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４ 中　村　保　嗣 ○ １０ 中　島　卓　蔵 ○
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本会議に職務のため

出席した者の職氏名

議会事務局長 斉　藤　明　宏 議会事務局主査 櫻　井　淳　史

地方自治法第１２１条
の規定により説明のた
め出席した者の職氏名
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農 林 課 長 松 岡 秀 行

商工観光課長 早　坂　清　光
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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６回上士幌町議会定例会を開会い

たします。

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

おります。

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

◎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、11 月 30 日午前 10 時より委員会室において、議会運営委員の

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

審議方法等について審議いたしました。

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

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、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６、承認第６号終了後に議員全員協議会を開催いたしますので、ご

承知願います。

　　２点目は、日程第11 、議案第54 号から日程第12 、議案第55 号の２件は関連が

ありますので一括上程を受け質疑を行い、議案ごとに討論及び採決を行います。

　　３点目は、日程第13 、議案第56 号から日程第18 、議案第61 号の一般会計及び

５特別会計補正予算につきましては、６件を一括上程し質疑を行い、議案ごとに討論、

採決を行います。

　　以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。

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

◎会議録署名議員の指名
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○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２番、堂畑義雄議

員、３番、山本弘一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12 月 18 日までの15 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 12 月 18 日までの 15 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９月１日から平成24 年 11 月 30 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。

　　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。

　　以上をもって諸般の報告を終わります。

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

◎所管事務調査中間報告

○議長（杉山幸昭議長）　次に、日程第４、所管事務調査中間報告、移住・定住・二地域

居住の調査に関すること及びその他総務文教厚生の調査に関することを議題といたしま

す。

　　総務文教厚生常任委員長から所管事務の調査中であります移住・定住・二地域居住の

調査に関すること及びその他総務文教厚生の調査に関することについて、会議規則第

47 条第２項の規定により、委員会の中間報告をしたい旨の申し出があります。

　　ここでお諮りいたします。
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　　総務文教厚生常任委員会の申し出のとおり、所管事務調査の中間報告を受けたいと思

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、移住・定住・二地域居住の調査に関すること及びその他総務文教厚生の調査

に関することについて、中間報告を受けることに決定いたしました。

　　それでは、中間報告の発言を許します。

　　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）　総務文教厚生常任委員会所管事務調査中間

報告。

　　平成24 年９月24 日から26 日までの３日間にわたり行いました総務文教厚生常任

委員会所管事務調査の中間報告を行います。

　　詳細につきましては、報告書としてお手元に配付されておりますので、概要について

報告をさせていただきます。

　　今回の所管事務調査の調査事項は、移住・定住・二地域居住の調査に関すること及び

その他総務文教厚生の調査に関することであります。

　　この所管事務調査につきましては、平成24 年９月 19 日に承認議決をいただき、調

査を行ったものであります。

　　調査期間及び調査地でありますが、調査期間は、平成24 年９月 24 日から26 日ま

での３日間であります。調査地は、上川郡東神楽町・上川郡鷹栖町・余市郡赤井川村・

虻田郡喜茂別町・札幌市の１市３町１村であります。

　　調査目的ですが、本町は過疎化と高齢化が進行しており、今後の福祉対策として、小

規模多機能ホームの建設計画や高齢者緊急通報システムの更新が図られようとしていま

す。また、障害を持った方たちを地域内で雇用する場所の確保が求められていることか

ら、これらの先進事例を調査すること。

　　移住・定住・二地域居住の取り組みの一環として実施されている地域おこし協力隊事

業は、今年度で３年目を迎え一区切りとなることから、同じように協力隊の隊員を受け

入れた地域における任期後の隊員の動向を調査することなどを調査目的として、先進地

の視察調査を行いました。

　　最初に訪問したのは、上川郡東神楽町にある株式会社北海道健誠社でありますが、こ

こは障害者雇用の優良企業であります。

　　会社は、平成４年６月に設立し、現在はリネンサプライ・クリーニング事業を営んで
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おり、従業員は187名、このうち知的障害者が 36 名働いております。

　　社長さんの父親が障害があり、十分な仕事につけず、苦労する姿を目の当たりにして

育ち、障害を持つ人とそうでない人が仲よく働ける会社をつくりたいという思いから、

障害者の雇用に熱心に取り組んでおられます。

　　先進的の取り組みとして、障害を持つ社員全員に最低賃金を上回る賃金を支払い、賃

金が上がるほど労働意欲も高揚するそうです。

　　経済的に安定することで、生活も充実しております。また、今重度障害者を雇い入れ

るためにＮＰＯ法人を立ち上げ、一定の期間ＮＰＯ法人に所属して、研修を受けてから

様子を見て、社員として迎えているそうです。

　　視察後の感想ですが、社長さんのお言葉に「障害者が働いて普通に生活が送られたら

行政に財政負担もかけずにみんなが思いやりを持つ明るい社会になると思うし、共存共

栄になる」というお話がありました。

　　本町においては、まだまだ体制的に不十分と認識しましたので、今後の支援措置など

の参考としてまいりたいと考えております。

　　次の訪問先は、上川郡鷹栖町にある地域安心拠点「ぬくもりの家えん」であります。

　　上士幌町においても、地域密着型介護老人福祉施設・小規模多機能型居宅介護施設の

建設計画が社会福祉法人上士幌福寿協会において検討されており、先進地を視察して、

先進施設を訪問いたしました。

　　先進的な取り組みをお聞きしたのは、小規模多機能型介護施設などの整備に当たった

社会福祉法人さつき会常務理事で、施設長の波潟幸敏さんです。

　　鷹栖町は、町が鷹栖地区と北野地区に二つに分かれております。当時特養老人ホーム

が鷹栖地区にしかなく、入居待機者が80 人ほどいたので、北野地区から介護施設建設

の要望があり、せっかくつくるのであれば、地域の安心の拠点となる「地域安心拠点」

をイメージしたそうです。

　　そう考え、平成17 年 11 月から半年かけて事業所担当者、行政福祉担当者、社会福

祉協議会で勉強会を実施し、その後、町の各団体の協力を得ようと、団体のリーダーを

対象にした講演会を開催しました。その講演会で、その後中心的なリーダーと出会うこ

ととなりました。この方の紹介で、15 名の住民による勉強会が平成18 年７月にスタ

ートしました。

　　地域の住民の皆さんの協力を得て、建設用地の決定、建物の設計、設置後の運営に至

るまで、自分たちの拠点をつくるという意識で、熱心に取り組んでいただきました。そ

の英知の結集がサテライト特養と小規模多機能型居宅介護を併設し、そこに地域交流ス
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ペースが加わった「ぬくもりの家えん」が平成 21 年５月１日に開設されました。

　　視察後の感想ですが、これまで住民参加という言葉は、行政などの都合で形式的に使

われるケースがありますが、事業所が本当に住民に主体的に計画や運営に参加してもら

う気があるかどうか、住民側は本気で主体的に運営にかかわれるかが常に問われたそう

です。今後も本町においても、このノウハウを導入できるかを考えていきたいと思いま

す。

　　次の訪問地は、翌日、余市郡赤井川村にある赤井川村健康支援センターであります。

　　ここでの調査内容は、保健福祉課より人感センサーつき緊急通報システム機器の導入

が計画され、この際どのような運用がされるか、既に導入実績のある先進地を調査する

こととしました。

　　赤井川村においては、平成９年８月１日から運用を開始し、設置世帯数８世帯でスタ

ートしており、現在の設置状況は、65 歳以上独居世帯68 世帯中 35 世帯、65 歳夫

婦世帯78 世帯中５世帯で、全体では40 世帯に設置しており、設置率は27.4 ％であ

ります。

　　新しいシステムの特徴は、人感センサーがついていることで、このセンサーを室内３

カ所に設置して、一定期間に動作反応がない場合にシステムが作動して、電話回線で健

康づくり財団に通報されます。

　　赤井川村は、平成23 年度 20 世帯を地域支え合い体制づくり事業補助金と平成24

年 20 世帯分を村一般財源で整備しております。

　　視察後の感想ですが、システム導入に当たり、設置後に不具合が発生しないように、

設置箇所に関する綿密な事業打ち合わせが必要との指摘を受け、また不在する場合は、

必ず事前に役場に連絡を入れるように指示を徹底していることや、玄関から出入りをせ

ずに庭先から出かけてしまった場合の対応など、設置後に町と利用者の協議をしなけれ

ばならない問題も生じるとの指摘もあり、参考になりました。

　　次の訪問先は、虻田郡喜茂別町ですが、本町では地域おこし協力隊事業を平成22 年

から取り組んでおり、現在８名の協力隊員が行政各分野の仕事に取り組んでいますが、

平成 24 年７月１日現在、全道 35 市町村、 74 名の協力隊員が活躍しております。

　　本町の協力隊員は、今年度で３年の任期を迎えることから、今後の定住対策等の検討

のため、先進地である喜茂別町を訪問しました。

　　先進的な取り組みとして、今回調査地に選定した喜茂別町は、平成 22 年から平成

23 年までの２カ年限定でこの事業に取り組んでおります。

　　本町の取り組みと異なる点は、次の実施目標にある地域おこし協力隊の集落支援活動
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及び事業終了後の定住化により集落の活性化を図るというように、明確に事業終了後の

定住を条件としている点にあります。

　　このような取り組みの様子は、道内民放テレビ局等に取り上げられ放映されており、

地域活性化への新たな取り組みとして注目を集めました。また、総務省から成功事例と

して取り上げられており、視察にも訪れています。しかし、当初は受け入れる地元側と

のギャップが大きく、関係者の苦労は大変なものがあった様子です。

　　視察後の感想ですが、以下が地域おこし協力隊の退任後の町内就職先となっておりま

す。

　　飲食店の経営が１名、地元企業への就職が１名、整体院の経営が１名、株式会社の立

ち上げ、特産品開発・販売が１名、地元社会福祉施設への就労が１名、まちづくりに関

する事業を行うＮＰＯに就職が２名、グリーンツーリズムに関する調査を行う企業への

就職が１名。

　　このような結果となったことについて、関係者は非常に喜びを感じている様子と安堵

感の両方を味わっているようです。

　　協力隊員が果たしてくれた業務を行政側が引き継がなければならないなどの新たな課

題も見えてきたようです。しかし、協力隊員が各地域に残した地域住民とのコミュニテ

ィは、何ものにもかえがたい財産として今後も継続されていくことが最大の事業効果だ

ったのではないでしょうか。

　　最終日の訪問先は、札幌市にある北海道健康づくり財団が運営する高齢者緊急情報セ

ンターであります。

　　新たに人感センサーが導入されることにより、この際どのような運用がされているか、

既に導入実績のある先進地の調査をするとともに、この装置の通報先となる北海道健康

づくり財団における受信体制を視察することにしました。

　　主な取り組み状況、北海道健康づくり財団は、昭和61 年８月に設立され、平成３年

４月から高齢者緊急情報センターの運営を開始しています。

　　新しいシステムの特徴は、人感センサーがついたことで、このセンサーを室内３カ所

（居間・寝室・玄関）に設置して、特定の判定時間内に所在が感知されない場合に「所

在不明通報」としてシステムが作動して、電話回線で健康づくり財団に通報される仕組

みになっております。

　　通報を受信する健康づくり財団は、受信センターが設置されており、24 時間三交代

制でオペレーターが対応しております。また、オペレーターの受信装置の壁面には、北

海道の地図があり、通報がどの町から来たものか、町村の位置にランプが点灯する仕組
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みになっております。

　　視察後の感想ですが、本町における平成21 年度から23 年度までの緊急通報件数は

271件あり、このうち消防署等に出動要請を行った件数は４件となっています。

　　今後の課題としては、設置世帯の拡大にあるので、性能や利便性を広く周知すること

が重要と考えられます。

　　最後に、この所管事務調査に関し、多くの皆様の協力をいただいたことに感謝を申し

上げ、総務文教厚生常任委員会の所管事務調査中間報告といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　総務文教厚生常任委員会の報告が終わりましたが、所管事務調

査の報告については、議会運用例第 96 条の４の規定により、質疑を省略いたします。

　　本件は、これを報告済みとし、総務文教厚生常任委員会は、引き続き継続して調査す

ることといたします。

　　以上をもって総務文教厚生常任委員会所管事務調査の中間報告を終わります。

　ここで暫時休憩いたします。

（午前１０時２２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２２分）

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

◎一般質問

○議長（杉山幸昭議長）　日程第５、一般質問を行います。

　　一般質問は、２名の議員からお手元に配付のとおり通告を受けております。

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

をいたします。

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

◇　山　本　和　子　議員

○議長（杉山幸昭議長）　ここで、順次発言を許します。

　　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　私は大きく２点、一般質問をいたします。

　　１点目、保育所の建てかえ、保育の充実のために。

　　たくさんの子供たちが元気いっぱい遊びまわる町にしたいと願い、いろいろな取り組

みをしています。その中で、保育所は親の働きを助けるだけでなく、子供たちの発達を

保障する重要な役割を持っています。
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　　今、町は平成 26 年に建てかえの計画をしていますが、次の４点質問いたします。

