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

◎開会の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　ただいまより、平成23 年第６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（杉山幸昭議長）　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す。

（午前１０時００分）

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

◎議会運営委員会の報告

○議長（杉山幸昭議長）　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、渡部信一議員。

○議会運営委員長（渡部信一議員）　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、９月２日午前10 時より委員会室において議会運営委員の出席を

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、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10 、報告第７号及び日程第11 、報告第８号の２件は、関連であ

りますので一括上程及び質疑といたします。

　　なお、日程第11 、報告第８号が終わりましたら、全員協議会を開催いたしますので、

ご承知置きを願います。

　　２点目は、日程第12 、同意第４号から日程第14 、同意第６号の３件は、関連があ

りますので一括上程を行い、議案ごとに採決を行います。

　　３点目は、日程第 16 、認定第１号から日程第 22 、認定第７号までの７件、平成

22 年度各会計歳入歳出決算の認定は、議長及び議会選出の監査委員を除く議員全員に

よる決算審査特別委員会を設置し、これに付託し審査を行いますので、ご承知願います。
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　　なお、決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出いたしますの

で、ご承知願います。

　　４点目は、日程第25 、議案第44 号から日程第28 、議案第47 号の各会計の補正

予算は、一括提案を受け、議案ごとに討論、採決を行います。

　　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。

○議長（杉山幸昭議長）　ただいまクールビズ期間中ですので、お暑いと思われる方は上

着を脱いでいただいて結構ですので、お願いいたします。

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

◎会議録署名議員の指名

○議長（杉山幸昭議長）　それでは、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８番山本和子議員、

９番山本裕吾議員を指名いたします。

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

◎会期の決定について

○議長（杉山幸昭議長）　日程第２、会期の決定について議題といたします。

　　お諮りいたします。

　　本定例会の会期は、本日から９月27 日までの22 日間といたしたいと思いますが、

これに異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、会期は本日から９月 27 日までの 22 日間と決定いたしました。

　　なお、会期中の会議予定表については、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。

　　日程にございませんが、ここで７月の農業委員会総会におきまして新たに農業委員会

が発足し、兼子氏が会長に就任されました。

　　ここで、ごあいさつの申し出がありますので、ごあいさつを許します。

　　兼子農業委員会会長、お願いします。

○兼子義雄農業委員会会長　このたび、統一選挙に伴い、７月20 日に総会があり、その

席で会長職を受けました兼子義雄と言います。何分初めての経験でございますので、皆

様のご支援とご鞭撻をいただきながら今後職務を遂行していきたいというふうに考えて

おります。今後ともひとつよろしくお願いいたします。
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　──────────────────────────────────────

◎諸般の報告

○議長（杉山幸昭議長）　日程第３、諸般の報告を行います。

　　お手元に、平成23 年６月１日から平成23 年８月 31 日までの議会の会議等につい

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。

　　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（杉山幸昭議長）　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。

　　総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　私のほうから、８月６日から７日及び14 日から16 日発生の集中

豪雨による被害状況についてご報告を申し上げます。

　　資料につきましては、別紙配付しております。

　　気象状況でございますが、８月６日は昼過ぎから十勝地方で大気の状態が不安定とな

り、午後１時33 分に十勝地方に大雨注意報が発令されました。集中豪雨は、町内の狭

い地域での集中豪雨となっており、地域的には萩ヶ岡、北門、東居辺地域を中心に短時

間の集中豪雨となっていた状況にあり、清水谷に設置されている雨量計では、午後２時

から午後３時の１時間雨量が約29 ミリとなっております。ただ、一部地域ではそれよ

りも多い集中豪雨と強風となっていた状況が想定されております。

　　８月７日は、午後１時２分に大雨警報が発令され、市街地を中心に集中豪雨となり、

上士幌市街地の雨量計では午後３時から午後４時の１時間雨量が36 ミリとなっており、

短時間の集中豪雨となっております。

　　また、８月14 日から16 日にかけても断続的に大雨が降り、上士幌市街地の雨量計

で 14 日から 16 日までの３日間の累計雨量が108ミリとなっております。

　　８月６日及び７日はごく短時間で発生した集中豪雨でございましたが、集中豪雨直後

－6－



から町職員と消防職員によって道路パトロール等の応急対策を実施したところでござい

ます。また、８月14 日から16 日につきましては、断続的な大雨でありましたが、随

時職員等により道路パトロール等を実施したところでございます。

　　なお、被害に対する復旧経費につきましては、一部既定予算で対応したものを除き、

補正予算として予算計上することとしておりますので、よろしくお願い申し上げます。

　　この集中豪雨による具体的な被害状況につきましては、別紙資料をご参照願います。

　　表紙の次の総括表をごらんください。農業被害については、８月６日から７日の集中

豪雨で発生しております。このうち、明渠排水路の被害は３排水路の３カ所で1,128万

9,000円となっており、復旧経費につきましては全額を補正予算として計上しておりま

す。詳細は、１ページから２ページをごらんください。被災箇所、被災状況、復旧内容

等につきましては、記載のとおりでございます。

　　次に、農作物の被害につきましては、一部に出水、強風及びひょうによる倒伏、損傷

等があり、被害面積は926ヘクタールとなっております。被害金額につきましては、現

時点での収穫量等への影響が把握できないということから、表示をしておりません。詳

細につきましては、３ページに記載のとおりでございます。

　　次に、林業被害は林道１路線で44 万1,000円となっており、復旧経費につきまして

は既定予算で対応しております。詳細は、４ページをごらんください。被災箇所、被災

状況、復旧内容等につきましては記載のとおりでございます。

　　次に、土木被害につきましては、８月６日から７日の被害として町道28 路線で被害

額442万6,000円、８月14 日から16 日の被害として31 路線で536万円、合わせま

して978万6,000円となっており、復旧経費につきましては補正予算として計上してお

ります。被害の詳細につきましては、５ページから13 ページをごらんください。被災

箇所、被災状況、復旧内容等につきましては記載のとおりでございます。

　　農作物以外を除く被害額合計といたしましては2,151万6,000円となっており、復旧

経費の予算措置につきましては、既定予算で対応いたしました一部を除き補正予算とし

て計上いたしております。

　　以上、８月６日から７日及び14 日から16 日の集中豪雨による被害状況についての

行政報告といたします。

　　なお、昨日、９月５日の豪雨によりまして一部被害等が発生しておりますので、その

状況について簡単にご報告いたします。

　　被害の詳細は現在調査中でございますが、特に糠平方面、ナイタイ、上音更方面の雨

量が多い状況となっております。糠平地区におきましては、９月５日の昨日の総雨量が
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188ミリとなっておりまして、このうち午後３時から午後10 時までの雨量が123.5ミ

リの降雨量となっております。このような状況の中で、大雪川が増水いたしましてはん

らんの危険があったということから、消防職員と消防団員及び町職員において土のうに

よるはんらん防止対策を行ったところでございます。

　　また、町道、水道施設、明渠排水路等の農業施設などのパトロールを実施し、応急対

策を実施しております。町道、明渠排水路等で一部被害の発生も見られておりますが、

今後、被害状況を詳細に調査して、復旧経費が必要になった場合には補正予算等で対応

したいと考えております。

　　本日も断続的に雨が降り続いているという状況にあります。既に、道路及び河川等の

パトロールを実施しておりますが、引き続き警戒に当たることとしております。

　　以上、報告とさせていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　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（杉山幸昭議長）　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。

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

◎意見書案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第５、意見書案第３号2012 年度国家予算編成における義

務教育無償、義務教育費国庫負担制度の堅持と負担率２分の１復元等教育予算の拡充を

求め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６番、佐々木守議員から提案理由の説

明を求めます。

　　６番、佐々木守議員。

○６番（佐々木　守議員）　ただいま上程されました意見書案第３号2012 年度国家予算

編成における義務教育無償、義務教育費国庫負担制度の堅持と負担率２分の１復元等教

育予算の拡充を求める意見書の提出について、そ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、議会運営委員会において審議をいただき、議会運営委員

全員の賛同をいただき提案をするものであります。今回の意見書は、平成22 年度９月

議会において議員各位の賛同をいただき提出いたしました意見書案とほぼ同一の意見書

であります。平成24 年度国家予算編成時期に当たり、本年も提出のお願いをするもの
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でございます。

　　教育の機会均等と義務教育無償の原則は、憲法26 条で定められており、すべての国

民に対して義務教育を保障することは国の重要な責任でもあります。このことから、全

国のどの地域においてもすべての子供たちに無償で一定水準の教育機会を保障するため、

義務教育国庫負担制度が設けられています。この制度は、義務教育の実施主体である地

方を国が支える制度であって、国が地方を縛る制度ではありません。既に30 人以下学

級などの学級定数規模を縮小する措置が都道府県単位で行われており、現行制度でも自

治体の裁量権は保障されています。

　　しかし、義務教育費国庫負担金の負担割合が２分の１から３分の１に縮小されたこと

や、地方交付税削減の影響、厳しい地方財政の状況などから、教育費や図書費、学校施

設などを含めた教育条件の地域間格差が広がりつつあります。

　　また、就学援助受給者の増大にあらわれているように、低所得者層の拡大・固定化が

進んでいます。自治体の財政力や保護者の家計の違いによって、子供たちが受ける教育

に格差があってはなりません。

　　子供たちは、生まれた場所、住む地域などにかかわらず等しく教育を受ける必要があ

ります。とりわけ、広大な地域、小規模校が点在し、離島など多くの僻地を有する北海

道では、全国水準との格差だけでなく、市町村間での格差が拡大することが危惧され、

政府の主張する国の関与の見直しが地方の教育水準の低下をもたらしかねません。その

ため、教育予算を国全体としてしっかり確保・充実させることが必要であります。

　　家計における格差や自治体財政格差が教育格差となってあらわれるようなことがあっ

てはなりません。教育の機会均等と水準維持向上、教育予算の拡充を求める声は、全道

の教育関係者や保護者、そして地域の願いであります。

　　よって、国の責務である義務教育国庫負担制度の堅持、教育予算の確保・拡充、30

人以下学級の早期実現の３項目について、国及び道に対して要望するものであります。

　　教育を取り巻く環境は、現在、多くの問題が生じておりますが、子供たちの豊かな未

来をつくる教育実現に向けて議員各位の満場のご賛同を賜り、この意見書案を可決いた

だき、関係者へ送付をいただきますようお願いを申し上げます。

　　以上をもって、意見書案第３号の提案理由の説明とさせていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　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（杉山幸昭議長）　これをもって、意見書案第３号に対する質疑を終結いたします。
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　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより意見書案第３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）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、意見書案第３号は原案のとおり可決されました。

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

◎意見書案第４号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第６、意見書案第４号所得税法第56 条及び関連条項の見

直しを求め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８番、山本和子議員から提案理由の説

明を求めます。

　　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　意見書案第４号所得税法第56 条及び関連条項の見直しを求め

る意見書についての提案を行います。

　　この意見書の案につきましては、私が提案者になりまして、議会運営委員会の方々や

議員の方々の賛同をいただきまして提案するものです。

　　意見書案につきましては皆さんのお手元にお配りしておりますが、その案について朗

読いたしまして、提案にかえたいと思います。

　　所得税法第 56 条及び関連条項の見直しを求める意見書（案）。

　　農家や中小業者は、農業や地域経済の担い手として、日本農業・経済の発展に貢献し

てきました。その農家や中小業者を支えている家族従業者の「働き分」（自家労賃）は

税法上、所得税法第56 条「配偶者とその家族が事業に従事したとき、対価の支払いは

必要経費に算入しない」（条文要旨）により、必要経費に認められておりません。

　　この所得税法第56 条は、家父長制度の廃止により、個人単位主義を原則としたこと

で、家族間で所得を分散し、不当に累進課税を逃れる行為が横行することを防止する趣

旨で制定された条項である。しかし、法が制定された昭和25 年当時と比べると、女性

の社会進出や家族観など社会通念も大きく変化した今日、伝統的な法解釈だけで判断を

下すことは困難になっています。

　　事業主の所得から控除される金額は、配偶者の場合は86 万円、家族の場合は50 万
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円で、家族従業者はこのわずかな控除しかなく、社会的にも経済的にも全く自立できな

いことから、ほかの職業を求め、後継者不足に拍車をかけています。税法上では、青色

申告にすれば賃金を経費にすることができますが、同じ労働に対して青色や白色など申

告の仕方で働き分を認めたり認めなかったりする制度自体が矛盾しています。

　　この問題は、１人の働く人間としてその労働を税制上認めるかどうかという人権問題

です。税法上も、民法、労働法や社会保障上でも、家族従業者の人権保障の基礎をつく

るためにも、自家労賃を必要経費と認めることが必要です。

　　よつて、国に対して、自家労賃を必要経費として認められるよう、時代に即した所得

税法第 56 条及び関連条項の見直しを要望いたします。

　　以上が意見書案の内容です。

　　若干説明いたしますと、これに先駆けまして、商店街の方々、商工会へもいろいろ事

情をお聞きいたしました。ほとんどの方が青色申告をしているそうです。ただ、中には

いろいろ事情もありまして白で申告している方もいると聞いています。ただ、税法上の

関係では、税金の関係でももちろん青で申告しますと税金はかなり安く抑えられたり、

あと、特別控除65 万円があったり、減価償却費などさまざま青の場合には利点がある

と聞いております。

　　以上、税金だけではなくいろいろな点につきまして、きちんと働き分も決まりますよ

うに意見書を提案するものでございます。

　　議員各位の賛同をいただきまして、関係機関に意見書を送付できますようよろしくお

願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　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（杉山幸昭議長）　これをもって、意見書案第４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（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより意見書案第４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）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、意見書案第４号は原案のとおり可決されました。
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　──────────────────────────────────────

◎意見書案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第７、意見書案第５号森林・林業・木材産業施策の積極的

な展開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６番、佐々木守議員から提案理由の説

明を求めます。

　　６番、佐々木守議員。

○６番（佐々木　守議員）　ただいま上程されました意見書案第５号森林・林業・木材産

業施策の積極的な展開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を申し

上げます。

　　この意見書につきましては、十勝地方森林・林業・林産業活性化推進議員連盟協議会

から、議長並びに本町の林活議連会長に要請があり、さきの議会運営委員会におきまし

て議会運営委員会委員のご賛同を得まして、林活議連会長であります私が提案者となっ

た次第であります。

　　地球温暖化問題が叫ばれている現在、森林には温室効果ガスの吸収源として大きな役

割が課せられています。しかし、森林・林業・林産業を取り巻く状況は、長引く経済の

低迷により経営基盤の脆弱な林業、木材産業に深刻な影響をもたらしています。

　　このような中にあって、森林活性化プランに基づき、森林施業の集約化や道路網の整

備、人材の育成などを積極的に進め、道産材の利用促進や、森林・林業の再生を図る必

要があります。

　　また、本年３月に発生いたしました東日本大震災や、かつてない進行速度が遅い大型

台風 12 号は未曽有の被害をもたらしており、日本列島の河川や森林に大きな被害を与

えています。この中にあって、森林の果たす役割は大きく、その復旧・復興を願うもの

であります。

　　具体的な１つ目とて、東日本大震災等により被災した森林や木材加工施設の早期復旧

と、復興木材の供給に向けた被災地域及び全国における森林・林業再生の加速化を図る

こと。

　　２つ目として、地球温暖化対策のため、税の用途に森林吸収源対策や木材利用促進を

位置づけ、森林整備促進等の安定的な財源措置の確保により森林経営対策を推進するこ

と。

　　３つ目として、間伐材の森林整備の推進、持続可能な森林経営の確立に向け、森林管

理・環境保全直接支払い制度による搬出間伐の推進、道路網整備、経営基盤の整備、担
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い手育成の強化、森林施業の集約化や機械化、森林整備経費の定額助成の導入により効

率的施業と所有者の負担軽減を推進すること。

　　４つ目として、低炭素社会の実現に向けた公共建築物や民間住宅、事務所などでの地

域材の利用促進を推進するとともに、新たなエネルギー政策の転換を検討するに当たり、

木質バイオマスエネルギー政策を最大限活用するなど、国産材の利用拡大を推進するこ

と。

　　５つ目として、森林整備の加速化や林業再生事業の拡充と延長により、川上・川下が

一体となった森林・林業の再生に向けた取り組みを推進すること。

　　最後に、国民共有の財産である国有林については、一般会計により公益的機能の一層

の発揮を図るとともに、森林・林業の政策の推進について、国による一体的な管理運営

体制の確立を求めるものであります。

　　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

だきますようにお願いを申し上げます。

　　以上をもって、意見書案第５号の提案理由の説明を終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　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（杉山幸昭議長）　これをもって、意見書案第５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（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより意見書案第５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）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、意見書案第５号は原案のとおり可決されました。

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

◎会議案第４号の上程、説明、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第８、会議案第４号議員の派遣についてを議題といたしま

す。

　　会議案の朗読を省略し、直ちに提案者である５番、渡部信一議員から提案理由の説明

を求めます。
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　　５番、渡部信一議員。

○５番（渡部信一議員）　ただいま提案されました会議案第４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うものであります。

　　この会議案については、さきの議会運営委員会におきまして、議会運営委員全員の賛

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。

　　会議案第４号は、例年、十勝町村議会議長会が主催する十勝町村議会議員研修会に議

員全員が参加すべくご提案を申し上げるものであります。

　　本年度の十勝町村議会議員研修会は、10 月 20 日に音更町において、講師には北海

道農業協同組合中央会会長の飛田稔章氏をお招きして、農業情勢を含め講演が実施され

る予定であります。

　　議員各位の満場のご賛同を得て、会議案をご可決いただき、議員全員が参加をし、研

修を深めていただきたいと思うものであります。

　　以上をもって、会議案第４号の提案説明といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　本件については、質疑及び討論を省略いたします。

　　これより直ちに採決を行います。

　　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（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、会議案第４号は原案のとおり可決されました。

　　なお、この際お諮りいたします。

　　ただいま議決した議決事項について、諸般の事情により変更する場合は議長に一任願

いたいと思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、諸般の事情により変更する場合は、議長に一任することで決定されました。

　　ここで暫時休憩といたします。

（午前１０時３４分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１０時３４分）

　──────────────────────────────────────
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◎一般質問

○議長（杉山幸昭議長）　日程第９、一般質問を行います。

　　一般質問は、９番、山本裕吾議員ほか２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。

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

◇　山　本　裕　吾　議員

○議長（杉山幸昭議長）　それでは、順次発言を許します。

　　９番、山本裕吾議員。

○９番（山本裕吾議員）　それでは、私のほうから産業振興についてお尋ねいたします。

　　今日、我が国の社会、経済状況は混沌とした状況のまま、いまだ明るい兆しを見出せ

ず、現在に至っていると考えます。本町においても、基幹産業の農業については作柄を

案じつつも収穫時期を迎えましたが、一方ではＴＰＰ交渉を主軸に国際貿易に関する不

確実な変化の予兆が報じられていることは周知のところであります。商工業については

はデフレ経済、公共事業の削減、需要と供給の不均衡、人口減等々、依然として厳しい

状況下と考え、さらに日々の暮らしの中で、教育、医療、福祉の各分野にわたる必要枠

の負担増大も生活基盤に相当数のその影響を及ぼしていると思います。

　　このような状況をかんがみ、今こそ可能な限り経済、社会、生活基盤にかかわる各分

野にわたっての地域経済に対するなお一層の行政施策が重要と考えるところであります。

　　そこで、次の点について伺います。

　　１、畑作振興における国の戸別所得制度と今後の国の動向を踏まえた振興策について。

　　２、畜産振興におけるＴＭＲ事業の進捗状況とナイタイ高原牧場の農協との協議の進

捗状況について。

　　３、林業経営者基盤整備での推進において、担い手雇用対策と林業振興及び地球環境

対策としての今後の町の方向性について。

　　４、東日本大震災における観光業への影響についての見解と、今後の町の支援のあり

方、道東自動車道の新規開通と冬季観光振興対策について。

　　以上、お尋ねいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　町長。

○竹中　貢町長　産業振興について、山本裕吾議員の質問にお答えいたします。

　　本町を取り巻く産業環境は、議員ご指摘のとおり、農業におきましてはＦＴＡ、ＥＰ

Ａ、ＴＰＰによる輸入自由化攻勢を初め、林業におきましては木材価格の低迷、観光業

におきましては経済の低迷による人口流動の大幅減少と厳しい状況が続いていると認識
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しております。

　　１点目のご質問ですが、農業者戸別所得補償制度は、今年度から食料自給率の向上を

図るとともに、農業と地域を再生させ、農山漁村に暮らす人々が将来に向けて明るい展

望を持って生きていける環境をつくり上げるための施策として、水田畑作経営所得安定

対策にかわって導入されたものです。この制度の特徴は、面積固定払いと数量払いから、

営農継続支払いと数量払いに変わり、反収を上げれば所得も上がることと言えます。こ

れには、まず第一に各農家の経営努力が基本となりますが、町といたしましても、これ

まで同様、反収増につながるための基盤整備を重点として取り組んでまいりたいと考え

ております。

　　また、今後の国の動向に関しましては、ここ数年、毎年のように制度が変わり非常に

不安定と言わざるを得ませんが、常に注視し、本町農業振興につながるよう、農協並び

に関係機関と連携し、その対策を講じてまいります。

　　２点目のＴＭＲセンターの事業の進捗についてであります。

　　この事業は、均一で良質な飼料の確保と乳量や乳質の向上、協働化による機械等にか

かる負担軽減、牧草収穫等の作業軽減など、次代の酪農経営のあり方として注目されて

おります。本町では、農協が経営主体として計画が進み、現在、19 戸の農家が参加し、

平成 25 年度から稼働する計画となっております。町としては、国の補助金を活用する

ことから、国との調整や申請行為、相談等に応じております。規模は、乳牛約3,000頭

分の飼料を想定し、耕地面積は牧草700ヘクタール、デントコーン300ヘクタール、合

計約1,000ヘクタールを要する内容になっております。

　　建設予定地は、萩ケ岡地区を予定しており、工期につきましては今年度から平成25

年度を予定し、今年度は実施設計、造成地土工、機械導入、平成24 年度は施設建設、

平成 25 年度春竣工で、総事業費約12 億円を予定しております。補助事業は、農山漁

村活性化プロジェクト交付金事業の採択がなされており、今年度は１億1,400万円の交

付が予定されております。

　　次に、ナイタイ高原牧場の農協との協議の進捗状況については、牧場の管理・運営を

指定管理者制度の導入を前提に協議を進めております。25 年度を目途に協議している

ところでありますが、実施に当たっては農協としては酪農振興と農協経営の観点から、

町としては預託者へのサービスが向上し、農業振興に寄与することやコスト削減などが

協議の中心課題と受けとめています。

　　なお、詳細については協議中であることから、差し控えさせていただきますことをご

理解願います。
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　　３点目の林業経営者基盤整備の推進におけるご質問ですが、担い手雇用対策としまし

