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 ────────────────────────────────────── 

◎開会の宣告 

○議長（石川正裕議長） ただいまより、平成23年第２回上士幌町議会定例会を開会いた

します。 

  本日の議案説明のため、地方自治法第121条の規定により関係説明員の出席を求めて

おります。 

（午前１０時００分） 

────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（石川正裕議長） これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

（午前１０時００分） 

────────────────────────────────────── 

◎議会運営委員会の報告 

○議長（石川正裕議長） 議会運営委員長より、本日の議事運営について発言を求めます。 

  議会運営委員長、堂畑義雄議員。 

○議会運営委員長（堂畑義雄議員） 議会運営委員会よりご報告申し上げます。 

  議会運営委員会は、３月３日・午前10時より、委員会室において、議会運営委員全員

の出席をいただき、説明員に副町長の出席を求めて委員会を開催し、本日の議事運営及

び議案の審議方法について審議いたしました。 

  議会運営委員会の審議の結果、本日の議事日程及び議案の審議方法については、既に

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

  この際、議会運営委員会において協議されましたことについてご報告申し上げます。 

  １点目は、日程第３、諸般の報告の中で、２月９日の全国町村議会議長会の定期総会

におきまして、石川正裕議長、佐々木守副議長、杉山幸昭議員の３名が自治功労表彰を

受賞されましたので、議会運用例に基づき表彰の伝達を行います。 

  ２点目は、日程第７、報告第３号から日程第８、報告第４号までの「専決処分の報告

について」の２件は、一括提案及び質疑といたします。 

  ３点目は、日程第９、議案第３号から日程第15、議案第９号までの平成22年度各会計

補正予算の審議は、本会議において一括提案を受け、審査は、一般会計についてはペー

ジごとに、６特別会計は会計ごとに一括して質疑を行い、各議案ごとに討論・採決を行

うことといたします。 
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  ４点目は、日程第20、議案第13号から日程第23、議案第16号の４町有住宅に係る管理

条例の一部を改正する条例の制定については、関連がありますので一括提案を受け、各

議案ごとに討論・採決を行うことといたします。 

  ５点目は、日程第25、議案第18号から日程第26、議案第19号までの組合規約の変更に

ついての２件は、関連がありますので一括提案及び質疑を行い、各議案ごとに討論・採

決を行うことといたします。 

  ６点目は、日程第29、議案第22号から日程第34、議案第27号の平成23年度各会計当初

予算は、議長を除く議員全員による予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査

を行うことといたしますので、当初予算案に対する質疑は大綱的な質疑にとどめるよう

ご協力をお願いいたします。 

  また、予算審査特別委員会の委員長及び副委員長は、あらかじめ議会運営委員会にお

いて協議しておりますので、議長の指名により委員長及び副委員長を選任いたしますの

でご承知願います。 

  以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（石川正裕議長） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第119条の規定により、議長において９番渡部信一議員、

10番角田久和議員を指名いたします。 

────────────────────────────────────── 

◎会期の決定について 

○議長（石川正裕議長） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から３月23日までの16日間といたしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から３月23日までの16日間と決定いたしました。 

  なお、会期中の会議予定については、お手元に予定表を配付しておりますので、ご承

知願います。 

────────────────────────────────────── 

◎諸般の報告 
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○議長（石川正裕議長） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  お手元に平成22年12月１日から平成23年２月28日までの間の議会の諸会議等について、

報告書を配付しております。内容等の朗読は省略いたします。 

  次に、町外の諸団体からの要望書等の写しを、議会運用例第130条の１の規定により、

議会運営委員会に諮って、議会事務局作成資料としてお手元に配付しておりますので、

議員各位の活動資料としてご活用いただきたいと思います。 

  次に、議会議員の授賞報告と表彰の伝達を議会運用例第146条の１及び第146条の２の

規定により行います。 

  去る、２月９日開催の全国町村議会議長会・定期総会において、町村議会議員の自治

功労者表彰が行われました。本町議会から佐々木守議員、杉山幸昭議員と私が表彰され

ましたことをご報告申し上げ、これより、その表彰の伝達を行います。 

  ここで、暫時休憩をいたします。 

（午前１０時０８分） 

────────────────────────────────────── 

○議長（石川正裕議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時１３分） 

────────────────────────────────────── 

○議長（石川正裕議長） 以上が諸般の報告であります。 

  諸般の報告に対する質疑は、議会運用例第58条の１第１項の規定により、これを省略

いたします。 

  これをもって、諸般の報告を終わります。 

────────────────────────────────────── 

◎行政報告 

○議長（石川正裕議長） 日程第４、行政報告を議題といたします。 

  説明員より、報告の説明を求めます。 

  企画財政課長。 

○野中美尾企画財政課長 平成22年国勢調査における人口及び世帯数の公表について、ご

報告申し上げます。 

  平成22年10月１日を基準日とした平成22年国勢調査では、世帯の個人情報保護意識の

高まりなどから、封入提出方式、郵送提出方式が導入されましたが、大きな混乱もなく

無事に実施することができました。これもひとえに統計調査員を初め、多くの町民の皆

さんのご理解、ご協力によるものと改めて感謝を申し上げる次第です。 
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  さて、平成22年国勢調査の結果でございますが、別紙１の平成22年国勢調査における

人口及び世帯数速報値をご覧ください。 

  人口は総数で5,078人となり、平成17年と比較しますと151人減り、2.9％の減となっ

ております。世帯数につきましては2,241世帯となり、平成17年国勢調査と比較して、

26世帯が増え、1.2％の増となっております。 

  なお、今回、公表した数値につきましては、速報値としての集計数値でありますので、

次年度以降、平成23年10月公表されます確定値と異なる場合がございますので、あらか

じめご承知おき願います。 

  以上です。 

○議長（石川正裕議長） 報告の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質

疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 以上で、行政報告に対する質疑を終結いたします。 

  これをもって、行政報告を終わります。 

────────────────────────────────────── 

◎意見書第５９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（石川正裕議長） 日程第５、意見書案第59号地域医療存続のための医師確保に関

する意見書の提出についてを議題といたします。 

  意見書案の朗読を省略し、直ちに、提案者である４番、堂畑義雄議員から提案理由の

説明を求めます。 

  ４番、堂畑義雄議員。 

○４番（堂畑義雄議員） ただいま上程されました意見書案第59号地域医療存続のための

医師確保に関する意見書の提出についての提案理由についてご説明申し上げます。 

  この意見書につきましては、北海道町村議会議長会から議長に要請があり、さきの議

会運営委員会におきまして、議会運営委員のご賛同を得まして委員長であります私が提

案者となった次第であります。 

  北海道は広大な面積を保有し、その中にあって多くが過疎地域であります。この中に

あっては、一次医療や救急医療等を担う病院や診療所の役割が重要な位置を占めており、

その経営の安定と医療環境の充実のため施設整備や医師の確保への国からの助成と制度

の充実が必要であります。 

  特に、医師不足の現状は抜本的解決がなされないまま深刻な問題であり、地域医療が

崩壊する危機的状況が生じています。平成16年度に始まった新医師臨床研修制度により、
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都市と地方の医師の偏在が進み、地方で勤務する医師の不足が深刻な状況にあります。

医師の不足から来る過酷な勤務状況や医師に多額の費用を要し、病院経営が困難な状況

であり、住民の安全で安心できる地域医療の存続に緊急に措置を行うよう国に要望する

ものであります。 

  特に、医師不足の解消や地域ごと診療科ごとの医師偏在の是正を図るために医師臨床

研修において、医師の技術習得はもとより「医は仁術」という医療の基本を習得するこ

とを期し、医師不足地域での数年間の勤務義務など医師派遣制度を構築する法的処置を

講ずるよう国に強く要望するものであります。 

  議員各位の満場のご賛同を賜り、この意見書案をご可決いただき、関係者に送付いた

だきますようお願いいたします。 

  以上をもって、意見書案第59号の提案理由の説明を終わります。 

○議長（石川正裕議長） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（石川正裕議長） これをもって、意見書案第59号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（石川正裕議長） 討論がありませんので、これより意見書案第59号の採決を行い

ます。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、意見書案第59号は原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────── 

◎意見書案第６０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（石川正裕議長） 日程第６、意見書案第60号平成23年度畜産物価格決定等に関す

る要望意見書の提出についてを議題といたします。 

  意見書案の朗読を省略し、直ちに、提案者である２番、杉山幸昭議員から提案理由の

説明を求めます。 

  ２番、杉山幸昭議員。 

○２番（杉山幸昭議員） ただいま提案されました意見書案第60号平成23年度畜産物価格

決定等に関する要望意見書の提出について、その提案理由の説明を申し上げます。 
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  この意見書につきましては、全道農民組織統一として意見書を上げるものでございま

して、私が提案者となり議会運営委員の賛同を得て提案するものでございます。 

  それでは、内容を説明申し上げます。 

  平成23年度畜産物価格決定等に関する要望意見書（案） 

  北海道・十勝の酪農・畜産は、厳しい気象・地理的条件のもとで専業経営を主体に展

開し、安全・安心な牛乳乳製品及び食肉の安定供給に加え、国土・環境保全など多面的

機能の発揮に重要な役割を果たしております。また、乳業など関連企業とともに、地域

経済・社会・雇用等を支える基幹産業として重要な役割を果たしています。 

  しかしながら、酪農・畜産の経営環境は、配合飼料価格など生産資材価格高騰と高止

まりによる生産コスト上昇の影響が残る中、景気悪化による消費の減少や生産者手取り

価格の低下などから、厳しい状況が続いております。加えて、22年度は猛暑による生乳

生産基盤へのダメージ等により、より一層厳しい局面を迎え、将来にわたる畜産物の安

定供給体制が危惧されている状況にあります。 

  また、例外なき関税撤廃を原則とするＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）交渉へ

の参加問題や日豪ＥＰＡ交渉の加速化など、我が国の酪農・畜産の市場開放をめぐって

危機的な状況にさらされております。 

  一方、国は「食料・農業・農村基本計画」において、10年後の食料自給率を50％へ向

上させる目標を掲げ、畜産物については現状と同程度の生産目標数量を設定し、各般の

施策を総合的かつ計画的に推進していくこととしております。 

  したがって、我が国の食料供給を支える北海道・十勝の酪農・畜産が食料自給率向上

に寄与しながら、持続的に発展するためには、農業者が抱いている国際化対応などへの

将来不安を払拭することが重要であります。その上で、所得補償政策と経営安定政策の

確立、自給飼料生産の強化や家畜改良の推進等による生産基盤の強化、海外悪性伝染病

等の発生に備えた防疫対策等を積極的に推進することが不可欠であります。 

  ついては、国民の基礎的食料の安定供給及び地域経済・社会を支える酪農・畜産の持

続的な発展と担い手の所得向上及び経営安定に向けて、総合的な酪農・畜産政策を推進

されますよう下記事項を添えて強く要望するものでございます。 

  大きく３項目について、それぞれ何点かずつ要望しておるものでございます。 

  今年度、新たに要望事項として加わりましたのは、ＴＰＰ参加反対など国際自由貿易

交渉について。 

  １、例外なき関税撤廃を原則とするＴＰＰ交渉への参加は断じて行わないこと。 

  ２、日豪等ＥＰＡ／ＦＴＡ交渉において、我が国の基礎的食料である乳製品や牛肉、
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米や小麦、澱粉、砂糖等の重要品目を関税撤廃の対象から除外すること。 

  ということでございます。 

  次に、２点目といたしましては、平成23年度畜産物価格等についてでございます。 

  この件につきましては、来週の14日からの週で決定されるというふうに言われてござ

います。 

  １点目としては、平成23年度加工原料乳生産者補給金単価につきましては、生乳の再

生産確保と酪農家の経営努力が報われ生産意欲の高揚につながる観点から、補給金単価

を現行11円85銭キログラム当たりを引き上げること。 

  特に、この点につきましては、補給金は１円とか、例えば何十銭単位で直接生産者の

所得に響くという重要な部分でございますので、特に、この点は強く求めたいと思って

おる次第でございます。 

  ２点目は、平成23年度加工原料乳限度数量については、加工原料乳の主力供給産地で

ある北海道の安定生産などに配慮して、現行数量185万トン以上とすること。 

  北海道はご案内のとおり、50％以上が加工原料乳という形で生産をされておりますの

で、この辺をぜひ堅持していただきたいということでございます。 

  ３点目、平成23年度の牛肉及び豚肉の安定価格、肉用子牛保証基準価格等については、

畜産経営の安定と再生産の確保が図られるよう現行価格を引き上げることでございます。 

  ４点目は、飲用乳需要の低迷やバター・脱脂粉乳等の乳製品需要の跛行性の解消に対

応しながら、輸入乳製品の市場と競合する脱脂濃縮乳・生クリームなど液状乳製品への

国産需要安定確保支援対策を検討することということでございます。 

  大きい３点目は、先ほど申し上げましたように、今年の価格は来週中に決定するとい

うことですが、来年度に向けて24年度の酪農・畜産政策ついて要求するものでございま

す。 

  １点目につきましては、食料自給率の向上や多面的機能実現に向けて、新たな「酪肉

近代化基本方針」（平成22年７月）で掲げた、①所得補償制度の導入、②持続可能な酪

農及び肉用牛生産への転換、③家畜衛生対策の充実・強化等、④自給飼料基盤に立脚し

た酪農及び肉用牛生産への転換、⑤消費者ニーズに応えた畜産物の生産・加工・流通と

自給飼料基盤に立脚した国内生産の意義についての国民の理解の促進を実現するために

重厚な予算措置を図ることを求めるものでございます。 

  ２点目は、酪農・畜産への所得補償制度の導入に当たっては、意欲ある多様な担い手

が将来展望を描きながら、安心して経営に取り組めるよう畜種ごとの特性や地域事情な

どの検証、生産現場の意見を十分に聴取するなど、酪農・畜産における営農の継続性に
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配慮した円滑な制度移行と盤石な仕組みを構築すること。 

  ３点目、地域に即した農業・農村の振興、６次産業化の推進、就業機会の拡大など、

都道府県や市町村が自主・自立の地域農政が行えるよう「農村活性化・資源保全支援交

付金（仮称）」を創設するなど、地域の特色ある酪農・畜産振興を図ること。 

  ４点目は、飼料自給率を高め、自給飼料基盤に立脚した酪農・畜産経営を加速的に推

進する観点から、直接支払手法による政策誘導策を検討し実施すること。 

  ５点目、草地整備改良や草地更新、ＴＭＲ（混合飼料）センターや飼料生産受託組織

（コントラクター）など、地方の自主性・裁量性を高めた自給飼料増産対策を拡充・強

化し、必要な予算額を措置すること。 

  ６点目、担い手の新規就農や既存農業者の飼養規模拡大等に対応した家畜ふん尿・排

水処理施設の整備に対する支援対策の充実を図ること。 

  ７点目、多額の施設投資や運転資金を必要とする酪農・畜産経営に対し、経営安定の

ための融資制度や負債償還圧の軽減対策、保証基盤の強化対策などを継続・充実するこ

と。 

  ８点目、牛乳・乳製品の消費拡大対策や国産食肉の需要拡大対策を継続的かつ効果的

に実施すること。 

  ９点目、口蹄疫など海外悪性伝染病への国内への侵入防止対策の徹底を初め、疾病に

応じた万全な家畜防疫対策と経営維持・再建対策の充実、家畜伝染予防法の見直しを図

ること。 

  また、家畜防疫上の観点からも、鳥獣被害防止対策を継続強化すること。 

  10点目、継続的な家畜改良への取り組みは不可欠であることから、乳群検定と後代検

定など家畜改良対策の継続・充実を図ること。 

  11点目、酪農経営における労働軽減、雇用創出及び担い手育成の観点など、酪農ヘル

パー制度の役割・重要性を踏まえ、傷病時利用への支援や組織の安定的運営及び要員確

保への支援など酪農ヘルパー支援対策を継続強化すること。 

  12点目、家畜防疫互助基金造成等支援事業の対象疾病に牛のサルモネラ症を加えるこ

と。 

  以上、12点を要望するものでございます。 

  議員各位の満場の賛同を得まして、ご可決いただきまして、関係各省庁にご送付いた

だきますようお願い申し上げる次第でございます。 

  以上でございます。 

○議長（石川正裕議長） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
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質疑ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（石川正裕議長） これをもって、意見書案第60号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（石川正裕議長） 討論がありませんので、これより意見書案第60号の採決を行い

ます。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、意見書案第60号は原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────── 

◎報告第３号及び報告第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（石川正裕議長） 日程第７、報告第３号専決処分の報告について、日程第８、報

告第４号専決処分の報告についての２案を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに、提案理由の説明を求めます。 

  ナイタイ高原牧場長。 

○松岡秀行ナイタイ高原牧場長 ただいま上程されました報告第３号専決処分の報告につ

いて、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  昨年、平成22年11月28日に発生しました車両事故に係る示談について、平成23年２月

23日に取り交わしたところですが、損害倍書の額の決定及び和解について、地方自治法

第180条第１項の規定により、同日の２月23日付で専決処分を行いましたので、議会に

報告するものであります。 

  専決処分の内容につきましては、専決処分書をご参照願います。 

  賠償の相手方は、河東郡上士幌町字上士幌東３線234番地、田中慶治氏であります。 

  事故の概要でありますが、平成22年11月28日、午後２時25分ごろ、町有ショベルロー

ダー（コマツＷＡ320）が、ロールサイレージを格納庫周辺地から和牛基地内へと運搬

中に格納庫側から道々に出る際に、左側から走行中の当牧場ダンプに気をとられ、右側

をよく確認せずに発進させてしまい、直進してきた相手方ダンプと接触したものであり

ます。 

  和解の内容ですが、損害額、町の損害額は44万1,000円とする。内訳、車両修理代は

44万1,000円。相手方の損害額は107万5,463円とする。内訳、車両修理代107万5,463円。 
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  過失割合、町の過失割合は80％とする。 

  損害賠償額、町の損害賠償額は、相手方の損害額の80％である86万370円とする。 

  決裁の方法、町は相手方に86万370円を支払う。 

  その他、今後、本件に関しては、異議を申し立てないこととする。 

  以上、報告第３号をご説明させていただきました。 

  ご審議いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（石川正裕議長） 企画財政課長。 

○野中美尾企画財政課長 ただいま上程されました報告第４号専決処分の報告について、

その提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  今回、報告する専決処分は報告第３号で報告がありました平成22年11月28日に発生し

た車両事故に係る損害賠償の額の支払いに急を要することから、当該補正予算について、

地方自治法第180条第１項の規定により２月23日付をもって、専決処分を行ったので、

同条第２項の規定により報告するものであります。 

  補正の内容につきましては、１ページの平成22年度上士幌町一般会計補正予算（第10

号）をご参照願います。 

  第１条で、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ127万1,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を57億3,702万3,000円とするものです。 

  第２項で、補正の内容は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるとしたものでありま

す。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  以上、専決処分の内容についてご報告させていただきました。ご審議いただきますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（石川正裕議長） 提案理由の説明が終わりましたので、これより２案を一括して

質疑を行います。質疑ありますか。 

  ６番、山本裕吾議員。 

○６番（山本裕吾議員） 事故が起きたということは、非常に残念なことでございますけ

れども、奥のほうに道営事業で施設も順次変わってきてるわけでございまして、その現

状のナイタイ高原牧場の施設との間にＥＴセンター等事務所もございまして、非常に車

の通りが多くなってきたのかと、こんなふうに思ってるわけでございますけれども、安

全対策上、細心の注意を払っていただいて、運転管理者等も含めて安全管理を徹底して

やっていただきたいと思いますが、この車両の通行、あるいは作業範囲が広がるという

ことで、道路に対しての安全対策上のものは、例えば看板ですとか、標識ですとか、そ
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ういうようなことは、今後のことも含めてですけれども、施設が拡充することによって、

この道路のことに対して、どのような今後の対策をなされるのか、この際、お聞きして

おきたいと思います。 

○議長（石川正裕議長） ナイタイ高原牧場長。 

○松岡秀行ナイタイ高原牧場長 山本議員おっしゃるとおり、奥に行くにしたがって、か

なりそのリスクというのは伴ってくるだろうと理解しておりますので、できる限り、そ

ういった啓発看板等をできる範囲で実施していきたいと、そのように考えてございます。 

○議長（石川正裕議長） ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（石川正裕議長） これをもって、２案に対する質疑を終結いたします。 

  これをもって、報告第３号及び報告第４号については、報告済みといたします。 

────────────────────────────────────── 

◎議案第３号から議案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（石川正裕議長） 日程第９、議案第３号平成22年度上士幌町一般会計補正予算

（第11号）、日程第10、議案第４号平成22年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算

（第６号）、日程第11、議案第５号平成22年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第

４号）、日程第12、議案第６号平成22年度上士幌町老人保健特別会計補正予算（第１

号）、日程第13、議案第７号平成22年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）、日程第14、議案第８号平成22年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）、日程第15、議案第９号平成22年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第

４号）、以上、７案を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに、提案理由の説明を求めます。 

  副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第３号から第９号までの全７会計の補

正予算の内容についてご説明を申し上げます。 

  補正総額は、全７会計で２億9,113万7,000円の追加補正となっております。補正後の

予算総額を77億4,903万9,000円とするものでございます。 

  それでは、議案第３号一般会計補正予算（第11号）からご説明をいたします。 

  １ページをお開きいただきたいと思います。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に２億9,359万6,000円を追加し、総額を60億

3,061万9,000円とするものでございます。 

  追加補正の主な内容を申し上げます。 
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  公共施設整備基金積立金４億8,786万4,000円、地方バス路線維持対策経費70万円、障

害者自立支援給付事業787万8,000円、上士幌西地区道営草地整備事業地元負担金140万

円、上士幌町住宅エコポイント事業89万円、図書購入費86万7,000円を計上してござい

ます。 

  以上が主な追加補正の内容でございます。 

  減額補正の内容につきましては、事務事業遂行に伴う執行残の減額補正が主なもので

ございます。 

   次に、第２条繰越明許費の補正についてご説明を申し上げます。 

  ９ページ、第２表にありますとおり、道道士幌上士幌線公安事業受託経費であります

が、年度内に完了することが困難でありますことから、今回補正をいたします予算を翌

年度に繰り越して使用するものでございます。 

  第３条債務負担行為の補正につきましては、農業経営基盤強化資金融通に対する利子

補給制度の改正に伴いまして、期間を変更するものでございます。 

  第４条地方債の補正につきましては、新たな過疎法に伴うソフト事業への充当などに

伴い、起債限度額を変更するものでございます。 

  次に、特別会計の補正予算についてご説明をいたします。 

  １ページの議案第４号国民健康保険特別会計補正予算（第６号）でございます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から759万5,000円を減額し、総額を７億

5,861万円とするものでございます。 

  減額補正の主なものは、一般被保険者療養給付費319万7,000円、出産育児一時金支給

事業252万円、保険財政共同安定化事業拠出金267万3,000円。 

  追加補正の主なものは、療養給付費交付金等返還金285万7,000円でございます。 

  次に、28ページの議案第５号水道事業特別会計補正予算（第４号）でございます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から131万3,000円を減額し、総額を１億

7,471万4,000円とするものでございます。 

  減額補正の主なものは、事務管理経費75万3,000円、簡易水道施設維持管理経費30万

円でございます。 

  次に、36ページ、議案第６号老人保健特別会計補正予算（第１号）でございます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に1,956万4,000円を追加し、総額を2,018万

8,000円とするものでございます。 

  追加補正の主なものは、一般会計操出金2,018万1,000円でございます。 

  次に、47ページ、議案第７号後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）でございま
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す。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から280万1,000円を減額し、総額を7,392万

8,000円とするものでございます。 

  減額補正の内容は、後期高齢者医療広域連合納付金280万1,000円でございます。 

  次に、53ページ、議案第８号公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）でございま

す。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から546万3,000円を減額し、総額を２億

3,648万2,000円とするものでございます。 

  減額補正の主なものは、下水道施設管理経費73万円、戸別排水処理施設管理経費300

万円、下水道施設整備事業158万1,000円でございます。 

  次に、64ページ、議案第９号介護保険特別会計補正予算（第４号）でございます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から485万1,000円を減額し、総額を４億

5,449万8,000円とするものでございます。 

  減額補正の主なものは、施設介護サービス給付費事業646万9,000円でございます。 

  以上が全会計補正予算の内容でございます。 

  また、全会計とも第１条の第２項補正の款項区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、第１表のとおりでございます。 

  また、各会計事項別明細書以下につきましては、説明を省略をさせていただきます。 

  以上、一般会計並びに６特別会計の補正予算につきましてご提案を申し上げました。 

  よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（石川正裕議長） 提案説明が終わりましたので、これより各会計ごとに質疑を行

います。 

  それでは、議案第３号平成22年上士幌町一般会計補正予算（第11号）から質疑を行い

ます。 

  初めに、事項別明細書の歳出から質疑を行います。 

  事項別明細書の歳出は、34ページからページごとに一括して質疑を行います。 

  34ページから35ページ、質疑ありますか。 

  ３番、山本和子議員。 

○３番（山本和子議員） 35ページの３点質問いたします。 

  １点目は、次世代育成支援対策交付金の増の理由とそれから児童環境づくりの補助が

全額499万円減額になっていますが、その理由についてと、それから国民保護協会経費

が当初予算10万2,000円だったんですが、今回９万2,000円減額していますので、開催は
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したのかどうかその点について、質問いたします。 

○議長（石川正裕議長） 総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 ただいまご質問ございました国民保護協議会の開催の関係の部分に

つきましては、私のほうから報告させていただきます。 

  国民保護協議会の開催につきましては、平成22年度は国のほうの通達等、それから道

の計画の変更がございましたので、昨年10月にその所要の改正をするということで、国

民保護計画の改定を行っております。その際に、国民保護協議会を10月５日の日に開催

してございます。そういうことで、今年度は１回開催ということでございます。 

  ただ、報酬等の支払いにつきましては、行政等の関係者も中にかなりいるんですが、

その方につきましては、報酬のほうを辞退しておりますので、民間等の委員さんの報酬

につきまして、お支払いをしているという状況になってございます。 

○議長（石川正裕議長） 保育課長。 

○山口準二郎保育課長 児童環境づくり基盤整備事業の補助の減額の件でございますけれ

ども、これは、22年度補助制度廃止になりましたので、それに伴う減額をさせていただ

きました。 

  それから、次世代育成支援対策事業の関係でございますけれども、児童福祉関係で常

設保育所の経費、それからへき地保育所の経費、福祉関係では母子衛生関係の部分が補

助金として入ってきてございますけれども、補助金の多くが保育所に係る子育て関係に

係る補助金が大幅増額、単価と人件費相当分が増えてございますので、この分を増額を

させていただきました。 

○議長（石川正裕議長） 山本和子議員。 

○３番（山本和子議員） 児童環境づくりの整備の補助が打ち切られたということですけ

れども、それでもそこには人がいますので、それは町費の持ち出しというふうになった

のか、人件費が切られたから、そこの保育士さんだと思うんですけれども、切るわけに

はいきません。体制上は変わらないのか確認いたします。 

○議長（石川正裕議長） 保育課長。 

○山口準二郎保育課長 体制は変更ございません。 

○議長（石川正裕議長） 次に、36ページから37ページまで質疑を行います。質疑ありま

すか。 

  中島議員。 

○７番（中島卓蔵議員） １点質問します。 

  旧豊岡小学校の消防用設備設置事業なんですが、これは、予算では129万2,000円組ま
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れていますが、今回、118万7,000円の減額というのは、その内容についてお尋ねしたい

と思います。 

○議長（石川正裕議長） 商工観光課長。 

○早坂清光商工観光課長 当初予算の審議の中でご議論があったかと思いますが、そこの

豊岡の施設を宿泊等も伴うような施設として活用するというようなことで、消防設備に

するということで120万ほど予算を見ていたわけですけれども、利用されている方等と

この間、協議をさせていただきまして、あるいは消防等の見解も伺いながら対応してき

ました。そういう中で、あそこの部分については、最小限の消防設備ということで、宿

泊等はしないということでのそういう日中いろいろなことで使うというようなことだけ

の施設ということにさせていただいたことで、緊急の火災報知器が鳴るとか、そういう

設備、最小限の設備だけで終わらせているということで、今回、減額をさせていただい

ております。 

○議長（石川正裕議長） ３番、山本和子議員。 

○３番（山本和子議員） 37ページのまちづくり活動支援事業についてですが、これは、

途中から始まった事業ですけれども、年度途中からですが、どのような実績があったの

か、質問いたします。 

○議長（石川正裕議長） 企画財政課長。 

○野中美尾企画財政課長 まちづくり活動支援事業、年度の７月から開始された事業でご

ざいますけれども、実績ということで、全部で７件の申請がございました。３つの事業

に対して助成をするということで、１つは公共施設等整備活動支援事業、こちらが１件、

それから地域活性化支援事業、こちらが５件、それからまちづくり調査研究活動支援事

業、こちらが１件ということでございます。 

  申請者の団体等の種類といいますか、メンバーは地域のボランティアさん、それから

高齢者や障害者の支援グループ、それから子育てグループ、それから福祉法人、それか

ら旅館組合様、それから建設二世会様、それからスポーツ団体ということで、幅広い世

代での分野の活用ということで、活動内容もさまざまな分野で活用していただいたとい

うことで、今後も活性化のため、多くの活用のためにＰＲをしていきたいというふうに

考えておりますけれども、一応実績としては７件ということでございます。 

  以上です。 

○議長（石川正裕議長） 次に、38ページから39ページまで質疑を行います。 

  ３番、山本和子議員。 

○３番（山本和子議員） 39ページの指定寄附金の指定の内容について、財政調整基金に
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積んだわけですが、その今後の使い方について質問いたします。 

  それから、公共整備基金に約５億円、４億8,000万円ほど積みましたが、今後、これ

に積んだ見通しと、これに積みますと、やはり施設関係の補修等にしか使えませんので、

財政調整基金と分けることができなかったのかどうか質問いたします。 

○議長（石川正裕議長） 企画財政課長。 

○野中美尾企画財政課長 指定寄附の関係でございますけれども、指定寄附の1,000万円

につきましては、こちらのほうは総務課のほうが窓口になっているわけですけれども、

内容につきましては、博物館の運営資金に活用していただきたいということで、寄附を

いただいているところでございます。この寄附につきましては、平成20年度の寄附をい

ただいたときにその取り扱いにつきまして、新たな基金を創設せずに財政調整基金に積

み立てさせていただき、博物館の管理運営経費に充てることとして、毎年、財政調整基

金から繰り入れをしまして、博物館の管理運営費に充当させていただいているところで

ございます。そういったことで、本年度においても、そのような対応をさせていただい

たということでございます。 

  それから、公共施設整備基金積立金、こちらにつきましては、約４億9,000万という

ことで積立金の予算計上をさせていただきました。こちらにつきましては、老朽化した

公共施設の再整備に向けてということで、大きな課題となっているわけでございます。

そういったことで、財源を含めた計画的な整備が必要となっておりますことから、現在、

策定を進めております第５期総合計画と合わせまして、公共施設等改築等に係る検討委

員会を今現在立ち上げて、検討を始めているところでございます。 

  とりわけ、保育所の改築、生涯学習センターの改築など今後老朽化した公共施設の改

築、大型修繕など大規模な整備事業に対応するために今回約４億9,000万円の基金を公

共施設整備基金に積み立てることといたしました。 

  以上です。 

○議長（石川正裕議長） ３番、山本和子議員。 

○３番（山本和子議員） 今後、例えば保育所の改築等、学習センターもあるんですが、

そのときに、もし建てるとした場合については、やはり地方債なり、過疎債を利用しな

がら建てると思うので、そのときに補助金ももらって、いずれ交付税措置になると、一

般財源はどれぐらいかといったら、こんなには必要ないだろうと、まだまだ施設があれ

ばですが、ただ、これからは本当に大事な施設を財政上見ながら建てるのが、これから

の課題になると思うんです。その点について、全額だと思うんですが、いろいろ使った、

最終的に黒字分を積んでしまっていいのかというのが私の質問と、それからこれだけの
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基金が、財源ができた理由というのは、交付税が増えた理由もありますけれども、さま

