、こう

きます。

いった地理的な状況も考えれば、近隣町村への

先ほど木村議員の質問の中にもありましたよ

建築用材の供給、地域でのこの製材工場がある

うに、この間村ではですね、森林林業、林産業

ことによってですね雇用の拡大、こういったも

を中心として村の基幹産業として位置づけて、

のが大変期待されるわけであります。村として

積極的にこの施策の推進に取り組んでいくこと

ですね、製材工場の誘致、または企業が進出し

がこの間確認され、また総合開発計画の中でも

やすいような建設条件をつくっていくための取

明らかにされてきました。村ではこの間、林業

組みが大変急がれているというふうに考えてい

振興室の設置、また具体的な取組みとして木質

ます。これらについて村長の考え方と今後の取

バイオマスの取組みとして薪生産組合の設立、

組みを伺いたいと思います。

そして昨年の６月には地域材利用の活用につい

○議長（相川繁治君）

ての指針というものもつくりあげてきました。

○村長（中村

で、今まさにですね、こういった森林林業林産

は、亓十嵐議員ご指摘のとおり建築用材、木工

業を振興していくためにはとりわけ林産業の振

品の原料、家畜飼育での牛舎用材、それらを製

興についても具体的な取り組みをしていく必要

材する際に発生する端材の木質バイオマスへの

があるというふうに考えています。この間村で

利用など製材工場があることによるメリット、

は久しぶりに公共物の建設ということで小規模

そういうものは十分理解してございます。そう

多機能の施設を４月から供用を開始していくと、

いったこともふまえまして、村としても既存の

こういう中でこの建設にあたっても木質を使っ

占冠村木質バイオマス生産組合やしもかぷ工房

た、特に木材を有効に使って本来こういった施

の意向も確認しながら、企業誘致に向けて取組

設がつくられなければならない、またその燃料

みを進めていく所存でございます。以上です。

についても薪を使った燃料、こういったことの

○議長（相川繁治君）

チャンスが実はあったわけですけれども、まあ

○４番（五十嵐正雄君）

残念ながらそこまでで具体的にいくことができ

については、今後積極的に関連事業体に働きか

ませんでした。今後、こういった森林林業林産

けをして進めるとともに、村としても受け入れ

業をうちの村として担っていくために、この森

体制をいろんな諸条件、助成等を含めた諸条件

林を活かした村づくりを最重要課題として取り

を提起しながら積極的に取組んでいただきたい

組んでいく中で、特にうちの村にある豊富な森

というふうに思っています。

村長。

博君）

製材工場につきまして

４番、亓十嵐正雄君。
この製材工場の誘致

林から産出される木材というのは大変品質の優

次に２点目の問題について質問いたします。

れたものが多くあります。これらを地元で加工

高齢者福祉施設の推進についてであります。い

して販売するということが大変重要になってく

よいよ今年から建設がはじまって来年の４月か

ると思っています。こういった製材工場が地元

ら小規模多機能居宅型介護施設のサービスの提

にあれば住民の意識も木材利用という意味では

供がはじまります。この間村と社協とのいろん

大変意識が高くなるというふうに考えています。

な行き違いが何回か見られていたわけですけれ

今後、公共の建築物の着工、木工加工品の原料

ども、今後、高齢者またその高齢者を抱える家

となる原木の製材加工または提供、近隣町村、

族の想いを叶えて、安心してこの村で生活をす

るために、こういった施設が充実したサービス

いった対象者に尐しでもサービスの提供を充実

が提供できるようにしていかなければならない

していく、そういったことが大事だというふう

というふうに考えています。問題は村が考える

に思っています。ですから現場第一主義でこの

そういった福祉サービス、それと社協が考える

福祉の取組みをしていかなければ、なかなか住

サービスの質や内容に違いがあったというふう

民の要望に答えることができないというふうに

に思っています。来年４月に向けて今から村担

考えています。そういった意味で、ぜひ現場を

当職員、担当課の職員、または社協の実際に

担当する直接住民と接している職員の人たちの

サービスに携わる職員との話し合い、そういっ

声を大事にしながら、なお一層ですね取組みを

た場を十分に多く持って、高齢者や家族の要望

進めていく必要があるというふうに考えていま

にできるだけ答えていくことが４月に向けて大

す。その辺について再度お伺いいたします。

変重要になってくると思います。それらについ

○議長（相川繁治君）

て、村長として今後どういった取組みをしてい

○村長（中村

くのか、その辺についての考え方を伺いたいと

ございますけど、先に行った住民懇談会の中で

思います。

も一般の方も利用できるようにして欲しいとい

○議長（相川繁治君）
○村長（中村

村長。

博君）

博君）

村長。
小規模多機能の施設で

う要望もあります。そういったことが住民懇談

お答えいたします。小

会でもでているくらいですから、担当者のとこ

規模多機能型介護施設につきましては来年の４

ろにはそういった具体的な要望ですとか要求も

月からいよいよスタートするわけでございます

きていると思われます。そういったものをひと

けど、行政といたしましては本施設の活用方法

つひとつ整理していく、法的にどの辺までやれ

などについて随時内部打ち合わせを行っており

るのか、そういったことも含めて担当段階で整

ます。また社会福祉協議会に職員２人を派遣し

理していく必要があると考えておりますし、有

ておりまして、村の意思を伝えているところで

効なサービスが提供できるようそういった施設

もあります。加えて、月に一度行っております、

にしてまいりたいと思っておりますので、その

双方担当者によりますケア会議におきましても、

辺の協議というのは不断にしていきますのでご

同施設の課題を提起しながら意見交換を行い、

理解をお願いしたいと思います。以上です。

諸課題の協議、検討を行ってきているところで

○議長（相川繁治君）

次に５番、佐野一紀君。

もあります。いずれにしましても本施設の有効

○５番（佐野一紀君）

ただいま議長のお許し

利用と充実したサービス提供に向けまして、今

を頂きましたので何点か質問をさせていただき

後さらに社会福祉協議会とは協議を進めてまい

たいと思います。

りたいと、そのように考えております。以上で
す。
○議長（相川繁治君）

１点目の公共施設の遊具の点検でありますが、
暦どおりの香りを感じるいい季節になりまして、

４番、亓十嵐正雄君。

○４番（五十嵐正雄君）

子供たちも屋外で遊ぶ機会が増えております。

今村長から答弁があ

そういうなかで学校、また保育所公園等、公共

りました。村からも２人派遣して意思疎通を

施設の遊具の点検についてお伺いをしていきた

図ってきてるということです。問題はやはり直

いと思います。遊具の点検については業者が点

接そういった対象者、住民と接している担当職

検しているのか、役場の担当者が点検している

員の生の声をお互いにぶつけあって、よりそう

のか、また点検はどのようなかたちで行われて

いるのか、まず１点お聞きしたいと思います。

○議長（相川繁治君）

○議長（相川繁治君）

○村長（中村

○村長（中村

博君）

村長。

博君）

村長。
現在、学校それから保

遊具の点検でございま

育所、それから公営住宅のなかに遊具はそれぞ

すけど、担当が目視で点検している、そのよう

れあるわけですけど、それぞれの遊具施設につ

な現状でございまして、ただあの平成25年度、

きましては議員ご指摘のように老朽化や現在の

昨年度でございますけど、各小中学校それから

遊具の安全基準を満たしていない、そういう遊

保育所の遊具、これらを専門業者が目視による

具があると考えております。現在ですけど公園

点検を実施していると、現在はそのような状況

等の遊具施設でございますけど、専門業者の定

でございます。以上です。

期点検等を実施していなかったことから、今年

○議長（相川繁治君）

の７月に専門業者による現状確認をする予定で

○５番（佐野一紀君）

５番、佐野一紀君。
業者が点検し、またあ

あります。また、今後におきましては遊具施設

るいは担当の方が目視で点検しているというこ

の定期点検と各施設による計画的な遊具更新を

とでありますが、やはり点検というのは目で見

行い、子供たちの安全確保を図ってまいりたい、

て触る、そして叩くこれが基本だと思うんです

そのように考えてございます。以上です。

ね。目で見るだけではボルトのゆるみ等は確認

○議長（相川繁治君）

できないと思います。そういう中でやはり遊具

○５番（佐野一紀君）

の基礎の部分のコンクリートがむき出しになっ

とやっていただいて、利用者の安全そしてまた

た箇所があったり、また遊具の腐食が進んでさ

防錆工事、ペンキ塗り等、はがれた部分につい

びがびっしりのところがあったり、そういう遊

ては早急にやっていただいて、それが遊具の長

具も何箇所か見受けられました。そして腐食は

寿命化につながると思います。そういうことを

ペンキ塗りでおさまると思います。また、ボル

ぜひやっていただきたい。またブランコ、滑り

トのゆるみ等については叩いて、ハンマーなん

台、シーソー等については、比較的多く利用さ

かでで叩けば音によって確認できると思います。

れておりますが、まったくといっていいほど利

そして触ってみる、それが基本だと思いますの

用されていない遊具もあります。そういう遊具

でぜひそのような方法も取り入れてやっていた

については更新時に遊具の選定ということも考

だきたいと思います。子どもたちは時には親た

えてみたらどうかお聞きいたします。

ちに予測しえないような行動というか遊びもす

○議長（相川繁治君）

るものであります。川添の公園なのですが滑り

○村長（中村

台のコンクリートの基礎部分が10センチほどむ

頻度、利用状況そういったものを更新する際に

き出しになっているのがあります。のぼってい

は検討してまいりたいとそのように考えてござ

く階段のほうなのですが、やはり予測できえな

います。以上です。

い行動、遊びをするということは足を踏み外し

○議長（相川繁治君）

て落ちてたとえばけがをしたと、これは利用者

○５番（佐野一紀君）

の自己責任だというかもしれませんが、やはり

やていただきたいと思います。

管理者である村当局も否は問われると思います。

博君）

５番、佐野一紀君。
ぜひ遊具点検はきちん

村長。
利用されている遊具の

５番、佐野一紀君。
ぜひそのような方法で

質問２の方に移らせていただきます。市街地

その辺をきちんと、至急点検して改善していた

の歩道の補修についてでありますが、国道237号

だきたいと思いますがいかがですか。

線市街地の表面ブロックの劣化が進んで表面の

ブロック版がはがれたり、鉄筋がむきだしの箇

けども、村長答弁では３月末に工事をやるとい

所もあります。そういう中で歩道を利用するお

うことを聞いておりますという答弁がありまし

年寄りまた、若い人もそうですが大変通行に支

た。おそらく３月末の時点でマンホールのダス

障をきたしているということであります。早急

トの除去を、石粉の除去をやったのではないか

に関係機関に補修の要望等を行っていただきた

と思います。除去をやれば一時的には改善され

なと思います。また歩道のセンター部分にあっ

るんですね。だけどまた石粉が流れて行って配

た下水道のマンホールの陥没もあったのですが、

管が詰まる、そしてまた出水する、冬であれば

それは早急に関係部署で直していただきました。

凍結する、そういう状況の繰り返しであります。

なぜああなるんですかね。特に家の出入り口が

地形的に赤岩トンネルというのが難しいのか、

多くなるんですよね。はがれる、表面のブロッ

また地層的にむずかしいのか、蛇紋岩ですから

クが劣化しているせいもあるのですが、その辺

むずかしいのか、私は技術的にはわかりません

の要望をきちんとしていただきたいと思います

けれども、やはり高速道、国道274号、日勝峠の

がお伺いいたします。

迂回路として重要な役割を持っている赤岩トン

○議長（相川繁治君）
○村長（中村

博君）

村長。

ネル、このトンネルをやはり費用対効果、便益

お答えいたします。国

のみでされるんでなく、安全を重視してやるこ

道においては開発局が道路の維持管理を行って

とによって利用者の通行の安全の確保につなが

おります。議員ご指摘のとおり、劣化が激しい

ると思います。ぜひ開発局にもきちんとその辺

箇所が散見されております。現状でございます

を要望していただいて、きちんと対応していた

けど開発局富良野事務所へ確認したところ、雪

だたいなとこのように思います。

解け後、巡回により優先度、危険度の高い場所

もう１点は当面マンホールの除去の回数を増

から随時補修を実施しているということでござ

やして対応するのであれば、暗いトンネル内の

いますが、予算の都合上すぐに改善が図られな

作業ですから、作業する従事者の安全面もきち

い個所もございます。特に広い範囲にわたり劣

んと配慮していてだいて、やっぱり施工にあ

化が激しい場所につきましてはアスファルト舗

たっては安全な作業をできうるような対応を開

装によりこの間工事が実施されてまいりました。

発局にも要望をしていただきたいと思いますが、

開発局からは巡回をもう尐しこまめに行い、危

考えを伺います。

険箇所は優先して行うとの回答もいただいてお

○議長（相川繁治君）

りますので、特に安全性において補修が必要な

○村長（中村

箇所については村においても積極的に要望して

岩トンネルでございますけど道路管理者は北海

まいりたい、そのように考えております。以上

道でありまして、赤岩トンネルの状態がこのま

です。

ま冬期間まで及ぶと大変危険な状態であると道

博君）

村長。
お答えいたします。赤

○議長（相川繁治君）

５番、佐野一紀君。

の方も認識しております。ただ、ご指摘のとお

○５番（佐野一紀君）

わかりました。

り水と石粉といいますか、白い粉、そういった

それでは質問３番の方にうつらせていただき

ものが噴出して危険な状況は改善されておりま

たいと思います。赤岩トンネルの出水について

せん。北海道における赤岩トンネルの対策につ

でありますが、これは３月議会で赤岩トンネル

いてでございますけど、７月末を目途にあらた

内の氷結による段差の問題を指摘したわけです

な工事が発注される予定と伺っております。内

容でございますが舗装をはがし、道路のセン

壊があり、法面の湧水処理を行い、法面復旧工

ター部にマンホールを増設しそこで噴出する水

事を実施しましたが、その後、多尐であります

を除去する内容でございます。同時に地下間の

がふとんかごも道路側に押し出されている状況

改善をはかることで石粉の路面への噴出がなく

があることから、雤水等の浸透をおさえるため、

なると聞いておりますので、工事着工を待って

ブルーシートにより雤水の浸透を防止しており

いる現状にございます。工事が行われる際には

ます。現在では法面等も安定している状況であ

２日間ほど通行止めが発生すると聞いておりま

りますが、今後、地質調査等を行い恒久的な対

すので、北海道と連絡体制をとりながら安全対

策を検討してまいりたい、そのように考えてお

策についても協力してまいりたい、そのように

ります。以上です。

思っております。以上です。

○議長（相川繁治君）

○議長（相川繁治君）

○１番（小峰義雄君）

○５番（佐野一紀君）

５番、佐野一紀君。
７月末にトンネル内の

１番、小峰義雄君。
随分年数も経過をして

おりますけれども、いつ頃ですね、具体的に取

中央マンホールだと思うのですが、トンネル開

り組まれるのかどうか再度お伺いします。

設時には中央排水といってトンネルの真ん中に

○議長（相川繁治君）

そういう水抜きをつくって作業をやっていく状

○村長（中村

況でありますから、当然それがつまってという

年度中に行いたいと、そのように考えておりま

ことでやる工事だと思いますが、ぜひそのよう

す。以上です。

な要望をきちんと開発局と話し合いながら、や

○議長（相川繁治君）

はり幹線道路であり、村内の重要な道路ですか

○１番（小峰義雄君）

らそのような対応でお願いをいたします。お答

了するように取組まれるように期待をいたしま

えはいりません。終わります。

す。

博君）

村長。
地質調査については今

１番、小峰義雄君。
なるべく早く工事が完

○議長（相川繁治君）

次に１番、小峰義雄君。

次に畑作振興についてご質問いたします。占

○１番（小峰義雄君）

議長のお許しを頂きま

冠村の農業は現状、畜産を主体に進んでおりま

したので２点についてご質問をさせていただき

すが、おかれている環境や農地の尐ない中で今

ます。

後の農業の振興を考えると、小規模でもやって

１点目ですが占冠中学校の通学路の安全対策

いける畑作振興をしていくことも大変重要とい

でありますが、占冠中学校の通学路は過去にも

うふうに思っております。農家自身が自主性を

土砂崩れがあり、その都度、緊急的に対処はさ

もって取組むことは基本でありますけれども、

れてきておりますけれども、近年の大雤等を考

行政としても尐ない畑作農家を指導、支援して

えますと通学路として大変危険を案ずる状況に

いくことが重要であるというふうに思います。

あると思います。早急に恒久的な対策を行うこ

昨年12月議会で質問しております、時期外れに

とが必要と思いますがお伺いを致します。

おきましたハウスの被害支援、それから鹿被害

○議長（相川繁治君）

による鹿柵設置の支援についてどのようになっ

○村長（中村

博君）

村長。
小峰議員のご質問にお

ておりますか、お伺いを致します。

答えいたします。村道東１線の神社側法面でご

○議長（相川繁治君）

ざいますけど、法尻にふとんかごを施工し土止

○村長（中村

めを行っております。平成10年に一部、法面崩

年10月16日の降雪によりまして、ハウスの倒壊

博君）

村長。
お答えいたします。昨

が中央地区１件４棟、トマム地区１件１棟が発

の販売、それから一大イベントでありますふる

生しておりまして、村といたしましては罹災農

さと祭り、それから紅葉祭りでの出店、そう

家への聞き取りとあわせ被害状況を報告し、本

いった側面もございます。言ってみれば村を盛

年度の営農に支障のないよう、被害にあった農

り上げるためにも作付されているというような

家への聞き取りを行ってまいりました。農家か

側面もございますので、現在の補助率50％です

らはハウス栽培から露地野菜への転換、それか

けど、これについて考えていく必要もあるかな

ら中古ハウスの対応ができたと伺っております

と思っております。そのためには現在あります

ので、特に村からの助成等の対応はしておりま

畑作振興会ですとか、経営研究会、そういった

せん。鹿柵の件でございますけど、国等の補助

会の意見も十分聞きまして、その辺の制度設計

制度は採択基準がありまして、現状では活用で

をしてまいりたいと、そのように考えておりま

きないことから村の卖独事業、村50％、受益者

す。以上です。

50％の負担で実施を考えております。以上です。

○議長（相川繁治君）

○議長（相川繁治君）

君。

○１番（小峰義雄君）

１番、小峰義雄君。
ハウスの件については

○３番（山本敬介君）

次に、３番、山本敬介

議長のお許しを得て、

了解いたしました。鹿柵の件でございますけれ

いくつか質問をさせていただきたいと思います。

ども、他の町村では国の補助等も対象になって

まず再生可能エネルギーについてです。来年

いるということで、自己負担がほとんどないと

の春の開業をめざしております小規模多機能型

いうような状況です。占冠の状況を言いますと、

居宅介護施設の冷暖房にヒートポンプというも

非常に農家全体も戸数が尐ないですし、また畑

のを選択されています。これは地中熱を使って

作については非常に尐ないというようなことで

暖房、冷房に利用しようという再生可能エネル

あります。そのようなことから国の対象にはな

ギーを使った施設でありますけれども、いま今

らないということであります。50％、50％とい

日も質問の中でいくつか出ております、森林バ

うことでありますが、そういう中でも先程も言

イオマスエネルギーを推進していくという村の

いましたように占冠におかれている中での畑作

大きな方針の中で、あえてこのヒートポンプを

振興を考えますと、村の中の行政の中で50％、

選択した理由を伺います。

50％ですから、非常にこれは一般的に見まして

○議長（相川繁治君）

もそう悪くはない助成策だとは思っております

○村長（中村

けれども、国の補助の対象にならない、畑作を

答えいたします。小規模多機能型居宅介護施設

振興させていくということになりますと、あと

の熱源でございますけど、地中熱のヒートポン

10％でもならないのかなというのが正直なとこ

プといいますか、現在採択して事業を進めてお

ろでありますけれども、そこら辺あたりの考え

ります。ただ、実施設計に入るときは木質バイ

について村長はどのようにお考えかお伺いしま

オマスと雪氷冷房、木質での暖房と雪氷での冷

す。

房、そういったことができないか担当の方には

○議長（相川繁治君）
○村長（中村

博君）

村長。
畑作物につきましては、

博君）

村長。
山本議員のご質問にお

指示してございました。しかし設計を進める段
階でストックヤード、薪ですとか雪をストック

村の政策で進めておりますふるさと納税の特産

する場所に比較的多きな面積が必要であり、中

品の贈呈品、それから村のアンテナショップで

央市街地のあのエリアの土地の今後の利用を考

えますと、他に方法がないか模索いたしました。

て今後は本申請を行う、そういうスケジュール

その結果、空気によるヒートポンプが有効でな

になっております。以上です。

いか、そういったことから木質、それから雪氷

○議長（相川繁治君）

といった新エネルギーを断念したところであり

○３番（山本敬介君）

ます。以上です。

トポンプというのも、この地域の中では非常に

○議長（相川繁治君）
○３番（山本敬介君）

３番、山本敬介君。

３番、山本敬介君。
この経緯というかヒー

珍しいというか、地中熱についての利用という

いま木質、雪氷を検討

議論があまりなされないなかで、今回導入とい

した結果ということでありましたが、やはり今

ことになったというふうに私は理解しておりま

日の議会でも度々でていますとおり、村が木質

す。というのは、たとえば行政の中でどういう

バイオマスを進めていこうという大きな方針が

ふうに検討したかということではなくて、地域

でた中で、これを選択したというのは住民はよ

としてこの再生可能エネルギーにどう取り組ん

くわかっていないですよね。なのでやはり検討

でいくのか、マスタープランがないように思う

してこういう理由でこの施設についてはヒート

のですね。薪ボイラーについては昨年導入され

ポンプでやっていきたいということを、ぜひ広

てそれを進めていくと、これをある程度研究を

報等通じて住民の方に説明をするべきだと思い

進めているというのはわかるのですが、住民を

ますがこの件を伺います。

含めて私もヒートポンプというのがポッとでて

○議長（相川繁治君）

きて、パッと採用されたと、そういうふうにど

○村長（中村

博君）

村長。
小規模多機能につきま

うしても映ってしまいます。今回のヒートポン

しては、これからどういった利用ですとか、住

プ自体の導入には当然ＣＯ２の削減に寄与でき

民に啓蒙する機会がございますので、そういっ

るということで、それを否定するものではあり

た熱エネルギーの採択の経過といいますか、そ

ません。ただ、事前の情報収集や研究期間が乏

ういうものを説明してまいりたい、そのように

しくて計画性に欠けているなと、場当たり的だ

考えてございます。以上です。

なというふうに思われても仕方がないのかなと

○議長（相川繁治君）

いうふうに映っております。今後地域で、先ほ

○３番（山本敬介君）

３番、山本敬介君。
このヒートポンプに関

ど村長から答弁でもありました様々な再生エネ

連してですが導入する際の初期投資が2,368万３

ルギー、これを導入していくにあたって、マス

千円と非常に高額になっております。導入にあ

タープラン、どういったものどういったかたち

たって国の補助金制度を計画しているというこ

で策定をしていくのか、そしてコストですね、

とですけれども、この補助の見通しと補助率に

やはり最初の初期投資のコストだけではなくて、

ついて伺います。

長期間にわたってイノベーションだとか耐用年

○議長（相川繁治君）
○村長（中村

博君）

村長。
お答えいたします。

数含めてどのぐらいの負担が、これからこの自
治体で負担していかなければならないのか、そ

ヒートポンプ導入に伴う補助率でありますけど、

ういったことを含めてマスタープランの策定の

環境省の補助がありまして補助率が３分の２と

方向性、スケジュールについてお伺いいたしま

なっております。また補助の見通しについてで

す。

ございますが、すでに仮申請も終了しており、

○議長（相川繁治君）

過日、内定通知をいただいたところでありまし

○村長（中村

博君）

村長。
お答えいたします。今

回の地中熱ヒートポンプにつきましては高齢者

置し、あわせて具体的な協議を進めるため担当

施設という施設の用途に見合ったエネルギーと

者で構成する新エネルギー検討プロジェクト

して選択いたしました。地中熱ヒートポンプに

チームをつくっております。この組織は環境衛

つきましては、今から10年前より導入がはじま

生、商工観光、林業振興室、企画、財務担当で

りまして、占冠村におきましても平成21年に占

構成し、企画商工課長が統括する組織構成であ

冠インターチェンジのロードヒーティングでそ

ります。今後はこれを母体としながら再生可能

の活用が図られております。それからマスター

エネルギーの研究、検討を進めてまいります。

プランのことでございますけど、現状において

以上です。

は平成17年度に策定した新エネルギービジョン

○議長（相川繁治君）

計画がございますが、策定からもう10年を経過

をいたします。

ここで、１時まで休憩

し見直しの時期に入っていると考えております。

休憩

午前11時57分

今年度より、北海道総合研究機構により５年を

再開

午後１時00分

かけて地域・産業特性に応じたエネルギーの分

○議長（相川繁治君）

散型利用モデルの構築という研究が富良野沿線

を開きます。

をモデル地区に設定して５市町村と協定を結び、

休憩前に引き続き会議

都合により、暫時休憩を致します。

今後様々な方面から研究がされる予定になって

休憩

午後１時00分

おります。この中では、賦存量調査も行われる

再開

午後１時39分

ことになっているため、村といたしましては、

○議長（相川繁治君）

たとえばこの中でマスタープラン策定が可能と

議を開きます。

ならないかといったことも含め、村にあった再

休憩前に引き続き、会

一般質問を行います。３番、山本敬介君。

生可能エネルギーの検討を進めてまいりたいと

○３番（山本敬介君）

考えております。年数が一定期間かかりますこ

せていただきます。質問１の再生エネルギーの

とから、協定先とも協議しながら新エネルギー

４番のところまでお話をしていました。村長の

検討委員会において庁内での協議も進めてまい

方から検討委員会、副村長をトップとした新エ

ります。以上です。

ネルギー検討委員会をつくってプロジェクト

○議長（相川繁治君）
○３番（山本敬介君）

３番、山本敬介君。

引き続き一般質問をさ

チームもつくって進めていかれると。一方、総

最後に新エネルギーの

合研究機構による５年計画の賦存量調査等が広

検討委員会という言葉がでましたが、３月議会

域の５市町村で行われるということから、マス

でも、執行方針質疑のなかでもお聞きしたので

タープランの策定もその中でできないか、検討

すけれども、この再生可能エネルギーを推進し

していかれるということでありました。この件

ていく横断的な庁内の組織というのが新エネル

についてですが、新エネルギービジョン計画、

ギー検討委員会ということでしょうか。お伺い

平成17年に私も一住民として参加をさせていた

します。

だきました。当時と今とでは相当環境が変わっ

○議長（相川繁治君）
○村長（中村

博君）

村長。

ている、もちろん村内の賦存量自体が変わって

再生可能エネルギー推

いるわけではないと思うのですが、それのアプ

進のため平成26年５月12日に副村長を委員長と

ローチする技術ですとか、知見も変わってきて

した占冠村新エネルギー検討委員会を庁内に設

いると、あと国の方の施策も大きく変わってき

ていますのでこれはあくまで参考程度にしかな

ニュアルが一切ないというのはありえないとい

らないというふうに思うのですね。広域圏の調

うふうに思います。これは福島の事故でも水素

査というのはあくまでも広域圏なので、村の中

爆発という事故でもあれだけの被害があったと。

でそれをどの程度使っていけるかというのは尐

あれより大きな事故が起こる可能性はあるわけ

し時間もかかるし、不明瞭な点が多いと思いま

ですね。その可能性がある中でマニュアルが一

す。ぜひですねこの検討、副村長をトップとし

切ないというのはありえないというふうに思い

たエネルギー検討委員会プロジェクトチームで、

ます。この件について村長に伺います。

早急に占冠村の再生可能エネルギーのマスター

○議長（相川繁治君）

プランをつくってやっていくべきだというふう

○村長（中村

に私は思うのですが、再度村長にお伺いします。

回の地域防災計画の策定にあたりましては、災

○議長（相川繁治君）

害対策基本法に基づき占冠村の地域性を考慮し

○村長（中村

博君）

村長。

博君）

村長。
お答えいたします。今

１つは北海道総合研究

策定しております。計画の骨子でございますけ

機構との契約でございますけど、沿線を対象に

ど、一般災害対策編と地域災害対策編からなっ

５市町村それぞれ別々に契約しておりまして、

ておりまして、一般災害対策では風水害、土砂

その市町村の特性にあわせた研究、取組みが進

災害、火山災害、交通災害対策、雪害、融雪災

められると、そのように考えております。この

害などについて定めておりますが、議員ご指摘

中でどの程度エネルギーの賦存量等、調査する

の放射能事故に関する計画については定めてお

わけですけど、どの程度入り込んでマスタープ

りません。北海道における泊原子力発電所の緊

ラン的なものをつくれるかどうかわかりません

急事態の発生に備えての計画は、北海道地域防

けど、できればそういったものを通してつくっ

災計画の中で原子力防災計画編として策定され

