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【避難訓練

10月２日】

台風の影響による集中豪雨により、頓別川の
氾濫の恐れが高まったため避難勧告が発令され、
住民は避難所である町民センターに避難すると
ともに、災害対策本部長である町長から、稚内
開発建設部に対して排水ポンプ車の出動を要請。
記憶に新しい、広島県、礼文町で尊い生命が
失われた教訓を胸に刻まなければなりません。
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第３回
定例会

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25年度決算で実質公債費比率が12.4％（平成24年度15.8％、健
全化判断基準は25％）となり、早期健全化団体を脱却した平成22
年度21.7%から着実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25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」（星川三喜男委員長）に付託され、会期中
に審査を行い、すべて認定されました。

カラス・キツネの駆除対策︑介護保険制度改正の影響
ふるさと納税の取組み︑農産物の地産地消︑防災対策
温泉の経営状況︑町長任期最後の年・進退は？ など
７議員が一般質問

平成26年第３回定例会が、９月24日から26日まで３日間の日程
で開催され、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．平成26年度普通交付税について、20億1千291万円（前年度当
初比2億5千805万円・11.4％減）となった。
２．８月23日から24日にかけての大雨により、住宅の床下浸水１
戸、農地の冠水約70ヘクタール、倉庫の浸水１棟、農業用排水
路での土砂堆積１箇所、町道の路肩、法面等の崩壊４箇所、普
通河川の河岸決壊１箇所が発生した。
３．テレビ北海道放送のエリア拡大について、８月29日に試験電
波が発射され、本格的な運用（開局）は10月10日からとなる。
４．新規就農者の営農開始について、昨年８月より松音知地区の
経営委譲希望農家において酪農研修を行っていた新規就農希望
者の澤里尚広さんが、本年７月31日をもって研修を終了し、８
月１日より営農を開始した。
本町の新規就農者誘致特別措置条例に基づく新規参入者は、
平成23年度に続き２例目となった。
５．本年４月１日から国民健康保険病院の看護師長として勤務し
ていた若杉看護師長について、家族の介助のため９月30日付け
で退職することを承認した。
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とによる制定︒︵いきいきふるさと常任委
員会付託事件 ９月 日可決︶
○ 議案第 号 有害鳥獣等処理施設の設置
及び管理に関する条例
有害鳥獣駆除等で発生したエゾシカ等の
処理をする施設の設置・管理条例︒︵いき
いきふるさと常任委員会付託事件 ９月
日可決︶
○ 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１億３
千１９１万円を追加し︑歳入歳出の総額は
億５千８１３万円に︒歳出では︑住民記
録等の窓口電算機器の更新とマイナンバー
法に連動するシステム導入委託料２千２７
３万円︵総務費︶︑ディサービスセンター
運営委託料の平成 年度精算分３３０万円︑
平成 年度医療費確定に伴う国・道に対す
る補助金返還金３２３万円︵民生費︶︑農
地台帳システム導入委託料２８８万円︵農
業委員会費︶︑乳牛導入助成金５００万円︑
有害鳥獣処理施設管理委託料２００万円︵
農林水産業費︶︑危険廃屋解体撤去助成金
３２０万円︵土木費︶︑町民センター大ホ
ールのＬＥＤ化工事５１８万円︵教育費︶︑
土木施設災害復旧委託料２５０万円︵災害
復旧費︶︑地域活性化基金積立金７千９１
０万円︵諸支出金︶を追加︒︵９月 日可
決︶
○ 議案第 号 国民健康保険事業特別会計
補正予算
既定の歳入歳出予算額にそれぞれ２０５
万円を追加し︑歳入歳出の総額は２億９千
万円に︒歳出では︑平成 年度医療費確
定による国・道に対する補助金返還金１９
９万円を追加︒︵９月 日可決︶
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○ 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 万円
を追加し︑歳入歳出の総額は２億１千１８
４万円に︒歳出では︑平成 年度介護給付
費等の確定による国・道に対する補助金返
還金 万円を追加︒︵９月 日可決︶
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○ 諮問第１号 人権擁護委員候補者に対す
る意見
町長が法務大臣に推薦する人権擁護委員
候補者に対して議会の意見を求められたこ
とについて︑適任との答申をしました︒
人権擁護委員候補者
井 野 順 子 さん

以下は諮問案件

○ 報告第５号 平成 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︶の規定により︑監
査委員の意見を付して議会に報告するとと
もに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 ％︶
②連結実質赤字比率 算定なし︵基準 ％︶
③実質公債費比率
・４％︵基準 ％︶
④将来負担比率
算定なし︵基準 ％︶
○ 報告第６号 平成 年度資金不足比率の
報告
審査の対象となった病院︑水道︑下水道
会計の資金不足比率︵基準 ％︶は︑いず
れも算定されない︒

