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第３回
定例会

令和元年第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、
初日の行政報告で小林町長は、次の２点について報告をしました。
１．中頓別町国民健康保険病院常勤医師の採用について、これまでの間、医師１名
体制が長く続き早期の２名体制にすべく医師確保の取り組みを行ってきた結果、
令和元年１０月１６日から医長として石井先生が着任することが決まりました。
今後におきましては、医師２名体制により医療の充実を進めるべく取り組んでい
きます。
２．オオハンゴンソウの分布調査と防除について、令和元年６月に特定外来生物対
策実行計画書を策定。計画書の中で特定外来生物であるオオハンゴンソウの生育
調査を行い、その対策方針を確立する旨を計画しました。
教育長の教育行政報告でも１点の報告がありました。
１．未来への挑戦「ハワイ英語研修」事業について、８月２日〜９日ハワイ州オワ
フ島で実施されました。参加生徒は、中学２年生１１名、中学３年生４名で、引
率者４名を加えた１９名で参加しました。町民向け報告会は、１１月の町民文化
祭で実施することになっています。
初日の報告で「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では、本町は平成３０年度決算で実質公債費率が▲０.８％
（健全化判断基準２５.０％）となり、着実に財政健全化が進んでいます。また、
資金不足比率等の報告では、いずれの会計も資金不足が生じておらず、資金不足比
率は算定されないと報告がありました。
一般質問では、通告順に５議員が、本町が抱える諸問題について、町長に所見を
質しました。
平成３０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。
日程の最後には、「新たな過疎対策法の制定に関する意見書」、「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」を発議し、全会一致で
可決されました。

総合的な少子化対策を推進する一環とし
て︑子育てを行う家庭の経済的負担軽減を
図ることを目的とする︑子ども・子育て支
援法の一部を改正する法律の公布に伴い条
例を改正するもの︒
○ 議案第 号 ファミリー・サポート・セ
ンター条例︵一部改正︶
子ども・子育て支援法の一部を改正する
法律の施行に伴い︑中頓別町ファミリー・
サポート・センター事業に係る︑利用料等
の見直しを図るもの︒

日︶

○ 議案第 号 議会の議決に付すべき契約
及び財産の取得又は処分に関する条例︵一
部改正︶
地価水準の値上がりが見込めないこと︑
議会の監視強化も含め現状に即した見直し
を行うため︑本条例の一部を改正するもの︒

○ 議案第 号 税条例等︵一部改正︶
地方税法改正に伴い︑住民税及び軽自動
車税を改正するもの︒
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○ 議案第 号 国民健康保険病院使用料等
条例︵一部改正︶
中頓別町国民健康保険病院は︑消費税及
び地方消費税の納税事業者であることから︑
消費税法の改正に合わせて︑使用料の率を
改正するもの︒
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議決された議案等
○ 議案第 号 森林環境譲与税基金条例
の制定
法律の施行に伴い︑間伐や人材育成︑担
い手の確保︑木材利用の促進や普及啓発等
の森林整備及びその促進に必要な事業に要
する経費の財源に充てるため︑基金を設置
するもの︒

︵９月

いきいきふるさと常任委員会
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いきいきふるさと常任委員会︵宮崎
泰宗委員長︶では︑第３回定例会会期
中に審査を付託された議案第 号から
第 号の審査の結果︑次の意見を付し
て︑全会一致で可決しました︒
︻審査意見︼
①森林環境譲与税基金条例の制定
単に森林環境譲与税基金を積み
立てるだけにならないよう︑町有
林などの有効な利活用を求める︒
②有害鳥獣等処理施設の設置及び管
理に関する条例︵一部改正︶
本条例改正の対象施設は町内に
１施設しかなく︑１個人への優遇
措置などと思われぬよう︑また︑
食肉加工の推進に繋がっているか
一定期間経過後の施設運営状況の
報告を求める︒

○ 議案第 号 過疎地域自立促進市町村計
画の変更
過疎対策事業債の充当を視野に入れた財
源の確保を図るため︑計画の変更を行うも
の︒

○ 議案第 号 委託業務契約の締結
総合行政システム機器更改事業の契約を
締結するもの︒

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１千４
４８万円を追加し︑歳入歳出の総額は 億
３千６２０万円に︒
歳出では︑草地更新事業補助金５００万
円︑寿スキー場ロッジ改修工事３０８万円︑
水道事業会計繰出金１０３万円︑森林環境
譲与税基金積立金５６０万円などを
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○ 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︵一部改正︶
エゾシカの有害鳥獣駆除による捕獲個体
の食肉等への有効活用が全国的に求められ
ているなか︑活用後の残さ物を有害鳥獣処
理施設で受け入れ可能とすることにより︑
有害鳥獣駆除の推進と廃棄物等の適正な処
理を図るため改正するもの︒
○ 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︵一部改正︶
幼児教育︑保育の無償化の取組を加速す
ることが求められているなか︑子ども・子
育て支援法の一部を改正する法律が施行さ
れたことに伴い︑必要な規定の整備を行う
もの︒
○ 議案第 号 就学前の子どものための教
育・保育に関する利用者負担額を定める条
例︵一部改正︶
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第３回定例会で
決まりました