　　１点目、８月に国のほうの施策として「子育て新システム」が成立し、平成27 年本

格施行する計画です。このシステムの大きなねらいは、国と市町村の保育に対する責任

を放棄することにありましたが、保育団体などの反対運動により、今までどおり市町村

の保育義務の規定が残されました。町として今まで以上に保育に責任を持つべきです。

　　２点目、保育所の建てかえには子供たち含め、保護者の声を十分に反映させるべきで

すが、今後の予定はどうなっているのか聞きます。

　　３点目、幼保一元化について。

　　幼稚園がないので、時間や保育料金で配慮した保育体制にするべきです。国の制約も

ないと聞いております。既に道外にはたくさんありますが、道内でも士幌町や東川町な

どで短時間型、長時間型保育を行い、料金も大きく違います。

　　４点目、３人目の保育料の無料化の拡大を。

　　今は保育所入所３人目が無料ですが、義務教育（中学まで）の修了するまでの３人目

に広げるべきです。

　　大きな２点目、子供の命を守るため、ワクチン接種を無料に。

　　ワクチンで防げる病気はワクチンで防ぐ、これは世界の常識ですが、日本ではＷＨＯ

（世界保健機関）が無料で乳幼児に接種すべきと勧告しているワクチンが今でも定期接

種となっていません。そのため命を落としたり、重い後遺症で今でも苦しんでいる子供

たちがいます。

　　こういう中で、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌、ＨＰＶ（子宮頸がん）は22 年度か

ら 24 年度まで国の特例交付金事業で実施され、希望する子供には無料で接種できまし

た。今後、厚生労働省はこの３つのワクチンは定期接種にする方針でいますが、いまだ

時期についてはっきりしていません。引き続き無料で接種できるようにするべきです。

町の対応についてお聞きをいたします。

　　また、このほかにもおたふく風邪や水ぼうそうなど全額自己負担の予防接種がありま

すが、これらについても無料で受けることができるように助成するべきです。

　　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　山本和子議員の質問にお答えします。

　　まず、保育所の建てかえ、保育の充実のためにであります。

　　１点目の町の保育の責任についてでありますが、ことしの８月10 日に子ども・子育

て関連三法が成立し、８月22 日に公布されました。この三法の正式な施行日につきま
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しては、一部の規定を除き未定とはなっていますが、国は平成27 年度中の施行を想定

していることから、各市町村についても、順次地域の子供・子育て支援の充実を目指し、

対応が求められることになりました。

　　議員ご指摘のとおり、児童福祉法第24 条第１項に規定されている保育所での保育に

関しましては、新制度のもとでも引き続き現在の制度と同様に、市町村が保育の実施義

務を担うことになりました。

　　本町の保育所につきましては、これまで町立保育所として町で運営してまいりました

が、今後におきましても、これまで同様町で運営し、安心・安全な保育所として責任を

持った運営をしてまいります。

　　２点目の保育所の建てかえについてでありますが、現在庁内における公共施設改築等

検討委員会におきまして、他の公共施設の建てかえも含め、保育所の建てかえの検討を

進めており、近いうちに議員の皆様にも建設場所等についてご提案させていただく予定

であります。

　　保育所の建てかえに当たりましては、これまで保育所保護者の会のアンケートや保育

士へのアンケート、また先進施設の視察を行ってきており、子供たちはもとより保護者、

保育士にとっても使いやすい施設になるよう検討を進めているところであります。

　　今後、基本設計、実施設計を経て建設を進めることとなりますが、早い段階から情報

を提供し、保護者の方々の声を十分反映しながら建設してまいりたいと考えております。

　　３点目の幼保一元化についてであります。

　　現在、本町には幼稚園がありませんが、保育に欠けないご家庭の中には、３時半まで

預けることなく、幼稚園のようにお昼過ぎに帰る保育体制を希望される保護者の方もお

られます。

　　道内におきましても、幼保一元化を取り入れている施設はふえてきており、今年度は

保育課に東川町、置戸町の施設を視察し、幼保一元化の具体的な運営方法について調査

を行ってきております。

　　今後におきましては、運営方法や保育料等の検討をさらに進め、幅広い保育ニーズに

対応できるよう、短時間型保育の導入について検討してまいります。

　　４点目の３人目のお子さんの保育料の無料化の拡大についてであります。

　　子育て・教育の総合的な計画として、「かみしほろ次世代育成支援行動計画」があり

ます。今後、子育て・教育は、まちづくりの視点からも計画の具現化は重要な政策課題

になるものと認識しております。

　　今、優先すべき課題は、ご質問いただいた幼稚園と保育所機能を統合した幼保一元化
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施設の建てかえであります。３人目の保育料の無料化の拡大については、少子化対策の

観点からも必要性は認識しますが、子育て・教育の全体の枠組みの中で、いつ、どのよ

うな制度で実施すべきか、検討課題にしたいと考えております。

　　続いて、子供の命を守るためにワクチン接種を無料についてであります。

　　国におきましては、平成24 年５月に厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会より、

今後の予防接種制度のあり方全般について提言された予防接種制度の見直しについて

（第二次提言）に基づき、予防接種法の改正について、現在引き続き検討を行っている

ところであります。

　　このうち、特に子宮頸がん予防、ヒブ、小児用肺炎球菌の定期予防接種を実施する場

合における接種対象者及び接種方法等について継続審議し、平成25 年度以降も円滑な

予防接種が行えるよう、検討していく必要があると提言されております。

　　１点目のご質問については、議員ご指摘のとおり、子宮頸がん予防、ヒブ、小児用肺

炎球菌ワクチンは、平成22 年度から平成24 年度まで国の子宮頸がん等ワクチン接種

緊急促進臨時特例交付金事業により希望者に対し、無料で実施しているところでありま

す。

　　現在、国において平成25 年度以降の予防接種のあり方について、財源の確保や接種

費用の負担のあり方等に関して、審議会等で検討中との情報を得ているところでありま

す。

　　町の対応としましては、平成25 年度においては予防接種法改正の実施期日が不確定

なことや接種費用の経済的負担を考慮し、個人負担を求めないことと考えておりますの

で、ご理解願います。

　　なお、平成26 年度以降のあり方については、国の予防接種法改正に伴う取り扱いや

管内状況等を把握しながら検討してまいりたいと考えております。

　　２点目のご質問のおたふく風邪、水ぼうそうワクチン予防接種につきましては、国の

予防接種部会において、子宮頸がん予防、ヒブ、小児用肺炎球菌の３ワクチンを優先に

定期接種化し、その後に定期接種に向け検討を進めていくものと聞いております。

　　町としましては、安全性の問題や接種費用の負担のあり方等、国において検討中であ

るため、その動向や管内状況等を把握しながら、検討してまいりたいと考えております

ので、ご理解をお願いいたしまして答弁とさせていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　初めに、保育所の建てかえのほうから質問させていただきます。

　　まず、４点質問しているんですが、１点目から順次質問します。
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　　１点目、いろいろな町の保護者会含めて、要求等を聞きながら進めるべきという点な

んですが、アンケートをとって一応まとめてはいると思うのですが、私はとっただけで

はなくて、アンケートをまとめて、さらに介しながら交互に練っていくという対応も必

要かと思います。その点についてアンケートをとって、公表するといいますが、公表す

る時期によりますので、年度内にある程度公表しながら、さらに来年度に向けて練って

いくのかどうか、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　アンケートの結果についての分析、そしてまた追加の調査等というのは

これからいずれにしても必要になってくるだろうと、一次アンケートだけですべて保護

者のニーズをとらえることができないだろうし、それから行政的に課題として、保護者

のほうから意見を聞く、そんなことも必要になってまいります。そういった意味では、

相互に情報交換をするということは、それは非常に意味のあることだと、そんなふうに

思っております。順次事務的な対応ができ次第、そういったお互いに情報交換をし、そ

して思いを一つにまとめていくという作業は、今後とも必要になってくると、そのよう

に認識しております。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　これからの課題ですので、私も今回建てかえるのであればやは

り今預けている方だけでなくて、要するによちよちさんといいますか、まだ生まれたば

かりの子を持つ親含めて、町内的に検討していくべきだと私は思っています。

　　それで、今回質問させてもらって、私もニュースをあっちこっち配りましたら、結構

話題になりつつあります。そんなふうに大きな事業ですので、預けているお母さん、そ

れから先生、地域の方々含めて、十分検討に参加できるようにしてほしいと思っていま

す。

　　２点目の今回一番の課題なんですが、幼保一元化の問題で、大きく２点に分けて質問

したいと思っています。これは私ここに来てから20 数年以上子供とかかわってきたん

ですが、この課題をずっと取り上げてきました。ようやく実現できそうだと思うので、

大変うれしく思っているんですが、その点に向けて２点質問したいと思うんですけれど

も、基準の問題と保育料の問題です。

　　１点目は基準の問題で、幼稚園と保育所は面積基準とか預ける子供のクラスの定員の

基準が違います。とかく合わせるときには悪いほうに合わせてしまったりするんですが、

そうではなくて、面積でも今の保育所の基準のほうが私はいいと思うんですけれども、

そういうふうにいいほうに合わせながら面積をつくり、人数的には子供の数少ないです
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ので、幼稚園に合わせることはないと思うんですが、その点基準についてよりいいほう

に合わせるのかどうか、まず質問します。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　基準という具体的な話ですけれども、考え方として就学前の子育て、教

育、これについては、今後大きなまちづくりの柱になっていくそういった大事なテーマ

だとそのように思っております。

　　ようやく幼稚園の機能と、それから保育の機能を合わせて、多様な子育てニーズに対

応できるというような計画の段階まできたということであります。議員がお話しされた

ように、私も随分前から保育所を当時は措置しなければならないと、働いて困っている

保護者の対応という、そういったのが法の精神であったわけでありますけれども、今で

はそうではなくて、社会的に地域の中で子供たちが育つような状況にないと、それは一

つには子育てということもありますし、それから核家族化が進んでいるということの関

係、もろもろ社会的な条件も含めて、子供たちがやっぱり社会的に育てていく環境が必

要だろうというふうに思います。

　　そういう意味では、この幼保一元化、幼稚園の機能と保育所の機能を持った、それぞ

れ親御さんの立場も違いますけれども、子供を中心にしてそれぞれ多様なニーズ、保護

者のニーズも含めてやっていくということを考えると、基準が最もその判断材料として

優先すべきことではなくて、より子供たちがその施設で十分保育ができる、あるいは幼

稚園ということになりますと、学校教育という範疇になりますから、学校教育の視点も

含めて学べる環境をつくるかというところに視点を置いて施設の整備も図っていく必要

があるだろうと、そのように考えます。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　わかりました。先ほど保育所のほうがいいと言ったのは、基準

の面で定員とか、それから面積基準のほうは保育所のほうがいいと思うんですが、幼稚

園は幼稚園で教育の内容がまた違いますので、今、東川町もそうなんですが、全国的に

も教育内容も含めていいところ、いろいろな保育していますので、それはお互いにいい

ところをとりながら、基準も含めて、保育内容も含めてやるべきだと思っています。そ

れは町長、多分同じ気持ちだと思いますので、それはよしといたします。

　　次に、問題は保育料金の問題なんですが、上士幌町は、いわゆる幼稚園型がありませ

んので、預けたお母さんは同じ料金を払ってきました。時間的には８時45 分から３時

半ですので長いんですが、長い分をちょっと置いておきまして、上士幌の保育所と士幌

町の認定こども園と東川町の幼児センターを比べてみました。３歳から５歳まで預けた
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場合の保育料金は物すごく違います。上士幌町でいいますと、通常保育で所得区分によ

って違いますので、０円から２万9,310円、３歳以上の方ですね。それから士幌町は一

律１万円です、給食費も含めて一律１万円、東川町は３歳から５歳の短時間型は、所得

の税金で違いますので、無料から１万7,400円となります。ですから上士幌町は士幌に

比べたら約３倍と、東川町に比べたら約２倍の保育所料金を払っています。ですから、

もし１時半で帰るとなった場合につきましては、上士幌町もそういう保育料金にしなけ

ればいけないと思っています。

　　また、全国的には、前も何回も質問しているんですが、無料のところがあります。茨

城県の大子町は、町内の幼稚園、保育所含めて約300人以上なんですが、無料にしてい

ます。平成 22 年の 10 月から無料にしています。それから、群馬県の南牧村も対象

26 人なんですが、無料にしています。それから、新潟県の聖篭町のこども園では、３

歳から５歳児、通常保育３時までやっても無料でやっています。その点含めて、かなり

保育所料金を大幅に見直しをすると思いますので、短期型の、もちろん長期型の分につ

いてもそれもそうなんですが、短期型分についての保育料金をどのように検討していく

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　料金設定はこれからの話になるんだろうとそんなふうに思います。短時

間でありますから、同じような料金をいただくということにはならないだろうと思いま

すけれども、これは今後の課題としてご理解を賜りたいなと。特に総合こども園が法案

化されて、今まで保育所が厚生労働省、そして幼稚園が文部科学省という、そういう縦

割りで就学前の子育て教育をやってきたわけでありますけれども、これがこの法案によ

って一本化をするという流れになってまいりました。どこに、内閣府になるのかそのよ

うな感じではないかと思っておりますけれども、そういったときにいろいろな制度が変

わらざるを得ないだろうというふうに思います。幼稚園は幼稚園教諭の免許がなければ

ならないだろうし、それから、保育所は保育士の免許というふうなことだとか、それが

動く過程ではいろいろとまだまだ変更する、料金設定もそうだろうというふうに思いま

す。教育内容のカリキュラムの問題なんかについても、いろいろ変わる要素があるだろ

うと思います。それを今から今の段階で料金設定で具体的なお答えをするというのは、

まだ早計のような、無理だとそんなふうに思います。

　　いずれにしても、そういった子育ての一元化された施設、制度がどんなふうにこれか

ら動いていくのか、まだまだ具体的な制度設計がこれからのことだというふうに思って

おりますので、もう少しそれは時間が必要ではないかと、ご理解いただきたいと思いま
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す。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　料金設定これからの課題で、建物建ててから実際に一、二年で

