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第３回
定例会
空き家・空き地対策︑防災に対する取り組み
旅費宿泊料の二重取り問題︑限界集落について
バスターミナルに照明灯を︑町職員数を増やすべき
予防接種等助成など７議員が一般質問

平成２４年第３回定例会が、９月２６日から２８日まで３日間
の会期で開かれました。
初日の行政報告で野邑町長は、次の５点について報告をしまし
た。
１ 公費出張時の「ホテルポールスター札幌」への宿泊にかかる
旅費の公費二重取り問題について、全職員の自主申告により９
月２１日までに過年度分及び現年度分の返納を完了した。
２ 前国保病院長を被告とする「貸付金返還反訴請求事件」につ
いて、９月１９日弁論が結審し、１１月１６日に判決言い渡し
となった。この日、裁判長から和解勧告がなされ、１０月１１
日までに和解案が双方に示されることとなった。
３ 千葉県からの新規就農希望者が、本町岩手地区の経営移譲希
望農家に研修に入ることとなった。
４ 本年第２回定例会において制定された「中頓別町暴力団排除
条例」に基づいて、９月１８日、枝幸警察署との間で「暴力団
等の排除に関する合意書」を取り交わした。
５ 平成２４年度普通交付税について、２３億８千５２万円（前
年度当初比２億８千５９万円・１３.４％増）となった。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律（財政健全化法）
に基づく「健全化判断比率」、「資金不足比率」等の報告では、
平成２３年度決算で実質公債費比率が１８.７％（平成２２年度
２１.７％、健全化判断基準は２５％）となり、前年度に比較し
てさらに財政健全化が進んでいることを明らかにしました。
一般質問では、通告順に７議員が質問を行いました。
平成２３年度一般会計ほか７会計の決算は、全議員で構成す
る「決算審査特別委員会」（細谷久雄委員長）に付託され、会
期中に審査を行い、すべて認定されました。

議決結果の一覧

○ 議案第
○ 議案第
○ 議案第
○ 議案第
○ 議案第
○ 議案第
○ 議案第
○ 議案第
○ 議案第
○ 議案第

号
寿スキー場設置及び管理等に関する

災害対策本部条例︵一部改正︶

障害認定審査会の委員の定数等を定

正︶

老人福祉センター設置条例︵一部改

︵一部改正︶

乳幼児等医療費助成に関する条例

条例︵一部改正︶

号

号

号

号

号

廃棄物の処理及び環境美化に関する

狂犬病予防法施行条例︵一部改正︶

める条例︵一部改正︶
号

号

号

国民健康保険病院使用料等条例︵一

国民健康保険病院条例︵一部改正︶

住宅建設促進助成条例︵一部改正︶

条例︵一部改正︶

号

号

号

下水道事業特別会計補正予算

国民健康保険事業特別会計補正予算

一般会計補正予算

以下は同意案件

○ 同意第２号 教育委員会委員の任命につき同意を

年度自動車学校事業特別会計

教育委員に石井英正氏︑
米屋彰一氏 再任

平成 年９月 日に任
期満了を迎える教育委員
の人事案件が同意第２号︑
第３号で提案され︑現教
育委員長の石井英正氏︑
教育長の米屋彰一氏の再
任に全会一致で同意しま
した︒
９月 日開催された臨
時教育委員会議において︑
米屋彰一氏を教育長に任
命し︑勤務形態について
は常勤とすることが決定
され︑ 月 日開催され
た第５回臨時会において︑
教育行政報告として議会
に報告されました︒
教育長については︑平
成 年の条例改正で︑身
分は特別職とし︑勤務形
態の常勤か非常勤かにつ
いては教育委員会が決定
することになっています︒

月１日〜
年９月 日

30

求める

年度一般会計歳入歳出決算認

求める

○ 同意第３号 教育委員会委員の任命につき同意を
○ は同意
※
以下は認定案件
○ 認定第１号 平成
定
○ 認定第２号 平成

年度国民健康保険事業特別会

歳入歳出決算認定
○ 認定第３号 平成

年度国民健康保険病院事業会

計歳入歳出決算認定
○ 認定第４号 平成

年度水道事業特別会計歳入歳

計歳入歳出決算認定
○ 認定第５号 平成

年度下水道事業特別会計歳入

出決算認定
○ 認定第６号 平成

年度介護保険事業特別会計歳

歳出決算認定
○ 認定第７号 平成

入歳出決算認定

年度後期高齢者医療事業特別
会計歳入歳出決算認定

○ 認定第８号 平成
○ は認定
※
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石井英正氏
︵任期︶
平成 年
平成
米屋彰一氏
︵任期︶
平成 年
平成

月１日〜
年９月 日

28 10

部改正︶

号

介護保険事業特別会計補正予算

以下は報告案件

年度健全化判断比率の報告

28 10

○ 議案第

号

森林・林業・木材産業施策の積極的

○ 報告第４号 平成

年度資金不足比率の報告
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○ 議案第
○ 議案第
○ 議案第

○ 発議第２号

な展開に関する意見書

○ 報告第５号 平成
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23

23
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23
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23

23

23 23

47 46
48
49
50
52 51
55 54 53
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○ は可決
※
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第３回定例会で
決まりました

細 谷 久 雄 議員

質 問
●増加する空き家︑空き地の管理はど
うなっているか
近年︑核家族化が進み︑高齢者世帯︑
独居老人世帯が多くなるとともに︑い
ろいろな理由で当町を離れた方の家や
土地が放置されている状況が見受けら
れる︒
昨年６月には︑町内の空き家の建物
火災が発生し全焼︑１３０万円の損害
額を出している︒
不審者の侵入など防犯上の問題︑不
審火などの防災上の問題︑雑草が生い
茂り荒れた町並みになる景観上の問題
が懸念され︑その対応が必要と考える︒
空き家︑空き地対策について︑次の２
点を伺う︒
① 事業所を含む空き家︑空き地の実
態は把握しているか︒また︑町民か
ら寄せられる苦情等はないか︒ある
とすればどのような内容か︒

② 防犯︑防災を含め︑適正な管理が
必要と思うが︑所有者に対してどの
ような指導をしているのか︒
答 弁 ○小林保健福祉課長
① 空き家や廃屋等については︑平成
年度に農業振興地域に関する分を
産業建設課︑景観上の問題ある建物
等についてまちづくり推進課で調査
しているが︑すべてを把握できてい
ない︒町民からの情報提供を含め︑
問題がある場合は個別に対応してい
る︒市街地については調査を行って
いない︒
町民からの苦情については︑倒壊
や落雪の危険性や不審者の侵入など
防犯上の不安を訴えるものがあった︒
② ﹁環境基本条例﹂と﹁中頓別町廃
棄物の処理及び環境美化に関する条
例﹂で︑空き地︑空き家の管理につ
いて占有者等の責務を定めているが︑
全町的な実態調査を行い︑指導等の
措置をとるまでの対応はしていない︒
ただ︑町民からの情報提供を含め問
題があると認められる場合には︑所
有者への指導や協力依頼をしてきて
いる︒
答 弁 ○中原産業建設課長
廃屋等で管理不良︑景観に悪影響を
及ぼしている所有者に対して指導︑勧
告︑命令︑最終的には代執行法に基づ
く代執行ができることになっている条
例を制定している自治体が少数あるが︑
適用させて効果を得ることはかなりハ
ードルが高い︒その理由は︑所有者の
責任を問う法的根拠︑所有権︑公費の