追加するもの︒

以下は報告案件

第３回臨時会結果

第４回臨時会結果

︵８月５日︶

令和元年第４回臨時会が８月５日

︵７月１日︶

令和元年第３回臨時会が７月１日

工事請負契約の締結

招集され︑１議案を原案可決しまし

号

招集され︑４議案を原案可決しまし

物品売買契約の締結

一般会計補正予算

た︒

号

月８日︶

月８日

工事請負契約の締結

一般会計補正予算

に５０７万円を追加︒

０７万円を減額し︑実施設計委託料

いが︑防災行政無線施設整備工事５

規定の歳入歳出予算額に変更はな

○ 議案第

を締結するもの︒

防災行政無線施設整備事業の契約

号

招集され︑２議案を原案可決しまし

令和元年第５回臨時会が

︵

第５回臨時会結果

更新工事の契約を締結するもの︒

下水道管理センター監視制御設備

物品売買契約の締結 ○ 議案第

た︒
号

た︒
○ 議案第

塵芥車

物品売買契約の締結

除雪トラック購入事業の契約を締
号

結するもの︒
○ 議案第

一般廃棄物埋立処理施設
号

購入事業の契約を締結するもの︒
○ 議案第

号

圧雪車購入事業の契約を締結する
もの︒
○ 議案第

規定の歳入歳出予算額にそれぞれ
億２千１７１万円に︒

２２０万円を追加し︑歳入歳出の総 ○ 議案第
額は

役場庁舎喫煙場所設置工事に１２

０万円︑それに伴う役場庁舎修繕に
１００万円を追加︒
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○ 議案第 号 自動車学校事業特別
会計補正予算
既定の歳入歳出予算額にそれぞれ
１３８万円を追加し︑歳入歳出の総
額は４千３９１万円に︒
歳出では︑車両修繕費を追加する
もの︒

○ 報告第４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︒
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○ 議案第 号 国民健康保険病院事
業会計補正予算
収益的収支の収入支出既決予定額
に変更は無いが︑たな卸資産購入限
度額を６４０万円減額し︑既決予定
額を４千８３４万円に︒
材料費である薬品費及び診療材料
費を減額し︑常勤医師紹介業務委託
料を追加するもの︒

○ 報告第３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
▲０・８％
︵基準 ％︶
④将来負担比率
算定なし
︵基準 ％︶
︻監査委員の審査意見︼
実質公債費比率は平成 年度から
早期健全化基準を下回っているが︑
今後とも公債費比率の逓減に努め︑
より一層財政の健全化を図られたい︒

○ 議案第 号 水道事業特別会計補
正予算
既定の歳入歳出予算額にそれぞれ
８４４万円を追加し︑歳入歳出の総
額は１億８９９万円に︒
歳出では︑修繕費に１００万円︑
水道管移設工事に７４４万円を追加
するもの︒

○ 報告第５号 中頓別観光開発株式
会社臨時株主総会の報告
臨時総会において︑定款一部変更︑
解散︑解散に伴う清算人の選定及び
退職功労金の支給について報告をさ
れました︒
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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変更はな
いが︑施設介護サービス給付費介護
老人福祉施設給付費を減額し︑国及
び道返還金を追加するもの︒
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ここが聞きたい、知りたい

