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

◎開会の宣告

〇議長（杉山幸昭議長）　ただいまより、平成25 年第１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

〇議長（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

〇議長（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。

〇議会運営委員長（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、２月14 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申し上げます。

　　１点目は、日程第４、会議案第８号及び日程第５、会議案第９号の２件は関連があり

ますので、一括提案及び質疑とし、各議案ごとに討論、採決を行うことといたします。

　　２点目は、日程第12 、議案第１号から日程第17 、議案第６号までの平成24 年度

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

ページごと、５特別会計は会計ごとに一括して質疑を行い、各議案ごと討論、採決を行

うことといたします。

　　３点目は、日程第22 、議案第11 号及び日程第23 、議案第12 号の２件は関連が

ありますので一括提案及び質疑とし、各議案ごとに討論、採決を行うことといたします。

　　４点目は、日程第 27 、議案第 16 号及び日程第 28 、議案第 17 号並びに日程第

29 、議案第18 号の３件は、関連がありますので一括提案及び質疑とし、各議案ごと
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に討論、採決を行うことといたします。

　　５点目は、日程第34 、議案第23 号から日程第39 、議案第28 号の平成25 年度

各会計当初予算は、議長を除く議員全員による予算審査特別委員会を設置し、これに付

託して審査を行うことといたしますので、当初予算案に対する質疑は大綱的な質疑にと

どめるようご協力をお願いいたします。

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

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

で、ご承知願います。

　　以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。

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

◎会議録署名議員の指名

〇議長（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４番、中村保嗣議

員、５番、渡部信一議員を指名いたします。

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

◎会期の決定について　

〇議長（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３月５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）

〇議長（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３月５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

〇議長（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 12 月１日から平成25 年１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。

　　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
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略いたします。

　　これをもって諸般の報告を終わります。

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

◎会議案第８号及び会議案第９号の上程、説明、質疑、討論、採

決

〇議長（杉山幸昭議長）　日程第４、会議案第８号上士幌町議会会議規則の一部を改正す

る規則の制定について、日程第５、会議案第９号上士幌町議会委員会条例の一部を改正

する条例の制定についての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。

〇５番（渡辺信一議員）　会議案第８号上士幌町議会会議規則の一部を改正する規則の制

定についての提案説明をいたします。

　　ただいま上程されました会議案第８号の提案理由の説明を申し上げ、議員各位の賛同

を賜りたいと思います。

　　この会議案は、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

して提案申し上げる次第であります。

　　昨年の地方自治法の一部改正に伴い、委員会同様に本会議においても公聴会の開催、

参考人の招致をすることができることとなったことから、これに関する規定を新たに加

えるものであります。

　　また、自治法の改正による条文の一部改正を行うものであります。

　　改正条文をご説明いたします。

　　第73 条第２項の規定については、現行自治法第109条の２が削減されることから改

めるものであります。

　　現行規定の第14 章以下を２章ずつ繰り下げ、新たに14 章に公聴会に関する規定を

加え、第 15 章に参考人に関する規定を加えるものであります。

　　附則において、地方自治法の一部を改正する法律の附則、ただし書に規定する政令が

公布された日から施行するものであります。

　　続きまして、会議案第９号上士幌町議会委員会条例の一部を改正する条例についての

説明であります。

　　この会議案は、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

して提案申し上げる次第であります。
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　　昨年の地方自治法の一部改正に伴い、地方公共団体の議会及び町による適切な権限の

行使を確保するとともに、住民自治のさらなる充実を図るため、議会の招集及び会期、

議長と長の関係、直接請求制度などの見直しが行われたところでありますが、今回の条

例改正については、その中の議会運営における委員会に関する規定を簡素化し、委員の

選任方法、在任期間等について、法律で定めていた条項を条文に委任することによって

改正するものであります。

　　また、一部標準町村議会条例規定に沿った内容とするために、改正する条項も含むも

のであります。

　　改正条文をご説明いたします。

　　条例第７条に新たに第４項を加えるものであります。第１項に議員は少なくても１の

常任委員になること、第２項に委員は会期の初めに選任すること、第３項に特別委員の

選任と任期について規定するものであります。第５項には任期満了前、60 日以内に後

任者を選任できる規定を加えるものであります。

　　第 12 条は標準的な条文規定に改正するものであります。

　　附則において、地方自治法の一部を改正する法律の附則ただし書に規定する政令が公

布された日から施行するものであります。

　　この会議案が議員各位のご賛同賜り、ご可決いただきますよう申し上げ、会議案第８

号、９号の提案理由の説明といたします。

〇議長（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）

〇議長（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、会議案ごとに討論及び採決を行います。

　　初めに、会議案第８号に対する討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより会議案第８号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、会議案第８号は原案のとおり可決されました。
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　　次に、会議案第９号に対する討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより会議案第９号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、会議案第９号は原案のとおり可決されました。

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

◎所管事務調査報告

〇議長（杉山幸昭議長）　次に、産業経済建設常任委員会調査報告を行います。

　　日程第６、所管事務調査報告「公共工事の調査に関すること」を議題といたします。

　　産業経済建設常任委員会が閉会中も調査を行ってまいりました所管事務調査「公共工

事の調査に関すること」について、会議規則第77 条の規定により、報告書の提出がご

ざいますので、委員長の報告を求めます。

　　産業経済建設常任委員会委員長、角田久和議員。

〇産業経済建設常任委員長（角田久和議員）　毎年実施しております公共工事の所管事務

調査について、産業経済建設常任委員会と総務文教厚生常任委員会の皆さんの参加をい

ただき、公開で実施いたしましたので、ご報告いたします。

　　調査事項ですが、公共工事の調査に関することであります。平成24 年９月19 日、

承認議決。調査年月日は平成24 年 10 月５日、10 月 30 日の計２回でございます。

調査地は委員会室及び町内一円であります。説明員及び随行員は建設課からは尾形課長、

名波主幹、山崎主査、羽田野主査、農林課からは松岡課長、菅野主幹、谷尻主幹、巴主

任、また新田代表監査委員の参加をいただきました。

　　現地調査工事名等につきましては、１、ＪＡ上士幌町ＴＭＲセンター施設完成現場。

２、上士幌町地区ふるさと農道緊急整備事業改良舗装工事。３、町道上士幌基線（安村

地区）改良工事。４、10 区南通３号線道路舗装工事。５、スポーツセンター駐車場ト

イレ整備工事であります。

　　調査結果の詳細につきましては、お手元に配付の報告書でありますので、ごらんいた

だきたいと思います。

　　平成24 年度の調査は平成24 年度発注の公共工事のうち、４件の公共工事と農協さ
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んが実施いたしましたＴＭＲセンター施設完成現場についてもあわせて視察を行いまし

た。

　　今回調査した４件の工事については、現地において担当職員より工事の内容・施工状

況の説明を受け、調査した結果、工事全体として良好でした。一部撤去跡地整備中のも

のもありましたが、当初計画に基づき順調に工事が完了、または進捗していることを参

加者全員の確認をいただきました。

　　今後におきましても、産業経済建設常任委員会の所管事務調査として、公共工事の調

査に取り組んでいきたいと思います。

　　以上、公共工事の調査報告といたします。

〇議長（杉山幸昭議長）　委員長の報告が終わりましたが、所管事務調査報告に対する質

疑は、議会運用例第 96 条の４の規定により省略いたします。

　　産業経済建設常任委員会の所管事務調査報告、公共工事の調査に関することについて

は、委員長の報告をもって報告済みとし、調査を終了いたします。

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

◎意見書案第１７号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇議長（杉山幸昭議長）　日程第７、意見書案第17 号自治体財政の確保と地方分権の確

立を求める意見書の提出についてを議題といたします。

　　意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である２番、堂畑義雄議員から提案理由の説

明を求めます。

　　２番、堂畑義雄議員。

〇２番（堂畑義雄議員）　ただいま上程されました意見書案第17 号自治体財政の確保と

地方分権の確立を求める意見書の提出について、その提案理由について説明申し上げま

す。

　　この意見書につきましては、議会運営委員会において審議をいただき、議会運営委員

全員の賛同を賜り、私が提案するものであります。

　　政府は2013 年度政府予算編成にあたり、国家公務員給与削減支給措置について、地

方にも同様の措置を要請するとし、地方交付税を4,000億円削減するとした地方財政計

画を閣議決定しました。また、防災・減災・地域活性化対策等へ使途を限定する形での

給与削減に見合った特別枠を計上し、地方財政にかかる総額を確保したとしています。

　　しかし、使途の自由な地方交付税を減額し、使途に縛りのある財政措置に置き換える

ことは、自治体の自由裁量を著しく制限するだけでなく、地方分権を否定する行為です。

　　地方公務員の給与決定について、地方財政審議会は「地方公務員の給与は、地方公務
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員法に定める給与決定の諸原則や人事委員会勧告等を踏まえ、それぞれの地方自治体の

議会で十分議論された上で、条例で定められるものである。」と報告しています。国が

地方公務員の給与削減を強制することは、国と地方の関係を歪めるものであり、地方自

治の根幹にかかる問題です。そのために、地方の固有財源である地方交付税を減額する

という手段は断じて認められません。

　　地方自治体は、長きにわたり、地方財政の締め付けなどにより、厳しい財政運営を強

いられてきました。その結果、職員給与の独自削減、職員数の大幅な削減、市町村の合

併、行政機能のアウトソーシングなど、様々な行革努力を国に先んじて推し進めてきま

した。その自治体の努力を政府は考慮すべきです。

　　また、地方公務員給与は地域民間給与への影響があり、これを削減することは、地域

の賃金水準の低下と経済を停滞させる要因ともなりかねません。

　　このため、自治体財政の確保と地方分権の確立のため、政府に次のとおり要請します。

　　１　地方交付税は、地方の固有財源であり、これを減額しないこと。また、地方交付

税を減額し、使途に制限のある財政措置の計上については、自治体の自由裁量権を著し

く制限することから、行わないこと。

　　２　地方財政制度は、行政需要に基づく財源保障を行うことが基本であり、中立かつ

客観的な地方財政計画、地方交付税の算定に改めること。

　　３　地方公務員の給与決定は、自治体が自主的に条例により決定することが原則であ

り、国が臨時特例法で定める給与削減を、自治体に強要しないこと。

　　以上、要請するものであります。

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

だきますようお願いいたします。

　　以上をもって意見書案第 17 号の提案理由の説明を終わります。

〇議長（杉山幸昭議長）　提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　これをもって意見書案第 17 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより意見書案第17 号の採決を行

います。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
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（「異議なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、意見書案第 17 号は原案のとおり可決されました。

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

◎意見書案第１８号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇議長（杉山幸昭議長）　日程第８、意見書案第18 号泊原発の再稼働についての意見書

の提出についてを議題といたします。

　　意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である６番、佐々木守議員から提案理由の説

明を求めます。

　　６番、佐々木守議員。

〇６番（佐々木　守議員）　ただいま上程されました意見書案第18 号泊原発の再稼働に

ついての意見書案について、提案理由についてご説明を申し上げます。

　　なお、この意見書につきましては、さきの議会運営委員会におきまして議会運営委員

の賛同を得まして提案するものであります。

　　意見書を朗読し、ご説明を申し上げます。

　　安倍政権は、民主党政権が打ち出した「2030 年代原発ゼロ」方針を「希望の段階で

直ちに政策にならない」として見直す意向を表明し、原発新増設についても容認する姿

勢を示しています。

　　地震と津波によって破壊された福島第一原発では、今もなお原子炉内部の状況も把握

できず、事故は収束する見込みも立っていません。大量の放射性物質によって広大な大

地と海と大気が汚染され、多くの福島県民が長期の避難生活を強いられています。

　　「福島のような事故は二度と起こらない」として、「原発再稼働」「再処理路線の継

続」に突きすすむことはあってはなりません。

　　泊原発においては、周辺の日本海から陸地にかけて166キロの活断層でマグニチュー

ド8.5の地震が起きることを想定した「耐震安全性評価」において、建物などを損傷さ

せる周期２秒以上の揺れで想定より強い加速度が検出されました。保安院は「原子炉な

ど 10 施設の安全性に問題はない」とし、北電の解析結果を了承しましたが、「泊原発

で想定される 大の揺れの大きさ（基準値地震動）」そのものが妥当かどうか再検討を

求めています。

　　また、専門家からは原発から 短16 キロ沖に長さ60 キロから70 キロの活断層の

存在や原発敷地内の破断帯の活断層の可能性も指摘されています。

　　こうした中での「再稼働」は、まさに崩壊したはずの「安全神話」への逆戻りと言え
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ます。

　　よって、政府及び北海道知事においては、泊原発の再稼働について、下記の事項を強

く要望します。

　　１つとして、原子力規制委員会よる福島第一原発事故を踏まえた新たな安全基準によ

る安全性が確認されるまで、泊原発の再稼働を容認しないこと。

　　補足いたしますが、国会の事故調査委員会が、福島第一原発１号機建屋の内部調査の

申し出を照明がついていないため、真っ暗だということで調査ができないと、国会の事

故調査委員会の現地調査をさせなかった。このことは津波ではなく、地震での破損が原

因だったのではないかとの懸念が報道されています。事実とすれば、原発の安全性の見

直しに大きく影響するとの専門家の意見であります。福島第一原発事故の徹底した調査

と検証のもとに、新たな安全基準を求めていきたいと思います。

　　さらに２として、泊原発の再稼働の可否にあたっては、道民の意向を尊重することを

要請いたします。

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

ただきますようお願いを申し上げます。

　　以上をもって意見書案第 18 号の提案理由の説明とさせていただきます。

〇議長（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。

〇８番（山本和子議員）　２点にわたり質問をしたいと思います。

　　１点目は、１と２ありますが、１の新たな安全基準によるという安全基準について、

まだ何も示されておりませんので、ここでとやかく言うわけでありませんが、これから

の課題になるんだろうと思います。とかく心配されますのは、再稼働ありきの基準にな

るんではないかとか、財界、電力業界が主張するものが入る中で、地震・津波対策はど

うなるのかということも含めて、できれば原発ゼロを基本にと、それから拙速な基準を

つくらないようにということも含めて、安全基準について要望してほしいなと思ってお

ります。

　　それから２点目なんですが、では安全基準がクリアすれば、かなり厳しくされると思

うんですが、それで容認していいんだろうかという核のごみの問題があります。多分ほ

とんどの方は、原発は再稼働してほしくないと思っていると思うのですが、たまたまき

のうの道新に、結構いろいろ詳しく載っていまして、よく読ませてもらったんですが、

その中で、従来でしたら地層処理を国は計画をしていたと、しかしそれは、こういう状
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況の中で厳しいんではないかと、新たな工法として、暫定的に補完をする案も出ている

と、そうしますと、今青森にある3,000本に近い使用済み核燃料が各原発に戻ると、そ

うするとプールがあふれて、原発を再稼働することは困難ではないかということも言わ

れています。そういうことを含めて、原発ゼロを中心の意見書にすべきでなかったのか

と思うので、質問いたします。

〇議長（杉山幸昭議長）　提案者、佐々木議員。

〇６番（佐々木　守議員）　お答えをさせていただきます。

　　山本議員からの質問について、全く異論のないところであります。ただ、実際に今、

法制度の中で原発が稼働を中止する、あるいは再稼働するということについては、法律

の中で決めていくというのが日本の国の実情であります。そういうことからいって、今

これがとまるかどうかという方向性については、原子力規制委員会がどういった、新た

な安全基準をつくるのかということが、一つ大きな問題になるわけでありますけれども、

これがまだ論議途中という形で、各立地をしている全国の原発について、一つ一つ安全

基準をつくっていくということについては、相当時間がかかるだろうと思いますし、そ

れまでに、今山本議員が言われたような世論が高まって、さらなる方向性が原発ゼロ、

こういった方向性になれば、それは大変いいことだというふうに考えるところでありま

すけれども、現状での状況を踏まえて、さらにこういった脱原発問題というのは、多く

の国民の賛同を得るということが第一ではないかと考えています。

　　今回の意見書については、そういった実情を踏まえて不十分だと、あるいは原発を断

念せよ、こういうご意見もあろうかと思いますけれども、あえてこういう形で提案をさ

せていただいたということについて、ご理解をいただきたいと思います。

　　次に、２つ目の問題でありますけれども、核廃棄物、原子力発電所を稼働させれば、

必ず高レベルの核廃棄物が出るわけでありますけれども、この問題については、実はそ

のことも含めて意見書案第19 号で、意見書案の提案をさせていただく予定であります

ので、そのときに、合わせてご説明をさせていただきたいと思いますので、その部分に

ついてはご理解を賜りたいと思います。

　　なお、考え方についてだけ申し上げておきますけれども、確かに今の日本、あるいは

世界の原発についても、廃棄物処理が的確に計画されているという国はどこにもありま

せん。そういうことから言えば、原発というのがどうなのかということについては、世

論を大きく２分しているところではないかと思いますし、この19 号を提案させていた

だいた私自身は、山本議員の考え方について、全く異論のないところだということを申

し添えておきたいと思います。
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　　以上です。

〇議長（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。

〇３番（山本弘一議員）　今、この１番でございますけれども、新たな安全基準による安

全性が確認されるまで、泊原発の再稼働を容認しないということは、今提案者である

佐々木議員は、山本和子議員の原発ゼロに、私は個人的には同意しているという言い方

しましたけれども、私としてみれば、その安全性がまだはっきりされていないと、そう

いう中で、原発ゼロということまで入っていくのはいかがなものかと、私は思います。

現状の状況の中、日本国内は、産業を含めた中で電力不足、それから電気の値上げ等も、

非常にマスコミ等を通じた中で話題になっております。経済を再生、それから振興する

ためには、安全が確認されれば、この問題は私はいいんじゃないのかなと。産業振興が

なければ、日本の中の、国政の中の、皆さんの安全もできないんじゃないかと。ですか

ら新しいことを、全てそうですけれども、やるということは、頭から安全だという確約

はないです。安全だろうという形の中でやっていくわけであって、それが確認されなけ

れば、私はこの原発の再稼働を容認しないこと、これは同調できます。確認されなけれ

ば、確認されるまではこの言語の言葉どおり、再稼働を容認しないと、これは私は賛同

しますけれども、原発ゼロは、提案者は、佐々木議員は原発ゼロを目指しているという

ことでありますか。

〇議長（杉山幸昭議長）　提案者、佐々木議員。

〇６番（佐々木　守議員）　お答えをさせていただきます。

　私個人は、脱原発をすべきだというふうに考えていますが、こういう議会で取り上げる

ときには、多くの皆さんの賛同を得る。特にこういった、未来を担うエネルギー問題に

かかわるような意見書を扱う時には、多くの皆さんが賛成できる内容で出したいという

ふうに考えています。私の気持ちは脱原発でありますけれども、ここでは、今世論を２

分している、電気料金が原発稼働しなければ非常に高い水準に上がるのではないかと、

こんな話も経済を中心に考えれば、当然心配の要素の１つであります。

　　そういうことを踏まえると、とりあえずはこの意見書で言っているように、一昨年で

きました原子力規制委員会、この委員会が出す、安全基準に適合した安全性を持つ原発

については、この意見書の中では稼働も、それは全く問題ないということを言っている

意見書であります。私自身はそういうことにも、そういう結論が出ることにも疑念を持

っているということを、個人的に山本議員にお答えをしたところであります。
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　　１つの例を挙げれば、原発名はちょっとわかりませんが、規制委員会で安全性を議論

するナンバー３の方が、たしか日本原電だったと思いますけれども、事前にその調査資

料を見せて、非常にマスコミ的に問題になりました。そのときに、過去に言われた原子

力村と言われるように、みんなが推進する人間だけで安全性を決めているんではないか

と、こういった心配をされて、その安全性に疑念を抱くようなマスコミ報道がありまし

た。そういうこともあるということを踏まえて、私は先ほど山本議員に答えたわけで、

この意見書では山本弘一議員の言うように、そういった原子力を断念することによって

電気料金が上がるのではないか、それは日本経済を直撃するのではないかと、こういっ

た心配を持つ人、あるいは原発にかかわりを持っている人で、確かに安全性が確保でき

れば、稼働することには全く問題はないのではないかと言われる人たちも、容認できる

意見書だということをひとつご理解をいただきたいと思いますし、この意見書自身は山

本弘一議員の意向に沿っているというふうに思うところであります。よろしくご理解を

いただきたいと思います。

〇議長（杉山幸昭議長）　３番、山本弘一議員。

〇３番（山本弘一議員）　そういう内容であれば私も理解しますし、できる限り私個人と

いたしましても、原発よりも代替エネルギー、太陽、水力、その他もろもろのエネルギ

ーに代わることが望ましいと、私も思っております。

　　今、佐々木議員の説明から、個人的にはということでありますけれども、この原文か

らは安全が確認するまで再稼働を容認しないと、その意見は一致しますので、私も了解

いたしました。

　　以上です。

〇議長（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）

〇議長（杉山幸昭議長）　これをもって意見書案第 18 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）

〇議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより意見書案第18 号の採決を行

います。

　　本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、意見書案第 18 号は原案のとおり可決されました。
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　──────────────────────────────────────

◎意見書案第１９号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇議長（杉山幸昭議長）　日程第９、意見書案第19 号高レベル放射性廃棄物の 終処分

場の受け入れ拒否を求める意見書の提出についてを議題といたします。

　　意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である６番、佐々木守議員から提案理由の説

明を求めます。

　　６番、佐々木守議員。

〇６番（佐々木　守議員）　ただいま上程されました意見書案第19 号高レベル放射性廃

棄物の 終処分場の受け入れ拒否を求める意見書案について、提案理由についてご説明

を申し上げます。

　　なお、この意見書につきましては、さきの議会運営委員会におきまして、議会運営委

員の賛同を得まして提案するものであります。

　　意見書を朗読し、ご説明をいたします。

　　幌延深地層研究所計画をめぐっては、北海道は「放射性廃棄物の持ち込みは受け入れ

がたい」との条例を制定し、道及び幌延町原子力機構（旧核燃機構）は「研究のみ」と

して、「放射性廃棄物の放射性物質を持ち込まないし使用しない」「研究終了後は埋め

戻す」との協定を締結しています。

　　しかし、国は北海道を含む複数の自治体に対して、処分場確保に向けた「文献調査」

を申し入れています。

　　日本学術会議は昨年の９月11 日、高レベル放射性廃棄物の 終処分の計画について、

「日本列島に安定した地層はない」「現在の 終処分計画の見直し」を提言しました。

　　原子力発電は放射性廃棄物の 終処理方法を確立しないまま強引に進められてきまし

た。原発が出す高レベル放射性廃棄物の 終処分は、「10 万年間の監視が必要な危険

な核廃棄物を安全に保管できるのか」「そこに核廃棄物が存在することを後の世代に知

らせることができるのか」といった疑問に答えられないまますすめられています。

　　今後、深地層研究計画を変質させ、幌延周辺や道北地域、そして道内をなし崩し的に

終処分場にされる危険性があります。

　　よって、北海道は高レベル放射性廃棄物の 終処分場について、「核抜き条例」や

「三者協定」に基づき、下記の事項を踏まえ、受け入れを拒否することを強く要望しま

す。

　　１つとして、北海道の「核抜き条例」に基づき、高レベル放射性廃棄物の 終処分場

は受け入れないこと。
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　　２として、国の高レベル放射性廃棄物 終処分場にかかわる「文献調査」の申し入れ

については受け入れないこと。

　　補足といたしまして、現在の原発稼働で廃止される核廃棄物の 終処分場は国内には

まだ存在していません。原発を稼働させるにはどうしても 終処分場の建設が不可欠で

あり、強硬に推し進める可能性を大変心配するところであります。断じて食料基地であ

り、豊かな自然環境を持つ北海道の建設設置は許されるものではありません。

　　以上、地方自治法第 99 条の規定に基づき、意見書の提出をしたところであります。

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

きますようお願いをいたします。

　　以上をもって意見書案第 19 号の提案理由の説明とさせていただきます。

〇議長（杉山幸昭議長）　提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　これをもって意見書案第 19 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）

〇議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより意見書案第19 号の採決を行

います。

　　本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、意見書案第 19 号は原案のとおり可決されました。

　　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４５分）

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

〇議長（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５５分）

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

◎一般質問

〇議長（杉山幸昭議長）　日程第 10 、一般質問を行います。

　　一般質問は１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。
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　　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。