投入などの問題がある︒今後︑関係課
で調査研究したい︒
廃屋解体撤去の助成であるが︑まだ
町内に廃屋化した建築物等が多く存在
している︒国の交付金制度で不良住宅
等に対する解体撤去が適用になるとい
うことも新たに出てきているので︑そ
れも含めて来年度実施に向けて検討し
ている︒
答 弁 ○遠藤まちづくり推進課長
田舎暮らしを求める方への空き家情
報について︑町のホームページに登載
している︒現在登載物件についてはな
いが︑今後︑情報があれば積極的に登
載したい︒

質 問
●今後のまちづくりの進め方は
当町においても人口減少︑少子高齢
化が進行し︑経済情勢の変化に伴い住
民の価値観が複雑多様化している︒ま
た︑地方分権改革に伴い︑みずから考
え︑みずから実行する地域づくりが求
められ︑地域間競争がますます激しく
なると思われる︒
本年度︑今後 年間の本町のまちづ
くりの最高規範である第７期総合計画
が策定されたが︑重要課題となる事業
を選択して年次計画を作成するための
４つのプロジェクト会議の最終報告書
は未だ提出されていない︒総合計画策
定から︑その実施計画策定に１年間の
空白期間が生じることに猛省を促した
い︒
このような状況で︑任期が残り２年

10
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半となった現在︑本町が地域間競争に
勝ち残って存続していくために︑町長
はどのようなビジョンをもって︑今後︑
町政を運営されるのか伺いたい︒
特に︑エゾシカ残滓問題については︑
議員になって以来伺っているが︑いま
だ何一つ方向性が出てこない︒この問
題は緊急を要する最重要課題である︒
答 弁 ○野邑町長
町長に就任以来一貫して︑町民が住
んでいる町に愛着を持ち︑地域の自然
や文化︑人材といったかけがえのない
資源に誇りと自信を持って︑町づくり
に参加していただく﹁町民参加の町政﹂
を基本に町政運営をしてきた︒
第７期総合計画についても町民全体
での策定を総合開発委員会に諮問し︑
本年２月に答申していただき︑現在は
４つのプロジェクト会議を立ち上げ︑
町民の判断で緊急度︑重要度︑独自性
などを勘案し﹁最重要課題﹂を選択し
ていただいている︒
今後は︑財政状況を勘案しながら町
民の皆さんから﹁最重要課題﹂として
報告を受けた事業等を計画的に推進し︑
町民の皆さんに﹁住んでいて良かった︑
いつまでも住み続けることができる﹂
と思ってもらえる町を目指し︑残され
た期間最大限の努力をしてまいる︒
エゾシカの残滓処理施設の問題であ
るが︑どうしたら補助対象になるか︑
補助金の額︑規模︑鹿駆除の年間頭数
などを 年度中に調査するよう担当課
に指示している︒

東海林 繁 幸 議員

質 問
●防災に対する取り組みについて
昨年の３・ の大震災以降︑住民は
災害に対する意識を新たにし︑防災に
対する関心は高くなってきた︒住民と
ともに防災を検討するまたとない機会
と思ったが︑行政としてどのような取
り組みをしてきたのか︒
防災備品の備蓄︑住民への防災用品
の配布等を行っている市町村もある︒
答 弁 ○和田総務課長
今年度の町政執行方針では︑﹁関係
機関と密接に協議を進めながら︑防災
訓練の実施を計画する﹂と表明した︒
防災訓練を実施している他町村の実
例などを調査した上で︑規模は限定的
ながら 月中の実施に向け︑一部の自
治会︑自主防災組織︑気象台等の協力
を得ながら準備を進めている︒
答 弁 ○野邑町長
平成 年に集中豪雨による防災訓練
10
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を実施したが︑その後︑訓練の実施︑
計画の見直しも行われていない︒防災
に対する意識を再確認し︑対応を考え
たい︒
国も開発建設部が敏音知に最低限の
備蓄品を整備したので︑それをもとに
来年以降の予算で備蓄品を整備したい︒

質 問
●高齢者対策について
％以上になった高齢化率︑高齢者
が﹁住んでいてよかった﹂と思えるこ
の町の姿を︑町行政としてどのように
描いているか︒
病になったときの医療対応︑住まい
の対応等︑安心感を持たせる施策はあ
るか︒
答 弁 ○野邑町長
高齢者の皆さんが︑健康で安心して
生きがいを持って﹁いつまでも住み続
けられる﹂体制を構築するために︑昨
年度からインフルエンザ予防接種等を
小額で受けられるような施策をとって
きた︒
これらの施策等を継続しながら︑か
つ︑第７期総合計画の推進を図り︑地
域が見守り︑支え合い︑自主防災組織
を整備し︑安全・安心︑福祉のまちづ
くりを町民全体で取り組んでいくこと
ができる町のかたちをつくりたい︒医
療施設の整備や医師の確保に努めるが︑
それ以前に健康づくりを進めたい︒老
人施設のあり方も検討する
36

柳 澤 雅 宏 議員

質 問
●旅費宿泊料の二重取りについて
職員の出張時におけるポールスター
札幌への宿泊に関して︑公費負担の問
題が新聞等で取りざたされているが︑
当町の実態はどうか︒また︑どのよう
に対処するつもりか︒また︑旅費を実
費制にする考えはないか︒
答 弁 ○和田総務課長
ホテルポールスター札幌への宿泊に
関する公費二重取り問題については︑
明確な条例違反は認められないとして
も︑納税者である町民の目には︑福利
厚生制度の悪用と映る問題と認識して
おり︑同ホテルを利用していた職員は
公費助成の実態を知らないまま自動的
に助成を受けていたと考えるが︑道義
的な責任を重視し︑町長を筆頭に記憶
に残る限り助成額分を自主返納した︒
返納の内容は︑今年度４月〜８月分

で延べ９人︑ 泊︑５万円︑平成 年
度以前は︑延べ 人︑ 泊︑６万２千
３５０円︑総計︑延べ 人︑ 泊︑
万２千３５０円となっている︒
この問題は︑同ホテルを運営する北
海道市町村職員共済組合においても近
々制度内容︑手続きの見直しが図られ
ることになっているが︑緊急的な対策
として︑９月１日以降︑利用する場合
は︑助成制度を辞退するよう全職員に
周知した︒
旅費の実費制については︑すべての
証拠書類の確保︑真偽を判定するのが
難しいことや︑出張者や事務担当者の
業務量が増えることなどで国家公務員
に倣って定額制としている︒実費制に
した場合︑シーズンによっては高上が
りになる場合がある︒定額制︑実費制
にそれぞれメリット︑デメリットがあ
る︒現段階では︑定額制を取りやめる
ことは考えていないが︑実態に即した
額の見直しは必要と考える︒