私たちの一般質問
問

細 谷 久 雄 議員

質

東京オリンピック開催に於ける町のイベ
ントについて

世界最大のスポーツイベント︑２０２０年
日から８月９日

日間︑日本の東京で開催されます︒

東京オリンピックが︑７月

○小林町長

策定時から現状までに状況は大きく変化し

弁

て主体的に何か取り組むことは考えにくいと

ており適切な内容とはなっていない︒昨年度

答

ころではありますが︑町内から具体的な動き

から︑地域防災見直しの検討をしており令和

の取り組みは検討してきていません︒町とし

や提案があれば︑対応について前向きに検討

２年度において専門的な観点から抜本的な見

町は災害発生時や災害対策本部設置時に︑
議員はどう対応すべきと考えていますか︒

問

ピンネシリ温泉のあり方について

弁

○小林町長

る︒臨時的な休業やスタッフの退職︑設備の

工事関係者の利用減が大きな要因となってい

今季前半の停滞は︑宿泊については町内の

答

えることも検討すべきでは︒

十分生かされているのか︑もとの仕組みに替

革だったのか疑問がある︒職員の声や思いを

と感じている町民の声がある︒何のための改

民は多く︑以前の経営内容のほうが良かった

また︑現状の温泉のあり方に不満を持つ住

すか︒

の業績が低迷している現状をどう考えていま

新たな法人の管理運営となったが︑すべて

質

る対応を検討する︒

のでなく今後見直しする防災計画と整合性あ

の役割も期待するが︑明確な規範に基づくも

災害情報︑住民情報の収集や避難所運営等

定していなかった︒

議会議員に直接的な役割を求めることは想

直しを図っていく︒

したいと思います︒

問

東海林 繁 幸 議員

質

年に策定した本町の防災計画は︑現

地域防災計画について

平成

況の町に適切に対応していると思いますか︒

○小林町長

述されていません︒

催に合わせて︑カウントダウンイベントや町

弁

現時点で︑オリンピックに関する町として

答

がか町長に伺います︒

に盛り上がれるイベント等を実施してはいか

計画の内容に町議会議員との係りが一切記

開催し出場選手の応援を行ったり︑大会の開

本町でもパブリックビューイング︵ＰＶ︶を

この国民的一大イベントの開催に合わせて︑

までの

24

民が気軽に参加でき︑本会場にいる人と一緒

14

17

その職員が全員退職したこの実態は助

入金で補填して住民負担の緩和を図っ

ん︒水道は基金もほぼ全額取り崩し︑

新たな体制となり全て順調とはいか
成要件を欠いていると思いませんか︒

ています︒

状況も示すことなく︑採用職の数４人︑

ないが︑食事に関する原価率の見直し
職員を募集して退職した要因を改善し

公営企業としては使用料で経費を賄

故障など想定外のことも発生した︒

など地道な努力はしている︒人員の補
なければ繰り返すことが心配されます︒

うところですが︑当面は一般会計から

両会計とも赤字分を一般会計からの繰

充︑サービスの改善︑満足度の向上に
このような時こそ町が指導を含め係わ

髙 橋 憲 一 議員

努め多くの人々の利用促進に努力しま

の赤字補填で運営するかわり︑消費増

ただけないか考えているところです︒

税分については町民の皆さんに負担い

るべきではないですか︒
○小林町長

ただ︑このことに関しては︑町民懇談

弁

条例に基づく助成事業者は︑３年間

答

会等で説明させていただき︑ご理解を

質

小規模農家に対する支援で農業人
口の増加の検討について

問

考えています︒

の報告義務があり︑町も経営状況を把

問

得た上で進めるようにしていきたいと
質

消費税増税に伴う︑水道料︑下水道
料の対応について

握していきます︒
企業の自主性を尊重し︑経営に直接
関与しないが︑助成要件に該当してい
ない等の事由が認められた場合に限り
指導等を行います︒
企業の代表者とも十分協議し善処し
たいと考えている︒

当町としては︑来年度４月からの水

月の国連総会で﹁小規

模農家と農村で働く人々の権利宣言﹂

２０１８年

が採択され︵日本政府は棄権︶︑２０

道料︑下水道料の消費税増税を検討し

ている訳ですが︑政府は食料品につい

１９年から﹁家族農業の

年﹂が始ま

ては軽減税率を適用する方針で準備を

わが国が進めている農業政策は︑大

りました︒

生活に欠かせない部分だと思います︒

ながると思いますがいかがですか︒

策を発信できれば農家人口の増加につ

中頓別町が小規模農家を支援する政

の存続を脅かす原因になっています︒

規模化や企業化︑輸出産業化ですが︑

○小林町長

負担軽減のためにも現行の税率で対応

弁

年４月以来︑値上げしていませ

水道料は平成９年４月︑下水道料は

答

結果は農村人口の減少を招き︑自治体

水道料︑下水道料は食料品と同じく

進めています︒

12
できないか伺います︒

10

問

す︒

質
ドリームジャンボファームの運営
について

先の議会常任委員会の所管事務調査
に対して︑不十分な資料と不適切な人
員管理が露呈されました︒１億円もの
町費を助成したこの企業に対し︑町と
してどこまで関与または指導できるの
ですか︒