ざま臨時の補助金等がつきまして、その補助金はほとんど道路とか施設関係、一部光を

そそぐというのですね。それは、一部ソフト面も使われますが、結構ハード面の補助金

が多かったと思います。その点について、結構施設関係、道路関係は修理をしてきたと、

それでいて、結果的には財源が余裕ができたと、私は思ってます。それは、やっぱりこ

れに積むのが悪いというわけじゃなくて、財政調整基金にも積みながら、これからソフ

ト面の予算的にも使えるように回したほうがいいんではなかったかなと思って、質問さ

せてもらいました。よろしくお願いいたします。 

○議長（石川正裕議長） 企画財政課長。 

○野中美尾企画財政課長 今、山本議員さんのおっしゃるように公共施設等といろいろな

過疎債だとか、いろんな補助制度を使えるものもあろうかと思いますが、そういった制

度の活用をしながらも、今後、総合計画の中で、これから財政試算も含めて、検討して

いくわけですけれども、先ほど申し上げた大規模な公共施設、今申し上げたばかりでは

なくて、高齢化社会に向けた福祉施設等々の部分も当然近々の課題として出てくる、そ

ういうことも予想されるということで、少子高齢化に向けたそういった課題の施設の整

備ということ。それから、今、老朽化して改修しなければならない、耐震化を含めてい

ろんな部分で、そういう建物に関してハードの部分で改修に相当費用がかかるだろうと

いうことを見込んで、公共施設整備基金に積み立てをさせていただいたところでござい

ます。 

  それから、先ほど５億弱の大きな金額が、財源が生まれたということで、これの理由

ということでございますけれども、当然交付税が大きく増えたということがひとつには

ございます。普通交付税につきましては、昨年の７月に普通交付税の大綱が決定して、

景気低迷に伴う税収の悪化による財源不足を補うために前年比6.8％増の国では15兆

8,797億円ということで、大きく交付税措置配分がされました。本町におきましても、

26億873万5,000円ということで、前年比5.2％増ということで、４年連続のプラスとな

りました。当初予算計上と比較しまして、約２億9,538万円の増額となりまして、それ

を補正財源として留保してきたところでございます。 

  また、昨年の12月、国の補正予算成立に伴いまして、約3,000億円がまた全国に交付

をされたということで、再算定の結果、本町の交付額がプラス5,131万5,000円のまた増

額となって、総額26億6,000万5,000円となりました。本交付税の決定額と予算額の差額

分で総額３億5,000万円について、これまで補正財源として留保し、それぞれ町民から

の要望のあったものだとか、補正事業に緊急性や必要性を勘案しながら、必要な事業に
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対しまして、補正予算で対応してきたところでございます。 

  その差額分が１億3,525万5,000円、これにつきましては、普通交付税として今回３月

の補正で予算化をさせていただいたところでございます。５億弱の大きく残ったという

のは、今回の最終補正の中で、当然今の交付税の増額、それから執行残、今年度におけ

る多くの事業の執行残、それから光をそそぐ交付金等とそういうことを含めまして、歳

入歳出差し引いた結果、５億円という金額が差し引き残額として出たということでござ

います。それを公共施設整備基金に積み立てをさせていただいたというところでござい

ます。 

  以上です。 

○議長（石川正裕議長） ここで15分間休憩といたします。再開は５分前の予鈴をもって

お知らせいたします。 

（午前１１時０６分） 

────────────────────────────────────── 

○議長（石川正裕議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１８分） 

────────────────────────────────────── 

○議長（石川正裕議長） 38、39ないですね。 

  次に、40ページから41ページまで。 

  伊東久子議員。 

○８番（伊東久子議員） 41ページなんですけれども電子計算費、これは、当初１億

9,000万ぐらいの予算だったと思うんですけれども、5,000万も減額になる理由をちょっ

と教えてください。 

○議長（石川正裕議長） 総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 ただいまのご質問でございますが、電子計算費のほう、総合行政シ

ステム更新業務につきましては、本年度、全面的に更新をするということで、当初予算

の段階でお認めいただいたところでございます。当初予算の段階では、３業者からプロ

ポーザルを行うということで、事務を進めてまいったわけでございますけれども、当初

予算の段階では、参考見積もりということで、その金額で予算計上させていただいてお

ります。 

  その後、予算成立後に正式な３社からの提案を受けて、これは金額も含めて、システ

ムの内容等も含めて、提案説明を受けた段階で、最終的に決定をさせていただいたとい

うところでございます。 
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  予算計上の段階では、３社それぞれ金額の面ではかなり開きがございまして、どこに

決定するか決まる以前ということもございまして、一応参考見積もりで高いほうといい

ますか、その金額で一応予算見積もりをさせていただいたところでございます。最終的

な５月のプロポーザル自体は、選定委員会等は４月になってから実施したわけでござい

ますけれども、その段階で各種機能等も点数化し、金額も参考にして、最終的に決定を

させていただきました。その結果、アートシステム株式会社に選定をさせていただいた

んですが、金額的には３社で一番安い業者ということで、金額的には決定をさせていた

だいたということでございます。 

  内訳でございますけれども、システム更新、住基及び財務のシステムでございますが、

その予算と契約の実績の差でございますが、予算額に比較して、この部分で約3,860万

ほど減額になってございます。それから、既存データを新システムに変換するわけでご

ざいますけれども、その費用につきましても、約1,200万ほど減額になってございます。

これは、新しい委託会社等と含めて安いほうと契約するということで、その部分が約

1,160万減額になっているということです。その他の部分で、30万ほど減額になってお

りますが、合わせまして5,054万1,000円の減額ということになってございます。 

  システムの最終的な評価につきましては、単年度の委託費用につきましても、参考と

させていただいておりますし、後年度の保守管理料等も積算していただいておりますの

で、その金額も含めて、最終的に判断させていただいたということでございます。 

  以上です。 

○議長（石川正裕議長） １番、佐々木守議員。 

○１番（佐々木 守議員） 今の問題なんですけれども、その金額に確定をしたのは、い

つの時期かをちょっとお聞きをしたいと思います。 

  安くするということについては、非常にいいことですし、そういった精査、さらには

予算を計上段階ではわからないということで、当然、予算執行がきちっとできるような

仕組みで多少差額が出ても、こういった金額で出すことは構わないというふうに思うん

ですが、確定した段階はいつなのかをちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（石川正裕議長） 総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 システムの関係ですが、主要なシステム更新の部分につきましては、

プロポーザルを実施した後、正式な契約につきましては、５月21日に契約を締結してお

ります。その他、既存データの変換等につきましては、数回に契約を分けておりまして、

それぞれ契約年月日は異なっております。７月から８月、12月、１月にかけて契約を結

んでおりまして、最終の施設間のネットワーク等の業務につきましても、契約を結んで
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おりまして、その部分の契約につきましては２月に契約を結んでいると、締結している

ということでございます。主要な部分につきましても、年度途中で業務を推進するとき

にシステム等の改修が別途必要になることもあり得るということで、減額補正のほうは、

年度途中で行わなかったということでございます。 

  以上です。 

○議長（石川正裕議長） １番、佐々木守議員。 

○１番（佐々木 守議員） 何を言いたいかおわかりになって、答弁いただいたんだとい

うふうに思うんですが、高額の減額がある場合については、直近の補正の中でやっぱり

減額をしていくというのが筋ではないのか、流れとして見えていくという部分では。 

  どうしても議会のかかわり方というのは、予算審議になってしまうということがあり

ますので、数百万程度のものについて一定の理由があれば、それが年度末の減額という

形でも、僕は構わないというふうに思いますけれども、数千万単位になると、やっぱり

財政運営上、それをほかにも転用できますし、あるいは全体の状況にも一定程度の影響

が出るということを考えれば、本来であれば、その事業が一定程度確定をした段階で減

額補正をしてもいいのではないかと。 

  そういう大型の減額については、最終的な微細な補正を最終３月の補正の中で減額補

正をするというのでも構わないと思うんですが、そういうやり方のほうが財政運営をす

る上では、必要かと思うんですが、その考え方について特別に違う、あるいはこういう

理由があるんだということがあれば、この際、ご説明をお願いしたいと思います。 

○議長（石川正裕議長） 総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 今、ご質問のあった部分につきましても、議員さんおっしゃるよう

なことも十分理解しているところでございます。どういう対応をするかは、もうちょっ

と内部的にも、ちょっと検討は、この分ですね、金額も大きいということで、検討しな

かったわけではないんですが、システム自体は現在一部予算編成時でも稼働しておりま

すし、住基システムは昨日稼働しているということで、最終的には３月いっぱいまでほ

とんどの業務、委託期間に残っているということがございます。大きな金額ですので、

途中である程度減額補正ということも必要だったかもしれないんですが、そういうこと

で、最終に残ってる契約も２月に契約する部分もございまして、そういうことも総合的

に勘案しまして、最終で補正するということにいたしたところでございます。 

○議長（石川正裕議長） ほかにないですか。 

  それでは、次、行きます。 

  42ページから43ページまで質疑を行います。 
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  ５番、大内議員。 

○５番（大内輝夫議員） 43ページの指定統計調査費、金額的には大した金額じゃないん

ですけれども、中身をちょっと聞いておきたいなと思って今質問するんですけれども。 

  この予算は351万2,000円で当初決まっているんですけれども、補正予算で93万3,000円

後から追加したと。ところが、今回、減額が約93万で来ているんですけれども、聞きた

いのは351万2,000円の総額の中に、これは調査費の総経費だと思うんですけれども、こ

の中で報償費、これはなんぼ当初見ているのか。 

  その次にある調査員報告会謝礼40万、大した金額でないかもしれないけれども、この

内容からいったら、謝礼というこの40万というのは意外だなと思うんですけれども、こ

こら辺のこの内容を理解できるように説明してもらいたいと思います。 

○議長（石川正裕議長） 企画財政課長。 

○野中美尾企画財政課長 指定統計調査費ということでございますけれども、今回の減額

93万3,000円ということで、報償費40万円の減額ということでございますけれども、こ

れは、当初、町村によりまして、国勢調査が終わった後の事後報告会を町村によって各

市町村でやってくださいということで、国のほうからそういう通知がありました。そう

いったところで、事後報告会の謝礼金ということで、見させていただいたわけですけれ

ども、その後、国のほうから事後報告会はしなくてもいいですというような通達が来た

ということで、それで、その報告会をする場合の開催の調査員出席のための謝礼という

ことで見込んでいましたけれども、それが減額になったということでございます。 

○議長（石川正裕議長） ５番、大内議員。 

○５番（大内輝夫議員） 今の説明では、それはそれで理解するんですけれども、ただ、

私がちょっと疑問に思っているのは、この報償費40万というのは、それはわかるんです

けれども、その報償費の中の謝礼というこの言葉が気になるんですね。何で謝礼をこれ

だけ、総金額3,500万とかそんな大きい金額から見たら40万ぐらい大したことないんで

すけれども、頭からもう350万円しかない総枠の中で、40万の謝礼をしなきゃならない

という、それじゃ、これは何に対しての謝礼を見たんですか、疑問に思うんですよね。

この金額がちょっと疑問に思うから説明してください。 

○議長（石川正裕議長） 企画財政課長。 

○野中美尾企画財政課長 事後報告会の実施経費ということで国のほうから単価が示され

ておりまして、統計調査員の報酬単価が１日6,800円ということで単価が示されている

ところでありました。それで、その調査員の報告会も、その調査員の人数によって……。 

○議長（石川正裕議長） 暫時休憩します。 
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（午前１１時３１分） 

────────────────────────────────────── 

○議長（石川正裕議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時３２分） 

────────────────────────────────────── 

○議長（石川正裕議長） 企画財政課長。 

○野中美尾企画財政課長 申しわけございませんでした。 

  この調査員の事後報告会は、日当相当分ということで、単価6,800円ということで、

当初51名分、調査員の51名分を見ていたということで、その事後報告会がしなくてもよ

くなったということでの減額ということでございます。 

○議長（石川正裕議長） ほかにないですね。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 44ページから45ページまで質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、46ページから47ページまで質疑を行います。質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、48ページから49ページまで質疑を行います。 

  ８番、伊東議員。 

○８番（伊東久子議員） 常設保育費の中の委託料、発達支援専門相談の指導業務なんで

すけれども、当初73万2,000円ほどの予算でしたけれども、多分、半額ぐらいにしか、

半額減額になっているんですけれども、これは、計画どおり事業ができなかったのかど

うかということをお聞きいたします。 

○議長（石川正裕議長） 保育課長。 

○山口準二郎保育課長 伊東議員のご質問にお答えをしたいと思います。 

  年度当初で、この発達支援の業務については、３カ所ほど委託をしております。心理

士の派遣依頼ですとか、発達支援専門員の保育所の訪問、発達相談を含めて当初で見さ

せていただきました。 

  たまたま年度途中で発達支援専門員の資格を有する方を臨時として採用させていただ

きました。その分、地元で抱えましたので、へき地保育所を含めて、保育所訪問そのも

のの経費を業務として実施をさせていただきましたので、その分の減額をさせていただ

きました。 
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  それともう一つ、心理士の派遣要請についても、若干回数が減ったということで、そ

の分を合わせて減額をさせていただいたということです。 

○議長（石川正裕議長） ほかにないですか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、行きます。50ページから51ページまで。 

  ３番、山本和子議員。 

○３番（山本和子議員） この予算の項目の補正には載ってないんですが、子宮頸がんワ

クチンについて質問したいと思うんですが、今朝の新聞でもワクチンが足りなくて、う

ちの町も高校１年まで該当しているんですが、３月までに１回受ければ２回、３回と受

けられるということで、その点について、高校２年まで拡大をする市町村も出てくるよ

うな気配なんで、その点について、どのように対応するのか質問いたします。 

○議長（石川正裕議長） 保健福祉課長。 

○柚原幸二保健福祉課長 子宮頸がんのワクチンの関係につきましては、新聞報道等によ

りましても、総合振興局からも通知が来てるわけなんですけれども、相当数ワクチンが

足りないというような状況になってきておりまして、道におきましては、対象者は高校

１年生までなんですけれども、そういう緊急時ということで、高校２年生まで対象にし

てほしいということで要望しているということで伺っておりますし、また、国のほうも、

そのような方向で検討しているというような情報が入ってきております。 

  それで、うちの町の状況でいけば、高校１年生の対象者が10人いるんですけれども、

既に８名が接種１回目が終わっていて、あと２人残っているんですけれども、この分に

ついても、一応ワクチンのほうは確保できているということでありますので、現状、う

ちの町では、高校生については、全員接種可能というような状況になっております。 

  以上です。 

○議長（石川正裕議長） ほかには、いいですね。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、行きます。52ページから53ページ。 

  ７番、中島議員。 

○７番（中島卓蔵議員） 53ページの収集用指定ごみ袋の販売収入なんですが、これは、

予算では1,462万5,000円組んでいるんですが、これは、実績に基づいて予算を組んでい

ると思うんですが、今回の226万2,000円の減額というのは、内容的にはどういうことな

のか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（石川正裕議長） 町民課長。 
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○馬場久男町民課長 この収集用指定ごみ袋の販売収入につきましては、各商店のほうか

らご連絡をいただいて、サポートセンターを通じて配布をしているところですが、各商

店のほうのストックの状況等もありますので、これについては、年度によってかなりの

増減が出てくるのかなと。かなり商店のほうで、既にもう有料化されて数年経過してお

りますので、ストックがあるのかなというふうにとらえております。 

  以上です。 

○議長（石川正裕議長） ほかには、いいですか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、行きます。54ページから55ページ。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、行きます。56ページから57ページ。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、行きます。58ページから59ページまで質疑を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、60ページから61ページまで質疑を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、行きます。62ページから63ページまで質疑を行います。

質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次、64ページから65ページまで質疑を行います。質疑ありませ

んか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次、66ページから67ページまで質疑を行います。質疑ありませ

んか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、行きます。68ページから69ページまで質疑を行います。

質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、70ページから71ページまで質疑を行います。 

  ３番、山本和子議員。 

○３番（山本和子議員） 定住促進賃貸事業の建設の助成費なんですが、従来の町費から

地方債に移したということで、このメリット等について質問したいと思うんですが、借
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金はできるだけ最小限におさめたいというのが町民の感情なんですが、それについて、

どのようなメリットがあるのか、まず質問いたします。 

○議長（石川正裕議長） 企画財政課長。 

○野中美尾企画財政課長 メリットということでございますけれども、この定住促進住宅

助成事業につきましては、過疎債を活用したいということで、今回上げさせていただき

ました。過疎債は平成22年度から過疎法が一部改正されまして、ソフト事業につきまし

ても対象となりました。ご承知のとおり、過疎債につきましては、地方交付税により元

利償還の７割、70％が充当されるということでございます。 

  また、特別交付税の対象とならない事業が対象ということでございますので、町の単

独事業として予算化した事業で財政運営上、有利な財政措置のあるものに充当させてい

ただいたということでございます。 

○議長（石川正裕議長） ほかにないですか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次、行きます。72ページから73ページまで質疑を行います。質

疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次、行きます。74ページから75ページまで質疑を行います。質

疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次、行きます。次に、76ページから77ページまで質疑を行いま

す。質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、78ページから79ページまで質疑を行います。 

  ３番、山本和子議員。 

○３番（山本和子議員） 給食センターの管理経費について、直接補正予算上の質問では

ないんですが、岩見沢の給食センターのいろいろ問題がありまして、道のほうから調査

が入っていると思うんで、その点について、上士幌、調査結果では結構全体的に指摘さ

れているところが多いというふうに聞いてますが、その点について、個々の設備につい

て、どのようになっているのか質問いたします。 

○議長（石川正裕議長） 教育長。 

○江戸波 明教育委員会教育長 ただいまの質問にお答えしたいと思います。 

  先般の岩見沢市の共同給食調理場の事故については、非常に国のほうも含めて、文科
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も含めて調査に入りたいというふうに認識していますが、我々の施設についてですが、

先般国の助成を受けながら、道のほうが事前にモデルケースとしての調査ですが、入っ

てきております。その中で、若干の指摘がありますが、これから国のほうの調査につい

ては、具体におりてくるなというふうに思っています。道の中でも、本当に入り口のち

ょっとした対応を含めてとか、そういう分がありますから、我々についても、施設、比

較的近代的な施設という部分を含めて、改善できる部分については、早急に改善させて

いただきました。 

  また、後日、きっと国、道として現地調査等可能性があった場合については、適切に

対応し、結果について、迅速にまた対応していきたいというふうに考えているものであ

ります。 

○議長（石川正裕議長） ３番、山本和子議員。 

○３番（山本和子議員） 岩見沢の調査のを見ましたら、指摘を受けながらしてこなかっ

た、指摘を受けながらしてこなかった、ずっと続いた結果、大事になったということで、

いろいろ不備な点は出てくるかと思うんですよ。そのときにやっぱりきちんと指摘どお

りに改善すると。これから、国なり道のほうから正式な調査ですか、改善っていうか、

入るということですので、その点についてきちんと、うちの町ではそれほど何百食も、

せいぜい400、500だと思うんですが、大きい食数ではないですが、それについては十分

対応するようにお願いいたしまして、質問を終わります。 

○議長（石川正裕議長） ほかには。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） いいですか。それでは、次、80ページの質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、給与費明細書は81ページから85ページまでを一括して質

疑を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、地方債調書は86ページ、質疑を行います。質疑ありませ

んか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、事項別明細書の歳入は12ページからページごとに一括し

て質疑を行います。12ページから13ページまで質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、14ページから15ページまで質疑を行います。質疑ありま
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すか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、16ページから17ページまで質疑を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、18ページから19ページまで質疑を行います。質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、20ページから21ページまで質疑を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、22ページから23ページまで質疑を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、24ページから25ページまで質疑を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、26ページから27ページまで質疑を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、28ページから29ページまで質疑を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、30ページから31ページまで質疑を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、32ページから33ページまで質疑を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、事項別明細書の総括表、10ページから11ページまで一括

して質疑を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、一般会計補正予算の１ページから９ページまでを一括し

て質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 以上で、議案第３号平成22年度上士幌町一般会計補正予算（第

11号）の質疑を終わります。 

  次に、特別会計補正予算の質疑を行います。 

  特別会計の質疑は、会計ごとに歳入歳出一括して質疑を行います。 

  初めに、議案第４号平成22年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第６号）は、
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１ページから27ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 以上で、議案第４号平成22年度上士幌町国民健康保険特別会計

補正予算（第６号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第５号平成22年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第４号）は、28ペ

ージから35ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 以上で、議案第５号平成22年度上士幌町水道事業特別会計補正

予算（第４号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第６号平成22年度上士幌町老人保健特別会計補正予算（第１号）は、36ペ

ージから46ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 以上で、議案第６号平成22年度上士幌町老人保健特別会計補正

予算（第１号）の質疑を終結いたします。 

  次に、議案第７号平成22年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、

47ページから52ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 以上で、議案第７号平成22年度上士幌町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第８号平成22年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、

53ページから63ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

  ６番、山本裕吾議員。 

○６番（山本裕吾議員） 61ページの戸別排水の処理施設管理経費、これの減額について

お尋ねしたいと思います。 

○議長（石川正裕議長） 建設課長。 

○高橋 智建設課長 この委託費の減額につきましては、委託料自体が点検と清掃の委託

の業務でございます。点検が全体で143基ありまして、その点検を行いまして、そのう

ち点検の結果で清掃が必要なものが80基ということで、80基の清掃ということで、全基

の清掃を行わなかったということで、点検に対する清掃率が63％であったということが

あります。 

  それと、清掃の業務のほうで見積もり合わせの結果で、あとの減額になった分と合わ

せての減額補正でございます。 
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○議長（石川正裕議長） ６番、山本裕吾議員。 

○６番（山本裕吾議員） そうすると、これは排水事業のことですから、ご使用になられ

ているところの状況によって変わると思いますけれども、この予算措置というのは、一

定金額毎年行われていて、それで、その戸別の排水あるいはその状況によって、この経

費というものは、年度ごとに変わるという考え方でよろしいでしょうか。 

○議長（石川正裕議長） 建設課長。 

○高橋 智建設課長 ご指摘のとおり、まず点検してみて、その結果で清掃するというこ

とで行っていますので、本来すべて清掃するのが望ましいんですけれども、点検の結果、

ほとんど異常がなくて清掃しなくていいという、状態がいいというのが結構ありますの

で、これの点検によって年度ごとに状況が変わるということで、ご理解いただきたいと

思います。 

○議長（石川正裕議長） ほかには、いいですね。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 以上で、議案第８号平成22年度上士幌町公共下水道事業特別会

計補正予算（第２号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第９号平成22年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第４号）は、64ペ

ージから76ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

  ３番、山本和子議員。 

○３番（山本和子議員） 施設介護サービス給付事業の関係ですが、今回、減額にはなっ

ておりますが、昨年の12月に療養型の恵愛会の病院の分を16から45床に増やしましたが、

その入所関係について、どのようになっているのか、わかればお願いしたいのと、本当

に特老でしたら必ず埋まりますので、50床もありますが、恵愛会もかなり埋まると思う

んですが、それによっては、保険給付のほうにすごく響いてきますので、その辺が、埋

まることを望みつつ空いてるのであれば、少し給付が減るかなという、その板ばさみに

なると思うんですが、その点について、どのような状況か質問いたします。 

○議長（石川正裕議長） 保健福祉課長。 

○柚原幸二保健福祉課長 今、現時点での詳細な状況はちょっと把握してないんですけれ

ども、ちょっと前までの状況でいけば、確かに45床、介護療養型、恵愛会さんのほうに

あるんですけれども、当初、12月の段階では、このうち35床ぐらいが町民が入るだろう

という予想を立てておりましたけれども、ちょっと前までの現状でいけば30を切るぐら

いというような状況になってきておりますので、このような状況で減額させていただい

ております。 



－33－ 

  それで、45床はどうなのかということでいけば、満床になっております。隣の足寄さ

んだとか、本別さん、よその町村から入ってきて、45床は今のところ満床になっている

状況であります。 

  以上です。 

○議長（石川正裕議長） ほかにないですね。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 以上で、議案第９号平成22年度上士幌町介護保険特別会計補正

予算（第４号）の質疑を終わります。 

  次に、各会計補正予算に対する質疑を終了いたしましたので、これより理事者に対す

る総括質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ほかに質疑がございませんので、町理事者に対する総括質疑を

終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、町理事者に対する総括質疑を終わります。 

  以上をもって、議案第３号ら議案第９号までの平成22年度各会計補正予算に対する質

疑を終結いたします。 

  これより議案ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、議案第３号平成22度上士幌町一般会計補正予算（第11号）の討論を行います。

討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 討論がありませんので、これより議案第３号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第４号平成22度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第６号）の討論

を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 討論がありませんので、これより議案第４号の採決を行います。 
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  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第５号平成22度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第４号）の討論を行

います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 討論がありませんので、これより議案第５号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第６号平成22度上士幌町老人保健特別会計補正予算（第１号）の討論を行

います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 討論がありませんので、これより議案第６号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第７号平成22度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の討

論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 討論がありませんので、これより議案第７号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 
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  次に、議案第８号平成22度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）の討

論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 討論がありませんので、これより議案第８号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第９号平成22度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第４号）の討論を行

います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 討論がありませんので、これより議案第９号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第９号は原案のとおり可決されました。 

  それでは、ここで、休憩といたします。再開は午後１時といたします。 

（午前１１時５８分） 

────────────────────────────────────── 

○議長（石川正裕議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

────────────────────────────────────── 

◎町政執行方針・教育行政執行方針 

○議長（石川正裕議長） 日程第16、町政執行方針及び教育行政執行方針の説明を行いま

す。 

  町長及び教育委員長から、平成23年度の町政執行方針及び教育行政執行方針の説明を

行いたい旨の申し出がありますので、順次これを許します。 

  初めに、町長から町政執行方針の説明を願います。 

  町長、竹中貢君。 

○竹中 貢町長 平成23年第２回上士幌町議会定例会にあたり、町政執行の基本的な方針
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と主要施策につきまして所信を申し上げ、町議会議員並びに町民の皆様のご理解とご協

力を賜りたいと思います。 

  昨年９月に発足した管内閣は、財源・権限を地域に委ね、地域のことは地域に住む住

民が決める「地域主権」を重要な政策の柱に位置づけました。しかし関連三法案の見通

しは、まったく不透明な状況にあります。 

  また、日本経済は月例報告でやや回復の兆しという上方修正がありましたが、円高や

デフレなどにより、国民生活や地域経済は、実感として厳しい環境が続いております。 

  平成23年度の地方交付税は、増額が見込まれていますが、北海道開発予算が11年連続

で減少するなど、北海道全体としての事業費の縮小が続いており、社会基盤整備や農業

基盤整備の遅延が危惧されます。 

  このような中ではありますが、基幹産業である農林業の振興を軸に農林商工連携事業

をはじめ、農村と都市の交流事業、産消協働事業を推進するとともに、「健康・環境・

観光」をまちづくりの基本コンセプトとして、本町の豊かな地域資源を活かした特色あ

るまちづくりを推進してまいります。 

  特に、本年は道東自動車道（札幌～十勝）の全線開通や帯広空港へのエア・ドゥ参入

など、人や物の流れが大きく変化する年でもあり、地域の魅力づくりや情報発信など、

関係機関の連携を一段と強化し「オールかみしほろ」の取り組みを進めてまいります。 

  また、少子化対策や住宅対策、健康づくりなど、安心・安全で元気なまちを目指した

諸施策を展開してまいります。 

  本町は今年、開町80周年という記念すべき年を迎えています。今日の上士幌町は、多

くの先人が筆舌に尽くしがたい苦労の中で開拓した汗と涙の結晶であります。豊かな郷

土を築いてくれた先人に感謝の誠を捧げるとともに、本町が未来永劫にわたって発展し、

次代の担い手となる子どもたちが、夢と希望を持てる魅力ある上士幌町を築くことが私

たち世代の責務であります。 

  つきましては、住民一人一人が郷土に誇りを持ち、「住み続けたい町」、「住んでみ

たい町」「誰もが安心して暮らすことのできる町」を目指してまいりますので、町民の

皆様並びに議員各位には、さらなるご支援とご協力をお願い申し上げる次第であります。 

  次に、今年度の主要な政策課題と施策につきまして述べさせていただきます。 

 

  参画と協働でつくる北の元気まち。 

  協働と交流。 

  町内のさまざまなボランティア活動、アダプトプログラム、町内会、ＮＰＯ活動など
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は、まちづくりのパートナーとして大きな役割を果たしています。協働のまちづくりを

さらに推進するために、町内のボランティア活動団体やＮＰＯ法人などのまちづくり事

業に対して支援してまいります。 

  また、農林商工、産学官、都市と農村の連携を「新たな協働」と意義づけ、特産品の

開発や起業等の意欲的な取り組みに対しても積極的に支援してまいります。 

  2010年の国勢調査によると、本町の人口は前回（2005年）5,229人に対し、5,078人

(2.9％減)と減少したものの減少率に歯止めがかかり、また、国立社会保障人口問題研

究所が2008年に発表した2010年上士幌町の将来推計4,837人（7.5％減）と比較すると、

241人(5.0％・管内１位)の増となっており、これまで進めてきたさまざまな定住化政策

の成果としてあらわれたものと理解しております。 

  定住化対策につきましては、引き続き「上士幌町交流と居住を促進する会」を窓口に

推進するとともに、定住化事業を「官から民へ」という、新しい公共担い手育成の観点

から事業の一部を外部団体へ移行し、新たな体制で事業の推進を図ってまいります。 

  また、町外から本町への通勤者や従業員の定住化を促すために、民間賃貸住宅の建設

支援を行ってまいります。 

 

  豊かな自然と環境を生かした北の元気まち。 

  環境保全。 

  環境につきましては、地球的な規模で課題となっている二酸化炭素の排出量削減につ

いて、本町の森林資源を活用し環境省が創設した「オフセット・クレジット制度」によ

りプロジェクト登録をしました。今年度は、取り引きを可能にするためのモニタリン

グ・クレジット発行までの取り組みを進めてまいります。 

  一般家庭から出されるごみにつきましては、良好で快適な生活環境を確保し、環境へ

の負荷を軽減する「循環型社会」を形成するため、リデュース（減らす）・リユース

（再使用）・リサイクル（再生利用）の「３つのＲ運動」を推進し、環境保全を図って

まいります。 

  引き続き、住宅用太陽光発電システム導入住宅に対する支援をしてまいります。 

 