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

◇　山　本　和　子　議員

〇議長（杉山幸昭議長）　それでは発言を許します。

　　８番、山本和子議員。

〇８番（山本和子議員）　大きく２点、質問いたします。

　　１点目、町民の生活、子供たちの教育を保障するために。

　　今、野菜、灯油の高騰と生活を直撃する状態が続いています。特に所得の少ない方は

深刻です。しかし、政府は生活保護費が も所得の少ない世帯の水準よりも高いとの理

由で、生活保護費を大幅に削減しようとしています。本来なら所得の少ない方の底上げ

を行うべきです。憲法で保障された 低の生活ラインである生活保護費の削減は、国民

全体の生活ラインを下げることになります。その影響についてお聞きいたします。

　　一般的に受給世帯の96 ％が減になり、５％の世帯が対象から外れると言われていま

す。また、生活保護費基準で決めている施策や軽減、上士幌町では保育料金や就学援助、

医療費の減免などにも大きく影響いたします。まだ、国の予算が決まったわけではあり

ませんが、所得が少なく、援助を必要とする方々へのさらなる施策が必要ではないでし

ょうか。就学援助基準の引き上げ、保育料の減免制度、生活援助制度等必要ではないで

しょうか。

　　以上、お聞きいたします。

　　２点目、心豊かな子供たちを育てるために。

　　親も地域の方々も、子供たちが命を大切にし、他人を思いやる心を持ち、心豊かに育

ってほしいと願っています。しかし、全国的にいじめ問題など、心を痛める状況が続い

ています。この解決には何よりも35 人学級と教育環境の整備が急がれています。しか

し政府は、大幅な教員をふやす計画を見送り、35 人学級は困難となっています。そし

て、いじめ対策として子供の規範・規律を高めるために、道徳の副教材、心のノートを

児童・生徒に配ることに決めました。24 年度の補正予算には６億円盛り込み、予算成

立後、速やかに配布する予定でいます。この心のノートは、以前、2002 年に無償配布

をされ、その後廃止されたものですが、安倍政権になり復活し、家族愛、学校愛、郷土

愛、国際貢献等、愛国心を育成するためのものです。心のノートの対応についてお聞き

をいたします。

　　町独自の取り組みについて。
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　　教育環境の整備、社会教育の各種行事が大切です。教育委員会が中心となって、少年

会や商工会、各種サークルが協力して取り組んでいる学習ラリー、子供夏祭り、冬祭り、

芸術鑑賞、子供お楽しみステージショー等々、こういう行事こそ子供たちの豊かな心を

育てることにつながっていきます。今後の取り組みについてお聞きをいたします。

〇議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

〇竹中　貢町長　町民の生活、子供たちの教育を保障するためについて、山本和子議員の

質問にお答えいたします。

　　生活保護制度につきましては、生活の困窮する国民の保障を、国がその直接の責任に

おいて行うと規定されております。また、単に生活困窮者の 低限度の生活を保障する

だけではなく、積極的に保護を受ける者の将来への自立を助長することを目的としてお

ります。

　　北海道におきましては、町村部については、道の福祉事務所が実施機関となり、保護

の決定、実施等を行っているところでありますが、保護費の支給については、世帯構成、

年齢、地域など、国の定める基準から世帯の収入を差し引いた足りない分を補う形で行

われております。

　　生活保護基準の見直しについてでありますが、厚生労働省の社会保障審議会の生活保

護基準部会におきまして、現行の基準について、全国消費実態調査をもとに生活富裕基

準と一般低所得者世帯の消費実態の均衡が適切に図られているか否かなどについて検証

が行われ、報告書がまとめられたところであります。これを受けまして、国におきまし

ては年齢、世帯人員、地域差による影響や平成20 年度以降の物価動向などを勘案して、

生活扶助基準等の見直しを行うことと承知しております。

　　また、この見直しは平成25 年８月から３年程度で段階的に行う等、激変緩和措置を

講じ、平均7.3％の引き上げを行うことと承知しております。

　　厚生労働省の試算によりますと、その影響は受給世帯の 96 ％は保護費が減り、

71 ％の世帯は削減幅が５％以下で、２％の世帯では９から10 ％減るとされておりま

す。特に影響が大きいのは都市部の世帯で、人数の多い世帯であり、単身高齢者は削減

幅を抑え、町村部はほとんど変わらないのではと伺っております。

　　この基準見直しによる影響についてでありますが、現在国におきまして、地域別、年

齢別等の生活扶助基準が示されていないことから、北海道においても影響を受ける対象

者や金額などについては把握できないと伺っております。

　　生活保護基準の見直しに伴う他制度への影響でありますが、社会保障分野や税分野を

中心といたしまして、対象者の設定に当たり、生活保護基準を参照している制度につき
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ましては、今回の基準見直しにより影響は少なからずあると認識しております。

　　国におきましては、現在生活保護基準見直しに伴う他制度への影響につきまして、制

度を利用する低所得者等の状況についても配慮しつつ、それぞれの制度趣旨を踏まえ、

できる限りその影響が及ばないよう対応を検討しているところであり、町としては、今

後ともこうした国の動向を注視してまいりたいと考えております。

　　なお、町独自の基準による低所得者軽減等につきましても、生活保護基準額が不確定

なため、今後国や北海道の情報収集等を行い、対応してまいりたいと考えておりますの

で、ご理解賜りたいと思います。

〇議長（杉山幸昭議長）　馬場教育長。

〇馬場久男教育委員会教育長　心豊かな子供たちを育てるために、山本和子議員のご質問

にお答えいたします。

　　心のノートの作成・配布の経緯につきましては、平成９年の神戸連続児童殺傷事件や

平成 11 年の栃木女性教師刺殺事件、光市母子殺害事件など、社会を揺るがすような少

年犯罪が相次いで発生しました。このような状況を受けまして、児童・生徒が命を大切

にする心や他人を思いやる心、善悪の判断などの規範意識等の道徳性を身につけること

が重要であるとして、道徳教育の充実に向けて取り組んだものであります。

　　全国的には平成14 年度から平成22 年度まで、小・中学校で無償配布され、その後

は文部科学省のホームページに掲載され、活用が図られておりますが、北海道におきま

しては、平成23 年度、24 年度も、道徳教育総合支援事業文部科学省委託事業の活用

により、対象学年の小・中学校に配付されているところであります。

　　心のノートは、教科書でも副読本でもない、補助教材として児童・生徒への呼びかけ、

問いかけ形式で、日々の生活、体験が書き込める構成となっており、児童・生徒が身に

つける道徳の内容項目をわかりやすくあらわし、道徳的価値についてみずから考えるき

っかけとなるものとして考えられているところに特色があります。

　　本町におきましては、心のノートのみを使用して授業展開するということではなく、

あくまでも理解を助けることができる教材として、町内の小・中学校６校、全てにおい

て教育課程の道徳の時間に位置づけ、道徳的価値の自覚及び自己の生き方についての考

えを深め、道徳的実践力の育成を図る教育を推進しているところであります。

　　改めて申すまでもありませんが、生きる力の基盤となる道徳教育は学校の教育活動全

体を通じて、道徳的な信条、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養うことが目標で

あり、そのかなめの役割を果たすのが道徳の時間であります。

　　教育委員会としては、今後とも副読本とともに、心のノートの有効活用を図り、充実
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した道徳教育を推進していく所存であります。

　　次に、町独自の取り組みについてでありますが、教育委員会として、平成24 年度か

ら平成28 年度を期間とする、第７期社会教育中期計画の策定に当たり、少年教育分野

を拡充していくとした内容で策定をいたしました。少年期の各種体験活動は、将来の協

調性や道徳観、リーダーシップなどを含んだ生きる力の育成に重要であるということが

さまざまな調査により明らかになってきております。教育委員会はこれまでも、各関係

機関、団体のご支援、ご協力をいただきながら、各種体験活動の機会を提供してまいり

ました。

　　生涯学習フェスティバル実行委員会が主催する生涯学習ラリーは、今年度で第21 回

となり、少年会育成委員連絡協議会が主催する子供冬祭りは今年度で第31 回となりま

した。芸術鑑賞会が主催している年３回から４回の芸術鑑賞事業では、限られた予算の

中にあっても、趣向を凝らした講演事業を実施していただいております。

　　また、昨年度からは教育委員会の主催により、子供と大人が学び合うことを目指した

「かみっ子ふるさと体感塾」を実施しておりますが、町民の皆様に指導者としての役割

を担っていただきながら、四季に応じた体験活動を通して、困難にも負けない子供を育

成することを目指しております。

　　今後におきましても、本町の未来を担う子供たちが成長する中で、直面するであろう

さまざまな課題を克服し、心身ともに健やかに成長していくことができるよう、上士幌

らしい体験活動の場を提供していくことを目指して、各種施策の実行と内容の充実を図

ってまいります。引き続きご理解とご協力をよろしくお願い申し上げまして、答弁とい

たします。

〇議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

〇８番（山本和子議員）　初めに、町民の生活、子供たちの教育を保障するためにという

ことで、再質問いたします。

　　生活保護世帯への影響なんですが、答弁の中では、都市部の子供が多い、人数が多い

世帯に大きく影響があり、高齢者世帯、それから町村部ほとんど変わらないというふう

に伺っているという答弁がありました。１月27 日、政府がこの保護費削減を決めまし

たので、まだ予算は通っておりませんが、その中でいろいろな新聞報道の中で、いろい

ろなパターンについての試算が出されております。私も何種類か新聞見ましたが、その

設定基準が違いますのでいろいろあるのですが、その中で、例えば30 代、 20 代の夫

婦と４歳の子、３人世帯で、都市部では、実施されるのは2015 年度以降のことなんで

すが、9.3％減になると、そして町村部は5.9％、約１万円ぐらいの、月々減になると
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いう報道が出ています。それから４人家族、40 代と小・中の子供が２人いて、４人家

族では、都市部が約9.0％削減、町村部8.5％、約1.5万円減るのかなと思います。こ

のように、確かに町村部のほうが都市部に比べて減り幅は少ないのですが、これがほと

んど変わらないというのがちょっとわかりませんが、大幅な影響があるんではないかと、

私は思っています。この方々は直接どのような影響があるかと言いますと、保育料の減

免が保護世帯は減免されていますので、それが影響されますし、就学援助の要保護世帯

から外れますとそれは、1.3倍以下に入りますが、それにも影響があると。それだけで

はなく、生活保護費が下がることによって、悪い意味での波及ですが、各種福祉政策に

影響が出ると、このことのほうが大幅に心配される内容です。例えば就学援助は、上士

幌は高校まで援助していますので、生活保護費の1.3倍以下を基準にしています。そう

すると対象から外れる方が出てくるのではないかと、結構就学援助を受けている方も、

年度によって違いますが、15 から 20 ％、結構いますので、かなり影響が出るのでは

ないかと。それから町の医療費の減免制度も、一部負担金減免制度も、過去にさかのぼ

った保護費の３カ月分を勘案するとなっています。実はこれだけではないということが

よくよく調べてわかりました。住民の非課税限度額が、この生活保護費を基準に決めて

いるということが新聞等、いろいろ調べてわかりました。非課税世帯が生活保護費の削

減によって外れてしまったらどうなるかということのほうが、私はつい 近驚いたので

すが、例えば国民年金の減免だとか、医療費の自己負担の 高限度額の問題だとか、介

護保険の利用者負担、うちの町もやっていますが、利用者負担の減免だとか、介護保険

料の段階がかなり変わってきます。それから新聞の中では、都道府県の 低賃金にも影

響すると、こうなると、影響というのははかり知れないというふうに思っています。住

民税については、これからの問題で、すぐ25 年度からではありませんので、後々行き

ますので、その後についてどのような影響が出るのかというのは、国のほうでもまだま

だ把握しないような状況があります。このようなことを含めて、ほとんど変わらないと

か、多少の影響ではなくて、かなりの影響があるんではないかと私は思っていますが、

その点について質問いたします。

〇議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

〇竹中　貢町長　現時点での情報というのは非常に少ないということであります。全体と

して7.3％引き上げるということでありますけれども、答弁で申し上げさせていただい

たように、消費と、それからいわゆる扶助費の関係だとか、地域差によって随分違って

くると。今お話させていただいた程度の情報しか、私どもとしては今持ち合わせており

ません。具体的に決まった段階になれば、それに対してさまざまなところに影響すると
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いうことは、それは理解しております。

　　しかし、今のところでは都市部のほうにおきまして、消費よりも扶助費のほうが高い

というような話、調査の結果だとか、逆に地方のほうでは消費のほうが多くて、生活保

護世帯であっても厳しいというふうな情報も聞いております。そういった中での、新た

な積算がされていくというふうに思っております。

　　今、まだ全く具体性のないところで、さまざまな影響について答えるというのは早計

ではないだろうかなと、このように理解しております。

〇議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

〇８番（山本和子議員）　まだこれも予算がこれから国会での審議が始まりますので、通

ったわけでもありません。それを前提にどうするかという議論も、確かに急ぎ過ぎるの

かなという気もしますが、既に国のほうではさまざまな、この生活保護費削減された場

合の、さまざまな想定をして対策を講じると答弁にもありました。例えば保育料の免除

の問題とか、そういうことを含めて、多分生活保護世帯の就学援助もそうだと思うので

すが、国のほうで、きちんと対処するということもありました。あと非課税限度額を基

準に、目安にしている医療保険の問題とか、それについても、いずれ税改正をするとい

うようなことも検討するとありました。そんなことをするんであれば、保護世帯のあれ

を減らさなければいいのにと、私は思うんですが、減らすことによって大きく影響が出

ると、それによって国が対策を講じるということを、今のところ言っています。

　　それはそれとして、国がやる問題ですので、例えば町が具体的に、それをやられたと

した場合に、町がどういうことをするのかということが、これからの課題になりますが、

例えばの例で、就学援助の問題なんですが、就学援助は町独自の1.3倍以下の基準につ

いて、やるのは1.5のところもありますし、さまざま補助するものを決めているところ

もあります。それは町が独自で決める問題です。

　　それについて、下村文部科学大臣が、要するに就学援助の一部の負担の問題について、

市町村の判断に委ねられるが、自治体にお願いし、基本的には現状維持で対応をすると

いうような記事も見ました。ということは、対象から外れるか、ちょっとわかりません

が、そうであっても、従来どおり援助できるようにすべきだというふうに私はとれるわ

けです。そうすると、25 年も８月以降から段階的にされていて、万が一外れる方がい

るとした場合に、25 年度中からそういうことがされるのかどうかちょっとわかりませ

んが、そういうことを含めて、早急に対処しなければいけない課題も出てくるんでない

かと思います。その点について質問いたします。

〇議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。
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〇竹中　貢町長　いずれにしても、まだ具体的に提起されておりませんので、今の段階で

何とも申し上げようがないというのが本音であります。ただ、子育てや教育をどうして

いくかということと、それから生活困窮する、あるいは経済的な負担で、十分な保育を

受けられない、あるいは教育を受けれないと、こういったことは避けていかなければな

らないというのは、前提に考えなければならんことだろうというふうに思っております。

　　そのようなことで、基準が変わることによって、多分それは社会の経済動向だとか、

今よくデフレの問題が出ておりますけれども、そのようなことでの貨幣価値の問題だと

か、さまざまなこと、多分片方ではあるんだろうと思いますけれども、根っこに、僕ら

として抑えなければならんのは、個々の子供たちが、経済的負担によって保育を受けら

れない、あるいは教育を受けられないことは避けなければならんということと、それか

らよりこれから子育て、教育というのは、非常に大事な領域の１つであるということで

あります。そういった中で、どのような政策的な対策を講じていくかというのは、これ

からの課題になっていくというふうに思います。これからの課題といっても、遠くない

課題だと、そんなふうに認識をしておりますので、いましばらくそういった国の制度も

含めて、お待ちいただければなと、そんなふうに思います。

〇議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

〇８番（山本和子議員）　ここでどうのこうのということは、まだ予算通ったわけではあ

りませんので、それは大枠、即急がれる課題であるという確認をさせてもらいました。

　　片やきょうの新聞見ましたら、子供の保育所料金の無料化、幼稚園の無料化をやると

いうことも、政府言っていますので、それはすごく大賛成なんですよ。かといって、片

一方では、保護費の削減による就学援助外れていくということも含めて、政府の動きが

どうなるのかというのが、私もいい面も悪い面も含めてあります。それについて、きち

んと町が機敏に対応しながら、今ある制度を守り、そして広めていくというふうになる

べきと思っています。その点について、これについては、それを質問して終わります。

〇議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

〇竹中　貢町長　いずれにしても、ここに住んでいる子供たちが、ここに住んでよかった

なと、ここで教育を受ける、あるいは子育てを受ける環境、すばらしくっていいなと、

そういうような方向性を持って、子育て・教育の政策は進めていくべきであろうという

ことを申し上げさせていただいて、全体の子育て・教育に対する考え方として受けとめ

ていただければなと、そう思います。

〇議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

〇８番（山本和子議員）　それでは次に、心豊かな子供を育てるために、心のノートの問
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題を先に質問させてもらいます。

　　これは導入時にも１回、別の教育長さんに質問させてもらったこともあるんですが、

それ以来、民主党の中で１回廃止されたものとばっかり思っていましたが、何と北海道

教育委員会は、さらに続けてきたということを今回知りまして、現在なお続けているん

だなということで、把握しながら質問いたします。

　　答弁にもありましたように、生きる力を育てるために、命を大切にする心、他人を思

いやる心、善悪の判断をする心、こういう道徳性を身につけることは本当に大事である

と思っています。私は、この道徳性を否定するものでもなく、私は共産党の議員ですの

で、あえて言わせてもらうんですが、共産党も15 年前に市民道徳を提言、10 項目出

しました。それ全部言ったら時間ありませんので、まず１つ目は人間の命を、生命、互

いの人格と権利を尊重し、みんなのことを考えると、真実と正義を愛する心と一切の暴

力、うそやごまかし許さない勇気を持つと、３、４ずっとあるのですが、９、侵略戦争

や暴力の賛美ではなく、真の平和を愛好する。10 、他国を敵視したり、他民族を蔑視

するのではなく、真の愛国心と諸民族友好の精神を培う、このような道徳を共産党も提

唱しています。ですから、道徳を大事にする点では何も政府と、多分上士幌の教育委員

会と、何も異論はないところです。しかし、道徳は何かという具体的なことになってき

ますと、多分分かれてくるんだろうと思います。

　　この心のノート、以前も持っていたんですが、ちょっとどこに行ったのか見つからな

くって、また新たにホームページで引いてきました。ちょっとやっぱり驚きますね、す

ごく驚きます。１・２年生はいいんです、それなりに。自分の心をノートに書いてみよ

うとか、やさしい心を持とうね、美しい心を持とうね、自分はどう思っている、それは

すごくそうだなって思いました。だんだん進んでいきますと、中学校に行って、 後に

行くと、いずれそういうふうに導かれるのかっていうことで、私は大変驚きました。例

えば社会に生きる一員として、家族だから、それはいいですね、家族を大事にし、ふる

さとを大事にし、それもいいんですよ。そして我が国を愛し、発展を願う、その次が世

界の平和と人類の幸福を願う。そして３年生の１番 後のページが、これですね、これ

は実際にはもっと大きいと思うんですが、 後のページが日本人として、自覚を持って、

真の国際人として、世界に貢献したいというふうになりましょうというのか、そういう

紙面なんですよ、１番 後のページが。やさしい心を、美しい心を持とうといって、自

分の心を日記ふうに、いろいろなところに書きながら、 後に国際貢献できる人間にな

りましょうといく、その過程が私にはどうしても理解できません。それには多分いろい

ろな意図があるのかなと私は思いながら読ませてもらいました。
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　　それで、以前発行されたときに、今大変マスコミでよく出てきます尾木直樹さんが、

このように自分の本の中で書いています。この心のノートについて、子供たちがみずか

らの権利を大切にし、子供らしい疑問や批判精神や小学校高学年の思春期の発達上の苦

悩に悶えながら成長、発達を遂げるみずみずしい姿は、全く登場しないというふうに批

判的な言葉だと思うのですが、そういうふうに書かれています。

　　このことを含めて、このノートを教育、時間の中で活用しながら導かれていくことが

本当にいいのかということで、私はちょっと疑問に感じましたが、その点についてどの

ようにお考えか質問いたします。

〇議長（杉山幸昭議長）　馬場教育長。

〇馬場久男教育委員会教育長　お答えいたします。

　　この心のノートにつきましては、民主党政権が事業仕分けということで、予算を平成

23 年度、24 年度、２年間削減したということで、配布されなかったんですが、ただ

国のほうの、この心のノートの使用につきましては、全く以前と変わりなく、国のほう

の、文科省のホームページのほうに掲載されていまして、それを利用して、各小学校が

しっかりと、それ以前と同様に活用してほしいということで指導が来ておりまして、そ

の辺も含めまして、道の事業も活用して、町内も全小・中学校に配布をして活用はされ

てきているということです。

　　この心のノートについては、あくまでも補助教材ということで、全てこれを使うとい

うわけではありません。これを子供たちに見ていただいて、いろいろ思ったことを、子

供たちが書き込んだりとか、この中で本当に感じ取ることがあれば利用していってほし

いということで、これが全てではないというふうに思っています。

　　先ほど話があったように、この心のノートに対して、批判的な意見もあるということ

は十分承知しております。その辺も含めながらしっかりと、活用については、今後につ

いても図っていきたいなというふうに思っています。

　　この心のノートは部分的に、先ほど山本議員さんは、結構問題視されていましたけれ

ども、本当に部分的な問題あるかもしれません。それは私もちょっとわかりませんけれ

ども、全体的には、本当に子供たちに心の健康ですとか、体の健康も含めて、挨拶をし

っかりしようとか、本当に社会のルールやマナー、そういったものを守ってほしいと、

そういった社会人になってからしっかりと生きていける、そういった生きる力を身につ

けてほしいと、そういった内容になっているかというふうに思いますので、引き続き利

用していきたいというふうに思っています。

　　以上です。
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〇議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

〇８番（山本和子議員）　そのとおり、ずうっと読んでいくと、自分の気持ちを書きなが

ら、反省もしながらやっていくと、親を大事にし、地域のことを大事にする、本当にそ

うだなっていって、そうだなっていっていくところが、えっということにならなければ

いいなと、私は思っています。

　　それで安倍政権が、またこれを全学年に、国の予算を使って配るという背景というの

は、多分、これは私の考え過ぎかもしれませんが、やっぱり世界貢献する国防軍なんて

いうことを言っていますので、それのほうに行くんではないかという心配を私はしてい

ます。そういう方々もたくさんいらっしゃるんだろうと思います。

　　それで、教育委員会は、私はこれを使うな使うなとか、使えとかそういうことを言う

んじゃなくて、教育委員会の立場としましては、やっぱり学校の自主性に任せると、予

算が通れば、今国会で審議していますが、通れば多分全子供に配布されると思います。

それは学校の自主性に任せると、教育委員会が、私がここで質問したから、使え、使う

なということは強制できませんので、そういう立場に立ってほしいなと思っています。

　　それと、道徳の教育のあり方が、これから教科として、私が教員をやっているころに

は道徳の時間がありました、１週間に２回ありました。今はちょっとわかりませんが、

結構道徳の時間といっても、いろいろな教科で教えるわけではなくて、教科書ありまし

たが、あったと思うのですが、いろいろな集団の学びごとをやったり、対面的に活動し

てきました。それをさらに、これから教科として復活しようみたいな動きもありますが、

そうではなくって、学校全体の中で、いろいろな行事の中で、それは道徳性が身につく

んだろうと思うんです。それを教育委員会は何をするかというと、条件整備を35 人学

級だったり、いろいろな支援制度、お金の面もあるかもしれませんが、そういう支援を

することが、本来の教育委員会が行っていくべき道徳教育なのじゃないかなと思って、

支援する側としてそういうふうに思っていますが、その点について質問いたします。

〇議長（杉山幸昭議長）　馬場教育長。

〇馬場久男教育委員会教育長　お答えをいたします。

　　今、山本議員さんおっしゃられたとおり、安倍内閣、自衛隊を国防軍にとか、いろい

ろな発言、憲法の改正の部分も含めていろいろな発言をされてきています。その辺の、

子供たちにとって本当に日本がどうあるべきかということで、いろいろな今後議論をし

ていく場が出てくるかなというふうに思いますけれども、この学校での活用につきまし

ては、強要は当然するつもりはありませんけれども、各学校で活用することということ

で、教育委員会としてはしっかりと指導はしていきます。そして活用しているかどうか
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の把握というのも、しっかりと確認をしていきたいというふうに考えています。

