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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24 年第４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ご報告申し上げます。

　　議会運営委員会は、８月31 日午前10 時より委員会室において、議会運営委員全員

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

び議案の審議方法等について審議いたしました。

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

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。

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

す。

　　１点目は、日程第５、会議案第６号から日程第６、会議案第７号につきましては、２

案を一括上程及び採決を行うこととします。

　　２点目は、日程第９、報告第３号から日程第10 、報告第４号につきましては、２件

を一括上程及び質疑を行うことといたします。

　　３点目は、日程第 11 、認定第１号から日程第 16 、認定第６号までの６件、平成

23 年度各会計歳入歳出決算の認定については、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、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17 、議案第43 号が終わりましたら全員協議会を開催いたします

ので、ご承知おき願います。

　　５点目は、日程第19 、議案第45 号から日程第23 、議案第49 号までの平成24

年度上士幌町一般会計補正予算並びに４特別会計補正予算は、５会計を一括上程及び質

疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。

　　以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。

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

◎会議録署名議員の指名

○議長（杉山幸昭議長）　日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

　　会議録署名議員は、会議規則第119条の規定により、議長において７番角田久和議員、

８番山本和子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を議題といたします。

　　お諮りいたします。

　　本定例会の会期は、本日から９月19 日までの16 日間といたしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（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 19 日までの 16 日間と決定いたしました。

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

願います。

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

◎諸般の報告

○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24 年６月１日から平成24 年８月 31 日までの間の議会の諸会議等

について報告書を配付しております。内容等の朗読は省略いたします。

　　次に、町外等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
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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　８月 10 日の大雨による被害状況についてご報告申し上げます。

　　８月10 日にかけての気象状況でございますが、台風12 号の接近により、８月10

日午前４時54 分に十勝全域に大雨注意報が発令されております。降水量は８月10 日

の午前０時からの24 時間で、上士幌のアメダス測定値において54 ミリ、ぬかびら源

泉郷測定値において 64.5 ミリとなっております。

　　また、ナイタイ高原牧場内に設置されている雨量計では、24 時間で83 ミリとなっ

ておりますが、午後５時から午後６時の１時間に27 ミリの雨量を記録し、局地的な短

時間での集中豪雨となりました。局地的な集中豪雨であったことから、ナイタイ高原牧

場内や上音更地区等の一部の町道に被害が発生しております。

　　最も被害の大きかったナイタイ高原牧場事務所前からナイタイ高原レストハウスまで

のナイタイ高原線につきましては、一部区間で道路の法面が崩落し、土砂が道路に流入

したため通行が危険であったことから、８月10 日夕刻から全面通行どめの措置をとり、

翌 11 日まで通行どめとし、この間に応急復旧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、その経費に緊急を要したため、既定予

算での対応分を除き、補正予算として専決処分いたしております。これにつきましては、

後ほど報告をし、ご承認をお願いすることといたしております。

　　この大雨による具体的な被害状況につきまして、別紙資料１をご参照願います。

　　表紙の次の総括表をごらんください。

　　被害はすべて道路被害となっております。被害路線は16 路線で、被害額は330万円

となっており、復旧経費につきましては、一部既定予算での対応分を除き補正予算の専

決処分で対応しております。

　　詳細につきましては、１ページをごらんください。
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　　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。

　　復旧経費の予算措置といたしましては、既定予算での対応が40 万円、専決処分によ

る補正予算として290万円となっております。

　　以上、８月 10 日の大雨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。

（「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。

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

◎会議案第６号及び会議案第７号の上程、説明、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第５、会議案第６号議員の派遣について、日程第６、会議

案第７号議員の派遣についての２案を一括して議題といたします。

　　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。

　　５番、渡部信一議員。

○５番（渡部信一議員）　会議案第６号議員の派遣についての提案説明を行います。

　　ただいま提案されました会議案第６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、委員長の私が提案者になった次第であります。

　　会議案第６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、11 月５日に豊頃町において、講師には防災ま

ちづくり研究所代表の水藤恒彦氏をお招きして、災害から町を守るための講演が実施さ

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のご可決をいただき、議員全員が参加し、研修

を深めていただきたいと思うものであります。

　　続きまして、会議案第７号は、先進地自治体や機関の研修を行い、議会の役割であり

ます町民の立場から執行機関を監視し、町民のための各種サービスの向上と、厳しい地

方自治体の現状における政策の補完や、町民とともにまちづくりを推進するための研さ

んを目的として実施するものであります。
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　　具体的な研修内容としては、バイオマスタウン構想の調査、地産地消事業導入事例調

査、企業誘致事例調査、地域おこし事業調査等を、各自治体を回り調査、研修を実施す

るものであります。

　　議員各位の満場のご賛同を得て会議案のご可決をいただき、議員全員が参加し、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６号、会議案第７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２案を一括して採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　２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６号及び会議案第７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。

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

◎一般質問

○議長（杉山幸昭議長）　日程第７、一般質問を行います。

　　一般質問は、４名の議員からお手元に配付のとおり通告を受けております。

　　一般質問の時間制限など、留意事項については既にご承知のことと思いますので省略

いたします。

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

◇　中　村　保　嗣　議員

○議長（杉山幸昭議長）　それでは、順次発言を許します。

　　４番、中村保嗣議員。

○４番（中村保嗣議員）　本町におけるいじめ問題の現状と課題、その対策についてお伺

いいたします。

　　昨年10 月、滋賀県大津市で、いじめを受けていた中学２年の男子生徒がいじめを苦
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に自殺をしたとされる問題が波紋を広げております。大津市教育委員会や学校のずさん

な対応が次々と明らかになり、教育行政への不信感を高め、社会に大きな衝撃を与えて

います。文部科学省も、いじめに関する緊急調査の実施や専門組織の設置を検討するな

ど、全国的な動きに発展しています。

　　十勝管内でも、小学校、中学校及び高校において、平成21 年度166件、平成22 年

度331件のいじめが認知されており、教員や保護者、地域も、子供の命をどう守るかが

問われております。

　　上士幌のいじめの問題について、次の４つの質問をいたします。

　　１つ目、刑事告訴に至った今回の大津いじめ事件について、対岸の火災とせず、深く

考えさせられるところがあると思いますが、教育長のご見解をお聞きいたします。

　　２つ目、上士幌町において、過去にいじめの実態調査を実施したことがありますか。

その際のいじめの実態、または、いじめの兆候は発見できたのか、お聞きいたします。

　　３つ目、今回の事件にかんがみ、文部科学省から「いじめ緊急調査」が全国の教育委

員会に通知されましたが、これに対し、上士幌町教育委員会は調査を実施したのか、い

じめの現状はどうであったのか、お聞きいたします。

　　４つ目、いじめを防止するため、教育委員会及び学校の取り組み、教育、指導はどう

なっているのか、いかなる対策を実行しているのかお聞きしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　教育長。

○江波戸　明教育委員会教育長　本町におけるいじめ問題の現状と課題、その対策につい

て、中村保嗣議員の質問にお答えいたします。

　　今日、学校教育における学校危機管理の中において、いじめ問題に関しては最重点事

項と位置づけております。特に、平成17 年度に発生した滝川市における小学６年生の

いじめが原因の自殺は、とうとい命が犠牲になるなど、いじめ問題は教育界に大きな衝

撃を与えるとともに、社会問題として大きな関心が寄せられたところです。

　　このような状況を受けて、文部科学省は、平成18 年度の「児童生徒の問題行動等生

徒指導上の諸問題に関する調査」を実施するに当たり、いじめの定義の見直しを行った

ところです。

　　昭和60 年以来、いじめの定義は「自分より弱い者に対して一方的に、身体的、心理

的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているもの」としてきましたが、新

たな定義は、「「いじめ」とは、「該当児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心

理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」とする。」

としたところです。
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　　このような背景のもと、教育委員会は児童・生徒のいじめ問題根絶にかかわる取り組

みについて、本町の全学校ぐるみで取り組みを進めることが必要であるとして、教育委

員会や学校、家庭及び地域の果たす役割を決定し、上士幌町小中高連携教育推進協議会

を中心として、いち早く調査と実態の把握、課題点検等の対応を図り、今日まで継続し

た調査と課題別の対応を図ってきているところです。

　　さて、第１点目の質問でありますが、大津市で発生したいじめが原因となっている生

徒の自殺は、どこでも起こり得るという可能性を常にはらんでいる問題であり、我が町

においても例外ではないものと真摯にとらえ、いじめ問題に関する取り組みを進めてい

るところであります。

　　このことを踏まえて、定例の校長会議、教頭会議などにおいては、学校危機管理のあ

り方について最重点の一つとしていじめ問題を位置づけ、ささいなことでも報告・連

絡・相談により課題の共有を図り、教育委員会及び学校などが一体となって、迅速な課

題解決に向けた取り組みができるように、体制を整備しているところです。

　　第２点目の質問でありますが、本町においては、平成18 年度から今日まで、上士幌

町小中高連携教育推進協議会において、小学１年から２年、小学３年から６年、中学生

の区分において独自の調査を実施する一方、文部科学省及び道教委の調査と連動し、調

査結果を踏まえて迅速に課題解決に向けた学校別の詳細調査を進めてきたところです。

　　３点目の質問でありますが、文部科学省は道教委に対し、「いじめの緊急調査」の依

頼を発信し、道教委からは８月14 日付で本町に対して本調査の依頼があり、９月６日

までに報告を求められているところです。このことを受け、現在、本町の教育委員会、

学校、児童・生徒に係るいじめの状況に関する調査を進めているところです。このこと

から、このたびの文部科学省の調査結果の状況については、現時点では時間的に、学校

における状況について把握し切れていないところです。

　　ちなみに、さきに行われた道教委がまとめた本町の４月期から６月期におけるいじめ

の調査では、児童・生徒が「いじめ」という認識に係る報告をしたもののうち、児童・

生徒に対して詳細の再調査や聞き取り調査を実施した結果については、ほとんどが「冷

やかし、からかい、悪口、おどし文句」及び「軽くぶつけられたり、遊ぶふりをしてた

たかれたり、けられたり」であり、いわゆる学校で認知されたいじめはないものと判断

しているところであります。

　　第４点目の質問でありますが、いじめ防止としての教育委員会及び学校での対策であ

りますが、いじめについては、どの子供にも、どの学校にも起こり得るものであること

を十分に認識し、１、弱い者をいじめることは人間として絶対許されないとの強い認識
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を持つこと。２、いじめられている子供の立場に立った親身の指導を行うこと。３、い

じめは家庭教育のあり方に大きなかかわりを有していること。４、いじめの問題は、教

師の児童・生徒観や指導のあり方が問われる問題であること。５、教育委員会、家庭、

学校、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって真剣に取

り組むことが必要であることを大原則として対応しております。

　　この上で、教育委員会としては、学校の取り組みへの支援と取り組みの充実を基本に、

個別事案への支援、学校における取り組み状況の点検、効果的な教職員研修、組織体制、

相談体制の充実、家庭教育に対する支援を基本として、日常的に対策を行うこととして

います。

　　一方、学校においては、実効性のある指導体制の確立として、学校を挙げた対応、適

切な教育指導として、全児童・生徒、いじめる児童・生徒への指導措置、いじめを許さ

ない学級経営等、いじめの早期発見・早期対策として問題兆候の把握等、事実関係の究

明、いじめを受けた児童・生徒へのケアと、いじめを継続させない弾力的な対応、家庭、

地域との連携を基本として対策を進めることとしております。

　　最後に、いじめはうっかりすると知らないところで極度な危険性をはらんで進む可能

性があることを再認識し、教育委員会としては、学校及び家庭、地域と十分に連携した

対応を図っていく所存であります。

○議長（杉山幸昭議長）　中村保嗣議員。

○４番（中村保嗣議員）　ただいま教育長のほうからご答弁をいただきました。

　　教育委員会の指導のもと、教育推進協議会を中心に、学校現場、家庭及び地域と連携

し、いじめのいち早い調査と実態の把握、そして対応されていることにつきまして、そ

のご努力に敬意を表します。

　　しかし、少し気がかりな部分があります。ご答弁にありましたところの児童・生徒が

いじめという認識にかかわる報告をした、その生徒に対しての詳細な再調査や聞き取り

調査を実施した結果、いわゆる学校で認知されたいじめはなかったものと判断されてお

りますけれども、まさにこの悪ふざけ、からかい、悪口などなど、いじめの初期段階で

あります。生徒のほうはそれを意識していると思われます。いじめと遊びの境界線の判

断は大変難しいところですが、いじめの段階の具体的なシグナル、事象は、何か判断基

準はございますでしょうか、お伺いします。

○議長（杉山幸昭議長）　教育長。

○江波戸　明教育委員会教育長　今質問された部分でありますが、本町の調査の結果にお

いては、具体の認知された件数は、割合については確認されていないという報告をさせ
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ていただきました。ただ、今、中村議員からありましたように、悪口やからかい、特に、

今回大津の事件で大きく課題になったけんか等を含めて、そういうことが一つの兆候、

もしくはいじめの何らかのシグナルになっているというふうに、我々については認識し

ておかなければならないのが、いじめの大きな根幹にかかわる課題だと認識しておりま

す。

　　学校においても、各学級を中心としながら子供たちの様子見、また、ほかの先生方、

それから児童・生徒の情報等含めて、何らかの形についてあった場合については、それ

なりの措置を対応させてもらっているなというふうに考えているところであります。

　　今回、小中高の上士幌においての連携教育推進会議の対応については、管内でも、ま

れな高校と連携しながら対応させてもらっている形で、本来、町村の段階では高校まで

は入っていませんが、高校の教育も含めてこういう調査をさせてもらっているところで

あります。

　　そんなことを含めて、町内的にいろいろな情報を取り寄せながら、我々については兆

候、必ずあるなという認識を含めて、その中で対応させてもらっているかなと、そう思

っているところでありますから、ご理解賜ればありがたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　中村保嗣議員。

○４番（中村保嗣議員）　各地の事件から振り返りますと、最悪の事態に至って初めてい

じめがあったことが判明していますが、それはなぜでしょう。その子供の最も身近な親、

ご両親、そして学校現場の先生が気づかなかった、認知していないとはなぜでしょう。

その原因の一つに、子供の心理があると思われます。子供はいじめられていることが知

られるのが恥ずかしい、親に心配かけたくない、子供心ながらプライドがあるのでしょ

う。したがって、親にも話さない、兄弟にも話さない、先生にも話さない。常日ごろは

明るく、何事もなかったような振る舞いをするのです。このことから、だれにも認知さ

れないのです。そこに危険性が潜んでいるように思われます。

　　認知なくして対策なし。早期に認知したいものです。周りの大人がいかにして早期に

発見、察知、認知するか、何か具体的な方策をお持ちでしょうか、お伺いします。

○議長（杉山幸昭議長）　教育長。

○江波戸　明教育委員会教育長　先ほどもお話した部分でありますが、平成18 年以前の

このいじめの認識については、いじめられる子供、いじめる子供を中心とした物の考え

方、いじめてはいけませんよという物の考え方がこのいじめの定義でありました。ただ、

18 年以降、今、議員さんから質問あった部分含めて、いじめられている子供たちをど

う救っていくか、そういう定義に大きく変更したというふうに私としては認識しており
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ますし、そのような方向で進むべきだというふうに思っているところであります。

　　今ありましたように、特にいじめられている子供たち、また、いじめられそうになっ

ている子供たちについては、なかなか現状、いじめられているということを話せない、

また、話すことでまたいじめられるんじゃないかとか、きっとそういう心理が働いたり

するかというふうに思っているところであります。

　　私も新聞等でしか情報を得ていませんが、具体の部分の情報が入っていませんが、大

津の関係についてもけんかということで、先生のいわゆる状況確認の中では、お互いけ

んかをしたんだと、そういうことできっと子供の心理というのは働くんだろうと思いま

すが、日常的にもう少し深くこの課題を点検していくことによっては、いじめという形

を発見できたのではないかな、兆候以上に具体の部分が発見できたというふうに認識し

ておりますから、もう少し素早い迅速な対応を図れたのかなと、そういうふうに認識し

ているところであります。

　　よく言われるように、我々についても、学校については先ほどあった「報・連・相」

いわゆるそのことを迅速に対応してほしいと。これについては、本当、都度都度の校長、

また教頭の会議等含めて、いろいろな意味でお話しさせてもらっていますし、学校の何

かの機会では、私のほうからも、この危機管理の大きな課題としてお話しさせてもらい

ながら、お互いそういう敏感に、迅速に対応できるような認識を持っていただきたい、

そういう話をさせてもらっているところであります。

　　ただ、本当に、こう認知するかしないかは別にしましても、認知するということを含

めて、常にそういう状況にあるということは、いろいろな行動、兆候で判断してもらい

ながら対応してほしいなと。そんなことでありますから、今、認知なくして対策なしで

はなくて、認知をきちんとする前に、その兆候をどう発見するか。ただ、認知した場合

については、具体に迅速にいろいろな意味で多方向からこの課題を取り上げながら対応

させてもらえればなと、そういうふうに思っているところであります。

○議長（杉山幸昭議長）　中村保嗣議員。

○４番（中村保嗣議員）　その認知の問題ですけれども、いじめを早期に認知するか、そ

れに早期に対応するか、いじめをなくする、根絶するにはどうしたらよいのでしょう。

文科省からの資料によりますと、いじめの発見のきっかけは、第１位がアンケート、こ

れによっていじめの発見をしたと報じられております。２番目が本人からの訴え、３番

目が学級担任の発見。ここにご両親は出てまいりません。このことからも、現場にある

先生方のご努力が必要かと思います。

　　アンケートをなるべく多くとるなど、一つの参考例ですけれども、下関のすべての公
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立小中学校、週１回のペースでアンケートをとっているんだそうです。できるだけ短い

期間に小さい出来事についてもキャッチするのが大切と。いじめる側にとっても陰で変

なことはできないと抑止力にもなると。このことから、内容はいじめだけでなく、よい

こと、悪いこと、何でも記入するというようなふうになっているそうです。このような

取り組みについて、いかがお考えでしょうか。

○議長（杉山幸昭議長）　教育長。

○江波戸　明教育委員会教育長　今、この対策の大きな柱を述べてもらいましたが、私に

ついても基本的な認識については共有しているというふうに認識しているところであり

ます。特に、具体の部分でお話ししていなかったんですが、アンケートについては、基

本的には記名をしてもらってアンケートに応じてもらう。ただ、これは強要しているも

のではありませんが、例えば、大きな学校、上士幌でいえば、上士幌小学校・中学校で

もそんなに多くの子供がいませんし、教員のほうとしてもそのクラスの状況、もし記名

がなかった場合でも一定程度認識しているかというふうに思いますから、一定程度、ア

ンケートによっては情報はある程度つかむ、そういうことはできると思いますから、そ

の点、先ほどの本当に軽いというとちょっと問題がありますが、軽い、例えば冗談、悪

口、おどかし、そんなところを含めて、その部分についてはこういう中で的確に迅速に

対応できるかなというふうに思っているところであります。

　　特にアンケートについても、我々町としての小・中・高の連携の中でも年に１回、基

本的に対応していますし、また、今、道教委についても年に、期ごとに３回の調査があ

ります。また、今回のように、文科のほうの緊急調査等を含めてありますから、それに

ついてはこの範囲……ただ、学校によってやっぱり傾向というのは少し出ているなとい

う部分がありますが、この範囲の中で、一定程度アンケートの調査については対応でき

るかな、そういうふうに思っているところでありますし、学校においては、学校におい

て教育の相談週間という形で、これは担任が直接子供と向き合って話し合いをする、こ

の中では、かなり具体な部分のお話ができる仕組みになっています。学級ごとでやると、

どうしてもまた言いづらいとか、やっぱりいろいろな課題がありますから、今この教育

相談週間の中で、先生方については年、期ごとにやっている学校もありますし、年２回

という学校もありますが、そういうことを含めて、その兆候なり、また周りからの情報

を含めて得ることができるのかなというふうに思っているところであります。ですから、

先ほどあった担任からの情報等を含めて、そういうような形で対応できるかと思います。

　　ただ、家庭の部分については、家庭によっていろいろな家庭の対応、例えば学校にお

いて家庭訪問の状況で家庭とお話しする機会があったり、また、授業参観、それからＰ
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ＴＡの集会等含めてありますが、本当に全員がなかなか家庭訪問以外については参加し