ては、これまで就労日数に応じて補助金を支給する森林作業員就業条件整備事業や林業

労働者退職金加入促進事業への補助、さらには従業員の福利厚生や労働安全衛生、資格

や技能の取得へ補助する林産業担い手対策事業に取り組んできております。

　　林業振興では、各種町有林事業の発注はもとより、私有林の適時適切な森林施業の喚

起を促すことを目的に民有林造林促進事業を実施し、このことは当然事業量の増加につ

ながっております。また、林業・木材産業経営合理化推進事業を活用することにより、

自走式チッパーでは林地残材の活用が可能になり、フォーワーダーではこれまでの集材

効率が大幅に向上し、これら高性能林業機械の導入により作業効率が大きく向上してき

ている報告を受けています。今後につきましても、事業効果を見きわめながら、関係機

関、団体と協議を行い、適切な施策を講じる考えでおります。

　　地球環境対策としましては、森林は水をつくるという水源涵養機能、道路や畑などの

環境保全の土砂流出防止機能、地球温暖化防止に貢献する炭素固定機能を有し、これら

は適時適切な森林施業を行うことから生ずるものであり、このことから森林の有する公

益的機能が維持、増進されると思っております。今後も、適時適切な森林施業を推進し

ていく考えでおります。

　　さらなる取り組みとしましては、町有林における二酸化炭素吸収量をクレジット化す

るＪ－ＶＥＲオフセット・クレジットの取り組みを現在進めており、クレジットの販売

収入については、拡大造林や林業振興に活用する考えでおります。

　　４点目の東日本大震災による観光業への影響についての見解と今後の町の支援のあり

方、道東自動車道の新規開通と冬季観光振興対策についてのご質問にお答えいたします。

　　３月11 日に発生した東日本大震災は、東北地方を中心にこれまでの予測をはるかに

上回る大災害となりました。犠牲となられた方々のご冥福を重ねてお祈りいたしますと

ともに、一日も早い復興と原発事故の終息を祈念するところであります。この大震災に

より、国内の観光業は大変大きな打撃を受けました。ホテル・旅館では予約のキャンセ

ルが相次ぎ、レジャー施設や景勝地からも人影が消える状況が続きました。

　　本町におきましても、震災を境としてスキー場への来場客が激減するとともに、各ホ

テル、旅館においても４月下旬まで予約のキャンセルが相次ぎ、今もなお、その影響は

大きく響いております。特に、外国からの来訪客が激減したことにより、周辺大型観光

地はもちろんのこと、本町においてはナイタイ高原牧場の入り込みに大きく影響が出て

おります。

　　本町におきましては、とかち帯広空港と羽田を結ぶ路線がことし３月にダブルトラッ
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キング化となり、さらに秋には道央圏と十勝を結ぶ道東自動車道が全線開通となること

から、ことし、上士幌町の魅力を広く情報発信、ＰＲを行うために町、観光協会、旅館

組合、農協、商工会、森林組合の６団体により実行委員会を組織し、上士幌町・ぬかび

ら源泉郷魅力発信事業を行っております。現在、地域特性を生かしたイベントや徹底し

た情報発信など各種取り組みを展開し、上士幌町を好きになっていただく、あるいは応

援団になっていただけるよう、来訪者、観光客の拡大に努めているところであります。

　　また、冬季観光振興対策としましては、スキー場への集客を柱として、飲食や宿泊客

の拡大によりぬかびら源泉郷総体の観光振興を図るため、冬季観光客誘致促進協議会に

対し、従来の情報発信、ＰＲ経費に加え、早期のスキー場オープンに向け降雪機の導入

のための支援をしております。

　　このほか、ぬかびら源泉郷の環境整備として、糠平中央園地の改修に着手しておりま

す。夏休み期間には「むしむしウイーク」を開催し、紅葉期には「紅葉月間や紅葉まつ

り」など、ソフト面でも意欲的な取り組みを計画しております。

　　なお、長年の懸案でありました環境省事業ビジターセンター建設が実施に向けて動き

出したことから、この施設の建設を契機に、ぬかびら源泉郷の魅力がさらに増すように、

地域の環境やイベント等、もてなしの充実を図る施策を講じてまいりますので、ご理解

とご協力を賜りたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　山本裕吾議員。

○９番（山本裕吾議員）　それでは、再質問をさせていただきます。

　　折しも、ことしは本町開基80 周年の節目の年でございまして、今日までこの上士幌

がこのように続いてきたのも、先人、先輩諸氏のたゆまぬ血のにじむ努力の末に今日が

あるんではないかと、こんなふうに私は常日ごろ感じるわけでございます。

　　本町のこの開拓期、あるいは戦前戦後にわたっては、私も、私の家は実は80 年以上

前から上士幌に住んで今日来ているわけですけれども、やはり富山だとか岐阜だとか東

北あるいは九州、四国、あらゆる方面から、ひいては遠く台湾からでも直接本町に入植

されたということもお聞きしているわけでございます。そういった中で、本町に皆先人

の方々がつかれたということも、当時の80 年以上前の士幌村の出先機関があったから

ここに来たんではなくて、農業にしろ林業にしろ、また、その他の産業にしろ、ここで

生活の糧が得られるという判断のもとに、私たちの先人、先輩諸氏はおいでになったん

でないかと、こんなふうに思っております。

　　そういった中で、この上士幌の重要な農業、林業、観光の大切な素材といいますか、

資源を後世につないでいくのも私たちが今与えられた責務でないかと、こんなふうに思
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っておりまして、まずは農産業の件についてお伺いをしておきたいと思いますが、過去

現在、今日まで国の政策あるいは都道府県、町の政策において、農業も機械化され、各

自の農業構造改善事業、あるいは昨今ではスーパーＬ資金等々、家畜排せつ物処理法の

件も含めて、さまざまな国の政策手だてがなって、そして、たゆまぬ先人からのつなぎ

方と、そして今日の農業者のご努力によって、十勝のメインである産業が堅持されてき

たということでございまして、先ほど私も質問させていただいた、そして町長のご答弁

の中でも、ＦＴＡ、ＥＰＡ､さらにまた環太平洋ＴＰＰ関係が国際的に非常に我々のす

ぐそばまでこの影響が及んできているわけでございます。

　　そういった中で、従前の畑作作物の政策、あるいは畜産業といったようなことが、和

牛の件ですとか野菜づくりだとか、いろいろな形で挑戦されてきているというふうに私

は感じているわけでございまして、そういった中で、やはり今後の機械化だとか営農に

対する行政的な施策は当然継続されていかなきゃならない部分は多分にあるかと思いま

すけれども、やはりこういう時代背景、農業環境に対しての国際的な圧力といいますか、

こういうことに対してやはり自治体あるいは北十勝だとか、十勝全体の中、協調した自

治体間の中での、あるいは十勝全地方的に取り組みが必要でないかと私は思っているわ

けでございます。

　　そういうことで、今後、この耕畜連携も含めて、例えば畑作やさんが飼料作物をつく

るとか、あるいは家畜のふん尿対策、これを水分を除去したような、もっと完熟したも

のを提供できるような施設を共同でつくるとか、本当に地域内での連携というものを図

って、前にも申し上げましたけれども、リン、カリ、窒素はほとんど輸入ですし、多大

な費用をかけて肥料を用いてつくっているのが現状のことだと思います。

　　ことしはたまたま東日本大震災がありまして、野菜のほうが特に出るんではないかと、

そういうことでついこの間も農家の方にお聞きしましたけれども、キャベツをつくりま

した、その中で価格がちょっと低迷しておりまして、箱代もかかる、別に何の要因があ

るのかというと、やはり経済が低迷して野菜が出ないんだというんですね。そういった

ことで、いろいろ町内の農家の方もご苦労されているような状況でございますので、こ

の件に含めて、やはり現在町で直営でされているナイタイ高原牧場のあり方も含めた中

で、全町的に行政改革という名のもとにも、ナイタイ高原牧場のあり方、民営化のこと

は町長が先般の町長選のときに表明されている件でもございますので、この点のところ

を含めて、ひとつ斬新的な今後の今の状況を踏まえた農業施策のことをお願いしたいな

と、こんなふうに思っているわけでございますけれども、農産業についての部分をご答

弁賜りたいと思います。
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○議長（杉山幸昭議長）　町長。

○竹中　貢町長　今のご質問については、本町は農業を基幹産業とした町であるという前

提のもとで、農業を取り巻く環境については、国家間のさまざまな戦略もあって非常に

混沌としていると。特に、今日的にはＴＰＰのこと、完全自由化、物だけではなく人も、

あるいは企業も全部含めて、そういったことに対する懸念と、いずれにしてもグローバ

ルの社会での国際間の何らかの連携ということは必要だという前提の中で、本町のある

べき農業の姿はどうなっていくのかというようなご質問だと、そんなふうに受けとめさ

せていただいております。

　　そういった意味では、これまでも上士幌町の農業を厳しい中でありますけれども、そ

れぞれの努力によって生産額を上げて、昨年度も非常に厳しい状況だったわけでありま

すけれども、これは共済等も含めてでありますけれども、史上最高の農協の取り扱いに

なったということでありますから、農業の町として頑張っていますし、これからも頑張

っていかなきゃならんということであります。

　　そういった中で、特に今ご指摘のありました耕畜連携ですね、お互いに畑作の関係と

それから酪農の関係で、特に堆肥の関係では、酪農家としてはうちの町は相当ふん尿の

処理が需給バランスとしては多いということでありますけれども、まだまだ資源として

使い切っていないわけでありますけれども、非常にそれは可能性のあるさまざまな分野

での可能性があると、お荷物からそれから資源として生かされるそのことも必要だろう

というふうに思っております。

　　特に、この電力事情のかかわりの中で、これまではバイオガス、バイオエネルギーの

関係については、ふん尿を使ったバイオエネルギーの関係でもさまざまな努力をしてき

ているわけでありますけれども、これまでの制度では、それでは十分農家の人方がその

施設を導入するには不十分であったという現実がございます。ただ、こういった電力事

情、再生エネルギーの問題なんかが出てきている中では、改めてバイオガスエネルギー

のその必要性が出てきていますし、それから、再生エネルギーの買い取り法案も通った

ということでありますから、具対的な中身についてはまだでありますけれども、そうい

ったことを考えますと、この耕畜連携ということと同時に、酪農の中における新たな堆

肥の、あるいはふん尿処理のあり方について政策的に検討していく必要が出てくるとい

うふうに思っております。

　　特に、16 年に法改正がされて必至の義務になったわけでありますけれども、それか

ら数年たって、今牛舎のほうも非常に劣化が進んできているという、そういう背景もご

ざいますので、共同化をするというようなことも含めて、それらの資源の活用等を図っ
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ていく、そういう政策展開が必要になってくるのかなと、そんなふうに思っております。

　　いずれにしましても、このＴＰＰの関係でも、基本的にといいますか、本来自給率が

40 ％しかないということでありますけれども、逆に言うと、今でも60 ％を輸入して

いるということなわけであります。このＴＰＰを特に求めてきているのがオーストラリ

ア、そしてまたアメリカでありますけれども、これはもう大規模経営の、そしてコスト

が極めて低いところの国からの強い要請があるということであります。単純にこのＴＰ

Ｐにすべて例外なき関税撤廃ということになりますと、日本の農業は壊滅した状況に置

かされる危険性が極めて高いということであります。そういったことを考えると、慎重

にしなければなりませんし、しかし一方では、足腰の強い地元の農業をどうつくってい

くかということが、これからも引き続きの課題になってくるというふうに認識しており

ます。行政、そしてまた農業者を束ねていますＪＡ、そして個々の農家それぞれが協力

しながら、この町の新たな農業の可能性を求めて、さらなる努力なり、あるいは将来に

向けて取り組んでいく必要があるというふうに認識をしています。

　　特に、戸別所得補償の関係では、これまでもいろいろと問題点も指摘されていました

けれども、その中では、頑張った分、それが経営に報われるというような精神に変わっ

たということであります。まだ終わっておりませんけれども、制度が変わってこれが本

町農業にとって非常にプラスになるといいなというふうに思っております。昨今の雨が

非常に気になっているところでありますけれども、特にその出来秋を願いたいなと、そ

んなふうに思っております。

○議長（杉山幸昭議長）　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

てお知らせします。

（午前１１時０１分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１１時１４分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　山本裕吾議員。

○９番（山本裕吾議員）　ぜひとも、この農産業全体についてはナイタイ高原牧場を早急

に民営化、ＥＴセンターとか、あるいは農協の関係、あるいは従業員の方々の待遇等の

いろいろな多方面での問題も山積しているところではございますけれども、域内連携と

いうことで農業対策、施策についてはぜひとも力強く行政改革を含めた行政施策をお願

いしたいと思います。
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　　２年前に足寄町あるいは鹿追町に前の議会で訪問した折、足寄町の当時の議長さんも、

足寄町の牧場は平成18 年から民営化されているわけですけれども、牧場が赤字になっ

ては申しわけないと、こうはっきり言い切っているところもございますので、ぜひとも

行政側はことしは２月、浦幌ですとか、民営化に向けて行政内で調査にも行っておられ

ることも聞いております。どうぞひとつ、今後の外的なものに負けない農業施策をお願

いしたいなと、こんなふうに思っております。

　　次に、林産業のことについてお伺いします。ことしは、国際森林年ということで帯広

で植樹祭も開催されたわけでございますけれども、環境と林業、北海道のほうでは森林

環境税のこともさまざま論議の中でいまだ進んでいない状況でありますけれども、先ほ

ど意見書にも出ておりました。私も本議会の林活議連の副会長もさせていただいており

ますので、先般も総会に常会にも出席させてもらいましたので、細かい森林のことにつ

いては今後また行政の推移、私も折を見て提案させていただきながら進めたいと思いま

すが、ただ一つお願いしたいなというふうに思っておりますのは、やはり耕畜連携の話

も先ほどもさせていただきましたけれども、一方では林畜連携と申しますか、林業内の

林地残材というものが非常に今処分のあり方について、かつては焼却したり、いろいろ

な埋設したりということもありましたけれども、町長にも先般、下川町にご同行いただ

きまして、林業関係についての視察もさせていただいたところでございますけれども、

この林地残材、せめても町有林で出ている林地残材をナイタイ高原牧場の敷わら等に活

用できないのかどうなのか。この辺は、高性能機械も開発されてきておりますので、ま

ずは隗から始めよではないですけれども、まずはひとつこの町有林で出てきた林地残材、

ナイタイ高原牧場に活用できないかどうか、この辺林業関係について一たんはお尋ねし

ておきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　町長。

○竹中　貢町長　最初にナイタイ高原牧場ですけれども、ナイタイ高原牧場はなかなか厳

しい経営が続いておりましたけれども、基盤整備等々含めて非常に改善されてきており

ますし、なお、将来に向けては酪農畜産の非常に大きな受け皿になるということだけで

はなくて、新たな農業振興の大きな役割を果たす、そういった可能性を持った施設であ

るというふうに思っております。そういった前提で、もっともっと生かされる、活用さ

れる、あれが生きるためのあり方がどうあったらいいのかと、こういう視点で今協議を

させていただいているということでございます。

　　それから、今、林地残材、森林の残材については、基本的にはこれまで焼却を容認し

てきたわけでありますけれども、環境問題あるいは資源リサイクルということも含めて
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活用していこうという方針に今変えてきております。民間のほうも、そういった機械の

導入もして、非常にいろいろなチップ材だとかをつくれるようになってきましたから、

その資源をどう活用するかについては、敷わらの使い方も一つあるだろうと思いますし、

あるいは、燃料等のエネルギーとして使うことも可能ではないのかなと、こんなふうに

思って、これからの森林林業の再生プランに基づいて、この後、自給率50 ％を目指す

ということになれば、そういったあるすべてが使われるものと、あるいは使っていかな

ければならないというふうに考えております。

　　このプランの中でも、あるいは法令化されました低層住宅における公共施設の木造の

利活用だとか、いろいろなことを含めて、林業振興はこれから重要な課題になっていく

んだろうというふうに思っています。重ねてでありますけれども、そういった残材につ

いてはいろいろな可能性をも含めて活用に向けて検討させていただきたいなと、そう思

います。

○議長（杉山幸昭議長）　山本裕吾議員。

○９番（山本裕吾議員）　ご検討していただくということで、ぜひともこの環境問題、そ

して、ただいま町長おっしゃられたようにエネルギーの多面的な活用、電力供給のこと

もこれからどんなふうに我が国がなっていくかわかりませんので、ぜひとも地域の利、

資源を生かしたものを活用していただいて、まずは行政ででき得ることは行政で見本的

にお示しいただきまして、今後の林業推進にお願いしたいなと、こんなふうに思ってお

ります。

　　次に、観光産業についてお尋ねをします。

　　１回目の質問にもさせていただいたように、東日本大震災の関係で本町に限らず全国

的に観光業は非常にもうかつてない未曾有の状況になっているというふうに、これはも

う皆様、マスコミ等、マスメディア等周知のとおりのところかと思います。本町は、ぬ

かびら源泉郷、大きな観光施設を抱えてございまして、ことしもまたやがて冬がまいり

ましてスキー場が開き、開業して、冬の観光産業の花形になっていくんじゃないかと思

いますけれども、行政側のほうにおかれましては、１回目のご答弁のように降雪機の導

入の補助ですとか、あるいはスキーセンターの補修なんかも含めて、スキー場の環境改

善にご尽力されていると思いますが、聞くところによると、前スキー場の経営されてい

る旧コクドさんから引き継がれて、かなり老朽化しているということも私も耳にしてご

ざいます。

　　以前にも申し上げたように、かつては本町も町営のリフトを設置して、冬の観光産業、

国設糠平スキー場の時代ですけれども、支援をしていたという経緯もございますので、
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最大限のスキー場に対する支援をしないと、ぬかびら源泉郷から、夏冬通してこのスキ

ー場が危機的な状況になりますとどういうことになるかということは、本当にどなた様

がお考えになっても明らかな状況になってくるんではないかと思いますので、ぜひとも

この辺は強くお願いを申し上げておきたいなと思います。

　　それと、ビジターセンターが環境省の建物と、そしてまた本町の施設の建設によって

やっと現実味が出てきまして建設の運びとなったわけであります。私も商工会青年部長

のときよりもう10 数年以上前からワークショップも含めてこの件については携わせて

いただいた過去の経緯もございまして、非常に関心を持っているところでございます。

　　この環境省のビジターセンター、建物が建つのが非常にひがし大雪博物館の今後の経

営のあり方も含めて、いい形になってきたなとは思っておりますけれども、やはり糠平

全体を見れば、道路の整備ですとか、一番核になっているのは旧大雪グランドホテルの

施設の、かなり中が朽ちてきていまして、昨今では中に人が入って何やら火が出たとか、

いろいろな話も聞こえてまいります。そういった中で、ぬかびら源泉郷は国有林の中に

ございますので、この辺も再度、この関係省庁ですね、環境省やら経産省、林野庁とも

ども、観光庁もそうでしょうけれども、各方面に十分な連絡体系をとっていただきなが

ら、問題になっているこの施設の撤去、さらにまた、このビジターセンターが開設する

に当たって、幅広く多くの方においでいただける観光拠点としてのぬかびら源泉郷をつ

くるためにも、この辺のご努力をいま一度最大限、行政としてのできる範囲内でお願い

を申し上げたいと思いますけれども、この件についてはいかがでしょうか、お尋ねをい

たします。

○議長（杉山幸昭議長）　町長。

○竹中　貢町長　まず、スキー場の件でありますけれども、糠平は冬季観光のレジャー施

設として非常に多くの集客をこれまでも呼んできたところでありますけれども、残念な

がらスキー人口の減少が最も大きな要因だと思いますけれども、集客が減ってきている

ということであります。これは、ここに限らず、もう相当のところが撤退したという事

実がありますけれども、しかし現実問題として糠平の冬季観光としてはスキー場がその

中核になっているということは承知のとおりであります。

　　あの経営については個人がやっているということでありますけれども、それに関連し

て多くの旅館の方々がその恩恵を受けているということでありますから、糠平、民間で

行っている業者に対する支援のあり方と、それから糠平地域にとってスキーが冬の集客

に大きな役割を果たしているという意味での公益的な観点からの行政的な支援、その辺

の支援のあり方もしっかり公益性をもって行政として支援すべきことは支援をしていく
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必要があるだろうというふうに思っております。そういう意味では、スキー客のフリー

のお客さんの誘致もありますけれども、糠平としては今安定的に集客が呼べる冬季の合

宿を一日も早く行いたいということから、スキー場の環境の整備を図りたいという要望

が出て、今回そのような整備をさせていただきました。これは、経営者に限らず、糠平

の組合関係者から要望されたもので、ぜひこの成果が出て、１週間でも10 日でも早く

開業できると、非常にそれは経済効果にプラスになるだろうなと、そんなふうに思って

おります。

　　と同時に、この冬に頼ることなくて、オールシーズンでどんなふうにしてお客さんを

呼ぶかという仕掛けもこれから必要になってくるというふうに思いますが、そういった

意味ではビジターセンターが本当に議員おっしゃるとおり、20 年、 30 年の長い曲折

を経てようやく日の目を見ることができたということであります。順調にいくと、今年

度実施設計を終えて来年着工に入るということになりますと、それが一つ大きな拠点と

して、ハードだけではなくて糠平地域の魅力をつくる、発信をするソフトも同様に開発

されていく必要があるだろうというふうに思います。

　　それから、あそこが温泉街のほうとそれからビジターセンターとを結ぶ動線の環境整

備と、それから廃屋もホテルを中心にしてほかにもございます。そういう意味では、地

域再生というその大きな仕事がこれからまた出てくるのかなと、あるいはそうしていか

なければならないだろうと、そんなふうに思っております。いずれにしても、ビジター

センターが長年本当に閉塞感があった糠平開発にとって今回大きな起爆剤になることだ

けは間違いないだろうと、そんなふうに思っております。

　　これに伴って、町独自の施設もつくらなければなりません。博物館にかわるものとし

て関連施設を併設するということがありますけれども、これらについては施設の整備と

して予算の伴ってくることでございますし、議員の皆さん方のこれからご意見も賜りな

がら、糠平振興に核になる、そういった施設の建設に向けて努力をしてまいりたいと、

そのように考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　山本裕吾議員。

○９番（山本裕吾議員）　まもなく９月にも入りまして、ことしも９、

10 、 11 、 12 、４カ月弱となります。商工業のほうもかつてないような状況に感じ

ております。私もその商工業者の一人ですけれども。経済の状況をどこに訴えたらいい

のか、そして、どんなような暮らしをこれからしていったらいいのか、非常に冒頭に書

きましたように、お話ししてきたように混沌とした状況であります。農業が力強く進め

られ、そしてかつての主体的な産業であった林業、そして、これからも継続していかな
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きゃならない観光産業、そういった中で、この各商工業というものは、先般も元本間議