決めなければいけないと思うんですが、そのことを含めて、なぜ保育所料金にこだわる

かといいますと、幼稚園があれば、民間の幼稚園はわかりませんけれども、町立幼稚園

でしたらかなり料金安いんです。ですから、なぜ幼稚園型、短時間型を希望するかとい

いますと、１時半でいいから帰してもらってうちで見ると、その分保育料金安いのであ

ればそのほうがいいと、３時半まで預かってもらって安いのならそれはそれでいいと思

うんですが、無料ならそれでいいと思うんですが、なぜそう言うかというと、保育所料

金を安くしてもらえるのであれば１時半でもいいと、それからできるだけ子供をそばに

置きたいし、かといって３歳過ぎたら地域の多くの子供と遊ばせたいという声もありま

す。やはり保育所料金が一番のネックになっています。その点についていろいろな決め

方があると思います。士幌みたいに一律幾らとあれば、東川みたいに所得で分ける方法

と、どっちがいいかというのは、私、今のところ何とも言えないんですが、東川のほう

がいいのかという気もします。所得によって違いますので、そういう方法もあるし、そ

の点について課題ではあるんですが、短期型を低く抑えるかどうかぐらいは今答弁でき

るかと思うんですが、その点について質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　議員が考える低いか高いのかという、それから一般的な料金設定、その

辺にギャップあるかと思いますけれども、いずれにしても子育てがこの機会に就学前子

育てが安心して、そして信頼されてこの町でしたいと、親御さんが上士幌町の子育ては

すばらしいねというふうに思えてそこに預けたいと、こう思えるような就学前の子育て、

幼稚園を、教育を支援するそういうシステムなり、体制なり、あるいはいろいろな条件

を整えていくということがこれから大事なことだろうというふうに思います。その中の

一つとして料金の問題もあるんだと思いますから、全体の包括的な中で、お金を払って

もぜひいい教育、あるいはいい保育を受けさせたいということもあるだろうと思います

から、総合的にこれらは判断をしていくことになるんではないだろうかと思います。

　　それと同時に、今、建てかえというのが先行しているようでありますけれども、並行

してこれからその中身の問題ですね、幼稚園機能をどうさせるのか、あるいは保育所と

の統合したときにどんなあり方がいいのかというのは、これはまだ経験してないことな

ものですから、多少先行事例ありますけれども、これから大きなやはり真剣に考えなけ

ればならないことだと、そんなふうに思います。
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　　特にこの総合こども園の趣旨からいくと、教育という側面、学校教育という側面がか

なり打ち出されてきているような感じもしております。そういう意味では幼稚園が今、

保育所は保育所として、単独として就学前の保育の機会でありましたけれども、そうい

うことではなくて、幼児期と小学校との連携の問題だとか、こういったこともこれから

大きな課題になってくる、中身の問題でありますけれども、そのようにも考えておりま

す。

　　したがって、これからすべき課題、クリアすべき課題、そしてあるべき幼保一元化に

沿った施設とそこでの営みですね、保育、教育の営みはどうあったらいいのかというの

は、これから本格的に議論がなされていくということでありますから、その際にもまた

ひとついろいろとご意見を賜ればとそう思います。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　町長の答弁のとおりだと思っています。料金にもこだわります

けれども、やはり保育内容、小学校に上がる前の就学時前教育もありますが、その点に

ついて全国的にいい事例もありますし、それには要するにお母さん方の希望、それから

先生方の質といいますか、学習、研修含めてどうするのかという本当に考えるいい機会

かと思っていますので、その中に料金設定もかなり低く抑えてほしいと、体制も含めて、

保育内容含めて十分検討して進めてほしいと思っています。

　　次に、それとまた別の問題で、すぐにできる問題で、３人目の無料の問題なんですが、

これもつい最近３人目が無料になりました。該当する方が私は今のところ１人知ってい

るのですが、１人か２人毎年いると思うんですけれども、それを小学校までふやして拡

大してやっているところが管内では広尾町、それから東川町も調べましたら、小学校含

めて３人目を無料にしています。私はさらに広げて中学校、義務教育まで広げたらどう

かという提案です。結構３人目、４人目、５人目という方もちらっと情報で出産したと

いう方もいると聞いていますので、その方は中学校に上がって下の子が保育所というこ

とは十分にあり得ます。その点含めて、それほど大幅な負担になる、町の持ち出しにな

るわけではないと思うんです。１人か２人か小学校までいくとかなり該当する方います

が、そこまで拡大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　答弁書に書かせていただいているとおりでありまして、経済的な負担、

そしてまた、特に今は少子高齢化と、少子超高齢社会になっておりますけれども、これ

は本町だけでなく、国家的な課題になっております。そんな意味では国の政策も子育て

に対しては結構手厚く今は政策化をしているということもございます。この問題につい
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ても、いずれ主流になるだろうと、いつかとここに書かせていただいていますけれども、

そう遠くない時期にこの３人目の無料化、特に農村なんかのほうも結構３人目という方

がいらっしゃるんですね。意外と本町は多いといいますか、そういう意味では、複数の

お子さんを育てているという家庭が多いということであります。それらを少しでも財政

的に負担を軽減させるというような安心して子育てする上でも結構なことではないのか

とそんなふうには思っていますが、それについてはもう少し全体の今取り組みをする上

で、これ以上に優先すべきことがあるのかないのか、こんなことも当然必要になってく

るだろうというふうに思います。

　　特にこれまで子育て支援の実施計画で、これも一つ一つ実施施策のところを行動計画

のところをチェックをして、できていること、できていないこと、これらもチェックし

ながら、全体的にどんな子育ての町の支援体制がなされているのか、こんなこともチェ

ックをしております。そんな中で、ああこれはもれていたというようなことがあれば、

それらを優先すべきことも出てきますし、この料金の問題についても、少子化対策、そ

うした視点からも考えるべき施策の一つだと、そのようには理解をしているところでご

ざいます。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　前向きな答弁というふうに把握いたしまして、できれば次の保

育所料金を全体見直すときに間に合うようにぜひお願いしたいと思っています。

　　続いて、ワクチン接種の問題ですが、今回の答弁書見ましたら、来年度に向けては３

つのワクチンは町で負担をすると、25 年度中に国がなったとしても町が負担すること

には変わりないと思うんですが、それは把握いたしました。

　　それではそのほかのおたふくと水ぼうそうについては、ちょっと国の様子見と、管内

の様子見というふうに答弁がありました。管内では隣の池田町が既につい最近おたふく、

水ぼうそうも含めて無料にいたしました。それから、ちょっと資料が古いんですが、

22 年６月1日付の北海道の資料で見ますと、おたふくが 16 市町村、水ぼうそうが

16 市町村、町村の負担で、本人負担が無料というふうに取り組んでいます。これはい

ずれ国のほうも、定期化に向けて、さっきの３つのワクチンのほかに向けて今検討して

いると思いますので、いずれ定期化になると思うんです。世界的にはもう既になってい

ますので、それを国の様子見とか、管内の様子見でなくていずれなるのですから、町が

率先して町の負担としてやるべきだと、私はそんなに遅くない時期にこれはなるんだろ

うと思いますが、その点についていかがですか、質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。
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○竹中　貢町長　国民の健康を守るという、そういう大きな枠組みは、やはり一応町村間

によって違いがあるなんていうことは、基本的には望ましいことではないだろうなとそ

ういうように思います。

　　そういった意味で、先行している３種に加えて、すべて７ワクチン早期にそれが定期

接種されるようにいろいろな機会に要請をしていくということがまずひとつ大事なこと

と、それから３ワクチンについても、非常に大きな予算が伴っているという現実がある

ということでございます。ようやくこれも動き出したということでありますから、国の

動向を少しでも早く接種化に向けるようさまざまな機会にまずは運動していくことが大

事だろうとそんなふうに考えております。

　　やはり国民等しく同じようなサービスをされるべきそういったその課題の一つがこの

健康の問題なりというのがそこにあるんだと思いますので、今お話しさせていただいた

ように、さまざまな機会を通して、早期に実現するように促しをさせていただきたいと

そう考えます。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　要請していくと、運動していくと、それもすごく大事な問題で

す。ただ子供たちにすれば一年一年どんどん年を取りますので、今回のヒブワクチンど

うのこうのも該当する子しない子、それから子宮頸がんまだ先ですので、該当する子は

まだまだいると思うんですが、そんなふうに年々子供にすれば一年一年が単位で年を増

していきますので、該当するしないは一年一年の問題です。ですから、おたふくにしろ、

水ぼうそうにしろ、私の子供もおたふくの予防注射を自腹で受けました。そういう方も

結構います。そういうときに早め早めに、国はいずれやると言っても、それを待つので

はなくて、それも子供が２人も３人もいたら、おたふくのときには、その当時はたしか

4,000円だったんです。でも、私半額だというから2,000円のところに行って２人分受

けたんですが、4,000円、１万円するものを３人もいたら物すごい負担になります。で

もやはり受けたほうがいずれ保育所時代、学校に行ってからなったら困るという意味で、

自腹で受ける方も結構おります。その点について要望する、運動していくのはそれはも

ちろん大事なんですが、年数的にここ何年かはわかりませんが、もう数年、二、三年で

国のほうもやるのでないかと、それから町村独自でやるのもどんどんふえていますので、

そういう点について、ぜひ国の様子見とか、管内の様子見でなくて、率先してやるべき

だと再度質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　それもすべてできればいいということになりますけれども、やはりワク
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チンそのものが今お話しされたように、諸外国と日本の接種に対する対応の仕方という

のは、若干かなり遅れている側面は日本ではあるわけです。ワクチンギャップというふ

うにも言われていますけれども、特に後遺症の問題だとか、そういう副作用の関係でこ

れまでいろいろ問題が起きていたということで、かなり尻込みしているところもあるの

かとそんなふうに思いますけれども、ようやく今、そこのところが解決されようとして

きて、そのギャップを埋めようとしてきているような状況だろうというふうに思います。

　　そういった意味で、やはり国がしっかりとお墨つきをつけるということが安全・安心

ということを確保するということにもつながってくるわけでありますから、大丈夫だと

いうだけではなくて、それをしっかりと国が認めて、ぜひ国としても、あるいは自治体

としても、するということを全面的に打ち出さないと私どもとしても少しそれについて

は不安なところがあるなというのは実際のところであります。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　多分これでやり取りしても同じ答弁になると思いますが、また

これは次期だれになるかわかりませんが、次期町長に含めて、また再度何度も質問して

いきたいと思っています。

　　私は、最後になりますが、本当に町の中でいろいろな政策あると思うんです。子供の

問題から農業、商工会いろいろな問題あります。でも私はやはり子供が本当に元気で、

もちろんたくさん出産してくれたらいいんですが、子供たちが元気で、本当に幸せとい

いますか、健やかに育つことが、本当にその子供たちの親含めて、地域を元気づける一

番の柱かと思っています。その点についていろいろな課題もある中で、やはり子供のこ

とを優先といいますか、十分な課題と取り上げて取り組んでほしいと思っています。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　未来を担うのは子供たちであります。ここで育った子供たちがどこへ行

ってもすばらしく社会的に評価をされ、活躍されると、そんな子育てをすることが大事

だと、それがやがて国の一員としても大きな役割を果たすことになるだろうと思います。

　　子育てをするために、子供だけではなくて、あるいは保護者だけでなくて、きょうは

シルバーの方、後ろにいらっしゃいますけれども、お年寄りの知恵をかりたり、それか

ら世代間の交流をすることによって、そこに新たなきずなが生まれる、そういう子供を

軸にしながら地域の中が非常に融和が図れたり、あるいは幸せ感を持ったり、そんなこ

ともできるのではないかと、子供は本当にすべてを明るくしてくれますし、私どもにと

っても喜びの一つであるというふうに思います。
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　　そういった意味で、ここで育つ子供たちがすばらしいと、上士幌へ行って子育てした

い、最終的にはそこに住んでもらって子供たちが元気になっていく、そういう希望の光

になれるのも子供たちではないだろうかと、そんなふうに考えておりますから、これか

らは子育て、教育含めて、非常に大事な政策課題になるのではないだろうかとそう考え

ております。

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですか。

　　以上で、８番、山本和子議員の一般質問を終わります。

　　ここで 15 分間休憩といたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午前１１時０１分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１１時１１分）

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

◇　山　本　弘　一　議員

○議長（杉山幸昭議長）　次に、３番、山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　私は３期12 年にわたる竹中町政の総括と町長の改選期を迎え

ての考え方について質問いたします。

　　竹中町長は、３期12 年にわたり町政を担ってまいりましたが、町民参加型の町政運

営を行い、大きな投資もなく、守りがたく緊縮型の予算をもって行政運営をしてきたが、

町長本人としては 12 年の中で十分執行できたかを伺いたいと思います。

　　２点目として、明年（平成25 年）の町長の改選期に向けての進退を含めての考え方

を伺いたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　３期12 年にわたる町政の総括と町長の改選期を迎えての考え方につい