てくれるかという、そういう課題もありますが、少しでも多く家庭からの情報を得なが

ら、先ほどのアンケート、担任の訴え、また担任への訴え等含めて、情報があったもの

については都度都度迅速に対応してほしいと、そういうことでご指導しているつもりで

あります。

　　大変申しわけないですが、今の状況を含めてご説明申し上げました。

○議長（杉山幸昭議長）　中村保嗣議員。

○４番（中村保嗣議員）　最後に、お願いをいたしまして私の質問を終わりますが、子供

は大人の行動、言動を注視しています。大人が毅然とした対応をしないと、将来を担う

子供たちを正しい方向へ導くことはできません。学校は子供を守らなければならないと

ころです。しかしながら、残念ながら現在も各地で警察への相次ぐ捜査を求める被害届

が提出されています。このようなことにならないためにも、まずは身近なところで早期

に解決することが優先されます。教育委員会指導のもと、学校、家庭等密接な連携で、

早期発見、早期解決にご尽力いただきたいと念願いたします。

　　終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　教育長。

○江波戸　明教育委員会教育長　ただいま中村議員よりお話しいただきました。我々につ

いても、学校の日常的な指導の中では、地域とのやはりコミュニケーションをまず学校

がしっかり持つこと。それとまた、子供たちもあいさつ運動等を含めて、また日常の規

律等を含めて、しっかりした学校生活が送れること。またそれは地域等、また点検、見

守りも必要ではないかと、そういうふうに思っているところであります。

　　また、我々については、社会教育の視点から家庭教育ということを今後非常に重視し

ていかなければならないだろうと、そういう認識をしながら保護者等を含めて家庭教育

と向き合いを重視しながら、こういう非常に小さな町でありますが、大きな課題になる

以前にしっかり対応する、そのような形で考えていきたいと思います。

　　特に、学校の危機管理等は、いじめばかりではなくて、いろいろな形でありますが、

本当に学校の教職員が一回一回この学校の危機管理に真摯に前向きに取り組む姿勢をな

お一層身につけるように、指導を含めて対応していきたいというふうに考えているとこ

ろであります。

　　よろしくお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですか。

　　以上で、４番、中村保嗣議員の一般質問を終わります。
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　　暫時休憩します。

（午前１０時３９分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午前１０時３９分）

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

◇　山　本　裕　吾　議員

○議長（杉山幸昭議長）　次に、９番、山本裕吾議員。

○９番（山本裕吾議員）　私のほうは、移住・定住施策の現況認識と今後の方向性につい

てお尋ねします。

　　今日、我が国のその現況は、国内外を取り巻く政治、経済の不確実性と、教育、福祉

など多岐にわたる社会的問題が次々と報じられ、依然として悩ましい状況下にあるもの

と考えます。しかしながら、人間は、どこかに安らぎや潤いがその生活の中に常に求め

られていると考えます。

　　そういった中、移住・定住事業は、全国の各自治体においてさまざまな形で行われ、

本町も道内に先駆けてこれを推進してきたことと思います。今後も、現代社会において

時代の推移と人々のさまざまな動向により、この取り組みは一つの政策分野としておの

おのの地域で継続されていくことと考えます。

　　そこで、これまでの移住・定住、二地域居住の取り組みの状況について、どのように

現状認識されているのか、また、今後の方策をどのようにされるのかをお尋ねいたしま

す。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　移住・定住施策の現況認識と今後の方向性について、山本議員の質問に

お答えいたします。

　　移住・定住、二地域居住施策の取り組みにつきましては、2007 年問題と言われた団

塊世代の大量退職や、少子高齢化の人口減少という時代背景を受け、首都圏退職者等の

北海道への移住を促進し、地域経済の活性化等を図ることを目的にスタートした取り組

みであります。

　　道内的には、平成17 年に本町も参加した14 市町村により北海道移住促進協議会を

組織し、北海道庁並びに民間団体、企業等が相互に連携した取り組みを進めております。

加入自治体は年々ふえ、本年５月現在では、札幌市を含む109市町村が加入しており、

北海道全体の取り組みへと発展してきております。活動としては、誘致活動として首都
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圏などでの北海道暮らしフェア開催、広報・宣伝活動として、パンフレットやホームペ

ージによる情報の発信などを行っております。

　　町内的には、役場を移住・定住のワンストップ窓口としてスタートし、全町的な取り

組みをするために、平成19 年３月には、行政と商工会、農協、建設業協会、ＮＰＯな

どが参加し、移住・定住に関する企画立案、行政等に提案する「上士幌町交流と居住を

促進する会」が設立されております。

　　平成23 年度には、まちづくりを官だけで行うのではなく、地域住民やＮＰＯなど、

地域全体で支え合うという新たな公共の観点に立って、お試し暮らしの受け入れ、モデ

ルハウスの管理運営等をＮＰＯ法人に事業委託を行っております。

　　本町での生活体験、ちょっと暮らしの取り組みにつきましては平成18 年からで、教

員住宅を活用する中でスタートし、平成20 年には建設業協会により新築された生活体

験住宅２棟を借り上げ、この２棟を中核に、生活体験者の受け入れとそのＰＲ活動を行

っております。お試し暮らしでは、道内の取り組み市町村の中でも常に上位にあり、十

勝管内ではトップの位置を維持しております。

　　このほか、本町の移住・定住の促進を図るための施策として、住宅新築、リフォーム

などを促進するための定住住宅建設等促進奨励事業、賃貸住宅の建設促進を図るための

定住促進賃貸住宅建設費助成事業、また、今年度新規に、旧町営住宅を改修する定住促

進空き家活用事業など、住環境の整備促進にも努めてきているところであります。

　　この間の取り組みを通じて移住・定住された方もおりますし、二地域居住という方も

おります。また、居住に至らなくても本町が気に入り、毎年のように訪れてくださる方

も多くなってきていると感じております。

　　今後の取り組みですが、これまでは主に団塊の世代をターゲットとする取り組みでし

たが、首都圏フェアへの入場者の若い世代の割合が年々ふえておりますので、若い世代

をターゲットとした就労、起業などを支援する取り組みも大切になってきていると認識

しております。また、ちょっと暮らし体験をして、いきなり移住というケースは少なく、

観光目的も含めた中長期の滞在をしていただけるような仕組みも必要と思っております。

　　また、昨年、総務省の緑の分権改革で転地型テレワークの実証実験事業を行いました

が、今年、光ケーブルが整備されますので、テレワークのＰＲもさらに推進していきた

いと考えております。

　　成果を上げるためには、継続した事業と効果的なＰＲ，情報発信の取り組みが大切と

なりますので、北海道移住促進協議会や北海道庁、商工会や民間企業などが会員となっ

ていますＮＰＯ法人「住んでみたい北海道推進会議」などと連携する取り組みの推進を
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図ってまいりますが、いずれにしても、定住化は産業振興、教育、福祉、住宅政策など、

町の総合力が問われるテーマと認識し、今後ともさまざまな施策を講じてまいりたいと

考えております。

○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

ってお知らせいたします。

（午前１０時４６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５８分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　９番、山本裕吾議員。

○９番（山本裕吾議員）　それでは、２回目の質問をさせていただきます。

　　先ほどの１回目の答弁にもありましたように、町長も早くからこの移住・定住に、町

長ご就任以来取り組まれておりまして、私も実は、町長もご存じだと思いますけれども、

早くから、2007 年問題の団塊の世代といいますか、その問題の前から住居の問題をサ

ポートさせていただいたり、あるいは個人的に生活するに当たっての楽しみの中で、私

の職業に絡んだ関係で、薪づくりのことをお手伝いしたり、そういうことで３、４名ほ

ど私もおつき合いさせていただいております。

　　いわゆるこの2007 年問題の団塊の世代と言われたこの退職者が多く出る時期の前か

ら、うちの町は先ほど申し上げたように取り組んでございまして、１回目の質問にもあ

るように、人は生活環境の変化を求めたり、あるいは職業の選択の自由と申しますか、

そういう面で移住されたり、いろいろな形がこの移住・定住、二地域居住の中に入って

くるのではないかと思います。

　　取り組みの中で、町長が今まで、イムノリゾート上士幌構想もこの移住・定住の中に

含まれておりますし、先ほど後段のほうにもありました住宅建設補助の一戸建てのこの

補助は、非常に好評を博しておりまして、本町の建設、建築業界の現状を踏まえながら

この施策を打ってこられたということは、私も高く敬意を表させていただきたいなとい

うふうに思っているわけでございます。

　　一方では、私も商工会の役員を長年させていただきまして、もう十四、五年ぐらい前

でしょうか、道南の伊達市を一番最初に商工会の役員としてお訪ねしたことがございま

す。その中で、やはり本町は水がいいとか気候がいいとか、いろいろ自然があるとかと

いうことでございますけれども、道南の伊達市のほうは、やはり気候風土とか、あるい
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は都市部とのアクセス、何よりもやはり病院の数が多うございまして、普通の一般の診

療所を含めて23 、歯科診療所、歯科医院含めて18 、現在あると。そういう医療体制

の確立、そしてまた、大型ショッピングセンターもございますし、まずは住居を構えて

家を建てて、夫婦で定年退職後、あるいはその前でもお暮らしになっていると。それが

そういう状況の生活がかなわなくなってくると、介護士つきマンションなんかも既に建

っていまして、次は特老などに潤沢に入れると。何よりも市役所を訪問したときの市役

所の職員の対応が、できればうちの町によかったら住んでくださいと、こういうことで

す。だからそういうようなことで、こういうような政策を打っているところもございま

すし、我が町は我が町の町長が主体的に今まで行ってきたところの、地域性によっての

やり方があるかなとは思いますけれども、やはりこの移住・定住も、何といっても自治

体が長く存続していく以上、人口減というのは何よりも厳しい経済、いろいろな文化も

含めて厳しい状況に陥るわけでございまして、人口減を食いとめるべくというところも

この中にあるやに私は思っているわけでございます。

　　そういったところで、やはり基本的な問題としては、上士幌町のできてきた経緯だと

か、あるいはどんな産業で暮らしが成り立ってきたのか、そういうこともやはり関連し

ながら進めていかなければならないということは、私が申し上げるまでもなく、町長も

十分ご存じだと思います。

　　そういったところで、１回目にも質問させていただきましたけれども、他町村では伊

達のようなやり方もありますし、あるいはもう一方では、由仁町みたいに土地を構えて

自由に発想してもらって、家をどこに建てる、森はどこにつくる、公園はどうする、そ

ういうふうに移住者に任せてやるという方法も、これもまた商工会の役員会で見てきた

ところですけれども、他のところとうちのところは、先ほど申し上げたように地域性が

ありますので、一概に同じような形ということにはなりませんけれども、再度今までの

検証と申しますか、今までの歩みについてお尋ねをしていきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　団塊の世代の2007 年に、この問題を北海道同じように共有する自治体

一緒になって立ち上げたということであります。移住促進協議会というのを立ち上げて

おりますけれども、人口減は一つには地域の活力を低下させるということで、できるだ

け元気にするためにも、一人でも多くの人方に今までの人方は住んでもらいたいし、そ

れから魅力を感じている人方についてはぜひ来ていただきたいということでありますけ

れども、この2007 年のこのときに、象徴的に、移住・定住をするための象徴的なスタ

ートとして、このメンバーの一員に入ってやったということであります。
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　　この協議会に入ってやることで、それで移住・定住、二地域居住がすべて解決すると

いうことではないということであります。これは、議員もご承知のとおりだと思います

けれども、基本的にはその町の、最後にも述べておりますけれども、産業だとか、ある

いは教育、福祉、そういった意味で住みやすいまちをどういうふうにつくっていくかと

いうのは、これは基本的なまちづくりの忘れてはならない最も大事なところであります。

　　ただ、こういう小規模の自治体が弱いのは、発信力が非常に弱いということがありま

す。私どもは、この町は今までお話あったように、自然もいい、それから水も空気もき

れいだ、食べ物もおいしいと、そのように自負しているわけでありますけれども、それ

を求めている人方にどのようにしっかり情報として伝えていくのか、伝わっていくのか、

これが非常に弱いところであって、これを一つ解決するために、一緒になって北海道の

移住・定住を促進する仲間と立ち上げた、そこに動機の一番大きなところがあるという

ことであります。

　　ですから、基本的には、この町の地域の持つ産業、地域力、これらをどんなふうに育

てていくのかというのは、まずは大事だというふうに考えておりますから、そういった

意味では、先ほどお話しされたように、この町の産業の成り立ちだとか、産業振興をど

ういうふうに図っていくのかと、これはもう当たり前のこととしてしっかりやっていか

なければならない前提条件にあるというふうに思っております。

　　その上で、移住・定住の北海道協議会の仲間に入らせてもらったところでありますけ

れども、これまでのそこでの取り組みとしては、全体的には、上士幌のメッセージとし

ては、結構移住・定住のお試し暮らしにしても、あるいは物件に対する関心なんかにし

ても、かなり高いと、そんなふうに思っております。

　　なかなか見えづらいのでありますけれども、2005 年から2010 年までの間のこの５

カ年の国勢調査が出ております。これはご承知のとおりだと思いますけれども、これを

見ますと、大体都市部、十勝圏でいうと、帯広を中心にして離れれば離れるほど人口減

少が著しいという統計が出ております。ふえているのは帯広市と、それから音更あるい

は芽室等の近隣のいわゆるベッドタウンと言われているところで、それから遠隔になる

につれて軒並み減っておりまして、大体この５カ年で10 ％ほど減っている町村がかな

りございますが、本町としては、最も北にある町の一つでありますけれども、それが

2.9％でとどまったということは、今、町全体として129の町がありますけれども、ふ

えたのが７つか８つたしかあるかと思いますが、それ以外はもう軒並み減少しているわ

けでありますけれども、その中でも減少の幅の少なかったトップのほうに上士幌がある

ということですから、そういうことを考えますと、いろいろなことを含めて、移住・定
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住の対策もそうでありますし、産業振興の対策だとか、あるいは住みやすい町のための

教育・福祉の対策だとか、それは総合的な評価の上でこの2.9％という、まあ残念なが

ら減少はしておりますけれども、減少の幅は非常に少なくとどまったのではないだろう

かなと、このように今、評価をさせていただいております。

○議長（杉山幸昭議長）　９番、山本裕吾議員。

○９番（山本裕吾議員）　まさにこの11 年の町長の本町の行政執行の、あと半年で任期

が来るわけでございますけれども、結実的なものが見えてきたのかなと、こんなふうに

思ってございますけれども、先ほど申し上げたように、上士幌町ができたいきさつの話

をお話しさせてもらいましたけれども、私もこの本町に生まれ育って50 年、半世紀過

ぎました。町長も本町においでいただいてもう40 年超えられたでしょうか。私も前に

もお話ししたように、町長には子供のときからお世話になっておりまして、もう40 年

以上のおつき合いということでございまして、ほかの職員の方々も何人かはおられます

けれども、深いつながりでいろいろなところで経験をしたわけでございます。

　　やはり、何度も申し上げますけれども、この上士幌の特性といいますか、上士幌がで

きたその経緯、そしてこの特性、産業、こういうものを最大限にこれからも、１回目の

ときにお話ししたように、この移住・定住策というのは今すぐ終わるわけではございま

せんので、この産業を活用したまちづくり、移住・定住づくり、これを進めていただき

たいなと、こう思っております。

　　先月、東京に参りまして、タクシーの運転手さんとちょっと二言三言話してきました。

都内の8,000万円のマンションが5,000万円切ってもまだ売れないと。依然として我が

国は非常に低迷な経済状態が続いていると。これで昨年の東日本大震災もございまして、

いろいろな評論家、いろいろな報道の中で、やはり生き方、人間の人生そのものが、本

当に考え方が180度変わったのではないかとも報じられております。

　　先般、ブータン国王がご夫妻で我が国に来られたわけですけれども、国民の総幸福度

のことが報じられておりますけれども、ＧＮＨ、グロス・ナショナル・ハピネス、お金

だけではない、まさに拝金主義ではない、その本当に人間の暮らしはどうなのか。前に

も質問でもお話しさせてもらったように、我が町も私たちの暮らしもそんなに多くを望

んでいるものではない。できれば潤沢に家族仲良く生活していきたい、そんなことを

我々は思っていますし、移住・定住、二地域居住されている方も当然同じ人であります

から思っているわけでございまして、そういった中で、この交流人口がふえて、そうし

てまた新しい出会いがあって、まさに移住・定住、二地域居住の事業がそこで実を結ぶ

と、こういうことでないかということは、町長も私も同じような見解でないかと思いま
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す。

　　そういった中、まず、お言葉をかりるようですけれども、「隗より始めよ」という言

葉がありますけれども、まず我が町の実態、そして産業、そしてこの地域性をもう一回

振り返ってみて、これから、国の動向も先ほど申し上げたように、どんなふうになって

いくかわかりませんし、年金も下がっていくという話でございますので、この移住・定

住にするにしても、やはり生活するための糧が並行していないと、これは成立できない

わけでありますから、やはり本町は、農業、そしてかつて花咲いた林業、奥地には国有

林もございますし、こういった中の地域性を生かしたものを、就業する場をつくってい

く、これはやっぱり横断的ないろいろな部署でのつながりを町長のほうからぜひ司令塔

で、やっておられるかとは思いますけれども、いま一つ再構築されて、本当に潤沢に、

我が町においでいただいて、そういう生活面、そして職業もびっちり１週間、１カ月と

いうことでなくてもいいんです。やっぱり年金に補う程度の職業もあればと考える方も

おられるでしょう。そういったことも含めて、これからこういうことがまさにこの移

住・定住に不可欠な部分ではないかと思いますけれども、この辺、どんなふうにお考え

か、お尋ねします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　確かに大震災以来、生き方については相当変わってきているというふう

に、何となく感じております。移住・定住に対する関心も、今まで年配の人方が中心だ

ったものが、若い人の田舎暮らしをしたいという希望というのは随分ふえてきているだ

ろうと思います。

　　ただ、そこで問題になるのは、やっぱり今お話しあったように、就労の場があるかな

いかなんです。現実なかなか、今この町で、かといって全くないわけではない。むしろ

農業関係では就労者、労働者が足りなくて、海外からまで求めているという実態があり

ますから、そういった意味では、全くその就労がなくてということではなくて、どこか

で若干のミスマッチがあるのだろうというふうに思います。

　　それは、生活費の問題、いわゆる賃金の問題だとか、あるいは住環境だとか、いろい

ろあるんだろうと思いますけれども、そういった意味では、国ほうも就労者に対する支

援、今般も新たに農業の就労だけではなく、林業、漁業、こういったところにも就労す

るための支援策を今、講じてきております。

　　逆にまた林業でも、この町の林業、今随分一生懸命頑張っていってもらっているとい

うふうに思いますけれども、林業関係には意外と若い人方のニーズというのもあるんで

す。ですから、そこのところのマッチングなんかもしていく、それから林業も造林造材
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だけではなく、製材もありますけれども、そのほか、森林、林業を使った何か就労、み