員のコメントで出ていたように、金銭的な高い安いだけの問題でない、長年のやはり地

域内での心の通い合い、そして人のつながり、いろいろなことがあっての過去から現在、

そして未来につながっていく上士幌でなきゃならないと私も強く感じているところでご

ざいます。

　　そういった意味で、やはり仕事を得て、一生懸命汗水流して、そして納税をさせても

らって、その納税したものがまた地域に振興に還元されていくんだと、こういうことは

かつての静岡県の掛川榛村市長も強く言っておられました。やはり、元出雲市長の今、

議員をなさっている方もおっしゃっていましたけれども、行政は地域住民に対するサー

ビス業なんだと、こういったものも以前にもお話しさせていただきましたけれども、ぜ

ひとも暮らし、そして産業の振興に当たって今後も絶大なる行政のでき得る範囲内での

最大限の振興策を強く求めることをここでご表明させていただきまして、本日の私の質

問を終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、９番、山本裕吾議員の一般質問を終わります。

　　暫時休憩いたします。

（午前１１時３２分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１１時３２分）

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

◇　伊　東　久　子　議員

○議長（杉山幸昭議長）　次に、１番、伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　私は、健康診査の充実と医療費軽減について質問をいたします。

　　上士幌町の健康診査は、保健福祉課の努力により年々増加の傾向にありますが、昨年

度は約40 ％をようやく超えたところです。健康診査のあり方については、担当課、広

報紙、推進委員等により町民周知を行っていると思います。この努力の一方では、医療

費が増加の傾向にあります。21 年度療養諸費は道内順位、一般（３～２）ベースで１

人当たり27 万6,772円になります。全道123町村中、これは広域連合があるために、

上士幌町は99 番目です。現状では、医療費は上位ではありませんが、まだまだ保健指

導に努力をすることで医療費は軽減できると思います。

　　そこで、１、生活習慣病の早期発見をどのように取り組んでいるのか。

　　２、上士幌町の疾病分類と分析をどのように取り組んでいるのか。
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　　３、国民皆保険から約50 年、年々増加する医療費と国民健康保険税の今後の取り組

みについて。

　　４、国民健康保険の広域連合は考えられないのか、以上４点についてお聞きをいたし

ます。

○議長（杉山幸昭議長）　町長。

○竹中　貢町長　健康診査の充実と医療費の軽減について、伊東議員のご質問にお答えい

たします。

　　１点目の生活習慣病の早期発見の取り組みについてでありますが、平成20 年度から

上士幌町国民健康保険特定健康診査等実施計画に基づき、国保加入者の健康診査を実施

しております。平成 21 年度の特定健康診査受診率は 41.7 ％で、全道市町村の中で

35 位、十勝管内で２位の結果となったところであります。平成22 年度の全国集計結

果はこれからですが、本町における現時点での見込み値は約44 ％と、前年対比で若干

でありますがプラスとなっております。

　　これまでの広報や個別通知に加え、未受診者への電話勧奨を約380件、戸別訪問によ

る受診勧奨を約200件実施してまいりました。また、早期受診と継続受診を目的とした

40 歳健康づくりスタート事業により、40 歳となる町民46 名を対象に脳ドックの無

料検診を実施してきたところであります。受診者は28 名、 60.9 ％で、検診結果で異

常なしが４名と、壮年期の生活習慣病予防の取り組みが重要との結果も出ております。

今後とも、保健師による家庭訪問や個別通知、広報紙等による勧奨を繰り返し行い、受

診率向上に努めてまいりたいと考えております。

　　２点目の疾病分類と分析の取り組みですが、毎年国保連合会から提供されたデータ及

び国民健康保険レセプトの分析を行っているところであります。分析結果を見ますと、

生活習慣病が医療費の多くを占めることがわかり、さらに原因疾患を分析した結果、高

血圧症、糖尿病等に伴う動脈硬化の進行による心筋梗塞、脳卒中等が医療費高騰の要因

となっております。

　　また、今年度より国保連合会の電算システムが改修され、各町村でレセプトのデータ

を容易に分析できることになったことから、これらを活用し、健康増進と医療費の削減

に向け、より効果的な取り組みを推進してまいりたいと考えております。

　　３点目の年々増加する医療費と国民健康保険税の今後についてでありますが、医療費

は急速な高齢化、医療技術の進歩等により全国的に年々増加傾向にあります。医療費が

ふえれば、加入者がお互いに支え合うという仕組みからすると、保険税の負担もふえる

状況になります。現在、本町の国民健康保険会計は厳しい財政運営となっておりますが、
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加入者の健康保持のため特定健康診査及び特定保健指導やレセプト点検の充実、さらに

後発医薬品の使用促進等の医療費適正化対策を推進し、できるだけ加入者の負担がふえ

ないよう努力してまいりたいと考えております。

　　４点目の国民健康保険の広域連合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針を定め、新たな広域連合の設立に対し、関係市町村

の調整を行い支援することとなっております。広域化することにより、事業の共同化に

伴う人件費や事務経費の縮減が図られるとともに、保険者としての財政規模の拡大に伴

い、急激な医療費の増嵩への対応も容易になるメリットがあります。

　　しかしながら、国の高齢者医療制度改革会議の最終とりまとめにおいて、保険財政の

安定化、市町村間の保険料の負担の公平化等の観点から、市町村による広域連合ではな

く、都道府県が担うことが適当であるとの意見が大勢であるとされております。また、

全国町村会では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

うこととして国に要望しているところであります。これらを踏まえ、国においては24

年の通常国会に医療保険制度改革関係の法案を提出する動きもあることから、仮に市町

村が広域連合を設立したとしても、短期間で役目を終える可能性もあります。今後とも、

国の動向等を注視しながら対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願い

いたしまして、答弁とさせていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　伊東議員。

○１番（伊東久子議員）　それでは、再質問いたします。

　　第１点目の生活習慣病の早期発見については、健診の受診率について担当課の努力に

より数字的には増加してきています。この努力には、私も評価をいたしたいと思います。

問題は、みずから健診を受けようとする人については、生活習慣病の早期発見というの

は早く見つけることができるんですけれども、受診を、健診を受けない、ドックを受け

ない人が問題だと思うんです。それは健診の案内、確かに担当課から送付はされてきま

す。でも、保健師が訪問をして、受診の大切さというか、それと病気の恐ろしさ、ある

いは保健師がその方の日常の生活を知ることで受診率アップにつながるんではないでし

ょうか。

　　町民の中からは、最近、保健師さんの訪問ないよねってよく聞きます。平成12 年度

の介護保険導入前は、よく来て血圧をはかってくれたと、そういう声もあります。訪問

指導は、専門の保健師にしかできません。今まで以上の町民の健康に努力をしていただ

きたいと、保健師の訪問を待っている人もいることをまず知っていただきたいと思いま

す。
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　　それと、第２点目の疾病分類については、１年に一度国保連合会から出されたデータ

を参考にしているんだと思います。そうではなくて、診療明細書、レセプトなんですけ

れども、それを保健師さんが目を通すことで町民の健康を把握することができるんだと

思います。私はいつも疑問に思っていたんですけれども、保健師さんがレセプトに対し

て目を通していないんではないかと、そんな気がいたします。

　　上士幌町の主要死因の第１は悪性新生物、これはがんなんですけれども、第２は心疾

患、これは急性心筋梗塞も入ります。３位は肺炎、これは多分ほかの疾病があって、最

終的には肺炎で亡くなられたのかなと思います。また、４位は脳血管疾患になっており、

生活習慣病で亡くなることが多いと、これはデータからもわかります。私も２年前、大

事な友人を子宮がんで亡くしました。当然、健診は受けているものと思っていましたが、

後で聞くと一度も受けていなかったと。これこそ、早期発見で死ぬことはなかったんで

ないかと残念でなりません。健診の大切さ、それを伝えられなかった私も随分悩みまし

た。

　　保健師の役割は、上士幌町の健康と医療費削減に努力することが大切だと思いますが、

町長の考え方をお聞きいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　町長。

○竹中　貢町長　おっしゃるとおり、保健師が町民の健康を守っていくという役割、極め

て大きいというふうに思っております。そしてまた、保健師に対する町民の信頼も高い

ということでありますから、いよいよ保健師がしっかり仕事をすることがいわゆる予防

にもつながっていくし、受診率の向上にもつながっていくというふうに思っております。

　　今、ドックを受けていない人が、余り保健師の顔を見ていないというお話を受けまし

た。一方では、もうとにかく怒られるくらい、訪問だけではなくて電話だけなのかどう

かその辺はわかりませんけれども、相当受診率の向上に向けて精いっぱい保健師は頑張

っているというお話を聞いております。特に今回地域再生、地域おこし協力隊員で来た

保健師なんかについても、町民と中に入って、時には怒られて帰ってくるくらいという

ふうなことも伺っております。それは、まだまだ健診に対する意識が共通になっていな

いということだろうというふうに思っております。

　　国の目標としている数値が去年が40 ％で、それを超えたわけでありますけれども、

この 40 ％を超えただけでも管内的には、更別村に次いで２番目であるということであ

ります。ほかでは、この特定健診を無料にしているところがありますけれども、それだ

けでないということも明らかになっておりますから、やっぱりいかに日常的に保健師と

住民の接点、啓蒙啓発活動が大事だかということだろうと思います。ただ、なかなか僕
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の周りにもいますけれども、ドックにはどうしても行きたくないと、こういう、これを

頑固と言ったらいいのかどうかわかりませんけれども、逆に病気がわかったら、またつ

らい思いをするというようなこと、でも結果的にはもっともっと重篤になって、自分だ

けでなくて家族を含めてつらい思いをしなきゃならんということですから、これは医療

費の削減のことだとか、あるいは元気に生きがいを持って長く生きるというためにも、

この予防というのは極めて大事な仕事だと、そんなふうに思っております。

　　ですから、例えば 40 歳のスタート事業ですけれども、これは普通、通常であれば

40 歳の人方はほとんど行っていないだろうと思いますけれども、脳ドックという財政

的な支援もかなりありますから、それと保健師さんの執拗な説得といいますか、そんな

ようなことで60 ％というのは極めて高い数字だなと、そう思っております。これが次

年度以降も、全部とは言いませんけれども、継続してドックにかかる、あるいは保健指

導、１回目の答弁にありましたようにわずか４人だけが何でもなかったということで、

あと何らかの予備軍になっているということでありますから、そういった接点を持って

保健師と、それから個々の住民の関係のきずなをもっともっとふやして、若いときから

受診をするような、そのようなきっかけになっていければなというふうに思っておりま

す。

　　今のところ、保健師ももう十分頑張っているつもりでありますけれども、今のお話に

もありましたけれども、例えばレセプトのほうも電算化されて逐一、しかも多様な情報

が集積されております。そういう意味では、役場のほうに置いていますけれども、ぜひ

保健師さんにも見ていただいて、よりリアルに町民が今抱えている課題を習得していた

だいて、それを保健指導の中に反映していただくように、私のほうからでもこの後お話

をさせていただきたいなと、そんなふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　伊東議員。

○１番（伊東久子議員）　町長先ほど答弁の中にありましたが、地域おこし協力隊員の保

健師さん、これは多分３年間だと思いますので、ぜひこの地元に残っていただける保健

師さんの採用をしていただきたいなとまず思います。

　　３点目でありますが、６月に、どうして医療費の無駄をなくせたかという呉市の取り

組みがＮＨＫで放映されておりました。年々増加する医療費を、このままでは国保会計

では赤字になる。そこで取り組んだのが診療明細書、レセプトの分析、内容の点検をデ

ータベース化することにより、同一病名での過剰診療はないか、月20 回の通院診療は

ないか、そういうことを訪問指導で減らせたとありました。

　　上士幌町は他町村に先駆けてレセプト点検をしております。連合会への返送で適正な
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判断をしていただきますが、呉市ではレセプトを保健師が目を通して確認指導するとい

うことで医療費軽減になったようであります。とはいえ、専門家の保健師でも患者さん

とお医者さんの間に入り込むということはとても難しくできないと思いますが、呉市は

レセプト分析により317件中６割に生活習慣病が見られて、それから、そのレセプトの

中から糖尿病から来る腎臓病の病名を見つけて、人工透析になる前に重症化を食いとめ

ることができたと、そして医療費軽減につながったようでございます。

　　国民健康保険は、そもそも自営業あるいは農業者等が加入している保険ですから、元

気なうちは会社の保険、退職したら個々に加入するわけですから、当然年齢的にも病気

になりやすいと。現状で国保会計は自転車操業みたいなもので、いつ赤字になるかとて

も心配です。一般会計から繰り入れたらという話もありますが、それでは特別会計の意

味が私はないと思っております。今のままでは保険料がどんどん高くなり、医療費を減

らし、未収分の保険税の徴収に努力して、悪質な滞納者のため善良な保険者に多大な負

担がかからないように、町民には公平・公正に国保運営をしていただきたいと。

　　国保の関係の中では、国保税がだんだん高くなると、人間の心理として病院にかから

なきゃ損をするという、そんな考え方にもなるようでございます。この点について、町

長の考え方をお聞きいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　町長。

○竹中　貢町長　議員が健康のためのいろいろな研さんをされて、レセプトの分析する意

味だとか、あるいは効果についてもお話をいただきました。これらについては、改めて

事務的にレセプトを処理するということだけではなくて、健康予防に、疾病の予防にど

うつなげていくか、あるいは重症化を未然に防ぐという、そういった意味合いも含めて、

レセプトの活用、今申し上げたように、しかも電算化になってリアルに情報が入ってく

るようになってきておりますから、せっかくのデータを十分活用するように内部でも検

討させていただきたいなと、そんなふうに思います。

　　それから、税の滞納のことでありますけれども、もう当然おっしゃるとおりでありま

す。悪質な滞納者については、それはやっぱり厳しく問われなければならないというふ

うに思っております。それらこれらを含めて、総合的な対策を講じていかなければ、簡

単に医療費は下がらないだろうなということであります。先ほどあったように、一人一

人の意識が変わっていく、あるいは、行政の立場からは問題点はどの辺にあるのか、そ

の辺をしっかり把握をするだとか、いろいろなことを対策を講じていくということを、

今の質問の中で改めて私どもとしてもご示唆を得たというふうに思っております。参考

にさせていただきます。
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○議長（杉山幸昭議長）　伊東議員。

○１番（伊東久子議員）　次に４点目なんですけれども、これは相手がいなければどうに

もなりません。国の動向を見守りたいと思っております。

　　今回の一般質問に当たって私が言いたかったことは、やはり保健師さんは町民の中に

どんどん入っていってほしいと。専門職で町民の健康を把握していてほしいと、それか

ら町民を呼び出して指導するだけではなくて、訪問指導に力を入れてほしいと。また、

出前講座を要望があるのを待っているだけではなくて、自分たちから出かけていくくら

いの意気込みを持ってほしいと、そういう思いで質問をいたしました。町長の答弁があ

ればお願いいたします。これで終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　町長。

○竹中　貢町長　お互いの信頼関係があってこそ成り立つ健康増進、疾病の予防というこ

とでありますから、そこに住民とそして保健師さんが距離があってはならないことだと

いうふうに思います。今お話しされたのは、そのようなことのないようにということで

ありますから、改めて今の住民の接し方等々について再認識、再確認をさせていただき

たいなと、そんなふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、１番、伊東久子議員の一般質問を終わります。

　　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５４分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　１時００分）

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

◇　山　本　和　子　議員

○議長（杉山幸昭議長）　次に、８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　私は、大きく２点質問いたします。

　　１点目は、平成 23 年度の財政状況とその有効活用のために。

　　平成23 年度の普通地方交付税26 億6,927万円と臨時財政対策債２億2,257万円が

決定いたしました。当初予算と比較しますと、約１億6,000万円多くなっています。当

初予算の基金からの繰り入れは、財政調整基金1,000万円です。当然、年度末には執行

残が出ますので、また多額のお金を残し基金に積むことになります。平成22 年度は、

当初予算と比較をし約２億2,000万円多く、結果的には約５億円を公共施設整備基金に

積みました。基金をふやすのではなく有効に活用するために、次の３点質問いたします。
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　　１、平成 23 年度の財政状況について。

　　２、平成 23 年度の具体的な活用について。

　　その内訳として、平成23 年度内において町民要望がありながら予算化されなかった

ものへの活用。

公園の整備（遊具や草刈り等）や公営住宅の玄関修理など。

　　３、平成 24 年度の政策予算への活用について。

　　住宅リフォーム助成制度は平成23 年度で終了しますが、延長か期限なしにすべきと

考えています。

　　スポーツセンターそばの野外トイレの増改築について。

　　子育て支援の充実、例えば予防接種の公費負担の拡大や保育料の軽減等について活用

すべきと考えております。

　　以上質問いたします。

　　大きな２点目は、介護保険、三愛介護サービスの充実を。

　　介護保険制度が始まって10 年たちますが、保険あって介護なしの言葉に象徴される

ように、高過ぎる保険料・利用料、深刻な施設不足など、多くの問題はふえる一方です。

そして、平成24 年度から改定される制度は、さらにサービスを抑える内容となってい

ます。町として、高齢者の介護、福祉サービスを充実させるために、次の３点質問いた

します。

　　１、要支援者のサービスの充実を。

　　今、要支援者の方は介護保険の予防給付として専門の介護職員のもとでサービスを受

けています。しかし、改定制度では、町が総合事業を創設した場合に、介護保険から外

してその中でのサービスにできるとしています。従来どおりきちんとサービスが受けら

れるように、総合事業ではなく、介護保険でのサービスとするべきです。

　　２、介護保険料の引き下げを。

　　高過ぎる保険料に、お年寄りの怒りが渦巻いています。前回は基金から2,000万円繰

り入れ、わずかですが基準額を346円引き下げています。平成 22 年度末基金残高は

7,517万円です。平成23 年度末の見込みの金額は幾らか、その基金を繰り入れ引き下

げるべきと思っています。

　　３、介護予防事業、三愛サービスの充実を。

　　だれしもが介護保険のお世話になりたくないと思っています。また、介護保険のサー

ビスも不十分です。町として、高齢者の要望を聞き、充実を図るべきですが、どのよう

に検討しているのか、質問いたします。
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○議長（杉山幸昭議長）　町長。

○竹中　貢町長　山本議員の質問にお答えいたします。

　　まず、１点目の平成 23 年度の財政状況と有効活用のためにであります。

　　まず、財政状況についてでありますが、平成23 年度の普通交付税につきましては、

８月５日に総務大臣から閣議報告がなされ、各地方公共団体に対する交付額が決定した

ところであります。全国総額は16 兆4,193億円、そのうち市町村分は７兆6,938億円

で、前年度に比べ2,963億円、4.0％の増となっております。

　　本町の交付決定額は26 億6,927万1,000円で、2.2％の増となりましたが、臨時財

政対策債が２億2,256万5,000円と前年度に比べ25.4 ％の減となったことで、合計で

は 28 億9,183万6,000円、前年度に比べ1,790万9,000円、0.6％の減となりました。

　　臨時財政対策債の配分については、財政力に応じて逓増する財源不足額基礎方式に段

階的に見直されたことにより、今後もさらなる配分額の減少が想定されます。また、地

方税や交付税の原資となる国税の収入が大幅に増加することは期待できず、依然として

厳しい状況は続いており、東日本大震災の復興財源の確保などの影響から、今後の地方

交付税がどの程度確保されるか、先行きは極めて不透明感が強くなっています。

　　税収や地方交付税の動向を注視しながら、歳入確保の努力と効率的な行政運営の努力

を続け、持続的なまちづくりの発展のため、健全財政を図ってまいりたいと考えており

ます。

　　次に、平成 23 年度の具体的な活用についてであります。

　　平成23 年度において、町民要望がありながら予算化されなかったものに活用すべき

という点についてですが、町民から要望のあったものにつきましては、緊急性や必要性

を勘案しながら補正予算等で対応させていただいていますし、さらに必要な施策につき

ましては優先度合いを踏まえながら対応していく考えであります。

　　公園の整備につきましては、総合計画策定に向けた意見やまちづくり委員会、建設二

世会からのご提言の中でも関心が高く、中でも遊具の充実や老朽化した遊具の補修要望

が多く寄せられております。遊具の修繕につきましては、今年度予算計上しております

ので、年内に修繕や塗装を行う予定でありますし、公園の草刈りにつきましても状況を

勘案しながら適宜実施しております。

　　公営住宅の玄関につきましては、必要に応じて随時修繕しており、今後においても迅

速な対応をしてまいります。

　　平成24 年度の政策予算への活用についてでありますが、住宅リフォーム助成制度の

延長やスポーツセンターそばの野外トイレの増改築など、各関係団体からの要望がある
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ことは承知しております。これらについては、費用対効果、緊急性等を十分検討しなが

ら、必要な施策につきましては最大限実施できるよう努めてまいりたいと考えておりま

す。

　　予防接種の公費負担の拡大についてでありますが、ワクチン接種にかかる保護者の経

済的負担も少なくないことは承知しているところでありますが、平成23 年７月 25 日

開催された厚生労働省の感染症分化会予防接種部会におきまして、予防接種は重症化や

死亡のリスクの低減を図ることができる重要な手段である一方、副反応や健康被害など

のリスクが避けられず、引き続き検討を行うことが必要である旨の中間報告が出されて

おります。このことから、今後の国の見解を待って対応したいと考えておりますので、

ご理解をお願いをいたします。

　　保育料の軽減についてでありますが、保育料金については所得に応じた応能により決

定しております。国では、現在保育時間による応益による保育料金制への移行も検討中

であり、まだ制度の全容が見えていません。今後、国の制度を見据えながら検討してま

いりたいと考えております。

　　子育て支援の充実などの活用については、これまでも中学生までの子供医療費の無料

化の継続、乳幼児の保健指導、発達支援、妊産婦健診費用助成の継続実施など、安心し

て子育てできる環境や子育て世代に対する経済的負担軽減などの支援策を実施してきて

おります。子育て支援は、少子化対策といった観点からも重要な政策課題でありますの

で、今後とも充実した子育て支援のための環境づくりを進めてまいりたいと考えており

ますので、重ねてご理解を願いたいと思います。

　　次に、介護保険、三愛介護サービスの充実についてであります。

　　現在の介護保険制度では、要支援１、２の対象者には介護保険給付の介護予防サービ

スを、介護が必要になるおそれが高いと判断された高齢者（２次予防対象者）には地域

支援事業として運動機能向上や閉じこもり予防などの介護予防事業を行っております。

　　平成24 年度の制度改正で新たに創設される介護予防日常生活支援総合事業は、これ

まで保険給付外として行われてきた地域支援事業サービスを市町村が主体となり総合的

なサービスの提供が可能となるよう法整備が図られたもので、新制度においても引き続

き状況に応じた適切なサービスが受けられるものととらえております。今後は、現在の

本町のサービス資源や地域の実情を踏まえた上で、本事業を実施するかどうかを含め、

介護予防に重点を置いた地域支援事業のあり方を検討していく必要があると考えており

ます。

　　２点目の介護保険料の引き下げについてでありますが、平成22 年３月末時点の介護
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保険準備基金残高は7,517万2,815円となっております。平成23 年度末の基金残高見

