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（午前１０時００分） 

○斉藤明宏議会事務局長 ただいまより、第１回予算審査特別委員会を開会いたします。 

  初めに、山本裕吾委員長よりご挨拶申し上げます。 

○委員長（山本裕吾委員長） おはようございます。 

  このたび、平成26年度各会計予算の審議に当たり、予算審査特別委員会の委員長を務

めさせていただきます。ふなれでありますが、皆様のご協力によりましてスムーズな審

議を進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  審議に当たりましてお願いを申し上げます。質疑に当たっては、会議規則及び議会運

用例に基づき、議題外にわたらぬように、かつ簡潔に質疑されるようお願いいたします。

質疑の過程で微妙な部分もあろうかとは存じますが、ご協力をひとつよろしくお願い申

し上げます。 

  それでは、ただいまより第１回予算審査特別委員会を開会いたします。 

  初めに、本日の本委員会への傍聴の取り扱いについてをご協議いたします。 

  お諮りいたします。 

  委員会条例第17条の規定により、本日の委員会への傍聴の申し出がある場合は、これ

を許可することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本日の委員会の傍聴の申し出がある場合は、これを許可することといたしま

す。 

  次に、本委員会の説明員の出席要求については、委員会条例第19条の規定により、町

長等の町理事者及び各課部局の課長職の出席を求めております。また、このほかに町長

等の町理事者が説明のために主幹及び主査の職にある職員に委任または委嘱をした職員

も本委員会条例第19条の規定により、本委員会に出席を求めております。したがいまし

て、各課部局の主査職以上の職員が本委員会に説明員として出席しておりますので、ご

承知願います。 

  次に、会議録署名委員の指名方法についてお諮りいたします。 

  本特別委員会の会議記録は、後日、町民の閲覧等の公開の用に供するものであります

ので、この会議記録の署名委員を会議規則第119条の規定を準用いたしまして、委員長

においてこれを指名したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） ご異議なしと認めます。 
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  よって、本特別委員会の会議記録署名委員は、委員長において指名することに決定い

たしました。 

  それでは、本特別委員会の会議記録署名委員を指名いたします。７番、角田久和委員、

８番、山本和子委員。 

  お諮りいたします。 

  ただいま委員長において指名いたしました７番、角田久和委員、８番、山本和子委員

を本特別委員会の会議記録署名委員に指名することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本特別委員会の会議記録署名委員は、７番、角田久和委員、８番、山本和子

委員に決定いたしました。 

  次に、付託事件審査の審議に入る前に、日程及び審査方法についてをご協議いたしま

す。 

  本特別委員会の開催日程については、議会運営委員会で決定し、既にご案内している

ところであります。このことから、本特別委員会の開催日程については、議会運営委員

会であらかじめ決定したとおり、本日より３日間とし、審査方法は、一般会計予算は各

ページごとに、５特別会計予算は各会計歳入歳出ごとに一括して審査を進めることにい

たしたいと思います。 

  また、特別会計の審議は、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保

険特別会計、水道事業特別会計、公共下水道事業特別会計を審議することといたしたい

と思います。 

  それでは、お諮りをいたします。 

  本特別委員会の開催日程は、本日より３日間とし、審査方法は、一般会計予算は各ペ

ージごとに、５特別会計は各会計歳入歳出を一括して審査することにいたしたいと思い

ますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本特別委員会の開催日程は、本日より３日間とし、審査方法は、一般会計予

算は各ページごとに、５特別会計予算は各会計歳入歳出一括して審査することに決定い

たしました。 

  これより、本特別委員会に付託されております案件審査を行います。 

  本特別委員会に平成26年３月４日に付託されました議案第17号から議案第22号までの
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平成26年度上士幌町一般会計予算及び５特別会計予算の６案を一括して議題といたしま

す。 

  平成26年度各会計予算の提案説明は、３月４日の本会議において行われておりますの

で、省略いたします。 

  それでは、議案第17号平成26年度上士幌町一般会計予算から質疑をいたします。 

  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、33ページからページごとに質疑を行います。 

  33ページ、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、34ページから35ページ、質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、36ページから37ページまで、質疑ございますか。 

  山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） 国民保護協議会への経費について質問をいたします。 

  25年度には何回開かれたのかと、26年には開く予定何回かと、その内容について質問

いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 高嶋総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 ただいまご質問のございました国民保護関係の審査会の関係でござ

いますが、25年度につきましては変更事項等が生じなかったことから、開催はしており

ません。26年度につきましても、変更等が生じる場合に備えて予算は計上しております

が、今現在のところ開催する事案は抱えておりませんけれども、そういう事例があった

ときの場合に備えて予算を計上させていただいているということでございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかにございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、38ページから39ページ、質疑ありますか。 

  伊東久子委員。 

○１番（伊東久子委員） 地域おこし協力隊のですね、現在26年は何人採用しようとして

いるのか、現在何名いるのかお聞きいたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 宮部主査。 

○宮部直人企画財政課主査 ただいまの伊東委員のご質問にお答えいたします。 

  平成26年度の採用予定でございますけれども、現在２名の隊員を採用する予定として
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おります。平成25年度の現在で４名の隊員が在籍しておりますので、４月以降は６名体

制になる予定となっております。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに質疑ありますか。 

  角田久和委員。 

○７番（角田久和委員） 39ページですね、委託料、顧問弁護士業務として58万4,000円

計上してありますが、これの算定基準を質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 暫時休憩いたします。 

（午前１０時０９分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 会議を再開いたします。 

（午前１０時０９分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 高嶋総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 ただいまご質問がございました顧問弁護士の業務委託でございます

が、算出の関係はですね、月額４万5,000円ということで12カ月分ということで計上し

ております。 

  業務内容等につきましては、一般町民等の弁護士相談を２カ月に１回、役場のほうに

来ていただいて相談業務に応じていただいているということがございます。それから、

町行政の直接の相談がありますときには、随時こちらから各担当者が事務所に行ってで

すね、電話等で相談する、随時行うことで契約内容に含めております。 

  以上でございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） 角田久和委員。 

○７番（角田久和委員） 次の質問に移ります。 

  同じく39ページですね、例規集データベース更新等業務270万計上してありますけれ

ども、この業務内容について質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 杉本主査。 

○杉本 章総務課主査 角田委員の質問にお答えいたします。 

  例規集等データベースの更新業務の内容ですけれども、町の例規集ですね、条例の改

正ですとか、規則の改正がありましたら、そちらのデータを更新してもらうという業務

とですね、それから町の例規集のデータを納品をしてもらうという形となっております。 

  以上でございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） 角田久和委員。 
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○７番（角田久和委員） 我々もタブレット渡されて、それが今までの紙媒体からそうい

うタブレットを使うことによってですね、全体のコストが下がると、そういう説明受け

てそういったタブレットを導入したわけですけれども、それと我々今持っているタブレ

ットへのですね、条例、あるいは規則の改正等にはどうかかわってくるんですかね。 

○委員長（山本裕吾委員長） 杉本主査。 

○杉本 章総務課主査 条例とか規則の改正があるたびにですね、データを送り込みまし

て、それを委託業者のほうでデータ化してですね、それがＣＤの形で納品される形とな

っております。そのＣＤをですね、議会事務局さんのほうにお渡しいたしまして、そち

らから今度タブレットのデータを更新するという形になってございます。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） よろしいですか。 

○７番（角田久和委員） いいです。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに質疑ございますか。 

  ６番、佐々木守委員。 

○６番（佐々木 守委員） 今、質問のあった部分なんですけれども、近年非常に要綱で

行政内容を決めていく、政策が非常に時代に合わせて短期的に、例えば年度を３年に区

切って、こういった要綱が非常に多くなってきているんですが、これは議員もそうです

けれども、各担当者についてもですね、今、条例、規則だけではなかなか仕事を進める

というのはいかないんではないかと。要綱等を聞くと、付随する各区分けで一緒に入れ

てもらうということができないのかどうか。今、要綱で動いている補助制度等も結構あ

るわけでありますが、その辺について、それは除外しているという理由は、特別に何か

あるのかどうか。そういう検討をなされているのかどうかも含めて、この際、お聞きを

したいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 杉本主査。 

○杉本 章総務課主査 佐々木委員のご質問にお答えいたします。 

  例規の範囲にはですね、条例、規則、訓令ということで、要綱というのは例規の中に

は含まれておりません。ただ、各課で持っているデータを集約してですね、別な形で取

りまとめるということは可能ですので、その点については、今後検討していきたいとい

うふうに思っております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木守委員。 

○６番（佐々木 守委員） というのはですね、要綱をちゃんと踏まえていないと、なか
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なか内容がわからないというか、要綱によって支出をしている各政策というのも結構あ

るわけです。 

  この町のために、一般的に言えば、条例化すべきという考え方もないわけであります

が、その辺は今まで短期的なものについてはですね、あえて条例を策定しない、これは

議会の議決を経るというふうな法的順序が必要でありますから、要綱のいわゆる、これ

は事をきちっと早く進めるという意味では十分理解をできますし、そのことに何ら口を

挟むつもりありませんけれども、ただ、そういうものを検証したり、あるいは確認をす

るというときにはですね、今や規則並みに要綱というのは運用されているというふうに

見たほうがいいと、検討されるということですから、ひとつ前向きにですね、それはど

ういう形かでデータベース化、ぜひしていただきたいと思いますが、もう一度答弁をお

願いしたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 高嶋総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 ただいま、担当のほうからお答えいたしましたけれども、現在は要

綱等については、たしか、各課ごとに取りまとめてですね、それを整理したものを多分

議会事務局のほうにも行ってあると思いますが、そういったことで数も膨大ということ

で、整理しております。 

  ただいまご指摘のありましたように、データベース化の検討ということですけれども、

ちょっと量とかですね、そういうものも確認した上で、実質可能かどうかも含めて調査

させていただきたいというふうに思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） どうも前向きな答弁いただけないようですが、そういうこと

であれば、議会としては要綱ではなくて、これから補助金等の予算の執行にかかわる部

分についてはね、条例化せよというふうな方向性に行かざるを得ないわけです。これぜ

ひもう一度前向きな検討というか、ご答弁をいただきたいと思います。それほど難しい

ことではないと思うんです。 

○委員長（山本裕吾委員長） 暫時休憩いたします。 

（午前１０時１６分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 会議を再開いたします。 

（午前１０時１７分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 高嶋総務課長。 
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○高嶋幸雄総務課長 現在は紙ベースで対応しておりますけれども、データベース化とい

うことで内容等も確認してですね、検討させていただきたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） よろしいでしょうか。 

  ほかに質疑ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、40ページから41ページまで、質疑ありますか。 

  角田久和委員。 

○７番（角田久和委員） 41ページですね、工事請負費、ぬかびら源泉郷公共施設テレビ

ＯＮＵ設置工事、この工事内容について質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 深瀬主査。 

○深瀬一輝企画財政課主査 角田委員のご質問にお答えしたいと思います。 

  まずですね、ぬかびら源泉郷の地上デジタル放送の移行につきましては、ＮＨＫと糠

平の共聴組合のほうでこれまで検討がなされ、その方針が決定してきております。工事

自体は平成26年度４月よりですね、実施予定となっておりまして、11月末までには完成

させたいという形になっており、現在は各機関への申請等を行っているそうです。 

  施設の概要につきまして、この場でお話をしたいと思います。現状の受信施設では地

上デジタル放送の受信が安定的に受信できないことから、スキー場の第３高速リフトの

支柱の上にアンテナを設置し、そちらで受信をするという形をとります。その受信のほ

うから光ケーブルをスキー場内に埋設いたしまして地区内まで持っていきまして、光ケ

ーブルにより各家のほうに伝送するという形をとるというふうに聞いております。 

  そちらのほうにつきましては、光ケーブルで伝送されたものを各家の同軸ケーブルに

変換するために、つまり家のテレビで受信するためにＶ－ＯＮＵという変換器を設置し

なければならないです。そちらの設置につきまして、町の公共施設は町のほうで、また、

糠平の共聴組合のものにつきましては、さきに要望が来ておりまして、町のほうで補助

したいという考えがございます。 

  補助につきましては、ほかの市街地、農村部につきましても、宅外の受信設備につき

ましては、町並びに国のほうで助成をしている経過もありまして、こちらのほうは補助

したいというふうに考えております。 

  工事請負費につきましては、公共施設の部分につきましてもＯＮＵの設置並びに家内

のケーブルの、必要ならば変更等を行いたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） よろしいですか。 
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○７番（角田久和委員） はい。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） ふるさと納税の特産品発送事業についてお伺いをしたいと思

います。 

  この事業総体でまずお聞きをしておきたいと思いますけれども、寄附金という形で今

回、歳入のほうで9,900万円予算化しています。これ、ふるさと納税の部分としての寄

附金というのは全額ではないと思うんですが、何ぼ見積もっているのかというものをこ

の際、お聞きをしたいというふうに思いますし、それからもう一つは、発送事業の

5,700万円ですけれども、品物についてどこから入れているのか。町内の特産品を製造

している方々から入れているのはわかるんですが、どういうものがどの程度売れている

のかという部分について、もし問題がなければですね、この際、その部分についてはお

伺いをしたいことがないんです。こういうものを扱っているという部分については、イ

ンターネットを見たりしてわかっているんですが、金額的にこういうものだとこのぐら

いの比率っていう、比率もこの際、ぜひお聞きをしたいし、件数についても何件になる

のかをちょっとお聞かせ願いたいというふうに思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 暫時休憩します。 

（午前１０時２２分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 会議を再開いたします。 

（午前１０時２３分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 高嶋総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 申しわけありません。ふるさと納税のまず歳入の関係でございます

けれども、歳入のほうはですね、基本的には幾ら入るかというのは、その都度だという

ことなんですけれども、今回、当初予算で見ているものは、ふるさと納税分として入金

されるだろうという予測のもとにですね、9,900万ですけれども、計上させていただい

ております。 

  ふるさと納税以外のものというのは町外の方からの個人から寄附されるものがふるさ

と納税扱いなんですが、町内の方とか、法人のほうからの寄附されるものはふるさと納

税の以外のものになるんですが、そのものは見込みは立ちませんので、予算的には計上

していないということでございます。 

  あと、商品の関係についてはホームページのほうにも記載しておりますけれども、た
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しか一般的な商品は12種類で今、持っていると思います。そのほかに５万円以上のもの

でしたかね、というものの商品も別途計上しておりますけれども、幾ら販売というかで

すね、なったかということについてはちょっと商工観光課のほうからですね、答弁させ

ていただきます。 

○委員長（山本裕吾委員長） 野々村主査。 

○野々村貴寅商工観光課主査 ただいまの回答に補足させていただきます。 

  現在、ふるさと納税で取り扱っている商品につきましては、当初12種が基本となって

いまして、その後、25年度中に追加したものも多数ありまして、現在までに25年度中に

19種類、生産者の方は９者の方が取り扱っている商品を感謝特典として発送しておりま

す。 

  主にですね、多く出ているものとしては牛肉、これが全体の６割以上は肉です。その

ほかですね、蜂蜜ですとか、豆製品、その他もろもろ扱っていますが、それが４割程度

ということになっています。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） これ答弁じゃなくてもいいんですけれども、昨年のわかる範

囲の実績、こういうものについては何％とか、何個口とかという形で資料として出して

いただけるということはできないかどうか、この際、お聞きをしておきたいと。という

のは、市場傾向をぜひ知りたい。それはほかにも広がる話だというふうに思いますし、

上士幌のふるさと納税についてはですね、言い方を、言えば驚異的に伸びた、これは大

変なヒットだというふうに思いますし、大変いいことだというふうに思っています。 

  ただ、見る側としては、それがどういう内容で好評を得ているのかというのは、ぜひ

議会としてもですね、私個人としても知っておきたいなというふうに思います。ただ、

こういう場でその内訳を全部言うというのはちょっと問題なのかなという気もしますの

で、出せる範囲でですね、資料化して出していただくということが可能であれば、この

際、お願いをしたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（山本裕吾委員長） 暫時休憩いたします。 

（午前１０時２４分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 会議を再開いたします。 

（午前１０時２４分） 

 ────────────────────────────────────── 
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○委員長（山本裕吾委員長） ２番、堂畑委員。 

○２番（堂畑義雄委員） ちょっと関連で申しわけないんですけれども、これ急ぐことで

はないんですけれども、今言われたような話でですね、議会の全員協議会か何かの機会

に一度説明含めてね、制度の中身もわからない人も結構いるんですよね。ですから、そ

ういうことも含めて一度説明をお願いできれば一番いいので、これ要望ですけれども、

お願いしたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 暫時休憩いたします。 

（午前１０時２７分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 会議を再開いたします。 

（午前１０時３１分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 商工観光課長。 

○柚原幸二商工観光課長 堂畑委員のご質問にお答えします。 

  確かにふるさと納税、上士幌町、相当数伸びてきております。おっしゃるとおり、い

ろいろな品物だとか上士幌の特産品が今後、ますます伸びる可能性もありますんで、こ

こら辺の実績等も含めまして、別途資料等を全員協議会の中で資料を提出させていただ

きたいと思います、出せる範囲内で。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに質疑ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、42ページから43ページまで、質疑ありますか。 

  角田委員。 

○７番（角田久和委員） 43ページですね、役場庁舎管理経費のうちですね、非常用発電

機保守点検業務５万4,000円計上してあります。この非常用発電にですね、役場庁舎の

非常時のための非常用発電機だと思うんですけれども、非常用発電機の能力が役場庁舎

の全必要電力量に対してどれぐらいの能力を持っているのか、質問をいたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 杉本主査。 

○杉本 章総務課主査 角田委員の質問にお答えいたします。 

  役場庁舎の非常用発電機につきましては、消防法に基づく非常用発電機ということで、

非常用照明の電力を供給するというもののみになっておりまして、役場のですね、その

他の照明だとか、その他電源を供給するという仕組みにはなってございません。 

  以上でございます。 
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○委員長（山本裕吾委員長） ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） これは先般のＮＨＫでたしか放送されていたんですけれども、

道内の各市町村の庁舎、それに非常用発電機がどの程度配置されているのか、その中で

も配置されていない、設置されていないですね、市町村が相当数あると、設置されてい

ても、必要能力に対して非常用発電機がですね、持っている能力が非常に少ない、小さ

い、そういう問題点を指摘されていました。 

  ですから、今、私がそれを質問したのはそういう背景もあるわけですけれども、非常

時に非常用照明しかカバーできませんよということでは、これは非常時にほとんど備え

をしていないと、役場庁舎はほとんど備えをしていないと、それに等しいと思うんです

よね。 

  そういう意味ではですね、これ防災計画の中にこのことは記載されているかどうかは、

ちょっと私も今、記憶がないんですけれども、やはりその辺は行政として非常時に対す

る備えとして再度検討していただきたいと思います。回答はよろしいです。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに質疑ございますか。 

  ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） １つはですね、庁舎内の電話交換の工事についてどういう内

容なのか、簡単にご説明をしていただきたいのと、それからもう一つ、予算書の中にで

すね、庁舎北側の樹木移植伐採工事というふうになっているんですが、伐採はもう終わ

っているような気もするんですが、これはどこを指して言っているのか、ちょっとご説

明をお願いいたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 杉本主査。 

○杉本 章総務課主査 佐々木委員のご質問にお答えいたします。 

  まず、庁舎の電話交換機等の更新工事でございますけれども、役場庁舎の電話交換機

につきましては、平成９年度にですね、更新をして以来、更新がされておりませんので、

老朽化に伴う更新ということと、あと庁舎の電話機につきましても、平成２年に導入し

て以来、更新されておりませんので、そちらを更新するということでございます。 

  それから、２点目のですね、庁舎北側の樹木の移植、伐採工事でございますけれども、

桜と白樺、それから松につきましては伐採終わってございますけれども、その後、残っ

ているのがですね、リンゴの木でございます。これにつきましてですね、一部を移植す

るのと、あと希望者に配布、それから残ったものについては伐採するということで考え

ております。 

  以上でございます。 
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○委員長（山本裕吾委員長） ほかにございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、44ページから45ページまで、質疑ありますか。 

  角田委員。 

○７番（角田久和委員） 44ページですね、工事請負費、旧苗畑倒木等伐採工事、これの

事業内容について質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 渡辺主査。 

○渡辺正史総務課主査 今の角田委員のご質問についてお答えいたします。 

  こちらの旧苗畑倒木伐採工事につきましては、昨年のですね、大風によって倒木して

おります木を片づけるというものでございます。あそこの苗畑の中央部分にあります南

北に走っております防風林ですね、そちらの１列を今回の伐採工事ということでのせて

ございます。 

  以上です。 

○７番（角田久和委員） よろしいです。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかにございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、46ページから47ページまで、質疑ありますか。 

  ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） この中で、子育て支援経費として子ども・子育て会議委員と

いうことで、これはどういう内容の会合を何回程度、どういったメンバーで行おうとす

るのか、ご説明をお願いいたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 子育て推進室長。 

○並木 学子育て推進室長 佐々木委員のご質問にお答えいたします。 

  まず、会議の開催回数ですけれども、平成26年度中はですね、４回程度の開催を予定

しております。委員の構成につきましては、子ども・子育て会議委員ということで、ち

ょっと…… 

○委員長（山本裕吾委員長） 暫時休憩いたします。 

（午前１０時３８分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 会議を再開いたします。 

（午前１０時３９分） 

 ────────────────────────────────────── 
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○委員長（山本裕吾委員長） 並木推進室長。 

○並木 学子育て推進室長 会議の構成メンバーですけれども、子ども・子育て会議条例

に基づきまして、子供の保護者、それから事業主を代表する者、労働者を代表する者、

子供と子育て支援に関する者の代表者からですね、全部で18名ということが選任されて

おります。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） これ昨年つくった会議だというふうに理解をしているんです

けれども、この会議の中でですね、今回、この後予算で出てくる子育て支援政策に関す

る例えば持ち家住宅、こういったものも十分協議をされているのかどうかということを

ちょっと実はお聞きをしたかったわけでありますけれども、そういった議題について検

討されているかどうか、この際お聞きをしたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 子育て推進室長。 

○並木 学子育て推進室長 お答えします。 

  この会議のですね、審議内容につきましては、１つについては認定こども園ですとか、

幼稚園・保育所の利用定員に関すること、それから小規模のですね、保育所等の地域保

育事業の利用定員に関すること、それから市町村の子ども・子育て支援事業計画の策定

変更に関することということになっておりますので、今お話しされた内容については、

特に審議の対象ということにはなっておりません。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ８番、山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） 同じく子育て推進経費の関係について質問いたします。 

  年４回開かれるという内容でしたが、推進委員の名簿は、調査の現況も載っていまし

たので、全員把握しているんですが、その中で例えば保護者の会の会長さんとか、学童

保育の所長さんとか、私がかかわっていますひよこクラブの会長さんとか含めて、かな

りの方が年度内でもう役職が終わりますので、条例制定するときに会長名であっても、

任期は２年ですので、２年なんですが、会長がかわった場合についてはかえることがで

きるというふうに確認いたしました。 

  そうしますと、１回目が昨年開かれているんですが、２回目開くときに多分６月以降

じゃないと開けないと思うんですよ。既に保護者の会も私の会ももう３月末で終わりま

して、新しい会長さん決まるのは、多分総会を開かないといけませんので、その中で６

月以降に１回開いたとしましても、そのときには改めてもう一回、会の趣旨からどうい
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う中身を話し合うのかと、先ほど言いました認定こども園のこと、それから学童も入る

と思うんですが、人数の設定から事業計画含めて決めるんですよというそもそも論から

入らなければいけないので、かなり厳しい日程かと思うんですが、その４回開かれる具

体的な目標について説明お願いいたします。 

  回数開かれる、このときにはこういうこと開くということを含めて、多分６月以降の

１回目はそもそも論から始まって、９月までに事業の計画取りまとめるとありますが、

内容についてアンケートを今、集約しているというふうに前回の補正の中でありました。

集約取りまとめて、いつ提起するのかと、次、提起したら、その中身を会に持ち帰って、

さらに会で検討しなければいけないと思うんですよ。そうすると、それやっていると、

９月までに取りまとめができるのかと、そういう中身含めてどういうスケジュールなの

か、質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 子育て推進室長。 

○並木 学子育て推進室長 山本和子委員のご質問にお答えします。 

  子ども・子育て会議の開催の予定ですけれども、先ほど年４回開催の予定ということ

ですけれども、内容につきましては、26年度の４月から５月につきまして、当初の予定

では計画の素案を検討するということ。それから、６月、７月については、素案の修正、

当然図られますので、また、その素案について検討ということと、８月から９月につい

てはですね、計画案の骨子について策定するということでしております。 

  年を明けてからですね、計画のパブリックコメント等をとった結果のですね、計画書

の確定について論議するということで、一応４回ということで予定しております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ８番、山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） 多分、認定こども園は、道のほうに申請する関係上、多分日程

的には９月ぐらいまでにはやっぱり計画案、取りまとめなければいけないというのはよ

くわかりますし、日程的にはきついのかなという気がいたしました。せっかく子ども・

子育て会議が設置されましたので、できるだけ団体の方、特に直接子育てにかかわって

いるサークルの方の意見をきちんと集約して、その案をつくるのは、アンケート取りま

とめて役場庁舎が案をつくりますね。それを実際にこれでどうですかというふうに会議

にかけるわけです。かけてから今度、その方が会の代表であっても、そこでいい、悪い

の判断はなかなか難しいと思うんですよ。でなければ、任命された意味がありませんの

で、やっぱり１回、会に持ち帰って、ある程度どうですかということを把握した上で意

見を出すとか、要望するとかしなければいけないと私、思います。 
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  例えば学童保育とか、保護者の方とか、私、ひよこクラブの代表していますので、会

長さん、また別なんですが、どういうこと決めるのと、どういうふうに意見が反映され

るのと、いろいろ聞かれるんですが、具体的な素案が出たときに、それに会としては、

やっぱり意見を持っていくと、そういうことなんだよと。だから、意見が反映する場が

あるんですよというお話ししました。そのことの過程を大変スケジュール的に厳しいん

ですが、そのことをきちんと踏まえないと、素案はできたと、でも人数、これでいいの

かとかね、事業計画は保育内容までは入らないと思うんですが、いいのかというふうに

ぎくしゃくしますので、その辺をきちんと４回、４月、５月に１回はかなり厳しいかと

思うんですが、その点、きちんと事業、４回開かれる内容について、スケジュールきち

んと把握しながら進めてほしいなと思って質問させてもらいました。よろしく答弁をお

願いいたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 子育て推進室長。 

○並木 学子育て推進室長 当然、会議の開催に当たりましては、計画案をつくっていく

わけですけれども、当然、会議の中でですね、いきなり案を出してということになると

なかなか討議も難しいので、できる限りですね、事前に議案等もですね、示しながら意

見を伺いながらですね、審議を進めていくように努めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、48ページから49ページまで、質疑ありますか。 

  ４番、中村委員。 

○４番（中村保嗣委員） まちづくり活動支援事業の件についてお聞きいたします。 

  大分90万ほど減額されておりますけれども、これは何か前年度の実績から見て減額さ

れたのか、また使い勝手が悪いとか、何か原因、要因把握されているでしょうか、お聞

きいたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 宮部主査。 

○宮部直人企画財政課主査 ただいまの中村委員のご質問にお答えいたします。 

  このまちづくり活動支援事業ですけれども、この補助事業は事業的には４つの事業区

分に中で分かれております。公共施設等整備活動支援事業、それからまちづくり調査研

究活動支援事業、そして除雪機等整備支援事業と、もう一つがですね、すみません、地

域活性化支援事業という４つの事業区分に分かれておりますけれども、このうち地域活
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性化支援事業という事業については、例えばですけれども、これまで活用されているの

は青少年のスポーツ指導のためにプロのそういった選手の方を要請して、サークルなり

団体の方がそういう指導活動を行いたいといったものだとかに支援をしてきているもの

なんですけれども、こちらの事業区分に関しましては、平成26年度以降、教育委員会の

ほうで新たに取り組む支援事業、こちらのほうにシフトをしてまいりたいということで、

このまちづくり活動支援事業のほうの事業区分からは外すということにしておりまして、

それ相当分として90万円ほど減額してございます。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） よろしいですか。 

  ３番、山本弘一委員。 

○３番（山本弘一委員） 今、中村委員が質問したまちづくり活動支援事業、新しい公共

担い手育成事業で456万4,000円と、その委託料として、都市と農山村の移住交流推進業

務等456万4,000円書いてあります。その下にですね、移住促進、二地域移住事業315万

2,000円と、こうありますけれども、この事業同士のかかわりというんですか、これは

全く別なものなのかどうなのかと。まず、その辺を質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 野々村主査。 

○野々村貴寅商工観光課主査 ただいまの山本委員の質問にお答えいたします。 

  先ほどまちづくり活動支援事業についての中身は説明されておりますので、その他２

つの事業の内容を大まかに説明させていただきます。 

  新しい公共担い手育成事業はですね、現在、移住に関しましてちょっと暮らしという

取り組みで、生活体験の事業をされていまして、こちらの運営そのものをですね、ＮＰ

Ｏ法人のほうに委託しておりまして、これがその事業費になっております。それから、

その下の移住促進二地域居住事業ですが、これは町の中のですね、関係団体で組織して

おります交流と居住を促進する会という、移住を後方支援するような団体を組んでおり

まして、その活動費として組んでおります。 

  主にですね、モデルハウスの環境整備ですとか、移住のフェア、東京、大阪、名古屋

でＰＲ活動する経費などが計上されているものでございます。 

  まちづくり活動支援事業との関係という意味ではですね、下の２つについてはまた別

の要素を持っている事業と考えております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ３番、山本弘一委員。 

○３番（山本弘一委員） 新しい公共担い手育成事業の中で、都市と農山村の移住・交流
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推進業務とありますけれども、その説明はされました。農山村ということは、そういう