　　それから、この子供たちの生きる力、この道徳だけではないというのは、当然そのと

おりですし、いろいろな方策があるというふうに思っています。上士幌についても、例

えばチームティーチングですとか、特別教育の支援員の配置ですとか、いろいろな活動

も行ってきています。この辺の子供たちのために、本当に充実した教育に向けていろい

ろな施策をまた、私もまだ２カ月しかたっておりませんので、いろいろな勉強をしなが

ら研究をしていきたいというふうに考えていますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

〇８番（山本和子議員）　わかりました。文科省が、国が言うのはそれはそれとして、そ

れなりの対応をしていかなければいけないのかなと思っていますが、町独自で、やっぱ

りいろいろなことを取り組んでいくべきだと思っています。教育委員会が実際に行える

のはやっぱり社会教育の分野では、直接子供と地域の方と、それから親御さん含めてや

れる、本当に大事な活動であると思っています。私はそれについても、ここに住んでか

ら長くなりますが、教育委員会はいろいろな取り組みを次々と挑戦して、大変すばらし

いなと思っています。ただ、これ以上もっとふやせという意味じゃなくって、担当課が、

昔は社会教育課と学校教育課がありまして、それぞれ職員がいました。１つになった、

それはそれでいいんですが、職員もがっぱり減りまして、社会教育担当の方が１人、２

人、ちょっとわかりませんが、結構異動が激しいんですよ。１年だったり、２年だった

り、そうすると、やってきたことが継続されていると思うんですが、社会教育は地域に

つながり、団体につながるものですから、机上でできるものではありませんので、その

つながりを大事にするという意味では、そう簡単に担当をころころ変えて済むものでな

いと私は思っています。そのことを含めて、教育委員会の中で、それは多分町長のほう

だと思うんですが、そんなにころころじゃなくて、それから教育委員会全体の中でもス

タッフ制がありますので、やっぱり全体で取り組むんだという気持ちで、社会教育に取

り組んでほしいなと私は思っています。

　　いろいろ私もかかわってきているんすが、なかなか大変そうですよ。毎週毎週行事が

あって、振り回されて振り回されて、行ったらいないということがしょっちゅうありま

した。その点について、そういう体制含めて、さらに活動を充実してほしいなと思って、

その点について質問いたします。

〇議長（杉山幸昭議長）　馬場教育長。

〇馬場久男教育委員会教育長　お答えをいたします。

　　異動の分は別としまして、このマンパワーの分では、本当にもっと人手が欲しいとい
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うのが正直な、私の個人的な意見も含めて、教育委員会としてはしっかりとした体制は

つくっていきたいというふうに思っています。

　　継続性の部分につきましても、ご意見をいただいておりますので、しっかりと人が代

わっても、引き継ぎをしっかりとして、継続して取り組んでいけるように進めていきた

いというふうに思っていますし、また教育委員会全体でというご意見がありましたので、

この辺も行事によっては限られたスタッフですので、全体で取り組んでいる部分もあり

ますけれども、この辺も十分、今後考えながら進めていきたいというふうに考えており

ます。

　　社会教育のいろいろな事業、体験事業ということで、子供たちは本当にこの何カ月間

か私も子供冬祭りですとか、かるた大会ですとか、スケート大会とか、いろいろ見させ

ていただきましたけれども、本当に元気に子供たちが楽しんでいるということで、それ

から交流を深めているということで、絶対に役に立っていると、子供たちが本当に、将

来に役に立つような事業だというふうに認識しています。

　　それから、つい先日は芸術鑑賞ということで、人形劇も見させていただきました。お

年寄りもたくさん来ていただいて本当に感謝をしております。こういった事業をしっか

りと、内容も含めて検討していきたいというふうに考えております。

〇議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

〇８番（山本和子議員）　馬場今教育長ですが、以前から学校教育次長のときにも、いろ

いろ本当に参加させてもらって、一緒にいろいろ行事させてもらいました。この間の

「にのき」には竹中町長も来てもらいまして、本当にあの雰囲気を味わってもらえたの

かなと思っています。

　　私は、社会教育というのは、そこそこ子供たちのときもあれば、お年寄りも含めて、

いろいろな、あそこの中の、百五、六十の中のいろいろなドラマがあり、そこに来るま

でのドラマ、それから帰ってからのドラマ、いろいろなことがあります。それはたまた

ま芸術鑑賞にかかわっています。それだけじゃなくて、夏の子供祭りもそうです。冬祭

りはちょっと行けなかったのですが、そこにかかわる過程がすごく大事だろうと思うん

ですよ。そのことをやっぱり大事にしていくことが、道徳といいますか、生きる力につ

ながり、極端にいえば、いじめをするとかそういうことじゃなくって、大事にしようね

って、けんかもするけど仲よくしようねというような、心が育つんだろうと、そういう

経験をいかに多くつくってあげるのかなというのが、私は本来の心のノートにかわる大

事な社会教育であると、私は思っています。答弁があれば、これで質問終わります。

〇議長（杉山幸昭議長）　馬場教育長。
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〇馬場久男教育委員会教育長　心のノートにつきましては、先ほど答弁したとおり、引き

続き活用を図っていきたいというふうに思っています。それにあわせてこういった子供

たちの体験活動ということをしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えています

ので、引き続きご支援、ご協力のほうをお願いいたします。

　　この体験活動では、特に町民の方にたくさんご協力をしていただいております。そう

いった面では世代を越えて子供たちが交流できると、同じ年代だけではなくて、いろい

ろな人と話をしたりとか、一緒に料理をつくったりとか、いろいろな体験をしています

ので、すごく子供たちの生きる力の育成に役立っていくというふうに考えております。

　　以上です。

〇議長（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。

　　これをもって、一般質問を終わります。

　　暫時休憩します。

（午前１１時３７分）

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

〇議長（杉山幸昭議長）　再開します。

（午前１１時３８分）

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

◎承認第１号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇議長（杉山幸昭議長）　日程第11 、承認第１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。

　　野中企画財政課長。

〇野中美尾企画財政課長　ただいま上程されました承認第１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、１月24 日の降雪及びその後の除雪作業に急を要し、

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、１月

24 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９

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1,237万7,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を 61 億8,109万3,000円とするものであります。
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　　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、繰越金1,237万7,000円を増額補正するものであります。

　　歳出は、土木費道路橋梁費の除雪対策費の中の委託料として1,237万7,000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、ご承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。

〇議長（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）

〇議長（杉山幸昭議長）　これをもって承認第１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）

〇議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより承認第１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）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、承認第１号は承認することに決定いたしました。

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

◎議案第１号から議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇議長（杉山幸昭議長）　日程第12 、議案第１号平成24 年度上士幌町一般会計補正予

算（第10 号）、日程第13 、議案第２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４号）、日程第14 、議案第３号平成24 年度上士幌町水道事業特別会計

補正予算（第５号）、日程第15 、議案第４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２号）、日程第16 、議案第５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４号）、日程第17 、議案第６号平成24 年度上士幌町介護

保険特別会計補正予算（第４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。

〇千葉与四郎副町長　ただいま上程されました議案第１号から第６号までの一般会計並び

に５特別会計の補正予算の内容についてご説明を申し上げます。
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　　補正総額は全会計で5,047万4,000円の追加補正となっており、補正後の予算総額を

80 億6,101万9,000円とするものでございます。

　　それでは、議案第１号一般会計補正予算（第 10 号）からご説明をいたします。

　　１ページをお開きください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に9,619万6,000円を追加し、総額を62 億

7,728万9,000円とするものでございます。

　　次に歳出で、追加補正を行う主なものについてご説明を申し上げます。

　　ふるさと納税特産品発送事業200万1,000円、再生可能エネルギー等推進基金積立金

560万9,000円、公共施設整備基金積立金１億3,302万5,000円、旧士幌線アーチ橋保

存基金積立金508万5,000円、福祉灯油等支給事業500万6,000円、青年就農給付金事

業150万円、農業体質強化基盤整備促進事業１億279万3,000円、居辺地区道営担い手

支援畑地帯総合整備事業328万9,000円、預託家畜等管理経費700万円、牧場施設等維

持管理経費160万5,000円、町道等除排雪対策事業1,312万9,000円、このほか燃料費

の高騰に伴いまして、学校などの燃料費などについて補正をしてございます。

　　歳出面では、入札等による執行経費の減も大きく、とりわけ農林水産業費における各

種道営事業の事業費確定に伴う減額やナイタイ高原牧場の管理運営費の減額、土木工事

の執行残などが大きな歳出減となっているところでございます。

　　次に、第２条では、繰越明許費について６ページ、第２表のとおり補正をいたします。

繰越明許費の事業は福祉灯油等支給事業及び農業体質強化基盤整備促進事業でございま

す。それぞれ年度内に完了することが困難でありますことから翌年度に繰り越して使用

するものでございます。

　　次に、第３条では、地方債補正として、過疎対策事業債の限度額について、６ページ

第３表のとおり変更補正をいたします。変更の理由につきましては、事業費の確定に伴

うものでございます。

　　次に、特別会計の補正予算についてご説明をいたします。

　　１ページの議案第２号国民健康保険特別会計補正予算（第４号）でございます。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から383万2,000円を減額し、総額を７億

5,335万7,000円とするものでございます。

　　歳出での追加補正を行うものの主なものといたしましては、葬祭費支給事業９万円、

また減額補正の主なものといたしましては、特定健康診査等事業費238万8,000円でご

ざいます。

　　次に、 14 ページの議案第３号水道事業特別会計補正予算（第５号）でございます。
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　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から1,070万6,000円を減額し、総額を１億

9,837万1,000円とするものでございます。

　　歳出での主な減額補正につきましては、簡易水道施設維持管理経費311万9,000円、

簡易水道施設改良事業670万6,000円でございます。

　　次に、20 ページ、議案第４号後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）でござい

ます。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から263万5,000円を減額し、総額を8,093

万円とするものでございます。

　　減額補正の主なものといたしましては、後期高齢者医療広域連合納付金261万4,000

円でございます。

　　次に、25 ページ、議案第５号公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）でござい

ます。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から878万4,000円を減額し、総額を２億

8,660万2,000円とするものでございます。

　　減額補正の主なものといたしましては、個別排水処理施設管理経費240万円、下水道

施設整備事業526万6,000円でございます。

　　また、第２条では、地方債補正といたしまして、下水道事業並びに過疎対策事業限度

額について、27 ページ、第２表のとおり変更補正をいたします。変更の理由は事業費

の減額に伴うものでございます。

　　次に、 36 ページ、議案第６号介護保険特別会計補正予算（第４号）でございます。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から1,976万5,000円を減額し、総額を４億

6,447万円とするものでございます。

　　歳出での減額補正の主なものは、居宅介護サービス給付事業費249万5,000円、施設

介護サービス給付事業1,429万2,000円でございます。

　　以上が、補正予算の内容でございます。

　　また、全会計とも第１条の第２項、補正の款項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第１表のとおりでございます。

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

　　以上、一般会計並びに５特別会計の補正予算につきまして、ご提案を申し上げました。

よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。

〇議長（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。
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　　それでは、議案第１号平成24 年度上士幌町一般会計補正予算（第10 号）から質疑

を行います。

　　初めに、事項別明細書の歳出から質疑を行います。

　　事項別明細書の歳出は 22 ページからページごとに一括して質疑を行います。

　　 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。

　　８番、山本和子議員。

〇８番（山本和子議員）　国民保護協議会の経費６万2,000円の減なんですが、これは例

年も、いつも６万2,000円減だと思うのですが、その点についてどのような減なのか質

問いたします。

〇議長（杉山幸昭議長）　高嶋総務課長。

〇高嶋幸雄総務課長　お答えいたします。

　　国民保護協議会の経費６万2,000円の減額でございますが、当初予算でも６万2,000

円を計上しております。これにつきましては、本町で策定いたしております国民保護計

画の内容について、変更する場合が生じた場合に備えて予算計上しているわけでござい

ますが、本年度におきましては、変更する部分が生じないということで全額を減額させ

ていただいているところでございます。

〇議長（杉山幸昭議長）　ほかありますか。

（「なし」の声）

〇議長（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。

　　７番、角田議員。

〇７番（角田久和議員）　 25 ページのふるさと納税特産品発送事業200万1,000円、こ

れの補正がありますけれども、これの内容について質問いたします。

〇議長（杉山幸昭議長）　高嶋総務課長。

〇高嶋幸雄総務課長　ふるさと納税特産品発送事業でございますが、これにつきましては、

当初予算で217万4,000円を計上させていただきまして、申請件数が増加しているとい

うことから、９月の補正予算でも269万1,000円増額補正をさせていただいております。

その後も、11 月、 12 月等にもふるさと納税の件数がふえておりまして、 終的には

980件の申し込みを予定をするということで、今回増額補正をさせていただいておりま

す。ちょっと前ですが、１月上旬の状況では、実績といたしまして、830件ほどの申請

をいただいているという状況がございます。

　　そういったことで、今回増額補正をさせていただくということでございます。
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〇議長（杉山幸昭議長）　７番、角田久和議員。

〇７番（角田久和議員）　この金額の中には5,000円の商品代、あるいは輸送費とか、発

送手数料とか、そんなものが全て入った金額ですか。

〇議長（杉山幸昭議長）　高嶋総務課長。

〇高嶋幸雄総務課長　ご質問のとおり、記念品の発送については5,000円相当の商品を発

送するということにしておりますし、そのほか、当然送料もかかります。送料、それか

ら包装用の箱代、その他諸経費を含めて、今回増額補正をさせていただいているところ

でございます。

〇議長（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。

〇３番（山本弘一議員）　 25 ページの、国の東居辺有線共聴施設設置事業費補助工事請

負費含めて、次のページにまたがるわけですけれども、地上デジタルのことだと思いま

すが、1,314万3,000円減額ということになって、これは今年度できなくて、またがる

という意味なのかどうなのか、ちょっとご説明願います。

〇議長（杉山幸昭議長）　野中企画財政課長。

〇野中美尾企画財政課長　この東居辺の有線共聴施設設置工事につきましては、ご承知の

とおり、昨年の６月の予算補正で計上させていただいたところでございます。東居辺の

一部の地域ということで、東居辺小学校の周辺のエリアということで、12 世帯の方た

ちに対する地デジ難視、あそこは難視地区ということで指定が受けられましたので、そ

の対応の工事ということで、国と組織する北海道地上デジタル放送推進協議会のほうで

指定されまして、そういった対策を講じるということで計上したものでございますが、

当初国に要望ということで、スケジュール的には６月に国に対して補助金が交付される

ということもありましたので、要望調書を上げまして、その要望調書を上げる段階では

基礎設計というか、簡易設計の段階で国に工事費相当額を積算して上げるということで、

それを踏まえて補正予算を上げさせていただいたところでございます。その後、９月に

交付決定を受けたということで、交付決定があってから入札をして、工事の契約という

ことで、既に11 月に入札を行って工事契約は行ったところでございますが、当初の基

礎設計に踏まえた額と大きく設計変更が生じたということでございます。

　　その設計変更の大きなことというところで、まず１つが受信点の柱ということで、有

線で結ぶということでございますが、受信の場所の確定というところで、そこが当初か

ら変更になったということで、当初はクレーンを使って作業、機械が必要だったという
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ことで、今回変更によって人力でよくなったということ、それから伝送路のルート変更

ということで、東コミュニティセンターまでの引き込みを、自営柱から北電のほうに共

架していくというふうに変更したということ、それから北電及びＮＴＴの電柱、これの

共架の改修の費用の減額ということでございます。

　　当初、電柱の共架申請というのは、工事契約を行った後に申請をするということにな

ります。そういったことで北電、ＮＴＴ共架申請を行った後に、現地調査をした際に、

共架予定数の建て替え、要するに北電、ＮＴＴの電柱に共架をしていくという、共架し

ていくときに電柱の改修といって、この電柱はちょっと弱いから建て替えなければいけ

ませんよというような、そういったところで、全体で83 本あるんですけれども、その

電柱の共架するに当たって改修、建て替えが必要だということを、半数以上は当初見込

んでおきなさいということが、実は北海道の総合通信局に事前に相談したところ、交付

金が決定されて足りなくなったといっては困るということで、半数以上電柱の建て替え

があり得るだろうということで想定をして、実は予算計上させていただいて、交付申請

をしたところでございます。

　　実際に、ＮＴＴ共架申請において実地調査をしたら、建て替え分は２本で、北電でい

けば２本でよくなったということで、建て替えをする必要がなくなったということです

ね。その建て替えをする必要がないという共架の改修費の減額、これが相当大きかった

ということでございます。これが、当初予算が、共架改修費の減額ということで、当初

1,140万見ていましたけれども、実際には建て替えをする必要がないということで、改

修費自体が55 万6,000円弱で収まったということが大きな要因で減額になったと。そ

れと合わせて国の補助金も減額になったということでございます。

　　以上です。

〇議長（杉山幸昭議長）　３番、山本弘一議員。

〇３番（山本弘一議員）　その経過はわかりましたけれども、現実的にまだ見れていない

んですよね、これ。有線配線して、これ見れているんですか。

〇議長（杉山幸昭議長）　野中企画財政課長。

〇野中美尾企画財政課長　すみません。工事はですね、実はあしたから、道路の占用許可

等々が必要でございまして、北電さんの共架申請、認定も出て、承認も出て、それから

道路の許可申請がついこの間出ました。それで、あしたから工事に着工ということで、

大体工事期間は３月20 日ぐらいまでを見ておりますが、大体２週間ぐらいでできるの

かなというふうには踏んでいます。12 世帯、地域の方々にも既にご説明を差し上げて

おりまして、これから工事に入りますということで、ご了解していただいているところ
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でございます。

　　ですから、今は暫定的に、まだ見えていなかったりというような、不安定な状態だっ

たと思いますが、これから工事に入るということでご理解してください。

〇議長（杉山幸昭議長）　よろしいですか。

　　このページまで、ほかありませんね。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　それでは、ここで休憩といたします。再開は午後１時といたし

ます。

（午前１１時５８分）

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

〇議長（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）

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

〇議長（杉山幸昭議長）　次に、26 ページから27 ページまで質疑を行います。質疑あ

りますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　次に、 28 ページから 29 ページ。

　　２番、堂畑義雄議員。

〇２番（堂畑義雄議員）　指定寄付金についてちょっとお伺いをしたいと思うんですが、

ここの補正の508万5,000円については旧士幌線アーチ橋の保存基金ということで、言

ってみれば保存のための、補修を目的とした募金といいますか、指定寄付金だと思うん

ですが、思った以上にあるのかなという気がするんですが、ちょっとお伺いしたいので

すが、まず、１点はどのくらいの口数で集まっているのか、あれ大口があるのかどうか、

ひとつお伺いをしたいと思います。

　　それからもう１点は、トータル的に幾らになっているのか、あわせてお伺いしたいと

思います。

〇議長（杉山幸昭議長）　早坂商工観光課長。

〇早坂清光商工観光課長　お答えをいたします。

　　今年は、この508万5,000円でございますけれども、１件500万という大口の寄付が

ございました。それに１万だとか5,000円とかの寄附のありました分合わせまして、全

部で508万5,000円ということで補正をさせていただいております。

　　この間の、この寄付の総額が幾らになっているかということのご質問だったでしょう
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か。平成21 年度からこの募金を開始しておりまして、現在のところ1,222万7,603円

ということになっております。募金をいただいた額がということになります。

〇議長（杉山幸昭議長）　よろしいですか。

　　ほかありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　次に、30 ページから31 ページまで質疑を行います。質疑あ

りますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　次に、32 ページから33 ページまで質疑を行います。質疑あ

りますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　次に、34 ページから35 ページまで質疑を行います。質疑あ

りますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　次に、36 ページから37 ページまで質疑を行います。質疑あ

りますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　次に、38 ページから39 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。

〇８番（山本和子議員）　健康管理システム改修事業の委託の関係ですが、どのようなシ

ステムが改修されるのか、質問いたします。

〇議長（杉山幸昭議長）　柚原保健福祉課長。

〇柚原幸二保健福祉課長　このたびの77 万7,000円の補正なんですけれども、今回、国

のほうで、平成25 年度から特定健診に関する判定値の変更だとか、法改正に伴いまし

て、各種報告様式等の改正がございますので、それを３月までにやるということで、今

回 77 万7,000円を補正させていただきました。

　　以上です。

〇議長（杉山幸昭議長）　ほかありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　次に、40 ページから41 ページまで質疑を行います。質疑あ

りますか。
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（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　次に、42 ページから43 ページまで質疑を行います。質疑あ

りますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　次に、44 ページから45 ページまで質疑を行います。質疑あ

りますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　次に、46 ページから47 ページまで質疑を行います。質疑あ

りますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　次に、48 ページから49 ページまで質疑を行います。質疑あ

りますか。

　　１番、伊東久子議員。

〇１番（伊東久子議員）　 49 ページの全農のＥＴ、牛の受託管理委託金が2,500万円ほ

ど減になっておりますが、内容について教えていただけますか。

〇議長（杉山幸昭議長）　佐藤ナイタイ高原牧場長。

〇佐藤桂二ナイタイ高原牧場長　私のほうからお答えをさせていただきます。

　　全農ＥＴ研究所のほうの受託管理委託金が、マイナスで2,552万円ぐらい減っている

ということでの中身ということでございますけれども、実はこちらのほう、全農ＥＴ研

究所のほうからの委託牛の扱いと、さらにもう一つの種類としては、預託牛の扱いとし

てございます。

　　こちらのほう、実は2,552万円ぐらい委託牛のほう減っていますけれども、実は預託

牛のほうにその部分がかなりの数シフトをしておりまして、逆に預託牛のほうに、ほぼ

同額ぐらいで預託牛の預託料のほうを増額しているという形でございまして、全農ＥＴ

研究所のほうの預託牛、委託牛のトータルに関して言いますと、前年並みあるいは若干

伸びているという状況でございますので、一応そういう中身的な取り扱いで、若干そう

いうところが見えてきているという形にはなっておりますので、ご理解いただければと

思います。

〇議長（杉山幸昭議長）　ほかありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　次に、 50 ページから 51 ページまで質疑ありますか。

（「なし」の声）
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〇議長（杉山幸昭議長）　次に、 52 ページから 53 ページまで質疑ありますか。

　　７番、角田久和議員。

〇７番（角田久和議員）　 52 ページです。

　　６番の魅力発信推進費、これは当初予算が1,436万で、今回補正減が566万、これは

当初予算と比べますと、実に40 ％の減になっております。これの要因について質問い

たします。

〇議長（杉山幸昭議長）　早坂商工観光課長。

〇早坂清光商工観光課長　お答えいたします。

　　まず、農林商工連携促進事業につきましては、農商工連携で行う事業に対して補助金、

支援というようなことで500万ほど予算を見ておりましたけれども、実際には３件で

230万ほどの補助になる見込みということで、12 月まで２回に分けて事業の申請をし

ていただくことの期間を設けておりましたけれども、３件に終わったというなことで、

この金額、270万ほど減額をさせていただくことになりました。

　　それから、魅力発信のキャンペーン事業のほうでは60 万ということで、減額をさせ

ていただきましたけれども、魅力発信の事業につきましてはほぼ終了しておりまして、

精算というようなことの意味合いで、60 万減額させていただきましたけれども、当初

道の補助金というなことは想定をしていなかったのですけれども、120万ほど道の補助

対象になったという部分がございまして、120万ほど道の補助金をいただいているとい

う経過もございます。

　　以上です。

〇議長（杉山幸昭議長）　７番、角田久和議員。

〇７番（角田久和議員）　地産地消の推進事業で233万の減額になっていますけれども、

これらの要因について質問いたします。

〇議長（杉山幸昭議長）　早坂商工観光課長。

〇早坂清光商工観光課長　お答えをいたします。

　　地産地消の事業につきましては、昨年補正というようなことでさせていただいており

ます。そのような中で、大きくは報償費ということで、講師謝礼等というようなことで、

こちらに来ていただくのを10 回分ということで予算組みをさせていただきました。講

師の、地産地消アドバイザーの金丸さんに来ていただいたわけですけれども、そうした

中で、今回は、私どもも初めてお会いするというような方々で、打ち合わせを含めて、

あるいは関係機関の担当者との勉強会だとか、あるいは講演会、地域の講演会等で来て

いただいたということがありますし、また今年に入りましてからは料理教室、あるいは
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地元の素材を使った料理の試食会というようなことで来ていただいております。