平成

19

ピンネシリ温泉

約半年を経過するこの時点で収支の

ドリームジャンボファーム

６
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７

本町の農業は︑家族経営による酪農
第８期総合計画はその２０４０年の前

人口は７００人余りと推定されている︒

れているように２０４０年には当町の
ています︒

できることを目指していきたいと考え

存続を町民自らが望むなら残す価値は

増えていないし地域住民の利用も激減

な指定管理者が運営しても観光利用は

○小林町長

専業系が主体ですが︑高齢化・後継者
段階の計画策定にあたる︒この策定に

コミュニティデザインとは
※
﹁ある地域に居住して︑その地域に

あるかもしれないが︑これだけ町民の

弁

不足等を理由とした経営離脱が進み︑
あたり外部からのコンサルタントを考

対して共通の所属意識を持つ人々が︑

答

地域の生産力の低下︑遊休農地化や荒
えているがその狙いは何かを伺う︒

うとして︑工夫をこらした計画を立て

地域の生活環境をより良いものにしよ

ないか︒

は︑もうそんなことも言えないのでは

素直な反応を見せつけられてしまって

スの補助実績に行政が跳び付いている

ても企業誘致とは言い難い１億円クラ

農業︑商工業の振興に対しては︑と

て︑それを継続的に実行していくこと﹂

れ流しても福利厚生施設として温泉の

している︒いくら自分たちの血税を垂

廃農地が発生する可能性が懸念されて
おります︒
自治体戦略２０４０年構想研究会報

○小林町長

告の将来人口推計によりますと当町は︑

弁

対する支援制度︑②酪農ヘルパーやコ

６割近い人口減少が見込まれることか

答

ントラクター組織︑哺育育成センター

このため︑①新規就農者や後継者に

の整備︑③家族経営だけでなく法人化

宮 崎 泰 宗 議員

印象を受けるが︑その中身を町民は大

ら地域の様々な分野における担い手不
足がさらに深刻になることが予想され

変危惧している︒中小規模に対する１

中頓別町の未来づくりとこれからの

やすいが︑貝化石工場における製品化

千万円クラスの補助効果は大変わかり

ているか︒

若者世代へ引き継ぐため︑新たな視点
したのが

町民一人ひとりがこれからの生き方

なると思った町民もいるだろうが︑す

れば味はともかく日本最北のワインに

ワイン醸造用ぶどうの栽培に成功す

をデザインし︑それぞれが参加︑実践

でに隣町の幌延町ではワインがふるさ

です︒

できるまちづくりの手引書となるよう

が主体的にまちづくりに関われるよう

る主な要因として工事関係者の利用減

ピンネシリ温泉の経営が悪化してい

かがか︒

このような取り組みも参考にしてはい

もしかしたらできないかもしれない︒

まで何十年もかかるかもしれないし︑

始めたぶどう栽培からワインができる

その内容は把握されておられるか︒今

と納税の返礼品になっていると聞くが︑
務支援をしていただくスタッフととも
に地域に入り込み︑この町の良いとこ
ろ︑気になるところなど︑広く町民の
思いを聞き︑計画に反映させていきま

な仕組みづくりを行うことで︑人口減

を一体いつまで挙げ続けるのか︒新た

す︒計画策定後においても一人ひとり

少下においても持続的にまちづくりが

今の中頓別町は︑いったい何を目
指しているのかについて

な計画書にしたいと考えています︒業

﹁コミュニティデザイン﹂
※

や販売実績などの運営状況は把握でき

問

で計画づくりのための手法として注目

質

ているところであります︒

推進などに取り組んでいます︒

問

西 浦 岩 雄 議員

質

第８期総合計画策定について
自治体戦略２０４０年構想でも示さ

議員だより

〜私の思い〜

三喜男︶

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。

相当な苦労をされている︒大変な覚悟

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︒

星川

議会を傍聴しましょう

○小林町長

おり、ご覧になりたい方は議会事務局までお

弁

会議の内容は、会議録に詳細に記録されて

答

質問と答弁の内容を要約して載せています。

が必要であり︑今後も可能性を探って
いきたい︒

スペースの都合上、審議した議案や質疑・

温泉の利用については︑これまで大
多数を工事関係者に頼ってきたため︑
旅行者が利用しにくい状況だったと考

﹃町開基１１０年・町政施行 年におもうこと﹄

︵綴人

広島県大崎上島町︵旧東野町︶出身の楢原民之
助翁が未開の原野を切り開き︑農耕を始めてから
一世紀が過ぎました︒
楢原翁は学校の用地や多額の建設資金を寄付す
るなど︑自己犠牲精神にあふれた方だと言い伝わ
れています︒自分を勘定に入れず︑また他者のこ
と︑社会のことを優先する姿勢は御手本そのもの
です︒
昨年︑議員報酬・特別職・職員の給与を引き上
げる条例が可決されました︒私は反対しましたが︑
公共料金の引き下げなど︑町民を差し置いて真っ
先に自分たちのことを優先させた当事者の一人と
なり恥ずかしい限りです︒
先代の町長や町職員が必死の思いで貯めた基金
も毎年の地方交付税も︑大量に増えた町職員の給
与で消えていくことになるでしょう︒
人口１７００人足らずとなった町に一番求めら
れているのは︑楢原翁の自分よりも他者を優先す
る精神ではないでしょうか︒
転出が止まらない訳は︑そんな町に住民が幻滅
し︑見限ったからかもしれません︒

70

えており︑今後については︑町内民間

質疑・質問は
要約されています

事業者との競合を解消するためにも︑
中頓別を観光の目的地として訪れる方
の宿泊先として確立していきたい︒施
設の状況についても特にコンクリート
部分のひび割れ等が進んでおり︑数年
のうちには厳しい状況になると思われ
る︒温泉と同じ町有施設である町内銭
湯も老朽化している︒町民の保養施設
をどうするか︑温泉施設における町民
の利用も多くない実態を踏まえ︑どこ
にどんなものが必要なのか議論してい
きたい︒
産業の振興制度については︑商工会
や農協と協議し見直しを図っていく︒
貝化石工場の運営状況については︑大
手の事業者と商談の機会は持っている
が︑価格が折り合わず販売には至って
いないと把握している︒まだ一年以上
は資金に余裕があるとのことで︑正当
な価格での取引ができるよう努めてい
くと聞いている︒
中頓別町と同時期にブドウ栽培を始
めた幌延町では︑町内のミズナラを活
用したワイン樽で︑今は町外の原酒を
熟成させている︒名寄市のワイナリー
も視察したが︑名寄のような気候でも

ぶどう試験圃場

問い合わせください。

８
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実質公債費比率▲０ ８･％

53

億９百万円に

16

13

44

件︑

30

35

基金残高

29

全会計決算を認定

なり︑償還額が４億４千３百万円︑こ
の結果︑前年度末に比べ３億５千万円
増加し︑ 億円になり︑町民一人当り
約３１３万円の借金額は前年度と比較
し約 万円増加しています︒
特別会計への繰出金は︑前年度に比
べ１千５百万円増加し︑４億８千万円
になりました︒水道事業会計︑介護保
険事業会計︑病院事業会計にそれぞれ
約５百万円増加となったことが要因で
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 日に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
での８会計の平成 年度歳入歳出決算
について︑全会一致で認定すべきもの
と決しました︒