以下は報告案件
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議決された議案等
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○ 議案第 号 重度心身障害者及びひとり
親家庭等の医療費の助成に関する条例
︵一部改正︶
法律の改正により︑引用する法律名及び
定義に関する規定を改正︒︵９月 日可決︶
○ 議案第 号 肺炎球菌予防接種費用助成
に関する条例︵一部改正︶
本年 月から定期の予防接種となること
に伴い︑対象年齢を 歳から 歳に引き下
げ︑すべての接種者に助成する改正︒︵９
月 日可決︶
○ 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︶
これまで有償で収集してきたリサイクル
ごみの収集を無償化し︑市販のポリ袋の利
用を可能とする改正︒︵９月 日可決︶
○ 議案第 号 北海道市町村職員退職手当
組合規約の一部変更
構成団体の加入による変更︒︵９月 日
可決︶
○ 議案第 号 特定教育・保育施設及び特
定地域型保育事業の運営に関する基準を
定める条例
○ 議案第 号 家庭的保育事業等の設備及
び運営に関する基準を定める条例
○ 議案第 号 放課後児童健全育成事業の
設備及び運営に関する基準を定める条例
議案第 号から第 号は︑いずれも法律
の改正により︑これまで国が定めていた基
準を条例で定めなければならなくなったこ
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第３回定例会で
決まりました
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細 谷 久 雄 議員

質 問
●有害鳥獣の駆除について
最近市街地の夕暮れ時に︑町内各所でカラ
スが交差点付近の電線に羽根を休め︑糞をア
スファルト道路に落としており︑環境上から
も非常に不衛生な状況である︒また︑住宅地
にもキツネの姿を多く見かけるようになり︑
特にエキノコックス感染が心配される︒更に
アライグマの被害も増加しているように見受
けられる︒
環境対策として駆除を実施すべきと考える
が︑町はどの様な有効かつ効果的な対策を考
えているか︒
答 弁 ○小林保健福祉課長
カラスは︑毎年４月から７月の産卵期に︑
人に対する危害を加える可能性がある場合に
手捕りで卵とヒナの駆除を実施しているが︑
成鳥の駆除は行っていない︒
キツネは︑昨年度まで人家から離れた山林
に放していたが︑現在は殺処分している︒

今年度はこれまで６頭の捕獲を行っている
が︑市街地では︑箱わなになかなか入らない
など対策に窮している︒
今後の対策は︑現時点では検討できていな
いが︑被害の状況や発生の原因を確認してい
きたい︒
質 問
●﹁土曜授業﹂について
学校週５日制は︑平成 年に完全実施され
たが︑近年︑各地で﹁土曜授業﹂についての
検討を進める自治体が多く見受けられる︒
昨年度︑北海道教育委員会は土曜勤務の教
員の休日を夏冬の長期休暇に振り替える制度
を新設した︒
中頓別町の今後の﹁土曜授業﹂の在り方に
ついて︑教育長の率直な考えは︒
答 弁 ○柴田教育長
土曜日の教育活動は︑児童・生徒の代休日
を設けずに教育課程内の学校教育活動を行う
﹁土曜授業﹂や学校が主体となった教育活動
ではあるものの︑希望者を対象として教育課
程外の学習等の機会の提供を行う﹁土曜の課
外授業﹂︑また︑教育委員会など学校以外が
主体となって︑希望者に対して学習等の機会
の提供を行う﹁土曜学習﹂とも呼ぶべき形態
等︑子供たちにとってより豊かで有意義な土
曜日を実現する内容となっている︒
道内︑宗谷管内で試行的に実施している実
態を把握し︑教育委員会として検討してまい
りたい︒
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ここが聞きたい、知りたい

私たちの一般質問

本 多 夕紀江 議員

質 問
●必要なサービスを利用できる介護保険制度
に
﹁地域医療・介護推進法﹂による介護保険
制度の見直しは︑高齢者の多い当町にとって
は影響が大きいものと考える︒
① 要支援１・２の人が利用していたホーム
ヘルプサービスとデイサービスが介護保険
の対象外とされ︑市町村の事業となるが︑
どのような内容か︑また︑町としてどう関
与するのか︒
② 特別養護老人ホームの入所が要介護３以
上となる︒事情により特例入所も認めると
のことだがその目安は︒
③ 地域ケア会議が法制化されるが︑運営は
どうなるのか︒
④ 施設利用料の見直しで︑利用者負担はど
うなるか︒
⑤ 特別養護老人ホーム・養護老人ホームの
待機者数は︒

