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第４回幕別町議会臨時会

議 事 日 程

平成15年第４回幕別町議会臨時会

（平成15年８月20日 ９時57分 開会・開議）

開会・開議宣告（会議規則第８条，第11条）

議事日程の報告（会議規則第21条）

日程第１ 会議録署名議員の指名

17番 永井繁樹 18番 伊東昭雄 19番 千葉幹雄

日程第２ 会期の決定 ８月20日（１日間）

（諸般の報告）

日程第３ 議案第54号 平成15年度幕別町一般会計補正予算（第４号）

日程第４ 議員の派遣
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会 議 録

平成15年第４回幕別町議会臨時会

１．開催年月日 平成15年８月20日

２．招集の場所 幕別町役場５階議事堂

３．開会・開議 ８月20日 ９時57分宣告

４．応 集 議 員 全議員

５．出 席 議 員 （22名）

議長 本保征喜

副議長 纐纈太郎

１ 豊島善江 ２ 中橋友子 ３ 野原恵子 ４ 牧野茂敏 ５ 前川敏春

６ 助川順一 ７ 堀川貴庸 ８ 乾 邦広 ９ 小田良一 10 前川雅志

11 杉山晴夫 12 佐々木芳男 13 古川 稔 14 坂本 偉 15 芳滝 仁

16 中野敏勝 17 永井繁樹 18 伊東昭雄 19 千葉幹雄 20 大野和政

６．地方自治法第121条の規定による説明員

町 長 岡田和夫 助 役 西尾 治 収 入 役 小野成義

教 育 長 沢田治夫

総務部長 新屋敷清志 企画室長 金子隆司

民生部長 石原尉敬 経済部長 中村忠行 建設部長 三井 巌

教育部長 藤内和三 札内支所長 纐纈良征 総務課長 菅 好弘

企画参事 羽磨知成 企画参事 飯田晴義 町民課長 熊谷直則

税務課長 久保雅昭 農林課長 増子一馬 土木課長 田中光夫

土地改良課長 土井昌一 施設課長 小野典昭 水道課長 前川満博

都市計画課長 高橋政雄 糠内出張所長 横山義嗣

車両センター所長 橋本孝男 学校教育課長 飛田 栄

７．職務のため出席した議会事務局職員

局長 高橋平明 課長 平田正一 係長 澤部紀博

８．議会提出議案

議員の派遣

９．町提出議案

議案第54号 平成15年度幕別町一般会計補正予算（第４号）

10．議事日程

議長は議事日程を別紙のとおり報告した。

11．会議録署名議員の指名

議長は会議録署名議員に次の３名を指名した。

17番 永井繁樹 18番 伊東昭雄 19番 千葉幹雄
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議 事 の 経 過

（平成15年８月20日 ９:57 開会・開議）

［開会・開議宣告］

○議長（本保征喜） ただいまから平成ただ今から、平成15年第４回幕別町議会臨時会を開会致します。

これより本日の会議を開きます。

「議事日程の報告」

○議長（本保征喜） 本日の議事日程につきましては、お手元に配布のとおりであります。

「会議録署名議員の指名」

○議長（本保征喜） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員に、17 番永井議員、18 番伊東議員、19 番千葉議員を指名致します。

「会期の決定」

○議長（本保征喜） 日程第２、会期の決定を議題と致します。

お諮り致します。本臨時会の会期は、本日１日間と致したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり)

○議長（本保征喜） 異議なしと認めます。したがって会期は、本日１日限りと決定致しました。

「人事異動による職員の紹介」

○議長（本保征喜） 次に、理事者より発言を求められていますので、これを許します。

西尾助役。

○助役（西尾 治） 市町村合併に係わりまして任意協議会を設置致しましたことから、８月１日付けで

人事異動を行っておりますので、異動になりました管理職職員につきましてご紹介をさせていただきた

いと思います。お手元に配布しております特別職及び管理職名簿の網掛けの部分でございまして、企画

室参事市町村合併担当、飯田晴義、企画室参事企画情報担当、羽磨知成、以上でごさいます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