25

11

50

10

18

22

56

決算審査のあらまし

45

44

た比率を維持するよう︑努力を続けな
ければなりません︒
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１億８百万円増加し︑ 億
９百万円となりました︒基金が増加し
た主な要因は︑地方創生基金４千万円
が取り崩されたものの︑地域活性化基
金４千２百万円︑公共施設整備等基金
２千７百万円︑未来を担うこどもの健
全育成と教育の基金７千７百万円︑新
規に奨学金等償還支援基金２千万円の
積み立てによるものです︒
町全体の公債費の借入︵元金︶残高
︵表２︶は︑特別養護老人ホーム施設
整備助成事業に２億２千５百万円︑寿
野外レクリエーション施設事業に２億
５千万円を借り入れたことにより︑平
成 年度借入額が７億９千６百万円と

30

30

16

一般会計はじめ︑全会計の歳出総額
︵表１︶で 億２千７百万円にのぼる
平成 年度歳入・歳出決算の審査が終
了しました︒
一般会計の決算規模は︑前年度に比
べ︑歳入で 億３千万円︑歳出で 億
５千５百万円増加しています︒
地方交付税は︑平成 年度の 億６
千３百万円から４億９百万円増の 億
７千３百万円となり︑一般会計の歳入
総額 億９千６百万円に占める割合︵
依存度︶は約 ％に達しています︒交
付税増加の主な要因は︑基準財政収入
額のうち法人税割を過大算定し︑誤っ
た数値を報告したことによるもので︑
今年度に錯誤措置額として前回の減少
分が交付される対応がとられています︒
実質公債費比率は前年度０・３％か
らさらに改善し︑▲０・８％︵表３②
備考欄︶まで引き下げられました︒
しかし︑比率の算定には不透明な部
分が多い交付税が算入されるため︑将
来の不測の財政負担に備え︑今後も行
財政改革を進め︑本町の歳入に見合っ

30

26

決算審査特別委員会
平成３０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こと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）を設置され、休会中に各会計決算を審査し、
平成３０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５６億２千７８４万円
（表-１）平成３０年度

一般会計及び特別会計の決算状況
(単位：円）

会

計

区

分

予 算 額

決
歳 入 額

一

般

会

計

4,658,433,000

4,596,466,401 4,406,015,906

自動車学校事業特会

特
別
会
計
・
公
営
企
業
会
計

算
歳 出 額

額
差 引 額
190,450,495

42,057,000

41,887,048

41,689,073

197,975

220,738,000

208,035,570

186,432,682

21,602,888

水道事業特会

94,473,000

96,019,459

92,413,041

3,606,418

下水道事業特会

94,701,000

94,565,039

94,141,094

423,945

245,036,000

239,353,105

239,351,893

1,212

29,732,000

29,540,594

29,514,780

25,814

国保病院事業
（収益的収支）

533,480,000

519,892,151

514,177,220

5,714,931

（資本的収支）

24,378,000

13,328,000

国民健康保険事業特会

介護保険事業特会
後期高齢者事業特会

合

計

5,943,028,000

翌年度へ繰越
すべき財源

24,099,848 ▲ 10,771,848

5,839,087,367 5,627,835,537

211,251,830

0

（表-２）公債（町債元金）借入残高の状況
区
分
平成29年度末 借入（発行）額
一
般
会
計
4,026,277
789,710
水 道 事 業 特 別 会 計
388,291
下 水 道 事 業 特 別 会 計
434,271
3,100
国民健康保険病院事業会計
98,905
3,200
合
計
4,947,744
796,010

償還額
366,371
32,945
41,366
2,606
443,288

（単位：千円）
平成30年度末
4,449,616
355,346
396,005
99,499
5,300,466

（表-３）財務指標（普通会計）
（単位：①～③％、⑤～⑦千円）
項

目

①経常収支比率

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
55.0

55.1

61.9

52.0

②実質公債費比率
（単年度）

1.9

0.6

△ 1.6

△ 1.7

③実質公債費比率
（３ヵ年平均）

8.6

4.9

2.6

0.3

0.086

0.093

0.137

0.142

2,421,858

2,340,874

2,318,316

2,328,660

⑥基準財政収入額

210,311

212,576

475,837

⑦基準財政需要額

2,267,493

2,217,680

2,119,953

④財政力指数
⑤標準財政規模

備 考
毎年経常的に収入される財源
のうち、経常的に支出される経
費の割合
財政健全化法による実質公債
費比率は、この欄の平成28年
度～30年度の３ヵ年平均で算
出。平成30年度=▲0.8％
公債費負担適正化計画の実質
公債費比率は、②の平成27年
度～29年度の３ヵ年平均で算
出。平成30年度＝0.3％
財政力の強弱を表す指標で、１
以上は普通交付税の不交付団
体
ある程度均衡の取れた行政
サービスを行うために必要な一
般財源の規模

214,254 収入が見込まれる税金など
一定の行政サービスを提供す

2,007,180 るために必要な財源
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決算審査特別委員会