なかとんべつ町議会だより１８６号
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答 弁 ○小林保健福祉課長
① 介護予防・日常生活支援事業とし
て従来同様のサービスのほか︑新た
なサービスも想定されている︒人材
・利用料を含め︑適切な利用料を負
担してもらい︑ニーズにきめ細かく
対応できる仕組みを検討する︒
② 特例入所は︑認知症や単身者で在
宅生活が困難な方などを想定してい
る︒特別養護老人ホームに限らず︑
希望のサービスが受けられるよう︑
関係機関と連携して対応する︒
③ これまでも︑医療︑介護関係者︑
消防など担当者会議は毎月行い︑困
難なケースはその都度会議を開いて
対応してきた︒
今後も他職種連携︑地域ネットワ
ークの強化を図りたい︒
④ 一定の所得以上の方は１割負担か
ら２割負担になる︒低所得者に対す
る補足給付は︑所得のほか資産︵預
貯金︶も勘案の方向で検討されてい
る︒
⑤ 特別養護老人ホームの待機者は
名︑うち町内 名︑養護老人ホーム
の待機者は 名︑うち町内 名であ
る︒
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山 本 得 惠 議員
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質 問
●ふるさと納税について
居住地の住民税や所得税が一部控除
される﹁ふるさと納税﹂制度の利用が
増えており︑道内自治体でも 億円を
突破したと報道されている︒
政府も近く打ち出す地方活性化策の
一つとして︑控除額を現在の１割から
２割にする案が浮上しているといわれ
ているが︑町の考え方は︒
① ふるさと納税の現状について
② 今後の取り組みについて
答 弁 ○吉田総務課参事
① ﹁ふるさと納税制度﹂のスタート
に合わせ︑平成 年﹁中頓別町ふる
さと応援寄附条例﹂を制定し︑﹁豊
かな自然環境の保全及び活用に関す
る事業﹂など︑条例に定められた５
つの使途に沿って寄附を受け︑基金
として積み立ててきた︒
20

平成 年度から 年度までの寄附
金の総額は︑７２６万５千円︵ 件
︶︑このうち︑寄附者の意向を尊重
し︑教育︑環境分野などの事業財源
として１８９万円を取り崩し︑基金
残高は平成 年度末で５３９万１千
円である︒
② 政府が来年度から現在のふるさと
納税にかかる控除上限額を２倍に引
き上げたり︑手続きの簡素化などの
検討に入っていることから︑自治体
にとっては︑より寄附を得やすい環
境になると考える︒
しかし︑寄附を獲得するために費
用対効果を度外視した高額な﹁もの
で釣る﹂方式の寄付は︑納税者の自
主的な納税意思を阻害するとともに︑
個人の嗜好によって納税先が変わる
ため︑自治体間の財政偏在・格差を
あおり︑制度の乱用につながる恐れ
もある︒
本町としては︑寄附の呼びかけを
ホームページに掲載するなど︑情報
発信に努めるとともに︑今後特産品
開発などに努力したい︒
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柳 澤 雅 宏 議員

質 問
●農産物の地産地消について
地産地消による農産物の各給食施設
での利用について︑本年度はどの程度
拡大されるのか︒町内の全給食施設で
利用されるのか︑見通しは︒
また︑天北厚生園以外の一般町民か
らの協力は得られたのか︒
答 弁 ○平中産業建設課参事
天北厚生園多機能型事業所では︑で
きるだけ長期間提供したいとの考えで︑
保存方法等を工夫しながら年末頃まで
は出荷が可能であり︑全給食施設で利
用していただける見込みである︒
また︑給食施設の担当者からは︑地
域の農産物を利用したいとの意向も出
されており︑出荷可能な期間について
は利用される見込みである︒
多機能型事業所以外の生産者は︑試
験栽培との位置づけであるが︑２名の
協力をいただいており︑栽培方法等に
ついて技術指導等を行っている︒
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星 川 三喜男 議員

質 問
●特別職報酬見直しの時期では
町長・教育長をはじめ︑各種行政委
員の報酬は管内一低いのではないか︒
人口も減少し︑特別職や各種委員のな
りてがいない︒
これまでの町長の行政努力により︑
財政状況も好転した︒来年度に向けて
特別職等の報酬の引き上げを実現でき
ないか︒
答 弁 ○野邑町長
当町の特別職等の報酬額は︑管内的
にも最低の基準にあるとの認識を持っ
ているが︑私の町長としての任期も残
すところ７ケ月であり︑今の時点で特
別職等報酬審議会を開催し︑来年度に
向けての特別職等の報酬改定を諮問す
ることは考えていない︒

