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会議に付した事件は次のとおりである。 
 議案第３５号 平成２４年度月形町一般会計補正予算（第１号） 
 議案第３６号 平成２４年度月形町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号） 
 議案第３７号 月形町地域情報通信基盤施設条例等の一部を改正する条例の

制定について 
 議案第３８号 月形町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 
 議案第３９号 月形町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
 議案第４０号 月形町営住宅高齢者等向け住宅条例の一部を改正する条例の

制定について 
 議案第４１号 月形町過疎地域自立促進市町村計画の変更について 
 議案第４２号 空知教育センター組合規約の変更について 
 議案第４３号 字の区域変更について 
 議案第４４号 財産の取得について 
 同意案第１号 固定資産評価員の選任について 
 承認第１ 号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度月形町

一般会計補正予算第７号） 
 承認第２ 号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３年度月形町

国民健康保険事業特別会計補正予算第４号） 
 承 認 第 ３ 号 専決処分の承認を求めることについて（月形町税条例の一部

を改正する条例の制定） 
 報 告 第 １ 号 繰越明許費繰越計算書について（平成２３年度月形町一般会

計） 
 報 告 第 ２ 号 月形町土地開発公社の清算報告について 
 報 告 第 ３ 号 株式会社月形町振興公社の経営状況について 
 諮 問 第 １ 号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 
 
○ 議長 笹木 英二 ただ今の出席議員は１０人です。定足数に達しており

ますので、会議は成立いたしました。 
  これにより本日をもって召集されました平成２４年第２回月形町議会定例

会を開会いたします。             （午前１０時００分開会） 
直ちに本日の会議を開きます。        （午前１０時００分開議） 

議事日程第 1 号は、お手元に配布のとおりであります。（別紙のとおり） 
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◎ 日程 1 番 会議録署名議員の指名 
○ 議長 笹木 英二 日程 1 番 会議録署名議員の指名を行います。 
  会議録署名議員の指名は、会議規則第 120 条の規定により議長において 

宮 元 哲 夫 君 
楠   順 一 君 

の両君を指名いたします。 
 
◎ 日程 2 番 会期の決定 
○ 議長 笹木 英二 日程 2 番 会期の決定を議題といたします。 
  先に議会運営委員会委員長から６月４日開催の議会運営委員会での本定例

会の運営について報告の申し出がありましたので、これを許します。 
○ 議長 笹木 英二 議会運営委員会委員長 宮元 哲夫君、報告願います。 
○ 議会運営委員会委員長 宮元 哲夫 議長の許可をいただきましたので、

第２回定例会の運営について、去る６月４日に開催致しました議会運営委員会

の協議結果について、報告いたします。 

  本定例会に付議され、提案されている案件は、町長の提案にかかるものと

して、一般会計補正予算他９議案、同意案１件、承認３件、報告３件、諮問１

件合わせて１８件であり、また、議会から会議案１件の提案を予定しておりま

す。 

  一般質問についてでありますが、５月３１日の通告期限までに２名の議員

から通告があり、６月１３日に一般質問を行うことにいたしました。 

  以上のことから、これらの案件を勘案の上、本定例会の会期については、

本日１２日から明日１３日までの２日間としたところであります。 

  最後に、本定例会における議員の質疑及び町側の答弁については簡潔明瞭

にされ、議事運営に特段のご協力をいただきますようお願いを申し上げ、議会

運営委員会の報告といたします。 

○ 議長 笹木 英二 以上で議会運営委員会の報告を終わります。 
 お諮りいたします。本定例会の会期は、ただ今、議会運営委員会委員長か

ら報告のとおり、本日１２日から 1３日までの２日間といたしたいと思います。

これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって会期については、本日

から１３日までの２日間とすることに決定いたしました。 
 
◎ 日程 3 番 諸般の報告  
○ 議長 笹木 英二 日程 3 番 諸般の報告を行います。議長会務報告・例

月出納検査結果報告はお手元に配布のとおりでありますのでご覧願います。 
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○ 議長 笹木 英二 以上で諸般の報告を終わらせていただきます。 
 
◎ 日程４番 行政報告 
○ 議長 笹木 英二 日程４番 行政報告を行います。行政報告はお手元に

配布のとおりでありますのでご覧願います。 
  なお、宮元哲夫君から特に質疑をしたい旨の申し出がありましたので、こ

れを許します。 
○ 議長 笹木 英二 宮元哲夫君 
○ 議員 宮元 哲夫 ただ今、議長から発言のお許しをいただきましたので、

行政報告について町長にお伺いいたします。 
  今回、定例会が始まる直前に行政報告の差し替えが行われました。このよ

うなことは今までに一度もなかったことであります。単なる報告文書の記載漏

れということで差し替えを行ったのか、それとも行政執行上、重要な事件では

ないと判断してあえて記載しなかったのか、この点について町長にお伺いした

いと思います。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 三浦  淳 大変申し訳ございません。ただ今、町長からの答

弁ということですが、今、議長より総務課長に対して発言のお許しいただきま

したので、ご説明申し上げたいと思います。ただ今、宮元議員ご指摘のところ

については行政報告において３ページの上段、「４月１６日 月形潔氏生誕の

地訪問（１８日まで） 福岡県」の記載漏れがあったのですが、本来、行政報

告は総務課で作成し私の決裁を求め議会に報告されるものです。内容の記載に

つきましては、町長のグループにあるパソコンシステム上の日程を見ながら記

載するのですが、今回この部分の記載漏れがあったということで、単純な記載

漏れであり意図的なものは何もございませんでした。大変申し訳なく思ってお

ります。深くお詫び申し上げます。大変申し訳ありませんでした。 
○ 議長 笹木 英二 宮元哲夫君 
○ 議員 宮元 哲夫 ただ今町長に答弁を求めたのですが、総務課長から答

弁していただき、内容につきましては単なる記載漏れということでしたが、差

し替えられた行政報告を見ると、月形潔氏生誕の地訪問（１８日まで）とあり、

これは間違いないですね。ここに生誕の地訪問とありますが、生誕の地から町

長に対して案内状や招待状がきたのか、それについても伺っておきたいと思い

ますが、公費を使ってまで訪問する必要があったのか。しかも職員１名が同行

していますので、そのことが町民に対してどのようなメリットがあるのか。町

政にどのように反映されるのか、町長のお考えを説明していただきたいと思い

ます。 
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○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 この訪問に至るまでの経過について説明したいと思い

ますが、昨年秋ぐらいから議会にも九州福岡在住の佐々木博子さんが月形潔氏

の小説を九州福岡から見た月形潔像を書きたいという話があって、昨年秋にわ

が町に訪れて２日間に渡って町内各地を取材して歩かれたということを一度、

報告したと思いますが、その後の経過の中で月形潔さんのお孫さんに当たる篠

原さんのお話を聞きたいということで、その仲立ちを頼まれておりました。そ

こで篠原さん、佐々木さん両方のスケジュールを調整しながら最終的に佐々木

博子さんと篠原さんは４月１６日東京でお会いする日程を組んだのです。そん

な中で篠原さんから、実は九州福岡のタウン誌において、これは萩の特別学芸

員になる方、元はうちにもＲＫＢ毎日で福岡放送が来て放送取材をしたときに

同行していた特別学芸員の方ですが、月形潔典獄については筑前勤王党として

維新における乗り遅れを月形典獄という立場の中にあって、いわゆる囚徒酷使

をして実績を上げようとしたとタウン誌に発表があり、これについては篠原さ

んから悲しいというお話もありましたし、私も同感であります。かつて月形潔

氏は、まだ集治監看守家屋が出来る前は囚人と獄舎において一緒に寝泊まりを

して、東京出張の折にはお土産を買って帰ってくるという、これまで暖かな人

として月形における評価がありながら、地元福岡でそのようにタウン誌で発表

していることは、強く憤りを感じておりました。そんな中で佐々木博子さんか

ら「一度、中底井野に来ていただけませんか。」というお話があり、私も早速

伺ったところであります。行った日については先ほど申し上げましたとおり、

佐々木博子さんについては篠原さんと東京で会っているということで、中間市

職員が福岡のホテルまで迎えに来ていただき、その後、同行して中間市中底井

野という月形潔氏生誕の地にお伺いしました。そこで地元の郷土史家を合わせ

て８名が私を待っていてくださり、私たちが持っている月形潔さんの情報そし

て中底井野地区を含めてそちらの方で持っている資料等々を付け合わせて勉

強会をしたところでもあります。月形潔さんの父である健さんが漢学のいわゆ

る教授ですから私塾迎旭堂で塾を開いており、これは福岡勤王党の人たちが勉

強した所でもありますし、そこを訪問し中底井野時代の菩提寺かつて月形潔家

の過去帳はないと言われていますが、私が行く状況の中で必死に探していただ

き、月形潔家の過去帳が出てきた状況でもありました。また隣町遠賀町で勤王

党早川勇さんの銅像を見てきたところでもあります。翌日１７日には東京から

戻られた佐々木博子さんとのぶ工房という福岡出版社の社長とまず福岡市内

の野村望東尼という勤王党の尼僧ですが、この方は元々高杉晋作を禁門の変以

降にかくまい後の乙丑の獄のときに遠島を申しつけられた望東尼が高杉晋作

によって救出されて長州藩にかくまわれる人ですが、その人の庵、福岡城址、
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月形洗蔵さん幽閉の地、七卿は実は福岡に移り住んだときには五卿になってい