ずから企業を立ち上げることができないのか、こんなことでも関心がある者がいるとす

れば、町としていろいろと支援の仕方があるだろうと、そんなふうに思います。

　　生き方が変わったという意味では、いわゆる物、金、どういう価値軸から、そうでは

なくても社会参加の仕方だとか、あるいは自然環境、自然とともに過ごしたいという

方々だとか、いろいろな方が多様化してきているというふうに思っています。そういう

意味では、やっぱり都市との交流を進めておりますけれども、都市の生き方だとか、都

市が持つすばらしさだとか、これはこれとして私どもとして認めながらも、もう一方で

は、田舎のよさ、非常にストレスが解消されるような、そういった豊かな人間関係もこ

こにはありますし、いやしてくれる自然もございます。その関係では福利厚生という視

点から、企業がこちらのほうに、企業の出先としてちょっと何かを開設してもらう、そ

んなことも出てくる可能性があるだろうというふうに思います。

　　触れておりましたけれども、テレワークというのもその一つで、福利厚生と、それか

らこちらのほうに離れてきても遠隔で仕事ができるというような、そんな動きも出てき

ておりますが、そのための弊害の一つになっていた情報通信の高速化でありますけれど

も、これが10 月からオープンされるということになりますと、また町の受け皿として、

一つそれが付加されていくというふうに思っております。

　　そういうさまざまな町の資源をこれからもトータル的に整備をして、町のメッセージ

を送る、メッセージとしていろいろな機会に求めている人方、都市住民のほうにも伝え

ていって、この町に関心を持ってもらいたいというふうに思いますが、何としても、ま

だまだ残念ながら本町メジャーな町ではありません。この町を訴えるためには、いろい

ろな場所だとかいろいろな手法を通して都市住民のほうにも伝えていく、あるいは田舎

暮らしを求めている人方にも発信をしていきたいなと、そんなふうに考えています。

○議長（杉山幸昭議長）　９番、山本裕吾議員。

○９番（山本裕吾議員）　今、ご答弁をお聞きしまして、これからもまた力強く推進され

ていくかなと、そんなふうな観を多く受けとめました。

　　この移住・定住というか、短期ショートステイというか、そういう部分では、今まで

特に観光なんか、糠平で宿泊施設等に勤められながら半年とか１年とかのスパンで、本

町に滞在されて、住まわれたということも、そういうこともございますし、主幹産業の

農業については、今コントラクター事業も４セットになりましたし、いろいろなこれか

らの農業改革もあることでしょう。

　　そういった中で、新規就農の部分も、前も申し上げたように、今から30 年前から見
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ると、約半分強にこの農協の組合員数も減っているわけでありまして、面積は変わって

いないんですけれども、現実に羊を育てる方も移住してこられていますし、この新規就

農の件も非常にお願いしたいと思います。

　　それと、先ほど町長触れておられました林業に関しては、先日テレビを見ていますと、

京都に林業大学校ができたと。目的は林業技術の伝承、そして若者の林業に対する就業、

いろいろなことがあるでしょう。環境問題も林業には大きく貢献してくるものでござい

ますし、そういった面での林業は、先ほども私申し上げたように、非常に豊富に我が町

の地域としてあるわけですから。

　　まず、提案させてもらいたいんですけれども、前々からうちの町で林業に携わってい

る方が言っておられましたけれども、幸いうちの町には林野庁の出先機関の森林管理署

もございますので、やはり町有林、あるいは国有林等に一林班でも開いてもらって、二

番煎じでもいいと思うんです。京都の大学校でやっているような、北海道ならではの林

業技術の伝承を図るような、そういう施設を、研修所みたいなものをつくって全国から

おいでいただくと、こういうようなことも、まあこれは半年、１年、２年のスパンにな

るかわかりませんけれども、こういうのもいいんじゃないかなと思います。

　　あと、もう２つ、３つ提案したいと思いますけれども、先日静岡にも行ってきたんで

すけれども、島田市、ちょっと中西部のほう、私の同級生が島田市の会社に勤めている

関係上、教えてもらったんですけれども、スポーツ合宿、文化合宿というのをやってい

るらしいです。富士山静岡空港が開港になりまして、遠くからでは片道5,000円、往復

１万円の補助をすると。宿泊施設、宿泊するに対しては１人2,000円でしたでしょうか、

補助すると。そういったことで、全国から若者が、いろいろな市有施設、市の野外活動

センターとかコテージだとか、当然市内の一般の宿泊施設、そして練習施設ですね、こ

れはすべて公共施設ですけれども、６つぐらいあります。

　　うちの町は、早くから糠平ではスキー場の整備ができている関係上、全国からスキー

合宿といいますか、担っているわけでございまして、これも大いに継続して支援してい

ただかなければならないかと思いますけれども、こういったことも将来的に、子供たち

や学生がこういう体験をすることによって、もしかしたらそこに住むようになるかもし

れない。近くにそういう企業があれば、そういうところに勤めるようになるかもしれな

い。これも移住・定住に対してのいいきっかけになるのではないかなと、こんなように

思っています。これは、先ほども申し上げましたように、糠平でこれの先駆け的なもの

がありますので、今後ご一考されたらどうかなというふうに思っております。

　　それともう一つ、この間、東京の電車の中づりで私、偶然見て、デジカメをいつも腰

－24－



にぶら下げているものですから、偶然撮ったものなんですけれども、松江市の企業立地

に対する補助金、電気の半額から最大無料と。こんなことが偶然ありまして、私も写真

を撮って、これ、きょうお見せするんですけれども、こういったように、企業誘致、そ

してまたこの移住されてくる方が新規に起業すると。この中の関係者の方も近々という

か１年以内に上士幌に来られて会社を起こされて、ここにもう移り住むという方も私、

聞きました。

　　現状、どこの市町村も大体そうなんですけれども、固定資産税の減免とか条例化され

ているんですけれども、もっとこの松江市のように踏み込んだ企業誘致、そしてここの

町に住みたいという方がおられるのであれば、やっぱりこういう方策もあわせてこれか

ら幅広く。

　　町長は、冒頭申し上げたように、この移住・定住については本道の中では先駆けてや

られておられますので、ノウハウを十分お持ちではないかと思いますので、この辺も含

めて、以上、このショートステイ、そしてまた企業誘致のあり方についての移住・定住

ということについてをお尋ねしておきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　いろいろとご提案いただきました。ありがとうございます。

　　３点ほど具体的な提案がありましたけれども、林業にまつわるところの定住施設なん

かもどうだろうということでありますけれども、これらについては本町の林業振興総体

にかかわる中で、戦略的にこの研修所がいけるというような、やっぱりその辺の戦略性

を持った中で、この必要性がどうかと。もう少しいろいろと調査研究なり、その可能性

についてはじっくりと検討する必要があるだろうと、そんなふうに思います。

　　これはこれとして、これからの課題と受けとめさせていただきたいと思いますし、ス

ポーツ合宿については、既にスキーで先駆けて糠平でやっておりますけれども、冬の期

間と、一定の一期間だけであるということで、そのほかの春夏秋のシーズンどのように、

観光客の誘致も含めてでありますけれども、この町に人を誘致するかということでは、

今お話がありました夏期間のスポーツ合宿、特にほかでは陸上だとか、涼しい環境を求

めて北海道で夏合宿するというところもありますので、この町の持っているそういった

自然といいますか、糠平あたりでいいますと、余り交通量が激しくないと言います。交

通事故の心配も少ない北海道における有効なスポーツを誘致するなんていうこともあり

ますし、それから、この日曜日に実施しましたけれども、ウオーキング、歩くことの事

業では300人の参加者がございまして、そのうち６割が管外ということで、前泊をした

方も相当糠平に泊まっておられましたし、翌日の当日のお昼も、地元のほうで随分昼食
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をとっておられたということでございます。これも鉄道跡を使った、地域の資源を使っ

たウオーキングという健康志向に基づくところのイベントでありますけれども、高く評

価をされたところでございます。

　　そういう意味では、シーズンの冬だけではなく、春から秋をどんなふうに資源の開発

をするかということでは、スポーツ合宿も、これは合宿になるとどうしても夏期間、学

生たちが夏休みだとか、限られたときになるかと思いますけれども、これも重要な可能

性の一つだろうなというふうに思っています。

　　今、文化センターを利用して、地元でありますけれども、帯広の高校が合宿をしたり

何かもしておりますし、そういうところに対する支援策、例えば、施設の減免のことだ

とか、そんなこともできることはやっておりますけれども、４分の３の夏期間から秋含

めてどう利活用するか、その戦略がこれから問われてくるというふうに思っています。

　　今、内部で行っているのは、体験型、長期滞在型のプログラムをつくるという、内部

でのワーキンググループが動き出しております。これはオールシーズン、この町でどん

なことができるのか、そのためにどれだけの費用がかかる、あるいは時間がかかって、

なおかつよそにない、そういった魅力ある体験プログラム、長期滞在のプログラムをつ

くると。その結果として、できれば小中学生の体験学習だとか、あるいは修学旅行の受

け皿として関心持ってもらえるような、そのようなものを取り組んでいくということで

あります。

　　これは極めて短期的なことでありますけれども、もう一つは課題として抱えているの

は、やっぱり移住・定住の関係で言いますと、結構な方がここに住んでもらっています

けれども、新たに物件を求めている人方が結構いるんです。それに対応するような状況

というのが非常にないと。空き家はありそうですけれども、ここで住まうという、そう

いったレベルの住宅が非常に不足しているというのが一つございます。そのために今、

賃貸住宅はやっていますけれども、この賃貸住宅、今まで80 戸ほど住宅が建設されて

おります。80 戸の建設ということになりますと、相当な世帯がここにそのことによっ

て住んでいるということになりますが、向こうからの問い合わせの中にも最近多いのは、

物件なんかに対する問い合わせが非常にふえているんです。でも、これもまた安定的に、

じゃ住んでもらえるのか、それは確約ができるのかと、こういったところもあって、一

方、うちの町には不動産業者が残念ながらないということもあったりしまして、そうい

う客層を相当逃がしているという、この辺の課題もございます。

　　まだまだやるべきことがたくさんあると思いますけれども、今、企業誘致の優遇策に

ついてももっと見直すべきだという話もございました。これらについても、見直すべき
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ところは見直ししながら、余りハードルの高くないような、そういった受け入れ態勢を

つくっていくことが必要だろうなと思っております。

○議長（杉山幸昭議長）　９番、山本裕吾議員。

○９番（山本裕吾議員）　３分 55 秒ですか。

　　今、町長おっしゃられたように、やはり不動産の情報、そしてまた、情報発信の難し

さ、冒頭におっしゃられておりましたけれども、町長は地元の方々と一体となってＮＰ

Ｏ法人の上士幌コンシェルジュの協働といいますか、力強く協力体制をやられておると

思いますけれども、このホームページを見させていただきますと、やはり情報きちんと

載っているんです。

　　さらに、こういう情報の発信については、本町も生涯学習の町でございますので、住

んでいる者同士が町と協調して、そして潤沢にいろいろなところから情報を収集して発

信すると。まさに、全町を挙げて、官民一体となって頑張ってやっていくんだというこ

とが、もう少し膨らんでいったらいいかなというふうに思ってございます。

　　まだまだいっぱい話したいことはございますけれども、時間がないのでここで終わり

にさせていただきます。

　　道庁のほうにも行って、この移住・定住のほうの係の方ともお話ししましたし、北海

道商工会連合会の中に、町長が会長をなさっている道の移住促進協議会が、なぜ北海道

商工会連合会の中にあるのかと。事務局長の徳倉さんも私、商工会の関係で、彼も商工

会の道連の事務局長をされていましたからよく存じ上げておりますけれども、そこにあ

るということは、徳倉さんとも話しましたけれども、冒頭に申し上げたように、そこに

は生活があって、産業があって、産業に結びついて町が成り立って、そして新しい仲間

ができて、町が膨らんでいくということでございますので、その辺も含めて、残り１分

わずかになりましたけれども、ご答弁をいただいて私の質問を終わりたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　今、市町村協議会、それから暮らしの北海道というか北海道の動きを、

その事務局が、今おっしゃったとおり、商工会連合会にあるということです。109の自

治体がここに加盟をしておりますけれども、商工会も相当数加盟しているということで

ありますから、地域の活性化にとって、人口の減少を食いとめ、なおかつよそからの人

方を受け入れるということは、商工会の立場としても重要な案件だというふうなことで、

連合会に事務局があるものと、そんなふうに思っております。

　　もう一つは、地域づくりをするという視点からも、よそから来るという人方の新しい

感性といいますか、違った文化だとか歴史観だとか、あるいはその風土から生まれたそ
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ういったものがあって、そしてある自治体に来るということになりますけれども、従来

からの持ち合わせている自治体の風土、雰囲気、それと新しい人が来て、そしてそこで

また新しいまちづくりがなされていくと。そういう視点からも、よそから新しい血が入

ってくるということは非常に意味のあることだなと、そんなふうに思います。

　　いずれにしても、定住対策はよそから来る人方を、それだけをもって定住対策という

ことではなくて、ここで住んでいる人方は今以上にこの町を愛してもらって、後々また

ここで頑張ってもらうということも必要でありますから、まさに移住・定住については、

行政の総合力と言ってもいいのではないだろうかなと、そういう視点でこれからも進め

ていく必要があろうかなと、そういうふうに思っております。

○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３６分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午前１１時３６分）

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

◇　角　田　久　和　議員

○議長（杉山幸昭議長）　次に、７番、角田久和議員。

○７番（角田久和議員）　私は、町長公約の進捗度について質問いたします。

　　竹中町長は、３期目に当たって、町政推進の重点項目として主要テーマを掲げておら

れます。任期が残り半年となる現在、下記のテーマの進捗度と総括、今後半年の具体的

施策、手法を質問いたします。

　　農林商工等の連携による地域経済の推進。特に数値としてどの程度地域経済に貢献し

たのか。

　　都市と農村の交流と産消協働の推進。

　　乳幼児からお年寄りまで安心できる福祉と教育環境の充実。

　　健康・環境・観光をコンセプトにしたまちづくり。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　町長公約の進捗度について、角田議員の質問にお答えします。

　　町長公約の進捗度については、任期２年が過ぎた平成23 年３月、第２回定例会にお

いて角田議員より同様の質問がありました。

　　「住民を主役に農林商工、産学官、都市と農村が手をつなぐ（協働）」をスローガン
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に、「健康・環境・観光」をまちづくりコンセプトに掲げておりますが、これらはまち

づくりの根幹として常に意識して、町政執行方針や事業及び予算編成に当たっても優先

的課題として施策化してきております。今年度からスタートした第５期上士幌町総合計

画においても、主要なテーマに位置づけられているところであります。

　　公約は、５つの主要テーマと、農林業、商工観光、教育、福祉・医療政策、行財政改

革、住民参加の領域と、さらに項目別に分かれております。

　　平成23 年当時の質問に対して、「前期２年間の進捗度で個別の案件については、ほ

とんどの項目において着手し、今後さらに内容の充実・発展を期してまいります」と答

弁させていただいております。公約の実現については、議会の理解も得て、スピード感

を持って政策化してきていると認識しております。

　　それから１年６カ月の時間を経ていますが、新規に着手した事業、事業の充実・拡大

を図っているもの、さらには大震災関連の施策、道東道開通に伴う魅力発信事業など今

日的な課題に対する対応、また、長年にわたって凍結状態になっていた環境省・ビジタ

ーセンター事業の着工、町民生活や産業にかかわる道路や水道等のインフラ整備、農業

の近代化にかかわる基盤整備やナイタイ高原牧場の経営改善など、精力的に取り組んで

まいりました。

　　次に、主要テーマの１つ目、農林商工等の連携による地域経済の推進についてであり

ます。

　　特産品の研究開発、新商品・新サービスの開発に向け、意欲的な起業家・団体に対す

る財政的支援制度として、農林商工連携促進事業を創設しました。実績としましては、

昨年度までの３年間で、延べ12 件の事業が採択され、新規事業や地場産品を活用して、

製品開発等に意欲的な取り組みに対してのバックアップ体制を図っております。

　　また、地域特産品の販売促進に向けては、商工会に、農林商工連携ビジネス創出事業

としての事業委託を行い、平成22 年には、ネット戦略として、十勝かみしほろん市場

の開設に至ったところであります。

　　この間の農林商工連携の取り組みは、これまで情報交換のなかった事業者間での勉強

会開催やコラボ商品の開発などにつながっていますし、道央圏などでのＰＲ販売や地域

イベント参加、マスコミを通じた情報発信などにより、徐々にではありますが、各特産

品の知名度は確実に上昇していると感じております。

　　今年度からは、地産地消という視点からも特産品の開発、販売を促進するための取り

組みを開始しているところであり、今後においては、６次産業化という視点も含め、取

り組みのより一層の促進、加速化を図りたいと考えております。数量的な地域経済効果
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については、いましばらくの時間が必要と考えております。

　　２つ目の都市と農村の交流と産消協働の推進についてであります。

　　本町のような１次産業中心の農村と２次、３次産業中心の都市部、農業生産地と消費

地、過疎と過密など、両者はいろいろな面で対極にあり、相互理解のもと補完と連携す

ることが相互の利益と発展につながるとの認識のもとで、都市との交流を主要なテーマ

に掲げたところであります。

　　具体的には、移住・定住、二地域居住の取り組み、テレワークの実証実験、10 月に

オープンの光回線による高速情報通信は、都市と農村を近づけるツールとして期待して

おります。

　　町が支援する情報館では、都市住民に対する情報の発信等、さまざまな分野で交流を

深めるための確かな胎動や環境が整ってきていると感じております。

　　産消協働という点では、ふるさと納税に係る都市住民の上士幌産品に対する評価が高

まってきていることや、今年度から本格的に着手した地産地消の取り組みについても、

「近きもの喜べば、遠きもの来たる」の格言に学び、産消協働の一里塚と認識して政策

化しているところであります。

　　３つ目の乳幼児からお年寄りまで安心できる福祉と教育環境の充実についてでありま

す。

　　中学生までの医療費無料化、妊産婦健康診査の充実、子育て支援、生活習慣病対策、

お年寄りの足を確保する福祉循環バスなど、他自治体に先駆けて実施してきているとこ

ろであります。

　　また、さきの定例会では、ひとり暮らしや高齢者世帯の安否確認の不安を解消するた

めの緊急通報用電話機の導入を予算化したところであります。

　　福祉施設の充実では、社会福祉法人福寿協会が計画している地域密着型特養や、通所、

訪問、泊まりの機能を持った小規模多機能型施設整備について支援すべく、現在協議を

行っているところでもあります。

　　教育環境では、中学校校舎の改築を初め、学校施設の耐震化など、教育環境の整備に

努めてまいりました。特に印象深いのは、上士幌高校の存廃の危機にあった２間口復活

の交渉や、ぬかびら源泉郷の教育観光施設でもあるビジターセンターの凍結解除の長い

交渉などであります。

　　残された任期中においても、少子高齢化に対応したきめ細やかな福祉対策や、幼保一

体化など乳幼児期の子育て支援のさらなる充実に向けて検討を始めているところでもあ

ります。
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　　４つ目の健康・環境・観光をコンセプトにしたまちづくりの推進については、冒頭で、