質 問
●防災対策について
８月 日から 日にかけての大雨に
よる土砂災害により︑礼文町で死者２
名が出るなど︑管内市町村でも甚大な
被害が発生した︒
本町でも農地等の冠水︑床下浸水︑
町道路肩の崩落があったが︑この大雨
の際︑町としてどのように対処したの
か︒対策本部を設置したのか︒防災上
の問題点はないか︒
答 弁 ○和田総務課長
本町に大雨︵土砂災害︶︑洪水警報
が発令されたのは︑８月 日午後２時
分︑これより先︑注意報段階で消防
支署︑産業建設課職員が町内巡視を行
い︑頓別川の樋門を閉鎖するなどの対
応をとった︒
警報発令後︑地域防災計画に基づき︑
情報収集・連絡のため﹁第１非常配備
﹂をとり︑副本部長である教育長以下︑
関係課職員が招集された︒
また︑床下浸水した住宅に総務課職
員２名を派遣し︑家財の２階への移動
などを助け︑住人に自主避難の勧告を
行った︒
幸いにも︑災害対策本部を設置する
までには至らなかったが︑問題点とし
ては︑日曜日で不在の職員も多く︑ま
た︑現地見回りや支援に課長クラスが
出動していたので︑避難判断の遅れに
つながる恐れもあったと考える︒
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質 問
●プレミアム商品券は来年も購入でき
るのか
４年ぶりに中頓別町プレミアム商品
券が発売された︒
今後も恒久的な消費活性化対策とし
て実施すべきではないか︒
今後の地元消費について︑６月に成
立した法律で︑小規模企業の振興と支
援に対する自治体の役割が重要になる
が︑商工会や地元金融機関との連携は
図られているか︒
答 弁 ○野邑町長
今回のプレミアム商品券の発行は︑
４月から消費税増税となったことに伴
い︑住民の消費活動に支障をきたして
いること︑高齢者世帯や子育て世帯等
への生活支援を目的として商工会より
要請があったことへの対応であり︑来
年度以降は次期町長が判断すべきと考

える︒
６月国会での法整備に関連した話し
合いは行われていない︒今後︑担当課
に協議させたい︒

質 問
●人口問題について
宗谷管内で唯一︑人口２０００人を
下回っている中頓別町には︑他町村以
上に積極的な人口対策が必要ではない
か︒
従来の出生祝金や児童手当以外に︑
就職や結婚祝金などがあっても良いの
ではないか︒
小規模でも起業を手助けできるユニ
ークな定住策は考えられないか︒
答 弁 ○野邑町長
今後の人口対策としては︑結婚・出
産・子育て支援の強化や充実を図り︑
基幹産業の強化や雇用確保に努力する
必要がある︒
結婚しやすい環境づくりのため︑第
７期総合計画に掲げている青年交流推
進懇談会を立ち上げること︑結婚祝金
制度も検討したい︒
出産に関して︑従来の出生祝金だけ
でなく︑不妊治療に係る費用の助成も
必要と考える︒
雇用確保は︑関係機関と連携してい
く必要があり︑南宗谷福祉会の職員確
保についても︑資格取得などに協力し︑
出生数より死亡数が上回る本町の自然
減少をカバーしていく︒

質 問
●町のホームページについて
多くの情報を集約し︑瞬時に発信で
きるホームページは自治体でも活用さ
れているが︑本町では︑特に観光や町
内イベントの情報に物足りなさを感じ
る︒
町内外への情報発信にホームページ
やＳＮＳをもっと活用してはいかがか︒
答 弁 ○吉田総務課参事
今後は︑写真の定期的な更新や見出
しを改善するなど︑町内外の皆様に興
味を持っていただけるよう活用してい
く︒
イベントや事業開催のお知らせにつ
いても︑新鮮かつ重要な情報に加え︑
写真等を多用するなど︑各事業実施担
当課と協議し︑改善する︒
ＳＮＳの活用については︑利用方法︑
管理運営等について検討が必要なため︑
調査をしたい︒
質 問
●ピンネシリ温泉の経営状況について
ピンネシリ温泉の指定管理者である
中頓別観光開発株式会社では︑平成
年度末で１千万円の資本金が３７０万
円余りまで減少したが︑平成 年度の
経営状況は︒
また︑大幅に減少している株主資本
の取扱い︑赤字補てんなど︑第３セク
ターである観光開発株式会社にどのよ
うな対応を求めていくのか︒