込みにつきましては、現在予算執行中のため見込み額を算出することは難しいと考えて

おります。

　　また、基金を繰り入れて介護保険料を引き下げるべきとのご質問でありますが、介護

保険料につきましては、３年を１期として、介護保険を利用される方の人数やサービス

量の増加等を勘案し、給付にかかる費用を算出します。その費用から、利用者負担分や

公費負担分等を除いた費用を介護保険料として被保険者の皆様からご負担をいただく仕

組みとなっております。したがいまして、介護保険料の算定につきましては、これらを

踏まえ検討することとしておりますので、ご理解を願います。

　　３点目、三愛介護サービスの充実についてでありますが、町独自のサービス事業とし

て平成12 年度から実施しております。この事業は、議員ご承知のとおり、対象となる

高齢者の実情に合わせ、介護保険や地域支援事業を補完し在宅生活の支援を実施してお

ります。今後も、高齢化に伴う高齢化世帯の増加が予想されることから、要介護状態に

ならないための介護予防や在宅生活の継続をサポートできるような三愛介護サービス事

業の検討も必要と考えております。

　　いずれにいたしましても、現在第５期となる介護保険事業計画（平成24 年度から平

成 26 年度まで）の策定に向け、上士幌町三愛計画策定委員会を設置し、向こう３年間

の介護保険サービスの必要量や保険料の見込み、介護保険予防サービス、三愛介護サー

ビス等のあり方についてもご審議をいただくことになっております。この策定委員会の

ご意見や国の動向等を踏まえながら、きちんとしたサービスが提供できるよう検討して

いくこととしておりますので、ご理解のほどお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　初めに、財政状況から質問させてもらいます。

　　前年に比べて0.6％減になったという答弁でしたが、それも一つの財政状況を見る判

断になりますが、平成23 年度において当初予算に比べてどうだったかの点について私

は大事な観点かなと思っております。その点含めて、当初予算に比べて普通地方交付税

と臨時財政対策債を合わせますと約１億6,000万円多いという結果になっています。

　　それで、昨年度はちょうど今ごろこのような指摘をしまして、結果的には執行残を含

めて約５億円を公共整備基金に積みました。その結果、平成 22 年度末では前年比、

21 年に比べて財政調整基金、公共整備基金と備考資金の超過納付金のいわゆる比較的

自由に使えるお金は約６億円ふやしています。その点含めて、財政的には、余裕がある

とは言いませんが、有効活用できるお金があるんではないかと思っています。
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　　それで、では23 年度はどうかということについて、今回の補正も含めて調べました。

９月補正で１億1,461万円を財政調整基金に積むとなっています。当初予算では財政調

整基金を1,000万円崩しておりますので、差し引きしましても、単純計算で今の時点で

約１億円さらに基金がふえるということになります。このままいきますと、執行残もあ

りますので１億円以上、２億円なのかわかりませんが、基金がふえるという状況になり

ます。

　　その点含めまして、そのお金をどんどん、国から来るお金が当初予算に比べてふえた

お金を余して基金に積むんではなくて、まだまだ活用できるんではないかという点につ

いて、私は１番目に23 年度の財政状況についてどうなのかという質問をさせてもらい

ました。その点について、答弁をお願いします。

○議長（杉山幸昭議長）　町長。

○竹中　貢町長　今、議員がおっしゃったとおりでありまして、別に昨年に比べて減った

という事実も事実で、それから当初予算に比べて１億円以上ふえたという、結果的にふ

えたと、これも事実だというふうに思っております。それらも含めて、健全財政を運営

をし、必要な政策課題については予算を投じていくということについては変わるもので

はないというふうに思っております。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　町民の方々は、比較的お金がないから我慢するとか、お金がな

いからこの修理はちょっと我慢といいますか、そういうこともあると私は把握していま

す。それで、この間いろいろ、町を歩いていますと、ここ直してほしい、あそこ直して

ほしい、いろいろな要望が出ますので、その都度担当課にはお話をしております。その

中で、町民から見れば、それほど大きいお金じゃないこともあると思うんです。それは、

多分私の想像なんですが、当初予算を組むときに担当課から予算が上がりますね、その

ときにやっぱりできるだけ抑えるという形で、予算を組むときに査定の段階でかなり厳

しい予算を迫られているんじゃないかと、これは私の想像です。ですので、それは23

年度についてはそういうのも含めて活用できるものがあれば即すると。それから、すぐ

にはできないものについては 24 年度の予算にぜひ反映してほしいと私は思っています。

　　その点について何点か、この間気づいた点だけですので、まだまだ町民要望あります

し、それから次期の総合計画につきましてはアンケートをとっていますのでさまざまあ

ると思うんですが、これは私が現時点で把握している段階ですので、例としてこういう

ものはどうかというふうに質問させてもらいました。

　　例えば、公園の整備なんですが、当初予算で修理代、ペンキ塗り等予算を組んだとい
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うんですが、予算上見てもそれほど原材料費は同じで修繕料が約100万円くらい多いだ

けで、22 年度と23 年度の予算はそれほどふえていません。今の公園の状況を見ます

と、遊具はもちろんさびついているんですが、公園の砂場がもう草だらけで、それから

木の遊具は腐ってちょっと危険な状態と。それから、ベンチがあるんですが、ベンチは

すべて黒く黒ずんでいましてとても座れる状況ではないと、それは３区と16 区以外で

すね。３区はその後手入れされていますので、３区と16 区以外と、航空公園を見てい

ませんのでちょっと把握していませんが、神社公園を含めましてすべての公園が本当に

荒れているなという感じがいたしました。その点について、今年度どの程度まで修理を

するのか、それと、総合的にやっぱり公園についてはきちんと整備すべきと私は思って

います。

　　私は公園マスタープランの策定にかかわりまして、平成16 年ですね、一生懸命、全

部の公園を見て歩いて、航空公園も全部見て歩いて、企画課と一緒になってこれを作成

して、私がつくったわけではありませんが、その中でいろいろな要望が出て、ここの公

園はこういうふうでいいねとなって、そのときに何か、最終的なまとめは町民と一緒に

公園づくりをしていきましょうという、そのための基本構想だというふうに聞いたんで

す。ですけれども、あのときの状態から見たら全然もう、せっかく外で遊べるのに遊べ

る状況ではないなというふうに私は判断しています。その点について、公園について、

まず最初質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　町長。

○竹中　貢町長　公園についての遊具あるいは環境の整備でありますけれども、直近では

町民あるいはお子様をお持ちのお母さん方の意見を聞きながら、ふれあい公園だとかの

整備だとかさせていただいておりますけれども、全体的に見ますと、今お話、指摘があ

るように老朽化をして、そしてまた使うのにはなじまないなというのは結構あります。

そういった過程の中で、昨年１年かけて建設二世会が各公園をつぶさに調査をして、そ

して提案をしていただいております。この提案をいただいたのが３月でありまして、そ

れでこれはいろいろと参考になるところがあるなという前提でそれは今受けとめており

ます。そういった意味では、新年度の事業の中で大がかりといいますか、ある程度見え

る形で整備が進められていくだろうというふうに思います。

　　中でも、身近なところでは役場の前の公園がなかなか児童園児にとっては、来ていま

すけども石畳があってあれがどうも遊ぶにはけがのもとになるような、そういった心配

もございまして、それらも撤去して整備をしていく必要があるということです。それと、

古いという意味でいうと、航空公園のキャンプ場の遊具なんかについても余り望ましい
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姿でないなと、これらも十分理解はしているつもりであります。

　　加えて、ことしについては特にさびて子供たちに危険なり、あるいは汚れをつけるよ

うな、そのようなところの整備はするという前提で予算としては100万円ほどの予算は

計上させていただいておりますけれども、全体のことを考えますと、十分とは決して言

えません。どこをどのように整備するか、全部が等しくやるべきなのか、あるいは子供

たちも現実問題少なくなってきておりますから、どこかに重点的に焦点化をしていく必

要があるのか、これらも十分検討していく必要があるだろうと思います。

　　高台公園のところの神社のところの公園についても、あそこについても要望が出され

てきているところでもございます。しかし、一方では、なかなか遊具が古いということ

もあって行かないのか、あるいは遠くて行かないのか、いろいろその公園公園によって

持っている役割機能がありますから、それらも含めて今回といいますか、二世会から出

されてきたいろいろな参考意見を十分検討材料にしていただいて、新年度の中では整備

を図っていく必要があるのかなと、そんなふうに思います。

　　ただ、もう一つなのは、やがて保育所の問題が出てくるということがあります。これ

と関連する施設というのも当然そこに出てきますから、それらとの手戻りがなかったり、

あるいは無駄のないようなことも、今は不自由ですけれども近い将来それらを含めて整

備されていくというようなことも視野に入れて、お金の予算の有効な利活用も片方では

していく必要があるだろうと、そう思っています。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　公園につきましては、これは例えばの例ですので、また機会が

あれば、ことしの整備状況を見まして、また質問させてもらいたいなと思っていますし、

それから、できれば保育所の改築もそうなんですが、総合的に遊べる公園がやっぱり１

つ欲しいと、町の中で、それは要望ありますので、それはそう簡単にできるものじゃあ

りませんので、それも含めて整備してほしいなと。とりあえず、今あるものについては、

やっぱり草をきちんとやるとか、高台公園もそうなんです、使わない遊具をずっと置い

てある、使えないよとしてある、それは撤去するとか、そういうふうにやっぱりきちん

と撤去するなりペンキ塗るなり、できることはすぐすべきと思っています。

　　次に質問いたします。

　　公営住宅の玄関につきましては、これは担当課のほうにも何回か言ったんですが、玄

関が北側に向いていますので冬になると本当に結露して凍ったりとか、それは直しては

おかしくなり、直してはおかしくなり、それの繰り返しなので、あるときやっぱり一度

公営住宅のこれからの計画もありますが、どうするかということをやっぱりちょっと１
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回議論したらどうかと私は思っています。もう即直せというわけじゃありませんが、ど

うするのか、個々に言われて直していると、どんどん壊れて直して、壊れて直して繰り

返します。それについて、よろしくお願いいたします。

　　それから、スポーツセンターの隣のトイレなんですが、あそこはスポーツセンターは

夏場はもちろん野球だとか、テニスだとか、いろいろ利用しております。それから、冬

場はスケートの大会等ありますので、トイレを使うのに一々スポーツセンターに行くな

り、あそこのトイレは物すごく古いですので、個数も少なく大変だと思いますが、それ

は総合的にやっぱり増というよりも、水洗化しながらきちんと改築すべきと私は思って

いますが、その点について質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　町長。

○竹中　貢町長　スポーツセンターのテニスコートのわきのトイレの話だと思いますけれ

ども、要望が出されているのは冬はスケート少年団のスポーツ団関係が多いなと、その

ように思っております。特に、冬寒いときになかなか不便だなという話はされておりま

す。ただ、あれを一般的な公共施設として公共的なトイレにすべきかどうかというのは

十分検討する余地があるんだろうなというふうに思っております。特に要望があるのは

スポーツ関係の要望ということですから、放課後だとか、それから土曜日、日曜日、特

にスポーツセンターが日曜日に休みなんですね。そのようなことで、日曜日使うときに

不自由をきたしているというのが理解をしているところであります。

　　しかし、一般的に公共トイレのように、７区のあそこの公共トイレのように一般の人

があそこで使うかということになると、なかなかそうもいかないだろうということと、

それから日中結構あそこでお昼を食べていたり、いろいろな車がとまっていたりなんか

して、何となく目の届かない場所でもあるんですね。そういった意味では、安全性の問

題も片方ではどうなんだろうというような話もされております。ですから、そのトイレ

が何のために使うのかと、何を主にして使うのかということをもう一回しっかり押さえ

た上で、スポーツであるんであれば、スポーツに適したような建て方だとかあるいは使

い方、それから管理の仕方、これらも含めて検討すべきだというふうに思っております。

　　あそこにスケートリンクのハウスがありますけれども、一応ハウスの中にはトイレは

あることはあるんですね、それはこじんまりとしたトイレなんですけれども。しかし、

実際施錠して使えない状況になっていますから、閉鎖した状況になっております。そん

なふうにして、今、公衆トイレを使わなければそういったほかのトイレ、スポーツセン

ターのトイレと２つあるわけですけれども、それらも含めてスポーツ選手が不自由なく

使えるようなトイレがどうあったらいいのかと、こういう視点で考えていくのが管理上、
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それから安全な運営上もいいのではないだろうかなと、こんなような意見もありますの

で、これらについては関係者等々も含めて議論して、そしてどこにどのような、そして

だれが主に使っていくのか、それらも含めて検討していくことが必要なんだと、こんな

ふうに考えております。

　　それから、公園の草については、見苦しいところがあればそれはしっかりと除草する

と、草刈りをするということが大事なことでありますから、主に議員がまたお気づきの

ところがあればお話をさせていただく、そしてまた管理する側も気をつけていきたいな

と、そんなふうに思っております。

　　先ほど言った３区と16 区については、住民の方々がアダプトプログラム、みずから

の汗を流していただいて、町の活性化活動資金を使いながら整備をしていただいている

というところでもございます。こういったことで、資材だとか、それらについては町で

100％満額、上限はありますけれども支援をする、そういう制度もありますから、町が

やるということと、それからもう一つ、地域の中でできることがあれば地域の中でやっ

ていただくと非常に望ましいまちづくりの関係になるのではないかなと、こんなふうに

も思っております。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　住宅リフォームの件もあったんですが、そういうことを含めま

して、23 年度、24 年において町民の方から要望が出たものはやっぱり予算化してい

くと、先ほど町長が言いましたように住民の方も一緒になって巻き込んで公園整備等に

ついてはやっぱりやっていくほうがいいと思うんです。そういう点について、十分予算

を活用するということを大きな視点で質問させてもらいました。

　　次に、介護保険等についての質問なんですが、１点目の要支援者のサービスについて

なんですけれども、新しく国が言われましたように介護予防日常支援総合事業、長い言

葉ですが、新設した場合に、今現在、介護保険で受けている、予防給付を受けている方

がどうなるかというのが一番の争点になるのかなと思っています。従来どおりきちんと

受けられて、きちんとサービス、ヘルパーさんの指導なり受けながら受けられて、なお

かつ１割負担でできるのかと。それがもし町のほうの支援事業に来たら、サービスがち

ょっとボランティアになっちゃうんじゃないかとか、利用料も１割じゃなくて高くなる

んではないかと。

　　それから、町の負担の関係で言えば、介護保険から外せば介護保険では国のあれも含

めて給付が減りますので、介護保険の財政的にはいいかもしれませんが、町の負担がふ

えると思うんです。介護保険からも少しは来ますけれども、町の事業ですので町の負担
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がふえると。そのバランスを考えた場合に、やっぱり私は介護保険の中できちんとした

サービスを受けるのがいいのではないかと私はそう思っています。それは、これからの

策定委員会等で町がどういう方針を出すかわかりませんが、要するに今受けている方々

が、要支援１、２の方々がきちんとサービスを受けられる方法をきちんと選択してほし

いということで質問させてもらいました。その点について答弁をお願いします。

○議長（杉山幸昭議長）　町長。

○竹中　貢町長　この総合事業化については、法制化されて具体的に24 年度から動くと

いうことですけれども、その詳細ですね、サービスがどんなサービスになるのかだとか、

具体的なところはまだまだ市町村のほうには入ってきておりません。ですから、今後そ

れらを見てからということになりますけれども、その前に基本的にうちの町の介護に対

する行政姿勢としては、支援者、要支援あるいは要介護等を含めて、さらには虚弱の

方々等も含めて相当国の制度によらない部分については独自の政策としてやってきてお

ります。三愛計画が、それは象徴的でありますけれども、そういう前提がございますか

ら、認定を受けた、あるいは認定がもっと厳しくなって受けられるサービスもできなく

なるのではという心配はありますけれども、そうではなくて今の体の状況を十分、ある

いは生活の状況を十分それらについては今までと同様に支援をしていくという姿勢は変

わるものではないだろうというふうに思っておりますから、その総合事業が具体的にう

ちにとってプラスになるのか、ならないのかと、住民にとってはサービスを低下させる

ということは基本的には考える必要はないと、私どもとしてもそのようなことは考えて

おりません。

　　しかし、この制度が変わることによって補助金のあり方だとか、あるいは介護保険の

あり方だとか、その辺は多分変わっていくんだろうと思いますが、それと三愛計画は町

単独でやっておりますので、単独でやっていることがいいのか、あるいは補助金をもら

ったほうがいいのかだとか、こういう財政的な負担の関係で、どちらが町にとって負担

軽減されて、なおかつサービスが行き届いたものができるのかと、この辺をしっかりは

かりにかけて判断をして選択をしていくというのが今考えていることでありますので、

サービスを低下させるだとか、あるいは要介護度を下げるだとか上げるだとか、このよ

うな恣意的なことでやるなんていうことは考えていないということをご理解いただきた

いと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　今、町長がお話しされましたように、なかなか詳細が多分おり

てきていないんだろうと思うんです。６月に介護法の変わりが国会で決まったにもかか
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わらず、詳しいものがなかなかおりてこないと。私も、課長に聞いてもどこに聞いても、

まだわからない、わからないと言われて、どうするんだろうとすごく私も質問するとき

に困りました。要するに、どういうことになっても要支援者の方、今受けている方がき

ちんとサービスを受けられるように、もし国がだめだというんなら町がきちんと補う形

でやるべきだという点で今回質問させてもらいました。詳細がないのに、どうだああだ

ともなかなか言えません。その精神だけ、町長の答弁として受けとめました。

　　それから、保険料について、保険料も多分そう簡単に試算が出ないんだろうと思うん

ですが、前回21 年からの保険料のときには2,000万円基金から崩すということで、今

も崩しているんだろうと思うんですけれども、ですから、21 年から22 年にかけては

約1,000万円基金は減りました。当然です。 23 年度も多分1,000万円以上、多分

2,000万近く減るんだろうと、私の想像ですけれども。あと、恵愛会が療養型をふやし

ましたので、その分がどういうふうに出るかわかりませんが、多分5,000万程度なのか

なと、私何も資料がありませんので、それくらいの基金は残るんではないかなと私の見

通しです。これはわかりません。ですから、そのときにそのお金を崩して少しでも、下

げられるか維持できるかわかりませんが、それを努力すべきと私は思っています。

　　国のほうの試算を見ますと、全国的には結構高いですので、現在の月平均が4,160円

だそうです。これを見直しでいくと5,200円くらいになるんではないかと。それを

5,000円に抑えるために、国全体ですね、抑えるために都道府県の道の安定化資金を崩

しなさいと、それから市町村の基金を崩しなさいと、そして、できれば月額5,000円く

らいに抑えなさいと、これは平均ですので─いう案があるそうです。そう考えます

と、町がもし5,000万円、4,000万円でもいいんですが、あった場合に基金を次年度に、

2,000万円くらい崩せれば約400円くらいは月額にすれば下げられるんだと思うんです

が、それをそこまで見て、必ずしも基金を残すんじゃなくて、国は基金を崩してもいい

から下げなさいというか、下げなさいとは言っていませんが、保険料を安くしなさいと

言っていますので、その点について十分これからの基金の残高を見まして、あと国のサ

ービスのあり方を見まして、できる限り基金を活用しながら保険料を安く抑えるべきと

思っています。その点について質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　町長。

○竹中　貢町長　保険料の設定については、今、三愛介護の策定委員会が設置されており

まして、この後、11 月、そして年明けと検討されていくわけでありますけれども、三

愛計画サービス、そしてまた介護保険料なんかもこの策定委員会の中で検討していただ

くというふうになっております。サービスと、それからそれに伴う一方では負担をどう
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するかということについて、広い意見を聞いた上で諮問いただいて、それらを十分参考

にさせていただいて保険料の設定にしていきたいなというふうに思っております。

　　先に保険料があって、それに伴って物事が決まっていくと、サービスが決まるだとか、

あるいは基金もどうなるのかということでなくて、基本的にやっぱり受益とサービス、

そしてそれに伴うふさわしい保険料を負担をお願いをするということではないだろうか

なというふうに思っております。余るほど基金が出れば、それはそれとして、昨年使わ

なかったということだとかいろいろな意味合いになっていく話で、それは使うというこ

ともあるだろうと思いますけれども、あえて当初から基金を取り崩すという前提で保険

料の設定にかかるのは、ちょっとそれはいかがなものかなと、そんなふうに思っており

ます。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　最後に、町独自の三愛サービス、介護サービスなんですが、何

回か見直しをされまして、今やっておりますサービスなんですが、当初目標に比べて伸

びているのが給食サービスがもう断トツふえています。それから、大体予定どおりとい

うのがホームヘルプサービスと、あとほかについてはちょっと伸び悩んでいるのかなと

いう気がします。それが何でそうなのか、分析をしながら、やっぱり利用したくてもで

きないのか、それを分析しながらやっぱり継続するのか、やめるというんじゃないです

よ、中身が不十分なのか、利用の仕方が不十分なのかわかりませんが、それと、さらに

新たな、先ほど町長が言いましたようにこれから充実させるためには総合的にやっぱり

見直しをしなきゃいけないという点もありますので、新たな要望があればサービスをふ

やしていくのか、その点について十分検討されて、三愛介護サービス、これは町独自の

サービスですので、十分町独自の意向を生かせますので、その点についてどうするのか

質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　町長。

○竹中　貢町長　この件については、先ほど健康保険の関係でも出て、いわゆる病気にな

らないようにどう予防するかが、結果的にこれからの医療費の削減につながるというこ

とと、それから暮らしている人々の豊かな生活ということだろうというふうに思います。

介護の関係も同じだろうというふうに思っております。まだ介護にかからなくても済む

人、しかし、すこし虚弱になっているなと、このままでは放置すると要介護者になるよ

うなことであれば、その事前の段階でいかに予防をして重症化しないようにするかとい

うことが非常に大事だというふうに思っております。もう既に介護者になっている人は、

それ以上進まないようにどうするかということもそうだし、施設の体制なんかもあると
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思います。やっぱりこれもできるだけ元気でいてもらうということが大事なことであり