まちづくりのすべての施策の根幹を流れているものと述べさせていただきました。

　　多岐にわたるので割愛させていただきますが、環境に関しては、カーボン・オフセッ

トなどの低炭素社会に向けた取り組み、再生可能エネルギーの普及啓発から、住宅用太

陽光発電導入支援事業を行っており、要望も多く、本定例会で２度目の補正予算を計上

させていただいております。再生エネルギー基金の新規条例化についても本議会に提案

することになっております。

　　３期目のこれまでを振り返ってみますと、町民との約束事はもとより、その時々の課

題や中長期の課題の解決に向けて全力投球、走り続けたという印象であります。しかし、

私の任期はまだ半年あります。今年度から上士幌町第５期総合計画もスタートしていま

す。まちづくりに停滞は許されません。町民の幸せのために、町の持続的な発展のため

に、任期いっぱい、真摯な姿勢でまちづくりに向き合っていくことを約束し、答弁とさ

せていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　角田久和議員。

○７番（角田久和議員）　町長公約の進捗度については、町長の任期が２年過ぎた平成

23 年３月の定例会でも質問しております。私、物事を遂行するに当たって、常に検証

して、そして総括して次の行動をとる、そういうサイクルが必要に思っております。町

長公約についても、一定の期間で検証、総括は必要と思って、また今回再度質問いたし

ました。

　　議会においても、現在議会内に議員全員が参加して議会改革検討会議というものを設

置して、現在の議会のルールや制度が今の時代に合っているのかを検証して、総括して

おります。来年の３月には一定の方向を出す予定にしております。その後には、行政側

とも調整する部分が出てくると思いますが、その節にはよろしくお願いしたいと思って

おります。

　　再質問に入ります。

　　町長答弁の中で、農林商工等の連携による地域経済の推進という項目で、数量的な地

域経済については、いましばらく時間が必要と考えていますとあります。これは言いか

えれば、今の時点では公表するほどの地域経済効果が出ていないと、そういうふうに私

は解釈するわけです。こういった地域経済活動は、期限を定めずにだらだらとやればい

いというものではありません。スタートしたからには、ある年限の中で結果を出す、結

論を出す、それがだめなら、ほかの方法を考えると。こういった機動的な考え、あるい

は割り切りが必要だというふうに思っております。
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　　その点、町長として、今の農林商工等の連携による地域経済の推進というテーマに対

して、どれぐらいの期間で地域経済効果を出したい、あるいは出さなければならないと、

その点、どのように考えておられるのか質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　農商工連携の事業を戦略化した事業でありますけれども、これは大きく

２つございまして、農業者、あるいは商工業者と一体となって、お互いに町内にある人

方が一緒になって新たな製品を開発する、あるいは研究するということにねらいの一つ

がございます。それまでは、農業者は農業者、商工業者は商工業者、そういったことで、

相互の連携というのはこの町にいながらなかなかなかったということがございます。そ

ういった意味で、この町に住む事業者同士がお互いに連携をして、そして新たなものを

生み出す、そういった土俵をつくって、そこで一つ検討してもらい、事業化すると、こ

れが一つございます。

　　そういった意味で、補助事業の内容としては、調査研究ということと、それから調査

研究を踏まえて、それが可能性があるとすれば、次の製品化につなげていくという二段

階構えでこの農林商工の補助制度をつくっております。ですから、調査段階でそれが事

業の見通しのないということであれば、その段階で断念をするということでありますけ

れども、今まで町の支援がなければ、みずから事業費を持ち出して、そしてお互いに勉

強するということはほとんどそれはなかったことでございます。そういった意味で、ハ

ードルを低くして、よくある、やりたいという人方に対してそういった支援をするとい

うことは、非常に意味のあることだからというふうに思っております。

　　その中で、特に農業関係の中では、もう製品化をして、例えば、ハチミツと、そして

農協の豆とコラボした商品をつくって、これはもう既に販売をしております。商品化な

されているということでもありますし、それからメガドックの名でナイタイのほうで行

っております商品のことだとか、さらに、今段階では地産地消の取り組みを進めており

ますけれども、そういったところで、地場産品のいろいろな可能性だとか、まだまだ引

き出されていないものもたくさんあるというふうに理解をしております。

　　そういう意味では、自分たちの町のそういった資源を再評価をするという機会にもな

りますし、さらに、そういったことを見直しすることによって、頑張ってみようかとい

う人方はこれからもまだ出てくるというふうに期待をしておりますし、そのための仕掛

けとしての地産地消だとか、さまざまな取り組みをしておりますので、１回調査研究を

やって、そして何かやったから、翌年に何か爆発的に売れるような状況というのは、残

念ながらそうそうないものだと。十に一つでもいいんだろうと。ところが二十に一つで
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もいいから商品化されて、それが何らかの採算性をとれるということになると、それは

それとして意味のあることだなと、そんなふうに思っております。

　　全く今までそういった機会も持ち合わせていなかったし、それから農業者と商工関係

者のマッチング、コラボする機会もなかったという意味では、これはまだ当面続けてい

く必要があるだろうというふうに思います。ただ、いつまでもという話は、それはおっ

しゃるとおりでありますし、その間でも評価を点検し、課題があればそれを解決してい

くということは、それは必要だろうと思っております。

　　先ほど、検証し、そして実践し、またそれを評価するというお話がありました。私ど

もとしては、常にプランをし、それから実践し、プランと実施というそのマネジメント

のサイクル、これらについては十分意識をしながら予算編成、あるいは実践、そして予

算編成に当たっても評価をしながらやっていくと。それが単年度である評価もあります

し、それから総合計画の中では、５カ年というサイクルでの評価、あるいは10 カ年の

評価とさまざまな評価がありますけれども、そんなことも常に大事にしていかなければ

足元がよく見えないというのが、議員のおっしゃるとおりだと、そのように思っており

ます。

○議長（杉山幸昭議長）　角田久和議員。

○７番（角田久和議員）　次の再質問に入ります。

　　答弁書の中で、地産地消という言葉が出てきています。地産地消とは、地元で生産さ

れたものを地元で消費すると、そういった定義のほかに、生産地で消費する距離が短い

ということだけでなく、距離に関係なくコミュニケーションを伴う生産物の行き来を地

産地消と考えることも可能だと、そういった定義をおっしゃられる方もおられる。要は

その地域だけのことではなくて、たとえ距離が離れていてもコミュニケーションが伴え

ば、それは地産地消なんだと、そういう考えがございます。

　　その販売物流活動としての場所でしたら、例えば直売所、量販店、学校給食、福祉施

設、観光施設、外食・中食加工関係での地場農産物の利用などが考えられます。今私が

申し上げた幾つかの場所ですけれども、その中で直売所という言葉が出てきました。第

５期上士幌町総合計画の中では直売所についての記述が入っておりません。地産地消、

それの推進と直売所をどのように整理しておられるのか、その点、質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　直売所、今の総合計画に入っていないということでありますけれども、

実態としては農家のお母さん、おばあちゃん方が行っております。特に夏期間、農作物

のとれる期間、かあちゃんばあちゃんのお店として自分たちのつくったものを直売をし
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ているということでありますし、それから地場産品の加工品が中心になりますけれども、

情報館の取り扱い、これは地元の産品に限った取り扱いであります。

　　将来的にということになりますと、直売所という名前はありませんけれども、総合計

画の中には道の駅について触れているかと思います。これは直売所、一般のところでも

どこの町村でも、道の駅の中では一つの売りといいますか、道の駅のコンセプトとして

地元の産品を売り出すというコーナーを設けているというふうに思っております。これ

は直売所ということで直接触れておりませんけれども、この後々10 カ年の間に、道の

駅についても十分検討していくということでありますから、これについてはいろいろな

態勢が整った段階で、早くなるのか、あるいは時間がかかるのかわかりませんけれども、

相当意識したいわゆる直売所にかわる、代がえにできる可能性のある施設ということも

言えるだろうと、そんなふうに思っております。

　　あと、地産地消については、これからことし本格的に着手したということであります

から、この地産地消の広がり方については、これから、例えば観光地における地元の食

材を積極的に使ってもらう、あるいは給食で使うだとか、家庭でも積極的に使用しても

らう、あるいは関係するところに積極的に利用し、お歳暮だとかお中元だとか使っても

らう。まあこのようにいろいろあるだろうと思いますけれども、これはこれからいろい

ろなところに対策を講じていくということであろうかと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　ここで休憩といたします。再開は午後１時といたします。

（午後　０時００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）

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

○議長（杉山幸昭議長）　角田久和議員。

○７番（角田久和議員）　休憩中に再度私、総合計画を確認しましたら、やはり直売所、

道の駅についての記述はありません。そのために、私としては地産地消の推進と直売所

の整合についてを今回質問したかったわけです。今、町長の道の駅等についてのお考え

を確認できましたので、それはそれでよろしいです。

　　次に、乳幼児からお年寄りまで安心できる福祉と教育環境の充実についてですが、こ

ういった福祉施設を町のあちこちに分散させるのではなくて、我が町の商店街もかなり

苦境に立っております。そういった商店街の空き店舗とか空き地を利用して、こういっ

た福祉施設をそこにはめ込んで、そして利用者の利便と商店街の活性化を図っている、
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そういった町があります。

　　我が町も高齢化、人口減少がこれからどんどん進んでいくわけですけれども、施設を

町のあちこちに分散させるのではなくて、ある程度集中させて町をコンパクトにして、

そして利用者の利便向上と町の行政コストの削減を図る、こういった考えも必要に思い

ますが、町長の見解を質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　まず、先ほどの道の駅の質問の関係でありますけれども、私のほうから

総合計画に掲載されているはずだというお話をしました。実際は、調べてみたら、具体

的にそういった表現になっておりませんけれども、住民の懇談会だとかいろいろなとこ

ろで道の駅に対するお話が出ておりました。いずれ、いわゆるランドマーク的な意味合

いも含めて、道の駅だとか情報発信という機能だとか必要だなという前提と、もう一つ

は、やっぱり経営というところが、道の駅だから赤字になってもいいよということでは

なくて、経営という側面もしっかり踏まえた上で、どこにどういうコンセプトでつくっ

ていくのか、その辺あたりも非常に大事なことだなというふうに思っておりますけれど

も、将来的には、そういった施設は必要になるのではないかという認識はさせていただ

いております。

　　総合計画、これは議員、あるいは住民含めてみんなで決めたことでありますので、そ

の都市計画の中にはないという事実だけはおっしゃるとおりであります。ただ、私の思

いとしては、そういった機能については必要ではないのかなと考えております。

　　今、コンパクトシティーの話が出ておりました。今まで拡散していった町並み、地方

というか、市街地からどんどん人口がふえることによって、外に外に住宅地が広がって

いって、そういった町がなって、今、市街地が空洞化されてきているという状況もござ

います。この町の状況を見ますと、全体的に見ると、もともとコンパクトな町ではない

だろうかというふうにも考えております。

　　今、議員がお話しした背景には、ユニバーサルデザインみたいないろいろな年齢の人

方が、いろいろな障害者も健常者も含めて自由にその中で過ごせる、そういった町並み、

そんなようなことを目指すべきだということだろうと思いますけれども、ある程度人が

行き交うということも必要でありますし、そういった意味では、今のこの町の中、せい

ぜい外周、外側全部歩いたって１時間くらいのところでありますし、この町の中を見ま

すと、歩いても10 分や 15 分で大体お互いに行き来ができるという範疇ではないだろ

うかなと。それにどうしても見られないところについては、高齢者福祉施設なんかを含

めて、弱者に対する町の中に参加してもらうような、そういった対策も講じさせていた
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だいているところでございます。

　　ただ、空き店舗が事実できてきているということも、これは事実でありますから、そ

れを空き店舗として放置するのではなくて、何らかの有効活用を、これをぜひする必要

がこれからますます出てくるだろうと思います。そこに新たなセンスで企業を立ち上げ

してくれれば、それは結構でありますし、それでなくても、今サロン的なそういった場

所も必要になってくるだろうというふうに思いますから、そのようなことを含めて、町

なかのほうに、どちらかというと空洞化することも含めて、人が出入りするような、そ

ういう町並みの構造改革といいますか、それに合わせた福祉施策等も必要になってくる

だろうと思います。

　　今、考えられているのは、具体的になっているのは、法人の小域地域、多機能型の施

設でありますけれども、それは今までの施設に併設するような形ということであります。

ここは小学校と高校が西のほうにあって、中学校が東のほうにあって、その真ん中に福

祉施設、あるいは公共施設があるということであります。子供たちの通学、あるいは自

由に通える範囲の中で、この町が、人が行き交うような、そんなような町になればいい

のではないだろうかなというふうに思っておりますけれども、今なお、専門家の立場か

ら公共施設のあり方について助言をいただいているところでもございます。これらにつ

いては、もう少し具体的になった段階で、これまでも町民の意見を聞きながらやってき

ておりますけれども、さらにそういったことを踏まえて、大枠、また示すときが来るの

ではないかと、そう遠くないときに、このようなことになるかと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　角田久和議員。

○７番（角田久和議員）　最後に、今回の町長の回答書の中に、ぬかびら源泉郷のビジタ

ーセンターの建設着手について記述がございました。

　　今回、長年のそういった懸案が一つ前に進んだわけですけれども、この建設着手に当

たっては、もちろん行政の動きが相当頑張ったということもあると思いますけれども、

環境省主催のワークショップ、これが相当回数開催されています。そのときに、地元の

住民の方とか関係団体の方とかが積極的に参加されて、それの提言書に、そこのワーク

ショップの考えとか提案が反映されていると。まさに、ここの糠平のビジターセンター

の建設着手は行政と町民の協働によって実現したんだと、そういうふうに私は考えてお

りますけれども、これについて町長の見解を質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　今日の着工を見るまでには本当に長い歳月がありました。今言ったよう

に、建設を促進させる大きな原動力というのは、今お話しあったように、地域の人方の
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この施設に対する強い思い、それからそれに共鳴する地域住民の方々の応援団と、いろ

いろな立場から応援をしてもらった結果だという。しかも、それは住民と町のパイプ関

係だけではなくて、例えば、帯広開発建設部でのワークショップだとか、いろいろな振

興局の関係だとか、いろいろな人方がかかわって今回の着工の運びになったと。その前

提では相当、ほぼ消えかかった時期がありました。ある種、通告されたという場面もご

ざいました。私、霞が関に行ったときに、もうこの話はほとんどないというような話も

あったわけでありますけれども、それは十八、九年のころでありますが、その前に皆さ

んが積み上げてきた、そういった強い思いを糧に私のほうも動くことができたと、そん

なふうに思っております。

　　そしてまた、今回この合築というこれまでにない、環境省と結果として町が、これも

また自治体と国の協働という作業で合築の形態があって、お互いの足りない部分を補い

合って、そして、これもまた利用者側の視点、そしてまた地元の意見を踏まえたものと

して、そういう合築の形態になれたと。これはまた画期的なことだと、そんなふうに思

っています。

　　いずれにしても、これまで長い期間、長い間にわたってこのビジターセンターに対す

る地域住民、そして各種団体の強い思いが一番の支えとして、そしてまた影響力として

あって、最終的に着工の運びになったということは忘れてならない大事なことだと、そ

んなふうに思っております。

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、７番、角田久和議員の一般質問を終わります。

　　暫時休憩いたします。

（午後　１時１１分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午後　１時１２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、平成24 年度の財政状況と、その有効活用のためにとい

う題で質問いたします。

　　平成 24 年度の普通地方交付税が約 29 億8,000万円、臨時財政対策債が約２億

3,000万円、合計約32 億1,000万円交付されることが決定いたしました。このお金は

比較的自由に使えるお金で、町独自の施策に生かすことができるものです。平成24 年
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度の当初予算は見込みですので、決定額と当初予算と比べますと、約５億円多く交付さ

れることになります。

　　当初予算の基金の取り崩しは、財政調整基金が8,500万円ですので、この基金を返し

たとしましても、さらに政策化しないと、またまた多額のお金を残し、結果的には基金

がますますふえることになります。町民のお金を有効に活用するべきです。

　　次の３点、質問いたします。

　　１点目、平成 24 年度の財政状況について。

　　２点目、平成 24 年度の具体的な活用について。

　　３点目、平成 25 年度に向けての活用について。

　　既に、総合計画では、一般財源を活用しての新規事業も組まれておりますが、財政的

にはまだ余裕があると判断いたします。その活用例といたしまして、１、命を守るため、

国民健康保険への繰り入れや保険税減免への活用、２、未来を担う子供たちのため、義

務教育費の無料化宣言（教材費、給食費、修学旅行費等）を行ってはどうか。

　　以上、質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　平成24 年度の財政状況と有効活用のために。山本議員の質問にお答え

いたします。

　　平成24 年度の財政状況と、その有効活用についてでありますけれども、まず、平成

24 年度の財政状況についてであります。

　　平成24 年度の普通交付税につきましては、７月24 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

4,073億円で、前年度と比べると120億円の減少で、全体の伸び率では0.1％の減とな

っております。そのうち市町村分は７兆7,141億円で、前年度に比べ203億円、0.3％

の増となっております。

　　本町の交付決定額は29 億7,557万2,000円で 11.5 ％の増、地方財源の不足に対処

するための臨時財政対策債が２億2,856万8,000円と前年度に比べて2.7％の増となっ

たことで、普通交付税を合算した実質的な交付税額は32 億414万円で、前年度に比べ

３億1,230万4,000円、 10.8 ％の増となっていますが、前段にも申し上げましたよう

に、国の交付税総額自体はむしろ減っている状況であります。

　　本町における交付税増額の大きな要因は、本年度臨時的に創設された地域経済・雇用

対策費によるもので、第１次産業が中心な地域で、かつ人口密度が低く、65 歳以上の

高齢者人口が多い地域ほど需要額が多く算定された結果であり、今後も継続して算定さ
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れる保証はありません。

　　一方、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、

今後の地方交付税がどの程度確保されるのか先行きは不透明な状況にあり、歳入全体と

しては厳しい状況はなお続くものと見込んでおります。このようなことから、税収や地

方交付税の動向を注視しながら、自主財源の確保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ために、今後も健全財政を図ってまいりたいと考えています。

　　次に、平成 24 年度の具体的な活用であります。

　　今回算定された増額分については、今後、老朽化した公共施設等の整備事業が控えて

いることとあわせ、次世代への過度な将来負担を極力減らすため基金に積み立て、公共

施設の整備に充てていきたいと考えております。

　　平成25 年度に向けての活用についてでありますが、①の国民健康保険税の一般会計

繰り入れ及び保険税減免の活用については、公平性の観点から、慎重な判断が必要と考

えております。また、保険の性格上、受益者の応分の負担は必要であり、特別な事情の

ある場合は保険税の減免等を実施しているところであります。

　　②の義務教育費の無料化への活用であります。義務教育に限らず、乳幼児期から学齢

期まで安心して子育てのできるまちを目指すこと、そのための必要な施策を講じること

については大切なことと認識しております。町としては、これまでも学校施設の整備、

教育内容の充実を図るためのソフト的な事業等を実施してきております。

　　これからの案件としては、幼稚園機能と保育所機能を一体化させた新たな仕組みで、

就学前の教育・保育の子育て支援が必要と考えています。幼稚園の必要性、幼保一体化

等については、議員の方々も深い造詣と関心を持っておられる案件かと理解しておりま

す。これらを実施するためのハードの建設には多額の費用が見込まれます。町としては、

安心と信頼を持って子育てのできるまちを目指して、教育、児童福祉を包括的に推進す

べきであると考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。

　　以上、山本議員の質問にお答えさせていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　９月議会におきまして、昨年度もその前につきましても、財政