るのですが、その五卿の方たちが太宰府天満宮に力武さんという郷土史作家が

居られますが、この方は月形洗蔵さんの本を書かれるということで私と一緒に

同行してそこも行って参りました。そのような経過の中で月形潔像を月形町が

知っているのは内務卿の権少書記官からの月形潔であり、私たちの町から帰っ

た後については一切知られていないという人であります。町の町祖の典獄さん

が生まれたときから終わりまでの状況をしっかり書いていただけるという状

況の中で、そのきっかけづくりをしながら私もそこに参画させてもらうことは

大変な喜びであり、これは私だけの喜びではなく月形町全体の喜びになると確

信を持っていましたし、今回、同行した職員については学芸員の野本係長であ

ります。このことは私だけでなく今後の博物館を含めた展示その他の中で有効

に活かしてもらえるものとして、私は同行したと考えているところでもありま

す。もう一つ、昨日、中間市職員から手紙がきて、実は私が帰った後に鞍手町

の資料館でお父さんの月形健さんの長い書簡が３通ほど見つかって、その中に

月形潔さんの人物像がしっかり書き込んである物が出てきました。もう一つが

早川勇さんのいわゆる顕彰会の人たちと中底井野地区の郷土史会というのが

しっかり出来上がって、そことの合同研修も行っている。そして７月１日に初

めて月形潔を学ぶ勉強会を行うという大変嬉しい報告をいただいたところで

もあり、文書の一部分に「やはり深いご縁によるものだろうとし、大切に交流

して行かなければならないよね。と、みんなで不思議な気分で嬉しい確認をし

ている。」という文面も手紙の一部にあります。私は月形潔さんを通して深い

因縁があると思っていますし、そのご縁をしっかり活かしていくそのきっかけ

が今回の訪問であったと感じているところであります。 
○ 議長 笹木 英二 今、色々な説明がありましたが、宮元議員からこの訪

問による町、町民へのメリットはどのように考えているのか、それについてあ

まり具体的に納得し難いような答弁であったと思いますが、職員の今後の高揚

のためなのか、メリットについてどのように考えておられますか。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 先ほども申し上げましたとおり月形潔像につきまして

は、月形典獄としての時代の月形潔というのは知っていますが、それ以前、以

後もほとんど知られていないという状況でもあります。それを佐々木博子さん

が小説で書いてくれるということは、今後の大きな進展になっていくだろうと

思っています。この訪問時に４，５名の中底井野地区の人たちが今年の物故者

追悼式に参加してくれるとお約束しており、これから中底井野地区と月形町と

いうことで、これが公式になるか私的になるかまだ分かりませんが、大きな懸

け橋になっていくひとつのきっかけになったと理解しております。月形潔さん
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の資料等々がかなり出てきていますので、具体的には樺戸博物館において特別

展など開ける時期が近いうちにできるだろうと考えて、それが町としてのメリ

ットであると思っております。 
○ 議長 笹木 英二 宮元哲夫君 
○ 議員 宮元 哲夫 ただ今、町長から経過について詳細に説明がございま

した。町長という立場からすると訪問や出張が大変多いと思っております。公

私は誰が判断するのか、お聞きしたいことが一点。聞くところによると個人的

意味合いが強い、極めて観光的要素が強い訪問に思います。この訪問により月

形町民に与えるメリットは何かと言われたら、いわゆる月形潔氏の生誕地と月

形町の懸け橋になる、これが今後のメリットになるという町長の答弁でしたが、

町長は日頃、我々に対して身の丈に合った財政運営をスローガンに町政の舵取

りを任されていると思います。まもなく２期８年が過ぎようとしておりますが、

おかげさまでわが町の財政状況は、豊かではありませんが目立った赤字もなく

今日までやってこられたということは、櫻庭町長の財政健全化に向けた姿勢、

努力、成果の現れであると個人的に評価します。しかし今回の訪問は町民の血

税を使ってまでする必要があったのか。今回の九州訪問について真の目的は何

だったのか、再度お聞きしたいと思います。訪問する以外の手段はなかったの

かということも含めてお聞きしたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 先ほども申し上げましたとおり訪問の目的というのは、

あまりにも福岡において月形潔さんの思いが曲解されてタウン誌に発表され

る状況の中で、このことはどうしても修正したいという強い思いがありました

ので、のぶ工房の遠藤さんにもその意を伝えたところでもあり、力武さんとい

う月形洗蔵さんについてこれから書かれる作家にもこの思いを伝えたところ

でもあり、佐々木博子さんについても同じ思いで伝えたところでもあります。

これがこれからの月形町のためにしっかりなっていくだろうと信じて疑いま

せんでした。それから私が今回、行くことの判断は私の判断であります。皆さ

んに指摘されてそれが天地に恥じる思いで行ったわけではありません。思いは

しっかり持っていったつもりであります。話は変わりますが、色々な場所で月

形町の歴史を語っていく中で美唄駐屯地司令が「旭川北鎮記念館へ行って屯田

兵の歴史、永山屯田の歴史を見て、全く屯田兵が入る前の道路開拓、屯田兵舎

が樺戸囚徒の人たちの犠牲により道が開かれたことが解説に書かれていない

ことは、遺憾に思います。」ということで、北鎮記念館へ行って言ってくれた

という大変嬉しいお話も聞きました。岩見沢駐屯地司令が「月形町の歴史その

ものが屯田兵以前の歴史として北海道開拓の極めて重要な歴史であるから、北

海道の自衛隊員はぜひ必見の場所とすべきである。」というお話をいただいた
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ところでもあります。今一度、私は月形町の持っている特異な歴史が負の歴史

として評価されないのではなく、正当に評価される歴史物語にしたいという思

いで今回伺ったところであります。 
○ 議長 笹木 英二 先ほど宮元議員から出ました町長の出張等について、

公私の判断をするのは誰かというご答弁をいただきたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 公の行事として動く判断は、私自身の判断ですと先ほ

ど答弁いたしました。 
○ 議長 笹木 英二 宮元哲夫君 
○ 議員 宮元 哲夫 これは質問ではなく町長に要望しておきたいのですが、

確かに人様から後ろ指を指される訪問ではないと言いましたが、本当に観光目

的の強い訪問について、今後このように疑惑を持たれる訪問や出張は厳に謹ん

でいただきたい。これを申し上げて質問は終わりますが、今回の訪問について

は記載漏れするような事項を町長は知っていたのでしょ。これについて答弁は

いりません。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 記載漏れについて全く知りませんでした。これについ

ては先ほど総務課長が言ったとおりであります。今回の訪問について観光色が

強いということについて極めて遺憾であります。そんなつもりで行った思いは

一つもありませんので、それをご理解いただきたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 決まりですので、以上で行政報告を終わらせていただ

きます。 
 
◎ 日程５番 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３

年度月形町一般会計補正予算第７号） 
○ 議長 笹木 英二 日程５番 承認第１号 専決処分の承認を求めること

について（平成２３年度月形町一般会計補正予算第７号）を議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 
  補足説明 
  今回の専決処分につきましては、年度末を迎えましてのものであり、予算

を最終的に整理するもので、例年行っているものでございますので、ご理解を

賜りたいと思います。 
  ２ 歳入 １０款 地方交付税 １項 地方交付税 １目 地方交付税８，

４２２万円の補正増について、内容につきましては１節の普通交付税が１８億
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６，８６９万３，０００円と額の確定によるもので、対前年比０．９％増とな

っております。２節の特別交付税につきましては２億１，４４３万５，０００

円と額の確定によるものですが、対前年比９．３％増となっております。３節

の震災復興特別交付税につきましては、東日本大震災にかかる復興事業等実施

のため特別の財政需要に対応するため創設されたもので、北海道１７９市町村

全てに交付となっており、月形町２７，０００円の交付があったということで、

ご理解を賜りたいと思います。 
  １５款 道支出金 ２項 道補助金 ７目 土木費道補助金９００万円の

補正増について、１節の内容のとおりです。この冬の豪雪に対する町道除雪経

費等の一部を臨時的に道から補助されたものでございます。 
  ３ 歳出 ２款 総務費 １項 総務管理費 ８目 財産管理費１億円の

補正増について、２５節の内容のとおりです。平成２３年度の繰越金が１億６，

４００万円程度発生いたします。このうち１億円を財政調整基金へ積み立てさ

せていただき、最終的に繰越金が６，４００万円程度発生すると見込んでござ

います。 
  １２款 公債費 １項 公債費 ２目 利子５６３万３，０００円の補正

減について、２３節の内容のとおりです。平成２３年度は借入金が想定したほ

ど借り入れしないで済んだということで、その分を減額させていただいており

ます。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
  お諮りいたします。承認第１号は、この際、討論を省略し原案のとおり承

認することにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。（「異議な

し」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

承認することに決定いたしました。 
 
◎ 日程６番 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２３

年度月形町国民健康保険事業特別会計補正予算第４号） 
○ 議長 笹木 英二 日程６番 承認第２号 専決処分の承認を求めること

について（平成２３年度月形町国民健康保険事業特別会計補正予算第４号）を

議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 住民課長 
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○ 住民課長 古谷 秀樹 議案に基づき逐条的に説明する。 
  補足説明 
  補正の概要についてご説明いたします。平成２３年度の国保会計につきま

しては、この間医療費の動向等を見ながら３回の補正をさせていただいたとこ

ろでございます。特に２４年１月、２月診療分の療養給付費を例年に比較しま

して極端に少なく推移したところでございます。分析してみますと入院患者の

減少が見られたところで、加えて町外での外来受診患者も減少傾向にあったと

いうことで、要因としてはこの冬の大雪による交通障害等が原因の一つにあっ

たのではないかと推察されるところでございます。そのことにより今回歳入に

おきまして財政調整基金の繰入れを取り止め、歳出におきましては、療養給付

費及び高額療養費を減額補正させていただき、更に財政調整基金への積立を行

うものでございます。 
  ３ 歳出 ９款 基金積立金 １項 基金積立金 １目 基金積立金１，

０００万円の補正増について、２５節の内容のとおり国保財政調整基金に積み

立てるものでございます。これにより２３年度末の基金残高ですが、３，４１

０万５，４３９円となるところでございます。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
  お諮りいたします。承認第２号は、この際、討論を省略し原案のとおり承

認することにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。（「異議な

し」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

承認することに決定いたしました。 
 
◎ 日程７番 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（月形町税

条例の一部を改正する条例の制定） 
○ 議長 笹木 英二 日程７番 承認第３号 専決処分の承認を求めること

について（月形町税条例の一部を改正する条例の制定）を議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 住民課長 
○ 住民課長 古谷 秀樹 議案に基づき逐条的に説明する。 
  補足説明 
  改正の要旨を申し上げます。政府の税制調査会が取りまとめいたしました

平成２４年の税制改正大綱を受けまして、地方税関係の改正に伴い本町税条例
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の改正を行うものでございます。「条例第３６条の２第１項ただし書中の寡婦

（寡夫）控除額を削る」につきましては、町民税の申告において公的年金の取

得以外に所得の発生しない寡婦（寡夫）については、申告書の提出を要しない

とするものでございます。これは年金所得者の申告の簡素化を図ることを目的

とするものでございます。以下、特例措置用にかかる附則の改正でございます。

附則第１１条、１１条の２、１２条及び１３条の見出しについて、「それぞれ

平成２１年度から平成２３年度まで」とあるのを、「平成２４年から平成２６

年度まで」と改正するものでございますが、土地に掛かります固定資産税につ

いて評価額が急激に上昇した場合でも税の負担が緩やかなものになるよう課

税標準額を少しずつ是正する負担是正措置が講じられているところですが、本

年度の固定資産税評価替えに伴い２４年度から２６年度までについても、引き

続き２３年度までの負担調整措置に基づいて３年間延長するものでございま

す。なお附則第１２条の「住宅用地にあっては１０分の８を削る」、「同条第４

項を削る」ことにつきましては、住宅用地の特例措置の廃止に伴うものでござ

います。１４０ページ中段から下ですが、附則第２１条の２の追加につきまし

ては、平成２０年の公益法人改革の中で公益財団法人と一般社団法人に区分さ

れることになりました。公益財団法人が運営いたします図書館、博物館、幼稚

園にかかる固定資産税につきましては、これまでとおり非課税扱いになるので

すが、一般社団法人につきましても一定の条件を満たすことによって固定資産

税を非課税とするものでございます。１４１ページ中段、附則第２２条の２の

追加につきましては、東日本大震災にかかる被災居住用財産の敷地に係る譲渡

期限の延長の特例で、住民税に係る特別措置でございます。現行居住用家屋が

災害により滅失した場合において、当該家屋の敷地のように寄与された土地に

ついては、災害があった日から３年を経過する日の属する年の１２月３１日ま

でに譲渡されたものについて、租税特別措置法の課税の特例を受けることがで

きるものでございますが、今回の東日本大震災により被災した者については、

その譲渡期限を７年に延長する特例を規定するものでございます。１４２ペー

ジ、２項につきましては、手続きにおける申告書の規定でございます。附則第

２３条につきましては、法律名を震災特例法に読み替える改正並びに地方税法

の一部改正に伴う条文の整理でございます。２項の追加につきましては、個人

住民税における住宅借入金特別税額の計算について規定するものでございま

す。１４３ページ、附則の第１条につきましては、それぞれの施行期日、第２

条は町民税に関する経過措置、第３条は固定資産税に関する経過措置でござい

ます。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 
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○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
  お諮りいたします。承認第３号は、この際討論を省略し原案のとおり承認

することにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」

の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

承認することに決定いたしました。 
 
◎ 日程８番 議案第３５号 平成２４年度月形町一般会計補正予算（第１号） 
○ 議長 笹木 英二 日程８番 議案第３５号 平成２４年度月形町一般会

計補正予算（第１号）を議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 
  補足説明 
   今回の補正の主な内容といたしまして、この冬の豪雪の影響による１１

の公共施設の修繕料、委託業務、工事請負等、また町が管理している２河川の

災害復旧に係る経費を増額補正させていただく内容となっております。これに

伴う財源措置といたしまして主なもので平成２３年度会計からの繰越金、また

河川災害普及に係る地方債等を充てる内容となっておりますので、ご理解を賜

りたいと思います。 
  議案書６ページ、第２表 地方債補正です。追加です。北農沢川災害復旧

事業限度額６００万円、右支札比内川災害復旧事業限度額１００万円の２事業

限度額合計７００万円を追加するものでございます。なお起債の方法・利率・

償還の方法は記載のとおりでございます。 
  議案書１２ページ、２ 歳入です。１５款 道支出金 ３項 委託金 ３

目 教育費委託金７２１千円の補正増について、これにつきましては新たな目

を起こすということで、道徳教育推進校事業につきましては公開研究会実施の

講師謝礼、道徳教育研究会の旅費等に充当させていただくものでございます。

また栄養教論を中核とした食育推進事業につきましても、講師謝礼や事業に係

る消耗品に充当するものでございます。なおこの２事業共１００％委託事業と

なっております。１９款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金１，６７７万

９，０００円の補正増について、１節の内容のとおりです。前年度からの繰越

金は先ほど申し上げましたが６，４００万円ほど発生するのではないかと見込

んでおり、今回、繰越金を補正し１，６７０万円の繰越金となったわけですが、

現段階で約４，７００万円を留保しているということで、ご理解いただきたい
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と思います。２０款 諸収入 ５項 雑入 ５目 雑入１４５，０００円の補

正増について、１節の内容のとおりです。説明欄２段目の芸術文化公演事業に

ついて、当初予算で歳出を予算計上させていただいておりますが、今回補助が

確定したということで、補正増となってございます。２１款 町債 １項 町

債 ６目 災害復旧債７００万円の補正増について、１節の内容のとおりです。

これにつきましては、春先の融雪出水により河岸決壊があり、これを復旧する

もので、北農沢川１４５メートル、右支札比内川２０メートルの防犯灯の復旧

工事を予定させていただいております。 
  議案書２０ページ、３ 歳出です。２款 総務費 １項 総務管理費 ８

目 財産管理費５８２万円の補正増について、１１節、１５節の内容のとおり

です。説明欄中、役場庁舎管理経費ですが、役場正面玄関前の高齢者用スロー

プ手摺の補修分を計上させていただいております。福祉会館管理経費につきま

しては、市南にある福祉会館の裏側屋根軒先補修分を計上させていただいてお

ります。北農場車庫解体事業ですが、北農場車庫の解体工事費を計上させてい

ただいております。旧町営スキー場管理棟解体事業ですが、これにつきまして

も旧町営スキー場管理棟解体工事費を計上させていただいております。３款 

民生費 １項 社会福祉費 １目 社会福祉総務費１３７千円の補正増につ

いて、１１節の内容のとおりです。樺戸神社忠魂碑前の灯籠２基の補修を計上

させていただいております。３目 国民年金費１４９千円の補正増について、

法改正によりますシステム改修業務を計上させていただいております。２項 

児童福祉費 １目 児童福祉総務費１４６千円の補正増について、１１節の内

容のとおりです。保育所の複合遊具の修繕を計上させていただいております。

４款 衛生費 １項 保健衛生費 ３目 環境衛生費５０４千円の補正増に

ついて、１１節の内容のとおりです。火葬場及び篠津山霊園にある地蔵堂屋根

の補修また囚人墓地の修繕等を計上させていただいております。２項 清掃費 

２目 塵芥処理費１７７万５,０００円の補正増について、１５節の内容のと

おりです。衛生センター排水整備工事を計上させていただいております。６款 

農林水産業費 １項 農業費 ３目 畜産業費６万円の補正増について、１９

節の内容のとおりです。岩見沢ＪＡの乳牛検定組合への負担金を計上させてい

ただいております。７款 商工費 １項 商工費 ３目 ふるさと公園費１５

９万７,０００円の補正増について、１３節の内容のとおりです。皆楽公園つ

ち工房樹木の処理業務を計上させていただいております。８款 土木費 ２項 

道路橋梁費 １目 道理維持費３００万円の補正増について、１５節の内容の

とおりです。四十六線取付道路の補修工事を計上させていただいております。

４目 除雪対策費１８１万５，０００円の補正増について、１１節の内容のと

おりです。歩道用ロータリー専用車の修繕料を計上させていただいております。
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９款 消防費 １項 消防費 ３目 災害対策費６５万円の補正増について、