メンバーが入っとるんだろうと思いますし、また例えば都市の方が上士幌町の町の中で

すとか、農山村にも移住あたりもしてみたいとか、交流してみたいとかということある

と思うんですけれども、私は農業関係者というのはどういう人が入っているのか、どの

ような話で進んでいるのか。今、聞いたところによると、町の中とかという、ちょっと

暮らしというような話聞きましたけれども、その辺のところはどうですか。 

○委員長（山本裕吾委員長） 野々村主査。 

○野々村貴寅商工観光課主査 ただいまの山本委員のご質問にお答えいたします。 

  移住・定住促進という形で、先ほど申し上げたですね、交流と居住を促進する会とい

う会議のメンバーといたしましては、建設業協会ですとか商工会、それから農協という

形で参画いただいておりまして、そのほか役場とＮＰＯという形で取り進めさせていた

だいております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ３番、山本弘一委員。 

○３番（山本弘一委員） ３問までですけれども、もう一問、別な形で、そのことはまた

別なときに質問いたします。 

  それからですね、使用料と、移住促進、二地域移住事業の中ですね、使用料及び賃借

料144万ということがありますけれども、これは新年度の26年度の予算でありますから、

どのぐらいの体験借り上げの人数というんですか、夫婦であれば１組と考えるのかわか

りませんけれども、その辺を予定しているのか。それから、もう一つ、上士幌町交流等

移住を促進する会というものがありますけれども、この辺の中のメンバー、よければ教

えていただきたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 野々村主査。 

○野々村貴寅商工観光課主査 山本委員のご質問にお答えさせていただきます。 

  まず、生活体験の参加者数でございますが、平成25年度につきましては、３月末まで

に予約をされている方も含めまして、36組、102名の方を予定しております。これは24

年度の数値からは７組ほどふえている状態でございますが、例年30組程度の受け入れを

近年はしてきているものでございますので、26年度も同等程度の受け入れになるようＰ

Ｒ活動に努めていきたいと考えております。 

  それから、２つ目ですが、交流と居住等促進する会のメンバーという意味では、先ほ

どもちょっとお話しさせていただきましたが、建設業協会、農協、それから商工会、役

場、ＮＰＯ法人という形で組織しております。 
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  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ３番、山本弘一委員。 

○３番（山本弘一委員） わかりました。それで、これは移住促進、二地域移住、定住し

ていただきたいという体験なんですけれども、このメンバーの中には私が個人的に何組

か会ったときにですね、この体験移住という、この住宅とはちょっとかけ離れるからい

いんですけれども、将来的に上士幌のほう、非常にいいんじゃないかと、何回か来て住

みやすくなって感じてきたという人がかなりいるわけですよ。ナイタイですとか、糠平

ですとか、スキー場ですとか、ワカサギだとか、いろいろ観光資源含めてですね、人柄

あたりも住民感情が非常に気持ちがいいということも何組か聞いております。 

  やはりこれは町を挙げて、できれば定住をしてもらうのが原則でありますから、体験

のこの住宅を借り上げながらですね、農村というんですか、中には山というんですか、

そういう自然のところに住みたいとか、さまざまな要望が出てくるわけで、私たちの町

は熱気球の町と言われておりますので、そういう中で数多くそういう方面もできればな

という希望あります、体験搭乗してみたいとか、こういう定住促進の中でちょっと外れ

るかもしれんけれども、定住をさせることが将来的に目的だとしたらば、上士幌の持っ

ている、そういういいところ、できるところをですね、精いっぱい各課で協力し、また

町民で協力しながらですね、事業を進めていっていただきたいと。 

  答弁は難しいと思いますから、町長以外できないと思うんで、結構でございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに質疑ございますか。 

  ７番、角田久和委員。 

○７番（角田久和委員） 49ページあたりなんですけれども、平成23年、24年、25年度は

ですね、このページあたりにＮＰＯ法人イムノサポートセンターへのですね、負担金が

10万円計上してありました。本年度はその負担金がですね、計上していません。その理

由について、質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 早坂課長。 

○早坂清光企画財政課長 角田委員のご質問にお答えをいたします。 

  ＮＰＯ法人のイムノサポートセンターにつきましては、平成18年にですね、立ち上が

った組織なわけですけれども、昨年の６月まではですね、北大の先生がですね、この代

表を務めておられました。一昨年から本理事長さんが体調を壊されて、昨年６月のです

ね、総会で理事長をおりられております。 

  そんな中でですね、この方が理事長として、あるいは活動の中心、中核として名実と

ともに活動してきていたわけですけれども、そのようなことで体調を壊されてですね、
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おりられたということで、ＮＰＯ法人としての活動自体も昨年、なかなか私どものほう

にも見えないといいますか、停滞をするような状況になっておりまして、そのようなこ

とがございました。 

  そんな中で、10万円ということで会費を25年度予算計上しておりましたけれども、会

費の請求もなかったということもありまして、さらには事務局のほうに電話を何回かか

けておりますけれども、電話も不通の状態というふうなことでですね、会費の納入につ

いてはですね、予算は減額しておりませんけれども、25年度については執行を見合わせ

ているという、今状況にございます。それから、26年度予算につきましても、そのよう

な状況ですので、当初予算への計上はですね、見送らさせていただいたということにな

っております。 

  そういう中、先日、現在の理事長から謝罪の文章というふうなことでですね、文章が

届きまして、この間の活動の停滞について申しわけないということでのですね、謝罪の

内容と今後、もうしばらくですね、時間をいただきたいということと、その時間をいた

だいて経過した折にはですね、会員の皆さんにきちんと説明をしたいということのお話

がございました。 

  そのようなことでですね、今後、ＮＰＯ法人からのそうした動向を町として判断、確

認をさせていただいてですね、引き続き会費を払っていくということになれば、予算計

上をしたいというふうなことで考えております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） 昨年の６月に理事長の交代があったということですけれども、

前理事長、今の理事長のお名前はご承知ですか。 

○委員長（山本裕吾委員長） ここで15分間、休憩といたしたいと思います。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前１１時０１分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１２分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 早坂課長。 

○早坂清光企画財政課長 先ほどのご質問にお答えをいたします。 

  昨年の６月の総会の時点まではですね、当時北大の教授でありました西村孝司教授が
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理事長をされておりました。昨年の６月の総会からはですね、北竜町の黒千石事業協同

組合の会長理事をされております村井宣夫さんが新しい理事長になられたということで

す。 

○委員長（山本裕吾委員長） ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） それと、次の質問ですけれども、イムノサポートセンターの負

担金、いわゆる会費ですね。これは今まで10万円支払っています。一般にですね、ＮＰ

Ｏ法人の場合は、私のかかわっているＮＰＯは2,000円とか3,000円の会費ですよね。そ

れで、そういう会費でＮＰＯというのはですね、市民団体ですから運営されるのが、私

は常だと思っています。 

  それで、サポートセンターの場合、団体の正会員の会費が１万円なんですよね。それ

で上士幌町はですね、団体会員、特別会員としてですね、年間10万円もの年会費支払っ

ているんですよね。それで、こういう高額な会費、負担金を支払ったのはどういう理由

なのか、質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 企画財政課長。 

○早坂清光企画財政課長 お答えいたします。 

  このＮＰＯ法人のですね、会費には個人会員、団体会員というふうなことで会費の額

が決められているんですけれども、ちょっと手元のほうにですね、その金額を書いたも

のを持ってきておりませんので、ちょっと詳細は今、申し上げられませんけれども、町

としましては、この間、平成16年当時からですね、スギ花粉症といいますか、地域再生

マネージャー事業というふうなことの採択を受けてですね、地域の活性化というふうな

ことでですね、スギ花粉ですとか、イムノリゾートというふうなことでですね、事業を

進めてきております。 

  この間にも、前西村理事長にですね、いろいろアドバイス等をいただきながらですね、

事業を進めていたわけですけれども、そうした中で、平成18年にこのＮＰＯ法人が立ち

上がったということになっています。私どもの上士幌町としては健康、環境、観光をで

すね、まちづくりのキーワードということで事業を進めてきておりますけれども、この

ＮＰＯ法人につきましても、目的としまして、環境と健康に着目した新たな都市と農村

の対流、交流や観光の展開、あるいは食、環境、医療を融合させた産業の創出というふ

うなことを目的にですね、上士幌町が進めていたイムノ事業の中でですね、こういうＮ

ＰＯ法人が立ち上がったということで、趣旨に賛同して一緒にやっていきましょうとい

うことでですね、取り組みを進めてきているところでございます。 

  また、この間におきましては、北海道大学も関係しておりますけれども、スギ花粉の
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ツアーの関係ですとか、あるいは町民の健康管理・診査というようなことでのですね、

ご協力をいただいたり、地元の農産物のですね、健康にどういういい成分があるかとい

うようなことの機能性の調査研究等をですね、していただいているというような経過に

あります。 

  そんなことでですね、私どもの町が進めているキーワードのまちづくりとですね、こ

のＮＰＯの目的としている取り組みについては、非常に合致をしておりまして、まちづ

くりのためにはこのＮＰＯと連携をしてですね、取り組みを進めていくということが非

常にまちづくりに有効だというふうに考えて、この間、10万円ということで会費を負担

してきております。 

○委員長（山本裕吾委員長） ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） 次にですね、イムノリゾート上士幌推進事業、これが平成23年、

24年と実施されています。これが今年度ですね、事業として計上されていない。計上し

ない理由を質問いたします。 

（「暫時休憩」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 暫時休憩いたします。 

（午前１１時１７分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 会議を再開いたします。 

（午前１１時１８分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 関主幹。 

○関 克身企画財政課主幹 ただいまのご質問にお答えいたします。 

  イムノリゾート上士幌推進事業ということで、従来はですね、平成24年度までにつき

ましては、事業項目として起こしておりましたが、その内容につきましては実際アドバ

イザー事業、それから旅費、それから食料費、それから負担金という構成になっており

ました。それらの事業をですね、各課の各事業にですね、一般企画管理経費の中で組み

取れるということと、それと負担金事業が基本的な事業の推進事業の柱になっていたと

いうことからですね、一般の企画管理経費と統合したということで押さえていただけれ

ばと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） ただいま回答で、イムノリゾート上士幌推進事業、その中にで

すね、アドバイザーの謝礼というものも含まれているという回答がありました。平成23
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年度も24年度もあるんですけれども、これはどなたにアドバイザーをお願いしたんです

かね。 

○委員長（山本裕吾委員長） 関主幹。 

○関 克身企画財政課主幹 北大の西村教授でございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） 角田委員。 

○７番（角田久和委員） イムノに対する質問は、私は以上とします。 

  それとですね、今度、49ページの生活体験住宅借り上げですね。これ先ほど平成25年

現在までですね、30組という利用者があったという回答でしたけれども、これの延べ利

用日数質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 野々村主査。 

○野々村貴寅商工観光課主査 お答えいたします。 

  平成25年度、これは３月末までの予約を含めまして、延べ1,279人、日になる予定で

ございます。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） 延べ1,279人ということなんで、これ日数に割り振りしました

何日利用されたのか、質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 野々村主査。 

○野々村貴寅商工観光課主査 お答えいたします。 

  日数で計算しますと、36組102名、549日です。 

  以上です。 

○７番（角田久和委員） よろしいです。 

○委員長（山本裕吾委員長） よろしいですか。ほかにございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、50ページから51ページまで、質疑ありますか。 

  １番、伊東委員。 

○１番（伊東久子委員） 交通安全指導員の活動経費についてお伺いいたします。 

  昨年よりも13万2,000円ほど減っております。といいますのは、25年の12月より、自

転車の何かルールが変更になって厳しい罰則が科せられるようになったと聞いておりま

す。これは町民指導を行わなければならないので、多分そういう活動費が昨年よりは多

くかかるんでないかなと思いますけれども、早速もう26年の４月初めより小学校、中学

校、高校、一般、あるいは老人等にそのルールの説明をしなければならないと思うんで
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すが、そういう計画はあるのかどうか、この金額でできるのかどうか、お伺いいたしま

す。 

○委員長（山本裕吾委員長） 鶉橋主幹。 

○鶉橋浩行町民課主幹 伊東委員さんのご質問にお答えしたいと思います。 

  交通安全推進経費、また交通安全指導員の経費、交通安全管理経費含めてですね、ほ

とんど全て前年同額となっているんですけれども、実は交通安全関係の行事といいます

か、運動自体はですね、春、夏、秋、冬の季別の運動のほかに、保育所の幼児を対象と

した交通安全教室を年に３回、それからあと老人を対象にした交通安全の教室といいま

すか、帯広警察署を呼んだ交通安全のそういうテーマにした教室と、それからあと交通

安全協会と、それから防犯協会も含めました、そういう運動も年に数回やっております。 

  そして、そのほかにですね、小学校の児童・生徒を対象にしました交通安全教室とい

いますか、自転車教室をですね、各学校全てを回ってやっております。そして、そのと

きに自転車の乗り方をですね、指導しております。 

  自転車の乗り方が去年変わっているんですけれども、その分について当初の交通安全

教室の段階ではまだ変わっておりませんでしたので、説明には至っておりませんでした

が、新年度においてはですね、自転車教室なり、あと高齢者の交通安全教室をやるとき

に、こちらのほうでも説明、指導していきますし、あと帯広警察署のほうからも説明を

していただきたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） １番、伊東委員。 

○１番（伊東久子委員） もう雪がなくなって、老人の方たち結構、自転車に乗っていま

すけれども、ルールどおりには多分乗っていないんで、危なくてしようがないので、な

るべく早い時期にですね、指導する教室を開いてほしいなと思って質問をいたしました。 

○委員長（山本裕吾委員長） 答弁いいですか。 

○１番（伊東久子委員） あれば、お願いします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 答弁、鶉橋主幹。 

○鶉橋浩行町民課主幹 各小学校については、春先４月中にですね、交通安全教室を毎年

実施しておりますので、ことしについても早い段階で指導していきたいと思っておりま

す。 

  高齢者対象のものにつきましては、ちょっと毎年秋口にやっているんですけれども、

なるべく早い段階でできるのであれば、やっていきたいと考えております。 

  以上です。 
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○委員長（山本裕吾委員長） ほかに、50ページから51ページございませんか。 

  ４番、中村委員。 

○４番（中村保嗣委員） 今の件と重複しますけれども、この消耗品費っていうのは、チ

ラシ代のことでしょうか。 

○委員長（山本裕吾委員長） 鶉橋主幹。 

○鶉橋浩行町民課主幹 今の質問にお答えいたします。 

  こちらのほうの消耗品の金額というのはですね、実は交通安全協会と合同で交通安全

家庭新聞を各家庭に配布したり、あと新入学児童の入学のときにですね、地域のボラン

ティア団体等と一緒にですね、物を配布したり、あと交通安全の旗を地域に立てたりし

ているというような、いろいろ経費が含まれております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ４番、中村委員。 

○４番（中村保嗣委員） 先ほど、研修会みたいな、教育指導の会を設けたらいいんじゃ

ないかというような話も出ておりましたけれども、何らかの目に見える訴えがあってい

いんじゃないかと、その中でチラシというか、そういう文書というか、そういうもので

自転車の乗り方のルールとかいうものを啓発していただければいいんじゃないかと思う

んですけれども、その辺についてよろしくお願いします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 鶉橋主幹。 

○鶉橋浩行町民課主幹 今のご質問なんですけれども、実は交通安全家庭新聞というのは

年に３回ぐらいお配りしているんですけれども、そのほかで新しく変わった事柄ですと

か、この時期は気をつけなければいけないことはこうであるというようなことをですね、

具体的にカラーで載っておりますので、そういうものの配布によって指導していきたい

と思います。その後ですね、そのほかにも地域の高齢者や小学生を対象にしたそういう

各安全教室等でですね、随時やっていきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかにございますか。 

  ３番、山本委員。 

○３番（山本弘一委員） この中で、交通安全運動推進経費の中で交通安全啓発用資材っ

てありますが、ご承知のように、へき地小学校も残り北門小学校、萩ケ岡、糠平という

形になってまいりました。それで、私が見る限りは、小学生は今、説明されたように、

警察署が来て、そういう乗り方ですとか、販売している自転車屋さんが自転車の乗り方、

交通安全って非常にマナーを守っております。問題は、そのマナーは子供たち、小学生
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を守っているんですけれども、やはり春と春の植えつけ時期と秋の繁忙期ですね、これ

は農道においては非常に大型車両等々が多くて、その小学生の子供たちが車来たら必ず

自転車からおりて待っているという状況が見受けられます。それで、非常に特にデント

コーンですとか、ああいうものの繁忙期、ビートですとかっていうことになると、車の

往来が激しくなって、なかなか前へ進めないという状況で危険な状況あるんでね。 

  私もその通学路においては、交通安全って黄色い旗が１カ所か２カ所は見たことある

わけですけれども、やはり今度、車に乗る運転手等々に含めた中で、啓発としては、通

学路の中の要点でびっちり立てるとは言っているわけでありませんが、特に交差点とか、

そういうところにスピードダウンですとか、もう少し小学生なり、もう１年生過ぎて許

可を得れれば、乗って歩けるわけですから、やはり子供たちが安心して通学路を自転車

できるよう車の運転手等によっての啓発の旗、もしくは何らかの看板だとか必要でない

かと思われるんです。その辺、いかがですか。 

○委員長（山本裕吾委員長） 鶉橋主幹。 

○鶉橋浩行町民課主幹 山本委員さんのご指摘といいますか、ご質問にお答えします。 

  こちらもその地域のですね、安全対策という部分では、子供の安全を守る、それから

地域の人たちの安全を守るという視点でですね、交通安全旗を立てたり、あと交通安全

の標識を立てたりということをやっております。これからもですね、ちょっと地域の皆

さんの声をお聞きしたり、あと農協ですとか、そういう自動車の団体の意見といいます

か、農作業の繁忙時期にそういう事故が起こらないように関係機関と協力し合って、そ

ういうようなことが起きないように、地域の皆さんが納得いけるような交通安全対策を

していきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ３番、山本委員。 

○３番（山本弘一委員） 今、言ったような農協だとか組織団体とのことは、毎年しっか

りやっておると思うんですよ。それは、やっているわけですけれども、要は道路の現場

において、そのことわかっておっても仕事出すとか、今やはり台数が少なくて忙しいと

いうことで、かなり高速、60キロではありますけれども、時と場合によっては60キロ平

均ぐらいで行ったり、来たりということで、子供たちが前に進めないとか、やはり特に

通学路においては時間帯によりますけれども、その辺の私が言うのには啓発に対しての

スピードダウンですとか、安全運転に気をつけなさいとかという、そういう啓発の資材

をできないかって、私は質問したんですけれども、会議やることは何ぼやっても結構で

す。その辺、いかがですか。 
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○委員長（山本裕吾委員長） 鶉橋主幹。 

○鶉橋浩行町民課主幹 町民課のほうといたしましてもですね、交通安全旗を地域の各交

差点に立てたりですね、あと交通安全の標識を立てられるところについては立てたり、

あと道路の標識といいますか、例えば「止まれ」の標識ですとか、スピードの制限、交

通規制の関係につきましては、公安委員会のほうに申請をしなければならないというよ

うなこともありますので、町のほうで全てできる部分ということではありませんので、

そういう警察関係のほうに協力を求めるものにつきましては、交通規制等につきまして

は、毎年申請しておりますし、これからもやっていきたいと考えております。 

  そして、こちらでできる本当にそういう看板なり、標識なり、あと地域の方とのそう

いうもし必要であれば、こちらも出向いていって、何ができるのかをお互いに連携とり

ながらやっていきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ３番、山本委員。 

○３番（山本弘一委員） 私が言っているのは、私は農村部におりますから、やはりトラ

クターに乗って歩いたり何かしても、やっぱりそういう注意は払っております。しかし

ながら、繁忙期、農繁期になりますと、トラクター含めた中で、トラック、それから業

者のトラック等がその農道を、町道を通る頻度が上がるということなんですよね。一般

的に冬の場合は乗用車が主ですけれども、大幅な例えば立て札、看板でもいいんですけ

れども、交通安全の看板ということになると、警察署に登録したり、許可を得るという

ことを言っていますけれども、啓発の旗ですとか、あれが意外に黄色、黒の交通安全だ

とかって目立つわけですから、そういうところに交差点だとか、スピードダウンだとか

っていう、ごっついものではなくてもいいと思うんですよね。 

  北門あたりもあと２年ぐらいですから、その間というのは建設課におかれましては、

本当にしっかりやっていると思うんですよ、交差点も砂、以前はまいてませんでしたけ

れども、このごろはきちっと砂をまいてもらって感心しております。 

  そういうことでありますから、課によってはやっておるから、交通安全の旗だとか、

そういうものは意外に目立つわけですから、そういう方面でも小学校を含めた中でＰＴ

Ａ、学校長含めてよろしくお願いします。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） 答弁いいですか。 

○３番（山本弘一委員） いいです。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかにございませんか。 
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（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、52ページから53ページ、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、54ページから55ページまで、質疑ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、56ページから57ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、58ページから59ページまで。 

  中島委員。 

○１０番（中島卓蔵委員） 57ページの電子計算組織管理経費で質問したいと思いますが、

この委託料については、毎年積算根拠がどうなっているかよくわかりませんけれども、

変動があるのか、一定していないのか、その辺ちょっとお聞きしたいと思いますけれど

も。 

○委員長（山本裕吾委員長） 暫時休憩いたします。 

（午前１１時３６分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 会議を再開いたします。 

（午前１１時３６分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 冨川主査。 

○冨川裕士総務課主査 ご質問にお答えいたします。 

  保守管理業務の委託料についてですけれども、1,749万8,000円ですけれども、内訳と

しましてですね、住民情報等を扱っています総合行政システムのほうで1,289万、あと

庁内ＬＡＮシステムのほうで262万、ウイルスソフトの更新ということで73万、人事給

与で64万8,000円ということで見ているんですが、大きは、例年さほど変更はございま

せん。個別に改修とかが入るときは若干の変動はありますけれども、総体としては同じ

ような数字で予算を計上しております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） 中島委員。 

○１０番（中島卓蔵委員） 委託料のコンピューター保守管理業務なんですよね、今年度

は1,749万8,000円ですよね。25年度見ると、1,858万8,000円で100万ぐらい違いますし、

24年度でいくと、1,761万、６万1,000円になっていますが、この辺の変動の理由という
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のはどういうことになっていますか。 

○委員長（山本裕吾委員長） 冨川主査。 

○冨川裕士総務課主査 毎年ですね、個別に若干修正、プログラムの修正等がある場合も

あるんですが、昨年度との比較でいきますと、昨年度はパソコンを一斉に更新をしてい

るんですが、そのときにですね、ウィンドウズをＸＰから７にかえるときに、ＸＰと７

で文字フォントが違う、表示が違う場合等がありまして、それを勘案してですね、一部

システムの改修をしております。 

  あとですね、昨年度との違いでいいますと、昨年というのは25年度ですけれども、バ

ックアップのシステムを一部改修ということで追加をしておりまして、今までデータの

バックアップですね、それをテープでバックアップしていたんですけれども、それ以外

に庁舎外にハードディスクを１台置いて、そちらのほうにもバックアップできるような

仕組みを構築しております。それらの関係で昨年度は、ことしよりも多いという状況に

なっております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかにございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、58ページから59ページまで、質疑ありますか。 

  山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） 十勝市町村滞納整理機構への負担金について質問いたします。 

  26年度は何件、引き継ぎをする予定なのか、質問いたします。それと、引き継ぎの基

準が５項目ほどあるんですが、どういう内容で引き継ぎすることに予定しているのか、

質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 綿貫町民課長。 

○綿貫光義町民課長 ただいまの質問でございますけれども、平成26年度の滞納整理機構

への引き継ぎ件数ですけれども、一応前年と同件数の10件を予定しております。この件

数については、件数ありきではないということは申しおいておきたいと思います。 

  それから、この基準でございますけれども、一応ですね、引き継ぎの基準といたしま

しては、納税相談に応じない方、それから納税相談をしてもですね、なかなか約束を守

っていただけない方、それから帯広近郊にですね、転出した方々を対象に引き継ぎを行

っております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ８番、山本和子委員。 
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○８番（山本和子委員） 引き継ぎ状況につきまして、毎年５月、６月、７月のときに前

年どうだというふうに報告があるんですが、毎年10件引き継ぎして、そのときに何件か、

四、五件かわかりません。その年度によって、納入があり引き継ぎをなくしたと。さら

にまた、今聞きましたら、25年でも10件で、多分25年度中に引き継ぎを解消した方も何

件があると思うんです。またさらに10件と、引き継ぎ10件ありきじゃないという答弁は

されましたが、その点について、何となく19年からずっと10件、上士幌はずっと10件10

件で来ています。その点について、何か10件ありきではないという答弁がありましたが、

再度質問して終わります。 

○委員長（山本裕吾委員長） 町民課長。 

○綿貫光義町民課長 引き継ぎの関係ですけれども、滞納がなくなってですね、解消をさ

れる方もおりますけれども、それらを合わせて10件ということなんで、例えば２件、前

年で解消になれば、新たに２件を入れていくということで考えております。 

  本来でいけばですね、10件じゃなくてもっとお願いしたいんですけれども、滞納整理

機構の人員的、扱える件数というのは大体決まってきますんで、大体上士幌の状況でい

くと、10件が限界かなというふうに考えております。 

○委員長（山本裕吾委員長） ２番、堂畑義雄委員。 

○２番（堂畑義雄委員） 戸籍システムの保守管理業務についてちょっとお尋ねをしたい

んですけれども、これ昨年の倍以上になっていますが、戸籍については某大な資料をシ

ステム化するということで、大変な業務になっているんだと思うんですけれども、これ

全部作業が終えたのか、これからまだ作業として進むのか、それから管理料、まだこれ

によってまたふえるのかですね、これについてちょっとお尋ねをしたいと思いますけれ

ども。 

○委員長（山本裕吾委員長） 佐藤主査。 

○佐藤由美子町民課主査 ただいまの質問にお答えいたします。 

  作業につきましては、全て完了をしております。補修費用につきましては、昨年の７

月で完了しておりますので、去年につきましては８月からの保守料が発生しております。

新年度につきましては、12カ月分の保守料ということになるものですから、この金額が

保守料として発生してまいります。 

  以上でございます。 

○２番（堂畑義雄委員） わかりました。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかにございますか。 

  ６番、佐々木委員。 
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○６番（佐々木 守委員） 今回、新たに市街地の宅地評価法を導入して路線価を導入す

るということですけれども、これによって何がどう変わるのかというのをちょっとご説

明をお願いします。さきに説明をされた主要事業の一覧表では、適正な課税を行うとい

うふうなこと書いてあって、今まで適正ではなかったのかという疑いを持ってしまう。

つまり不公平が出るような内容だったのかというふうにちょっと思うんですけれども、

費用をかけるわけですから、どういう内容なのか、何がさらに適正になるというか、

も正しくなるのかということをちょっとお聞きをしたいというふうに思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 町民課長。 

○綿貫光義町民課長 今回のですね、固定資産税の宅地の関係の評価方法の変更というこ

とでございますけれども、宅地の評価方法については、本町においては、その他の宅地

比準方式という形を採用してございます。国におきましてはですね、市街地宅地評価法

を採用しなさいという指導がございます。 

  これというのはですね、路線価方式ということでございますけれども、本町において

は基準地を設けまして、そこから評価をしていくということでございます。今回につい

てはですね、道路等から間口の関係ですとか、宅地の形ですね、間口ですとか、奥行き、

それから不整形地等をですね、適用するということでございますんで、道路からですね、

奥地に入った宅地については、評価は下がるかなとは思います。国道とか道路に面した

土地についてはですね、今までも標準地を設定しているときには準路線価みたいな形で、

比較的その辺は補正を行っておりますんで、上がる方もいるかもしれませんけれども、

そんなに変わらないんではないかというふうに考えてございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） これによって、固定資産税の評価というのは大きく変化する

のか、さほどではないのかなというのは、これからやってみなければわからないと、測

定をしなければわからないということだというふうに思うんですけれども、大きく変化

するというとなると、なかなかこれは個々の住民にとっては、大きな問題になるという、

従来といわば大きな誤差が出るのかどうかということについての感触、今の担当者とし

ての見方はどうなのかという解説をぜひお願いをしたいと思いますし、それから総体的

にこれによって税額はどうなるのか、つまり低くなると考えているのか。大きな変化は

ないとか、あるいは少し値上がりするという形になるのではないかということがあれば、

この際、お聞きをしたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（山本裕吾委員長） 町民課長。 

○綿貫光義町民課長 一応ですね、この評価方法を採用した段階ではですね、この固定資
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産税の税額を上げるために評価替えをするわけでございませんので、同じ宅地であって

もですね、間口が狭いですとか、奥に細長い土地であったりという土地についてはです

ね、今までについてはそんなに補正というか、考慮されていなかったということでござ

いますんで、この方式を採用することによってですね、そういった土地については、評

価額は下がるということでございます。 

  今のところ、担当者といたしましてはですね、固定資産税の総額については、大差変

わりはないか、もしくは税額的には下がるんではないかというふうに判断してございま

す。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに。 

  ３番、山本弘一委員。 

○３番（山本弘一委員） 59ページなんですけれども、戸籍システム保守管理業務という

ことで388万3,000円と出ておりますけれども、この保守管理業務ということについての

毎年、このぐらいの金額が計上されるのかと。それからもう一つは、このことを外部委

託しているからこうなるのか、この内容、内訳を説明願いたいと思いますけれども。 

○委員長（山本裕吾委員長） 佐藤主査。 

○佐藤由美子町民課主査 ただいまの質問にお答えいたします。 

  この保守料はですね、毎年、この金額は発生してまいります。機械の本体の保守料、

月にしますと、15万円。それから、ソフトの使用料が月15万円発生しております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ３番、山本委員。 

○３番（山本弘一委員） 毎年388万、ここの分野、戸籍システムについてはかかるとい

う説明でございます。それで、言ってみればですね、農協の場合は電算システムという

ことで、こういう中に極力たけた方が非常にいるわけですよ。役場庁舎内においてもで

すね、これ理事者の考え方もあると思うんですけれども、先ほどの中島委員が電子的な

保守管理費が1,700万でありますけれども、これ我が町としてですね、自分の町でウイ

ルスソフトのバージョンアップとか、それ任せれば、それ楽なんです、全てが。私もそ

こそこのパソコンはできますけれども、しかし、軽微なことだとか、特殊なこと以外は

大体今、例えば先ほど言ったＸＰから７へということですけれども、互換ソフトもある

わけですよね、売っていますよ、はっきり言って。これ私もやってますから、だからそ

ういうこれ首長あたり、副町長にもちょっと聞きたいんですけれども、そういうような

もうちょっとコンピューター、もしくはこういうことの専門分野の職員あたりも今後配

置して、なるべくこういう経費を下げていくと、できる限り。まとめて業者にどんと委
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託したり何かすると、毎年毎年こういうものが経常経費で上がってくるわけですから、

やはりできることは自分の町でやっていくという考え方というのは持っていませんか、

どうですか。 

○委員長（山本裕吾委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 これはいろいろと考え方もあろうかと思います。例えば、委員がお