状況について質問させてもらいました。といいますのは、先ほど町長答弁にもありまし

たように、７月中に交付税の額が決定いたします。それによって当初予算で基金を幾ら

崩したかと、それを返すと、そうすると結果的には幾ら残ると言ったら変ですが、執行

残が出るか、それがおおよそわかるのがこの９月だと思います。

　　この２年間を見ますと、平成22 年度は結果的に交付税が多く交付されましたが、前
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年に比べて、一般会計全体では６億2,000万円の基金をふやしまして42 億5,000万円

となっています。23 年度も同じように、交付税がふえたのにもかかわらず執行し切れ

ずに、前年に比べて５億4,000万円基金がふえて47 億9,100万円、約48 億円と、こ

の間基金がどんどんふえてきました。その主なものは、公共整備基金だとか財政調整基

金に積んだわけですが、そのようにふえています。

　　それで今回も同様に、じゃ平成24 年度どうかということで質問させてもらいました。

当初の見込みよりも約５億円多いということがわかっています。その主なものは、先ほ

ど答弁がありましたように、地域経済雇用推進経費ですか、それが４億8,331万円交付

されることが、結果的には交付税の額の増につながっていると思っています。

　　９月の補正予算にこれから入るわけですが、その中を見ますと、このおおよそ５億円

交付される中身、どう使うのかということで調べさせてもらいました。当初予算の基金

で崩したお金が約8,000万円ありますので、それをまず返すと。それで残りが約４億円

なんですが、それを公共整備基金に積む予定になっております。それで多分間違いない

と思うんですが、結果的には、基金総額が予想されるのが、平成24 年度さらに少なく

ても４億円ふえますので、一般会計で52 億円以上に基金がなるのではないかと。最終

的に執行残があれば基金に半分積みますので、最低でも52 億円以上になるのではない

かと私は推計いたしました。

　　質問なんですが、大体52 億円以上になるのではないか、基金をさらにふやすのでは

ないかということが想定されますが、このことについてと、それから、今回約５億円ふ

えた理由が、基準財政額上、これは調べてメモしたんですが、はっきりわかるわけです。

そうしますと、地域経済雇用対策費という名目でふえているわけですが、それを具体的

に生かすための予算はどこ見てもないわけです。その点について、地域経済なり、それ

は行く行くは福祉も関連してくると思うんですが、そういうふうに予算化しなくていい

のかどうか、まず質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　交付税の算定とその配分については、総務省、政府の専権事項でありま

して、私たちがどういう形で交付税が算定されているのかというのは出てくるまでわか

らないという状況でございます。

　　これまでも、当初予算を編成するに当たっては、そのときに雇用の問題だとか、こう

いうところに厚くするなんていうような話があれば、それはそれとしてまた当初から予

算編成に組み入れることができるんだろうと思いますけれども、これは７月に出てきて

初めて、私どもとしても、なぜこんなにふえたのかというのはびっくりしているという
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ことであります。

　　結果的に何点かあって、いわゆる過疎地域、人口密度の少ないところ、そういったと

ころは面積が多くて人が少ないから、それなりに整備に、まちづくりにお金がかかると

いうことでありますし、それから雇用関係については、これもなかった項目で、そこに

非常に手厚くしたということで、この雇用も、多分今まで結構この町の雇用対策全体的

に見ますと、人口の増減で見ますと、自然減と社会減がありますけれども、社会現象の

減も少ないほうなんです。過去５年間のデータでいくと1.12 ％という低いところ。多

分そういった頑張っているところにもっと頑張れよという支援のことなのかなと思った

りもしているわけですけれども、詳しく中身、その意味合いについては承知しておりま

せん。

　　もう一つは、積雪寒冷地の給付がふえたということであります。これも新しく上士幌

町が該当になったのかどうかというのが、まだ詳しく把握できていないということであ

ります。

　　そのようになっておりますけれども、交付税は１月段階に内容が明らかになるという

ことと、もう一つ、予算編成、それから年度の執行方針は２月、３月の議会でその方針

を決定し、そして考え方も予算も総合予算編成、いわゆる通年という考え方で予算を編

成をしてきているところであります。ですから、補正予算というのは、その時々の緊急

性を持ったときに補正予算するものでありますので、今、この当初見込みよりもふえた

から突然何かに使うということも、補正的な意味合いでのきわめて緊急性の高いという

ものであれば、それは使わせてもらいますけれども、それ以外は計画的に、新年度の計

画の中でどんなふうにしてある財源を有効に使うかというのが、これからまた議論をし

ていくところであると、そういうように考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　当初予算を組みまして、国の交付税が決まったから、即、新た

な事業を起こすのは、大変それは無理な話です。ですので、今年度についての予算につ

いてはわかりました。４億円が公共整備基金につくと。多分これからの補正については、

繰越金がありますので、それで十分賄うというふうに判断したと思います。

　　では、ことしの当初予算では8,500万円、前回もそれほど崩していません。であれば、

毎年交付税のほうの額が多いですので、基金積んでいます。そうしたら来年度に向けて、

ここで言えば、25 年度に向けて予算化するためにもっと基金を崩してもいいのではな

いかと、私は思っています。

　　他市町村の何点かの調査聞きますと、今回交付税がふえているところが結構、本別以
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外全部ふえています。結果的にどう組んでいるのと、結構当初予算で基金を崩している

ので、それを返すことになるところが多いということも聞いています。ただ、上士幌町

は当初予算でそれほど崩していませんので、比較的財政的には余裕があるのではないか

と、私は判断しております。

　　そういう点で、来年度以降についての予算の組み方について、将来のために基金を積

むという話もありますが、そうでなくて、現時点で困っている方、それから将来の子供

のための教育の投資といいますか、そういうふうに予算を組むために来年度新たな予算

を組むことができないかどうか、質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　こういった財政状況を見て、必要な政策課題について予算を組んでいく

ということは当然のことだろうというふうに思っております。

　　ただ、来年度については、当初については選挙がありますので、骨格ということにな

ると思いますから、そのときの政権がどんなふうにして理事者が考えるかということに

なるかと思いますけれども、大きな枠組みで考えると、一つには公共的な施設整備がか

なり近近に迫ってきていると。耐震性の問題も含めてということがあります。それらに

ついて、総合計画の財政計画立ち上げておりますけれども、その段階でもいろいろ計画

あるけれども、本当にできるのだろうかというのが事務者レベルでの心配事であります。

そんなことを考えると、決して今ふえたから、お金がオーバーフローしてどこかに使わ

なければだめだという、そういうレベルの基金ではないということと、それから一般会

計以上に起債もございます。起債の償還ということも、それも出てくるわけであります

から、それはこれも含めて総合的に基金の使い道を考えていくということになるんだろ

うなと、そんなふうに思います。

　　とりあえずはそんなことで。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　長期計画の第５期総合計画を決定いたしまして、平成24 年度

から 28 年度財政収支、これは見込みで出ています。これも一つの参考になると私は思

って、ずっと基金がどれぐらいかいつもチェックしながら調べているんですが、まず、

平成 23 年度は、これ見込みで書いていますので、この見込みの中では一般会計総額

45 億円の基金を見ていましたが、結果的に、今回の決算書を見ますと、48 億円とい

うふうに決算額のほうが、一般的には厳しく見ていますので、ふえるんだろうと思うん

です。そして、24 年度はまだ全然わかりませんので、見込みでいけば、42 億円と減

る見込みでやっていますが、私の先ほどのざっとした計算の中では、最低でも約52 億
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円にはなるのではないかと私は想定します。来年よっぽど崩して使わない限り、なるの

ではないかと思います。そうしますと、平成24 年度末、今年度末では収支の見込みの

中では約 10 億円ほど収支上はプラス思考で考えられると、私は思っています。

　　それ以降はわかりませんので、これ全部地方交付税が減らされるという見込みでつく

っていますので、これはもちろん検定といいますか厳しく見るのが当たり前なんですが、

当面、24 年度、25 年度も、国の国政がどうなるかわかりませんが、25 年度につい

てはかなり余裕があるのではないかと、私は見ております。

　　それと、公共事業の関係で、これも全部新たな公共事業についてチェックしてみまし

た。例えば、保育所の建てかえ、消防署の建てかえ、学習センター、ビジターセンター

は、これはもう既に行われておりますが、小学校の改修、簡易水道、これがかなり高く

かかるようですが、あとスポーツセンターのトイレも、これも既に始まっております。

あと、橋梁長寿化の問題、役場の耐震問題含めてまだまだあるかもしれません。

　　私が見た限り、新たな公共事業の中で一般財源としてどれぐらい充てるんだろうかと

いうのは、計算しましたら、約７億2,100万円ほど。この一般会計、一般財源が、多分

先ほど言いました公共施設整備基金が充てられるのか、財政調整基金が充てられるのか

わかりませんが、多分それを充てるんだろうと思うんです。ですから、さまざまな公共

事業、確かにあるんですが、そのために公共施設整備基金をかなり積まなくてはいけな

いという論にはならないと私は思っています。

　　それから地方債の関係なんですが、大きな事業がなかったのでずっと減ってきました。

ところが、中学校の建てかえ等ありますので、これから若干ふえていくと思います。で

も極端にはふえないと私は思っています。ちょっと今、資料がないので、極端にふえる

ことはないと思います。

　　それと、起債の関係では減債基金もあります。減債基金９億円ほどあって、それ全然

崩さないでずっとここ何年も積んだままです。その起債の関係の償還のお金も多分大丈

夫じゃないかと私は思います。その点について、もう少しゆとりがあるのではないか、

その辺の判断があれば、次進みたいと思うんですが、答弁をお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　財政にゆとりがあると言える状況というのはなかなか難しいと思います。

というのは、前提となるのは、この町の財政力がどうなのかということだろうと思いま

すが、財政力が0.18 、 0.19 に満たないという状況であります。財政力指数が１であ

って、町税でもって、いわゆる歳出を賄うということができるわけで、自前でできると

いうことになりますけれども、0.2に満たないということは、0.8は何らかのよそのお
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金が入ってきてということであります。ということは、財政状況が、たまたまことし今

回、交付税がふえたということではありますけれども、その時々の政権や考え方によっ

て大幅に変わるということを、まずは想定しておかなければならないということであり

ます。

　　この基金の残額の21 年までは大体同じくらいに来ているんです。大体同じような推

移で来ています。22 年からというのは、これは政治的な状況を見ますと、非常に混乱

をしたといいますか、政権がかわったり、それから大震災があったり、あるいはリーマ

ンショックがあったり、内外の政治経済、それから社会変動も大きく変わって、そのと

きに基金がふえたということは、交付税がそのときにややふえて、方向としては想定外、

予定外の歳入があったということでありまして、この後、これが安定的にこの交付税が

保証されるかというと、全くそのことは心配だと。むしろ今またこの国の方針として、

都市部のほうに何となく目を向けるような、そんな今、疑問もしかねない、していると

ころでありますし、地方に対して全く厳しい状況が生まれてくるのかなと、そんな心配

もせざるを得ません。

　　ただ、そのことによってすべきことをしないと、やるべきことをいわゆる厳しいから

ということで、将来の見通しが立たないということであまり自重する、自粛するという

ことも、これまたいかがなことかなと、こんなふうに思っています。その地域地域、こ

の町々の優先的な課題、それから取り組むべきそういった施策があれば、取捨選択をし、

優先度を決めて、やるべきところにはしっかり手当てを講じていくということが、これ

は必要なことだろうというふうに思っています。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　上士幌町が豊かな財政があるという意味じゃなくて、やはり４

割ほど交付税入っていますので、厳しい中で交付税をもらう、自治体としてはそれは厳

しいのはわかります。ただ、国のほうは、交付税を減らす減らすと言いながら、先ほど

町長が言いましたように、何とか交付税をふやしてきました。それにはいろいろな政治

的な思惑もあると思うんですが、やっぱり町村議長会もそうですが、町村長会もそうで

すが、交付税減らすなという運動と、あと、これからの課題として、25 年度以降どう

なるかというのも全くわからないと思うんです。でも、それは交付税がきちんと配賦さ

れることをやっぱりみんなで運動するなり、国の財政のあり方を、今回選挙どうなるか

わかりませんが、考えるときだと私は思っています。

　　今のままでいきますと、本当にいつもいつも減らされるという中で予算を組まなくて

はいけないと。そうするとどうしても当初予算では厳しく見ると思うんです。そのこと
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を運動として考えながら、私自身は減らされるという前提ではなくて、もう従来どおり

来ることを運動しながら守っていくと。そういう前提で予算を組んでほしいなと思って

います。町が物すごい豊かとか税収があるとか、そういう意味じゃなくて、現時点で基

金がこれだけあるということで、それをさらに生かすべきという点で質問させてもらい

ました。

　　次に移りたいと思うんですが、今までいろいろ予算、あれもこれもと質問して、結構

実現したこともあるんですが、今回はとても難しい課題に再挑戦いたします。

　　やっぱり国民健康保険の会計は物すごくいつも厳しいです。平成22 年度は基金が１

ということは1,000円、ほぼゼロに近くて、23 年度、引き上げを行いまして、23 年

度の末の基金は何とか2,200万円残っています。24 年度はまさか赤字になるというこ

とはないと思うんですが、かなり厳しいと思っています。そういう点で、一般会計から

繰り入れと、音更もそうなんですが、繰り入れながら何とか国民健康保険の税金を上が

らないようにしようということで苦労しているわけです。

　　 23 年度の滞納状況も調べてみたんですが、前年の分も含めて収納率84 ％、 23 年

度分だけでいえば、まあまあ九十数％いいんですが、過去にさかのぼると84 ％、それ

で、短期保険証の世帯もありますし、とめ置き世帯もありますし、24 年度からは資格

者証、ほとんど 10 割負担の資格者証も発行するという状況になっています。

　　その点含めて、何とか国民健康保険税をできないだろうかというのが、私のいつも悩

んでいる問題です。命を守るために、きちんと減免できる人はしてあげて、払えるよう

にしてあげると。それからこれ以上保険料を上げないようにするという点で、一般会計

から繰り入れることも私は必要じゃないかと思っています。答弁をお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　やっぱり保険税の性格上、国保の性格上、一般財源を投入するというの

は、それはかなり難しい話。性格上、やっぱり特別会計としてやるのが本筋であると、

そう思っています。

　　ただ、今、指摘がありますように、国保会計はどこの町村も相当厳しくなってきてい

るという、これもまた事実でございまして、一般会計から投入していないという健全な

国保会計をやっているところというのは意外と少なくなってきているというのも、これ

もまた事実であります。そういう意味では、本町はまだぎりぎりのところでありますけ

れども国保会計の中で処理できているというのは、町民の方々の医療費の削減に対する

努力、あるいは予防に対する関心、これらも含めて頑張っていただいている、その成果

だというふうに思っていますが、ただやっぱり大きな枠組みを見ますと、国保の制度そ
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のものが多分もう今のままでは限界に来ているのではないだろうかというふうに思って

おります。各町村も一般会計を投入したくてやっているわけではないだろうと思います

けれども、もう行き詰ってきているというのが現状だというふうに思いますが、本町と

しては、最後までこの要望を含めて健全な国保会計を保っていくことに全力を尽くして

いきたいなと、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）　この問題は再三質問していますので、ここでまた答弁やりとり

しても多分これ以上進まないと思いますので、次の義務教育の無償化の問題について質

問したいんですが、後で考えたら、これはどちらかというと教育委員会サイドかなと思

ったりしまして、大枠だけ質問させてもらいます。

　　たまたま新聞の報道を見ていましたら、義務教育の無償化をすると。山梨県の早川町

が平成24 年度からやっていると。それはもちろん中学卒業まで無料なんですが、教材

費、給食費、修学旅行費、医療費を無料にすると。それから、頑張る若人応援交付金で、

さまざまあるんですが、５万円から 20 万円支給する制度があると。そこの町は人口

1,234人でかなり少ないんですが、教育のために、子供の少子化対策のために無償化を

やるということが記事に載っていました。

　　上士幌町の例で言いますと、もちろん医療費は無料になっていますが、教材費につい

ては１人1,350円で、ずっとここ十何年も据え置きでそのままです。決算書をちょっと

目を通してみましたら、昨年の決算書までは、そのお金のアップが望まれると書いてあ

ったんですが、今回の決算書を見ましたら何も消えていました。随分後退したなという

感じがいたしました。

　　それと、給食費につきましては、予算書を見ますと、自己負担金が約2,600万円です。

これを無償化になると2,600万円かかるわけですが、私が、無償化というのは教材費に

ついてはどれぐらいというのは判断できません。修学旅行費もちょっとまだそこまでで

きないんですが、無償化の枠を広げていってはどうかというふうに私は思っています。

　　例えば教材費について、多分、小中学校差がありますし、学年によって差があります

が、もし年間１万円補助した場合につきましては、小学校が237人、中学校125人です

ので、子供当たり１万円の負担として大体400万円あればできるんじゃないかと。それ

から、給食費について2,600万円、合わせて教材費と給食費について3,000万円あれば、

無償化ではないんですが、無償化に近い状態で補助できるのではないかと私は試算をい

たしました。

　　また、道内では、三笠市が2006 年から小学校の給食を無料にしています。対象者が

－46－



374人で年間1,230万円の予算を組んで無償化に取り組んでおります。

　　その点について、教育委員会サイドかもしれませんが、予算の財源は町長部局ですの

で、その点含めて答弁お願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　具体的に、義務教育費の無料化ということでありますので、それは考え

方も含めて予算化にも関連してくることになるだろうというふうに思いますから、まさ

に今おっしゃったように、教育委員会の考え方等々とすり合わせが必要になってくる話

だと、そんなふうに思います。

　　そのことではなくて、子育てをどうするかという視点では、町の施策ということで非

常に重要なことだと、そんなふうに考えておりまして、答弁書にもそのような意味合い

での回答をさせていただきました。してありますけれども、その前に、今お話、質問あ

って、教材費、給食費ということの無料化に向けたということと、無料化ということの

宣言をする、その無料化の宣言というのはどのことを指して無料化の宣言に値するのか、

むしろこれちょっとどんなことなのかなということを疑問に思ったところでもございま

す。

　　子育て総体の中に教育も保育も含まれるというふうに考えておりますので、これから

本町としては、子育てがこの町の元気さにつなげる重要な政策の一つになるのではない

かなと、こんなふうに考えております。先ほど来ありました定住化も、この子育ての視

点から定住化を図るだとか、あるいは子育てを通して地域のコミュニティー、どちらか

というとだんだん希薄になってきている地域のコミュニティーを活性化させるためにも

地域の子育て支援をする。子育て支援によって、子供が少子化対策につながっていって

という、そういった安心して生み育てる環境をどうつくるか、そういったときに必ず予

算的な裏づけも必要になってくるだろうというふうに思いますから、それは25 年度以

降、この町として考えるべき一つ大きな政策のポイントになるのではないかなと、こん

なことを申し上げさせていただきたいなと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　子育て全般、生まれてから乳幼児から保育所、学校も含めて、

子育て全般がいわゆる教育福祉施策になると思うんですが、保育料につきましては前回

も何回も質問させてもらいましたので、今回は義務教育の問題について質問させてもら

いました。

　　あと、保育所のあり方等についてもこれからの課題になりますが、町長が言いました

ように、保育所をどうするかと。それから、そうすると保育所料金にかかわってきます
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ので、これは義務教育じゃありませんので、保護者負担というのはつくんだと思うんで