１１節、１４節の内容のとおりです。災害対策経費の燃料費と災害対策用機械

賃借料を補正させていただくもので、春先の融雪出水により４月２７日に２ケ

所にポンプを設置させていただきましたが、夏以降の豪雨等に対応するためポ

ンプ設置に係る経費を補正増とするものでございます。１０款 教育費 １項 

教育総務費 ３目 教育振興費７２３千円の補正増について、８節から１２節

の内容のとおりです。歳入の説明のとおりとなっております。２項 小学校費 

１目 学校管理費１１５万５，０００円の補正増について、１１節、１８節の

内容のとおりです。上段にある月形小学校の鉄棒の修理、サッカーゴールの備

品購入等を計上させていただいております。５項 保健体育費 ２目 体育施

設費９万円の補正増について、１１節の内容のとおりです。円山総合運動公園

にある車庫軒先の補修を計上させていただいております。１１款 災害復旧費 

１項 公共土木施設災害復旧費 １目 河川災害復旧費７００万円の補正増

について、１５節の内容のとおりです。歳入でご説明のとおりとなっておりま

す。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
質疑ございませんか。 

○ 議長 笹木 英二 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 今の説明の中で、今回の豪雪により町の１１の公共施

設が雪害に遭っておりますが、これについて議案書２１ページに４件ほど載っ

ていますが、これは保険等の適用になっているのか、お聞きします。それから

今回これだけの大雪で雪害になったのですが、町でも雪害対策本部を立ち上げ

て高齢者住宅などの雪はねをかなりやっておられましたが、町の施設について

町長もしくは対策本部で見回りなどの行動や指示をしたのか、お聞きしたいと

思います。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 対策本部として町が管理しなければならない施設につ

いては指示を出しておりますが、ご指摘のとおり旧町営スキー場管理棟が全倒

壊した状況でありました。事実関係の中でこれらについては一切見回りをして

いなかったということが原因でありました。この職員の落ち度については私も

同罪でありますし、深く町民の皆様にお詫び申し上げる次第であります。以下

保険その他の説明については、担当課より説明させます。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 三浦  淳 大釜議員のご質問内容は保険に加入しているかど

うかということであると思います。役場庁舎につきましては、庁舎外の場所で

すので保険適用は受けられないということです。福祉会館、北農場車庫、旧町
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営スキー場管理棟につきましては、保険に掛けておりますが、今回の雪害等と

いうことで解体または補修が終わったと同時に保険業者の共済組合へ申請し、

そこで共済組合で審査して保険が適用されるかどうかということで決定され

るということです。それに伴い今回、歳入では保険関係の予算計上をしており

ません。今後申請することにより保険適用を受けたということであれば町にお

金が入ってきますので、その時点で補正を組んで行きたいと考えております。 
○ 議長 笹木 英二 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 保険については後のことになりますが、今ほど町長の

答弁で指示したのかという答弁で職員の怠慢という言葉を聞きましたが、これ

は町長が間違いなく指示をしたのですか。指示したという答弁に聞こえたので

すが、その点についてもう一回お聞きいたします。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 町が管理する施設についての見回りをしっかりやれと

いう意味での指示はしました。個別の案件についての指示はしておりません。 
○ 議長 笹木 英二 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 了解しました。今回の雪害について、農業被害につい

ては町が補助して農家を守るということですが、公共施設の倒壊、解体等につ

いて予算計上するのですが、町長が再三に渡り言っている自己管理ではないか

ということを大半耳にしているのですが、今回、役場庁舎等の経費を支出する

のですが、これも自己管理が悪いと思います。極端に言うと危機管理の欠如で

あると思いますが、それを町民に説明するときに、ただ見回りを忘れたという

ことで済むことではなく、町民が納得できるような説明をしたいので、しっか

りした答弁をお聞きしたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 このことについては、まさしく説明、言い訳のしよう

がないところでもあり、私も懲戒処分等を審査委員会に提案し、直接、担当す

る職員については、戒告、それら上司等々関連職員については、厳重注意とい

う処分を５月１日にしたところであります。 
○ 議長 笹木 英二 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 了解しました。 
○ 議長 笹木 英二 他に質疑ございませんか。 
 
○ 議長 笹木 英二 鳥潟真二君 
○ 議員 鳥潟 真二 大釜議員の質問の関連でお聞きします。まず処分を考

えているということで、確かに自己の力で守らなければならないことは個人も

公的なものも同じであるということで、考え方は同じですが、今年に限って言
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ったときに職員が特に独居老人の住宅を守ろうということが中心になったと

思いますが、相当数、私が確認しているのはその中の一部であると思いますが、

相当やっていたと思います。それは私の周りの町民皆さん見ていて、感謝して

いるし、特に直接、除雪をしていただいた方々の感謝の想いや言葉は、どのぐ

らい町に届いているか分かりませんが、私たちの耳には届いています。本当に

そのことに努力されたことは評価されると思います。それが十分か、足りなか

ったということは、その後の検証になるかと思いますが、特に今回の公共施設

の災害について、おそらくこれで処分してどうこう言うのではなく、しっかり

した検証をして今後につなげることが最も大事なことであると思いますが、そ

れについて今どのように取り組まれているのか、お聞かせください。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 先ほど鳥潟議員の質疑の中で、これから処分というこ

とでしたが、５月１日に処分をしたところでありました。今後の災害というこ

とで、今皆さんにご提案している中で町が管理すべきかというグレーなところ

がかなりございます。例えば戦没者追悼式の施設等につきましては、地蔵堂他

については、うちの財産管理台帳に載っているものではありません。元々は戦

争生存者の人たちが戦没者に対して寄贈されたものであります。それから地蔵

堂一部破損についても元々は地蔵堂を管理する保存団体があるのですが、その

方たちがもう高齢になってしまったのでできないという状況の中で、町が便宜

的にやっていた部分が今回、屋根がほとんど破損したということです。今回の

災害の中でこのような災害が起きたときの「それでは管理をどうして行くの

か。」というグレーゾーンの部分を明確にして行かなければならないと思って

いたところです。また旧スキー場管理棟につきましては、平成１８年から営業

していませんでした。そしてほとんど利用がないという実態で、道路もなかっ

たということで、管理する職員が全く台帳上にあるのに欠落していたというこ

とで、これについての責任は重いと思います。管理台帳に載っている物を一度

もチェックしなかったということは、手落ちであったと考えたので処分しまし

た。今後においてこのような状況、これから色々な所で小破損も含めていっぱ

いありますので、今後どのような対応をして行くのかということを、真剣に考

えて行かなければならないと思っております。 
○ 議長 笹木 英二 鳥潟真二君 
○ 議員 鳥潟 真二 グレーゾーンの部分については、町長のおっしゃると

おりであると思いますが、全体を通して言うと本当に過去の事例を上回るよう

なよく言う想定外それ以上の今回の雪害であったと思います。先ほど言ってい

たグレーゾーンのことはいいですが、全体を通してやっぱり指示はしていたけ

れども十分に伝わらない部分があった、資料的には残っていたけれど正直言っ
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てあそこの施設に関しては私たちも議会で調査していますのでよく分かって

います。冬期間についてはあそこの手前までしか除雪していませんから、２メ

ートルを超える積雪状況の中で早々口で言うほど簡単にしっかりした調査が

できるのかと言ったときには、非常に難しい部分もある。養護するだけではな

いのです。実際に大きな倒壊を招いたのですからそれについてはよく言う怠慢

な部分もあったのか。ただそのことによる処分によって職員が萎縮してしまっ

て今後の行政をつかさどるにおいて、マイナスになってはいけない気持ちがあ

るので、それについては、しっかり職員に思いは伝えていただきたいと思いま

す。検証ということについては、そのことも含めて組織として今後また同じよ

うな災害等を踏まえて、対策本部が中心になってもいいですし、どこかの課が

中心になってもいいですから、何か既に進めているのか、何か考えがあるのか、

その説明をお願いします。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 勿論、防災計画はありますが、今回の雪害対策を通じ