　　そうしたことで、１泊２日あるいは２泊３日で来ていただいたんですけれども、そう

いう中で、来ていただいた日の昼、午後からはこういう集まりでご指導をいただく、次

の日の午前中は、関係機関の皆さんとの打ち合わせなり、勉強会を開くというようなこ

とで来ていただいたときに、有効に先生方と、そういうことの勉強会なり、意見交換を

させていただいたというようなことで、当初10 回見ておりましたけれども、４回程度

の部分で、ことしの事業については終了しているというようなことで、あと先生につい

ては、非常に、日程的に全国を駆け回っているという方でございまして、今回も２月の

初めに料理教室等開催させていただきましたけれども、３カ月ほど前に、ようやくその

日程も仰さえられたというような状況もございまして、そういうような状況で、今回減

額ということにさせていただいております。

　　ことしの事業としては、事業者のプレーヤーの皆さんに、本当は先生にもっと聞きた

かったんだけれども、こういう部分で足りなかったというようなことのご指摘を受ける

ような状況で、終わっているというようなことではございませんので、今年度としては

こういうことで、事業費を減額させていただくというようなことで考えております。

〇議長（杉山幸昭議長）　７番、角田久和議員。

〇７番（角田久和議員）　当初予算が1,430万、それで減額補正が40 ％の減額、例えば

農林商工連携促進事業だったこれ、500万のうち230万なら５割もいっていないわけで

すよね。そして今の地産地消、これについても大幅な減額だと。ということは、例えば

工事なんかで、入札やったら少し落札金額が低かったから減額補正もあると。ところが

こういう事業で、当初に対して６割の予算の消化だということであれば、当初の、この

事業の企画、計画が甘かったんじゃないかと、詰めが甘くて、結果的にこういう予算の

残り方したんじゃないかと。だから、 初にもっと密に詰めて、例えば先生が10 回来

る予算立てて、こちらに来たのは４回だと。じゃその間に、普通だったら計画したら、

何月何日こういう工程で、今回はこういうこと、次はこういうこと、１年の12 カ月の

中で組んでいくでしょう。それ終わってみたら、10 回うち４回しかやりませんでした。

これだったら、この魅力発信の目的と結果と、これついてきていないと思うんですね。

その点について、担当課としてどういう分析をしているのか質問いたします。

〇議長（杉山幸昭議長）　早坂商工観光課長。

〇早坂清光商工観光課長　お答えいたします。

　　地産地消につきましては、当初409万7,000円という事業費で、今回230万ほど減額

をさせていただいているという状況にございます。そういう部分で、計画性がなかった
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んではないかということのご指摘を今いただきました。そういう部分がなかったかと言

われると、そういう部分も反省しなければならない部分はあるかというふうに思ってお

ります。ただ、私どもとしてはプレーヤーの皆さん、町内で事業をやっていただく、今

回の事業については地産地消、地場産品を活用した商品開発に向けてということでの、

事業展開ということでの予算づけをしていただいたわけでございますけれども、まだま

だ地域の中での地産地消ということについての意識啓発なり、そういう部分がまだ、

我々としては不足している部分があったというふうに思っていますし、これからもその

辺きちっと、町民の皆さんに啓発をしながら事業展開をしていきたいというふうに考え

ております。

　　そんなことで、当初の予算の部分を大きくしてもらったんじゃないかということのご

指摘については、今後反省をしながら、事業に当たっていきたいというふうに思ってお

ります。

〇議長（杉山幸昭議長）　ほかありますか。

　　３番、山本弘一議員。

〇３番（山本弘一議員）　私も、この農商工連携事業と、今言った地産地消推進事業が絡

むわけでございますけれども、今角田議員も言われていましたように、半分ぐらいしか

利用されていないんじゃないかと、例えば農林商工連携促進事業、この中の、やはり内

容的に、町民もしくはそうやって企業を起こそうという人たちが、使いづらい事業の内

容になっていると。ということは、やはり物事を起こしたり、地産地消を含めてやって

いこうとすると、どうしても設備だとかそういうもの、建物・設備がかかってくるわけ

です。言ってみれば、そういうものではないという状況になっていますんで、今後新年

度に向けては、多少そういうことも、地域もしくはそのような希望のある方々の話し合

いを聞いた中で、条例も含めた中で、もうちょっと、90 ％以上使えるようなシステム

にやっていく気はないのかどうか、その辺いかがですか。

〇議長（杉山幸昭議長）　早坂商工観光課長。

〇早坂清光商工観光課長　お答えいたします。

　　要綱を定めて、この事業等進めて来て具体的に運用しているわけですけれども、今山

本議員さんがおっしゃったように、皆さんに使っていただかなければ、そして効率が上

がるようにしていかなければ、事業の目的が達成されませんので、どこまでできるかと

か、どういうことに対応できるかということは、これからまたいろいろ、皆さんのご要

望なり、そういうものをお伺いしながら、手直しをしていかなければならないのかなと

いうふうに思っておりますけれども、そういうことも考えているということで、ご理解
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をいただきたいと思います。

〇議長（杉山幸昭議長）　ほかありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　次に、54 ページから55 ページまで質疑を行います。質疑あ

りますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　次に、56 ページから57 ページまで質疑を行います。質疑あ

りますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　次に、58 ページから59 ページまで質疑を行います。質疑あ

りますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　次に、60 ページから61 ページまで質疑を行います。質疑あ

りますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　次に、62 ページから63 ページまで質疑を行います。質疑あ

りますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　次に、64 ページから65 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。

〇８番（山本和子議員）　要準要保護生徒援助、要するに就学援助だと思うんですが、そ

れについてちょっと質問したいと思いますが、当初予算が468万円で、今回205万です

ので、大幅な減になっていますが、この理由について質問したいのと、あと申請漏れ等

はないとは思うんですが、その点も含めて質問したいと思います。

〇議長（杉山幸昭議長）　綿貫教育次長。

〇綿貫光義教育委員会教育次長　今のご質問でございますけれども、扶助費の関係でいき

ますと、今回205万7,000円ということで減額させていただいております。当初、中学

校の部分なんですけれども、33 名ということで、468万円を予算化してございますけ

れども、実際には18 名ということでございまして、その分を減額させていただいてお

ります。

　　それから、受給漏れというか、そういうものがあるんじゃないかということでござい
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ますけれども、これにつきましては、年度当初、広報による周知と、それから中学校・

小学校含めて、保護者に直接案内をしてございます。

　　それから、なおかつ９月ごろに、もう一度そういった部分で保護者に案内をしている

ということで、周知についてはやっているというふうに思ってございます。結果的に

18 名ということで、この金額について減額させていただいたということで、ご了承い

ただきたいと思います。

〇議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

〇８番（山本和子議員）　当初予算の33 名というのは、例えば30 とか 40 じゃありま

せんので、33 名ということは、ある程度の見込みで予算化したと思うんですが、その

結果、約半分ぐらいに減ったと、それには当初見込んだ方々が、基準に沿えば外れると

思うんですけれども、それなりの生活環境にあるというふうに教育委員会は把握して予

算化、個人名ではないと思うんですが、したと思うんですよ、その点含めて、基準がこ

れでいいのかどうかも含めて、これからの課題になると思うんですが、その点について

考えがあれば質問いたします。

〇議長（杉山幸昭議長）　綿貫教育次長。

〇綿貫光義教育委員会教育次長　制度の周知については、個別にお知らせという形でやっ

ております。具体的にどの程度の所得があれば認定になりますよという、具体的な所得

の目安も含めてお知らせをしておりますんで、あくまでも本人申請ということでござい

ますんで、教育委員会で個々の家庭の所得状況までは把握できませんので、申請がない

ということでございますけれども、教育委員会としては、これで網羅されているという

ふうに理解をして、説明させていただいているところでございます。

〇議長（杉山幸昭議長）　ほかありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　次に、66 ページから67 ページまで質疑を行います。質疑あ

りますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　次に、 68 ページまで質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　次に、給与費明細書は69 ページから73 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）

〇議長（杉山幸昭議長）　次に、地方債調書は 74 ページ、質疑ありますか。
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（「なし」の声）

〇議長（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）

〇議長（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。

　　７番、角田久和議員。

〇７番（角田久和議員）　 11 ページですね、自動車税取得税交付金、これは当初2,000

万で700万増額になっていますけれども、これの、増額の要因というのは、例えばエコ

カー補助金等による自動車販売の増なのかなと、そういうふうに想像したんですけれど

も、それの要因を質問いたします。

〇議長（杉山幸昭議長）　野中企画財政課長。

〇野中美尾企画財政課長　角田議員のおっしゃるとおり、エコカーの減税の見直しという

ことで、３年間延長になったということもありまして、補助金交付の効果があったとい

うことで、前年比での大幅増となったということでございます。

〇議長（杉山幸昭議長）　角田久和議員。

〇７番（角田久和議員）　平成24 年度で2,700万、交付金として入ってきているんです

けれども、今国のほうで、消費税との絡みで、この自動車取得をやめるというか、消滅

させると、そういう考えか、そういうこともあるみたいなんですけれども、もし自動車

取得税が消滅した場合、たしか平成25 年度も2,500万ぐらい、歳入として予定してい

たと思うんですけれども、これが、地方交付税なんかで手当するとかという話もあるけ

れども、自動車取得税交付金という二千数百万のものが、消える可能性があるのか、そ

こを質問いたします。

〇議長（杉山幸昭議長）　野中企画財政課長。

〇野中美尾企画財政課長　国のほうの自動車取得税、全て自動車税関係ですね、そういっ

たところの今後の状況というところでは、詳しくはちょっと、把握をまだしていない状

況で申しわけなかったんですけれども、いずれにしてもこのエコカー減税が見直しされ

て、平成27 年の３月31 日までということで、延長になったということで、それによ

って自動車を取得する方たち、税の減免制度が設けられたということで、自動車を取得

する人たちがふえていくんだろうと思いながらも、片一方のほうで自動車重量税関係で

すね、そういったところで地方譲与税ですか、こちらのほうは300万の減額ということ

で、景気の低迷含めて、自動車税関係の登録台数も、片一方では減っているという国の

ほうの大きな譲与税の状況を含めても、平成13 年度の財政計画の中でも、譲与税につ
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いてはそういった見方をしていて、取得税についてはふえるけれども、譲与税について

は減額の方向というような状況しか、まだ把握をしていないという状況でございます。

　　以上です。

〇議長（杉山幸昭議長）　７番、角田久和議員。

〇７番（角田久和議員）　私が質問しているのは、自動車取得税がなくなった場合に、自

動車取得税交付金というのはなくなるんですかという、そういう質問なんですけれども。

〇議長（杉山幸昭議長）　野中企画財政課長。

〇野中美尾企画財政課長　私、今の段階で、大変申しわけないんですが、その部分につい

ては、ちょっと勉強不足で承知をしていないところでございます。

〇議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩します。

（午後　１時２５分）

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

〇議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午後　１時２６分）

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

〇議長（杉山幸昭議長）　野中企画財政課長。

〇野中美尾企画財政課長　国のほうからの情報ということでは、この自動車取得税交付金

が、自動車税に伴ってなくなるというところの情報は、まだ今の段階で、事務レベルで

は来ていませんけれども、もし自動車税等々がなくなるようであれば、自動車取得税交

付金というのは当然なくなってくるだろうということで、それに代わる代替の財源とい

うことで、本町にとっても非常に大きな財源でありますので、そういったところで、こ

れによって交付金がなくなるということであると、大きな影響を受けるということで、

それに代わる、見合った財源というものを、逆に国に対して、また要望していく必要が

あるのかなというふうには感じております。

〇議長（杉山幸昭議長）　ほかありますか。

（「なし」の声）

〇議長（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）

〇議長（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）
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〇議長（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）

〇議長（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。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　次に、20 ページから21 ページまで質疑を行います。質疑あ

りますか。

（「なし」の声）

〇議長（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）

〇議長（杉山幸昭議長）　次に、一般会計補正予算書の１ページから６ページまでを一括

して質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　以上で、議案第１号平成 24 年度上士幌町一般会計補正予算

（第 10 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２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４号）

は、１ページから 13 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。

〇８番（山本和子議員）　特定健康診査事業の補正の減について質問したいと思うんです

が、当初に比べて大幅に減っていますので、当初予算ではかなり健診に力を入れようと

思って組んだんだろうと思うのですが、このような結果になった理由と、それから24

年度の見込みで健診がどれくらい受診率があるのかと。23 年度は、前に聞いたときに

見込みしか聞いていませんので、23 年度の結果はわかっていると思うんですが、23

年度の結果と 24 年度の見込みの受診率について質問いたします。

〇議長（杉山幸昭議長）　柚原保健福祉課長。

〇柚原幸二保健福祉課長　３点のご質問なんですけれども、まず全般的に特定健康診査等

の事業につきましては、当初予算では受診率60 ％ということで、予算化をしておりま

したが、まだ年度末過ぎていないし、これから各病院からのいろいろな情報が入ってく

－48－



るんですけれども、それで24 年度の見込みは、今のところ40 ％前半というような予

定になっておりまして、当初から比較すると238万8,000円の減額という形になってお

ります。

　　それと、23 年度の実績は41.5 ％でありまして、これも目標値からすると相当数落

ち込んでいるような状況がありまして、22 年度をピークにして下がる傾向があります。

これもいろいろ国民健康保険運営協議会等、健康づくり推進協議会ともいろいろ論議を

しているわけなんですけれども、なかなか一度も受けない人だとか、受診率の向上のた

めのリピート率を上げるとか、いろいろ方策をやっているんですけれども、なかなか実

効性が上がってきていないのが現状でありますけれども、いずれにしましても個人個人

の健康管理は必要だということで、今後も継続してまいりたいと思っております。

　　以上であります。

〇議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

〇８番（山本和子議員）　再質問ではないんですが、 24 年度が一区切りになりまして、

25 年度以降については制度上いろいろ変わる点もあると思います。それについては予

算審議等、それから委員会にも出される予定になっています。その後について質疑等さ

せてもらいますので、ここではここまでで終わらせてもらいます。質疑ではありません

が、よろしくお願いします。

〇議長（杉山幸昭議長）　答弁、いいですね。

　　ほかありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　以上で、議案第２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４号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第３号平成24 年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第５号）は14

ページから 19 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）

〇議長（杉山幸昭議長）　以上で、議案第３号平成24 年度上士幌町水道事業特別会計補

正予算（第５号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第４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２号）

は 20 ページから 24 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）

〇議長（杉山幸昭議長）　以上で、議案第４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２号）の質疑を終わります。
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　　次に、議案第５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４号）

は 25 ページから 35 ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　以上で、議案第５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４号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第６号平成24 年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第４号）は36

ページから 50 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。

〇８番（山本和子議員）　 44 ページの施設介護サービス給付事業の減について質問いた

します。

〇議長（杉山幸昭議長）　柚原保健福祉課長。

〇柚原幸二保健福祉課長　 44 ページの施設介護サービス給付事業の減額でございますが、

この大きな要因としましては、介護施設、養護老人ホームとか、老健施設とかいろいろ

施設があるんですけれども、その施設の中で一部過誤請求というのがございまして、多

く請求された部分がありまして、それの返還額がこの中に多く含まされいるので、今回

大きな金額を減額するということになっておりますので、ご理解願いたいと思います。

〇議長（杉山幸昭議長）　ほかありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　以上で、議案第６号平成24 年度上士幌町介護保険特別会計補

正予算（第４号）の質疑を終わります。

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

る総括質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（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）

〇議長（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１号から議案第６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１号平成24 年度上士幌町一般会計補正予算（第10 号）の討論を行
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います。討論ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第１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）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第２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４号）の

討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第２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）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第３号平成24 年度上士幌水道事業特別会計補正予算（第５号）の討論を

行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第３号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第４号平成24 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

の討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第４号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
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（「異議なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第４号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第５号平成24 年度上士幌町公共下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）

〇議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、議案第５号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第６号平成24 年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第４号）の討論

を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第６号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第７号の上程、説明、質疑、委員会付託

〇議長（杉山幸昭議長）　日程第18 、議案第７号上士幌町暴力団排除条例の制定につい

てを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由に説明を求めます。

　　石王町民課長。

〇石王良郎町民課長　ただいま上程されました議案第７号上士幌町暴力団排除条例の制定

につきまして、その提案理由と内容についてご説明をいたします。

　　まず、お手元に配付の議案第７号関係、暴力団排除条例についてをごらんください。

　　本条例制定の目的・背景でございますが、犯罪や暴力を追放し、安全で安心な地域づ

くりを目的とするため、平成３年に「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
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律」が制定されております。

　　その後、公共事業等から暴力団排除を推進し、暴力団の資金を枯渇させるため、北海

道では平成23 年４月１日に、「北海道暴力団の排除の推進に関する条例」が制定され

ております。市町村においても、都道府県条例では規制対象とならない部分を補完し、

暴力団関係事業者を市町村発注工事入札に参加させないことや、公の施設の利用の不許

可、警察署との連携を図り、情報提供・支援要請に対するための条例制定の動きが全国

的に広がっており、北海道警察からも条例の制定を要請されているところであります。

　　また、あわせまして、４月１日付で帯広警察署と「暴力団等の排除に関する合意書」

を締結し、相互の連絡協議体制によりまして、本条例の運用が図られるよう取り組んで

まいります。

　　具体的な内容につきましては、条例の案をごらんください。

　　第１条では、本条例の目的を規定しております。上士幌町からの暴力団の排除につい

て、基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力

団の排除に関する施策の基本となり、事項等を定めることにより、町、町民及び事業者

が一体となって暴力団の排除を推進し、もって地域経済の健全な発展に寄与し、町民の

安全で平穏な生活の確保に資することを目的としております。

　　第３条では、基本理念を定めております。

　　暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が町民の生活及び社会経済活動に不当な影

響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資

金を提供しないこと、暴力団を利用しないこと、及び暴力団と交際しないことを基本と

して、町、町民等関係機関、及び関係団体による相互の連携及び協力のもとに推進され

なければならないとしております。

　　第４条では、町の責務、第５条では町民及び事業者の責務をそれぞれ定めております。

　　第６条では、町の発注する建設工事その他の町の事務、事業において、暴力団員又は

暴力団関係事業者を入札に参加させない等の必要な措置や下請けに係る暴力団関係者の

排除、契約の相手方が暴力団の不当介入を受けた場合の通報義務などを規定しておりま

す。

　　第７条では、公の施設が暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公の施

設の利用を許可しないものとするものであります。

　　また、第11 条では、暴力団の威力を利用することの禁止、12 条では、利益供与の

禁止をそれぞれ定めております。

　　以上が条例案の主な内容でございます。
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　　この条例は、平成 25 年４月１日から施行するものでございます。

　　以上、議案第７号上士幌町暴力団排除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、ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。

〇議長（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７号について質

疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第７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７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）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第７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８号の上程、説明、質疑、委員会付託

〇議長（杉山幸昭議長）　日程第19 、議案第８号上士幌町指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準を定め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。

　　柚原保健福祉課長。

〇柚原幸二保健福祉課長　ただいま上程されました議案第８号上士幌町指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め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。

　　議案第８号関係資料の１ページをご参照ください。

　　初めに、条例制定の背景でありますが、国において平成22 年６月に閣議決定された

地域主権戦略大綱を踏まえ、地域の自主性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律が平成23 年５月２日に、また介護サービスの基盤強化のため

の介護保険法等の一部を改正する法律が平成23 年６月22 日に公布施行されたところ

であります。

　　この介護保険法の一部改正に伴いまして、これまでの法令等で定められていた地域密

着型サービス事業の運営基準について、市町村の条例に委任されることから、町が関係

する地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を介護保険法第78 条
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の４の規定により条例で定めるものであります。

　　また、事業者の指定についても、介護保険法第78 条の２で、市町村の条例で定める

こととなっており、事業者は法人格を持っているものと定めております。

　　次に、２番目に、本町の条例の考え方についてでありますが、指定地域密着型サービ

スの事業については、現在職員の配置基準、居室の面積等の設備基準及び利用者の処遇

に関する運営基準について、既に詳細な基準が平成18 年厚生労働省令第34 号におい

て定められております。その基準に基づき、必要なサービスの提供等がなされ、町内事

業者において適切な設備整備と、適正な事業運営がなされているところであります。

　　本町では、国の基準を上回る内容や異なる内容を定める特段の事情、地域の特殊性は

認められないと考え、現行の国、厚生労働省令の基準のとおりとします。

　　次に、地域密着型サービスについてでありますが、地域密着型サービスは、高齢者が

介護の必要な状態になっても、できる限り住み慣れた地域で生活ができるよう地域の特

性に応じた柔軟な体制で提供されるサービスをいいます。地域住民との交流や地域関係

機関との密接な連携など、地域との結びつきを重視したサービスの提供を行います。

　　また、市町村がサービス提供事業者の指定、指導及び監督を行い、サービスの利用者

は原則としてその市町村に居住する高齢者等に限られます。

　　２ページ目をご参照ください。

　　基準を定める各事業の内容でありますが、常時介護が必要とされる要介護度認定、要

介護１から要介護５の判定を受けた方に対し、介護の必要の程度に応じた要介護状態の

軽減・悪化防止のための支援や日常生活の支援を提供する事業であります。

　　対象となる事業は、表にお示ししております８種類の事業であります。本町において

は、社会福祉法人上士幌福寿協会が５の認知症対応型共同生活介護・認知症高齢者グル

ープホームを運営しており、４の小規模多機能型居宅介護と７の地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護・小規模特別養護老人ホームを平成27 年に開設し、運営する予

定となっております。

　　次に、３ページ目の条例の概要でありますが、全体で202条と長いため、章ごとにま

とめてご説明いたします。また、第２章以下はサービスの種類ごとに人員、設備及び運

営の基準を定めております。この中には、提供拒否の禁止、運営規定の策定といった複

数のサービスに共通する項目と各サービス独自の項目がありますが、わかりやすく１章

ごとにそのサービスについて、必要な基準を規定しております。

　　第１章第１条でこの条例の趣旨を定め、第３条は、事業の一般原則を定めております。

　　第２章では、定期巡回・随時対応型訪問看護の基本方針や人員、施設、設備運営に関
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する基準を定め、連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員、及び運営に関

する基準の特例を定め、主な内容は記載のとおりであります。

　　次に、４ページの第３章では、夜間対応型訪問介護の基本方針や人員、設備及び運営

に関する基準を定め、主な内容は記載のとおりであります。

　　第４章では、認知症対応型通所介護の基本方針や人員、設備及び運営に関する基準を

定めております。主な内容は記載のとおりであります。

　　次に、５ページ目の第５章では、小規模多機能型居宅介護の基本方針や人員、設備及

び運営に関する基準を定め、主な内容は記載のとおりであります。

　　第６章では、認知症対応型共同生活介護の基本方針や人員、設備及び運営に関する基

準を定め、主な内容は記載のとおりであります。

　　次に、第６ページ目の第７章では、地域密着型特定施設入居者生活介護の基本方針や

人員、設備及び運営に関する基準を定め、主な内容は記載のとおりでございます。

　　次に、７ページの第８章では、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の基本方

針や人員、設備及び運営に関する基準を定め、また、ユニット型指定地域密着型介護老

人福祉施設の基本方針や人員、設備及び運営に関する基準を定め、主な内容は記載のと

おりであります。

　　次に、８ページの第９章複合型サービスの基本方針や人員、設備及び運営に関する基

準を定め、主な内容は記載のとおりであります。

　　附則としまして、第１条では、この条例の施行月日は平成25 年４月１日から施行す

るものであります。

　　また、経過措置としまして、第２条から第13 条まで管理者資格の規定や施設の面積、

定員等の規定について、既に旧介護保険法の規定において事業を実施しているものや、

またその施設、設備については本条例の規定を適用せず、条例施行後も従前の管理者資

格や設備等での事業実施を可能としております。

　　以上、上士幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定め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。