て、山本弘一議員の質問にお答えいたします。

　　まず、町長本人として12 年間の中で十分執行できたかというご質問にお答えいたし

ます。

　　早いもので３期12 年も残すところあと少しになりました。この間、5,000人町民の

幸せを願い、常に緊張感を持って職務に専念してまいりました。町民とお約束した公約

はもとより、その時々の課題解決に向けて誠心誠意人事を尽くしてきたという思いがあ

りますので、私としては納得のいく 12 年間と振り返ることができると思っております。
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　　一口に12 年といってもその間には、いろいろな出来事や行政課題がありました。就

任早々には、平成の合併という自治体の存廃にかかわる大きな課題に向き合うことにな

りました。市町村合併は、国の大号令のもとで強制合併の意味合いも強かったのであり

ますが、ふるさとの未来を町民の皆様と真摯に悩み、考え、尽くされた議論の結果は、

厳しくとも自立の道を選択したのであります。合併問題と同時に、地方交付税の大幅削

減が行われ、待ったなしの行財政改革が求められました。

　　改革の痛みを分け合いながらも、一方では住民でできることは住民や地域にお願いし、

住民や地域でできないことは行政が行う「自助、共助、協働、公助」という、お互いに

補完し合ってまちづくりを進めることの必要性も理解され、以来、アダプトプログラム

を初めボランティア活動、ＮＰＯ等に多くの町民が参加する町として成熟してきており

ます。

　　こうした町民の協力と努力が実り、今、本町の財政は健全に推移しておりますが、こ

れから大型公共施設整備が想定されておりますので、今後も財政の健全化に努める必要

があります。

　　基幹産業の農業については、ＪＡ上士幌町、農家個々の営農努力により年ごとに生産

額を高めております。行政としては、寒冷地帯にあっても、足腰の強い農業、農村をつ

くるべく、基盤整備に力を注いでまいりました。経営の大型化や分業化など意欲的な取

りについても積極的に支援し、農業王国十勝の中でも成長著しい農村地帯に発展してき

ております。おいしく、安全な農畜産物に付加価値を高めるためにブランド化や六次産

業化についても積極的に取り組んでまいりました。

　　ナイタイ高原牧場は酪農家の後継牛の育成に貢献してきていますが、一方では開設以

来、慢性的な赤字体質が課題となっておりました。３期目の公約の柱にナイタイ高原牧

場の再構築を掲げました。この間の経営の改善は着実に成果を上げ、黒字化に成功する

に至っております。次年度からは指定管理者制度導入に向けて、最終の手続、協議を行

っており、新しい道を歩むことになりますが、さまざまな可能性を秘めた牧場でありま

す。町の産業、農業振興に寄与するよう見守っていく必要があると考えております。

　　平成15 年前後、豪風雨などで断水が頻発しました。牛が泣き叫んでいると農家から

悲痛な声が今も脳裏を離れることはありません。生活、産業用水の安定的な確保は開拓

以来の課題でもありましたが、最重要施策の一つとして、配水池の拡充、配管の更新、

井戸の掘削、新規営農用水の整備など精力的に取り組んでまいりました。これらの整備

により、今では断水等のリスクが大きく低下するなど災害に強い水道基盤の整備が進ん

でおります。
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　　林業は、低価格と需要の低迷から苦戦を強いられてきていますが、経営基盤強化のた

めの設備投資や雇用促進等を中心に支援してまいりました。ことし公共施設における地

域材の利用方針を定めたところであり、木材の地産地消や再生エネルギー資源としても

利活用することになります。

　　町並みの整備については、国道241号から町なかにつながる南北の道道が14 日に供

用開始となります。東西の道路も小学校までの歩道が整備され、町なかを通る幹線道路

は、十数年の歳月を要しましたが、あと少しで完成することになります。

　　商工振興では、消費者人口の増加を図る観点から、交流人口（観光）や定住化対策を

講じてまいりました。従業員の定住化のための賃貸住宅建設費助成事業では、事業開始

以来約100戸（世帯）に達するまでになっております。お試し暮らしの実績でも道内の

上位にランクされており、移住者も着実にふえてきております。

　　 2010 年の国勢調査によると、道内179市町村の中でも人口減少率が少なく、定住化

対策ほか、まちづくりの総合的な取り組みのあらわれと理解をしております。

　　農林商工連携にも力を注いでまいりました。その一つに情報館のオープンを挙げるこ

とができます。情報館では地元特産品の販売や観光情報の受発信、移住定住の窓口等の

事業をＮＰＯ法人のもとで行っており、官から民へ新しい公共の担い手としても期待し

ているところであります。

　　観光については、長引く景気の低迷やレジャー産業の減退に加え、東日本大震災も加

わり、苦戦を強いられております。

　　そんな中でありますが、ナショナルパーク（国立公園）を背景に持つ糠平温泉街は、

「ぬかびら源泉郷」と字名を変え、源泉かけ流し宣言、温泉と健康やいやしの取り組み、

北海道遺産、産業遺産を観光資源に活用するなど地域の資源を生かした挑戦が続いてお

ります。

　　厳しい観光を取り巻く環境の中で、札幌・道央圏と十勝を結ぶ道東道の開通は、人の

流れや物流の広域化が見込まれることから、観光振興の立場からもチャンスととらえ、

開通に合わせて上士幌町・ぬかびら源泉郷魅力発信事業などにも力を注いでいるところ

であります。

　　また、現在ぬかびら源泉郷では、環境省のビジターセンターと町の上士幌町ひがし大

雪博物資料館（仮称）を合築という形態で建築中であり、ぬかびら源泉郷観光の拠点と

して大いに期待しております。特に、この件については、国立公園内の整備事業として

昭和の時代にさかのぼる懸案で、長い歳月の間には、事業執行がきわめて困難な時期な

ど幾多の曲折があっただけに感慨もひとしおのものがあります。これを契機にぬかびら
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地域のインフラの整備や景観の保全、地域資源を生かした滞在、体験型観光の魅力づく

り等、次の展開が必要となってまいります。

　　教育では、中学校が改築され、近代的な校舎で子供たちは伸び伸びと勉学、部活動な

ど中学校生活を過ごしていると思っております。学校の再編では、地域の皆様の理解を

得て、上音更小学校と東居辺小学校が上士幌小学校と統合しました。統合に当たって児

童・保護者等にも一抹の不安もあったと思いますが、元気に通学する姿や運動会などで

の頑張りを見るときうれしくなります。その上士幌小学校は平成26 年に100周年にな

ります。記念すべき年に当たり、校舎や周辺など、教育環境の整備に着手しているとこ

ろであります。

　　高等教育では、１時期入学生の減少から学校再編（統廃合）の危機を迎えたときがあ

りました。充実した上士幌高校の教育活動に対する評価や関係者の懸命の努力が実り、

今は上士幌高校を志願する生徒数がふえており、町としては高校振興会を通して、全面

支援を行っているところであります。

　　福祉では、乳幼児からお年寄りまで安心して暮らすことができる町を目指し、鋭意力

を注いでまいりました。妊婦健診への助成や中学生までの医療費の無料化、保育所を含

む子育て支援、福祉循環バスなど他自治体に先駆けて対策を講じてまいりました。

　　また、地域福祉の担い手として、社会福祉法人やＮＰＯ法人に対しても支援を行って

おり、医療、生活支援、住まい、介護、健康・予防を地域で包括的にケアするシステム

の構築に向けて着々と態勢が整いつつあります。特に、社会福祉法人が計画している地

域密着型介護老人福祉施設、小規模多機能型施設の整備は、地域包括ケアの核施設とし

ての期待も大きく、現在支援のあり方について協議を重ねているところであります。

　　以上、深く印象に残っていることについてと今後の課題等についても述べさせていた

だきました。

　　３期12 年の総括ということでは、至らない点も多々あったと思いますが、私として

は悔いることのない 12 年間だったと感謝の気持ちでいっぱいであります。

　　今後の進退についてでありますが、私は町民の皆様からまちづくりのかじ取りを負託

され、今日までその職を誠実に遂行してまいりました。そういう中、今後町民の皆様や

後援会の皆様の意見等を十分にお聞きした上で、しかるべきときに進退を明らかにしま

すので、どうぞご理解を賜りたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　ただいま町長の答弁をお聞きいたしました。３期12 年にわた

る内容でありますので、私がこの中にとやかく言うべき問題ではないというふうに考え
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ておりますが、ただ、しかるべきときに進退を明らかにしますということでありますが、

現職の町長としては、やはり後援会、町民の皆様において早めにその意思表示をしたほ

うがいいのではないかと、それがやはり町長としての12 年の決断ということに当たる

のではないかと、新人ではないわけですから、速やかにそのことをいずれか町民に知ら

しめてほしいというふうに考えております。

　　もう一つは、上士幌もご多分に漏れず少子化、高齢化が進み、人口減が毎年のように

進んでいくわけであります。やはり町長が出馬という考えを持っているんであれば、そ

の考え方の中で、農業・中小企業の支援、経済活性をやるべきだと私は思っていますし、

また、働くところがなければ、子供たちやお年寄りたちに負担をかけるということはあ

りませんので、その経済の活性化が求められるものであります。これは竹中町長であろ

うとなかろうと新しい町政の中で進めていかなければならないと私は考えております。

　　私から見た町長のことを申し上げたいと思いますけれども、気分を悪くなさらないで

聞いていただきたい。やはり町長としてのものは、速やかにソフトで手堅くまとめてき

たということは、私も議員になる前から、またなってからも認めております。しかしな

がら、10 人に対して10 人にソフトにということであれば、10 分の１のことになる

おそれがありますので、トップリーダーとして、それからそういう決断力、それをやは

り万が一出馬となれば求めたい、なければそのことはなしにしていただきたいというふ

うに考えております。やはりもうちょっと町民と具体的に接し、それから中小企業、農

業、子供たちとも直接に時間があったら接していただきたい、そのことが私から見た３

期 12 年の私の総括であります。

　　町長が１期出まして３年たちました。１期目は種をまくんだと、２期目は育てますと、

３期目は収穫なんですと、それがまさしく今なんです。同じようなことをこれから考え

ていくというのでなくて、一歩進んだ町政を運営していくというのをこれからの町長に

求めますし、また上士幌も中・長期にありますように、人口減もかなり進んでいくとい

う状況であります。

　　ですから、そういうことも踏まえた中で、どうぞ後援会、町民の皆様と相談なされて、

速やかにその進退をはっきりしていただきたいと思います。そのことに答弁があればお

願いいたしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　そういった、今時期になると皆さんそれぞれ関心を持たれると、それは

当然のことだと思います。この職でありますけれども、自分の体でありますけれども、

公僕といいますか、町民あっての町長だということでは、こういったときにはよくよく
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考え、皆さん方の意見を聞いた上でないと、軽々に判断するのもこれもまたいかがなも

のかとそう思っております。ただ、今お話しあったように、できるだけ早くそれなりの

判断をすべきだということについては、おっしゃるとおりだとそんなふうに考えており

ます。

　　具体的にこれからの課題としての産業だとか、あるいは働く場所のことだとか、ご指

摘ありました、これはいずれにしてもこれからの政策の中身になってくるだろうと、そ

んなふうに思いますけれども、この町の地域特性といいますか、産業形態でいきますと、

何と言ってもやはり農業を軸にした産業がベースになるだろうと、あるいは林業ですね、

こういった一次産業をベースにして、それらと第二次、第三次の連携等々、こういった

ことがこの地域の活性化の最も大きな可能性を秘めたものであるというふうに思ってい

るところでございます。いろいろなそのほかにも経済という意味では、観光だとかいろ

いろありますけれども、それはもう当然鋭意努力していく課題であるというふうに思い

ます。

　　あと、何点か私の至らないところでのご指摘がありました。もっと町民と接する機会

をだとか、あるいは中小企業だとか、そんなご指摘ありました。これはご指摘をしっか

り受けとめて、この後いずれにしても、町民と接する、あるいはいろいろな人方の理解

を得て物事を進めていくということになりますから、事業、あるいは政策を進める上で

も、大事なリーダーとしての役割の一つだというふうに受けとめさせていただきたいと

そう思います。

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですか。

　　それでは、以上で３番、山本弘一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。

　　暫時休憩いたします。

（午前１１時３３分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午前１１時３３分）

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

◎承認第６号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第６、承認第６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。
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　　野中企画財政課長。

○野中美尾企画財政課長　ただいま上程されました承認第６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、11 月 16 日の衆議院の解散を受け、12 月４日公示、

16 日投票の選挙日程が決定したことから、衆議院議員総選挙及び最高裁判所国民審査

執行に係る経費について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、11 月 16 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７

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489万7,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を 61 億6,653万8,000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。

　　次に、事項別明細書の４ページをご参照ください。

　　歳入は、同支出金の選挙費委託金489万7,000円を増額補正するものであります。

　　歳出は５ページをご参照ください。

　　総務費の衆議院議員選挙費として489万7,000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

ただけ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

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６号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより承認第６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６号は承認することに決定いたしました。

　　ここで休憩といたします。
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　　休憩中に全員協議会を開催いたしますので、理事者及び議員の皆さんは、委員会室に

お集まり願います。

　　なお、再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

　　暫時休憩いたします。

（午前１１時３７分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１１時４７分）

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

◎同意第１号の上程、説明、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第７、同意第１号教育委員会委員の任命についてを議題と

いたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに町長から提案理由の説明を求めます。

　　竹中町長。

○竹中　貢町長　ただいま上程されました同意第１号教育委員会委員の任命ついて、提案

理由と内容をご説明申し上げます。

　　教育委員会委員のうち、江波戸　明教育長が平成24 年 12 月 17 日をもって任期満

了となります。

　　後任委員として、次の者を任命することとしたいので、議会の同意を求めるものであ

ります。

　　住所、河東郡上士幌町字上士幌東３線225番地、氏名、馬場久男氏、生年月日、昭和

29 年５月 16 日であります。

　　以上、同意第１号教育委員会委員の任命について、提案理由のご説明を申し上げまし

た。ご審議の上、ご同意くださいますようよろしくお願いを申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたが本件は人事案件でありますので、質

疑及び討論については議会運用例第105条の２の規定により、これを省略いたします。

　　これより直ちに同意第１号を採決いたします。

　　お諮りいたします。

　　本件は原案に同意することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、同意第１号は原案に同意することに決定いたしました。
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　　ここで休憩といたします。

　　再開は午後１時といたします。

（午前１１時４９分）

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

○議長（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）

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

◎議案第５１号の上程、説明、質疑、委員会付託

○議長（杉山幸昭議長）　日程第８、議案第51 号上士幌町子育て世帯支援住宅管理条例

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。

　　早坂商工観光課長。

○早坂清光商工観光課長　ただいま上程されました議案第51 号上士幌町子育て世帯支援

住宅管理条例の制定について、その提案理由と内容につきましてご説明申し上げます。

　　本町では都市と農村の交流を通じて、地域の活性化を図る取り組みの一環として、移

住・定住を促す各種施策を展開しているところでございます。

　　こうした中にありまして、町内で住宅に困窮されている子育て世帯、あるいは町外に

居住され町内の事業所に通勤されている子育て世帯、また本町に移住をしようと検討さ

れている子育て世帯などを対象として、今回子育て世帯に対する良質な居住環境の整備

を図り、若年層の人材交流により、地域の活性化と定住促進に寄与することを目的とい

たしまして、11 区西団地内の旧公営住宅２棟８戸を総務省の定住促進空き家活用事業

により２棟４戸に改修整備し、子育て世帯支援住宅として活用を図ることとしておりま

す。

　　今回のこの子育て世帯支援住宅の管理のためには、町単独新規の住宅管理条例が必要

となりますことから、上士幌町営住宅管理条例並びに上士幌町単身者住宅管理条例など

の既存条例、さらには他市町村の類似する管理条例の規定などを参考とし、本条例を制

定しようとするものであります。

　　それでは、条文の規定内容についてご説明申し上げます。

　　第１条は、設置についての規定でございまして、先ほど申し上げました目的のために

設置することを規定しております。

　　第２条は、支援住宅の位置及び名称等について規定をしております。

　　別表第１で、位置、名称、型式、面積、戸数を規定しております。
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　　第３条から第９条までは、入居者の公募から入居決定、入居に至るまでの一連の関係

規定を定めております。このうち第５条入居者の資格では、入居者の資格の一つとして、

16 歳未満の子がいることを条件としております。

　　第10 条は、認められた親族以外の同居の承認に係る規定、第11 条では、入居者が

死亡、退去した場合の継承について規定をしております。

　　第12 条は、支援住宅の入居期間ということで、最長12 年であることなどを規定し

ております。

　　第13 条から第15 条までは、家賃関係の規定をしておりまして、家賃は第13 条別

表第２で月額３万5,000円と規定をしております。

　　第 16 条は、敷金徴収についての規定をしております。

　　第17 条から第19 条までは、入居者の費用負担、住宅管理義務、損害賠償について

のそれぞれ規定をしております。

　　第20 条、第21 条では、契約の解除関係、第22 条では、明け渡し、第23 条では、

住宅の検査について規定をしております。

　　第24 条から第26 条までは、入居決定に際し、あるいは入居者について、暴力団員

かどうかの疑義、対応、手続等について規定をしております。

　　第27 条では、委任として条例の施行に関し、必要な事項は規則で定めることを規定

しております。

　　附則としまして、この条例は公布の日から施行することとしております。

　　以上、提案理由とその内容につきましてご説明申し上げました。ご審議賜り、ご議決

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51 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）　質疑がありませんので、これをもって議案第51 号に対する質

疑を終結いたします。

　　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51 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）　ご異議ないと認めます。

　　よって、議案第 51 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。
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　──────────────────────────────────────

◎議案第５２号の上程、説明、質疑、委員会付託

○議長（杉山幸昭議長）　日程第９、議案第52 号上士幌町ひがし大雪博物資料館条例の

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。

　　綿貫教育次長。

○綿貫光義教育次長　ただいま上程されました議案第52 号上士幌町ひがし大雪博物資料

館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。

　　提案理由ですが、現在建設中の環境省ビジターセンターと連携した町施設は、平成

24 年度末に完成し、平成 25 年度にオープン予定となっております。

　　現在のひがし大雪博物館条例は、博物館法に基づき条例を制定していますが、新しい

施設は、環境省ビジターセンターとの連携施設であることから、現在のひがし大雪博物

館条例は廃止し、新たに条例を制定するものです。

　　また、ひがし大雪博物館条例の廃止に伴い、上士幌町鉄道資料館条例の一部改正も必

要となります。

　　新たな条例について、その内容についてご説明申し上げます。

　　条例名を上士幌町ひがし大雪博物資料館条例とし、第１条では、東大雪地域の自然や

文化に関する調査研究、資料収集や教育普及並びに観光を初めとする地域情報の発信を

通して、地域振興を推進するための拠点施設として、上士幌町ひがし大雪博物資料館を

設置いたします。

　　第２条では、名称及び位置について定めております。

　　第３条では、博物資料館に必要な職員の配置を定めております。

　　第４条では、博物資料館の秩序を乱すものや利用者の妨げをするものに対する入館の

拒否や退館の強制を定めております。

　　第５条では、利用者が施設整備や博物資料を損傷等した場合の損害賠償について定め

ております。

　　第６条では、規則への委任について定めております。

　　次に、附則第１項で、この条例は平成 25 年４月１日から施行するものといたします。

　　第２項では、上士幌町ひがし大雪博物館条例の廃止を定めております。

　　第３項では、上士幌町ひがし大雪博物館条例の廃止に伴い、上士幌町鉄道資料館条例

の一部を改正することを定めております。

　　上士幌町鉄道資料館の一部改正内容についてですが、議案第52 号関係資料、上士幌
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町鉄道資料館条例新旧対照表をご参照願います。

　　まず、第１条中、「上士幌町ひがし大雪博物館条例（昭和44 年条例第13 号）第２

条第２項の規定に基づき、上士幌町ひがし大雪博物館（以下、「博物館」という。）の

分館として、」までを削除いたします。

　　次に、第５条ですが、第１項第３号を削ります。

　　第６条中、第３項を削り、第４項を第３項といたします。

　　以上、議案第52 号上士幌町ひがし大雪博物資料館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。ご審議の上、ご可決くださいますようよろしく

お願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第52 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）　質疑ありませんので、これをもって議案第52 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52 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。

　　よって、議案第 52 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５３号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第10 、議案第53 号上士幌町営ナイタイ高原牧場管理条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　佐藤ナイタイ高原牧場長。

○佐藤桂二ナイタイ高原牧場長　ただいま上程されました議案第53 号上士幌町営ナイタ

イ高原牧場管理条例の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由と内容に

ついてご説明申し上げます。

　　町例規集は 5981 ページからでございます。

　　今回の改正の趣旨についてご説明申し上げます。

　　上士幌町営ナイタイ高原牧場は、設置目的である畜産振興の基盤の確立を図り、農業
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経営の安定に寄与するための施設として、昭和47 年より今日まで町直営による牧場運

営を実施してきたところであります。この間、育成牧場として本町の農業振興に果たし

てきた役割は大変大きいところでありますが、懸案となっていた収支バランスの改善を

初め、牧場が持つ資源のさらなる活用と付加価値を高めることを目的に、平成19 年度

から５年間にわたる検討作業を進めてまいりました。特に平成21 年度からは、ＪＡ上

士幌町、全農ＥＴ研究所、上士幌町の三者による農業振興プロジェクト会議を設置し、

協議・検討を重ねる中で、新年度より指定管理者制度を導入することについて、一定の

方向性が出されたところであります。

　　今回の条例の一部改正につきましては、さきに述べました指定管理者制度の導入に向

けた関係条例の整備を行うものであります。また、今回の改正にあわせまして、牧場の

位置や面積、施設の種類など別表として詳細に示していた部分等についても、改正を行

っております。

　　それでは、お手元の議案第53 号関係、上士幌町営ナイタイ高原牧場管理条例の一部

を改正する条例新旧対照表をごらんください。

　　提案の内容でございますが、第２条は、名称及び位置につきまして記載のとおり改正

をいたします。

　　次に、改正前の第３条と第４条を削ります。以降、改正後の条項は、２条ずつ繰り上

げます。

　　次に、第３条の放牧、採草及び舎飼いの期間、方法等でありますが、放牧の期間、採

草の期間、舎飼いの期間を現況に合わせ、改正いたします。

　　また、第２項では、改正前の下線部分、「有毒な植物及び障害物の除去、害虫の防除

並びに」を削ります。

　　続きまして、次のページの第６条第１項第１号中、改正前「別表４」を「別表」に改

めます。

　　次に、第７条第１項の改正前、第３号を削ります。

　　続きまして、次のページの第 10 条第１項第１号から第３号中の適用条項を改めます。

　　次に、改正前の第 13 条を削ります。

　　続きまして、第11 条につきましては、指定管理者による管理を加えるものでありま

す。内容につきましては、町長は必要があると認めるときは、指定管理者にナイタイ高

原牧場の管理及び運営を行わせることができると規定するものであります。

　　また、次のページの第２項として、前項の規定によりナイタイ高原牧場の管理を指定

管理者に行わせる場合は、第３条、５条、７条、８条、全条の規定中、町長とあるのは
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指定管理者と読みかえるものとすると規定するものであります。

　　次に、第12 条につきましては、指定管理者が行う業務を新しく加えるものでありま

す。内容につきましては、前条の規定により指定管理者にナイタイ高原牧場の管理及び

運営を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は次に掲げる業務とするとし、第１号

から第５号までの記載の業務を規定するものであります。

　　最後に、改正前の別表１、第２条関係、６ページ目の別表２、第３条関係、別表３、

第４条関係までを削ります。改正前の別表４、第８条関係を別表第６条関係に改めます。

　　附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するとするものであります。ただ

し第 13 条を削り、第14 条を 13 条とする改正規定は、平成25 年４月１日から施行

するとするものであります。

　　経過措置といたしまして、この条例よる改正後の上士幌町営ナイタイ高原牧場管理条

例第 11 条第１項の規定により指定管理者にナイタイ高原牧場の管理及び運営に関する

業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に町長がした承認その他の行

為、または町長に対してなされた申請、その他の行為は指定管理者がした承認、その他

の行為または指定管理者に対してなされた申請、その他の行為とみなすとするものでご

ざいます。

　　以上、第53 号上士幌町営ナイタイ高原牧場管理条例の一部を改正する条例の制定に

つきまして、その提案理由と内容についてご説明申し上げました。ご審議の上、ご可決

くださいますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（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53 号について

質疑を行います。質疑ありますか。

　　１番、伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　内容的にはわかりましたけれども、職員の身分はどのような扱

いになるのかお聞きをいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　高嶋総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　職員の関係でございますが、現在ナイタイ高原牧場で勤務しており

ます準職員につきましては、町の職員のまま指定管理者のほうに派遣するという形をと

る予定にしております。

○議長（杉山幸昭議長）　ほか質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ほかにありませんので、これをもって議案第53 号に対する質

疑を終結いたします。
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　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第53 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 53 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第５４号及び議案第５５号の上程、説明、質疑、討論、採

決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第11 、議案第54 号公の施設に係る指定管理者の指定に

ついて、日程第12 、議案第55 号公の施設に係る指定管理者の指定について、以上２

案を一括して議題といたします。

　　本件について、中村保嗣議員は地方自治法第117条の規定に該当いたしますので、除

斥されますので、退場を求めます。

（中村保嗣議員退場）

　　ここで暫時休憩いたします。

（午後　１時２０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２０分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　柚原保健福祉課長。

○柚原幸二保健福祉課長　ただいま上程されました議案第54 号公の施設に係る指定管理

者の指定について並びに議案第55 号公の施設に係る指定管理者の指定についての両議

案につきましては、関連がありますので、一括してその提案理由と内容についてご説明

申し上げます。

　　公の施設に係る指定管理者の指定につきましては、上士幌町公の施設に係る指定管理

者の指定手続等に関する条例に基づき、上士幌町農林漁家高齢者生きがいセンター及び
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上士幌町屋内ゲートボール場を指定の社会福祉法人に管理運営業務を担わせているとこ