町を支えていく地元の若い世代を雇
用するなど︑今後の温泉の存在価値に
ついての考えは︒
答 弁 ○遠藤まちづくり推進課長
７月までの経営状況は︑宿泊者の増
加により営業利益が２百万円余りとな
っている︒しかし︑ 月からの最低賃
金の改定や燃料単価の高止まり︑食堂
・会食・自動販売機売上の伸び悩み等
不安な要素もあることから︑今後も運
営状況に注視していきたい︒
現在︑休館日の宿泊者の受け入れ︑
希望者への昼食提供などの取組みを行
っており︑単年度収支での黒字により︑
株主資本金への返済を図りたい︒
答 弁 ○野邑町長
指定管理料の積算根拠について︑平
成 年度︑ 年度は必要経費が１千万
円を超えていたが︑平成 年度までは
黒字であったことから︑値上げをせず
に９００万円としてきた経緯があり︑
一定の指定管理料が相応しいかどうか
を検証する必要があると考える︒
温泉の今後について︑若い世代はも
ちろん︑意欲のある方に働いてもらい
たいが応募が少ない︒魅力ある募集を
行い︑採用に反映させたい︒
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東海林 繁 幸 議員

質 問
●有害鳥獣処理施設の運営について
① 第２回定例会の私の一般質問に対
し︑運営は直営で行うとの答弁であ
った︒
振興公社に委託すべきと指摘した
が︑その後どうなったか︒
② 振興公社に委託した場合︑町とし
て運営にどうかかわっていくのか︒
③ 施設運営における今後の課題は何
か︒
答 弁 ○平中産業建設課参事
① 第２回定例会及び常任委員会での
議論を踏まえ︑振興公社と業務委託
について協議を進めてきた︒９月に
入り業務を受託する旨の回答を得た
ことから︑委託で進めてまいりたい︒
② 施設運営が軌道に乗るまでは︑捕
獲個体の回収や菌床等の管理状況の
確認︑捕獲者と委託者間の連絡調整

などにかかわらなければならないと
考える︒
③ 作業員の確保や︑捕獲が集中した
際の処理対応と連絡調整等が考えら
れる︒その都度問題点を確認し︑関
係者と十分協議したい︒

質 問
●町の公共施設マネジメント取り組み
の必要性
① 老朽化し︑設置時期との人口も大
きく変化した現況の町有施設を今後
も維持できるのか︒
② 新設する︑改修して残す︑統合す
る︑廃止する施設など︑今後︑施設
維持にこれまでの人口比率からする
と３倍の経費が必要と言われている︒
子孫に負担を先送りしないよう検討
する必要性をどのように感じている
か︒
③ 道内では北海道大学公共政策大学
院や釧路公立大学の指導の下に釧路
市︑滝川市等が先行した取り組みを
している︒本町も今後検討すべき課
題と思うがいかがか︒
答 弁 ○和田総務課長
①から③について︑まだ具体化され
ていない︒
公共施設等の総合的かつ計画的な管
理の推進について︑国から﹁公共施設
等総合計画﹂を平成 年度末までに策
定するよう全国の自治体が指導されて
いる︒
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今後︑人口減少時代に沿った既存施
設の更新・統廃合・長寿命化対策など︑
総合計画との整合性を図りながら策定
したい︒
質 問
●町長任期最後の年︑町の将来をどう
思うか︒
① 町の現状を見て︑今一度︑町の立
て直しのために次期も働く気はない
か︒
② 任期を終える理事者として︑次期
理事者に何を託すのか︒
私は従前から︑この町は福祉施設
の拡充・拡大こそ生きる道と言って
いるがどう思うか︒
答 弁 ○野邑町長
① 自身の体調や４期 年間を振り返
り︑後援会と協議し︑本年中に公式
に発表したい︒
② 誰が町長に就任しても︑基本的に
は︑第７期総合計画の最重点事項や
重点課題の実現に努力していくもの
と考える︒
福祉施設の拡充・拡大は︑マンパ
ワーの確保が厳しい課題であり︑そ
の解決策を考えて検討すべきと考え
る︒
27
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林業・木材産業の成長産業化に向けた施
策の充実・強化を求める意見書
︵９月 日 可 決︶
林業・木材産業に対する恒久的な支援制
度の創設︑森林整備の推進のための安定的
な財源を確保することを求めるものです︒
手話言語法制定を求める意見書
︵９月 日 可 決︶
手話を言語として普及︑研究することが
できる環境整備を目的とした法整備を求め
るものです︒
軽油引取税の課税免除特例措置の延長を
求める意見書
︵９月 日 可 決︶
平成 年３月で適用期限を迎える課税免
除措置を継続するよう求めるものです︒
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成
の拡充を求める意見書
︵９月 日 可 決︶
国が強制的に実施した集団予防接種にお
いて︑いわゆる注射器の使い回しによりウ
イルス性肝炎に感染させられた︑肝硬変・
肝がん患者に対する医療費助成制度の拡充
などを求めるものです︒
集団的自衛権行使容認など解釈改憲の閣
議決定に抗議し︑その撤回を求める意見
書
︵９月 日 可 決︶
歴代政府の憲法解釈を大きく変え︑明文
改憲に等しく︑憲法９条を形骸化する閣議
決定による憲法解釈の変更に抗議するとと
もに︑閣議決定そのものの撤回を求めるも
のです︒
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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︒