て感じたのは、これは雪害対策ということで対策項目をしっかり作らなければ

ならない。水害や風害とは全く違う異質の大災害であると感じました。それで

今年の冬に向かって別マニュアルとして雪害対策マニュアルをこれから作る

というかたちに入っております。 
○ 議長 笹木 英二 鳥潟真二君 
○ 議員 鳥潟 真二 今のことも了解しました。私も気になって現場に行っ

てきたのですが、時期がそのようなのでしょうか、一般の方がおそらく山菜関

係で来ていると思って見てきたのですが、今見るとロープで周囲を囲っている

ぐらいの養生であります。もしこれが決まったら早めに何とかしなければ、ど

うしてもあのような所は興味を引くので、二次災害ということで、今のところ

は建物だけの災害で終わっていますが、人的な災害につながるとまずいと思い

ますので、一度、確認されて何らかの対処をした方がいいということで、私が

確認したところの思いですが、そのことを伝えて質問を終わります。 
○ 議長 笹木 英二 他に質疑ございませんか。 
 
○ 議長 笹木 英二 金子廣司君 
○ 議員 金子 廣司 何点かお聞きします。今回の補正に対して新規就農者

の実習ハウス倒壊に対して何も予算組みされていないけれども、それはどのよ

うになっているのか。麻生にある実習ハウスが倒壊したと思いますが、その補

修がどのようになっているのか。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 久慈 富貴 実習農場のハウスについては、管理規程の中で自
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習者が責任を持って対応するということがございます。なお越冬ハウスが２棟

ございました。そのうち１棟が雪の重みで倒壊したということで、内部で検討

した結果、あくまでも実習者が復元する項目があり、それに則り対応していま

すが、現実に現在越冬ハウスの必要性が今の実習の中ではない。それと老朽化

しているということで、規模を替えて復旧していただくということで、越冬型

でない通常のパイプハウスをサイズは確認できませんが、長さ５０メートル程

度のハウスを実習者によって復旧してもらうということで、対応させておりま

す。もう１棟のパイプハウスについては、町の修繕費数万円程度ですが、復旧

修繕しながら立てるという対応を取っております。従いまして越冬ハウスに対

する町の修繕費は発生しておりません。 
○ 議長 笹木 英二 金子廣司君 
○ 議員 金子 廣司 そうすると実習に入っている人たちに負担させている

という説明ですが、あれは町の持ち物ですよね。それを例え規模を小さくする

からといって実習に入っているあなた方の管理が悪いから倒壊したので、あな

た方が直しなさいということであるなら、それでは公共施設がこれだけの被害

を受け、職員の怠慢で倒壊したならなぜ負担しないのか。私はそのようなこと

になってくると考えます。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 久慈 富貴 越冬ハウスにつきましても実習者ということでご

ざいます。その中で２棟のうち１棟については優先的に本人が除雪作業を行っ

ていました。２棟目についても除雪作業を行っていましたが、冬期間農業実習

に専念と言ってはおかしいですが、収入の糧として除雪の仕事に行っていたと

いうことで、一日おきの業務となり、その間、奥様も一緒に除雪作業を行って

おりました。その実態を我々職員も知っておりますので、農政係担当者がかな

りの日数復旧のため支援に行っておりました。そんな中で大雪が降っていたと

ころ近くの農業者からも指摘されておりました。このままでは危険であるとい

うことで、それを含めて我々も支援に行っておりました。その状況の中で時間

的に空いた段階の矢先に、ハウスが倒壊してしまったということでございます。

ですから職員の怠慢と言われる部分はあるかもしれませんが、豪雪に対する実

習農場者へもう少し強い指導をしていればということを考えられますが、職員

も一緒になって救済しようという努力が見えていましたので、それがご指摘さ

れることにおきましては、お詫び申し上げますが、共にそのような対応を取っ

ておりました。 
○ 議長 笹木 英二 金子廣司君 
○ 議員 金子 廣司 私が言いたいのは、実習生に負担させるという行為が

ちょっと理解できないということです。共に行って努力したなら行った全員が
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負担しているというならまだ分からない訳ではないですが、実習者に負担行為

をさせるのだったら、他のこと全てがならないかということです。その人に負

担行為を求めることが理解できないという指摘です。どうしても豪雪や例えば

その人の怠慢であるというなら、でも職員が行って指導、援助している中で倒

壊したというなら、実習者に負担を求める行為にはならないと思いますが、そ

れはどうですか。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 久慈 富貴 ハウスの使用につきましては、規程等があり、そ

の中にはハウスに対する管理、運用それぞれ条項でうたっております。それに

対しては復元、災害破損した場合は修復、自己責任という意味合いもございま

す。その旨の内容を十分に理解して使用していただいたということで、あくま

でも使用規程の中で取り決めされていると理解されていますので、そのように

取り扱っているということでございます。 
○ 議長 笹木 英二 金子廣司君 
○ 議員 金子 廣司 最後なので答弁はいいですが、そうすると当人も納得

しているということで、理解していいですね。分かりました。次に３５ページ、

小学校管理経費の中で旧札比内小学校管理経費の光熱水費が補正で組まれて

いますが、これは当初から見れなかったのか。それから下の臨時事務員通勤費

用は、予算の中で組んでいてもおかしくなかったと思いますが、なぜこれが補

正で上がってくるのか、お聞きします。 
○ 議長 笹木 英二 教育次長 
○ 教育次長 清水 英俊 今の金子議員の質問ですが、最初に旧札比内小学

校管理経費の光熱水費をなぜ当初に組んでいなかったのかということですが、

これにつきましては、札比内小学校閉校に伴い光熱水費の電気料を休止すると

いうことで予定しておりましたが、閉校後電気料の支出が今後も見込まれると

いうことで、今回補正させていただくものですので、ご理解いただきたいと思

います。もう一点、社会教育推進事業の臨時事務員通勤費用ですが、当初予算

で見なかったのは臨時事務員の採用に当たりまして、通勤費用が発生するかど

うか見込まれていなかったということで、採用に当たりまして通勤費用の支給

が今回発生するということですので、補正させていただくものですので、ご理

解願いたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 金子廣司君 
○ 議員 金子 廣司 通勤費用は分かりました。光熱水費については、札比

内小学校が閉校して全てがゼロという考え方で光熱水費が発生するというの

は、何か意味合いがあって発生するのですか。 
○ 議長 笹木 英二 教育次長 
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○ 教育次長 清水 英俊 旧札比内小学校の電気料ですが、校舎体育館が避

難施設の使用ということもあり、特に地元とも協議させていただき、今後、町

行政区のミニバレーボール大会、子ども会ミニバレーボール大会等で夜間に体

育館が使われるので電気料が発生するということになります。また９月１２日

に札比内例大祭がありますが、雨天時に体育館を使うということもございます

ので、今回、電気料を補正させていただくということですので、ご理解してい

ただきたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 金子廣司君 
○ 議員 金子 廣司 分かりました。次に２５ページ、衛生センター整備事

業についてお聞きしますが、衛生センター環境整備工事ですが、補正で１７７

万５，０００円組んでいますが、工事をしなければならないものであるならな

ぜ予算の中で組めなかったのか、お聞きします。 
○ 議長 笹木 英二 住民課長 
○ 住民課長 古谷 秀樹 これにつきましては、今回の大雪による災害復旧

ということで、補正を上げさせていただいたところでございます。旧処分場南

側のＵ字溝がこの大雪により一部損壊あるいは地盤沈下に伴い側溝にくぼみ

が生じたということで、それにより処分場内へ水が流出しているということで、

これらを防ぐための復旧工事ということで、ご理解いただきたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 金子廣司君 
○ 議員 金子 廣司 今の説明だったら雪の重みでトラフが下がったという

ことだったと思いますが、普通にトラフを入れていてそんなことがあり得るの

ですか。今の説明はちょっと理解できないのですが。 
○ 議長 笹木 英二 住民課長 
○ 住民課長 古谷 秀樹 いわゆる旧処分場埋め立てた所に排水トラフが入

っていて、今回の大雪でトラフの下に水が走って地盤が下がったということで

ございます。 
○ 議長 笹木 英二 金子廣司君 
○ 議員 金子 廣司 それは予測出来なかったと理解していいのですか。 
○ 議長 笹木 英二 住民課長 
○ 住民課長 古谷 秀樹 処分場建設が平成５年ですから約２０年経過して

おります。その中で今までこのようなことがなかったということで、予測も出

来ない事態であったということで、ご理解いただきたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 金子廣司君 
○ 議員 金子 廣司 最後に２３ページ、国民年金システム改修業務ですが、

これは委託料なので予算の中に載っていなければならないものであると思い

ますが、これが今なぜ補正で組まれるのか。 
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○ 議長 笹木 英二 住民課長 
○ 住民課長 古谷 秀樹 これにつきましては、法改正に伴いますシステム

改修ということで、この時点で補正させていただいたということでございます。 
○ 議長 笹木 英二 金子廣司君 
○ 議員 金子 廣司 了解しました。 
○ 議長 笹木 英二 他に質疑ございませんか。 
 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 細かいことですが、２７ページ、畜産振興対策事業補