てみたいと。それが叶わなければ別途方法は考

ており、また原子力災害対策を重点的に実施す

えなければならない、そのように思っておりま

べき区域の範囲は泊原子力発電所を中心として

す。以上です。

半径30キロとし、この範囲に含まれる関係市町

○議長（相川繁治君）
○３番（山本敬介君）

３番、山本敬介君。
それでは次の質問に移

村では原子力防災計画を策定しております。本
村においてはこの範囲になかったことから、原

りたいと思います。地域防災計画についてです。

子力発電防災計画編の策定はありませんでした。

新しく策定されて行政区にも配布をされました

本村として当面は放射能対策のマニュアル的な

占冠村の地域防災計画です。先日、この件は全

ものを検討し対応していきたいと、そのように

員協議会の中でもお聞きしたのですけれども、

考えてございます。以上です。

住民の皆さんにこの議論をぜひ聞いていただき

○議長（相川繁治君）

たいと思いまして本会議の中でも再度伺わせて

○３番（山本敬介君）

いただきます。防災計画の中には、備品に放射

すのに時間がかかると思いますのでマニュアル

能測定器、ガイガカウンターが載っているだけ

をぜひ早急に作っていただいて備えていただき

で一切放射能事故への対応というのが記載され

たいというふうに思います。関連ですが、その

ておりません。北海道には泊原発があって周辺

次の安定ヨウ素剤の備蓄についてさらにお聞き

自治体には避難計画等が策定をされています。

をしたいと思います。住民懇談会で若い夫婦、

原発から153ｋｍ占冠は離れているのですがマ

子ども持ちの方からも安定ヨウ素剤の備蓄に関

３番、山本敬介君。
防災計画をまた作り直

する質問がありました。皆さん報道等でご存じ

いては専門的な有識者のご意見もお聞きし検討

だと思いますが、安定ヨウ素剤というのはアメ

したいと考えております。以上です。

リカの政府機関ＦＤＡ（アメリカ食品医療品

○議長（相川繁治君）

局）が、放射能災害の際に甲状腺に大量の放射

○３番（山本敬介君）

性物質を含む放射性核種が大気中に放出される

移りたいと思います。経理決済事務の簡素化を

ような場合に服用することによって飽和状態に

ということですけれども、決算委員会の書類審

して、その傷害発現を予防する働きがあると。

査で毎年感じていることなんですけれども、行

これは最近言われている話ではなくて1980年代

政というのは正確性が大切な部分だと思います

にその効果が確認されている錠剤等であります。

けれども、正確性を重視するあまりに簡素化で

これについて、ぜひ備蓄をしてほしいという住

きる経理処理まで丁寧にやっているかなという

民の声がありました。この声をあげた住民の方

ふうに思います。顕著に見れる例が、住民がコ

が実際に福島の事故を経験されてこちらに移住

ピー機を使った時にコピー機１枚いくらという

をしてきている方ということで、私はその経験

ふうにお金を払います。そのお金を払った経費

の中からこの必要性を訴えられているというこ

の処理をするのに、書類を作り、それを回覧し、

とで非常に重いものだと受け止めております。

それを綴じるということでコピーの経理処理を

残念ながらこういう備えをするということが自

するのにまたコピーをするということでこれは

治体として必要なことに、現在日本はなってい

かなりの枚数が見られます。これは、ここが漫

るということであります。こういった起こりう

然とこういうかたちで行われているというのは、

る住民の不安に、予算の中で可能な限り備える

全体的にもこういった無駄がたくさんあるので

というのは自治体の責務だというふうに思いま

はないかとというふうに私には感じられました。

すが、今後の対応、考え方を伺います。

正確性を担保するというのも重要な住民サービ

○議長（相川繁治君）

スではあるのですけれども、例えばコピー機で

○村長（中村

博君）

村長。

３番、山本敬介君。
それでは最後の質問に

お答えいたします。放

言うと、お金を入れる式のコピー機にして年に

射能汚染が起きた場合、放射性でないヨウ素の

１回の清算にするだとかいろんな対応ができと

摂取により、あらかじめ甲状腺をヨウ素で飽和

思うんですね。こういったことを検討するよう

させれ防護策が有益だといわれております。こ

な、全体をもう一度見直すような体制をとるこ

れはいま議員もご指摘された部分かと思います。

とができないか、そういったことについてお伺

一方、ガイドラインで定められた量をこえて摂

いしたいと思います。

取すると健康を害する可能性もありますので医

○議長（相川繁治君）

療関係者の立会いのもと、服用するのが原則と

○村長（中村

のことです。今回ヨウ素の投与、どういう効果

ご質問でございましたけど、不要な経理処理と

があるのか調べました。24時間前投与で約70％、

のご指摘も含まれておりまして料金を頂く以上、

12時間前投与で90％、被ばく直前投与で97％、

正確を期して誰にも公正に処理し経理処理の検

被ばく３時間後で50％の効果があるとのことで

査が行える状態にしなければならないのが自治

す。備蓄につきましては自治体で備蓄している

体の事務でありまして、公金の処理といたしま

例もあり、保管ケースを購入し常温で保管でき

してはやむを得ない場合があると判断しており

るとのことでございます。備蓄するどうかにつ

ます。コピーも住民サービスの一貫として必要

博君）

村長。
コピー機の決済処理の

な事務であることをご理解願いたいと思います。

いうことで記事が掲載されております。この記

それから住民に対するコピー機の利用につきま

事については私ども、私も含めて職員には一切

してはコンビニ等に設置している利用方法もあ

取材もなく一方的に掲載された中傷的な記事で

るかと思われますが、リース料と使用料にもよ

ありますので、答弁は控えさせていた頂きたい

りますけど、管理料も含めると支出の方が大き

と思います。以上です。

いように思われます。必要以上の無駄な事務処

○議長（相川繁治君）

理の見直しは必要と考えておりますので、内部

○２番（長谷川耿聰君）

での検討は進めたいと思っております。以上で

ただきたいということなんですけど、それでは

ございます。

２番目、３番目、４番目とこれも同じ村長の答

○議長（相川繁治君）

次に２番、長谷川耿聰

君。
お許しがでましたの

で何点か質問をさせていただきます。
まず１点目でございますが、月刉クオリティ

答弁を控えさせてい

弁でよろしいですか。お伺いします。
○議長（相川繁治君）

○２番（長谷川耿聰君）

２番、長谷川耿聰君。

○村長（中村

村長。

博君）

記事自体も取材されて

おりませんし、なにを言わんとしているかもよ
くこの記事ではわかりませんので、へたな答弁

５月号の記事についてでございますが、ここに

するとまた間違った解釈されたら困りますので、

クオリティのコピーを持ってきているのですけ

この記事に関しての答弁は先ほど言いましたよ

れども、何回か読ませていただきました。この

うに控えさせていただきたいと思います。以上

記事の末尾にある「行政を恣意的に動かす首長

です。

では、村の福祉がますます悪くなる一方。村は

○議長（相川繁治君）

さびれるばかりだ。」と述べられております。

○２番（長谷川耿聰君）

これは誠に私にとってはこの記事は失礼な本当

で一方的に取材されてこれだけ大きな記事に

に無礼な記事であるということを感じているわ

なって相当の部数がだされたと思うのです。私

けでございます。そこで内容でございますがこ

が５番目に書いてありますように、村長は自分

こに５点ほど書いておりますけども、確認をさ

自身の名誉を守るためにこの記事に対してなん

せていただきまた村長の考え方をお伺いしたい

だか抗議してはどうかと思うのですが、その辺

と思います。

の村長の考え方はいかがですか。

まず１点目でございますが、社会福祉協議会

○議長（相川繁治君）

２番、長谷川耿聰君。
わかりました。そこ

村長。

側の意見も聞かず一方的な行動となっておりま

○村長（中村

す。これは「中村博村長は社会福祉協議会に会

たこと、大変ありがたく思いますけど、私の名

計計画や資金計画を渡さず口頭で運営を依頼す

誉云々につきましては私自身の問題でもありま

るなど、社会福祉協議会の意見も聞かず一方的

すので、私が判断することであると思います。

な行動が問題です」と。これはこのとおり解釈

こういった記事に対して反論することもありま

されてよろしいかまず伺いたいと思います。

せんので私はそういったことは抗議しないと、

○議長（相川繁治君）

今は考えております。以上です。

○村長（中村

博君）

村長。
お答えいたします。月

博君）

○議長（相川繁治君）

議員から心配して頂い

２番、長谷川耿聰君。

刉クオリティ５月号に「福祉施設建設でもめる

○２番（長谷川耿聰君）

それではこの問題で

占冠村長と社会福祉協議会のすったもんだ」と

反論がないものですから、これ以上質問しても

まずいので次に移らさせていただきます。

多機能の利用促進をお願いする、そういった説

質問の２番で村の介護施設についてでござい

明をしてまいらなければならない、そう考えて

ますが、介護サービス利用料について過日、村

います。ですから、それまでにはそういった利

から示した資料によると、例えば要介護３、小

用料金ですとか利用形態、そういったことを決

規模多機能型居宅介護施設では、23,286円＋各

めたいと思っております。以上です。

種加算２千～３千円がかかるが、一方、社会福

○議長（相川繁治君）

祉協議会が行っているデイサービスでは、月４

○２番（長谷川耿聰君）

回4,076円、基本料金＋体制加算金＋入浴料加算

て出ているものですから、あまり風評被害にで

となっております。これは月８回を利用しても

もあうと大変なので、一刻も早く算定して住民

8,152円で済みます。このように利用者の負担額

の皆さんにお知らせしたほうがよいかと思いま

がかなり違いますが、これではせっかくできた

す。そのことを申し上げておきたいと思います。

介護施設がまずくなるのではないかと思います

次に、質問３でございますがこれも午前中に

のでその対応をどのように考えているか、お答

他の議員からご質問あったと思うのですけれど

え願いたいと思います。

も、保育所の管理ということで４月９日に入所

○議長（相川繁治君）
○村長（中村

村長。

博君）

２番、長谷川耿聰君。
村からの資料によっ

していた新入３歳児が裸足で保育所外に出まし

お答えいたします。現

た。幸い発見が早かったので大事に至らなかっ

在計画している小規模多機能型居宅介護施設で

たのですが、日頃の管理体制はどのようになっ

ございますけど、いま議員がご指摘のとおり、

ているのか、それから今後このようなことが起

現在のデイサービスを利用している状況から見

こらないようにどのようなことを注意してやら

ますと、今度できる施設については月額の定額

れるか、この辺について再度お伺いしたいと思

制となりますので、利用料だけをとってみても

います。

割高になっております。このことから、施設を

○議長（相川繁治君）

運営する以上、利用は推進しなければなりませ

○村長（中村

んが現状からみると利用度合いは懸念されると

のたびの事故に関しましては、保護者をはじめ

ころでもあります。従いまして、デイサービス

関係する皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけ

を基準とした差額分については尐しでも利用者

しお詫び申し上げます。保育所の日常の管理で

の負担軽減が可能になるような、そういった仕

ございますけど、不審者対策と園児が保育所か

組みの調査、検討を現在進めているところであ

ら外にでないよう、玄関入口のドア２か所に施

ります。以上です。

錠をしておりますし、また玄関ドアが開閉する

○議長（相川繁治君）

２番、長谷川耿聰君。

○２番（長谷川耿聰君）

博君）

村長。
お答えいたします。こ

際ベルがなるようになっておりまして、そう

可能になるような調

いったことで園児の安全を期しているところで

査、検討を進めているというのは、結論はいつ

ございます。また、園児の特性に応じまして支

頃までにだすつもりでありますか。

援するよう、そのような配慮もしております。

○議長（相川繁治君）

今回の事故は、あってはならないことと重く受

○村長（中村

博君）

村長。
現在、検討しておりま

け止めております。今までは施設の管理や園児

して、時期はちょっと特定できませんけど、早

の怪我防止、安全対策は言葉による指示、点検

くこの考え方を固めまして住民の方々に小規模

でしたけど、危機管理を保育所全体で共有する

必要があるため危機管理マニュアルを作成し園

○議長（相川繁治君）

児を安全に預かり保護者の方々に安心できるよ

○２番（長谷川耿聰君）

う、現在取り進めているところであります。以

は分かるのですけれども、村長として住民の皆

上でございます。

さんには非常に大きな問題なので、率直に言っ

○議長（相川繁治君）

２番、長谷川耿聰君。

○２番（長谷川耿聰君）

２番、長谷川耿聰君。
会社の方へ伝えるの

ていま村長も申しあげたように山菜の村占冠と

保育所の管理につい

いう昔からの名誉をとっています。だから、村

ては従来まで保育士に任せきりというような感

長自体も信頼回復ということについて村民に対

じが見受けられたのですけども、役場の担当者

してなんらかの説明をする義務があるのではな

は月に何回か行って指示、指導したことがござ

いかと思うのですけれども、その辺は村長はど

いますか。お伺いします。

のようにお考えになっておられるか。

○議長（相川繁治君）

○議長（相川繁治君）

○村長（中村

村長。

博君）

トマム保育所、占冠保

○村長（中村

村長。

博君）

今は譲渡した施設でご

育所それぞれ管理職が保育所長でおりまして、

ざいますけど、村では補助金も出しております。

用事あるごとに現場へ出て指示なり打ち合わせ

午前中の質問にもお答えいたしましたけど、全

はしているところでございます。以上です。

容が解明しなければ、そういったことも村の方

○議長（相川繁治君）

向も示すことができませんので、全容が解明し

２番、長谷川耿聰君。

○２番（長谷川耿聰君）

それでは次に質問の

てから諸々のことは考えたいと、そのように考

４番目、山菜加工場産地偽装疑惑について質問

えております。以上です。

いたしたいと思います。これは北海道経済６月

○議長（相川繁治君）

号、それから５月24日の道新等で大きく報道さ

○２番（長谷川耿聰君）

れております。また昨日、さらに北海道経済に

問にいたしたいと思います。木質バイオマス、

も疑惑ではなくて完全な偽装であるという見出

これは薪生産事業なんですけれども、ここに書

しがでております。これは会社の方々が必死に

いてありますように森林資源の活用、雇用対策

なって今この問題について対処していると思う

の一環として木質バイオマス（薪）事業が行わ

のですけれども、村自体としても村長はこれに

れ、また日も浅いのですが薪生産者、木質バイ

対する信頼回復の問題があると思うのですけれ

オマス生産組合ですか、購入者、湯の沢温泉な

ども、どのようにお考えになっているか村長の

んですけど、この両者の採算性についてお伺い

見解をお伺いしたいと思います。

したいと思います。

○議長（相川繁治君）

○議長（相川繁治君）

○村長（中村

博君）

村長。
村の顔として山菜加工

○村長（中村

博君）

２番、長谷川耿聰君。
それでは、最後の質

村長。
お答えいたします。議

品につきましては、今まで発足以来や工場建設

員ご指摘のとおり、薪ボイラーにつきましては

以来、村の産業としても大変重要な位置を占め

事業開始から約６ヵ月間とまだ短い期間でござ

ておりました。今回の産地偽装につきましては

います。そういったことから採算については現

議員のご発言同様、村といたしましても会社に

時点では判断しかねると思っております。なお、

は一日も早い信頼回復に努めていただきたいと

占冠村木質バイオマス生産組合については、初

思っておりますし、私の方からも会社にその旨

期投資の段階であり、やや厳しい状況にあると

伝えております。以上です。

聞きおよんでおります。湯の沢温泉についても

道内初となる大規模な薪ボイラーであり、手探

やはりこれは１年とか２年、３年、そういった

りの中で運用しており、燃料の投入方法など現

スパンで考えないとその効果があったかどうか

在工夫をしていると、そのような状況と聞いて

ということは検証しづらいと思っております。

おります。以上です。

ただ、先日５月30日になりますけど、占冠村木

○議長（相川繁治君）

２番、長谷川耿聰君。

○２番（長谷川耿聰君）

６ヵ月経過している

質バイオマス推進コンソーシアムというという
会議を開いております。この構成員は占冠村、

ので生産者も、それから購入者も採算性ってい

それから湯の沢温泉、木質バイオマス生産組合、

うやつは十分出していると思うのですよね。た

それからコンサルの会社が入っておりまして

だ私が心配しているのは現地へ行って直接業者

６ヵ月間の状況を、そういったことの意見交換

に聞いてみていないのではっきりしたことはわ

をしております。この会議では前年と比較した

からないけど、非常に厳しいということよりも

としても、湯の沢温泉での入込み客の違いや燃

むしろ今の状況では赤字になっているという話

料卖価の違いから、一概には比較できないこと

が伺われます。それから、湯の沢温泉について

から、化石燃料をいかに使わず、かつ木質エネ

は１立方メートル１万３千円で買っているよう

ルギーの熱量の増大、薪の品質向上を各構成員

なんですけど、それについてもかなり高額で採

で調査、研究を進め、この木質バイオマス事業

算性が合わないというお話を聞いているのです

を進めること、そういうことにしております。

けれども、これは採算性の問題は非常に重要な

なお今年度でございますけど、北海道大学の大

ことであって、生産組合がせっかく木質バイオ

気汚染環境保全工学研究室、そういうところが

マスの出発点に入ったものですから、生産者も

ありまして、そこの協力を得て木質ボイラーに

それから消費者も上手くいくようにやらなけれ

センサーを設置して薪燃料の熱量について調査

ば、率直に言ってこの薪バイオマス関係は駄目

を行う予定になっております。こうしたことか

になってしまうんですよね。だからバイオマス

ら村としても薪を提供するほう、薪を使う方、

事業の初期としてやっているのですから、もう

両者が採算をとれるようなそういった仕組み作

ちょっと徹底した計算をするとか、それからも

りにこれからも検討を加えてまいりたいと、そ

う１つは絶対にっていうことにはならないけれ

のように考えております。以上です。

ども、赤字にならないような方法を指導すると

○議長（相川繁治君）

かそういうような方法をとらなければならない

○２番（長谷川耿聰君）

と思うのです。先ほども新しく建つ福祉施設も

えられていることは結構なんですけれども、あ

薪ボイラーは使わないと、そうすると薪の需要

まり難しいことを考えないで、薪を生産する方

量は余計なくなってしまうので、今度は生産さ

は１年間にどれだけ生産すると採算が合うのか

れる方はだんだん大変なことになってしまうん

ということは計算したらすぐ出ることなのです。

ですよね。そういうことを考えると、６か月経

結局、今の状況だと湯の沢温泉しか使わないも

過しておいてまだわからないというような呑気

のですから、量が尐ないから生産する機械器具、

な話ではまずいと思うのですけれども、村長も

その他、償却いろいろ考えると尐量の薪しか生

う一度答弁願います。

産しないのでそれで採算が合わないと。聞くと

○議長（相川繁治君）
○村長（中村

博君）

村長。
採算でございますけど、

２番、長谷川耿聰君。
いろいろと検討を加

ことによると、原木代も未払いだというお話を
聞いているのですけれども。それは本当かうそ

かちょっとわからないのですけれども、それぐ

ります。以上です。

らいつらいし、それから、三社で共同で経営を

○議長（相川繁治君）

やっているものですから社長たちが無償で湯の

○２番（長谷川耿聰君）

沢温泉へ薪を届けているという話も聞いている

きに、既に林業振興室によってある程度計算さ

わけです。だからわたしは尐なくともせっかく

れたというふうに私は聞いているのですよ。そ

ここで立ち上がったのですから、きちんと計算

れで、例えば１立方メートル８千円にしたら１

してどの程度作れば採算が合うのかと。もしも

年間の湯の沢の灯油ですか、重油ですか、それ

湯の沢温泉で不足であるならば、私が３月の執

が320万になると、これやる時にでているのです

行方針でも申し上げたのですけれども薪の生産

よ。だから１年間にどれだけ作ればいいのかと、

は占冠にありといって、ある一定程度の薪を生

卖価ときちんと決めて、そこで合わなければ

産させることによって採算性が合うと、そうす

せっかくバイオマスをやったのですから、その

ると買う方もコストが下がると、そういうこと

差額くらいはある程度軌道に乗るまで、村で多

を私は提案したつもりでいるんです。今の状況

尐助成しても仕方がないのではないかと、こう

では採算性は絶対合わないというふうに僕は断

いう判断のもとで私は言ったつもりなのです。

言してもいいと思うんですよ。だから、どれだ

今、調査をするとか言っているが、すでに出発

けの量をつくれば採算が合うかということをき

時点でこれをやっていなければならないのです。

ちんと計算してやってはいかがですか。もう一

大きな機械を持って原木を切って割って積んで、

度村長、答弁願います。

人を１人使った時に、なんぼ使えば合うのかと

○議長（相川繁治君）
○村長（中村

博君）

村長。

２番、長谷川耿聰君。
薪ボイラーをやると

いうことはすぐ計算できるのです。湯の沢温泉

生産組合でどれだけ生

だけで使うだけでは絶対足りないのです。生産

産すれば採算があうかどうか、そういうことは

の方はそれだけでは採算が合わないはずなので

たぶん計算すればわかるのでしょうけど、それ

す。そこの問題があるのです。率直に言って、

には薪の質ですとか、それから今は湯の沢温泉

赤字だというふうに聞いています。協議会では

しかないですけど、今後どれくらい利用されて

どのようなことを言われたかよくわからないの

いくのか、そういったことも調査しなければな

ですが、せっかくできた生産組合なのですから、

らないと思いまして、今年度木質バイオマスを

これが尐しでも大きくなるように村は支援しな

活用推進調査事業ということで村内でのニーズ

ければならないと、私はこのように思います。

把握ですとか薪ストーブに転換する、そういっ

早急に大きな機械を持たしてやっているのです

た色々な課題、問題について調査することに

から、もう一度計算をし直して、やらしてはい

なっております。先ほど議員ご指摘ありました

かがですか。

けど、村外の販売についても当然こういった調

○議長（相川繁治君）

査の中で過不足出ると思いますのでそういった

○村長（中村

なかで検討していく必要があると思っておりま

直しの村の総合計画では、木質を使ったエネル

すし、なによりも、まずどれくらい村内で消費

ギー、それから雇用、そういったことを大きな

が見込めるのか、それから生産組合の方でどれ

目標に掲げておりまして、これからも木質のエ

だけの生産能力が１年であるのか、そういった、

ネルギーは中心に進めてまいります。今、木質

やはり基礎的な調査も必要でないかと思ってお

を提供している生産組合は１つしかございませ

博君）

村長。
元に戻りますけど、見

んけど、人１人を雇用して薪生産をやっている

○村長（中村

博君）

もちろん現状を注視し

と、そのような状況でございまして、そこが採

ていく必要はありますし、そうしなければなら

算がとれているかとれていないか、やはり最低

ないと思っておりますけど、目先のことに集中

でも１年間の仕事量、それから薪の販売、そう

して明日を見失うということもあります。です

いったものを見なければ採算がとれているかと

から、ある程度期間をおいて検討するものは検

れていないか、把握することはできない、その

討する、そういう方向でこの生産組合も考えて

ように考えておりますし、村といたしましても

いきたいと思いますし、議員、以前に森林クラ

薪利用の促進するために今回調査事業も行いま

スターという発想も提案されています。そう

すし、薪の販売につきましても村内、それから

いったことも念頭にいれながら木質バイオマス

できれば村外、それから薪の生産が軌道に乗る

生産組合については村の支援も行ってまいりた

ようであればもちろんネット上での販売、そう

いと、そのように考えております。以上です。

いったこともも前向きに検討していく必要があ

○議長（相川繁治君）

ると、そのように考えておりますし、せっかく

ります。ここで、午後２時45分まで休憩します。

これで一般質問を終わ

できた生産組合ですからそれをつぶすようなこ

休憩

午後２時30分

とは村ではできないと、そのようにも考えてお

再開

午後２時45分

ります。以上です。
○議長（相川繁治君）

○議長（相川繁治君）
２番、長谷川耿聰君。

○２番（長谷川耿聰君）

休憩前に引き続き、会

議を開きます。

指摘しておきます。

村長、最後につぶすようにだけはしたくないと

◎日程第４ 承認第１号から日程第13 承認第10

いうから、それに期待をかけているんですけど、

号

役場は１年かかってデータを見る時もある。実

○議長（相川繁治君）

際やっている企業っていうやつは今が勝負なん

専決処分につき承認を求めることについての件

です。今日１日が勝負なのです。１円、２円を

から、日程第14、承認第11号、専決処分につき

争って商売をやっているのです。だからそうい

承認を求めることについてまでの件11件を一括

う呑気なことは言ってられないのです。だから、

議題とします。提案理由の説明を求めます。

このできた生産組合がどれだけ赤字になるか、

日程第４、承認第１号、

承認第１号から承認第４号までについては総

それを補うために各社長たちは先ほど言ったよ

務課長、田中正治君。

うに自分の車を無償でだして薪を運んでいると。

○総務課長（田中正治君）

だからどれだけ無報酬でそういう事業をやって

号から４号まで一括してご説明を申し上げたい

いるかわからないのです。そういうことは、発

と思います。

それでは承認第１

足するときに計算できあがっているはずなので

まず議案書の１ページをお願いいたします。

す。１年かかるのではなく本当にいま、今日現

承認第１号、専決処分につき承認をもとめるこ

在どうなっているかということ、再度検討して

とについて。本件は緊急執行を要したので、地

つぶさないように努力していただきたいと、こ

方自治法第179条第１項の規定により、別紙専決

のように考えております。もう一度答弁願いま

処分書のとおり処分したので、同条第３項の規

す。

定により報告し議会の承認を求めるものでござ

○議長（相川繁治君）

村長。

います。内容は、占冠村税条例の一部を改正す

る条例で、議案の要旨でご説明を申し上げます。

条例の内容ですが、(1)として、課税限度額の

議案要旨１ページをお願いいたします。本条例

引き上げで、後期高齢者支援金等課税額を14万

の改正理由ですが、地方税法等の一部改正によ

円から16万円に引き上げ。介護納付金支援等課

る村条例の一部を改正するものでございます。

税額を12万円から14万円に引き上げ。医療給付

改正条例の内容ですが、(1)として、法人村民税

分と合わせた限度額現行77万円から81万円に引

において外国法人の課税について村内に供給的

き上げようとするものでございます。(2)として、

施設を有しない法人は法人税の適応を受けない

軽減措置の変更として５割軽減の対象となる世

ものとする所要の規定の整備をおこなうものと、

帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の

２点目として法人税率を現行14.7％から12.1％

数に世帯主を加えるものと、２割軽減の対象と

にしようとするものでございます。(2)として、

なる世帯の軽減判定所得の算定において、被保

軽自動車税の税額を1.25倍から、1.5倍に引き上

険者の数に乗ずべき金額を35万円から45万円に

げるものでございます。適用については、平成

引き上げるものでございます。附則として、施

27年4月1日以降としております。(3)として、固

行期日は平成26年４月１日から施行としてござ

定資産税の課税標準の特例措置で公害防止施策

います。

設備等について減額措置を講ずるものでござい

次に、議案書の11ページをお願いいたします。

ます。(4)においても、固定資産税で耐震改修が

承認第３号専決処分につき承認を求めることに

行われた施設について固定資産税の減額措置を

ついて。本件は緊急執行を要したので、地方自

講ずるものでございます。附則として、施行期

治法第179条第１項の規定により、別紙専決処分

日及び経過措置が規定されております。施行期

書のとおり処分したので、同条第３項の規定に

日は平成26年４月１日からとなっております。

より報告し、議会の承認を求めるものでござい

但し書きとして、法人税率の変更は、平成26年

ます。内容は、平成25年度占冠村一般会計補正

10月１日以降に開始する事業年度から適用する

予算第９号で12ページ専決処分書でご説明申し

としてございます。

上げます。

引き続きまして、議案書の９ページをお願い

平成25年度占冠村一般会計補正予算第９号は

いたします。承認第２号、専決処分につき承認

翌年度に繰り越して使用できる経費について補

を求めることについて。本件は緊急執行を要し

正するものでございます。13ページ、第１表繰

たので、地方自治法第179条第１項の規定により、

越明許費で内容をご説明申し上げます。本繰越

別紙専決処分書のとおり処分したので、同条第

明許費は、過疎集落等を自立再生対策事業とし

３項の規定により報告し、議会の承認を求める

て国庫補助金によるもので、事業内容としては

ものでございます。内容は、占冠村国民健康保

２款総務費、１項総務管理費において占冠ふる

険条例の一部を改正する条例で、議案要旨でご

さと活性化推進委員会補助金250万円でございま

説明を申し上げます。議案要旨の２ページをお

す。６款農林業費、１項農業費において営農指

願いいたします。本条例の改正理由ですが、税

導員賃金230万円、農畜産物販売促進事業補助金

制改正に伴い、占冠村国民健康保険税において