答 弁 ○野邑町長
札幌だけを考えると当町の９千円と
いうのは若干高いという気もするが︑
温泉地などでは全然泊まれない︒調査
をした中で判断をしたい︒
質 問
●総合計画について
第７期総合計画に基づくまちづくり
が本年４月からスタートしたが︑未だ
実施計画ができていない︒実施計画は
いつできるのか伺う︒
また︑﹁総合計画の策定等に関する
条例﹂では︑﹁町長は毎年度︑総合計
画に係る実施状況を取りまとめ︑その
概要を議会に報告するとともに︑町民
に公表しなければならない﹂としてい
るが︑平成 年度分の報告・公表はい
つになるのか伺う︒
答 弁 ○遠藤まちづくり推進課長
平成 年度分の実施計画については︑
実施計画登載見込み事業一覧として配
布しているが︑最重要課題に関しては︑
現在︑プロジェクト会議で協議中であ
り︑その報告書が今月中に提出される
ので︑早期に５ヵ年の実施計画をまと
め︑ 月には議会に報告したい︒
昨年︑行政評価システムが導入され
平成 年度の業務に関して現在各課に
おいて作業中であり︑ 月中には報告
・公表を行いたい︒
次年度以降については︑９月中を目
途に報告・公表したい︒
24
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本 多 夕紀江 議員

質 問
●バスターミナルに照明灯をつけるべ
き
バスターミナルの照明灯が全部つい
ているのをほとんど見たことがない︒
それどころか１灯もついていないこと
の方が多い︒１日に 回ほどバスの発
着があり︑そのうち５回は４時半以降
で最終は 時 分︒ターミナルも早く
から無人になるうえ︑近辺の民家︑商
店も空き家となり︑あたり一帯ひと気
がない︒日の短い季節は真っ暗である︒
バスの乗り降りのとき︑足元も危険で
ある︒
バス利用者の安心・安全のため︑照
明灯を毎日つけるべきではないか︒
また︑他の公共施設︑道路照明に先
がけてＬＥＤ化はできないか︒
答 弁 ○中原産業建設課長
バスターミナル前の照明灯について
21

51

10

は︑度々不具合が生じ消えるもので︑
現在は復旧しているが︑不具合が生じ
た場合は迅速に対応する︒
設置後 年以上が経過し︑老朽化し
ている︒ＬＥＤ化については︑現在︑
公共施設︑町内の街灯︑道路照明を含
めたＬＥＤ化の計画作りをしている︒
来年度の予算前︑もしくは総合計画の
実施計画策定段階までには検討したい︒

質 問
●住民の立場に立った情報提供を
第７期総合計画では︑町民主役の調
整推進のため︑情報の共有が大切と謳
われている︒町広報誌等も工夫され︑
きめ細かさはあるものの︑特に新しい
制度についての情報提供は町民が安心
できるように分かりやすく広く伝わる
ように工夫すべきと考える︒

20
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も対象にしているが︑車椅子等での
利用は現状では対応できていない︒
申込は委託業者の中頓別ハイヤーで
ある︒
② ポリオの不活化については︑全国
一斉に今年９月から始まっているが︑
さらに現在の三種混合にこれを加え
た四種混合の予防接種が 月から実
施される予定になっている︒
これらに関しては実施時期を含め
確定するまでの通知も遅く︑四種混
合についてはワクチン確保の見通し
も含めてまだはっきりしていない︒
このため︑全町的なお知らせにつ
いては︑制度として落ち着く四種混
合へ移行する段階で行い︑それまで
の期間は対象者に個別のお知らせを
することで対応することにした︒
ポリオ不活化ワクチン接種に関し
ては︑ワクチンの種類だけでなく必
要回数が増え︑さらに︑すでに経口
ワクチンで一回目の接種を済ませて
いる場合における二回目以降の接種
方法の選択肢など分かりにくいとこ
ろがあった︒こうしたこともあり︑
実際に予防接種の対象となる保護者
の方々に対して個別にお知らせをし︑
検診の機会や電話による説明と確認
を行った︒可能な限り分かりやすい
説明を行ってきたと考えている︒

山 本 得 惠 議員

質 問
●限界集落の問題について
道は︑限界集落など過疎化が進む道
内の集落対策を検討する有識者会議︵
集落対策促進会議︶の報告の素案を公
表している︒この中では対策の基本と
して︑住民や市町村が話し合い︑集落
の活性化に向けた行動計画を定め︑継
続的な対策を進めることが基本である
と提言されている︒
この提言に対して道は︑山間部では
集落を存続させるのが一般的であるが︑
平野部では再編まで踏み込んで検討す
ることが可能とし︑来年度から取り組
む集落対策の指針を︑ 月を目途にま
とめると公表している︒
本町においても限界集落の問題に直
面している集落が多いと思うが︑どの
ような対策をしているのか︒これから
の取り組みについて伺う︒
11

最近の特徴的なこととして
① 病院送迎バスの対象範囲拡大は大
変喜ばれているが︑該当地域の人た
ちに具体的な利用方法が伝わってお
らず︑戸惑いがある︒対象者は高齢
者だけか︑自力歩行が困難な車椅子︑
歩行器利用者は利用できるのか︑利
用申し込みは病院でよいのかなどの
声がある︒
② ポリオ不活化ワクチンは９月から
全国で実施と報じられているが︑当
町ではどうなのか︒不活化ワクチン
の導入自体が画期的だが︑予防接種
がこれまでと大きく変わるのではな
いか︒
どちらも町民全体から見ると対象
者は少ないが︑切実な問題である︒
答 弁 ○小林保健福祉課長
① 病院患者送迎サービスについては︑
旬報に２度掲載し︑対象地域の住民
の皆さんには別の詳しいお知らせを
配布しているほか︑各自治会長宛に
利用者への周知協力のお願いもして
いる︒
８月から見直し後のサービスが始
まっているが︑新たに対象となった
地域からの利用がなかったこともあ
り︑さらに旬報等でお知らせを重ね
ていくとともに︑国保病院内での掲
示も行っていきたい︒
利用対象は基本的には高齢者を中
心にしており︑その他の通院困難者