すけれども、そこも含めて今後の総合的な意味で取り組まなければいけないと私は思っ

ています。

　　先ほど義務教育無償化宣言というのは、宣言という言い方が、そこの町長が無償化宣

言という言葉を使っていると思っていますが、義務教育無償化するという点で、この無

償化の意味はさまざま、まだまだあると思うんですが、この町では教材費、給食費、修

学旅行費、医療費と、これはかなり思い切った政策なのかなと私は思って読ませてもら

いました。

　　これは、これからもさまざま少しずつではありますが、義務教育の関係では以前、毎

回毎回質問して、教材費の関係は10 円、 20 円ふやしてもらって、1,350円までふや

してもらいました。ところがずっとストップしたままです。そういうふうに、具体的な

項目ですべてが無料というのはかなりそれは難しいと思うんですが、少しずつでもいい

ですので無料化に近づける、町村の子供の負担が減るようにこれから取り組んでほしい

なと思っています。これは教育長のほうですので、ここで、これからの中で再度質問さ

せてもらいたいと思っています。

　　最後になりますが、昨年もこのような問題、質問させてもらいまして、23 年度中に

実施できたものもあります。それから24 年度に向けては、リフォーム助成制度、それ

から公園の整備で今、公園のフェンスを直しています。それからスポーツセンターのト

イレも実現いたしました。このように、今回９月では予算全体についての枠で進めさせ

てもらいましたが、今後につきましても個別の事案について質問させてもらいまして、

できるものを少しでもふやすように質問していきたいと思っていますが、その点につい

て、再度25 年度に向けて、町民等の要望となりまして、実現できるものについては努

力してほしいなと思って質問させてもらいます。

　　答弁があればお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　余り25 年の話を今するのもいかがなものかなというふうに思いますけ

れども、町民のさまざまな要望を踏まえて一歩一歩課題を解決して前に進めていくとい

うことは大事なことでありますので、そういった意味で、議員さんはまたそれぞれの立

場で町民の意見を十分お聞きをし、そしてまた私ども、あるいは当局にもその声が届い

てきているというふうに思います。

　　そんなことを考えて行政執行する側、それから議会の皆さん方の意見も踏まえながら

これからもよりよいまちづくりを進めていくということが大事なことだと、そんなふう
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に思っておりますから、どうぞこれからもさまざまなご意見を賜ればなと、そんなふう

に思います。

○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。

暫時休憩します。

（午後　１時５１分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開します。

（午後　１時５１分）

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

◎承認第５号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第８、承認第５号専決処分の承認についてを議題といたし

ます。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　企画財政課長。

○野中美尾企画財政課長　ただいま上程されました承認第５号専決処分の承認について、

その提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　今回承認を願う専決処分は、８月10 日の大雨により被災した町道の復旧作業に急を

要し、予算補正を必要といたしましたが、町議会を招集する時間的余裕がないために、

８月 13 日付をもって専決処分を行ったので、議会に報告し、承認を求めるものであり

ます。

　　内容につきましては、専決処分書及び平成24 年度上士幌町一般会計補正予算第５号

をご参照願います。

　　第１条で、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ290万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を57 億4,759万9,000円とするものであります。第２項で、補正の内容は第１表、

歳入歳出予算補正によるとしたものであります。

　　事項別明細書は、４ページをご参照ください。歳入は、普通交付税を290万円増額補

正するものであります。歳出も同ページをご参照ください。土木費の道路橋梁維持費の

中で、町道等維持管理事業として290万円を増額補正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、ご承認い

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、これより質疑を行います。質疑
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ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって承認第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、これより承認第５号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　本件は承認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、承認第５号は承認することに決定いたしました。

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

◎報告第３号及び報告第４号の上程、説明、質疑

○議長（杉山幸昭議長）　日程第９、報告第３号平成23 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10 、報告第４号平成23 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３号平成23 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４号平成23 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。

　　初めに、報告第３号平成23 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３号の次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示しています。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。

　　財政健全化判断比率は、４つの比率から成っています。

　　実質赤字比率につきましては、普通会計の赤字の程度を指標化したものです。本町の
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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数値が算出されな

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すべての会計

を対象にし、町全体としての赤字の程度を指標化したものであります。本町の場合は一

般会計及び５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

ので数値が算出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で、町の経常的な収

入に対する借金の割合を指標化したものです。比率には、平成21 年度からの３カ年平

均数値が用いられ、平成 23 年度は8.7％となっており、昨年度の 11.0 ％に比較し

2.3％減少しています。その要因としましては、元利償還金の減少や国営土地改良事業

の負担金の支払いが終了したこと、普通交付税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く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。すなわち、町の借金や支払わなければならない負担金等の残高の程度を指標

化し、将来的に財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものです。本町においては、

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、数値が算出されなかった

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４号平成23 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４号の次ページをご参照願います。

　　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会計とも黒字決

算となっていることから数値が算出されなかったものであり、資料の右側に記載してあ

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。
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　　以上、報告第３号と報告第４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。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって、報告第３号及び報告第４号に対する質疑を終結

いたします。

　　以上で、報告第３号及び報告第４号を報告済みとし、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。

（午後　２時００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３３分）

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

◎認定第１号から認定第６号の上程、説明、質疑、委員会付託

○議長（杉山幸昭議長）　日程第11 、認定第１号平成23 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12 、認定第２号平成23 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13 、認定第３号平成23 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14 、認定第４号平成23 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15 、認定第５号

平成 23 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

16 、認定第６号平成23 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６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。

　　千葉副町長。

○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６号、平成23 年度

上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定ほか５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申し上げます。

　　まず初めに、平成23 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23 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、ご参照を願います。
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　　一般会計及び５特別会計を合わせた全会計の予算総額は83 億9,926万8,000円で、

平成 22 年度と比較いたしますと２億7,091万4,000円の増額となっております。この

予算の執行結果につきましては、歳入においては79 億4,722万3,000円の決算額とな

り、予算総額と比較して４億5,204万5,000円の減、収納率は94.6 ％となっておりま

す。

　　一方、歳出におきましては、決算額は76 億1,487万8,000円で、予算総額と比較し

て７億8,439万円の執行残、予算執行率は 90.7 ％となったところでございます。

　　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５特別会計のすべて

において黒字となり、その黒字総額は３億3,234万5,000円で、翌年度へ繰り越すべき

財源を除いた実質収支も３億2,170万3,000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１億6,140万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。

　　一般会計でございます。最終予算額66 億822万4,000円に対し、歳入決算額は61

億8,250万5,000円、予算額に対して４億2,571万9,000円の減、収納率で93.6 ％に

なりました。歳出の決算額は 59 億780 万9,000円、予算額との比較で７億 41 万

5,000円の執行残、執行率において 89.4 ％となり、歳入歳出差引額で２億7,469万

6,000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２億6,405万4,000円の黒字決算となってございます。

　　次に、国保会計でございます。最終予算額７億3,777万6,000円に対して、歳入決算

額は７億5,084 万6,000 円となり、予算額との比較で1,307 万円の増、収納率で

101.8％となりました。一方、歳出決算額は７億745万6,000円、予算額との比較で

3,032万円の執行残、執行率は 95.9 ％となり、歳入歳出差引額及び実質収支額で

4,339万円の黒字決算となってございます。

　　次に、水道会計でございます。最終予算額２億4,245万5,000円、歳入決算額２億

4,408万9,000円、予算額との比較で163万4,000円の増、収納率で100.7％でござい

ます。歳出決算額は２億3,903万円、予算額との比較で342万5,000円の執行残、執行

率は 98.6 ％、歳入歳出差引額及び実質収支額で505万9,000円の黒字決算でございま

す。

　　次に、後期高齢者医療会計につきましては、最終予算額7,603万8,000円、これに対

して歳入決算額は7,582万2,000円、予算額との比較で 21 万6,000円の減、収納率

99.7 ％でございます。歳出決算額は7,366万9,000円、予算額との比較で236 万
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9,000円の執行残、執行率 96.9 ％となりました。歳入歳出差引額及び実質収支額で

215万3,000円の黒字決算でございます。

　　次に、下水道会計でございます。最終予算額２億2,541万円、これに対して歳入決算

額２億2,259万9,000円、予算額との比較で281万1,000円の減、収納率98.8 ％とな

りました。また、歳出決算額は２億2,216万2,000円となり、予算額との比較で324万

8,000円の執行残、執行率で98.6 ％、歳入歳出差引額及び実質収支額で43 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申し上げます。最終予算額５億936

万5,000円、これに対して歳入決算額４億7,136万2,000円、予算額との比較で3,800

万3,000円の減、収納率で92.5 ％となりました。歳出決算額は４億6,475万2,000円、

予算額との比較で4.461万3,000円の執行残、執行率91.2 ％、歳入歳出差引額及び実

質収支額で661万円の黒字決算となりました。

　　以上、平成 23 年度各会計の決算状況についてご説明を申し上げました。

　　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23 年度の上士幌町一般会計及び５特別会計の歳入歳出決

算並びに基金運用状況につきまして、代表監査委員の私と中島監査委員によりまして、

実質 27 日間を要し、必要に応じて各課部局の担当職員から事情聴取をするなど、慎重

かつ厳正に審査をいたしました。審査の結果につきましては、別紙平成23 年度決算審

査意見書、決算審査の概要のとおりでございますので、ごらんいただきたいと思います。

　　第１として、審査の対象でございますが、（１）上士幌町一般会計、（２）上士幌町

国民健康保険特別会計、（３）上士幌町水道事業特別会計、（４）上士幌町後期高齢者

医療特別会計、（５）上士幌町公共下水道事業特別会計、（６）上士幌町介護保険特別

会計でございます。

　　第２、審査の期間でございますが、平成24 年７月 20 日から８月31 日まで、実質

27 日間でございました。

　　３として、審査の場所でございますが、監査委員室。

　　４番目、審査の方法です。１番目として、平成23 年度上士幌町一般会計及び５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番目として、審査に当たっては、
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①番、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番目として、

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番目として、収入、支出、財産の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、関係職員から事

情聴取するなどにより慎重に審査をいたしました。

　　５番目として、審査の結果でございますが、審査の結果、平成23 年度上士幌町一般

会計及び５特別会計歳入歳出決算額は、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、適正に執行さ

れたものと認めるものであります。

　　以上、平成 23 年度決算審査結果とさせていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　認定案件６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６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、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。質疑はありますか。

（「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６号までの平成23 年度一般会

計ほか５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６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）

○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６号までの平成23 年度一般会計ほか５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６件を一括して付託し、審査することに決定いたしまし
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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８番、山本和子議員を、副委員長に５番、渡部信一議

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８番、山本和子議員を、副委員長に５番、渡部信一議

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は８番、山本和子議員を、副委員長に５番、

渡部信一議員を選任することに決定いたしました。

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

◎議案第４３号の上程、説明、質疑、委員会付託

○議長（杉山幸昭議長）　日程第17 、議案第43 号上士幌町再生可能エネルギー等推進

基金条例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　企画財政課長。

○野中美尾企画財政課長　ただいま上程されました議案第43 号上士幌町再生可能エネル

ギー等推進基金条例の制定について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。
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　　昨年８月に再生可能エネルギー特別措置法の成立を受け、再生可能エネルギーの全量

買い取り制度がことし７月１日からスタートするなどの背景から、特に日照時間が長い

十勝における太陽光発電の再生可能エネルギーの普及拡大に向けた動きが多くなってお

ります。

　　本町におきまして、このたび、町有地においてスカイ・ソーラー・ジャパン株式会社

による太陽光発電施設の建設計画が進められることとなりましたことから、解体撤去費

用相当額の前払い金及び太陽光発電施設を使用目的として貸し付けする土地建物の貸付

料を基金に積み立てし、今後の再生可能エネルギー等の推進事業の財源に充てるため、

上士幌町再生可能エネルギー等推進基金条例を制定するものでございます。

　　次に、本案は新規条例でありますことから、条文ごとにご説明いたします。

　　第１条は、この基金条例の設置目的を定めるものであります。

　　第２条は、積み立てる額は、歳入歳出予算で定めるものとするものであります。

　　第３条は、基金は、有利な方法で管理することを定めております。

　　第４条は、基金から生ずる収益は、基金に編入することを定めております。

　　第５条は、基金の処分ですが、（１）再生可能エネルギーの調査研究及び推進、

（２）省エネルギー対策の推進、（３）町有地における太陽光発電関連施設の撤去、

（４）その他町長が特に必要と認めたものについて充当できることを定めております。

　　第６条は、繰りかえ運用について定めております。

　　第７条は、基金の管理に関し、必要な事項は町長が別に定めることとしております。

　　附則において、この条例は、公布の日から施行すると定めております。

　　以上、上士幌町再生可能エネルギー等推進基金条例の制定について、その提案理由と

内容についてご説明いたしました。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。

　　お諮りいたします。

　　ただいま議題となっております議案第43 号は、会議規則第39 条第１項の規定によ

り、総務文教厚生常任委員会に付託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。
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　　よって、議案第 43 号は総務文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。

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

◎議案第４４号の上程、説明、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第18 、議案第44 号平成24 年被表彰者の決定について

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44 号平成24 年被表彰者の決定に

ついて、その提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　例規集は201ページをご参照願います。

　　本件につきましては、上士幌町表彰条例第２条第１項の規定により、議会の議決を求

めるものであります。

　　被表彰者の功績につきましては、別紙資料、議案第 44 号関係をご参照願います。

　　被表彰者の住所、氏名、生年月日につきまして申し上げます。

　　なお、住所の河東郡は省略させていただきます。

　　最初に、社会功労賞。災害の防止に貢献された方１名でございます。

　　上士幌町字上士幌東３線287番地、金野清美さん、生年月日、昭和 13 年１月 10 日。

　　次に、産業功労賞。産業の振興に貢献された方２名でございます。

　　上士幌町字居辺東７線229番地 13 、髙杉國次さん、生年月日、昭和 18 年 12 月

21 日。

　　もうお一方、上士幌町字上士幌東２線226番地、長屋光男さん、生年月日、昭和20

年６月 13 日。

　　以上３名でございます。

　　なお、本提案に当たりましては、平成24 年８月９日に表彰者選考委員会を開催し、

町長が諮問した内容で答申を受けたところでございます。

　　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）　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。
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　　よって、議案第 44 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第４５号から議案第４９号の上程、説明、質疑、討論、採

決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第19 、議案第45 号平成24 年度上士幌町一般会計補正

予算（第６号）、日程第20 、議案第46 号平成24 年度上士幌町国民健康保険特別会

計補正予算（第２号）、日程第21 、議案第47 号平成24 年度上士幌町水道事業特別

会計補正予算（第３号）、日程第22 、議案第48 号平成24 年度上士幌町公共下水道

事業特別会計補正予算（第２号）、日程第23 、議案第49 号平成 24 年度上士幌町介

護保険特別会計補正予算（第２号）、５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。

　　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　ただいま上程されました議案第45 号から49 号までの平成24 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４億3,665万5,000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 80 億2,230万5,000円でございます。

　　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 45 号一般会計補正予算（第６号）でございます。

　　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４億1,404万2,000円を追加し、

総額を 61 億6,164万1,000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６億7,120万円

から６億5,920万円に変更補正をいたします。また、臨時財政対策債を１億6,427万

7,000円から２億2,856万8,000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、ふるさと納税特産品発送事業

269万1,000円、住宅用太陽光発電システム導入支援事業250万円、公共施設整備基金

積立金４億円、予防接種経費218万8,000円、農業担い手育成助成事業112万円、青年

就農給付金事業150万円、居辺地区道営担い手支援畑地帯総合整備事業563万7,000円、

十勝大雪森林組合出資経費135万1,000円、町道等維持管理事業249万8,000円、ビジ

ターセンター連携施設整備事業269万5,000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、説明を省略を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46 号国民健康保険特別会計補正予算（第２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それぞれ647万3,000円を追加し、総額を

７億5,543万5,000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617万3,000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、31 ページの議案第47 号水道事業特別会計補正予算（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477万4,000円を追加し、総額を２億840

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、

32 ページ第１表のとおりでございます。

　　歳出につきましては、簡易水道施設改良事業477万4,000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、35 ページの議案第48 号公共下水道事業特別会計補正予算（第２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から499万1,000円を減額し、総額を３億

3,027万2,000円とするものでございます。

　　第２条では、地方債補正といたしまして、下水道事業債の限度額を2,480万円から

2,330万円に変更補正をいたします。

　　また、過疎対策事業債の限度額を2,470万円から2,320万円に変更補正をいたします。

　　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、

36 ページから 37 ページ第１表のとおりでございます。

　　歳出につきましては、下水道施設整備事業499万1,000円を減額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。
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　　次に、45 ページの議案第49 号介護保険特別会計補正予算（第２号）をごらんくだ

さい。

　　第１条では、既定の歳入歳出の予算の総額に1,635万7,000円を追加し、総額を４億

8,311万2,000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、

46 ページから 47 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、住宅改修費事業158万2,000円、介護給付費等

負担金返還金1,477万5,000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４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45 号平成24 年度上士幌町一般会計補正予算（第６号）の質疑を

行います。

　　初めに、事項別明細書の歳出から質疑を行います。

　　事項別明細書の歳出は、 14 ページからページごとに一括して質疑を行います。

　　 14 ページから 15 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、16 ページから17 ページまで質疑を行います。質疑あ

りますか。

　　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　巡回支援専門員整備事業の関係なんですけれども、今回その国

の補助金ですか、来て、事業をするわけですけれども、この内容について説明お願いい

たします。

○議長（杉山幸昭議長）　保育課長。

○高橋　智保育課長　巡回支援専門員整備事業でございますけれども、これにつきまして

は、発達障害支援施策の充実を図るという目的で、昨年から厚生労働省のほうでつくら

れた事業でございます。

　　保育所など、子供やその親が集まる施設などを発達障害に関する知識を有する専門員

が巡回をしまして、障害が気になる段階から支援を行うための体制整備を図って、発達

障害児の福祉の向上を図ることを目的としている事業でございます。
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　　巡回支援専門員には保育士ですとか、発達障害児の支援に現に携わっている者がつき

ます。巡回先としましては、保育所ですとか、あと児童厚生施設、あと集団健診会場な

ど子供やその親が集まる施設や場所で、少なくとも週３日計画的に巡回支援を行うこと

とされております。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　これは、多分制度が変わったことにより保育所の役割を充実す

るという意味だと思うんです。これは、これから毎年のようにこういう補助金が来て、

この事業を推進するのか、まずその点確認お願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　保育課長。

○高橋　智保育課長　この事業は全国的な予算の枠があると思うんですけれども、ことし

３月に要望調査が来まして、それに申し込んでおいたところ、北海道で３地区のみ採択

された事業でございますので、ことしは歳入として194万8,000円ありますけれども、

来年度以降については、申し込んだからといって採択になるかどうかは、ちょっとまだ

わからないということでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　事業そのもので補助金等については採択されなければ補助金は

来ませんけれども、町の事業としては、これは引き続き行うのかどうか、まず確認させ

てもらって終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　保育課長。

○高橋　智保育課長　この巡回の支援については、現在も保育所に限らず、小学校とか中

学校も巡回しておりますので、引き続きこのような事業は行っていきたいというふうに

考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　１番、伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　予防費の関係なんですけれども、委託料で死亡犬の焼却処理業

務、当初予算ちょっと見てこなかったんですけれども、当初予算にはのっていなかった

のか、それとも、この補正で出さなければならなかった理由は何なのかお聞きします。

○議長（杉山幸昭議長）　町民課長。

○石王良郎会計管理者兼町民課長　死亡犬焼却処理業務につきましては、当初予算で140

頭分を見込んでおりましたけれども、７月末現在で既に117頭となっておりまして、当

初予算の予想を超える状況が出てきておりますので、77 頭分を今回補正をさせていた

だいたということになっております。
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○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですか。

　　ほか、このページでありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、18 ページから19 ページまで質疑を行います。質疑あ