30万円、ニニウキャンプ場にかかる印刷製本費

課税限度額の見直しと、低所得者にかかる軽減

で30万円、案内板作成委託料80万円、備品購入

の拡充を行うため条例の一部を改正するもので

費70万円、双民館にかかる印刷製本費で30万円、

ございます。

地産地消特産品開発推進備品購入費で190万円、

農業費合計で660万円でございます。６款農林業

４款、１項配当割交付金において15万１千円の

費、２項林業費において木質バイオマス利活用

増額でございます。５款、１項株式等譲渡所得

推進調査委託料240万円でございます。以上です。

割交付金において36万１千円の増額でございま

次に、議案書15ページをお開き願います。承

す。６款、１項地方消費税交付金において198万

認第４号、専決処分につき承認を求めることに

３千円の減額でございます。25ページ、７款、

ついて。本件は緊急執行を要したので、地方自

１項ゴルフ場利用税交付金において７万８千円

治法第179条第１項の規定により、別紙専決処分

の増額でございます。８款、１項自動車取得税

書のとおり処分したので、同条第３項の規定に

交付金において225万９千円の増額でございます。

より報告し、議会の承認を求めるものでござい

10款、１項地方交付税において、普通交付税で

ます。内容は、平成25年度占冠村一般会計補正

108万１千円の増額、特別交付税で額の確定に伴

予算第10号で、16ページ専決処分書でご説明申

い、3,319万５千円の増額でございます。11款、

し上げます。

１項交通安全対策特別交付金において８万円の

平成25年度占冠村一般会計補正予算第10号は、

増額でございます。26ページ、12款分担金及び

歳入歳出それぞれ３千900万円を減額し、歳入歳

負担金、１項負担金において、１目教育費負担

出予算の総額をそれぞれ24億９千310万円にしよ

金で１節小学校費負担金４千円の減額、２節中

うとするものと、地方債の変更２件でございま

学校費負担金３千円の減額でございます。13款

す。以下、事項別明細書で歳入からご説明申し

使用料及び手数料、１項使用料において１目総

上げます。議案書の22ページをお開きください。

務使用料で地域情報通信基盤施設使用料39万８

歳入につきましては、実績額等に基づいて増減

千円の増額、３目衛生使用料で火葬場使用料３

額を整理しております。１款村税、１項村民税

万２千円の減額、墓地使用料４千円の減額、最

において１目個人で現年課税分232万３千円の増

終処分場使用料45万１千円の減額。５目農林業

額。滞納繰越分12万５千円の増額でございます。

費使用料で放牧地使用料１千円の減額、レクリ

２目法人で現年課税分146万５千円の増額、滞納

エーションの森使用料１千円の減額、有害獣処

繰越分29万８千円の増額でございます。１款、

理加工施設使用料９万円の減額。27ページにな

２項固定資産税において、１目固定資産税で現

りますが、７目土木使用料で住宅使用料94万円

年課税分169万４千円の増額、滞納繰越分で104

の増額、住宅使用料滞納繰越分41万円の増額。

万６千円の増額でございます。２目国有資産等

８目教育使用料でコミュニティプラザ使用料20

所在市町村交付金、実績額で17万６千円の増額

万９千円の減額、体育施設使用料１千円の減額、

でございます。23ページ、１款、３項軽自動車

使用料合計で95万９千円の増額でございます。

税において現年課税分４千円の減額、滞納繰越

13款、２項手数料において１目総務手数料で１

分１万３千円の増額でございます。１款、４項

万１千円の減額、２目衛生手数料で5千円の減額

村たばこ税において45万５千円の減額でござい

でございます。28ページ、14款、２項国庫補助

ます。２款地方譲与税、１項地方揮発油譲与税

金において、１目民生費国庫補助金で障害者自

において29万３千円の減額でございます。２款、

立支援給付費支払等システム事業国庫補助金25

２項自動車重量譲与税において425万１千円の減

万円の減額、臨時福祉給付金事務費国庫補助金

額でございます。24ページ、３款、１項利子割

２万３千円の増額、子育て支援国庫交付金200万

交付金において11万３千円の減額でございます。

円の減額。２目衛生費国庫補助金でがん検診推

進事業補助金４万１千円の増額。３目教育費国

収入14万円の減額。７目奨学資金貸付金収入で

庫補助金でへき地児童生徒援助費国庫補助金、

現年分滞納繰越分を合わせて1,013万円の増額で

小学校費で１万４円の減額、中学校費で５千円

ございます。34ページ、20款、５項、１目雑入

の減額でございます。29ページ14款、３項委託

でそれぞれ説明書きのとおりの増減で150万円の

金において、２目民生費委託金で国民年金事務

減額でございます。３目旅客自動車運送事業収

委託金17万５千円の増額、教育費委託金で５万

入において富良野線収入、トマム線収入、それ

円の増額でございます。15款道支出金、１項道

ぞれ増減し、33万２千円の増額でございます。

負担金において、１目民生費道負担金で障害者

35ページ、21款、１項村債、１目村債で過疎地

自立支援給付費道負担金30万８千円の減額でご

域自立促進特別事業分370万円の減額。２目農林

ざいます。30ページ、15款、２項道補助金にお

業費債で事業費の確定に伴い、公有林整備事業

いて、１目総務費道補助金で地域づくり総合交

債830万円の減額でございます。

付金247万２千円の減額。２目民生費道補助金で

次に歳出についてご説明申し上げます。議案

社会福祉費道補助金８万円の増額、児童福祉費

書36ページです。歳出については主に執行残の

道補助金451万１千円の増額。３目衛生費道補助

減額と歳入の確定による財源振替などを行って

金で14万８千円の減額。４目農林業費道補助金

おります。２款総務費、１項総務管理費におい

で農業費道補助金１万１千円の減額、林業費道

て、１目一般管理費は財源振替でございます。

補助金で1,869万円の減額でございます。31ペー

４目財産管理費で歳入の増額及び執行残などの

ジ、15款、３項委託金において道民税徴収取扱

不用額を財政調整基金として積み立てることと

費交付金18万９千円の増額でございます。16款

し、6,757万３千円の増額。７目企画費で顧問弁

財産収入、１項財産運用収入において、１目財

護士委託料126万５千円の減額、パソコンリース

産貸付収入で214万９千円の増額。２目利子及び

料66万７千円の減額と財源振替。８目支所費、

配当金で９千円の減額でございます。16款、２

10目旅客自動車運送事業費においては、財源振

項財産売払収入において、１目不動産売払収入

替でございます。11目諸費で防災備蓄用備品執

で流木売払収入62万５千円の減額。２目物品売

行残及び東日本大震災避難者支援で計上してお

払収入で占冠百年史売払収入１千円の減額。３

りました備品購入費60万７千円の減額。扶助費

目生産物売払収入で木炭売払収入11万２千円の

で33万５千円の減額と財源振替でございます。

減額でございます。32ページ、17款寄附金、４

37ページ、２款、２項徴税費において２目賦課

項林業費寄附金において、林業振興を目的とし

徴収費で委託料の執行残110万円の減額でござい

た寄附があったことから、100万円の増額でござ

ます。２款、３項戸籍住民基本台帳費において

います。18款、１項繰入金において、２目畜産

それぞれ執行残の減額で174万１千円の減額でご

振興基金繰入金から、10目村営住宅基金繰入金

ざいます。38ページ、３款民生費、１項社会福

で一般財源が確保されたもの、または事業費の

祉費において１目保健衛生総務費で扶助費で220

変更などにより合計で5,736万９千円の減額でご

万円の減額、繰出金で国保会計繰出金1,190万円

ざいます。33ページ、20款諸収入、１項延滞金

の減額、介護保険会計繰出金230万円の減額と財

加算金及び過料において１目延滞金で６万２千

源振替でございます。２目老人福祉費で扶助費

円の増額でございます。20款、３項貸付金元利

84万４千円の減額。３目国民年金費は財源振替

収入において、３目特殊林産物振興資金貸付金

でございます。３款、２項児童福祉費において、

１目児童福祉総務費、２目へき地保育所費は、

リース料93万４千円の減額。２目教育振興費は

財源振替でございます。39ページ、４款、１項

財源振替でございます。10款、３項中学校費に

保健衛生費において１目保健衛生総務費で診療

おいて１目学校管理費でパソコンリース料93万

所会計操出金780万円の減額。２目予防費、３目

４千円の減額。２目教育振興費は財源振替でご

環境衛生費は財源振替でございます。５目後期

ざいます。10款、４項社会教育費において、２

高齢者医療費で後期高齢者医療会計操出金110万

目公民館費、３目コミュニティプラザ管理費は

円の減額でございます。４款衛生費、２項清掃

財源振替でございます。45ページ、10款、５項

費において２目じん芥処理費で消耗品費56万７

保健体育費においても財源振替でございます。

千円の減額でございます。６款農林業費、１項

11款災害復旧費、１項農林業施設災害復旧費に

農業費において２目農業振興費は財源振替でご

おいては、執行残により委託料105万円の減額で

ざいます。３目畜産業費で畜産振興資金貸付金

ございます。12款、１項公債費において、２目

710万円の減額と財源振替。４目農業改善事業費

利子で長期債年賦利子240万円の減額、一時借入

は財源振替でございます。40ページ、６款、２

金利子80万円の減額でございます。46ページ、

項林業費において報酬をはじめ、賃金、委託料、

14款、１項職員費において、一般職の給料で58

工事請負費など、執行残の減額から、林業振興

万５千円の減額。職員手当等で182万８千円の減

基金積立金100万円の増額など合計でそれぞれ記

額。共済費で共済組合分210万円の減額、退職手

載のとおり3,687万７千円の減額と財源振替でご

当組合分490万円の減額と財源振替でございます。

ざいます。42ページ、７款、１項商工費におい

議案書戻りまして17ページから18ページまで

て１目商工振興費で負担金、補助及び交付金で

が、補正後の歳入歳出予算の金額は第１表、歳

それぞれ記載のとおり769万２千円の減額。２目

入歳出予算補正のとおりでございます。

観光費で修繕料80万２千円の減額、文化遺産を

19ページ、地方債の補正につきましては、第

生かした観光振興地域活性化事業補助金147万８

２表のとおり２件を変更しようとするものでご

千円の減額と財源振替でございます。８款土木

ざいます。以上よろしくご審議をお願いいたし

費、１項道路橋梁費において１目道路維持費で

ます。

執行残により需要費で502万５千円の減額、委託

○議長（相川繁治君）

料で94万２千円の減額でございます。43ページ、

第６号及び承認第９号から承認第11号までにつ

８款、３項住宅費は財源振替でございます。８

いては保健福祉課長、小尾雅彦君。

款、４項都市計画費において３目公園費で光熱

○保健福祉課長（小尾雅彦君）

水費51万３千円の減額でございます。10款教育

ジをお願いいたします。承認第５号、専決処分

費、１項教育総務費において、２目事務局費で

につき承認を求めることについて提案理由の説

占冠アスペン中学生短期交換留学事業補助金70

明をさせていただきます。次ページ48ページを

万円の減額でございます。３目事務教育振興費

お願いいたします。専決処分書、平成25年度占

でそれぞれ執行残により８万４千円の減額でご

冠村国民健康保険事業特別会計補正予算第４号

ざいます。４目育英事業費で奨学資金償還金積

となります。今回の補正予算の内容ですが、歳

立金329万１千円の増額と財源振替でございます。

入歳出それぞれ200万円を追加し、歳入歳出の総

44ページ、10款、２項小学校費において１目学

額をそれぞれ１億3,470万円にしようとするもの

校管理費で修繕料69万４千円の減額、パソコン

でございます。内容につきましては、事項別明

次に承認第５号、承認

議案書47ペー

細で説明をさせていただきます。51ページで説

児諸費につきまして42万円の減額です。55ペー

明をさせていただきます。51ページ、歳入から

ジ、３款、１項後期高齢者支援金等におきまし

ご説明をさせていただきます。１款、１項国民

ては財源振替です。５款、１項老人保健拠出金

健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税

におきましても財源振替です。６款、１項介護

では、現年課税分の医療費増額課税分の増額か

納付金につきましても財源振替の内容です。７

ら６節の後期高齢者支援金分の滞納繰越分まで

款、１項共同事業拠出金、１目共同医療費共同

総額で３万９千円の増額となります。２目退職

事業医療費拠出金におきましては、73万円の減

被保険者党国民健康保険税ですが、１目医療給

額。２目保険財政共同安定化事業拠出金におき

付費分現年課税分から、３節の介護納付金分現

ましては85万円の減額です。56ページです。８

年課税分合わせまして49万５千円の減額となり

款保険事業費、１項特定健康診査等事業費にお

ます。52ページ、３款国庫支出金、１項国庫負

きましては財源振替です。８款、２項保健事業

担金におきましては、１目療養給付費等負担金

費におきましても財源振替の内容です。49ペー

で現年分87万円の増額です。２目高額医療費共

ジに戻っていただきまして、歳入歳出予算補正

同事業負担金では現年分27万１千円の減額とな

につきましては、第１表のとおりであります。

ります。３款、２項国庫補助金におきまして、

続きまして57ページをお願いいたします。承

１目財政調整交付金ですが、普通調整交付金19

認第６号専決処分につき証人を求めることにつ

万８千円の増額、特別調整交付金の増額が942万

いて提案理由の説明をさせていただきます。58

１千円で合わせて961万９千円の増額となります。

ページです。専決処分書、平成25年度村立診療

３目高齢者医療制度円滑運営事業費補助金につ

所特別会計補正予算第４号です。歳入歳出それ

きましては６千円の増額です。４款、１項療養

ぞれ755万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそ

給付費等交付金、現年分ですが10万７千円の増

れぞれ8,520万円にしようとするものでございま

額です。６款道支出金、１項道負担金におきま

す。以下、事項別明細にてご説明申し上げます。

して、１目高額医療費共同事業負担金で27万１

61ページをお願いいたします。歳入からです。

千円の減額です。53ページ、６款、２項道補助

１款診療収入、１項外来収入、１目占冠診療所

金におきまして、道財政調整交付金で430万５千

診療報酬収入では、１節国民健康保険診療報酬

円の増額です。８款、１項繰入金におきまして、

収入から５節その他診療報酬収入まで合わせま

１節の保険基盤安定繰入金から７節その他一般

して72万円の減額です。２目診療報酬収入では、

会計繰入金まで合わせまして1,190万円の減額で

１節国民健康保険診療報酬収入から、５節その

す。10款諸収入、３項雑入におきましては９千

他診療報酬収入まで合わせまして117万２千円の

円の減額です。

増額です。62ページです。１款、２項その他の

54ページから歳出となります。１款総務費、

診療収入、１目占冠診療所諸検査収入では９万

１項総務管理費におきまして、国保財政調整基

円の増額です。２目トマム診療所諸検査収入21

金積立金で400万円の増。２款保険給付費、１項

万円の増額です。２款使用料及び手数料、１項

療養諸費におきまして、１目一般被保険者療養

手数料では、各種診断料で２万円の増額。４款、

給付費、２目の退職被保険者等療養給付費は財

１項繰入金では、一般会計繰入金で780万円の減

源振替でございます。２款、２項高額療養費に

額です。５款、１項繰越金では前年度繰越金で

つきましても財源振替です。２款、４項出産育

52万２千円の減額です。

63ページです。歳出となります。１款総務管

補助金におきまして、１目調整交付金で225万円

理費、１項施設管理費、１目一般管理費におき

の増額です。２目地域支援事業交付金におきま

ましては、３節職員手当から10節交際費まで合

して18万円の減額です。４款、１項支払基金交

わせまして執行残で202万円の減額です。２目占

付金、１目介護給付費交付金では、現年分で96

冠診療所管理費におきまして、11節需要費から

万４千円の減額。２目の地域支援事業支援交付

18節備品購入費まで合わせまして73万６千円の

金におきまして、12万４千円の減額です。84

減額の内容です。続きまして64ページ、３目ト

ページをお願いいたします。５款道支出金、１

マム診療所管理費におきましては、11節需要費

項道負担金におきまして、１目介護給付費負担

から13節委託料まで合わせまして42万４千円の

金では107万円の増額です。５款、２項道補助金

減額内容です。２款、２項医業費におきまして、

におきまして、地域支援事業交付金で５万円の

１目占冠診療所医療用機械器具費におきまして、

減額。７款繰入金、１項一般会計繰入金では、

11節需要費から14節使用料及び賃借料まで合わ

介護給付費繰入金で230万円の減額です。85ペー

せまして126万５千円の減額の内容です。２目ト

ジをお願いいたします。歳出となります。１款

マム診療所医療用機械器具費におきまして、11

総務費、１項総務管理費におきまして、一般管

節需要費から14節使用料及び賃借料においてあ

理費その他使用料及び賃借料で63万円の減額。

わせまして47万５千円の減額です。65ページを

１款、３項介護認定審査会費、１目介護認定審

お願致します。３目占冠診療所医療用消耗機材

査会費、２目認定調査等費におきまして財源振

費におきましては財源振替です。５目占冠診療

替の内容です。86ページ、２款保険給付費、１

所医療品衛生材料費につきましては、消耗品で

項介護サービス等諸費、１目在宅介護サービス

197万円の減額です。６目トマム診療所医療品衛

等給付費におきまして210万円の減額。２目介護

生材料費におきましても、消耗品等で66万円の

支援サービス等給付費におきまして70万円の減

減額でございます。戻りまして、59ページ、歳

額。３目施設介護サービス等給付費におきまし

入歳出予算補正の内容につきましては、第１表

ては788万円の減額です。４目福祉用具購入費、

のとおりでございます。

５目住宅改修費につきましては財源振替の内容

続きまして79ページをお願いいたします。承

です。２款、２項高額介護サービス等費におき

認第９号専決処分につき承認を求めることにつ

ましては50万円の減額です。87ページ、２款、

いて、提案理由のご説明を致します。80ページ

３項特定入所者介護サービス等費につきまして

をお願い致します。専決処分書、平成25年度占

は59万円の減額です。３款地域支援事業費、１

冠村介護保険特別会計補正予算第４号となりま

項介護予防事業費、１目介護予防事業費、２目

す。今回は歳入歳出それぞれ560万円を減額し、

包括的支援事業費におきましては財源振替です。

歳入歳出の総額をそれぞれ１億440万円とするも

６款、１項積立金におきましては、占冠村介護

のでございます。以下、事項別明細でご説明申

保険給付費等の準備基金として積み立てるお金

し上げます。83ページをお願いいたします。歳

です。680万円の増額です。以下、81ページにお

入からです。１款、１項介護保険料におきまし

戻りいただきまして、歳入歳出予算補正につき

て、現年度分で１万８千円の増額。３款国庫支

ましては、第１表のとおりの内容でございます。

出金、１項国庫負担金におきまして、介護給付

続きまして89ページをお願いいたします。承

費の負担金532万円の減額です。３款、２項国庫

認第10号となります。専決処分につき承認を求

めることについて提案理由のご説明をいたしま

年度分で63万４千円の増額。４目一部負担金収

す。90ページです。専決処分書、平成25年度占

入、７万７千円の増額。５目自由診療収入では、

冠村後期高齢者医療特別会計補正予算第３号の

14万２千円の増額。６目その他診療報酬収入で

内容です。今般は歳入歳出それぞれ210万円を減

５千円の減額です。２款使用料及び手数料、１

額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,440万円

項手数料におきまして、１目事務手数料６千円

とするものでございます。以下、事項別明細に

の減額です。２目その他手数料につきましては、

て説明をさせていただきます。93ページをお願

１千円の増額です。100ページをお願いいたしま

いいたします。歳入からです。１款、１項後期

す。３款、１項繰入金です。占冠診療所事業運

高齢者医療保険料です。１目特別徴収保険料現

営基金繰入金として120万円の減額でございます。

年度分で12万円の減額。２目の普通徴収保険料

５款諸収入、１項雑入におきましては、21万９

では現年度分で88万円の減額です。３款繰入金、

千円の減額です。101ページです。歳出となりま

１項一般会計繰入金、１目事務費の繰入金では

す。１款総務管理費、１項施設管理費におきま

30万円の減額。２目保険基盤安定繰入金では、

して、１目一般管理費で11節需要費から15節工

30万円の減額。３目その他一般会計繰入金で50

事請負費まで執行残で40万円の減額となります。

万円の減額でございます。94ページをお願いい

２款、１項医業費におきましては、手数料で30

たします。歳出です。１款総務費、１項総務管

万円の減額の内容でございます。97ページにお

理費におきまして、その他使用料及び賃借料で

戻りいただきまして、歳入歳出予算補正の内容

51万円の減額。２款、１項後期高齢者医療広域

につきましては、第１表のとおりでございます。

連合納付金につきましては158万円の減額です。

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金では、

○議長（相川繁治君）

１万円の減額です。以下、91ページにお戻りい

認第８号については産業建設課長、岩谷健悟君。

ただきまして、歳入歳出予算補正につきまして

○産業建設課長（岩谷健悟君）

は、第１表のとおりでございます。

ジになります。承認第７号専決処分につき承認

続きまして95ページをお願いいたします。承

次に、承認第７号、承

議案書67ペー

を求めることについて、緊急執行を要したので、

認第11号専決処分につき承認を求めることにつ

地方自治法第179条第１項の規定により、別紙専

いて提案理由のご説明をいたします。96ページ

決処分書のとおり処分したので、同条第３項の

をお願いいたします。専決処分書、平成25年度

規定により報告し、議会の承認を求める。平成

占冠村歯科診療所事業特別会計補正予算第４号

26年６月16日提出、占冠村長中村博。

の内容でございます。今回、歳入歳出それぞれ

68ページお願いします。専決処分書、平成25

70万円を減額し、歳入歳出予算の増額をそれぞ

年度占冠村簡易水道事業特別会計補正予算第５

れ2,320万円とするものでございます。以下、事

号、地方自治法第179条第１項の規定により専決

項別明細にてご説明申し上げます。99ページを

処分をする。平成26年３月31日占冠村長中村博。

お願いいたします。歳入からです。１款、１項

平成25年度占冠村簡易水道事業特別会計補正

診療収入です。１目国民健康保険診療報酬収入

予算第５号、平成25年度占冠村簡易水道事業特

では、現年度分で13万円の増額。２目社会保険

別会計補正予算第５号は、次の定めるところに

診療報酬収入では、現年度分で25万４千円の減

よる。歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出

額です。３目後期高齢者診療報酬収入では、現

予算の総額から歳入歳出それぞれ11万円を減額

し歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億

歳入歳出予算補正による。事項別明細の歳入か

2,349万円とする。２、歳入歳出予算の補正の款

ら説明いたします。77ページになります。２款

項の区分及び、当該区分ごとの金額並びに補正

使用料及び手数料、２項手数料、２目浄化槽事

後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出補

業、１節検査手数料で１千円の増。５款諸収入、

正による。事項別明細の歳入から説明いたしま

１項雑入、２目の浄化槽事業、１節雑入で１千

す。71ページになります。１款使用料及び手数

円の減額です。75ページにお戻りください。第

料、２項手数料、１目審査手数料、１節現年分

１表歳入予算補正は説明した内容により、２款、

で２万７千円の減額です。２目登録手数料、１

２項手数料で1千円の増額。５款、１項雑入で1

節現年分で１千円の減額です。４款諸収入、１

千円の減額で、歳入科目の組み換えを行い、歳

項雑入、１目雑入、１節督促手数料で１千円の

入歳出予算の総額の追加増減はなく、９千880万

減額、２節雑入で建物災害共済金で８万１千円

円とするものであります。以上、ご審議の程よ

の減額です。歳出の説明をいたします。２款管

ろしくお願い致します。

理費、１項施設管理費、１目施設管理費、７節

○議長（相川繁治君）

賃金で２千円の減額、11節需要費の修繕料で、

で休憩致します。

ここで午後３時50分ま

８万円の減額。４款施設費、１項施設建設費、

休憩

午後３時40分

１目新営改良費、15節の工事請負費で２万７千

再開

午後３時50分

円の減額です。69ページにお戻りください。第

○議長（相川繁治君）

休憩前に引き続き、会

１表歳入歳出予算の補正は、説明した内容によ

議を開きます。承認第７号、８号についての訂

り、歳入歳出それぞれ11万円を減額し、歳入歳

正がありますので、これを許します。

出の金額を１億2,349万円とするものであります。

○産業建設課長（岩谷健悟君）

続きまして、議案書73ページになります。承

71ページをお願いいたします。

承認第７号の

認第８号専決処分について承認を求めることに

歳出２款、１項、１目施設維持費で補正額財

ついて、緊急執行を要したので、地方自治法第

源内訳で一般財源の２千円減が抜けております

179条第１項の規定により、別紙専決処分書のと

ので、訂正をお願いしたいと思います。

おり処分したので、同条第３項の規定により報

それと、承認第８号の74ページになります。

告し、議会の承認を求める。平成26年６月16日

専決処分の歳入歳出予算の補正とカッコ書きで

提出、占冠村長中村博。

記載されている事項ですが、歳出予算の補正は

74ページになります。専決処分書、平成25年

ありませんので歳入予算の補正ということにな

度占冠村公共下水道事業特別会計補正予算第５

ります。同じく第１条の歳入歳出予算とありあ

号。地方自治法第179条第1項の規定により専決

ますのも、歳入予算の補正。補正後の歳入歳出

処分をする。平成26年３月31日占冠村長中村博。

予算の金額というのも、歳入予算の金額。第１

平成25年度占冠村公共下水道事業特別会計補正

表歳入歳出予算補正によるのも、第１表歳入予

予算第５号。平成25年度占冠村公共下水道事業

算補正によるというふうに訂正をお願いいたし

特別会計補正予算第５号は、次に定めるところ

ます。それと、議案書の76ページになります。

による。歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳

今補正については、歳入予算の補正だけであり

出予算の款項の区分及び、当該区分ごとの金額

ますので下段の歳出予算の補正欄はなくなりま

並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表

すのでお願いいたしたいと思います。この承認

第８号の73ページから76ページまでは、後ほど

譲与税なのかな、ということでお尋ねいたしま

差し替えたいと思いますのでよろしくお願いし

す。

ます。
○議長（相川繁治君）

それから25ページ、10款地方交付税のところ
以上で訂正を終わりま

す。

なのですが、平成25年度は14億6,524万１千円が
の予算をいただいたわけなのですが、この分の

これから質疑を行います。

中で臨時財政対策債の変更にあてられた分はい

質問者はページ数を明らかにし、質疑、答弁

かほどなのかということと、地方交付税の特別

は要点を明確に簡潔に発言してください。
質疑はありませんか。

由を教えていただきたいと思います。

７番、木村一俊君。
○７番（木村一俊君）

分の、結構いただいているのですが、増加の理

それから28ページ、14款国庫支出金、２項国
承認第１号のところで、

庫補助金、１目民生費補助金、２節児童福祉費

議案書で２ページ、要旨でいうと１ページなの

国庫補助金について、200万円の当初予算が全額

ですが、内容の１の外国法人の恒久的施設とい

おちているのですが、この辺の理由についてお

うところの関係なのですが、村に１軒の外国法

尋ねいたします。

人があり、ＰＥ（恒久的施設）にあたらないと

それから30ページ、15款道支出金、２項道負

の説明が総務課長から委員会でありました。確

担金、４目農林業費道補助金、２節林業費道補

か、お客さんにお金を頂いて営業活動をしてい

助金の、一番最後の説明にあります村有林保育

るので、支店にあたるのではないかなとは思う

事業道補助金が１千万円減なのですが、当初予

のですけれども、村がＰＥ（恒久的施設）にあ

算では２千万円あったので、半分使われなかっ

たらないとした、判断した理由を教えていただ

たという理由を教えていただきたいと思います。

きたいと思います。

それから33ページ、20款諸収入、３項貸付金

あと、22ページ、補正予算のところでまず１

元利収入、３目、１節特殊林産物振興資金貸付

款村税、１項村民税、１目個人と２目法人の両

金収入として、当初予算は24万円だったのです

方とも２節にあたります滞納繰越分のところな

が、17万円の減になった理由を教えていただき

のですが、未収分のそれぞれ滞納の総額がいく

たいと思います。

らなのか教えていただきたいと思います。
それから、１款村税、２項固定資産税、１目
固定資産税にもやはり滞納繰越分の額が出てい
るのですが、この件に関しても未収分の滞納総
額を教えていただきたいと思います。

それから、その下の説明にあります滞納繰越
分というのが当初予算では無かったわけなので
すが、そこについて説明をお願いいたします。
それから36ページ、歳出の２款総務費、１項
総務管理費、11目諸費、18節備品購入費のとこ