〇議長（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８号について質

疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第８号に対する質疑を終結いたします。

　　お諮りいたします。
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　　ただいま議題となっております議案第８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）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第８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９号の上程、説明、質疑、委員会付託

〇議長（杉山幸昭議長）　日程第20 、議案第９号上士幌町指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め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。

　　柚原保健福祉課長。

〇柚原幸二保健福祉課長　ただいま上程されました議案第９号上士幌町指定地域密着型介

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め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。

　　議案第９号関係資料の１ページをご参照ください。

　　初めに、条例制定の背景でありますが、先ほど議案第８号でもご説明したとおり、重

複しますが、国において、平成22 年６月に閣議決定された地域主権戦略大綱を踏まえ、

地域の自主性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が平

成 23 年５月２日に、また、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改

正する法律が平成 23 年６月 22 日に公布施行されたところであります。

　　この介護保険法の一部改正に伴い、これまでの法令等で定められていた地域密着型介

護予防サービス事業の運営基準等について、市町村の条例に委任されたことから、町が

関係する指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を介護

保険法第115条の 14 の規定により条例で定めるものであります。

　　また、事業者の指定についても、介護保険法第115条の 12 で市町村の条例で定める

こととなっており、事業者は法人格を持っているものと定めております。

　　次に、本町の条例の考え方についてでありますが、指定地域密着型介護予防サービス

の事業については、現在職員の配置基準、居室の面積等の設備基準、及び利用者の処遇
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などに関する運営基準について、既に詳細な基準が平成18 年厚生労働省令第36 号に

おいて定められております。その基準に基づき、必要なサービスの提供等がなされ、町

内事業者において適切な設備整備と適正な事業運営がなされているところであります。

　　本町では、国の基準を上回る内容や異なる内容を定める特段の事情、地域の特殊性は

認められないと考え、現行の厚生労働省令の基準のとおりとします。

　　次に、地域密着型サービスについてでありますが、地域密着型サービスとは、高齢者

が介護の必要な状態になっても、できる限り住み慣れた地域で生活ができるよう、地域

の特性に応じた柔軟な体制で提供されるサービスをいいます。地域住民との交流や地域

関係機関との密接な連携など、地域との結びつきを重視したサービス提供を行います。

また、市町村がサービス提供事業者の指定、指導及び監督を行い、サービス利用者は原

則としてその市町村に居住する高齢者等に限られます。

　　２ページ目をご参照ください。

　　基準を定める各事業内容でありますが、比較的軽度の状態である要支援認定、要支援

１及び２の判定を受けた方に対し、要介護状態の軽減・悪化防止のための支援や日常生

活の支援を提供する事業であります。

　　対象となる事業は、表にお示ししております３種類の事業であります。本町において

は、社会福祉法人上士幌福寿協会が３の介護予防認知症対応型共同生活介護・認知症の

グループホームを運営しております。

　　２の介護予防小規模多機能型居宅介護は平成27 年に開設し、運営する予定となって

おります。

　　次に、条例の概要でありますが、全体で90 条と長いため、章ごとにまとめてご説明

いたします。また、第２章以下はサービスの種類ごとに人員、設備及び運営並びに効果

的な支援の方法の基準を定めております。この中には、運営規定の策定といった複数の

サービスに共通する項目と各サービス独自の項目があります。１章ごとにそのサービス

について、必要な基準を定めております。

　　第１章、総則第１条でこの条例の趣旨を定め、第３条は、事業の一般原則を定めてお

ります。

　　次に、３ページの第２章では、介護予防認知症対応型通所介護の基本方針や人員、施

設設備、運営に関する基準並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定め、主な内容は記載のとおりであります。

　　次に、４ページの第３章では、介護予防小規模多機能型居宅介護の基本方針や人員、

設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め、主な内
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容は記載のとおりであります。

　　次に、第４章では、介護予防認知症対応型共同生活介護の基本方針や人員、設備及び

運営に関する基準並びに介護予防のための効果的な支援の方法を定め、主な内容は記載

のとおりであります。

　　 後に、附則としまして、第１条では、この条例の施行月日は平成25 年４月１日か

ら施行するものであります。

　　経過措置としまして、第２条から第４条まで管理者資格や施設の面積等の規定につい

て、既に旧介護保険法の規定において事業を実施しているものや、またその施設設備に

ついては、本条例の規定を適用せず、条例施行後も従前の管理者資格や設備等での事業

実施を可能としております。

　　以上、上士幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定め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。

〇議長（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９号について質

疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第９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９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）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第９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。

　　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０１分）

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

〇議長（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１３分）

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

◎議案第１０号の上程、説明、質疑、委員会付託
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〇議長（杉山幸昭議長）　日程第21 、議案第10 号上士幌町新型インフルエンザ等対策

本部条例に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。

　　柚原保健福祉課長。

〇柚原幸二保健福祉課長　ただいま上程されました議案第10 号上士幌町新型インフルエ

ンザ等対策本部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。

　　新型インフルエンザについては、現在東南アジア等で高病原性鳥インフルエンザが散

発的に発生しており、人から人へ感染する能力を獲得した場合、多くの人命が失われ、

社会全体が混乱することが懸念されております。

　　国は、平成21 年に発生しました新型インフルエンザの経験を踏まえ、対策の実効性

を確保するため、各種対策の法的根拠の明確化など、法的整備の必要性が論議されたと

ころであります。

　　新型インフルエンザ及び全国的かつ急速な蔓延のおそれのある新感染症に対する対策

の強化を図り、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響は

小となるようにするために、新型インフルエンザ等対策特別措置法を平成 24 年５月

11 日公布し、１年以内に政令で定める日から施行することとされました。

　　このため、本町におきましても、この特別措置法第37 条において準用する第26 条

の規定に基づき、上士幌町新型インフルエンザ等対策本部条例を制定するものでありま

す。

　　また、対策本部の設置については、新型インフルエンザ等が国内で発生し、全国的に

蔓延し、甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれのある事態が発生したとき、国は新型イ

ンフルエンザ等緊急事態宣言を行います。それを受けまして、各都道府県単位及び各市

町村単位で対策本部を設置し、各対策行動に移し、終息した場合は対策本部を廃止する

こととなります。

　　なお、国の行動計画及びガイドラインは、現在新型インフルエンザ専門会議で論議し

ており、策定時期は未定となっていることから、市町村行動計画等の改定の時期も現在

未定となっております。

　　次に、条例の条文ごとにご説明申し上げます。

　　第１条は、この条例の設置目的を定めるものであります。

　　第２条は、組織を定め、本部長以下副本部長、本部員、その他必要な職員を置くこと

としております。

　　第３条は、会議の招集と必要がある場合は国やその他のものが会議に出席できること
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としております。

　　第４条は、対策本部に部を設置できる規定を定めております。

　　第５条は、本部に関し、必要な事項は本部長が定めることを規定しております。

　　附則としまして、この条例は法の施行の日から施行するものであります。

　　以上、上士幌町新型インフルエンザ等対策本部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。

〇議長（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10 号について

質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 10 号に対する質疑を終結いたします。

　　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10 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）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第10 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１１号及び議案第１２号の上程、説明、質疑、委員会付

託

〇議長（杉山幸昭議長）　日程第22 、議案第11 号上士幌町道路の構造の技術的基準等

を定める条例の制定について、日程第23 、議案第12 号上士幌町高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準を定める条例の制定についての２

案を一括して議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　尾形建設課長。

〇尾形昌彦建設課長　ただいま一括上程されました議案第11 号上士幌町道路の構造の技

術的基準等を定める条例の制定について、及び議案第12 号上士幌町高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準を定め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。

　　初めに、議案第11 号の上士幌町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定につ
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いてですが、この条例案につきましては、地方分権改革推進計画に基づく分権一括法の

制定により、道路法及び道路構造令が改正されたことに伴いまして、道路の技術的基準

を各自治体が条例で規定することとされたことから、国で定めている基準と同じ内容を

基本とし、地域事情や寒冷地であることを配慮した基準の条例を制定するものでありま

す。

　　条文の説明でございますが、お手元の議案第11 号上士幌町道路の構造の技術的基準

等を定める条例の制定についてをごらんください。

　　第１条では、趣旨として、町が管理する町道について、構造の技術的基準及び町道に

おける道路標識の寸法を定めるものとしています。

　　第２条は、用語の定義を規定するものです。

　　第３条は、道路の区分について、道路構造令により定めることとしています。

　　第４条は、町道を新設し、又は改築する場合にはこの基準によると規定するものです。

　　第５条から第15 条までは、車道や自転車道、歩道等の幅員や構造等について、道路

の交通量による区分別にそれぞれ規定し、車線の数や分離帯、副道、停車帯、路肩、植

樹帯についても規定するものです。

　　具体的な数値では３種４級となる一般的な２車線の町道の場合は、２車線の車道幅員

を１車線当たり2.75 メートルとし、合計5.5メートルとすることなどが規定されてい

ます。

　　第 16 条では、道路の設計速度について、道路の区分ごとに規定するものです。

　　第17 条から第21 条までは、道路の形状である線形について規定し、設計速度別に

よる曲線半径や曲線部の勾配、緩和区間等について規定するものです。

　　第22 条では、道路を見通すことのできる距離である視距等について規定するもので

す。

　　第23 条から第25 条までは、道路の進行方向の傾きである縦断勾配や勾配が変移す

る縦断曲線について規定するものです。

　　第 26 条では、舗装についての強度性能等について規定するものです。

　　第27 条では、道路の横断方向の勾配について1.5から２％を標準とすることを規定

するものです。

　　第 28 条では、縦断勾配と横断勾配を合わせた合成勾配について規定するものです。

　　第 29 条では、道路の排水施設についての設置を規定するものです。

　　第 30 条から第 31 条までは、道路の交差や接続について規定するものです。

　　第32 条は、待避所の設置について、第33 条は交通安全施設として柵や照明施設、
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視線誘導標等の設置について規定するものです。

　　第 34 条は、自動車の減速を目的とする凸部・狭窄部等について規定するものです。

　　第35 条は、乗り合い自動車の停留所等に設ける交通島の設置について、第36 条は、

自動車駐車場等の設置について規定するものです。

　　第 37 条は、防雪施設その他の防護施設の設置について規定するものです。

　　第38 条は、トンネンルについて、第39 条は、橋、高架の道路等について規定する

ものです。

　　第40 条は、附帯工事等の特例について、第41 条は、小区間改築の場合の特例につ

いて規定するものです。

　　第42 条から第43 条までは、自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路について規

定するものです。

　　第 44 条は、道路に設ける道路標識の寸法について規定するものです。

　　なお、本条例の施行は、平成 25 年４月１日から施行するものです。

　　続いて、議案第12 号上士幌町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路

の構造に関する基準を定める条例の制定についてをごらんください。

　　こちらの条例案につきましても、地方分権改革推進計画に基づく分権一括法の制定に

より高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が改正されたことに伴いま

して、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令で定められて

いた移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準について各自治体が条例で規

定することとされたことから、国で定めている基準と同じ内容で条例を制定するもので

あります。

　　条文を説明いたします。

　　第１条では、趣旨として町が管理する町道について、高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律第10 条第１項に規定される特定道路の新設、又は改築を行う

場合について、その道路の構造に関する基準を定めるものとしています。主に特定道路

に付随する歩行路や空間の規定でございます。

　　第２条は、用語の定義を規定いたします。

　　第３条から第10 条までは、歩道の設置義務、歩道などの構造、有効幅員、勾配、排

水浸透設備や舗装仕上げ、車歩道の分離などについて規定するものです。

　　第11 条から第16 条までは、立体横断施設やエレベーター、傾斜路、エスカレータ

ー、階段の構造や形状、仕上げ等について、安全性や利便性等が確保されるよう規定す

るものです。
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　　第 17 条から第 18 条までは、乗合自動車停留所の構造等について規定するものです。

　　第19 条から第29 条までは、障害者用駐車施設や障害者停車施設について、付随し

て設置される通路やエレベーター、便所も含め、構造や形状、仕上げ等について、安全

性や利便性等が確保されるよう規定するものです。

　　第 30 条では、案内標識の設置場所等について規定するものです。

　　第31 条では、視覚障害者誘導用ブロックの設置や形状等の規定について、32 条で

は、歩道へのベンチの設置について、第33 条では、歩道や立体横断施設、停留所等へ

の照明施設の設置について規定するものです。

　　第34 条では、防雪施設について、高齢者や障害者等が安全円滑に通行できるよう規

定するものです。

　　なお、本条例の施行は、平成 25 年４月１日から施行するものです。

　　以上、議案第11 号の上士幌町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定につい

て、及び議案第12 号上士幌町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の

構造に関する基準を定める条例の制定について、その提案理由と内容についてご説明申

し上げました。

　　ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。

〇議長（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）

〇議長（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。

　　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11 号は、会議規則第39 条第１項の規定によ

り、産業経済建設常任委員会に付託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）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 11 号は、産業経済建設任委員会に付託することに決定いたしました。

　　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12 号は、会議規則第39 条第１項の規定によ

り、産業経済建設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）

〇議長（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 12 号は、産業経済建設任委員会に付託することに決定いたしました。

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

◎議案第１３号の上程、説明、質疑、委員会付託

〇議長（杉山幸昭議長）　日程第24 、議案第13 号上士幌町ナイタイ高原牧場運営安定

化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。

　　佐藤ナイタイ高原牧場長。

〇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13 号上士幌町ナイタイ

高原牧場運営安定化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。

　　ナイタイ高原牧場については、平成25 年度より指定管理者制度による管理運営を行

うこととなりましたが、運営面においては牧場の収支に大きく影響を及ぼす可能性のあ

る配合飼料価格や飼料価格の高騰、施設の大規模修繕など、予測が困難な支出増が想定

されることから、当分の間は町からの支援が必要と考えられます。

　　このような中、現状では町が支援する際には一般財源から補填することとなりますが、

一時的とはいえ、多額の一般財源を投入することは当該年度における財政運営への影響

も大きいことから、本基金を制定することにより緊急時における財源の確保と牧場運営

の安定化を図ろうとするものであります。

　　次に、本案は新規条例でありますことから、条文ごとにご説明のほうをさせていただ

きます。

　　第１条につきましては、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、基金から生じる収益は、基金に編入することを定めております。

　　第５条は、基金の処分については、当該目的に充てる場合に限り処分することができ

ることを定めております。

　　第６条は、繰り替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、議案第13 号上士幌町ナイタイ高原牧場運営安定化基金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。

　　ご審議をいただき、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。
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〇議長（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13 号について

質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 13 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13 号は、会議規則第39 条第１項の規定によ

り、産業経済建設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）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第13 号は、産業経済建設常任委員会に付託することに決定いたしまし

た。

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

◎議案第１４号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇議長（杉山幸昭議長）　日程第25 、議案第14 号政治倫理の確立のため上士幌町長の

資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　高嶋総務課長。

〇高嶋幸雄総務課長　ただいま上程されました議案第14 号政治倫理の確立のための上士

幌町長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理

由と内容をご説明申し上げます。

　　例規集は601ページをご参照願います。

　　政治倫理の確立のための上士幌町長の資産等の公開に関する条例につきましては、政

治倫理の確立のための、国会議員の資産等の公開等に関する法律に基づき、平成７年

12 月に制定したものであります。資産等の報告書等の作成に当たり、有価証券に関す

る規定部分に実態とそぐわない部分があることから関係する条文を改正するものであり

ます。

　　具体的な改正内容についてご説明申し上げます。

　　議案第 14 号関係、新旧対照表をご参照願います。下線部分が改正部分であります。

　　第２条第１項第５号の有価証券の規定について、平成13 年の商法等の一部改正によ

る額面株式から無額面株式への移行と、平成16 年の株式等の取引に係る決済の合理化

を図るための社債等の振り替えに関する法律等の一部改正による株券の電子化による株

券の不発行制度の創設があったため、関係部分を改正するものであります。
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　　以上が改正内容であります。

　　附則として、この条例は公布の日から施行するものであります。

　　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。

〇議長（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14 号について

質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 14 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）

〇議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第14 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 14 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第１５号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇議長（杉山幸昭議長）　日程第26 、議案第15 号上士幌町課設置条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　高嶋総務課長。

〇高嶋幸雄総務課長　ただいま上程されました議案第15 号上士幌町課設置条例の一部を

改正する条例の制定について、提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　例規集は701ページをご参照願います。

　　提案理由ですが、平成25 年４月よりナイタイ高原牧場の管理運営業務が指定管理に

移行することに伴い、ナイタイ高原牧場の管理運営業務を農林課に移管することとし、

子育て支援及び推進に関する企画及び総合調整を行うために、新たに子育て推進室を新

設するものであります。

　　具体的な改正内容についてご説明いたします。

　　議案第 15 号関係、新旧対照表をご参照願います。下線部分が改正部分であります。
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　　第１条の課等の設置のうち、「ナイタイ高原牧場」を廃止し、新たに「子育て推進

室」を新設するものであります。

　　次に、第２条の事務分掌のうち、ナイタイ高原牧場の項目を削除し、ナイタイ高原牧

場の業務を農林課に移管するため、農林課に第４号としてナイタイ高原牧場の管理運営

に関することを追加します。

　　また、新設する子育て推進室につきましては、子育て支援及び推進施策の総合企画及

び調整に関することを所管するものであります。

　　附則として、この条例は平成 25 年４月１日から施行するものであります。

　　以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。

　　ご審議の上、ご可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。

〇議長（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15 号について

質疑を行います。質疑ありますか。

　　６番、佐々木守議員。

〇６番（佐々木　守議員）　１点お聞きをしたいというふうに思っています。

　　課を設置するときに、改廃をすると言ってもいいんですけれども、今回推進室にした

のはどういう意味合いを持ってしたのか、課にしないで推進室にしたのはどういう意味

合いを持っているのかということと。

　　もう一つは、こういった課の設置条例を改正する場合には、行政組織の規則がどうい

う形で条文化されているのかというのを一緒に示していただきたいなと思っているので

すが、事前に全員協議会等での説明もあったのですが、そういったものは示されていな

いと。これはどういう内容になっているのか。当然課の設置条例を制定するんであれば、

規則も、こういったものについては当然つくって、同時にそれを改変をするというのが

常識的だと思うのですが、議会に出されていないと。ぜひ提出をお願いをしたいと思う

んですが、その辺についてもお答えをいただきたいと思います。

〇議長（杉山幸昭議長）　千葉副町長。

〇千葉与四郎副町長　お答えをしたいと思います。

　　全員協議会のときにも若干ご説明したかと思いますけれども、今回の推進室の設置に

つきましては、これからの子育て行政を、総合的に推進する課部局の設置に向けて検討

作業を進めなければならないということがございます。ですから、そういう意味では、

終的にそういった課部局のいろいろな分野の、子育てに関する部分の統合等がこれか

ら検討されるということになってまいりますけれども、そういった検討作業をする段階

では、具体的な課とか室という名前ではなくて、推進室という名前がいいんではないか
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という判断をしたということがございますので、２年間ほど検討して、具体的なそうい

った統合なり、政策づくりが行われて、具体的な作業に入る段階においては、推進室と

いう名称から課、部局との、名称が若干変わる形でのことになっていくのかなと、そう

いうことで今過程として、推進室で、そういった検討作業を進めるということでの名称

で、使わせていただいておりますのでご理解いただきたいと思います。

〇議長（杉山幸昭議長）　高嶋総務課長。

〇高嶋幸雄総務課長　ただいまご質問ありました規則の関係でございますが、おっしゃる

とおり課設置条例に基づきまして、行政組織、規則についても改正する予定をしており

ます。

　　改正部分につきましては、先ほど条例の改正のところでも概略は申し上げましたが、

その規則の第３条におきまして事務分掌を定めておりまして、先ほど概略、大きな項目

で申し上げましたが、細かい部分で農林課と子育て推進室の事務分掌の部分を改正する

ことで予定しております。

　　改正部分は、ナイタイ高原牧場の部分につきましては、現在行っている部分を、表現

はちょっと変わりますけれども、そのまま農林課のほうに移行するという内容になって

ございます。

　　それから、子育て推進室につきましては、子育て支援及び推進課が総合的な企画調整、

それから子育て支援に係る先進事例の情報収集及び調査研究、それと子育て関係団体と

の連携及び連絡調整に関することという、３点を規則に規定する予定にしております。

　　以上でございます。

〇議長（杉山幸昭議長）　６番、佐々木守議員。

〇６番（佐々木　守議員）　内容については理解をしました。決してこの条例改正に反対

するものではありませんけれども、行政をどういうふうにしていくのかというときに、

行政内部の職員が、だれが見ても、何をどうするのかということがきちっと見えるよう

な姿勢を持っていなければいけないのではないかなと。そういう部分で、これは検討す

るんであれば課の設置じゃなくとも、もっと別な方法があったんじゃないかなと。やっ

ぱり課の設置というのは具体的な執行、その部分でのというか、その専門性を持つ執行

組織というのは一般的な考え方になる。そうでなくて、企画立案だけをというふうにな

ると、それはもう企画財政でやればいいんじゃないかという見方も、片方では出てくる。

ただし、専門家同士が何人か集まってそういったこと、専門的な仕事をするというとき

に、行政組織の仕組みとしてどうやるのかというのはもう少し、いろいろ考えがあって

いいのではないかなと。いろいろ熟知をされて、結果としてきょう提案があった内容に

－69－



なるんだろうと思うのですけれども、当然住民の時代背景を持った住民生活、あるいは

住民福祉というものが変化をするわけですから、当然いろいろなものが変化する、この

ことについては当然理解をするところですが、その方法論というものをきちっとしない

と、部外者と言われる、その中に入っている人はよくわかる話だけれども、その周辺で

かかわる仕事、例えば教育委員会の学校教育関係については、何をやっているのか全く

行政の、近いところにいるんだけれども見えないということが起こるんではないのかな

と、現実にそういう不満を庁舎内で聞くことが 近あります、僕は。どんどん時代に合

わせて、行政変化していかなければならないというのは十分理解するところですが、そ

の方法論というのは、全体の力、僕は行政力というふうに呼びたいと思っているんです

が、そういったものを高めるためには、細部まで知る必要はないけれども、骨格はきち

っと、各職員が理解をするというような方向性の１つは、行政組織でなきゃならないの

ではないか。

　　もう一つは、同じところにずっと職員がいるわけではありません。当然人事交流する

わけですから、そういうことも含めて言えば、そういうことに配慮がきちっとあってい

いんではないかなって。今回の行政組織の変更について、言うことは十分理解できるん

だけれども、そういうものを、行政組織内に十分説明できる内容で変化してきているの

かどうか。つまり 終的には、このこととこのことをやりますということがきちっと理

解されるような中身でなければならない。従来のやり方は、非常に観念的な側面があっ

たのかもしれませんけれども、農林課で何をやるかというのを事細かに決まっていたの

です。議会もそれを見て、どうなのかという審議をしてきたという背景があります。こ

れからどうなるかわかんない、２年間かけてこの町にふさわしい、この町の子供の実態

を踏まえた子育て支援をしよう。そのときには上士幌の経済実態であるとか、産業実態

であるとかということが当然加味されていくわけですから、どの課にも影響があって、

なおかつその辺のことが十分理解されるような内容になっているのかどうか。私の指摘

に対してそういうことはないと、こういう方法論を持ちこういうことをやっていますと

いうことがきちっとあるならば、この際答弁をいただきたいと思います。

　　以上です。

〇議長（杉山幸昭議長）　千葉副町長。

〇千葉与四郎副町長　今回の推進室の設置に当たっては、行政全体の中ではその推進室の

役割なり目的については、課部局長会議において、理事者側から背景と経過、そして部

にしたいということは説明をして、それは文書をもって提示をしておりますんで、それ

は結果として、そのことが各職員のほうにも情報としては流れているだろうというふう
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に考えているところでございます。その部分が十分でないという部分もあるかもしれま