りますか。

　　６番、佐々木守議員。

○６番（佐々木　守議員）　１点、十勝大雪森林組合の出資経費、これについては配当金

をそのまま出資金として積んでいくという形になると思うんですが、理由はどういうこ

となのか、過去にもちょっとそういう形で来ているんですけれども、その辺についてと、

それからこういう形でのいわば出資金については、事業状況は今どうなっているのかと

いうのが全く見えてこない部分があるんですけれども、簡単にその辺がわかれば紹介も

お願いをしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　農林課長。

○松岡秀行農林課長　お答え申し上げます。

　　この案件につきましては、先般の監査の事情聴取におきましてもお話のほうがあった

ところなんですけれども、この間、配当金があって、ストレートに出資しようというこ

とで来ておりましたけれども、行政内部におきましても、果たしてこのままこういった

形で出資するのがふさわしいのかどうなのかということで、まさに町長含めて議論して

いるところでございます。

　　これにつきましては、大雪森林組合につきましては、音更、士幌、上士幌と３町がか

かわっているわけですけれども、本町単独で結論づけていくべきものなのかどうなのか

ということも含めて、竹中町長のほうからこの件につきましては提起させていただいて

いるところでございます。今回につきましては、この1,351口を出させていただいてお

りますけれども、次年度につきましては要検討ということで考えたいと思ってございま

す。

　　今回の理由でございますけれども、組合のほうから出された文書によるところでござ

いますけれども、老朽化した施設の修繕ですとか修理ですとか、あるいは世界的な情勢

でいきますと、輸入材の増、輸出低迷、それと梱包材、パレット材オーダーの減、合板

丸太の価格の下落等々、やはり不透明な部分もあるということで、今回何とか出資をい

ただけないかということで、平成24 年度につきましてはこのような形で補正をとらせ

ていただいておりますけれども、25 年度につきましては要検討しながらいい方向を出

していきたいと、そのように思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
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　　ちなみに、出資口数でございますけれども、本町はただいま２万6,889口、2,688万

9,000円出資しているところでございます。士幌につきましては１万4,730口、音更に

つきましては３万4,298口と、それぞれでこぼこがあるところでございますけれども、

これが平準化を図ることがいいのかどうなのかというようなことも含めて、やはり必要

に応じては出資ということが必要であると思いますけれども、やはりそこら辺のところ

はよく吟味しながら検討していきたいと考えておりますので、よろしくご理解のほどを

お願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　６番、佐々木守議員。

○６番（佐々木　守議員）　わかりました。その辺が、大きく、例えば新工場をつくると

いうような話も過去にはあったし、過去にはログハウスの建設云々と、こういった事業

拡張に向けた出資ということがあれば、それも本町にかかわりがあるとすれば、一般財

源から繰り入れても出資しても構わないというふうに考えるところですけれども、その

辺が全く見えない状況の中で、通常の営業状況の中で出資がふえていくというのは、必

ずしも妥当なことではないと、そういうふうに考えます。

　　それで、最後に、本町の出資額というのは、出資口はお聞きをしたところで2,600ぐ

らいという話ですけれども、出資総額は、十勝大雪森林組合というのは幾らか、どのぐ

らいなんですか。つまり、本町の出資比率がどのぐらいなのか、ちょっとこの際お聞き

をして質問を終えたいというふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　農林課長。

○松岡秀行農林課長　事業総体における出資口数ということでございますでしょうか。

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩します。

（午後　３時１２分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午後　３時１３分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　ほか、このページありますか。

　　５番、渡部信一議員。

○５番（渡部信一議員）　多分、所管の委員会では説明されているかと思うわけですけれ

ども、農業振興費の青年就農給付金事業補助、説明の中で農業担い手育成事業と青年就

農給付金事業、こういった補助事業が出てきたと思うんですけれども、具体的にどうい

う内容のものなのか、あわせてこの町内で何名というか何戸が該当するのかどうか、そ
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こら辺を質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　農林課長。

○松岡秀行農林課長　お答え申し上げます。

　　まず、農業担い手育成対策事業112万円の予算計上でございますけれども、これにつ

きましては、本町独自の支援制度としまして要綱を設けた形で支援しているところでご

ざいます。これまでは北門地区の羊を飼っております草野さんに支出をかけたところで

ございますけれども、今回、同じく新規就農者及び農家子弟等の独立の支援と、そうい

う趣旨でございますけれども、萩ヶ丘地区の小椋直樹さん、それと上音更のグレイス十

勝を経営しております石川大輔さん、このお二方はこれに該当してくるということで、

支出を予定するものでございます。

　　９月から３月分ということで、７カ月になりますけれども、これにつきましては一月

８万円ほどの補助をするということになってございまして、２名分ということで112万

円の計上ということで上程させていただいてございます。

　　その次の青年就農給付金事業150万円事業ということでございますけれども、これは

国の事業ということでございまして、歳入150万円同額を見させていただいております

けれども、新規就農総合支援事業という国の事業でございまして、年間150万円を上限

に５年間750万円給付されるというものでございまして、この年間所得に関しましては

250万円以下の方につき支援されるということでございます。これにつきましては、た

だいま該当になっていくという方は、先ほど申しました北門の草野さんが該当になって

いくということでございます。これはご存じのとおり、国の予算絡みがございまして、

本町にとりましてもまだまだ該当になるのではないかというようなことで、道を通しま

して国に上げているところでございますけれども、この辺につきましては、不利益にな

らないような形で事務的な手続をしていきたいと、このように考えてございます。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　ほか、このページ。よろしいですか。先進みます。

　　次に、 20 ページから 21 ページまでを質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、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。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、 24 ページ質疑を行います。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、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ページについて、質疑ありますか。

（「なし」の声）

○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 ページから13 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、事項別明細書の総括表、７ページから８ページまで一括

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。

　　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　ページは歳入にもまたがるんですが、このページで質問したい

と思っているんですが、地方交付税の問題と繰越金の問題について質問いたします。

　　今回の地方交付税については全額ここに予算化しているのかどうか、留保財源をとっ

ているのかどうか。それから、今後の予算でいろいろ補正が出た場合については繰越金

を充当する予定な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　それでは、ご質問にお答えしたいと思います。

　　今回の地方交付税については、算定された額、全額を今回補正予算化をさせていただ

きました。それから、財源の有効というところでございますけれども、先ほど一般質問

のほうでも町長のほうからお話がありましたように、公共施設整備基金に積み立て、そ

れからそのほかには、今回の補正に対する一般財源に対する財源充当ということでござ

います。それから、繰越金については、決算の繰越金ということで、留保財源として今

後の補正財源に充てていきたいということで考えております。
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　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　繰り越しは当初予算出てきませんので、ざっとどれぐらい今残

っているのか、この23 年度の決算書を見ても、繰越金という名目が出ていませんので、

多分１億3,000万円ほど繰り越しているのかなと思っているんですが、今回使っている

のが約5,500万円ほどですので、差し引き七、八千万円あるのかなというふうに判断す

るので、その点について説明をお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　企画財政課長。

○野中美尾企画財政課長　 23 年度の決算ということで、繰越金当初予算計上が5,526万

8,000円を計上させていただいていたところでございますが、今回、繰越決算の見込み

額、決算額で24 年度見込みで１億2,905万4,000円ということで見込んでおります。

中で、今現在、留保財源としているのは、7,300万円ほどということでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　ほか、よろしいですね。

　　農林課長。

○松岡秀行農林課長　お時間ちょうだいいたしまして申しわけございません。

　　先ほどの出資比率でございますけれども、全体で22 万5,811口、そのうち町の出資

につきましては２万6,889口ということでございまして、 11.9 ％でございます。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　ほか、よろしいですか。

　　以上で、議案第45 号平成24 年度上士幌町一般会計補正予算（第６号）の質疑を終

わります。

　　次に、特別会計補正予算の質疑を行います。特別会計の質疑は会計ごとに歳入、歳出

一括して質疑を行います。

　　初めに、議案第 46 号平成 24 年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）は、 26 ページから 30 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46 号平成24 年度上士幌町国民健康保険特別

会計補正予算（第２号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 47 号平成 24 年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第３号）は、

31 ページから 34 ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。

　　９番、山本裕吾議員。

○９番（山本裕吾議員）　 34 ページの水道事業の簡易水道の改良事業について説明願い
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ます。

○議長（杉山幸昭議長）　建設課長。

○尾形昌彦建設課長　477万4,000円の委託料の内容でございますが、こちらにつきまし

ては、今年度当初予算のほうで居辺地区のポンプ場の井戸の調査を実施してございまし

た。その実施の結果、井戸について一定程度の水量が確保できて、あわせて水質に関し

ても非常に良好なものが得られるという調査結果が出てまいりました。これを受けまし

て、今年度中にその井戸を利用した居辺地区の浄水場の水量確保ということを目指しま

して、その井戸の上にポンプ場を建設いたしまして、ポンプを水中に設置いたしまして、

そこから既存の浄水場までの配管を取り入れるという設計をするための委託料を今回補

正計上で提案させていただいたという中身になっております。

○議長（杉山幸昭議長）　９番、山本裕吾議員。

○９番（山本裕吾議員）　設計の委託費ということですけれども、わかりました。この居

辺のポンプの井戸の調査。その上部のほうの既存の、要するに家畜がふえたということ

で水量がかなりこれからもずっとこのままふえていくと、必要な量というのを確保して

いかなければならないんですけれども、上部との既存のそのポロペタンだったか、そち

らのほうとのつながりだとか、そして全体の水量を調節するような上で、総体的にやは

り潤沢に水道を活用してもらわなければならない、そういうシステムというのはやはり

きちんと構築、既にしているんじゃないかと思うんだけれども、その辺の関係について

はいかがですか。

○議長（杉山幸昭議長）　建設課長。

○尾形昌彦建設課長　今のご質問でございますけれども、実際農家の大型化で農家の水量

というのはだんだんふえてきているという実態にございまして、居辺地区についてもだ

んだん上がってきてはいるんですけれども、前年に萩ヶ丘地区で井戸を掘りまして、そ

ちらのポンプによる給水も開始されたということで、これによりまして居辺地区の負担

分が若干減ってございます。そういう意味では居辺地区のほう、おおよそ今回試験掘り

いたしまして、限界揚水量というのが大体143リットル毎分ということで、適正な揚水

量といたしまして、１日205トンぐらい使えるのではないかという結果が出てございま

す。

　　大体１日の居辺地区の水量が、今現在は200トンぐらいということで、ほぼ大体井戸

で賄えるような状況ではございますが、やはり災害等の今後の対応も含めまして、余力

を持って運営したいということで、ポロペタンから出水している、川からの出水につき

ましては、これも並行して使って維持していきたいという考えでございます。
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　　以上です。

○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）　以上で、議案第47 号平成24 年度上士幌町水道事業特別会計

補正予算（第３号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 48 号平成 24 年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）は、 35 ページから 44 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48 号平成24 年度上士幌町公共下水道事業特

別会計補正予算（第２号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 49 号平成 24 年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、

45 ページから 51 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49 号平成24 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。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　質疑がございませんので、町理事者に対する総括質疑を終了し

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45 号から議案第49 号までの平成24 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45 号平成24 年度上士幌町一般会計補正予算（第６号）の討論を行

います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（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。
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　　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 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第46 号平成 24 年度上士幌町国民健康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 24 年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（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47 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 47 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 48 号平成 24 年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）の討論を行います。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、議案第 48 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第49 号平成 24 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 49 号は原案のとおり可決されました。

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

◎散会の宣告

○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19 日水曜日、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　３時３１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ご報告申し上げます。

　　議会運営委員会は、９月13 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、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２、認定第１号から日程第７、認定第６号については６件を一括報

告、認定第２号から認定第６号までの５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、

ご承知願います。

　　以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。

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

◎議案第４３号の上程、報告、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第１、総務文教厚生常任委員会審査報告を行います。

　　議案第43 号上士幌町再生可能エネルギー等推進基金条例の制定についてを議題とい

たします。

　　本案について、総務文教厚生常任委員長の報告を求めます。

　　総務文教厚生常任委員長、山本裕吾議員。

○総務文教厚生常任委員長（山本裕吾議員）　付託事件審査報告をいたします。

　　本委員会に付託された事件については慎重審査の結果、次のとおり決定いたしました

ので上士幌町議会会議規則第 77 条の規定により報告をいたします。

　　１、審査事項、議案第43 号上士幌町再生可能エネルギー等推進基金条例の制定につ
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いて（平成 24 年９月４日付託）

　　２、審査年月日、平成 24 年９月 12 日、計１回であります。

　　３、審査場所、委員会室

　　４、説明員、竹中町長、千葉副町長、野中企画財政課長、関企画財政課主幹

　　５、審査結果、当委員会は議案第43 号の審査に当たり、町長、副町長、担当課長、

担当主幹の出席を求め質疑聴取による審査の結果、全会一致をもって原案を可決すべき

ものと決定したことをご報告いたします。

　　以上で、総務文教厚生常任委員会の報告を終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　委員長の報告が終わりましたので、これより委員長の報告に対

する質疑を行います。

　　６番、佐々木守議員。

○６番（佐々木　守議員）　２点についてお伺いをしたいというふうに思います。

　　事前にこの内容については、全員協議会のほうで言っている説明を受けているわけで

ありますけれども、一つは仮に今、太陽光発電を行っている会社がどういう事態にあっ

ても後で町が施設の撤去等に費用がかかることのないように、あるいはそういったリス

クを負わないようにということが、ひとつ条例の制定の目的だったというふうに思うと

ころでありますけれども、逆なケースは一体どうなるのかということは、委員会の中で

どのように審議をされたのか。

　　例えば、20 年たって、これはそうあってほしいというふうに思うわけでありますけ

れども、企業も存続し、この施設も存続する。一定の状況で、この施設が耐用年数が来

て、これで事業を完了するといった場合には、町に帰属されるものでなければ、町とし

ては撤去するわけにはいかないわけです。上物については町のものではないわけですか

ら。そういったことは、この会社との契約の上でどうなっているのか。

　　心配ばかりしていて、成功してというか、この事業が潤沢にいって今そういう状況に

あるというふうに私は思っているのですが、今のエネルギー事情を含めていえば、30

年度をめどに原発についてはゼロにするという話が今、まだ決定ではありませんけれど

も連日マスコミをにぎわしている状況にあるということを考えると、そういうこともあ

り得るのではないか。そうしたときに、この基金条例、あるいは積み上がる予定である

基金についてはどういう処理になるのかということが見えない。当然、委員会の中では

そういったことも含めて協議をされたというふうに思うのですが、それについてどうい

う協議があって原案可決としたのか、この際説明をお願いしたいと思うことと、もう一

つは、詳しくその内容についてわからないので語句の説明をお願いしたいと思うのです
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が、６条における歳計現金、たしかこういうことだというふうに理解をしているのです

が、この語句の説明も含めてこの際お願いをしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　佐々木議員、答弁者は委員長ということでよろしいですね。理

事者のほうじゃなくて。委員長に質問ということでよろしいですね。

○６番（佐々木　守議員）　委員長報告だから委員長に質問するのが当然で、そのとき審

議していないというなら審議していない、わからないならわからないで別に構わないの

ですけれども。

○議長（杉山幸昭議長）　はい、わかりました。

　　総務文教厚生常任委員長、山本裕吾議員。

　　暫時休憩いたします。

（午前１０時０７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１２分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　総務文教厚生常任委員長、山本裕吾議員。

○総務文教厚生常任委員長（山本裕吾議員）　ただいまのご質問についてお答えをいたし

たいと思います。

　　まず、１点目の20 年間の発電貸付期間の件でございますけれども、終了後は借り主

に対しまして、これを継続しない場合においては原状復旧させるということで契約をい

たしてございます。なお、20 年超えて、この施設を借り入れるということは裏のほう

の条例の中に入っております第５条の第４項ですか、（４）のその他町長が特別必要と

されるようなものの見解の中に入ってくるのではないか、こんなふうに思ってございま

す。

　　この施設の撤去、原状復帰並びにその部分の費用に関しましては、既に契約相手方の

ほうから500万円の預託金を町として納めさせていただいているわけでございますので、

こういう形で何ら町有施設のことに対して今のところ懸念されることはない、こんなふ

うに思ってございます。

　　それと、２番目の財政上の問題でございますけれども、これも設置条例の第６条に記

載してあることが、読み上げますと、第６条、町長は財政上必要があると認めるときは、

確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰りかえ

て運用することができる、こういうふうに記載されてございます。
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　　また、この件につきましては当委員会といたしましては、深く掘り下げていることこ

ろがございませんので、詳細につきましては説明員のほうから説明をさせたいと思いま

す。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　ただいまお話のありました本基金条例の第６条の繰りかえ運用の規

定でございますが、この規定につきましては他の基金条例につきましてもすべて同じ規

定を盛り込んでおります。この部分につきましては町の歳計現金、一般の支払いの現金

が地方交付税とか大きな収入期日が決まっているということがございまして、年末とか

年度末には一時的に町の歳計現金の資金が不足することがあるわけですけれども、そう

いった場合に基金のほうから歳計現金として運用することが一時的にできるという規定

でございまして、その方法等を定めているものでございます。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　６番、佐々木守議員。

○６番（佐々木　守議員）　 20 年という契約で、その後について今の説明で大体アウト

ラインについてはわかるわけですけれども、一つ僕がこの条例を再度読み返して気にな

ったのは、これは町にリスクを負わせないというための規定なのですね。過去にそうい

う事例があったということも踏まえてつくった基金条例なのです。

　　しかし、成功したときにはどうなのかという説明をきちっと委員会で受けたのかどう

かという心配を僕は感じたのです。ですから質問したのです。

　　逆に言えば、条例をつくるときに失敗を前提としてというような条例はいかがなもの

なのかな。

　　状況を踏まえれば、今の国のエネルギー事情を踏まえれば、逆に言えばこういったこ

とをきちっと地方自治体としては成功させていかなければならない。町としても長期計

画の中で再生可能エネルギーについては推奨するというふうに言っているわけです。そ

ういう状況であれば、成功したときには、この基金はどうなのかということが的確に議

員として理解しておく必要があるだろうな。そのことが十分議論されて今のような答弁

になったのならいいのだけれども、委員会としてそういった議論ができていたのかどう

かという心配も含めて僕はちょっとしたところです。それで質問させていただきました。

　　それで再度もう一度お聞きをしますけれども、委員会としては20 年たったときにど

うするかという契約書については、資料として見せていただいたのかどうか。実際にも

う現金が500万円が入っているわけですから契約書は存在していると思います。
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　　そういうことも含めて議会としては、やっぱり責任ある条例に関する議決であれ、あ

るいは行政に対する姿勢を持たなければいけないなというふうに思っているものですか

らお聞きをしたのですが。

　　その辺も含めて、そういうことをきちっとされているのかどうかということも含めて、

ないのであれば改めてここで議長にお願いして、僕は理事者にそういった資料も含めて

出してお互いに理解し合うというのが妥当だというふうに考えたので、この際もう一度

ご質問させていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩します。

（午前１０時１８分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午前１０時２０分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　山本裕吾委員長。