それから、同じページの２目法人、１節現年

と、20節扶助費の防災関係の予算があまり使わ

課税分、説明にあります均等割のところの134万

れていなかったんですよね。上段の防災備蓄用

７千円の増があったわけですが、これについて

備品購入費９万３千円というのが丸々落ちてい

何号法人が何件増えたのか、その説明をお願い

るわけなのですが、その理由を教えていただき

いたします。

たいと思います。

それから23ページの２款地方譲与税、１項地

それから38ページ、３款民生費、１項社会福

方揮発油贈与税になっているのですけれども、

祉費、２目老人福祉費、20節扶助費の老人保護

措置費が84万４千円ということで、予算が丸々

しますので、資料は提出できますけれども、本

使われなかった理由を知らせていただきたいと

議会中でなくてもよろしいでしょうか。そうい

思います。とりあえず以上をお願いいたします。

うことでご了承を頂いて収入額を持って補正を

○議長（相川繁治君）

させていただいたということでご了承をお願い

このままの状態で、暫

時休憩します。

○議長（相川繁治君）

したいと思います。
休憩 午後４時00分

それから、23ページの地方揮発油譲与税の関

再開 午後４時27分

係でございますが議員ご指摘のとおり、１項地

休憩前に引き続き、会

方揮発譲与税の誤りでございますので訂正の程

議を開きます。総務課長、田中正治君。
○総務課長（田中正治君）

お時間をいただい

て申し訳ございません。

よろしくお願いしたいと思います。
それから、25ページ地方交付税でございます。
普通交付税におきましては、108万１千円の増額

まず、議案書の２ページの税条例の改正で、

ということで交付税算定のおりに減額を、予算

法人の事業所の扱いでございます。先般ご説明

状況からみての減額されていた部分が復活した

したように本村にはＮＡＣ（ナック）とＮＯＡ

ということで、算定どおりの交付になったとい

ＳＣ（ノーアスク）があります。この２社につ

うことで108万１千円の増額。特別交付税につき

いては事業所としての届け出は占冠村にはござ

まして、これの増額要因でございますが、かね

いません。占冠村に出てくるということは国の

てより地域おこし協力隊を特別交付税で措置し

申告書、それから道の申告書にも出てきますの

ますよということが言われていまして、この分

で、おそらくこの両社については占冠村を事業

が交付されておりまして、地域おこし協力隊の

所として認定していないということになるかと

分が増額されています。それから10月の雪害に

思います。仕事は議員ご指摘のとおりしている

よる災害復旧費、補正対応させていただいてお

ということですが、事業所としての設置届がな

りますが、災害復旧費の分が増額されています。

いということで本村では課税をしていない。こ

それからニニウサイクリングターミナルの解体

のへんを整理をする必要はあるとは考えてござ

事業分ということで特殊財政需要額として算入

います。

をさせていただいております。これら事業費全

それから、専決処分にまいります。専決処分

体でいくら算入されているかというのは不明で

の補正予算10号の22ページ村民税の滞納繰越未

ございますが、総体でこういった内容の増額が

収分ということで今回補正をさせていただきま

されているということでございます。

した。個人の滞納繰越分49万５千円のうち12万

それから交付税の中に占める臨時財政対策債

５千円の収入があったということでこれを補正

分ですが、今回交付された中の金額として１億

させていただいております。それから法人にお

1,131万８千円が交付税として算入されていると

きましては、42万３千円のうち29万８千円の収

いう内容になってございます。

入があったということで、この分を増額させて
いただいております。
それから法人の均等割の部分ですが、これに

歳出の36ページの諸費の防災備蓄備品の購入
費の残でございますが、購入予定であったのは
スチールラックを購入して、役場、それと備品

つきましては実績額をもって補正をしたもので

庫に設置をしたいということでございまいした。

すから、何号法人が何件という分析が時間を要

スチールラック２台は買って役場に備え付けた

のですが、防災倉庫分につきましては倉庫に棚

させていただいているという状況です。以上で

があって、これを設置する必要がないであろう

す。

という判断でその分９万３千円を執行しません

○議長（相川繁治君）

でした。したがって９万３千円分を今回減額し

行君。

ているものでございます。

○林業振興室長（田畑泰行君）

林業振興室長、田畑泰

30ページ、15

漏れているかもしれませんが、一応ご質問さ

款道支出金、２項道補助金、４目農林業費道補

れた内容については私の方は以上でございます。

助金、２節林業費道補助金の村有林保育事業費

○議長（相川繁治君）

補助金1,011万２千円の減という中身ですが、当

保健福祉課長、小尾雅

彦君。
○保健福祉課長（小尾雅彦君）

初、村有林におきまして保育間伐工事、あるい
議案書28ペー

は新植工事、保育除伐工事の契約を予定してお

ジ、14款、２項国庫補助金で民生費の国庫補助

りました。一昨年、森林組合の担当をいたしま

金です。子育て支援国庫交付金で200万円の減額

す私有林でのカラマツのハラアカハバチの害虫

という内容につきましては、当初予算で計上し

被害の整理のために、村内での伐採事業や植栽

ておりました経費でございまして、保育所の運

事業が例年よりも増えたということから、事業

営補助金として中央保育所分の200万円の歳入を

体の労務の手配が困難となり村有林の事業の達

予定しておりました。担当者の方のミスでこの

成が見込めないという視点から、事業の縮小、

やりとりが、30ページの15款道支出金、２項道

あるいは先送りをせざるを得ないということを

補助金で計上させてもらっています。２目民生

もって、その分補助金額も減ったというような

費道補助金に組替えさせていただくということ

ことでございます。

で指導がありました。ここでは子育て支援の対

それからもう１点ご質問を頂きました、 33

策事業補助金で451万１千円の増額ということで

ページ、20款諸収入、３項貸付金管理収入、３

ありまして、緩和措置もありましてトマム保育

目特殊林産物振興資金貸付金収入、まず特殊林

所分の200万円プラス、保育所の職員の研修費の

産物振興資金貸付金収入17万円の減でございま

実施もありましたものですから、51万１千円の

すが、これはしいたけ生産農家に対する貸付金

あわせて２ヵ所分の補助金と51万１千円の研修

でございまして分納計画を作って納入をいただ

費名目の補助金も充当されましての金額となり

いているということで、当初24万円は月２万円

ます。

×12ヵ月で24万円を当初予定しておりました。

続きまして38ページ、３款、１項社会福祉費、

今年の５月に７万円の入金があったということ

２目老人福祉費扶助費の84万４千円の減額です。

から、残りの17万円の減額ということでありま

この予算額につきましては当初予算の額がその

す。

まま減額されるという措置になっているという

また、引き続き特殊林産物振興資金貸付金収

ことでしたが、介護保険適応外の高齢者のため

入滞納繰越金分３万円の増は当初はなかったと

の措置費でございまして、当初予算では半年分、

いう質問でございますが、平成24年度の未納分

当該者が出るかどうかもわからないものですか

３万円がありまして、平成25年当初の３月で納

ら、84万４千円を計上しておりましたが、年度

入されるものと理解しておりましたが、平成25

末をもちまして当該者がでなかったということ

年５月の会計決算期間までに入金がないことか

でそのまま半年分の84万４千円をそっくり減額

ら滞納となり、今回補正処理で３万円を計上さ

せていただいたと、それが理由でございます。
以上です。
○議長（相川繁治君）

それからその下の３目高齢者医療制度円滑運
ほかに質疑はありませ

んか。

営事業費補助金ということであるのですが、こ
の事業の内容を教えていただきたいと思います。

７番、木村一俊君。
○７番（木村一俊君）

めの増なのか、教えていただきたいと思います。

以上、これでおわります。
２回目の質問なのです

○議長（相川繁治君）

総務課長、田中正治君。

が、まず最初に外国法人の関係の課長の説明な

○総務課長（田中正治君）

のですが、外国法人が事務所の届け出が村には

いですが、これまでＮＡＣ（ナック）、ＮＯＡ

なかったという説明でした。これは届け出とい

ＳＣ（ノーアスク）については、本社から占冠

うのは村に向こうからしなければいけないとい

村に対して法人としての事業所の設置届出がな

うことなのですか。開業するのにはどのような

かったと、それが正しいのかどうかというのは

手続きが必要なのか、教えていただきたいと思

別にして、会社としては占冠村に事業所がない

います。

という判断なのです。言ってみれば出稼ぎです

それから40ページ、６款林業費、２項林業費、

外国法人の取り扱

よと。普通、高速道路等でも事業所の設置届す

１目報酬の委員報酬で２つ減額で出ているわけ

るときは職員をそこに配置するのです。そして、

なのですが、２番目の村有林検討委員報酬とい

従業員何人分ですよ、と言って申告してくるの

うのは予算書では村有林経営審議委員報酬と

です。このＮＡＣ（ナック）の場合は、そう

なっているのですが、どちらが正しいのか確か

いった届け出がなかったということから、これ

めていただきたいのと、５行目下の森林資源活

までは課税をしてこなかった。ただ、ここの調

用検討委員会の報償費も使われていないわけな

査は先ほど言ったように、する必要はあるだろ

のですよね。村では一生懸命、森林資源をやろ

うという判断になっています。そこは事情を聞

うということなのに、予算付けもされているの

いて届け出する状態なのか、そうでないのか、

に、２万円使った形式があるのですが、委員会

会社の実態を村として調査して判断をさせてい

があまり開催されていなかったことについて理

ただいくと。ただ、これまではそういった事業

由をお尋ねいたしたいと思います。

所がないということで届け出がなかったとして、

それから次のページの13節委託料、１番上か

事業所ではないという判断をしました。きちん

ら４行目にあります有害鳥獣残滓処理が６万円

とあれば、道税の事業税なり、普通であれば道

減になっているのですが、丸々使われていな

税や国税の情報で法人については把握できるの

かった理由をお聞きいたします。

ですけれども、今回についてはそういったこと

それから15節工事請負費の説明の１番下の保

がないということで把握も難しく、なかったと

育伐採等の工事費490万円減、これもまた丸々使

いう内容でございます。以上です。

われていな理由をお知らせください。

○議長（相川繁治君）

あと、国保会計52ページ、３款国庫支出金、

ここで本日の会議はあ

らかじめ時間を延長して行うことといたします。

２項国庫補助金、１目、１節財政調整交付金の

林業振興室長、田畑泰行君。

特別調整交付金942万１千円増ということで、こ

○林業振興室長（田畑泰行君）

れははやり病とか災害があったための増なのか、

款農林業費、２項林業費、１目林業振興費の中、

それとも保険者が経営努力を一生懸命やったた

１節報酬の村有林経営検討委員報酬１万５千円

40ページ、６

減のご質問を頂きましたが、名称自体のミスプ

容についてのご質問でした。特別調整交付金で

リントでございまして、村有経営審議委員報酬

942万１千円の増ということで多額の費用になり

というふうにご訂正を頂きたいと思います。そ

ますが、この内容につきましては、前期高齢者

れからこれに関連して、８節報償費の森林資源

の医療交付金ということの名目でありまして、

活用検討委員会報償金10万円の減額でございま

平成19年度から医療費の歳出が通常の経費より

すが、当初検討委員会の開催を予定しておりま

多かったということで、卖年度ごとの積み上げ

したが、各委員のスケジュールの都合上、実質

がここまでの金額の積み上げになっているよう

的になかなか開催できないというようなことで、

です。３目後期医療制度の円滑運営事業補助金

非常に申し訳ないと思っております。現実的に

につきましても、当初予算では計上がなかった

開催できなかったということでお詫びを申し上

訳なのですが、70歳以上個人負担の定義が一応

げたいとおもいます。

２割負担ということで取り決めになっておりま

それから引き続き、13節委託料の中の41ペー

すが、１割負担の措置で延長緩和になっており

ジでございます。有害鳥獣残滓処理委託料６万

ますので、その据え置き分の内容に対して事務

円の減でございますが、通常の狩猟における鳥

経費というということの交付でありますので、

獣害の残滓ではなく、たとえば交通事故等で鳥

６千円という額が当初予算の計上にはなく、昨

獣が死亡したときの残滓処理の経費でございま

年から引き継いでの内容で、事務費としての補

して、この場合は小動物の処理としての予算を

助金でございます。以上です。

計上しておりまして、25年度におきましてはそ

○議長（相川繁治君）

の実績がなっかったということで６万円の減額

んか。

をさせていただきました。

ほかに質疑はありませ

(「なし」の声あり)

それからもうひとつ、15節工事請負費の１番
最後の保育除伐等工事費の490万円の減というこ

質疑なしと認めます。これで質疑をおわりま
す。

とのご質問をいただきました。前段でも答弁さ

討論を省略します。

せていただきましたけれども、森林組合の担当

○議長（相川繁治君）

をいたします私有林の中での伐採事業や植栽事

専決処分につき承認を求めることについての件

業が25年度におきまして例年より増えたという

を採決します。

ようなことから、事業体の労務の手配がつかな
いということがございまして、村有林の事業の
実施を縮小、あるいは先送りせざるを得ないと
いうことから、この保育除伐事業を当初15.36ヘ
クタール予定しておりましたけれども、このす
べてを先送りしたというようなことでございま
す。以上です。
○議長（相川繁治君）

これから承認第１号、

本案は原案のとおり承認することにご異議あ
りませんか。
（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

異議なしと認めます。

したがって、承認第１号は原案のとおり承認
することに決定しました。
これから承認第２号、専決処分につき承認を

保健福祉課長、小尾雅

彦君。
○保健福祉課長（小尾雅彦君）

求めることについての件を採決します。
本案は原案のとおり承認することにご異議あ

52ページ、３

款、２項国庫補助金、１目財政調整交付金の内

りませんか。
（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君）

異議なしと認めます。

したがって、承認第２号は原案のとおり承認
することに決定しました。
これから承認第３号、専決処分につき承認を
求めることについての件を採決します。
本案は原案のとおり承認することにご異議あ
りませんか。

異議なしと認めます。

したがって、承認第３号は原案のとおり承認
することに決定しました。
これから承認第４号、専決処分につき承認を
求めることについての件を採決します。
本案は原案のとおり承認することにご異議あ
りませんか。

異議なしと認めます。

したがって、承認第４号は原案のとおり承認
することに決定しました。
これから承認第５号、専決処分につき承認を
求めることについての件を採決します。
本案は原案のとおり承認することにご異議あ
りませんか。

異議なしと認めます。

したがって、承認第５号は原案のとおり承認
することに決定しました。
これから承認第６号、専決処分につき承認を
求めることについての件を採決します。
本案は原案のとおり承認することにご異議あ
りませんか。

異議なしと認めます。

したがって、承認第７号は原案のとおり承認
することに決定しました。

求めることについての件を採決します。
本案は原案のとおり承認することにご異議あ
りませんか。
（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

異議なしと認めます。

したがって、承認第８号は原案のとおり承認
することに決定しました。

求めることについての件を採決します。
本案は原案のとおり承認することにご異議あ
りませんか。
（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

異議なしと認めます。

したがって、承認第９号は原案のとおり承認
することに決定しました。

求めることについての件を採決します。
本案は原案のとおり承認することにご異議あ
りませんか。
（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

異議なしと認めます。

したがって、承認第10号は原案のとおり承認
することに決定しました。
これから承認第11号、専決処分につき承認を

（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

○議長（相川繁治君）

これから承認第10号、専決処分につき承認を

（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

（「異議なし」の声あり）

これから承認第９号、専決処分につき承認を

（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

りませんか。

これから承認第８号、専決処分につき承認を

（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

本案は原案のとおり承認することにご異議あ

異議なしと認めます。

したがって、承認第６号は原案のとおり承認
することに決定しました。
これから承認第７号、専決処分につき承認を
求めることについての件を採決します。

求めることについての件を採決します。
本案は原案のとおり承認することにご異議あ
りませんか。
（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