せんけれども、これまでの進め方としてはそういうことで、行政のこういった見直しに

ついてはそういった形で情報提供をして、職員にも伝わるようには努めてきたところで

ございます。

　　また、今回の推進室の具体的な業務の部分でありますけれども、先ほど総務課長が説

明したとおり、この２年間の間に、これからの上士幌町の子育てのスタイル、行政シス

テム、そして政策づくり含めて、検討するということになっておりますので、今回の推

進室の業務を事細かく、子育て支援のいろいろな事業をどうやるかというところまでは

決めるんではなくて、総合的にこれから上士幌町の子育て推進を進めるためのそういっ

た部局をどうするか、どう調整をするかということも含めて議論していきますから、２

年後の新たな子育てのための課部局が設置される際には、議員おっしゃるような事細か

な、どういう具体的な事業をやるかという、そういう設定をしていくことになるだろう

と。その段階で、規則等でその辺の具体的な事業内容については詳細、お示しすること

ができるのかなというように考えておりますので、少なくとも今回の推進室の部分につ

いては、非常に大ざっぱな表現になりますけれども、総合的なそういった子育てに関す

る総合企画、それと関係する課、これは教育委員会、保健福祉課、あるいは保育課等ご

ざいますけれども、そういったところの中身を調整をして、それをどう組み合わせてい

くか、離したりあるいは統合したりということが出てくると思いますけれども、新たに

できる推進のそういった課部局にどういった業務を持たせるのか、どう調整するのか、

そういうことは具体的に、これから議論になってまいりますので、その段階で、決定し

た段階で、また改めて議会のほうにもお示ししたいなというふうに考えております。

　　その辺は十分これから、職員が十分その辺がわかっていない部分があるとすれば、さ

らにまた今後の部分では、特にそういった業務が進む中では、中間的に説明をする機会

なり、そういったことは設けていきたいなと、そんなふうに思っております。

〇議長（杉山幸昭議長）　６番、佐々木守議員。

〇６番（佐々木　守議員）　言わんとしていることはよくわかります。私も理解をしたい

と思いますが、例えば町民がそういうものを、そういう話を聞けば、企画財政課って企

画があるんじゃないかと、この中でなぜやらないのと、実行部隊ではなくて、つまり、

執行するものではなくて企画をするもので、これからどういう仕組みで子育て支援を進

めるかということをあれするんだと、こういう誤解を招くことだって僕はあるんではな

いのかなと。そうであれば、課としてというか室として、それを設置しなくても特認で、

専任スタッフを設けるということだってできたはずだと思うんです。やり方としては、
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方法論としては。そうしなかった理由は何なのか、一つ僕が心配するのは、これから少

子高齢化という中で、１つは老人福祉、もう一つはやっぱり少子化対策をきちっとやら

なければいけないと、そのためにはやっぱりまちづくりの重要な１つとして、子育て支

援というものをきちっとやっていかなければならない。ここまでは理念的には非常にわ

かる話ですし、全く異論ありません。それを具体的に、町税を使ってどう進めるかとい

うときには、当然その対象者である町民の意向も踏まえながらということになって、そ

れが２年間の時間の検討になるんだろうと思うんですけれども、そういうことが庁舎内

で総合的な力になっているのかどうかという心配をするところです。ですからもう一度

お聞きをしたいと思いますけれども、課として対応、推進課として子育て支援室とした

というのには、それなりの理由があってしかるべきだと思いますけれども、もう一度そ

のことをお聞きをして質問を終わりたいと思いますけれども、よろしくお願いします。

〇議長（杉山幸昭議長）　千葉副町長。

〇千葉与四郎副町長　実は子育ての関係については、随分前から、やはりそれを専門的に

進める専門の課、部局があったほうがいいんじゃないかという議論があって、数年前か

ら関係課である教育委員会、保健福祉課、保育課が、三者で集まって議論をしている経

過はございます。ただ、なかなかやはりどこが中心になるのかという部分になると、な

かなかそれぞれが専門的にそういった業務をやっておりますから、中核になる課がどこ

かとなるとなかなかそれが決められない中でも、横断的にも若干進めてきた経過はござ

います。ただそういう中で、今おっしゃるように、企画財政課がそのためにあるんでな

いかというような話もございますけれども、やはりこれから子育てが、これから町にと

っても、非常に大きな政策になってくると思うんですけれども、ただ非常に分野が広い、

教育、福祉、そういった非常に広い分野なものですから、例えば企画財政課が中心にな

るとしても、やはりある程度専門的なそういったことの知識なりそういったものがなら

なければ、なかなか難しんでないかということがございます。

　　そういう中で 終的には、理事者としてはそういうことであれば、トップになってや

る専門的にある程度そういった情報なり、そういった知識を持っておられる方にやっぱ

り中心になっていただいて、行政全体をまとめてもらえるのが一番ベターじゃないのか

という判断に立って、前にもご説明しておりますけれども、今回は室長については、北

海道のそういった担当、専門的にやっておられる方に、道から派遣をいただいて、その

方が中心になってそういったことを進めていただくということで判断をさせていただい

たところでございます。

　　非常にその辺は、内部でできないのかといろいろな議論があったかもしれませんけれ
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ども、いろいろな議論を進める中で理事者の判断としては、やはり専門的な道のレベル

で、いろいろとそういった経験をされている方に来ていただいて、全体をまとめていた

だくことが一番、今後進める上でベストではないのかなと、そういう判断をさせていた

だいて、今回推進室を設置をさせていただいたということでございますので、ご理解を

いただければと思います。

〇議長（杉山幸昭議長）　ほかありますか。

　　３番、山本弘一議員。

〇３番（山本弘一議員）　今、副町長から説明を受けたことはある程度理解できますけれ

ども、問題はこれ庁舎内の内部、もしくは理事者等だけの話なのか。ということは、推

進室を設けることは何ら問題ないと思うんですけれども、ただこれを子育て推進室とい

うことになると、赤ちゃんが生まれて、どこまでが子育てということに入るのか。例え

ば乳児あたりのいろいろな悩み事、心配相談だとか、ハードとソフト両方あると思うの

ですよ。例えば中間からは学童保育みたいな、保育所だとかそういういろいろな関係か

ら、詳細はまだ決まっていないという話ですけれども、要はせっかくつくるんであれば、

この若い世代のそれぞれが子供が生まれて、この推進室を利用した中で、時には仕事だ

とかあらゆるものをきちっとできるような町民の声というのは、そういうような要望が

強くあったのか。今までも子育て支援ということはあったと思うんですけれども、それ

をさらに一歩進めて、今推進室をつくるということですけれども、庁舎内だけではなく

て、一般の若い世代のそういう声も強く要望が上がってきたのかどうか、その辺はいか

がですか。

〇議長（杉山幸昭議長）　千葉副町長。

〇千葉与四郎副町長　今回の推進室の設置の背景には、今山本議員がおっしゃったように、

この推進室が具体的な事業を今すぐ展開しようという意味ではなくて、以前から言うよ

うに、子育ても非常に範囲が広くて、先ほど言いましたように教育、福祉、いろいろな

分野があるわけですよね。それが今分散をする形になっているわけですけれども、その

辺をこれからはやっぱり総合的にやる、そういう課部局が必要ではないかというふうに

言われているところなんですね。そういうことがこれまで言われてきて、なおかつこれ

からの本町の行政を推進する上でも、そういったことが必要だろうと。とりわけ今も、

確かに横の連携を持ってやっている場合もあるんですが、やはりなかなか、それぞれ分

かれておりますと、連携が必要だという認識は十分それぞれ職員持っておりますけれど

も、なかなかその情報の量の問題、あるいはそういった広がりの問題を考えると、やは

り教育委員会はわかっていても保健福祉課が知らなかったとか、そういったことが実際
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に起こっているのも現実なんですね。ですからそういう意味では、やはり総合的に子育

てという大きなくくりの中である程度行政運営ができるような、そういった課部局をつ

くっていこうということは、大体みんな共通の認識に立っているんですね。ただ、じゃ

どの分野をその専門部署に持っていくのか、いわゆる子育てに関することは全て持たせ

られるのかというとそうはなかなかいかないと思いますので、細かな事務もありますの

で、そういう意味ではその部局が持つべき業務、今までなかなか連携が十分できなかっ

たところをじゃ統合しようとかいろいろなことがあると思うんですけれども、そういっ

たことを具体的に検討する場所として、今回この推進室を設置しようということなんで

すね。ですからこの推進室の検討結果に基づいて、これから課のいろいろな、今保健福

祉課が持っている事務分掌の部分、あるいは教育委員会が持っている分野を、ある程度

統合する部分も出てくるというふうに思いますけれども、その辺の検討作業に入るとい

うことでありますから、具体的な子育てに関する行政事務についてはその後に、推進室

がいろいろな検討作業を行った後に、その専掌する部局が行っていくということですか

ら、それまでの間は、今現状の課部局が推進してまいりますけれども、そういった検討

が進めば、例えば２年後になると思いますけれども、そういった新たな課部局を設置を

して、町の子育て推進の、行政推進を図っていきたいなというふうに考えているところ

でございます。

〇議長（杉山幸昭議長）　３番、山本弘一議員。

〇３番（山本弘一議員）　要は、今あることを将来的には、そこがマスターになって統括

していくのか、それとも１つにするのかっていうのは理解できました。やはりそう言っ

ても、利用するのは町内の若い人方ですから、その辺の声を内部だけではなくて、外部

でもやっぱりせっかくそういうことで設置するような形で進めていくというんであれば

そういう声も、若い奥さんだとかそういう方々も十分くみ取りながら進めていっていた

だきたいと、このように考えます。

　　以上です。

〇議長（杉山幸昭議長）　要望でいいですか。

（「はい」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　９番、山本裕吾議員。

〇９番（山本裕吾議員）　１つ確認をしておきたいと思いますけれども、今、佐々木議員、

山本弘一議員お尋ねがあったところで、大体のことはより深く理解できましたけれども、

ただただこれが、すぐ子育て推進室が実効性があるものでないということで、これから

構築されるということですけれども、その２年間の間に、あるいは今子育て推進室とい
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うことで、今子育て支援センターでやっている内容、あるいは幼保一体教育ということ

になってきますと、文科省あるいは厚労省の伝達、通達事項、あるいは教育委員会絡み

の項に関しては文科省というような形でいろいろな方面でこれは出てきますし、あとこ

こに住んでおられるお子さんをお持ちの方、またこれにかかわる、子育てにかかわる年

代、家庭、親御さんのこの窓口がどうなのかというようなことの戸惑いがどこに集約さ

れて、この２年間を含めて、方向性はどんなふうに今のところ構築されているのか、確

認を含めてちょっとお尋ねをしておきたいと思います。

〇議長（杉山幸昭議長）　千葉副町長。

〇千葉与四郎副町長　実際、今の教育、福祉分野含めて、今山本議員おっしゃったように、

住民側からすると、やはり窓口が、このことは教育委員会、このことは保健福祉、ある

いは保育課ということで、そういった形になっていることでサービス上、住民側からす

ると受けづらいといいますか、利用しづらいというのも、やっぱり実際にはある。ある

いは今保育課が担当してはおりますけれども、そのことが非常に学校との連携が非常に

重要なものですから、むしろ教育委員会サイドで担うほうがより住民サービス上もベス

トでないかというような、いろいろな意見が実際に今あるんですね。ですから、そうい

うことを十分住民のもちろんニーズ、あるいは行政側の横の連携、あるいはサービスを

受ける側のよりスピーディーに、親切丁寧に対応できるような、そういった体制をどう

構築するかと、その辺のところも非常に重要だということは、これまでの話にも出てき

ておりますから、やっぱりそういうことを十分踏まえた上での検討作業になるのかなと

いうことで考えておりますので、その辺は十分これからも、新たに推進室長として道か

らお迎えする予定でありますけれども、そういったことを十分情報提供しながら、十分

横の連携を図りながら、あるいはこれまでのいろいろな課題、問題も整理をしながら新

たな体制づくりに向けて、あるいは政策づくりに向けて動いていきたいなと、そんなふ

うに思っております。

〇議長（杉山幸昭議長）　ほかありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 15 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）

〇議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第15 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）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 15 号は原案のとおり可決されました。

　　ここで 15 分間休憩といたします。再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午後　３時００分）

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

〇議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　３時１３分）

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

◎議案第１６号から議案第１８号の上程、説明、質疑、討論、採

決

〇議長（杉山幸昭議長）　日程第27 、議案第16 号上士幌町営住宅管理条例の一部を改

正する条例の制定について、日程第28 、議案第17 号上士幌町単身者住宅管理条例の

一部を改正する条例の制定について、日程第29 、議案第18 号上士幌町特定公共賃貸

住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について、以上３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。

　　尾形建設課長。

〇尾形昌彦建設課長　ただいま一括上程されました議案第16 号上士幌町営住宅管理条例

の一部を改正する条例の制定について、議案第17 号上士幌町単身者住宅管理条例の一

部を改正する条例の制定について、議案第18 号上士幌町特定公共賃貸住宅管理条例の

一部を改正する条例の制定について、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 6241 ページ、 6251 ページ、 6311 ページをご参照願います。

　　今回の上士幌町営住宅管理条例の一部改正については地方分権改革推進計画に基づく

分権一括法の制定により、公営住宅法及び公営住宅法施行令が改正されたことに伴いま

して、町営住宅の整備基準を各自治体が条例で規定することとされたことから、国で定

めている基準と同じ内容とした基準を定めるとともに、福島復興再生特別支援法の制定

による入居基準の変更を行うため、上士幌町営住宅管理条例の一部を改正するものであ

ります。

　　また、上士幌町営住及び上士幌町特定公共賃貸住宅、上士幌町単身者住宅について、

既に入居した入居者や同居者が暴力団員であることが判明したときに、すぐに明け渡し
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請求ができることに条例の一部を改正するものであります。

　　主な改正内容でございますが、お手元の議案第16 号関係、上士幌町営住宅管理条例

の一部を改正する条例、新旧対照表をごらんください。

　　改正に伴う適用条項等の変更及び文言の整理等についての説明は省略させていただき、

主な改正についてのみご説明いたします。

　　条例の名称について、上士幌町営住宅管理条例のうち、管理を削除し、上士幌町営住

宅条例とするものです。

　　目次には、第１章の次に新たに第１章の２、町営住宅の整備基準についてを加えるも

のです。

　　第２条の２では、町営住宅の整備基準をこの章に定めることとしています。整備基準

として新たに追加となる条項については、主に町営住宅の整備に当たっての基本的な考

え方や概念、 低条件等について規定するものです。

　　第２条の３から第２条の８では、整備基準として健全な地域社会の形成への配慮、良

好な居住環境の確保、費用縮減の配慮、安全で快適な敷地の選定、快適な住棟等の配置

等について規定しています。

　　第２条の９では、住宅が安全で快適な環境であることと、維持管理のしやすさの配慮

について規定しています。

　　第２条の10 では、住戸の基準として１戸当たりの 低床面積を25 平方メートルと

定め、快適な設備を設置するよう規定しています。

　　第２条の 11 では、高齢者等が快適に生活できることへの配慮を規定しています。

　　第２条の12 から 17 では、供用部分や附帯施設、児童遊園、集会所、広場等につい

て、安全性や快適性に配慮するよう規定しています。

　　第５条については、入居者の資格について同居親族要件と収入基準について免除でき

るものとして、福島復興再生特別支援法による居住制限者を追加するものです。

　　第６条２項については、入居資格者の特例として災害公営住宅への入居について第５

条に追加した居住制限者を追加する規定とするものです。

　　第40 条では、暴力団員に対する住宅の明け渡し規定について勧告を排除し、暴力団

員であることが判明したときに直接明け渡し請求することとするものです。

　　次に、議案第17 号関係、上士幌町単身者住宅管理条例の一部を改正する条例、新旧

対照表をごらんください。

　　改正の内容は、第20 条で暴力団員に対する住宅の明け渡し規定について、町営住宅

と同様に勧告を削除し、暴力団員であることが判明したときに直接明け渡し請求するこ
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ととするものです。

　　次に、議案第18 号関係、上士幌町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例、

新旧対照表をごらんください。

　　改正の内容は、第27 条で暴力団員に対する住宅の明け渡し規定について、町営住宅

と同様に勧告を削除し、暴力団員であることが判明したときに直接明け渡し請求するこ

ととするものです。

　　次に、ただいま提案させていただきました議案第16 号から議案第18 号の改正条例

の施行期日につきましては、平成25 年４月1日から施行することといたします。ただ

し、議案第16 号関係の福島復興再生特別支援法の制定による入居基準の変更につきま

しては、公布の日から施行することといたします。

　　以上、議案第16 号上士幌町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について、

議案第17 号上士幌町単身者住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について、議案

第 18 号上士幌町特定公共賃貸住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について、そ

の提案理由と内容について一括し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。

〇議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより３案について一括して

質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　これをもって３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 16 号に対する討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第16 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 16 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 17 号に対する討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第17 号の採決を行いま
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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）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 17 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 18 号に対する討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第18 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 18 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第１９号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇議長（杉山幸昭議長）　日程第30 、議案第19 号上士幌町水道事業給水条例の一部を

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。

　　尾形建設課長。

〇尾形昌彦建設課長　ただいま上程されました議案第19 号上士幌町水道事業給水条例の

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 6463 ページをご参照願います。

　　今回の改正につきましては、地方分権改革推進計画に基づく分権一括法の制定により

まして、布設工事監督者の配置基準と資格基準、及び水道技術管理者の資格基準につい

て各自治体が条例で規定することとされたことから、国で定めている基準と同じ内容と

した基準を定めるため、条例の一部を改正するものであります。

　　主な改正内容ですが、配付させていただきました議案第19 号関係、上士幌町水道事

業給水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。

　　改正に伴う適用条項等の変更、及び文言の整理等についての説明は省略させていただ

き、主な改正についてのみご説明いたします。
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　　第１条において、布設工事監督者の配置基準と資格基準並びに水道技術管理者の資格

基準について、本条例に定めることについて加えております。

　　次に、第６章として、新たに布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術

管理者の資格基準を定めるため、第 38 条から第 40 条まで追加しております。

　　第38 条では、布設工事監督者を配置する工事として、水源地施設の重要性が高い工

事や浄水場での配水池等の新設や大規模改造工事等に対して、業務監督することを義務

づけております。

　　第39 条では、布設工事監督者の資格基準について、高校や大学の卒業資格、また学

科の種別による区分、技術士の資格の有無に、さらに実務経験年数を加味した基準を規

定しています。

　　第40 条では、水道技術管理者の資格について、前条の布設工事監督者の資格を有す

る者や厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した

者のほか、前条の資格要件について、学科を拡大した卒業資格等に、さらに実務経験年

数を加味した基準であることを規定しています。

　　次に、改正条例の施行期日につきましては、平成25 年４月１日から施行することと

いたします。

　　以上、議案第19 号上士幌町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、

その提案理由と内容についてご説明させていただきました。

　　どうぞご審議の上、ご可決くださるようお願い申し上げます。

〇議長（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19 号について

質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 19 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）

〇議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第19 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 19 号は原案のとおり可決されました。

－80－



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

◎議案第２０号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇議長（杉山幸昭議長）　日程第31 、議案第20 号上士幌町公共下水道の設置に関する

条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　尾形建設課長。

〇尾形昌彦建設課長　ただいま上程されました議案第20 号上士幌町公共下水道の設置に

関する条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容についてご説明

申し上げます。

　　町例規集は 6530 ページをご参照願います。

　　今回の改正につきましては、現在の上士幌町特定環境保全公共下水道事業計画の認可

が今年度で満了となるため、次期５年間の計画内容の見直しにより変更となる計画面積

について条例の一部を改正するものであります。

　　改正内容ですが、配付させていただきました議案第20 号関係、上士幌町公共下水道

の設置に関する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。

　　改正の内容は、第２条第４号の計画面積について255ヘクタールから251ヘクタール

に変更するものです。

　　面積の変更は、今後において下水道の接続が困難と判断される計画地域について削除

し、計画区域外の下水道管渠沿線で既に接続済みの土地について加えることで、増減を

合計の結果４ヘクタールの減少となるものです。

　　改正条例の施行期日につきましては、平成25 年４月１日から施行することといたし

ます。

　　以上、議案第20 号上士幌町公共下水道の設置に関する条例の一部を改正する条例の

制定について、その提案理由と内容についてご説明させていただきました。

　　どうぞご審議の上、ご可決くださるようお願い申し上げます。

〇議長（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20 号について

質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 20 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第20 号の採決を行いま
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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）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 20 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第２１号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇議長（杉山幸昭議長）　日程第32 、議案第21 号上士幌町公共下水道条例の一部を改

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。

　　尾形建設課長。

〇尾形昌彦建設課長　ただいま上程されました議案第21 号上士幌町公共下水道条例の一

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 6583 ページをご参照願います。

　　今回の改正につきましては、地方分権改革推進計画に基づく分権一括法の制定により

下水道法が改正され、町がつくる下水道施設の材料やつくり方などに関する基準につい

て、各自治体が条例で規定することとされたことから国で定めている内容と同じ内容を

基本とし、基準を定めるため、条例の一部を改正するものであります。

　　主な改正内容ですが、配付させていただきました議案第21 号関係、上士幌町公共下

水道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。

　　改正に伴う適用条項等の変更及び文言の整理等についての説明は省略させていただき、

主な改正についてのみご説明いたします。

　　第１条においては、条例の趣旨として、施設の構造及び維持管理の基準等についてを

追加するものです。

　　第２条では、用語の定義に排水施設や処理施設、特定施設を追加し、定義するととも

に、不要となる項目を削除することにより整理するものです。

　　続いて、第３章と第４章の間に、新たに第４章とする公共下水道の排水施設に共通す

る構造の基準を加え、第 21 条から第 25 条に基準を規定する条文を追加するものです。

　　第21 条では、排水施設及び処理施設に共通する構造の基準として部材の種類や耐久

性、安全性等について規定するものです。

　　第22 条では、排水施設の構造の基準として排水管やマンホール等の材質や性能、構
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造等について規定するものです。

　　第23 条では、処理施設の構造について、脱臭装置や汚泥処理施設等の衛生的措置に

ついて規定するものです。

　　第 24 条では、適用除外について規定するものです。

　　第25 条では、終末処理場の維持管理に関する基準について、機能の維持や衛生的配

慮などについて規定するものです。

　　次に、改正条例の施行期日につきましては、公布の日から施行することといたします。

　　以上、議案第21 号上士幌町公共下水道条例の一部を改正する条例の制定について、

その提案理由と内容についてご説明させていただきました。

　　どうぞご審議の上、ご可決くださるようお願い申し上げます。

〇議長（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21 号について

質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 21 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第21 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 21 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第２２号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇議長（杉山幸昭議長）　日程第33 、議案第22 号財産の減額貸付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。

　　高嶋総務課長。

〇高嶋幸雄総務課長　ただいま上程されました議案第22 号財産の減額貸付について、そ

の提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　旧東居辺小学校の土地及び建物について、貸付料を減額し、貸し付けすることとした
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いことから、地方自治法第96 条第１項第６号の規定に基づき、議会の議決を求めるも

のであります。

　　議案の１の貸し付けをする町有財産ですが、土地につきましては学校用地総面積２万

321平方メートルのうち、敷地内道路部分を除く１万7,461.48 平方メートルとなって

います。

　　なお、東居辺コミセン及びその周辺用地の7,885.94 平方メートルにつきましては、

学校用地には含まれておりません。

　　別紙で配付しております議案第 22 号関係資料をご参照願います。

　　赤い色で表示している部分につきましては、コミセン用地となっております。この部

分については学校用地ではないということでございます。赤い色部分以外は学校用地で

ございますが、このうち水色部分の敷地内道路部分を貸し付け対象から除外しておりま

す。

　　建物につきましては、校舎、体育館及び教職員住宅５棟となっています。

　　詳細につきましては、議案の一覧表のとおりであります。

　　２の貸し付けの相手方ですが、上士幌町字上士幌東３線233番地、有限会社十勝養蜂

園、代表取締役斉藤直也氏であります。

　　３の貸付料を減額する理由でありますが、町は学校跡地及び建物を有効活用するため、

利活用を広く町内外に公募してきたところでございます。この公募による事業提案内容

を審査した上で貸し付けすることとしたところです。

　　学校跡地及び建物を貸し付けすることにより、新たな事業展開が可能となり、雇用の

創出等の地域振興につながるとともに、遊休施設の有効活用が期待されることから貸付

料を減額するものであります。

　　町の財産貸付料の算定基準に基づき算定される貸付料につきましては、土地・建物合

計金額で1,509万5,588円と算定されています。

　　４の貸付期間は、平成 25 年５月１日から平成 30 年３月 31 日までであります。

　　５の減額後の貸付料の額は年額120万円であります。

　　以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。

　　ご審議の上、ご可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。

〇議長（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22 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。