  道路・河川・公園・通信の整備。 

  国道につきましては、交通安全対策や防災対策並びに維持管理の充実等について、引

き続き要請してまいります。 

  道道につきましては、国道241号から中心市街地への導入路となります上士幌士幌音
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更線の工事が今年から着工となります。町としても隣接する団地からのアクセス道路や

遊歩道、街路灯など周辺環境の整備を進めてまいります。 

  道道士幌上士幌線（辻本商店から小学校）につきましては、今年で工事が完了する予

定であります。 

  町道につきましては、市街地生活道路の再整備や未舗装道路の防塵舗装を行うととも

に、萩ヶ岡小学校から萩ヶ岡市街までの歩道整備を継続して行います。また、道路の安

全な通行確保に向け、適切な維持管理を図ってまいります。 

  また、親切でわかりやすい案内看板の整備を行ってまいります。 

  公園につきましては、遊具の修繕など安全で安心な公園の管理・運営に努めてまいり

ます。 

  商工業の活性化やイベントの充実が図られるよう、ふれあい公園に夜間照明や電源設

備の整備を行います。 

  本年７月24日の地上デジタル放送への完全移行に伴い、国と連携して、新たな難視聴

地域の対策を講じてまいります。 

 

  安全・安心で快適な北の元気まち。 

  上下水道・住宅の整備。 

  水道につきましては、一昨年、井戸を掘削しました東部地区第２ポンプ場を整備する

とともに、石綿管の更新を引き続き進め、さらに安全・安心な給水体制を目指してまい

ります。また、上士幌浄水場の再整備に向け、井戸の掘削等を進めてまいります。 

  下水道管理センターにつきましては、長寿命化計画に基づき機械・電気設備の計画的

な更新・改修を進めるとともに、事故の未然防止と維持管理経費の節減に努めてまいり

ます。 

  公営住宅につきましては、昨年に引き続き北団地の屋根葺替工事と単身者住宅屋上の

防水改修を進めるとともに、適正な維持管理や周辺環境の改善に努めてまいります。 

 

  消防。 

  消防は、火災その他の災害から町民の生命、身体及び財産を守り、住民生活の安全を

確保する役割を担っております。 

  消防署員は、日常的な訓練の充実はもとより、救急や火災、災害等に対応するため必

要な研修等を行い、人材の育成に努めてまいります。 

  消防団員は、「自分たちのまちは自分たちで守る」という尊い精神で訓練を重ねられ、
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災害時等には率先して活動されております。 

  昨年、女性消防団員が新たに加入したことから、各種活動を行うための活動車両を導

入いたします。 

  また、水難現場にて迅速な救助活動を行うため、救命ボートの導入を行います。 

  十勝をひとつとした消防広域化につきましては、実現に向けて具体的な検討作業が行

われることから、適宜情報を提供し、その対応を図ってまいります。 

 

  危機管理。 

  近年、国内外で大規模自然災害が多発しており、予測のできない危機への迅速・的確

な対応が求められています。 

  災害の発生時には、行政、住民、企業などとの連携が必要であることから、関係機関

や各種団体などと災害時の協力協定を締結しており、今後も地域社会が一体となった防

災体制を構築してまいります。 

  自然災害に関しましては、地域防災計画に基づき対応してまいります。特に災害時要

援護者対策や自主防災組織の取り組みの充実を図ってまいります。 

  また、住民の生命、身体及び財産を保護する責任にかんがみ、国民保護計画に基づき

危機管理対策を進めてまいります。 

 

  消費者保護。 

  消費者行政を一元化に推進するため、平成21年度に消費者庁が設置され、消費者保護

のための政策が強化されました。本町としても、各自治体における消費者行政の強化の

ために創設された地方消費者行政活性化交付金事業を活用し、消費者に対する啓発活動

及び相談事業の機能充実を図るとともに、消費者協会と連携して、研修会への参加及び

講習会の開催により相談員の知識向上を図り、消費者保護行政を推進してまいります。 

 

  大地に根づいた産業を育てる北の元気まち。 

  農業。 

  昨年の本町の農業は、春先から低温多湿や観測史上最高という猛暑の影響から、作物

ごとの作況に著しいばらつきが認められた厳しい年でもありました。 

  政府は昨年11月に、「経済連携の基本方針」を閣議決定し、ＴＰＰ（環太平洋戦略的

経済連携協定）への協議参加を示唆し、今年１月の通常国会で「今年６月を目途に交渉

参加について結論を出す」との表明がありました。 
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  このことは、地域農業の崩壊にとどまらず、地域経済にも壊滅的な打撃を与えること

から、関係機関と連携し断固阻止に向けて取り組みを進めてまいります。 

  本年度から本格実施となる「農業者戸別所得補償制度」により、新たに畑作物の所得

補償交付金が導入されることとなりました。 

  反収増や品質向上の努力をより反映される制度となっていますが、昨年のような異常

気象が起きて大幅な減収となった場合など、不安要素も懸念されることから、制度の安

定と充実を求めていく必要があります。 

  一昨年から「ナイタイ高原牧場の運営」、「十勝ナイタイ和牛のブランド化」、「コ

ントラクター・ＴＭＲセンター事業の推進」、「農業振興センター敷地の利用及び産業

用道路新設」の４本の主要課題を柱に据え、関係団体とともに取り組みを進めてきたと

ころであります。これらは、昨今の厳しい農業情勢の中で、地域農業の生き残りと再構

築に向けての戦略的な政策課題であり、引き続き具体化に向けて鋭意努力してまいりま

す。 

  生産基盤の整備は、国や北海道の事業などいろいろな制度を活用して積極的に導入し

てまいります。今年の国営かんがい排水事業は、上音更地区の本体工事が完了予定であ

り、上士幌北地区は調査設計事業が着手されることとなりました。 

  農地法の改正により、農業委員会が行う農地の権利移動の許可事務等は一層の透明性

と公平性が求められ、これまで以上に重要な役割を担うことから、農業情報システムを

活用し、農地に関する情報の収集や整理、分析及び提供を行い適正な事務を進めてまい

ります。 

  農業が持続的に継承・発展していくためには、次代を担う後継者の育成・確保対策と

新規就農対策が重要であり、関係機関と連携しながら支援・育成してまいります。 

 

  ナイタイ高原牧場。 

  ナイタイ高原牧場の管理運営につきましては、良質粗飼料を確保し、的確な飼料設計

による草地・家畜管理や人件費の縮減などによる効率化を図りながら、その改善に努め

てまいります。 

  町内外農家及び府県農家からの牛の預託頭数につきましては、前年対比約25％増で推

移しており、少しずつ増加傾向となってきております。しかしながら、肥料や飼料、原

油など生産資材価格は、依然、高止まりで推移し、牧場経営にとっては大変厳しい状況

にあることには変わりありません。 

  今後もＥＴセンターとの連携・協力を深め、預託頭数確保の努力とさらなる経費縮減
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に努めてまいります。 

  引き続き、預託者のニーズと信頼にこたえ、畜産・酪農の振興に寄与する公共牧場と

しての使命を果たしていくため、飼養管理技術の向上、良質粗飼料の確保、補助制度を

活用した草地基盤と施設整備に向けた取り組みを進めてまいります。 

  なお、今後の牧場事業や運営形態につきましては、抜本的見直しの視点で対応を図っ

てまいります。 

 

  林業。 

  林産業につきましては、住宅着工戸数に持ち直しの兆しが見られるものの、当面予断

を許さず木材価格の動向が見通せない状況にあります。 

  本年は国連によって定められた「国際森林年」の年であり、世界中の森林の持続可能

な経営保全の重要性に対する認識を高めることを目的としています。 

  地球温暖化や雇用対策の観点からも、本町林産業の振興を目的に、林業経営者基盤整

備の支援や健全な山林育成の造林事業、担い手の雇用対策や労働安全対策など、積極的

な事業展開を図ってまいります。 

 

  商工業。 

  商工業につきましては、世界的な不況下で町民の消費動向は引き続き低迷しておりま

す。こうした状況の中、地元購買力の向上と定着を図るために商工会等が実施する各種

サービス事業等に対して支援してまいります。 

  地場産品を利用した農林商工連携による特産品の研究開発、新商品・新サービスの開

発に向けましては、一昨年設けた農林商工等連携促進事業補助制度が活用され、地場産

加工品を組み合わせた新商品が開発・販売されるなどの成果もあらわれてきているとこ

ろであります。今年度も引き続き、専門員の配置など連携の促進に向け側面的な支援を

図ってまいります。 

  町が委託し商工会が運営するインターネットショップがオープンし、町内特産品の販

売が行われておりますが、町のＰＲ及び情報発信のツールとしてだけではなく、ネット

通販による販路の拡大など経済的実効が上がるよう必要な支援をしてまいります。 

  １月には商工会が町内７区に「かみしほろ情報館」を開設したところであり、インタ

ーネットショップで取り扱う商品の展示や観光情報の発信のほか、移住定住に関する情

報発信などを行い、町の総合案内所として機能の充実を図ってまいります。 

  企業誘致につきましては、廃校の利活用を含めた誘致活動のほか、「とかち田園地域
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産業活性化協議会」のもとで粘り強く進めてまいります。 

 

  観光。 

  観光は、依然として国内外の経済不況により国民の観光意欲の減少傾向が続いており

ます。こうした中で今年度は帯広～羽田（東京）間に北海道国際航空（エア・ドゥ）が

就航するとともに、道東自動車道の夕張～占冠間の開通により道央圏や首都圏から十勝

へのアクセス環境が大きく改善され、観光客の増加が期待されます。この機会をしっか

りと捉え、ぬかびら源泉郷やナイタイ高原牧場、旧国鉄士幌線アーチ橋関連遺産をはじ

めとする本町のさまざまな観光資源の魅力を道央圏や首都圏に積極的に情報を発信する

とともに、新たな地域イベントの開催など、集中的な魅力発信事業を実施してまいりま

す。 

  冬季観光振興対策といたしましては、観光客の入り込みに大きく影響するスキー場を

中心としたＰＲ活動の充実のほか、アルペンスキー合宿の誘致促進に向けた支援を行っ

てまいります。 

  熱気球につきましては、地域の風土を生かしたスポーツイベントとして支援をしてま

いります。 

  環境省の「東大雪地域整備基本計画」によるビジターセンター事業は、町連携施設と

ともに早期実施に向け対応を図ってまいります。 

 

  健康とふれあいを大切にする北の元気まち。 

  健康のまちづくり。 

  国の医療制度改革により、特定健診・特定保健指導が開始され、予防を重視した生活

習慣病対策が進められておりますが、本町においては、さらに各種健診の受診率を向上

させるため、今年度も重点施策として推進してまいります。 

  定期的な受診及び生活習慣の改善を促すことを目的とした「40歳健康づくりスタート

事業」を引き続き実施することにより、生活習慣病の予防や医療費軽減等を図ってまい

ります。 

  母子保健では、乳幼児期から健康な生活習慣や生命を大切にする力を育む「食育」や

「生教育」を引き続き取り組みます。 

  また、妊娠から出産まで安心して医療機関に受診できるよう、妊婦一般健診及び超音

波検査の本人負担の軽減を継続してまいります。 

  予防接種事業では国の「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金」の開始
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を受け、ワクチン接種事業の普及啓発と接種率の向上を図ってまいります。 

  インフルエンザワクチン予防接種事業につきましては、中学生までの接種料金を無料

とし、本町の子育て環境をさらに充実してまいります。 

 

  地域医療体制の充実。 

  町内の医療機関につきましては、病院・診療所・歯科医院の体制が維持されておりま

すが、休日夜間救急医療を含め、町民が安心して町内の医療機関を受診できるよう、医

療機関への支援や医師の確保支援等を引き続き実施し、第一次医療圏としての役割を充

実してまいります。 

  子育てを医療制度面から支援するため、０歳から中学校卒業時までの子どもを対象に

医療費の無料化を引き続き実施してまいります。 

 

  福祉の充実。 

  今年度は、高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画、障害者福祉計画をまとめた第５

期上士幌町三愛計画の策定を進めてまいります。 

  高齢者福祉につきましては、地域包括支援センターを核として、保健・医療・福祉が

連携し、在宅介護に関する総合的な相談に応じるとともに、生活実態の把握と介護予防

の観点から、昨年に続き家庭訪問活動を行ってまいります。 

  適切な介護サービスの確保を図り、要支援・要介護状態になっても、住み慣れたこの

町で安心して生活していただけるように支援してまいります。 

  高齢化と核家族化の進展により独居高齢者などが増加していることから、今後も必要

な支援や見守りを行ってまいります。 

  社会福祉法人が実施する通所介護事業、短期入所事業などにつきましては、事業の安

定化に向けた支援を継続してまいります。 

  障がい者福祉につきましては、障害者自立支援法に基づき、介護給付や地域生活支援

事業等の適切な実施に努めるとともに、地域で自立して安心した生活が送れるよう支援

してまいります。 

  本町の地域福祉の全体計画である「第２期上士幌町地域福祉計画」に基づいて、地域

福祉に係る取り組みを進めてまいります。 

 

  児童福祉。 

  人口の減少と少子化が進む中で、とりわけ次世代を担う子供たちの育成支援が極めて
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重要な課題となっております。 

  児童虐待やいじめ、不登校など児童をめぐるさまざまな課題への対応につきましては、

各関係機関等との連携を図りながら、迅速かつ適切に対応してまいります。 

  現在、国では子育て支援に関するさまざまな検討が進められておりますが、特に、幼

保一元化や少子化・核家族化における児童保育・教育が課題になっており、将来を展望

した子育てのあり方について調査研究を開始します。 

  また、保育所、子育て支援センター、学童保育所、子育てサポート事業などは、児童

の健全な成長を図るために欠かすことができない児童福祉施策であることから、今後の

保育・教育や施設のあり方等についても、調査研究を進めてまいります。 

  子育て支援を図る住宅施策として、国の過疎対策事業を活用し、子育て世代のための

良質な住宅整備を検討してまいります。 

 

  個性豊かな人づくりと文化を育む北の元気まち。 

  小学校再編につきましては、平成21年度に見直しを行った「上士幌町小学校適正配置

計画」に基づき地域に説明してまいりましたが、引き続き地域の方々と議論を深めてま

いります。 

  北海道立上士幌高等学校は、地域に根差した高等教育機関として、しっかりと支援を

してまいります。 

  今後も教育環境の整備を進めるとともに、第７期社会教育計画の策定を行い、生涯学

習の基盤確立に向けた取り組みを行ってまいります。 

  以下、「個性豊かな人づくりと文化を育む北の元気まち」は、教育行政執行方針に委

ねることといたします。 

 

  明日を見つめ効率的な行政を進める北の元気まち。 

  開かれた行政、広域連携、行政の効率化。 

  開かれた行政につきましては、出前講座をはじめ、広報、インターネット等を利用し、

積極的な情報提供を図るとともに、気軽に相談できる体制など、常に開かれた行政を推

進してまいります。 

  広域連携につきましては、税の滞納整理機構に続き、消防広域化や定住自立圏構想、

高速道路等の整備に伴う広域観光など十勝圏、近隣町との連携を深めてまいります。ま

た、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用し、遠隔地との経済等の連携も進めてまいります。 

  職員の資質向上につきましては、公務員としての法令順守や職員の意識改革と業務に
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必要な専門知識の取得のため、日常的な業務を通じての自己研鑽はもとより、法令研修、

専門研修等の職員研修の充実に努めてまいります。 

  平成24年度からスタートする「第５期上士幌町総合計画」の策定作業につきましては、

これまで住民アンケート、各種懇談会、まちづくり委員会などを開催してまいりました。 

  本年度は、総合計画策定審議会において、本格的な策定作業が進められます。総合計

画は、将来のまちづくりを進めていく上での行動指針であることから、住民の皆様のご

意見・ご提言を審議会に反映しながら、計画の策定に取り組んでまいります。 

 

  以上、平成23年度の町政執行の基本的な方針と主要な施策につきまして述べさせてい

ただきました。これを具現化するための総予算額は、一般会計で55億2,403万1,000円と

なり、前年度予算額と比較すると１億9,503万円、3.7％の増額となりました。 

  また、５特別会計を加えた６会計の予算総額は、73億3,873万円となり、前年度予算

額と比較して３億8,716万8,000円、5.6％の増額となりました。 

  歳入のうち、最大の財源である地方交付税につきましては、国の交付税増額方針を受

け、前年度予算額と比較して２億5,204万7,000円、10.2％の増額となる27億1,797万

1,000円を見込んでおります。 

  歳出におきましては、全般的にこれまで同様に経費縮減を図る一方、先に述べました

課題に対する政策に重点的に必要な財源を配分するなど、メリハリをつけた予算編成と

いたしました。 

  今後の財政運営にあたりましては、健全性を確保しながら効率的な財政運営に一層努

めてまいります。 

  町議会議員並びに町民の皆様の一層のご理解とご協力を心からお願い申し上げ、町政

執行方針といたします。 

  ありがとうございました。 

○議長（石川正裕議長） 次に、教育委員長の教育行政執行方針の説明を願います。 

  教育委員長、島口重一君。 

○島口重一教育委員会委員長 平成23年第２回上士幌町議会定例会の開催にあたり、上士

幌町教育委員会所管行政に関する主要な方針について申し上げます。 

  教育を取り巻く環境は、我が国の経済状況の悪化による雇用・生活不安の増大や少子

高齢化の一層の進行、高度情報化の進展とモラルの低下などを要因として大きく変化し

ており、子どもの学ぶ意欲や学力・体力の低下、問題行動、家庭・地域の教育力の低下

などの課題が指摘されております。 
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  そのような中で、本教育委員会としては、教育を取り巻く環境の変化を踏まえて、関

係団体・機関や家庭・学校・地域との連携を図りながら、教育行政の推進を行います。 

  このような考えのもと、主要な施策については、以下のように取り組んでまいります。 

 

  第１ 生涯学習の推進。 

  生涯学習は、町民の各年齢層に対応できる学習情報の提供や学習機会の確保に努める

とともに、各種イベントなどを実施して町民の交流を深めてまいります。また、急激な

社会の変化に町民が主体的に対応できるように、地域の特性を生かした生涯学習機能の

基盤整備や、学習諸活動等の推進を支援してまいります。課題となっている生涯学習の

あり方や生涯学習推進協議会等の組織やその役割などについては、引き続き、まちづく

りアドバイザー（生涯学習）の活用を図り、見直しや検討を進めてまいります。 

  生涯学習センターは、適正な維持管理に努めておりますが、旧児童会館部分は建設か

ら44年が経過し、耐震性の課題もあることから、改築に向けた検討を具体的に行います。

また、新館部分は建設から20年が経過し、老朽化が進んでおりますので、計画的な改

修・修繕を行ってまいります。 

 

  第２ 学校教育の充実。 

  新学習指導要領は、小学校は本年度、中学校は平成24年度から本格実施されます。本

町においても、今後の教育動向を見据えながら、生き生きとたくましい児童・生徒を育

んでいくため、確かな学力の育成や豊かな心と健やかでたくましい心身を育み、情報化

や国際化など社会の変化に的確に対応した教育を推進し、地域に開かれた学校づくりを

進めてまいります。 

 

  確かな学力の育成。 

  ４回目の全国学力・学習状況調査が実施され、全国と比べて全道は学力に課題がある

ことが明らかになりましたが、本町においては一部学力向上の成果があらわれる傾向が

見られております。 

  教育委員会としては、先の調査結果を分析し、児童・生徒の「確かな学力」の向上を

目指し、学校改善の手がかりとなる「上士幌町小中学校改善支援プラン」を策定して具

体的な対策を講じてまいります。 

  また、学校においては、「学校改善プラン」に基づき、学力の重要な要素である基礎

的・基本的な知識・技能の一層の定着を図りながら、思考力・判断力・表現力等を育成
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し、学習意欲が身につくように授業改善を図り、「確かな学力」の育成を一層進めてま

いります。学習の習慣化に向けては、家庭と課題を共有しながら、補充・発展として家

庭学習・サポート学習の充実を図ってまいります。 

  全国学力・学習状況調査は、悉皆調査から抽出調査に変更されていますが、教育委員

会では抽出調査対象校以外の学校も調査実施を希望し、前年度と同様な取り組みを行っ

てまいります。 

  また、上士幌町小中高連携教育推進会議では、学力向上対策事業として、教員の資質

や指導力向上を目指し、研修会への参加や講師招聘事業などを本年度も引き続き実施し

教育指導の改善を図ってまいります。 

  本町の特色ある教育としての自然環境教育については、恵まれた地域の教育資源の活

用を図り、児童・生徒が地域素材から課題を見出し、フィールドワークを通じて、課題

解決を図る学習を充実させるために、学校と「ＮＰＯひがし大雪自然ガイドセンター」

との連携を図りながら実施してまいります。 

  上士幌小学校の低学年における基礎・基本の確実な定着と個性や能力に応じた補充・

発展的な学習の充実を図るため、道の指導方法工夫改善加配教員のほかに町独自に学校

教育推進支援教員を配置し、ティーム・ティーチングによる理解度に応じた個別指導を

実施してまいります。一方、道教委の事業を活用して巡回指導教員の配置を行い、へき

地小学校を含めてきめの細かい指導を進めるところです。上士幌中学校においても、生

徒一人ひとりに応じたきめ細かな教科指導の実施のため、ティーム・ティーチングや少

人数指導などの取り組みを行ってまいります。 

  また、特別支援教育の推進については、特別支援教育コーディネーターを中心とした

全校的な支援体制を確立し、特別支援を要する児童・生徒に対する指導の充実のため、

引き続き上士幌町特別支援教育振興会や上士幌町子ども発達支援センター等と連携し、

本町での特別支援教育の充実を図ってまいります。特に介助を要する児童については、

特別支援教育支援員を複数名配置し、生活・学習活動の支援を行ってまいります。 

 

  豊かな心と健やかでたくましい心身を育む教育の推進。 

  子どもたちを取り巻く社会環境が急激に変化し、全国的に不登校の児童・生徒が増加

する中、本町においては、そのような傾向は見られておりませんが、一層学校と連携を

図り早期の対応を行ってまいります。今後とも、基本的な規範意識と倫理観、他人を思

いやる心の涵養などは、家庭、地域社会がそれぞれの役割を果たしながら、一体となっ

て取り組んでいくことが大切であると考えております。先に制定した「かみしほろの健
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やかな育ち」の活用については、「地域全体で子どもたちを守り育てる」ことを目指し、

家庭・学校・地域が連携・協力して考え、語りあいながら取り組みを進めます。 

  いじめ等の問題行動は、子どもの健全な発育に重大な影響をもたらすことから、「ど

この学校でも起こりうる」との認識を持ち、今後とも、学校と教育委員会が連携して、

その根絶に向けた取り組みを行ってまいります。 

 

  情報化や国際化などの社会の変化に対応した教育の推進。 

  高度情報通信ネットワーク社会が進展していく中で、情報の活用能力の基礎を育成す

ることが重要であることから、町内全校の教育用コンピューターの更新を行いましたが、

引き続きコンピューター等を活用した情報教育の充実を図ってまいります。また、国際

人としての日本人を育てるためには、国際理解教育や外国語教育を進めて、言語や文化

について体験的に理解を深め、積極的にコミュニケーションを図る態度の育成を図り、

コミュニケーション能力の素地を養うことが大切であります。本年度から本格導入され

る小学校高学年の外国語活動は、学級担任や外国語指導助手を中心として取り組み、小

学校における総合的な学習の時間を活用した国際理解教育を充実させてまいります。 

 

  地域とともに歩む教育の推進。 

  これからの学校経営は、地域の教育力を積極的に活用しながら、外部評価を学校改善

に生かし、保護者や地域住民の意向が学校の経営に生かされるように信頼や協力関係を

築き、「地域とともに歩む学校づくり」を推進することが重要であります。 

  全国的に児童・生徒にかかわる事件や事故などの発生が見受けられ、危機管理のあり

方が問われておりますが、事件・事故は「いつでもどこでも起こりうる」との認識のも

とに、家庭・学校・地域の連携・協力により、子どもたちの安全対策を進めてまいりま

す。併せて、福祉バスの事故を教訓とした「生命（いのち）を大切にする日」について

は、改めて生命の大切さ、尊さを考える日として取り組んでまいります。また、緊急時

に備えて全小中学校にＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置いたしました。 

  本町の教育行政の充実をより一層図るため、豊富な教育経験を有し、かつ広範囲な教

育行政の執行に対応できるように、引き続き教育専門員を配置し、教育全般の振興と課

題解決に努めてまいります。 

  上士幌町小中高連携教育推進会議の活動は、授業交流・部活動交流・生徒指導交流の

三つの専門部の事業のほかに、学力向上対策事業を加え、現場教職員の参加・協力のも

とに実践・改善が行われるなど、小・中・高の連携活動が浸透してきておりますので、
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引き続き活動の充実を図ってまいります。 

  北海道上士幌高等学校は、地元中学校卒業者の減少や進路志向の多様化に伴い、入学

予定者の確保が非常に困難な状況が続いております。今年度は上士幌高等学校振興会、

上士幌高等学校、町が一体となり生徒募集対策を行い、近年にない生徒の確保が見込ま

れます。引き続き存続に向けた上士幌高等学校の魅力の発信や振興策、今後の学校のあ

り方等について検討を進めてまいります。また、北海道教育庁の動向を把握しながら、

同校の存続と教育環境の充実に向け、上士幌高等学校振興会、上士幌高等学校、小中高

連携教育推進会議などが連携・協力して、生徒の多様なニーズに対応でき、町と連携し

た特色ある安定した学校づくりに支援してまいります。 

 

  学校施設の整備等。 

  学校施設は、適正な維持管理に努めるとともに、各施設の状況を把握し、計画的な改

修・修繕を行ってまいります。 

  改築された上士幌中学校校舎は、昨年から供用開始を行い、良好な環境のもと授業が

取り組まれています。 

  また、小学校再編に伴いまして、空き教室を利用した放課後対策、スクールバスの増

車、街路灯の臨時設置、少年団活動後の中学校部活便バス利用など、児童の負担軽減と

安全に努めるとともに、上士幌小学校バスタッチ等整備事業を実施し、児童の安全・安

心を大前提とした通学対策を進めてまいりました。 

  児童・生徒の安全・安心の確保のため、学校施設の耐震化は喫緊の課題であり残され

た糠平小学校校舎・屋体の耐震性の問題については、ＰＴＡをはじめとした地域の皆様

のご意見を聞きながら検討を進めてまいります。 

  学校給食センターは、引き続き、衛生管理、施設管理、食材の安全管理を徹底し、よ

り一層の安全対策に努めてまいります。また、賄材料は、国内食材を中心に使用するこ

ととし、地産地消、地域で生産される食材等も念頭においた献立の研究などを行い、安

全・安心で低廉なおいしい給食の提供をできるよう努めてまいります。一方、食育の推

進が必要なことから、子どもたちや家庭における食に関する指導の充実のため、栄養教

諭の配置について、引き続き検討していくとともに、給食指導、「給食だより」の発行

及び町のブログによる情報の提供を行ってまいります。 

 

  小学校再編の推進。 

  小学校再編は、「上士幌町小学校の適正配置計画」に基づき、各小学校のＰＴＡ、未
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就学児童家庭及び地域住民との懇談会等を実施してまいりました。こうした中で、上音

更小学校並びに東居辺小学校は平成22年３月末をもって閉校し、閉校後の学校跡地の管

理及び利活用は町長部局に引き継がれ、利活用に係る地域との窓口は引き続き教育委員

会を含め企画財政課が担ってまいります。 

  今後の再編への取り組みについては、見直しを行った「上士幌町小学校の適正配置計

画」に基づき進めてまいりますが、再編の対象となる学校の保護者や地域の方々とのこ

れまでの協議経過を十分踏まえて、教育活動や施設・設備、通学体制、放課後対策など

の改善・充実を図り、児童・保護者・地域の方々が安心できる環境づくりに力点をおい

ております。今後も引き続き、地域の方々との議論を深め、ご理解・ご協力を得られる

よう取り組みながら、計画を推し進めてまいります。 

 

  第３ 社会教育の推進。 

  第６期社会教育中期計画の最終年を迎える中、第７期社会教育中期計画の策定を行い、

少年教育、高齢者教育はもとより、家庭の教育力向上に向けて、各種学習の機会が提供

できるように努めてまいります。 

  少年教育は、少年会育成委員会連絡協議会と連携し、地域の子どもは地域で育てると

いう認識のもと、「地域総ぐるみ」で子どもに必要な体験活動の機会を提供してまいり

ます。特に、子どもの「生きる力」の育成のため、自然体験・生活体験を重視して事業

を展開してまいります。 

  青年教育は、町青年会におけるボランティア活動やサークル活動など、青年が自ら取

り組む活動に対して支援してまいります。 

  成人教育、高齢者教育及び女性教育は、シルバー学級、シルバーコーラスの開設、連

合ＰＴＡへの支援など、地域活動に主体的に参加し学習する機会の確保に努めるととも

に、ソフトを中心とした事業の推進に努めてまいります。 

  家庭教育支援は、「早寝、早起き、朝ごはん」を取り組みの中心に据え、保健福祉課、

保育課とも連携を図り進めてまいります。特に、人間形成の基礎を培い、全ての教育基

盤でもある家庭・地域社会の教育機能を重視しつつ、家庭の教育力の向上に関する学習

機会の提供に努めてまいります。 

  学校の教育活動の支援を学校・地域が連携して進める学校支援地域対策事業は、学校

からの要請に基づき、地域住民と連携しながら取り組んでまいります。 

 

  第４ 文化の振興と文化財の保護活用。 
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  わが町が持つ80年の歴史への理解を深め、地域の人々が持ちえる個性を活用した豊か

な地域文化の創造に努めてまいります。 

  町文化協会をはじめ、芸術鑑賞会、「火群」編集委員会、地域の宝さがしの会など自

主的な活動に対し、引き続き助成してまいります。 

  アイヌの伝統的生活空間（イオル）の再生事業は、十勝圏誘致促進期成会と連携し、

事業の誘致に向けて取り組んでまいります。 

  図書館は、引き続き利用の促進を図るとともに、学社融合の観点に立った児童・生徒

の利用機会の拡充に取り組み、学校と連携した図書館活動の実践、管内外図書館相互の

ネットワークを活用し、地域により親しまれる図書館づくりを目指してまいります。ま

た、今後も絵本を子どもたちの読書推進の中心に据えて、ボランティアグループお話会

「カッコウ」と協力しながら、図書館をはじめ、小学校や学童保育所などでの読み聞か

せの場を活用し、子どもたちに良い本と出会える機会を提供し、本の楽しさを知っても

らう活動に力を注いでまいります。 

  ひがし大雪博物館は、環境省が整備を予定する「（仮称）ぬかびら施設」と連携し、

改築に向けた調査を進めます。埋蔵文化財や郷土資料等、地域に残された貴重な歴史資

料については、町民の皆様の協力を得ながら、町の文化財に登録するなど、保護・保存

に取り組んでまいります。 

  鉄道資料館は、北海道長距離自然歩道や旧国鉄士幌線アーチ橋梁群等の活用との連携

及び同館の機能の充実を図るため、引き続き指定管理者に管理業務を委ね、利活用の向

上に努めてまいります。 

 