異議なしと認めます。

したがって、承認第11号は原案のとおり承認

することに決定しました。

を締結することについてまでの件、５件を一括
議題とします。

◎日程第14 報告第１号

提案理由の説明を求めます。

報告第１号平成25年度占冠村一般会計繰越明

議案第１号、及び議案第２号については、総

許費計算について報告を求めます。総務課長、

務課長、田中正治君。

田中正治君。

○総務課長（田中正治君）

○総務課長（田中正治君）

議案書105ページを

議案書103ページを

お願いいたします。議案第１号、北海道市町村

お願いいたします。報告第１号、平成25年度占

総合事務組合規約の変更についてご説明申し上

冠村一般会計繰越明許費繰越計算についてご説

げます。本件は上川中部消防組合及び伊達・壮

明申し上げます。本件は、専決処分にて報告い

瞥学校給食組合の解散・脱退、道央廃棄物処理

たしました、繰越明許費について全額を繰り越

組合の加入、鷹栖町と上川町の消防団の卖独組

すことを報告するものでございます。平成25年

織が設立されることによる加入、赤平市が新た

度一般会計繰越明許費繰越計算書において、内

に滝川地区広域消防組合の構成団体に加入し脱

容のご説明を申し上げます。２款総務費、１項

退することに伴い、規約を変更する必要が生じ

総務管理費において過疎集落等自立再生対策事

たため地方自治法第290条の規定により、議会の

業として、企画費で占冠ふるさと活性化推進委

議決を求めるものでございます。

員会補助員250万円でございます。６款農林業費、

内容につきましては、北海道市町村総合事務

１項農業費において、農業振興費で260万円。農

組合規約、別表１及び別表第２の１から７の項

業構造改善事業費で180万円。交流促進施設運営

及び９の項にそれぞれ関係団体の加入、削除を

費で220万円。合わせて660万円でございます。

するものでございます。附則として、施行日は

６款、２項林業費において木質バイオマス利活

総務大臣の許可の日からとしております。

用推進調査委託料240万円でございます。以上、

続きまして議案書107ページ。議案第２号、北

合計額で1,150万円を繰り越すことを報告させて

海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変

いただきます。

更についてご説明申し上げます。本件は、上川

○議長（相川繁治君）

これから質疑を行いま

す。

中部消防組合及び伊達・壮瞥学校給食組合の脱
退、道央廃棄物処理組合の加入に伴い、規約を

質疑はありませんか。

変更する必要が生じたため地方自治法第290条の

（「異議なし」の声あり）

規定により議会の議決を求めるものでございま

質疑なしと認めます。

す。内容につきましては、北海道町村議会議員

これで質疑を終わります。

公務災害補償等組合規約、別表第１中の上川中

以上で、報告を終わります。

部消防組合及び伊達・壮瞥学校給食組合を削り、
道央廃棄物処理組合を加えるものでございます。

◎日程第15 議案第１号から日程第19

議案第５

号
○議長（相川繁治君）

附則として施行日は総務大臣の許可の日からと
してございます。

日程第15、議案第１号、

以上よろしくご審議をお願いいたします。

北海道市町村総合事務組合規約の変更について

○議長（相川繁治君）

議案第３号については、

の件から日程第19、議案第５号、道産購入契約

企画商工課長、松永英敬君。

○企画商工課長（松永英敬君）

議案書109ペー

すけれども、共同住宅建設のため、村道認定し

ジをお願い致します。また、合わせまして別紙

維持管理をするものと、第２トマム団地の舗装

にて配布をさせていただきました占冠村過疎地

工事を開始することにより、村道認定を行い維

域自立促進市町村計画（変更）をご用意をお願

持管理を行うものであります。村道調書で説明

いいたします。議案第３号、占冠村過疎地域自

いたします。

立促進市町村計画の一部を変更することについ

路線番号165、新たに認定するものであります。

て。占冠村過疎地域自立促進市町村計画の一部

路線名「宮下４号支線」起点占冠村字シムカプ

を変更したいので、過疎地域自立促進特別措置

原野47番35地先から終点占冠村字シムカプ原野

法第６条第７項の規定により議会の議決を求め

47番21地先までです。道路延長で、41.84ｍ、場

る。平成26年６月16日提出、占冠村長、中村博。

所については112ページの別紙１をご参照いただ

提案理由についてでざいますが、過疎対策事業

きたいと思います。

債を活用し、事業を行うため法の定めにより占

路線番号166、新たに認定する路線になります。

冠村過疎地域自立促進市町村計画に事業を追加

「第２トマム団地１号線」起点占冠村字上トマ

し、計画の変更を行うものでございます。変更

ム931番３地先村道トマム循環線分岐から終点占

内容につきましては、お手元に配布をさせてい

冠村字上トマム2422番19地先村道トマム20線分

ただきました占冠村過疎地域自立促進市町村計

岐までの延長147.15ｍになります。場所につい

画（変更）によりご説明をさせていただきます。

ては、113ページ別紙２をご参照いただきたいと

別紙の１ページをお願いいたします。３、交通

思います。

通信体系の整備、情報化、及び地域間交流の促

路線番号167、新たに認定するものであります。

進、（９）道路整備機械等におきまして変更後

路線名「第２トマム団地２号線」起点占冠村字

の下線で示しましたロータリー除雪車購入事業

上トマム930番27地先村道トマム循環線分岐から

を追加するものでございます。参考資料といた

終点占冠村字上トマム2422番15地先村道トマム

しまして、２ページ。こちらには、変更前、変

20線分岐までの延長229.89ｍとなります。場所

更後の概算事業費を記載し、高齢者福祉施設整

については、114ページの別紙３をご参照いただ

備事業の事業費を変更いたしております。また、

きたいと思います。

３ページは計画本文の変更理由を記載させてい

路線番号168、新たに認定するものであります。

ただいております。以上、提案理由のご説明と

「第２トマム団地３号線」起点占冠村字上トマ

させていただきます。よろしくご審議のほどお

ム930番2地先、村道第２トマム団地２号線分岐

願いいたします。

から終点占冠村字上トマム2422番20地先。村道

○議長（相川繁治君）

議案第４号及び議案第

トマム20線分岐までの道路延長で92.52ｍであり

５号については、産業建設課長、岩谷健悟君。

ます。場所については115ページ、別紙４をご参

○産業建設課長（岩谷健悟君）

照ください。

議案書111ペー

ジになります。議案第４号村道路線の認定につ

路線番号169、新たに認定する路線になります。

いて。道路法第８条第１項の規定により、次の

「第２トマム団地４号線」起点占冠村字上トマ

路線を村道に認定したい。よって、同法第２項

ム930番2地先村道村道第２トマム団地２号線分

の規定により議会の議決を求める。平成26年６

岐から終点占冠村字上トマム930番25地先村道ト

月16日提出、占冠村長、中村博。提案の理由で

マム20線分岐までの道路延長91.02ｍであります。

場所については116ページの別紙５を参照をお願

変更１件、地方債の変更２件でございます。以

いしたいと思います。議案４号については、以

下、事項別明細で歳入からご説明申し上げます。

上になります。

議案書125ページ。14款国庫支出金、２項国庫

続きまして、117ページ、議案第５号になりま

補助金において１目民生費国庫補助金で、高齢

す。議案第５号、動産契約を締結することにつ

者福祉施設にかかる二酸化炭素排出抑制対策事

いて。次のとおり動産購入契約を締結するため、

業費等補助金3,440万６千円の増額。５目総務費

地方自治法第96条第１項第８号及び議会の議決

国庫補助金で社会保障税番号制度システム整備

にすべき契約及び財産の取得または処分に関す

費補助金601万８千円の増額でございます。15款

る条例第３条第１項の規定により、議会の議決

道支出金、２項道補助金において、５目商工費

を求める。平成26年６月16日提出、占冠村長、

道補助金で緊急雇用創出事業道補助金270万円の

中村博。１、契約の目的です。「ロータリー除

増額。６目教育費道補助金で道徳教育推進校事

雪車購入」２、契約の方法「指名競争入札」で

業補助金31万円の増額でございます。17款、１

す。３、契約金額「3,186万円」４、契約の相手

項寄附金において、ふるさと納税制度にかかる

方「旫川市永山９条９丁目１－33

北海道川重

給付金として４千円の増額でございます。126

建機株式会社旫川支店、支店長日野泰次」５、

ページ、18款、１項繰入金において補正予算に

納入期限「契約の日から平成 26年11月28日ま

よる一般財源が見込まれることから、財政調整

で」であります。以上、ご審議のほどよろしく

基金繰入金で1,661万４千円の増額。貸付金の減

お願いいたします。

額により、奨学資金繰入金で180万円の減額。各

○議長（相川繁治君）

これで提案理由の説明

を終わります。

特定目的基金においても、各事業に対する財源
が必要となることから、農業振興基金繰入金で
127万円の増額。福祉基金繰入金で2,500万円の

◎日程第20 議案第６号から日程第22 議案第８

増額でございます。20款諸収入、５項雑入にお

号

いて、養護老人ホーム被措置者徴収金47万８千

○議長（相川繁治君）

日程第20、議案第６号、

円の増額でございます。21款、１項村債におい

平成26年度占冠村一般会計補正予算第１号の件

ては、過疎対策事業債で小規模多機能施設建設

から、日程第22、議案第８号、平成26年度占冠

事 業 で 6,100 万 円 の 増 額 、 除 雪 機 購 入 事 業 で

村公共下水道事業特別会計補正予算第１号まで

1,080万円の増額でございます。

の件、３件について一括議題とします。
提案理由の説明を求めます。議案第６号につ
いては総務課長、田中正治君。
○総務課長（田中正治君）

次に議案書27ページ歳出についてご説明申し
上げます。
２款総務費、１項総務管理費において、５目

議案書119ページを

総合センター管理費で総合センター修繕料71万

お開きください。議案第６号、平成26年度占冠

２千円の増額、手数料１万３千円の増額、委託

村一般会計補正予算第１号についてご説明申し

料で双珠別住民センター浄化槽整備にかかる保

上げます。この度提案いたします占冠村一般会

守点検及び水洗化工事設計委託料58万８千円の

計補正予算第１号は、歳入歳出それぞれ 1億

増額、工事請負費で水洗化工事費617万４千円の

5,680万円を増額し、歳入歳出予算の総額を27億

増額でございます。７目企画費でパソコン等廃

420万円にしようとするものと、債務負担行為の

棄処分委託料20万７千円の増額、富良野広域連

合負担金600万円の増額は、消防司令車の更新に

木工製造基盤強化支援事業補助金280万円の増額

かかる増額でございます。トマム地域カフェ運

でございます。８款土木費、１項道路橋梁費に

営事業補助金70万円の増額は、トマム地域にお

おいて、修繕料109万３千円の増額、公用車リー

ける商店の廃業に伴い、空き店舗を利用した地

ス料１万５千円の増額でございます。８款、２

域コミュニティ事業に対し、トマム町内会へ経

項河川費において、発電機バッテリー購入費８

費の一部を補助するものでございます。積立金

万円の増額でございます。８款、３項住宅費に

は、ふるさと給付金にかかる環境保全と観光振

おいて、村営住宅修繕料302万４千円の増額でご

興基金積立金１千円の増額でございます。10目

ざいます。132ページ、10款教育費、１項教育総

旅客自動車運送事業費で運行委託料は、精査に

務費において、３目義務教育費で報償費19万２

よりまして70万３千円の増額。11目諸費で消耗

千円の増額、費用弁償12万２千円の増額、需要

品費６万２千円の増額でございます。128ページ、

費で10万８千円の増額。４目育英事業費で奨学

２款、２項徴税費において、社会保障税番号制

資金貸付金180万円の減額でございます。10款、

度システム整備事業委託料339万５千円の増額で

２項小学校費において、１目学校管理費で修繕

ございます。２款、３項戸籍住民基本台帳費に

料98万円の増額、トマム小中学校前舗装工事調

おいて、徴税費同様、社会保障税番号制度シス

査設計委託料70万円の増額、パソコン処理委託

テム整備事業委託料325万７円の増額でございま

料９万円の増額、使用料及び賃借料10万６千円

す。129ページ、３款民生費、１項社会福祉費に

の増額、学校管理備品購入費11万円の増額。２

おいて、１目社会福祉総務費で特別旅費９万４

目教育振興費で、要・準要保護児童援助費10万

千円の増額、工事請負費で小規模多機能施設建

円の増額でございます。133ページ、10款、３項

設工事費6,268万円の増額、地中熱等設備工事費

中学校費において、１目学校管理費で修繕料16

5,809万円の増額、遺族会補助金２万円の増額、

万円の増額、パソコン処分委託料９万円の増額、

積立金としてふるさと寄付金にかかる福祉基金

高速道路利用料４万３千円の増額、学校管理備

積立金１千円の増額、２目老人福祉費で、老人

品備品購入費18万５千円の増額。２目教育振興

保護措置費214万６千円の増額でございます。３

費で要・準要保護生徒援助費７万円の増額でご

款、２項児童福祉費において、２目へき地保育

ざいます。10款、４項社会教育費において巡回

所費で24万７千円の増額でございます。130ペー

小劇場補助金７万１千円の増額でございます。

ジ、６款農林業費、１項農業費において、１目

戻りまして、120ページ、補正後の歳入歳出予

農業振興費で農業振興新規就農等支援対策補助

算の金額は、第１表歳入歳出予算補正のとおり

金127万円の増額、積立金でふるさと寄付金にか

でございます。121ページ、債務負担行為の補正

かる農業振興基金積立金１千円の増額でござい

につきましては、第２表債務負担行為補正のと

ます。６款、２項林業費において、需要費で23

おり、１件を変更しようとするものでございま

万４千円の増額、通信運搬費で８万３千円の増

す。次に、122ページ地方債の補正につきまして

額、猟区看板作成設置委託料58万７千円の増額、

は。第３表地方債補正のとおり２件を変更しよ

猟区管理備品購入費19万５千円の増額、積立金

うとするものでございます。以上、よろしくご

でふるさと寄付金にかかる林業振興基金積立金

審議をお願いいたします。

１千円の増額でございます。131ページ、７款、

○議長（相川繁治君）

１項商工費において、街頭修繕料100万円の増額、

保健福祉課長、小尾雅彦君。

議案第７号については

○保健福祉課長（小尾雅彦君）

議案書135ペー

に歳入歳出それぞれ70万円を追加し、歳入歳出

ジをお願いいたします。議案第７号、平成26年

予算の総額を歳入歳出それぞれ9円830万円とす

度占冠村国民健康保険事業特別会計補正予算第

る。２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び

１号の提案理由の説明をさせていただきます。

当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

今回の補正につきましては、100万円を追加し、

算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によ

歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億3,600万円と

る。平成26年６月16日提出、占冠村長、中村博。

しようとするものでございます。以下、事項別

それでは、事項別明細の歳入から説明いたしま

明細にて説明をさせていただます。

す。議案書142ページになります。

138ページをお願いいたします。歳入です。９

まず歳入です。４款繰越金、１項繰越金、１

款、１項繰越金におきまして、前年度繰越金で

目下水道事業の１節繰越金、前年度繰越金70万

100万円の増。

円の増額です。

歳出、１款総務費、１項総務管理費におきま

歳出、２款管理費、１項施設管理費、１目下

して、１目一般管理費で国保ラインのシステム

水道費の11節需要費、修繕料で66万円の増、18

100万円の増ということで、これにつきましては

節備品購入費で４万円の増であります。

３月補正で減額をしておりますが、採択要件が

140ページにお戻りください。第１表歳入歳出

ありますので、またここで26年度の補正でバー

予算の補正は、説明した内容により歳入では４

ジョンアップ経費ということで100万円の増額と

款、１項繰越金で70万円を増額し、歳出では２

なります。以下、お戻りを頂きまして136ページ

款、１項施設管理費で70万円を増額するもので、

で今般補正の額の内容につきましては第１表歳

歳入歳出の総額は9,830万円とするものです。

入歳出予算補正のとおりでございます。よろし

以上、ご審議のほどよろしくお願い致します。

くご審議のほどお願い致します。

○議長（相川繁治君）

○議長（相川繁治君）

を終わります。

議案第８号については

これで提案理由の説明

産業建設課長、岩谷健悟君。
○産業建設課長（岩谷健悟君）

議案書139ペー

◎散会宣言

ジをお開きください。議案第８号、平成26年度

○議長（相川繁治君）

占冠村公共下水道事業特別会計補正予算第１号。

全部終了しました。

以上で、本日の日程は、

平成26年度占冠村公共下水道事業特別会計補正

これで本日の会議を閉じます。

予算第１号は、次に定めるところによる。歳入

本日はこれで散会いたします。

歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額

散会

午後５時29分

地方自治法第123条第２項の規定により署名する。
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開会 午前10時

これから質疑を行います。
質疑は、ありませんか。
◎開議宣告

○議長（相川繁治君）

ただいまの出席議員は

（「なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

質疑なしと認めます。

８人です。定足数に達しておりますので、これ

これで質疑を終わります。

から、本日の会議を開きます。

これより討論を行います。
討論はありませんか。

◎議事日程
○議長（相川繁治君）

本日の議事日程は、あ

らかじめお手元に配布したとおりです。

（「なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。
これから、議案第２号、北海道町村議会議員

◎日程第１ 議案第１号
○議長（相川繁治君）

日程第１、議案第１号、

北海道市町村総合事務組合規約の変更について
の件を議題とします。

公務被災補償等組合規約の変更についての件を
採決します。
本案は原案のとおり決定することにご異議あ
りませんか。

これから質疑を行います。
質疑は、ありませんか。
（「なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

質疑なしと認めます。

（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

異議なしと認めます。

したがって、議案第２号は原案のとおり可決
しました。

これで質疑を終わります。
これより討論を行います。
討論はありませんか。

○議長（相川繁治君）

（「なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

討論なしと認めます。

これから、議案第１号、北海道市町村総合事
務組合規約の変更についての件を採決します。
本案は原案のとおり決定することにご異議あ
りませんか。

日程第３、議案第３号、

占冠村過疎地域自立促進市町村計画の一部を変
更することについての件を議題とします。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

◎日程第３ 議案第３号

異議なしと認めます。

したがって、議案第１号は原案のとおり可決
しました。

異議なしと認めます。

これで質疑を終わります。
これより討論を行います。
討論はありませんか。
（「なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