助金で乳牛検定事業が今の段階で補正されている理由をお願いします。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 久慈 富貴 乳牛検定事業６万円の補正ということでございま

す。最初に乳牛検定事業について説明したいと思います。地域農家で検定組合

を組織した中で、検定医が毎月１回農家の使用する乳牛について個体毎に検査

をする。質乳量、乳成分、体細胞数、繁殖成績、体重等をデータ取りをしてお

ります。それらを収集してフィードバックされ、成績を基に優良牛や更新牛の

選定及び飼育管理の改善等に活用する事業でございます。酪農経営における生

産向上と乳牛の改良などを図っていく事業でございます。現在、月形町には乳

牛に対応する組合員は２名います。本年４月からこれら乳牛検定事業これは道

から助成があるのですが、その要件が３戸以上でなければ助成できないという

改正がございました。その中でＪＡから春先に乳牛検定事業への助成依頼とい

うことでございます。乳牛検定事業については、今後も必要なことであるとい

うことですから、月形町の組合員は岩見沢農業協同組合の乳検組合に加入した

いということでございました。これらの目的が今後も必要であるということで

ございますので、岩見沢市の組合に加入していただくことになれば会計上、負

担金が発生するということで、現在、岩見沢市においては金額で７３万円、岩

見沢農協が３０万円、月形農協が１０万円という負担金を助成しているところ

でございます。並びに月形町におきましては６万円の補正を今回するというこ

とでございますので、今後も酪農に対する支援は妥当と考えていますので、補

正したということで、ご理解願いたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 今の説明で概略は分かったのですが、そうすると年度

が変わり改正されたことにより、そのような状況になったという認識でよろし

いのですね。それから今後もこの乳牛検定を実施することなら問題ないと思い

ますが、システムとしてこれらが毎年年度予算に計上されてくるという認識で

よろしいのでしょうか。 
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○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 久慈 富貴 この事案の発生、農協から依頼がきたのは本年４

月２５日でした。それ以降の中でのことでありますので、当初予算には反映さ

れていなかったということで、ご理解願いたいと思います。事業も続けて岩見

沢市の組合の中で参加していきたいと思っております。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 了解しました。次に２９ページ、ふるさと公園費１５

９万７，０００円が補正されていますが、説明欄中、皆楽公園等管理経費、樹

木処理業務だけでこれだけの金額が発生しているのか、中身についてお伺いし

ます。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 久慈 富貴 今回の大雪によりまして、皆楽公園エリアの樹木

の枝折れ処理業務で、作業として枝折れの片付け、伐採、高所枝折れの伐採、

それら運搬、内訳、処分という内容となっております。今回、サイクリングロ

ード内外で約３５０本の被害がありました。つち工房エリアにおきましてもニ

オイヒバ等２６０本で、合わせて約６１０本の樹木等に被害があったことが確

認されております。これらについて当初予算の中では対応できないということ

で、業者等にも見積もりした中で今回、補正額程度が必要であるということで、

補正させていただきました。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下裕美子 かなりの数の樹木処理が必要であるということで、了

解しました。それから２３ページ、戦没者・物故者追悼事業の修繕料ですが、

私も現地を見てきて灯籠が２基倒壊して１基は積めばすぐ直るような感じで

したが、もう１基は途中の石材が完全に折れている状況で、ひどく倒壊してい

ますが、その状況を修繕するのに１３７，０００円で十分なのか。それと神社

に併設されている忠魂碑の敷地のどこまで町が管理しているのか。先ほど町長

がグレーゾーンのお話をされていましたが、私も戦没者の忠魂碑は町としても

常に弔いなどもしながら管理の対象になっていますが、手前の灯籠も含めて管

理の是非も今後、重要になってくると思いますが、それらについて今回修繕す

るか、しないかは別にして、撤去などもあるかもしれませんが、今のままのか

たちで修繕するのがベストなのか、今後も管理も含めて、先ほど言ったように

元々、所有が町ではないものをどこまで管理するのかということも影響してく

ると思います。今回、修繕も含めてやるということは例えばいったん保留して

最終的に判断した中で修繕を行うことも可能であると思いますが、それについ

てはいかがですか。 
○ 議長 笹木 英二 住民課長 



 22 

○ 住民課長 古谷 秀樹 最初にこの予算額の中で修理が可能かということ

でございますが、これについては事前に業者から見積もりをいただいている金

額でございます。宮下議員もご覧になったと思いますが、片方はそのまま乗せ

れば修復可能かと思いますが、いわゆる今回倒壊いたしました火袋と言われる

部分が石山軟石で立てられたということで、上の笠を持ちこたえるにはちょっ

と十分ではないということで、今回御影石で見積もりをいただいておりますの

で、火袋部分を片方石山もう片方御影石というわけにはいきませんので、両方

御影石で見積もりをいただき、設計をお願いして修復するということで、２基

分１３７，０００円の見積もりをいただいたところであります。それから管理

の範囲ということでありますが、おそらく正確に把握していませんが全て神社

境内地に遺族会が忠魂碑を立てたということであると思います。灯籠につきま

しては、先ほど町長も申し上げましたように戦争の生還者が昭和４５年に寄贈

されたということで、確かに町が修繕すべきものでないかもしれませんが、生

存者が少なくなってきていること。また遺族会が守るところは忠魂碑であって、

寄贈された灯籠まで遺族会に修理をお願いできるのかということがあり、色々

検討しましたが生還者からの好意の寄附ですので、これは政教分離に当たらな

いだろうという判断で、今回修繕させていただくということでございます。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 私も現場を見てきて、生還者の寄贈者名が刻印され

ているのを見ていますので、それは十分に理解するところですが、今回、地蔵

堂などグレーのものが先ほどからあるという中で、今のお話のように生還者の

ものだから政教分離に当たらないという町としての見解があった上で修繕す

るならいいと思いますが、その当たりきちんと色分け等も含めて検討、きちん

と根拠を持って修繕を進めていただきたいと考えます。それから全体を通して

ですが、今回２，４６４万５，０００円の補正が組まれたわけですが、その中

で大雪被害による復旧、修繕は総額でこの中にいくら含まれるのか、確認させ

てください。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 三浦  淳 全体で１３施設、１，７５１万９，０００円とな

っております。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 了解しました。 
○ 議長 笹木 英二 他に質疑ございませんか。 
 
○ 議長 笹木 英二 平田文義君 
○ 議員 平田 文義 関連になりますけれども、確認の意味でお聞きいたし
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ます。１点目は皆楽公園樹木処理業務の内容についてですが、１５０万円ほど

補正になっております。皆楽公園は河川事務所の財産であると思いますが、町

が河川事務所と話し合いをして公園として使わせてもらうということで、この

内容の事業は金額によるものか、被害によって町でやるのか、事業によっては

河川事務所でやってくれるのか、その点についてお伺いしたいと思います。そ

れから町と河川事務所との契約内容についてもお伺いいたします。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 久慈 富貴 皆楽公園内にある樹木につきましては、国での補

償等はございません。公園の樹木については自然から生えていたものもしくは

過去に町が占用を受けて植えたものがあります。河川事務所から樹木の補償、

修繕等はございません。占用を受けているものに対して町があくまでも修繕、

管理していく、国で設置したものに対しては国が修繕、管理していくというこ

とですが、最近非常に予算的なものが厳しいということで、岩見沢河川事務所

段階での修繕についても本所との協議が必要であるということで、速やかにや

っていただけない状況でございます。今回も南に面した築堤法面の３ケ所ほど

の土が崩れているということでございます。現在ブルーシートで保護していま

すが、これは国で整備していただいたということで、現地で担当者と協議して、

それは河川事務所で対応していただくということで、現在は応急的にやってお

ります。予算的なこともあって復旧と言うより必要でない部分については、こ

れからは撤去して行きたいという方針も言っておりますが、町としてはやはり

当時必要であったもので設置していただいたものについては、なるべく更新し

ていただきたいというお願いはしております。まとめますと樹木等については

町の責任で処理していく。町で占用を受けて設置している施設につきましては、

町で維持管理していく。国で設置していただいたものについては、国で管理し

ていただいているというすみ分けしている中での取扱いで進めているところ

でございます。 
○ 議長 笹木 英二 平田文義君 
○ 議員 平田 文義 きちんとしたすみ分けはないのですね。それをお聞き

したいと思います。昔は、河川事務所の担当者によっては非常に厳しくて入っ

てもダメであるという担当者もいたし、割に適当に使ってくださいという担当

者もいました。時代は流れているから随分内容も変わっていると思いますが、

それについても町の担当者が河川事務所へ行って要望すると違うと思います

が、行っているのか、いないのか、常にコンタクトを取っているのか、お聞か

せ願いたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 久慈 富貴 国で整備していただいた施設については常々、担