11

答 弁 ○遠藤まちづくり推進課長
集落問題は︑１９８０年代後半より
少子高齢化や都市部への人口流出によ
り︑少しずつ地域における共同体とし
ての集落維持が困難になる状況がクロ
ーズアップされてきた︒当町において
もその傾向は顕著であり︑大変大きな
問題であると考えている︒
しかし︑当町において現段階で抜本
的な解決策は見出せていないが︑一つ
の方法として︑国が支援する﹁集落支
援員制度﹂の活用を検討したいと考え
ており︑来年度は小頓別地域に配置し︑
成果を検証したいと思う︒
集落支援員の活動としては︑地域の
高齢者の見守りや相談活動︑冬期間の
除雪支援︑買い物支援︑病院への送迎
支援や自治会活動支援などごく身近な
支援活動が期待される︒
答 弁 ○野邑町長
今回︑小頓別の岩手地区に若い夫婦
が農業研修に入ることになった︒また︑
小頓別木材さんにも︑小頓別に住んで
もらえる方を従業員として採用してい
ただくことも方策としてあるので︑小
さなことをひとつひとつ積み重ねて消
滅を防ぐ努力をしたい︒

現在︑総合計画における重要課題が
プロジェクト会議で検討されており︑
その報告を受け今後の実施計画の取り
組みを踏まえた上で検討すべき課題で
あると考えている︒

質 問
●医師養成費貸付金返還請求訴訟の経
過と判決の見通しについて
９月 日に町長が出廷しての証人尋
問が行われ︑訴訟が最終段階を迎えて
いる︒判決の時期は︑前回質問時の
月ということで変わりないか︒
判決前に裁判長から和解案が示され
るということだが︑和解に応じなけれ
ばならない理由はあるか︒目指してい
た完全勝訴の可能性はなくなったのか︒
答 弁 ○野邑町長
前国保病院長を被告とする﹁貸付金
返還反訴請求事件﹂︵債務不存在確認
請求事件︶は︑担当裁判官がこれまで
に３回替わったこと及び原告の体調面
などが影響して訴訟の進行に遅れが生
じたものの︑９月 日の証人尋問で弁
論が終結し︑判決言い渡しは 月 日
との裁判長の判断が示された︒
また︑訴訟の早期解決に向けて︑裁
判長から和解案が示される予定である︒
内容を予測することはできないが︑判
決の内容と大きな差はないことは予測
できる︒
早期解決のため︑内容によっては和解
すべきと考えるが︑今後︑議会とも協
議しながら対応を決めていきたい︒
19

11

際の助成を制限し財政負担を少なくす
ることが目的ではない︒
また︑基本的にインフルエンザだけ
でなく定期の予防接種はすべて国保病
院だけが受診機関となっている現状で
ある︒
昨年度の国保病院以外での予防接種
を受けている実態を把握していないが︑
基本的に町民の負担は同じであること
が望ましいと考えるので︑調査・検討
をして 月議会で条例改正を考えたい︒

10

12

質 問
●総合計画の将来人口目標について
総合計画では将来の人口目標を﹁計
画期間中は毎年調査し︑目標と実際の
人口が大きく乖離した場合は︑ただち
に見直す﹂とされたが︑８月末の住民
基本台帳人口は１千９４０人で︑計画
策定時の１千９７８人からすでに約２
％減少している︒
将来人口目標︵平成 年 月で１千
７２０人︶を見直すべきではないか︒
答 弁 ○遠藤まちづくり推進課長
将来人口目標については︑計画策定
段階から大きなハードルであることは
十分認識している︒町が将来にわたっ
て自治体として維持していく上で︑人
口の減少を最小限に食い止めることが
重要であり︑そのための施策を展開し
ていかなければならない︒この間︑有
効な施策を打ち出せていないのが現状
であるが︑今後も町民みんなで有効な
施策を検討していくことが大切である︒

11

16

宮 崎 泰 宗 議員

質 問
●インフルエンザ予防接種等の助成に
ついて
昨年の第４回定例会において︑﹁予
防接種の助成対象となる医療機関を国
保病院以外にも拡大すべき﹂との質問
に︑﹁国保病院の存続を第一に考え︑
同じ条件で助成を行うのは難しい﹂と
の答弁であった︒
早期健全化団体から脱却し︑財政状
況もいささか好転しているということ
であれば︑診療所での予防接種につい
ても助成対象とすべきではないか︒流
行する前に補正予算で早期実施できな
いか︒
答 弁 ○野邑町長
医療機関を国保病院だけと限定した
のは︑国保病院の存続のためできるだ
け利用していただきたいということが
趣旨であり︑町民が予防接種を受ける

33
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星 川 三喜男 議員

質 問
●グループ制と職員数について
本町ではグループ制がとられている
が︑必ずしもうまく機能していない部
署があると考えている︒少数精鋭とは
いえ︑職員数に余裕がない中では︑仕
事が固定化し︑事実上︑以前の兼務体
制と同じにしか見えない︒
職員数を増やし︑柔軟な行政組織に
すべきではないか︒町長の考えを伺い
たい︒
答 弁 ○和田総務課長
現状では︑組織全体として議員ご指
摘のとおりの事態に近いかもしれない︒
職員数の不足は認識しており︑来年
度大卒者２名の採用及び広域連合に派
遣した職員１名が戻ることがほぼ確定
していることに加え︑高卒者１名の採
用も予定しており︑今後とも退職者の
補充を行い︑行政の柔軟性︑弾力性の
回復を図りたい︒
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答 弁 ○野邑町長
三位一体改革で地方交付税が５億円
削減されて赤字になる状況であった︒
義務的経費である人件費を削減して︑
ようやくここ１・２年財政的に少しは
楽になってきた︒これ以上の職員数の
削減をやめて︑定年︑勧奨退職する職
員の補充を行い︑町民のサービスを継
続していくことに決めた︒

質 問
●防災訓練の実施は？
町政執行方針では︑防災訓練の実施
が謳われているが︑いつごろ︑どのよ
うなかたちで行うのか伺う︒また︑こ
ども達の防災訓練への参加を取り入れ
るつもりはないか︒
答 弁 ○和田総務課長
防災訓練は︑平成 年以降行われて
おらず︑訓練を体験した職員も減りつ
つある︒現行の少ない職員数では︑災
害時に対処する能力には限界があり︑
自主防災組織との連携が欠かせないと
考える︒
防災訓練を実施している近隣町村の
実例などを調査し︑規模は限定的なが
ら 月中の実施に向け︑一部の自治会︑
自主防災組織︑気象台等の協力を得な
がら実施の準備を進めている︒
旬報でお知らせしているが︑ 月
日︑あかね住宅全域１２０戸を対象に︑
病院裏の堤防一箇所が集中豪雨によっ
て決壊したという前提で︑避難訓練を
10

中心に行う︒朝９時から昼前までを予
定しており︑全町職員が参加し︑あか
ね団地自主防災組織︑気象台︑警察︑
建設協会の協力を得て行う︒
答 弁 ○野邑町長
防災計画は策定されているが︑かな
りの年数見直しがされていない︒この
ことから早急に見直しをするよう担当
主査に指示をした︒ 月までに現状と
合わない部分を見直し︑その後︑北海
道の防災計画︑国の指針によって総合
的な見直しをしなければならない︒
こども達の防災訓練への参加につい
ては︑教育委員会と十分連携を図りな
がら︑学校とも相談をしてもらう︒
12