第５ 社会体育の振興。 

  高齢化社会や生活習慣の変化に伴い、健康や体力づくりに対する関心が高まってきて

おります。スポーツは家族や地域の絆を深め、明るく豊かな生活を送る上で大きな役割

を果たしております。 

  子どもから高齢者までの健康志向型スポーツ活動の推進については、体育連盟や関係

団体との連携を図り、日常生活の中でスポーツに気軽に親しむ環境づくりを進めるなど、

スポーツレクリェーションの普及・推進に努めてまいります。また、少年団及び体育団

体・サークルを支援するとともに、その団体等の自主的な活動の促進を図り、生涯スポ

ーツ社会の実現に向けた意識の啓発や環境の整備に努めてまいります。 

  体育施設は、適正な維持管理に努めるとともに、既存施設を有効かつ効率的に活用す

るための整備を進めてまいります。特に排水に課題のありました町民ソフトボール場の
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整備を重点に、学校体育施設の適正な開放を行い、町民の健康・体力づくりの中核施設

として、さらなる利用促進を図ってまいります。 

  以上、平成23年度の教育行政の推進方針と主要な施策について申し上げました。 

  町議会議員の皆様並びに町民の皆様の一層のご理解とご協力を心からお願い申し上げ、

教育行政執行方針といたします。 

○議長（石川正裕議長） 以上をもって、町政執行方針及び教育行政執行方針の説明を終

わります。 

  ここで、15分間休憩といたします。再開は５分前の予定をもってお知らせします。 

（午後 １時５１分） 

────────────────────────────────────── 

○議長（石川正裕議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時０３分） 

────────────────────────────────────── 

◎議案第１０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（石川正裕議長） 日程第17、議案第10号上士幌町定住自立圏形成協定の議決に関

する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに、提案理由の説明を求めます。 

  企画財政課長。 

○野中美尾企画財政課長 ただいま上程されました議案第10号上士幌町定住自立圏形成協

定の議決に関する条例の制定につきまして、その提案理由につきましてご説明申し上げ

ます。 

  定住自立圏形成協定は、さきに中心市宣言を行った帯広市とその周辺市町村である上

士幌町が今後人口定住のために必要な生活機能の確保に向けて、圏域全体で安心して暮

らすことができるよう相互の連携・協力を行いながら、一対一で締結する協定であり、

その協定締結及び変更等する場合に当たりましては、地方自治法第96条第２項に基づく

議会の議決が必要なことから、あらかじめ定住自立圏形成協定の締結について、議会の

議決案件とする条例として本条例を制定するものであります。 

  なお、この条例は、公布の日から施行するものであります。 

  以上、提案理由についてご説明させていただきました。 

  ご審議の上、ご可決いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（石川正裕議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第10号について質

疑を行います。質疑ありますか。 
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  ５番、大内輝夫議員。 

○５番（大内輝夫議員） 今、課長から一通りの説明はあったんですけれども、これは、

決して悪いことではないと思うんですけれども、この中身を実際、どういうことで、こ

れを締結しようとしているのか。それによって、うちの町自体がどういう効果があるの

か、そこら辺はどういうふうに想定しているのか、その説明をしてもらいたいと思いま

す。 

○議長（石川正裕議長） 企画財政課長。 

○野中美尾企画財政課長 この定住自立圏形成協定の関係につきましては、さきの委員会

のほうにおいても、ご説明を差し上げたところでございますけれども、この定住自立圏

構想、これそのものが平成の大合併、市町村合併が進展して一段落して、市町村数が減

少する中で、広域連携も一定程度進められてきました。しかしながら、小さな町村だけ

ではサービスを完結することは、財政的にも限界、困難であるということで、新たな広

域連携のあり方として、圏域の中核となる中心市が周辺地域の住民の分も圏域全体の暮

らしに必要な都市機能を集約的に整備し、周辺地域と連携してお互いの活性化を図るも

のということで、定住自立圏構想の検討が進められたということでございます。 

  先ほどご質問のありました想定される事業ということで、これまでオール十勝の中で

進めて議論をされてきたところでございますけれども、例えば、今まで広域連携で取り

組んできた事業、それから、広域的な例えば帯広厚生病院の救命救急センターの運営費、

これは管内で運営、分担し合っているということだとか、高等看護学院の分担金、そう

いったものが、それぞれ広域的にみんなで分担をし合って運営をしているというような

ものがありますが、そういったものをこの定住自立圏構想の帯広市中心市と市町村が協

定することによって、国からの財政支援措置があるということのメリットが一つはござ

います。 

  それぞれ中心市、それから協定を交わした町村、これは、中心市と町村一対一で協定

を結ぶ形になりますが、それぞれに財政的な措置がされるということでございます。こ

れにつきましても、どんな事業が財政措置されるかというのは、３つの分野の取り組み

事項というのがありまして、これは、委員会の中でもご説明をさせていただきましたの

で割愛させていただきますけれども、例えばの事例として、先ほど医療分野でいけば厚

生病院のそういった運営費、救命センターの運営費補助とかという事例が挙げられます。 

  いずれにしましても、２月に各それぞれオール十勝の中で作業部会を開いて、それぞ

れ医療部会、それから産業部会、教育部会、複数の部会に分かれまして、どんな連携事

業が連携できるかということを今作業に入っているところでございます。そういったと
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ころで、上士幌町として連携できる事業があれば、できるところから始めていきたいと

いうことなので、オール十勝と言いながらも、そこら辺はもう少しそれぞれまずオール

十勝の中での作業部会の中で皆さんで議論していきましょうと、今スケジュールの中で

なっております。そういったことで、メリットとしては財政的なメリットもありますし、

それから市町村、こういう小規模な市町村ということである中で、一つの町村ごとに異

なる事業を組み合わせて実施できる連携のバリエーションだとか、自由度が非常に高い

制度であるということで、広域でも、例えば３町４町の広域でできる事業と広域でしか

できない事業もあるんですが、帯広市さんと上士幌町で連携することによって、さらな

る発展ができる取り組みの効果のある事業があるだろうということも、それぞれ想定さ

れながら、これから議論していく形になるかと思いますので、ちょっと私の説明はわか

りづらいかもしれないんですが、ほかの町村では連携できなくても、上士幌町はこれだ

けは帯広市さんと連携できるというものが見えてくれば、そういったものに対して財政

支援措置を受けて、それぞれの地域が活性化が図れるようなそういった取り組みの実現

構想ということで、ちょっとわからないかもしれないんですが、ご理解していただきた

いと思います。 

○議長（石川正裕議長） いいですか。 

（「はい」の声） 

○議長（石川正裕議長） これをもって、議案第10号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 討論がありませんので、これより議案第10号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────── 

◎議案第１１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（石川正裕議長） 日程第18、議案第11号上士幌町国民健康保険条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに、提案理由の説明を求めます。 

  保健福祉課長。 
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○柚原幸二保健福祉課長 ただいま上程されました議案第11号上士幌町国民健康保険条例

の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容についてご説明申し上げま

す。 

  町例規集は5301ページをご参照願います。 

  提案の理由でありますが、出産育児一時金につきましては、一昨年国が緊急に少子化

対策を図る目的で平成21年10月１日から平成23年３月31日までの間、暫定措置としまし

て、４万円が上乗せをし支給されておりました。しかし、平成23年４月１日からこの上

乗せ分４万円が恒久的にされることに伴いまして、国民健康保険条例に規定している出

産育児一時金の額を改めるため一部改正を行うものであります。 

  議案第11号関係資料の新旧対照表をご説明いたします。 

  第６条第１項の35万円を39万円に改正するものであります。 

  経過措置でありました附則第３項を削ります。 

  附則第１項としまして、この条例は平成23年４月１日から施行するものであります。 

  附則第２項としまして、この条例の施行日前に出産した被保険者に係る上士幌町国民

健康保険条例第６条の規定による出産育児一時金の額については、なお、従前の例によ

るものと規定しております。 

  以上、上士幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、その内容に

ついてご説明いたしました。 

  ご審議いただき、ご可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（石川正裕議長） 提案理由が終わりましたので、これより議案第11号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） これをもって、議案第11号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 討論がありませんので、これより議案第11号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────── 
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◎議案第１２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（石川正裕議長） 日程第19、議案第12号上士幌町児童デイサービス事業所設置条

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。 

  議案の朗読を省略し、直ちに、提案理由の説明を求めます。 

  山口保育課長。 

○山口準二郎保育課長 ただいま上程されました議案第12号上士幌町児童デイサービス事

業所設置条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由と内容についてご説明申

し上げます。 

  例規集は4241ページをご参照ください。 

  児童デイサービス事業につきましては、上士幌町障害者計画に基づき平成16年７月か

ら発達障害のある子供を対象ににこにこ教室の事業を開始いたしました。平成17年４月

からは、児童福祉法に基づく上士幌町児童デイサービス事業に移行をしたところでござ

います。 

  児童デイサービスは制度上、個別サービスであることから、所得に応じ利用料として

負担をいただくところでございますけれども、条例制定時の経過として類似の療育提供

機関であります本町の児童も利用しております士幌町言葉の教室は利用者負担がない、

また、管内の類似機関のほとんどが免除等を実施しているために条例附則において、平

成23年３月31日までの３年間については、利用料を徴収しないことを規定いたしました。

その後、平成23年３月31日までの３年間の期間延長をしてきております。 

  今回の改正内容でございますけれども、別紙議案第12号関係をご参照ください。 

  条例制定以降、３年間の期限で特例を設けてきておりますが、利用者負担の軽減や子

育て支援の観点からも、今後も特例規定について継続をすることとし、附則第２利用料

に関する特例中、期間を当分の間と改正するものでございます。 

  附則として、この条例は平成23年４月１日から施行するものです。 

  以上、議案第12号上士幌町児童デイサービス事業所設置条例の一部を改正する条例の

制定について、提案理由と内容についてご説明申し上げました。 

  ご審議いただき、ご可決くださいますようお願いいたします。 

○議長（石川正裕議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第12号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） これをもって、議案第12号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 
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（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 討論がありませんので、これより議案第12号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────── 

◎議案第１３号から議案第１６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（石川正裕議長） 日程第20、議案第13号上士幌町営住宅管理条例の一部を改正す

る条例の制定について、日程第21、議案第14号上士幌町特定公共賃貸住宅管理条例の一

部を改正する条例の制定について、日程第22、議案第15号上士幌町単身者住宅管理条例

の一部を改正する条例の制定について、日程第23、議案第16号上士幌町老人アパート条

例の一部を改正する条例の制定について、以上４案を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに、提案理由の説明を求めます。 

  建設課長。 

○高橋 智建設課長 ただいま一括上程されました議案第13号上士幌町営住宅管理条例の

一部を改正する条例の制定について、議案第14号上士幌町特定公共賃貸住宅管理条例の

一部を改正する条例の制定について、議案第15号上士幌町単身者住宅管理条例の一部を

改正する条例の制定について、議案第16号上士幌町老人アパート条例の一部を改正する

条例の制定について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  町例規集は4371ページ、6251ページ、6311ページ、6341ページをご参照願います。 

  今回の改正につきましては、公営住宅における暴力団員による不正行為等が全国的に

発生していることから、警察との全国的な連携により、町が所有する町営住宅等から暴

力団員の排除や使用の制限を行えるよう条例の一部を改正するものであります。 

  主な改正内容でございますが、お手元の議案第13号関係、上士幌町営住宅管理条例の

一部を改正する条例、新旧対照表をご覧ください。 

  改正に伴う適用条項等の変更及び文言の整理等についての説明は省略させていただき、

主な改正についてのみご説明いたします。 

  第５条第４号につきましては、入居者及び入居者と現に同居し、または同居しようと

する親族が、暴力団員でないことの規定を加えております。 

  第11条第２項につきましては、新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、
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承認してはならないことの規定を加えております。 

  第12条第２項につきましては、入居者が死亡または退去した際に同居していた者で引

き続き居住を希望する者が暴力団員であるときは、承認してはならないことの規定を加

えております。 

  ２ページをご覧ください。 

  第40条第６号につきましては、住宅の明け渡しを請求することができる項目に町長の

勧告に従わなかったときの規定を加えております。 

  ３ページをご覧ください。 

  第56条につきましては、町長は入居の申し込みをした者、入居者と同居し、または同

居しようとする親族、入居の継承を希望する親族等が暴力団員であるかどうか、または

町営住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、警察署長の意見を聞くことが

できることの規定を加えております。 

  第57条につきましては、前条において警察署長の意見を聞いたときに警察署長は町長

に意見を述べることができることの規定を加えております。 

  ４ページをご覧ください。 

  第58条につきましては、警察署長から意見が述べられた場合に入居者に対して、住宅

の明け渡し、その他必要な措置をとるべき旨を勧告することができることの規定を加え

ております。 

  次に、議案第14号関係、上士幌町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例新

旧対照表をご覧ください。 

  第５条第５号に、入居者本人と同居し、または同居しようとする親族が暴力団員でな

いことの規定を加えております。 

  第25条第２項に、新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、承認をして

はならないことの規定を加えております。 

  第27条第６号には、住宅の明け渡し請求に町長の勧告についての規定を加えておりま

す。 

  第36条に入居の申し込みをした者、同居しようとする親族、入居者及び同居者が暴力

団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聞くことができることの規定を加えて

おります。 

  ２ページをご覧ください。 

  第37条に、警察署長は町長に意見を述べることができることの規定を加えております。 

  第38条に、入居者に対して住宅の明け渡し、その他必要な措置をとるべき旨を勧告す
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ることができることの規定を加えております。 

  次に、議案第15号関係、上士幌町単身者住宅管理条例の一部を改正する条例新旧対照

表をご覧ください。 

  第５条第７号に、入居しようとする者が暴力団員でないことの規定を加えております。 

  第20条第７号には、住宅の明け渡し請求に町長の勧告についての規定を加えておりま

す。 

  第22条に、町長は警察署長に暴力団員であるかどうかの意見を聞くことができること

の規定を加えております。 

  第23条に、警察署長は町長に意見を述べることができることの規定を加えております。 

  ２ページをご覧ください。 

  第24条に、町長は警察署長の意見により、住宅の明け渡し、その他について勧告する

ことができることの規定を加えております。 

  次に、議案第16号関係、上士幌町老人アパート条例の一部を改正する条例新旧対照表

をご覧ください。 

  第３条第２項に、入居者及び同居親族が暴力団員でないことの規定を加えております。 

  第12条に、町長は警察署長に暴力団員であるかどうかの意見を聞くことができること

の規定を加えております。 

  第13条に、警察署長は町長に意見を述べることができることの規定を加えております。 

  第14条に、町長は警察署長の意見により、住宅の明け渡し、その他について、勧告す

ることができることの規定を加えております。 

  ただいま提案させていただきました議案第13号から議案第16号の改正条例の施行期日

につきましては、平成23年４月１日から施行することといたします。 

  以上、議案第13号上士幌町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について、議

案第14号上士幌町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について、議

案第15号上士幌町単身者住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について、議案第16

号上士幌町老人アパート条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内

容についてご説明申し上げました。 

  ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（石川正裕議長） 提案説明が終わりましたので、これより４案を一括して質疑を

行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） これをもって、４案に対する質疑を終結いたします。 
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  これより議案ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、議案第13号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

  討論がありませんので、これより議案第13号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第14号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

  討論がありませんので、これより議案第14号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第15号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

  討論がありませんので、これより議案第15号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第16号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

  討論がありませんので、これより議案第16号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 
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  よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────── 

◎議案第1７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（石川正裕議長） 日程第24、議案第17号上士幌町公園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。 

  議案の朗読を省略し、直ちに、提案理由の説明を求めます。 

  建設課長。 

○高橋 智建設課長 ただいま上程されました議案第17号上士幌町公園条例の一部を改正

する条例の制定について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  町例規集は6401ページをご参照願います。 

  今回の改正内容につきましては、主に公園の施設の削除並びに公園の追加であります。 

  お手元の議案第17号関係、上士幌町公園条例の一部を改正する条例新旧対照表をご覧

ください。 

  第11条につきましては、平成18年の条例改正による条文の追加に伴い、第２号中第８

号を第９号に繰り下げる必要があったため改めるものであります。 

  別表第１につきましては、昨年交通公園の客車を撤去しましたので、交通公園の主な

施設の名称から「客車」を削除するものであります。 

  ２ページをご覧ください。 

  同じく別表第１の「熱気球ふるさと公園」の次に「ふれあい公園」を新たに加えるも

のでございます。 

  以上、議案第17号上士幌町公園条例の一部を改正する条例の制定について、その提案

理由と内容についてご説明させていただきました。 

  ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（石川正裕議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第17号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） これをもって、議案第17号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

  討論がありませんので、これより議案第17号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────── 

◎議案第１８号及び議案第１９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（石川正裕議長） 日程第25、議案第18号北海道町村議会議員公務災害補償等組合

規約の変更について、日程第26、議案第19号北海道市町村総合事務組合規約の変更につ

いて、以上２案を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに、提案理由の説明を求めます。 

  総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 ただいま上程されました議案第18号北海道町村議会議員公務災害補

償等組合規約の変更について、議案第19号北海道市町村総合事務組合規約の変更につい

て、以上２件につきまして一括して、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  このたび本町が構成団体となっております一部事務組合に新規に加入する団体がある

ため、地方自治法第286条第１項の規定により、組合規約の変更が必要になることから、

組合規約の変更に関して、議会の議決を求めるものであります。 

  初めに、議案第18号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、具

体的な改正内容をご説明いたします。 

  北海道町村議会議員公務災害補償等組合につきましては、町村議会議員の公務災害補

償事務を行っている一部事務組合であります。 

  詳しい改正内容は、議案第18号関係、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約新

旧対照表をご参照願います。 

  下線部分が改正部分であります。 

  別表第１のうち「富良野広域連合」の次に、「広域紋別病院企業団」を追加するもの

であります。 

  なお、附則でこの規約は総務大臣の許可の日から施行するとするものであります。 

  次に、議案第19号北海道市町村総合事務組合規約の変更について、具体的な改正内容

をご説明いたします。 

  北海道市町村総合事務組合につきましては、市町村の非常勤職員の公務災害補償事務

等を行っている一部事務組合であります。 

  詳しい改正内容は、議案第１9号関係、北海道市町村総合事務組合規約新旧対照表を

ご参照願います。 
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  下線部分が改正部分であります。 

  別表第１につきまして、「オホーツク総合振興局（23）」を「オホーツク総合振興局

（24）」に改正し、「網走地区消防組合」の次に、「広域紋別病院企業団」を追加しま

す。 

  同様に、別表第２につきまして、「北見地区消防組合」の次に、「広域紋別病院企業

団」を追加するものであります。 

  なお、附則でこの規約は総務大臣の許可の日から施行するとするものであります。 

  以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。 

  ご審議の上、ご可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（石川正裕議長） 提案説明が終わりましたので、これより２案を一括して質疑を

行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） これをもって、２案に対する質疑を終結いたします。 

  これより議案ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、議案第18号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

  討論がありませんので、これより議案第18号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第19号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

  討論がありませんので、これより議案第19号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────── 

◎議案第２０号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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○議長（石川正裕議長） 日程第27、議案第20号権利放棄についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに、提案理由の説明を求めます。 

  町民課長。 

○馬場久男町民課長 ただいま上程されました議案第20号権利放棄について、その提案理

由と内容についてご説明申し上げます。 

  初めに、提案理由であります。 

  上士幌町勤労者福祉資金貸付金制度につきましては、町内に居住する勤労者の福祉向

上を図るため、生活等に必要な資金の貸付として、昭和51年度に創設されましたが、そ

の後貸付が減り行政改革の一貫として、平成９年度をもって制度が廃止されております。

今回の提案につきましては、借受人及び保証人ともに死亡したことにより、償還不能と

なっている本貸付金の権利放棄をするため、地方自治法第96条第１項第10号の規定によ

り、議会の議決を求めるものであります。 

  次に、内容についてご説明申し上げます。 

  １、権利の内容、上士幌町勤労者福祉資金貸付金。 

  ２、貸付年月日、昭和61年10月２日。 

  ３、金額、４万円。 

  ４、債務者住所氏名、上士幌町字上士幌町東１線235番地、星明雄。 

  ５、放棄の理由 借受人及び保証人死亡につき償還不能。 

  以上、議案第20号権利放棄について、その提案理由と内容についてご説明申し上げま

した。 

  どうぞご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（石川正裕議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第20号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） これをもって、議案第20号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

  討論がありませんので、これより議案第20号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 
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  よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────── 

◎議案第２１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（石川正裕議長） 日程第28、議案第21号町道の変更についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに、提案理由の説明を求めます。 

  建設課長。 

○高橋 智建設課長 ただいま上程されました議案第21号町道の変更について、その提案

理由と内容についてご説明申し上げます。 

  資料として配付しました議案第21号関係、町道変更認定路線位置図をご参照ください。 

  今回、変更する町道につきましては、今年から工事が行われます道道上士幌士幌音更

線の整備に伴いまして、平成団地及びみなみ野団地から道道へ接続する道路として、昨

年工事を行いました１区南２号線の終点を変更し、区間を延長するものです。 

  変更内容ですが、番号272番、路線名１区南２号線、新旧別、旧起点、字上士幌東２

線228番地先、新起点、字上士幌東２線228番地先、旧終点、字上士幌東２線228番地先、

新終点、字上士幌東３線227番地先、主な経過地、旧は１区、新は１区、２区、適用、

旧延長280.0メートル、新延長351.7メートル、変更による延長は71.7メートルの増にな

ります。 

  以上、道路法第10条第２項の規定に基づき本路線を変更したいので、同条第３項の規

定により、議会の議決を求めるものであります。 

  以上、提案理由と内容についてご説明申し上げました。 

  ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（石川正裕議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第21号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） これをもって、議案第21号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

  討論がありませんので、これより議案第21号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 
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  よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────── 

◎議案第２２号から議案第２７号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（石川正裕議長） 日程第29、議案第22号平成23年度上士幌町一般会計予算、日程

第30、議案第23号平成23年度上士幌町国民健康保険特別会計予算、日程第31、議案第24

号平成23年度上士幌町水道事業特別会計予算、日程第32、議案第25号平成23年度上士幌

町後期高齢者医療特別会計予算、日程第33、議案第26号平成23年度上士幌町公共下水道

事業特別会計予算、日程第34、議案第27号平成23年度上士幌町介護保険特別会計予算、

以上６案を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに、町理事者から提案理由の説明を求めます。 

  副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第22号から27号までの平成23年度一般

会計及び各特別会計予算の内容を申し上げます。 

  初めに、予算編成方針の要点でございます。 

  本町の財政状況については、平成21年度決算においては地方交付税の増額に加え、国

が緊急経済対策として編成した補正予算による臨時交付金などの収入もあり、当初予算

において財源不足分として、２億2,800万円の基金繰入を予定していたところでありま

すが、最終的に取り崩さずに済んだところでございます。また、平成22年度の普通交付

税は、国の方針である「地域主権の確立」に基づき、総額で１兆円増額され、本町にお

ける交付額についても、前年比約１億2,900万円の増となるなど、一時期に比べ、穏や

かながらも回復の傾向にあるところでございます。 

  しかし、地方交付税の財源となる所得税や法人税など国税５税が大幅に増加すること

は期待できず、また、本町においては、平成22年度実施の国勢調査により、基準財政需

要額算定の基礎となる人口が減少することから、交付額縮小を見据えた財政運営が必要

となってまいります。 

  歳出面においては、全般的に経費縮減を図る一方で、国の緊急経済対策による交付金

を受けたインフラ整備等の事業を実施するとともに、子育て支援や産業振興策などを拡

充してきております。経費縮減の効果もあり、財政状況を客観的にあらわす指標である

健全化判断比率は、全て基準内ではあるものの、歳出構造の硬直化は予断を許さない状

況にございます。また、現在策定中の第５期総合計画において、懸案事項となっている

大型事業を計上していくことを想定いたしますと、実施財源を確保するための中長期に

わたる慎重な財政運営が必要となっているところでございます。 
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  このような中にあって、元気まちを目指した施策を推進することが求められており、

限られた財源を有効に活用したまちづくりが一層重要な課題となっております。 

  既存事業のあり方や財源確保などを今一度見直す一方で、「新たな協働でつくるかみ

しほろ」をまちづくりのスローガンに、特色あるまちづくりを展開する施策を積極的に

推進することを方針としたところでございます。 

  それでは、平成23年度各会計予算編成の概要についてご説明を申し上げます。 

  平成23年度の予算規模は、一般会計及び５特別会計の総額で73億3,873万円でありま

す。前年度当初予算と比較いたしますと、３億8,716万8,000円、5.6％増の予算規模と

なってございます。 

  一般会計につきましては、55億2,403万1,000円、前年度対比で１億9,503万円、3.7％

の増額でございます。 

  歳入のうち、町税につきましては、５億9,863万6,000円、前年度対比577万円、１％

の増額でございます。 

  地方交付税につきましては、27億1,797万1,000円、前年度対比２億5,204万7,000円、

10.2％の増額でございます。 

  国庫支出金につきましては、２億1,140万4,000円、前年度対比7,221万1,000円、

51.9％の増額、道支出金につきましては、１億8,917万8,000円、前年度対比8,772万

1,000円、31.7％の減額でございます。 

  繰入金につきましては、3,881万7,000円、前年度対比１億4,815万円、79.2％の減額で

ございます。このうち、財政調整基金からの繰り入れは1,000万円でございます。 

  町債につきましては、６億1,022万8,000円、前年度対比5,372万8,000円、9.7％の増額

であります。このうち、臨時財政対策債は１億5,694万8,000円でございます。 

  歳出につきましては、財源不足を補てんする基金繰入を抑制するため、事務管理経費

など内部経費を中心に可能な限り縮減の努力をいたしました。 

 基幹産業である農業の基盤整備を初めとする地域産業の活性化対策や乳幼児医療給付事

業の制度を拡大した子ども医療費助成事業、定住促進と町内における住宅確保に向けた

定住促進賃貸住宅建設費助成事業などを継続するほか、道東自動車道の夕張・占冠間開

通に合わせ、本町の観光資源の魅力発信に係る経費について新たに計上いたしました。 

  国民健康保険特別会計につきましては、７億5,067万4,000円の予算規模で、前年度対

比1,091万1,000円、1.5％の増額でございます。後期高齢者支援金などの経費を計上し

てございます。 

  水道事業特別会計につきましては、２億3,296万9,000円の予算規模で、前年度対比
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7,941万2,000円、51.7％の増額でございます。簡易水道施設改良に係る経費などを計上

してございます。 

  後期高齢者医療特別会計につきましては、7,765万6,000円の予算規模で、前年度対比

79万6,000円、１％の増額でございます。後期高齢者医療広域連合納付金が主な経費で

ございます。 

  公共下水道事業特別会計につきましては、２億4,458万5,000円の予算規模で、前年度

対比320万1,000円、1.3％の増額でございます。下水道施設の維持管理経費などを計上

してございます。 

  介護保険特別会計につきましては、５億881万5,000円の予算規模で、前年度対比

9,844万2,000円、24％の増額でございます。居宅介護及び施設介護サービス給付費など

を計上してございます。 

  以上、平成23年度一般会計並びに５特別会計の予算編成内容を申し上げました。 

  詳細は、別途配付の当初予算資料のとおりでございますので、説明は省略をさせてい

ただきます。ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（石川正裕議長） 説明が終わりましたので、これより質疑を行いますが、平成23

年度各会計予算６案を一括して、予算審査特別委員会を設置し、これに付託をして、審

査したいと思いますので、各会計の予算案に対する質疑は、大綱的な質疑にとどめ、詳

細な質疑は、予算審査特別委員会において行うようご協力をお願いいたします。質疑ご

ざいますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（石川正裕議長） 以上をもって、質疑を終結いたします。 

  ここでお諮りをいたします。 

  ただいま議題となっております議案第22号から議案第27号までの平成23年度各会計予

算案の６案は議長を除く議員全員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これ

に６案を一括して付託をして審査することにいたしたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第22号から議案第27号までの平成23年度各会計予算案の６案は、議長を

除く議員全員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに６案を一括して付

託をし、審査することに決定いたしました。 

────────────────────────────────────── 
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◎予算審査特別委員会委員長、副委員長の互選について 

○議長（石川正裕議長） ただいま設置されました予算審査特別委員会の委員長及び副委

員長は、委員会条例第８条第３項の規定により、委員会において、互選することになっ

ておりますが、議会運用例第113条の１の規定により、あらかじめ議会運営委員会にお

いて協議をいたしました。 

  ここでお諮りをいたします。 

  この際、予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選の方法は、議長の指名推選

によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、予算審査特別委員会の委員長及び副委員長は、議長において指名することに

決定いたしました。 

  それでは、指名いたします。 

  予算審査特別委員会の委員長に５番、大内輝夫議員を、副委員長に３番、山本和子議

員を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  予算審査特別委員会の委員長に５番、大内輝夫議員を、副委員長に３番、山本和子議

員を選任することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、予算審査特別委員会の委員長に５番、大内輝夫議員を、副委員長に３番、山

本和子議員を選任することに決定いたしました。 

────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（石川正裕議長） 以上で、本日の議事日程はすべて終了いたしましたので、本日

の会議を終わります。 

  明日からは休会とし、本会議の再開は３月17日木曜日でありますので、ご承知願いま

す。 

  本日はこれにて散会といたします。 

（午後 ２時５６分） 
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平成 ２３ 年  第 ２ 回  上 士 幌 町 議 会  定 例 会  会 議 録 
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応（不応）招議員並びに  

出 席 及 び 欠 席 議 員 
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議 会 事 務 局 長  河 村 義 憲 議会事務局主査 櫻 井 淳 史 

地方自治法第１２１条

の規定により説明のた

め出席した者の職氏名 
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総 務 課 長 高 嶋 幸 雄 教育委員会教育委員長 島 口 重 一 

企 画 財 政 課 長  野 中 美 尾 教育委員会教育次長  綿 貫 光 義 
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 ────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（石川正裕議長） 定刻となりましたので、ただいまより本日の会議を開きます。 