〇３番（山本弘一議員）　ちょっと先日産経で出たんですけれども、ちょっとわからない
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ところがあるんですけれども、これグラウンドというのも貸し付けの対象に入っていま

したか。

〇議長（杉山幸昭議長）　高嶋総務課長。

〇高嶋幸雄総務課長　ただいま図面のほうでもご説明申し上げましたが、公募をかけたと

きから学校敷地、全敷地について貸し付け予定地ということにしておりまして、大体図

面で見ていただくと、薄緑の色ですか、部分につきましてはグラウンド部分となります

ので、グラウンド部分も全て貸し付け対象地ということになっております。

〇議長（杉山幸昭議長）　３番、山本弘一議員。

〇３番（山本弘一議員）　ちょっと暫時休憩をお願いします。

〇議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩いたします。

（午後　３時３６分）

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

〇議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き再開いたします。

（午後　３時３８分）

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

〇議長（杉山幸昭議長）　ほか質疑ありますか。

（「なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 22 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）

〇議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、議案第 22 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）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 22 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第２３号から議案２８号までの上程、説明、質疑、委員会

付託

〇議長（杉山幸昭議長）　日程第34 、議案第23 号平成25 年度上士幌町一般会計予算、

日程第 35 、議案第 24 号平成 25 年度上士幌町国民健康保険特別会計予算、日程第

36 、議案第25 号平成25 年度上士幌町水道事業特別会計予算、日程第37 、議案第
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26 号平成 25 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算、日程第38 、議案第27 号

平成 25 年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算、日程第 39 、議案第 28 号平成

25 年度上士幌町介護保険特別会計予算、以上６案を一括して議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに理事者からの提案理由の説明を求めます。

　　千葉副町長。

〇千葉与四郎副町長　ただいま上程されました議案第23 号から28 号までの平成25 年

度一般会計並びに各特別会計予算の内容を申し上げます。

　　初めに、予算編成方針の要点でございます。

　　平成25 年度は、第５期総合計画の２年次目として、大型建設事業などを本格的に推

進していく重要な年度でございます。

　　平成23 年度決算における本町の財政状況を見ますと、地方交付税の増額などもあり、

当初予算において基金繰り入れを予定していた財源不足は繰り入れを行わずに済んだと

ころでございます。

　　歳出面においては、全般的な経費縮減を図ってきた効果もあり、財政状況を客観的に

あらわす指標である財政健全化判断比率は、健全な状態で推移しているものの、依然と

して地方交付税などの財源に頼らざるを得ない状況でございます。

　　また、平成24 年度の普通交付税は29 億7,557万円と前年度より11.5 ％の増とな

りましたが、これは臨時的に創設されました地域経済・雇用対策費によるところが大き

く、平成25 年度における国の地方交付税の予算額は前年度を3,921億円下回ったこと

もあり、本町の交付税も前年を下回ることが予想されるところでございます。歳出面で

は、第５期総合計画において予定されている大型建設事業を本格的に推進していくこと

に伴って、新たな財政需要が生じることから、中・長期にわたる慎重な財政運営がより

一層求められているところでございます。

　　このような中にあって、「5,000人のまちづくり」の実現を目指し、「健康・環境・

観光」を基本とした「地場産業で地域の活力を生み出すまち］「健康で安心して暮らせ

るまち」「安全で快適に生活できるまち」「自然の豊かさと美しさが実感できるまち」

「人づくりを大切にするまち」の６つの目標に係る施策を積極的に推進することを方針

としたところでございます。

　　それでは、平成 25 年度各会計予算編成の概要についてご説明を申し上げます。

　　一般会計及び５特別会計の平成25 年度の予算規模は、総額で65 億9,362万3,000

円となり、前年度対比で８億5,437万円、 11.5 ％の減額の予算規模となっております。

　　次に、各会計の概要でございますが、一般会計は48 億9,053万4,000円、前年度対
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比で７億3,396万6,000円、 13 ％減額の予算となってございます。

　　歳入のうち、町税につきましては６億1,983万7,000円、前年度対比0.1％の増額と

なっております。

　　地方交付税につきましては25 億3,618万6,000円、前年度対比で5.5％の減額とな

っております。

　　国庫支出金は１億2,629万3,000円、前年度対比3.9 ％の減額、道支出金は１億

7,787万3,000円、前年度対比0.8％の増額となってございます。

　　繰入金につきましては2,075万2,000円、前年度対比81.4 ％減額となってございま

す。このうち、財政調整基金からの繰り入れはございません。

　　また、町債につきましては３億4,458万3,000円、前年度対比57.7 ％の減額となっ

ております。このうち、臨時財政対策債は１億8,468万3,000円となってございます。

　　歳出につきましては、財源不足を補填するための基金繰り入れを抑制するため、引き

続き事務管理費など内部経費を中心に、可能な限り縮減の努力をいたしました。骨格予

算として編成しているため、新規政策的事業については原則未計上としておりますが、

基幹産業である農業の基盤整備を初めとする地域産業の活性化対策や乳幼児医療給付事

業の制度を拡大した子供医療費助成事業、定住促進と町内における住宅確保に向けた定

住促進賃貸住宅建設費助成事業、本町の地域特性を十分に考慮した防災計画見直しなど

の継続事業を初め、住民生活に密接な関係のある経費につきまして計上したところでご

ざいます。

　　次に、国民健康保険特別会計につきましては、７億5,296万5,000円の予算規模で、

前年度対比0.6％の増額となってございます。後期高齢者支援金等の経費を計上してい

るところでございます。

　　水道事業特別会計につきましては、１億4,217万6,000円の予算規模で、前年度対比

22.5 ％の減額となっております。簡易水道施設改良に係る経費などを計上してござい

ます。

　　後期高齢者医療特別会計は、8,288万8,000円の予算規模で、前年度対比0.7％の減

額となっております。後期高齢者医療広域連合納付金が主な経費となってございます。

　　公共下水道事業特別会計は、２億3,526万2,000円の予算規模で、前年度対比30 ％

の減額となっております。下水道施設整備に係る経費等を計上してございます。

　　 後に、介護保険特別会計は、４億8,979万8,000円の予算規模で、前年度対比

3.8％の増額となっております。居宅介護及び施設介護サービス給付費などを計上して

いるところでございます。
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　　以上、平成 25 年度一般会計並びに５特別会計の予算編成の内容を申し上げました。

　　詳細につきましては、別途配付の当初予算資料のとおりでございますので、説明は省

略をさせていただきます。

　　ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願いを申し上げます。

〇議長（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が、平

成 25 年度各会計予算６案を一括して予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審

査したいと思いますので、各会計の予算案に対する質疑は大綱的な質疑にとどめ、詳細

な質疑は予算審査特別委員会で行うようご協力を願います。質疑ございますか。

（「なし」の声）

〇議長（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議案第23 号から議案第28 号までの平成25 年度各

会計予算案の６案は、議長を除く議員全員をもって構成する予算審査特別委員会を設置

し、これに６案を一括して付託して、審査することに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）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第23 号から議案第28 号までの平成25 年度各会計予算案の６案は、

議長を除く議員全員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに６案を一括

して付託し、審査することに決定いたしました。

　　ただいま設置されました予算審査特別委員会の委員長及び副委員長は、委員会条例第

８条第３項の規定により、委員会において互選することとなっておりますが、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、予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選の方法は、議長の指名推選

によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、予算審査特別委員会の委員長及び副委員長は、議長において指名することに

決定いたしました。

　　それでは、指名いたします。

　　予算審査特別委員会の委員長に２番、堂畑義雄議員を、副委員長に10 番、中島卓蔵
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議員を指名いたします。

　　お諮りいたします。

　　予算審査特別委員会の委員長に２番、堂畑義雄議員を、副委員長に10 番、中島卓蔵

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）

〇議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、予算審査特別委員会の委員長に２番、堂畑義雄議員を、副委員長に10 番、

中島卓蔵議員を選任することに決定いたしました。

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

◎散会宣告

〇議長（杉山幸昭議長）　以上で、本日の議事日程は全て終了いたしましたので、本日の

会議を終わります。

　　あすからは休会とし、本会議の再開は３月５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　３時５０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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３ 月  ５ 日



平成　２５　年　　第　１　回　　上　士　幌　町　議　会　　定　例　会　　会　議　録

招 集 年 月 日 　平成　２５　年　２　月　１９　日

招 集 の 場 所 　上　士　幌　町　議　会　議　場

開 会 ・ 閉 会

日 時 及 び 宣 告

開　議 平成２５年　３月５日　午前１０時００分 議　長 杉　山　幸　昭

閉　会 平成２５年　３月５日　午前１１時３３分 議　長 杉　山　幸　昭

応（不応）招議員並び
に

出席及び欠席議員

出　席　１１名

欠　席　　－名

欠　員　　－名

○　　　出　　席

△　　　欠　　席

×　　　不 応招

△公　　公務欠席

遅　　　遅　　刻

早　　　早　　退

議席

番号

氏　　　　名 出欠

の別

議席

番号

氏　　　　名 出欠

の別

議席

番号

氏　　　　名 出欠

の別

１ 伊　東　久　子 ○ ７ 角　田　久　和 ○

２ 堂　畑　義　雄 ○ ８ 山　本　和　子 ○

３ 山　本　弘　一 ○ ９ 山　本　裕　吾 ○

４ 中　村　保　嗣 ○ １０ 中　島　卓　蔵 ○

５ 渡　部　信　一 ○ １１ 杉　山　幸　昭 ○

６ 佐々木　　　守 ○

会議録署名議員 ４番　　中　村　保　嗣　　議　員 ５番　　渡　部　信　一　　議　員

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

町 長 竹　中　　　貢 建 設 課 長 尾　形　昌　彦

副 町 長 千　葉　与四郎 ナイタイ高原牧場長 佐　藤　桂　二

会 計 管 理 者 石　王　良　郎 教育委員会教育長 馬　場　久　男

総 務 課 長 高　嶋　幸　雄 教育委員会教育委員長 島　口　重　一

企 画 財 政 課 長 野　中　美　尾 教育委員会教育次長 綿　貫　光　義

町 民 課 長 （会計管理者兼務） 農 業 委 員 会 会 長 兼　子　義　雄

保 健 福 祉 課 長 柚　原　幸　二 農業委員会事務局長 馬　場　俊　之

保 育 課 長 高　橋　　　智 代 表 監 査 委 員 新　田　勝　幸

農 林 課 長 松　岡　秀　行
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商 工 観 光 課 長 早　坂　清　光
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平 成 ２ ５ 年 第 １ 回 上 士 幌 町 議 会 定 例会

議　事　日　程（第２号）

平成２５年３月５日（火曜日）

日程第　１　議員道外研修報告について

日程第　２　意見書案第２０号　ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する意見書の提出について

日程第　３　議　案　第　７号　（総務文教厚生常任委員会審査報告）

　　　　　　　　　　　　　　　上士幌町暴力団排除条例の制定について

日程第　４　議　案　第　８号　（総務文教厚生常任委員会審査報告）

　　　　　　　　　　　　　　　上士幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

　　　　　　　　　　　　　　　び運営に関する基準を定める条例の制定について

日程第　５　議　案　第　９号　（総務文教厚生常任委員会審査報告）

　　　　　　　　　　　　　　　上士幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

　　　　　　　　　　　　　　　設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

　　　　　　　　　　　　　　　係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

　　　　　　　　　　　　　　　を定める条例の制定について

日程第　６　議　案　第１０号　（総務文教厚生常任委員会審査報告）

　　　　　　　　　　　　　　　上士幌町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定につ

　　　　　　　　　　　　　　　いて

日程第　７　議　案　第１１号　（産業経済建設常任委員会審査報告）

　　　　　　　　　　　　　　　上士幌町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定

　　　　　　　　　　　　　　　について

日程第　８　議　案　第１２号　（産業経済建設常任委員会審査報告）

　　　　　　　　　　　　　　　上士幌町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係

　　　　　　　　　　　　　　　る道路の構造に関する基準を定める条例の制定について

日程第　９　議　案　第１３号　（産業経済建設常任委員会審査報告）

　　　　　　　　　　　　　　　上士幌町ナイタイ高原牧場運営安定化基金条例の制定に

　　　　　　　　　　　　　　　ついて

日程第１０　議　案　第２３号　（予算審査特別委員会審査報告）

　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年度上士幌町一般会計予算
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日程第１１　議　案　第２４号　（予算審査特別委員会審査報告）

　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年度上士幌町国民健康保険特別会計予算

日程第１２　議　案　第２５号　（予算審査特別委員会審査報告）

　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年度上士幌町水道事業特別会計予算

日程第１３　議　案　第２６号　（予算審査特別委員会審査報告）

　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算

日程第１４　議　案　第２７号　（予算審査特別委員会審査報告）

　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算

日程第１５　議　案　第２８号　（予算審査特別委員会審査報告）

　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年度上士幌町介護保険特別会計予算

日程第１６　議　案　第２９号　上士幌町障害者自立支援条例の一部を改正する条例の制

　　　　　　　　　　　　　　　定について

日程第１７　議　案　第３０号　平成２４年度上士幌町一般会計補正予算（第１１号）

日程第１８　議　案　第３１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５号）

日程第１９　監報告　第　１号　例月出納検査報告について

日程第２０　監報告　第　２号　定期監査報告について

日程第２１　閉会中の継続調査の申出について
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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、２月28 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申し上げます。

　　１点目は、日程第７、議案第11 号から日程第８、議案第12 号までの産業経済建設

常任委員会審査報告２案は一括報告とし、議案ごとに討論、採決を行うことといたしま

す。

　　２点目は、日程第10 、議案第23 号から日程第15 、議案第28 号までの平成25

年度各会計予算案は一括報告とし、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。

　　なお、５特別会計については、特別委員会での討論がなかったことから、討論を省略

することとします。

　　３点目は、日程第17 、議案第30 号から日程第18 、議案第31 号までの平成24

年度一般会計及び国民健康保険特別会計補正予算案は一括上程とし、議案ごとに討論、

採決を行うことといたします。

　　４点目は、日程第19 から日程第20 までの監報告第１号から監報告第２号の２案に

ついては一括報告することとします。

　　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。

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

◎議員道外研修報告について

○議長（杉山幸昭議長）　日程第１、議員道外研修報告についてを議題といたします。
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　　平成24 年 11 月 11 日から14 日まで実施されました議員道外研修について、会議

規則第 77 条の規定により報告書の提出がございましたので、委員長の報告を求めます。

　　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）　町議会では平成24 年 11 月 11 日から14 日まで

議員道外研修を実施いたしましたので、ここに報告をいたします。

　　参加人数は議員 11 名と議会事務局から斉藤局長の合計 12 名です。

　　研修先は岡山県、徳島県の１市３町です。

　　詳しくは、お手元に配付の報告書に詳しく記載しておりますので、そちらを参照いた

だき、この場では省略、概略を報告いたします。

　　 12 日午前に木質バイオマス利用の先進地、岡山県真庭市を訪問しました。目的は、

木質バイオマスタウン構想の取り組みについてです。最初に、市役所職員より概要説明

を受けた後、集成材メーカー銘建工業株式会社の本社工場にてエコ発電、ペレット製造

の現場を見学しました。ここでは地域資源をフルに活用し、時代と情勢を見据えたまち

づくりの大切さを学びました。

　　 12 日午後より岡山県奈義町を訪問しました。目的は、地産地消による地域興しです。

町役場にて町長、議会、担当課の方から事業内容の説明を受けた後、地域産物を販売し

ている現場を見学しました。ここでは町民がヒントをもらいながら知恵を出し、創出す

ることが必要、いたずらに外部の人間に頼らないことの大切さを学びました。

　　 13 日午前に高速通信網を利用して企業誘致を図っている徳島県神山町を訪問しまし

た。徳島県は高速通信網が全県に整備されていますが、利用者が少ないため、通信速度

が速いという地域特性があります。ここでは多様な考えを持つ人間が集うことで、新た

な価値、創造が起きるということを学びました。

　　 13 日午後より、高齢者が担い手になり全国に葉っぱをつまものとして出荷している

地域経済を潤していることが有名な徳島県上勝町を訪問しました。株式会社いろどりの

担当者の説明で、新たなことに失敗を恐れず、挑戦することを応援するシステムの必要

さを学びました。

　　１市３町の研修で特に感じることは、人材の発掘と育成、地域資源の発見と有効活用

の必要性、人材誘導は行政主導でなく町の人が主体になった草の根タイプの活動が大切、

町民が取り組んでいること、挑戦したいことを行政が把握して支援することが本当の地

域興しにつながるなどです。

　　今回の研修に際し、格段のお世話になりました岡山県真庭市、奈義町、徳島県神山町、

上勝町の皆様に、この場をかりて厚くお礼申し上げます。
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　　研修報告書は広報かみしほろの議会のページにダイジェスト版を掲載するとともに、

議会のホームページに報告書の全文と参加した議員11 名全員の報告書を掲載いたしま

す。

　　以上、議員道外研修報告といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　委員長の報告が終わりましたが、研修報告に対する質疑は議会

運用例第 96 条の４の規定により省略いたします。

　　議会運営委員会の報告、議員道外研修については、委員長の報告をもって報告済みと

いたします。

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

◎意見書案第２０号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第２、意見書案第20 号ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関する

意見書の提出についてを議題といたします。

　　意見書の朗読を省略し、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）　ただいま上程されました意見書案第20 号ＴＰＰ交渉参加断固

阻止に関する意見書の提出についての提案理由についてご説明申し上げます。

　　この意見書につきましては、全十勝地区農民連盟から議長に要請があり、さきの議会

運営委員会におきまして議会運営委員の賛同を得まして、議会運営委員長の私が提案者

となった次第であります。

　　ＴＰＰは関税を全て撤廃することが原則であり、我が国の農林水産業や農山漁村にこ

れまでにない壊滅的な打撃を与え、我が国の食料安全保障を根底から揺るがし、食料自

給率を低下させ、地域経済・社会の崩壊を招くおそれがあります。

　　また、ＴＰＰは一次産業のみならず、医療、公共事業、金融、食の安全、雇用などさ

まざまな分野に影響が及ぶ可能性があり、国民生活の根幹にもかかわる極めて重要な問

題であります。

　　このため、多くの国民が反対し、多数の地方議会や自治体首長はＴＰＰ協定交渉への

参加反対と慎重な対応を求めてきました。

　　ついては、ＴＰＰ交渉参加断固阻止に関して、次のとおり強く要請いたします。

　　一つ、ＴＰＰ交渉への不参加。

　　ＴＰＰは一次産業のみならず、医療、公共事業、金融、食の安全、雇用などさまざま

な分野に影響が及ぶ、国益を損なう極めて重大な問題であり、到底国民の合意を得られ
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る問題でないことから、政府は事前協議を含めた一切のＴＰＰ交渉参加に向けた取り組

みを断念すること。

　　二つ、多様な農業の共存を明確に位置づけた貿易ルールの確立。

　　我が国の貿易政策の基本として、多様な農業の共存、林業、水産資源の持続的利用が

可能となるルールの確立を明確に位置づけ、これに基づき、重要品目については必要な

国境措置を維持すること。

　　以上を要請するものであります。

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

だきますようお願いいたします。

　　以上をもって、意見書案第 20 号の提案理由の説明を終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって意見書案第 20 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより意見書案第20 号の採決を行

います。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、意見書案第 20 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第７号の上程、報告、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第３、総務文教厚生常任委員会審査報告を行います。

　　議案第７号上士幌町暴力団排除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、次のとおり決定をいた

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。
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　　審査事項、議案第７号上士幌町暴力団排除条例の制定について（平成25 年２月19

日付託）

　　審査年月日、平成 25 年２月 27 日の計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、石王町民課長、弦巻主幹の出席をいただいており

ます。

　　審査結果、当委員会は、議案第７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可決すべきもの

と決定したことをご報告申し上げます。

　　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７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７号に対する討論

を終結いたします。

　　これより議案第７号の採決を行います。

　　議案第７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７号は委員長の報告のとおり可決されました。

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

◎議案第８号の上程、報告、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第４、総務文教厚生常任委員会審査報告を行います。

　　議案第８号上士幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める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。
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○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８号上士幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例の制定について（平成 25 年２月 19 日付託）

　　２、審査年月日、平成 25 年２月 27 日の計１回であります。

　　３、審査場所、委員会室でございます。

　　４、説明員、竹中町長、千葉副町長、柚原保健福祉課長、木田主査の出席をいただい

ております。

　　５、審査結果、当委員会は、議案第８号の審査に当たり、町長、副町長、担当課長、

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

ものと決定いたしたことを報告いたします。

　　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８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８号に対する討論

を終結いたします。

　　これより議案第８号の採決を行います。

　　議案第８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８号は委員長の報告のとおり可決されました。

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

◎議案第９号の上程、報告、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第５、総務文教厚生常任委員会審査報告を行います。
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　　議案第９号上士幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める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９号上士幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の制定について（平成 25 年２月 19 日付託）

　　２、審査年月日、平成 25 年２月 27 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、柚原保健福祉課長、木田主査

　　５、審査結果、当委員会は、議案第９号の審査に当たり、町長、副町長、担当課長、

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申し上げます。

　　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９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９号に対する討論

を終結いたします。

　　これより議案第９号の採決を行います。

　　議案第９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）
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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９号は委員長の報告のとおり可決されました。

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

◎議案第１０号の上程、報告、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第６、総務文教厚生常任委員会審査報告を行います。

　　議案第10 号上士幌町新型インフルエンザ等対策本部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10 号上士幌町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定につ

いて（平成 25 年２月 19 日付託）

　　２、審査年月日、平成 25 年２月 27 日の計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、柚原保健福祉課長、河野主幹

　　５、審査結果、当委員会は、議案第10 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可決すべき

ものと決定したことをご報告申し上げます。

　　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 10 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10 号に対する討

論を終結いたします。

　　これより議案第 10 号の採決を行います。

　　議案第 10 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。
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　　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 10 号は委員長の報告のとおり可決されました。

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

◎議案第１１号及び議案第１２号の上程、報告、質疑、討論、採

決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第７、日程第８、産業経済建設常任委員会審査報告を行い

ます。

　　議案第11 号上士幌町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定について、議案

第 12 号上士幌町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する

基準を定める条例の制定について、２案を一括して議題といたします。

　　本案について、産業経済建設常任委員長の報告を求めます。

　　産業経済建設常任委員長、角田久和議員。

○産業経済建設常任委員長（角田久和議員）　付託事件審査報告。産業経済建設常任委員

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いたします。

　　審査事項、議案第11 号上士幌町道路の構造の技術的基準等を定める条例の制定につ

いて（平成 25 年２月 19 日付託）。

　　審査年月日、平成 25 年２月７日、計１回

　　審査場所、委員会室

　　説明員、竹中町長、千葉副町長、尾形建設課長、名波建設課主幹

　　審査結果、当委員会は、議案第11 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可決すべきも

のと決定したことをご報告いたします。

　　続きまして、本委員会に付託されました事件については、慎重審査の結果、次のとお

り決定いたしましたので、上士幌町議会会議規則第 77 条の規定により報告いたします。

　　審査事項、議案第12 号上士幌町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道

路の構造に関する基準を定める条例の制定について（平成 25 年２月 19 日付託）

　　審査年月日、平成 25 年２月 27 日、計１回
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　　審査場所、委員会室

　　説明員、竹中町長、千葉副町長、尾形建設課長、名波建設課主幹

　　審査結果、当委員会は議案第12 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、産業経済建設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 11 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11 号に対する討

論を終結いたします。

　　これより議案第 11 号の採決を行います。

　　議案第 11 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 11 号は委員長の報告のとおり可決されました。

　　次に、議案第 12 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12 号に対する討

論を終結いたします。

　　これより議案第 12 号の採決を行います。

　　議案第 12 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 12 号は委員長の報告のとおり可決されました。
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　──────────────────────────────────────

◎議案第１３号の上程、報告、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第９、産業経済建設常任委員会審査報告を行います。

　　議案第13 号上士幌町ナイタイ高原牧場運営安定化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、産業経済建設常任委員長の報告を求めます。