意

見

書

第３回定例会では、会期末である９月28日に
次の意見書を全会一致で可決しました。

発議第２号 森林・林業・木材産業施策の
積極的な展開に関する意見書
本道の森林・林業・木材産業を取り巻く環境
は一段と厳しい状況にあり、林業の安定的発展
と山村の活性化を図っていくためには、「森林
・林業基本計画」に基づき、森林施業の集約化、
路網の整備、人材の育成等を積極的に進めると
ともに、道産材の利用促進により、森林・林業
の再生を図ることが重要。また、東日本大震災
の本格的な復興を早期に図るため、復興に必要
な木材を安定的に供給できるよう取り組むこと。
環境貢献に着目した住宅・土木用資材及び建
築物への国産材利用の推進、特に公共建築物等
木材利用促進法を踏まえ、木造公共施設等の整
備への助成の拡充を図ること、木質バイオマス
など再生可能エネルギーの利用を促進すること
などを求める意見書です。
■発議者：山本得惠、賛成者：宮崎泰宗
■提出先：衆議院議長・参議院議長・内閣総理
大臣・財務大臣・文部科学大臣・農林水産大
臣・経済産業大臣・国土交通大臣・環境大臣
・復興大臣

報

告

○ 報告第４号 平成23年度健全化判断比率の報告
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」
（財政健全化法）第３条第１項の規定により、監査
委員の意見を付して議会に報告し、かつ住民に公表
されるものです。
①実質赤字比率
算定なし （基準15％）
②連結実質赤字比率 算定なし （基準20％）
③実質公債費比率
１８．７％（基準25％）
④将来負担比率
算定なし （基準350％）
【監査委員の意見】
実質公債費比率は平成22年度から早期健全化基準
を下回っているが、今後とも公債費負担適正化計画
等に基づき公債費比率の逓減に努め、より一層財政
の健全化を図られたい。

○ 報告第５号 平成23年度資金不足比率の報告
審査の対象となった国民健康保険病院事業会計、
水道事業特別会計、下水道事業特別会計の資金不足
比率（基準20％）はいずれも算定されません。
【監査委員の意見】
審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎
となる事項を記載した書類は、関係法令の規定に準
拠して作成され、適正に表示されていると認められ
る。いずれの会計も資金不足比率は算定されない。

議決された議案

●小林保健福祉課長
今後︑協議させていただく︒

○ 議案第 号 老人福祉センター
の設置条例︵一部改正︶

○ 議案第

号

一般会計補正予算

既定の歳入歳出予算額にそれぞれ１

千４３５万円を追加し︑歳入歳出の総

○柳澤議員

地方の解体専門業者の設計金額も参

考にすべきではないか︒

億１千３２９万円に︒歳出では︑ ●野邑町長

○ 議案第 号 国民健康保険事業
特別会計補正予算

指名選定委員会が決めることである

額は

歯科診療所改修工事設計委託料１００

既定の歳入歳出予算額にそれぞれ

旧消防庁舎解体工事５００万円︑地方

改正です︒︵９月

万円︑寿スキー場圧雪車修繕料１２８

が︑議会の意向を尊重して検討しても

の定数等を定める条例︵一部改正︶

○ 議案第 号 障害認定審査会の委員

万 円 な ど を 追 加 す る も の で す ︒︵ ９ 月

万円︑地

文の改正です︒︵９月

障害者自立支援法の規定に添って︑
日可決︶

域支え合い体制づくり事業２７２万円︑ らうように委員長に伝える︒

日原案可決︶
◇主な質疑
○柳澤議員

地方バス路線維持対策費補助金で宗

谷バスが購入する生活路線パトロール

らの情報で瞬時に十分把握できる︒自

車について︑道路状況は開発建設部か

○ 議案第 号 廃棄物の処理及び環
境美化に関する条例︵一部改正︶

治体が負担してまで購入する必要はな

日原案可決︶

万円を追加し︑歳入歳出の総額は３億

１千１６３万円に︒歳出では︑平成

年度確定による退職者医療交付金返還

下水道事業特別会

万 円 を 追 加 す る も の で す ︒︵ ９ 月

日原案可決︶

金

○ 議案第 号
計補正予算

既定の歳入歳出予算額にそれぞれ

万円を追加し︑歳入歳出の総額は９千

８６２万円に︒歳出では︑水質試験用

万円を追加する

日原案可決︶

超音波洗浄機購入費

ものです︒︵９月

○ 議案第 号 介護保険事業特別
会計補正予算

既定の歳入歳出予算額にそれぞれ

９千２２８万円に︒歳出では︑平成

万円を追加し︑歳入歳出の総額は１億

旧消防庁舎の解体工事について︑専

地元業者の指名競争入札を予定して
いる︒

月

万 円 を 追 加 す る も の で す ︒︵ ９

日原案可決︶

還金

年度確定による地域支援事業交付金返

日可決︶

日可決︶

のように考えているか︒

門業者もあると思うが︑入札形態はど

○東海林議員

額したことで了承した︒

最終的には︑規格を下げて金額も減

る確約書がある︒

にパトロール車︑資材輸送車を更新す

当町も総会で反対したが︑平成元年

●野邑町長

いのではないか︒

資源の有効な利用の促進に関する法

日可決︶

狂犬病予防法施行令の改正に伴う引
用条文の改正です︒︵９月

バス路線維持対策費補助金

○ 議案第 号 寿 ス キ ー 場 設 置 及 び
管理等に関 す る 条 例 ︵ 一 部 改 正 ︶
審査会の名称を含めた関係規定の整備

日可決︶

○ 議案第 号 狂犬病予防法施行
条例︵一部改正︶

民以外の料金設定を撤廃するものです︒ を行うものです︒︵９月
︵９月
◇主な質疑
町外の利用者に対する周知の方法を

○柳澤議員
伺う︒
●青木教育次長
浜頓別町と中頓別町において合同で

日可決︶

です︒︵９月

引用する地方税法の条の誤りの訂正

○ 議案第 号 住宅建設促進助成
条例︵一部改正︶

︵９月

広報できる仕組みがあるので利用する︒ 律の改正に伴う関係規定の改正です︒
教育委員会︑各学校にダイレクトでお
知らせをする︒

○ 議案第 号 乳幼児等医療費助
成に関する条例︵一部改正︶
医療費の助成対象に訪問看護の基本

95

す︒︵９月

料金を加える改正です︒
︵９月 日可決︶
○
議案第 号 国民健康保険病院
条例︵一部改正︶

25

日可決︶

近隣町村からのスキー場利用者の更

老人福祉法の改正に伴う引用条文の

56

●中原産業建設課長

国民健康保険法の改正に伴う改正で

35

23

◇主な質疑
○本多議員

こどもの医療費について︑町立病院

57

58

26

○ 議案第 号 国民健康保険病院
使用料等条例︵一部改正︶

55 26

健康保険法の改正に伴う改正です︒
︵９月

35

26

に限定して︑利用した時には償還払い
方式ではなく︑現物給付方式で窓口負

95

23

25

95

26

26

担ゼロというかたちにできないか︒

26

26

26

26

59

53

54 26

48

26

26

26

47

日可決︶

29

なる拡大に向け︑これまでの町民・町

○ 議案第 号 災害対策本部条例
︵一部改正︶
46

災害対策基本法の改正に伴う引用条

49

50

51

52

26

10
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なかとんべつ町議会だより１７８号
11

国保病院常勤医師２名体制へ 〜 10 月 10 日第５回臨時会〜
医師養成費貸付金訴訟和解へ
町長給料 100 分の 20、２ヵ月減額

平成

年第４回臨時会

８月

日に招集された第４回臨時会では︑北海

道の地域づくり総合交付金を歳入とする︑敏音知
温泉導水管改修工事１千９５７万円のほか︑循環
農業支援センター屋根補修工事５０４万円など︑
２千４９９万円を追加する一般会計補正予算が可
億９千８９３万