  議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

（午前１０時００分） 

 ────────────────────────────────────── 

◎議会運営委員会の報告 

○議長（石川正裕議長） 議会運営委員長より、本日の議事運営について発言を求めます。 

  議会運営委員長、堂畑義雄議員。 

○議会運営委員長（堂畑義雄議員） 議会運営委員会よりご報告申し上げます。 

  議会運営委員会は、３月９日午後１時30分より委員会室において議会運営委員全員の

出席をいただき、説明員に副町長の出席を求めて委員会を開催し、本日の議事運営及び

議案の審議方法について協議いたしました。 

  議会運営委員会の審議の結果、本日の議事日程及び議案の審議方法については、既に

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

  以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

 ────────────────────────────────────── 

◎一般質問 

○議長（石川正裕議長） 日程第１、一般質問を行います。 

  一般質問は、４名の議員からお手元に配付のとおり通告を受けております。 

  一般質問の時間制限など留意事項については、既にご承知のことと思いますので、省

略をいたします。 

 ────────────────────────────────────── 

◇ 伊 東 久 子 議員 

○議長（石川正裕議長） それでは、順次発言を求めます。 

  ８番、伊東久子議員。 

○８番（伊東久子議員） 質問をいたします。 

  世界経済の厳しい状況が続く中、国会の混乱で町民の暮らしは不安を募らせています。 

  上士幌の基幹産業である農業、林業、商工が疲弊している中で、少子高齢化の波が急

速に進んでいます。 

  町長は、日本経済の逼迫する中、町政運営に努力され、上士幌の財政は他町村に比べ

成果が出ていると思います。政策的には、人口増につながる移住定住、農商工連携の取
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り組みもされていることには敬意を表したいと思います。 

  それでは、23年度執行方針についてお伺いをいたします。 

  （１）基幹産業である農林商工について。 

  高齢化による後継者不足、花嫁対策、新規就農対策、どれも緊急の課題であると認識

しながら進まないのはなぜでしょうか。 

  （２）福祉の充実について。 

  2025年、団塊の世代が75歳になり、上士幌の高齢化率が約36％です。施設不足が大き

な課題です。特別養護老人ホームを中心に、24時間見守り体制ができる住宅があれば町

民の老後が安心になると思います。施設機能を地域に展開することにより地域での生活

が可能になるはずです。 

  （３）児童福祉について。 

  行政機構で現状保育課が単独ですが、児童福祉課にすることにより、児童にかかわる

全般を担当することで、仕事の能率が、あるいは町民にもわかりやすいのではないでし

ょうか。第５期総合計画の中で保育所の改築が計画されていますが、全国的にも幼保一

元化に向けた取り組みがされておりますが、目標年度はいつまで、またどのような調査

研究をするのでしょうか。 

  以上、お聞きいたします。 

○議長（石川正裕議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 冒頭、今、議長の呼びかけで、今回の震災に対する故人に対しての黙祷

が捧げられました。改めて、被災者に対してお見舞いと、そしてまた不幸にも亡くなら

れた方々には心からのご冥福をお祈りしたいなとそのように思っております。 

  極めて深刻な状況にあるということであります。改めて、日本、私ども含めて、この

難局にどう乗り切るか、非常に大きな局面に立たされているということであります。 

  そういった中での一般質問にお答えさせていただきますけれども、これらについても、

震災前のことでありましたから、これら、改めて震災関係でもさまざまな支援の対策等

については皆さん方の意見をいただきながら対応してまいりたいと、そのように思って

いるところでございます。 

  それでは、まず、伊東議員の町政執行方針についてという質問に対してお答えさせて

いただきます。 

  １点目の、基幹産業である農林商工に係る高齢化による後継者不足、花嫁対策、ある

いは新規就農についてのご質問であります。 

  地域経済も景気の低迷に加え、少子高齢化や過疎化の問題は、基幹産業である農林業
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の担い手となる後継者や労働者不足は大きな課題となっております。 

  安心して農業後継者となるためには花嫁対策が必要であり、町とＪＡなど関係団体で

組織する「上士幌町農業後継者対策推進協議会」を窓口として、大阪府や札幌市におけ

る交流会の開催等に対策を講じてきているところであります。 

  これをきっかけに、カップルの誕生や、現在交際中のカップルもあり、おつき合い中

のカップルには温かく見守るとともに、必要に応じ側面から支援してまいります。 

  なお、今日の独身男女の結婚観として晩婚化の傾向や個人情報保護等の問題もあり、

これからの後継者対策としては、新規就農の対策を含めた支援が必要と考えております。 

  その新規就農対策につきましては、ＪＡ上士幌町など関係機関と対策を検討してきて

おり、町としては平成21年度から「上士幌町農業担い手育成助成事業実施要綱」を策定

し、新規就農対策を講じてきているところであり、この制度を利用して、現在、１家族

が就農をしております。 

  農家子弟の新規就農や国の雇用制度を利用して農業研修を行っている事例もあり、よ

り充実した就農対策について関係機関と協議しているところでございますので、早期の

具現化を目指してまいります。 

  なお、農業団体と協議しているＴＭＲセンターやコントラクター、さらには法人化等

は後継者対策に通じる事業と考えております。 

  ２点目の福祉の充実についてでありますが、本町の高齢化率は2025年ごろにピークを

迎え、ひとり暮らしの高齢者や高齢夫婦のみの世帯が増加するものと予想される中、安

心して暮らすための介護保険サービスの充実のみならず、医療系サービスや地域での見

守りなどさまざまな支援が体系的に提供されることが必要と考えております。 

  現在、特別養護老人ホームすずらん荘を核として、在宅生活が困難な要介護者を対象

としたサービスを実施しておりますが、本町の高齢化率の動向も見据え、介護保険施設

等のあり方についての検討が必要と考えております。超高齢化社会を迎えるに当たって、

議員が提案する施設を中心に、町全体で24時間見守りできる福祉のまちづくりが必要と

認識しております。 

  本町の高齢者の現状及び今後の要介護認定者、認知症高齢者数、独居世帯の推移を見

据えながら、住みなれた地域でだれもが安心して暮らせる総合的な対制づくりを目指し、

来年度見直しを予定している第５期上士幌町三愛計画（平成24年度～26年度）策定の中

に反映してまいります。 

  ３点目のご質問ですが、次世代を担う子育て支援や少子化対策等は町政の重点施策で

もあり、名称はともかく、児童福祉を総合的、専門的に所管する部局の設置等の機構の
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見直しは必要と考えておりますので、今後、具体的に検討してまいります。 

  町では、これまで「かみしほろ次世代育成支援計画」などを踏まえて、出産、子育て

を地域全体で見守り総合的に支援する施策を講じてきております。国の事業、頑張る地

方応援プログラム「こどもの笑顔あふれるふれあいの元気まちプロジェクト」として推

進しているのも重点施策の意思のあらわれであります。子育て支援はまだまだすべきこ

とはたくさんありますが、中でも多様な育児に対するニーズに柔軟に対応するために、

幼保一元化に向けたプログラムの開発や組織、それに伴う施設等の環境整備が急を要す

る課題として認識しております。23年度に予算化した調査研究費はそのためのもので、

調査期間は２年間ほどと考えております。 

○議長（石川正裕議長） 伊東議員。 

○８番（伊東久子議員） 私もこの質問を通告したのが地震前でありましたので、そのと

きの様子でこの一般質問を出しましたので、これから変わる可能性があるかもしれませ

んが、町民の要望ですので、なるべく聞いていただきたいと思います。 

  再質問をいたします。 

  １について、行政の問題だけではなく、これは町全体で考えなければならないことで

はないかと思っております。補助金を出していればいいという考え方ではなくて、それ

では何の解決にもならないような気がします。基幹産業を守るためには、まず行政、農

協、商工会、関係する人たちのトップ会談というのが必要ではないかと思います。 

  現状では、農業を見れば大型化され、後継者のいないところはやめざるを得ない状況

になっていませんか。早急に新規就農対策事業を進める努力が必要と考えます。 

  花嫁・花婿対策にしても、町政の現況では、昨年、大阪交流に１名、名古屋交流は21

年でやめております。22年度成立件数は３件のみです。また、北４町で交流事業、私は

反対はしませんが、成果が出なければそれはまた方法を変えるのもいいのではないかと

思っていますが、その点についてお聞きいたします。 

○議長（石川正裕議長） 町長。 

○竹中 貢町長 後継者の対策をということでありますが、その必要性と、もう一つは、

さまざまな農業情勢だとか、それから、こちらの中でも申し上げているように結婚の様

子も随分変わってきております。承知のとおり、最近ではほとんど仲人を立てて、そし

て結婚祝賀会、あるいは結婚式をするという形態はなくなりました。そういった、ある

種、今まではお世話をしてくれる人がいて、そして縁結びをしてくれたということがあ

りますけれども、そういったことがほとんど今はなくなってきたという現実がございま

す。 
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  これは、大事なことと言いながらも、なかなかそれをもとに戻すというのは難しい状

況にあるのかなと、であればどんな方法が考えられるのかということも当然考えていか

なければならないということであります。 

  これまた、議員がかねてからこの問題については指摘していただいております。名古

屋、大阪でやるのもいいけれども身近でやったらどうだろうというお話もありました。

実際、そういったことを受けて札幌で行ったり、あるいは十勝、帯広でそういった機会

を設けたり、さらには上士幌でそういったその機会をつくったりしておりますけれども、

なかなか現代青年は思うようにといいますか、そういったときには集まってくるような

状況にないということなのですね。 

  それとあわせて、今これは農業後継者対策をやっておりますけれども、個人情報の問

題というのが極めて大事で、いわゆる名簿を持ってあちこち、この人がこういうような

条件でいるんだけれどもというのが、できる限界というのがあるということなんですね。

これまた時代的な状況の中での変化ということも言えるだろうというふうに思います。 

  それに加えて、農業そのものが今大きな転換期を迎えているのはご承知のとおりだと

思います。国際化が進んできて、突然今ＴＰＰの話も出てきておりますけれども、その

ように国際化の大きな枠組みの中で日本の農業をどうしていくのかというのが片方で動

いていって、そうすると、やはり経営の効率化だとかあるいは法人化だとか、勢いそう

いったところに、生きるためにその形態が変わっていくような状況もございます。 

  そうしてみると、従来のような先祖代々続いてきた農業が、親から子へ、子からそれ

から孫へという伝承の方式等、それも随分変化してきいているということもございます。

しかし、本来であればやりたい人ができるような農業の政策、あるいはあり方でなけれ

ばだめだと、そんなふうに考えるところでもございますから、そういった意味では、農

業をやりたいという人が、その農業経営をするために、やはり配偶者も当然必要であり

ますし、それ以外の農業政策も含めて対策を講じなければこの問題はなかなか解決する

のは難しい。言ってみれば総合的な対策が必要だというふうに思います。 

  そんなのでは、一方で新規就農の関係でも町も支援をして受け入れ対策をつくってお

ります。それから、農協とも今協議をしながら、特に農家の長男だけではなく、次男等

もそういった農業経営をしたいというそういった動きもあって、これらは、今事務レベ

ルで進んでおります。さらには先進地なんかも行っておりまして、いろいろなことを含

めながら、この町の農業が持続的に発展するための政策を掲げるとともに、それを行う

ためには農業後継者は当然必要だという認識のもとで、これからも政策を進めてまいり

たいと、そのように考えております。 
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○議長（石川正裕議長） 伊東議員。 

○８番（伊東久子議員） とても難しいということはわかるんですけれども、ただ、個人

情報、これはプライバシーを理由に事業を行うのはとても難しいことというのは、何か

方法を本人に了解を得ればいいんではないかなという気もしますが、ただそれを理由に

することはやめていただきたいなと思います。 

  それでは（２）について質問いたします。 

  １月に、私たち３区の２で福祉関係者を講師に勉強会をやりました。「上士幌町の高

齢者介護の現状とこれから」。これ、行政の数字とは多分、若干違うかもしれません。

これは町長も参加していたので、多分数字的にはわかっていると思います。 

  施設は確かに現状では不足しています。私は今まで民間の力をかりて、民設民営とい

うんですか、そういう形を提案してきましたが、でも民間の引き受けてくれるところが

なかったのか、それとも行政の努力が足りなかったのか、それは別として、2025年、超

高齢化のピークになるのは確かです。現状の定住対策で、地元の業者に特老を中心に、

24時間可能な老人アパート、または１ＬＤＫの住宅があれば住みかえも安心ではないか

と思います。まさに、施設に住んで地域で生活ができるわけです。高齢者にも安心では

ないでしょうか。 

  現在、公営住宅に役場の職員だとか農協職員だとかそういうこと、上士幌に住んでも

らう人たちの公営住宅に入っている人たち、それはやはり地元に残るのであるから、や

はり住宅を建ててもらって、その空いた住宅をその定住者に提供するという方法も考え

られるんではないかと思いますが、町長の考え方をお聞きいたします。 

○議長（石川正裕議長） 町長。 

○竹中 貢町長 先ほど再質問で答弁が１つ漏れておりましたけれども、４町で成果がな

ければ新たな体制をという話がありました。それらについては十分検討すべきことだな

と、そんなふうに思っております。なかなか難しい状況にございますので、それらにつ

いては今後の課題にさせていただきたいと思います。新たな受け皿がつくられないかど

うか、こんなことも考える中であります。 

  今、老人アパートを25年に高齢化率が頂点に達するということであります。まさにそ

のとおりだと思います。それに伴って、そういう状況の中では介護を要する人が当然今

以上に増えるということも想定されます。ですから、町全体でお互いに助け合う、支援

し合うという体制が必要だというふうに思いますけれども、それだけ増えたときに施設

だけでは十分この福祉対策を講じるということは限界があるということですから、自宅

だとか、あるいは施設、さらにはその中間的な公的な住宅だとか、こんなことも含めて
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答弁させていただいているように、総合的な体系的な、やはりそういった仕組みが必要

になってくるだろうと、そんなふうに思います。 

  特に、今でも独居老人が相当おります。健康であってもひとり暮らしのお年寄りとい

うのは非常にいつどうなるかわからないという心配がありますから、健康であるからそ

れでいいということではなくて、一定の高齢になれば、それらの方々を含めて、福祉の

安心して暮らせるまちづくりを考えなければならないなということであります。 

  かねてから民間に対してのこの福祉施設の参入という話もありました。これまでも既

存のといいますか、町の中にある施設の再利用だとか含めて、具体的に現地調査だとか

いろいろした経過もございます。残念ながら民間になりますと経営という視点が出てき

ますので、そこまでは難しいなということで断念した経過もございます。そんなのでは

常にその情報を提供しながら、そういった事業所があればいろいろ相談をさせていただ

きたいというふうに思っております。 

  老人アパートの関係でありますけれども、今言ったように、その25年のピークに向け

てお年寄り、ひとり暮らしが増えるということと、それから、夫婦世帯であっても高齢

の方々が自立をしていくというその必要性も求められてくるだろうというふうに思いま

す。そんなときに拡散をして、安否確認だとか見守りがなかなか難しいというようなこ

とを避けるためにも、そのような環境づくりは必要になってくるだろうというふうに思

いますけれども、それについては行政だけで完結するものではありませんから、今何と

言っても法人なんかが中心的に高齢者福祉等の仕事を中心にやっていただいております

ので、十分相談をさせていただきたいなと、そんなふうに思っております。そういった

ところの理解と協力がなければ難しいことでもありますから十分相談をさせていただい

て、これからのあるべき姿を想定をしながら、計画的に、介護・福祉対策を進めていく

必要があるだろうなと、そのような認識を持っております。 

○議長（石川正裕議長） 伊東議員。 

○８番（伊東久子議員） 私、先日十勝恵愛会病院に行って、認知症と思われるような患

者さんが午前中タクシーで診察に来て、１回またタクシーで帰られて、また午後からタ

クシーで来るというふうなそういう状況、ひとり暮らしなんですけれども、そういう状

況を目の当たりにしました。町内を歩いてみると、高齢者夫婦世帯だとか老人１人の世

帯で、どうもこういう方がすごく多くなったような気がします。やはり地域での見守り

というのは物すごく大切だと思います。 

  現状、包括支援センターというのは、家族や近所の方、あるいは知人だとかそんな方

が相談しなければなかなか、人数も少ないからなかなか動けないのはわかりますけれど
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も、通報がなければ動けないような状態になっているんではないかと思います。 

  それで、私は町長に提案したいと思いますが、地区の民生委員さんの見守り活動を回

数を増やして、今、民生委員さんというのはほとんどもうボランティア同然の活動費で

動いていると思いますが、これを町が上乗せする形で見守りをしていただくことはでき

ないかどうか。ちなみに芽室町は今回から始めたようですけれども、町長の考えをお伺

いいたします。 

○議長（石川正裕議長） 町長。 

○竹中 貢町長 どんどんそういった高齢者が増えてくるということですから、それに対

応するためにはボランティア等の体制も必要になってくるというふうに思っています。

ボランティアというと、そもそも無償という意識がありますけれども、有償ボランティ

アというのも十分それはあり得る話でありますから、この民生委員ということだけでは

なくて、ボランティアに有償でというのは通常の報酬ということではありませんけれど

も、それなりの感謝の思いを込めて有償でボランティアをお願いするということは十分

あり得る話だなというふうに思っております。形は変わっていますけれども、子供のサ

ポートをする方々に対しても、若干面倒を見てくれた謝礼を払っておりますけれども、

これも私は有償ボランティアだというふうに思っております。 

  そういった、無償、有償も含めて、町民の方々が数多く参加するということは非常に

大切なことだと、そんなふうに思います。 

  今、民生委員という特定のお話がありましたけれども、このことだけではなくて、見

回りの不足する部分、あるいはそういったことに対してどういう環境整備がこれから必

要になってくるのかということは、改めてこの介護計画の中で、これも十分議論の対象

の１つにさせていただきたいなと、そんなふうに考えます。 

○議長（石川正裕議長） 伊東議員。 

○８番（伊東久子議員） 私も今93歳の認知症の母親と一緒に生活していますが、同じこ

との繰り返しを毎日過ごして大変な思いをしておりますので、その介護されている方だ

とか、本人１人で住んでいるという方はもう心配で心配でどうしようもなりません。先

日タクシーで来られた方、夜こそっと車で見に行ってきました。かぎがかかっていまし

たけれども、そんなんで、本当にこのことについてはもう至急やっていただきたいなと

思います。 

  それから（３）に入ります。 

  先日、テレビで長野県の下條村の住宅政策というのが放映されておりました。国から

の補助金は縛りがあって、補助金をもらわずに町民のニーズに合った村営住宅を建てた
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ようです。若い世代の希望する間取りになり、単価も安く住宅料も安いため、近隣の町

村からも希望する者が殺到し、すぐ満室になったようです。そのため人口が増えて、若

い子育て中の人たちが増えたようです。 

  第５期総合計画で保育所改築計画とかありますけれども、ぜひこの下條村を参考にし

て、国の補助金ばかりを当てにしないで、地元の単価で地元の木材を使って、子供たち

が喜ぶ広いスペースのある建設を望みます。 

  また、行政機関の見直しでは、現状複雑になっている児童福祉関係を専門に、子供に

関することを１カ所で済ませることのできる課があれば、保育所、学童、子育て支援、

または健診等が簡単でわかりやすいのではないでしょうか。保育所の事務所の狭さから

いっても、あそこで保育所、学童の入所・退所の手続は町民にとってもかわいそうです

し、狭くて大変だと思います。これから検討するということですから、町民の意見を十

分に聞いて実行していただきたいと思います。 

○議長（石川正裕議長） 町長。 

○竹中 貢町長 子育て支援については、これは大変重点政策だというふうに思っており

ます。これまでもこの答弁書に書いておりますけれども、子育て支援、あるいは少子化

対策に対してはできるだけの方策をとりたいという思いで進めてきておりますけれども、

なかなかだからと言って今十分かというとそうでないところもあるだろうというふうに

思っております。 

  これからもそのことには特に意を用いてやっていきたいというふうに思っていますが、

中でも今、これまで大きな課題になっていました縦割り行政の弊害によって、幼稚園と

保育所がばらばらに縦割り上でされていたということがございます。これがようやく弾

力性を持った制度に変わるという動きもありますし、それはともかくとしても、町とし

ては、その幼児保育所、いわゆる短時間の集う場所と、それから、保護者が就労して長

時間必要な人等々多様なそういった生活環境や、あるいは保護者のニーズに対して体制

を図っていきたいということを考えております。 

  そのためには、それに対応できるような施設と、それから、そこに行われるどんな教

育プログラム、あるいは保育のプログラム、その辺の一元化のこともあるだろうし、あ

るいは役割分担をしているところもあるんだろうと思いますが、そういうことだとか、

さらにはそれを受け入れるための施設等、全く新たな形態での、幼児期がここで安心し

て本当に過ごせる、安心して子供たちを育てられるというその環境に取り組んでいきた

いというのが今回の調査研究費ということでございます。 

  その次には、今お話があったように、地元のいわゆる資源、木材等は十分それを使わ
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せていただくというのは当然のことだと、そのように考えております。 

  それから、改めて福祉の問題でありますけれども、十把一からげということではなく

て、一人一人をどんなふうにして目配りをし、そして安心ができるような、そんなよう

な環境をつくるかというのは、これがある種5,000人の町だからこそやり得ることでは

ないのかなと、そんなふうに思っております。 

  特に今何とかしたいなと思っているのは、ひとり暮らしの人方に、今よりもっともっ

と安心できるような体制はどうあったらいいのか、いろいろ今出されておりますけれど

も、いろいろな安否確認の方法などいっぱいありますけれども、しかし、どれもがこれ

で完結するとか、あるいは完璧だということがないものですから、その辺がより安心で

きるような体制をどのようにやれるかというのが、今回もあえて三愛介護の計画の中に、

ひとり暮らしのところなどというのは重点的な思いを込めて計画に反映をさせていきた

いなというふうなことで、今進めさせていただいているところでございます。 

○議長（石川正裕議長） 伊東議員。 

○８番（伊東久子議員） 私の議員の任期も４月で終わりますので、これで最後の質問と

させていただきます。ありがとうございました。 

○議長（石川正裕議長） 以上で、８番、伊東久子議員の一般質問を終わります。 

  暫時休憩します。 

（午前１０時３４分） 

 ────────────────────────────────────── 

○議長（石川正裕議長） 再開をします。 

（午前１０時３４分） 

 ────────────────────────────────────── 

◇ 山 本 裕 吾 議員 

○議長（石川正裕議長） 次に、６番、山本裕吾議員。 

○６番（山本裕吾議員） それでは、私のほうから、新学習指導要領の実施に伴う学校教

育と、生涯学習を中心とした社会教育の現状とこれからの方向性についてお尋ねします。 

  今日我が国においては、社会・経済の環境がいまだ好転の兆しも見えず、依然として

雇用不安が続き、学校教育を終えた既卒者、そして新卒者の就職状況は厳しい状況にあ

ります。しかしながら、教育行政・家庭・地域においては、未来ある子供たちのために

最大限の教育的配慮がいつの時代も必要と考えます。 

  今般、新しい学習指導要領が改訂され、ゆとり教育から生きる力」へと教育理念が変

わります。このような状況の中、本町においてはどのような教育的配慮がなされるか伺
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います。 

  生涯学習においては、道内でも他に先駆けて進めてきておりますが、昨今の非道な事

件の発生、現代社会・経済からなる生活環境の変化等、今こそ生涯学習のあり方そのも

のが強く求められていることと考えます。 

  そこで、学校教育と社会教育について、次の点を質問いたします。 

  １、小学校の授業時数の増大についてどのように対処されるか。 

  ２、英語教育、総合的学習の授業に対する人的配慮について。 

  ３、学校管理（児童、生徒、先生、保護者の心のケア）について。 

  ４、児童・生徒の課外活動と生涯学習との関連について。 

  ５、生涯学習のこれまでの検証と今後の進め方について。 

  以上、お尋ねします。 

○議長（石川正裕議長） 江波戸教育長。 

○江波戸 明教育委員会教育長 新学習指導要領の実施に伴う学校教育と生涯教育を中心

とした社会教育の現状とこれからの方向性について、山本裕吾議員の質問にお答えしま

す。 

  21世紀は、新しい知識・情報・技術が社会のあらゆる領域での活動の基盤として飛躍

的に重要性を増す、いわゆる「知識基盤社会」の時代であると言われております。この

時代を生きる未来のある子供たちの教育の充実を図るため、教育基本法や学校教育法の

改正など教育の根本にさかのぼった関連法案などの改正をみたところです。 

  そのことを踏まえ、学習指導要領の改訂は、「生きる力」の理念を継承し、確かな学

力や豊かな心、健やかな体の調和のとれた育成を重視した内容となっております。移行

期を経て小学校では平成23年度、中学校では平成24年度から本格的な実施となっており

ます。各学校においては、小学校では２年間、中学校では３年間の移行期間中、指導の

基底となる教育課程の編成や教材・教具の整備など周到な準備に取り組んでいるところ

です。 

  ご質問の１点目にありました授業時数の増加ですが、小学校では国語、社会、算数、

理科、体育の授業時数が６年間で約１割増加し、週当たりでは、１・２年生は２時間、

３年生から６年生は１時間増加します。一方中学校では、国語、社会、数学、理科、保

健体育、外国語の授業活動が３年間で約１割増加します。週当たりでは、各学年で１時

間ずつ増加します。 

この時間増加の対応については、加配教員を活用した少人数指導を一層進め、つまず

きやすい内容の確実な習得を図るための繰り返し学習の重視など、児童・生徒にとって
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わかりやすく意欲の持てる授業づくりに努めてまいります。 

  ２点目の外国語活動と総合的な学習の授業の人的配慮についてですが、既に外国語活

動は各校とも35時間の試行的な授業を担当とＡＬＴの活用により実践しているところで

す。あわせて初めての導入ということで、教育委員会主催の研修会を初め、校内や管内

での各種研修で理解を深め準備を進めているところです。 

  総合的な学習では地域とのかかわりを重視し、各校ともに恵まれた自然環境を素材と

した環境教育を、ＮＰＯひがし大雪自然ガイドセンターの人材活用により推進していま

す。また、農園活動では地域の人材の活用を図り、学校と地域が教育活動の共有の一端

を担っているところです。今後とも外部からの人材活用を図り、教育的価値のある活動

を推進してまいります。 

  ３点目の学校の管理についてですが、学校は児童・生徒にとって安全・安心を基本に

「心の居場所」を与える場所でなければなりません。毎日の学校登校が一人一人の子に

とって「楽しく」思えるような生徒指導の充実に努める必要があります。学校の管理上、

事故・事件が生じ心のケアが必要な場合はスクールカウンセラーの導入を図り、いじ

め・虐待・子育て放棄などが生じたときには、関係機関との連携を図りながら対応して

まいります。 

  先生のメンタルヘルスの件については、全国的に増加傾向が見られることにより、教

職員が１人で問題を抱え込み、孤立化をしない支援体制を構築しケアに努めてまいりま

す。 

  ４点目の児童・生徒の課外活動と生涯学習との関連についてですが、少年期における

課外活動については、発達段階に合わせたさまざまな体験活動が、子供の道徳観・正義

観・協調性などに多大に影響すると言われており、少年期における重要な活動の１つで

あると認識しております。 

  教育委員会としては、各種教室の開催や少年団活動への支援、少年会で実施している

ふるさと発見キャンプなどを支援してきております。これらの体験活動の中で生まれる

仲間や異世代との交流を通じて、コミュニケーション能力や、自ら考え、自ら行動する

姿勢を育成することにつながり、子供の「生きる力」の育成には欠かせない活動になり

得るものと考えます。 

  また、子供の体験活動に地域の大人が積極的にかかわることで、大人にとっても、自

らの経験や活動の成果を地域へ還元することにつながり、それが、生きがいや楽しみへ

と発展していくものと考えます。まさしく大人が子供とかかわることができる機会が生

涯学習活動の一環になり得るものと認識をしておりますので、課外活動、特に体験活動
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を通じて、大人と子供の異世代交流の場をつくってまいりたいと考えています。 

  ５点目の生涯学習のこれまでの検証と今後の進め方についてですが、これまでは生涯

学習の機会や情報の提供、生涯学習を推進する体制を整備していくことで、「生涯学習

のためのまちづくり」を進めてまいりました。そのため、町民の主体的な生涯学習の実

践については一定程度の成果があったと考えておりますが、一方でその活動が協働によ

るまちづくりとして、持続的かつ発展的なものとして根づいていくための課題は残され

ていると考えております。そのことを踏まえ、今後は「生涯学習によるまちづくり」を

目指す必要があると認識しております。これは、「いつでも、どこでも、だれでも学ぶ

ことができ、その成果を地域へ還元する活動」によって、行政と町民が協働でまちづく

りを進めていこうとするものです。 

現在は、地域自治を推進するという観点からさらに発展し、地域主権を根づかせてい

くことが重要であると考えています。平成20年４月に地方教育行政の組織及び運営に関

する法律が改正され、スポーツと文化に関する事務については、町長部局を含めた行政

機構のもとで対処することができるようになりました。 

  今後の社会教育活動の推進に当たっては、生涯学習の理念を念頭に据えた取り組みを

進めていきます。その上でまちづくりアドバイザーの助言を受け、総合計画及び社会教

育中期計画の審議において、生涯学習のこれからの展開を検討し、子供から高齢者まで

が参加できる持続可能な生涯学習の場づくりに努め、あわせて関連施設のあり方につい

ての検討を進めてまいります。 

○議長（石川正裕議長） 時間的な配分ですけれども、ここで休憩をして再質問を初めか

らやっていただきたいと思いますので、ここで暫時休憩をいたします。５分前の予鈴を

もってお知らせいたします。 

（午前１０時４４分） 

 ────────────────────────────────────── 

○議長（石川正裕議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時５８分） 

 ────────────────────────────────────── 

○議長（石川正裕議長） 山本裕吾議員。 

○６番（山本裕吾議員） それでは、再質問をさせていただきます。 

  まず１点目の小学校時間時数ですけれども、中学校は先ほど話があったかと思います

けれども来年度からということなんですけれども、私もこのゆとり教育が始まったころ

に学校に携わっていたわけですけれども、実質的に平成元年ですか、教育課程審議会で
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いろいろと答申も受けてゆとり教育を始め、平成14年に週休２日制が学校で導入された

わけですけれども、その当時は、それが子供たちのためということでなってきたわけで

すが、今日に至っては国際的にもかなり学力の低下ということが叫ばれているころでご

ざいます。 

  それで、このような形で学習指導要領のもとに全国学校が変わっていくわけですから、

これに本町も町の学校として運営していかなければなりません。 

  そこで、ここのご答弁のところにもありましたように、加配の教員、あるいは少人数

指導の一層の徹底を進めていくということなんですけれども、他町村では財政的配慮で

教員を増やしていると。臨調もそういうことになっているかと思いますけれども、この

辺の実質的、今年の平成23年度の４月からは１年生が２学級になるということで、今ま

では非常にこういう形で加配教員をされたと思いますけれども、もっと財政的配慮をも

って、今のこの先生方自身がやはり総合的学習ですとかいろいろ指導要領の改訂におい

て、非常に仕事の量が増えてきているんではないかと、こんなふうに思っておりますの

で、この辺の配慮を一層なさるべきでないかと思いますけれども、この辺からまずお尋

ねしていきたいと思います。 

○議長（石川正裕議長） 教育長。 

○江波戸 明教育委員会教育長 今議員からご質問がありましたゆとり教育の分からの関

係でありますが、引き続き「生きる力」を教育理念とした部分の継承でありますから、

引き続き我々が今対応していますこの教育課程を含めてより充実させていきたい。その

ためには今議員さんからありましたように、いわゆる学校における教職員の体制をどう

強化できるか、こんな問題を含めて、我々については検討していかなければならない、

そういうふうに考えているところであります。 

  平成23年度、来年度からは、この小学校段階での新学習指導要領に基づいた教育課程

が出発します。そのために、含めて、今、低学年について、いわゆるそれぞれの問題も

含めてそういう課題というものもかなり持っている部分がありますから、小学校１年生

等については国の、また道の工夫改善の教職員の加配を今年も要望し、先般その承認を

いただきましたので、１年生等を含めてそのような形で加配の職員を対応していきたい

なと、そんなことを含めて対応していますし、２年生については我々の町としても非常

にまだ厳しいよという部分等がありますから、そこについては町単独の教員を１名採用

し配置させてもらっているところであります。 

  含めまして、文科省も今年度、先のことは別にしましても、今年度から新１年生につ

きましては35人学級という形でうたっていますが、本町は非常に今年の新１年生の数が
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多いという形で、当初から35人学級を設けなくても２間口という形で、約二十数名学級