ますから、本当に必要な支援、方策が策定委員会、あるいはほかの町民からの意見もそ

うでありますけれども、あるとすれば、それらについては新規のものであっても十分検

討すべきことであると、そんなふうに思います。

　　いずれにしても元気で長生きというのが最も大切なことでありますので、それらを実

現するために、今それぞれ介護あるいは保険、それぞれの立場でやっておりますので、

それが充実されるように行政としては当然頑張っていく必要があるということをお話し

させていただいて、答弁にさせていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、８番、山本和子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。

　　ここで暫時休憩します。

（午後　１時４３分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　１時４３分）

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

◎報告第７号及び報告第８号の上程、説明、質疑

○議長（杉山幸昭議長）　日程第10 、報告第７号平成22 年度上士幌町財政健全化判断

比率の報告について、日程第11 、報告第８号平成22 年度上士幌町公営企業資金不足

比率の報告について、以上２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　ただいま上程されました報告第７号平成22 年度上士幌町財政

健全化判断比率の報告について、報告第８号平成22 年度上士幌町公営企業資金不足比

率の報告について、一括してその内容をご説明申し上げます。

　　財政健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率は、平成19 年度決算から公表され

ることとされたものであり、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及

び第 22 条第１項の規定により報告するものであります。

　　平成19 年６月に地方公共団体の財政の健全化に関する法律が制定されました。これ

により、すべての地方公共団体は毎年度実質的な赤字や借入金の実質的な負担をあらわ

す実質公債費比率、公社、第三セクター等を含めた実質的な将来負担比率、公営企業の

資金不足比率等に係る指標を監査委員の審査に付した上、監査委員の意見を付して議会
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に報告し、公表することとされました。また、各比率が健全化基準を超えた場合は、議

会の議決を経て財政健全化計画等を策定しなければならないこととなっております。

　　初めに、報告第７号平成22 年度上士幌町財政健全化判断比率の報告についてご説明

いたします。

　　報告第７号の次のページをご参照願います。

　　括弧書きは、それぞれの指標の早期健全化基準を表示しております。参考欄につきま

しては、黒字であったため比率が算定されなかったものの、計算結果を参考として記載

したものであります。

　　財政健全化判断率は、４つの比率から成っております。

　　実質赤字比率につきましては、普通会計の実質赤字額の比率であります。本町の場合

は一般会計が対象となりますが、黒字決算となっておりますので比率が算定されなかっ

たものであります。

　　連結実質赤字比率につきましては、特別会計及び公営企業会計を含めた実質赤字額の

比率であります。本町の場合は、一般会計及び６特別会計を合わせたものが対象となり

ますが、黒字決算となっておりますので比率が算定されなかったものであります。

　　実質公債費比率につきましては、すべての会計における地方債元利償還金と一部事務

組合の償還金負担分、公債費に準ずる負債の償還金を合わせたものの比率であります。

本町の場合は11.0 ％となっており、昨年度の13.1 ％に比較し2.1％減少しています。

その要因としては、元利償還金の減や国営土地改良事業の負担金が平成20 年度に終了

したこと、また普通交付税、臨時財政対策債が増加したことによるものです。

　　将来負担比率につきましては、すべての会計と加入している一部事務組合、第三セク

ター等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率であ

ります。本町の場合は、負債が標準財政規模を基本とした額を下回っていることから、

比率が算定されなかったものであります。

　　以上の４つの指標すべてにおいて、括弧書きに記載しております早期健全化基準を下

回っております。

　　また、指標の財政健全化判断比率につきましては、その算定の基礎となる資料を付し

て監査委員の審査に付し、別紙のとおり意見をいただいておりますので、ご参照をお願

いいたします。

　　次に、報告第８号平成22 年度上士幌町公営企業資金不足比率の報告についてご説明

いたします。

　　報告第８号の次のページをご参照願います。
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　　公営企業の資金不足比率は、水道事業会計、公共下水道事業会計の２つの会計とも黒

字決算となっていることから比率が算定されなかったものであり、右側に記載しており

ます経営健全化基準を下回っております。

　　また、指標の資金不足比率につきましては、その算定の基礎となる資料を付して監査

委員の審査に付し、別紙のとおり意見をいただいておりますので、ご参照をお願いいた

します。

　　以上、報告第７号と報告第８号を一括して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（杉山幸昭議長）　報告の説明が終わりましたので、これより２件を一括して質疑

を行います。質疑ありますか。

　　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　健全化基準の今回22 年度は11.0 と、先ほど説明を聞こうと

思ったら野中課長が詳しく説明してくれましたので、前年に比べて約２％下がった理由

はわかりました。

　　それで、過去に比べれば大分ずっと下がってきているんですが、今後の問題として、

例えば中学校を建てかえまして地方債がちょっとふえました。これから保育所のことも

あるんですが、そういうことを含めて、それほど健全化の実質公債負担比率は上がらな

いという判断でいいのかどうか、これはこれからの問題ですので、いろいろな先ほど言

いました臨時対策債とか元利償還金もどうのこうの言われれば、そこまで公債比率が下

がる理由になるのかというのを今回初めて知ったんですが、その点について今後の見通

しについて質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　企画財政課長。

○野中美尾企画財政課長　この実質公債比率といいますのは、３カ年の平均ということで、

今回 22 年度ということなんで平成20 年度から22 年度まで３カ年の平均をもとにし

たもので判断されて、11.0 ％ということでなっております。今後の見通しということ

でございますけれども、平成20 年度、先ほど国営土地改良の償還、これが20 年度で

終了ということで、今回は20 年度ということで３カ年平均の数値の中に入っておりま

すので、これが来年度になるとなくなるということなので、さらにこの公債費比率は減

少していくだろうというふうに見ております。

　　先ほどの中学校の返済を含めてということでございますけれども、この土地改良のが

１億円相当の、この大きな償還金が全くこの３カ年比率からなくなるということもあり

まして、見通しとしては中学校の起債の返済はあるとしても減少になっていくだろうと
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いうふうに見通しております。

○議長（杉山幸昭議長）　６番、佐々木議員。

○６番（佐々木　守議員）　質問というよりは、お願いも含めてお話をしたいわけですけ

れども、財政状況を見るときに、今も説明ありましたが実質公債費比率については３カ

年の平均ということで、財政運営をする上では単年度というような考え方ではなくて長

期の財政運営という形で計画的に財政運営をするというのが基本だろうというふうに思

っています。そうでなければ大型の公共投資というのは、非常に今の財政状況から考え

れば厳しい状況になるんだろうというふうに思うんですが、こういった報告書を出すと

きに、参考までに、これは平成19 年からですから３カ年分しかないのかもしれません

けれども、過去３カ年の数字もぜひ、過去５年間くらいの数字が、今回はまだ19 年度

からしかありませんけれども、参考として出していただきたいなと、そういう配慮をぜ

ひお願いをしたいなと思います。それはなぜかというと、今お話しをしたように、私の

考え方は地方財政の財政運営というのはやっぱり計画的に長期財政運営という形で財政

計画を持った上で進めるべきだというふうに考えておりますが、そういった配慮も含め

て、できないかどうか質問させていただきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　企画財政課長。

○野中美尾企画財政課長　今承りました参考資料ということですので、検討といいますか、

出して問題のある数値ではありませんので、出していくような形で考えていきたいと思

います。

○議長（杉山幸昭議長）　ほか、ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって、報告第７号及び報告第８号に対する質疑を終結

いたします。

　　以上で、報告第７号及び報告第８号を報告済みとし、報告を終わります。

　　ここで暫時休憩いたします。再開は５分前の予鈴をもってお知らせをいたします。

　　休憩中に議会全員協議会を開催いたしますので、理事者及び議員は委員会室にお集ま

り願います。

（午後　１時５３分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　２時３７分）

　──────────────────────────────────────
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◎同意第４号から同意第６号の上程、説明、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第12 、同意第４号固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついて、日程第13 、同意第５号固定資産評価審査委員会委員の選任について、日程第

14 、同意第６号固定資産評価審査委員会委員の選任について、以上３件を一括して議

題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに町長から提案理由の説明を求めます。

　　町長。

○竹中　貢町長　ただいま上程されました同意第４号、同意第５号、同意第６号の固定資

産評価審査委員会委員の選任について、一括して提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　初めに、同意第４号について、固定資産評価審査委員会委員であります高橋昭博氏が

平成 23 年９月15 日をもって任期満了となるため、引き続き同氏を後任委員として選

任したいので、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東３線250番地、氏名、高橋昭博氏、生年月日、昭和

45 年３月 17 日であります。

　　次に、同意第５号について、固定資産評価審査委員会委員であります片寄繁之氏が平

成 23 年９月 15 日をもって任期満了となるため、引き続き同氏を後任委員として選任

したいので、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東３線235番地、氏名、片寄繁之氏、生年月日、昭和

24 年２月 25 日であります。

　　次に、同意第６号について、固定資産評価審査委員会委員のうち１名について任期満

了となるため、新たに次の者を後任委員として選任したいので、議会の同意を求めるも

のであります。

　　住所、河東郡上士幌町字居辺515番地、氏名、鈴木洋治氏、生年月日、昭和 24 年

12 月 15 日であります。

　　以上、同意第４号、同意第５号、同意第６号固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いて、一括し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（杉山幸昭議長）　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。

　　これより直ちに採決を行います。

　　初めに、同意第４号を採決いたします。
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　　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（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、同意第４号は原案に同意することに決定いたしました。

　　次に、同意第５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（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、同意第５号は原案に同意することに決定いたしました。

　　次に、同意第６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（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、同意第６号は原案に同意することに決定いたしました。

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

◎同意第７号の上程、説明、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第15 、同意第７号教育委員会委員の任命についてを議題

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。

○竹中　貢町長　ただいま上程されました同意第７号教育委員会委員の任命について、提

案理由と内容をご説明申し上げます。

　　教育委員会委員であります小椋茂明氏が、平成23 年９月 30 日をもって任期満了と

なるため、引き続き同氏を後任委員として任命したいので、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東３線235番地、氏名、小椋茂明氏、生年月日、昭和

41 年９月 22 日であります。

　　以上、同意第７号教育委員会委員の任命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。
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○議長（杉山幸昭議長）　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。

　　これより直ちに採決を行います。

　　初めに、同意第７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（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、同意第７号は原案に同意することに決定いたしました。

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

◎認定第１号から認定第７号の上程、説明、質疑、委員会付託

○議長（杉山幸昭議長）　日程第16 、認定第１号平成22 年度上士幌町一般会計歳入歳

出決算の認定について、日程第17 、認定第２号平成22 年度上士幌町国民健康保険特

別会計歳入歳出決算の認定について、日程第18 、認定第３号平成22 年度上士幌町水

道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第19 、認定第４号平成22 年度上

士幌町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第 20 、認定第５号平成

22 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第21 、

認定第６号平成22 年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

日程第22 、認定第７号平成22 年度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、以上７件を一括して議題といたします。

　　初めに、認定案について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認定第１号から認定第７号平成22 年度上

士幌町一般会計歳入歳出決算の認定ほか６特別会計の歳入歳出決算の認定について、そ

の決算の概要をご説明を申し上げます。

　　まず初めに、平成22 年度決算総括及び決算収支の状況につきましてご説明を申し上

げます。

　　附属資料の平成22 年度決算に係る主要な施策報告書１ページ及び２ページにまとめ

ておりますので、ご参照をいただきたいと思います。

　　一般会計及び６特別会計を合わせた全会計の予算総額は81 億2,835万4,000円で、

平成 21 年度と比較いたしますと13 億7,540万7,000円の減額となっております。こ

－51－



の予算の執行結果につきましては、歳入においては81 億6,369万6,000円の決算額と

なり、予算総額と比較して3,534万2,000円の増、収納率は100.4％となっております。

　　一方、歳出におきましては、決算額は77 億9,458万6,000円で、予算総額と比較し

て３億3,376万8,000円の執行残、予算執行率は 95.9 ％となったところであります。

　　このような歳入歳出の決算額における形式収支は、一般会計及び６特別会計のすべて

において黒字となり、その黒字総額は３億6,911万円で、翌年度へ繰り越すべき財源を

除いた実質収支も３億5,283万8,000円の黒字となりました。

　　一般会計、国保特別会計及び介護保険特別会計においては、実質収支の黒字額から総

額１億7,200万円を条例の規定によって基金に繰り入れたところでございます。

　　次に、各会計の決算の状況を申し上げます。

　　一般会計であります。最終予算額64 億976万9,000円に対し、歳入決算額は64 億

6,410万1,000円、予算額に対して5,433万2,000円の増、収納率で100.8％になりま

した。

　　歳出の決算額は61 億6,857万4,000円、予算額との比較で２億4,119万5,000円の

執行残、執行率において96.2 ％となり、歳入歳出差引額で２億9,552万7,000円の黒

字決算となりました。また、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は２億

7,925万5,000円の黒字決算となっております。

　　次に、国保会計でございます。最終予算額７億5,861万円に対して、歳入決算額は７

億5,860万1,000円となり、予算額との比較で9,000円の減、収納率で99.99％となり

ました。一方、歳出決算額は７億1,585万9,000円、予算額との比較で4,275万1,000

円の執行残、執行率は 94.4 ％となり、歳入歳出差引額及び実質収支額で4,274万

2,000円の黒字決算となっております。

　　次に、水道会計でございます。最終予算額１億7,471万4,000円、歳入決算額１億

6,023万6,000円、予算額との比較で1,447万8,000円の増、収納率で91.7 ％となり

ました。歳出決算額は１億5,552万7,000円、予算額との比較で1,918万7,000円の執

行残、執行率は89.0 ％、歳入歳出差引額及び実質収支額で470万9,000円の黒字決算

でございます。

　　次に、老人保健会計につきましては、最終予算額2,035万3,000円、これに対して歳

入決算額は2,011万4,000円、予算額との比較で23 万9,000円の減、収納率98.8 ％

となりました。歳出決算額は歳入決算額と同額の2,011万4,000円、予算額との比較で

23 万9,000円の執行残、執行率98.8 ％となりました。本会計は、平成22 年度をも

って閉鎖されたため、歳入歳出差引額及び実質収支額はゼロとなってございます。
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　　後期高齢者医療会計につきましては、最終予算額7,392万8,000円、これに対して歳

入決算額は7,379万5,000円、予算額との比較で13 万3,000円の減、収納率99.8 ％

となりました。歳出決算額は7,174万9,000円、予算額との比較で217万9,000円の執

行残、執行率97.1 ％となりました。歳入歳出差引額及び実質収支額で204万6,000円

の黒字決算でございます。

　　次に、下水道会計につきましては、最終予算額２億3,648万2,000円、歳入決算額２

億3,729万3,000円、予算額との比較で81 万1,000円の増、収納率100.3％となりま

した。また、歳出決算額は２億3,228万6,000円となり、予算額との比較で419 万

6,000円の執行残、執行率で98.2 ％、歳入歳出差引額及び実質収支額で500万7,000

円の黒字決算となってございます。

　　最後に、介護保険会計の決算状況についてご説明を申し上げます。最終予算額４億

5,449万8,000円、歳入決算額４億4,955万6,000円、予算額との比較で494万2,000

円の減、収納率で98.9 ％となりました。一方、歳出決算額は４億3,047万7,000円、

予算額との比較で2,402万1,000円の執行残、執行率94.7 ％、歳入歳出差引額及び実

質収支額で1,907万9,000円の黒字決算となりました。

　　以上、平成 22 年度各会計の決算状況についてご説明をいたしました。

　　主要な施策報告書を別冊のとおり提出しておりますので、よろしくご審査の上、ご認

定賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　次に、議会運用例第60 条の規定により、監査委員より決算審

査の意見を求めます。

　　新田勝幸代表監査委員。

○新田勝幸代表監査委員　平成22 年度上士幌町一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査

意見書を述べたいと思います。

　　ことしから私と中島監査委員と２人、初めてということで、いろいろな点で反対に聞

くほうが多かったというようなこともございますけれども、審査の中身を精査して行っ

たということで、審査のご報告を申し上げたいと思います。

　　第１として、審査の対象でございますが、（１）として上士幌町一般会計、（２）と

して上士幌町国民健康保険特別会計、（３）として上士幌町水道事業特別会計、（４）

として上士幌町老人保健特別会計、（５）として上士幌町後期高齢者医療特別会計、

（６）として上士幌町公共下水道事業特別会計、（７）として上士幌町介護保険特別会

計を審査いたしました。

　　審査の期間でございますが、平成23 年７月 20 日から９月１日まで実質25 日間で
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ございます。

　　審査の場所は、監査委員室で行いました。

　　審査の方法でございますが、１番、平成22 年度上士幌町一般会計及び６特別会計に

ついては、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財

産に関する調書に基づき審査を行いました。２番、審査に当たってでございますが、①

として、決算の計数は、証書類及び関係諸帳簿と符合し、正確であるか。②として、予

算が議会の議決の趣旨に沿って執行されているか。基金については、基金条例の趣旨に

沿って運用されているか。③として、収入、支出、財産管理及び基金の管理運用等の財

務に関する事務等が、地方自治法その他関係法規に準拠し、適正に処理されているか。

以上の３項目に重点を置き、例月出納検査の結果をも考慮し、関係職員からの説明及び

事情聴取を行うなどにより慎重に審査を行いました。

　　審査の結果でございますが、平成22 年度上士幌町一般会計及び６特別会計歳入歳出

決算は、証書類及び関係諸帳簿と照合し、相違ないことを確認し、予算の執行及び収入、

支出等の財務に関する事務等についても総体的に適正に執行されているものと認めます。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　認定案件７件の提案説明及び監査委員の決算審査意見が終わり

ましたので、これより質疑を行いますが、認定案件７件に対する質疑は、議会運営委員

長の報告にありましたように、決算審査特別委員会を設置して、これに付託の上、審査

したいと思いますので、認定案件に対する詳細な質疑は決算審査特別委員会において行

うようご協力願います。

　　また、監査委員の決算審査意見に対する質疑は、議会運用例第58 条の３第２項の規

定により、決算審査特別委員会において行うことができますので、大綱的な質疑にとど

め、詳細な質疑は決算審査特別委員会において行うようご協力願います。

　　それでは、これより質疑を行います。質疑ございますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上をもって質疑を終結いたします。

　　ここでお諮りいたします。

　　ただいま議題となっております認定第１号から認定第７号までの平成22 年度一般会

計ほか６特別会計の決算認定の審査については、議長及び監査委員を除く９名の委員を

もって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに７件を一括して付託し審査いたし

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）
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○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、認定第１号から認定第７号までの平成22 年度一般会計ほか６特別会計の決

算認定の審査については、議長及び監査委員を除く９名の委員をもって構成する決算審

査特別委員会を設置し、これに７件を一括して付託し、審査することに決定いたしまし

た。

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

◎決算審査特別委員会委員長、副委員長の互選について

○議長（杉山幸昭議長）　ただいま設置されました決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

協議いたしました。

　　ここでお諮りいたします。

　　この際、決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）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、決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。

　　決算審査特別委員会の委員長に６番、佐々木守議員を、副委員長に８番、山本和子議

員を指名いたします。

　　お諮りいたします。

　　決算審査特別委員会の委員長に６番、佐々木守議員を、副委員長に８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）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、決算審査特別委員会の委員長に６番、佐々木守議員を、副委員長に８番、山

本和子議員を選任することに決定いたしました。

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

◎議案第４２号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第23 、議案第42 号上士幌町農業後継者奨学資金支給条

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。
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　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　農林課長。

○松岡秀行農林課長　ただいま上程されました議案第42 号上士幌町農業後継者奨学資金

支給条例の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由と内容についてご説

明申し上げます。

　　条例規集につきましては、5,811ページであります。

　　本条例につきましては、将来、本町において農業に従事しようとする青少年で、高等

学校以上の学校に在籍する者に対し奨学資金を支給して、その就学を助け、有用な人材

を育成することを目的に、昭和 49 年３月に制定されたものであります。

　　続きまして、提案理由であります。

　　今回の改正につきましては、北海道における関係団体が、社団法人北海道農業担い手

センターから財団法人北海道農業開発公社に変更されたことによるものであります。

　　次に、内容についてでありますが、お手元の資料の議案第42 号関係の新旧対照表を

ご参照願います。

　　条例の第２条の規定につきまして、関係団体の変更に伴い改正するものであります。

　　なお、この条例につきましては、附則で規定しているとおり公布の日から施行し、平

成 23 年４月１日から適用とするものであります。

　　以上、上士幌町農業後継者奨学資金支給条例の一部を改正する条例の制定につきまし

て、その提案理由と内容についてご説明申し上げました。ご審議いただき、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（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第42 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（杉山幸昭議長）　これをもって、議案第 42 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（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第42 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（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。
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　　よって、議案第 42 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第４３号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第24 、議案第43 号工事請負契約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。

　　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43 号工事請負契約の変更について、

その提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　別紙、議案第 43 号関係資料をご参照願います。

　　このたび議決を求める工事請負契約の変更は、平成23 年５月10 日に議決いただき

ました上士幌地区ふるさと農道緊急整備事業道路新設工事でございます。

　　契約変更の理由でありますが、道路沿いにあります農協の施設への取りつけ道路につ

いて、１カ所増とするほか、既設水道管の埋設位置確認に伴う断熱保護工事延長の増加、

立木処分量の増に伴う処分費の増などによるものでございます。

　　工事請負契約の変更内容でありますが、契約金額について、254万1,000円増額し

5,113万5,000円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（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第43 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（杉山幸昭議長）　これをもって、議案第 43 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（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第43 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（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 43 号は原案のとおり可決されました。
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　──────────────────────────────────────

◎議案第４４号から議案第４７号の上程、説明、質疑、討論、採

決

○議長（杉山幸昭議長）　次、日程第25 、議案第44 号平成 23 年度上士幌町一般会計

補正予算（第５号）、日程第26 、議案第45 号平成 23 年度上士幌町国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）、日程第27 、議案第46 号平成 23 年度上士幌町水道事業