年４月の債務不存在確認調定の不成

医師養成費貸付金返還
反訴請求事件和解にかかる決議
平成

立から訴訟へと発展した医師養成費貸付金問
題は︑すでに１年半の歳月を費やし︑この間︑
本町の対外的信用や信頼は著しく低下してい
る︒
議会としては︑いたずらに係争を長引かせ
ることは︑本町のためにならず︑早期解決を
図るため︑貸付金の一部が減じられた裁判所
の和解案に不本意ながら同意した︒
しかし︑医師養成費にかかる助成金と貸付
金の区別等をめぐり︑当時の契約書及び条例
等の不備を裁判長から指摘され︑このことが
判決による全面勝訴を見込めない主たる要因
であることを行政側は深く反省すべきである︒
また︑貸付金が完済される前に連帯保証人
に対して担保である預託金が返還されたこと
も行政側の失態である︒
和解が成立すれば︑原告と被告の双方には︑
なんらの債権債務はなくなるが︑行政側から
の再三の請求にもかかわらず︑弁済に応じな
かった連帯保証人については道義的責任が残
される︒
係争によって生じた町費負担は︑いうまで
もなく町民の税金である︒
連帯保証人が︑残りの貸付金を弁済してい
れば反訴の実益はなくなっていたことに鑑み︑
極力補てんに応じるよう強く要請すべきであ
る︒

議員だより

〜私の思い〜

このコーナーは︑それぞれの議員が町づ
くりや議会活動などについて︑思いを綴
るものです︒

﹃ 高齢者の力 ﹄

行政の扱いでは 歳以上を高齢者という
が︑現状は全く違うと思います︒
年前︑役場の職員の退職年齢が 歳で
あった頃︑定年となる職員はまさに一線を
はなれるにふさわしい風貌でした︒︵現在
の 歳以上に見えました︒︶今︑ 歳の職
員を見ると皆若々しく︑退職させるには気
の毒なほど元気です︒
まだまだ再就職も可能で社会貢献ができ
る気力・体力がありそうです︒役場に限ら
ず︑各職場でも同様と思います︒
永く勤務したので退職を機会に﹁ゆっく
り休みたい気持ち﹂は判りますが︑人口減
少は町にとって必要な人材の確保が困難に
なっています︒町の各種委員やボランティ
ア︑自治会役員等々︒
老老介護という言葉があります︒高齢化
率が ％近いこの町にとって︑高齢者とい
われる階層にこそ経験︑知識︑力量が必要
となっています︒
趣味︑スポーツ活動の参加も大切ですが︑
町を良くするためには﹁高齢者の力﹂が求
められているのです︒
︵綴人 東海林繁幸︶

65

決されました︒予算の総額は︑

日に招集された第５回臨時会では︑冒頭

年第５回臨時会

円となりました︒
平成
月
日付で採

された和解案に同意することを議決しました︒和
解案の内容は︑貸付金残額８０６万円のうち︑６
４０万円を前院長が町に対して支払うもので︑１
６６万円は町の持ち出しとなるものです︒
この訴訟問題で町長は︑町民に多大な迷惑と行
︑２ヶ月間減額する条例改正案

政への信用を大きく失墜させたとして︑自らの給
料を１００分の

を提案し︑可決されました︒
訴訟問題にかかる弁護士費用弁償︑委託料など

億

万円︵農林水産業費︶を追加する一

万円︵総務費︶︑新規就農者希望酪農研修受入

事業補助金

般会計補正予算が可決され︑予算の総額は︑
１千４２７万円となりました︒

事件和解にかかる決議﹂を全会一致で可決︑閉会
しました︒

55

60

の行政報告で野邑町長は︑懸案であった二人目の
月
16

日に予定されている医師養

10

50

70

28

国保病院常勤医師確保について︑
月

用が決定したことを報告︒
また︑判決が
16

成費貸付金をめぐる訴訟について︑裁判長から示

11
20

日程の最後に﹁医師養成費貸付金返還反訴請求

29

40

40

10

23

24
29

24

10
59

町の各会計の決算は、地方自治法の規定に基づき、
監査委員の意見を付して、議会に提出され認定の可否
を決めるものです。議会は予算が適正に執行されてい
るかどうかを審査するとともに、住民に代わって行政
効果を検証します。
第３回定例会では、全議員で構成する「決算審査特
別委員会」（細谷久雄委員長）が設置され、休会中に
各会計決算を集中審査し、８会計すべてが認定されま
した。