主な質疑

答 吉田保健福祉課長
所得要件で対象にならなかった事例
は数件あります︒
問 星川委員

工

費

当てを変えられています︒

商
問 宮崎委員

歳

問 東海林委員

入

公営住宅の滞納繰越で相当な額とな

南宗谷観光推進連絡協議会など観光

をお知らせください︒

審査意見

決算審査特別委員会

徴収までは至っておりません︒

滞納繰越は町外に出た方もいるので︑

りましたけど︑これからの徴収見込み

長寿園には運営費で一銭たりとも出

協会が所属していたものは︑今はビュ

答 土屋建設課長

一般会計
さないと言っていますが︑現に金が動

ーローで引き継いでいるのか伺う︒

費
いていますが︑どう考えますか︒

問 宮崎委員
ゆるキャラとかをつくろうというよ

務
答 小林町長

答 永田産業課参事
ビューローで引き受けております︒
問 東海林委員

総

はとらないで︑地理的な条件︑不利な

そうや自然学校をなぜ観光の枠の中
答 小林町長

自然体験の紹介や体験のインストラ

いう考え方と地域のなかにおける自然

組み状況の説明を決算額だけでは

新規事業にかかる決算後の取り

１．新規事業の決算について

ミルクプラントについて︑町内の住

体験を中心とした教育活動の核になれ

クター︑支援の役割を強めていこうと

民の人たちに買ってもらうような方策

なく︑事業内容及び効果等の説明

問 東海林委員

農林水産業費

合は︑支援の余地があると考えている︒

運営に関する赤字補填という考え方

うなお考えはないのか伺う︒

ところがあるがゆえに確保が困難な場

費

に入れなければならなかったのか︒

答 小林町長
今全体的に位置づけや活用が変化し
ている状況の中で︑あえて動く必要は
ないと私個人は認識を持っておりまし
て︑もうしばらく推移を見た上でどう

生

するか考えるべきと思っている︒

民

るような︑運営も機能としてしっかり

道路維持︑除雪の関係の職員が退職

町民に対する広報は︑８月の旬報で

１００頭以上違うので︑もう少し猟友

エゾシカ捕獲数が前年度と比較して

の道路維持作業について委託等の検討

来年度に向けて︑除排雪業務と下記

る︒

になるので今後改善するよう求め

行政サービスの低下に繋がること

とから︑職員の電話対応ひとつで

窓口改善の研修もされているこ

２．窓口改善について

を求める︒

発揮できるようにしていきたい︒
町外の札幌市のきたキッチンやどさ

を改めて考えていただきたい︒
答 平中産業課長
んこプラザで少し販売し販路拡大を進

敬老給付金の申請の受付をされてい

問 宮崎委員

めています︒町のＰＲも含めて︑なる

費

る状況にあると思いますけど︑窓口に

べく収支バランスをとるように努めて

したあと︑今後どのような形になって

木

行ってもまだ受付開始になっていない

いきたいと考えています︒

いくのか︒

土

とかの事例があったと思いますが︑今

問 東海林委員

問 細谷委員長

年度はありましたか︒
答 吉田保健福祉課長
初めて出していますので︑特に混乱は

会との話し合いを密にしたほうがいい

答 土屋建設課長

なかったと思います︒

を始めている︒

をさせていただいて︑８月に１回割り

割り当ての部分の調整を町から要望

答 平中産業課長

のではないか︒

冬期生活支援事業の実績がなかった

問 東海林委員
が︑何か使い勝手が悪いようになって
いるのでしょうか︒

③スクールバス運行等管理業務委託について
令和元年４月以降の業務委託について︑旬報等
での報告が無く︑生徒の保護者から苦情が来てい
るということで︑業務委託に至った経緯等の説明
を受けた︒
④病院条例改正︵消費税関連︶について
消費税が増税される令和元年 月１日に合わせ︑
健康診療料等に係る消費税分を改正する説明を受
けた︒
⑤町内視察
・観光施設
︵スマートモデューロ︑コテージ︑ピンネシ
リ温泉︶
・ぶどう試験圃場