「付託省略」

○議長（本保征喜） お諮り致します。日程第３議案第 54 号は、会議規則第 39 条第２項の規定によって、

委員会付託を省略し、本会議で審議致したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

○議長（本保征喜） 異議なしと認めます。

したがって、日程第３議案第 54 号は、委員会付託を省略することに決定致しました。

「議案第 54 号」

○議長（本保征喜） 日程第３議案第 54 号、平成 15 年度幕別町一般会計補正予算第４号を議題と致しま

す。

説明を求めます。西尾助役。

○助役（西尾 治） 議案第 54 号、平成 15 年度幕別町一般会計補正予算第４号につきまして、提案の理
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由をご説明申し上げます。

今回の補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,860 万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 125 億 1,049 万４千円と定めるものでございます。

補正後の款項等の区分につきましては、２ページ、３ページにございます、第１表歳入歳出予算補正

を参照いただきたいと思います。

地方債の補正でございますが、４ページをお開きいただきたいと思います。

第２表地方債の補正、今回は追加でございます。先の８月９日、10 日に係わります低気圧、台風に係

わりまして、農業施設、あるいは土木施設等に災害が発生しておりますことから、これに係わります起

債額 210 万円を新たに追加するものでございます。

続きまして歳出からご説明申し上げます。７ページをお開きいただきたいと思います。

２款総務費、１項総務管理費、16 目諸費、100 万円の追加でございます。

負担金補助及び交付金として追加致しますのは、幕別町・更別村・忠類村、３つの町によります任意

協議会の設立について合意をいたしたことろでございますので、任意協議会に係わります経費につきま

して３町村それぞれ均等に 100 万円ずつご負担をし、全体の予算として 300 万円で任意協議会の業務を

進めようとするものでございます。

300 万円の内容でございますけれども、事務局費といたしまして 206 万５千円。中身といたしまして

は旅費、あるいは需用費、コピー機等の使用料及び賃借料、備品購入、これらが主な内容でございます。

次に事業推進費といたしましては 83 万５千円。これは任意協議会に係わります委員さん方の、これ

は住民から選出される委員の方々における委員報酬、費用弁償、さらには会議録の作成委託などが主な

支出の内容となってございます。

続きまして次のページになりますが、13 款災害復旧費、１項農林災害復旧費、２目単独災害復旧費、

1,000 万円の追加でございます。８月９日、10 日、台風 10 号の北上に伴いまして、９日には低気圧に

よる雨、９日後半から 10 日未明にかけましては台風 10 号による雨、幕別町で総雨量 156 ミリを記録い

たしております。この台風、低気圧に係わります災害復旧事業として今般追加をさせていただくもので

ございます。

使用料及び賃借料につきましては 700 万円の追加でございますが、主に明渠の床ざらいに係わります

重機の借上料、15 節の工事請負につきましては、古舞地区ほか 12 ヶ所におけます災害復旧工事、明渠

の復旧が主になってまいりますけれども、箇所等につきましてはお手元にご配布させていただいており

ます資料によりまして被災箇所の図面を載せてございますのでご参照いただきたいと思います。

続きまして、２項土木災害復旧費、１目単独災害復旧費、760 万円の追加でございます。14 節の使用

料及び賃借料につきましては重機等の借上料となっておりますが、主に図面にもありますようにポンプ

の設置等に係わります借上料が主な支出の内容でございます。工事請負費につきましては、途別大豊線

ほか５路線の災害復旧工事でございます。なお、今回の補正予算とは直接か関わりございませんけれど

も、今回の低気圧、台風によります農作物の被害状況でございますけれども、全体として被害面積が 33.5

ヘクタール、被害の内容といたしましては、冠水、停滞水が 5.2 ヘクタール、作物の倒伏が 28.2 ヘク

タール、これらが主な被害の内容となってございます。

続きまして歳入ですが、５ページをお開きいただきたいと思います。９款地方交付税、１項地方交付

税、１目地方交付税、1,650 万円の追加でございます。

次のページになりますが、20 款町債、１項町債、８目災害復旧債、210 万円の追加でございます。

以上で説明を終わらさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長（本保征喜） 説明が終わりましたので、質疑を許します。