件︑

億８
億

７･％に

町全体の公債費の借入︵元金︶残高

億２千３百万円になりま

︵表２︶は︑前年度末に比べ７億１千

万円減り︑

した︒これは町民一人当り３３０万円

の借金に相当します︒

各会計への繰出金は︑前年度に比べ

５千１百万円増え︑４億９千３百万に︒

これは︑主に病院事業会計への運営事

業補助金の増によるものです︒

一般会

決算審査特別委員会では︑三つの審

査意見をつけて︑認定第１号

事業特別会計まで８会計の歳入歳出決

後期高齢者医療
歳出面では︑定年及び勧奨退職によ

算について︑全会一致で認定しました︒

計から︑認定第８号

る職員数の削減︑普通建設事業の抑制︑

︻審査意見︼
らの財政健全化計画を引き継ぎ︑行財
一般会計の基金では︑財政調整基金

②予算化しながら会議を開催しないな

入未済額の回収に努められたい︒

認められるが︑引き続き︑強力に収
をはじめとする 基金の合計で︑前年

政全般の縮減が進められました︒

①町税︑使用料等の職員の徴収努力は

事務事業の見直しなど︑平成 年度か

ています︒

能と判断された金額︶が 万円となっ

ており︑不納欠損額︵町税等が徴収不

済が︑前年度に比べ２３０万円増加し

歳入面では町税︑使用料等の収入未

億９千３百万円に

一般会計の決算規模は︑前年度に比

年度の

べ︑歳入で６千１百万円︑歳出で９千
万円減少しています︒
地方交付税は︑平成

千５百万円から８千１百万円減の

４百万円となり︑一般会計の歳入総額
％に達しています︒

億４千２百万円に占める割合︵依存

度︶は約

・７％に

度末に比べ１億４千６百万円増え︑

が︑政策の遅延につながることを十

％以

しかし︑依然として︑起債の発行に

組みが着実にその成果を上げているこ

げられたことから︑財政健全化の取り

送確保基金は︑前年度末に比べ約２千

たことによるものです︒天北線代替輸

７千３百万︑減債基金が３千万円増え

整備等基金５千万円︑地域活性化基金

万円の新規積み立てに加え︑公共施設

もの健全育成と教育の基金の１千４百

検証をすべきである︒

なく︑内容について︑厳格な評価︑

を活用した雇用創出だけが目的では

としては評価しがたい︒単に補助金

数年間︑多額の費用を費やしたもの

③労働費における事業報告について︑

あたって北海道の許可が必要︵

18

とが伺えます︒

上︶であることに変わりなく︑今後も
りません︒

りました︒

万円減り︑残高は︑３億３百万円とな

20
引き続き行財政改革を進めなければな

・７％︵表３②備考欄︶まで引き下

23

ど職務怠慢が認められる︒このこと

なり︑財政︵早期︶健全化団体から脱

億９千３百万円となりました︒基金が

年度

18

却しましたが︑ 年度はさらに改善し︑

実質公債費比率は

64

実質公債費比率
基金残高

億８千８百万円にのぼる

平成 年度決算の審査が終了しました︒

︵表１︶で

一般会計はじめ︑全会計の歳出総額

決算審査のあらまし

20
23

23

分認識されたい︒

21

21

17
22

22

20

23

増加した主な要因は︑未来を担うこど

17

48
62

37
18

全会計決算を認定
平成２３年度

12
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13

なかとんべつ町議会だより１７８号

歳出総額４８億８千８百万円

主な質疑

務

費

一時期に比べて町内の各家庭に

ただ︑現状では給食を作る長寿

あって︑それほど食数は多くない︒

一食５００円という利用料金も

答 小林保健福祉課長
必ずしも予算をかけるというこ

時間︑催し物についても︑お年寄

おける取り組みは衰退していると

園と食堂１軒で供給可能な限度で

答 小林保健福祉課長

感じるが︑行政としては︑町全体︑

とにこだわらず︑内容の工夫につ

答 遠藤まちづくり推進課長

特に公共施設の環境の保全︑美化

利用されていることから︑これ以

いて検討する︒

りに喜んでもらえるような内容を

に努めることは以前と変わってい

上増えると対応が難しい︒利用し

商

工

工夫してもらいたい︒

ない︒

たいと言う声も聞かれるので︑供

問 柳澤委員

ガイド養成の状況を伺いたい︒

鍾乳洞ジオツーリズムにおける

費

問 柳澤委員

給体制︑料金について来年度に向
けて検討したい︒

環境審議会が開催されていない
が︑環境基本条例︑基本計画をつ

問 東海林委員

児童福祉施設である小頓別の公

くって環境審議会に諮問すること
がないとは考えられない︒

残念ながら 年度において︑６

の大震災以降︑防災会議

事業を進める上で︑審議会に諮

月から働いていた方が３月に退職

園は︑かつて保育所があった当時︑ 答 遠藤まちづくり推進課長

をこの年度絶対開催すべきと思う

子供たちの遊び場としてつくった

した︒

もので︑用途が変わった現在︑費

目を改めるべきではないか︒
会議を招集したが︑推進委員の

検討をしたい︒

いるので︑ 年度において改める

今年度も同様の予算計上をして

している︒

という強い信念を持った方を採用

て自然ガイドに携わっていきたい
環境基本計画については︑総合

英語指導助手の業務は︑１ヶ月

費

み物︑開催時間についての不満が

に何回あるのか︒また︑旅費︑研

育
論されている︒

聞かれた︒今後︑老人をねぎらう

教
９月末にプロジェクト会議の報告

ような内容︑時間に改めるべきと

計画︑プロジェクト会議の中で議

とは︑行政としての不手際であり︑

があるので︑それをもとに基本計

費

いて︑週３回︑一食５００円をど
うとらえているか︒

週１回ずつ指導している︒こども

小学校︑中学校については︑毎

答 青木教育次長

今はじめて伺ったので︑改めて

館では英語に触れるという活動を

室を開催している︒

している︒一般向けには︑英語教

参加者からの意見も聞き︑来年度

私もお叱りを受けたが︑飲食物︑

問 柳澤委員

に向けて検討したい︒

答 小林保健福祉課長

今年の敬老会の参加者から︑飲

住民の皆さんにお詫びする︒

画を策定して︑審議会に示して議

生

24

給食サービス事業のニーズにつ

問 柳澤委員

年度において︑

月までに防災会議を開催して

基の花壇を設置
じられない︒もっと啓発すべきで
ある︒

問 山本委員

住民の生命・財産をどう守ってい

修旅費の使途は何か︒

施設

花とみどりのまちづくり推進事
業で町内

52

しているが︑行政の意気込みが感

14

民

思うがどう考えるか︒

問 星川委員

都合が整わず開催できなかった︒

現在︑８月から︑将来にわたっ
答 小林保健福祉課長

問することは当然出てくると思う

ぜか︒
答 和田総務課長
防災計画の見直しがこの十年間
行われてこなかったことにより︑
開催できなかった︒
答 野邑町長

23

論をすることになる︒

25

くのかを議論したい︒

防災会議が開催されなかったこ

のか伺う︒
答 遠藤まちづくり推進課長

が︑審議会を開く必要がなかった

３・

問 東海林委員

総

一般会計歳出

決算審査
特別委員会
が︑一度も開催していないのはな

11

問 柳澤委員

12

14

なかとんべつ町議会だより１７８号

防災会議を開催して万全な防災対策を！
喜んでもらえる敬老会に もっと工夫を !!