っしゃるようにですね、そういった専門的なノウハウを持っている人材を確保するとい

うこともこれは可能ではあるんですが、実はいろいろなそういったソフト開発ですとか

何かをほかの自治体あたりでも実際に人材を確保してですね、やっているところもある

んですけれども、一番その場合に後々、問題が発生する可能性としては、人材について

は専門性がありますので、言ってみれば、その仕事をずっとやり続けるということにも

なってくるということなんですね。そのときに起きてくる問題というのは、その人間し

かわからない、その人間しかできないということが発生してまいりますと、万が一のと

き、例えば保守管理が必要になったときに、その人間がたまたま出張しているとかです

ね、病気になっているとか、そういった不在の場合にですね、対応できる人間がいない

ということが一方で起きてくるんですね。ただし、このように委託をしておりますと、

会社として受けておりますので、これはどんな事態になってもですね、１人の人間が対

応するわけではなくて、会社として対応いたしますので、あらゆる事態にですね、即対

応できるという利点がございます。 

  また一方では、人を確保するということは、当然人件費が発生してまいりますので、

その人件費をかけることと委託によって、やることの効率性の問題も含めてですね、い

ろいろと考えますと、結果的にはこういった、過去実際もそうですけれども、保守管理

については一般的にはそういった委託方式をとって、非常事態にもすぐ対応できるよう

な、そういった体制をとるというのが、一般的には多いのかなと、そんなふうに判断し

ておりますが、ただ、かといって、じゃ、職員全員が素人でですね、全くわからなくて

いいのかということについては、そうではなくて、ある程度のそういった知識を持った

人間は必要じゃないかと、そんなふうには判断をしております。 

○委員長（山本裕吾委員長） ３番、山本委員。 

○３番（山本弘一委員） 確かに全てをお任せすれば、いかなるときでも、膨大な我が役

場の中でもデータがありますから、その辺は安心・安全をモットーにしてやれると思う

んですが、やはり今、副町長言われたように、１人専門を置けという意味じゃなくてで

すね、庁舎内の職員の中にも、かなりそういうことにたけた方が見受けられるんですよ。 

  だから、役場庁舎内の中でそういう軽微なことについては研修を受けさせたり、こう
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いうコンピューター関係のですね、各職場にもほとんどノートパソコンが設置されてい

るわけですから、やはりその中でも、そういうような研修を受けてもらって、軽微なこ

とについては、なるべくこの経費を委託料を減額していくというような考え方を持って

いかないと、この経常経費の中で、毎年毎年やると、10年たつとこれ結構な金になりま

すからね、そういう考え方を持って進めていただきたいと思いますけれども、どうです

か。 

○委員長（山本裕吾委員長） 副町長。 

○千葉与四郎副町長 委員おっしゃるように、いかに経費をですね、節減するかというこ

とは、これはもうあるゆる行政経費をですね、そういった形で節減へ向けていろいろ検

討するというのは、もう当然のことだと思います。 

  そういう中で今、委員おっしゃったようにですね、専門的に１人置くかどうかという

ことは別にいたしましても、おっしゃるとおり、ある程度、そういった知識を持った職

員もおりますので、軽微なことについてはですね、実際には対応しているというのが状

況でありますけれども、やはり行政の場合は何か一つ問題が起きるとですね、やはり即

座にですね、対応しなければならないということがありますので、やはり先ほど言いま

したように、職員で対応できる分野はもちろんこれからもそういった対応をとってまい

りたいと思いますけれども、やはり基本的な部分についてはですね、やはり民間に委託

することによって、何か問題が起きたときにもですね、できるだけ短時間で復帰をさせ

て住民サービスを復帰させると、これ非常に重要なことになってまいりますので、委員

おっしゃる部分も含めて、これからは考えながらですね、基本的にはこの今、保守管理

の部分については、民間委託を前提に考えていきたいと思いますけれども、職員の対応

についても、できるところはやるということについては、基本にしていきたいなという

ふうに思っております。 

○委員長（山本裕吾委員長） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、60ページから61ページ、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、62ページから63ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 暫時休憩します。 

（午前１１時５５分） 
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 ────────────────────────────────────── 

○委員長（山本裕吾委員長） 再開いたします。 

（午前１１時５５分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） ここで休憩といたします。 

  再開は午後１時といたします。 

（午前１１時５５分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、64ページから65ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、66ページから67ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、68ページから69ページまで、質疑ありますか。 

  山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） このページ、２点あるんですが、まず１点目なんですけれども、

国民年金システム改修業務の委託なんですが、この点についてどういう変更があったの

かどうかわかりませんが、その委託について質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 佐藤主査。 

○佐藤由美子町民課主査 今回の国民年金システム改修につきましては、平成24年11月16

日に成立した年金生活者支援給付金の支給に関する法律に伴うものであります。この年

金生活者支援給付金法は、税と社会保障の一体改革の中で生まれたものであり、消費税

財源によって低所得者の対策を行うものとされています。 

  具体的には、低所得、低年金の人に対して給付金を支給する制度であります。このこ

とにより、年金生活者の支援給付金の受給資格者の収入状況について、厚生労働大臣よ

り情報の提供が求められることになりますので、今回、既存のシステムに受給資格を判

定するための仕組みを構築するものです。 

  以上です。 

○８番（山本和子委員） はい、わかりました。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかにございますか。 
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  ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 緊急通報用の設置事業について質問いたします。 

  平成24年、５年度につきましても、約60台ほど設置されていると思うんですが、26年

度の設置目標と、それから24年度からセンサーつきのシステムを導入していると思うん

ですが、私もちょっと調べたんですけれども、わからなくって、24年が30台設置しまし

た。25年度新たに町独自で設置したものかどうか、それも確認しまして、センターつき

のシステムの設置状況はどうなのか、質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 塩澤主査。 

○塩澤尚弘保健福祉課主査 ご質問にお答えします。 

  緊急通報システムですけれども、現在ですね、現状として３月に設置予定の分もあり

ますので、それを含めますと、65世帯に設置するということになると思います。内訳で

すけれども、28台はですね、従来型の規格にセンサーがついていない機器になります。

37台につきまして、センサーつきの新しい機械という形になります。26年度につきまし

ても、センサーつきの機器をですね、普及を図るために、従来機器からの更新とですね、

新規設置分ということで10台を購入ですね、予定しております。 

  一応、目標値ということなんですけれども、これまでもですね、受信件数を過去の件

数を見ますと、過去80世帯というのが過去 高でしたので、今、65世帯ですので、年次

的にですね、購入設置を進めまして、29年度ごろには80台という形で設置できるかなと

いうふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） そうしますと、センサーつきが37台ということですので、これ

は希望があれば、随時ふやしていくのか、当初30台は一括で補正組んで道の補助金もら

いながら設置したと思うんですが、できれば、やっぱりセンサーつきのほうがより安

全・安心確保できると思うので、従来型の方は、従来型使っているものを新しいのが、

知っているのかわかりませんが、すぐに普及しながらやっぱりセンサーつきのほうに移

行したらいいかというふうに思います。 

  それと、設置している方、ちょっと聞いた、正しい情報かわかりませんが、単身で住

んでいるお母さんが設置しているんですけれども、何かよく聞いたらよくわからないと。

設置しているのに、本人がよくわからないような状況の方もいるというふうな情報もあ

りまして、きちんと高齢の方が設置する場合には、必ず３人程度ですか、連絡先をつけ

ながら設置しますので、その辺きちんと本人とその連絡、私も１人受けているんですけ
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れども、そういう方を確認しながら設置しないと、せっかくつけたはいいけど、仕組み

がわからないということもありますので、その点も全て説明しながら普及してほしいな

と思っています。その点について、質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 塩澤主査。 

○塩澤尚弘保健福祉課主査 お答えします。 

  そうですね、申請いただいて取りつけるときにはですね、こういった機器システムが

つきますよということをご説明するんですけれども、時間経過するとともに、だんだん

忘れていくといいますか、そういうこともありますので、受信業務を委託している業者

からもですね、３カ月に１回は設置者のお宅に電話をかけてですね、緊急通報システム

受信業務を委託されているところなんだけれども、お体の状態どうですかということで、

お電話行くようになっているんですよね。その結果も、こちらのほうに結果報告来ます

ので、そこで例えば、操作方法がわからないとかということがあるんですけれども、そ

の場で対応してくれている受信業務のセンターの方が説明してくれたりとかですね、そ

れでもちょっとやりとりが難しければ、こちらで対応したりとかっていうことで対応し

ております。 

○委員長（山本裕吾委員長） ２番、堂畑委員。 

○２番（堂畑義雄委員） すみません、ちょっと前のほうで67ページなんですけれども、

申しわけございません。 

  ちょっとお聞きしたいんですけれども、これ消費税の増税に伴って行われる臨時福祉

給付金なんですけれども、本町の場合、非課税世帯がベースになるのか、その辺の基準

をちょっとお聞きしたいのと、対象戸数はおよそどのぐらいになるのか、わかればお教

えをいただきたいんですけれども。 

○委員長（山本裕吾委員長） 浅井主査。 

○浅井尚幸保健福祉課主査 ただいまのご質問にお答えいたします。 

  臨時福祉給付金につきましては、国の制度に基づいて実施する事業となっております。

こちらは４月１日からですね、消費税８％に上がるというところで、低所得への負担軽

減というところの制度として実施することとなっております。 

  こちらの中身につきましては、26年１月１日を基準日としまして、対象になる世帯が

ですね、住民基本台帳に登録されている方と、市町村民税均等割が課税されていない方

というところで対象世帯を設定させていただいております。給付額については１人１万

円というところで、もう一つですね、加算というものもありまして、年金ですとか、あ

と児童扶養手当、そちらをもらっている方につきましては、１人につき5,000円加算と
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いうところの部分であります。 

  対象者の人数なんですが、今はちょっと調査しているところでして、具体的に何人と

いうところがですね、まだ把握し切れていないという状況になっております。 

  以上です。 

○２番（堂畑義雄委員） いいです。 

○委員長（山本裕吾委員長） よろしいですか。 

  ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 同じ問題でちょっとお聞きをしたいというふうに思います。 

  事業内容についてはわかりましたし、これは町がやる事業というよりは国が法律に従

ってこの消費税の増税に伴う生活弱者世帯に対する支援という形で行われるわけです。 

  こういった事業が入るという中で町の認識、担当者の認識でもいいですけれども、消

費税が３％上がったら、どのぐらい実生活費として負担がふえるというふうにお考えに

なっているか、そういったシミュレーションであるとか、そういった状況の判断、町民

の生活がこの３％の値上げによって、幾分負担増になる、言い方を変えれば、厳しい生

活になるということだというふうに思うんですが、そういった状況がどういう波及をす

るかということも含めて協議をされた経緯があるかどうか、あるいはシミュレーション

として、例えば今、十勝管内の労働者の皆さんの年収は200万円を切る人たちが５割に

近くなっているというふうな報道もあるわけです。 

  そういった中で、例えば基準が200万程度であったら、どのぐらいの負担になるのか、

こういったことは十分理解をされているのかどうかということをまずお聞きをしたいと

いうふうに思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 野中保健福祉課長。 

○野中美尾保健福祉課長 今のご質問の臨時給付金、国の消費税増税絡みということで、

４月から８％に増税されるということで、今のところ10％に段階的に引き上げていくと

いう国の方向感であります。10％が27年度の10月からということで、取り急ぎ消費税増

税に伴う、特に消費税で、一般の国民の方が一番負担に感じるのが食料品ということに

なりまして、10％のところで軽減税率ということの話も今、検討されているということ

で、取り急ぎ10％になる27年10月ではなくて９月までの８％の期間に関して、国のほう

のシミュレーションということで、国の動向のほうを眺めてみますと、それを試算して

みると、特に食料品が大きいというところでいくと、大体１万円相当がそのはね返りで

はないかということで試算をされたということで、うちの町自体でそれをきめ細かく試

算をしてというところでは、実はしておりませんので、全体的な国民の所得、そういっ
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たところの国の試算に基づいて１万円ということの理解をしているというところでござ

います。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 考え方やお答えについてはわかりました。 

  なぜそういう質問したのかといえば、国が実質３％の値上げになるわけですけれども、

これ値上げになったら、経済実態が先ほど言ったように厳しくなる、どのぐらい厳しく

なるかということをぜひうちの町はうちの町としてシミュレーションをする必要がある

んではないか。逆に言うと、そういった意識や試算がなければですね、次にうちの町の

独自の政策というのはどういうふうに組むべきなのか、何を優先順位にするのかという

ことが非常に不透明になるのではないかという心配をするわけです。 

  国ですら、これは当時、公明党が相当強く言った経緯があって、軽減税率についても、

今、公明党がいろいろもめているというふうなことですし、27年のさらに２％の値上げ

については、まだ決定ではないと。さらに経済情勢を踏まえてというふうな話に今、な

っていますけれども、既成事実としてあと２％上がるという可能性が大方の報道の中で

は言われています。うちの町はうちの町の抱えている経済実態や産業構造やお年寄りの

高齢化の進捗率、こういったものが違うわけです。ぜひこれは、議会もそれなりに町民

の声によって政策を構築すべきだということを言われて、今、議会改革の中にあるわけ

でありますけれども、上士幌としてプラス的な付加が必要であるかないかという検討し

た上で、きょう予算を出してほしかった。 

  これは財源にも大きくかかわる問題ですから、当然、したくてもできないということ

もあると思うんです。そのときに、町民に対して、うちの上士幌町の財政事情はこうい

う状況にあってこうだという説明が住民に対して説明できるんではないか。国のやった

事業で、これは子育て支援についても、同じことをちょっと僕は言おうと思っているん

ですが、そういったうちの町の実態というものをどういうふうに、つまり町民の声をど

ういうふうに聞き、どういうふうに捉えているかということが実はまさしくきょうの予

算の中に全て反映してこなければならない。今の話だと、それが十分とはなかなか言え

る答えではなかった、残念ながら。そういう中で、当面財政事情もあって、国の制度の

みで対応させていただきますという答えが僕は欲しかったし、そういう提案が欲しかっ

たと。 

  これは今後の中でですね、町の政策はどうあるべきかという基本的な部分を含んでい

る問題ですので、これは要望としてお願いをしておきますが、考え方を 後に答弁いた
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だきたいと思いますけれども、そういった考え方で庁内政策というのは組んでいかなけ

ればならないし、担当課はぜひそういった実態を、これを単に担当課だけではなくてで

すね、ほかの部署についても、そういったことが影響、大きく及ぼす。町の予算執行に

対しても、この３％というのはどういうふうに影響を及ぼすかというふうな問題から基

本的には始まるんですけれども、そういったことを踏まえてですね、ぜひ提案をしてい

ただきたいと。 

  今回、なかなかそれが希薄だというふうに理解をするんですが、今後、補正等も含め

て考えられる要素がありますが、そういう中で十分そういった庁内実態の予測というふ

うなものも含めてやられるお考えがあるかどうか、この際、お聞きをしておきたいと思

います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 野中課長。 

○野中美尾保健福祉課長 本町の産業構造、人口構造、それから経済動向を含めてですね、

全体的に先般の福祉灯油事業でも、非課税世帯の方が400弱ということで、非常に高齢

化率が高くなって、人口構造的にも若い世代が、現役世代が少なく、年金生活の方たち

が非常に多いということと、その中でも非課税世帯という低所得者層が実は少なくはな

いという実態で、非常に生活を垣間見るときに本当にご苦労されているということは承

知をしております。 

  これは、今回の消費税増税絡みで国の低所得者対策としてですね、子育て支援臨時給

付金等々、それからその他の増税に対する低所得者対策ということで検討されておりま

すが、町独自においてもいろいろ制度について、低所得者に対する制度に基づく対策と

いうのは講じているところでございますけれども、いずれしましても、全体的な消費税

が増税するというところでいくと、福祉の観点だけではなくて、生活全般、企業も事業

者も全てなんですが、そういったところ全般的にこの町が経済活性化するための施策と

いうところももう一つあろうかと思いますので、全般的に、総合的にですね、保健福祉

課だけではなくてですね、全体的にこの町が活性化していくためのあり方というところ

で考えていきたいというふうに考えております。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） そういった形で考えていただきたいというふうに思いますけ

れども、１つ、町民が非常にわかりいいのは、このぐらいの所得だと、このぐらいの負

担増になりますというのは、これはぜひ情報の一つとしてのせてあげるべきだというふ

うに思うんです。 

  中には、３％上がって余りそういうことに関心ない人は４月１日になって、どこに行



－42－ 

っても消費税８％というふうに言われるわけですから、そういうことも含めて、１つは

こういった大きな変化があるときには、その変化に基づいて庁内政策について、特に町

単独事業等についてはですね、もう一度見直しをするという姿勢を持たないとだめでは

ないかというふうに指摘をして、この質問を終わります。 

○委員長（山本裕吾委員長） 答弁ありますか。いいですか。 

○６番（佐々木 守委員） 別にいいです、答弁は。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに68ページから69ページ、ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、70ページから71ページまで、質疑ありますか。 

  ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 介護保険利用負担軽減の状況と軽減のために新たな政策はない

のかということで質問したいと思います。 

  先ほど佐々木委員の質問にありましたように、消費税等導入されて結構いろいろ面で

大変な方がふえると思います。その点について、新たな政策をやっていかないといけな

いと思いますが、消費税につきましては、総括で質疑したいと思いますので、町長に質

問したいと思っています。 

  この件につきましては、担当の保健福祉課のほうへ利用者負担軽減について質問いた

します。 

○委員長（山本裕吾委員長） 木田主査。 

○木田克則保健福祉課主査 介護保険の利用者負担軽減事業でありますけれども、本町の

独自の事業といたしまして、平成13年の10月より低所得者の方に対する利用者負担の激

変緩和と、それから居宅サービスの利用促進を図るということを目的にですね、本事業

を今日まで実施してきているところであります。 

  制度の内容といたしましては、住民税の非課税世帯、こちらの低所得者と言われる方

に対しまして、介護保険のサービスを利用した際の自己負担をですね、本来１割負担と

いうことで10％を自己負担していただくところでありますけれども、その４分の１を軽

減いたしまして、7.5％とする事業でございます。 

  状況としましては、平成25年度の現時点での状況でありますけれども、認定者数で73

名、それから軽減額につきましては、現時点での見込み額ではありますけれども、約

122万6,000円程度となる見込みでございます。各年度においてですね、認定者数や軽減

額につきましては、多少のばらつきはございますけれども、近年の介護保険サービスの

利用の増加に伴いまして、こちらの利用者負担軽減の軽減額というのも増加傾向にござ
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います。 

  また、新たな軽減のための施策ということでございますけれども、現在の制度、こち

らの要綱ではですね、第５期の介護保険事業計画期間、こちらが平成27年３月までとな

ってございますけれども、その期間までの実施ということで、４分の１の軽減をしてお

ります。サービス利用の状況等からですね、現在の４分の１の軽減をもって事業効果と

いう意味では得られているのかなと判断しているところではありますけれども、また、

こちらの事業はですね、町の単独事業ということで、財源のお話になりますけれども、

事業の拡大ですとか、新たな施策というところについては、新たな財源確保ということ

も問題になってまいります。 

  平成27年４月以降の事業継続の有無ですとか、また対象となるサービスの拡大、それ

から軽減率も含めてですけれども、こちらにつきましてはですね、今後、策定いたしま

す次期の第６期の介護保険事業計画の策定とあわせまして、社会情勢ですとか、また本

町のサービスの利用状況なども十分に勘案しながら、それから計画の策定委員会、こち

らのご意見等も踏まえながらですね、今後、検討していきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） この件につきましては、一般質問で再度、町長のほうに質問い

たしますので、そのときに十分拡大できるように質問いたしますので、この点について

は終わります。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかにございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、72ページから73ページ、質疑ありますか。 

  10番、中島委員。 

○１０番（中島卓蔵委員） 73ページの市民後見推進事業についてお尋ねします。 

  この事業の内容についてですが、これ対象者というのは、これ資格等を有する者なの

か、また、それ支援する対象者というのはどういう方なのか、その点について内容につ

いてお尋ねします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 塩澤主査。 

○塩澤尚弘保健福祉課主査 ご質問にお答えします。 

  新規事業となりますこの市民後見推進事業ですけれども、成年後見制度というのが平

成12年からある制度なんですが、これまで後見人となる方は社会福祉士ですとか、弁護

士ですとか、そういった専門職の方がなられてきたんですが、近年、認知症の高齢者増
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加とですね、あと地域の中でそういう権利擁護できないかという、国の考え方によりま

して、地域住民の中から市民後見人ですね、という方を市町村で養成していくべきだと

いうふうな努力義務が課せられたんですね。 

  その後見人になる資格というのはですね、特にありませんで、一般の方ですね、一般

の方がある程度一定の研修を受けていただいて、知識を持ってですね、後見業務に当た

っていただくという事業になっています。 

  後見を受ける対象の方はですね、やはり自分で金銭管理ができないですとか、サービ

スを利用する際の事業の契約行為ができないとか、ご家族とかですね、そういった身寄

りがない方が対象になるかと思います。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかにございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、74ページから75ページまで、質疑ありますか。 

  ７番、角田久和委員。 

○７番（角田久和委員） 74ページ、特別養護老人ホーム施設改修費助成事業、その中で

ですね、トイレ改修費助成事業として800万計上してありますけれども、この事業の内

容について質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 弦巻主幹。 

○弦巻佳光保健福祉課主幹 お答えいたします。 

  この事業は、社会福祉法人福寿協会が行うすずらん荘のトイレの改修です。トイレの

箇所につきましては３カ所です。現在予定されている事業費については1,090万円ほど

で、町のほうの補助事業としまして1,000万円を上限とした80％という形で今回800万円

の予算を計上しているところです。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） それは、既存のトイレをですね、より高齢者とか障害をお持ち

の方がですね、使いやすいような、そういった 新式のトイレに改修するという、そう

いう解釈でよろしいんですか。 

○委員長（山本裕吾委員長） 弦巻主幹。 

○弦巻佳光保健福祉課主幹 そのとおりです。 

  今まであったトイレがその３カ所なんですけれども、中が狭くて介助する方が入れな

いというふうな状況がありました。 
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  そういったために、中の個室を広くして、今までカーテンで仕切られていたものです

から、扉をつけて、いわゆるプライバシーですとか、においとか、そういった対策とい

う形の改修を考えてございます。 

○７番（角田久和委員） よろしいです。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかにございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、76ページから77ページまで、ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、78ページから79ページまでありますか。 

  ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 相談支援事業運営経費について質問いたします。 

  昨年から見ますと、かなり半額程度に減っていますが、この事業費の減った理由につ

いて質問いたします。 

  それとこの障害者の方の法律が変わりまして、25年度から多分この事業を設置されま

して、委託しながらやっていると思うんですが、その点についてきちんと利用者のため

に沿ったサービス計画が十分されたかどうか、質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 遠藤主査。 

○遠藤祐司保健福祉課主査 質問にお答えします。 

  今年度から障害のある方への日常的な相談支援やサービス等利用計画の作成のための

業務の一部を専門の民間事業者に委託しているところです。 

  事業費のまず減の理由なんですけれども、４月より精神保健福祉士の資格を持つ専門

職員を配置されることにより、近年増加している精神疾患等への対応としまして、業務

を担ってもらうということとしております。そのため、業務委託している日常的な相談

支援については直営での対応にシフトすることと想定しておりまして、今年度の週２回

程度の業務から週１回程度の業務へと回数を減らすことによる事業費の減とさせていた

だいております。 

  利用者の要望に沿ったサービスというところなんですけれども、現在は専門的な知識

や豊富な経験の中から健康や医療に関することなどを含めて相談対応をしていただいて

おります。その中から、本人本位のサービス医療に結びついているケースもございます

ので、今後につきましても、業務委託によるサービス等の利用計画の作成と専門職員を

初めとする直営における日常的な相談支援と、互いに連携をとる中で障害のある方への

支援を進めて、適切なサービス提供を進めていきたいと考えております。 
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  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） そうしますと、今までどちらかといえば、委託をして計画をつ

くる作業を手伝ってもらったと思うんですが、それは直接町が計画をつくるようになる

のか、それから、前に相談員について相談支援員が２人、帯広、ちょっと難しい字でわ

かりませんが、相談専門員を派遣してもらって相談を受けています。その方が多分１人

になるのかなと思うんですけれども、そういう形で町のほうに相談事業そのものが直営

で計画も町がつくるようになるのか、より充実されるんだと思うので、評価したいと思

うんで、その点について質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 遠藤主査。 

○遠藤祐司保健福祉課主査 まず、週１回程度ということなんですけれども、まだその２

人の方が継続してこられるのか、お１人の方にするのかというのは、これからの検討課

題でありますので、現時点ではまだ未定でございます。 

  サービス利用計画の作成については、現時点では業務委託の中でということで考えて

おります。その専門職員の中で研修等を受けまして、サービス利用計画が作成できると

いうことになりましたら、直営ということもあるんですけれども、今後につきましては、

また業務委託については26年度の中で精査させていただきまして、再来年度以降はどう

するかということについては、また今後、検討させていただきたいと思っております。 

○８番（山本和子委員） わかりました。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、80ページから81ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、82ページから83ページまで、質疑ありますか。 

  ６番、佐々木守委員。 

○６番（佐々木 守委員） この部分では、子育て世帯の特別給付金についてお伺いをし

たいというふうに思います。 

  事前に担当のほうから対象児童は525名というふうに聞いていますし、金額は予算に

ある内容で、これも対象児童１人につき１万円というふうに伺っています。 

  それで、対象にならない児童というのはどのぐらい、つまり総児童数は何人、そのう

ち対象児童は何人かということをまずお聞きしたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 遠藤主査。 
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○遠藤祐司保健福祉課主査 子育て世帯の臨時特例給付金の対象にならないお子さんとい

うのは、先ほど説明した臨時福祉給付金の対象になるお子さんについては、二重に支給

はならないので、こちらの対象にはなりません。 

  あと、上士幌町にお子さんはいるんですけれども、例えば保護者の方が上士幌町外に

いらっしゃる方については、そちらで児童手当を受けていらっしゃる方につきましては、

上士幌町からの支給ではなく、保護者のいらっしゃるところの市町村からの支給となり

ます。本町の児童手当対象になるお子さんの対象人数は525人ということで、予算計上

させていただいているんですけれども、総人数につきましては、ちょっと詳細は把握し

ておりませんが、600人程度というふうに考えております。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） わかりました。考え方を変えれば、いずれかの形で給付金は

もらえると、お子さんを持っているご家庭についてはというふうに理解できるんではな

いかなというふうに思います。 

  言い方を変えれば、べたづけですよね。さっきと同じような質問ですけれども、それ

で本当に３％の消費税に対応できるのかどうかという心配があります。ことし、入学を

控えて、幾分お金がかかるご家庭については、恐らく４月１日までにその準備は整える

から、それほど大きな影響はないというふうに思いますけれども、これについてもです

ね、子育て支援、これは持ち家住宅等も含めて、うちの町は政策化しようと今している

わけです。そのベース、つまり子育て世帯の収入構造はどうなっているのか。あるいは

お子さんの人数は幾らぐらいなのか。第１子の誕生年齢は親御さんは大体何歳ぐらいな

のか。こういった基本的データをまずお持ちなのかどうか。心配をするのは、データに

基づいてきちっとやっぱり精度の高い政策を求めていくということが必要なんですけれ

ども、そういったことを酌んで、これについても国の制度だけでいいだろうかどうかと

いう協議や会合を開いているかどうかをお聞きしたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 野中保健福祉課長。 

○野中美尾保健福祉課長 この子育て世帯臨時特例給付金支給制度、これにつきましても

委員さんおっしゃるように、国の制度に基づいて、町としてそれに準じて予算化をして、

実施をしていくという方向感でございます。 

  中身的にもう少しデータ、基本的なデータというところでいくと、人数的なデータは

これからですね、１月１日現在の基準日ということでデータ、それから賦課期日が確定

する６月ということになりますので、そこら辺でどのような世帯がなっていくかという

ところもありますので、そういったところの細かい数字については、これからの作業に
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なるかと思います。 

  ただ、概算として今、遠藤主査が話したような対象人数であろうというところであり

ますので、そういったところで細かく分析をした、実は数字ではないけれども、概算的

な児童手当の支給状況からの想定の数字ということで、予算化をしているところでござ

います。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 実は、この後、議論になるんだろうと思うんですけれども、

認定こども園、これ 低でも９月ごろまでには、いわば使用料というか、従来の保育料

ですね、こういったものを決めていかないといけないと、それも政策的に決めるとすれ

ば、そういったデータをきちっと踏まえていた上で生活実態がどうあるのか、それがわ

からないで政策組むということ、これ政策の組み方としては問題が起きることだという

ふうに思うんですよ。そういったものをある程度参酌をして、庁内政策というのは組ん

でいかなければいけないというのは、僕の考え方です。それがなくして、国が制度とし

ておろしてきてから言われるままに、この制度を展開する。 

  生活実態を踏まえないまま、例えば保育料等のこれから恐らく９月前後までに話を詰

めていかなければならない、認定こども園の使用料等についてもですね、そういった実

態がなくて、ここまで踏み込むべきかどうかというふうな議論ができないのではないか。

これはもう早急にそういった調査をし、なおかつお子さんを持つ親御さんの意見も聞き

ということをしていかなければならない。非常に短時間でやらなければいけないという

部分ではですね、きょう、子育てセンター長がどういうふうに考えておられるかという

こともぜひお聞きしたかったんですが、単に保健福祉課だけの問題ではなくて、今の保

育課であるとか、あるいは支援センターであるとかっていうところはですね、総合的に

そういった判断をしていかなければならないし、そういったデータを持っていなければ

ならない。 

  ところが、まだそのデータが全く出ていないとするとですね、政策も十分でないとい

うことが言えるんではないのかなというふうに思うんですが、その辺のついての考え方

があれば、この際、お聞きをしておきたいというふうに思います。 

  それから、これは直接、この分野でというか、民生費の中で聞くべきかどうなのか、

保育課に入ってから聞くべきかどうかというのはちょっと迷ったんですけれども、どち

らでもいいですから、９月に向けてそういった具体的な数字をはじき出していく。経営

方針を出していかなければいけないわけですけれども、そういうことを含めて、そうい

った基礎データについて、いつまでにそういったものを取りまとめて、生活実態という
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ものを浮き彫りにした上で、その実質的な計画を上げていくのかということも、この際、

答弁いただければありがたいというふうに思いますが、答弁をお願いします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 野中保健福祉課長。 

○野中美尾保健福祉課長 今、現時点での子育て世帯のデータ、世帯行動ですね、年齢だ

とか、そういったところは今現在のではデータとしては、資料は今、手元にはないです

けれども、わかるんですけれども、所得に関しては、やはり６月のですね、賦課決定の

ときでないとですね、昨年の所得に基づいてというところになりますので、そこら辺は

データとしては、それ以降になるというところでございます。 

  いずれにしましても、子育て支援の施策として、今回も消費税増税絡み、社会保障一

体改革増税絡みの中で、要するに少子・高齢化というところで、やっぱり支えてという

ところもありますが、子育て世帯、子育ての支援も非常に重要な施策であるというとこ

ろで高齢者対策、それから子育て対策というところは大きな柱になっております。 

  その中でも低所得者対策というのもありますけれども、その中で子育て支援対策につ

いても、これはお金の給付をばらまくだけが施策ではないというふうに感じておりまし

て、いろいろアンケート調査でもやっぱり負担が大変なんだよね、保育料も少し下げて

くれるとねというお声も聞きますし、いろいろなところでやっぱり経費の負担感という

のを生活に密着しているがゆえに感じていらっしゃる町民の方はたくさんいらっしゃい

ます。でも、それ以外に子育て支援の施策を講じていくこともまた必要ではないかなと

いうふうに考えておりますので、そういったところを総合的にご判断をしてということ

で、これに関しては、 終的には理事者のほうから総括のほうでお答えしていただける

ことと思っております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに82ページから、83ページございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、84ページから85ページまで、質疑ありますか。 

  ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 今回ですね、予算の中に認定こども園の建設費用がどこにも

のっていない。明年度建てることも間違いない話で、予算的にどうなるのかというのは

実は心配をして、担当課に実は事前にお聞きをしました。そうすると、平成25年度の補

正予算として、議会 終日に提案をする予定だという話でした。そのときに、たまたま

実数は十分、この印刷等の期日までに間に合わなかったというふうな話もあったわけで

すけれども、これはひとつこの際、お聞きをしておきたいなと思うのは、５億からの、
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それも認可制度を伴う大きな事業をやるときに、ほぼ同じ人員でやるということには、

通常で考えれば無理があると考えるべきではないでしょうか。 

  これから、きょう教育委員会来ていませんけれども、生涯学習センターの改築も入っ

ています。やっぱりこういったところには、潤沢な人事管理という側面でやっぱり一定

程度の増員をしてですね、徹底的に基礎調査というか、政策の練り合わせというのは必

要があるんではないかなという気がするんですが、そういうことは関係なしに今回、そ

ういう形に予算上なったのかどうかということも含めて、この際、理事者のほうから、

これは総括でやろうかなというふうに思ったんですけれども、その前にまずこの部分だ

けお聞きをしておきたいなというふうに思うんですが、副町長でも誰でもいいですけれ

ども、はい、担当課でもいいですけれども。 

○委員長（山本裕吾委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 認定こども園の事業の推進に当たってはですね、担当課としては保

育課が担当しているんですが、実際の事業の動かし方としてはですね、ご承知のとおり

子育て推進室をですね、今年度発足をさせておりますけれども、その中で一部の室長の

廃止とともにですね、企画財政課の２名をさらに兼務をさせて、その上でこれまでの各

町民からの意見聴取、あるいは各保育課の担当メンバーとですね、いろいろワークショ

ップ等々も行っていますけれども、そういう作業をやっておりまして、いわゆる保育課

だけに全てを任せたことではなくて、そういった形で役場内部で連携をとってですね、

相当な事業量になっていますので、その辺についてはお互いに連携して協力をしながら、

対応してきたということでございます。 

  ただ、今回の 終補正になった分については、なかなか実績への関係含めてですね、

作業が時間かかっておりまして、これは委託契約の中身の権限にはもちろんなっている

んですけれども、その辺がかなり慎重に議論してきておりますし、ぎりぎりまでですね、

いろいろ場面からより子供たちにとっていい環境をつくるということを前提にですね、

相当細かく議論をしてきましたんで、それを図面に反映をしてくるということで、かな

り時間をかけてきたということがございますので、結果的に少し作業的にはですね、お

くれ気味になってきておりまして、いずれにしても、25年度予算での事業ということで、

繰り越しで26年度の実施ということになりますけれども、そういうことで 終日の補正

ということになりますけれども、その点についてはご理解をいただきたいなというふう

に思います。 

  以上でございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかにございますか。 
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（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、86ページから87ページまで、質疑ありますか。 

  ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） 86ページですね、常設保育所の運営経費で工事請負費ですね、

35万5,000円、これは支障木の伐採と農園造成ということで予算計上してありますけれ

ども、これは保育所、認定こども園の建てかえに伴ってですね、今年度こういう工事を

して、二重の無駄というかですか、そういうおそれはないのか、質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 保育課長。 

○高橋 智保育課長 この工事費につきましては、認定こども園の建設に係りまして、現

在、公用車の車庫の裏にある朝鮮五葉松、あれがちょうど認定こども園ですね、新しい

施設にかかるということで、それを伐採する費用、それから農園の造成工事につきまし

ては、ちょうど新しくコミュニティ線の拡幅工事がありますので、ちょうどそこの場所

にですね、今現在、農園があるものですから、それをですね、違う場所にまた農園の土

を運んでいただいて、農園を造成して、一夏になりますけれども、そこでまた子供たち

に野菜等をつくってもらうということで経費を計上させていただいております。 

○７番（角田久和委員） よろしいです。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかにございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、88ページから89ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、90ページから91ページまで、質疑ありますか。 

  ８番、山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） 健康管理システム改修事業について、どのように改修してシス

テムに変わるのか質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 河野主幹。 

○河野和子保健福祉課主幹 お答えいたします。 

  健康管理システムは、保健事業いろいろなデータを全てそこで管理しているものでご

ざいます。このたびの一部改修につきましては、平成26年に保健事業の法定報告がござ

いまして、25年度の実績をそれに入れていくという形になります。平成24年から予防接

種が次々と新しく入ってきたり、法制化されたりということで、それらをシステムの中

に連動して報告に反映させて業務を円滑に進めるためのものでございます。 

  さらに、健康増進事業関係、それから精神保健の報告関係も含めた一部改正がござい
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まして、それを含めて一括システムを改修して円滑に進めるためのものでございます。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、92ページから93ページまで、質疑ございますか。 

  ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 予防接種の経費について質問いたします。 

  昨年の一般質問の中で、高齢者用の肺炎球菌について質問させてもらいまして、26年

度から実施予定みたいな答弁があったんですが、今回の予算の中に含まれているのかど

うか、まず確認したいのと、多分含まれていないかなと。国の動向を見ますと、これが

国の法定接種になったと、これだけじゃなくて水ぼうそうも含まれてなったという情報

がありますが、この点についてどのようにこれから進めていくのか、質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 河野主幹。 

○河野和子保健福祉課主幹 お答えいたします。 

  ご指摘のとおり、昨年、成人の肺炎球菌ワクチンにつきましては、今年度に検討する

ということで答弁をした経過がございます。実は当初予算として、担当課としては予定

しておりましたが、ことしになりまして、国のほうの予防接種のワクチン分科会という

ところで、今後の進め方というのが検討されておりますが、そこで成人の肺炎球菌ワク

チンと、それから水ぼうそうにつきましては、今年度から法定接種とするということで

表明されているということで、その準備に国が入っているところということで、日程的

には10月をめどに法定化したいということで通知を受けております。 

  そのことで、町としてもその準備を含めてということで、当初４月からということも

考えましたけれども、国の実施基準、いろいろとまたございますので、整合性を図ると

いう意味では、国の実施に合わせた実施ということで水ぼうそうと成人用肺炎球菌ワク

チンにつきましては、直前の議会の補正予算として提案させていただきたいという準備

をしております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 私もいろいろネットで調べたり、新聞等でどういうふうになる

のかちょっと調べてはいるんですが、国のほうのちょっと方針見ますと、成人用のワク

チンは65歳に限るという、ちょっと65歳からじゃなくて65歳という情報と、それから水

ぼうそうは26年度限りと、私の見間違いかわかりませんが、結構厳しい内容のように思
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います。 

  それはそれとして、国が町がやったら、国の交付税の中に算定されますので、それは

それでいいんですが、それになおかつもうちょっと広げて65歳からとか、例えば水ぼう

そうであれば、26年度以降もずっと続けられるように枠を広げて検討すべきと思います。

これからの検討になるんだと思いますが、その点について質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 河野主幹。 

○河野和子保健福祉課主幹 現場のほうで入手している情報では、１月16日付で保健所か

ら委員会の経過報告が出されておりまして、そこの中では、肺炎球菌ワクチンにつきま

しては、高齢者のインフルエンザの予防接種と同じ対象ということで、65歳以上と60か

ら64歳のリスクの高い方ということが対象になるということで書かれております。 

  それから、一気に進めるとちょっと大変だということがございまして、当面５歳刻み

で何年間かやってみようかというような案が出されておりまして、そのやり方について

は、これから出されるという状況でございます。それで、基本的に65歳に限るとか、そ

ういう制限はございません。 

  それから、水ぼうそうにつきましては、これにつきましても１歳から３歳に至るまで

の間に２回ということで、これも法定化されるということで単年度限りということはま

ずございません。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかにございますか。 

  ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 心の健康づくり対策、うちの町は非常に多いと言われている

みずから命を絶つという、大変残念な結果になる方が大変多いというふうに聞いていま

すが、全国平均と比べてうちの町、本当に多いんだろうかどうかというのはちょっとわ

からなかったんですが、担当のほうでそういう統計についてはお持ちかどうかというこ

とと、もし多いという判断があるのであれば、今回の心の健康づくり支援事業について

ですね、より確かなというか、宣伝効果の高い支援事業をしなければいけないというふ

うに考えるんですが、その２点についてお聞きをしたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 自殺率が本町は高いかということですが、働き盛りの世代の

男性については有意に高いというような統計結果が出ております。自殺につきましては、

個人の要因、社会的な要因いろいろ複雑にからみ合っていまして、これが即効性があっ

てすぐ効くというようなものが見えていない状態にありますので、ただし、第１次予防
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から第３次予防まで、普及啓発、そして周りの人が気づく、理解をする、そして必ず３

割がうつ病を持っているなどの精神疾患を持っていますので、医療機関につなげるとい

うような対策を繰り返し定着させていくということが今、どの市町村でも図られている

と思いますので、次年度で３年目に心の健康づくり事業になるんですが、同じような繰

り返しになるかなとは思うんですが、一つ一つ力を入れて実施していきたいなと思いま

す。 

  心の相談日も実施しておりまして、これに関しては今年度で90件近い相談があります

ので、少しずつは周知が図られているんではないかなというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 働く世代については高いという傾向だという話で報告を受け

たわけですけれども、１つはですね、やっぱり家族なり、周りにいる人が異変に気づく

ということが非常に大事だと思いますし、こういった精神疾患にかかわるような側面が

非常に高いということで、なかなか相談しにくい、後で聞くとそういう兆候があったと

か、そういうことはある程度聞いていたという、やっぱりそういう情報を得たら、これ

はプライバシーの問題も含めてあるんですが、やっぱり町からも何らかの本人というよ

りは、家族の方等にですね、何かあったらこういう形があったらご相談くださいという

ようなことをやっぱりきめ細かにやらざるを得ないんではないかなと。 

  確かに今、説明があったように、原因は特定できないほど、個々でいろいろ違うとい

う事情についてはわかりますけれども、いざそういった自殺者があったということを聞

けばですね、非常に残念な思いをするわけでありますので、その辺、今以上にやっぱり

周知を徹底する。特に、本人というよりは家族と周辺の人にそういった相談窓口があっ

て気軽にできるということを周知徹底しなければいけないと思うんですが、その辺につ

いて、もう一度答弁をお願いしたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 この事業の初年度には全戸配布で心の健康づくりのことにつ

いて周知しました。皆さん、実際にそのような方にかかわられたときに、そのときに初

めてどういうふうに対応していいかわからないというふうなことで保健師のほうに相談

に来てくださいます。ということは、いつ起こるかわからないときに、予防的にやはり

周知していかなければならないなということで、この周知は単年にとどまらず継続的に

実施していきたいなというふうに思っております。 

  それで、全戸の周知のほかにも健康教育という形もありますので、若い企業のＪＡさ
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んや商工会などを通じてそのような健康教育というような形でも周知に入っていきたい

なというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかにございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、94ページから95ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、96ページから97ページまで、質疑ありますか。 

  ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 乳幼児健診１歳半・３歳児健診について質問したいと思います。 

  町の健診率はほぼ100％と高いということがわかりますが、結構要支援の方がいるの

ではないかと。その対応と、あとこれは以前から言われていることですが、虫歯の率が

管内でも高いと、小さいころに本当に生まれた１歳、２歳、３歳のころに虫歯持っちゃ

うと、それずっと大人まで影響しますので、その辺についての対応について質問いたし

ます。 

○委員長（山本裕吾委員長） 岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 １点目の質問にお答えいたします。 

  １歳半・３歳児健診の受診結果は、異常なしから要治療まで４段階に分かれておりま

すが、要支援で何らかの支援を要するという者が約５割以上おります。昨年度ですね、

この多いのをどのように対応していけばいいかということで、関係者でこの対応につい

て検討しようということで、健診後フォローアップ会議というのを開催しております。 

  そこでは、保育課、子育て支援センターなどが入って、親のみに子育ての負担をかけ

て経過を見るというのではなくて、関係者が子育て支援センターや保育所など日常かか

わる場面で何か支援をして、成長、発達につながらないかというような方法をとること

にしております。これからも、その会議を重要視して対応していきたいというふうに考

えております。 

  虫歯の件ですが、かなり高い状況が続いております。妊娠期のときから受診券を発行

し、そして10カ月の時点で生える前にもう啓発をするなど、工夫を凝らしてはいるんで

すが、なかなか浸透しないということで、ただ、保育所でのフッ素洗口等も始まってお

りますので、そこにつなげるまでの健康教育を充実させて、フッ素洗口の成果を今後、

また評価して充実させていきたいと考えております。 

  以上です。 
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○委員長（山本裕吾委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 健康で生まれてきたのに、この要支援の対応はどういうことか

ちょっとわからないので、具体的な例がわからないんですが、いろいろな要因があるん

だろうと思うんですよ。それは絶対解決できるんだろうと思うんです。それはいろいろ

な方の先ほど言いました、役場庁舎内の保健福祉課、保育課、支援センターを含めてや

っていると。それから、やっぱりお母さん方のつながりも含めて、あともちろん旦那さ

んの関係も家族の関係含めていろいろなところで一人のお母さんだけ見るんじゃなくて、

地域でお互いに見て、助ける、励ます、悩みを言われたらそうだねぐらいに、それぐら

いの何かつながりがある、多分半分もいるというのはちょっと驚いんたんですが、これ

ぜひ町ぐるみで取り組めるようなシステムつくってほしいなと、私は思っています。 

  それは、保健福祉課だけじゃなくて、私もサークルずっとやっていますので、そこに

来るお母さんがちょっと心病んでいるなとか、子供の状態、変だなとか思うときに、お

互いにおしゃべりするだけでもかなり気が紛れると思うんですよ。それでその方々が結

構今、携帯やりますので、メールでやりとりしたりして、結構情報交換しながらお互い

に助け合っていくと、そういうシステムがないと、今の世の中なかなか子育てが難しい

んだろうと思います。それを担うのが多分、中心になるのが保健福祉課なのかなという

ふうに思いまして、質問させてもらいました。 

  あと虫歯の件も、これはいろいろ今の食生活の問題、これは食育もありますし、本当

に気をつけないと、虫歯だけの問題じゃなくて、食べること自体が多分ゆがんでいるん

だと思うんですよ。朝、昼、晩きちんとご飯食べるか、野菜食べるか、食べることがゆ

がむということは、体の健康がむしばまれますので、それやっぱりそれも食育、盛んに

取り組んでいますので、それも含めて心と体の健康、本当に乳幼児時期からみんなでつ

くっていくという観点に立って取り組んでほしいなと思って質問させてもらいました。

答弁あれば、お願いいたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 先ほど関係者で会議をしているというふうにお答えしました

が、実は関係者だけでは支え切れないところがたくさんあります。それで、本当に親御

さんたちが変わるときには、周りの友人たちとつながるというところが大変効果が高い

のかなというふうに考えております。 

  妊娠期から、じゃ子育て支援センターでつながってはどうかということで、マミーズ

というような集まる機会をつくったり、じゃ、生まれたばかりの子を連れていってもい

い広場をつくろうということで、ベビーズというふうな子育て支援センターの事業も始
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まっております。 

  今後も子育て支援センターと連携を組みながら、孤立することのないように充実させ

ていきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかにございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、98ページから99ページまでありますか。 

  ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 今度は大人のほうの健診なんですが、40歳健康づくりと30歳か

ら健康づくりについての質問したいと思うんですが、補正予算の中でも質問させてもら

いましたが、結構40歳も受診率が高まっていると、39歳についても結構人数ふえている

ということで、かなり取り組みが進んでいるかと思います。26年度の今後の取り組みに

ついて質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 岸主査。 

○岸 美香保健福祉課主査 40歳スタート事業は22年度から開始しておりますが、今年度

におきましても、６割以上の受診率を維持しております。この事業は特定健診、がん検

診につなげるという役割の大変重要な事業というふうに捉えておりますし、結果の面で

も、やはりこの時点で動脈硬化に進んでいるような所見がもう見られておりますので、

この事業におきましては、受診を勧奨するとともに、きちっと評価して生活習慣病の早

期予防につなげるというような形で継続していきたいというふうに考えております。 

  あと、30歳代の健診が24年度は18人の申し込みであったんですが、５割負担を３割負

担にしたことも効果があったようで、それが39人に増加しております。40歳スタート事

業で早いうちから対策が必要だということで、もっと若い40歳未満の健診の充実もこれ

から若い世代の健康意識を向上させるために必要ではないかと考えております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） いいですか。 

  ほかにございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、100ページから101ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 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。 
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（午後 ２時０４分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時１８分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、102ページから103ページまで、質疑ありますか。 

  ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 地籍調査の事業ですけれども、これはどこの地域からどうい

う形で始めるのかという手順について、わかる範囲でこの際、お聞きをします。これ何

年もかかる事業だというふうに思いますので、今年度はここでという、あるいは次年度

以降もこういう形で進めるというのは、計画があるんではないかなというふうに思うの

で、その内容について説明を願いたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 有賀主査。 

○有賀孝行農業委員会事務局主査 地籍調査の質問についてでございます。 

  地籍調査につきましては、既に完了している地区につきましては実施いたしませんけ

れども、まだ未実施地区であるところが町内的には71平方キロほど残っております。進

め方につきましては、道の予算の都合もございまして、ちょっと小さ目なエリア取りを

しているところなんですけれども、町内の区域を14地区に分けて実施する計画としてお

りまして、初年度第１年次には足寄町との町境でございます居辺の北門の狭隘地区から

開始することとしておりまして、順次、隣接地区をローテーションで上音更方面に向か

いまして、ナイタイ高原牧場も含めまして、全部で14地区の調査地区を16年ほどかけま

して完了させる計画でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに質疑ありますか。 

  ３番、山本委員。 

○３番（山本弘一委員） 同じく地籍調査ですね、過去の中でこの地籍がはっきりしてい

ないということで、有賀主査あたりも認識があるところかと思うんですけれども、その

地籍がはっきりしていない、境界がはっきりしていないということで、公簿上の面積と

実際的な現在のＧＰＳ搭載の測量機ではかったときに、そういう畑が40アール、50アー

ル近くはなくなったという経過があったんですよね、過去に。 

  それで、この地籍調査というのは、多分今、基点というのがあって、三角点の居辺山

ですとか、あっちのほうから引っ張った基点から１級、２級、３級ってぼっておくと思
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うんですけれども、そういう今、有賀主査言ったところというのは、地籍がないために

境界がおおむねこの辺だろうと、お年寄り同士が大体この松の辺でないかというふうな

分け方、それからあの辺は開拓番地というんですけれども、居辺何番地ということです

ね、明渠が大体境界かなとかというふうになっておると思うんですよね。だから、実際

的な今の精度の高い測量機器等で測量すると、その土地の面積が増加減するおそれがあ

ると思うんですよ。 

  そういう問題にも、当然時間をかけて調整しながら、この農林課だけでやるのか、農

業委員会も含めてやるのか、その辺はどんなことをやるつもりですか。 

○委員長（山本裕吾委員長） 有賀主査。 

○有賀孝行農業委員会事務局主査 原則的には未実施地区の調査を開始するわけですけれ

ども、山本委員おっしゃられていた国からの払い下げ地等の面積の誤差と、また登記上

はある土地のはずなんだけれども、地図に出てこない土地の取り扱いですとか、いろい

ろ始めていくとですね、明らかになってくる可能性があるわけなんですけれども、まず

今、町のほうで利活用している地図につきましては地籍図、地籍の調査の入っていない

ところについては、いわゆる公図というものがないエリアでございまして、法務局にも

正確な地図がない状況で、ただし分筆測量図ですとか、そういった測量の成果は法務局

に残っていまして、そういった測量の経過があれば、残っていますので、そういったも

のを生かして境界を決めていくという作業をせざるを得ないといいますか、あとは現地

で当然、所有者の方に立ち会っていただいて、境界を決めていって、 終的には境界を

決めていくことで面積が確定していくという作業を１筆ごとに繰り返していくというこ

とになっていくわけでございます。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ３番、山本委員。 

○３番（山本弘一委員） 私が言ったのは、例えばですね、ずっと基準点、居辺山の基準

点ですが、町のほうからあるわけですけれども、そこからぼっていくと、例えばそこに

町道があったとか、川があったとか、町境、端の人の畑というのは圧縮されていくおそ

れがあるんじゃないかと。 

  本来であれば、５町歩というものは４万九千何百平米ということになるんですけれど

も、縦掛ける横で平米出るんですけれども、実際的にそこに頭に町有林があったとかっ

ていうことで圧縮されちゃって、今度、基準点からぼってきたやつと実際的に登記簿上

の面積がなくなるおそれがあるんでね、その辺は当然、有賀主査あたりもなれているか

ら、個人同士の隣接とか、そういうところで非常に難しい問題が起きてくるのか、痛み
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分けみたいになるのか。それとも、例えば町のほうになってくると、町有林のほうでず

らしていくのか、その辺についても、やはりこの地籍調査をやることによって利害がと

いうんですか、そういう土地所有者との問題が起こってくる可能性があるんでね、その

辺はなれているんだけど、やっぱり所管がどこになってくるのか、農林課でやるのか農

業委員会でやるのか、ちょっとわかりませんけれども、２つあわせてやるのかね。 

  そういう極力問題があった場合の調整というのは、しっかりとやっぱりやってもらわ

ないと、なかなか農家の方々、土地持っている方々もやはり登記簿謄本に載っている面

積が減るということは、資産にかかわる問題になってくるということで、非常に農協の

資産のことになってくるし、あとの役場からいえば、それに固定資産税の評価率を掛け

ていくということになりますから、面積をその辺、しっかり話し合って出して、トラブ

ルないようにやっていただきたい、多分出てくると思うんですよ。その辺、しっかりや

ってほしいと思いますけれども。 

○委員長（山本裕吾委員長） 有賀主査。 

○有賀孝行農業委員会事務局主査 当時の地籍調査は、もう既に50年近く経過しているわ

けなんですけれども、それから測量の精度、格段によくなっていて、現在ではＧＰＳ等

を活用しておりまして、町の中にも電子基準点がありまして、三角点等ではなくて、そ

の電子基準点から、電子基準点は常に管理されている成果がとれるわけですので、そこ

からのデータを使うように法改正も進んできておりまして、精度的にはかなり、きのう

行った点に、また次の日すぐ同じ誤差ゼロで立てるような、今時代になってきておりま

す。 

  ただし、境界に関しては、非常にがちがちの絶対決まったところだよということにも

ならないのかなと思っていまして、国土調査法上ではですね、公差といいまして、認め

られる範囲の誤差がそれぞれ縮尺等によってですね、定められております。例えばです

ね、上士幌町の市街地であっても、45センチまでの誤差は認められることになっていま

して、農村部におきましては75センチまで、境界点の誤差ですね、点の誤差がそこまで、

山林になりますと150センチまで、その範囲、それだけずれているわけじゃなくて、そ

こまでは認めますよという認証をしてくれることになっていまして、その辺の法律の規

定を利用といいますか、活用しまして、両者に折り合いをつけていくということになっ

ていくんだと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） ３番、山本委員。 

○３番（山本弘一委員） 今、有賀主査が言ったことは、私も認識していますから、確か
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に許容範囲というのは認められているからこそ、土地の所有者については、例えば１メ

ーター50といったら、落葉が相手のものになるとか、しじょう物件は別として、そうい

う問題が生じる場合あるんですよ。精度がよくなったから、本当の距離がはかれるとい

うのはいいんですけれども、昔のやつを基準としているということもありましてね、だ

から、当然そういう問題が居辺の狭隘近くのほうから入るということは、私の地域であ

りますけれども、やはりかなりそういうこと、奥へ行けば行くほど、相当な１メーター

以上のずれだとか、２メーターのずれぐらい出てきますんでね。豚のＥＴのああいうと

ころほど格差が広がるというんですか、過去に交換分合のときも相当問題になったとい

うことがあったんで、その辺も当時の人たちもまだいますから、十分許容範囲の中で問

題のないようにやっていただきたいと。 

  いろいろ話が出てくるわけですから、そのたびそのたび農業委員会なり、農林課にど

うなっておるんだということになりませんのでね、努力してやっていただきたいなと、

要望です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに質疑ございますか。 

（「委員長」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 今の委員のご質問の中にですね、地籍調査の所管がどこになるのか

といったようなご質問があったかと思います。 

  今、予定ですけれども、先ほど説明あったように、非常にかなり広範囲にわたってで

すね、なおかつ年数も16年という計画ということでございますので、現在は新年度に向

けてはですね、専門の担当者を配置をするという考え方でございまして、予定では今、

建設課のほうにですね、専門職員を配置をして実施をすると。事業もですね、続く中で

どんどん地区が重なってくることになってきますと、ますます事務量等々もふえてまい

りますし、委員が心配されるように地権者同士のですね、いろいろ調整とかいうことも

出てまいりますので、そういった部分については、そういった事務量、事業量も置いて

ですね、人員配置もまた考えていかなければならないなということでありますので、そ

ういう意味では、専門職員を配置してやるということについては、一応新年度から実施

をしたいというふうに考えているところでございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、104ページから105ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 
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○委員長（山本裕吾委員長） 次に、106ページから107ページまで、質疑ありますか。 

  ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） その前の105ページになるんですけれども、農業体験宿泊施

設に関して、昨年の実績がどうなっているのか、まずお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 農林課長。 

○松岡秀行農林課長 利用実績でございますけれども、町政の現況のほうにも記載はさせ

ていただいておりますが、昨年24年につきましては、延べ人数24名の利用でございます。

ちなみに、この５年さかのぼりますと、20年から35人、34人、67人、50人と、今言いま

した24人。この平成25年度ですけれども、２月現在におきましては、40人という実績に

なっております。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 女性についてはですね、こういった施設があるので、非常に

短期的な農業研修生、あるいは農業労働者というのは受け入れやすいんですけれども、

男性についてはですね、こういった施設がないということで、なかなか苦慮する。私も

そういった経験を持っているわけですけれども、昨年、上士幌の町の過疎率が全道でも

非常にいい結果になったのは、一つの要因として農業労働者が相当ふえたということが

あるんではないかというような話をした経緯があります。 

  その実態はどうなのかということで、そういう調査をきちっとすべきではないかとい

うことを言ったことがあるんですが、農業としてのまず実態についてはお調べになって

いるのかどうかも含めて、男性のこういった宿泊施設というか、いわば下宿的な要素を

持つ、食事をつくってくれる、あるいは簡単な食事を自分でつくれてというような、そ

ういった施設といったような必要性が僕はあるんではないかというふうに、ずっと言い

続けてきているんですが、その辺についての担当の認識について、まずお伺いをしたい

というふうに思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 農林課長。 

○松岡秀行農林課長 昨年ですね、同じようなご質問がありまして、労働者の調査の実態

ですね、調査しているのかということでございますけれども、これにつきましては、農

協と一緒に実施してきております。 

  この中での声といたしましては、やはりそういった類の問題ですね、佐々木さんがお

っしゃるような課題というのは、お持ちになっている方はいらっしゃいます。ただ、今

お話しされました女性のみならず、男性に対するこういう予定はあるのかということで

ございますけれども、前回ですね、町長のほうもお答えさせていただいたかと思うんで
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すが、１つには、まずレディースセンター自体が農業研修生、実習生から始まっている

ということでございまして、従業員対策ではないと、本筋ですね、ということで申し上

げさせていただきまして、それぞれの個々の従業員対策につきましては、また別途政策

課題の解決に向ける必要があるんじゃないかということでお話させていただいたかと思

います。これにつきましても、私どものほうもそのような認識でおります。 

  もう一つの事例といたしましては、これは農協さんにも話をさせていただいたところ

なんですが、これは一つ大きな課題ですよと、声がありますよということでお話させて

いただきました。例えばなんですけれども、農協さんの組合員さんの切実なる声だとい

うことであれば、農協の施策として、それはひとつ考えることがどうなんでしょうかと。

農協がその組合員さんの従業員対策で、例えば住宅を２つなり、３つなり確保すると。

それは新たな取り組みだから、それは行政も農業振興という一つの考え方からすると、

支援をしてくれというようなことの枠組みだってあるんではないでしょうかということ

で、事あるたびにですね、そういったことも振っている事実がございます。 

  そういったところからですね、何とか対応をできればなと。これは今、直近の課題と

しては、すぐにという思いかと思うんですけれども、そういったことで将来的にはです

ね、そう遠くはないようなときに制度化できればなというふうに考えておりますし、あ

くまでもレディースセンターに見合うような従業員対策というようなことでの話になり

ますと、もう一つステップを踏まなければならないということでご理解いただきたいと

思います。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 話はわかっているんですけれども、１つ、危険だと思うのは、

農協は全て実際の農業経営者の意向を十分踏まえているのか。農協としてもですね、各

種団体があるんですけれども、農協の懇談会で過去にそういう話をしている経緯もある

わけです。その農協自体が本年、ヘルパー制度、この後に出てくる畜産の中で町も100

万円程度の支援をしていますけれども、そのヘルパー制度というのがもう稼働がいっぱ

いでとれる状況じゃないんです。ところが、人がなかなかいない。今度、人を見つけて

も、住宅対策が十分いっていないというのはもう現実です。 

  やっぱり行政としては、先ほどの別の課でやっぱり地域の実態というものをきちっと

踏まえて政策を組むというのが基本ではないか。従来、農業政策に関しては、農協がど

ういう反応をするかで決まってきたという部分があるんですけれども、それが100％だ

と思われるのは、ある種危険な側面があるのではないか。大半は農協の意向と、その農
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家の意向とは同じです。これは出てきますけれども、ストックポイントという事業、こ