スマートモデューロ
の視察様子

10

ぶどう試験圃場
の視察様子

10

30
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︻審査意見︼

１．ドリームジャンボファームの運営状況につ

いて

現状での説明では不十分なため︑再度視察

の受入れを申入れ︑代表者等に正確な状況説

明を受けて︑今後の対応を注視していく必要

がある︒

２．なかとんべつ観光まちづくりビューローの

運営状況について

観光施設の利用状況等が例年の実績よりも

低下していることを踏まえ︑なかとんべつ観

光まちづくりビューローの現状の課題と今後

の目標を明確にし︑町内外に情報発信する等︑

集客に努力するよう望むものである︒

３．スクールバス運行等管理業務委託について

年度当初の随意契約で不明瞭な段階での契

約が問題であり︑今後においては予算編成時

に丁寧な説明をし︑広報誌などで公表するこ

とにより︑町民の不安が解消されるよう望む

ものである︒

４．病院条例改正︵消費税関連︶について

病院以外の消費税の引き上げについて︑議

決事項にも関わらず︑長の判断で令和２年４

月１日から消費税

％と

月１日に決定したことは議会軽視と言わざる

を得ない︒

本来は令和元年

応を望むものである︒

となる条例案を提案するべきであり早急な対

なることから︑９月定例会で引き上げの対象

10

いきいきふるさと常任委員会

30

所管事務調査報告 ︵９月４日︶
議員全員で構成する﹁いきいきふるさと常任委
員会︵宮崎泰宗委員長︶﹂では︑閉会中の所管事
務調査として︑①ドリームジャンボファームの運
営状況︑②なかとんべつ観光まちづくりビューロ
ーの運営状況︑③スクールバス運行等管理業務委
託︑④病院条例改正︵消費税関連︶︑⑤町内視察
について調査を実施し︑その結果を第３回定例会
に報告しました︒
︻調査事項︼
①ドリームジャンボファームの運営状況について
施設整備の概要の説明を受けたあと︑出荷乳量
については︑４月が１５︐８３１㎏︑５月が４２︐
９４８㎏︑６月が６１︐０３２㎏で合計１１９︐
８１１㎏が６月までの出荷量となっている︒まだ
全頭入っていない状況で︑これから乳量は伸びて
いく予定︒
②なかとんべつ観光まちづくりビューローの運営
状況について
組織としては令和元年４月から人員配置に変更
があり組織体系が変わっている︒令和元年６月２
８日に社員総会が開催され︑ 年度の事業報告︑
収支決算報告︑会計検査となっている︒
平成 年 月１日から︑なかとんべつ観光まち
づくりビューローが設立され︑平成 年１月から
ピンネシリ温泉︑山村交流施設の指定管理を受け
ている︒情報発信等︑今後の運営が課題となって
いる︒

10

12

なかとんべ つ町議会だより２０８号
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「議会運営委員会」及び「いきいきふるさと常任委員会」
所管事務調査町外視察報告（10月２日〜４日）

〇八雲町︵地域医療セミナーについて︶
月２日〜４日︑議会改革の先進的取り
組みと観光振興について八雲町議会と豊浦
町へ視察調査を実施いたしました︒
八雲町は渡島管内八雲町と檜山管内旧熊石
町が平成 年に合併し︑現在の八雲町とな
り日本で唯一︑太平洋と日本海を持つ町と
なり︑今回の視察目的である病院について︑
町立の八雲総合病院のほか熊石国保病院を
持っておられます︒
八雲町議会では︑能登谷議長︑赤井文教
厚生常任委員長をはじめとする議員８名と
対面形式の懇談をしました︒議会改革の先
進的な取り組みとして︑２０１５年度﹁地
域医療セミナー﹂を実施し︑地域医療︑病
院存続︑医師確保の取り組みを︑行政の主
催︑議会の後援というかたちで実施し︑当
時八雲総合病院へ 億円を一般会計から繰
入し︑収支をとっている状況の説明を聞き︑
セミナー開催後の病院内部からの自己改革
を促すための取り組みについても議会が主
催し︑総合病院ならではの専門医が講師と
なり住民向け講演会の実施による︑住民の
不安の払拭や知識の醸成等に大きな役割を
果たした結果︑一般会計から繰入れが約８
億円まで圧縮される結果となった︒
また︑中頓別町のことについても︑特養
・養護・知的の福祉施設がすべてある町は
珍しく強みと捉えるべきと提言もあり︑﹁
病院があるということが当たり前ではない﹂
ということを住民へしっかりわかってもら
うことが重要であり︑病院自らも住民を応
援団として巻き込む活動をすべきと締めく
くりました︒
報告者 議会運営委員長 長谷川 克弘
10

17
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〇豊浦町︵地域ＤＭＯについて︶
月３日︵木︶午後からは豊浦町での視
察が行われ︑豊浦町議会からは工藤議長に
お出迎えいただき︑﹁自分たちもＤＭＯの
可能性についてはまだ計り知れないところ
がある︒ともに学んでいけたら・・・﹂と︑
ご歓迎いただきました︒
研修については︑豊浦町役場内の会議室
で豊浦町役場産業観光課長兼まちなみ整備
室長の藤原氏と職員の方々︑一般社団法人
噴火湾とようら観光協会の岡本事務局長か
ら取り組みについての説明を受けた後︑質
疑応答という形で行われましたが︑特に私
は組織的な違いに驚かされました︒日本版
ＤＭＯへの申請を間近に控えている﹁とよ
うら観光協会﹂も中頓別のビューローと同
じ一般社団法人ですが︑その組織形態は似
て非なるものであり︑３名以上とされる社
員に７名︑それも個人ではなく︑町︑商工
会︑漁協︑農協︑信金︑道新︑旅行社で社
員総会が構成されています︒私も今のビュ
ーローができる前から申し上げてきた会員
という制度も設けられており︑正会員に町
長︑伊達信用金庫理事長︑商工会長︑漁協
組合長︑農協組合長︑宝島旅行社社長︑道
新室蘭支社長が名を連ねており︑社員総会
の構成と整合性がとられています︒一般社
団法人における社員とは株主的な存在であ
り︑社員的存在は理事に当たるわけですが︑
理事長には以前ＮＰＯ法人として存在して
いた観光協会長がスライドし︑商工会の事
務局長退職者に置いています︒当初は理事
会の中に副町長を加えるという案もあった
ようですが︑公職選挙法における政治職等
の兼職に抵触するおそれがあり回避したと
のことでした︒財務担当の理事には非常勤
10