○２番（中橋知子） ７ページ、16 目諸費、19 負担金補助及び交付金の任意協議会負担金でありますが、

ただ今のご説明でありますと 300 万円の内訳についての説明がありました。そこでひとつには会議とし

て 83 万５千円ということでありますが、これはどの程度の会議を回数も含めまして予定されているか

ということと、それからこの 300 万円ということであれば、今のご説明ですと調査の結果などの報告に
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ついてはまったく別予算になっていくのだろうというふうに思うのです。それはどの時点でどんなふう

に予算を考えておられるのか、それとこれは多少関連にもなるのですが、特別委員会の席でもこの任意

協議会の中でこういうふうに調査されていって、その報告について合併だよりというような形も含めて

住民に報告をされるということでありました。私どももずっとこの問題については非常に大きな問題で

あるだけに、住民の合意が大前提だと言ってまいりました。それでこの結果もきちっとどんなふうに知

らせられるのかということで前段の質問、その予算はどこでっていうことなんですが。もうひとつこれ

まで住民の皆さんからこの問題について意見を聞く機会を作ってこられましたが、何回でどれくらいの

方が参加されてここまできているのかが３つ目であります。最後ですが方向性としまして、任意協議会

の中で合併についての調査をされていくわけですが、合併ありきではないということであればさらに自

立の道についても住民の情報提供っていうのは今後のしていかなければならないことだと思うんです。

その点、並列してやっていかれるのかどうか、この点であります。

○企画室参事（飯田晴義） まず任意協議会の会議の開催回数でございますけれども、予算上は４回を見

込んでございます。２点目の調査結果に関する予算が見られているかどうかということでありますけれ

ども、協議会におきましては最終、今４回を予定しておりますけれども、４回目の会議のときに調査結

果報告書というものをまとめる予定でございます。これにつきまして特に外注するということは考えて

おりませんので、自前で紙があればできるかなとというふうに考えております。３点目が広報関係でご

ざいますけれども、住民の方々への周知につきましては、町の広報、あるいは協議結果を３回終わった

段階で協議結果のダイジェスト版を作成する予定をしてございます。それを全戸配布いたしますととも

に、それを用いまして住民説明会を開催してご意見をいただくと、また、ホームページを開設しまして、

協議会の結果についてもお知らせするということを考えております。４点目がこれまで住民の方々に対

する説明会等の開催についてでございますけれども、これまで住民説明会、あるいは出前講座等を通じ

まして、延べ 19 回で 1,700 人程度の方に出席をいただいております。それと最後５点目が自主自立の

道についてどうするのかということでありますけれども、当然任意協議会におきまして合併した場合の

将来像、あるいは財政シュミレーション、あるいは事務事業がどういう方向になっていくのかというこ

との検討をいたしますとともに、特に財政の面で自立の場合にはどうなるのかということも合わせて検

討するということになっております。以上です。

○議長（本保征喜） 中橋議員。

○２番（中橋知子） 1,700 人がこれまで参加されてここまでこられているわけですが、色々精力的に取

り組んでこられてはきたんですけれども、２万 5,000 人の町でありますから 1,700 人ていうことは数字

上は多いですが、割合にしますと 10％ちょっとということであります。こういう中で次の道を踏まれて

いくわけですから、相当慎重に取り組んでいくことを求めたいというふうに思いますことと、もうひと

つは当然一番最後のお答えに関連してでありますが、自立の道についても勿論協議をなされて住民の最

後の判断を仰いでいくということでありますが、例えば昨日あたりの報道を見てましても、大樹町の事

例が出てたんですが、合併の問題と合わせまして自立した場合の交付税措置が削減されて、これ私ども

議員のほうには一度シュミレーションをいただきましたけれども、そういうふうになった場合のまちづ

くりのあり方ということで、今まで無料であったゴの収集などは年間１世帯 5,000 円以上かかりますよ

とか、そういう詳細な数字も出していました。私どもはやはり判断をしていくということになりますと、

そういうものもきちっと見える形で住民の方達に示していくということが大事だと思います。ずっと財

政問題ではないと言いながらも、どう色々考えても合併というのは今日の財政難の一時の回避と言いま

すか、そういう内容が強いというふうに受け止めているものですから、その一時の住民に係る単独の場

合の具体的な数値などについても、きちっと示していくことも必要でないかと思うんです。そのへんも

考えて報告書などは予定されていますか。

○企画室参事（飯田晴義） 先ほどご答弁申し上げましたダイジェスト版というものを作ってそれを全戸

に配布し、さらにそれを用いて住民説明をするというふうに申し上げましたけれども、その中に自立し

た場合にどうなるかということもある程度、住民負担をどれくらいいただかなければならない、あるい
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は住民負担をこれだけいただいても無理だとというような、そういう具体的に判断ができるような数字