れは委員会の中でもちょっとお話をしたんですけれども、農協も経済団体として農家個

人に補助をする。町も補助をする。今まではホクレンからも補助があったから、前回、

負担率の関係で農家は３分の１という、町も３分の１という形で、農協はホクレンも含

めて３分の１と、こういう形だったと思います。 

  今回、それがホクレンの補助がない、ストックポイントがやっぱり今よりもっと整備

しなきゃいけないという話になったときに、４分の１になったんですね。４分の１にな

ったというその理由は、農協もお金は出したくなかった。だけれども、農家自身は、そ

れは経費が安ければ安いほうがいいし、必要なものはやっぱりつくらざるを得ないと、

こういう意見でした。そういうことがあり得るということを踏まえてですね、農政をど

うするかという問題で考えなければいけないわけですから、その辺は、実態をどう踏ま

えているのか。 

  ですから、実態の調査については単に農協だけを相手にするんではなくて、やっぱり

行政として、基本データをきちっと踏まえてですね、今の農業情勢がどうなのか。これ

は経営者の高齢化が進んでいきますから、どんどん実は労働力に関しては必要な部分が

あります。今、農作業等をアドバイスするというか、通常、上士幌などでは「出面」と

いう言い方をしますけれども、これについても大きな問題になっている。 

  中には、ビートの耕作について、短期間のスポット作業、まさしく今、これからとい

う時期ですけれども、こういったものに対しては大変多くの方、人材派遣センター等を

使っている。一部、異業種間交流という中でですね、町の業者の方に人材を求めて、そ

こで派遣をいただくというふうな人もいるわけですけれども、そのことで面積を十分つ

くれないという方もいるというふうに聞いています。 

  そういったことを踏まえて考えていかないと、つまり今の現状をきちっと踏まえてい

かないとですね、農業政策というのはなかなかつくり得ない、まして今、ＴＰＰという

問題が出てきていますから、将来に対する不安というのは非常に高くなってきている側

面もあるということでお考えをいただきたい。 

  そういう部分では、農協がやればいいというんではなくてですね、農協が主体事業で

やっていただくんだったら、町としてはどうするかということも含めて、やっぱり早急

にそういった政策に対する煮詰めをしていただきたいなと思いますが、その辺について

もう一度答弁をお願いしたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 農林課長。 

○松岡秀行農林課長 先ほど、私の答弁で多少不足だったのかなというふうにも、今のお
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話を聞いて思うところでございますけれども、当然現状を踏まえて、農協だけで政策と

いうことを言ったつもりは当然、毛頭ございません。１つのやり方として、農協さんが

主になりながら、当然そこに行政として支援できるものは支援できると、そういうよう

な枠組みはこれは可能性あるんじゃないでしょうかということですので、ご理解いただ

きたいと思います。 

  今、お話しいただきました労働者対策の件でございますけれども、これは正直、24年

から、これもまた農家の皆様方にアンケート調査もとらさせていただきまして、今の実

態、派遣にですね、かなり頼っている方がいらっしゃるという実態がわかりました。じ

ゃ、これは同盟さんを中心にしてということでありましたけれども、当然、町、農協、

一緒になってやろうじゃないかということで、これは三すくみで、そのアンケート調査

を背景にしながら、積み上げたものが実はあります。役割分担どうしようかというとこ

ろまできました。この地域において労働者を確保する、これは一つ、木野農協さんを参

考にしたという部分があるんですけれども、それを持ってですね、その枠組みで同盟さ

んはどうしましょうか、農協さんはどうしましょうか、町もどうしましょうか、これを

理事者とも話をいたしました。それにかかわる事務局を担う、当然、職員等必要だなと

いうことで、それについては町長のほうも、これもやっぱり町で責任を持っていかなけ

ればならないなというところまでまいりました。 

  もう一つ、その辺は突っ込んで、農協さんのほうにもお話をさせていただいたところ

なんですが、今の段階では農協さん、ちょっと待ってくれないかというところがありま

した。農協さんのほうも、新しい体制になって、現在おりますので、この辺のところに

ついては振興部長、それから農産部長とも話をして、今、農協のほうでも話をまた詰め

るんで、もう一つ話に乗ってくださいというところであります。 

  私のほうも早目に平成25年の実は当初からスタートしたかったということで予算組も

予定していたんです。ですけれども、ここに至ったということをまた事実としてお話し

させていただきまして、よりよいものをまたつくっていきたいということで、いずれに

しましても、一緒になってやっていかなければならないという姿勢はございますので、

どうぞご理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○６番（佐々木 守委員） わかりました。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかにございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、108ページから109ページまで、質疑ありますか。 
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（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、110ページから111ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、112ページから113ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、114ページから115ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、116ページから117ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、118ページから119ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、120ページから121ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、122ページから123ページまで、質疑ありますか。 

  暫時休憩いたします。 

（午後 ２時４４分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時４５分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 122ページから123ページ、質疑ありますか。 

  ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） 123ページの商店街活性化対策事業、これにかかわる部分なん

ですけれども、この事業の内容はスタンプラリーとか、あるいはお中元とか年末年始の

そういった商店街のイベント、催しへのですね、支援というふうに解釈いたします。 

  それで、私がこれに関連して質問したかったのはですね、今回の商工費の中でも商店

街の空き店舗対策、これを担当部署なりですね、理事者がどう考えているのか。今回の

町政執行方針を見ましてもですね、町長の商工業の部門では全く空き店舗対策というも

のに触れられていないと。相当、上士幌の評価につきましてはですね、８行かその辺で

すね、あるんですけれども、商店の空き店舗対策というものについて全く触れていない

と。それで、商店の皆さん、おわかりになると思うんですけれども、そろそろ歯抜けの

状態が顕著になっています。 
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  それともう一点はですね、これから先、商店主の高齢化とか、後継ぎがいないという

ことで、そんなに遠くない将来にもっと空き店舗がふえるだろうと、これは容易に予想

されることなんですよね。 

  そういったのは、せっかく国道からですね、商店街に入りやすいということで、新し

く道道を整備したんですけれども、せっかくたくさんの税金を使ってでも、疲弊する商

店街ですね、これ何も上士幌だけではないんですね。ほかの町行っても、五十歩百歩の

状態で、これから高齢化が進む我が町にですね、じゃお年寄り、高齢者の方がですね、

どういうふうに買い物していくのか、車もだんだん運転できなくなる、そういう懸念を

持つわけです。 

  その点ですね、空き店舗対策について担当課のほうからですね、何か考えがあれば、

質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 柚原商工観光課長。 

○柚原幸二商工観光課長 ただいま角田委員のご質問にお答えします。 

  確かにうちの町、近代化以降、高齢化等によりまして、相当数空き店舗が今、ふえて

きている状況がありますし、また後継者不足というのもまた現実的な問題でありまして、

今現在、空き店舗も含めまして、住宅含めまして、企画のほうでもいろいろと実態調査

も含めましてやっているような状況がございます。 

  それで今、商工会ともちょっとお話ししている部分があるんですけれども、正直申し

上げまして、なかなか抜本的な対策がないのが現状であります。１つ、ちょっとお話し

したのは高齢者等、そういう買い物弱者やなんかの対応策や何かもいろいろ考えなけれ

ばならないなということで、今年度、商工会のほうでも何か高齢者向けの事業をちょっ

と展開してみたいというようなお話もちょっとあるんですけれども、また具体的な展開

には至っていないというふうな状況でありますし、空き店舗、確かにここ一、二年、や

められる方がふえてきて、商工会内部でもいろいろと検討しているようですけれども、

なかなか抜本的な対策がないのが現状であります。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） 確かに根本的な解決の難しさはわかるんですよね。ただ、この

ままほっておいていいのか、それは単に商工振興ということだけじゃなくて高齢者対策、

福祉にもかかわってきますんで、私、今回残念だったのは、町長の執行方針の中で全く

触れられていないということがですね、残念だったわけですけれども、行政だけでね、

やれるのも限界ありますし、この辺は商工会、あるいは地域の商店街あわせて考えてい
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く、それは100％できなくてもですね、２つ、３つできることありますし、私の事務所

の隣にですね、新しいカフェができましてですね、それなんかも町に新しい息吹を吹き

込んでくれています。 

  そういった空き店舗ができればですね、新しい業種紹介するとか、そういった地道な

やり方しか方法がないんじゃないかなと思っています。これはね、いつも課題としてで

すね、商工振興の中では考えていただきたい。私もですね、商店街の一角に住んでおり

ますので、日々ですね、人の動きとか見ております。だんだん寂しくなってくるのが日

常です。そういう意味ではですね、まちづくりの全体の構想の中で、ぜひ行政の任務は

あわせてやっていきたいと思います。 

  私の思いを述べて、回答はよろしいです。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに。 

  ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 十勝かみしほろん市場について、昨年より相当額予算を減ら

して今回計上されていますけれども、この理由と、それから平成25年度内のかみしほろ

ん市場の実績はどのような形なのかということをご答弁願いたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 野々村主査。 

○野々村貴寅商工観光課主査 お答えいたします。 

  まず、予算計上額の減額についてですが、25年度まで、今年度まではですね、この委

託事業の中に情報館の運営経費、それから情報館内部で行われる店頭販売の経費が含ま

されておりました。26年度からですが、この経費に関してはですね、現状運営をしてお

りますＮＰＯ法人のほうがですね、自主運営型に切りかえていくと、シフトできるとい

う提案をいただきましたので、その分、減額しているものであります。 

  次にですね、今年度の市場の売り上げ状況でございますが、売り上げベースで申し上

げますと、２月末現在で１億600万円程度の売り上げとなっております。対前年で申し

上げますと、平成24年度が625万円程度でございましたので、おおむね16倍程度の伸び

となっております。これはふるさと納税の伸びが大きく影響しているものでございます。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに質疑ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、124ページから125ページまで質疑ありますか。 

  １番、伊東久子委員。 

○１番（伊東久子委員） 加工協会の助成金についてお聞きしますけれども、昨年当初
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450万だったのが今回1,000万円になっていますが、その理由を教えてください。 

○委員長（山本裕吾委員長） 中田主査。 

○中田将雅商工観光課主査 ご質問ありがとうございます。 

  観光協会助成経費につきましては、平成25年度は450万でございます。平成26年度、

この本体の引き継ぎ分としましては400万円、さらにですね、ほか400万円が平成23年度

から25年度まで実施しておりました上士幌町ぬかびら源泉郷魅力発信キャンペーンの事

業費の今後も引き続き継続が必要なイベント、情報発信の事業費となっております。さ

らに200万円につきましては本年、平成26年なんですけれども、国立公園80周年の記念

事業となりまして、こちらの開催経費として200万積んでおります。合わせまして1,000

万円でございます。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかにございますか。 

  ３番、山本委員。 

○３番（山本弘一委員） この124ページ、観光費の中になるのかなと思うんですけれど

も、先ほど出ていたふるさと納税含めた中でですね、気球の町上士幌ということで、こ

こにも熱気球パイロット謝礼だとかって出ていますけれども、やはり我が町はメインは

気球ということでうたっていますので、例えば乗ってみたいって、ふるさと納税やって

気球に乗らせてくれないかという人も中にいるんですよ。変わった人というのはちょっ

と問題あるんですけれども、牛肉もいいですけれども、地元行ってそういうものも牛肉

も食べたいし、乗れるんですかというような話も来ますからね。逆に来てもらって、そ

ういう体験も体制的に観光課でも立てておいたほうがいいんじゃないかと。結構そうい

う要望が強いんですよ。 

  ネット開くとうちの町は熱気球だとかって書いてありますから、当然牛肉だとか食べ

物もおいしいということで、あわせて例えば冬だとか、そういう時間の空いたときには

その金額によってはですね、納税してもらった方にこういう形であれば、実際フライト

が１時間とか２時間とかっていうふうな書き方も今後はあると思うんですね。 

  だから、物品含めた中でそういう地元にあるもの、もうちょっとＰＲしながら、より

一層さらにはこれを利用した中、定住化対策に結びつけるように観光課でも検討してい

ただきたいと思います。いかがですか。 

○委員長（山本裕吾委員長） 中田主査。 

○中田将雅商工観光課主査 ご質問ありがとうございます。 

  山本委員の言うとおりですね、ふるさと納税、これだけ伸びていますので、体験型観
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光につきまして、ちょっとフリーフライトじゃないんですけれども、高額の納税してい

ただいた方には、あなたの町に係留事業を行いますというような企画を少し考えている

ところでございます。また、地元に来ていただけるんでしたら、フリーフライトも可能

かなというふうに考えております。またさらにですね、ぬかびら温泉に来ていただいた

方の宿泊ですとか、そういうことも特産品だけじゃなくて、今、検討している 中でご

ざいます。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかにございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、126ページから127ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、128ページから129ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、130ページから131ページまで、質疑ありますか。 

  ３番、山本委員。 

○３番（山本弘一委員） 地域振興推進活動経費と、それからもう一つ下の観光振興推進

事業で、地域おこし協力隊がこれかかわっていると思うんですけれども、その中で双方

ともですね、パソコンの使用料が６万5,000円、観光振興推進事業の中でも６万5,000円

ということあるんですけれども、これどこかからリースして借りている金なのか、６万

5,000円といいますとね、どのようなパソコンを借りているのかわかりませんけれども、

もう少し出せば、今だったら買っちゃえると思うんですよね、１年プラスアルファで。 

  個人の物を借り上げしているのか、それとも、これ毎年こうやってどこかからリース

で借りているのか。協力隊さんは、もう毎年これ同じような事業でこうやっているんだ

としたらね、逆にこの中の経費の中で、もう少し経費をかけて買ってしまえば、このリ

ース料なのか、個人借り上げなのかわかりませんけれども、そういうことが起こらんと

思うんです。その辺いかがですか。 

○委員長（山本裕吾委員長） 杉原主幹。 

○杉原祐二商工観光課主幹 ただいまの質問にお答えいたします。 

  このパソコン使用料の部分でございますけれども、今、委員からございましたとおり、

地域おこし協力隊のですね、事業の中でこの経費を見込んでいるところでございますけ

れども、地域おこし協力隊の制度につきましては、かかった賃金ですとか、事業費につ

きましては特別交付税措置があるというものでございまして、このパソコンにつきまし
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ても、購入という形ではその制度的にはうまくないんですけれども、リースという形で

あればですね、その措置があるというような形で 長３年間認められておりますので、

通常のパソコンの部分を３年間で割ってリースをさせていただいていると。その制度に

よって、こういうことの予算づけをしているということでございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかにございますか。 

  ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） ちょっと１ページ戻ってしまうんですけれども、イベント用

のテント、さらにはベンチ含めた、これは50万程度の予算が組んであるんですけれども、

これはどのような何張りでどうという形での説明をひとつお願いをしたいと思います。 

  これは、もう一点は、ぬかびら源泉郷旅館組合に45万円の支出がありますが、この用

途と、それから、毎年こういう形で予算化しているかどうかもちょっと確認としてお聞

きをしたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 杉原主幹。 

○杉原祐二商工観光課主幹 今の観光管理経費のところのイベントテントでございますけ

れども、実は、これは平成24年度から３カ年、ですから、今度の26年度事業が予算が

後になるわけでございますけれども、イベントテントの更新をしておりまして、通常の

２間、４間のバルーンフェスとか使っているものが１年ごとに８張り買っておりまして、

大きいテントを２つ、計10張り更新しておりまして、平成25年度で計30張り更新が終わ

るというものでございます。 

  それと、イベント用屋外ベンチにつきましては、これも各種ですね、生涯学習センタ

ーのふれあい広場等でも利用しておりますけれども、いわゆる３人掛けのベンチがです

ね、プラスチックの部分が欠けて大変危なくなっているというようなことが商工会との

懇談の中でもですね、お話がありまして、これを今、50戸あるわけでございますけれど

も、２カ年で25台ずつですね、更新していこうというものでございます。 

  それともう一つ、ぬかびら源泉郷旅館組合の補助の関係でございますけれども、これ

は旅館組合のほうから実際要望がございまして、ぬかびら源泉郷の中では温泉の中の森

づくり事業というものを進めているわけでございますけれども、これは2000年からです

ね、実施しておりまして、一定のヤマモミジ等を植樹してきておりますが、近年、マイ

マイガの被害ですとか、鹿の食害とかございまして、紅葉の木が大分少なくなっている

というようなことで、これから26年度から、また３カ年程度かけてですね、そういった

樹木の植栽を行っていきたいというようなことで、町のほうからは45万を補助いたしま

して、地元旅館組合等でもお金を出し合いながらですね、そういう植栽活動を行ってい
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くというものでございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに130ページから131ページ、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、132ページから133ページまで、質疑ありますか。 

  ３番、山本委員。 

○３番（山本弘一委員） 132の地産地消推進事業110万7,000円とありますけれども、こ

れはこの中の実際的に25年度はどのような地産地消の推進をやったのか、現況はどうな

っているのか、報告願いたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 杉原主幹。 

○杉原祐二商工観光課主幹 平成25年度、この地産地消の取り組みにつきましては、昨年

の９月にですね、アル・ケッチァーノというイタリア料理店のオーナーシェフの方ので

すね、講演会、それと試食会を実施しているところでございます。こちらのほうは、山

形のほうで農家さんのですね、食材を使った料理店ということで、全国的にも知られて

いる方でございます。その講演会と試食会を実施してきております。 

  また、１月には置戸町の佐々木さん、こちらの方は置戸町の給食センターで管理栄養

士だった方でございますけれども、ＮＨＫの番組でも取り上げられるような方でござい

ますが、その方によります講習会と料理実習会を実施してきているところでございます。

それぞれそういう啓発活動、また佐々木さんの講習会につきましては調理員さんが実施

をするというふうな形で、それぞれ実のある内容になってきているところでございます。 

  また、役場内でもその地産地消の推進会議というふうなことで、その中では現状、地

元の食材を利用できるピザのプロジェクトを新年度にはですね、今提供している方々と

提携しながらですね、事業を実施してまいりたいというふうに考えております。 

○委員長（山本裕吾委員長） ３番、山本委員。 

○３番（山本弘一委員） イタリア料理店店長ですとか、置戸ということなんですけれど

も、この件については、私も去年一般質問した経緯があるわけですけれども、町内のも

のは町内で基本的に消費する、その行政としては方法論、関係諸団体と協力しながら、

そういうことだと思うんですよね。 

  講師を呼んできてこの食材をこう食べるというのも一つの地産地消なんですけれども、

やはり地域密着型でどう生産物を発している農業の中でも畜産、畑作、野菜だとか、そ

ういうところの関係の農業団体、それから先日もドリームヒルの第２号店がオープンし

たり、自分の牛乳を使ったり、いろいろなことをやっていますよね。町内にもそういう

企業的なものありますし、そういうものをどう総合して行政がバックアップしていくの
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かというのが大きな課題だと思うんですよ。講習会開いても、それは一時的なものであ

ってですね、そのもの自体の消費にはしばらくの時間かかるし、いわゆる農商工連携の

中では、この地産地消と含めた中で併合して進めるのが望ましいかなと、私は思ってお

ります。 

  そういう形の中で、今年度につきましては110万7,000円というものがありますから、

やはりどうしたらいいのかということを現場だとか、地域の方々、もうちょっと膝を折

り入った中で、給食センター、学校給食、保育所含めて認定こども園も出ますし、安

心・安全のですね、地場産をより多く取り入れるとか、まず行政だとか、農協だとか、

商工会、その辺からやっぱり基本的な考え方を持っていかないと、だめかなと思うんで

すよ。そういう考えで私は思っておりますけれども、いかがですか。 

○委員長（山本裕吾委員長） 杉原主幹。 

○杉原祐二商工観光課主幹 今の委員おっしゃったとおりでございまして、先ほど私の説

明の中で、ちょっと舌足らずでございましたけれども、今、ご指摘のありましたとおり

ですね、商工会、農協、そして町、森林組合、観光協会、旅館組合が入ってですね、そ

ういう推進会議を設けております。その中での事業として、そういう先ほどの講演会事

業もございますし、また役場の中ではですね、教育委員会保健福祉課で小学生を対象に

した豆腐づくりの実施ですとか、給食センターでの地元食材の活用、また農協さんから

や農場さんからの寄贈をいただいたですね、食材を使うですとか、またバルーンフェス

ティバル等のイベントでですね、牛乳の消費拡大ですとか、和牛の提供ですとか、そう

いった形での地元の食材の提供、そういう地産地消という活動は、行政的には幅広く行

っているという認識でおりますけれども、これもまたさらにですね、体系的に進めるべ

きではないかというような委員のご質問だと思いますが、今、農林課のほうではですね、

食育地産地消促進計画というような形でですね、26年度に策定していってですね、そこ

で体系的にこの部分を食育とあわせた中でですね、進めてまいるというような考え方で

おりますので、よろしくご理解いただきたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） ４番、中村委員。 

○４番（中村保嗣委員） 街路灯、防犯灯のＬＥＤ化事業についてお聞きいたします。 

  現在のところの進捗状況、それから特に防犯灯の状況についてお聞きしたいと思いま

す。 

  もう一点、大分ＬＥＤ化が進んでいると思いますけれども、光熱水費が増加しており

ますね。これについてはどういう理由なのか、お聞きしたいと思います。一般的には減

少していくんじゃないかと思うんですけれども。 
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○委員長（山本裕吾委員長） 鶉橋主幹。 

○鶉橋浩行町民課主幹 ただいまの街路灯、防犯灯のＬＥＤ化関係についてお答えいたし

ます。 

  街路灯、防犯灯のですね、ＬＥＤ化につきましては、平成24年度から行っております。

平成24年の８月ぐらいから始まっているんですけれども、当初110灯、そうして平成25

年度で110灯交換してきております。それは交換できるところから実はやっていこうと

いうことでやってきているんですけれども、平成26年度においてはですね、110灯より

よりスピードを上げて行っていこうということで130灯ほどやっていこうということで、

ちょっと数をふやしてやっていく予定でおります。 

  そして、街路灯、防犯灯含めてですね、どちらもそんな見た目にはですね、場所によ

って街路灯ですとか、住宅街については防犯灯というような呼び方をしておりますが、

物は同じようなものということになっております。 

  それから、後段のですね、電気料につきまして削減幅といいますか、実際にＬＥＤ化

したことによって、電気料が余り変わっていないというか、逆にふえてきているのでは

ないかというご指摘なんですけれども、実はそこのところは現実にふえている部分もあ

ります。平成23年度から実はＬＥＤ化事業を行っているんですけれども、当初、糠平に

おいてＬＥＤ化を行っております。平成23年度において、糠平地区でＬＥＤ化したとき

にはですね、削減料金というのは20万円ほど削減されております。 

  それから、平成24年度において、平成24年の８月にＬＥＤ化110灯しているんですけ

れども、24年度では糠平地区も含めてですね、46万5,000円ほど電気料が削減されてお

ります。それから平成25年度においては、これは９月にＬＥＤ化しているんですけれど

も、この分だけでいくと、削減の金額がですね、削減料金は92万円ほど削減されており

ます。その年、糠平が23万6,000円、今までそれと25年度でですね、合計で大体120万ぐ

らい電気料金は削減されております。月平均でいくとですね、糠平地区で月、約２万円

の削減、そして市街地で月８万円ぐらいということで、大体１月平均で10万円のＬＥＤ

化による電気料の削減ということが、削減した場合としなかった場合では、比較として

それぐらい削減されております。 

  しかしですね、ＬＥＤ化とは別にですね、実はＬＥＤ化することで、電気料の抑制に

努めてきているんですけれども、それ以上に燃料代とか上がっているということで、実

は北電のほうで燃料費調整単価というものを実は増額するということで、各市町村、家

庭も含めてですね、電気代の高騰の原因になっているんですけれども、円安等の影響も

あってですね、燃料費調整単価というものを転嫁されているということで、実は増額に
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なっているということで、１月平均でですね、平成25年度の数字ですけれども、7.8％、

実は電気代が増額になっております。平成22年から24年までではですね、１月平均で、

こちらで管理している分ですけれども、86万8,000円の電気料だったものがですね、平

成25年の４月からことしの２月までですね、93万6,000円ということで、１月当たり６

万8,000円増額ということになっております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） よろしいですか。 

  10番、中島委員。 

○１０番（中島卓蔵委員） ちょっと関連なんですがね、電気料についてちょっと質問し

たいんですが、以前街路灯の電気料の件で質問したときに、町内の街路灯が場所によっ

てはもう日が出てからもついている場所があったりしたものですから、そのときに質問

したときに、節電ということではできるだけ統一して、やっぱりもう日の出になった時

点で街路灯が消えるとかね、そういうことできないのかという質問したときに、当時の

担当者は街路灯の場合は幾ら使っても料金は同じなんだと、そういう答弁があったんで

すよね。それから、今、ＬＥＤにかえても、やっぱり場所によってみんなまちまちに点

灯されているんで、できればこれ統一して、日の出になった時点ではもう消すとか、そ

ういう形とればもっと節電の効果というのは出てくるんではないかと思います。その点、

どうなんですか。 

○委員長（山本裕吾委員長） 鶉橋主幹。 

○鶉橋浩行町民課主幹 ただいまのご指摘なんですけれども、実は街路灯が点灯するかし

ないかというのはですね、実はセンサーで明るくなれば消える、そして夜暗くなればつ

くというような形になっておりますので、例えばですけれども、曇った日、ちょっと薄

暗いようなときにはですね、実はもう防犯灯なりが非常に古くなっているところもある

ものですから、防犯灯の感度が悪くなっていて、それで普通なら消えるところが消えな

かったり、つくところがつかなかったりというようなことも現実にはあります。 

  そういうふうなことが起きないようにですね、今後、なるべくＬＥＤ化を早く進めて

いきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） 10番、中島委員。 

○１０番（中島卓蔵委員） 今の答弁はわかりますけれども、地域によってはね、同じ天

候の状態でもね、私の住んでいるところと７区の地区とは全然誤差があるんですよね。

私、出てくるときにはもう消えていますけれども、７区はずっと遅くまでついていると、
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やっぱり地域によってそういうところがあるんですから、やっぱり一度そういうことも

全部点検、確認してはいかがですか。 

○委員長（山本裕吾委員長） 鶉橋主幹。 

○鶉橋浩行町民課主幹 ただいまご指摘のとおりですね、実はＬＥＤ化もですね、場所を

決めながらやってきているんですけれども、随時街路灯ついているか、ついていないか

ですね、町内会にお願いしている部分もありますし、こちらも定期的に見回るように、

今後努めていきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに質疑ありますか。 

  ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） 133ページのですね、自然館維持管理経費ですけれども、平成

26年度から自然館が商工観光課の管轄になるということでございます。これは的を射た

施策かなというふうに思っております。それで自然館、オープン以来、快調な入館数で

すね、得ているということでございますけれども、本年の３月末までの入館見込みです

ね、もう３月にも入りましたんで、それをどの程度に抑えているか、質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 中田主査。 

○中田将雅商工観光課主査 ご質問にお答えします。 

  ５月１日オープンから直近でですね、今で６万8,000人ちょっとでございます。３月

31日までには７万人超えると予測しております。 

○委員長（山本裕吾委員長） ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） もうしばらくしたらね、平成26年度スタートします。26年度に

おいてはどれぐらいの入館見込み数をですね、今考えているのか、質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 中田主査。 

○中田将雅商工観光課主査 昨年５月１日のオープンでありまして、今まで糠平に大きな

建物がないという形で自然館を目的としていらっしゃる方が全てではないのは、私ども

把握しております。さらには、私ども観光案内所も含めて、また博物館機能も含めて開

設したところなんですけれども、かなり大型バスがとまるような状況も確認しておりま

す。また、ある程度地元、十勝管内、浸透しておりまして、各小学校の社会科見学も少

しずつではありますが、今現在、受け入れしているところでございます。 

  このたびですね、平成26年度、誘客をする観光課と学習、学びの場である教育委員会

が合体することによりまして、さらなるソフト面を充実しながら、ただ一見さんでトイ

レに来るだけではない、ソフト面を充実した館の入館を目指していきたいと思いますが、
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ことし１年、７万人でございますので、目標はこの数字を維持するということが現段階

の目標でございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） 今、中田主査からトイレ利用という話ありました。私はですね、

現場にいる段階では、トイレ利用の方が相当おられるんじゃないかと、観光バスで例え

ばトイレ利用のためにね。感覚的には約半数か、それもう少し低いぐらいがですね、ト

イレ利用じゃないかなと。ひどい話を聞いたのはね、あそこのオストメイトトイレをで

すね、シャワーがわりに使ったやからがいたと。 

  それは、非常にですね、無礼な行動なんですけれども、やはりその点はですね、この

入館者数も正確なところをつかんでおかないと、トイレ利用の分、げた履かせた上では

ですね、その数字がひとり歩きするのはね、私はちょっと危険じゃないかなと思ってお

りますので、基本的にはあそこで入ってこられた方が自然館で完結するんじゃなくてね、

あとはどうやって糠平全体、あるいは上士幌全体にですね、回遊させると、入館料が無

料ですからね、こられて、そしてトイレだけ使われたら、こっちは水道代とかですね、

それだけ使われて、町にも経済的な効果が直接的なものがどうかなと、そういう見方も

ありますんで、それは今年度ね、十勝の小学校とか中学校にそういう見学を兼ねてです

ね、ぜひ来てください、ＰＲされるみたいなんで、ぜひ自然館を上士幌観光を回遊する

と、そういう意識を持ってですね、運営していただきたいと思います。 

  それと２点ほど営業に関してであります。１つは水曜日がですね、今、定休日になっ

ていますよね。それで、７、８、９、北海道の観光のシーズンであるときにですね、水

曜日休みにするのは非常にもったいないと、私は思います。 

  それで、自然館の人員構成とかいろいろあると思いますけれども、それはね、夏に出

勤した分を冬場に休みとってもらうとか、その辺のローテーションをやってですね、や

はり北海道観光の場合はですね、７、８、９が一つの勝負なんで、それをですね、考え

ていくべきじゃないかなと思うんですけれども、その辺の見解を質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 中田主査。 

○中田将雅商工観光課主査 ご質問にお答えします。 

  昨年でいいますと、８月13日が水曜日でありまして、こちらは昨年につきましては休

館したところでございます。休館したことによって影響はというところで糠平の温泉街

の皆様にも聞いたところ、やはりやってほしいというお話もありましたので、お盆時期、

さらには紅葉時期が入り込みが多々ふえますので、こちらにつきましては、この後の自

然館運営協議会という各種団体のところで開館日を調整したいと考えております。 
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  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） もう一点ですね、観光施設としてのそういう位置づけになると

思います。１つ気になるのがですね、自然館の電話がファックスと兼用になっているん

ですよね。それで電話したら、しばらくお待ちくださいということで、しばらくそうい

うタイムラグがあった後、呼び出しますとか、そういうメッセージが出てくるわけです

よね。その間、20秒ぐらいあるのかな。結構、それが電話かける側からしたらですね、

ストレスになると。やはり観光施設であればね、電話かけたらすぐですね、ぷるぷると

呼んだら、それの数秒後にはですね、ぱっと電話とってですね、かけられた方のですね、

用件にお答えするというのが観光施設のですね、本来の姿だと思います。 

  これもですね、できるだけ早く、今、２回線とるのも、そんなにコストのかかる問題

じゃありません。ぜひですね、観光施設として位置づけるんであれば、その辺の対応を

ですね、早急にやっていただきたい。見解があれば、お願いいたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 中田主査。 