 24 

当者と連絡を取って協議して強く要望しておりますが、先ほど申し上げたとお

り河川事務所で融通の利く予算が速やかにできないということもございます。

その中でやれる範囲で要望しておりますし、毎年春先には河川事務所の職員が

我々防災、総務、公園、産業課の職員と、合同的に点検して見回っています。

その中での意見交換というものも要望しております。ですからそれをまとめて

可能なものは修繕等をやっていただいている状況ですが、何分くどいようです

が予算的に厳しい状況の言葉しか返ってこないものですから、河川事務所の管

理職の皆さんに会ったときにはそういう面の要望もしております。 
○ 議長 笹木 英二 平田文義君 
○ 議員 平田 文義 先ほどの答弁で樹木の枝が３５０本以上折れたという

被害があるということで、これは雪害被害ということになると思いますが、こ

のような場合は町で災害補助金等の該当にならないのか、お聞きしたいと思い

ます。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 久慈 富貴 一般的には災害復旧補助事業ということであると

思いますが、これら町が植えたサクラやナナカマドなどに対しては、公共的災

害復旧工事には要望できるものではないと思っております。 
○ 議長 笹木 英二 平田文義君 
○ 議員 平田 文義 了解しました。もう一点、３７ページ、河川災害復旧

工事ということで７００万円補正が組まれておりますが、これについては国へ

要請すれば月形の場合は今年の大雪被害ということで、豪雪地帯の補助範囲に

なっていると思います。これは地方債で借り入れするような仕組みになってい

るけれど、一般会計だと思いますが、一般会計で出さなくても補助金等でもら

えるものではないですか。月形は最も大雪地帯だから道、国に補助が認めても

らえるのではないのか。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 久慈 富貴 議員の言われることは、おっしゃるとおりである

と思います。これら災害復旧工事補助事業に持っていけないのかということも

十分検討しているところでございます。今回の災害規模が右支札比内川につい

ては２０メートル１ケ所、北農沢川については１４ケ所ございます。それが護

岸の浸蝕とこれは融雪ということで、水の流れによって浸蝕されていくという

ことでございます。このような内容の災害が過去の事例も含めた中で検討した

ところ、民地、農地に影響するまでは至っていない状況でございます。ですか

ら被災を受けていないという状況でございますが、過去の復旧事例として圃場

まで浸蝕を受けていない部分については、補助要件で経済的影響を受けていな

いと判断されることによって欠落と判定されるものでございます。よって補助
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採択が受けられないということで、今回起債にまわしているところでございま

す。今回の設計につきましては単に復旧している以外に今後の雨に対応するた

めの対応も検討しております。これらを含めることにより護岸整備を進めてい

くところでございました。それで補助を受けられないということで単独災害被

災事業ということでございます。これにつきましては内容にもよりますが交付

税措置として最大４５から８５の中で交付税として参入していただく内容と

なっております。いずれにしても補助に持っていこうというようなことで、検

討しましたが、その要件に当てはまらないような小規模災害だった。この数が

重なることによって７００万円という大きな金額になったということで、ご理

解願いたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 平田文義君 
○ 議員 平田 文義 ７００万円は大きいと思いますし、小規模にはあたい

しないのではないかと思います。まだ雪害関係で出る可能性もあると思います

ので、それが出た場合はやはり補助申請等を行って、国、道のお世話になるよ

うな方法を講じるように指摘して質問を終わります。 
○ 議長 笹木 英二 他に質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
 次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり） 

○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結いたし

ます。 
 お諮りいたします。議案第３５号は、原案のとおり可決することといたし

たいと思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩いたします。   （午前１１時４３分休憩） 
○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 
                        （午後 １時３０分再開） 
 
◎ 日程９番 議案第３６号 平成２４年度月形町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第１号） 
○ 議長 笹木 英二 日程９番 議案第３６号 平成２４年度月形町国民健

康保険事業特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 住民課長 
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○ 住民課長 古谷 秀樹 議案に基づき逐条的に説明する。 
補足説明 

  ２ 歳入 １款 国民健康保険税 １項 国民健康保険税 １目 一般被

保険者国民健康保険税１，０３２万７，０００円の補正増について、１節から

３節の内容のとおりです。２目 退職被保険者等国民健康保険税１３８万８，

０００円の補正増について、１節から３節の内容のとおりです。平成２４年度

の保険税の算定につきましては、平成２３年度の税率に基づきまして２４年度

の課税標準額を基に再算定を行ったところですが、課税標準額が前年度と比較

して農業所得において相当の延びがあった。そのことにより税額増加分を補正

するものでございます。例年６月の補正予算につきましては、医療費と財源の

バランスを図るため保険税処理率を検討し、提案させていただいているところ

ですが、今回、歳出におきまして過年度返納金等により約２，５００万円の財

源不足が生じるところですが、税の増加分、繰越金により補うことができると

いうことで、平成２４年度の保険税率におきましては、据え置きさせていただ

くということで、過日開催いたしました国保運営協議会においてご理解いただ

いたところでございます。３款 国庫支出金 １項 国庫負担金 １目 療養

給付費等負担金１８４万３，０００円の補正減について、１節、２節の内容の

とおりです。負担金の交付割合の変更に伴う減額でございます。５款 前期高

齢者交付金 １項 前期高齢者交付金 １目 前期高齢者交付金８３８万円

の補正減について、１節の現年度分ですが、これは交付決定通知に基づく減額

でございます。６款 道支出金 ２項 道補助金 １目 財政調整交付金３６

６万９，０００円の補正増について、１節の財政調整交付金、道からの普通調

整交付金につきまして交付割合の変更による増でございます。１０款 繰越金 

１項 繰越金 １目 繰越金２，０２６万８，０００円の補正増について、１

節の繰越金につきましては、今回財源調整のため増額補正するものでございま

す。なお４４０万円程度の財源を留保しているところでございます。１１款 

諸収入 ２項 雑入 ４目 雑入８万円の補正増について、１節の雑入ですが、

平成２２年度の老人保健拠出金実績確定による清算交付金でございます。 
  ３ 歳出 ３款 後期高齢者支援金等 １項 後期高齢者支援金等 １目 

後期高齢者支援金４５９万９，０００円の補正増について、２目 後期高齢者

関係事務費拠出金１，０００円の補正減について、それぞれ１９節の負担金補

助及び交付金ですが、２４年度の納付額決定通知に基づく補正でございます。

４款 前期高齢者納付金等 １項 前期高齢者納付金等 １目 前期高齢者

納付金１０万１，０００円の補正減について、２目 前期高齢者関係事務費拠

出金１，０００円の補正減について、それぞれ１９節の負担金補助及び交付金

ですが、これも２４年度の納付額決定通知に基づく補正でございます。６款 
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介護納付金 １項 介護納付金 １目 介護納付金１１１万円の補正増につ

いて、１９節の負担金補助及び交付金で、これも２４年度の納付額決定通知に

基づく補正でございます。１０款 諸支出金 １項 諸費 ２目 過年度返納

金１，９９０万２，０００円の補正増について、２３節の償還金利子及び割引

料で、説明欄記載の過年度返納金それぞれ平成２３年度の実績に基づきます清

算による返還が主でございます。療養給付費等負担金と財政調整交付金につき

ましては、一部平成１７年度から平成２１年度におきまして地方単独事業に受

ける影響分の徴収率の変更があったものでございます。これについては平成２

２年度６月に道内で実施されました会計検査により、道の指導に誤りがあった

ということで、指摘されたものについて本町についても関係する分について返

還するものでございます。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
 次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり） 

○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結いたし

ます。 
 お諮りいたします。議案第３６号は、原案のとおり可決することといたし

たいと思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程１０番 議案第３７号 月形町地域情報通信基盤施設条例等の一部を

改正する条例の制定について 
○ 議長 笹木 英二 日程１０番 議案第３７号 月形町地域情報通信基盤

施設条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 
  補足説明 
  今回の改正の主旨を申し上げますと、国の入管法等の改正が平成２１年１

月１５日に公布され、この法律の施行に伴い外国人登録法が廃止され、外国人

住民は住民基本台帳法の適用対象となることから、外国人登録の規定がある３

つの条例を一括して改正するものであります。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
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質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
 次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり） 

○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結いたし

ます。 
 お諮りいたします。議案第３７号は、原案のとおり可決することといたし

たいと思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程１１番 議案第３８号 月形町印鑑の登録及び証明に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 
○ 議長 笹木 英二 日程１１番 議案第３８号 月形町印鑑の登録及び証

明に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 住民課長 
○ 住民課長 古谷 秀樹 議案に基づき逐条的に説明する。 
  補足説明 
  ただ今総務課長から外国人登録法の廃止の関係について説明したところで

ございます。従来から外国人の印鑑登録及び証明書の発行については、外国人

登録法に基づいて、登録されている者については町内に住所を有する者と同様

の取扱いにより発行しておりましたが、法の廃止により条例の文言等整理のた

め改正を行うものでございます。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
 次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり） 