という形で、これが多いか少ないかは別にしましても、基本的には少人数学級からスタ

ートできるかなというふうに思っているところでございます。 

  あわせまして、昨年度から北海道が学力向上等を含めての対応も兼ねた政策としまし

て、巡回指導教員の制度を取り入れているところであります。昨年度、広尾、それから

帯広市内校に各１名ずつの配置がありますが、今年度本町もこの分を要望し、全十勝で

三、四名ほどのこの指導教員の総数になるわけでありますが、１名配置させてもらうこ

とになりました。この活用については上士幌小学校を中心として、２日間はしっかり各

学年を含めて基本的になります算数、国語等を中心に対応させてもらいたいなと。また

あわせましてへき地の小学校３校についても非常に課題、また時数等の問題、教職員の

今言われたような忙しさがありますので、各北居辺、北門、萩ケ岡小学校については１

日この巡回指導教員が各学校に出向き、教科補助をしたり、また指導したり、そういう

体制で、本町においては非常に管内でも少ない中でのそのような授業をとらせていただ

きました。 

  そんなことを含めて、この時数の問題をクリアする、また子供たちにより深く理解さ

せるために含めて、やはり教員の力と、また教員の余裕を持った中で対応していかなけ

ればならない、そんな形で考えておりますので、そういう形で23年度、小学校課程につ

いては出発させていただきたいと、そういうふうに考えているところであります。 

○議長（石川正裕議長） 山本（裕）議員。 

○６番（山本裕吾議員） わかりました。 

  ひとつ最大限のご配慮をいただきながら、新しい出発を子供たちのためにひとつお願

いしたいと思います。 

  次に、教育委員会主催のこの英語教育総合的学習の件ですけれども、教育委員会主催

の研修会が開かれるということで、既に本町においては外国語指導助手がおいでになる

わけで、本格的に小学校で英語力、語学力ということでございますので、先生方の、後

ほども申し上げますけれども、先生方の心のケアも含めて、あと先ほど申し上げたよう

なやはり仕事の量の増大ということで、この辺は十二分に教育委員会としても、また保

護者の皆様にしても理解いただきながら進めていかなければならないと思いますけれど

も。この辺はどんなふうに考えているか、それを１つお伺いしておきます。 

  ５点ほどありますので、引き続きまた質問させていただきますが、次に、学校管理の

問題もあわせてご質問させていただきます。 

  先ほども申し上げたように、この児童・生徒・先生、そして保護者への心のケアとい
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うことで、特に児童、小学校においては英語の学習が増えるわけでして、この辺の子供

たちに対する考えが今どんなふうに思っておられるのか。それと、何よりもこの先生方

の指導助手とのコミュニケーションを図りながら外国語教育、英語教育ということです

けれども、この辺のＡＬＴの方と現状の先生方のコミュニケーション、整合性ですね、

この辺はどんなふうにされているのか。 

  さらにまた、この総合的学習については、当初、この総合的学習の出発点では、もう

先生方も非常に悩まれていたんですね。どんなふうに進めていこうか、この総合学習的

なものは本当はどうなのかというのが、一つ余りつかめないまま出発したように私は記

憶しているわけでございます。 

  そういった中で、先ほどお話しされたように、町内のＮＰＯですとかいろいろな方の

協力もいただきながらお進めになっていると思いますけれども、この総合的学習という

ことも、やはり本町は農業・林業を商工・観光も含めて、この地域に根ざしたところで

子供たちもまたその保護者の方も生活をしているわけでして、そういった、自分がこの

町でどんなふうにして生活してきたのか、そして我々はどんなことで生活の糧を得られ

て学校に行けるのか、こういうようなことも非常に地域の密着した総合的な学習が必要

ではないか。今、現状もなされているかと思いますけれども、この辺、先ほどの点の２

点目、３点目を含めてお尋ねしておきたいと思います。 

○議長（石川正裕議長） 教育長。 

○江波戸 明教育委員会教育長 教育委員会としましては、この外国語活動なり、また国

際理解教育等を含めて、英語に少しでも親しもう、なれ親しもう、そんなことを含めて、

平成たしか４年でしたか、カナダから交流町村になりますスレイブレイクから、当時の

ＡＥＴ、今はＡＬＴという形でちょっと呼称が変わっていますが招聘しながら、幼稚園、

そして小・中・高を含めて、いろいろな意味でまた成人、町民教育も含めて対応させて

もらったのかなというふうに思っています。 

  特に教育委員会についての部分については、昨年、今年に引き続き、一定程度先進的

な会社等の指導者を招きながら楽しく小学校５年生、６年生の外国語活動をどう進める

か、こういう本当に基礎的な部分を、先生方は、夏休み期間中の時間を割いてもらって

対応させていただきました。 

  そんなことを含めて、ほとんどの先生方が、やはり小学校の先生方については、新た

に導入されました外国語活動について興味を持っていますので、本当に多くの参加を得

ながら対応させてもらってきたという部分がありますし、また我々教育委員会の連合体

としましては、この外国語活動に向けた十勝段階での教育、また、講習を含めて、それ
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もまた改めて各学校に持ってくる英語のコーディネーター的な役割の先生等を含めて育

成をしてきたところであります。 

  ２点目の英語教育のＡＬＴとのコミュニケーションでありますが、一定程度本町にお

いてもＡＥＴ時代からＡＬＴ時代を含めてかなり歴史を持ってきておりますから、先生

方においても本当にうまく活用してきているな、そういうふうに思っているところであ

ります。 

  ただ、改めて平成23年度については外国語活動という教科、小学校においては５年生、

６年生は教科という部分でありますが、今までは総合的学習の中にこの外国語活動なり

国際理解教育等を含めて、また語学教育を含めて対応してきていましたから、各学校に

おいては、比較的ばらばらということは別にしましても、いろいろなパターンで対応さ

せてきてもらった分を、改めて外国語活動という１つのクリアの中で対応させてもらい

たいということで、今回新学習指導要領の中でも含めて、教育課程の中でも明確にさせ

てもらっていますので、この指導について非常にうまくいくだろうと思っています。 

  ただ、ＡＬＴがその授業を全体的に受け持ちますので、事後、事前含めて、しっかり

ＡＬＴと教職員がその課程を理解しながら繰り広げていくという形で、我々については

そういう準備を進めさせてもらっているところであります。 

  ３点目は総合的な学習のあり方についてですが、私はこの部分について、外国語活動

なりいろいろな各学校が選択する裁量権を持っていますから教育課程の中で、今回、時

数では30年ぶりに小学校においては、中学校においても時数が増加しますが、改めて、

この総合的学習の時数は減ります。いわゆる、外国語活動等に移行しますので、そうい

う背景もありますが、この総合的な学習の動きは、やはり１つは学校の選択肢の中に置

いてほしいのは、今議員さんからありましたふるさとをどう理解しながら、ふるさとの

資源、素材をどう使って子供たちが理解できるか、必ずこれだけは入れてほしい、また

各学校を点検しましても、間違いなくこの地域の素材、資源を活用したこの総合的な学

習の教材としてしっかり対応しているなと、そういうふうに思っていますので、今言わ

れたように地域の人材の、活用も含めて対応させてもらっているというふうに認識して

おりますので、引き続きこのような方針で進めていければなとそう思っているところで

あります。 

○議長（石川正裕議長） 山本（裕）議員。 

○６番（山本裕吾議員） どうぞひとつ、地域に根ざしたこの総合学習的なあり方をひと

つ最大限ご努力いただきたいと思います。 

  ドイツにはマイスター制度というのがございまして、別に大学、高等教育を受けなく
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てもその道のプロ、いろいろな職人の方が極めたそういうものが１つの社会的地位を確

立してなっているわけであります。本町においても、農業・林業は先ほど申し上げたよ

うにあらゆる分野のその道に非常に長く歩まれてこられた方々がおられると思いますの

で、先ほど１回目のご答弁にもありましたように、地域とのコミュニケーション、地域

の町民の方との協働において学校教育が進められれば、先ほどのこの総合学習的な面に

ついても、先ほど教育長がおっしゃられたように、地域のふるさとということをよく理

解できるような、そんなような学習になっていくんではないかなと思っています。ひと

つ引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

  次に、学校管理のことについてでございますけれども、これも過去の経験上からいっ

て大変恐縮なんですけれども、校長、教頭、あるいは主任先生、あるいは一般の職員の

方は学校の校内での、それなりに各学校において校長を主体として学校運営をされてい

ると思いますけれども、非常に、冒頭に申し上げたように、学校の先生方お一人お一人

のこの仕事の量というのが依然としてそう減っているというのがどうも思えない状況で

ございまして、やはり総合的に中堅クラスの先生が若い先生をご指導になる。さらにま

た、教頭先生のご指導のあり方、全体の校長先生のあり方ということで、この辺の重要

な軸として、人間生活あるいは学校の中で、先生方にもやはり心の不安材料なんかが、

新しいものの指導要領が出てくるたびに抱え込まれるようなことになるんではないかな

と、こんなように思っておりますので、私も現場にといいますかここに携わったときに

非常につらい思いをされた先生がおられまして、そこの先生のご実家まで行って、夏休

みでしたけれども声をかけて帰ってきたことがありまして、無事２学期から出てきてい

ただいたわけですけれども、やはりそういったものを見逃さないように、教育委員会の

ほうでも最大限のご配慮をいただきながらお進めになっていると思いますけれども、ど

うぞひとつ学校の先生の学校の中でのこの部分でのコミュニケーションという、いわゆ

る学校の教員の皆さんとの協調性の部分というものを大いに養う機会をつくっていただ

きたいと思いますけれども、この辺いかがでしょうか。 

○議長（石川正裕議長） 教育長。 

○江波戸 明教育委員会教育長 今、教職員、子供たちのことも含めて、この指導者たる

教職員がしっかり心身ともども元気でないと、なかなか意が子供たちに伝わっていかな

い。子供たちもまた、それを介してきっと先ほどの言葉をかりれば、「生きる力」がつ

いてくるのかなというふうに思っているところでありますが、今議員からありましたよ

うに、道教委、また我々についても、この教職員の労働時間の縮減問題というのは非常

に大きな課題でありますが、なかなか改善されづらい部分もあるなと、これはやはり１
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つは学校という１つの独特の組織、仕組み、そんなこともあるのかなと思っています。 

  たまたまでありますが、上士幌高等学校の道立学校の話で大変申しわけありませんが、

これは明確にしているわけではないんですが、７時間、８時間授業という、これは希望

者によってはそういう授業を組んで上士幌高等学校の先生方も頑張っているという、そ

れはもうやはりある程度明確にしていますけれども、授業についてはそういうことは極

力避けたほうがいいかなと思っていますけれども、非常に今先生方については尽きるこ

とのない多忙感、これはきっといろいろな意味であるのかな、いろいろな、授業以外の

本当に事務処理も含めてあるのかなと思っていますし、また、困難な子供たち、きっと

いろいろな意味で少しずつ子供たちに手間暇がかかったり、また一方では保護者にも手

間暇がかかったりとか、そんな形が今教育現場にある１つかなというふうに思っている

ところであります。 

  あわせまして本当に我々についてもそうですけれども、だんだん同僚なり、学校経営

者であります校長、教頭との疎外感とは言いませんけれども、なかなかうまく議論した

り意見交換したり指導を受けるという部分が少しずつ希薄化しているのかなと、そんな

心配があります。そんなことを含めて、確かに新聞等でもご承知かと思いますけれども、

先生方についての休職者は結構増えてきているなというふうに思っています。統計的に

は、全国的には0.6％の先生方が何らかの形で休職したり、その理由については今の多

忙感から含めたいろいろな理由がありますが、そういう部分の状況でありますが、本町

においては、幸い含めましていろいろな意味で、我々についても情報を収集しながら、

そういう先生方の点検も含めて、今そういう状況はないかと思いますが、いつ何どき、

このような先生方についてのメンタルヘルス的な支援等を含めてそういう状況も出てく

ると思いますので、今、校長等を含めてこの点検と連絡をしっかりしながら、早期な対

応を含めてやろう、そういう形で考えておりますので、本当にそういう事態が起きない

ような事前の予防等を含めて対応させてもらっているかな、そういうふうに思っている

ところであります。 

○議長（石川正裕議長） 山本（裕）議員。 

○６番（山本裕吾議員） 今、お言葉の途中でも出ておりましたけれども、やはり休職者

が増えていますね。今回の東北のほうの地震、そして富士宮のほうを中心にした地震。

私もいとこが両方とも小・中の教員をやっておりまして、そういった中で連絡を取り合

ったわけですけれども、非常に休職されている先生が増えてきております。 

  どうかひとつ子供たちのための学校教育でございます。これからこの国を担う子供た

ちのためでもございます。どうかひとつ、その辺は十二分に勘案されていただきまして
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お進めいただきたいと思います。 

  次に、４番目の児童・生徒の課外活動と生涯学習の件についてお伺いしたいと思いま

すけれども、前にお話しさせてもらったと思いますけれども、私、子供のころは竹中町

長に教えていただいて一緒にキャンプをしていただきまして、私のつくったカレーライ

スも、町長にも何遍も召し上がっていただいたこともあるのですけれども、まさに今回

のこの大きな地震、多発している地震、子供たちの先輩者である大人が、今その携わっ

ている人たちが、まさに「生きる力」というところで一生懸命その創意工夫をしながら、

避難所あるいは原発のところ、この人間らしい生活に早く戻れるためにご努力をされて

いるんではないかと思います。こういったこの課外活動というのは、学校教育のほかに

非常に極めて重要なことではないかと思います。 

  先ほども冒頭にありましたＮＰＯの被害対策ガイドセンターの方々のご協力をいただ

いて、非常にそういったような課外活動の一端も協力の中でやっていただいていると思

いますが、やはり「生きる力」という部分では、各家庭ではこういうキャンプ等などの

経験されている、やっている方なんかもおられるかと思いますけれども、こういった部

分をやはり後世にきちんとつないでいかなければ、やはり米のとぎ方、そして飯ごうで

ごはんを炊く。火はどうやったらおきるんだろうか、こういうようなことをやれる機会、

あるいはボーイスカウト制度なんかも復活しても構わないかもしれません。そういった

中で、この官民一体となったそういうようなものが必要ではないかと思っておりますの

で、その点お願いしたいと思います。 

  それと、私も中学校のときにスキー部に所属しておりまして、スキーの競技のポール、

これが買えなくて、援農に行って、皆さんで部員と先生と援農に行って買ったことがあ

ります。これは以前もお話ししたと思いますけれども、そういった学校でのクラブ活動、

部活動でもそういうものを取り上げたらよろしいかなと思っております。 

  あと11分でございますので、この分野についてもお答えいただきまして次の質問をさ

せていただきたいと思います。 

○議長（石川正裕議長） 教育長。 

○江波戸 明教育委員会教育長 本当に、この学習指導要領の根幹であります「生きる

力」については、今、議員さんからありましたように、子供たちがこの厳しい21世紀で

いろいろなスピード感なり、また、厳しい生活感なり、経済的な部分を含めて、また今

日の、先般の東日本大震災等を含めてとか、本当に予期されないことがきっとたくさん

起きるものだというふうに思っています。そのためには、当然我々については基本的な、

基礎的ないわゆる知識なり技能の習得を含めて、今言われた、やはりしっかり自分の体
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験の中からそういうものを習得していく、そういう手法も絶対大事だというふうに認識

しておるところであります。 

  本当に都会の先生に話を１回聞いたことがあるんですが、都会の子供たちは本当に寝

袋を持っていない。ただひょっとすると家の子供たちも案外持っていない子もいるかも

しれませんけれども本当に持っていない。逆に言えばそういう体験がなかったというも

う一つの裏返しなんですが、本当にそういうことを含めて、やはり自分たちがそういう

体験の中でどう工夫していくか、学んだことをどう活用していくか、これはきっと体験

の中でまた学び直すものだというふうに思っておりますので、我々についても機会ある

ごとにそういう体験のあり方を等を含めて対応していきたいなと思います。 

  さっきスキーの話が出ましたが、先般、改めてしばらくぶりで上士幌中学校もこのぬ

かびら源泉郷スキー場の活用等を含めてということで、今年またスキー学習を再開させ

ていただきました。これは皆様方の本当に多くの子供たちが持っていない子供もいます

から、町民にこのスキーなりスノーボードなりの呼びかけをしたところ多くの協力が得

られました。きっとこういうことも地域との連携がうまくとれたらきっと多くの町民が

支援してくれたりしているんだな、そういうふうに思っていますから、こんなことを含

めて地域と学校が密着しながら、子供たちの体験の場を、またそういうことを保障して

いきたいなと、そういうふうに思っているところであります。 

○議長（石川正裕議長） 山本（裕）議員。 

○６番（山本裕吾議員） どうぞ、この分野も「生きる力」の１つの分野でございますの

で、引き続き協力に、ひとつお進めいただきたいと思います。 

  残り８分になりましので、最後に生涯学習の件についてお尋ねさせていただきたいと

思います。 

  この生涯学習の件については、１回目のご答弁のように、今までのこの本町での生涯

学習をするためのまちづくりということで、今後は生涯学習によるまちづくりというこ

とで、まさに、今まではいろいろな講師の方が来ていただいて、非常にこういう生き方

がある、こういうあり方があった、個々を含めて勉強されてきたと思いますけれども、

まさにこれからは協働の社会で本町もうたっていますように、力を合わせてどう歩んで

いくか、この生涯学習をどう活用して、身についたものをどうともに協力し合って協働

社会の中でやっていくかということが問題だと思うんですね。 

  そこで、これは大先輩である静岡県の掛川市の話をしますけれども、昭和54年から静

岡県の掛川市は全国に先駆けて進めているわけですけれども、ご存じのように掛川市は

掛川城が昔の木造建築でありました。インターチェンジもできました。新幹線の駅もで
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きました。これはすべて自分の自治意識、町を自分たちでつくる、守っていく、そうい

う自治意識が非常に高いところです。私もおじがいるものですからいろいろそんな話も

聞きますし、かつては元榛村市長がここに来られたときも、うちにおいでになってお話

もいただきましたけれども、やはり１つ一丸となるというものをリーダーシップの中に

おいてですね、当時の榛村元市長のリーダーシップのもとによって進めているわけでご

ざいます。これが、ある意味では私は集大成といいますか、いい結果になってきたんで

はないかと思います。 

  これ、産業の分野でもそうです。地域の農業、ここはお茶が名産地ですけれども。や

はりお茶を売るには市長自らはっぴを着て東京、大阪に売りに行く、そして企業が利益

を上げて納税をする、その納税をまた地域の産業の振興に充てる、この循環が極めて確

立されているところでございまして、そういった意味で、生涯学習のことのみにあらず、

これからの生涯学習の今までの経験した蓄積されたものを、町民一丸となって生涯学習

によるまさにまちづくりになっていかなければならないのかなと、こう思っております

ので、どうぞひとつ生涯学習を長年道内においても先駆けてやっている本町でございま

すので、この生涯学習についてのこれからの歩み方についてお尋ねをしておきたいと思

います。 

○議長（石川正裕議長） 教育長。 

○江波戸 明教育委員会教育長 本町が生涯学習を推進し始まってから約20年の時代を経

てきたのかなと思っています。 

  先ほどあったように、この生涯学習を推進する、今20年の歴史をちょっと見返します

と、一番初めのやはり歴史の中については、生涯学習を進めるためのいろいろな意味の

手だてをした時代ではなかったかな、そういうふうに思っているところでありますし、

また個人による自立を求めた時代、それをどういうふうに社会に転換していくか、やは

りその辺の過渡期がどこかにあったのかなと思っているところであります。 

  今議員さんからあったように、掛川市の榛村市長が本町へ来てお話をしたときに、私

もその話を聞いて感銘を受けたところでありますし、きっとＰＰＫ、最近よく使われる

それも既にそこでそんなお話もされているのかな、また当然まちづくり、市ですけれど

も、まちづくりに展開していくようなお話も聞いたような記憶を持っているところであ

ります。 

  今後は、やはりこの学んだことをどう地域に返していなかければならないか、それは

やはり行政という継続性を持った組織でありますから、この中にしっかりそれを変えて

いかないと、なかなか町民と我々行政とのコラボレーション、いわゆる協働ということ
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がうまく進んでいかないんではないかな、そういうふうに思っているところであります。 

  まちづくりでありますからいろいろな人の人材の活用なり、そこには当然経済的な活

用なり、含めてまちづくりというのは形成されるというふうに認識しておりますので、

また改めてこの機会を含めて、我々については今まで足りなかった生涯学習の一歩から、

また改めてこの公に進む、また新たな公の、公共のあり方等を含めてとか、そんなこと

を含めて、私たちについては知識基盤社会をもう少ししっかり見据えた生涯学習を模索

しながら進めていければなと思っているところでありますから、改めて仕切り直しとい

うことではなくて、改善できるものなら早急に改善し、今この町とどう生涯学習を結び

つけるかをまた模索しながら対応していきたい、そういうふうに考えているところであ

ります。 

○議長（石川正裕議長） 山本（裕）議員。 

○６番（山本裕吾議員） 我が町は、先ほど申し上げたように生涯学習を長くやってきま

して、この本町の歴史的背景も含めて、まさにお互いが協力し合って、そしてこの町で

産業を中心として、仕事を中心として、あるいは行政を含めて、教育・文化を含めて、

ともに力を合わせて、今この社会経済の時代だからこそ力を合わせて生きていかなけれ

ばならないということでございまして、教育というものは何よりも、今の現状のこうい

った大震災も含めて、今何が人として必要なのか、そしてどうこれから我が国が生きて

いかなければならないのか、そういうことを強く身につまされたような気がします。 

  どうかひとつそういった意味で、もっと本町の中においても、私も冒頭に昔にもお話

ししたと思いますけれども、町内会のまずは活性化の取り組みだとか、あるいはいろい

ろな諸団体との横のつながりだとか、そういった部分での細部にわたっての部分から、

もう一度この生涯学習を中心とした発想がどうであるか、この辺も行政方のほうにもお

願いを申し上げまして、これからともに一緒に生きていきたいなとこんなふうに思って

ございますので、今後とも、私も微力ですけれども頑張りますけれども、どうかひとつ

一生懸命教育委員会の方々に対しましてもお願いしたいなと、こんなふうに思っており

ます。 

  お時間がないですけれどもご答弁があればお願いしたいと思います。 

○議長（石川正裕議長） 教育長。 

○江波戸 明教育委員会教育長 国のほうも、この教育にかかわる教育基本法を平成18年

12月に改正し、いろいろな意味で大きな改正があったのかなと。先ほども紹介しました

ように、執行、行法においては、このスポーツ・文化等のあり方についての部署、また

対応を含めてとか、それで社会教育法も関連法を含めて大きく変化した時代だというふ
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うに思っております。 

  そんな意味で、この21世紀をこれからまさしく生きる子供たちも含めて、我々はこの

国が目指している部分を改めて町のサイズでかみ砕いた中で、この教育行政なり町長部

局との連携をしっかり対応をしながら進めるべきだというふうに認識しておりますので、

また含めてよろしくお願いできればなと思っているところであります。 

○議長（石川正裕議長） いいですね。 

  以上で、６番、山本裕吾議員の一般質問を終わります。 

  暫時休憩します。 

（午前１１時３３分） 

 ────────────────────────────────────── 

○議長（石川正裕議長） 再開をいたします。 

（午前１１時３３分） 

 ────────────────────────────────────── 

◇ 山 本 和 子 議員 

○議長（石川正裕議長） 次に、３番、山本和子議員。 

○３番（山本和子議員） 大きく２点質問いたします。 

  初めに、安心して医療が受けられる国民健康保険制度にするために。 

  私たちは、現在、将来にわたって病気になったとき病院に行けるか、病院代が払える

だろうかという不安があります。安心できる国民健康保険制度にするために、次の点に

ついて質問いたします。 

  １、広域化の問題について。 

  政府は、医療費を抑えるため、ちょっと間違えていますが「2018年度をめどに」とい

うふうに直します。2018年度をめどに都道府県単位の広域化を進めようとしております。

広域化されますと国保税の引き上げにつながり、町独自の取り組みができなくなります。

既に北海道では、今年度末までに支援方針を策定するとし、市町村への説明を行ってい

ると聞いております。広域化には反対すべきと思いますがどうお考えでしょうか。 

  ２点目、特定健康診査料金について。 

  平成22年度より40歳の町民は無料となりましたが、40歳以上の特定健康診査料金を無

料にすべきです。町民の健康を守り、財政面でも、早期健診、早期治療が大切です。 

  ３点目、国民健康保険税について。 

  厳しい財政状況とは思いますが見通しはどうなっているか。一般会計から繰り入れて

でも引き上げるべきではありません。旭川市は、新年度一般会計から繰り入れて、１世
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帯平均、年額２万円引き下げる予定です。また、先の見えない中、急に生活が大変にな

ることがあります。町独自の減免制度をつくるべきです。 

  ４点目、一部負担金の減免について。 

  平成21年10月より要領を制定し、運用が可能になりましたが、周知はほとんどされて

いません。担当課同士の連携、病院への対応などきちんと行うべきです。 

  以上、質問いたします。 

  大きい２点目、安心できる介護保険制度にするため。 

  介護保険制度は平成12年度から実施され、３年ごとの見直しが行われ、24年度から５

期目に入ります。今まで見直しされるたびに制度は悪くなり、介護保険あって介護なし

に対する不満は大きくなるばかりです。安心できる介護保険にする、少しでも近づける

ために、次の点を質問いたします。 

  １、総合サービスの新設について。 

  政府が今国会に提出予定の改正案も明らかになってきました。多くの批判があり、利

用者の２割負担など当初考えていた案は見送られたものがありますが、要支援者を介護

保険から外し、町の地域支援事業に入れることができる総合サービスの新設があります。

これは町独自の判断で決めるとなっておりますが、要支援者の介護サービスを取り上げ

給付費削減をねらうもので反対すべきです。どのようにお考えか。 

  ２点目、保険料について。 

  高過ぎる保険料は引き下げるべきです。前回はわずかですが基金を崩し、基準額

3,770円を3,424円に引き下げました。しかし基金は増え続けて、平成21年度末では8,599

万円となっております。基金を崩して引き下げできないか。 

  療養型の増床などサービスが増えると保険料に影響しますが、それでも保険料を引き

下げる努力をすべきです。 

  ３点目、町独自の三愛サービス事業の充実を。 

  高齢者の方が要望等を聞き、さまざまなサービスが受けられるようにすべきですが、

どのように検討を進めるのか質問いたします。 

（「３番抜かしたよ」の声） 

○３番（山本和子議員） すみません、私すごく今日動揺していましてすみません。 

  ちょっと、私、自分の資料の中にちょっと消えてしまってすみません。 

  利用料についてですが、利用料の負担金を減らすために、町が独自で利用料引き下げ

について負担をしている、それについて次年度以降も引き続き行うべきと判断いたしま

す。どのようにするのか質問いたします。 
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（「③を抜かしたの」の声） 

○３番（山本和子議員） すみません。私のつくった資料と、ちょっと間違っていました。 

  また、安心できる介護保険制度にするためについて、３点目から追加いたします。 

  利用料について、今、住民税非課税世帯の利用料１割、10％を7.5％軽減しておりま

すが、もとの３％に軽減を増やすこと。 

  それから４点目。先ほど３点と申しましたが、４点目について、町独自の三愛サービ

ス事業の充実を。高齢者の方の要望を聞き、さまざまなサービスが受けられるようすべ

きですが、どのように検討するのか質問いたします。 

  大変失礼いたしました。 

○議長（石川正裕議長） 町長。 

○竹中 貢町長 山本和子議員の質問にお答えします。 

  まず、安心して医療が受けられる国民健康保険制度にするためにであります。 

  １点目の広域化の問題についてでありますが、北海道では昨年12月に北海道国民健康

保険広域化等支援方策を定めて、平成25年３月までに広域連合及び滞納整理機構の設立

の推進と関係市町村間の調整や財政安定化に資する取り組みへの支援等を進めることと

なっております。 

  一方、国の高齢者医療制度改革会議の最終取りまとめにおいて、高齢者医療制度の見

直しを機に、保険財政の安定化、市町村間の保険料負担の公平化等の観点から、国民健

康保険の財政運営の都道府県単位化を進めていくことが不可欠であるとされました。平

成25年３月から、75歳以上の被保険者を対象とした広域化実施を予定し、その５年後に

は全年齢での実施を目標とすることとされております。 

  全国町村会からも保険料水準の格差解消を図りつつ、市町村国保を都道府県単位に広

域化し、制度運営の責任は都道府県が担うことという意見が出されております。国民健

康保険は、構造的な問題により、市町村が個別に財政運営をすることは限界にきている

ものと思われ、広域化については市町村間の医療費及び保険料（税）の格差を是正し、

負担の不公平感解消が図られるものと思われます。 

  町としましては、今後も国や道の制度改正等の動向を注視しながら、適切に対応をし

てまいりたいと考えております。 

  ２点目の特定健康診査料金についてでありますが、平成21年度の健康増進計画策定時

の健診料自己負担に関するアンケート結果では、約９割の方が「普通・安い」と回答し

ているところであります。 

  また、健診を受けない理由として、「特に健康に心配がない」、「面倒」、「時間の
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都合」という理由のほうが多くありました。町では、今年度から40歳になったら健診の