特別会計補正予算（第１号）、日程第28 、議案第47 号平成23 年度上士幌町介護保

険特別会計補正予算（第２号）、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。

　　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44 号から47 号までの平成23 年

度一般会計並びに各特別会計補正予算の内容を申し上げます。

　　補正総額は２億550万9,000円の追加補正となります。補正後の予算規模は、一般会

計並びに５特別会計の総額で 76 億2,067万9,000円となります。

　　それでは、予算補正を行う各会計の内容を申し上げます。

　　議案第 44 号一般会計補正予算（第５号）であります。

　　１ページをごらん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、それぞれ１億8,738万1,000円を追加し、

総額を 57 億7,723万5,000円とするものでございます。

　　補正の款項の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、２

ページから５ページ、第１表のとおりでございます。

　　第２条では、地方債補正といたしまして、過疎対策事業債の限度額を４億6,862万円

から４億6,640万円に変更補正をいたします。また、臨時財政対策債を１億5,694万

8,000円から２億2,256万5,000円に変更補正をいたします。

　　歳出のうち、増額補正の主なものといたしましては、町有財産管理経費130万2,000

円、地上デジタル無線共聴施設設置事業179万5,000円、移住促進・二地域居住事業

200万円、緑の分権改革調査事業2,940万円、障害者自立支援給付事業118万6,000円、

町有林管理経費197万1,000円、民有林造林促進事業450万2,000円、十勝大雪森林組

合出資経費163万4,000円、観光施設維持管理経費110万3,000円、町道等維持管理事

業978万6,000円、北十勝消防事務組合負担金150万8,000円、給食センター管理経費

153万9,000円、北門地区７号排水路ほか２件災害復旧事業1,128万9,000円を追加補

正をいたします。
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　　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。

　　次に、各特別会計の補正予算についてご説明を申し上げます。

　　 26 ページの議案第45 号国民健康保険特別会計補正予算（第３号）をごらんいただ

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、それぞれ780万6,000円を追加し、総額

を７億6,909万5,000円とするものでございます。

　　補正の款項の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、

27 ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出の主なものにつきましては、療養給付費交付金等返還金750万6,000円を追加補

正するものでございます。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略をさせていただきます。

　　次に、30 ページの議案第46 号水道事業特別会計補正予算（第１号）をごらんくだ

さい。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に 72 万8,000円を追加し、総額を２億

3,369万7,000円とするものでございます。

　　歳出につきましては、簡易水道施設維持管理経費72 万8,000円を追加補正するもの

でございます。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略をいたします。

　　次に、34 ページの議案第47 号介護保険特別会計補正予算（第２号）をごらんいた

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959万4,000円を追加し、総額を５億

1,842万4,000円とするものでございます。

　　補正の款項の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、

35 ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出の主な補正内容につきましては、介護給付費等負担金返還金947万4,000円を追

加補正をいたします。

　　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３特別会計の補正内容につい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（杉山幸昭議長）　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44 号平成23 年度上士幌町一般会計補正予算（第５号）の質疑を
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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、 13 ページからページごとに一括して質疑を行います。

　　 13 ページ、質疑ありますか。

　　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　高台公園の建物解体撤去工事、これは何を撤去するのか質問い

たします。

○議長（杉山幸昭議長）　総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　ただいまのご質問の件でございますが、撤去する建物につきまして

は高台公園の遊具を設置してあるところの国道側の北東の角ぐらいに、古い、現在町の

ほうでは物置等として利用している老朽化した建物がございます、この建物部分につき

まして解体撤去するというものでございます。

　　ここの場所につきましては、高台公園を利用する方が車で来た場合、駐車スペースと

して利用しているという部分があるんですけれども、非常に狭いところで駐車スペース

も一、二台しかとまれないということもございます。そういうこともございますので、

この古い建物を撤去し駐車スペースとしてスペースを拡大して利用していただくという

ことにしております。

　　それから、建物自体も老朽化しているということもございますので、周辺の立木も一

部伐採をして、国道側からの見通しもある程度よくした形で周辺の環境整備も図ってい

きたいというふうに考えております。

　　事業内容については、以上のとおりでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　それは、よくわかります。先ほど総務課長がお話ししましたよ

うに、国道側からあそこに駐車場があるはずだなと思って、入ろうと思ったら全然入れ

なくて、以前は何台かお母さん方が行くときに下じゃなくて上から行って高台公園に行

ったことが、それについては今伐採を含めてということがありました。それとやっぱり

ちょこっと表札がないと、カーブになっていますので全然わからないで、木は茂ってい

るわ、全然入れなくて２回回って結局パークゴルフ場にとめて、転々と歩いて高台公園

を２回見に行きました。それもありますので、それはよろしくお願いします。

　　それと、遊具の関係でも、昔こういうブランコがあります、それは使用禁止になって、

危ないと禁止になってとめてあるんですけれども、動かない、とめてあるんです。それ

は撤去するのかどうするのか。動かない、とめてはあるんですが、遊具は置いてあるん
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です。しかし、その遊具の木のところが腐っていて、足入れたら、子供たちは遊びます

ので、それはどうなのかちょっと撤去工事に含めて質問したいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　建設課長。

○高橋　智建設課長　ただいまのお話のありました遊具について、ちょっと担当の者と再

度確認して、方針を決めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですね。ほかありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、 14 ページから 15 ページ、質疑ありますか。

　　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　財政調整基金積立金約１億1,460万円今回積んでいますが、こ

れは結果的には国から来る交付税等がふえたために財源をここに一時積んだという形に

なるんだと思います、その点について説明してほしいのと、それは行く行くこれから例

えばいろいろ補正等が上がった場合には、これは崩すこともできます。留保している交

付税があるかわかりませんが、その辺について活用を図るべきだと思うので、その点に

ついて質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　企画財政課長。

○野中美尾企画財政課長　財政調整基金の積立金１億1,461万円を計上させていただきま

したけれども、これにつきましては先般の交付税の算定結果を受けてということで、交

付税の金額が9,430万ということで補正をさせていただいたところでございます。

　　その分と、それから基金の繰入金、財政調整基金で年度当初1,000万の繰り入れとい

うことで予算計上させていただいたんですけれども、その分、今回の交付税が入ったと

いうこともありまして補正財源5,529万円、これをいろいろなこれまでの補正財源に充

てるために財調から繰り入れをして、実際のところ、1,000万も含めて6,529万円の財

調の基金から繰り入れをしていたところでございますけれども、それを補正財源5,529

万円をまた基金の財調のほうに繰り戻したということでございます。そういったことで、

合わせて１億1,461万という基金の積み立てということになります。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　そうすると、よく交付税は留保して最後に補正で、最終的には

３月補正で全部整理するんだと思うんですが、そういう点があるのか。それと、今ある

基金を積むことで文句を言っているわけでもないんですが、結果的にこれから、私は一

般質問でもお話ししましたようにいろいろな交付税とか、財政対策債含めまして１億円

以上当初予算に比べたら多いんではないかと。それはやっぱり全部じゃなくて有効活用
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を年度内にすべきじゃないかということを質問しましたので、これはこれからの財源と

して有効に活用すべきだと思って質問させてもらいました。それで終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　答弁はいいですね。ほか、ありますか。

　　 10 番、中島議員。

○１０番（中島卓蔵議員）　地域活性化センターの助成金について、ちょっと詳しく説明

いただきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　商工観光課長。

○早坂清光商工観光課長　中島議員のご質問にお答えをさせていただきます。

　　地域活性化センターの助成金ですけれども、実は上士幌町、北海道移住促進協議会と

いう協議会の組織に加盟をしておりまして、町長が会長ということで進めさせていただ

いております。そうした中で、北海道移住促進協議会での協議会のいろいろな事業を行

うために、行政で市町村なり都道府県の団体でなければ活性化センターの助成申請がで

きないものですから、上士幌町が代表して北海道移住促進協議会の事業を予定している、

発案しているものについて、代表して今回申請をいたしまして、採択となったというこ

とで、この予算につきましては、歳入で活性化センターの助成金を受けまして、ここの

支出ということで補助金ということで、北海道移住促進協議会のほうに町補助金という

形で振りかえをさせていただくという内容のものでございます。

　　そのようなことで、協議会で大阪ですとか名古屋ですとか東京で暮らしフェアだとか

プロモーション活動等を行っておりますけれども、そうした経費の財源に充てていくと

いうことで、今回上士幌町が協議会の会長ということで、代表して上士幌町から活性化

センターに申請をさせていただいて、このような予算になっているということでご理解

いただきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　３番、山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　今に関連していないわけではないんですけれども、この中で移

住促進・二地域移住事業200万円とありますけれども、数年前から上士幌町はこの事業

を行っているわけですけれども、この進捗状況だとか、今現況は町長が北海道のそうい

うヘッドになったということもわかっておりますけれども、我が町の数年前から行って

いる状況というのは、この経費を使った中でどのくらいの進捗なのか。また、ここは具

体的でなくてもいいです、このくらいになっていますよというくらいの話でもちょっと

聞きたいなと思いますけれども。

○議長（杉山幸昭議長）　商工観光課長。

○早坂清光商工観光課長　今ここに資料等を用意してきていなくて申しわけございません。
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そんなことで、今ご質問あった件のこの移住・二地域居住というのは、中島議員さんか

らご質問があった部分でお答えさせていただいた経費ということでの部分が、この部分

の200万ということになります。

　　それから、私どもの町の取り組みとしては、昨年体験ハウス２棟と教員住宅を活用さ

せていただいて体験の受け入れをさせていただいております。そんな中で、ことしから

はＮＰＯ法人の上士幌コンシェルジュというような組織が立ち上がりましたので、その

組織にこちらに体験に来られる方の案内ですとか、住宅の清掃だとか、いろいろな部分

を委託をさせていただいて取り組みを進めているところです。

　　体験に来られている方がどのくらいいるのかということ、ちょっと数字まで今押さえ

て上がってきておりませんでしたのでご説明できませんですけれども、この資金につき

ましては例年満度にそれぞれ体験ということで来ていただいているという状況にあると

いうことでございます。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　３番、山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　今の話ですと、体験住宅だとか、そういうモニターみたいな形

でやっているわけですけれども、じゃ、我が町としては移住促進事業としては、例えば

町内に今年度も幾らか建てたか、以前も建てた経過がありますよね、そういうところを

現況としてそこへ住んでくれと、こういう意味なのか。それとも例えば新たに来た人が、

例えば農村部だとか、そういう庭つきだとか、ちょっと広いところを欲しいよという希

望があった場合、その辺の対応というのはこの中でやっていくのか。その辺のＮＰＯ法

人を含めてどのように考えているのか、簡略に答えてください。

○議長（杉山幸昭議長）　商工観光課長。

○早坂清光商工観光課長　失礼しました。

　　それぞれ個別のいろいろなケースがございますので、そうしたことで公営住宅でよろ

しいのか、あるいは愛犬を飼っているんでちょっと犬もほえるので、ちょっと離れたと

ころで住宅を探してもらえないだろうかという、いろいろな問い合わせはございます。

そんなことで、個別のそれぞれのケース・バイ・ケースで私どものいろいろな部分で情

報をつかみながらご紹介等を申し上げるようなことで、コンシェルジュと一体となって

進めております。

○議長（杉山幸昭議長）　今のページ、よろしいですね。次、16 ページから17 ページ、

質疑を行います。

　　８番、山本和子議員。
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○８番（山本和子議員）　 17 ページの子ども手当の関係なんですが、制度がころころ変

わるといいますか、戻ったりしていますので、ちょっとわからない点があるんですが、

今回補正になりました子ども手当事務取り扱い交付金返還金というのはどういうものか

と、それから1,000円ということはこれは当面のお金であって、いずれ正式なお金が来

た場合については金額がふえるのかと。それから、子ども手当について当初予算ではか

なり多目に組んでいて、実際には前年同様１人１万3,000円で９月末まではされたと思

うんです。また、10 月以降、新聞報道によりますと３歳未満が１万5,000円の、以上

が１万円というふうに制度が変わるんですが、それでいいのかどうか。それで、当初予

算、既定の予算でこれは間に合って補正等はないのかどうか、上積みの補正ですね。減

額はいずれあると思うんですが、それらについて質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　保健福祉課長。

○柚原幸二保健福祉課長　まず１点目の1,000円のほうの補正の額なんですけれども、こ

れは昨年度の22 年度の子ども手当に関する事務経費ということで、例えば消耗品だと

か人件費だとか、時間外だとかの精算分として、結果的に1,000円が返還という実績に

なった数字であります、この数字は。

　　それで、ここに出ていない今後の子ども手当の部分については、まだ詳細が国のほう

から通知等は来ていなくて、３党合意に基づいて流れている情報しか今のところはござ

いませんけれども、議員おっしゃるとおり３歳未満は１万5,000円、３歳以上小学生ま

では１万円で第３子目は１万5,000円と、そういう粗粗の情報は今届いているんですけ

れども、じゃ、今後の負担割合はどうするのかというのがまだ詳細がちょっと決まって

いません。もともと１万3,000円でゼロ歳から中学生まで見ているんで、既存の予算で

今のところは消化できるんですけれども、恐らく12 月にはある程度の補正をしないと

できないのかなと思いますけれども、ただ、実際に動く数字は２月分からだろうなとい

う想定はしているんですけれども、そこら辺もまだ国のほうから詳細が出ていませんの

で、ただ、今後補正はあり得るということだけはご承知置きください。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　次に、18 ページから19 ページまでを質疑行います。質疑あ

りますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、20 ページから21 ページまで質疑を行います。質疑あ

りますか。

（「なし」の声）
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○議長（杉山幸昭議長）　次に、22 ページから23 ページまで質疑を行います。質疑あ

りますか。

　　７番、角田議員。

○７番（角田久和議員）　 23 ページの小学校管理経費で、火災警報器設置工事１万

9,000円、工事請負費で計上してあるんですけれども、この内容について質問いたしま

す。

○議長（杉山幸昭議長）　教育次長。

○綿貫光義教育委員会教育次長　この関係につきましては、北居辺小学校の分でございま

す。当初、北居辺小学校、今年度特別支援学級ということで新たにクラスが１つふえて

ございます。このクラスにつきましては普通教室を間仕切りをして、２分割して使用し

ているところでございます。この２分割した部分について、今回火災報知器を設置する

というものでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　ほか、ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、 24 ページの質疑を行います。質疑ありますか。

　　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　給食センターの機器等修繕料について質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　教育次長。

○綿貫光義教育委員会教育次長　今回の機器の修繕費の補正でございますけれども、既存

で機器修繕費ということで予算を持って修繕等を行ってきております。その後、衣類乾

燥機ですとか空調ボイラーの部品の交換、それから温水蒸気ボイラー等の部品の交換等、

新たに修繕しなければいけないところが発生してきております。その分、既存予算から

足りない分を今回補正させていただいております。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　できれば、当初予算において大枠わかると思うんですが、後で

減額はいいんですが、どんどんこれもこれもと逆に補正しながら、これもこれもじゃな

くて、全体把握をしていればもっときちんと修理等できると思うんです。それを何か間

に合わせ的にやっているように見えてとても不安なんですが、もっとも給食センターも

もう 12 年からですから大分たっていますので、10 年以上過ぎていますので、かなり

いろいろな機器等について修繕が必要になってくると思うんです。その点について、き

ちんとやっぱり計画をしながら当初予算で見ていくべきだと私は思いますので、質問さ

せてもらいました。

－65－



○議長（杉山幸昭議長）　教育次長。

○綿貫光義教育委員会教育次長　おっしゃるとおり、当初からその分を見込んで予算を組

んでおけばということでございますけれども、実際に新年度予算を組むときには、担当

のほうとしては修繕必要なものについて見込んで予算要求をしてございます。ただ、査

定の段階で減額、満度についていないというのが現状でございます。担当としては、一

応見込んで予算要求をしているということだけはご理解願いたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　いいですか、山本議員。

○８番（山本和子議員）　はい。

○議長（杉山幸昭議長）　９番、山本裕吾議員。

○９番（山本裕吾議員）　私も実はこの給食センターの今回のご提示につきまして、山本

和子議員も質問されたので、重複するかもしれませんけれども、やはり学校給食センタ

ーを建てて年月がたってございまして、その各機器には耐用年数というのは大まかにや

はり、取引先あるいは購入した業者と事前に十分な連絡をとりながら計画的な修繕を行

うべきだと私も思っております。そういった中で、この子供に対する教育というものの

一環の分でこの給食の賄い材料費をいただいた中、行政が教育的配慮も含めて機器を取

りそろえ、人件費をおかけになりながら学校給食センターを運営されているわけですか

ら、この辺は是が非でも義務的経費と申しますか、先ほども一般質問でもお話ししたよ

うに、町民の方々はそれなりにやっぱりご努力しながら出しているんです。行政側とい

たしましても、やはりその辺はしっかりと教育的配慮、そして子育て、次世代を担う子

供たちのために一生懸命やはりその辺の配慮は最善を尽くすべきだと、こう思ってござ

いますけれども、いま一度ご答弁いただきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　教育長。

○江波戸　明教育委員会教育長　山本裕吾議員のご質問にお答えしたいと思います。

　　給食センターについては食材提供管理、非常に厳しい中で対応させてもらい、先般の

岩見沢における給食事故等を含めて、また機器の破損物品の混入、こんなことを含めて、

最大我々は気を使いながら対応させてもらっているところであります。学校給食法に基

づいた給食施設の基準、これをきちっと守りながら我々対応しているところであります

が、この機器に関しては非常に予算積算段階とそれからまた使用中、ちょっとやっぱり

摩耗したことがはっきりわかってきたり、そんなことを含めて、途中での部品交換、修

繕というのは多々あるかなと、そういうふうに思っているところであります。

　　ですから、本当に機械ですから、また本当に安全を第一として対応していかなきゃな

らない現場でありますから、本当に当初予算の中で一定程度計画的に見積もっているわ
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けでありますが、当面最小限の予算の中で最大の対応をしていきたい。そんなことでセ

ンター含めて、センター長も含めて日常点検の中で機器の管理をしっかりしながら対応

しているところでありますが、どうしても中間でしっかり対応していかなきゃならない

部分が出てくると、そんなことがありますので、このような途中での予算の補正をさせ

てもらいながら、安全な給食センターの食材を提供していきたいなと、そう思っている

ところであります。

　　また、我々についても当分余分に予算を持っていれば走りやすいという部分はあるか

もしれませんが、それはやはり財政的な部分でいくとしっかり今の機器をどう使ってい

くかも含めて対応していくというのも我々現場の使命ではないかなと、そんな認識しな

がら対応させてもらっているところであります。

○議長（杉山幸昭議長）　９番はいいですか。

○９番（山本裕吾議員）　はい。

○議長（杉山幸昭議長）　じゃ、８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　ちょっと遠慮してしまったんですが、給食センターに限った話

じゃないと思うんですが、一般質問でもお話ししたんですが、いろいろ査定が上がって、

そこから予算を組むときにやっぱり、ふやせとは言いません、どちらかといえば抑えら

れないかというのが財政のほうの考えだと思うんです。そのときに財政としてはやっぱ

り必要なものはきちんと取ると。そのときに、単年度じゃなくてやっぱり給食センター、

この間も教育長の了解をいただきましてちょっと長い時間施設をずっと見たんですが、

やっぱりもう古いですので、あと保育所は建てかえるというからいいんですが、もう

100万単位とかになるとなかなか新規事業は難しいとか、いろいろあるようですが、そ

の辺はきちんと必要なものはきちっと長期的なことも含めて予算を組むようにしないと、

それは財政とそこそこの課と、それから課長から下の職員との関係も出てくると思うん

です。それをきちんといかないと、お金はとりあえず交付税はふえていると、それをど

う使うか、活用するかというのは、年度内、それからせめて次年度に生かす形でやっぱ

りいかないとだめだと私は思います。その点について、町長の答弁をもらって終わりま

す。

○議長（杉山幸昭議長）　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。

（午後　３時３７分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。
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（午後　３時４７分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　副町長。

○千葉与四郎副町長　給食センターの機器の修繕の関係でございますけれども、先ほどの

説明で若干査定云々という話もありましたけれども、23 年度当初予算につきましては、

現課からの要求どおり満額査定をしておりますので、その点前段申し上げておきたいと

いうふうに思います。

　　ただ現実に、これは教育委員会の予算に限らず、どこの課部局の予算も同じでありま

すけれども、予算要求するものはきちっとした現課からの積み上げがあって、それに対

して査定側はその緊急性等々も含めていろいろな角度から査定をして結論を出すという

ところがございます。また、あわせて査定に当たっても一方的に切るという方式ではな

くて、最終的な査定前には現課との協議をする場も設けて、お互いに意見交換をする形

で最終的に査定をするという形をとっておりますから、その点十分な現課との協議のも

とに査定をしてきているという状況でございます。

　　今回の補正につきましては、やはり現場としてはいろいろと想定をして計画はつくっ

ていますけれども、機械ですからやはり場合によっては想定外のそういう故障等々も実

際には起きているという状況でございます。現場のほうでも相当苦労して、小さな部分

については現場の職員が修理をして対応しているということも結構ございまして、そう

いう努力もしていることも事実でございます。

　　いずれにしましても、給食センターのことでありますから、万が一のことがあります

と恐らく子供たちへの影響ということも当然考えられますので、本当に緊急の場合は予

備費の活用ということもこれまでやってきた経過もありますので、その点については

我々のほうも給食センターのことについては非常に重要な施設であるという認識を持っ

ていますから、これからもそういった現課の要求を踏まえて、十分その辺を注意しなが

ら査定をしていくという考え方でございますので、そういったことでご理解をいただけ

ればと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　学校給食費、よろしいですね。

　　５番、渡部信一議員。

○５番（渡部信一議員）　事務局費で、電源立地地域対策交付金が道のほうから交付され

ていますね。これは１つは使用用途と申しますか、これを教育費事務費等に使わなきゃ

ならないのか、決まっているのか。あわせて、道の交付金なんですけれども、国あるい

は原発そのものからもこのような交付金と申しますか、発電所があるがためのそういう
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交付金かと思うわけですけれども、このほかにもあるのか、あるのであれば総額全体で

年間どのくらいになるのか、教えていただきたいわけですけれども。

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩します。

（午後　３時５１分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　３時５４分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　企画財政課長。