○総務文教厚生常任委員長（山本裕吾議員）　ただいまのご質問についてお答えを申し上

げます。

　　この上士幌町再生エネルギー等推進基金条例の制定についての件でございますけれど

も、このスカイソーラージャパン株式会社と上士幌町としては本契約がいまだなされて

ございませんので、そこまでの踏み込んだ議論につきましては委員会としてはなされて

おりません。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　６番、佐々木守議員。

○６番（佐々木　守議員）　そうしたら、さっきの答弁を撤回した上でそういう話をしな

いと、議事録上おかしくなるんですよ。僕は何も委員長に対してどうこう言うつもりは

ないんですよ。ただやっぱりさっきも言ったように、わかるような審議をお互いにしな

ければいけない。そうしたら20 年後という期限の後にこの条例がどう運用されるのか、

地上物件については私企業のものになるわけです。その契約のときにどういう形でなっ

ているのかというのは、ちょっと興味はないですか。基金条例までつくる契約なんです

からということなんです。それで、委員会としてそういった審議がなされていないとす

れば、その辺の考え方について議長のお許しを受けて、理事者に対する質疑をさせてい

ただきたいというふうに思うのですが、その辺の取り扱いについて必要があれば議運等

で協議をした上でもいいですし、議長職権でもよろしいので、ひとつよろしくお願いを
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したいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩をいたします。

（午前１０時２２分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午前１０時２３分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　今６番、佐々木守議員からの質問に対しまして委員長は委員会

でそこまでの踏み込んだ質疑をしていないという形でございまして、そういうことであ

れば理事者のほうに質問をしたいということの提案でございますけれども、そのような

運びにしてよろしいですか。

（「はい」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　それでは、そのような取り計らいにいたしたいと思います。

　　佐々木守議員、再度質問をお願いします。

○６番（佐々木　守議員）　何度か言っているわけですけれども、この基金条例上、公的

物件にならない限りは、この中で言っている太陽光発電関連設備の撤去ということには

ならないわけであります。

　　町として、あるいは私自身としてもこういった発電事業が成功することを願いたいと

思いますし、社会の状況としては、先ほども説明しましたが、成功する可能性がだんだ

ん大きくなってきている、そういう事情にある。自然エネルギーに対する評価が高くな

ってきているということも含めて、20 年後の、強いて言えば20 年なのかどうかも太

陽光の老朽化といいますか、耐用年数については詳しくはわからないのですが、その辺

については今の本契約がなされていないという答弁がありましたので、仮契約、あるい

は協議の中でどうなっているのか、その20 年後はどういう方向性になるというふうに

理解をすればいいのか、この際、理事者側にご説明をお願いしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　基本的には、契約の中身としては20 年という会社からもそういっ

たことでのお話をいただいておりまして、20 年後には施設については撤去をするとい

うのが前提になっての契約になろうかと思います。ただ佐々木議員のおっしゃるとおり

ですので、20 年後にそういったときに業者がどうなっているかは、まだ読めない部分

はありますけれども、例えばモジュール等を交換してさらに延長したいとか、そういっ

たことも可能性としてはないとは言えません。
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　　その際には改めて契約期間が満了する前に双方が協議して、会社の意向等を受けてそ

の段階で町としての判断になろうかと思いますけれども、最終的には延長ということも

場合によっては、あると思ってはおります。

　　ただ、現時点での契約行為からいきますと、20 年間という期間を設けて、20 年後

には基本的には借り主が施設を撤去する、これはほかの、町がそういった貸し付けをす

る場合には基本的に期間満了後は借り主が原状復帰するという大原則がございますので、

それのとおりに契約の中でもうたう形になろうかと思います。

　　いずれにしても、20 年間という非常に長期スパンの賃貸ということになりますから、

そういう意味では、これまでの過去の町の経過の中でもいろいろと心配される部分があ

りますので、そういう意味では、やはり最低限のリスク回避という部分では、そういっ

た今回、何回かご説明をしておりますけれども、撤去費については先に預託を受ける形

をとっておりますけれども、これは万が一、途中で企業がその事業ができなくなった場

合に残った施設の撤去を町が負うということにならないように、対応させていただいた

ということでありますから、これが20 年後に期間満了して企業側が原状復帰をした場

合については、先に預かりました預託金については元金をお返しする、そういった内容

での契約になるところでございます。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　行政側の質疑になっておりますので、質問あれば３問許します

ので。

（発言する声なし）

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですか。ほか、ありますか。

　　３番、山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　今、佐々木議員が質問したのですけれど、この条例については、

表題が議案第43 号上士幌町再生可能エネルギー等推進基金条例の制定となっています

けれども、まだ１年で終わるというふうには聞いておりませんし、これからもこういう

省電力ですとか、入ってくる可能性が他社でもあるかなと思うのですけれども。その会

社についても、このような条例を同じようにスカイソーラージャパンさんのような条例

の制定をしていく、こういう考えでよろしいでしょうか。

○議長（杉山幸昭議長）　山本議員、委員長の質問ですか。行政側でいいですか。

　　暫時休憩をいたします。

（午前１０時２８分）

　──────────────────────────────────────
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○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午前１０時３０分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　山本裕吾委員長。

○総務文教厚生常任委員長（山本裕吾議員）　ただいまのご質問について、お答えをいた

します。

　　今回の上士幌町再生可能エネルギー等推進基金条例につきましては、あくまでも一自

治体の条例でございますので、このスカイソーラージャパン株式会社に特化するという

ことではなくて、やはり今後このような次世代の再生エネルギー等が、これから普及が

されていくということが前提でございますし、そういった中で自治体としての、上士幌

町としての条例ということでございますので、この会社１社に対して特化するものでも

ございませんし、私はそのように思っております。

　　したがいまして、今の山本弘一議員から質問された内容の件については、他社の件を

含めての論議はなされていないということは、ここでお答えしておきたいと思います。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかに委員長報告に対する質疑ありますか。

（発言する声なし）

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですか。委員長報告に対して。

（発言する声なし）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって、委員長の報告に対する質疑を終結いたします。

　　これより議案第 43 号に対する討論を行います。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、これをもって議案第43 号に対する討

論を終結いたします。

　　これより議案第 43 号の採決を行います。

　　議案第 43 号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 43 号は委員長の報告のとおり可決されました。

　──────────────────────────────────────
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◎認定第１号から認定第６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７、認定第１号から認定第６号までの平成23 年度上士幌町一般

会計ほか５特別会計の歳入歳出決算の認定について、６件を一括して議題といたします。

　　６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、山本和子議員。

○決算審査特別委員長（山本和子議員）　平成24 年９月４日に本委員会に付託されまし

た平成23 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議会規則第

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23 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23 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23 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23 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５号平成23 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６号平成23 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など、

一般会計と５特別会計です。

　　審査年月日は平成 24 年９月６日の１日間です。

　　審査場所は議場で行いました。

　　説明員に、竹中町長、千葉副町長、江波戸教育長、各課部局長、主幹及び主査の出席

をいただき、審査をいたしました。

　　審査の結果ですが、認定第１号から認定第６号までの平成23 年度上士幌町一般会計

及び５特別会計の決算認定議案が、平成24 年９月４日開催の第４回議会定例会におい

て提案をされました。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、審査を行いました。

　　本特別委員会の運営に際し、委員の皆さんや町理事者を初め各課部局長、主幹及び主

査などの皆さんに特段のご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６号までの平成23 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担当職員の出席を求め、各会

計歳入歳出決算書及び主要な施策報告書を提出いただきながら委員会を開催し、熱心な

質疑を重ね審査いたしました。

　　慎重審査の結果、認定第１号平成23 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
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しました。

　　また、認定第２号から認定第６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

ご報告を申し上げ、決算審査特別委員会の報告を終わります。

○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６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。

　　これより議案ごとに討論、採決を行います。

　　初めに、認定第１号平成23 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。先に認定に反対の討論を行います。

　　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　認定第１号平成23 年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定

について反対討論を行います。

　　大きく２点にわたり反対いたします。

　　１点目、全体的な財政運営の問題です。国は、財政が厳しい中でも地方交付税は市町

村会や議長会等の運動もあり、ここ数年ふえ続けております。しかし、このふえた分を

有効に活用することなく財政調整基金や公共施設整備基金に積み、その結果、基金の総

額は平成21 年度は約36 億3,900万円、 22 年度は約42 億5,000万円、 23 年度は

約 47 億9,100万円となっています。

　　さらに今年度も既に今議会において、公共施設整備基金に４億円積むことが決まりま

したので、さらにふえると予想されます。町長は公共施設の新たな建設や整備のために、

また次世代に過度な将来負担を減らすために基金に積むことが重要であり、また計画的

に安定的な運営のためにと話をされております。しかしそれも確かに大事ですが、命を

守ること、高齢者への福祉対策、少子化対策は待ったなしの緊急な課題です。そのこと

にもっと活用するべきでした。
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　　特に、平成23 年度は国民健康保険会計の基金が底をついたこともあり、大幅な保険

税の引き上げが行われました。再三、一般会計から繰り入れても引き上げをするべきで

はないと要望してきましたが、実行されませんでした。国民健康保険会計の厳しさは今

後も続きますし、病院に行けない方もふえるのではないでしょうか。もっと町民のお金

を有効に活用するべきでした。

　　２点目、平和の問題です。平成23 年３月11 日に起きました東日本大震災、福島原

発事故では自衛隊を初め、消防、警察など多くの方が災害救助や復興に力を尽くしまし

た。

　　自衛隊は、災害救助にあっては重要になっていることとは思いますが、政府の自衛隊

のあり方、アメリカ言いなりの政策に反対するものです。自衛官募集事務委託、自衛隊

協力会への補助金を含むため、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。討論ありますか。

　　７番、角田久和議員。

○７番（角田久和議員）　私は、平成23 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の財務に関する事務、そして施策は適正に執行されたと理解

するものであります。

　　自衛隊協力会に対する支出に関しましては、自衛隊は東日本大震災や、たびたびの水

害の現場での献身的な働きは国民から高く評価されています。自衛隊は、国防とともに

災害現場での支援が大きな役割になっており、本町にとって災害時の役割に期待するも

のであります。

　　平成23 年度においては、東日本大震災後でありながら町の防災対策が十分なされて

おりませんでした。本年度においては防災計画策定中でありますが、災害は待ってくれ

ません。私は、防災計画策定中であっても非常用食料の備蓄などは、当然やるべきこと

は進める必要があると考えます。

　　以上、認定に問題ないと考え、平成23 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、認定に反対の討論を行います。ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、認定に賛成の討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　はい。ほかに討論ありませんか。
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（「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。

　　本案について、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。

　　本案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23 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、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23 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、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23 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ご異議ありませんか。
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（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご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23 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、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23 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、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。

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

◎意見書案第１６号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第８、意見書案第16 号陸上自衛隊鹿追駐屯地の維持・拡

充を求める要望意見書の提出についてを議題といたします。

　　意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である７番、角田久和議員から提案理由の説

明を求めます。

　　７番、角田久和議員。

○７番（角田久和議員）　ただいま上程されました意見書案第16 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内閣総理大臣及び衆参両院議長と関係各省大臣に

送付しようと思うものであります。

　　この意見書案第16 号は私が提案者となりまして、先般の議会運営委員会におきまし

て議会運営委員全員のご賛同を得てご提案を申し上げるものであります。

　　この意見書は先般、鹿追町及び鹿追町議会から陸上自衛隊鹿追駐屯地を取り巻く警備
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地区５町の鹿追町を除く４町に対して、要請があったものであります。

　　現在、鹿追町には第５旅団の第５戦車大隊が駐屯していますが、近年徐々に隊員が削

減されています。これは平成23 年度以降に係る防衛大綱や、中期防衛力整備計画で隊

員の削減や主要装備の削減計画によるもの。鹿追駐屯地においても、さらに削減される

のではないかと危惧されております。これ以上、鹿追駐屯地の縮減は、北の守りは無論

のこと、災害対策に対する不安を増大させ、加えて地域経済にも重大な影響を与えるも

のと考えられます。

　　この際、警備地区５町を挙げて、地域住民の意思として鹿追駐屯地の体制維持と新た

な装備を持つ部隊の配置など、拡充を強く要望するものであります。

　　以上申し上げ、議員各位のご賛同を得て内閣総理大臣及び衆参両院議長、関係各省大

臣に意見書の提出ができますようにお願い申し上げ、意見書案第16 号の提案説明とさ

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。

　　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　これは鹿追町のほうから要望された意見書ですので、具体的な

字句等についてなかなか難しい判断もあるかと思うのですが、維持・拡充ということで

新しい装備を持つ部隊を拡充、これは広げることになると、この点について把握してい

るのであれば説明していただきたいのと、それから全体的に軍事防衛計画の大綱、中期

防衛力整備計画等含めて国のほうは大幅な見直しを行っているかと思います。

　　それでまた昨年の地震やら原発事故等におきましても、なかなか復旧がされていませ

ん。そういう中で軍事費をどうするのか、災害復旧費をどうするのかというのは国全体

の中での予算配分が大変議論になることかと私は思っています。

　　その点、鹿追町独自のまちづくりの問題では、確かにこういう要望が出るのはあり得

ると思いますが、国全体の中で、やっぱり自衛隊は縮小の方向、限りある予算は現時点

では災害復旧等に生かすべきではないかと私はそう思っています。その点についてどの

ようにお考えか質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　角田委員長。

○７番（角田久和議員）　１点目のさらに新しい装備を持つ部隊を配備する、ここの語句

でございますけれども、私はこの意見書の案は、人員を確保するということが目的で、

それが新しい装備を持つということとイコールになるというふうに理解しております。

　　２番目の国の防衛大綱等につきましては、それは国で十分審議されるものでありまし
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て、我々地方自治体におきましては、またこの上士幌町におきましては、地域の安全、

あるいは災害時のそういった支援に対するものを期待するものとして意見書を出すとい

うことでございまして、一地方の自治体としての意見は以上でございます。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですか。

（発言する声なし）

○議長（杉山幸昭議長）　ほか質疑ありますか。

（発言する声なし）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって意見書案第 16 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。

　　討論がありますので、これより討論を行います。

　　先に本案に対する反対の討論を行います。

　　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　陸上自衛隊鹿追駐屯地の維持・拡充を求める要望意見書に対す

る反対討論を行います。

　　私は、自衛隊の存在そのものは憲法第９条戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認に反す

るものと判断しております。しかし政府は、軍事の拡大に対する批判を正当化するため

に 1976 年、防衛計画の大綱をつくりました。その後３回も改定いたしました。1995

年、 2004 年、直近では 2010 年と改定いたしました。

　　そのたびに、それまでの我が国の防衛や大規模災害への対応がメーンでありましたが、

そうではなく、新たな脅威や多様な事態への実効的な対応と本格的な侵略事態への備え

というふうに変更されてきました。そのことによる、私が思うのは、アメリカに言われ

るままに、アメリカの戦争への協力部隊と軍隊となっていると私は判断いたします。

　　民主党政権になってからは、これまで以上にアメリカの言いなりに海外派兵用の装備

に重点を置いています。中国を念頭に沖縄方面への増強を図ろうとしております。その

結果、2012 年度の予算では、陸上自衛隊の沿岸監視部隊約100人を沖縄・与那国島に

配備することを想定し、その整備をするための予算を組んでおります。今、与那国島で

は島が二分する反対運動が起きています。軍事に偏った発想から平和的な環境をつくる

ための外交こそが必要と考えます。

　　かつては鹿追駐屯地は北の守り手として整備されてきたのかと思いますが、国全体の

方針が変わりつつあり、アメリカの言いなり、国の方針に振り回される整備になってい

るのではないかと私は判断いたします。
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　　本来、災害派遣重視の自衛隊ではない自衛隊のあり方に反対し、鹿追駐屯地の維持・

拡充に反対いたします。

　　また、地震や原発事故の解決がまだまだ見通しがない上に消費税引き上げ法案が通る

中、限りある財源をどう使うのかを真剣に考えなくてはなりません。軍事予算をふやす

のではなく、災害復興等に予算を多くすべきというのが多くの国民の声ではないでしょ

うか。

　　以上、反対討論といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　次に、本案に対する賛成の討論を行います。討論ありますか。

　　４番、中村保嗣議員。

○４番（中村保嗣議員）　意見書案第16 号陸上自衛隊鹿追駐屯地の維持・拡充を求める

要望書について、賛成の立場で意見を申し上げます。

　　北海道には北の防衛のかなめとして、日本の平和と安全を守るという指名を担うため、

多くの自衛隊の部隊が配備されてまいりました。また、災害時における救援、復興活動、

国際平和協力活動などさまざまな活動を通じて、今日の平和な日本社会を支える重要な

役割を果たしております。その中で陸上自衛隊鹿追駐屯地は、演習場を有する部隊とし

て今日まで維持され、上士幌町を含む警備地区５町の災害救援活動等、地域住民の期待

は極めて大きいものがあります。

　　ところが、皆さんもご承知のとおり国防予算の削減、防衛計画の大綱等の見直しがな

され、鹿追駐屯地も大幅な定員削減の計画が取りざたされております。とりわけ自衛隊

とともに歩んできた鹿追町にかかわる地域経済への影響や、警備地区５町の災害派遣等、

素行能力への不安を募らせています。

　　本町においてもイベントの協力や災害時の支援等、駐屯地の果たした役割は大きく、

住民が安心して暮らせる体制の維持と整備を要望するものであります。

　　昨日、鹿追町の町長を初め議長さんが来庁され、鹿追駐屯地の維持・拡充の支援をご

要請に参られたところでございます。近隣町村の地域問題としての支援を含め、議員各

位へのご賛同をお願いし、私の賛成討論といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　次に、本案に対する反対の討論を行います。ありますか。

（発言する声なし）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、本案に対する賛成の討論を行います。

　　３番、山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　私は、意見書案第16 号に対して賛成の立場で意見を申し上げ

ます。
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　　陸上自衛隊鹿追駐屯地イコール自衛隊というのは自国防衛、このことに尽きるわけで

あります。

　　世界各国の中で自衛隊は軍隊ではありません。憲法９条というものが規定しておりま

すので。しかしながら、我が国の防衛はだれが守るのだ、平和なこの国をだれが守るの

ですか。それは本来であれば、自分のことは自分で守るというのが筋なはずであります。

　　ましてや、この福島の原発を含めて、一番みずからを犠牲にして災害派遣、そういう

ところに行っているのも自衛隊でありますし、私の身内の中にも自衛隊がいますけれど

も、やはりその話を聞くと、人のやれないこと、嫌なこと、つらいことを自衛隊として

指示があるからやる。そのことにかけて、皆さんが私どもが平和で暮らせるというのは、

そのおかげだというふうに考えなければいけないと思います。

　　まして隣町、鹿追町で戦車、火砲の削減、中期防衛力整備計画というのが発表されて、

それで自衛隊が少なくなるということは、今まさしく尖閣問題、竹島、北方領土も含め

てだれがそれをやるのですか。そのことをきちっとやっぱり考えなければいけない。地

方自治体であったとしても、そのことを踏まえた中で協力をすることはする、そして

我々も自衛隊にもお世話になりながら、この上士幌町をきちっとした形で緊急災害にも

応援をいただくというのが筋ではないかと考えまして、私は賛成の立場で意見書案第

16 号に対して賛成いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかに討論ありますか。

（「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、これをもって意見書案第16 号

に対する討論を終結いたします。

　　これより意見書案第 16 号の採決を行います。

　　本案は起立により採決を行います。なお、起立しない議員は反対とみなします。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（杉山幸昭議長）　起立多数であります。

　　よって、意見書案第 16 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９、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。
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　　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。

　　新田勝幸代表監査委員。

○新田勝幸代表監査委員　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24 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

ことをご報告申し上げます。

　　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。

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

◎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10 、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、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
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○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24 年第４回上士幌町議会定例会を閉会したいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。

　　これで本日の会議を閉じます。

　　今定例会が９月４日から16 日間の会期にわたり、本会議及び委員会の議事運営に特

段のご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。

　　以上をもって、平成 24 年第４回上士幌町議会定例会を閉会いたします。

（午前１１時０６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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