◎日程第２ 議案第２号
○議長（相川繁治君）

日程第２、議案第２号、

討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。
これから、議案第３号、占冠村過疎地域自立

北海道町村議会議員公務被災補償等組合規約の

促進市町村計画の一部を変更することについて

変更についての件を議題とします。

の件を採決します。

本案は原案のとおり決定することにご異議あ
りませんか。

いうようなことで、管理体制についてどのよう

（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

用年数を購入して延ばして大事に使っていくと

異議なしと認めます。

したがって、議案第３号は原案のとおり可決
しました。

にお考えかお伺いします。
○議長（相川繁治君）

産業建設課長、岩谷健

悟君。
○産業建設課長（岩谷健悟君）

役場の重機全

般なのですけれども、数年前まで直営で重機を
◎日程第４ 議案第４号
○議長（相川繁治君）

日程第４、議案第４号、

村道路線の認定についての件を議題とします。

運行していました。３年ほど前から重機、道路
維持関係については民間委託ということで行っ
ております。また、重機が空いているときは委

これから質疑を行います。

託ではなく直営部門でもやっている部分もあり

質疑はありませんか。

ますので、重機についてはそれぞれ毎日乗る前

（「なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

質疑なしと認めます。

に日常管理ということで点検も行いながら運行
していきたいと考えております。以上です。

これで質疑を終わります。

○議長（相川繁治君）

これより討論を行います。

んか。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

（「なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

ほかに質疑はありませ

討論なしと認めます。

○議長（相川繁治君）

質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これをもって討論を終わります。

これより討論を行います。

これから、議案第４号、村道路線の認定につ

討論はありませんか。

いての件を採決します。

（「なし」の声あり）

本案は原案のとおり決定することにご異議あ
りませんか。

討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。

（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

○議長（相川繁治君）

異議なしと認めます。

したがって、議案第４号は原案のとおり可決
されました。

これから、議案第５号、動産購入契約を締結
することについての件を採決します。
本案は原案のとおり決定することにご異議あ
りませんか。
（「異議なし」の声あり）

◎日程第５ 議案第５号
○議長（相川繁治君）

日程第５、議案第５号

動産購入契約を締結することについての件を議

○議長（相川繁治君）

異議なしと認めます。

したがって、議案第５号は原案のとおり可決
しました。

題とします。これから質疑を行います。質疑は
ありませんか。

◎日程第６ 議案第６号

１番、小峰義雄君。
○１番（小峰義雄君）

○議長（相川繁治君）
今まで使っていた車も

修理代も結構かかっていたようなのですが、耐

日程第６、議案第６号、

平成26年度占冠村一般会計補正予算第１号の件
を議題にします。

これから質疑を行います。

ものがついて6,283万円となっているのですが、

質問者はページ数を明らかにし、質疑、答弁

１番大きな自家発電の２千万円というものがで

は要点を明確に、簡潔に発言してください。

ているわけなのですが、この内容を教えていた

質疑はありませんか。

だきたいのと、共通経費で1,300万円ということ

７番、木村一俊君。

ででているのですが、この内容を教えていただ

○７番（木村一俊君）

質問をさせていただき

きたいと思います。それから資料についており

ます。127ページ、歳出の２款総務費、１項総務

ましたが、色々とあちこちで建築費高騰がある

管理費、７目企画費、19節負担金、補助及び交

ということで建設が見合せられている例が多々

付金で、トマム地域カフェ運営事業ということ

あ る わ けな の です が 、これ だ け 建築 費 が高 く

で70万円予算づけしておりますが、この事業は

なったので凍結ということは考えられないのか

どんな具体的な事業計画になっているのかをお

お聞きいたしたいと思います。

聞きいたしたいと思います。６月13日まで利用

それから、２目老人福祉費、20節扶助費の老

検討委員会委員というのを募集されているので、

人保護措置費が当初84万円だったのが214万６千

まだ具体的な内容が決まっていないと思うので

円増になっているのですが、これは対象者が増

す。それから、使用する店についても賃貸借契

えたということなのかどうか、増の要因を教え

約が行われていないので、そういうのをきちん

ていただきたいと思います。

として、それから具体的な事業内容がでてから

それから132ページ、10款教育費、１項教育総

予算が付けられるものではないのかなと思うの

務費、３目義務教育振興費、８節報償費の上段、

ですが、その辺をお聞きいたしたいのと、今年

学校評議員謝金ということで載っておりますが、

トマム版のふるさと活性化委員会がこの地域の

この学校評議員というのはどのようなものなの

活性化について話し合う予定ということは聞い

か。また学校運営協議会というのがあるのです

ております。それでこの委員会と一緒に活用に

が、それとの違いを教えていただきたいと思い

ついて考えたらどうかと思うのですが。

ます。

それからその下の、10目旅客自動車運送事業

それから、10款教育費、２項小学校費、１目

費の13節委託料のところで、内容の見直しとい

学校管理費、13節委託料の上段のトマム小中学

うことで70万３千円の増ということであります

校 前 舗 装工 事 調査 設 計委託 料 が 当初 は 60万 円

が、その内容がどのようなものなのか教えてい

だったのが70万円と、倍以上に上がっているの

ただきたいのと、この委託が今まで３年だった

ですが、この理由を教えていただきたいと思い

のが今回５年になりました。その５年になった

ます。以上です。

理由というのを教えていただきたいと思います。

○議長（相川繁治君）

それから129ページ、３款民生費、１項社会福

企画商工課長、松永英

敬君。

祉費、１目社会福祉総務費、15節小規模多機能

○企画商工課長（松永英敬君）

議案書127ペー

施設建設工事費6,268万円が増額になりました。

ジ、企画費のトマム地域カフェ運営事業補助金

委員会の時の説明では、人件費、建設費の高騰

70万円の関係についてお答えをさせていただき

によりという説明がありました。先日いただい

ます。まず大きくですね、ご質問の点が予算づ

た資料を見ますと、人件費、建設費の高騰分は

けの関係でございますけれども、村といたしま

15％増しの1,600万円くらいで、あと他の諸々の

しては５月19日付けでトマム町内会長より、平

岡商店建物利用に伴う支援の要請という文章が

そういったものは出されてくると思いますけれ

村のほうにまいっておりまして、その中で住民

ども、それに対応する方策といたしましては、

自らが取組む事業といたしまして、トマム地域

村の方としては今回の予算措置を講じて進めて

カフェ運営事業を行いたいという申し出を受け

まいりたいと、このように考えているところで

ております。内容といたしましては、交流でき

ございます。以上です。

る場所の提供や住民活動の拠点となる場所、あ

○議長（相川繁治君）

るいは防犯、児童見守り、こういった事業を展

悟君。

開していきたいという要望を受けて、概ね事業

○産業建設課長（岩谷健悟君）

費の２分の１に相当する70万円を予算措置した

款、１項、10目旅客自動車運送事業費、13節委

ところでございます。細かい内容につきまして

託料の件でございます。以前契約していた業務

は議員ご指摘のとおり詳細を現在話し合いを進

が期間満了を迎えることから、平成26年度予算

めている状況にありますけれども、村としては

を計上していたところでありますが、予算要求

ぜひとも住民懇談会でも意見が出されておりま

資料が消費税法を改正前の率で積算されていた

したけれども、ぜひあそこの場所を開けてトマ

ことによりまして、不足額が生じたことにより

ムの防犯や、児童の見守り、あるいは地域の、

今回増額をさせていただくものであります。そ

あそこが閉鎖されることによる地域のイメージ、

れともう一件、委託期間なのですけれども以前

そういった悪影響を払拭したいというご意見も

契約していたのは平成21年からの契約なので５

頂戴しているところでございますので、なんと

年間ということで今回も同様の５年間でありま

かトマム町内会が立案をいたしましたこの事業

す。以上です。

を村としても後押ししてまいりたいと、このよ

○議長（相川繁治君）福祉施設推進室長、中田

うに考えておりまして、予算を計上させていた

芳治君。

だいたところでございます。

○福祉施設推進室長（中田芳治君）

もう１点ご指摘のトマムの地域活性化委員会

産業建設課長、岩谷健

127ページ、２

木村議員

のご質問にお答えを致します。129ページ、３款、

と 一 緒 に活 用 を考 え てはど う か とい う ご質 問

１項、１目、15節小規模多機能施設建設工事費

だったかと思いますが、こちらにつきましては

6,268万円増の関係でございますけれども、お手

現在協議会の設置に向けた準備を進めておりま

元には資料が配布されていると思いますけれど

して、多めで今月下旪から来月上旪にかけまし

も、当初6,268万円ということで大まかな数字で

て協議会を開催をさせていただきたいというふ

いただいていたわけですけれども、資料提出に

うに考えているところでございます。この協議

あたって細かくわかる範囲で清算をさせていた

会につきましては、今後アンケート調査を行い

だきました。その中で特に大きなものとして自

ながらこの１年かけてトマムの将来の方向性、

家発電の追加ということでございますけれども、

こういったものを議論してまいりたいというふ

今回地中熱を利用するということで、これは電

うに考えておりますので、将来の方向性と現状

気を使うわけでございますけれども、なんらか

をおかれました対応ということでそこの部分に

の 都 合 で停 電 など が おきた 場 合 、宿 泊 施設 を

ついては尐し分けて考えさせていただきたいと

伴っておりますことから、やはりそれにかわる

いうふうに思っております。当然、将来の方向

バックアップが必要ということでこの自家発電

性を議論する中で現状をおかれている問題点や

を追加させていただいたところでございます。

これが人件費、資材費とともに大きな金額とし

補正として計上させていただいております。以

てでてまいりました。その合計がいわゆる6,268

上です。

万円ということでございますけれども、共通経

○議長（相川繁治君）

費にございましては、直接経費の概ね25％とい

○教育長（藤本武君）

うことでこれは決められているものでございま

ます。132ページ、10款、１項、３目、８節報償

すので、そういったことで1,300万円がさらに追

費、学校評議員謝金でございますけれども、今

加になりまして合計が6,268万円という中身でご

年度から占冠村学校運営協議会ということでコ

ざいます。

ミュニティスクールというかたちで国の事業を

それから、凍結の関係でございますけれども、

教育長、藤本武君。
お答えさせていただき

２年間、今年度からスタートさせることにいた

これは担当であるわたくしのほうから答えるこ

しました。しかしながら中央小学校がコミュニ

とではないというふうに考えてございますので

ティスクールというかたちでスタートする訳で

よろしくお願いいたします。以上でございます。

すけれども、他のトマム小学校、それと占冠中

○議長（相川繁治君）

学校にもこういったかたちの協議会を設けたい

○村長（中村

博君）

村長。
お答えいたします。今

ということで、占冠村学校評議委員の運営に関

回の積算にあたりましては平成26年の改定され

する規程というのがございまして、これを活用

た卖価を使っておりますので、大きな変動はな

させていただきまして、トマム小中学校と占冠

いものと思っております。ゆえに事業の凍結は

中学校にもこういった委員を配置させて地域の

考えておりません。以上です。

状況等や社会に開かれた学校を目指したいとい

○議長（相川繁治君）

うことで、３校で今年度からスタートさせてい

保健福祉課長、小尾雅

彦君。
○保健福祉課長（小尾雅彦君）

ただきたいということで今回補正をさせていた
129ページ、３

だきました。

款、２項、扶助費の老人保護措置費214万６千円

それと、学校管理のトマム小中学校前の舗装

の増額に対しての質問です。この経費につきま

工事でございますけれども、議員のご指摘のと

しては、老人福祉法に基づく老人福祉施設の入

おり当初予算では60万円を計上させていただき

所に対する措置費でございます。今般、トマム

ましたけれども、実際の委託の発注につきまし

在住の高齢者の方で当該案件が１件生じました。

て再度計算をさせていただいたところなのです

５月中の施設入所でありまして、この経費の内

けれども、大変申し訳なかったのですけれども、

訳といたしまして、事務費が月額で132,894円の

今回予算の不足を生じたということで再度計算

11ヵ月分ということで146万２千円ほど。一般の

しなおして補正をさせていただきました。以上

生活費で57,780円×11ヵ月分で63万６千円。あ

でございます。

と、冬季も含まれるものですから冬季加算11月

○議長（相川繁治君）

から３月分の加算、あと期末の加算等で合わせ

○７番（木村一俊君）

て214万６千円という経費の算出になっておりま

２回目の質問をお願いいたします。132ページの

す。もともと当初予算で計上しておりました84

学校評議員のところの教育長の答弁の中で、僕

万円につきましては、例年このほかの対象者の

の認識では学校評議員というのは校長先生が委

措置用ということで、今般の経費につきまして

託して相談するという感じだと思うのです。そ

は、当該者１人分ということで年間分の経費を

して学校運営協議会との違いの答弁がなかった

７番、木村一俊君。
答弁いただきましたが、

ので、以上の２点を教えていただきたいと思い

おりますけれども、こちらの評議会につきまし

ます。

ては地域の住民の方、ＰＴＡの方ということで

それから戻りまして、129ページの小規模関係

若干構成は違いますけれども基本的には同じよ

の自家発電はどんな方法で自家発電をしている

うな機能というかたちでトマム、中央の３校で

のかを教えて欲しかったので教えていただきた

スタートさせていという思いがありまして年度

いと思います。

当初ではありませんでしたけれども、各学校の

あと、また戻りまして127ページもトマムの地

校長先生ともお話させていただいて、せっかく

域カフェのところなのですが、答弁によると５

やるのだからほかの学校もこういったかたちを

月19日に町内会長から要請があったということ

利用してやっていきたいという話もございまし

なのですが、やはりこれは本当に借りられるか

たので、それで今回補正をさせていただいてス

どうかというか、賃貸契約がきちんとなされた

タートさせたいというふうに思っております。

上でやはりどのような事業をやっていくのかと

○議長（相川繁治君）福祉施設推進室長、中田

いうことを、事業内容をきちんと精査してそれ

芳治君。

から補助金というのは出さなければならないと

○福祉施設推進室長（中田芳治君）

思うのです。なんぼ町内会から頼まれたからと

の再質問にお答えいたします。発電機の内容と

言って、その事業がふさわしくない事業という

いうことでございますけれども、まず、今現在

のもありうるので、やはりその辺はきちんと精

考えているメーカーでございますけれども、コ

査したうえで補助金の計上が普通ではないのか

マツを予定しております。出力につきましては

なと思うのですが、答弁をお願いいたします。

125キロワット、燃料は灯油を利用するものでご

○議長（相川繁治君）

ざいます。この１回の灯油の継続時間は10時間

○教育長（藤本武君）

教育長、藤本武君。
ただいまの再質問の件

木村議員

程度可能ということになってございます。以上

でございますけれども、両方の委員については、

でございます。

各教育委員会が任命して委嘱するものでござい

○議長（相川繁治君）

ます。その違いなのですけれども、今回補正に

敬君。

あげたところの委員については、学校の外部評

○企画商工課長（松永英敬君）

価というところに焦点を当ててきておりますけ

フェ運営事業の補助金の関係でございますけれ

れども、せっかくこういうかたちで実施すると

ど も 、 基本 的 には 内 容とし て は トマ ム 地域 カ

いうことから幅広く地域の住民から理解を求め

フェ運営事業ということで、その事業にかかる

て意見を交換していくということも踏まえまし

事業補助でございます。先程も申し上げたとお

て、委員の数については５人と10人ということ

り、事業の基本となるものは地域カフェ運営事

で、若干数が違うのですけれども今回の評議会

業ということで、こちらについては昨年から、

については学校管理規則の中でこういった規則

中央の地域カフェ事業がふるさと活性化委員会

を作ってございましたので、それの活用をした

でも同様の取組みをされておりまして、これを

いということで、今回新たに設置し、そして先

今年度から行います。トマム集落対策、ここの

程の違いの関係なのですけれども、学校運営協

事業ともリンクしてくるものというふうに考え

議会についてはもちろんＰＴＡの方、それと地

ておりまして、事業内容についてはそこの事業

域の方、そして学識経験者ということで入って

を中心に進めていくという趣旨でございますの

企画商工課長、松永英

トマム地域カ

で、内容としては村としては適切な内容である

児童生徒の健全育成に取組むものとなっており

というふうに判断をしているところでございま

ますけれども、この辺については多尐ちょっと

す。以上です。

わかりづらい文面かもしれませんけれども、基

○議長（相川繁治君）
○７番（木村一俊君）

７番、木村一俊君。
３回目の質問というこ

本的には学校評議会についてもコミュニティス
クールについても、同じようなかたちですすめ

とで最後の質問になりますけど、教育長の答弁

ていきたいと思っております。

でもう１回運営協議会と評議委員の違いがはっ

○議長（相川繁治君）

きりわからないのでもう一度教えていただきた

敬君。

いと思います。

○企画商工課長（松永英敬君）

あと、トマム地域カフェのところなのですが、

企画商工課長、松永英

トマム地域カ

フェ運営事業補助金の関係でございますけれど

やはり事業の内容については利用検討委員会の

も、ご指摘の点はきちんと内容が決まってから、

議論のなかであがってくるものだと思うのです。

トマム協議会で協議をしてからということかと

だから、役場では中央版のカフェと同じような

思いますけれども、こちらの事業につきまして

のとは思っていても、やはりどういうふうにな

は村の考え方としては住民が自ら取組む事業、

るのかちょっとわからないと思うのです。こっ

これが占冠ふるさと活性化委員会のほうでもそ

ちの希望とはむこうの検討委員会のですね。や

ういった議論になっております。トマム地域に

はり検討委員会がまだ正確に、６月13日まで募

ついていえば、トマム町内会が住民自ら取組む

集があったので、これから色々と議論されて事

事業の主体的役割を担う母体のひとつというふ

業内容については色々と精査されてくるのだろ

うに考えてございまして、村としてはその団体

うと思うのですよね。だからやはりその辺がき

が取組む事業について補助を行うということか

ちんと決まってから補助金をあげた方が僕はい

ら、事業の内容についてはご指摘がありました

いと思うのです。以上です。

「精査されてから」というよりは、住民自らが

○議長（相川繁治君）

考えられた事業は後押ししていくという考えで

○教育長（藤本武君）

教育長、藤本武君。
わかりづらいというこ

ございます。以上です。

とで、その目的等について読ませてもらいます。

○議長（相川繁治君）

先ほどの評議員会のことでございますけれども、

んか。

ほかに質疑はありませ

設置の目的は学校運営について地域住民等から

２番、長谷川耿聰君。

幅広く意見を聞くことにより、地域や社会に開

○２番（長谷川耿聰君）

かれた学校づくりを一層推進し、特色ある教育

ます。ただいま議論になっておりますトマムカ

活動を展開するために学校評議員を置くもので

フェの問題につきまして、まず１点目、これは

ございます。

率直に申し上げまして、トマム地域に残念なが

質問させていただき

それと、コミュニティスクールでございます

ら店屋もなくなりまして、トマム住民の方々が

けれども協議会は学校運営に関して教育委員会

発想した事業でありまして大いに振興する必要

及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住

があると私はそう思っています。ただし、予算

民が学校運営への参画への促進や連携強化を進

の取り方としてはこういうとり方ではいけない

めることにより、学校と保護者、地域住民等の

のではないのかと。尐なくとも先程から議論に

信頼関係を深め一体となって学校運営の改善や

なっておりますように、もう尐し中身を精査し

た上で予算を出すのが予算の取り方の基本原則

うのは設計段階でわかることではないのかと思

ではないのかと思います。そこで、せっかくだ

うのです。もう一度申し上げますけど、高齢者

すのであればこれは事業費半分ですから140万円

が安心して住める施設ということで5,535万円

の中身をちゃんと整理して、どういうことで使

とってあるのですけれども、こういうものだと

うかもう尐しはっきりしたものをだして予算に

か発電機以外はだいたい当初設計でわかるよう

あげるのが、予算の取り方としてあたり前のこ

な気がするのです。それで、私はこれを設計す

とだと僕は思うのです。今はぼわーっとして、

る設計屋に問題があるのではないかと思うので

何に使うんだと私たちが聞かれても正直に言っ

す。こういう設計をするということは。どうい

て答えられないのです。ただ、中央の「ぼっこ

うわけでこういう設計屋を頼んできたかその辺

てぶくろ」もありますが、民間団体が先に自分

についてお伺いしたいと思います。以上２点お

たちで作って、そして予算が後付けされている

願いします。

というような結果になっておりますので、この

○議長（相川繁治君）

予算の取り方について、いささか疑問に思うの

敬君。

ですけれども、その辺、課長はどの用に考えて

○企画商工課長（松永英敬君）

いるのかお伺いいたしたいと思います。

フェ運営事業補助金の予算の取り方の関係でご

企画商工課長、松永英