○中田将雅商工観光課主査 ありがとうございます。 

  こちらにつきましては、角田委員同様、私も歯がゆい思いをずっとしておりました。

今の局番につきましては、ひがし大雪博物館からの引き継ぎの電話番号を使っておりま

す。こちらはファックス兼用ということで転送時間にかなり時間を要したということで

ございます。 

  今、工事をやっておりまして、３月中旬には観光協会の本体の電話を糠平に移設する

ことによって、２回線で今後、対応する予定でございます。ということで、角田委員の

ご指摘あった部分はこれで改善されるのではと思っております。 

  以上です。 

○７番（角田久和委員） よろしいです。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかにございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、134ページから135ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） ここで15分間、休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午後 ３時２５分） 

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



－79－ 

○委員長（山本裕吾委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時３６分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 134ページから135ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、136ページから137ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、138ページから139ページまで、質疑ありますか。 

  ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 公園整備事業について質問いたします。 

  公園遊具設置事業と、それから交通公園駐車場の舗装工事について、質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 田中主査。 

○田中義朗建設課主査 ただいまのご質問にお答えいたします。 

  まず、公園遊具設置工事907万8,000円、こちらの内容につきましては、平成25年度に

行いました公園遊具のですね、点検調査に基づきまして危険遊具を撤去いたしました。

５つの公園に７基の遊具の設置を予定しております。具体的にはですね、平成25年10月

にですね、アンケート調査を行いまして、その中で要望の多かった滑り台、アスレチッ

ク系の遊具、コンビネーション遊具、回転遊具といったものの設置を予定してございま

す。 

  続きまして、交通公園駐車場舗装工事、こちらにつきましては、交通公園のですね、

駐車場が今現在、砂利ということで、それのですね、砂利を取り除いて上から新しく砂

利を入れて舗装をするという工事内容になってございます。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 公園の関係では５つの公園、７つの設置とあるんですが、この

公園のバランスといいますか、公園によってはよく使われる公園と、余り使われない公

園といろいろあるんですが、その辺の要求に基づいて設置を決めたのか、どのような形

で……、以前、建設二世会の方々が公園の関係の調査をやって結構分厚い資料をまとめ

ていますが、それも含めてどういうふうに各公園に遊具を設置するのか、質問いたしま

す。 

○委員長（山本裕吾委員長） 田中主査。 

○田中義朗建設課主査 ５つの公園ということで、利用の多い公園もありますし、そうで
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ない公園というのもあるんですけれども、利用の多い公園につきましては、ふれあい団

地のあそこの公園が利用が多いということで、コンビネーション遊具をちょっと大き目

の遊具ということで設置したいと考えております。 

  あと、余り利用がない公園につきましても滑り台とか、そういうアスレチック系の遊

具、そういうのを設置してバランス、あとアンケート結果、二世会の上士幌の公園とい

うそういう結果ももとにしまして、一応選定はいたしました。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、140ページから141ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、142ページから143ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、144ページから145ページまで、質疑ありますか。 

  ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 子育て支援住宅事業について、まず 初に、子育て支援住宅、

これ住宅を建設をして、それを貸し出すとかということであれば、これは建設課が担当

するというのは十分理解できるんですが、子育て支援事業で支援金を渡す形の制度、こ

れをなぜ建設課が担当するのか。本来であれば、子育て支援センターがやるというぐら

いのほうが十分ではないかなというふうに思うんですが、その辺、担当になった経緯に

ついて、これは理事者のほうなのかどうかわかんないんですけれども、その担当の経緯

について、まず答弁を願いたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 こういった支援する際にですね、特に住宅関係については、その住

宅の内容についてですね、チェックをするという当然項目が出てまいります。 

  そういう意味では、確かに子育て支援の担当者という考え方もあるんですが、結果的

に助成をするまでの申請からその内容を、建物をチェックし、確認をしてその要綱に基

づく建物として建設されているという、そういったチェック関係がどうしても出てまい

りますので、これも関係課と協議した上で、やはり専門的に見なければならない部分が

あるんで、建設課に対応していただこうということで、内部協議いたしまして決定をさ

せていただいたところでございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） どうも僕はわからないなと思ったことが幾つかあります。１
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つ、先ほどもちょっと子育て支援事業等の関係で、上士幌町内の供給度がどうなってい

るのか、そういった基本的な調査が十分できてないのではないかというような話を、こ

れは保健福祉課の中でそういった話をさせていただいた経緯があるんですが、こういう

新しい政策を打つときに、こういった事業を受けられる人たちはどういう人たちだろう

か。まず、ローンを組めるという前提が恐らく必要だと思います。上士幌の子育て、つ

まり中学生までのお子さんを持っている、その人たちはどれだけ正職員の方がいるだろ

うか。 

  これは、ある方に新聞に予算について出て、これはどういうことなんですかっていう

質問を受けたときに、子供１人に対して100万円、３人いれば300万円ですよ。さらに、

町内業者で一定の規格、その基準内容であれば50万円のプラスになりますという話をし

たときに、そういう人は役場の職員と農協の職員だけだと、こういう言い方を僕はぼっ

とされました。 

  まず、町内の中学生を持つ世帯、この中の正職員、正社員の言われる人たちと臨時で

生計を営んでいる人たちの比率というのはどのぐらいだというふうに認識をしておられ

るのか、まず。今回、こういった政策を打つということについてですね、なかなか借家

を求めて建てるまでにはなかなかいかない、こういった人たちにはどういった子育て支

援策をしようとするのか。 

  僕は、そのとき考えたのは、不公平感が残ってしまう政策ではないのか。非常に政策

としては受けがいい感じがしますけれども、その対象者の中には受けたくてもなかなか

受けられないという方がいるんではないのかというふうに考えたので、この政策、立案

に当たっての基本的な理念、子育て支援というんであれば、どうなのかということを含

めてですね、その考え方について、これ本当は子育て支援センター等も含めてですね、

答弁いただきたいという気がするんですけれども、担当が建設課で大変申しわけないん

ですけれども、そういった部分での協議というのはどういうふうに行われて、この政策

が現実化したのか。その過程やその内容について、いま一度ご答弁をお願いしたいと思

います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 副町長。 

○千葉与四郎副町長 この子育て支援についてはですね、これは先般の町政執行方針でも

町長が申し上げておりますけれども、この本町のこれからのまちづくりのあり方として、

一つの大きな施策として、この子育て支援をしていきたいということで申し上げている

というふうに思います。 

  その一つとして、この子育ての世代の方々に住宅を建設をしていただいて、非常に大
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きな支出伴いますので、それを行政が幾らかやっぱり支援することでですね、そういっ

た持ち家住宅の促進にもつなげたいと思いますし、子育て家庭の支援をしていきたいと

いうことでございます。 

  ただ一方で、佐々木委員おっしゃるようにですね、じゃどれだけの方々かなかなか大

きな支出でありますから、新築住宅を建てられるのかというようなことも当然、そうい

ったこともあろうかと思います。そういう部分については、政策のあり方としては、こ

こだけにということに当然なりませんから、住宅政策というのは広い範囲でございます

ので、そういう新築に対する支援も当然ございますし、あるいは新築までいかないけれ

ども、古くなった住宅をリフォームしたいという、そういうニーズの方もいらっしゃい

ます。また、そこまでいかない、もともと持ち家を持っていない方もたくさんいらっし

ゃいますんで、そういう方々に対しては、またどういう支援があるのかと、低所得者の

方々に対する住宅対策のあり方としては、公営住宅も含めてですね、そういった施策を

しっかり町としては組んでいかなければならないと。そういう意味では、政策そのもの

はやっぱり総合的に考えなければならないなというふうに思います。 

  ただ、町民の声として、委員おっしゃるような声が出てくる場面も確かにあるのかな

というふうに思いますけれども、その辺は行政としては、全体的にそこだけにピンポイ

ントに支援をするという意味ではなくて、あらゆる角度から住宅対策はしなきゃならな

いと、そんなふうに考えております。 

  もう一点、今現在住んでおられる方々に対する支援ということだけではなくて、これ

からぜひ上士幌町が子育て支援の町として、いろいろ政策を打つことでですね、注目浴

びて町外から子育てで住むんであれば、上士幌町が一番いいよと、そういった思いで新

たにですね、町外から上士幌町に移り住む、それも住宅を建てようとする方がですね、

上士幌町で家を建てて、そこで子育てをして、場合によっては町外に勤務をするという

ことも十分考えられるのではないかと、そんなことも含めて、いわゆる単なる子育て推

進だけではなくて町もですね、振興策としても打ち出させていただいたというのが今回

の政策の背景でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 話を聞いていて、実質持ち家政策だと、だから建設課がやる

んだというならわかるんです。キャッチフレーズとして子育て支援、これを使う。それ

がどうも正しい解釈なのかなというふうに、残念ながら思います。 

  さらに、この部分については疑念を持つ部分があります。今回、事前に委員会で協議
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があって、そのときに住宅政策という形で考えれば、農村部における後継者の次の住宅

についても、子供いる、なしは別に考えていく方向性が必要ではないかと、こういうこ

とを私はお話しさせていただきました。 

  さらに先進地事例はどうなっているのかということを実は調べさせていただきました。

角田委員のように専門の技術、考え方を持っている方は恐らくわかるんだというふうに

思いますけれども、新築の建物、あるいは中古住宅等ではなかなか難しい部分あるわけ

ですけれども、ほかのこういった持ち家住宅については、ローンに対しての金利補填で

あるとかという形で、なるべく政策が裾野の広がる形で考えていることが第一、第二に

新築という政策をやっている市町村もあります。そういうところでは、例えば新築をし

たら、子供の遊ぶスペースや床の固さであるとか、あるいは階段の角度だとか、こうい

った安全に配慮し、さらに子供部屋が設置されているというふうなことが条件になって

います。 

  そういうことは、今回全くないです。建てたうちが子供部屋もないうちでも面積平米

等があったら認めるということになるんではないのかなという心配があるんですが、そ

の辺については、どのような考え方、今まで説明されていない、そういった子育て住宅

としての配慮、安全に配慮したというふうな、そういった側面があるのかどうかも含め

てお聞きをします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 建設課長。 

○尾形昌彦建設課長 ただいまの佐々木委員の質問でございますが、まず子育て住宅とい

う限定する方法の１つとして、まず面積としてですね、80平米以上という規定を設けさ

せていただきまして、80平米もあれば夫婦と子供さん、十分過ごせるんではないかと。

単身であれば50平米もあるんですけれども、その分、80という、少し広い面積を持って

子育てをしていただきたいということで下限を設けさせていただいております。 

  あとはですね、中古住宅の場合にも同じ考えで80平米ということで設けてございます

し、もう一つ安全性ということで、耐震構造のある昭和56年以降の住宅に限って、中古

住宅は支援するという中身になってございまして、この２点についてはですね、子育て

の分を配慮した結果であるというふうに言えるかと思っております。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 先進町村ではさっきいったような子供部屋がなくて、子育て

支援にはならないだろうという、普通で言えば常識論です。そういう規定がないのはな

ぜなのか。そういうところまで十分検討したかどうかなんです、問題は。全国にはいろ

いろ子育て支援制度をやっています。それは主には保育所だとか、幼稚園だとか、上士
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幌のほうが今後、行おうとする認定こども園であるとか、あるいは学童保育であるとか、

少し年齢が上がった生徒というレベルの部分、児童の部分、こういうふうないろいろあ

ります。 

  家庭生活における子育て支援という側面でいえば、経済支援もあれば、住宅支援、業

者がつくる子育て支援用住宅、こういったものを限定している、あるいは戸建ちの住宅

についてもですね、さっき言ったように、子供が遊ぶスペースは固いフローリングでは

なくて一定指定をする仕様にする。あるいは、子供部屋は 低でこの大きさの子供部屋

を備えると。そういうことが決められた形で、実は運営されているところが大半です。 

  今のような形であれば、逆に言うと、課長にお聞きしたいんですけれども、80平米あ

れば、どれが子供部屋かわからなくても認めるということなのか、あるいは北海道は雪

が降りますし、夏も雨の日には外へ出られません。リビングなりキッチンなりに子ども

が遊べるようなところ、あるいは浴室やトイレなど、危険と思われるところについては、

子供の進入防止柵をつけるとかって、こういったことを結構事細かに規定をしてやって

いる町村というのが結構あるわけです。 

  今回、上士幌がそういう規定は全く設けなかったという理由は何でしょうか。 

○委員長（山本裕吾委員長） 尾形建設課長。 

○尾形昌彦建設課長 まず、80平米を超えれば、助成のほうは認めるかということについ

ては、そのとおり認めるという形で部屋の形とか間取りについてはですね、特に規定を

しているものはございません。 

  その理由と申しますのは、やはり上士幌でいかに子育てをしていただくかと、町内外

からですね、上士幌の地で子育てをして生活を営んでいただくということを第一義に考

えた制度ということで、庁舎内でもですね、企画建設課等の集まりの中で打ち合わせを

した中で、 終的にそういう方向に定まったという経過がございます。 

  やはり 近の若い方の建て方というのは、やはり子供部屋を何室設けるだとか、茶の

間をきちっと区分けするだとかということに限定されないやっぱり生活の仕方も 近は

あると。特に住宅の冊子なんか見ましても、非常にだだっ広いワンルームの中に寝る場

所を本当に小さくつくるだとかというですね、やはり個人の生活スタイルが非常に差異

が大きくなっているといいますか、やっぱり住み方のスタイルというのがその人方によ

って、特定のものを持っていらっしゃるという部分もございますので、そういう自由度

の尊重もですね、踏まえた中で制度を使いやすいようにするためになるべく規定を省い

たという考えを持って選定をさせていただきました。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 
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○６番（佐々木 守委員） 話については理解できますが、本来はやっぱりそういった先

進事例も十分検討して、それでも要らないというのか、子育て住宅というのをつくって、

万が一そこでこういう議論があった上で事故が起きたときにどう考えますか、担当者と

して、あり得ないことではないと思います。 

  これ以上、この話について言うつもりはないですが、やっぱりそういった検討が私は

この事業を見て、十分だったとは言えないのでないかという気がしてならないんです。

しかし、片方ではこれで思い切って住宅を建てよう、今ちょうど消費税が３％上がると

いうことで、昨年からことしにかけて、一般的には住宅の需要は少し伸びています。そ

れは他器材含めて今後３％、８％後に住宅を建てれば、非常に高い金額になってしまう

んでしないかという心配のもとにそういう動きがあります。 

  ですから、持ち家住宅政策をこういう形で打つという時期については、十分理解でき

ます。これはアピール力も非常に高いというふうに思いますけれども、本来、子供がい

ない家庭であるとか、あるいは住宅を建てるだけのなかなか厳しい収入事情にある人た

ちはどう考えるんでしょうか。 

  言うなれば、もう少しいい借家に入りたいけれども、なかなか入れないという人たち

は結局見過ごすという形になるんではないか。それで、これは要請をしたいというふう

に思いますけれども、厳しい財政状況の中ですけれども、こういった事業に乗れない人

にも何らかの子育て支援ができるように、ぜひ今後１年かけてひとつ協議をいただきた

い、検討いただきたい。 

  それからもう一点、政策を考えるときに、町民の顔をどれだけ見て考えるかというこ

とが僕は非常に大事だと思うんです。僕に言った人はですね、臨時職でなかなか厳しい

状態です、子供も多いし。そのときに、投げやりに言っていました、僕に。それは農協

職員や役場職員だけしか使えんべえって、僕は痛み感じたんです、そのことに。つまり

そういうところに目を向けられないような政策立案をするというのは、絶対まずいな。

だから、そういう人たちも救う方法を、これは議会もひとつ協力していただけると思い

ますし、考えていかなければいけない。今回、これは僕は反対をするつもりはないんで

す。こういうことは、こういう政策、新しい政策打てばね、関心も持ちますし、そのこ

とで意欲を持つ、もう新聞に出ていますから、そういうことがあるので、なかなかこう

いった実態に乗れない人たちにどういった、その手だてをするのか。 

  もう一つ、お願いします。政策を打つときには、 初からそういった厳しい人たちに

もきちっと目を向けるという政策能力や姿勢というのが必要ではないか、こういうふう

に思うんですが、その辺についても考え方があれば、この際、お聞きをしたいと思いま
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す。 

○委員長（山本裕吾委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 委員のおっしゃるとおりだというふうに思っております。 

  先般の議会の中でもお認めいただきましたけれども、子育て支援、少子化対策の夢基

金の条例を今、総文に付託になりましたけれども、そういった提案をさせていただいた

のもですね、背景にはそういった政策をですね、これからしっかり打っていきたいとい

う町長のお考えも当然ありますし、先ほど言いましたように、執行方針でも述べさせて

いただいたところでございまして、その基金もですね、十分活用する形で、今、委員お

っしゃるようにですね、広い意味で子育て支援があらゆる角度から支援ができるような、

その辺はこれから政策づくりをしてですね、また議会のほうにもご協議をさせていただ

いて、ご提案をさせていただきたいと、そんなふうに考えているところでございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） これは今回、要綱においてこの事業を進めようとしています。

さっき言ったように、新築住宅や中古住宅を購入し、この事業を受ける者がですね、そ

の子育て支援の側面で 低限、例えば小さいお子さんがいるのに浴室に立ち入り防止柵

がないとか、そういったことはですね、これは見ればわかる話です。設計専門家から言

えば、ないよりは当然あったほうがいいという声になるんではないのかなと。これは専

門家が見ないと、なかなかそういった指示というのはしにくいと思うので、これは事業

の中でですね、それなければ受けさせないという前に、そういった安全指導、それも建

築設計における子育て住宅の安全指導等についてはですね、十分やっていただくという

ことをひとつお約束をお願いをしたいと。 

  それから、もう一つ考えていただきたいのは、俺、去年建ててしまったもんなという

話も実はあるんです。その人たちは何にもないんです。頑張って苦しい中で建てていま

す。１年待てば少し楽だったかなと、こういう人にはどうするのか。不公平感は、その

人は非常に感じると思います。 

  行政はその公正、公平というのは、政策を遂行する上での基軸だというふうに思いま

す。そういう部分でも、この政策はなかなか応えていない。これが３年も前から、そう

いう考えのもとに検討していますというふうなことを町民に言って、さらに町民の声も

吸い上げていれば、待つ人もいるだろうし、いや待てないって建てる人もいるだろうと

思います。でも、そのことは納得の上にという話になるんではないでしょうか。 

  スピード感を持って政策を進めたいということについては、十分理解をしますけれど

も、１つはそういった問題が起きる政策については、やっぱり住民に十分周知をすると
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いうことが必要だというふうに思います。 

  それから 後に、今回予算が出ていますけれども、この予算を超える希望があったと

きにはどうするのか。抽せんでこの希望戸数にというか、想定戸数を持っていて、それ

でおさめるというのか。いや希望者にはどんどん補正をしてでも対応していくという考

えなのか、この辺についてもお伺いをしておきます。 

○委員長（山本裕吾委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 どんな場合も出てくるんですけれども、新たな政策を打ちますとで

すね、当然、委員おっしゃるように、どこかに基準の日を設けますので、それ以前、そ

れ以降というですね、これはどうしても発生をするという現実がございます。この辺は

過去にもいろいろな政策があってですね、少し時期をおくらせればとかということも実

際にあったものも、ほかにもあろうかと思いますけれども、その辺はどうしてもなかな

か、じゃどこまでさかのぼれるのかという議論になりますと、非常に難しい問題ござい

まして、この要綱つくる中でもですね、内部的にはいろいろな議論はさせていただきま

した。 

  実際に今現在、建設をさせている方々がいつごろじゃ入居されるのかとかですね、そ

んなことも若干、私のほうもどうなんだということで現状把握をさせていただいたとこ

ろがございます。そういう意味では、なかなかどういう形で救うのかというのは非常に

難しい問題だなということは、そこでも実は議論になったことも事実でございます。 

  今回の要綱の中では、特にいわゆる建設前の申請ではなくて、建設後、なおかつ入居

後に申請をいただくと、なおかつ１年間の猶予期間を設けております。そういう意味で

は、それをしてももちろん該当されない方も実際出てきてしまうんですが、できるだけ

拾う方法としてどこまでやれるかということの議論を重ねた中で、今言ったように入居

が４月１日以降であれば、該当させることにしようと。なおかつ１年間の猶予期間があ

れば、例えば入居時には、妊娠されているとかですね、あるいは子供はいないけれども、

その後出産をされるということもありますから、そういう方も救えるんじゃないかとい

うようなことで、私どもで考えられる範囲でですね、そういった幾つかの事例も考慮し

ながら、できるだけこの支援策が受けられるような、そういう配慮をできるだけ可能な

範囲でやろうということでは配慮をさせていただいたところでございますけれども、そ

ういう意味ではなかなか全ての方を当然納得させることは難しいかと思いますけれども、

できる範囲でそういった期間を設けてですね、配慮をさせていただいたという状況でご

ざいます。 

○６番（佐々木 守委員） 安全に対する指導はやる気ありますか。 
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○委員長（山本裕吾委員長） 尾形建設課長。 

○尾形昌彦建設課長 担当課としてですね、申請時には平面図等を出していただきますが、

この制度の要綱の中身としては、やはりでき上がってから申請いただくというような形

になっておりまして、建築前にですね、指導できる範囲というのは非常に限られた要綱

の内容になってございます。 

  もし情報がありまして、どういうふうに安全対策を立てたらいいかというようなご相

談があれば、当然ですね、今の業務の範囲内でお答えなり、指導なり、調査なりをさせ

ていただきたいというふうに考えております。 

○委員長（山本裕吾委員長） 副町長。 

○千葉与四郎副町長 答弁漏れがございまして、申しわけございませんでした。 

  今、この予算の範囲内超えるような申請があったときにどうするかというようなお話

でございましたけれども、基本的には予算の範囲内でやるということではなくて、ある

程度事前に建築確認申請等々で把握できる分がございますので、もし予算を上回るよう

なことが予想される場合については、補正をさせていただいて、申請される方々につい

ては要件を満たせばですね、それぞれご支援をさせていただくという形で考えていると

ころでございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに。 

  ７番、角田久和委員。 

○７番（角田久和委員） 今、佐々木委員が丁寧に説明されていましたけれども、じゃ、

子育てのための住宅設計、それはやはりどこかで何かの線引きは必要かと思います。せ

っかく子育てという名前をつけたですね、住宅の補助やるわけですから、例えば、 近

でしたら、問題になっているのがブラインドのひもでですね、小さいお子さんが首絞め

ちゃうと、だから、ブラインドの上に上げておかないといけないよと。今、こういった

事故をもとにですね、そういったいろいろな話も出ています。ですから、それは要綱で

まとめるのか、あるいは上士幌のそういう補助を使うんだったら、こういうところに気

をつけてくださいよと。それは町としても親切なやり方だと思うんですよね。 

  単に面積で区分けするとかいうんじゃなくて、それだったらせっかく子育て住宅をつ

くってもらうんだったら、こういう住宅を、それは全体の機能もありますし、それと今

の細かい部分もありますし、それはそれでそうやった補助金を出すんだったら、よりよ

い子育てをしやすいような指針をですね、やはりつくっておくべきだと。 

  今、佐々木委員と行政とのやりとりを感じてですね、やはりそれは受け付けた段階で

かなりのですね、指導力を持ってですね、補助金の対象者にですね、お願いするという
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ことはですね、必要かなと。それが１つのですね、上士幌オリジナルになると思います

んで、それは補助金を使う方にもメリットあることですし、補助金を交付する上士幌町

にとってもですね、必要なことじゃないかなと思いますんで、やはりそこもぜひですね、

検討に加えていただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ５番、渡部委員。 

○５番（渡部信一委員） 私も佐々木委員、角田委員と重複するという、そういう話では

ないんですけれども、答弁の中で副町長は、子育て夢基金、そういったものも創設して、

広い範囲で子育て、あるいは住宅ですか、移住、定住、あるいはそういったものを考え

ていくということで検討する旨の答弁をしたわけですけれども、ぜひとも現実問題とし

て、こういう例もあるわけでね、先ほどのこれは課が２つも３つも、建設、あるいは先

ほどの農業従事者、あるいは商工観光の移住、定住にも、全てつながるんですけれども、

例えば先ほど、ここ農林課ではないんですけれども、上士幌の農業生産というのは、農

業労働者というか、そういった従事してくれるそういった人たちに支えられて、一定の

人口減に歯どめかけている、あるいは農業総生産が上がっていくというふうなことで、

しからば、移住してくる人たちの賃金たるものどのぐらいなのか。それは幅があるでし

ょうけれども、中には子供３人いて、夫婦で北海道の時間当たりの 低賃金というのか

な、それしかいただいていないような、そういった従業員がいるわけで、そういった中

で、たまたま自分が集合住宅を２軒ほど持っていて、そういう中で何とか家を貸してく

れないかといった中で、例えば10年も15年も上げていた中ではね、貸してくれったって、

まさかある程度水道だとか、あるいは風呂だとか、そういったものを整備してやらなき

ゃ、貸せるに貸せないわけなんですね。 

  そういう中で、当時の企画に行って、決して大家になって住宅で一もうけしようなん

て一つもないわけで、困っている中で、何とか 低の補修ぐらいして貸してやらないと、

大変だみたいなことで行ったら、いやそれは個人の経済の問題でしょうというふうなこ

とで軽く一蹴されて、そんなもんかなと思いながらいたんですけれども、そういう中で

たまたま、またことしの３月の末ぐらいにですね、これはコンシェルジュのほうから、

ＪＩＣＡ国際協力機構、そこへ勤めていた家族という子供、小学生以下３人いて、上士

幌へ来て牧場に勤めたいと、そういう中で、もう一軒の私が持っている中古住宅という

か、そういったものを何とか貸してくれないかというようなことで、ご存じのように賃

貸住宅だとか、あるいは今の子育て住宅だとか、そういう中で子育て住宅の新しい条例

をつくって、住宅に補助していくということはあれになるわけですが、同じ子育てでも
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佐々木委員、先ほど言われたようにね、どの程度そこの牧場から給料いただくのかわか

らないけれども、今の町で建てている賃貸住宅ですか、それぞれやっている。その中に

なかなかやっぱり高くて入れないというような、そういう実態なわけなんです。 

  だから、そういう中に幾らかでも、同じ子育てでも３人もほかから入ってきて、同じ

ような形の中で建てれればいいんですけれども、あるいは中古住宅でも買えればいいん

ですけれども、そういったことも含めて、何らかの広い意味で補助なり、省令なりね、

あわせて考えていただきたいなと思うわけです。それはこの末に入ってくる、その家族

と申しますか、移住してくる家族のそういったものには間に合わないんですけれども、

そういったものはかなりあるというふうに、私は押さえているわけですね。 

  だから、そんなこと含めて移住、定住、そしてコンシェルジュがいろいろな形の中で

募集したり、あるいはお世話しているわけですけれども、実際問題としてここへ入って

くるにしても、なかなかそういった合致するような、そういう住むところがないという

のが実態なわけで、そんなこと含めて幾らかでも入るに当たって、整備するに当たって、

幾らか窓がもとの古いサッシならもう少し暖かいものにするのも必要ですし、あるいは

トイレの改修だとか、風呂だとかいろいろあると思うんですよね。 

  だから、そんなことまともに整備して貸したらとんでもない、また家賃取らなきゃ間

に合わない話だし、だからそういったやっぱりはざまというか、そういったことも十分

目に入れていただいて、十分検討していただきたいんです。佐々木委員の答弁に対して、

そういった例もあるというふうなことで、あわせて要望なり、そのことについて考え方

があったら、この際、答弁いただきたい。 

○委員長（山本裕吾委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 そういった実態があることについては、何回かお話も聞かせていた

だいておりますので、承知をしているという状況でございます。 

  ただ、先ほど渡部委員が職員のところに行ったときにですね、経済の問題だというよ

うなことでお話しされたということですが、いわゆる単純に民間の貸家の修繕に町が支

援をするというのはなかなかこれは難しい部分があるんですが、ただ、全体的な各全国

の町村のいろいろな事例を見ますと、そういった民間のいわゆる貸家ではないんだけれ

ども、空き家になっている住宅をですね、例えば町が借り上げて修繕をしてそういった

移住、定住のですね、そういった住宅として活用すると、そんな事例も実際には結構出

てきているようなところがございますので、今、ご指摘のあった部分についてはですね、

これからの同じ住宅対策としての政策課題として取り上げさせていただいて検討をさせ

ていただきたいなというふうに思いますので、よろしくご理解をお願いしたいと思いま
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す。 

○委員長（山本裕吾委員長） ３番、山本弘一委員。 

○３番（山本弘一委員） 同じく子育て支援住宅ですけれども、この１人に対して100万

円、町内使えば50万円と、業者ですね、ということですね。問題は、私も相談されたこ

とあるんですけれども、現時点では子供が１人生まれましたと、２人だったら200万円

ですよ、３人だったら300万といってもですね、これから先の話で夫婦の話なんですよ

ね。申し込むなら、現時点で１人だということで、例えば２人目を想定して、副町長は

１年以内はというけれども、１年以内を待って住宅のためにということも、なかなか仕

事の関係とかさまざまあるんですよ。 

  そこで、近くに親あたりがいれば、面倒見てもらうということもあるんですけれども、

やはり一般的に農家の子息だとかサラリーマン含めてですね、単独で育てるということ

になっちゃうと、やはり１人育てるのも大変な苦労だとか、パートに出とった奥さんも

多分それをやめなければならないという状況が出てくると思うんですよ。やっぱりそう

なると、旦那の収入だけということになってくると、なかなか住宅を建てて子育てに当

たっても、子ども手当も出ているわけですけれども、非常に厳しい、佐々木委員なり渡

部委員申し上げたように、高額な報酬があるんであればいいけれども、やっぱり低収入

の場合は非常に住宅建設まではという、二の足を踏んでしまう。 

  要は言ってみれば、80平米って言っておりますから、大体坪数に直すと25坪以上です

よということになるかなと。１人だったら100万円、25坪に大体今、50万から60万ぐら

い、平均してかかるんじゃないかと思うんですね。ちっちゃくても風呂、トイレだとか

玄関というのは固定的なものであってですね、あとは問題は私が言いたいことは、やっ

ぱりもう一人ぐらい、今の時代ですから、勉強部屋ですとか、ワンフロアーで仕切って

机を２つぐらい置きたいとか、夫婦それぞれでございますけれども、せっかくの子育て

支援ということであればですね、将来を見込んだような住宅の建て方をしたい。イコー

ル、少なくても100坪ぐらいは想定すれば、２人ぐらい何とかなるのかなということが

考えられるわけですよ。100坪じゃなくて、大体30坪から40坪ですね、ちょっと平米数

を間違いましたけれども。 

（「100平米……」の声） 

○３番（山本弘一委員） ちょっと間違ったんだけれども、そういうことで、２人ぐらい

ということになると、大体30から40坪ぐらいかな。そうすると、大体2,000万前後ぐら

いの住宅の価格になるということは、50万だってもう想定されるわけです。 

  だから、１人生まれた後、部屋数を１つふやすかどうかというぐらいの話ですから、
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トイレ、風呂だとか、玄関というのは、居間だとかキッチンは小さくても大きくてもあ