なかとんべつ町議会だより１７８号
15

医師貸付金の町費持ち出しは避けるべき
事業に対する厳格な評価、検証を！

一般会計歳入
分担金及び負担金〜町

債

平成２年の貸付金については︑

して︑取り組みへの出だしはでき

が︑３年間で課題︑問題点を整理

同意をした議会議員の責任が問わ

医療の総合支援サービス事業につ

３年間の地域における保健福祉

議論になってくる︒当時の理事者︑ 問 柳澤委員

ェクト会議で︑在宅福祉における

会を実際に傍聴し、自らの目と耳で知ることが大切です。

次の定例会は、１２月に招集されます。日程は、議会だより臨時号などでお知らせします。

どう捉えているのか︒内容は期待

に応えたものであったのか︑それ
を理事者が認めたのか︒

ふるさと雇用再生対策推進事業

答 遠藤まちづくり推進課長

医師養成費貸付金の収入未済額

の３本の事業については平成 年

問 宮崎委員
年度末で４百万円あり︑この

が

度に終了しており︑それぞれ２名

ことを期待したが︑６名の内２名

行方を訴訟に委ねたが︑全額が収
貸付金︑裁判費用について︑町

しか継続雇用されていないという︑

行政も議会も賛成して貸し付けた

たと考えるので︑一定の成果はあ

生涯学習︑生涯社会にも取り組ん

れる可能性もある︒私も議員もそ

いて︑総合的な支援体制を作ると

問 星川委員

答 小林保健福祉課長

残念ながら新しいシステムはで

きていない︒総合計画の安全安心
労働費のふるさと雇用再生対策

新しい福祉サービスを検討してい

です。議会では、議会だよりで情報の提供に努めていますが、町政の動きを定例会や各種委員

旅費については︑全道研修会へ
の参加旅費である︒
問 東海林委員
社会教育委員の報酬が半額で済
んでいる︒社会教育の停滞は社会
教育団体にも影響してくる︒
会議を開催しなかった理由は何

民に迷惑がかからないよう全額が

少々残念な結果となっている︒

を採用して︑継続雇用につながる

年度に限らず︑社会教育活動

納められるべきと思うが︑町の対

入されない可能性がある︒

が停滞している︒４回開催を予定
どまっている︒今後︑社会教育の
ばならないと考える︒

わけで︑仮定の話として減額され

役割を再認識し︑力を入れなけれ
答 米屋教育長

ったと考える︒

でいかなければならないので︑検

うであるが︑万が一︑負担をした

いうことだったが︑そのシステム

討を重ねて充実を図りたい︒ .

場合には公職選挙法に抵触する可

登録有形文化財である小頓別の

の課題である︒

一般会計総括質疑
推進事業の継続事業３本について︑

るので︑３年間の資料を活用して︑

いつまでも住み続けられるプロジ

３年間におよそ３千万円の経費を

体制の構築に努力する︒

問 東海林委員

るのか︒

が構築されていない︒いつ︑つく

丹波屋さんの建物の固定資産税減
免について現状を伺う︒
答 和田総務課長
教育委員会と協議したところ︑
文化財保護法の適用があり︑固定
資産税の減免に該当するので︑額
を算出した上で間もなく還付する
段階である︒

どういう対応をするのかは今後

能性もある︒

社会教育の底上げは重要であり︑

た場合︑誰が負担するのかという

成果については︑本来あるべき

しているが︑２回程度の開催にと

姿になったのかという指摘はある

か︒

23

応を伺う︒
答 野邑町長

答 青木教育次長

23

かけているが︑成果に対して町は

多くの町民のみなさまの傍聴をお待ち申しあげております。

23

議会を傍聴しましょう

議会は、町民の暮らしに直結する税や福祉などの身近な問題を議論する大切な「しゃべり場」

なかとんべつ町議会だより１７８号
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議会の動き
24年７月
３日
６日
１２日
１３日
２０日
２２日
２３日

全道町村議会議員研修会（札幌市）
議会広報編集特別委員会
北緯45度夏まつり第１回実行委員会
議会広報編集特別委員会
砂金掘体験場安全祈願祭
中頓別神社例大祭宵宮祭
中頓別神社例大祭御神輿渡御

８月
２日
５日
１９日
２０日
２１日
２３日
２９日

９月

中頓別町乳牛共進会
町内対抗スポーツフェスティバル
北緯45度夏まつり
町民親睦交流パークゴルフ大会
宗谷地域政策懇談会（稚内市）
楢原民之助氏追悼慰霊祭
交通事故死亡者慰霊祭
議会広報研修会（札幌市）
第４回臨時会
いきいきふるさと常任委員会

全道町村議会議員研修会報告

１日
７日
１０日
１２日
１３日
１９日

北緯45度酪農祭
中頓別町敬老会
議会運営委員会
長寿園敬老会
議会運営委員会
いきいきふるさと常任委員会
委員派遣（名寄市）
２４日 いきいきふるさと常任委員会
２６日〜２８日
第３回定例会、決算審査特別委員会

10月
１０日

第５回臨時会

集
後
記

23

編

９月議会では例年︑決算審査特別委員会が設けられ︑前年度
の収入・支出の内容を審査します︒ 年度の一般会計と７特別
会計は︑認定となりましたが︑町税や使用料等の未収金の回収
にさらに努めること︑ふるさと雇用再生３事業︵ソーシャルフ
ァーム創出︑森の癒しとヘルスツーリズム︑保健・福祉・医療
の総合支援サービス︶の報告書は︑数年間︑多額の費用を費や
したものとしては評価しがたく︑内容について︑検証すべき等
の意見を付けました︒町の事業︑お金の使われ方︑住民の皆さ
んの目にはどのように映っているのでしょうか？
基金︵貯金︶全体では︑前年度よりも１億４千３百万円増加
し︑総額では 億円を超えました︒今後︑どのように使われて
いくのか住民の皆さんと共にみていきたいと思います︒
議会広報編集特別委員会︵本︶
20

７月３日、北海道町村議会議員研修会が札幌コ
ンベンションセンターで開かれ、本町からも全議
員が出席しました。
講演の前半では、明治大学政治経済学部の牛山
久仁彦教授が「議会改革の展望と課題」について
話されました。
議会は強大な権限を有する首長の暴走を防ぐた
めに存在する。行政のチェック機関なのだから、
首長与党は必要ない。否決や修正があって当然で
ある。首長は提案する側であり、議会が認めなけ
れば議案は通らない。
議会改革において、事務局は法律上共同設置で
きることになっているが、議会運営の機能を失う
可能性があるので避けるべきである。条例作成や
研究のため、部分的な共同事務局を設置するとい
うことであれば新たな利点が生まれるかもしれな
い。
後半はテレビ等でも活躍されている手嶋龍一氏
が「世界の中の日本・アジアの中の日本」と題し、
日本の外交戦略について話されました。
現在日本は世界第三位の経済大国であるが、今
のまま関税撤廃に参加したら悪い例として教科書
に載るだろう。TPP なのか FTA なのか、どちら
も見送るのか。条件の問題もあるが、決断力にも
欠けている。リーダーがころころと替わる国会は
頼りない。
地域密着の町村議会それぞれが、住民の声に応
えるということは、日本全体が支えられるという
ことになると、最後にエールを送っていただきま
した。
研修会を終え、本町議会の課題を改めて考えて
いかなければならないと感じました。通年議会実
現のような具体的な改革が必要だと思います。休
日や夜間に議会を開くのが当たり前になれば、出
馬を考える人や傍聴する人が増え、議会の活性化
に繋がると思います。
防災対策も重要です。本町でも地震や大雨が起
こる可能性はあります。自然災害が起きたときの
対応を考えておかなければなりません。
４年という任期の中で全てを実現できるわけで
はありませんが、今までと同じではなんの意味も
ありません。何か１つでも、できることから取り
組んでいきたいと思います。
（報告者：宮崎泰宗）