　　産業経済建設常任委員長、角田久和議員。

○産業経済建設常任委員長（角田久和議員）　付託事件審査報告。産業経済建設常任委員

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いたします。

　　１、審査事項、議案第13 号上士幌町ナイタイ高原牧場運営安定化基金条例の制定に

ついて（平成 25 年２月 19 日付託）

　　２、審査年月日、平成 25 年２月 27 日、計１回

　　３、審査場所、委員会室

　　４、説明員、竹中町長、千葉副町長、佐藤牧場長、工藤主幹、林主査

　　５、審査結果、当委員会は、議案第13 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、産業経済建設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 13 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13 号に対する討

論を終結いたします。

　　これより議案第 13 号の採決を行います。

　　議案第 13 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。
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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、議案第 13 号は委員長の報告のとおり可決されました。

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

◎議案第２３号から議案第２８号の上程、報告、質疑、討論、採

決

○議長（杉山幸昭議長）　次に、予算審査特別委員会審査報告を行います。

　　日程第10 、議案第23 号平成 25 年度上士幌町一般会計予算、日程第11 、議案第

24 号平成25 年度上士幌町国民健康保険特別会計予算、日程第12 、議案第25 号平

成 25 年度上士幌町水道事業特別会計予算、日程第13 、議案第26 号平成25 年度上

士幌町後期高齢者医療特別会計予算、日程第14 、議案第27 号平成25 年度上士幌町

公共下水道事業特別会計予算、日程第15 、議案第28 号平成25 年度上士幌町介護保

険特別会計予算、以上６案を一括して議題といたします。

　　６案について、予算審査特別委員会の審査報告を求めます。

　　予算審査特別委員会委員長、堂畑義雄議員。

○予算審査特別委員会委員長（堂畑義雄議員）　予算審査特別委員会より、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 号の規定により報告いたします。

　　審査事項は、平成25 年２月19 日に付託されました議案第23 号平成 25 年度上士

幌町一般会計予算、議案第24 号平成25 年度上士幌町国民健康保険特別会計予算、議

案第 25 号平成25 年度上士幌町水道事業特別会計予算、議案第26 号平成25 年度上

士幌町後期高齢者医療特別会計予算、議案第27 号平成25 年度上士幌町公共下水道事

業特別会計予算、議案第 28 号平成 25 年度上士幌町介護保険特別会計予算であります。

　　審査年月日は、平成 25 年２月 21 日、 22 日の計２回であります。

　　審査場所は、議場で行いました。

　　説明員に、竹中町長、千葉副町長、馬場教育長、各課部局長、主幹及び担当主査等の

出席をいただきました。

　　審査結果ですが、議案第23 号から議案第28 号までの平成25 年度上士幌町一般会

計予算及び５特別会計予算案は、今定例会の２月 19 日に提案されました。

　　この予算案の審査に当たり、議長を除く議員全員による予算審査特別委員会が設置さ

れ、審査を行ってきたところであります。

　　本特別委員会の運営に際し、委員並びに町理事者を初め各課部局長、主幹及び担当主
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査等の方々にご協力をいただきましたことに厚くお礼を申し上げます。

　　当特別委員会に付託されました議案第23 号から議案第28 号までの平成25 年度各

会計予算案について、２月21 日、 22 日の２日間にわたり委員各位のご出席のもと、

説明員には町理事者を初め各課部局長、主幹及び主査の出席を求め、代表監査委員のご

出席をいただきながら質疑の聴取による審査を行いました。

　　当特別委員会は、慎重審査の結果、お手元に配付のとおり議案第 23 号から議案第

28 号までの６案は全て原案可決すべきものと決定したところであります。

　　各議案審査の質疑の内容については、議長を除く議員全員が特別委員会の委員であり

ますので、省略させていただきます。

　　議案第23 号平成 25 年度一般会計予算案については、質疑終結後、討論があり、起

立採決の結果、起立多数で原案可決すべきものと決定いたしました。

　　その他の５特別会計については討論がありませんでしたので、簡易表決をもって全会

一致により原案可決すべきものと決定いたしました。

　　以上で、予算審査特別委員会に付託されました議案審査の経過と結果の報告を申し上

げ、予算審査特別委員会審査報告を終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　委員長の報告が終わりました。

　　予算審査特別委員会は、議長を除く議員全員で構成されております。したがって委員

長報告に対する質疑は、議会運用例第 96 条の５の規定によりこれを省略いたします。

　　また、議案第24 号から議案第28 号の５特別会計予算案の討論についても、議会運

用例第100条第３項の規定によりこれを省略いたします。

　　これより、各会計の予算案ごとに討論、採決を行います。

　　初めに、議案第23 号平成25 年度上士幌町一般会計予算の討論を行います。討論あ

りますか。

　　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）　平成25 年度上士幌町一般会計予算に対する反対討論を行いま

す。

　　昨年の国会で消費税引き上げが決まり、生活がどうなるのかという不安が多く聞かれ

ます。しかし、政権が自民党にかわっても、根本的な解決策は何も見出せません。さら

に、生活保護の引き下げを決めるなど、国民全体の生活レベルを下げてしまおうとして

います。
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　　 25 年度の国の予算案を見ますと、消費税増税を前提に社会保障を削減し、一方では

不要不急の大型公共事業が並び、軍事費はふやされ、原発推進の新たな予算も含まれて

います。こういう中で、骨格予算とはいえ、使用目的が決まっている以外の基金は取り

入れされておらず、生活を支え、今必要とされることへの予算化はされておりません。

全体的の予算化は今後の議会の補正になるかと思いますが、期待するところです。

　　また、政権がかわり国防軍を言い出すなど、一層アメリカ言いなりの軍国家への道に

進むのではないかと危惧されます。

　　また、今回のアルジェリア人質事件を口実に、政府与党内では自衛隊法の改悪の動き

が加速しています。安全が確保されていなくても、手段を選ばず武器を使用できるよう

にするもので、かえって危険になり、自衛隊員の命は保障されません。行く行くアメリ

カの要請に応えて戦闘地域にも派遣することにつながります。自衛隊の災害救助の役割

は大きいと判断いたしますが、先ほど言いましたような自衛隊のあり方に反対し、自衛

隊協力会の補助金を含むため、反対いたします。

　　以上の理由で反対といたします。

○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。

　　７番、角田久和議員。

○７番（角田久和議員）　私は、平成25 年度上士幌町一般会計予算案に賛成するもので

あります。

　　かつては70 億円あった一般会計予算は、厳しい社会環境を反映し、48 億9,000万

円と窮屈になっております。その中で大きく基金の減少を招くことなく、骨格予算では

ありますが、ソフト、ハード面に有効に投資がされており、評価するものであります。

　　財政に関しましては、国の財政赤字や本町の人口減少による今後の交付税減などを考

慮して、より健全、慎重な財政運営を望むものであります。

　　自衛隊協力会の支出に関しましては、自衛隊が国防のみならず災害時に国民の生命、

財産を守ることが今や大きな役割になっていることからして、妥当なものと考えます。

　　理事者におきましては、予算委員会で議員から出された指摘事項については真摯に受

けとめ、町政運営に反映されることを望みます。

　　担当課におきましては、各事業の進捗状況を適宜委員会等に報告していただくように

お願いします。

　　以上、私の平成 25 年度上士幌町一般会計予算案に対して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。

（「なし」の声）
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○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。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ほかに討論ありませんか。

（「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、これをもって議案第23 号に対

する討論を終結いたします。

　　これより議案第 23 号の採決を行います。

　　本案は起立により採決を行いますが、起立しない議員は反対とみなします。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案可決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、議案第 23 号は原案可決すべきものと決定いたしました。

　　次に、議案第24 号平成 25 年度上士幌町国民健康保険特別会計予算の採決を行いま

す。

　　議案第 24 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 24 号は委員長の報告のとおり可決されました。

　　次に、議案第 25 号平成 25 年度上士幌町水道事業特別会計予算の採決を行います。

　　議案第 25 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 25 号は委員長の報告のとおり可決されました。

　　次に、議案第26 号平成 25 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算の採決を行い

ます。

　　議案第 26 号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。
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　　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 26 号は委員長の報告のとおり可決されました。

　　次に、議案第27 号平成 25 年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算の採決を行い

ます。

　　議案第 27 号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 27 号は委員長の報告のとおり可決されました。

　　次に、議案第 28 号平成 25 年度上士幌町介護保険特別会計予算の採決を行います。

　　議案第 28 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 28 号は委員長の報告のとおり原案可決されました。

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

◎議案第２９号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第16 、議案第29 号上士幌町障害者自立支援条例の一部

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。

　　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29 号上士幌町障害者自立支援

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4,891ページをご参照願います。

　　提案の理由でありますが、障害者等の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

に、国では平成23 年８月に障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の提言がまとめら

れたところであります。これを段階的、計画的に実現するため、地域社会における共生
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の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるために、関係法律の整備がされたとこ

ろであります。主な法整備の改正内容としまして、法律の名称が「障害者自立支援法」

から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」、通称「障害者

総合支援法」に変更となり、障害者基本法を踏まえた基本理念の創設や目的規定の見直

しが行われたところであります。また、制度の谷間のない支援を提供する観点から、障

害者、障害児の定義に難病患者などを加えるものであります。

　　今回の条例改正は、国の法改正に伴い改正するものが主なものであります。本条例は

障害福祉サービスの中で、市町村権限で実施できる地域生活支援事業の実施や運用を定

めるものであり、適用法律名や対象者の変更を行うものであります。また、処遇や委託

事業につきましては法律の整備が進み、障害者の社会適応訓練等の障害者福祉サービス

が充実されたことにより、本事業を廃止するものであります。

　　なお、その他の事業内容は改正前と同じ事業を継続するものであります。

　　議案第 29 号関係の資料をご参照ください。

　　初めに、条例の題名を改正するものであります。

　　第１条では、法律に基づく目的を明示しております。

　　第２条では、事業内容を整理し、まとめたものであります。

　　第３条は、改正前の第２条第３項の条文を新たに設けたものであります。

　　第４条以降は、１条ずつ繰り下げ、各条文の文言等の改正を行っております。

　　附則としまして、この条例は平成 25 年４月１日から施行するものであります。

　　以上、上士幌町障害者自立支援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29 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 29 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29 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
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（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 29 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第３０号及び議案第３１号の上程、説明、質疑、討論、採

決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第17 、議案第30 号平成24 年度上士幌町一般会計補正

予算（第11 号）、日程第18 、議案第31 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５号）、以上２案を一括して議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　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30 号平成24 年度一般会計補正予

算並びに議案第31 号平成 24 年度国民健康保険特別会計補正予算の内容についてご説

明を申し上げます。

　　補正総額は全会計で 54 万2,000円の追加補正となっており、補正後の予算総額を

80 億6,156万1,000円とするものでございます。

　　それでは、議案第 30 号一般会計補正予算（第 11 号）からご説明をいたします。

　　１ページをお開きください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に 87 万1,000円を追加し、総額を 62 億

7,816万円とするものでございます。追加補正の内容は、国民健康保険特別会計への繰

出金 87 万1,000円でございます。

　　次に、議案第31 号国民健康保険特別会計補正予算（第５号）についてご説明をいた

します。

　　５ページをお開きください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から 32 万9,000円を減額し、総額を７億

5,302万8,000円とするものでございます。追加補正の主なものは、一般被保険者療養

給付費516万8,000円でございます。また、減額補正の主なものといたしましては、退

職被保険者等療養給付費113万円、一般被保険者高額療養費312万9,000円、高額医療

費共同事業拠出金104万6,000円でございます。

　　以上が補正予算の内容でございます。また、各会計とも第１条の第２項補正の款項区

分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は第１表のとおりでござ

います。また、各会計事項別明細書以下につきましては説明を省略させていただきます。
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　　以上、一般会計並びに国民健康保険特別会計の補正予算につきましてご提案を申し上

げました。よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。

○議長（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５８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１０分）

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

○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30 号並びに議

案第 31 号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）　国民健康保険に関する質問を、３点ほど質問したいと思います。

　　最初に、調整交付金の関係なんですが、国と道の調整交付金が合わせれば約6,000万

円ほど減っていますが、その減の理由について、制度上の問題があるのか、普通医療費

がふえればふえると思うんですが、その点について質問いたします。

　　２点目は、北海道のほうの高額医療費と安定化事業の交付金が、今度は逆にふえてい

ますが、その理由についてと、３点目は、結果的にそれが相対関係があるかわかりませ

んが、町の基金の繰入金が4,194万円今回繰り入れしていますが、それの関係があるの

かと、それから今回これほど繰り入れますと、財政的に厳しいのかと。結果的には、年

度末に半分積みますので、基金が24 年度末の予定が４千何百万、これを全部崩すわけ

ではありませんので、結果的に積み増しして年度末にどれぐらいの24 年度予想がある

かどうか質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　柚原保健福祉課長。

○柚原幸二保健福祉課長　１点目の国、道の調整交付金の主な原因でありますが、山本議

員ご承知のとおり、国保の場合、国からの療養給付費として32 ％の交付金、負担金、

それと前期高齢者からの交付金、それと国の調整交付金、道の調整交付金で大体年間３

億二、三千万程度、前年までは入ってきたんですけれども、今回特に議員ご指摘のとお

り、調整交付金が大幅に減っております。この理由としましては、ちょっと国の算定の

基準が変わったという情報は入っていないんですけれども、いわゆるみなしとして上士

幌町民の所得が全国平均というか、その標準値より所得があるとみなされたんではない

かということで、調整交付金が大きく減額されております。通常、前期高齢者交付金な
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どか減れば、普通調整交付金が多く入ってくるんですけれども、前年までずっとそうい

うパターンで入ってきたんですけれども、今回につきましては、国のほうの算定により

その調整交付金が大幅に減っています。

　　この数値が、私たちのほうでも、まだ明確な数値がちょっとつかめていないのが現状

でありまして、当然それに倣って道の普通調整交付金のほうも減額になっております。

　　それと、高額医療費共同事業拠出金と保険財政共同安定化事業の拠出金の関係ですけ

れども、これは一応、去年のたしか６月でもちょっとお話しした経過がございますけれ

ども、国のほうの算定率が変更になりまして、その調整と、実際にその見直しの数字が

入ったところで、高額医療費のほうは若干ふえていまして、両方とも大幅な増になって

おります。これは、トータル的には交付金より拠出したほうが多いんですけれども、こ

れは全体的に議員ご承知のとおり、各市町村の相互扶助といいますか、そういった部分

でやっていますので、結果として拠出と交付金のバランスでいけば拠出するほうが多く

なっているような状況にあります。

　　それに伴いまして、先ほどの調整交付金やら大幅に減っていますので、基金の繰り入

れ約4,200万弱繰入基金から入れて、国保の会計上調整をとっております。それで、基

金を繰り入れるということになりますと、現在約4,500万程度の基金がありますけれど

も、そのうち4,200万程度を繰り入れるということになれば、あと残り300万程度と、

非常に厳しい財政状況になってきております。今の、今回の補正で何とかやりくりをで

きるのではないかと予想なんですけれども、医療費がまだ請求来ていない部分がござい

ますので、それと風邪が相当はやっていたという部分があるので、若干不安な要素はあ

るんですけれども、ぎりぎり何とか 24 年度はやりくりできるのではないかと。

　　繰り越しにつきましても、かなり厳しい数字になるので、次年度への基金の繰入金は

かなり少ないような予測をしております。

　　以上であります。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　国の制度上のことはまだまだ把握できないという話なんですが、

平成 24 年度から調整交付金が従来、国のほうが９だったものが７に減らされて、それ

から道のほうの調整交付金が７から９にふやされたので、差し引き国からの調整交付金

が減ったとして、道からふえるというか、その差し引きの関係で、もうふえるんだか減

るんだか制度上の関係が何かあるのかなと思ったものですから質問させてもらいました。

　　それから、道のほうの安定化事業の関係は、年度を見ましたら多いときと少ないとき

がありますので、24 年度は前年に比べたら、前年が少なかったせいか、割と低目に見
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たと思うんですよ。今回は、結果的に医療費が予想よりも多かったのかなというふうに

私は判断させてもらいました。それでも課長が答弁されましたように、拠出金のほうが

多いんですね。約2,000万円ほどですか、多いと。それが結果的に最終的に道のほうは

特別調整交付金で来るだろうと思うんですが、今回来ないので、これは丸々町の持ち出

し分になるのかなと私の勝手な判断なんですが。それも含めまして、今回、原因がどこ

にあるかわかりませんが、財政的には厳しい状況にあるということはわかりました。

　　今後について国の制度上の問題なのか、医療費がふえたせいなのか、ちょっと今の答

弁ではなかなかわかりづらい面があるんですが、医療費を、インフルエンザ等はやりま

すので仕方がありませんが、医療費を抑える要望を含めながら、財政的にもきちんと運

営できるように、それから国の制度、道の制度もいいほうに活用しながらやっていくべ

きと思っています。

　　答弁があればお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　柚原保健福祉課長。

○柚原幸二保健福祉課長　高額医療共同事業、この分につきましては、拠出金と交付金の

収支を見ますと、約260万ほど多く入ってきておると。保険財政共同安定化事業のほう

は約1,500万ほど多く拠出しているんですね。この多くなった分を、先ほどの道の調整

交付金で２％分、約九百数十万円入ってきていますので、トータルこの２事業で町の負

担は320万ぐらい多目に出しているというような状況にあります。

　　この辺の数字につきましては、医療費の増嵩によって、簡単にこうですああですとは

なかなか出せないという、事務方のほうもちょっと悩みながらいろいろやっているんで

すけれども、いずれにしましても、何とか国保を運営するのには、こういった国の道な

り支払基金なり、いろんなところからの財源がないと運営できないというような状況が

あります。次年度以降につきましては、また国保運営協議会等ともいろんな協議をしな

がら今後の財政運営や何かも検討してまいりたいと思います。

　　以上であります。

○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）　よろしいですか。

　　これをもって、議案第 30 号並びに議案第 31 号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 30 号に対する討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）
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○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第30 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 30 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 31 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31 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 31 号は原案のとおり可決されました。

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

◎監報告第１号及び監報告代２号の上程、報告

○議長（杉山幸昭議長）　日程第19 、監報告第１号例月出納検査報告について、日程第

20 、監報告第２号定期監査報告について、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　監査結果報告をいたします。

　　初めに、監報告第１号例月出納検査報告について、その結果を報告申し上げます。

　　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 11 月分、 12 月分、平成25 年１月分の例月出納検査結

果を報告するものでございます。

　　検査の対象は、一般会計及び特別会計の現金の出納状況でございます。

　　提出された各会計、各月ごとの収支状況などの資料を参考としながら、収入・支出伝

票、預貯金通帳等の検査を実施いたしました。

　　検査の結果、計数などは正確であり、諸帳簿などと相違ないことを確認いたしました

－115－



ことをご報告申し上げます。

　　次に、監報告第２号定期監査報告について、その結果を報告申し上げます。

　　定期監査につきましては、地方自治法第199条第９項の規定により結果を報告するも

のでございます。

　　監査の実施概要ですが、今回につきましては、定期監査として教育委員会を対象に実

施いたしました。監査日時、監査対象等は、報告書に記載のとおりでございます。

　　監査に当たっては、適法で正確かつ効率的に執行されているかについて、書類監査と

備品管理状況を確認し、北門小学校、北居辺小学校において、事務処理や金品の管理、

備品の管理、学校図書の管理等の監査を行いました。

　　また、事業内容等について、あらかじめ教育委員会から書類の提出をいただき、教育

次長や担当主査等から説明を受けるとともに、両校の校長先生、教頭先生の協力により

実地調査を行いました。

　　定期監査の総合意見といたしまして、予算執行状況及び財務に関する事務、備品や金

品の管理について、関係規定、契約等に基づき適正に執行されており、特別指摘すべき

点はありません。

　　今後におきましても、学校との連携を密にし、児童の健やかな成長と時代に即応した

教育環境の提供と活用をお願いし、定期監査の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１号から監報告第２号までを報告済みとし、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21 、閉会中の継続調査の申出についてを議題といたし

ます。

　　各委員会の委員長から、会議規則第75 条の規定により、お手元に配付の申出書のと

おり、閉会中の所管事務調査の申し出がございます。

　　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。
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　　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。

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

◎町長退任挨拶

○議長（杉山幸昭議長）　ここで竹中町長から特に発言を求められておりますので、これ

を許します。

　　町長、竹中貢君。

○竹中　貢町長　ただいま議長の計らいで発言のお許しをいただきましたので、一言ご挨

拶を申し上げます。

　　４年前、町民皆様のご理解とご支援をいただき、３期目の町政を執行させていただき

ました。おかげさまで町民、議会、職員の皆様にお力添えをいただきながら、町民の福

祉向上、幸せのために全身全霊を傾注してその任に当たることができました。この場を

かりまして、深く感謝申し上げる次第であります。ありがとうございました。

　　さて、３期目をスタートした４年前はリーマンショック後で、世界経済は100年に一

度とも言われた世界同時不況の真っただ中にありました。我が国においては、日本経済

を牽引してきた輸出産業が、円高などの影響もあって急激な業績の悪化が日本経済全体

に重くのしかかっておりました。

　　加えて、東日本大震災は日本のみならず世界中を震撼させました。今なお復旧・復興

がままならない状況にあります。

　　そのような厳しい内外の情勢にある中でも、本町の一次産業である農林業は頑張って

おります。特に農業は規模拡大や農作業の効率化、技術革新、基盤整備などに意欲的に

取り組み、農業王国十勝の中でも著しい成長を遂げてきております。

　　教育では、上士幌中学校の改築の一方で、上士幌高校の間口減という厳しい状況にも

直面しましたが、教育関係者の総力をもって危機を乗り越えることができました。

　　定住化対策では、定住促進賃貸住宅の建築が堅調で、定住化と従業員の住宅確保を図

るとともに、建築工事は地域経済の浮揚に大きな効果を上げているところであります。

　　また、子育て、医療、福祉等においても、医療費無料化の拡大や高齢者の巡回福祉バ

スの運行のほか、他自治体に先駆けた施策を展開してまいりました。

　　安全・安心では、防災計画の抜本的な見直しをしているところでありますが、災害に

強い水道施設の整備、救急救命体制の充実、消防施設の充実などにも力を注いでまいり

ました。

　　まちづくりには時代を超えて継続すべき課題があります。先代、先々代の町政からの
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課題についても精力的に取り組んでまいりました。

　　一つには、ナイタイ高原牧場の経営の健全化であります。そして、新たに指定管理者

制度に移すことになったことであります。

　　二つ目に、商店街の道路網を中心とした近代化事業は、ほぼ完成に近づいております。

　　３点目は、国立公園ぬかびら源泉郷に環境省のビジターセンターと町のひがし大雪自

然博物資料館の合築施設が建築され、ひがし大雪自然館として５月１日にオープンする

ことなどが上げられます。

　　これらは長い歳月を要した課題でありますが、これをゴールとするのではなく、農業、

商工、観光の将来に向けて戦略的な基盤と位置づけて新たな施策に取り組んでいくこと

が肝要と考えております。

　　昨年12 月定例会において、町長の進退を問うご質問がありました。明確な回答を申

し上げることができませんでした。そのことについても、触れさせていただきます。

　　一昨年、上士幌町は開町80 周年を迎え、今年度は町民の英知を結集し、10 年先、

将来の上士幌町を見据えた第５期の総合計画もスタートいたしております。地方自治は

バブル経済の崩壊以来、厳しい試練の時代が続いていますが、上士幌町の持っている可

能性、ポテンシャルは極めて高いものがあると理解した上で、長期的な展望に立った総

合計画を具現化するための道しるべを示すこと、上士幌町の豊かな明日の礎を築くこと

が今私に課せられた役割と認識し、引き続き町政のかじ取りを願うべく決意したところ

でございます。

　　多くの町民の皆様、議員の皆様、そして職員の皆様とともに、まちづくりに汗を流す

ことができれば幸いであります。

　　議会の最終日、貴重な時間をもらい、発言の機会をいただいたことに感謝を申し上げ、

お礼の挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、町長、竹中貢君の発言を終わります。

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

◎閉会の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　以上をもって、本定例会の会議に付された案件の審議は全て終

了いたしました。

　　お諮りいたします。

　　平成25 年第１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）
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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、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２月19 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 25 年第１回上士幌町議会定例会を閉会いたします。

（午前１１時３３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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