○野中美尾企画財政課長　大変申しわけございませんでした。この水力交付金、全体で国

の予算の中で全体では61 億円ということで配分がされております。本町におきまして

は、平成23 年度の交付額、通常算定分ということで1,358万8,000円ということで、

このたびの補正で275万9,000円補正をさせていただいたところでございますが、こち

らは制度改正ということで交付の単価が見直しされるということで、減額されるという

ことで、当初そういった減額、交付金単価が減額になるという、そういう制度改正のも

とで予算を上げてきました。ただ、23 年から 25 年、３カ年にかけて経過措置を設け

て減らしていくということになりましたので、その分、単年度分３分の１の分、今回増

額分、通常算定分のほかに経過措置分として増額の補正をさせていただいたところでご

ざいます。

　　この交付金の活用でございますが、昔はハード事業にも活用できたわけですけれども、

昨今、最近は今回のこの事業、博物館の学芸員さんの分の人件費、それから保育士３名

分の人件費、こちらのほうに、ソフト事業もよくなったということでそちらのほうの経

費のほうに充てさせていただいているところで、今回この教育費から出てきた分という

のは博物館の学芸員さんの人件費の分ということでご理解いただきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですか、渡部議員、いいですか。

　　３番、山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　 24 ページなんですけれども、災害復旧費って1,100万、今年

度もまた北門地区の埋め返しということが出ていますけれども、例年のようにゲリラ豪

雨ですとか、本日も雨が降っていますが、これは北門開パの20 数年から30 年前ぐら

いの明渠だと思われるわけです。先ほど、中長期計画を町で立てるということでありま

すから、この修繕の災害の復旧の仕方なんですけれども、かなりそこを修理だけしても、

その前後ろという問題もあるかと思うんです。
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　　毎年のように想定外の雨が降るということであって、この辺についても今後しっかり

と、どこの課かちょっとこれは担当課が農林課なのか建設課ちょっとわかりませんけれ

ども、災害復旧の中で居辺川の支流となるわけですから、その辺を再度調査をして、も

うちょっと丈夫な方法はとれないのかどうかと。毎年のように気の毒かけるなと、私の

責任ではないんですけれども、そういう中でよく見て、もうちょっと丈夫な方法という

んですか、そういうことをやったら、意見となっちゃうんですけれども、毎年のように

こうやってなってくるんで、その辺も検討したらいかがなものかなという考え方です。

○議長（杉山幸昭議長）　農林課長。

○松岡秀行農林課長　私、この土木工事に関しましてはちょっと専門家でないものですか

ら、詳細にわたってはお答えになるのかどうかわかりませんけれども、今回この災害に

つきまして耕地整備担当のほうとも打ち合わせをして、私のほうも現場のほうに行きま

した。何度となくこういった形でやられて、できるだけ大きな災害があっても壊れない

ような施設というのはできないものなのかいというようなことで、私も素人ながら聞い

てきた経過があります。

　　それでいきますと、やはり今回北門７号、13 号、それと中小排水３点ということで

ございますけれども、これに関しましては連結ブロック敷設がえと、それと法面保護、

ふとん篭ということでございまして、工法によりまして、特に法面のふとん篭にすると

やはりもつようにはなると。ただし、工事費はかかってきますよということだったんで

すね。どちらをとるかということなんですけれども、今回、この法面、ふとん篭によっ

てまた少し軽減がされるのかなというふうに見ております。ただし、これが万全だと思

っておりませんけれども、観点といたしましてはそのようなことでできるだけ許された

予算の範囲にはなりますけれども、しっかりとした保護をしていきたいと、そのように

考えてございます。

　　あと、トータル的なことに関しましては、また内部的に協議をして、何がいいのかと

いうことで建設課等とも連携しながら進めていきたいと、そのようなことで答弁にかえ

たいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　次に進みます。

　　次、地方債調書は 25 ページ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（杉山幸昭議長）　次に、事項別明細書の歳入は、９ページからページごとに一括

して質疑を行います。９ページの質疑ありますか。

（「なし」の声）
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○議長（杉山幸昭議長）　次に、10 ページから11 ページまで質疑を行います。質疑あ

りますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、 12 ページの質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、事項別明細書の総括表、７ページから８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（杉山幸昭議長）　次に、一般会計補正予算書の１ページから６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（杉山幸昭議長）　以上で、議案第44 号平成23 年度上士幌町一般会計補正予算

（第５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。

　　議案第 45 号平成 23 年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、

26 ページから 29 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（杉山幸昭議長）　以上で、議案第45 号平成23 年度上士幌町国民健康保険特別

会計補正予算（第３号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 46 号平成 23 年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第１号）は、

30 ページから 33 ページ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（杉山幸昭議長）　以上で、議案第46 号平成23 年度上士幌町水道事業特別会計

補正予算（第１号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 47 号平成 23 年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、

34 ページから 40 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（杉山幸昭議長）　以上で、議案第47 号平成23 年度上士幌町介護保険特別会計

補正予算（第２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が終了いたしましたので、これより町理事者に対

する総括質疑を行います。質疑ありますか。
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　　６番、佐々木議員。

○６番（佐々木　守議員）　２点についてちょっとお伺いをしたいというふうに思います。

　　今回の予算の中で、１つは緑の分権改革調査事業委託2,940万円、さらには地域活性

化センター助成金200万円、これについてお金が動くときに、実際は国から直接来る場

合には、振り込み手数料だとか、あるいはこれは振り込んだやつを補助金として振り出

しているわけですね。これは金額は同じなんだけれども、そういった経費はかかってい

ないのかどうか、一度聞こうと思ってなかなか聞く機会がなかったので、実際に公的機

関の金の動きはどうなのか。それから、本来であれば直接委託をして結果をもらうとい

う形のほうが、うちの財政規模が無駄に大きくならないということから言えば、数千万

円ですから、50 億を超える予算の中で少額といえば少額なんですが、一般的に言えば

2,000万、3,000万というのは大きな額ですから、そういった規模の変化をするという

ことがあるので、そういったことは実際上はどういう動きになっているのか、この際ご

説明をお願いをしたいというふうに思います。

　　それから、もう１点は、十勝大雪森林組合の出資配当163万4,000円、これも配当と

して入ってきているんですが、それを同額出資金に積んでいます。これは、町も構成メ

ンバーであるわけですけれども、森林組合の意向を受けた形でこういう形になっている

のか、あるいは独自の考えで同額来たものを特別財政がそれほど窮屈ではないので、こ

の際出資金として出資増にしているのか。これについても出資をするのには行政の場合

は一定の目的を持たなきゃいけないというようなこともありますし、今、木材関係に関

しては決して経済状況よくないので、そういった意向があるのかどうかというようなこ

とも含めて、これについてもこういう扱いをする解説をひとつお願いをしたいと思いま

す。

○議長（杉山幸昭議長）　町長。

○竹中　貢町長　まず、国の事業と団体財団の地域活性化センターの助成の関係でありま

すけれども、２つとも先ほど、あるいは委員会の中でも説明させていただいているとお

りでありますけれども、この事業を受けるために、受け皿となるのが団体自治体である

ということが原則にあって、直接北海道移住促進する移住促進市町村協議会のほうに交

付ができる、あるいは補助を出せるような、そういう制度ではないということが一つあ

りました。

　　いずれにしても、北海道自治体、今、この北海道市町村移住促進協議会には95 か６

の団体市町村が加入していて、そしてそれぞれが移住定住の事業を進めていきたいとい

うことでありますけれども、単独で自分たちの事業を首都圏のほうへ行ってプロモーシ
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ョン活動をするというのはなかなか経費的にも難しいということでこの協議会をつくっ

ているということでありますけれども、協議会そのものも運営経費というのは負担金が

あるわけでありますけれども、それもとても満たされるものではないということで、こ

れまでもいろいろな制度をうまく使って、そして北海道の各市町村の地域振興になるた

めにやってきたという、そういう背景があって、そのためにたまたま今回上士幌町、私

のところでありますけれども、協議会の会長になったということであります。

　　今おっしゃったとおり、それは上士幌町の事業にこれが使われるかということになる

と、全体の地域振興に使われるということになりますので、私どもとしては多少の手間

も人手もかかっておりますし、それから今おっしゃったような振り込み等々もそれは実

際出てくるだろうというふうに思っておりますけれども、その辺についてはこういう立

場上ひとつご理解をいただきたいなということと、結果的に何らかの形で直接予算の形

で金銭的に町のほうに振り込まれるということではありませんけれども、いろいろな意

味での上士幌町が情報の提供の先進にきたり、あるいはいろいろな受け皿の中心になっ

ていけるという、そういうメリットがあるということで、その辺のことでひとつご理解

を賜りたいなと、そんなふうに思います。

　　それから、森林組合の配当金の、それにまた積むということについては、森林組合の

安定した経営のために森林組合からのほうの意向があって、上士幌町、それから傘下の

士幌、音更と、この３町も歩調も合わせてそれぞれの出資金に合わせて配当があるわけ

でありますけれども、それを積んで、そして森林組合の安定的な経営に少しでも寄与し

たいという意味合いでさせていただいているということであります。

○議長（杉山幸昭議長）　６番、佐々木議員。

○６番（佐々木　守議員）　先ほどの委託事業の関係ですけれども、事業の中身について

は十分効果も理解をしているつもりです。ただ、例えば振り込み手数料が0. 何％とい

う形になれば、どこかから経費が出てくると。ごく少額なので予算書に載ってきていな

いのかどうか、そういう金の流れというのは国と町の関係、あるいは諸団体と町の関係

という中では、そういった手数料というのはどうなっているのかなと。これは総括でな

くて、通告でやれば担当者の答弁をいただけるのかもしれないけれども、ちょっとそう

いう意味では大変申しわけなかったんですが、その辺をひとつ知りたいなというふうに

思うんですが、その辺もはっきり、あるだろうと今答弁でしたので、あるのかないのか、

あれば何％、通常の金額なのかどうかも含めて、そういうことも含めてちょっと考えて

おかなきゃいけないのではないかなというふうに思ったものですから、見方としてちょ

っとお聞きをしておきたいというふうに思います。

－73－



　　それから、東大雪森林組合の関係ですけれども、異論を述べるつもりはありません。

確かに今経営基盤を強化するという意味合いでは出資をふやしてきちっとした対応をし

なきゃならないというふうに思うんですが、出資金が出るということであれば恐らく剰

余金が出て、一定の処分の中でそういった総会が進んでいるものだというふうに理解を

するんですが、そういう理解でいいのかどうかだけちょっと確認をさせていただきたい

というふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　町長。

○竹中　貢町長　今の手数料の関係、細かい出し入れ作業については町長のほうは認識し

ておりませんので、担当のほうでよろしいですか。

（「はい」の声）

○竹中　貢町長　それから、森林組合の配当金ですけれども、原資になっているのは剰余

金だというふうにご理解いただいて結構だと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　会計管理者。

○石王良郎会計管理者　公金の振り込み手数料につきましては、指定金融機関を通じて基

本的にやっておりますので手数料は一切かかっておりません。ただ、一部例外として、

信金を通さないでこれまでも北洋銀行でないと取り扱えないようなケースがありますの

で、そういう場合は一部手数料がかかっておりますが、基本的にはそういう部分では信

金を通したものについてはかかっておりません。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかに質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ほかに質疑がありませんので、町理事者に対する総括質疑を終

了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（杉山幸昭議長）　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。

　　以上で、議案第44 号から議案第47 号までの平成23 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44 号平成23 年度上士幌町一般会計補正予算（第５号）の討論を行

います。討論ありますか。

（「なし」の声）
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○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第44 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（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 44 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第45 号平成 23 年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

の討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第45 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（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 45 号は原案のとおり決定いたしました。

　　次に、議案第46 号平成 23 年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第１号）の討

論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第46 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（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 46 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第47 号平成 23 年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第２号）の討

論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第47 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（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 47 号は原案のとおり可決されました。

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

◎諮問第１号の上程、説明、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第29 号、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について

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。

○竹中　貢町長　ただいま上程されました諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について、

その提案理由を申し上げます。

　　人権擁護委員は現在２名おりますが、住民の基本的人権を擁護し、自由人権思想の普

及高揚をさらに推進していくために、新たに１名を増員し、人権擁護委員の候補者とし

て推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるも

のであります。

　　住所、河東郡上士幌町字上士幌東２線235番地８、氏名、米澤政志氏、生年月日、昭

和 25 年 11 月 18 日。

　　以上、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について、その提案理由を申し上げまし

た。ご審議を賜り、ご意見をいただきますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　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。

　　これより直ちに採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　諮問第１号は、原案について適任であるとすることにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、諮問第１号は原案について適任であるとすることに決定をいたしました。

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

◎散会の宣告
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○議長（杉山幸昭議長）　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９月27 日火曜日午前10 時でありますので、

ご承知願います。

　　本日はこれにて散会といたします。

（午後　４時１７分）
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　──────────────────────────────────────

◎開議の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　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（杉山幸昭議長）　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、渡部信一議員。

○議会運営委員長（渡部信一議員）　議会運営委員会より御報告申し上げます。

　　議会運営委員会は、９月16 日午前10 時より委員会室において、議会運営委員の出

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、御報告申し上げます。

　　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御報告申し上げます。

　　１点目は、日程第２、認定第１号から日程第８、認定第７号については７件を一括報

告、認定第２号から認定第７号までの６件は、議長及び監査委員を除く議員全員による

特別委員会において討論がありませんでしたので、討論を省略し、採決を行いますので、

御承知願います。

　　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。

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

◎行政報告

○議長（杉山幸昭議長）　日程第１、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。

　　総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　それでは私のほうから御報告を申し上げます。

　　平成23 年９月２日から６日の台風12 ・ 13 号による被害状況について御報告を申

し上げます。

　　気象状況でございますが、台風12 号及び台風13 号による大雨は９月２日から６日

にかけて断続的に降り続き、２日午後２時26 分及び５日午後５時27 分には大雨警報

が発令されました。２日から６日にかけての総雨量は、上士幌市街地で167.5ミリ、糠
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平地区で426ミリとなっています。特に、糠平方面とナイタイ、上音更方面の降雨量が

多くなっています。

　　数日にわたっての降雨であったことから、随時、道路パトロール等を継続して実施す

るなど対応をしてきたところでございます。特に９月５日の午後０時から午後10 時ま

での雨量が、糠平地区では153.5ミリ、ナイタイ地区では142ミリの豪雨となっており

ます。

　　このため、糠平地区の大雪川が増水し、はんらんの危険があったことから、消防署員

と糠平地区の消防団員及び町職員において、土のうによるはんらん防止対策を行ったと

ころでございます。また、町道、水道施設、明渠排水路等の農業施設などのパトロール

を実施し、応急対策を実施いたしました。

　　なお、被害に対する復旧経費につきましては、一部既定予算で対応したものを除き補

正予算として予算計上することといたしておりますので、よろしくお願いいたします。

また、一部被害金額が特定できないものについては、後日、予算対応することとしてお

ります。

　　具体的な被害状況につきましては、別紙資料をご参照願います。

　　表紙の次の総括表をごらんください。

　　農業被害は総額で115万1,000円となっています。このうち、明渠排水路の被害は１

排水路の１カ所で85 万1,000円となっており、復旧経費につきましては全額補正予算

として計上いたしております。詳細は１ページから２ページをごらんください。被災箇

所、被災状況、復旧内容等につきましては、記載のとおりでございます。

　　ナイタイ高原牧場の被害につきましては、放牧地の一部流出で10 万円、取水地流出

被害 20 万円となっており、復旧経費につきましては既定予算で対応しております。詳

細につきましては３ページをごらんください。被災箇所、被災状況、復旧内容等につき

ましては記載のとおりでございます。

　　林業被害は林道４路線で44 万円となっており、復旧経費につきましては全額を補正

予算として計上しております。詳細は４ページをごらんください。被災箇所、被災状況、

復旧内容等につきましては記載のとおりでございます。

　　なお、ナイタイ竹山併用林道につきましては、現在調査中のため、被災金額が未定と

なっております。

　　次に、土木被害につきましては、町道58 路線で被害額2,298万5,000円となってお

り、復旧経費につきましては補正予算として計上しております。被害の詳細につきまし

ては５ページから11 ページをごらんください。被災箇所、被災状況、復旧内容等につ
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きましては記載のとおりでございます。

　　被害額合計といたしましては、一部被害金額が特定できないものを除き2,457万

6,000円となっており、復旧経費の予算措置につきましては一部を除き補正予算として

計上いたしております。

　　それから、配付しております資料には記載しておりませんが、台風による降雨により

河川に濁りが発生した影響によりまして、町内の簡易水道の一部の水道水の色度、濁度

でございますが、基準値を超えたため、飲用制限を実施いたしております。

　　このうち、居辺浄水場では、５日午後５時に取水河川の濁りを確認したため、萩ヶ岡

地区、北門地区の一部40 世帯に飲用水の配付を実施いたしております。この間、取水

施設の清掃等を実施した結果、 11 日午前７時 40 分に正常化いたしております。

　　また、糠平浄水場では、降水量の増加により５日午後４時に河川からの取水を停止し

ておりましたが、配水池の水位が低下し断水になるおそれがあったため、７日午前６時

から消防タンク車による給水作業を実施いたしております。その後、河川の汚濁がおさ

まり水道水の安全を確認できたことから、当日の午後１時をもって給水作業を終了いた

しております。

　　以上、平成23 年９月２日から６日の台風12 ・ 13 号による被害状況についての行

政報告といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　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。

　　９番、山本裕吾議員。

○９番（山本裕吾議員）　２点ほどお尋ねします。

　　まず１点目は、今のことに関してですけれども、水道設備の件ですが、こちらの北居

辺地区のほうに流れて使っております取水場の件、それと糠平も、私も糠平の現場まで

行ってまいりましたけれども、取水場といいますか水源池ができてからかなり年月もた

ってございますし、こういう異常な降雨量ということで、これは万やむを得ないという

部分もございましょうが、やはり今後、こういうことに対しまして迅速に町民の生活を

保全するためにも、この浄水場の設備がどんなふうになっていくのか、この辺を今回の

災害も含めて、関連としてお尋ねしておきたいと思います。

　　それともう一点は、道道の箇所でございますけれども、幌鹿峠も２カ所ほど崩落して

ございまして、上部のほうでは、道道の管理者内では非常に難しいんではないかと思わ

れるくらい崩落して国有林野のほうに流れ出しているわけでございまして、砂防ダムで

もつくっていかない限り、困難をきわめる工事じゃないかなと思っております。まして
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や、今月末には道東道の開通も控えておりまして、糠平スキー場の開業を含めて毎日の

ようにラジオでは報道されておりますけれども、このまま来年の行楽シーズンまで閉鎖

ということにはなるかと思いますが、我が町も観光ということでうたっているわけでご

ざいますし、この辺の関連も含めて、道のほう、関連省庁との関係も含めて、糠平観光、

鹿追町も何やらやはり袋小路になって、観光の面ではという話も聞き及んでございます

ので、今後連携がどんなふうになっていくのか、この際お尋ねしておきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　建設課長。

○高橋　智建設課長　それでは、私のほうから水道施設の関係でお答えしていきたいと思

います。

　　今回、居辺浄水場並びに糠平浄水場において給水活動を行ったということでございま

す。居辺につきましては、５年ほど前に配水池を増設して、現状、２日から３日の水の

余裕はあるわけなんですけれども、今回、川の水の濁りがとても激しいということで浄

水に色がついてしまった、色が取れなかったということでございます。

　　この色につきましては、今の居辺地区につきましては、緩速ろ過といって単純に砂を

通すだけのろ過方法でございまして、この方法では色は取り切れないというのが現状で

ございます。担当とも協議はしておりますけれども、今後、もっと色が取れる、色度が

取れる浄水方法の整備というものを検討していかなきゃならないというふうには考えて

おります。具体的にいつからというのは、これから上士幌浄水場の整備も今予定してお

りますので、なるべく早い時期に理事者とも協議しながら、浄水方法の早期の改善を考

えていきたいなというふうに考えております。

　　糠平につきましても、現状、観光客等の使う水も考慮しておりますので、二日、三日

もつ配水池の容量はございます。今回、台風ということで降雨の期間が長かったという

ことで、汚い水は基本的に浄水場に入れないということで、できているきれいな水でぎ

りぎりまで我慢したということで、最終的に給水活動を行ったわけですけれども、何と

か今回はぎりぎりきれいな水で間に合って、糠平については色がつくこともなかったと

いうことでございます。

　　糠平につきましては、比較的まだ新しい浄水場でして、今回のような雨ではぎりぎり

でしたけれども、当面は今の浄水場でいかざるを得ないかなというふうに考えておりま

す。

　　あと、幌鹿峠の件でございます。この被災状況と並びに開通のめどでございますけれ

ども、被災箇所につきましては、幌鹿峠の糠平側２カ所、然別側１カ所の３カ所で被災

しておりまして、被災の内容につきましては、３カ所とも路肩の決壊と法面の崩壊によ
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りまして車道の決壊のおそれがあるという状況とのことでございます。通行どめの区間

につきましては、糠平のゲートから山田温泉付近のゲートの間の16.1 キロメートルで

あります。

　　今後の復旧工程並びに開通のめどでございますけれども、ことしの11 月に災害の査

定を受ける予定とのことでございまして、11 月からは冬期間の通行どめに入りますの

で、ことしの工事は行えないということでございます。来春の４月に工事を発注しまし

て、５月の連休明けから、雪解けを待って工事を行う予定ということで聞いております。

　　なお、現時点で復旧方法が決定していないということもございまして、開通のめどに

つきましては未定ということでございます。

　　また、先ほど砂防工事等が必要でないかということでございますけれども、災害復旧

は基本的には原形復旧というのが原則でございますので、あとは査定でどうなるかとい

うのもありますけれども、現時点では復旧方法は決定していないということでございま

す。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかにありますか。

（発言する声なし）

○議長（杉山幸昭議長）　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。

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

◎認定第１号から認定第７号の委員長報告、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　次に、決算審査特別委員会審査報告を行います。

　　日程第２から日程第８、認定第１号から認定第７号までの平成22 年度上士幌町一般

会計ほか６特別会計の歳入歳出決算の認定について、７件を一括して議題といたします。

　　７件について決算審査特別委員会の報告を求めます。

　　決算審査特別委員会委員長、佐々木守議員。

○決算審査特別委員長（佐々木　守議員）　平成23 年９月６日に本委員会に付託されま

した平成22 年度各会計の歳入歳出決算の認定についての審査結果を上士幌町会議規則

第 77 条の規定により報告をいたします。

　　審査事項は、認定第１号平成22 年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定について、

認定第２号平成22 年度上士幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、

認定第３号平成22 年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定

第４号平成22 年度上士幌町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第５
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号平成22 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第