ろであります。

　　両施設とも平成22 年度から平成24 年度までの３年間の指定管理期間が満了となる

ことから、平成25 年度から平成27 年度の３年間の管理運営業務について、当該条例

及び規則に基づき、指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の２第６項の規

定により議会の議決を求めるものであります。

　　初めに、議案第54 号でありますが、１、指定管理者の名称は、社会福祉法人上士幌

町社会福祉協議会、２、管理を行わせる施設の名称及び所在地は、上士幌町農林漁家高

齢者生きがいセンター、河東郡上士幌町字上士幌東２線242番地、３、管理を行わせる

期間は、平成25 年４月１日から平成28 年３月31 日までであります。管理業務の範

囲は、（１）施設の維持管理業務ほか（３）までの業務であります。

　　続きまして、お手元の資料の議案第 54 号関係をご参照願います。

　　１ページは上士幌町農林漁家高齢者生きがいセンターの指定管理者の指定に至る経過

であります。

　　平成24 年７月30 日に開催されました第１回指定管理者選定委員会において審査が

行われ、上士幌町農林漁家高齢者生きがいセンターについては、陶芸、石細工、手芸、

老人クラブ活動など高齢者に生きがいづくりや健康増進等の施設の一環として設置され

ているものであります。特定部門の利用に限らず、広く高齢者の方々や一般の町民が集

えるような活動支援、さらに高齢者サロン事業の場としても提供しております。

　　事業の継続性や高齢者福祉対策として設置された施設であることなどを考慮し、審査

の結果、公募によらず前回と同様に上士幌町社会福祉協議会が指定管理者として選定さ

れたものであります。

　　８月１日には、社会福祉協議会に対し、町の考え方の説明と関係書類の提出について

依頼しております。

　　８月31 日に社会福祉協議会より指定管理者の申込書及び事業計画書等の提出があり

ました。

　　 10 月 22 日には、第２回の選定委員会が開催され、事業計画や予定管理費用の審査

の結果、内容について承認されております。

　　２ページ目は、策定委員会における審査資料であります。上士幌町社会福祉協議会か

ら提出された事業計画書より抜粋しております。

　　１、施設の管理に関する基本方針、２、事業計画、３、開館の時間、人員体制が記載

されておりますが、詳細の説明は省略させていただきます。
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　　３ページは、管理に係る収支計画書の総括表であります。平成25 年度から平成27

年度とも同額であります。

　　収入の部としては、町からの施設の管理費用の見込み額は824万8,000円で、教材費

の負担金として 30 万円を見込み、収入合計は854万8,000円となっております。

　　支出の部では、管理業務の支出合計は、収入合計と同額の854万8,000円となってお

ります。

　　４ページの収支計画書の内訳書でありますが、３カ年とも同額なので、平成25 年度

のみの資料として提出しております。

　　また、この収支内訳書につきましては、先ほどの総括表を項目ごとに区分したもので

すので、詳細の説明は省略させていただきます。

　　これらの内容につきましては、第２回の選定委員会において承認されているものであ

ります。

　　次に、議案第55 号でありますが、１、指定管理者の名称は、社会福祉法人上士幌町

社会福協議会、２、管理を行わせる施設の名称及び所在地は、上士幌町屋内ゲートボー

ル場、河東郡上士幌町字上士幌東２線242番地、３、管理を行わせる期間は、平成25

年４月１日から平成28 年３月31 日までであります。４、管理業務の範囲は（１）施

設の維持管理業務ほか（３）までの業務であります。

　　続きまして、お手元の資料の議案第 55 号関係の資料をご参照願います。

　　上士幌町屋内ゲートボール場の指定管理者の指定に至る経過であります。

　　平成24 年7月 30 日に開催されました第１回の選定委員会において審査が行われ、

上士幌町屋内ゲートボール場については、高齢者生きがいセンターに併設され、スポー

ツを通じた交流と元気高齢者を生み出していくキーステーションとしての役割を果たし

ております。老人クラブ活動やスポーツ活動の支援など総合的な高齢者福祉対策を推進

する上で、生きがいセンターと一体的に管理運営することが効率的な運用が行えるもの

と考えられ、また事業の継続性や高齢者福祉対策として設置された施設であることなど

を考慮し、審査の結果、公募によらず前回と同様に社会福祉協議会が指定管理者として

選定されたものであります。

　　それ以降の手続につきましては、先ほどご説明しました上士幌町農林漁家高齢者生き

がいセンターと同様の手続を経て、第２回の選定委員会で内容について承認されている

ものであります。

　　２ページ目は、選定委員会における審査資料であります。上士幌町社会福祉協議会か

ら提出されました事業計画書により抜粋しております。
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　　１、施設の管理に関する基本方針、２、事業計画、３、開館時間、人員体制が記載さ

れておりますが、説明は省略させていただきます。

　　３ページは、管理に係る収支計画書の総括表であります。平成25 年度から平成27

年度とも同額であります。

　　収入の部としては、町からの施設の管理費用の見込み額のみで122万7,000円となっ

ております。

　　支出の部では、管理業務の支出合計、収入合計と同額の122万7,000円となっており

ます。

　　４ページの収支計画書の内訳書でありますが、３カ年とも同額なので、平成25 年度

のみの資料として提出しております。

　　また、この収支内訳書につきましては、先ほどの総括表を項目ごとに区分したもので

すので、説明は省略させていただきます。

　　これらの内容につきましては、第２回の選定委員会において承認されているものであ

ります。

　　以上、議案第54 号公の施設に係る指定管理者の指定について並びに議案第55 号公

の施設に係る指定管理者の指定についての内容と提案理由についてご説明申し上げまし

た。ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより２案を一括して質疑を

行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって２案に対する質疑を終結いたします。

　　これより議案ごとに討論、採決を行います。

　　初めに、議案第 54 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、これより議案第54 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 54 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 55 号に対する討論を行います。討論ありますか。
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（「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55 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 55 号は原案のとおり可決されました。

　　ここで暫時休憩といたします。

（中村保嗣議員入場）

（午後　１時２９分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午後　１時３０分）

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

◎議案第５６号から議案第６１号の上程、説明、質疑、討論、採

決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第13 、議案第56 号平成24 年度上士幌町一般会計補正

予算（第８号）、日程第14 、議案第57 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３号）、日程第15 、議案第58 号平成24 年度上士幌町水道事業特別

会計補正予算（第４号）、日程第16 、議案第59 号平成24 年度上士幌町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１号）、日程第17 、議案第60 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３号）、日程第18 、議案第61 号平成24 年度上

士幌町介護保険特別会計補正予算（第３号）、６案を一括して議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに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56 号、議案第57 号、議案第58

号、議案第59 号、議案第60 号、議案第61 号の提案理由と内容についてご説明を申

し上げます。

　　このたびの補正予算につきましては、一般会計並びに５特別会計について補正を行う

ものでございます。補正総額は2,903万4,000円の減額補正となります。補正後の予算

規模は、一般会計と５特別会計の総額で 79 億9,816万8,000円となります。
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　　それでは、各会計の内容を申し上げます。

　　議案第 56 号一般会計補正予算（第８号）であります。

　　１ページをごらんください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ217万8,000円を追加し、総額を

61 億6,871万6,000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４ページの第１表のとおりでございます。

　　第２条では、債務負担行為の補正といたしまして、農業経営基盤強化資金融通に対す

る利子補給について廃止するものでございます。これは今年度全額国費で利子補給され

る事業が創設されたことによるものでございます。

　　第３条では、地方債補正といたしまして、過疎対策事業の限度額を６億5,920万円か

ら６億5,760万円に変更補正するものでございます。

　　歳出補正のうち減額補正の主なものにつきましては、ふるさと農道緊急整備事業

3,973万3,000円、スポーツセンター駐車場トイレ整備事業289万8,000円であります。

また、追加補正の主なものにつきましては、財政調整基金積立金3,732万5,000円、健

康増進センター管理運営事業113万8,000円、町営住宅補修事業305万7,000円、定住

促進賃貸住宅建設費助成事業1,814万円、ビジターセンター連携施設整備事業172万

7,000円であります。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略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。

　　 30 ページの議案第57 号国民健康保険特別会計補正予算（第３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175万4,000円を追加し、総額を

７億5,718万9,000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、

31 ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出における追加補正の主なものにつきましては、退職被保険者等療養給付費126万

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。

　　次に、39 ページの議案第58 号水道事業特別会計補正予算（第４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67 万2,000円を追加し、総額を２億907
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万7,000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、

40 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、事務管理経費61 万8,000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、説明を省略をいたします。

　　次に、45 ページの議案第59 号後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）をごら

んください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ12 万5,000円を追加し、総額を

8,356万5,000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、

46 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、後期高齢者医療広域連合納付金11 万3,000円

を追加補正いたします。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略をいたします。

　　次に、51 ページの議案第60 号公共下水道事業特別会計補正予算（第３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それぞれ3,488万6,000円を減額し、総

額を２億9,538万6,000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2,330万円から

1,540万円に変更いたします。また、過疎対策事業債の限度額を2,320万円から1,540

万円に変更いたします。

　　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、

54 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、下水道施設整備事業3,486万9,000円を減額補

正をいたします。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略をいたします。

　　次に、59 ページの議案第61 号介護保険特別会計補正予算（第３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112万3,000円を追加し、総額を

４億8,423万5,000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、
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60 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、事務管理経費75 万8,000円、福祉用具購入費

事業 35 万3,000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、説明を省略いたします。

　　以上、一般会計並びに５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、これより会計ごとに質疑を行い

ます。

　　それでは、議案第56 号平成24 年度上士幌町一般会計補正予算（第８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 11 ページからページごとに一括して質疑を行います。

　　 11 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、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、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。

（「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）　今回、町営住宅の改修事業が300万ちょっと出ていますけれ

ども、これの内容についてまずご説明をお願いをしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　尾形建設課長。

○尾形昌彦建設課長　ただいまの佐々木議員の質疑の説明ですが、公営住宅の管理につき

ましては、入退去があった際にある程度一定程度の修繕をした上で新しい方に入居をし

ていただいているという状況にございます。その中で、本年度に入りまして、ふれあい
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団地の入退去の件数が過去の年よりも多かったという実態がございまして、その分の内

装営繕等の経費が多くかかってございます。

　　また、ほかの団地でも長期間入居していた世帯の退去がふえてきているという実態が

ございまして、入居時にできにくかった改修を空き家のときに実施をしているという実

態もございまして、その修繕費についても経費がかさんでいるといった状況にございま

す。

　　特に、最近では高齢者の住宅の退去理由に、死亡や介助が必要になったことで、家族

とお暮しになったり、もしくは施設入居などの事由がふえてきているという実態がござ

いまして、非常に長く住まれた方が公営住宅を退去されているというケースがふえてき

ているという状況にございます。

　　修繕料につきましては、過去の平均的な額で当初計上させていただいていることから、

今までの理由によります平均的以上の修繕費が必要になったということで、今後の当期

の修繕料を見据えた上で、必要分について増額補正をお願いするというものでございま

す。

　　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）　次に、 20 ページから 21 ページまで、質疑を行います。

　　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　定住促進住宅に対する助成の関係ですが、24 年度末までに何

戸建設されたのかと、それから目標達成しつつあるのかという気がするんですが、それ

からこの予算は、当初多分地方債で過疎債を充てたような気もするんですが、その点今

回は一般財源というふうになっています。財源の措置について質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　尾形建設課長。

○尾形昌彦建設課長　今の山本議員のご質問ですが、今回の補正部分を含めまして、平成

20 年から５年間の事業を実施しておりまして、今回の補正分の金額を含めまして、合

計 50 棟 95 戸分の認定をしているところでございます。この戸数が今年度中に建設に

なるという予定でございます。

　　財源につきましては、地方債を充当するということでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　ほか 20 ページから 21 ページまでありますか。

　　尾形建設課長。

○尾形昌彦建設課長　申しわけありません。訂正させてください。一般財源を充当すると
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いうことになってございます。申しわけございません。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　わかりました、ちょっと変だなと思いました。そうしたらもと

もと当初予算は多分地方債だったと思うんですが、それはここでまた来年度の予算でも

質問したいと思うんですが、頭打ちがあって今回一般財源になるのか、もともと年間

3,000万ほどプラス、補正で1,000何万、今回は多分かなり大きめな補正ですので、金

額的にかなり大きいと思うんですが、その点含めて、一般財源ならそれはそれでいいん

ですけれども、地方債には充当することはできないのかどうかまず質問いたします。た

しか地方債で当初予算で充てたと思うんですが、その辺はどうなのか質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩いたします。

（午後　１時４４分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午後　１時４５分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　野中企画財政課長。

○野中美尾企画財政課長　この定住促進賃貸住宅の建設助成につきましては、当初過疎債

のソフト事業ということで、過疎債を活用していたんですが、過疎債のソフト事業の限

度額が達してしまったということの理由から、一般財源からの補てんということでござ

います。

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですか。

（「はい」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　６番、佐々木　守議員。

○６番（佐々木　守議員）　今回の予算については何戸ぐらいの計画になるのか、端数の

予算ですから恐らくその辺も含めて話があるんだろうと思いますし、法人向けかどうか

も含めて、この際わかる範囲で説明をお願いします。

○議長（杉山幸昭議長）　尾形建設課長。

○尾形昌彦建設課長　今回の補正分につきましては、今年度分で補正、不足する額の総額

という形になるんですけれども、要因といたしましては、最終的に11 月に認定申請の

ございました２棟10 戸分こちらを認定したことによる不足分で、最終的に年度で足り

ない分を補正させていただくという内容でございます。

　　それから、こちらの住宅につきましては、福祉施設の職員向けの住宅という目的を持
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ってございます。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかこのページ、よろしいですか。

（「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 ページから25 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、給与費明細書は26 ページから28 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、地方債調書は29 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、８ページから10 ページまでを

一括して質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、事項別明細書の総括表、６ページから７ページまでを一

括して質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、一般会計補正予算書の１ページから５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56 号平成24 年度上士幌町一般会計補正予算

（第８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 57 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３