田舎こそインターネット

驚いた︑いや感心した︒
割安のチケットを電話予約したので代金の
支払い方法を問い合わせたら︑﹁お近くにロ
ー○○かファ〇〇ー〇ー〇はありますか？﹂
これが苦難の始まりでした︒﹁セイ〇ー〇ー
〇ならインターネット操作で可能です﹂と︒
それはチョット︑全く苦手で …
︒銀行振り
込みも町内の金融機関からはダメ︒クレジッ
トカードはあるかと聞くが︑カード類は一切
持たない︒では︑旅行会社は近くにあります
か …
︒車で片道３時間もかかるんです︒万事
休すでハタと思いだした︒ガソリンを入れる
ときのあのカード︑厚くて丈夫で隅に横文字
があったような気がする︒その３文字Ｊ〇〇
を告げると﹁ハイ︑それで大丈夫ですよ︒で
はこれから言いますので︑よく見てゆっくり
お客様ご自身でご入力下さい﹂と言われるま
まに電話機の数字ほかを押すと︑瞬時に電話
の向こうから﹁決済完了しました︒ありがと
うございました﹂
あんなに苦労したのにアッという間に払っ
てしまったのです︒情報機器を自由自在に操
作できれば︑どこの場所でも居ながらにして
何でもできる︒話には聞いていたが︑本当だ
と感心したと同時にアナログ人間にとっては︑
恐ろしいと正直思ってしまった出来事でした︒
文明の利器は便利︒でも︑過信はどうでしょ
うか︒
︵綴人 本多夕紀江︶

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」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。
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。
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億５千２百万円に

実質公債費比率
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基金残高

特別会計への繰出金は︑前年度に比
べ３千８百万円余り減って︑３億６千
８百万円になりました︒自動車学校に
対する赤字補てん７百万円︑国民健康
保険事業会計に対する医療給付費の増
６百万円はあったものの︑病院事業会
計への運営事業補助金の減５千万円に
よるものです︒
特別会計の運営は︑それぞれの収入
によって支出を賄う独立採算が基本で
すが︑実態は一般会計からの繰入金に
よって収支のバランスを保っている大
変厳しい状況であり︑このことは今後
も続くことが予想されます︒
決算審査特別委員会では︑９月 日
から 日かけて全議員による審査を行
い︑認定第１号一般会計から︑認定第
８号後期高齢者医療事業特別会計まで
８会計の歳入歳出決算について︑全会
一致で認定すべきものと決しました︒
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決算審査のあらまし
一般会計はじめ︑全会計の歳出総額
︵表１︶で 億９千２百万円にのぼる
平成 年度決算の審査が終了しました︒
一般会計の決算規模は︑前年度に比
べ︑歳入で８千３百万円︑歳出で１億
１千１百万円減少しています︒
地方交付税は︑平成 年度の 億９
千万円から１億１千７百万円減の 億
７千３百万円となりましたが︑一般会
計の歳入総額 億３千万円に占める割
合︵依存度︶は約 ％に達しています︒
実質公債費比率は 年度 ・７％︑
年度 ・７％︑ 年度 ・８％︑
年度はさらに改善し︑ ・４％︵表３
②備考欄︶まで引き下げられたことか
ら︑財政健全化の取り組みが着実に効
果を現わしています︒
しかし︑借入金返済の割合は低けれ
ば低いほど良く︑比率の分母となる地
方交付税が減少を続けている状況では︑
将来の不測の財政負担に備えるために
も︑今後も引き続き行財政改革を進め︑
比率を低下させる努力を続けなければ
なりません︒
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歳入では町税︑使用料等の収入未済
︵滞納額︶が︑前年度に比べ 万円減
少しており︑不納欠損額︵町税等が徴
収不能と判断された金額︶が 万円と
なっています︒
一般会計の基金では︑財政調整基金
をはじめとする 基金の合計で︑前年
度末に比べ５億８千７百万円と大幅に
増加し︑ 億５千２百万円となりまし
た︒基金が増加した主な要因は︑財政
調整基金２億円︑長寿園施設改修拡張
事業基金１億８千５百万円︑減債基金
１千３百万円︑公共施設整備等基金１
億円︑地域活性化基金８千１百万が増
えたことによるものです︒
町全体の公債費の借入︵元金︶残高
︵表２︶は︑平成 年度借入額２億９
千５百万円に対し︑償還額が７億７千
万円︑この結果︑前年度末に比べ４億
７千５百万円減り︑ 億４千２百万円
になりました︒
これは町民一人当り２８０万円の借
金に相当し︑前年度から 万円減少し
ていますが︑まだまだ重い負担となっ
ています︒
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全会計決算を認定
平成２５年度