○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結いたし

ます。 
 お諮りいたします。議案第３８号は、原案のとおり可決することといたし

たいと思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
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◎ 日程１２番 議案第３９号 月形町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の制定について 
○ 議長 笹木 英二 日程１２番 議案第３９号 月形町国民健康保険税条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 住民課長 
○ 住民課長 古谷 秀樹 議案に基づき逐条的に説明する。 
  補足説明 
  改正の要旨を申し上げます。附則に東日本大震災に係る被災居住用財産の

敷地に係る譲渡期限の延長の特例の項を加えるものでございます。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
 次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり） 

○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結いたし

ます。 
 お諮りいたします。議案第３９号は、原案のとおり可決することといたし

たいと思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程１３番 議案第４０号 月形町営住宅高齢者等向け住宅条例の一部を

改正する条例の制定について 
○ 議長 笹木 英二 日程１３番 議案第４０号 月形町営住宅高齢者等向

け住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 久慈 富貴 議案に基づき逐条的に説明する。 
  補足説明 
  これは町営住宅等の用途廃止または所管の移管の変更に伴うものでござい

ます。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
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 次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結いたし

ます。 
 お諮りいたします。議案第４０号は、原案のとおり可決することといたし

たいと思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程１４番 議案第４１号 月形町過疎地域自立促進市町村計画の変更に

ついて 
○ 議長 笹木 英二 日程１４番 議案第４１号 月形町過疎地域自立促進

市町村計画の変更についてを議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 
  補足説明 
  変更の理由を申し上げますと、北海道が平成６年から９年にかけて北海道

総合行政情報ネットワークいわゆる防災無線を市町村の協力を得て整備し、全

道の市町村に設置したわけですが、整備後十数年が経過し老朽化のため全道一

斉に北海道が事業主体となって平成２３年度及び２４年度で整備するもので

あります。本町につきましては平成２４年度に整備するもので、２４年度当初

予算において議決いただいているところですが、今回過疎債を利用する計画の

ため過疎計画を変更しなければならないということで、ご提案申し上げるもの

でございます。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
 次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり） 

○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結いたし

ます。 
 お諮りいたします。議案第４１号は、原案のとおり可決することといたし

たいと思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
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◎ 日程１５番 議案第４２号 空知教育センター組合規約の変更について 
○ 議長 笹木 英二 日程１５番 議案第４２号 空知教育センター組合規

約の変更についてを議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 

補足説明 
  規約の変更理由を申し上げますと、現在の空知教育センターの事務所は、

昭和４３年に建築され築４４年を迎え施設の老朽化が激しいこと。耐震改修が

必要なこと。また現在の施設は規模が大きいため改修の場合は施設規模の検討

が必要なこと。などの理由から、教育センターとしては滝川市が既に取得した

旧北海道滝川高等技術専門学院後施設の一部を賃貸したいと考えているとこ

ろでございます。現在の施設は教育センターの所有ではありますが、土地につ

いては滝川市が所有しており、本来なら建物解体後土地を返還することになり

ますが、時間を掛けずに土地と一体的に処分したいということで、建物を解体

せずに滝川市に無償譲渡し、処分方法は滝川市に委ねるということにしたいと

いうことであります。これにより当初想定していた解体費の相当額を平成２５

年度から３０年度までの６年間に分割して滝川市に返済することにしたいと

いうことであります。これに伴いまして組合規約を変更するもので、本文中の

第５条では空知教育センター所在地の住所を改めるものでございます。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
 次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり） 

○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結いたし

ます。 
 お諮りいたします。議案第４２号は、原案のとおり可決することといたし

たいと思います。これにご異議ございませんか。（異議なしの声あり） 
○ 議長 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程１６番 議案第４３号 字の区域変更について 
○ 議長 笹木 英二 日程１６番 議案第４３号 字の区域変更についてを

議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
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○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 

補足説明 
  この提案理由を申し上げますと、今回の変更につきましては、国からの要

請によるものであり、北村遊水池事業で越流提を本町の雁里地区に設置する計

画でありますが、予定地の字が字篠津原野、字枯木、字なしが存在しておりま

す。土地所有者等を設置する地域設定は越流提と所有地との間でそれぞれ設置

しなければならず、現状のままでは膨大な筆数を登記しなければならない状態

となっております。このため事務が煩雑となることから予定地の字界を変更し

て一つの字、字雁里としてその後一つの地番に合筆して事業を進めたいという

ことで地方自治法の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 
  事前に配付している資料により説明する。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
 次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり） 

○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結いたし

ます。 
 お諮りいたします。議案第４３号は、原案のとおり可決することといたし

たいと思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程１７番 議案第４４号 財産の取得について 
○ 議長 笹木 英二 日程１７番 議案第４４号 財産の取得についてを議

題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 久慈 富貴 議案に基づき逐条的に説明する。 

補足説明 
  歩道用ロータリー除雪車購入の理由としては、現在所有の歩道用ロータリ

ー車は平成８年に納入され１６年経過しているということです。歩道用除雪に

加え夏には町道の草刈りにも稼働しているということですが、経年疲労などに

よる故障発生の不安も増してきているということ。また歩道用専用ということ

で一台しかないため、故障時などは他除雪車での代用は難しいこともございま
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す。それら予備に備え故障時の対応や降雪状況、排雪の状況により二台での稼

働も可能とし、冬期間の歩道の安全確保に努めるものでございます。なお平成

８年には国庫補助事業雪寒補助で導入されております。現在は社会資本整備交

付金という名称が変わっておりますが、例年全道からの要望が多くなかなか更

新採択が厳しい状況で引き延ばしされている状況でございます。それらを勘案

いたしまして過疎債により購入するということで、町国税の基準財政需要額に

２７０％が参入されるような状況となっております。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
 次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり） 

○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結いたし

ます。 
 お諮りいたします。議案第４４号は、原案のとおり可決することといたし

たいと思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 
 
◎ 日程１８番 同意案第１号 固定資産評価員の選任について 
○ 議長 笹木 英二 日程１８番 同意案第１号 固定資産評価員の選任に

ついてを議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 三浦  淳 同意案第１号 固定資産評価員の選任について、

次の者を固定資産評価員に選任したいから、地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）第４０４条第２項の規定によって、議会の同意を求めるものであります。 
  これにつきましては、４月１日の人事異動により住民課長が異動になった

ため、後任の住民課長を固定資産評価員として議会の同意を求めるものでござ

います。記として住所、樺戸郡月形町１０２５番地３１、氏名、古谷秀樹氏、

昭和３３年１月１５日生まれ、本日の提出です。以上のとおりご提案申し上げ

ますので、宜しくご審議お願い申し上げます。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
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 お諮りいたします。同意案第１号は、この際、討論を省略し原案のとおり

同意することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。（「異議な

し」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり

同意することに決定いたしました。 
 
◎ 日程１９番 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに

ついて 
○ 議長 笹木 英二 日程１９番 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき

意見を求めることについてを議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求める

ことについて、次の者を人権擁護委員として法務大臣へ推薦したいから、人権

擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定によって、議会

の意見を求めるものであります。 
  記といたしまして住所、樺戸郡月形町６０番地４１、氏名、上坂隆一氏、

昭和２５年１１月１４日生まれでございます。なお、上坂氏につきましては現

在３期目であり、４期目になる任期としては平成２４年１０月１日から平成２

７年９月３０日までの３ケ年であります。なお新任の委員候補者は６５歳以下

の者であり、再任については７５歳未満と規定の中では合致しているところで

もあります。委嘱予定日の３ケ月前までに法務局に提出が必要であるというこ

とで、今回の提案とさせてもらったところであります 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
 お諮りいたします。諮問第１号は、この際、討論を省略し適任としたいと

思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 ご異議なしと認めます。よって諮問第１号は、適任と

する意見で答申することに決定いたしました。 
 
◎ 日程２０番 報告第１号 繰越明許費繰越計算書について（平成２３年度

月形町一般会計） 
○ 議長 笹木 英二 日程２０番 報告第１号 繰越明許費繰越計算書につ

いて（平成２３年度月形町一般会計）を議題といたします。 
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  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
 質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
○ 議長 笹木 英二 以上で報告第１号は、報告済みといたします。 
 
◎ 日程２１番 報告第２号 月形町土地開発公社の清算報告について 
○ 議長 笹木 英二 日程２１番 報告第２号 月形町土地開発公社の清算

報告についてを議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 総務課長 
○ 総務課長 三浦  淳 議案に基づき逐条的に説明する。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
 質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
○ 議長 笹木 英二 以上で報告第２号は、報告済みといたします。 
 
◎ 日程２２番 報告第３号 株式会社月形町振興公社の経営状況について 
○ 議長 笹木 英二 日程２２番 報告第３号 株式会社月形町振興公社の

経営状況についてを議題といたします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 産業課長 
○ 産業課長 久慈 富貴 議案に基づき逐条的に説明する。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
 質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり） 
○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたし

ます。 
○ 議長 笹木 英二 以上で報告第３号は、報告済みといたします。 
 
○ 議長 笹木 英二 以上で本日の日程は全て議了いたしました。 
よって本日は、これをもって散会いたします。 

   （午後 ２時２６分散会） 
 