トマム地域カ

次に２点目、小規模多機能でございますが、

ざいますが、冒頭に申し上げたとおり５月19日

これについては予算資料をいただきました。先

付けで町内会の方から支援の要請書がまいって

程もこれも議論になっていましたように人件費

おりまして、そのなかで概算事業費の算定が行

の高騰、それから公共事業費、卖価のアップと

われております。建物をお借りするための賃借

いうことで増加になったのだということなので

料、それとそこの維持経費にかかります光熱水

す け れ ども 、 実際 に この資 料 を 見る と 人件 費

費、電気、水道、ガス、汲み取り料、それにパ

等々の卖価アップについては15％ですか、それ

ソコン等の備品購入やイベントの開催経費、消

であと２番目の高齢者施設の転倒をした時に怪

耗品費、燃料費等、そういった費用が概算では

我をしないようなものだとか、色々ありますよ

ございますが一定程度整理をされてでてきてい

ね。それと当初からの契約の追加要望というこ

るものですから、そういった事業費の見合い分

とで発電機の2,100万円を筆頭に2,700万円と。

で半額を助成するということで措置をさせてい

結果的にこれは発電の関係は先程の説明による

ただいたものでございます。以上です。

と、ヒートポンプのことがここで2,100万円でて

○議長（相川繁治君）福祉施設推進室長、中田

いるので、小規模多機能の予算を見ると、施設

芳治君。

建設工事費ともうひとつ、熱暖房の２つに分か

○福祉施設推進室長（中田芳治君）

れているんですよね。だから発電機というもの

員のご質問にお答えいたしたいと思います。ま

はそちらのほうに入れるものであって、ここに

ず１点目、自家発電の追加ということでござい

入ってこないのではないかと思うのです。それ

ますけれども、これはいわゆる今もそうでござ

にしても相当工事費が高くなっておりますので、

いますけれども、今度できる小規模多機能では

これは当初から高齢者施設だとか、それから建

避難所の部分も兼ねてございますのでそういっ

物の位置の変更だとか、居宅、食堂スロープ追

た部分で、もう１つは宿泊施設があるというこ

加だとか既存電気ひっこみ変更だとか、こうい

とで入居者の部分の管理、いわゆる温度変化と

長谷川議

いうものが歳をとるとやはり大きく響いてまい

ういうわけでサン設計事務所を指名して設計を

りますので、そういった部分を回避するための

頼んだのかはっきり教えてください。

自家発電でございます。

○議長（相川繁治君）福祉施設推進室長、中田

そ し てこ れ はい わ ゆる補 助 対 象経 費 の中 に

芳治君。

入ってございませんので、そういった分では卖

○福祉施設推進室長（中田芳治）

長谷川議員

費の中で購入をいたしまして、そして配管とい

の再質問にお答えいたします。１点目でござい

うのでしょうか、接続というのでしょうか、そ

ますけれども、繰り返しになりますけれども、

れは双方のなかで進めるものというふうに理解

やはり予算時期と実施設計時期、実施設計につ

をしております。

きましては概ね12月に発注して、11月の末だと

それから設計段階で分かっているのではない

思いますけれども、その時点で発注しておりま

かということでございますけれども、これにつ

すので予算を組む段階の部分と並行した部分が

きましては当初予算につきましては12月にだし

ございます。それでも建築費の高騰が目に見え

まして、最終的に２月の頭に既に当初予算はそ

ておりましたので、当初の予定では平均卖価が、

の時点で決まってございます。実施設計段階で

これは聞いているところでございますけれども、

はまだ進んでいる過程でございますので、その

坪82万５千円程度と聞いておりますけれども、

後にこういったものがでてきたというふうにご

これはアップしまして96万４千円程度の卖価で

理解いただけたらなと思っております。今、食

予算組みをさせていただきましたけれども、実

堂スロープの追加ですとか、こういった部分に

際的にはやはりどんどん資材、人件費の高騰も

つきましては現場である社会福祉協議会等々と

進んできたというところが実際の中身でござい

議論をしながらでてきた部分でございますので、

ます。

そういった部分も実施設計の間で追加になって

それからなぜこのサン設計なのかという部分

きたということでご理解を頂ければというふう

につきましては、私どもから言いますと非常に

に思います。以上でございます。

失礼な話になってございますけれども、サン設

○議長（相川繁治君）

計さんはこういう福祉施設につきましては非常

２番、長谷川耿聰君。

○２番（長谷川耿聰君）

小規模多機能につい

に実績のあるところでございます。近隣であれ

て再度質問いたします。尐なくとも50％以上の

ば「ふくしあ」、それから富良野であれば老人

予算増加なのですよね。これを見るとこういう

福祉センター、老人保健施設、それから図書館

建物においては当初設計に入れなければならな

といったような、こういった施設も手掛けてお

いというものがほとんどだと思うのです。なぜ

ります。あとは全道で１番大きい特別養護老人

当初設計にこれは入らなかったのか。ヒートポ

ホーム、これ130所でございますけれども、たし

ンプについては先程も説明があったように途中

か函館江差だと思いますけれども、そちらのほ

で薪からヒートポンプになったから、その分に

うも手掛けている業者でございます。決して今

つ い て は話 は 若干 わ かるの で す けれ ど も、 ス

議員言われるようなそういった部分ではござい

ロープだとかひっこみ電気だとか、それから高

ません。あわせてこの１社だけを選択したわけ

齢者の安全対策云々という問題があると思うの

ではございませんので、入札できちんととられ

です。私ははっきり言ってこの設計屋に問題が

た業者だということで理解しておりますので何

あるのではないのかと思うのです。だから、ど

とぞご理解をお願いいたしたいと思います。以

上でございます。
○議長（相川繁治君）

いますので、そういった部分で随時変更をかけ
２番、長谷川耿聰君。

○２番（長谷川耿聰君）

てきた部分もございます。その変更にあわせて

概要はわかったので

どうしても必要な部分はプラスにしたり、ある

すけれども、昨日ホテルの関係で36％工事費値

いはランニングコストをさげるための方策です

上げということで、すべて工事を取り消してい

とか、そういったことも議論しながらやってき

るという事実もあるのです。だからここで通常

て最終的な金額がここにきたということでござ

われわれが考えられない50％以上の補正なんて

いますので、そういった部分でご理解を頂けれ

いうと普通考えられないのです。だから、それ

ばというふうに思います。以上でございます。

だけのすばらしい設計屋さんなのであればこの

○議長（相川繁治君）

程度のものの入れ方はわかるのではないかと私

せんか。

ほかに、質疑はありま

は判断するのです。だから、あえて伺っている

３番、山本敬介。

のです。先ほど木村議員も説明したけども通常

○３番（山本敬介君）

50％も60％も値上げしたらやはり工事を中止す

と思います。まず125ページ、15款道支出金、２

るとかいうことになる可能性があると思うので

項道補助金、５目、１節商工費道補助金、緊急

す。でも、村長の方針としては継続してやると

雇 用 創 出 推 進 事 業 道 補 助 金 270 万 円 、 こ れ 131

言われるから、それはそれでいいのですけれど

ページの歳出の部分の木工製造基盤強化支援事

も、どうも当初の設計の見積もりが優秀な設計

業、これに呼応してくると思うのですが、ここ

屋さんなのに、なんでこんなに色々と漏れてい

の内容をお聞きいたします。

るのかと、私はこれが不思議でどうしようもな

いくつかお伺いしたい

続きまして125ページその下の６目教育費道補

いのです。もう一度説明願います。

助金の１節道徳教育推進校事業補助金について、

○議長（相川繁治君）福祉施設推進室長、中田

これも呼応している部分が歳出であると思うの

芳治君。

でこれについてお聞きをします。

○福祉施設推進室長（中田芳治君）

長谷川議

続きまして127ページ、２款総務費、１項総務

員の再々質問にお答えいたします。何度も言い

管理費、５目総合センター管理費、13節委託料、

ますけれども、予算の段階ではいわゆる平均坪

双珠別住民センターの浄化槽の関係です。浄化

卖価がどのくらいで見るのかということで予算

槽の水洗化、もしくは工事を含めますと670万円

を設定させていただきました。それがいわゆる

ということでかなり地域の規模にすると大きな

82万５千円を96万４千円まで上げて見させてい

お金になっているというふうに思うのですが、

ただいたのですが、あくまでも予算をとる段階

この工事内容について浄化槽の対応ニーズ等に

では設計段階の走りでございます。したがって

ついて確認をさせてください。

大きさそのものについても定まっていなかった

あともう１点、その下の７目企画費、19節負

ということもございますので、そういった諸々

担金、補助及び交付金のトマム地域カフェの運

の負荷がかかって最終的にこれだけになったと。

営事業補助金についてですが、トマムの地域カ

そしていわゆるＲＣ（鉄筋コンクリート）の上

フェの運営補助金については私もトマムの友人

昇ですとか、労務費、それから型枠の部分でご

等に今のトマムの状況の話を聞かされてもうト

ざいますけれども労務費関係、それから型枠に

マムに住んでいられないと、十勝に引っ越そう

つきましてはこれは北海道の卖価になってござ

と思っているという話を聞いております。トマ

ムは本当に現在瀬戸際のところまできていると

ざいます。それに占冠村の中央小学校を該当さ

いうふうに私は思っております。住民懇談会で

せたということでございます。内容でございま

もそういった意見が多くだされました。住民か

すけれども学習指導要領の趣旨、並びに児童生

ら自ら動いてこの地域を改革していきたいとい

徒、学校、家庭、及び地域等の実態を踏まえ、

う意思がでてきているというのは、これは町内

創意工夫を活かした道徳教育の実践研究を行っ

会というのは企業ではありませんのでみなさん

て、その成果を普及することにより道内の道徳

ボランティアで参加して積み上げていこうとい

教育の充実に資するということで、今回中央小

うことですから、最大限その意思を尊重して行

学校で実施する訳ですけれども、これについて

政として後押しをしていっていただきたいなと。

は村内他に２校がございますので、そこの連携

しかもスピード感が非常に大切だなというふう

校としてその成果についての研究、発表、成果、

に思っております。これについては村長の意向

ひいてはこの１年間の実績をまとめて道の方で

をお聞きしたいなと思っております。以上です。

集約して発表する形になると思います。以上で

○議長（相川繁治君）

す。

企画商工課長、松永英

敬君。

○議長（相川繁治君）

○企画商工課長（松永英敬君）

議案書125ペー

○村長（中村

博君）

村長。
山本議員のご質問にお

ジ、15款、２項、５目商工費道補助金、緊急雇

答えいたします。４月の末に行いました住民懇

用創出推進事業補助金の内容につきましては、

談会でトマム地区もいままでにないくらいの人

しもかぷ工房が観光協会から独立したことに伴

が集まりまして、色々な要望、要求がだされま

い、村の林業振興の出口にあたる木工クラフト

した。特に意見が多かったのは、スタンドが無

製造業の経営を長期間継続させていくために、

くなったと、小売店も無くなったと、おれたち

製造部門の基盤強化を図るため専門的な技術職

買い物にどこに行けばいいのかと、そういう切

の採用、人材育成を図る目的で行う事業でござ

実な、生活に直結する問題提起もありまして、

います。歳入の予算が270万円で歳出が280万円

なかには村でやってもらえないかというお話し

ということで、10万円は道の補助対象外経費の

もありましたけど、住民の中で閉店する商店に

ほうを10万円見させていただきましてこのよう

つきましては、トマムの中心地にありますし、

に計上させていただいているところでございま

おれたちもなんとかするから村も支援して欲し

す。以上です。

いと。それから店主も閉店するとき、トマム地

○議長（相川繁治君）
○教育長（藤本武君）

教育長、藤本武君。

区のためにできることがあれば協力したいと、

お答えさせていただき

そういうことを約束してくれましたので、ひと

ます。125ページ、道徳教育推進校事業補助金で

つの住民活動として核になるものがなかったわ

ございますけれども、本事業は道徳教育の抜本

けですから、町内会が中心になってあの店舗を

的改善、充実にかかる支援事業、これは文科省

なんとかしたい、買い物対策もなんとかしたい、

の委託事業でございますけれども、これを活用

そういう計画があがってきましたので、確定し

して同事業として実施することとなっておりま

ている部分はたぶん今のお話を聞きますとまだ

す。それで26年度の実施状況でございますけれ

賃貸もされていないということでございますけ

ども、推進校を小中学校については全道で14校、

ど、そのときの店主の意向、それから地域の熱

これにつきましては各管内１校という配分でご

意、それから困っている状況等を勘案しますと

今回、事業補助ということで予算を計上させて

も、昨日の一般質問の中でも村長の方からご答

いただいておりますけど、事業が縮小されれば

弁申し上げましてけれども、すでに仮申請の段

縮小された補助金の交付になりますけど、今や

階で今回内定を頂いてございます。今後、本申

はりトマムには村が支援すべき時期だと思いま

請に向けて事務作業が進む訳でございますけれ

して不確定要素はありますけど、今回補正予算

ども、当然今後入札においてこの金額が下がっ

を計上した、そういう経過にあります。以上で

たりとかすれば補助対処経費がその中に入って

す。

いれば、そういた部分では落ちる可能性はござ

○議長（相川繁治君）

産業建設課長、岩谷健

悟君。

いますけれども、補助率の３分の２というとこ
ろについては確保されてございます。以上でご

○産業建設課長（岩谷健悟君）

双珠別住民セ

ざいます。

ンターの浄化槽の関係ですけれども、一応建築

○議長（相川繁治君）

物の用途別による糞尿浄化槽処理の対象人員の

せんか。

算定基準というのがありまして、双珠別住民セ

ほかに、質疑はありま

（「なし」の声あり）

ンターの面積にその計算式がありまして、一応

質疑なしと認めます。

あそこの施設は集会所ということになりますの

これで質疑を終わります。

で面積に率をかけると、14人槽ということにな

これより討論を行います。

ります。また、あそこの施設は避難所にもなっ

討論はありませんか。

ておりますのでやはり14人槽が適当なのかなと
いうことで人槽で今回補正予算をあげさせてい

（「なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

討論なしと認めます。

ただいております。以上です。

これで討論を終わります。

○議長（相川繁治君）ほかに、質疑はありませ

これから、議案第６号、平成26年度占冠村一

んか。

般会計補正予算第１号の件を採決します。

１番、小峰義雄君。
○１番（小峰義雄君）

本案は原案のとおり決定することにご異議あ
125ページ、14款国庫支

りませんか。

出金、２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金、
１ 節 社 会福 祉 国庫 補 助 金で す け れど も 、今 、
色々と議論ありました補助金3,400万円という非
常に大きな金額ですけれども、これが確認のた

（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

異議なしと認めます。

したがって、議案第６号は原案のとおり可決
しました。

めですが、減ることがないのかそこら辺の内容
についてご説明を頂きたいと思います。

◎日程第７ 議案第７号

○議長（相川繁治君）福祉施設推進室長、中田

○議長（相川繁治君）

芳治君。

平成26年度占冠村国民健康保険事業特別会計補

○福祉施設推進室長（中田芳治君）

小峰議員

日程第７、議案第７号、

正予算第１号の件を議題とします。

の質問にお答えいたします。125ページ、14款、

これから質疑を行います。

２項、１目、１節の3,404万６千円の部分でござ

質疑は、ありませんか。

いますけれども、これが減額になることがある
のか、ないのかということでございますけれど

（「なし」の声あり）
質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。
これより討論を行います。

したがって、議案第８号は原案のとおり可決
しました。

討論はありませんか。
（「なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

討論なしと認めます。

◎日程第９ 同意案第１号
○議長（相川繁治君）

日程第９、同意案第１

これをもって討論を終わります。

号、占冠村教育委員会委員の任命について同意

これから、議案第７号、平成26年度占冠村国

を求めることについての件を議題にします。提

民健康保険事業特別補正予算第１号の件を採決
します。

案理由の説明を求めます。
村長。

本案は原案のとおり決定することにご異議あ
りませんか。

○村長（中村

博君）

同意案第１号、占冠村

教育委員会委員の任命につき同意を求めること

（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

異議なしと認めます。

したがって、議案第７号は原案のとおり可決
しました。

について。下記の者を教育委員会の委員に任命
したいので、地方教育行政の組織及び運営に関
する法律第４条第１項の規定により議会の同意
を求める。平成26年６月16日提出、占冠村長、
中村博。記、住所、勇払郡占冠村字中央。氏名、

◎日程第８ 議案第８号
○議長（相川繁治君）

日程第８、議案第８号、

藤田重之。教育委員であった山田哲英氏の辞任
に伴い、その後任として、字中央、藤田重之氏

平成26年度占冠村公共下水道事業特別会計補正

を教育委員として任命するものであります。任

予算第１号の件を議題とします。

期は、前任者の残任期間となりますので平成29

これから質疑を行います。
質疑は、ありませんか。
（「なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

質疑なしと認めます。

年９月30日までとなります。
同氏は、昭和50年４月に富良野地区消防組合
富良野消防署占冠支所に採用となり、平成18年
４月１日占冠支所長に任命されました。平成20

これで質疑を終わります。

年９月１日富良野広域連合設立に伴い、富良野

これより討論を行います。

広域連合富良野消防署占冠支所長として長年ご

討論は、ありませんか。

活躍され、平成25年３月31日に退職されました。

（「なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

討論なしと認めます。

この間、占冠村体育指導委員を28年間勤めら
れ、社会体育の振興、青尐年の健全育成にご尽

これをもって討論を終わります。

力をいただきました。教育委員として、人格が

これから、議案第８号、平成26年度占冠村公

高潔で教育、学術、及び文化に関しても執権を

共下水道事業特別会計補正予算、第１号の件を

有しており、適任者であります。なお、同氏の

採決します。

経歴については裏面に記載してありますので、

本案は原案のとおり決定することにご異議あ
りませんか。

以上、ご審議をお願いします。

（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

ご参照願います。

異議なしと認めます。

○議長（相川繁治君）
す。

これから質疑を行いま

質疑はありませんか。

山本敬介君の入場を許します。

（「なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

質疑なしと認めます。

◎日程第11 意見書案第４号から日程第17 意見

これで質疑を終わります。

書案第10号

討論を省略します。

○議長（相川繁治君）

お諮りします。

４号、日本政府に核兵器全面禁止のための決断

同意案第１号、占冠村教育委員会委員の任命

と行動を求める意見書の件から、日程第17、意

について同意を求めることについての件はこれ

見書案第10号、ウイルス性肝炎患者に対する医

に同意することにご異議ありませんか。

療費助成の拡充を求める意見書までの件、７件

（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

異議なしと認めます。

したがって、同意案第１号、占冠村教育委員

日程第11、意見書案第

を一括議題とします。
提案理由の説明を求めます。
意見書案第４号については、山本敬介君。

会委員の任命についての件はこれに同意するこ

○３番（山本敬介君）

意見書案第４号、日本

とに決定しました。

政府に核兵器全面禁止のための決断と行動を求
める意見書。このことについて、読み上げて提

◎日程第10
○議長（相川繁治君）

日程第10、占冠村農業

委員会委員の推薦についての件を議題にします。
３番、山本議員は地方自治法第117条の規定に
より除斥の対象になりますので、退場を求めま
す。

案いたします。
平成26年６月17日提出、提出者、占冠村議会
議員、山本敬介。賛成者、同じく、亓十嵐正雄。
賛成者、同じく、小峰義雄。
日本政府に核兵器全面禁止のための決断と行
動を求める意見書。

お諮りします。

2010年５月の核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討

議会推薦の農業委員１人については、議長に

会議は、「核兵器のない世界の平和と安全を達

おいて指名したいと思います。ご異議ありませ

成する」ことに合意し、「すべての国家は核兵

んか。

器のない世界を達成し維持するために必要な枠
（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君）

組みを築く特別な努力をする必要がある」と強

異議なしと認めます。

調しました。次回2015年ＮＰＴ再検討会議を前

したがって、議会推薦の農業委員は、議長にお

に、いま、世界のすべての国の政府と市民社会

いて推薦することに決定しました。

には、この目標を現実に変えるために協力し、

お諮りします。

行動することが強く求められています。

議会推薦の農業委員に占冠村字占冠、山本敬
介氏を推薦したいと思います。

も、「核兵器のない世界」を達成する道筋はな
お見えていません。米ロ間の合意を含め、一定

ご異議ありませんか。
（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

しかし、それから４年目になろうとするいま

異議なしと認めます。

したがって、議会推薦の農業委員は山本敬介
氏を推薦することに決定しました。

数の核兵器が削減されたとはいえ、世界にはな
お１万７千発の核兵器が貯蔵、配備され、他方
では朝鮮半島をめぐる現在の緊張に見られるよ
うに、新たな核開発の動きが続いています。意