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」
（星川三喜男委員長）が設置され、休会中に各会計決算を集中審
査し、平成２５年度の一般会計をはじめとする８会計すべての歳
入・歳出決算が認定されました。
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歳出総額４９億５千３百万円
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一般会計歳出
費

民

生

働

費

費

問 柳澤委員
灯油︑軽油︑ガソリン価格が高止ま
りの状況で︑福祉灯油についてどのよ
うな考えを持っているか︒
答 小林保健福祉課長
現状のまま推移すれば︑昨年度同様︑
事業の実施が必要である︒予算につい
ては 月補正で対応したい︒

労

問 山本委員
集落活動支援事業は今後も継続する
のか︒
答 野邑町長
平成 年度は緊急雇用対策で国の全
額補助で実施した︒平成 年度は集落
支援員の制度で３年間︑上限３００万
円︑特別交付税で措置される事業で実
施している︒３年経過後︑本人の意向
も確認し︑継続したい︒

農林水産業費

木

費

14

務

26

問 柳澤委員
食彩工房﹁もうもう﹂を活用した特
産品開発をすべきではないか︒
答 平中産業建設課参事
指定管理者とも協議して進めたい︒
問 東海林委員
農家戸数 戸のうち 戸しか利用し
ていない町営牧場の運営費︑草地更新
事業に約１千万円をかけている︒費用
対効果からいって問題ではないか︒
答 野邑町長
酪農は町の基幹産業である︒現状は︑
町内での育成牛の所有数が減少してい
るが︑優秀な育成牛を所有することに
よって町営牧場の利用が増え︑乳量の
増加︑経営改善に繋がる︒

土

37

総

21

25

問 東海林委員
廃屋解体撤去事業補助金の上限額
万円を撤廃する考えはないか︒

50

25

12

問 東海林委員
集落支援員の活動内容と住民の評価︑
また︑コミュニティレストランの実績
は︒
集落活動支援事業について︑町全体
が高齢化し︑市街地でも自治会活動が
思うようにいかない状況がある︒公平
感が保たれるような事業実施を望む︒
答 遠藤まちづくり推進課長
集落活動支援員は︑在宅・単身高齢
者の見守り・冬期間の除雪︑通院・買
い物の送迎︑消防団員︑自治会事務局
を担っており︑地域の評価を得ている︒
コミュニティレストランは︑平成
年度は施設整備に関する事業費補助で
あり︑平成 年度４月から運営してい
る︒９月までの実績で営業日 日間︑
提供食数１５２４食︑１日当たり 人
の利用者である︒
集落支援事業は試行的な事業であり︑
効果を検証しながら拡大していくべき
事業と考える︒
72

主な質疑

問 東海林委員
防災備品の内容と設置場所は︒
答 和田総務課長
石油ストーブ︑発電機︑毛布︑灯油
用ポリタンク︑ランタン︑灯油補給用
手動ポンプなどを各自治会館︑町民セ
ンター︑青少年柔剣道場に配備した︒
問 柳澤委員
行政改革推進委員会︑総合開発委員
会︑環境審議会の議論の概要は︒
答 和田総務課長
行政改革推進委員会では︑定員管理
計画の進捗状況と行政改革に効果があ
ったと思われる事業を報告し︑委員か
ら意見を伺っている︒
答 遠藤まちづくり推進課長
総合開発委員会を１回︑外部評価委
員会を３回開催しており︑講師を招い
て外部評価の在り方を議論したほか︑
事業実施に課題がないかを検証した︒
環境審議会は︑河川環境の保全に関し
て意見交換を行っている︒
26