ると思うんですから、この１人100万というよりも、まずもって１人をもうちょっと多

目にして、これは多目にして、そして２人目にはちょっとこのぐらいにしていかないと、

２人目は欲しいんだけど、今はできない。仕事もということになると、もうちょっとや

っぱり家を１戸建てるということに限定を置いた場合ですね、やっぱり１人できたら、

１戸に対して何ぼと、２人目からこのぐらいということにしてやらないと、家のために

１年待つだとか、そういう形にならないように、また子供を育てることも一生懸命夫婦

でやってもらうということになれば、住宅というのは２人の１部屋余分につくっても、

そんなに大きく上がらないし、その辺の平均の若い夫婦の大体20代から30代で子育てが

終わった人の人数を換算した場合、どのぐらいの住宅平米が必要か。そうすると、２人

であれば、２人ぐらいのものに対しての基準的なものがあるんじゃないかな。 

  建ててしまった家建ったら、１人で申し込んで今、建ててしまいましたよと。再来年

生まれましたというのは、これに当てはまらない理屈になるんですよね。先ほど佐々木

委員が言ったように、じゃ今まで３人いた人は平等性に欠けるんじゃないかということ

になるんで、その辺も含めた中でもうちょっと、今すぐということではなくても、やっ

ぱりそういうことも考えた中で、子育て支援を十分にやってもらうという考えで、私は

そう考えるんですが、いかがなものでしょうか。 

○委員長（山本裕吾委員長） 副町長。 

○千葉与四郎副町長 いろいろなですね、新しい制度でございますので、それぞれ皆さん

の思いがあってですね、ご意見をいただいているのかなというふうに思っています。 

  今の山本委員のお話では、例えば第１子の場合、１人目の場合は100万円ということ

ではなくて、それ以上の支援をして２人目から少し少なくするという方法もあるんじゃ

ないかなというふうなご提案なのかなというふうに思いますけれども、なかなかこの辺

の非常に難しいところでですね、私もいろいろな議論はさせていただいたんですけれど

も、先般ご説明をさせていただきましたけれども、当面、この内容でですね、スタート

をさせていただいてですね、確かにそのスタートすることによっていろいろなことがま

た見えてくるものもございますので、その辺はスタート後にいろいろなまた実際に利用

される方々、あるいはこれから利用したい方々のニーズなんかもですね、見えてまいり

ましたら、場合によっては、そういう要綱の内容をですね、変えるということも考えな

ければならないかと思いますが、ただなかなか途中でまた数字を入れかえるということ

は、またその後の不公平感ということが生まれてまいりますので、非常に難しい問題だ

と思いますけれども、いろいろなそういったニーズがあるということについてはですね、
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十分私どもも承知をさせていただいて、当面はこの中でですね、進めさせていただけな

いものかなと、そんなふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

（「別なことで１点」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 住生活基本計画策定事業、これは上士幌における住生活、俺、

住宅のことだというふうに思うんですけれども、どういう基本計画を立てるのか、ご説

明をお願いします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 山崎主査。 

○山崎浩司建設課主査 今の質問にお答えします。 

  まず、住生活基本計画なんですけれども、公営住宅以外、上士幌町の民間住宅も含め

た住宅全般の計画となります。 

  計画の内容についてはですね、町内における住宅政策の課題を整理して、今後の住宅

政策の目標、推進方法を定めて、具体的な住宅施策を推進するための方策を検討する計

画となってございます。 

  以上でございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） 佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） この子育て支援住宅は、そうしたらそこから外すということ

ですね。ちょっと不思議に思いませんか、やっている本人も。 

○委員長（山本裕吾委員長） 暫時休憩します。 

（午後 ４時２４分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 会議を再開いたします。 

（午後 ４時２６分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 山崎主査。 

○山崎浩司建設課主査 すみません。説明不足でした。 

  住生活基本計画等、等ということで、住生活の計画のほかにですね、公営住宅の長寿

命化計画もあわせてこの計画の中で進めていきます。この中でですね、高齢者だとか、

あと子育ての世帯の方の住宅対策もですね、あわせて検討していく計画となります。 

  以上でございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） そうすると、基本計画がまだできていないうちにこの事業で



－94－ 

先に進んでしまうという不合理性が出るんですよ。ただ、緊急性がある。非常に町民に

ある主のインパクトを与える。関心を持ってもらえる政策だということについては、僕

も理解します。ですから、このことに反対するつもりは、先ほど言ったようにありませ

ん。 

  しかし、先ほど議論させていただいた、それから外れる人たちはどう思うか。つまり

一番目を向けなければならない、その人たちにも納得してもらう、あるいは賃貸住宅に

入っていても、幾分かの支援をして安い経済負担で住宅料を賄える、こういうことをど

こかで考えなければいけないんです。 

  も基本に考えなければいけないのは、臨時職員の人には銀行ローンを組まないんで

すよ。当然知っている話だと思うんですよ。正職員ならローンは組んでくれるんですけ

れども、あす、解雇の予定があるかもしれないという人にはローンを基本的には組みま

せん。実際は皆さん頑張って、臨時職員という立場であってもですね、同様の仕事を続

けられる方が大変多いんですけれども、そういう人たちに目を向けたかということを言

いたいんですよ。 

  そういうことに目を向けることが政策立案の基軸であってほしいと僕は思っているん

ですよ。ですから、お聞きするんですけれども、そういった不合理性があるということ

については理解しました。 

  先ほど言ったように、この計画の中で１つは公営住宅の長寿命化計画、これも非常に

住宅政策としては、今ああいう低価格の住宅を求めている人も非常に多い。ただ、余り

に粗悪という、そういう指摘もあります。さらに、これは１つ、この計画を立てる上で

検討してほしいんですけれども、今、民間の住宅の借家については、 低限の家具であ

るとか、あるいはインターネット取り出し口であるとか、あるいはテレビの受信施設で

あるとかと、こういうものは整備されています。 

  だから、披露しておきますけれども、僕も農業従業員を何回かというか、過去10年ぐ

らいずっとあれしていますけれども、募集のときに、僕は今までそういうところに入っ

ていたから、今さら買いそろえて、そういった住宅に入れないので、悪いけれども、断

りますというふうに求人を断れられたことがあります。これは僕だけではないというふ

うに思うんですね。 

  そういった現実を踏まえた形で、この計画を早急に、これは１年間でできるんだと

思うんですが、１つ心配なのは、委託して業者が簡単につくっちゃうのかなという心

配もするんですが、そういった徹底した住民の意見を踏まえ、あるいは関係団体の意

見を踏まえて、この計画をつくってですね、先ほどお話をして漏れたと思える部分に
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同等の住宅施策をぜひしてほしいと思うんですが、その辺についての考え方をお聞き

したいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 建設課長。 

○尾形昌彦建設課長 この住生活基本計画というのは、町内全体の住宅のあり方を検討し

ていくということで、大枠としてはフレームとして、どのぐらいの戸数が将来にわたっ

てどのような形で必要になるのかという大枠を決める内容というふうに今、認識してお

ります。 

  そのほかに公営住宅の長寿命化計画につきましては、この住生活基本計画とセットと

いうふうにお考えいただきたいと思うんですけれども、この２つがあって、今後ですね、

公営住宅の建てかえ等の計画の前提条件になるというふうにも認識しておりまして、そ

ちらを建ててですね、公営住宅、低所得者対策も家の住宅の政策についても検討を進め

ていきたいというふうに考えているところでございます。 

  なお、今、佐々木委員の言われました家具セット、生活必需品のセットつきの住宅と

いうのはですね、この計画の中では直接うたうというのは、ちょっと内容的には厳しい

内容なのかなというふうには認識してございますけれども、今後、住宅のあり方につい

てですね、公営住宅でいけば、どこまでできるのかということもありますし、さらに制

度を飛び越えてですね、別の手法で民間の方にそういう提供をしていただくとか、そう

いった今後のですね、課題もあるかというふうに認識しておりますので、それは今後の

課題ということで、ご理解をいただきたいなというふうに考えてございます。 

○６番（佐々木 守委員） １年間ですか、期間。 

○尾形昌彦建設課長 期間は１年間でございます。１年間で交付金事業で実施する予定で

ございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに。 

  ５番、渡部委員。 

○５番（渡部信一委員） 今のこの事業の委託料でどこかに委託すると思うんですけれど

も、どういったところに委託するんですか、この事業。 

○委員長（山本裕吾委員長） 建設課長。 

○尾形昌彦建設課長 こちらの計画につきましても、競争入札になるというふうに考えて

おりますので、競争入札の発注につきましては総務課が窓口というふうになるんですけ

れども、過去の事例といいますか、道内各町村、ほとんどこの計画立ててございまして、

実態としては建築系のその中でも、計画系の業務をこなす設計事務所が主に受けてござ

います。 
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○委員長（山本裕吾委員長） ほかに144ページから145ページございませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、146ページから147ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、148ページから149ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 暫時休憩いたします。 

（午後 ４時３２分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後 ４時３４分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 148ページから149ページまで、ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、150ページから151ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、152ページから153ページまで、質疑ありますか。 

  ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 水泳プールの管理運営経費について質問いたします。 

  前年に比べて若干ふえていますが、管理費の増と、それから午前開放の予定について

質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育委員会主査 水泳のプールの管理経費の予算の増については、需用費の増

額が大きな要因であります。燃料費の高騰や施設修繕、あと機器修繕の予算の計上をし

ております。施設修繕では、プールの水槽内の排水溝のグレーチングの交換、機器修繕

では時計の修理やプールのろ過する装置のヘアキャッチャーという機械が老朽したため

交換予算を計上しております。 

  また、プールの午前中の開放の予定でございますが、今年度も１週間試験的に実施し

ましたが、来年度については２週間実施することで計画をしております。 

  以上であります。 

○委員長（山本裕吾委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） プールの監視業務については、逆に……、それもちょっとふえ
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ていますが、２週間ふえた分でふえるのか。それと25年度は夏休みに入りましてから１

週間だけといいますか、試験的にやりました。多分そのときにはもうとっても寒い時期

だったものですから、利用人数は余りなかったというふうな情報もありますが、時期的

にいつなのかと、それと周知をきちんとしないと、学校に行っている方は学校を通じて

くると思うんですが、保育所関係、就学時前の方々の子供については、学校行っていま

せんので、周知がなかなか不十分だったと思うんですよ。その点について、どのように

するのか、質問いたします。 

  それと、できれば土・日というか、平日じゃない土曜日の午前中開けるとか、できる

だけ来てもらう方法考えないと、開けましたっていっても、来てもらう方法考えないと、

なかなか私がいつも言うのは、学校に入ってからプール指導されても、子供たちは顔に

水つけられないと一斉指導できませんので、幼児期のうちにやっぱりプールに入って、

顔がちゃんと水につけれるということのための教育的な効果も含めて宣伝しないと、な

かなか開きましたから、どうぞというわけにはならないと思います。その点を含めて徹

底しながら、午前開放をしてほしいなと思っていますが、答弁をお願いいたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育委員会主査 周知の方法につきましては、この間ちょっと若干反省すべき

点がございましたので、学校だけでなく保育所、あと一般町民に周知についても事前に

早く広報等で周知を行いたいと考えております。 

  あと幼児期の利用の促進につきまして、社会体育の事業のちょっと絡みもありますし、

あと保育所の絡みもありますので、その辺は今後ちょっと検討課題とさせていただきた

いと思います。 

  以上であります。 

○委員長（山本裕吾委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 開く時期についてなんですけれども、休みに入ってから２週間

なのか、それと答弁漏れもありましたんで……。 

○委員長（山本裕吾委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育委員会主査 申しわけございません。答弁漏れいたしました。 

  開く時期については、内部検討いたしますが、やっぱり夏休み中の時期が一番適当か

と思います。夏休み始まって、やっぱりすぐの時期が一番適当じゃないかと今、考えて

おります。その辺はちょっと学校等とも話し合いながら、保育所のほうにも話し合いな

がら、ちょっと検討を進めていきたいと考えております。 

  以上であります。 
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○委員長（山本裕吾委員長） ほかにございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、154ページから155ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、156ページから157ページまで、質疑ありますか。 

  ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） だんだん暗くなって、字がちょっと見づらくなってきて、該当

しているかどうかちょっと心配なので、学校教育推進協議会の補助金について質問した

いと思います。 

  若干ふえております。この内容についてと、それから芸術鑑賞会分の今まで40万予算

化して、小・中で15万、25万って分けて使っています。その点について、芸術鑑賞会費

分のお金はどれぐらい組まれているのか、質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育委員会主査 学校教育推進協議会の補助金のほうの予算の件でございます

が、今年度、補助金141万8,000円のうち、芸術鑑賞会費として計上している予算は77万

4,000円でございます。例年40万円でございますので、37万4,000円の増であります。残

りは消費税増額分の増になっております。芸術鑑賞会につきましては、今回ですね、町

の芸術鑑賞会のほうで札幌交響楽団による一般町民向けの公演会を計画されているとい

うことでお聞きしております。本町に札幌交響楽団のオーケストラが来るということは、

数十年ぶりの貴重な機会でありますので、子供たちに貴重な音楽演奏を聞かせる機会を

設けようということで、学校教育推進協議会の予算を増額し、一般町民向け演奏会の翌

日にジュニアクラシックコンサートということで、小・中学生を対象に芸術鑑賞を計画

しているところであります。 

  以上であります。 

○委員長（山本裕吾委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 26年度につきましては、30万ふえて大規模な公演活動があると、

過去には100万円つけてもらって、これと別につけてもらっていっこく堂さん呼んだこ

ともありました。そのように安いから悪いとか、高いからどうのこうのじゃなくて、大

きい金額があると、それなりのものも選ぶ余地があると。子供たちはやっぱりいっこく

堂さんのときには物すごく喜んでくれまして、多分一生心に残るんだと思うんですよ。

今回は札響の方がフルメンバーで来るんだと思うんですが、それも一生心に残るものだ

と思うんですよ。 
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  それで、たまたま今回は26年度だけのことなのか、これからも予算が70万組まれるの

かどうか、質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育委員会主査 山本委員の質問にお答えいたします。 

  芸術鑑賞会の予算については、やはりちょっと劇団ですとか、そういったもので委託

していましても、金額のばらつきがございます。しかしですね、内容を充実したものを

選択していかないとということもありますので、学校教育推進協議会の先生方の中でい

ろいろ検討してコスト低減には努力いただいているところであります。 

  当然、確かに山本委員がおっしゃるように予算を大きくすれば選択肢が広がることは

もちろんではありますが、現時点で予算が少ないからそういったクオリティーの低いも

のは呼べないという状況でもございませんので、当面は予算のめり張りをつけて対応し

たいと考えおります。 

  以上であります。 

○委員長（山本裕吾委員長） ８番、山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） 私ももう二十数年以上かかわってきていますので、結構金額的

には40万、50万がざらざらで25万、15万というのは本当に小編成のメンバーしか呼べな

いんじゃないかと私は思っています。 

  それで、先ほど子育て支援の関係、大変議論になっていました。私も常日ごろ考えて

ずっと取り組んできましたが、やっぱり文化というのはなかなか大事な問題なんですが、

各町村での取り組みを、私、上士幌町物すごく私は評価しています。学校の公演につい

ても、他町村では自分の要するにお金を取ってみているところもありますので、保護者

負担があって、この町としては保護者負担なしで40万なり、今回70万、芸術鑑賞会含め

てやるというのは、私は評価しているんですが、それはやっぱり町の政策として子育て

を支援する政策の心の問題として、やはり重要視してほしいなと思っています。 

  ですから、金額が40万だからいい、20万だからとか、そういうのじゃなくて、私、取

り組んできた中では本当に50万というのは、大体平均的なものですね、ちょっと呼ぶと。

それは、多分学校に行くと結構、 初から安くしちゃうというかね、呼ぶためになかな

か学校公演は高いとなかなか採択されないということありまして、結構半額で提供した

り、そういう例も聞いています。その点含めて、これから次年度以降、26年度について

はわかりましたが、次年度以降についても、ぜひ検討してほしいなと思って質問させて

もらいました。 

  答弁、よろしくお願いいたします。 
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○委員長（山本裕吾委員長） 石王教育次長。 

○石王良郎教育委員会次長 27年度以降の取り組みをどうするかということでありますが、

今、たしかおっしゃったとおり、子供たちの心の問題として、町の政策として金額的な

部分というのも、やっぱりいいものを呼ぶためには、それなりの一定程度のお金かかる

というのもそのとおりだと思いますし、なかなか15万で本当にどうなのかという部分も

現場の先生方の声も率直に聞いているところでありますけれども、今の段階で27年度ど

うするという話はできませんけれども、今後、きょういただいたご意見をもとにですね、

改めてまた考えていく中でどうするか、検討させていただきたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかにございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、158ページから159ページまで、質疑ありますか。 

  ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） すみません、157ページのところで、学校図書費整備事業の中

で、10万ほど減額になっておりますが、この理由について質問いたします。 

  ずっと増額してもらいまして50万、50万4,000円でずっと来ているんですが、何でこ

こで減ったのか、ちょっと不思議に思っていますが、質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育委員会主査 学校等図書整備の小学校の分ですが、平成26年度は上士幌小

学校へ統合される北居辺小学校分の図書費の減少ということなので、今までの既存の予

算のベースは確保している状況であります。 

  以上であります。 

○委員長（山本裕吾委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 学校が減ると減るというのがよくわからないんですが、例えば

機械的に50万の予算を多分割り振りしているんだと思うんですが、統廃合で来たときに、

子供そこふえますよね。そのときに図書の要するに達成率からいったら、それほどふえ

ていないと思うんですよ。私は達成率に考えてどうなのかと考えたら、子供の数はふえ

ているし、学校に配分するのが学校の単位数でいえば減ったから機械的に減らすという

のは、何かどうかなと思います。その点について、従来どおり50万4,000円出すべきで、

むしろ足りないと私は思うんですが、その点について質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育委員会主査 やっぱり北居辺小学校の図書もありますので、その部分は残

った４校に配分して図書の蔵書の増加の整備を図っていきますので、その部分のやっぱ
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り増加が見込めるということで、予算についてはちょっとそういうような対応をさせて

いただいたところであります。 

  以上であります。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに、158ページから159ページございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、160ページから161ページまで、質疑ありますか。 

  ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 言葉の教室の運営経費負担金、これが減っていますが、この理

由について質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育委員会主査 158ページの言葉の負担金ですね。 

  言葉の負担金の減額につきましては、これにつきましては、言葉の発音や言い間違い

があるお子さんが士幌町にある言葉の教室を利用できるように、本町が運営経費の一部

を負担することに対応しているものであります。 

  負担金の算定については、運営費を言葉の教室に通っている人数や言語講座を受けた

人数をもとに、本町と士幌町で人数案分をして算出しているところであります。 

  近年ですね、言語通室していたお子さんが卒業したり、言語通室の相談の完了などで

言葉の教室へ通室しているお子さんの人数が減少していることから、負担金の金額が減

少しているところであります。 

  以上であります。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに160ページから……。 

  ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 中学グラウンド照明設置事業についてお伺いをします。 

  これについてはですね、中学校のグラウンドに照明をつけるという話ですから、さほ

ど難しい話じゃないんですけれども、問題は現在あるソフトボール場の照明については、

撤去するという方向になります。撤去すると、今まで使っていた人たちは、今度、中学

校のグラウンドに移行していけるのかどうか。従来は、町民グラウンドという形であれ

ば、どういう形でも使用ができるけれども、教育施設の中のグラウンドの使用というこ

とについてはですね、防犯灯の面からも従来の管理方式ではなかなかいかないのかなと

いう気もするんですが、その辺の考え方や運用方法、それから、これ事業はいつごろま

でに工事完了するのかということ等も含めて、この際、総合的にご説明をお願いします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 大塚主査。 
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○大塚利晃教育委員会主査 まず、利用の方法ですが、従来、ソフトボール場につきまし

ては、一般町民の方含めてですね、利用をしているところでして、利用については照明

の電源のほう、設置している小屋のほうに電源装置がございますので、そこの鍵を開け

閉めをして、帰りには電源を落としてもらうという形の管理、そしてあわせて台帳で利

用の時間帯、記載、その辺を含めて台帳管理もしているところです。 

  今回の施設の利用につきましては、同じような形で利用を考えているところでして、

鍵につきましては、ソフトボール協会のほうが事業で行っているケースが多々あります

んで、その部分につきましては、事業実施期間中の利用につきましては、ソフトボール

協会のほうに電源含めた鍵の貸し出しをしたいと考えております。 

  そのほかで利用をするという個々での利用とか、ほかの団体の利用につきましては、

鍵の借用については教育委員会のほうに来ていただいて、電源を入れてもらうと。翌日、

鍵の返却をしていただくという形を今、考えているところです。 

  あわせまして、工事のほうなんですけれども、今、現状、国の学校施設環境改善交付

金事業のほうも申請を進めているところでございまして、26年度の事業でのれるかどう

かわからないんですが、その辺の補助事業も含めた中で計画をしていきたいと考えてお

ります。 

  その工事を申請するに当たりまして、交付の決定をいただく期間がですね、６月の中

ぐらいにその辺の決定事項が決まるということで、道のほうから話はいただいていると

ころでございます。そこまでですね、決定が来ない限りですね、工事のほうは事前着工

もできない状況になりますんで、早くて６月の中ぐらいに工事契約を結びまして、工事

を進めることになるのかなと、今考えているところです。 

  事前に工事の仮契約のほうは進めれるということになっておりますんで、26年度早々

に入札含めた工事の契約をいたしまして、設置に当たりましては、電柱等の準備、その

辺の備品の確保等時間を要するものですから、その辺も含めた中で工事を進めていきた

いと思っております。 

  工事の完成なんですが、早くて８月の末ぐらいですね。そして状況はまだ確認はして

いないんですが、２カ月ないし３カ月ぐらいの時間は必要じゃないかということで、町

内の電気工事屋さんからは情報をいただいているところなんですが、その辺はまだちょ

っと確定はしておりませんので、今のところ、そういう状況で考えているところです。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに160ページから161ページございますか。 

（「なし」の声） 
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○委員長（山本裕吾委員長） 次に、162ページから163ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、164ページから165ページまで、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、166ページから167ページまで、質疑ありますか。 

  ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） コミュニティスクール事業について質問いたします。 

  委員会等で資料もらっていますので、事業概要は大体把握しているんですが、大きな

目玉として地域でつくる学校づくりと、それとそれから、幼、小、中、高の一貫教育を

進めると。いろいろまだありますが、大きくそうだと思うんですが、これはどんなふう

に進むのかなというのは、私にも全然先が見えなくて、そのものについては反対するも

のではないんですが、今年度の事業について、予算173万ほどありますが、どのような

ことを今年度行うか、質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 教育長。 

○馬場久男教育委員会教育長 コミュニティスクールにつきましては、地域の子供たちは

地域で育てるということを基本に、幼稚園から小学校、中学校、高校までしっかりと連

携した形で進めていきたいということで考えています。 

  具体的には新年度、この後、学校ですとか、それぞれの学校のＰＴＡの皆さんに説明

をして理解をしていただいて、また町民の方にも広報等、あるいはチラシか何かでしっ

かりと、こういった事業を進めるということは周知しながら、教育ビジョン策定委員会

というのを立ち上げていきたいというふうに考えています。 

  この教育ビジョンの策定委員会については、平成26年度、できれば半年ぐらいでビジ

ョンをつくりたいんですが、これは今後10年間を見据えた教育ビジョンということで検

討していきたいというふうに考えています。この策定委員会については、各教育の関係

団体、機関の皆さんに入っていただいて、しっかりと論議をしてつくっていきたいなと

いうことで考えています。 

  この辺が上士幌の子育て教育のまちづくりというのにしっかりとつなげていきたいと

いうふうに思っていますし、また主な部分ではキャリア教育ということで、この辺を中

心に進めていきたいというふうに思っていますが、本当に子供たちが社会に出たときに

しっかりと生きる力を身につけていただきたいと、そういった子育てをしていきたいと

いうことで基本的に考えております。 

  以上です。 
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○委員長（山本裕吾委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 根本的には賛同できる点もあるんですが、幼、中、高一貫した

教育ということが物すごく教育的な観点が強過ぎるように私は思いまして、幼児教育は

幼児教育の役割がありますし、小学校、中学校、高校とそれぞれ発達段階に沿った基本

的なことを身につけなきゃいけないと思います。ですから、先ほど教育長が言いました

生きる力をどうつけるかということを根本的に考えるんであれば、私は当然、上士幌と

してのビジョンがあっても、私はいいと思っています。 

  ただ、どうしても教育に行くものですから、幼、中、高まで一貫した教育というのは、

私は教育的な配慮はありますけれども、具体的な中身というのは多分ないと思うんです

よ。だから、英語、数学、理科と言われても、それは科目じゃないと思うんですよね。

だから、幼児教育だったら、幼児教育の本当に発達に沿った基本的な体づくりをすると

か、そうすれば集中力がついて学校に行ったら、当然学ぶ力がつくとか、そういう発達

に沿ったビジョンをつくりながら、町としての生きる力を子供たちにどうつけるか、そ

のことを柱にしてほしいなと、私は思っています。 

  それと、どうしても私、社会教育ずっとかかわってきまして、いろいろ委員会の中で

もお話しさせてもらったんですが、どこに力入れるかというのは、なかなか私の望むと

おりにいかないことが多々あります。やはり子供たちがきちんと遊ぶ力とか、それは目

に見えませんよ。遊ぶ力とか、さっき言った心の文化芸能の問題含めて、もっともっと

私は根底にそれを据えてほしいなと思っています。 

  たまたま私、いろいろ以前は子供の広場、遊びの広場のことはずっと言い続けてきて、

近、ちょっと私も言わないのも申しわけないんですが、24年からありました遊具の貸

し出し始めますとありました。本当に今と思って、子供たちがそこに集まって遊具を使

ってボールをけったりする、そういうことにやっぱり遊ぶ力とか、友達とつながる力が

あるんではないかと。そのことも含めて、それと並行にこの事業を進めていかないと、

どうしても勉強だ、学ぶ力だといくと、根底の遊ぶ力、心の問題含めた基本的な土台づ

くりがちょっと見失ってしまうんじゃないかということで、今回質問させてもらいまし

た。 

  これは機会あるごとに私もすごく重要視していますので、質問していきたいと思って

います。 

  以上、答弁があれば、お願いいたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 教育長。 

○馬場久男教育委員会教育長 生きる力といえば、よく言われているように確かな学力、



－105－ 

豊かな心、そして健やかな体と、これらをバランスよく育むというふうによく言われて

います。上士幌の特色を生かした教育、例えば自然環境教育、これは本当に小さな保育

所、幼稚園から高校まで一貫してできるというふうに思いますし、先ほど英語の話もあ

りましたけれども、英語もこれからやっぱりこういったグローバル化というか、国際化

が進んできていますので、やっぱり子供たちにはしっかりと身につけてほしい。それか

ら中一ギャップですとか、高一クライシスとか、よく言われるようになかなかその辺の

つながりが難しいという部分もありますので、そういった部分がスムーズにつながって

いくようなことを考えていきたいなというふうに思っています。 

  また、具体的には本当にこれから検討していきますので、その都度また議員の皆さん

にも協議、報告しながら進め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

いします。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） これをもって本日の会議は終了いたしたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議はこれにて終了いたします。 

  次回の委員会は明日３月７日午前10時でありますので、ご承知願います。 

  本日はこれにて終了といたします。 

（午後 ５時００分） 



 
 
 
 
 
 
 
 

３  月  ７ 日 
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（午前１０時００分） 

○委員長（山本裕吾委員長） ただいまより第２回予算審査特別委員会を開会いたします。 

  初めに、本日の本委員会傍聴の取り扱いについてご協議いたします。 

  お諮りいたします。 

  委員会条例第17条の規定により、本日の委員会の傍聴の申し出がある場合は、これを

許可することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 異議なしと認めます。 

  よって、本日の委員会傍聴の申し出がある場合は、これを許可することといたします。 

  それでは、議事に入ります。 

  168ページから169ページまで質疑ございますか。 

  10番、中島卓蔵委員。 

○１０番（中島卓蔵委員） 169ページのマイプラン・マイスタディ活動助成について質

問します。 

  今年度は150万ということで100万の増額になっていますが、その増額の内容について

お尋ねしたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 佐藤主査。 

○佐藤泰将教育委員会主査 このマイプラン・マイスタディ事業について若干ご説明をさ

せていただきたいと思いますが、平成15年度より生涯学習推進事業につきましては、生

涯学習に係る各課、部局が実施している事業、あるいは関係団体等が行っている事業を

体系化し、町民にわかりやすく学習機会の提供を行っていくということで、まなびの森

ということでスタートをしております。前期後期に分けて講座ガイドを町民に配布して

いるところでございますが、そこに町民みずからが企画運営する、学習活動を支援する、

このマイプラン・マイスタディ事業を組み込んで生涯学習推進事業の充実化を図ってい

きたいということで、今回予算150万を計上させていただいておりますが、実は平成25

年度も50万計上させていただいておりました。いろいろ事業を執行する段階で課題等が

ございまして、１つは、類似したまちづくり活動支援事業ということで、似たような事

業があるということと、我々教育委員会で考えていたのは、少額事業であってもいいの

で、少しでも、小さな団体でもよろしいので、そういった活動がいっぱい出てきてほし

いということも想定しておりまして、25年度につきましては、１団体５万円の10団体分

の50万ということで計上させていただいておりましたが、事業の制度化にまで至ってお

りませんでした。新年度、企画財政課が所管しておりますまちづくり活動支援事業のソ
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フトの部分を統合した形で新年度、これを、事業をスタートさせたいということで、そ

のまちづくり活動支援事業の１メニューでありますソフトの部分を引き継いだ形で150

万ということで増額になっております。 

  事業概要ですが、まちづくり活動支援事業のソフトメニューと同様な形で、１団体５

人以上の町民が自主企画運営する事業に助成するということで、補助金は１事業15万円

を上限で考えております。補助率は80％ということで、今回はこの15万円の10団体分と

いうことで150万という計上となっております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、170ページから171ページまで質疑ありますか。 

  ７番、角田久和委員。 

○７番（角田久和委員） 170ページ、生涯学習センター改築事業、これで、旅費で28万

6,000円計上してありますが、これ視察等を想像するんですけれども、どのような形で

予算計上しているのか質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 佐藤主査。 

○佐藤泰将教育委員会主査 ただいまの旅費の関係ですが、委員さんおっしゃるとおり、

視察の分を計上しております。職員分ということで、５万7,000円分が職員分で、あと

我々担当者が生涯学習改築に係るアドバイザーとの打ち合わせということで札幌等の出

張を想定しておりまして、そこで約23万円ほどの計上ということで、合わせて28万

6,000円の計上となっております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、172ページから173ページまで質疑ありますか。 