図的であれ偶発的なものであれ核兵器が使われ
る危険は現実に存在しています。
この状態を打開し核兵器をなくするためには、

的に禁止されるべきです。
2015年ＮＰＴ再検討会議にむかって、核兵器
のない世界への行動が直ちに開始されるよう、

国際社会が一致して核兵器を全面的に禁止する

核軍縮・廃絶と安全保障にかかわる諸機関で、

以外に方法はありません。国際司法裁判所も断

「共同声明」の署名国として、日本政府が目標

じたように、核兵器の使用は「国際人道法の原

を分かち合う多くの国々と協力し核兵器全面禁

則と規則」に反するものであり、世界で唯一、

止条約の交渉開始のために努力するよう要望し

国民が核の惨禍を体験した日本には、核兵器の

ます。

非人道性を訴え、全面禁止を主張する道義的根
拠と重い責任があります。
いま核兵器を持つわずかな数の国が決断すれ
ば、核兵器全面禁止の必要を一致して確認でき、

以上、地方自治法第99条の規定により意見書
を提出します。平成26年６月17日、北海道勇払
郡占冠村議会議長、相川繁治。
意見書提出先、内閣総理大臣、総務大臣、外

そのうえに核兵器禁止条約の交渉を開始できる

務大臣、以上です。

条件が生まれています。この決断と行動を遅ら

○議長（相川繁治君）

せることは、第２、第３のヒロシマ、ナガサキ

ては、工藤國忠君。

につながる危険を放置することになります。

○６番（工藤國忠君）

意見書案第５号につい

意見書案第５号、道教

さらに、北朝鮮の核開発をめぐって軍事的緊

委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと

張が高まっているなかで、国際紛争の解決手段

地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現

としての武力行使と威嚇を憲法で放棄した日本

を求める意見書。このことについて、別紙のと

が核兵器全面禁止のために行動することは、朝

おり意見書を提出します。平成26年６月17日提

鮮半島の非核化、日本と東アジアの平和と安全

出、提出者、占冠村議会議員、工藤國忠、賛成

を促進するうえでもきわめて重要です。

者、同じく佐野一紀。賛成者、同じく亓十嵐正

2013年10月21日には「核兵器の人道的影響に

雄。

関する共同声明」が125カ国の連名で発表されて

道教委は、「新たな高校教育に関する指針」

いる。この声明は、核兵器の残虐性、「非人道

にもとづき、毎年度「公立高等学校配置計画」

性」を告発して、「核兵器の無い世界」へ前進

を決定し、高等学校の募集停止や再編・統合を

す る こ とを め ざす こ とを目 的 と した も ので 、

行なってきました。これによって、2007年以降、

「核兵器がいかなる状況の下でも決してふたた

全道では、現在までに20校が募集停止または募

び使われないことが人類生存の利益」であると

集停止予定、17校が再編・総合によって削減ま

述べ、核兵器が使用されないことを「保証する

たは削減予定されています。

唯一の道は、その全面廃絶である」とし、すべ

「配置計画」で再編・統合、募集停止の対象

ての国が核兵器使用の阻止、核軍縮などのため

とされた高校では入学希望者の激減する現象が

に「責任」を負っていることを強調しています。

生じています。さらに子どもの進学を機に地元

日本政府も賛同したことは唯一の被ばく国であ

を離れる保護者も現れ、過疎化を加速させ、経

り、憲法の平和原則と「非核三原則」をかかげ

済や産業、文化などに影響を及ぼすなど結果的

る国として当然の姿勢です。しかしこれで問題

に地域の活力を削ぐこととなっています。地元

が終わったわけではありません。核兵器は全面

の高校を奪われた子どもたちは、遠距離通学や

下宿生活等を余儀なくされ、精神的・身体的な

に真摯に耳を傾け、一方的な策定を行わないこ

負担は増大し、保護者の経済力によって通学断

と。

念にまで追い込まれかねないといった実態も報
告されています。

３．教育の機会均等と子どもの学習権を保障
するため、「遠距離通学費等補助制度」の５年

2011年度の「公立高等学校配置計画」では、

間の年限を撤廃するとともに、もともと高校が

「他の高校への通学が困難である」として残し

存在しない町村から高校へ通学する子どもたち

てきた地域キャンパス校の熊石高校を地元から

も制度の対象とすること。

の入学者が20人を切っていることを理由に「募

４．しょうがいのある・なしにかかわらず、

集停止」としました。このことは、「教育の機

希望するすべての子どもが地元の高校へ通うこ

会均等」を保障すべき道の責任を地元に転嫁す

とのできる後期中等教育を保障するための検討

るものであり、キャンパス校や小規模校のある

をすすめること。

地域に不信と不安をもたらしています。
こ の よう に 、「 新 たな高 校 教 育に 関 する 指
針」にもとづく「配置計画」がすすめば、高校
進学率が98％を超える状況にありながら、北海

以上、地方自治法第99条の規定により意見書
を提出する。平成26年６月17日、北海道勇払郡
占冠村議会議長、相川繁治。
意見書提出先は下記のとおりであります。

道の高校の約43％がなくなることになります。

○議長（相川繁治君）

これはそのまま「地方の切り捨て」、ひいては

ては、小峰義雄君。

北海道地域全体の衰退につながりました。

○１番（小峰義雄君）

意見書案第６号につい

意見書案第６号、

したがって、広大な北海道の実情にそぐわな

義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復

い「新たな高校教育に関する指針」を抜本的に

元、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定

見直し、中学卒業者数の減尐期だからこそ、学

数改善、就学保障充実など2015年度国家予算編

級定数の見直しを行うなど、地域に高校を存続

成における教育予算確保・拡充に向けた意見書。

させ、希望するすべての子どもにゆたかな後期

このことについて、別紙のとおり意見書を提出

中等教育を保障していくべきです。そのために

します。平成26年６月17日提出、提出者、占冠

は、地域の意見・要望を十分反映させ、地域の

村議会議員、小峰義雄、賛成者、同じく山本敬

経 済 ・ 産業 ・ 文化 の 活性化 を 展 望し た 新た な

介、賛成者、同じく工藤國忠。

「高校配置計画」「高校教育制度」を創り出し
ていくことが必要です。
以上の趣旨にもとづき、次の事項について意
見します。

義務教育国庫負担制度は、標準的な教職員数
の確保として国が責任を果たすものであり、へ
き地校などが多い北海道においては、教育の機
会均等を保障する重要なものとなっています。

記、１．道教委が2006年に策定した「新たな

また、これは地域主権を脅かすものではなく、

高校教育に関する指針」は、広大な北海道の実

義務教育費国庫負担制度は地域主権を保障する

情にそぐわず、地域の教育や文化だけでなく、

制度であり、義務教育に必要不可欠であること

経済や産業など地域の衰退につながることから、

から、制度の堅持と「三位一体改革」で削減さ

抜本的な見直しを行うこと。

れた負担率を1/3から1/2へ復元するなどの制度

２．「公立高校配置計画」については、子ど
も・保護者・地元住民など、道民の切実な意見

改善が極めて重要です。
今年度の政府予算では、尐人数学級推進のた

めの加配措置は尐子化を理由に被災した児童生

を保障するために、複式学級の解消に必要な教

徒への学習支援1,000人を含む1,703人にとどま

職員定数の改善及び必要な予算の確保を図るこ

りました。さらに、生活保護費の算定要素であ

と。

る「生活扶助費」を段階的に削減する政策を進

３．子どもたちや学校、地域の特性にあった

めています。生活保護世帯は、全道で12万２千

教育環境を整備し、充実した教育活動を推進す

人となっており、生活保護費の削減は、「就学

るために、教頭・養護教諭・事務職員の全校配

援助」を受ける全道９万４千の子どもたちにも

置を実現すること。

影響を及ぼすおそれがあります。

４．給食費、修学旅行費、教材費などの保護

教 育 現場 に おい て は、未 だ に 地方 財 政法 で

者負担の解消、就学保障の充実、図書費など国

「住民に負担を転嫁してはならない」としてい

の責任において教育予算の十分な確保、拡充を

る人件費、旅費をはじめ、校舎等の修繕費がＰ

行うこと。

ＴＡ会計より支出されております。また、給食
費、修学旅行費、テストやドリルなどをはじめ

５．就学援助制度の充実に向け、国の責任に
おいて予算の十分な確保、拡充を行うこと。

とする教材費など、保護者の負担が大きくなっ

以上、地方自治法第99条の規定により意見書

ています。地方交付税措置されている教材費や

を提出する。平成26年６月17日、北海道勇払郡

図書費についても都道府県や市町村において、

占冠村議会議長、相川繁治。

その措置に格差が出ています。また、国庫負担

意見書提出先は記載のとおりであります。よ

率が1/2から1/3になったことで、定数内期限付

ろしくご審議のほどお願いします。

採用や非常勤教職員が増加し、教職員定数の未

○議長（相川繁治君）

充足などの状況も顕著になっています。教職員

ては、佐野一紀君。

定数の拡充は喫緊の課題であり、住む地域に関

○５番（佐野一紀君）

係なく子どもたちに行き届いた教育を保障する

年度北海道最低賃金改正等に関する意見書。こ

ためには、「教職員定数の改善」と「学級基準

のことについて、別紙のとおり意見書を提出し

編制の制度改正」及び「30人以下学級」の早期

ます。平成26年６月17日提出。提出者、占冠村

実現が不可欠です。

議会議員、佐野一紀、賛成者、同、亓十嵐正雄、

これらのことから、国においては義務教育費
無償、義務教育費国庫負担制度の堅持、当面負

意見書案第７号につい

意見書案第７号、2014

賛成者、同、小峰義雄。読み上げて提案したい
と思います。

担率1/2への復元など、下記の事項について教育

地域最低賃金は、北海道の低賃金構造を改善

予算の確保・拡充、就学保障の充実をはかるよ

し、「働く貧困層、ワーキングプア」の解消の

う意見します。

ためのセーフティネットの一つとして最も重要

記、１．義務教育費国庫負担制度の堅持と負
担率を1/2に復元すること。

なものです。
労働基準法第２条では、「労働条件の決定は

２．「30人以下学級」の早期実現にむけて、

労使が対等な立場で行うもの」と定めています

小学校１年生から中学校３年生の学級編成標準

が、最低賃金の影響を受ける多くの非正規労働

を順次改定すること。当面、「新たな教職員定

者やパートタイム労働者は、労働条件決定にほ

数改善計画」を早期に実施すること。

とんど関与することができません。

また、住む地域に関係なく子どもたちの教育

こうした中で、2008年「成長力底上げ戦略推

進円卓会議」による合意と、2010年「雇用戦略

た、景気回復と物価上昇局面にある中、経済成

対話」において、「最低賃金は、できる限り早

長と所得向上を同時に推し進め、デフレ脱却と

期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮し

経済の好循環の実現に向けて、適切な水準を確

つつ、2020年までに全国平均1,000円を目指す」

保するよう最低賃金の底上げを図ること。

との合意をしました。こうした観点から北海道

２．北海道内で最低賃金以下の労働者をなく

地域最低賃金はここ７年間で90円引き上げられ

すために、道内事業所に対する指導監督を強化

ましたが、審議会においては引き上げ額のみが

し、最低賃金制度の履行確保をはかること。

議論され、あるべき水準への引き上げができて
いない現状です。
既に、生活保護費とのかい離解消と合意した

３．最低賃金引き上げと同時に、中小企業に
対する支援の充実と、安定した経営を可能とす
る対策を行なうよう国に対し要請すること。

期間が過ぎ、全国で唯一逆転現象が解消されて

以上、地方自治法第99条の規定により意見書

いませんが、昨年の北海道地方最低賃金審議会

を提出する。平成26年６月17日、北海道勇払郡

において、本年度でかい離解消を図るという答

占冠村議会議長、相川繁治。

申が出されました。物価上昇局面にある中、賃

意見書提出先は記載のとおりであります。よ

金が上がらなければ働く方々の生活はより一層

ろしくご審議のほうお願いいたします。

厳しいものとなり、ひいては北海道経済の停滞

○議長（相川繁治君）

を招くことにつながりかねません。

ては、木村一俊君。

賃金のナショナルミニマムを担う現在の地域

○７番（木村一俊君）

意見書案第８号につい

意見書案第８号、地方

別最低賃金は、高卒初任給等の一般的な賃金の

財政の充実・強化を求める意見書。このことに

実態を十分に反映できておらず、北海道内勤労

ついて、別紙のとおり意見書を提出します。平

者の有効なセーフティネットとして十分に機能

成26年６月17日提出、提出者、占冠村議会議員、

しているとは言えません。地域別最低賃金を有

木村一俊、賛成者、同じく長谷川耿聰、賛成者、

効に機能させるためには、適正な水準への引き

同じく小峰義雄。

上げや、事業所に対する指導監督の強化及び最
低賃金の履行確保が極めて重要な課題となって
います。

皆さまのお手元に原本が配付されていますの
で、要旨のみを読みます。
地方自治体が担う役割は年々増しているので、

よって、北海道労働局及び北海道地方最低賃

2015年度の地方財政計画、地方交付税及び一般

金審議会においては、2014年度の北海道最低賃

財源総額の拡大にむけた対策を求める意見書で

金の改正に当たり、次の措置を講ずるよう強く

あります。

要望します。
記、１．2014年度の北海道最低賃金の改正に
当たっては、雇用戦略対話合意に基づき早期に

内容については、国と地方が十分協議し地域
の財政事情に見合う地方財政計画、地方交付税
及び一般財源総額の拡大をはかること。

800円を確保し、景気状況に配慮しつつ全国平均

復興交付金は柔軟に活用できるよう改善する

1,000円に到達することができる審議会運営を図

こと。2016年度以降においても継続して確保す

るとともに、昨年、北海道地方最低賃金審議会

ること。

が出した生活保護費とのかい離を2014年で解消

法人実効税率の見直しについては、地方財政

するという審議会答申を十分尊重すること。ま

に影響を与えることのないようにすること。ま

た、法人事業税については、外形標準課税の充
実をはかること。

う主張はあてはまりません。
「安保法制懇」の「報告書」では、行使の要

固定資産税やゴルフ場利用税については現行
制度を堅持すること。

件として、「放置すれば日本の安全に大きな影
響が出る場合」などを挙げ、「集団的自衛権の

以上について１から８にわたり記載されてお

抑制的な行使」を求めていますが、いったん行

ります。以上、地方自治法第99条の規定により

使を認めれば、こうした要件は拡大解釈が可能

意見書を提出する。平成26年６月17日、北海道

となり、活動範囲にも歯止めが利かなくなるこ

勇払郡占冠村議会議長、相川繁治。

とは明らかです。さらに、集団的自衛権行使容

提出先は記載のとおりです。
○議長（相川繁治君）

意見書案第９号につい

ては、亓十嵐正雄君。
○４番（五十嵐正雄君）

認のための憲法解釈変更とは別に、国連平和維
持活動や国連決議に基づく多国籍軍に参加する
自衛隊が「戦闘地域」でも活動できるように憲

意見書案第９号、憲

法解釈を変更するよう求めています。

法解釈変更による「集団的自衛権の行使容認」

こ の よう な 解釈 変 更によ っ て 「実 質 的な 改

に反対する意見書。このことについて、別紙の

憲」を行い、憲法前文や第９条によって禁じら

とおり意見書を提出します。平成26年６月17日

れている集団的自衛権の行使を、時々の政府や

提出、提出者、占冠村議会議員、亓十嵐正雄、

国会の判断で容認することはあってはならない

賛成者、同じく山本敬介、賛成者、同じく佐野

ことです。

一紀。

「 非 武装 平 和主 義 」「基 本 的 人権 の 尊重 」

憲法解釈変更による「集団的自衛権の行使容

「国民主権」を三大原則とする日本国憲法は、

認」に反対する意見書、読み上げて提案いたし

日本によるアジア・太平洋戦争における植民地

ます。

支配と侵略戦争に対する反省から、恒久平和の

安倍晋三首相は、首相の私的諮問機関である

強い願いを込めて制定されたものです。

「 安 全 保障 の 法的 基 盤の再 構 築 に関 す る懇 談

したがって、国においては、集団的自衛権に

会」の「報告書」を受け、集団的自衛権の行使

関するこれまでの政府見解を堅持し、集団的自

について、従来の「憲法９条の制約から保有す

衛権の行使に道を開く憲法解釈の変更を断じて

るが行使できない」とする憲法解釈を変更し、

行わないよう要請します。

国会審議や国民の声を聞くことなく、閣議決定
によって「行使を容認」しようとしています。
安倍政権は、集団的自衛権行使を容認する論
拠として、1959年の「砂川事件最高裁判決」の

以上、地方自治法第99条の規定により意見書
を提出する。平成26年６月17日、北海道勇払郡
占冠村議会議長、相川繁治。
意見書提出先は下記のとおりです。以上提案

「自国の存立のために必要な自衛措置を取り得

いたします。

ることは当然」との部分をもちだし、最高裁が

○議長（相川繁治君）

集団的自衛権の行使を否定していないことを挙

ては、長谷川耿聰君。

げています。判決で問われたのは米軍の駐留の

○２番（長谷川耿聰君）

是非であり、当時、米軍の駐留や自衛隊の存在

イルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を

そのものの合憲性が論争となっていることを考

求める意見書。このことについて、別紙のとお

えると、最高裁が集団的自衛権まで認めたとい

り意見書を提出します。平成26年６月17日提出、

意見書案第10号につい

意見書案第10号、ウ

提出者、占冠村議会議員、長谷川耿聰、賛成者、

質疑は、ありませんか。

同じく木村一俊、賛成者、同じく小峰義雄。
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡

（「なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

質疑なしと認めます。

充を求める意見書ですが、すでにお手元に配付

これで質疑を終わります。

されていますので要点のみで説明にかえさせて

討論を省略します。

いただきます。

これから、意見書案第４号、日本政府に核兵

ウイルス性肝炎、特にＢ型・Ｃ型肝炎であり

器全面禁止のための決断と行動を求める意見書

まして全国の患者数、350万人以上といるとされ

の件を採決します。

蔓延しております。この方々の救済する意見書

お諮りします。

であります。

本案は原案のとおり決定することにご異議あ

ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、

りませんか。

現在、肝炎治療特別促進事業として実施されて
いますが、対象となる治療が、Ｂ型・Ｃ型肝炎
ウイルスの減尐を目的としたインターフェロン
治療とＢ型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定

（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

異議なしと認めます。

したがって、本案は原案のとおり可決されま
した。

されているため、医療費助成の対象から外れて

意見書案第５号、道教委「新たな高校教育に

いる患者が相当数おります。特に、肝硬変・肝

関する指針」の見直しと地域や子どもの実態に

がん患者は高額の医療費を負担せざるを得ない

応じた高校づくりの実現を求める意見書の件を

だけでなく、就労不能の場合も多く、生活に困

採決します。

難をきたしております。

お諮りします。

国においては、肝硬変・肝がん患者に対する
医療費助成を含む生活支援について、何ら新た

本案は原案のとおり決定することにご異議あ
りませんか。

な具体的措置を講じていません。
肝硬変・肝がん患者は、毎日120人以上が亡く
なっており、医療費助成を含む生活支援の実現
を強く要望します。

（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

異議なしと認めます。

したがって、本案は原案のとおり可決されま
した。

１つとして、ウイルス性肝硬変・肝がんにか
かる医療費助成制度を創設すること。

意見書案第６号、義務教育費国庫負担制度堅
持・負担率1/2への復元、「30人以下学級」の実

２つ目として、身体障害者福祉法上の肝機能

現をめざす教職員定数改善、就学保障充実など

障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、

2015年度国家予算編成における教育予断確保・

患者の実態に応じた認定制度にすること。

拡充に向けた意見書の件を採決します。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書
を提出する。平成26年６月17日、北海道勇払郡
占冠村議会議長、相川繁治。
提出先は記載のとおりです。以上です。
○議長（相川繁治君）
す。

これから質疑を行いま

お諮りします。
本案は原案のとおり決定することにご異議あ
りませんか。
（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

異議なしと認めます。

したがって、本案は原案のとおり可決されま

した。

した。

意見書案第７号、2014年度北海道最低賃金改
正等に関する意見書の件を採決します。

◎日程第18 議員派遣の件

お諮りします。

○議長（相川繁治君）

本案は原案のとおり決定することにご異議あ

件を議題とします。

りませんか。

お諮りします。

（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

日程第18、議員派遣の

異議なしと認めます。

議員派遣の件につきましては、お手元に配布
したとおりご異議ありませんか。

したがって、本案は原案のとおり可決されま
した。

（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

意見書案第８号、地方財政の充実・強化を求
める意見書の件を採決します。

異議なしと認めます。

よって議員派遣の件はお手元に配布したとお
り決定しました。

お諮りします。
本案は原案のとおり決定することにご異議あ

◎日程第19 閉会中の継続調査・所管事務調査の

りませんか。

申出

（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

異議なしと認めます。

したがって、本案は原案のとおり可決されま
した。

○議長（相川繁治君）

日程第19、閉会中の継

続調査・所管事務調査の申出の件を議題としま
す。議会運営委員長及び総務産業常任委員長か
ら会議規則第74条の規定により、お手元に配布

意見書案第９号、憲法解釈変更による「集団
的自衛権の行使容認」に反対する意見書の件を
採決します。

事務調査の申出があります。
お諮りします。

お諮りします。

委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査、

本案は原案のとおり決定することにご異議あ
りませんか。

所管事務調査とすることにご異議ありませんか。
（「異議なし」の声あり）

（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

した申出書のとおり、閉会中の継続調査、所管

異議なしと認めます。

したがって、本案は原案のとおり可決されま
した。

○議長（相川繁治君）

異議なしと認めます。

したがって、委員長から申し出のとおり閉会
中の継続調査・所管事務調査とすることに決定
しました。

意見書案第10号、ウイルス性肝炎患者の医療
費助成の拡充を求める意見書の件を採決します。
お諮りします。

○議長（相川繁治君）

本案は原案のとおり決定することにご異議あ
りませんか。

お諮りします。

本定例会に付された事件は全て終了しました。
したがって、会議規則第７条の規定により本

（「異議なし」の声あり）
○議長（相川繁治君）

◎閉会の議決

異議なしと認めます。

したがって、本案は原案のとおり可決されま

日で閉会したいと思います。これにご異議あり
ませんか。
（「異議なし」の声あり）

○議長（相川繁治君）

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
とに決定しました。

◎閉会宣言
○議長（相川繁治君）

これで、本日の会議を

閉じます。
平成26年第３回占冠村議会定例会を閉会いた
します。
閉会 午前11時56分
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