決算審査
特別委員会

費

答 中原産業建設課長
平成 年度の実績では︑多くは解体
費用が百万円前後である︒今後の状況
を見ながら検討したい︒

育

質疑︑自由討議︑討論なし

特別会計

自由討議︑討論なし

問 柳澤委員
文化財の保護・活用について︑小頓
別の旧丹波屋︑鍾乳洞などをどう保護
し︑活用しようとしているのか︒
答 青木教育次長
小頓別の旧丹波屋については︑文化
財保護委員会としての考え方は教育委
員会に報告されている︒教育委員会と
しての審議で多少つまずいている︒
鍾乳洞の保護は全体として取り組ん
でおり︑活用については︑開発当初か
ら観光をメインに充実してきている︒
問 柳澤委員
小頓別多目的集会施設費において︑
光熱水費︑除雪賃金を支出しているが︑
実質︑集落の施設である︒公費負担を
改める考えはないか︒
答 青木教育次長
今後︑趣旨・目的を含めて原点に戻
り検討したい︒

教

26
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議会の動き
７月
22日
23日
26日
28日

中頓別神社例大祭宵宮祭
中頓別神社例大祭御神輿渡御
長寿園夏祭り
中頓別町乳牛共進会

８月
２日
３日
20日
22日
30日

北緯45度夏まつり
町内対抗スポーツフェスティバル
楢原民之助翁追悼慰霊祭
交通事故死亡者慰霊祭
無縁故者法要
議会広報研修会（札幌市）
北緯45度酪農祭

全道町村議会議員研修会に参加して

９月
８日 議会運営委員会
10日 長寿園敬老会
11日 議会運営委員会
12日 中頓別町敬老会
14日 町民親睦交流パークゴルフ大会
24日〜26日
第３回定例会
いきいきふるさと常任委員会
決算審査特別委員会
30日 南宗谷衛生施設組合議会

10月
17日
19日
20日
27日

いきいきふるさと常任委員会所管事務
調査
中頓別小学校学芸会
議会広報編集特別委員会
議会広報編集特別委員会

後
記

25

集

26

編

めっきり秋の深まりを見せる今日この頃︑あの夏の猛暑は一
体何だったんだろうと季節の移りを改めて感じさせます︒
今回の第３回定例会は９月 日から 日までの日程で開催さ
れ︑全議員で構成する決算審査特別委員会を組織して︑平成
年度中頓別町各会計歳入歳出決算について︑成果や今後の取組
み等について審査しました︒
また︑一般質問は７人の議員が登壇し︑町政に関する問題点
や今後の政策展開などをただし︑町民の声を伝え︑発展的な町
政運営に取り組んでもらえるよう︑積極的な発言が多数ありま
した︒
私たち広報編集特別委員会では︑さらにより多くの町民の皆
様にわかりやすく身近な﹁議会だより﹂をお届けできるよう︑
質の維持︑向上に取り組んでまいります︒
日々寒さが身に染みる季節がやってきます︒町民の皆様には︑
くれぐれもご自愛ください︒
議会広報編集特別委員会︵細︶
24

７月４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全道から議員、事務局職員約
1,800人が参加して開催されました。
始めに法政大学法学部教授廣瀬克哉氏が「議会改
革のこれから」と題して講演を行いました。
栗山町議会基本条例前文の規定では、議決以上に
討論過程をとおして論点、争点を発見、公開するこ
とを重視している。議会の論議が伝わることによっ
て本物の世論が形成される。議会ならではの役割、
住民投票条項を持つ議会基本条例もある。
議員は町民の代表であるが、町民の意見に耳を傾
けることと、政治家としての判断を両立させなけれ
ばならない。
議会改革の具体的内容、議会への住民参加、議員
間討議、反問権と政策情報の確保、議会による政策
立案の重要性を強調されました。
続いて、テレビでもおなじみの読売新聞特別編集
委員橋本五郎氏が「これからの日本の政治」と題し
て、記者として日本の政治・経済を長年にわたって
取材してきた経験をもとに、今後のゆくえをわかり
やすく解説しました。
安倍内閣の支持率が高い。最初に支持率の高い内
閣は期待が大きいだけに、後に支持率が下がること
が多い。これまでに消費税増税を発表した内閣は、
大平内閣、竹下内閣、橋本内閣、みんな体力を消耗
して解散に追い込まれた。しかし、今回は「ちゃん
とやることをやって、上げるなら致し方ない」との
声が多く聞かれる。
民主党内閣は期待されながらなぜ駄目になったの
かというと約束が守れなかったからである。約束を
守れないときにはちゃんと説明しなければいけな
い。政治にできることは限られている。今やらなけ
ればならないことは何なのかを考えて、一歩一歩着
実に進むことが大切である。
秋田県の生まれ故郷に自らの蔵書を寄贈して「橋
本五郎文庫」を作ったことを話し、田舎に手を差し
伸べる、それが政治ではないか。日本の政治に何が
必要なのか。それは「心」である。
今の日本の政治の最大の問題点は、地方の過疎化
に何の手立てもしていないことではないかと訴えま
した。
（報告者：細谷久雄）