号）は、 30 ページから 38 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57 号平成24 年度上士幌町国民健康保険特別
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会計補正予算（第３号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 58 号平成 24 年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第４号）は、

39 ページから 44 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）　以上で、議案第58 号平成24 年度上士幌町水道事業特別会計

補正予算（第４号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 59 号平成 24 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）は、 45 ページから 50 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）　以上で、議案第59 号平成24 年度上士幌町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 60 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３

号）は、 51 ページから 58 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）　以上で、議案第60 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３号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 61 号平成 24 年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第３号）は、

59 ページから 64 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）　以上で、議案第61 号平成24 年度上士幌町介護保険特別会計

補正予算（第３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）　質疑がありませんので、町理事者に対する総括質疑を終了いた

したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（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56 号から議案第61 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。

－46－



　　初めに、議案第56 号平成24 年度上士幌町一般会計補正予算（第８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56 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 56 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第57 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57 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 57 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第58 号平成 24 年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第４号）の討

論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第58 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 58 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 59 号平成 24 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）の討論を行います。討論ありますか。
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（「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59 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 59 号は原案のとおり決定いたしました。

　　次に、議案第 60 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60 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 60 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第61 号平成 24 年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第３号）の討

論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第61 号に対する採決を

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 61 号は原案のとおり可決されました。

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

◎諮問第１号の上程、説明、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第19 、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてを

議題といたします。
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　　議案の朗読を省略し、直ちに町長から提案理由の説明を求めます。

　　竹中町長。

○竹中　貢町長　ただいま上程されました諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について、

その提案理由を申し上げます。

　　人権擁護委員３名中、山本節子氏が平成25 年３月 31 日をもって任期満了となるた

め、その後任として新たな人権擁護委員の候補者を推薦したいので、人権擁護委員法第

６条第３項の規定により議会の意見を求めるものであります。

　　住所、河東郡上士幌町字上士幌東２線236番地６、氏名、宗像静香氏、生年月日、昭

和 29 年１月 31 日生まれ。

　　以上、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について、その提案理由を申し上げまし

た。ご審議賜りご意見をいただきますようよろしく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が、本件は人事案件でありますので、

質疑及び討論については、議会運用例第105条の２の規定によりこれを省略いたします。

　　これより直ちに採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　諮問第１号は原案について適任であるとすることにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、諮問第１号は原案について適任であるとすることに決定いたしました。

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

◎教育長退任あいさつ

○議長（杉山幸昭議長）　ここで、12 月 17 日付をもって任期満了となり、退任するこ

ととなりました江波戸　明教育長から退任あいさつの申し出がございますので、発言を

許します。

　　教育長、江波戸　明君。

○江波戸　明教育長　ただいま議長様よりお許しを賜りましたので、貴重な時間をちょう

だいし、一言退任のごあいさつを申し上げたいと思います。

　　昭和44 年４月に当時の農政課草地係清水谷肉用牛繁殖センターに勤務して以来、農

業の現場を初め長きにわたり多くの行政を経験させていただきました。振り返れば議会

の皆様や理事者、同僚、関係機関の特段のご協力を賜りながら、かすかながらまちづく

りへの足跡が残せたのかとそういうふうに思っているところであります。

　　さて、その中においてどうしても行政は守りの体制になるという、そういう場面を感

－49－



じるところがありました。そのようなときに攻めの行政を得々と教えてくれた大先輩が

おりました。この攻めの行政の必要性を教えてくれた大先輩の言葉が今日まで私の行政

を進めるための心の指針になってきているかと、そういうふうに思っているところであ

ります。

　　さて、平成16 年 12 月 18 日をもって本町議会において教育委員の任命の同意を賜

りながら、以降２期８年間、教育長としての選任を受け、改めてその立場と責務の重さ

を感じながら職務に邁進してきたところであります。このような背景のもと、皆さんの

ご理解とご助言を賜りながら、町内小学校の学校再編、教育・学校施設等の改修や改築、

ビジターセンターの連携施設の改築等、また上高の課題でありました２間口の維持、生

涯学習センターの複合化施設への改築構想の基盤づくり、こんなことも目標が少しずつ

目に見えてきたかなとそういうふうに思っているところであります。

　　また、喫緊の課題として、先ほども一般質問にありました社会教育の充実した社会性

を基本に据えながら、生涯学習の成果を盛り込んだ行政全体で連携している子育て支援、

これを見据えた特色あるまちづくりの枠組みが見え始めてきたところであります。

　　これからは、自分を育ててくれたこの大好きな上士幌町のために微力でありますが、

自分に残された時間を有効に使い、一方、家族や地域とのかかわりを一層大切にした生

活を送りたいものと思っております。

　　このたびの教育長の退任に関し、議会開催中にかかわらず大変貴重な時間を賜りまし

たこと、あいさつの機会をいただきましたことにつきまして、重ね重ね感謝を申し上げ

るところであります。

　　退任に当たり、ちょっと俳句を趣味にしていますので、下手な俳句を披露して退任の

あいさつにかえさせていただきたいと思います。

　　「ニペソツの標高年や年明ける」ニペソツは本町で１番高い山であります。来年ニペ

ソツのちょうど標高年、ここをうたって、ぜひ標高年のニペソツを超えてくれるような

町になってくれたらいいなとそんな感じでうたわせていただきました。

　　もう１句、「空き缶を蹴れば子の散る暮の秋」本当に教育現場で子供たちの元気な姿、

これから冬に向かっていく子供たち、秋口本当に一生懸命体力つくってくれたなと、次

の町の担い手としてぜひ子供たちを大切にしてほしい、そんな町をうたったところであ

ります。

　　大変長い間ご指導賜りありがとうございました。（拍手）

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

◎散会の宣告
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○議長（杉山幸昭議長）　以上で本日の議事日程はすべて終了いたしましたので、本日の

会議を終わります。

　　明日からは休会とし、本会議の再開は12 月 18 日火曜日午前10 時でありますので、

ご承知願います。

　　本日はこれにて散会といたします。

（午後　２時０１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）　議会運営副委員長より本日の議事運営について発言を求めます。

　　議会運営副委員長、角田久和議員。

○議会運営副委員長（角田久和議員）　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、12 月 13 日午前 10 時より委員会室において、議会運営委員の

ご出席をいただき、説明員に副町長のご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で決定いたしました。

　　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。

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

◎教育長就任あいさつ

○議長（杉山幸昭議長）　ここで、12 月 18 日付をもって就任されました馬場久男教育

長から、就任あいさつの申し出がございますので、発言を許します。

　　教育長、馬場久男君。

○馬場久男教育長　先ほど開催されました教育委員会におきまして、教育長に選出されま

した馬場久男でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、貴重なお時間

をいただきまして、まことにありがとうございます。

　　前任の江波戸さんは、中学校校舎の改築、学校施設の耐震化、小学校の再編、上士幌

高校の２間口確保、ひがし大雪博物資料館の建設、そのほか教育行政の推進にご尽力さ

れ、まちづくりに多大なる貢献をされました。心から感謝とお礼を申し上げます。

　　さて、これから４年間の任期で教育行政に直接携わることになりましたが、学校教育、

社会教育ともに多くの課題があることを認識しております。教育行政にかかわる機関、

団体、関係者の皆様と連携強化を図りながら、一つ一つの課題にしっかりと向き合い、

取り組み、課題の解決に向けて進めていきたいと考えております。

　　例えば、いじめで自殺ということが最近の報道にもありました。全国では毎年３万人

－55－



前後の方が自殺をされているということです。たった一度きりの人生をみずから断ち切

ってしまう、こういったことを絶対に防がなければなりません。命の大切さ、とうとさ、

こういったものをしっかりと理解していってほしいというふうに考えています。そのた

めには、この激しいこれからの社会を自立して生きていくために生きる力をはぐくむ、

相手を思いやる心をはぐくむ、こういったことが大切だと考えております。

　　もう１点ですが、子育ち支援という言葉があります。これは親の立場から育てるので

はなくて、子供が本来持っている育つ力をみんなで周りの者が見守り、はぐくみ、支援

するという、そういった観点に立った子育てです。あくまでも子供が主体となった子育

て支援、そういったものを考えていきたいということで、考えております。

　　例えばということで２点についてお話をさせていただきましたが、常に町民の皆様の

思いを大切にした人にやさしいまちづくり、そういったものを考えていきたいというふ

うに思っております。

　　私は上士幌生まれで、地元の小学校、中学校、高等学校を卒業して、役場のほうに入

りました。本当に生粋の上士幌っ子だということで、大好きなこの町のために微力であ

りますが、精いっぱい頑張る所存でございます。

　　町議会議員の皆様並びに町民の皆様、ご指導、ご支援、ご協力のほうを引き続きよろ

しくお願い申し上げまして、教育長就任に当たってのごあいさつとさせていただきます。

　　本日はまことにありがとうございました。

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

◎議案第５１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51 号上士幌町子育て世帯支援住宅管理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、総務文教厚生常任委員

会。

　　本委員会に付託されました事件については、慎重審査の結果、次のとおり決定いたし

ましたので上士幌町議会会議規則第 77 条の規定により報告をいたします。

　　１、審査事項、議案第 51 号上士幌町子育て世帯支援住宅管理条例の制定について

（平成 24 年 12 月４日付託）

　　２、審査年月日、平成 24 年 12 月 11 日、計１回であります。
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　　３、審査場所、委員会室

　　４、説明員に、竹中町長、千葉副町長、早坂商工観光課長、杉原主幹、野々村主査、

尾形建設課長、船戸主査のご出席をいただいております。

　　審査結果、当委員会は議案第51 号の審査に当たり、町長、副町長、担当課長、担当

主幹、担当主査の出席を求め、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。質疑はありますか。

　　６番、佐々木守議員。

○６番（佐々木　守議員）　１点だけお伺いをしたいと思います。

　　委員会での審査において、６条の２にあります入居者の選考について、これはその選

考の具体的な基準であるとか、考え方であるとかということについては、質疑があった

のかどうか、あればその内容はどういうものであったのか、この際お聞きをしたいとい

うふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　委員長。

○総務文教厚生常任委員長（山本裕吾議員）　お答え申し上げます。

　　この上士幌町子育て世帯支援住宅管理条例の制定につきましては、２名の委員より質

疑がございまして、１点目は、物置、あるいはその車庫のあり方についてどうなのかと

いうことと、もう一方では、入所者の資格、選考、あるいは保証人の関係でございます

けれども、この場合に他町村から移住ということでございますので、町内の方の知り合

いがいないということも想定されますので、町内の保証人に限定しないというような質

疑がございましたので、そこの部分については詳しくは質疑がないということで思って

おります。

　　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）　一番問題になるのは、入りたいけれどもどうなのかというふ

うに、恐らく町民の皆さんは心配をするし、議員であれば今度新しい住宅ができたんだ

けれども、これはどういう基準なら入れるのか、当然聞かれると思うんです。そのこと

が全く審議されてないということがちょっと僕には疑問なんですが、要綱等はあるのか

どうかも含めて議論がなかったのか、もう一度お伺いをしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩します。
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（午前１０時１０分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午前１０時１１分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　委員長。

○総務文教厚生常任委員長（山本裕吾議員）　質疑ということはございませんでしたけれ

ども、施行規則についての説明はございました。

　　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）　その施行規則上、この選考に当たってはどういう内容になっ

ているのか、この際お知らせを願いたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　中身ですか。

○６番（佐々木　守議員）　選考の部分だけで構いませんから。

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩いたします。

（午前１０時１１分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午前１０時１３分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　委員長。

○総務文教厚生常任委員長（山本裕吾議員）　中身につきまして、明文化されたきちんと

したものは、いまだかつてございませんけれども、ただ、委員会の中で条例の規定とし

ては、入居者の対象とするもの、入居者の選考の中では、住宅の困窮度や子供の年齢、

人数といった観点から入居者選考を進めていくということなので、優先順位が低いとい

うようなことにもなっておりますので、何せ子育て支援を目的とした住宅でございます

ので、やはりここに移住して、そして職を求めてここの学校に通わせるというようなこ

とも、私も一方ではこの設備を利用して住みたいという話も個人的には聞いております

けれども、そういうことも含めて、明文化したものはございませんけれども、そういう

議論があったことはお伝えしておきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩します。

（午前１０時１４分）

－58－



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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午前１０時１６分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　委員長。

○総務文教厚生常任委員長（山本裕吾議員）　先ほどの説明をちょっと訂正させていただ

きたいと思いますけれども、規則は出ておりまして、後ほど担当課のほうより配付する

ということになっていることでございます。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですか。

（「はい」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ほか質疑ありますか。ありませんか。

（「なし」の声）

○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 51 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、議案第51 号に対する討論を終結いた

します。

　　これより議案第 51 号の採決を行います。

　　議案第 51 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 51 号は委員長の報告のとおり可決されました。

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

◎議案第５２号の上程、報告、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第２、総務文教厚生常任委員会審査報告を行います。

　　議案第 52 号上士幌町ひがし大雪博物資料館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。総務文教厚生常任委員
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会。

　　本委員会に付託されました事件については、慎重審査の結果、次のとおり決定いたし

ましたので、上士幌町議会会議規則第 77 条の規定により報告をいたします。

　　審査事項、議案第 52 号上士幌町ひがし大雪博物資料館条例の制定について（平成

24 年 12 月４日付託）

　　審査年月日、平成 24 年 12 月 11 日、計１回であります。

　　審査場所、委員会室

　　説明員に、竹中町長、千葉副町長、江波戸教育長、綿貫教育次長、須田主幹

　　審査結果、当委員会は議案第52 号の審査に当たり、町長、副町長、教育長、担当次

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。質疑はありますか。

（「なし」の声）

○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 52 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、議案第52 号に対する討論を終結いた