で信金職員を配置しています︒それに対し
今のビューローは︑社員が３名︑町と２名
の個人︑会員はおらず︑理事長には町長と︑
豊浦町から見れば無いものや問題が多過ぎ
で︑ピンネシリ地区という非常に狭いテリ
トリーからも町全体で取り組む姿勢に欠け
ていると改めて感じました︒豊浦町では役
場内にあった既存の観光協会を解散し新た
な観光協会を設立したわけですが︑まだ道
の駅や温泉の指定管理を受けていないにも
かかわらず︑数字的に見ても観光客を倍増
させています︒なぜ同じ一般社団法人とい
う形態がとられ︑同じ宝島旅行社からコン
サルティングを受けながらこんなにも結果
が違うのか︒豊浦町の現在の人口は約３９
００人︑中頓別町より２０００人以上も多
く︑これは私が生まれたころ︑ 年以上も
前の中頓別の人口規模に匹敵します︒ＤＭ
Ｏを目指した取り組みは一足遅れぐらいか
もしれませんが︑人口だけで言えば 年近
い遅れがあることになります︒
報告者 いきいきふるさと常任委員長
宮崎 泰宗

八雲町での調査

40

豊浦町での調査
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議会の動き
７月
１日
２日
８日
９日
19日
23日

第３回臨時会
議会広報編集特別委員会
稚内音威子府間「命をつなぐ街道」整備促
進期成会要望活動（稚内市）
町村議会新任議員研修会（札幌市）
砂金掘体験場安全祈願祭
中頓別神社例大祭御神輿渡御

８月
３日
４日
５日
７日
20日

27日
31日

９月
４日
６日
11日
13日
20日
24日
25日
29日

北緯45度夏まつり
開拓１１０年町制施行７０周年記念事業
町内対抗スポーツフェスティバル
第４回臨時会
第６３回中頓別町乳牛共進会
議会広報研修会（札幌市）
楢原民之助氏追悼慰霊祭
交通事故死亡者慰霊祭
無縁故者法要
宗谷管内市町村議会議員政策形成セミナー
（稚内市）
２０１９Ｎ４５°酪農祭
いきいきふるさと常任委員会所管事務調査
（町内視察等）
議会運営委員会
議会運営委員会
中頓別町敬老会
養護老人ホーム長寿園敬老会
第３回定例会
決算審査特別委員会
町民親睦交流パークゴルフ大会

10月

２日〜４日
議会運営委員会及びいきいきふるさと常任
委員会所管事務調査視察研修
（八雲町、豊浦町）
８日 第５回臨時会
13日 中頓別小学校学芸会
17日 議会広報編集特別委員会
20日 中頓別中学校学校祭
29日 議会広報編集特別委員会
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全道町村議会議員研修会報告
６月２５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１８００人が参加して開催
されました。
本年は、政治評論家の有馬晴海氏が「どう
なる？今後の日本政治」と題し、１２年に一
度の統一地方選挙と参議院選挙が同じ年に行
われる亥年選挙の年であり、１２年前の参議
院選挙では政権与党であった自由民主党は改
選議席６４議席から３７議席に大幅な減少と
なり第一次安倍内閣が退陣に追い込まれた。
この教訓から、安倍首相は安全運転に徹し、
国会では野党からの追求を免れるための戦略
とも思える予算委員会を開かないという手を
打ち、安定政権維持と参議院選挙後の憲法改
正議論のための禁じ手を打ったなどと語られ
ました。
次に、中央大学名誉教授の佐々木信夫氏に
より「地方は変われるか、〜議会はどう変わ
れるか、自治体をどう変えるか〜」と題し、
後援されました。２０４０年日本の全市町村
の人口は半減する。そのうち２割の町村は、
消滅する可能性がある。
議会が決定者、監視者、提案者、集約者と
いう観点から議会改革について、議会の招集
権は本来議長にあるべきであり、法制度を変
え通年議会にして議長に招集権を与えるべき。
そのためには、国の仕組みである「法制局」
なるものを地方議会にも取り入れ、市町村合
同で設立することにより、指導助言をいただ
き議会提案を増やしていくことが地域活性化
につながるなどと語られました。
（報告者：長谷川克弘）

編
集
後
記

定例議会が終わり︑皆様に議会だよ
りをお届けいたしました︒
九月の議会は前年の決算審査もあり︑
盛りだくさんでしたが︑やはり町民皆
様の関心は十月からの消費税値上げな
のではないでしょうか︒
軽減税率導入により︑複雑化する消費
税計算︑消費者及び小売業者の混乱が
懸念材料です︒
当町では︑十月からの消費税転嫁は
町立国保病院のみです︒そのほか︑来
年度四月から消費税転嫁が予定されて
いるものに︑水道・下水道料などがあ
りますが︑町は住民懇談会を開いて︑
十分理解をいただいた上で実施すると
の方針です︒懇談会が開かれた際には︑
多くの町民にご参加いただいて要望を
届けていただきたいと思います︒
もうひとつ︑十月から保育料の無償
化が始まります︒国の方針では所得制
限や給食費の有償化などが示されてい
ましたが︑当町ではすべてが無償化さ
れることになります︒これは大変素晴
らしいことで︑全国の自治体でも︑す
べて無償化は数えるほどしかありませ
ん︒このことに取組んでいただいた︑
町関係者に深く敬意を表したいと思い
ます︒
さて︑実りの秋︑今年は天候に恵ま
れ︑町民皆様の菜園でも大きなジャガ
イモやカボチャなどが収穫され︑その
味に舌鼓を打っておられるのではない
でしょうか︒
議会広報編集特別委員会︵髙︶