毎年受診を意識づける目的で、自己負担なしで40歳健康づくりスタート事業を実施した

ところであります。健診で健康状態を知ることが基本であり、町民一人一人が自分の健

康は自分で守るという意識を持つための第一歩として、年に１度の特定健診を習慣づけ

てもらえるよう、今後も引き続き啓発活動に努めてまいりたいと考えております。 

  ３点目の国民健康保険税についてでありますが、本町におきましても、国民健康保険

会計は他の自治体同様に厳しい財政運営が続いており、国民健康保険事業基金のほとん

どを繰り入れることになりました。次年度以降も医療費の状況や国保負担金等の公費負

担の状況を考えると、非常に厳しい財政状況と想定しております。 

  国民健康保険税を引き上げずに一般会計から財源を繰り入れるべきとのことですが、

以前の一般質問でもお答えしたとおり、他の医療保険に加入している方たちが国保加入

者の医療費などを負担することにより不公平感を生ずるおそれも強く、国保加入者保護

の側面を強調した施策については慎重な判断が必要と考えております。 

  税の減免については、単に所得金額などが一定額以下の者という方法で減免範囲を指

定することはできないこととされており、収入が著しく減少した場合であっても、預貯

金や資産等によって判断されることとなっております。今後におきましては、他町村の

状況を把握しながら検討してまいりたいと考えております。 

  ４点目の一部負担金の減免についてですが、国保加入世帯には国保ハンドブックの配

布や町広報紙で周知を図っておりますが、内容が多岐にわたるため、掲載内容を工夫し

ながらわかりやすい広報に努めるとともに、関係部署との連携を図り、町内医療機関と

協力しながら制度の周知を図ってまいりたいと考えております。 

  安心できる介護保険制度にするために。 

  １点目の総合サービスの新設についてでありますが、現在の情報としては、「介護予

防・日常生活支援総合事業」、仮称でありますが、提案されているところであります。

内容は、市町村、地域包括支援センターが利用者の状態像や意向に応じて予防給付で対

応するか、新たな総合サービスを利用するかを判断する事業ととらえております。  

見守り・配食等を含め、生活を支えるための総合的で多様なサービスを提供することが

できる事業と理解しておりますが、まだ詳細が決定されておりませんので、現時点での

判断は難しいと考えております。 

  ２点目の保険料についてでありますが、介護保険料は３年を１期とした「介護保険事

業計画」の中で、要介護認定者数や利用者数、在宅や施設などの介護サービス量を見込

んだ「歳出額」を積算した上で、「歳入財源」となる「介護保険料」を積算する形とな
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ります。 

  本町の要介護認定者数の推移は、ここ数年「ほぼ横ばい」なっていますが、今後の高

齢化率を見据えた「介護サービス必要量」の確保も必要と考えております。 

  ３点目の利用料についてでありますが、「介護保険サービス」を利用された場合、か

かった費用の１割分の本人負担に対し、本町では独自の施策として、居宅サービスの利

用者に対する低所得者の負担軽減及び利用促進を目的に、町民税非課税世帯に対する

「利用者負担の軽減措置」により、平成21年度から平成23年度までの３年間は「４分の

１」の負担軽減を実施しております。 

  ４点目の町独自の三愛介護サービスの事業の充実についてでありますが、三愛介護サ

ービス事業は、おおむね65歳以上の支援が必要な高齢者に対して、介護保険制度にはな

いサービスや、介護保険の支給限度額を超えて利用する場合の上乗せサービスとして、

安否確認を兼ねた給食サービスや施設での入浴介助などを実施しております。現在提供

しているサービスにおいても、利用者が伸びている事業もありますので、今後とも継続

してまいりたいと考えております。 

  以上、ご説明させていただきましたが、特に介護保険料並びに三愛介護サービスや利

用者負担軽減措置につきましては、高齢者のニーズ把握や、要介護認定者数・認知症高

齢者数の推移、利活用できる地域資源なども考慮するとともに、現在、国において議論

されております介護保険制度の改正内容にも対応した検討が必要と考えております。 

  いずれにしましても、来年度見直しを予定している第５期上士幌町三愛計画、平成24

年度から26年度の策定の中で、適切な介護サービスの提供について検討していくことに

なりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げ、答弁といたします。 

○議長（石川正裕議長） ここで休憩といたします。再開は午後１時といたします。 

（午前１１時４９分） 

 ────────────────────────────────────── 

○議長（石川正裕議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

 ────────────────────────────────────── 

○議長（石川正裕議長） 山本和子議員。 

○３番（山本和子議員） 再質問いたします。 

  国民健康保険の関係のまず１点目の広域化の問題で質問いたします。 

  町長答弁では、全国町村会では県単位に広域化することを要望しているということが

ありました。では竹中町長が上士幌町の町民にとってどうなのかという点で考えなけれ
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ばいけないと思うんですが、広域化になった場合については挙げられる点として国保税

が上がるんではないかと。うちの町は管内的には高いほうですので、ちょっと影響が出

るかわかりませんが、それから町独自の減免制度がなくなる、うちの町では減免制度は

特にありませんので。それから保険証の取り上げが厳しくなるんではないか、うちの町

は資格者証は出しておりませんので、町独自でかなり努力されて全員の方に保険証を渡

しております。それから取り立てが厳しくなるんではないかと、その点も多少差し押さ

えはあるようですが、町独自で何とか相談に乗った方については保険証を渡しながら努

力されております。その点について広域化になりますと一般会計の繰り入れがほとんど

できなくなりますので、そこそこの料金、税金を下げるために努力していることがなく

なりますので、一般的には高いところに税金が上がるんではないかというようなことが

ありまして、この点について、町民の立場に立ってどう考えるか、簡単に答弁をお願い

いたします。 

○議長（石川正裕議長） 町長。 

○竹中 貢町長 むしろ単独でやっていることの危険性といいますか心配事というのは極

めて大きいものがあります。 

  議員もご承知のとおり、今年の国保の収支についても非常に厳しい状況にあるという

ことであります。しかも、規模が小さければ小さいほど、諸事情によって負担があるい

は給付が多くなったりするということがあります。例えばインフルエンザがはやったり

なんかすると、そのことだけで言っても数千万円というお金が持ち出していく。これは

やはり安定的に国保会計の運営をするということがやはり基本的な姿だろうというふう

に思っております。 

  それと同時に、そういった医療、福祉関係は、ある意味では、セーフティーネット部

分では、お互い道民が同じような環境の中で同じようなその制度を適用できるというこ

とが望ましいというふうに思います。 

  広域化になると独自の政策が打てないのではないだろうかというお話がありますけれ

ども、それはそんなことはないだろうというふうに思っております。介護の関係もご承

知のとおり三愛計画がありますように、さまざまな手だてを講じることも可能だという

ふうに思っておりますから、このことによってすべてが悪くなるというよりも、安定的

な国保会計が経営できるということでは、十勝管内を含めて町村長の思いであり、むし

ろ北海道のほうが、何となく負担やそういったことで腰の引けたところがありますけれ

ども、町村会、市町村会、共通の課題であるということでありますから、そういう意味

では安定的な、そしてまた安心できる医療体制のためには広域化が必要だと、そういう
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ふうに認識しております。 

○議長（石川正裕議長） 山本（和）議員。 

○３番（山本和子議員） 広域化の問題は１町村でどうのこうのということはありません

ので、とりあえず広域化にならないことをといいますか、当面の課題として次に健診の

問題で質問いたします。 

  いろいろな資料、データを整理しながら私なりにまとめてみたんですが、例えば更別

村では、よく言われておりますこれは平成19年の資料ですので、20年、21年だったら健

診率が高いと思うんですが、健診率が18年の基本健康診査は管内で一番高くて53.1％、

これは18年ですので。１人当たりの医療費が18万8,394円、これは管内では断トツに低

い料金、１人当たりの料金が低い料金となっております。 

  その中で即健診が上がればどうのこうのということはなかなかデータ的には難しいん

ですが、上士幌町は管内的には健診の率は４番目に高いんですが１人当たりの医療費が

６番目と、大体中間よりも上のほうにいる段階になります。 

  ですから健診率を上げるために、ぜひ健診料を無料にすべきではないかというふうに

質問をいたしました。 

  それで、アンケートの結果、９割の方、90％の方が高くはないというふうな答弁をさ

れていましたが、あのデータはたしか65歳未満まで、65歳以上の方についてはアンケー

トの対象に入っていないんではないかと思っています。全体が基本健康診査に該当する

方を全部踏まえた場合には、もっと大変なのは65歳以上の方ですので、大変だというデ

ータが出るんではないか。 

  それから、たとえ１割であっても、高いと思っている方がきっと健康診査に行かない

で病気するという、いずれは医療費の負担になるんではないかと、そういう点を含めて

ぜひ無料にすべきと私は思っています。 

  それで、これは特定検査の当初の計画の中で、22年度は50％は行っていないと思うん

ですが、50％行った場合の1,300円、計算しましたら約93万6,000円。24年度65％到達し

たとして930人で1,300円掛けると120万9,000円です。100％行ったとしても200万円弱と

いうことですので、金額的にはそんなに高い額ではありません。 

  それと、何が大変かというと、この基本健康診査のほかにがん検診がありますね。肺

がんだとか大腸がん、それから胃もそうですが、そっちのほうを合わせますともう

5,000円弱、4,000円以上になります。その点を踏まえますと、そっちまで無料にと言い

たいところですが、それは次の課題にしまして、ぜひ基本健康診査だけでも無料にでき

ないかということで質問いたします。 



－105－ 

○議長（石川正裕議長） 町長。 

○竹中 貢町長 更別のお話しされましたけれども、更別の特定健診の健診料というのは

1,800円なんですね。確かに更別は50、これは何年ですかね、直近ので言うと更別は21

年度の直近の調査で行きますと更別では58.7％という特定健診の健診率、これはもう圧

倒的に高いというのはこれもこのとおりであります。しかし、特定健診の受診料という

のは、多分1,800円で変わっていないだろうというふうに思っております。無料にして

いるところはあるんですよね、ご承知のとおり。無料にしているところ、豊頃町は無料

にしております。足寄町も無料にしています。それから帯広も無料にしていますけれど

も、ここの３件を見ますと、豊頃の無料が健診率が24.47％。それから、足寄町で

39.9％。帯広市で25.9％でこれが３市町村と、これは無料にしております。 

  上士幌町は1,300人ですけれども、受診率というのは41.7％で、これは更別に次ぐの

ではないだろうかなというふうに思っておりますが、極めて高い、まだ目標に達してお

りませんけれども相当高いだろうということであります。 

  確かに無料にしたから100万円前後でそれは済むということでありますけれども、こ

れはやはり考え方の問題を整理しなければならないんだろう。ただですべて自分の健康

まで、健診料がただですべてそれで、そして健診が上がったり健康が維持ができるかど

うかということと、それから、やはりある程度負担もしながら、自分の健康は自分で守

るという意識づけをどうするかという、こういうところが大事。 

  そういう意味では、この40歳の脳ドックを含めた無料化というのは、私としては極め

て画期的な政策であるというふうに思っております。どんなふうにして動機づけをして

病院に行ってもらうかという意味では、脳ドックなんかというのは特になかなか自覚症

状が出ない分野でありますから、そういった意味では、今保健師さんが徹底して40歳の

対象の住民に電話だとか、あるいは文書等を含めて健診を促しております。 

  やはりこれはある種ピンポイントで徹底してやって、そして受診をするという経験を

そこで得て、その後に自身に自らの健康は自らで守る、そして応分のそのための費用は

かけるという意識と、それからもう一方では、やはり予防という意味での健康づくり、

ここにやはり町全体としてはいろいろな政策を一方では打っていくべきでないだろうか

なと、こんなふうに思いながら健康づくり、あるいは医療費の削減なんかについては時

間をかけて成果を上げていく必要があると、そんなふうに思っております。 

  医療費の１人当たりのかかっている医療費も、これもまた管内的には安いほうだと。

それだけ町民の方々は自分の健康に対して相当努力しているという、そのように評価を

してもおりますし、それで満足できるものではありませんから、まだまだその受診率な
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り、あるいは日ごろから自分の健康は自分で守るという思想のこの定着に向けて保健の

関係では取り組んでいく必要があるというふうに理解しています。 

○議長（石川正裕議長） 山本（和）議員。 

○３番（山本和子議員） 健診率と受診率と医療費は即全部一致はしないんですが、政策

として健診料を無料にして推進をする、そういう意味で質問をさせてもらいました。 

  今日はちょっと時間が押し迫って大変恐縮なんですけれども、一番の目玉の税金の問

題についていきたいと思うんですが、上士幌町のこれは20年度の資料で、どこでもらっ

たのかちょっと覚えていないんですが、その中で上士幌町の医療費に係る負担なんです

が、所得割は管内では12番目ですね、それから資産割は９番目に高いといいますか、そ

れから均等割が３、平等割が４、管内平均から見ますとかなり税負担は高いと判断して

おります。 

  それで今度は、更別は中くらいですので更別との関係はまたちょっと置いておきまし

て、中札内村と今度は税金の比較をしてみました。中札内は資産割は18.6ですので、上

士幌よりは低いんですけれども、資産割以外は所得割、均等割、平等割すべて管内で一

番負担が少ないです。 

  それで、それがなぜできたのかというのは、私なりにいろいろ資料を整理してみまし

たら、一般会計からの繰り入れ、法定外繰入金の状況を調べたデータの中で、中札内村

が１人当たりの一般会計の繰り入れが管内では一番高く３万8,904円です。それで上士

幌町は残念ながら774円ですので、私があるデータの中では３番目に、ゼロのところも

ありますのでかなり低いということがあります。 

  ですから、中札内村の健診の結果を見ましても結構いいのかなというふうに思うんで

すが、一般会計から繰り入れても税金を上げないように努力している。 

  上士幌町の国保会計を言いますと、平成22年度末ではかなり厳しいんではないか、こ

のまま行きますと来年度、23年度に向けては医療費分について平等割、均等割、所得割

かわかりませんが引き上げざるを得ないんではないんかというふうに私は判断して大変

危惧しておりますが、その点について、一般会計から繰り入れるなというふうに国のほ

うの指導はありますが、実際に繰り入れて下げているところもあります。旭川市は来年

度に向けて１世帯当たり下げるということもありますので、下げるとまでは言いません

が、ぜひ繰り入れて引き上げにならないような努力をすべきと思いますが、質問いたし

ます。 

○議長（石川正裕議長） 町長。 

○竹中 貢町長 国保会計も基本的には特別会計、独立採算、その一緒の中で収支の均衡
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に保つというのが基本的な制度であります。ここでも述べていますように、国保は、国

保に入っている方々がその対象ということになりますから、町内でも国保に入っている

加入者は三十数％だというふうに思います。その以外の人方は別な保険に入っているわ

けですね。でも町の財政財源はそれらも含めたところから国保に特別に回すということ

は、なかなかそれは本来の趣旨から言いますとおかしいんではないかという声も出てき

ておかしくないというふうに思います。 

  そのようなことから、この精神からいって、やはり国保は基本的にはその範囲の中で

やるべきだというふうに考えます。 

  それから、いわゆる一般会計の中での国保会計にかかわる費用の持ち出しであります

けれども、法定内と今言いましたように、特別な法定外の持ち出しがあります。これら

をトータルしてみますと、上士幌町は今お話されたように、法定内だけで見ますと六千

数百万円のいわゆる財源をこの国保振興のために使っているということがありますから、

それらをトータルしてみれば、特別、中札内がこのことだけ手厚いかどうかというのは

いろいろと考えるところがあるんではないかなとそう思います。 

  ただ、国保もあるいは税も、そういった意味では、先ほどの収支のバランスをとると

いう意味から言いますと、やはり必要な応分の負担はお願いしなければならんというの

がこれは大原則であります。 

  今年もこの綱渡りの状況で、先般も話があったように、２月、３月が、とりあえずは

２月分については想定よりも医療費が少なかったということで、少しかは繰り越しでき

るのかなというふうな状況でありますけれども、本当に綱渡りの状況でございます。 

  この状況が特殊な状況にあるのかどうかということだとか、そういったことも含めて、

いわゆる通常の保険料では賄い切れないような状況が起きているのか。構造的にいわゆ

る会計が成り立たなくなっているのか、こんなようなこともいろいろと調査をしてみる

必要があるだろうというふうに思っております。 

  今の税とそれから社会保障の一体改革の話をやっていますけれども、そういった意味

では、間違いなく医療費については年々増額してきているという事実がございます。そ

れを考えますと、それに合わせていつまでもこの値上げをできるかどうかというのは非

常に難しい問題はありますが、とにかくそういった国レベルの改正といいますか制度の

あり方を１つはやはり見直すということもありますけれども、その間に私どもとしては、

何とか収支のバランスをとりながら、国保会計を運営をしていきたいというのが原則と

して持っているところであります。 

○議長（石川正裕議長） 山本和子議員。 
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○３番（山本和子議員） 法定内の繰り入れが結構多いと、それは軽減といいますか、軽

減世帯がかなり多いんだと思うんです。それは、上士幌町の所得の割合がほかと比べて

も貧しいといいますか大変な世帯が多いというふうに裏づけされるのかなと思っていま

す。その点を含めてだから法定外全体で見るんではなくて、法定外はほかでまた別です

ので、それはまたぜひ検討してください。 

  それから、減免制度の関係で、一番近くの音更町の例では要綱がありまして、災害を

受けた場合、それから生活困窮に陥った場合について、生活につきましては生活保護の

1.25倍以下になった場合にはそれぞれ基準がありまして、町独自の税金の減免制度を設

けております。その点について質問したいのと、それから時間がありませんので一部負

担金につきましては、要領ができましてあとは活用だなと思っているんですが、申請を

してからでないと該当にならない、後で気づいて申請しても該当にならないんですよ。 

  ですから大変なときに病院なり、例えば生保担当の方なり、国民健康保険の方なりが

同じ共有する情報を持っていないとだめだと思っています。その点について、これから

の活用ですので、ぜひ病院も含めて活用できるような周知をお願いしたいと思います。 

  それについて質問いたします。 

○議長（石川正裕議長） 町長。 

○竹中 貢町長 ３点目、４点目、合わせてでありますけれども、本当に生活困窮、ある

いは離職をしたり不慮のそういった事故に遭ったときに、一部負担金の問題なんかにつ

いても、なかなか確かにそういう制度を知って利用するというのは難しいのだろうなと

いう感じはします。というのはそれまでそのようなことを考えたことがない方が、ある

日突然不幸な状況に陥るわけですから、ですからそのときにそういった制度があるとい

うのは、多分ふだんから多分考えていないとそれは無理な話だと思います。 

  そこで、やはり大事になってくるのは、そういった極めて大変なときには、最初に福

祉のほうの担当に一番近いその関係ができるんだろうというふうに思っております。場

合によっては住宅から国保の関係だとか、いろいろなことを相談をするというのが最初

に福祉のほうに行くんだろうと思いますから、まずは福祉の関係のところと、そこがや

はり一体となったこの問題に対する認識をしっかり持っておいてもらうということが必

要だろうというふうに思います。 

  そのためには、お互いに具体的にどんなふうにしてそれをいわゆるいろいろな問題を

抱えた方が来たときに、行政側からこんな制度があるということを言って事前にお話を

してあげるというのが一番でないだろうかなとそう、思っております。 

  病院と言っても、なかなか病院の窓口で一々きっとその状況の中で聞いてどうこうす
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るというのは難しいんだろうな、せいぜいそういったところにはＰＲの広報紙を張るだ

とかそんなようなことはできるかもわかりませんけれども、非常に難しいけれどもどん

なことができるかは、これはぜひさらに検討をして親切な対応を図っていきたいものだ

なと、そんなふうに思っております。 

  減免についてはなかなか難しい問題があります。今だけの問題ではなくて、財産の問

題もそこに出てきますので、これまた難しいんでありますけれども、でもこの町村レベ

ルではなかなかこれを徹底されていないのかどうかわかりませんけれども、それまた周

知が難しいところがあるなと、こういうふうに思っております。独自と言っても、今で

も独自に必要に応じてそういった減免対策はさせてもらっているつもりでいますので、

現状の減免の制度の中で運用してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（石川正裕議長） 山本（和）議員。 

○３番（山本和子議員） 医療費の一部負担金の関係なんですが、旭川市の例では、病院

がいろいろチラシをつくって病院の窓口に置くとか、いろいろハローワークに置くとか

というような努力をされています。 

  それから、帯広市の例では、帯広市は制度が、要綱が改正できたのが遅かったもので

すから、今年の１月ですね、各病院に対してこういうふうな制度の概要について説明す

る文書を送っております。ここはそんなに病院がありませんので簡単と言ってはいけな

いんですが、制度の概要をお知らせすることはできるかと思います。 

  それと介護保険の関係については、国の制度はまだ具体的に上程されたわけではあり

ませんので、閣議決定されたという情報はありますが。それはなかなか町独自でどうの

こうのできる問題ではありません。保険料の問題と利用料の問題についてだけ質問いた

します。 

  保険料には基金が大分残っているというふうに私判断したんですが、介護療養型の病

院についてちょっと増えてきましたので、ちょっと基金的には厳しいのかなという判断

もしております。それにつきまして余裕といいますか、基金が全くゼロになればそれは

難しいんですが、判断しながら基金を崩して保険料を下げる努力をすべきと。 

  それから利用料につきましても、かつては３％だったんですが、負担軽減して、それ

が少しずつ増えてきまして、制度的に多少しか利用の減免していないというふうに判断

しています。私はこれを継続するんではなくて、もとの３％の負担までぜひ利用料の負

担をすべきというふうに思って質問させてもらいました。答弁をお願いいたします。 

○議長（石川正裕議長） 町長。 

○竹中 貢町長 基金が少しあるということでありますけれども、今議員がお話されたよ
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うに、介護療養型のベッドが従来に増して相当増えたと、今まで11床だったのが三十何

床かになったということであります。これによる給付が相当増えるということもありま

すし、それから当たり前に高齢化が進んでいくということになりますから、もう自然的

に介護給付が増えていくというのも、これまた避けられない状況にあります。 

  さらに、午前中にこの件についても議論がありましたけれども、もっときめ細かな介

護体制のあり方を町内に張りめぐらすということになってきますと、今のこの介護保険

料だけではなかなか難しくなってくるなというふうに思っております。 

  8,000万円ということでありますけれども、これらについては、そう大きな金額では

なくて、むしろあっという間になくなるようなお金であるということと、あわせて看護

関係については、その中で基本的にやりくりしなければならんという厳しい条件がつけ

られているということもあります。 

  そのいろいろな環境整備は遠いことの話ではなくて、これからは法人等といろいろ相

談していくということになるかと思いますけれども、近い将来のことというふうに思っ

ておりますから、決してこのことによって余裕があるということではないなと。むしろ

お互いに支え合うために、介護保険料を前回は下げさせていただきましたけれども、お

互いに支え合うために応分の負担をお願いしなければならないというような状況が生ま

れてくるというふうに思っております。24年度からまた新しい介護保険料が決まってく

るわけでありますけれども、前回は下げることができましたけれども、今度は果たして

下げるどころか少しは負担をお願いをしなければならんのではないだろうかなと、こん

なような今環境にあるということでありますので、ひとつご理解をいただきたいなと、

そんなふうに思います。 

○議長（石川正裕議長） 山本（和）議員。 

○３番（山本和子議員） 最後なんですが、国民健康保険、介護保険を別々に考えたら大

変ですので、ぜひ全体的な町の予算の中で考えてほしいと思っています。予算審議の中

でもありましたように、比較的健全である、基金は増えている、では町がそれを崩しな

がら何ができるかと考えて、ぜひ財政的にさっきの利用料でも百数万円あればできる問

題です。その点を含めて、できることをぜひ検討してほしいなと思って再度質問いたし

ます。 

○議長（石川正裕議長） 町長。 

○竹中 貢町長 基本的には、制度は制度等の範囲の中でやっていくのが望ましいと、そ

れらを全部崩してしまうとモラルハザードになって、全体が非常に困窮、困難な状況に

陥る危険性があるということであります。 



－111－ 

  その保険にしても、この保険料だけで住民の健康ということではありませんから、す

べて含めて住民の健康をどう維持増進をして、そして生涯健康に過ごすかということが

大切でありますので、お金の費用の負担をしてもらう部分と、それから必要なところに

費用を、税をかけるということは、全体の中でそういった政策を打ち出していきたい。

その辺についてむしろこれまでも議員には受診率を上げるために、あるいは健康を増進

するためにどうすればいいかというお話がされておりますから、そのようなことも含め

て、これからもご意見を賜れば政策に反映できるものはさせていただきたいなと、そん

なふうに思います。よろしくお願いします。 

○議長（石川正裕議長） いいですか。 

  以上で、３番、山本和子議員の一般質問を終わります。 

  暫時休憩します。 

（午後 １時２８分） 

 ────────────────────────────────────── 

○議長（石川正裕議長） 再開します。 

（午後 １時３０分） 

 ────────────────────────────────────── 

◇ 角 田 久 和 議員 

○議長（石川正裕議長） 次に、10番、角田久和議員。 

○１０番（角田久和議員） 私は、町長公約の進捗度について質問いたします。 

  竹中町長は３期目に当たって町政推進の重点項目として主要テーマを掲げておられま

す。任期前半の２年が過ぎ、後半に入る現在、下記のテーマの進捗度と総括、今後２年

の具体的施策・手法を質問いたします。 

  農林商工等の連携による地域経済の推進。 

都市と農村の交流と産消協同の推進。 

乳幼児からお年寄りまで安心できる福祉と教育環境の充実。 

健康・環境・観光をコンセプトにしたまちづくり。 

○議長（石川正裕議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 町長公約の進捗度についてであります。 

  ３期目（平成21年度～）の町政は、新たな協働でつくる「かみしほろ」をまちづくり

のスローガンに、健康・環境・観光をコンセプトにしたまちづくりを進めています。 

  なお、新たな協働とは、住民を主役に農林商工、産学官・都市と農村などが強く手を

つなぎ合って（協働）、元気で豊かな上士幌町をつくることであります。 
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  以上のまちづくりのスローガンやコンセプトは、町政執行方針、事業並びに予算編成

にもしっかりと反映させ、整合性をとりながら、計画的に、戦略的に推進しているとこ

ろであります。 

  公約に掲げた主要テーマや具体的な施策についても、現在４年任期の半ばであります

が、ほとんど着手し、今後さらに内容の充実発展を期してまいります。 

  各テーマの取り組み状況でありますが、１つ目の農林商工の連携による地域経済を推

進するですが、商品開発や販路拡大を支援する農林商工等連携事業の創設、ソフトの支

援を行う農林商工専門員の配置、ネットショップの開設などの取り組みを進めていると

ころであります。 

  今後地域特産品のブランド化やコミュニティービジネスの創出など、さらに推進して

まいりたいと思います。 

  ２つ目の、都市と農村の交流と産消協同を推進するですが、移住定住の取り組み、食

育の推進や地場産品の活用などを進めており、定住事業に関して、住環境整備と地域経

済活性化の視点から定住促進賃貸住宅建設助成事業や、定住住宅建設促進奨励事業を実

施しています。今後も過疎対策や地域経済活性化を図るための施策を進めてまいります。 

  特に2010年の国勢調査では、人口5,078人（2.9％減）と人口減少に歯止めがかかり、

またこの数値は、国立社会保障問題研究所の推計4,837人（7.5％）を大幅に上回ってお

り、これまでの都市と農村の交流や定住化対策の成果であり、経済波及効果は極めて大

きいと認識しています。 

  ３つ目の乳幼児期からお年寄りまで安心できる福祉と教育環境の充実を図るですが、

既に国や道に先駆けて14回の妊婦健康診査や中学生までの医療費無料化を実施しており、

予防接種事業の助成拡大、高齢者等福祉バスの利用範囲の拡大、災害時要援護者登録台

帳等管理システム導入などを進めています。乳幼児期は保育所を中心に、安心して子育

てできる環境を整えています。 

  教育環境では、中学校校舎の改築を初め、学校施設の耐震化や環境整備、学校教育推

進支援員や特別支援教育支援の配置、学力向上対策などを進めております。地域ととも

に歩む上士幌高校の振興にも、物心両面にわたって支援をしております。 

  特にこれから取り組むべき課題として、高齢者福祉では、施設・在宅・独居などの整

合性を図り、きめ細やかな福祉政策や少子化、子育て支援では、幼保一体化など乳幼児

期の子育てのさらなる充実に向けて取り組んでまいります。 

  ４つ目の健康・環境・観光をコンセプトにしたまちづくりを推進するですが、地域お

こし協力隊員の各分野への配置、40歳健康づくりスタート事業の創設、住宅用太陽光発



－113－ 

電導入支援事業やカーボン・オフセットなどの低炭素社会に向けた取り組み、ぬかびら

源泉郷など観光振興事業を進めております。 

  「健康・環境・観光」のキーワードは多くの施策に通じるものであり、本町の豊かな

地域資源を生かした特色あるまちづくりの推進に向け、今後も取り組みを図ってまいり

ます。 

  このほか、農林業の基盤整備や生活インフラ整備など取り組みを進めており、限られ

た財源の中で国の交付金や有利な財源を確保しながら、積極的に施策を展開しておりま

す。 

  平成22年度から、町民のさまざまなまちづくりのために自主的な住民活動に対する支

援、「まちづくり活動支援事業」を展開をしております。アダプトプログラム制度を含

め、「支え合いと活気のある社会」をつくるため、住民や地域組織、ＮＰＯ、企業、行

政などが、お互いの役割分担の中で協働したまちづくりを進める「新しい公共」の考え

方に基づくものであります。 

  本町には５つのＮＰＯ法人を初めさまざまな住民団体があります。これまで行政が支

えてきたさまざまな公共サービスに、「新しい公共」の重要な担い手として、住民、Ｎ

ＰＯ及び企業等が参加できる仕組みや機会を設けていくことが重要であると考えており

ます。 

  現在、第５期総合計画の策定を進めているところですが、今後のまちづくりを進める

に当たって、「元気まちかみしほろ」を実現するための施策を展開するとともに、全力

で取り組んでまいります。 

○議長（石川正裕議長） 角田議員。 

○１０番（角田久和議員） 今、竹中町長から、竹中町長の公約に対して、この２年間で

既に効果を上げているもの、あるいは道半ばのものもあるなと感じました。残りの任期

の間で、より多くの成果を上げるべく、職員の皆様と心を合わせて多くの成果を上げる

ように頑張っていただきたいというふうに思います。 

  ただ、今後の公約遂行に当たって、先般、東北・関東大震災の発生という難局が出て

きました。この東北・関東大震災が、今後の公約遂行の推進に当たって与える影響は、

今の時点でどのように、今の時点でよろしいです。どのように考えておられるのか質問

いたします。 

○議長（石川正裕議長） 町長。 

○竹中 貢町長 まず、施策を進めるに当たっては、職員とともにというお話でありまし

た。確かに事業を実施するのは職員にお願いしなければならないということがあります
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ので、職員の持っている、持てる能力をフルに発揮していただきたいというふうに思い