６号平成22 年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定

第７号平成22 年度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、一般会計

と６特別会計であります。

　　審査年月日は平成 23 年９月９日の１日間であります。

　　審査場所は議場であります。

　　説明員に、竹中町長、千葉副町長、江波戸教育長、各課部局長、主幹及び主査の出席

をいただき、審査いたしました。

　　審査の結果ですが、認定第１号から認定第７号までの平成22 年度上士幌町一般会計

及び６特別会計の決算認定議案が、平成23 年９月６日開催の第６回議会定例会におい

て提案されました。この決算認定議案の審議に当たり、議長及び監査委員の議員を除く

９名による決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、委員の皆様や町理事者を初め各課部局長、主幹及び主査

などの皆様に特段の御協力をいただきましたことに対し、厚く御礼を申し上げます。

　　当特別委員会に付託されました認定第１号から認定第７号までの平成22 年度各会計

歳入歳出決算の認定案件については、町理事者を初め各課部局担当職員の出席を求め、

資料の提出をいただきながら熱心な質疑を重ね、委員会を開催し審査いたしました。

　　慎重審査の結果、認定第１号平成22 年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いては、反対討論があり、起立採決の結果、起立多数により認定すべきものと決定いた

しました。

　　また、認定第２号から認定第７号の各特別会計歳入歳出決算の認定については、全会

一致をもって認定すべきものと決定をいたしました。

　　認定案件の質疑及び討論の内容については、議長及び監査委員の議員を除く議員全員

が特別委員会の委員でありますので、省略をさせていただきます。

　　以上をもって、決算審査特別委員会に付託されました認定審査の経過と結果について

御報告を申し上げ、決算審査特別委員会報告を終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　委員長の報告が終わりました。

　　決算審査特別委員会は、議長及び議選の監査委員を除く議員全員で構成されておりま

すので、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、特別会計決算の認定第２号から第７号の討論については、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。
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　　これより案件ごとに討論、採決を行います。

　　初めに、認定第１号平成22 年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定について討論

を行います。討論ありますか。

　　討論がありますので、これより討論を行います。最初に認定に反対の討論から行いま

す。

　　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　認定第１号平成22 年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定

についての反対討論を行います。

　　大きく３点にわたり反対といたします。

　　１点目、全体的な予算の問題です。平成20 年度末、21 年度において国から交付さ

れた臨時交付金は約６億5,000万円、そのほとんどが公共事業に使われました。そのた

め、財政的に余裕ができた分を平成22 年度の当初予算においてソフト面で予算化する

よう要望してまいりましたが、生かされておりません。

　　そして、国から交付される比較的自由に使える普通地方交付税と臨時財政対策債は、

当初予算に比較して約２億2,000万円多くなっています。執行残分も含め、22 年度内

に公共施設整備基金に４億9,100万円積み、決算後に財政調整基金に１億3,500万円積

みました。これにより、減債基金や備荒資金、超過納付金等を合わせた金額で計算しま

すと、比較的やりくりできる基金等を約33 億7,600万円から40 億100万円と約６億

2,500万円もふやしました。

　　平成16 年において自立すると決め、政策半分と人件費や全体的な予算を１割カット、

２割カットと節約してまいりました。国はもちろん、財政的には大変厳しいですが、そ

れでも交付税等をふやしてきています。その分をきちんと私たちの生活や福祉等に生か

すべきです。将来の不安のために基金をふやすのではなく、今生きている町民の生活、

つながりを大切にし、真に町民が自立できるまちづくりのために活用すべきです。全体

的な予算がそのようになっていないために反対いたします。

　　大きな２点目は、後期高齢者医療制度についてです。平成22 年度は、制度が始まっ

て２年ごとの見直しが行われ、保険料が引き上げられました。この会計への繰入金を含

むため、反対いたします。

　　大きな３点目は、平和の問題です。自衛官募集事務委託や自衛隊協力会への補助金を

含むため、反対いたします。３.11の地震や津波、今回の台風の被害での自衛隊の災害

救助は国民を守る役割を担っていることは確かです。しかし、22 年度においては、普

天間基地の返還・移転問題で、多くの国民はアメリカの基地は要らないと立ち上がりま
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した。それにもかかわらず、今なお政府は国内での移転にこだわっております。アメリ

カの戦争に協力する自衛隊は必要ないと判断いたします。

　　以上の理由で反対いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　次に、認定に賛成の討論を行います。ありますか。

　　７番、角田議員。

○７番（角田久和議員）　私は、平成22 年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定に賛

成するものであります。

　　予算の執行及び収入支出に関する事務、そして産業振興、福祉、教育、まちづくり、

基盤整備などの諸政策は的確に執行されたものと理解いたします。

　　財政に関しましては、国の財政赤字や本町の人口減少による今後の地方交付税減など

を考慮して、より健全、慎重な財政運営を望むものであります。

　　自衛隊協力会への支出に関しましては、東日本大震災や水害の現場での自衛隊の献身

的な働きは被災者から高く評価されています。自衛隊は、国防とともに災害現場での地

域支援が大きな役割となっており、国民にとって必要不可欠な存在であるという認識を

私は持っております。よって、自衛隊協力会への支出は適切と考えます。

　　以上、認定に問題ないと考え、私は、平成22 年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の

認定に賛成いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　次に、反対の討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、賛成の討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ほかに討論がありませんので、これをもって認定第１号に対す

る討論を終結いたします。

　　これより認定第１号の採決を行います。

　　本件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。

本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本件は認定すべきものと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（杉山幸昭議長）　起立多数であります。

　　よって、認定第１号は認定すべきものと決定いたしました。

　　次に、認定第２号平成22 年度上士幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に
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ついて採決を行います。

　　本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本件は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　御異議なしと認めます。

　　よって、認定第２号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。

　　次に、認定第３号平成22 年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て採決を行います。

　　本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本件は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　御異議なしと認めます。

　　よって、認定第３号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。

　　次に、認定第４号平成22 年度上士幌町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定につい

て採決を行います。

　　本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本件は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　御異議なしと認めます。

　　よって、認定第４号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。

　　次に、認定第５号平成22 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について採決を行います。

　　本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本件は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　御異議なしと認めます。

　　よって、認定第５号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。

　　次に、認定第６号平成22 年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

－90－



について採決を行います。

　　本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本件は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　御異議なしと認めます。

　　よって、認定第６号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。

　　次に、認定第７号平成22 年度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て採決を行います。

　　本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本件は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　御異議なしと認めます。

　　よって、認定第７号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。

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

◎意見書案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第９、意見書案第６号原子力発電依存から自然エネルギー

活用への計画的転換を求め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２番、堂畑義雄議員から提案理由の説

明を求めます。

　　２番、堂畑義雄議員。

○２番（堂畑義雄議員）　ただいま上程されました意見書案第６号原発政策の見直し及び

自然エネルギーへの転換を求める意見書の提出について、その提案理由について御説明

申し上げます。

　　この意見書につきましては、議会運営委員会において複数の意見書を審議いただき、

調整の上、議会運営委員全員の賛同をいただき私が提案するものであります。

　　このたびの福島原発の重大事故により、避難区域の多くの住民が今なお避難生活を強

いられており、我が家に帰れるめどが立っていません。特に、警戒区域の住民の一時帰

宅は事故後半年を過ぎやっと認められました。初めて見る我が町、我が家の惨状は目を

覆うばかりです。とりあえず２時間という短い時間の中で最も大切なものだけを持ち、

お墓に手を合わせて帰る人に尋ねると、もう帰れないかもしれないので御先祖様にさよ
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うならと言ってきましたと言う。また、我が子の安否を確認することも許されず避難し、

いまだに行方知れずの我が子を探すことさえ許されない人たちは、まさにはかり知れな

い悲しさと苦しみにあえいでいます。

　　農畜産・海産物の汚染や観光への影響は甚大で、基幹産業は壊滅的な被害を受け、復

興は容易ではありません。被害は福島県やその近隣にとどまらず、農畜産物への汚染が

拡大し、観光産業や輸出産業への風評被害も伴って国内産業に大きな影響が出ています。

二度とあってはならないことであります。

　　事故は、想定外でも起こり得ることが実証されました。安全神話が崩壊した今、原発

政策への早急な見直しが必要です。国内にある原発すべての点検と緊急時計画区域拡大

など、原子力防災に関する指針の抜本的な見直しが必要です。

　　赤ちゃんや子供への影響が心配されています。放射能は、細胞分裂の過程で遺伝子を

傷つける、細胞分裂が活発で新陳代謝の激しい子供や胎児に影響が大きいと言われてい

ます。子供の未来に負の遺産を残してはいけません。

　　泊原発３号機では、プルサーマル発電を開始しようとしています。これは使用済み核

燃料を再処理し、プルトニウムとウランの混合酸化物燃料として再使用する発電方式で

す。毒性の強いプルトニウムは、融点が低く核分裂がしやすいとされ、強い発がん性も

指摘されています。しかも、施設は、ウラン使用設計のため安全性に問題があるとされ

ています。国内におけるプルサーマル計画は中止すべきです。

　　国は、限りある電力支援の実態を国民に広報、啓蒙し、節電社会を推進するとともに、

原子力発電に依存したエネルギー政策を改め、水力、火力、風力、太陽光、バイオマス

など再生可能な自然エネルギー活用への計画的転換を推進するよう強く要望するもので

あります。

　　以上、議員各位の満場の賛同を賜りこの意見書案を御可決いただき、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６号の提案理由の説明を終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　提案理由の説明が終わりましたので……。

（発言する声あり）

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩いたします。

（午前１０時３８分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１０時３８分）

－92－



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

○議長（杉山幸昭議長）　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。

（「議長、直さないとだめです。」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩いたします。

（午前１０時３８分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午前１０時３８分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　堂畑議員。

○２番（堂畑義雄議員）　私ども伺っておりませんで、うっかりして見直しと申し上げま

したが、提出する議案につきましては（原子力発電依存から自然エネルギー活用への）

計画的転換を求める意見書でありますので、訂正させていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　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（杉山幸昭議長）　これをもって意見書案第６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（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより意見書案第６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御異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　御異議なしと認めます。

　　よって、意見書案第６号は原案のとおり可決されました。

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

◎意見書案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第10 、意見書案第７号平成24 年度農業予算編成並びに

税制改正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３番、山本弘一議員から提案理由の説

明を求めます。
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　　３番、山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　ただいま上程されました意見書案第７号平成24 年度農業予算

編成並びに税制改正に関する意見書の提出についての提案理由について御説明申し上げ

ます。

　　本意見書の要望につきましては、上士幌町農協より要請を受け、議会運営委員会全員

の皆様の御理解をいただき私が提案するものであります。

　　日本を取り巻く状況につきましては皆さん御承知のとおりであります。

　　本年、３月11 日に発生した東日本大震災と福島第一原発の事故は、我々日本にとっ

てかつてない甚大な被害をもたらしています。日本政府として緊急かつ最優先の課題は

被災地の復旧・復興であります。

　　こうした中で、政府は、７月29 日、「東日本大震災からの復興の基本方針」及び８

月 15 日、日本の再生に向け「政策推進の全体像」を閣議決定をし、国家戦略、エネル

ギー・環境政策の再設計のほか、ＴＰＰ交渉参加問題につきましては、「総合的に検討

し、できるだけ早期に判断する」とし、依然、高いレベルでの経済連携を進める姿勢は

変えていないところであります。

　　このような未曾有の国難に対して、被災地の復旧・復興の支援はもとより、我が国の

食料安定供給へ北海道が食料基地としての力を最大限に発揮し、持続可能な農業の確立

を図るため、平成24 年度農業予算編成並びに税制改正に当たり強く要望するものであ

ります。

　　意見書の提出に当たり、以下の事項について強く要望するものであります。

　　１つ目としましては日本経済・社会の再建と国内農業対策で、（１）東日本大震災並

びに福島第一原発事故被災地の農林漁業の再建、安全・安心を最優先にしたエネルギー

政策の再構築並びに内需拡大を重視した日本経済・社会の再建に全力で取り組むこと。

　　（２）国内農業対策の検討に当たっては、災害に強い食料供給基地の建設と、国の構

造改革に着実に取り組んできた地域の経営実態などその問題点を真摯に洗い出した上で、

経営形態別の目標とすべき構造並びに経営展望の明示、それを実現するために主業的経

営体が真に必要とする政策を確立すること。

　　（３）農業自給率目標の達成に向けては、国産農畜産物が確実に輸入農畜産物に置き

かわるための誘導策を、食料・農業・農村政策のみならず税制・食品産業対策など省庁

横断的な政策体系としてパッケージで仕組むこと。

　　２つ目としましては包括的経済連携等貿易対策で、（１）過去の国会決議などに基づ

き、これまで同様、すべての貿易交渉（ＷＴＯ・二国間ＦＴＡ・ＥＰＡ）に当たり、例
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外措置として重要品目の関税を維持する交渉姿勢を貫くことが必要と考え、よって、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。

　　３つ目としまして政策の安定的継続と財源確保で、（１）戸別所得補償制度を初めと

する農業政策については、これまでも努力してきた生産者、産地の取り組みを尊重する

とともに、平成24 年度予算においても万全の財源を確保し、生産者が安心して営農に

取り組めるよう制度の法制化等、中長期的に安定して継続される政策とすること。

　　４つ目としまして生産基盤確保対策で、（１）農業の生産性向上には、圃場の基盤整

備、排水対策並びに農畜産物の集出荷・調整施設等の生産基盤の確立と優良品種や技術

の試験・研究開発が重要であり、あわせて生産現場への組織的普及の活動が不可欠であ

ることから、これらに必要な万全な予算を確保すること。

　　５つ目として税制改正要望対策で、（１）軽油取引税やＡ重油の石油石炭税の課税免

除措置の恒久化など、農業経営の安定に必要な税制措置を講ずることであります。

　　議員各位の満場の御賛同を賜りこの意見書案を御可決いただき、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７号の提案説明を終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　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（杉山幸昭議長）　これをもって意見書案第７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。討論はありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより意見書案第７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御異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　御異議なしと認めます。

　　よって、意見書案第７号は原案のとおり可決されました。

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

◎監報告第４号の上程、報告

○議長（杉山幸昭議長）　日程第11 、監報告第４号例月出納検査報告についてを議題と

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。
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　　新田勝幸代表監査委員。

○新田勝幸代表監査委員　監査結果報告を行います。

　　監報告第４号例月出納検査報告について、その結果を報告申し上げます。

　　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23 年５月分、６月分、７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

ことを御報告申し上げます。

　　以上、監報告第４号の監査結果報告といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　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

は添付を省略しておりますので、必要な場合は議会事務局で閲覧を願います。

　　以上で監報告第４号を報告済みとし、監査委員からの報告を終わります。

　　ここで 15 分間休憩といたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午前１０時５３分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１１時０７分）

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

◎議案第４８号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第12 、議案第48 号上士幌町議会の議決すべき事件に関

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。

　　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48 号上士幌町議会の議決すべき事

件に関する条例の制定について、その提案理由と内容を御説明申し上げます。

　　議会の議決事件につきましては、地方自治法第96 条第１項の第１号から第15 号に

列挙されております。また、同条第２項では、第１項で列挙されているもの以外につい
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て、条例により議決事件を定めることができることとなっております。

　　平成23 年４月28 日に、地域主権改革関連法案の一つとして地方自治法の一部を改

正する法律が国会で議決されました。この改正の中で、これまで市町村議会の議決を経

て策定することとされていました市町村の基本構想の策定義務が撤廃されました。本町

では、長期的な視点に立ったまちづくりの計画である総合計画につきましては今後も策

定していくということとしていることから、その策定に当たっては、これまでと同様に

議会の議決を得ることとしたいと考えております。このため、上士幌町議会の議決すべ

き事件に関する条例の制定を新たに提案するものでございます。

　　条例の具体的な内容について御説明いたします。

　　第１条は、条例の趣旨であります。地方自治法第96 条第２項の規定に基づく議会の

議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところに

よる旨を規定しております。

　　第２条は、議決すべき事件の規定であります。本条例による議決すべき事件について、

本町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更及び廃

止と、定住自立圏形成協定の締結、変更及び同協定の廃止を求める旨の通告の２項目を

規定しています。

　　附則として、この条例は公布の日から施行するものであります。

　　また、本年３月８日に議決いただきました上士幌町定住自立圏形成協定の議決に関す

る条例につきましては、規定している項目を本条例に一本化することから廃止するもの

であります。

　　以上、提案理由と内容について御説明させていただきました。御審議の上、御可決い

ただきますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第48 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（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 48 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。討論はありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第48 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御異議ありませんか。
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（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　御異議なしと認めます。

　　よって、議案第 48 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第４９号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第13 、議案第49 号災害弔慰金の支給等に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

　　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。

○柚原幸二保健福祉課長　ただいま上程されました議案第49 号災害弔慰金の支給等に関

する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御説明申

し上げます。

　　町例規集は4,083ページを御参照願います。

　　提案の理由でありますが、本年３月11 日に発生しました東日本大震災の被害の甚大

さを受け、国におきまして、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律が

本年７月29 日公布、施行され、３月11 日以降に生じた災害に適用されることとなり

ました。そのため、本町で定めている災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正す

るものであります。

　　議案第 49 号関係資料の新旧対照表で御説明申し上げます。

　　第４条第１項第１号中、「維持していた遺族」の下に「（兄弟姉妹を除く。以下この

項において同じ。）」を加え、同項第３号として、「死亡者に係る配偶者、子、父母、

孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹

（死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者。）に対して、

災害弔慰金を支給するものとする。」を加えるものであります。

　　附則としまして、この条例は公布の日から施行し、改正後の第４条第１項の規定は、

平成 23 年３月11 日以後に生じた災害により死亡した町民に係る災害弔慰金の支給に

ついて適用するとするものであります。

　　以上、議案第49 号災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、その内容について御説明いたしました。御審議いただき御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（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第49 号について

質疑を行います。質疑ありますか。
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　　６番、佐々木議員。

○６番（佐々木　守議員）　１点だけお伺いをしたいと思います。

　　今回は、法律が変わったので条例も改正するという説明だったというふうに思うんで

すが、災害弔慰金についても法律の範囲内での条例でなきゃならないということが何か

あるのかどうか。独自のものではないのかなと思っていたんですが、どの町でも持って

はいるわけですけれども、その内容だとかについては一部違いがあるのではないかとい

うふうに理解をしていたものですから、その辺についてちょっとお伺いをしたいと思い

ます。

○議長（杉山幸昭議長）　保健福祉課長。

○柚原幸二保健福祉課長　佐々木議員の御質問にお答えします。

　　災害弔慰金に関しましては、国の法律で定められておりまして、恐らくどこの町村も

これに準じて策定していると思います。

　　それで、町で定めている別な条例、災害見舞金条例というのがまた別段にありまして、

人的被害とか火事だとかが町民に起きた場合にはそちらのほうの条例で支給する制度が

あります。あくまで今御説明した災害弔慰金については法律どおりの条例施行となって

おりますので、御理解願います。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかにありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 49 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。討論はありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第49 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御異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　御異議なしと認めます。

　　よって、議案第 49 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第５０号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第14 、議案第50 号工事請負契約の変更についてを議題

といたします。
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　　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50 号工事請負契約の変更について、

その提案理由と内容を御説明申し上げます。

　　このたび議決を求める工事請負契約の変更は、平成23 年７月14 日に議決いただき

ました北門地区農道改良舗装工事であります。

　　契約変更の理由でありますが、既設路盤材の流用率の確定に伴う切り込み砂利の増加、

盛り土材の採取場所の変更による運搬距離の増加、それから施行指定部分の追加に伴う

舗装面積の増、既設ブロックの撤去等の増によるものであります。

　　工事請負契約の変更でありますが、契約金額について、324万4,500円増額し6,151

万9,500円とするものであります。

　　以上、提案理由と内容について御説明させていただきました。御審議の上、御可決い

ただきますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第50 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（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 50 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。討論はありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第50 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御異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　御異議なしと認めます。

　　よって、議案第 50 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第５１号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第15 、議案第51 号平成23 年度上士幌町一般会計補正

予算（第６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。
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○千葉与四郎副町長　ただいま上程されました議案第51 号平成23 年度一般会計補正予

算（第６号）の内容を申し上げます。

　　補正総額は2,427万5,000円の追加補正となります。補正後の予算規模は、一般会計

並びに５特別会計の総額で 76 億4,495万4,000円となります。

　　それでは内容を申し上げます。１ページをごらんください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ2,427万5,000円を追加し、総額

を 58 億151万円とするものでございます。

　　補正の款項の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、２

ページ第１表のとおりでございます。

　　歳出における追加補正の内容につきましては、ナイタイ幌鹿線外４路線災害復旧事業

2,078万円、町道維持管理事業220万5,000円、清水谷地区排水路災害復旧事業85 万

1,000円、町有林管理経費 43 万9,000円でございます。

　　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、一般会計の補正内容について御提案申し上げました。よろしく御審議を賜り御

承認くださいますようお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第51 号について

質疑を行います。質疑ありますか。

　　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　歳入の問題なんですが、今回、前年度の繰越金を使っています

けれども、これはいずれ交付税として国から交付されることになるのかどうか質問いた

します。

○議長（杉山幸昭議長）　企画財政課長。

○野中美尾企画財政課長　災害復旧に関しましては、特別交付税ということで後々査定を

してという形になりますが、いずれにしましても大震災が起きたということで、国の特

交の予算がどの程度災害復旧のほうに、地方に回ってくるかというのはまだ不透明でご

ざいますので、今の段階では何とも言えない状況で、一応、町単独の経費ということで

計上させていただいておりますし、特交が出るかということも、今のところどの程度が

来るかというのは、本当に厳しい状況というふうに私どものほうでは受けとめておりま

す。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかにありますか。

（発言する声なし）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 51 号に対する質疑を終結いたします。
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　　これより討論を行います。討論はありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第51 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御異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　御異議なしと認めます。

　　よって、議案第 51 号は原案のとおり可決されました。

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

◎閉会中の継続調査の申出について

○議長（杉山幸昭議長）　日程第16 、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、お手元に配付の申し出書の

とおり閉会中の所管事務調査の申し出がございます。

　　お諮りいたします。

　　各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査はこれを承認することに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　御異議なしと認めます。

　　よって、各委員長からの申し出のとおり、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（杉山幸昭議長）　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６回上士幌町議会定例会を閉会したいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　御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。
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　　これで本日の会議を閉じます。

　　今定例会が９月６日から22 日間の会期にわたり、本会議及び委員会の議事運営に特

段の御協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。

　　以上をもって平成 23 年第６回上士幌町議会定例会を閉会いたします。

（午前１１時２４分）
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上記、会議録の経過は、その内容が相違ないことを証するため、ここに署名する。

　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　議　　　　　長

　　　　　　　署　名　議　員

　　　　　　　署　名　議　員
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