的なものを盛り込んでまいりたいというふうに思ってます。

○議長（本保征喜） ほかに。野原議員。

○３番（野原恵子） ８ページの災害復旧費の件についてお聞きいたします。

この地図で説明も受けましたし、口頭でも災害復旧、農業施設など、明渠だとか床ざらいとか説明を

受けたんですが、特に新川の災害復旧の件をお聞きしたいのですか、住民の方から大水が出ると毎年の

ように冠水ですとかそういうのがありまして農業被害が起きていると寄せられているのですが、今回こ

の予算が計上されているんですが、どのような復旧対策を行うのかお聞きしたいと思います。

○土木課長（田中光夫） この度の災害復旧におきました新川排水ポンプということで位置図に掲示して

ございますけれども、これにつきましては当日 10 日未明よりの雨によりまして増水ということで、堤

内排水路付近の畑の冠水が見られた、特に（聴取不能）被害が起きそうだというようなことから、この

部分に 10 日当日に排水ポンプを設置いたしました。その部分の予算について計上したものでございま

す。

○議長（本保征喜） 野原議員。

○３番（野原恵子） そうしますと、今後どのような対策を行っていくかということもお考えの上での排

水ポンプだったと思うんですが、今ある排水ポンプでは不十分だったということですね。

○議長（本保征喜） 建設部長。

○建設部長（三井 巌） 新川地区の今お話しございました地域の改善策についてですけれども、ひとつ

には今ございます排水機場、これの整備、再整備といいましょうか、かなり年数がたってございますの

で、その整備について関係機関のほうに要請をしている最中でございます。それからもう１点、堤内排

水路、これは河川管理者の方の管理部門でございますけれども、これについても今整備をするように過

去からしておりまして、今大体、話しが付いて、今年調査に入っていくということになりますから、最

終できあがりまでは４年間くらいはかかるかと思いますけれども、そういう計画でもって今取り進める

予定でございます。以上です。

○議長（本保征喜） 野原議員。

○３番（野原恵子） 今４年くらいの計画で整備を進めていくというお話しだったのですが、その間も対

策をしっかり立てなければまた冠水、農作物の被害も出ると思うんですけれども、そこもお考えの上で

大水が出たときには冠水にならないような対策も取りながら整備もきちっとしていくということも合

わせて行っていくことが必要ではないかと思うんですが、その点はいかがでしょうか。

○議長（本保征喜） 建設部長。

○建設部長（三井 巌） 今からどの状態になったらどうだということは申し上げられませんが、その都

度その都度状況を見ながら臨機応変に対応していきたいなというふうに思っております。以上です。

○議長（本保征喜） ほかにございませんか。

（なしの声あり）

○議長（本保征喜） 質疑なしと認めます。

お諮り致します。本案は、原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

○議長（本保征喜） 異議なしと認めます。

したがって、本案は原案の通り可決されました。

「議員の派遣」

○議長（本保征喜） 日程第４、議員の派遣の承認についてを議題と致します。

お諮り致します。幕別町・更別村・忠類村任意合併協議会委員に、議長及び市町村合併調査特別委員

長を派遣したいと思います。

これにご異議ありませんか。
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（異議なしの声あり）

○議長（本保征喜） 異議なしと認めます。したがって、幕別町・更別村・忠類村任意合併協議会委員に、

議長及び市町村合併調査特別委員長を派遣することに決定いたしました。

なお、目的、派遣場所、期間等につきましては、お手元に配布のとおりであります。

「閉議・閉会宣告」

○議長（本保征喜） 以上をもって、本臨時会に付議されました議件は全部終了致しました。

会議を閉じます。

これをもって、平成 15 年 第４回幕別町議会臨時会を閉会致します。

（10:19 閉会）