ますし、そういったための体制を構築していきたいなというふうに思いますが、従来、

役場職員につきましては、あるいはこういった地方基礎自治体については、国の制度に

基づき、あるいは通達に基づき、それをどう運用するかが職員の仕事みたいなところが

往々にしてあったわけであります。 

  しかし、今は時代が随分変わってきて、地域から自分たちが何をやろうとしているの

か、そういったその政策をつくり上げて、そしてそれを逆に道や国のほうに押し上げて

いってそして事業化をするというふうに変わってきました。 

  そういった意味では職員の意識が大きく変わらなければそういった動きになかなかな

りづらいわけでありますけれども、幸いなことに、この行政改革、あるいは合併を機に、

大きく職員の数は三十数名いっているかと思いますが、30％ということになりますけれ

ども、それくらいになるだろうと思いますけれども、非常に時代に柔軟に対応し、そし

てまた自分たちが何をすべきかというような政策課題をしっかり踏まえて、情報の収集、

そしてまたいろいろな制度の活用をしているというふうに思っております。 

  そういった意味では、いろいろ管内、全道ありますけれども、うちの職員については、

皆さん方には誇りを持って今みんな頑張っているというふうに伝えたいし、さらにこれ

からもそのように仕事をしてもらいたいなと、そんなふうに思っております。 

  次の東北・関東ですね、まだこれは名前が決まっているのかどうかわかりませんけれ

ども、東日本だとかいろいろな言い方をしておりますけれども、ともかく大震災であり

ます。これは阪神の大地震に比べてもその数倍の災害であると、そのいわゆる復興にか

けた金額も阪神のときは２兆数千億円、あるいは３兆円ぐらいだったですかね、大体そ

の前後ではないかと思いますが、今回については、もう既に10兆円を超えなければなら

ないだとかというお話が出てきておりますし、相当の財政出動がそちらのほうに回って

いくということが想定されます。 

  去年もおととしも地方財政厳しい中でありましたが、景気浮揚だとか、あるいは雇用

対策の関係でさまざまな交付金制度、あるいは補正が組まれましたけれども、こういっ

た補正というのはほとんど回ってこないだろうというふうに想定をしなければならない

というふうに思っております。 

  加えて、これから行われるべき交付金事業だとか、まだはっきり、その目的あるいは

行き先が決まっていないようなそういった事業があるとすれば、それらもすべてそちら

のほうに回されていくというふうに危惧をしなければならないというふうに思っており

ます。 
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  そういった中で、まちづくりのさまざまな政策課題をやっていかなければなりません

けれども、場合によっては遅れるものも出てくるかもわかりません。これについては、

今の悲惨な状況を見たときに、同じ国民として痛みを分け合うということも必要でない

のかなと、そんなふうに思っております。これまでもお互いの交流だとか、いずれにし

てもこの町だけで完結するようなことはできないわけであります。お互い支え合ってで

あるわけでありますから、今こそ逆に被災されている方々、住宅をなくされている方々、

場合によっては震災で孤児になっているかわいそうなお子様もいるんではないだろうか

なと、そんなふうに思っております。 

  今いろいろとその政策はありますけれども、まずは緊急な問題として、私どもとして

はそこに最大の支援の対策を講じさせていただきたいなと、この後閉会中になりますけ

れども、その辺のことについてはひとつご理解をいただいて、今本当に困っている人方

の受け入れなんかもしていきたいなというふうに思っております。 

  幸いなことにこの何年間か定住対策、それからよそから人を受け入れる、そういうノ

ウハウもよそよりもといいますか先進的に取り組んでいるという経験がございますから、

それらの経験もフルに活用して、今受け入れ態勢をつくっていきたいというふうに考え

ているところでございます。 

○議長（石川正裕議長） 角田議員。 

○１０番（角田久和議員） この東北・関東大震災、同じ国民が大変な思いをしておりま

す。行政のみならず、上士幌町民、議会をあわせて、力を合わせてこれに精いっぱいの

支援をしていかなければならないと思います。 

  我々議員は間もなく任期を終えます。私は今日、町長に２年間の総括を求めました。

我々は４年間の任期を終えて、我々も議員も１つの総括をしなければならないのではな

いかというふうに考えています。 

  議員必携には、議員は議会の品位を重んじなければならない。あるいは批判をするに

は代案をもってせよ、こういうことが明記してあります。我々議会が行政のそういった

指針を指摘、批判するばかりでなく、今後そういった議会の基本に返って、また考える

必要があるんではないかと、かように思っています。 

  今日は町長の２年間の総括をお聞きしたということで、これをもって私の一般質問を

終わります。 

○議長（石川正裕議長） 答弁は要らないの。 

○１０番（角田久和議員） あればお願いします。 

○議長（石川正裕議長） 町長、答弁あるの。答弁してください。 
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  町長。 

○竹中 貢町長 最後に、自らも議員の立場でまちづくりにその役割を果たしていきたい

というお話がありました。逆にこれをもって任期満了になるということであります。次

期また立たれる方がおりましたらぜひ頑張っていただきたいというふうにエールを送ら

させていただいてあいさつにさせていただきます。 

○議長（石川正裕議長） 以上で、10番、角田久和議員の一般質問を終わります。 

  これをもって、一般質問を終わります。 

 ────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（石川正裕議長） 以上で、本日の議事日程はすべて終了いたしましたので、本日

の会議を終わります。 

  あすからは休会とし、本会議の再開は３月23日水曜日午後１時30分からでありますの

でご承知願います。 

  本日はこれにて散会といたします。 

（午後 １時４７分） 
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────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（石川正裕議長） 定刻となりましたので、ただいまより本日の会議を開きます。 

  議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

（午後 １時３０分） 

────────────────────────────────────── 

◎議会運営委員会の報告 

○議長（石川正裕議長） 議会運営委員長より、本日の議事運営について発言を求めます。 

  議会運営委員長、堂畑義雄議員。 

○議会運営委員長（堂畑義雄議員） 議会運営委員会よりご報告申し上げます。 

  議会運営委員会は、３月17日・午後３時37分より、委員会室において、議会運営委員

全員の出席をいただき、説明員に副町長の出席を求めて委員会を開催し、本日の議事運

営及び議案の審議方法等について審議いたしました。 

  議会運営委員会の審議の結果、本日の議事日程及び議案の審議方法については、既に

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

  この際、議会運営委員会において協議されましたことについてご報告申し上げます。 

  １点目は、日程第１、議案第22号から日程第６、議案第27号までの平成23年度各会計

予算案は一括報告とし、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  なお、５特別会計については、特別委員会での討論がなかったことから、討論を省略

することとします。 

  ２点目は、日程第９から日程第11までの監報告第１号から監報告第３号の３案につい

ては、一括報告することとします。 

  ３点目は、日程第11、監報告第３号後に休憩とし、休憩中に全員協議会を開催します

ので、ご承知おき願います。 

  以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

────────────────────────────────────── 

◎議案第２２号から議案第２７号の委員長報告、討論、採決 

○議長（石川正裕議長） 次に、予算審査特別委員会審査報告を行います。 

  日程第１、議案第22号平成23年度上士幌町一般会計予算、日程第２、議案第23号平成

23年度上士幌町国民健康保険特別会計予算、日程第３、議案第24号平成23年度上士幌町

水道事業特別会計予算、日程第４、議案第25号平成23年度上士幌町後期高齢者医療特別

会計予算、日程第５、議案第26号平成23年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算、日
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程第６、議案第27号平成23年度上士幌町介護保険特別会計予算、以上６案を一括して議

題といたします。 

  ６案について、予算審査特別委員会の審査報告を求めます。 

  予算審査特別委員会委員長、大内輝夫議員。 

○予算審査特別委員会委員長（大内輝夫議員） 本委員会に付託されました事件について

は、慎重審査の結果、次のとおり決定いたしましたので、上士幌町議会会議規則第77条

の規定により報告いたします。 

  審査事項は、平成23年３月８日に付託されました。 

  議案第22号平成23年度上士幌町一般会計予算、議案第23号平成23年度上士幌町国民健

康保険特別会計予算、議案第24号平成23年度上士幌町水道事業特別会計予算、議案第25

号平成23年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算、議案第26号平成23年度上士幌町公

共下水道事業特別会計予算、議案第27号平成23年度上士幌町介護保険特別会計予算であ

ります。 

  審査年月日は、平成23年３月10日、11日の計２回であります。 

  審査場所は、議場で行いました。 

  説明員に竹中町長、千葉副町長、江波戸教育長、各課部局長、主幹及び担当主査の出

席をいただきました。 

  審査結果ですが、議案第22号から議案第27号までの平成23年度上士幌町一般会計予算

及び５特別会計予算案は、今定例会の３月８日に提案されました。この予算案の審査に

当たり、議長を除く議員全員による予算審査特別委員会が設置され、審査を行ってきた

ところであります。本特別委員会の運営に際し、委員並びに町理事者をはじめ、各課部

局長、主幹及び担当主査の方々にご協力をいただきましたことを厚くお礼申し上げます。 

  当特別委員会に付託されました議案第22号から議案第27号までの平成23年度各会計予

算案について、３月10日、11日の２日間にわたり、委員各位のご出席のもと、説明員に

は町理事者をはじめ、各課部局長、主幹及び主査の出席を求め、代表監査委員のご出席

をいただきながら質疑の聴取による審査を行いました。 

  当特別委員会は、慎重審査の結果、お手元に配付のとおり、議案第22号から議案第27

号までの６案はすべて原案可決すべきものと決定したところであります。各議案審査の

質疑の内容については、議長を除く議員全員が特別委員会の委員でありますので、省略

させていただきます。 

  議案第22号平成23年度一般会計予算案については、質疑終結後討論があり、起立採決

の結果、起立多数で原案可決すべきものと決定いたしました。また、特別会計予算の５
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特別会計については、討論がありませんでしたので、簡易表決をもって全会一致により

原案可決すべきものと決定いたしました。 

  以上で、予算審査特別委員会に付託されました議案審査の経過と結果の報告を申し上

げ、予算審査特別委員会の報告を終わります。 

○議長（石川正裕議長） 委員長の報告が終わりました。 

  予算審査特別委員会は、議長を除く議員全員で構成されております。したがって、委

員長報告に対する質疑は、議会運用例第96条の５の規定により、これを省略いたします。 

  また、議案第23号から議案第27号の５特別会計予算案の討論についても、議会運用例

第100条第３項の規定により、これを省略いたします。 

  これより、各会計の予算案ごとに、討論、採決を行います。 

  はじめに、議案第22号平成23年度上士幌町一般会計予算の討論を行います。討論あり

ますか。 

（「はい」の声） 

○議長（石川正裕議長） 討論がありますので、これより討論を行います。 

  先に、本案に対する反対の討論を行います。 

  ３番、山本和子議員。 

○３番（山本和子議員） 平成23年度一般会計予算に対する反対討論を行います。 

  ますます混迷する政治の中で医療、福祉はじめ生活全般にわたって、ますます不安が

渦巻いております。しかし、企業へは相変わらず法人税引き下げなど優遇したり、アメ

リカの言いなりになり、軍事面だけではなくすべての産業まで大きな打撃を与えるＴＰ

Ｐに参加しようとするなど、国民そっちのけの政治が続いています。 

  では、国民へはどうかといいますと年金や各種手当ては引き下げられ、あげくの果て

に消費税増税までしようとしています。このような中、町として町民の命、暮らしを守

ることが一層重要になっています。この立場になっていないと判断し反対をいたします。 

  １点目、全体的な予算編成の問題です。 

  国の財政は厳しい中でも、ここ数年地方交付税等は増え続け、基金を崩すことなく運

営でき、21年度は備荒資金に１億6,000万円積み、22年度は公共施設整備基金に約５億

円積みました。その結果、基金等は20年から増え続けております。このお金を命、暮ら

しを守るように活用すべきだと毎年指摘をしてきました。 

  しかし、23年度の予算を見ますと、財政調整基金の繰り入れはわずか1,000万円です。

22年度に積んだ公共整備基金５億円やほかの基金から１億円崩すだけでも、かなりの町

民負担を軽くすることができ、町民の命や健康を守ることができます。例えば、40歳以
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上の特定健診を無料にするのに目標50％としましても、わずか九十数万円で十分です。

保育所料金を５歳児を無料にしても、約10年は可能と判断いたします。高齢者への福祉

対策、少子化対策は待ったなしの今すぐ必要な問題です。 

  町長は長中期的に見たときに、老朽化した公共施設の改修なども視野に入れて基金は

ある程度必要であるとお話をされました。私は長期的に見て一番心配なのは、町民の健

康、医療、少子化対策です。今予算委員会の中でも、国民健康保険も介護保険も財政的

に大変厳しいと担当課よりお話を聞きました。特定健診等予防の充実で国保会計や介護

保険への負担も多少抑えることができるかと思います。また、しなくてはいけない大き

な課題です。それは、一、二年でできることではありません。５年、10年の長期的な視

野が必要です。その観点がないと判断いたします。 

  ２点目、平和の問題です。 

  今回の３月11日に起きました突然の大地震では、今、自衛隊はじめ消防、警察など多

くの方々が力を合わせその復旧に全力を尽くしています。今、自衛隊は災害救助にあっ

ては必要な存在となっていることも事実です。しかし、全体的な流れといたしまして、

普天間基地問題ではアメリカにノーと言えず、国民を犠牲にしようとしています。 

  さらに、昨年12月に新防衛計画の大綱を決定し、アメリカの戦略に沿って、日本を守

るのではなく中国に対する軍事包囲網を構築する方針を打ち出しました。自衛隊がアメ

リカの軍事的な侵略の片棒を担ぐ役割を果たしていると思います。このような自衛隊の

あり方は間違っていると判断いたします。このことを増長する自衛官募集事務委託、自

衛隊協力会の補助金を含むため反対いたします。 

○議長（石川正裕議長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。 

  10番、角田久和議員。 

○１０番（角田久和議員） 私は平成23年度一般会計予算案に賛成するものであります。

以前は70億円あった一般会計予算は、厳しい社会情勢を反映して55億円と窮屈になって

おります。その中で緊急雇用対策事業、子供医療給付事業などの労働福祉政策、芸術鑑

賞会助成事業に見られる文化活動支援、町民や団体からの要望にこたえた交通公園交流

施設整備事業やふれあい公園照明等整備事業、町の経済の活性化へのしかけとして農林

商工連携促進事業や魅力発信キャンペーン事業、黒毛和牛ブランド化肥育促進事業など

基金の減少を招くことなくソフト、ハード面に有効な投資がされており評価するもので

あります。 

  自衛隊協力会への支出に関しましては、東北・関東大震災の災害支援に見られるよう

に自衛隊が災害時に国民の生命、財産を守ることがいまや大きな役割になっていること
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からして、妥当なものと考えます。 

  職員の資質向上に向けて職員研修費の質には評価するものであります。法律やルール

を守り、町を元気にする手法をしっかり身につけていただきたいと思います。 

  翻って、議会はどうだったでしょう。議員必携には議員の心構えを記載しています。

議員は議会の品位を重んじなければならない、議会での発言は簡単明瞭、要領のよいも

のでなければならない、批判をするには代案をもってせよ、我々議員はこの４年間、こ

れらの議員の心構えに対して忠実であったか、一度総括する必要があると思います。 

  以上、私の平成23年度一般会計予算案に対しての賛成討論といたします。 

○議長（石川正裕議長） 次に、反対の討論を行います。反対の討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 次に、賛成の討論を行います。 

  １番、佐々木守議員。 

○１番（佐々木 守議員） まず最初に、東日本大震災における罹災をされた皆様にお見

舞いを申し上げるとともに、不幸にして亡くなられた皆様のご冥福を心よりお祈り申し

上げたいというふうに思います。 

  平成23年度上士幌町一般会計予算でありますけれども、まず、財政状況がどういう状

況であったかということを考えなければならないと思います。平成23年度の財政調整基

金からの繰り入れは、先ほどの討論でもありましたけれども、1,000万円のみの繰り入

れで予算編成をすることができた、これは、大変いいことだというふうにまず思ってお

ります。平成22年に比べ基金繰り入れを大幅に減額をした内容である、これは、健全な

財政運営ができているというふうに評価ができると考えています。 

  総額73億3,800万円、一般会計55億2,000万円の予算に対し基金は39億1,000万円、備荒

資金は８億6,000万円、合計47億7,400万円の資金があるというふうに考えられる内容で

ありますし、借金に当たる地方債は75億1,000万円、全体の財政規模を考えると、これ

らも含めて健全な財政運営をしていけるというふうに考えるところで賛成できるもので

あります。 

  特に、備荒資金について少し私の考えを話させていただきますけれども、備荒資金を

隠れた資金だというふうな感性をお持ちの町民もいるかというふうに思いますけれども、

備荒資金はまさしく今大変国家的な問題になっているこういった震災、災害等に対応す

る資金であると同時に、将来の上士幌に安定的な財政運営をするための資金でもあると

いうふうに言えます。この東日本大震災復興資金は15兆円あるいは20兆円になるという

話もあります、今、国会でこれから議論が始まるものだというふうに思いますけれども、
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日本の国家財政状況を踏まえれば地方に回る資金については、この一、二年その政権の

不安定さから一定程度の歳入となる財源となる内容になっておりますが、これからは震

災復興に向けた資金を急激に必要とする内容になっています。 

  さらには、今回、原子力発電所の大災害ということもあって、日本のエネルギー自給

に大きな影響があります。これは、恐らく日本経済に大きな打撃になるだろうというふ

うに理解をするところであります。そういったことを含めて、今後の地方財政は厳しく

なっても甘くなることはないというふうに考えれば、現在ある基金及び備荒資金は、大

変上士幌町にとって重要な資金源であると言わなければならないというふうに考えます

し、そういう意味合いでは、非常に妥当な財政運営をしているというふうに理解をし、

評価をするところでもあります。 

  次に、平成23年度の政策については、農道をはじめとした農業基盤整備予算あるいは

道東道の全面開通、さらにはエア・ドゥ等の空港乗り入れなど交通アクセスの変化に対

応しようとした観光関連の予算など適切に予算配分がなされているというふうに思いま

す。私は自治体財政というのは、行政福祉と地域経済振興施策というものが一定のバラ

ンスを踏まえていなければなりません。弱者だけに目を向けるわけにはいかないわけで

あります。地域経済があって地域の暮らしがあるというのも事実であります。そういう

ことを踏まえると、今、上士幌の財政基盤というのは非常に健全性のある、先ほども言

いましたけれども、そういう実態にあるのではないかというふうに理解をするところで

あります。そういった中での、今回、平成23年度一般会計予算については、賛成をでき

るものだというふうに理解をするところであります。 

  ひとつ苦言を申し上げたいというふうに思います。どんな適正な予算編成をしていて

も、その執行後、適切な政策効果がなければならないわけであります。議会は予算審議

でありますけれども、本来は政策成果というものをきちっと踏まえた政策執行でなけれ

ばならない、その政策を執行するのは、まさしく行政であります。その行政の行政能力

がどういう実態にあるのか、そういう意味合いでは、行政内の人材育成、これは大変重

要なものだというふうに理解をするところであります。そのことに十分な重きを置いた

しっかりとした対応が必要だというふうに考えるところであります。 

  特に、人事などには、そうした配慮を十分していかなければならない、そうなってい

るかどうか、少し疑問に実は感じているところであります。今後に向けてそういった背

景も含め、十分含めて、決めた予算が適切に最大の効果を生むようにひとつ行政側には、

ご努力をお願いし、この予算についての賛成討論とさせていただきます。 

○議長（石川正裕議長） ほかに討論ありますか。 
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（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ほかに討論がありませんので、これをもって議案第22号に対す

る討論を終結いたします。 

  これより議案第22号の採決を行います。 

  本案は起立により採決を行います。なお、起立しない議員は反対とみなします。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（石川正裕議長） 起立多数であります。 

  よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。 

○議長（石川正裕議長） 次に、議案第23号平成23年度上士幌町国民健康保険特別会計予

算の採決を行います。 

  議案第23号について、委員長は原案可決すべきものと報告をしております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第23号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第24号平成23年度上士幌町水道事業特別会計予算の採決を行います。 

  議案第24号について、委員長は原案可決すべきものと報告をされております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第24号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第25号平成23年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算の採決を行います。 

  議案第25号について、委員長は原案可決すべきものと報告をされております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第25号は委員長の報告のとおり可決されました。 
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  次に、議案第26号平成23年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算の採決を行います。 

  議案第26号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第26号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第27号平成23年度上士幌町介護保険特別会計予算の採決を行います。 

  議案第27号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第27号は委員長の報告のとおり原案可決されました。 

────────────────────────────────────── 

◎会議案第１３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（石川正裕議長） 日程第７、会議案第13号上士幌町議会会議規則の一部を改正す

る規則の制定についてを議題といたします。 

  会議案の朗読を省略し、直ちに、議会運営委員長の堂畑義雄議員から提案理由の説明

を求めます。 

  堂畑義雄議員。 

○議会運営委員長（堂畑義雄議員） ただいま上程されました日程第７、会議案第13号の

提案説明を申し上げ、議員各位のご理解とご賛同を賜りたいと思います。 

  この会議案は、先の議会運営委員会におきまして、議会運営委員が提案することで決

定されましたので、委員長であります私が提案する次第であります。 

  本規則の制定につきましては、平成20年９月１日に施行されました地方自治法の一部

改正に伴い、議会は会議規則の定めるところにより、議案の審査または議会の運営に関

し、協議または調整を行う場を設けることができることから、会議規則にこの規定を定

め、円滑な議会運営を図るものであります。 

  改正の内容ですが、会議規則の第14章の次に、第15章議員協議会の章を加え、各項を

新たに定めるものであります。 

  議員協議会については、第120条第１項で、法第100条の第12項により、議案の審査ま
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たは議会の運営に関し、協議または調整を行うための場として、議員協議会を設ける。 

  第２項で、議員協議会は、議員全員で構成し、議長が招集する。 

  第３項で、議員協議会の運営その他必要な事項及び疑義が生じた場合に、議会運営委

員会において協議の上、決定するものとする。を加えるものであります。 

  このことにより、第15章中第120条を第121条とし、同章を第16章とし、第16章中第121

条を第122条とし、同章を第17章とするものであります。 

  また、この一部改正により、目次も改めるものです。 

  なお、附則で、この規則は平成23年４月１日から施行するものであります。 

  議員各位の満場のご賛同をいただき、この会議案をご可決賜りますようお願い申し上

げ、会議案第13号の提案理由と内容の説明といたします。 

○議長（石川正裕議長） 提案説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑

ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） これをもって、会議案第13号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 討論がありませんので、これより会議案第13号の採決を行いま

す。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、会議案第13号は原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────── 

◎意見書案第６１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（石川正裕議長） 日程第８、意見書案第61号介護保険見直し案に対する意見書の

提出についてを議題といたします。 

  意見書案の朗読を省略し、直ちに、提案者である３番、山本和子議員から提案理由の

説明を求めます。 

  ３番、山本和子議員。 

○３番（山本和子議員） 意見書案第61号介護保険見直し案に対する意見書の提出につい

て、その内容についてご説明を申し上げます。 
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  この意見書案につきましては、私が提案者になり議会運営委員会で議論いただきまし

て、全員が賛成して提案しているものでございます。 

  介護保険見直し案に対する意見書の案です。2012年度から介護保険制度改定に向けて

改正案が通常国会に提案される予定になっております。既に３月11日に閣議決定したと

いう報道がされています。この案は、通常３年ごとの変更というだけではなく、10年に

対する経過した場合の必要な措置という点でも、後年に大きな影響を与える重要な改正

案となります。 

  この改正案の主な内容といたしまして、要支援１、２の人を介護保険サービスから対

象外にする、そして、自治体任せのサービスに移す内容や相部屋の居住費値上げなどが

検討されております。この内容は閣議決定の中に含まれております。高齢化の急速な進

行は既に既定の事実でありますが、ひとり暮らしや老々介護という世帯も増え、新たな

公的介護体制の整備は急務となっております。現状でも医療と介護が両方必要な高齢者

は行き場がなくなって、家族が仕事をやめて介護に専念する中、悲惨な事故を誘発する

など負担あって介護なしの実態が一層深刻になっております。このような介護の社会化

という制度の理念自体も崩壊しようとしております。 

  よって、安心できる介護保険制度にするため下記のことを強く要望いたします。 

  １点目、介護保険を安心して利用できる制度にするために国庫負担を10％引き上げる

など公的負担を引き上げること。 

  ２、要支援などのサービス除外を行わず、サービス利用料等減免制度の拡充を図るこ

と。 

  ３、居宅介護支援、介護予防支援などに利用料を負担導入しないこと。 

  ４、軽度者に対する給付に利用者負担引き上げを行わないこと。 

  ５、多床室利用者に室料負担を求めないこと。 

  ６、被保険者範囲を40歳未満に拡大しないこと。 

  以上、提案をいたします。 

  議員各位の賛同をいただきまして、関係機関に送ってくださいますようによろしくお

願いをいたします。 

○議長（石川正裕議長） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） これをもって、意見書案第61号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 
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（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 討論がありませんので、これより意見書案第61号の採決を行い

ます。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、意見書案第61号は原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────── 

◎監報告第１号から監報告第３号の上程、報告 

○議長（石川正裕議長） 日程第９、監報告第１号例月出納検査報告について、日程第10、

監報告第２号定期監査報告について、日程第11、監報告第３号財政援助団体等監査報告

について、以上３件を一括して議題といたします。 

  報告書の朗読を省略し、直ちに、代表監査委員より報告の説明を求めます。 

  須田吉一代表監査委員。 

○須田吉一代表監査委員 監報告を行います。 

  はじめに、監報告第１号例月出納検査報告について、その結果をご報告申し上げます。 

  現金出納の検査につきましては、地方自治法第235条の２第１項の規定に基づき、実

施しているものでございます。 

  今回の報告は、平成22年11分、12月分、平成23年１月分の例月出納検査結果を報告す

るものでございます。 

  検査の対象は、一般会計及び特別会計の現金の出納状況でございます。 

  提出された各会計、各月ごとの収支状況などの資料を参考としながら、収入・支出伝

票、預貯金通帳等の検査を実施いたしました。 

  検査の結果、計数などは正確であり、諸帳簿などと相違ないことを確認いたしました

ことをご報告申し上げます。 

  次に、監報告第２号定期監査報告について、その結果をご報告申し上げます。 

  定期監査につきましては、地方自治法第199条第９項の規定により結果を報告するも

のでございます。 

  監査の概要ですが、今回につきましては、定期監査として保健福祉課を実施いたしま

した。 

  監査日時及び場所、説明員、監査委員及び補助者、監査対象とした事項等は、報告書
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に記載のとおりでございます。 

  監査の方法につきましては、事前に関係書類の提出をいただき監査をし、監査室に課

長及び担当者から説明を求め監査を行いました。 

  監査結果といたしましては、予算の執行、経理状況、施設の管理状況、備品の管理状

況等について適正に処理されていることを確認いたしました。 

  また、職員の勤務状況についても、出勤簿、勤務日誌等勤務に関する書類が適正に作

成整備されており、適正に運営されておりました。 

  今回の監査では、保健福祉課関係の平成21年度と平成22年度の助成事業や委託事業に

ついて、事務処理や事業効果、実績を含め監査しました。適正に事業が遂行されている

ことを確認しました。今後も、高齢化の現況において、安心して暮らせる福祉環境の充

実と町民の健康において、より一層努めるよう望むものであります。 

  次に、監報告第３号財政援助団体等監査報告について、その結果をご報告申し上げま

す。 

  財政援助団体等監査報告につきましては、地方自治法第199条第９項の規定により結

果を報告するものであります。 

  第１に、監査の概要ですが、今回につきましては、財政援助団体等監査として、「社

会福祉法人、上士幌福寿協会」の補助及び委託事業を中心に監査を実施いたしました。

監査日時、監査場所、監査委員及び補助者、監査対象とした事項等は、報告書に記載の

とおりでございます。 

  監査につきましては、平成21年度及び平成22年度の同法人に対する助成事業と委託事

業の２カ年分にわたり、児玉理事及び馬場施設長、雪野事務長、野口主任の立ち会いを

いただき、書類の確認と具体的な効果、課題を含め、説明をいただく中で監査をいたし

ました。 

  監査結果といたしましては、補助金に関する関係諸帳簿や事務処理は、その目的に対

して、適正に処理及び執行されていることを今回の監査で確認いたしました。 

  監査の中では、いろいろな工夫や努力が見られ、確実に成果を上げており、今後にお

きましても、町と連携し、高齢化社会の中で、安心して生活のできる福祉事業の推進に

努力していただきたいと望むものであります。 

  以上、監報告の第１号から第３号までの監査結果といたします。 

○議長（石川正裕議長） 代表監査委員より提出された例月出納検査報告書の収支状況等

は添付を省略いたしますので、必要な場合は事務局で閲覧を願います。 

  以上で、監報告第１号から監報告第３号までを報告済とし、監査委員からの報告を終
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わります。 

  ここで、休憩といたします。 

  休憩中に全員協議会を開催いたしますので、委員会室にお集まりを願います。 

（午後 ２時０６分） 

────────────────────────────────────── 

○議長（石川正裕議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時２５分） 

────────────────────────────────────── 

◎同意第１号の上程、説明、採決 

○議長（石川正裕議長） 日程第12、同意第１号監査委員の選任についてを議題といたし

ます。 

  議案の朗読を省略し、直ちに、町長から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

○町長（竹中 貢君） 監査委員の選任についてであります。 

  ただいま上程されました同意第１号監査委員の選任について、提案理由と内容をご説

明申し上げます。 

  識見を有する者のうちから、先任の監査委員が平成23年５月６日をもって任期満了と

なるため、次の者を後任として選任したいので、地方自治法第196条第１項の規定によ

り、議会の同意を求めるものであります。 

  住所、河東郡上士幌町字上士幌141番地42 

  氏名、新田勝幸氏 

  生年月日、昭和19年２月８日であります。 

  以上、同意第１号監査委員の選任について、提案理由のご説明を申し上げました。 

  ご審議の上、ご同意くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（石川正裕議長） 提案説明が終わりましたが、本件は人事案件でありますので、

質疑及び討論については、議会運用例第105条の２の規定により、これを省略いたしま

す。 

  これより、直ちに、同意第１号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は原案に同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 
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  よって、同意第１号は原案に同意することに決定いたしました。 

────────────────────────────────────── 

◎議案第２８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（石川正裕議長） 日程第13、議案第28号平成22年度上士幌町老人保健特別会計補

正予算（第２号）を議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに、提案理由の説明を求めます。 

  副町長。 

○副町長（千葉与四郎君） ただいま上程されました議案第28号の老人保健特別会計補正

予算の内容についてご説明を申し上げます。 

  １ページをお開きください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に16万5,000円を追加し、総額を2,035万3,000

円とするものでございます。 

  追加補正の内容は、道費負担金返還金16万5,000円を計上してございます。 

  以上が補正予算の内容でございます。 

  第１条の第２項補正の款項区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表のとおりでございます。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  以上、老人保健特別会計の補正予算につきまして、ご提案を申し上げました。 

  よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（石川正裕議長） 提案理由の説明が終わりましたので、これより議案第28号につ

いて質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） これをもって、議案第28号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） 討論がありませんので、これより議案第28号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────── 
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◎閉会中の継続調査の申出について 

○議長（石川正裕議長） 日程第14、閉会中の継続調査の申出についてを議題といたしま

す。 

  各委員会の委員長から、会議規則第75条の規定により、お手元に配付の申出書のとお

り、閉会中の所管事務調査の申出がございます。 

  お諮りいたします。 

  各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査は、これを承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査は、これを承認することに

決定いたしました。 

────────────────────────────────────── 

◎閉会の宣告 

○議長（石川正裕議長） 以上をもって、本定例会の会議に付された案件の審議はすべて

終了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  平成23年第２回上士幌町議会定例会を閉会したいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（石川正裕議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  今定例会が３月８日から16日間の会期にわたり、本会議及び委員会の議事運営に特段

のご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

  以上をもって、平成23年第２回上士幌町議会定例会を閉会いたします。 

（午後 ２時３２分） 
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