します。

　　これより議案第 52 号の採決を行います。

　　議案第 52 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 52 号は委員長の報告のとおり可決されました。

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

◎議案第６２号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第３、議案第62 号上士幌町立学校教育施設建設基金条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
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　　野中企画財政課長。

○野中美尾企画財政課長　ただいま上程されました議案第62 号上士幌町立学校教育施設

建設基金条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容についてご説

明申し上げます。

　　町例規集は3,168ページでございます。

　　今回の改正理由でございますが、本基金条例は、上士幌町立学校の教育施設の建設に

必要な資金を積み立てるために昭和57 年４月に制定したものですが、既存の学校施設

の老朽化に伴う大規模改修整備が今後想定されることから、それらの費用にも充てるこ

とができるよう改正するものです。

　　改正内容についてでございますが、お手元の議案第62 号関係の新旧対照表をごらん

ください。

　　条例の題名中、改正前の「建設基金」を「整備基金」に改正、また第１条の設置につ

いての条項中、改正前の「建設費」を「整備費」に、「建設基金」を「整備基金」に改

正、また第５条の処分についての条項中、改正前の「建設」を「整備」に改正するもの

です。

　　なお、附則でこの条例は、公布の日から施行するとするものです。

　　以上、議案第62 号上士幌町立学校教育施設建設基金条例の一部を改正する条例の制

定について、その提案理由と内容についてご説明申し上げました。ご審議の上、ご可決

いただけ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62 号について

質疑を行います。質疑ありますか。

　　３番、山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　ただいま説明された改正前と改正後の建設基金ということを整

備基金と、建設費を整備費、建設基金を整備基金ということに改正したいということで

すけれども、つくった当時としては、あくまでも建設という形でこれをつくったと思わ

れるんですけれども、今後、建設及び整備にも使うという内容で理解していいのか伺い

たいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　野中企画財政課長。

○野中美尾企画財政課長　山本議員さんのおっしゃるとおりでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　６番、佐々木守議員。

○６番（佐々木　守議員）　実は私もそのことをお聞きしたかったんですけれども、なぜ

建設・整備基金という形での改正をしなかったのか。基金については不測の事態もあり
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得るわけです。災害等で学校が崩壊することだってゼロではないと、そういうことがあ

って、現実的にはそういうことがあってはならないと思いますけれども、そういうこと

であれば、この際改正をするのであれば、建設・施設基金という形で変えたほうがより

理解しやすいのではないか。

　　今、山本議員の答弁をお聞きすると、建設・整備にその基金の充当ができるというこ

とであれば、まさしくそういう形で語句を改正することのほうがいいのではないかとい

うふうに思うんですが、あえてこうしなければならない理由がもしあればこの際お聞き

しておきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　野中企画財政課長。

○野中美尾企画財政課長　今回の改正につきましては、建設を整備に文言を改正させてい

ただいたということでございますが、整備という考え方ですが、建設も含めてなお広く

今後大規模改修が想定されるということで、特に整備に対する財源が非常にかかってく

るということもありまして、そこら辺の広い意味で、建設も含めて整備という表現で、

整備基金というふうな改正をしたということでご理解していただきたいというふうに思

います。

○議長（杉山幸昭議長）　３番、山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　今、野中課長の説明ですと、建設も入っていると、先ほど佐々

木議員の質問と私も同じような考えなんですけれども、今後そういう幅広い、課長、行

政サイドはそういう考え方を持っているというわけですけれども、これ一般町民なり、

こういうことになると、あくまでも整備という形にとらえられるのではないかと、やは

りその辺の、建設も出てくるということであれば、佐々木議員が言ったように、その辺

の語句の訂正とか修正という考え方のほうが、行政側サイドとしても町民に納得できる

条例の改正についてはよろしいのではないかと思うんですが、その辺はいかがですか。

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩いたします。

（午前１０時２５分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午前１０時２６分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　野中企画財政課長。

○野中美尾企画財政課長　今回は文言の改正ということで、整備ということでしたが、整

備という解釈なんですが、一般的に整備という考え方では、建設も含めて整備という、
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行政側の考え方として、そういう広い意味での建設も含めた整備と、そういうような考

え方に立って文言の改正をさせていただいたということでご理解していただきたいとい

うふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　３番、山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　行政側サイドではそういう認識だというんですけれども、一般

的に整備という言葉をとらえると、私どもはやはり直したり何かするということであっ

て、建設であればまた文言を変えるという考えが出てくるのかと、その辺をきちんとや

はり町民にわかるような言葉で周知徹底を図ったほうがいいかと、含めているのであれ

ばそういう形でないと、整備であればただの整備という形、建設ということになると、

ちょっと混乱を招くのではないかという心配をされますので、その辺を考えて条例施行

に当たっていただきたい。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　答弁要りますか。

○３番（山本弘一議員）　いいです。

○議長（杉山幸昭議長）　ほか質疑ありますか。よろしいですか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 62 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第62 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 62 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第６３号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第４、議案第63 号公の施設に係る指定管理者の指定につ

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。

　　松岡農林課長。
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○松岡秀行農林課長　ただいま上程されました議案第63 号公の施設に係る指定管理者の

指定について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。

　　公の施設に係る指定管理者の指定につきましては、上士幌町公の施設に係る指定管理

者の指定手続等に関する条例に基づき、上士幌町営ナイタイ高原牧場を当面平成25 年

度の１年間の管理・運営業務について、当該条例及び規則に基づき、指定管理者を指定

したいので、地方自治法第244条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるもので

あります。

　　１、指定管理者の名称は、上士幌町農業協同組合

　　２、管理を行わせる施設の名称及び所在地は、上士幌町ナイタイ高原牧場、河東郡上

士幌町字上音更８５番地２他。

　　３、管理を行わせる期間は、平成25 年４月１日から平成26 年３月31 日までであ

ります。

　　４、管理業務の範囲は、（１）牧場の利用承認に関する業務ほか（５）までの業務で

あります。

　　続きまして、お手元の資料の議案第 63 号関係をご参照願います。

　　１ページ、２ページは、上士幌町営ナイタイ高原牧場の指定管理者の指定に至る経過

であります。

　　平成24 年 10 月 22 日に開催されました第１回指定管理者選定委員会において審査

が行われ、上士幌町営ナイタイ高原牧場については、本町の畜産振興の基盤の確立を図

り、もって農業経営の安定に寄与するために設置している施設であります。

　　この約５年の間、このこととともに、さらなる発展性を追求するには、本町の農業振

興を牽引されている上士幌町農業協同組合との協議は不可欠として、肉用牛振興及びナ

イタイ高原牧場振興担当者会議及び農業振興プロジェクト会議を設置し、双方鋭意努力

を重ね、議論を深めてきたところであります。

　　その結果として、一定の共通の方向性が見出され、このことをもって審査の結果、公

募によらず、上士幌町農業協同組合が指定管理者として選定されたものであります。

　　 11 月 22 日には、農業協同組合に対し、町の考え方の説明と関係書類の提出につい

て依頼しており、12 月５日に指定管理者の申込書及び事業計画書等の提出及びほか必

要書類一式の提出がありました。

　　 12 月７日には、第２回の選定委員会が開催され、事業計画や予定管理費用の審査の

結果、内容について承認されております。

　　３ページ目、４ページ目は、選定委員会における審査資料であります。
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　　上士幌町農業協同組合から提出された事業計画書より抜粋しております。

　　１、施設の管理に関する基本方針、２、事業計画、３、運営時間、４、人員体制が記

載されておりますが、説明は省略させていただきます。

　　５ページは、管理に係る収支計画書の総括表であります。

　　収入の部としては、町からの施設の管理費用の見込み額は３億9,950万1,000円で、

支出の部も同額の３億9,950万1,000円となっております。

　　６ページ目の収支計画の内訳書でありますが、先ほどの総括表を項目ごとに区分した

ものですので、説明は省略させていただきます。

　　これらの内容につきましては、第２回の選定委員会において承認されているものであ

ります。

　　以上、議案第63 号公の施設に係る指定管理者の指定についての内容と提案理由につ

いてご説明申し上げました。ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し

上げます。

○議長（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63 号について

質疑を行います。質疑ありますか。

　　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　２点、質問いたします。

　　最初に、提出されております資料の５ページですが、収入で町の管理費用が３億

9,000万ほど出しまして、利用料は町が受けて町の中の収入にするか、その点について

そうとれるので、確認したいと思います。

　　それからもう１点は、人員体制なんですが、人員は現行どおり配置すると、そのとき

に、農協が出している予算の中で見ているのは、職員３名分と事務職１名、ちょっと３

名分しか見えなかったんですが、パートさん含めて５名分がこの農協のほうの予算でみ

ていますが、役場派遣職員の分については13 名、これはどういうふうな方を派遣する

のか、従来からの町の準職員、臨時職員等を、今13 人ほどいるので、その方を派遣す

るのか、その分は町の予算で見るのかどうか、質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　松岡農林課長。

○松岡秀行農林課長　お答え申し上げます。

　　１点目の利用料につきまして、町の収入になるのかということでございますけれども、

それはそのとおり町が歳入として受ける予定でございます。

　　２点目の人員につきまして、これは派遣制度を用いまして、今いる主に準職員の方、

これにつきましては、町の職員で派遣すると。予算につきましては、これは今お話しし
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ました３億9,900万円ほどのお金は、委託料として払うお金なんですけれども、これに

はその人件費分は含まれてないと、町が直接予算計上させていただくということで、分

けて考えているものでございます。

　　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）　役場派遣の職員の分については、現在準職員等13 名いますの

で、それはわかりました。それと職員３名、事務職１名含めて合わせて４人ほどになる

のですが、それは町の現在いる職員を派遣する形で、その派遣費用も全部出すのか、そ

れとも全く切り離して、多分そうとれるんですが、そうなのか、また別に農協の方がそ

こにつくのか、その点確認させてもらいます。

○議長（杉山幸昭議長）　松岡農林課長。

○松岡秀行農林課長　この今、計上されているお示ししているものにつきましては、ＪＡ

さんがナイタイ高原牧場に職員として勤めさせる分の人件費分ということで、それを委

託料としてお支払いするということでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　９番、山本裕吾議員。

○９番（山本裕吾議員）　このナイタイ高原牧場は、前にもどこかでお話ししたかと思い

ますけれども、国営から本町の町営に移管されて、かなりの年月がかかるわけでござい

まして、今から40 年以上前はたしか国営だったんですけれども、この当議会でも10

年ぐらい前に特別議会が設置されて、牧場の議論があったことがありますし、先ほど課

長おっしゃられたように、５年くらいの歳月によってここに至ってきたということでご

ざいまして、今回指定管理者ということでございます。

　　牧場をやっていただく方は管理される方がかわっていくだけで内容はほぼ同じかと思

いますが、ちょっとお伺いしておきたいと思いますけれども、基本的には町内の67 件

の畜産農家、その中で利用が半分とやらというような形も私は聞いておりますが、主た

る産業の畜産農家の方の預託、育成の経営的な助成と、それと、この全農ＥＴセンター

の契約がございまして、これも引き続き同じように契約が移行されて、遂行されていか

れると思いますけれども、まず、この基本的な考え方が今までと同じようにぶれないで

いくのと、もう一方では、前にもこれもどこかでお話ししたかと思いますけれども、こ

の道外牛の預託の件ですね。これが今、大きなところでは２件の農家さんが道外牛を預

託されて民間レベルでやっておられますけれども、この辺のところのありようが引き継

がれることに対してどんなふうな形になっているのか、この点を１点お伺いしておきた

いと思います。
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　　それと、この管理費用の算定でございますけれども、６ページにも書いてございます

けれども、十勝管内ですと、新しくは浦幌町、そして平成18 年には隣町の足寄、鹿追、

幕別というような形で、民間に移行されているということでございますけれども、ここ

についての積算根拠は、牧場の規模だとか、あるいはその頭数だとか預託料の問題、冬

期とか舎飼い、あるいは夏の放牧等の預託料の違い等もございますし、面積の違い等も

ございますけれども、この算出根拠は、指定管理者にされる上で、他町村のものも比較

してやられたのかどうなのか、これを含めて、以上２点、お伺いしておきたいと思いま

す。

○議長（杉山幸昭議長）　松岡農林課長。

○松岡秀行農林課長　お答え申し上げます。

　　１点目の道外預託牛の引き継ぎはどうなのかというところでございますけれども、こ

れは現在やっている形、まずは同じく引き継がれるということでご理解いただきたいと

思います。

　　それと、管理費用につきまして、他町の積算根拠も参考にしているのかということで

ございますけれども、これは町の今までのやってきました実績、これをベースにして算

出しているということで、他町のものは特に参考にはしてございません。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかありますか。

（発言する声なし）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 63 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第63 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 63 号は原案のとおり可決されました。

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

◎監報告第５号の上程、説明

○議長（杉山幸昭議長）　日程第５、監報告第５号例月出納検査報告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５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８月分、９月分、10 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５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５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６、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６回上士幌町議会定例会を閉会したいと思いますが、これにご異議あり

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12 月４日から15 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６回上士幌町議会定例会を閉会いたします。

（午前１０時４４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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