  10番、中島委員。 

○１０番（中島卓蔵委員） 172ページの青少年会館特別清掃業務について質問します。 

  今回、そのほかに青少年会館清掃業務28万1,000円が計上されていますが、24年度、

25年度には、この清掃業務は計上されておりませんが、今回計上された理由についてお

聞きしたいのと、特別清掃業務と清掃業務との違いというのは内容的にどういうことな

のか。 

○委員長（山本裕吾委員長） 佐藤主査。 
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○佐藤泰将教育委員会主査 青少年会館の清掃につきましては、今のご指摘のとおり、２

種類ございます。日常的に行っているのが一般的な清掃業務でございますが、そちらは

現在人的委託ということで、ある１人の方に直接お願いをしてやっていただいておりま

す。もう一つの特別清掃につきましては、年１回ということで行っているところでござ

います。その日常的に行っている人的委託の分ですが、実は、その方がたまに体調を崩

して掃除ができないという日が今回数カ月にあったということもございまして、なかな

かかわりの人が見つからないということもありまして、現場のほうにかなり負担がかか

ってしまうということで、次年度は業務委託にしたいということで、そうなった場合は

担当者が、清掃の方が病気等で対応できなくても、ほかの方がカバーできるということ

がございますので、業務委託に切りかえるということで、そのような内容になっており

ます。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかにございますか。 

  ６番、佐々木守委員。 

○６番（佐々木 守委員） 土曜学習推進事業、この事業内容を簡略にご説明をいただき

たいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 佐藤主査。 

○佐藤泰将教育委員会主査 土曜学習事業についてご説明いたします。 

  この事業につきましては新規事業でございます。土曜日における充実した学習機会を

提供し、子供たちが楽しく学びながら、より着実に基礎的な学力を身につけさせたいと

いうことで事業を展開していくものでございます。基本的には毎月第２、第３土曜日と

いうことで、内容的には語学、化学などを中心にした学習体験活動を行っていく予定に

なっております。講師については、ＮＰＯ北海道教育支援協会というところが帯広を拠

点としてございまして、そこの講師力、ノウハウを活用していきたいということで考え

ております。当面は、この委託で進めていきたいというふうに考えておりますが、将来

的には地元のボランティア等を養成し、委託依存型から町独立型へシフトしていきたい

ということで考えております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかにございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、174ページから175ページまで質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、176ページから177ページまで質疑ありますか。 
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（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、178ページから179ページまで質疑ありますか。 

  ８番、山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） 学校給食の機器修繕の関係について質問いたします。 

  今回の修繕の内容についてと、それから長期計画の中で、26年度はボイラー３基等を

含めて4,000万円ほどの予算、予定があったわけですが、その点についてどうなったの

かと。それから平成25年には食器洗浄機について何回も質問させてもらって、直しなが

らいくということでしたが、それも含めてどのように対応するのか質問いたします。 

  それから、もう１点は、アレルギー調査で結構全国的にもいろいろ事故がありまして、

今回文部省のほうでいろいろ見直し等を行う予定と聞いておりますが、それについて町

としての対応があるのかどうか質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 岩間主幹。 

○岩間敏広教育委員会主幹 修繕内容については、大まかなものだけ申し上げますが、食

器洗浄機申し上げられましたものについては、新設については高額な金額がかかるとい

うことで、今回主要部品の更新を行うということで約560万円計上させていただいてい

ます。その次は、排水処理施設の劣化部品の交換ということで約145万、厨芥処理設備

の脱水機と破砕機の老朽化部品の交換ということで約206万、電解次亜塩素水の精製装

置の部品交換として約80万、それと蒸気ボイラー等を含めたボイラー３基の保守保安部

品の更新として141万円を計上させていただいております。 

  それと、長期計画の中でうたっております26年度にボイラーの更新につきましては、

業者とも調整をしまして、ボイラー内部の内視鏡検査を行った結果、ボイラー本体の内

部については余り損傷がないということで、まだ当面、しばらく使える状態だというこ

とが判明しましたので、今年度、来年度にわたって、いわゆる着火バーナーですとか、

保安部品の更新をして５年ほどの延命措置を図って、後年次に約３台更新しますと

6,000万近いお金がかかりますので、後年次に年度を分けて、分散して更新をしていき

たいという形の判断をしております。 

  次に、アレルギー対策についてですが、一応私のほうにはまだ文部科学省等からの改

定なり指針という通達はまだ来ておりません。ただ、うちの状況で申し上げますと、現

在、小・中学生含めて９名のアレルギー対策をしている子供さんがいます。それぞれア

レルギー物質については個人個人ありますので、それにできるだけの対応はしておりま

すが、まず、学校教育担当のほうで新入学児童の健康診断を行う際に、栄養士も同席を

してアレルギーがある子からの、家族からの事情聴取を行った後に医者の診断を受けて、
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その診断結果に基づいた形で食べられるもの、食べられないものの判断をして、親と協

議をしながら代替品でできるのか、それとも家庭から持参をさせるのかということも含

めて協議をした後に、その内容等について担当の担任教諭とも詰めて、毎日特別調理室

でつくったものについての内容については、必ず文書でこういう調理をしていますとい

う形が担任教諭に渡って、担任教諭がそれを確認をして生徒に給食をさせるという体制

をとっています。 

  また、毎月、翌月のメニューを決める際に、大体メニューが決まったときには、その

使う食材について、先生もそうですが、まず父兄にその連絡をして、この給食、何日の

給食にはどういう食材を使いますと、アレルギー物質が、これが入りますと、それにつ

いて親からの意見もいただいて、それを代替品に、アレルギー食でつくったものに対応

させるのか、それとも親が別途持たせるのかというところまで一応打ち合わせをしなが

ら対応していますので、新しい指針が多分これから出てくると思いますが、十分今の現

状で対応できると判断はしております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） まず、機器の修繕の関係なんですが、食器洗浄機も、それから

今回のボイラーにつきましても、修繕しながら直していくと、これは理事者の判断だと

思うんですが、５年なりぐらいはもつだろうという判断ではいると思うんですが、やっ

ぱり食の大事さを考えた優先度を考えて、やはり５年と言わず早目早目の必要なときに

はきちんと更新をするという姿勢が必要かと思います。これは担当に聞いても、担当の

答弁にはならないと思いますが、それは答弁があればお願いいたします。 

  あと、アレルギーの関係は大変、けさの新聞にもちょっと事故があったという記事が、

小さい記事あましたが、新聞のこれぐらいの記事ありましたけれども、多分今回の指針

はいろいろなに気をつけても、センターなのか担任教諭か、どこかでやっぱりミスるこ

とってあって、細かいいろいろ事故があったときにどうするかというときの対応のマニ

ュアルが多分変わるんだろうと私は判断しています。ですから、今の聞きましても、本

当に父母に確認して担任教諭がまずチェックしながらやっていると、その対応は物すご

い大変で、それ自体はきちんとされていると思いますが、その後についての対応は指針

が出てからでないとできませんので、十分対応するようにお願いいたします。９名とい

ったら結構いるなと判断いたします。答弁があればお願いいたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 今の給食センターのそういう機器等の修繕の関係ですけれども、先
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ほどセンター長からもお話あったとおり、内視鏡検査等も行って、その上で引き続き修

繕等で使えるものは使うという考え方でやっておりますので、いわゆるその予算上の問

題で、そういった更新をおくらせるとか、そういった考えは私ども持っておりませんの

で、ご指摘のとおり、機械が例えば壊れて給食提供ができないなんていうことは絶対あ

ってはならないことでありますから、修繕して使えるものは使いますし、更新しなけれ

ばならないものについては、それは更新をすると。ただ、先ほどセンター長言ったよう

に、非常に高額な分もありますので、その辺は壊れてからという問題ではありませんの

で、状況を見ながら順次必要なものについては、交換も含めてこれからも更新をしてい

きたいというふうに思っております。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかございますか。 

  ４番、中村保嗣委員。 

○４番（中村保嗣委員） 学校給食の件について、２点お聞きいたします。 

  地産地消の取り組みについてですが、地場産品の利用率、これについての取り組み状

況。２点目は、食育の実施状況についてお伺いします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 岩間主幹。 

○岩間敏広教育委員会主幹 先に食育の状況について申し上げたいと思いますが、昨年の

決算委員会のときにも申し上げましたが、各校、年間２回くらい栄養士が学校に出向き

まして、担任教諭、または学年教諭と事前に一緒に給食を食べるか、授業の中での食育

を行うかという内容については、栄養士が授業を単独でできる資格はありませんので、

あくまでも授業の中でやる場合については、教諭の判断の中の補助という形でやってい

ますので、そういう形に基づいて各学校、年間２回ほど食育の関係についてはやってい

ます。それ以降、給食だよりのほかに食育だよりという形で、必ずそういう食育だより、

Ｂ４版のサイズのものにそういう食育についての記述をしたものを毎回各家庭に配布す

るような形で取り組みを進めております。 

  あと地産地消の取り組みの利用率ということですが、以前にも申し上げたことが、山

本弘一委員の答弁に過去申し上げたことがあるんですが、給食センターで使う分につい

ては、地産地消ではなくて地域産品の利活用ということで位置づけをしていただきたい

なと思っています。前にも申し上げていますが、地元のアスパラですとか、白菜、キャ

ベツ、カボチャ、そのようなものについては、できるだけ農協さんの協力もいただきな

がら、できるものは活用するという形で、実際給食の中でも取り入れたりして進めてお

ります。 

  利用率は、今ちょっと手元に資料は持ってきておりませんが、どうしてもタケノコだ
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とか、上士幌町でとれないものについては、基本的には町内産、十勝産、道産、国産、

外国産という形での中で、その中でできるだけ金額の安い一定の賄い材料費は限定され

ていますので、その中からできるだけ安いもので安全なものを選択して実施していると

いうことでありますので、台風被害ですとか災害等によって本州の野菜産地が打撃を受

けた場合については、高騰したりする場合については当然道内産が多くなったり、状況

によっては道外産が多くなったりという、その年によって状況がかなり変わってきます

ので、できるだけ地元、十勝、北海道のものは使いたいという形で進めていますが、一

概に何％以上の達成ができているという形については、そのときの状況で変わるという

ことはご理解いただきたいなと思っています。 

○委員長（山本裕吾委員長） 教育次長。 

○石王良郎教育委員会次長 若干補足説明をしたいと思いますけれども、あと26年の予算

の中では地場産品の利用促進の経費ということで96万8,000円を見込んでおりますが、

地場産の例えばミルクジャムとか、蜂蜜であると、ナイタイ和牛であるとか、そういう

ものも一部給食の中に利用して、地元でこういうとれたものをやっぱり理解してもらう

ということで、学校給食に一部取り入れるということで、その関係の予算についても見

込んでおります。 

  以上でございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに質疑ありますか。 

  ５番、渡部信一委員。 

○５番（渡部信一委員） さっき通り過ぎてしまって、若干１ページほど戻るんですが、

よろしいでしょうか。 

○委員長（山本裕吾委員長） はい。 

○５番（渡部信一委員） 町民ソフトボール場、この照明の解体ですね、この工事費とし

て150万何がしの予算計上しているわけですけれども、これは病院用地ということで移

設しなければならないということで、中学校のほうに照明施設の予算が計上されている

わけですけれども、委員会にも説明されていまして、その中で既存の使えるものは使う

必要もあるんでないかというような指摘いたして、可能な限り既存の照明設備や、ある

いはそういったものは活用していくというような、そういう答弁をいただいたというふ

うに委員会の中で思うわけですけれども、この解体と建設、それと同じ、どこら辺まで、

何ですか、この解体した既存の機材ですか、使えるのかどうか。どういうことを考えて

いるのか。 

  聞くところによると、ＬＥＤですか、そのように照明も、そういう電球というか、そ
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ういうふうにかえるというような、そういう計画もあるらしいんですけれども、使える

としたら、どこら辺をどのようにして活用できるのか。あるいは、そういうことになる

と、ただ解体するんでなく、建設と、この解体と一緒の業者で、そういったことを組み

合わせた中で考えていく必要があるんではないかと思うわけですけれども、そこら辺の

ことについてお尋ねしておきたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 大塚主査。 

○大塚利晃教育委員会主査 まず、解体の部分ですけれども、利用できる部分といたしま

しては、現状設置しております小屋の施設があるんですけれども、そちらのほうにつき

ましては移設をするような形になります。そこの中には社会体育のほうの備品とあわせ

まして、ソフトボール協会で置かせている備品のほうもございますので、そちらのほう

は移設をして使えるような形にするようにいたします。 

  あと解体をしたものについての活用の部分ですけれども、バックネット、ベンチ等も

あるんですけれども、そちらのほうにつきましては、ほかの施設等で現状設置をしてお

ります。建設当初から設置されているものですから、利活用を図るということになりま

すと、物については色の塗り直し、また、移設に係る経費等で場所をどうするかという

部分含めて利活用が厳しいという判断をしております。その部分では解体をしたものに

ついては処分をするような形にいたしたいと、そういう形で解体撤去費で見ているとこ

ろです。 

  あと照明の部分ですけれども、こちらのほうにつきましては、コンクリート柱で14メ

ートル、地下埋設もありまして基礎も入っております。そちらのほうを移設等で考える

ということになりますと、大型クレーン、なおかつトレーラー等を持ってきて、なおか

つ掘削作業ということになりますと、その移設、利活用をする工事のほうが高くなると

いう部分で、電柱の部分につきましては、解体撤去で処分をするような形で積算をして

おります。 

  あと照明器具なんですけれども、こちらのほう、４基で32灯ついておりますが、こち

らの照明も建設当初からの設置のものでございまして、解体をした後に、今現状どこま

で使えるかという部分の判断をしておりません。実際に解体して、そのものが解体した

後に確認をしてからではないと現状、実際に使えるものなのか、あと、ラインとか、そ

の辺もあるものですから、そういうものが実際にどれだけ使えるかという判断はしてい

ないものですから、その部分の活用、利用の部分は今のところ考えておりませんので、

あわせて撤去、処分ということで考えております。 

  以上です。 
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○委員長（山本裕吾委員長） ５番、渡部委員。 

○５番（渡部信一委員） ソフトボール場が病院の建設用地になるということから、町民

の間でも可能な限り今のソフトボール場の照明、機器、設備ですね、そういったものを

移設して使うというような、そういったことを説明を受けている町民もいるわけで、今

の、あるいは委員会等の説明でも、私もあれだけの照明設備ですね、小屋とかそういっ

たものはわかります、それは移設すればいいというようなことで。解体してみなければ

わからないというようなことで、その照明にかかわる基礎だとか、あるいはその支柱だ

とか、そういったものは今のお話によると無理なのかなというような、そんな感じなん

ですけれども。 

  そういう中で、とりあえず今上士幌中学校のほうで野球部がないから、そっちのほう

へソフトボール場を兼ねた照明施設というか、そういうものを移設したいという、そう

いうお話から始まった話だと思うんですけれども、これで、例えば照明については、そ

ういうことで進めるということわかったんですけれども、ソフトボールと、また野球の

何ですか、マウンドだとか、あるいはそういったものもまた違ってくると思うんですけ

れども、そういう中で野球部がまた復活なり再生した暁にはソフトボール場をまた別な

ほうへ持っていくのか、建設するのか、そこら辺のことについてはどういう考え、展望

を持っているのか、この際、お尋ねしておきたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 教育次長。 

○石王良郎教育委員会次長 ただいまのご質問ですが、まず、ソフトと野球のマウンドが

違うということで、ソフトとして仮施設した場合、中学校のグラウンドについては、ソ

フトのマウンドは平らなマウンドで、野球はちょっとマウンドを盛っていますけれども、

ソフトボール協会のほうでは、極力、一時的な仮施設ということですから、現状の中で

使っていくということではご理解をいただいておりますし、例えば街路フェンスも70メ

ーターのところをつければベストなんですけれども、それもなく、ソフトボール協会の

理解を得て、学校に不都合のないように活用をするということでは十分ご理解をいただ

いていますので、その部分の支障はないかと思っております。 

  あと、その後、ソフトボール場をどこに設置するかということですけれども、考え方

としては、今、スポーツセンターの東側という考え方は持っておりますけれども、まだ

具体的に、その部分でどういうふうに対応するか、そこの場所で 終的にいいかどうか

含めて、これからの課題となっておりますので、そこの場所の部分が整備した段階で、

そこにソフトボール場をつくるべく設計委託を出して、具体的に進めていきたいと、そ

れが26年度中に考え方を整理つくということであれば、早急に対応を進めていきたいと
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いうふうに考えております。 

  そういう部分で言えば、中学校のグラウンドで使うのは26年、27年ぐらいまでかなと

見込んでいますけれども、状況によってはずれ込むかもしれませんですけれども、今現

在はそういう状況で考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） ５番、渡部委員。 

○５番（渡部信一委員） 26年、25年、中学校でのソフトボール場、とりあえずという、

そういう表現はそういうことかと思うんですけれども、野球部が復活できなければ、こ

の照明施設というかな、野球部が復活できれば、これ活用するというものがあろうかと

思うんですけれども、しからば、今のような状況で野球部が復活というか、ないような

状態が続くというか、これは予算計上も、照明施設がとりあえずのソフトボール場の２

年ほどのための照明施設で3,800万新設計上されているわけですけれども、そういうこ

とになると、この3,800万が高いのか安いのかというのはあるわけですけれども、そこ

ら辺も十分大切な税金をつぎ込んでいくわけですから、使用できる、使用というか、そ

れを活用できる展望だとか、そういったものをきちんとやっぱり計画的に見計らって一

般町民にももっと納得のいくような、そういった説明が必要かと思うわけですけれども、

そこら辺のことについて再度あれば、この際お尋ねしておきたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 教育次長。 

○石王良郎教育委員会次長 照明設置後のこの展望ということでございますが、まず、野

球少年団が活動今しておりまして、たまたまその少年団でやっている子供たちが26年度、

27年度、入学してくるような子供たちが残念ながらいないというような状況がありまし

て、ただ、その後、野球少年団やっている子供たちが中学校に入ってくるという状況が

ありますので、その状況を考えますと、中学校の野球部については、再度活動が再開す

ることが可能になってくるのかなと思っておりますので、その段階で有効に活用できる

と思いますし、あと中学校のグラウンドで、それなりの立派な照明ができるということ

であれば、中学校の部活動ということもありますけれども、それ以外の有効活用とかと

いうことも今後出てくるということであれば、そういう検討にもやっぱりしていくこと

もあるのかなと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） よろしいですか。 

  ほかに、178ページから179ページございますか。 

（「なし」の声） 
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○委員長（山本裕吾委員長） 次に、180ページについて質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、公債費及び予備費は、180ページから181ページまで

質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、給与費明細書は183ページから190ページまでを一括

して行います。 

  質疑ありますか。 

  ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 教育費の中で予算上は出てこないんですが、学力テストの関係

について質問したいと思うんですが、よろしいでしょうか。 

○委員長（山本裕吾委員長） はい。 

○８番（山本和子委員） 本当は教育振興費で聞けばよかったのかなと今思っているんで

すが、平成26年度の学力テストの実施についてどのように。日程等が決まっていれば質

問したいのと。 

  それから、この間、北海道の道教委のほうでさまざまな指針なり方針持っていると思

うんですが、それについて、具体的に教育委員会として学校にこうしなさいとか、こう

いう、すべきとかいうような方針等が来ているのか。学校教育はそもそも学校、校長を

中心にやるものですので、学校ごと支援計画等を持って進めていると思うんですが、そ

れは教育委員会がああだこうだ口出すことではないと私は判断しますが、その点につい

て、どのように方針等出ているのか質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 鳥本主査。 

○鳥本和志教育委員会主査 平成26年度の学力テストについてですが、平成26年度学力テ

ストは、平成26年４月22日の実施の予定でございます。この調査につきましては、小学

校６年生、中学校３年生の全児童・生徒の対象となっております。本町におきましても

教育委員会で本調査に参加することで決定をしております。この調査につきましては、

教科に関する部分では、国語と算数・数学の学習の到達度、理解度の内容や質問者の調

査として学習意欲、学習方法、学習環境、生活の様子などに関する内容で行っています。

本町としましては、この調査の結果をもとに、ふだんの学習ですとか課題、学習の評価

をもとに各学校において改善プランを作成しており、授業の改善を図り、学力の確実な

定着を目指しております。 

  以上であります。 
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○委員長（山本裕吾委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 道教委のほうでは平成24年度からモデル事業として、管内では

大樹町が指定されて、かなり教員の枠も人数ふえたりとか、いろいろ協力的に指定しな

がらやっていて、その結果、学力テストがちょっと向上したみたいな記事がありました。

それは、モデル校はそれほど全体的にも少ないですので、それにかかわらず、やっぱり

学校ごと、どうするのかということが一番大事だろうと私も。ですから、多分、上士幌

としてはどうのこうのではなく学校に、支援教育を学校ごとつくって、支援教育につい

て学校ごとに対策を考えてもらうというほうで私は構わないと思うんですよ。それでい

ってほしいなと思っています。このテストそのものの根本的な問題はここで議論するこ

とではありませんので、対応についてだけ質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 教育長。 

○馬場久男教育委員会教育長 今、学校改善につきましては、各学校が中心になって行う

というのはそのとおりですが、基本的な考え方につきましては、教育委員会で学校改善

支援プランをつくって各学校には指導しております。この辺につきましては、いろいろ

なこの学力調査というのは学力だけではありませんので、いろいろな面で、例えば家庭

学習ですとか、あるいは本町、全道的な傾向ですけれども、テレビですとか、ゲームの

時間が長いですとか、あるいは睡眠時間が長い、この睡眠時間というのも非常に長いの

が悪いかどうかという、その辺もありますけれども、そういった傾向は出ていますので、

いろいろな面で町としても各学校にやっぱり指導は必要だというふうに考えていますの

で。 

  それと、道教委のほうの流れ、文科省の流れですけれども、大きな分では調査結果の

公表の関係が若干変化してきています。これについては道教委も各市町村教育委員会の

了解を得られれば、各市町村ごとの結果を公表できるですとか、あるいは町村の教育委

員会も慎重に教育上の影響等を勘案しながら、そういった市町村の状況を公表できると

か、あるいは学校もそういったことで、自分の学校の状況を公表できるとかという、そ

の辺で若干変わってきておりますけれども、本町としては現状でも学力調査の傾向につ

いてはしっかりと町民の皆さんにお知らせを、町の広報を通じてお知らせをしておりま

すし、各学校のほうも学校だより等を通じて、きちんと保護者に傾向については周知し

ておりますので、現状ではその考え方で進めていきたいというふうに考えています。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声） 
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○委員長（山本裕吾委員長） 次に、債務負担行為調書は、191ページから193ページまで

一括して行います。 

  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、地方債の現在高調書は、194ページについて質疑あ

りますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、事項別明細書の歳入は、11ページからページごとに

行います。 

  11ページ、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 12ページから13ページまで質疑ありますか。 

  ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 入湯税についてお伺いをしたいというふうに思います。 

  昨年の収納状況について、その状況について、まずご説明をいただくのと、今回の予

算の出し方について、どういう算出根拠で出されたのかお聞きをしたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 町民課長。 

○綿貫光義町民課長 昨年の入湯税の関係ですけれども、一応24年度の実績としては355

万8,000円ということになります。25年度の見込みとしては396万円を一応見込んでおり

ます。算出としては、これらを参考にいたしまして、調整率を掛けて今回の287万4,000

円という収納率で、予算で組んでございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 一昨年、昨年の収納状況について、これも説明をお願いしま

す。 

○委員長（山本裕吾委員長） 町民課長。 

○綿貫光義町民課長 一応、ここにデータ記載してございますので、一応載っている分だ

け説明させていただきたいと思います。 

  平成22年ですけれども、課税の客数ということで２万8,327人分ということで374万

5,000円ということになってございます。それから平成23年が２万6,559人分ということ

で348万5,000円と、それから平成24年度で２万6,412人分ということで355万8,000円とい

うことになってございます。 

  以上です。 
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○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 収納率もぜひ一緒に説明していただきたかったんですが、こ

れ町政の現況に実は一定程度出ています。平成24年度の入湯税の収納率は83.5％、25年

度は57.6％と、その前は85％からさらに上という形で収納については推移をしてきてい

る。昨年どんと落ちていると。そういう中で、予算的にはそれが全く見えないでもとど

おりの予算、 初から滞納繰越分を上げるということが予算上どうかという問題はある

んですけれども、なぜこういう結果に至ったのかということは、この流れを見るときち

っと掌握をして、必要な部分については政策予算等にはね返すなり、あるいは収納率を

上げるための努力をせざるを得ないだろうなんていうふうに思うんです、納税義務につ

いては言うまでもない話でありますから。 

  そういうことについて、どういった対策だとか考え方を講じ、この予算編成において

講じてきたのかということも含めて、歳入というのは入り口の問題ですから、それとも

う一つは、納税義務という非常に公平性が求められる部分ですから、その辺も含めて、

その考え方や対応をどうするのかということも含めて、この際お聞きをしたいと思いま

す。 

○委員長（山本裕吾委員長） 町民課長。 

○綿貫光義町民課長 入湯税につきましては、３年前になりますけれども、東北の大地震

以降、お客さんというか、客の入りは減ってございます。そういった影響で入湯税につ

いては年々といいますか、３年間減ってきてございます。これらにつきましては、一応

滞納ということで残っておりましたけれども、 近になりまして客の入りも上々と、上

向いているということで、滞納分を含めて納めてきていただいているということでなっ

ておりますので、もうしばらくそういった影響が直るまで見ていきたいなというふうに

考えております。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） したら、現時点では、今年度末においては、収納率は従前の

ように８割後半を目指すことができるんだというふうに予測をしてやっているというふ

うに考えてよろしいでしょうか。 

○委員長（山本裕吾委員長） 町民課長。 

○綿貫光義町民課長 今年度というか、25年度についても、現年度分の入湯税の収納率は

80％を超えることはちょっと不可能なのかなというふうに一応分析はしてございます。

大口のところがちょっと滞納ぎみということになっておりますので、これらについては

やっぱり25年度だけではなくて、26年度を含めて収納していきたいなというふうに考え
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てございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 財政を預かるというか、財務の入り口を預かるその担当者と

して、どの程度見込めるのかというのは、ぜひ聞いておきたい。 

  それと、もう一つは、これは各旅館の経営状況も含めていろいろ収納率というものに

も影響を及ぼす状況にあるんだろうというふうに思うんです。近年、一般的に言えば、

自然館ができたりということで客の入りが急激に悪くなっているということはない。む

しろ状況としてはいい形、数字上についてはなかなか天候等の問題もあって厳しいとい

うようなことは聞いているんですが、そういう中で、８割厳しいとすれば、どのぐらい

を見込めるというふうに考えているのか。 

  これはそういう見込みを持って、いわば予算が全体的には動いていく、金額的にはさ

ほど大きな金額ではありませんけれども、そういうことは当然財政運営上は必要なこと

なんだろうと、予測というのは。これだけ納税額があるから全額入りますという形には

今までもなかなか行かなかった。行かなかったとすれば、どのぐらいの収納でおさまる

かという予測は当然、予算時には一定程度した上で、全体の財政状況というのを踏まえ

ていくということになるんだろうというふうに思うんですけれども、その辺で、答えら

れる範囲内でよろしいですから、ひとつお聞きをしたいというふうに思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 暫時休憩いたします。 

（午前１０時４８分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 会議を再開いたします。 

（午前１０時４９分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 町民課長。 

○綿貫光義町民課長 一応見込みとしては72％程度で考えて予算を組んでおりますけれど

も、これについては、あくまでも収入の予算でございますので、これを上回るというこ

とでは一応考えております。 

○委員長（山本裕吾委員長） よろしいですか。 

  ほかに、12ページから13ページございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、14ページから15ページまで質疑ありますか。 

  ８番、山本委員。 
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○８番（山本和子委員） 消費税の地方消費税交付金について質問いたします。 

  今回、若干、55万ほどふえていますが、これ４月以降の増税分のふえた分ではないと

思うんですが、それについて、今後どんなふうに、この消費税交付金が多分1.5倍以上

はふえるのかなという予測はするんですが、その点について質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 佐々木主査。 

○佐々木 幹企画財政課主査 地方消費税交付金につきましては、当初の見込みでは恐ら

く0.7％分が増加するということで、積算上は平均大体5,000万交付されていますので、

その部分の0.7％ですと3,500万かなと見込みますが、今回あくまで歳入のほうで辛く見

ていますので見込んでおりません。これについては平成25年の実績とほぼ同額という見

方をしております。0.7％の増加分につきましては、今後の状況を見させていただいて、

補正見て対応させていただきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 要するに、消費税がふえたことにより1.7％が地方に来ると、

ですから、0.7ふえますので、軽く見込んでも1.5倍以上と、1.7まで行くかわかりませ

んが、それは途中で、来年度、26年度に、途中で補正をするということでよろしいです

か。 

○委員長（山本裕吾委員長） 佐々木主査。 

○佐々木 幹企画財政課主査 そうですね、今現在は１％ということで5,000万程度とい

うことで、今度そのまま上がっていきますと0.7ふえるということで、そのように補正

させていただきたいと思っております。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、16ページから17ページまで質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、18ページから19ページまで質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、20ページから21ページまで質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、22ページから23ページまで質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、24ページから25ページまで質疑ありますか。 
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（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、26ページから27ページまで質疑ありますか。 

  ３番、山本弘一委員。 

○３番（山本弘一委員） 27ページなんですけれども、このナイタイ高原牧場運営安定化

基金というものがありますけれども、この当初予算の資料の中にも載ってありますが、

これは25年末で3,800万何がしと、26年末現在で1,487万ということになっていますけれ

ども、本年は2,400万繰り入れると。この基金でございますから、このままやっていく

と、この基金が状況によっては足りなくなるおそれが出てくるんではないかと。これは

多分その年度の入牧数、指定管理者制度で、ＪＡ上士幌との指定管理者制度によって運

営されておりますが、この牛の入牧量が減るということになると、また、そういうこと

になりますし、一方、支出のほうでは燃油の値上がりですとか、飼料の高騰等が含まれ

ているのかなというふうに考えられますが、この安定化基金のあり方について、不足が

生じた場合は、一般財源からその年、その年によって繰り入れるという考え方をお持ち

かどうか質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 暫時休憩します。 

（午前１０時５２分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 会議を再開いたします。 

（午前１０時５２分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 この運営安定化基金につきましては、いわゆるそのナイタイ高原牧

場での経常経費における黒字の部分の一部をこの基金に繰り入れるということで積み立

てをさせていただいておりますけれども、委員おっしゃるとおり、当然基金ですから、

こうやって繰り出しをすれば当然だんだん少なくなっていくわけでありますけれども、

これは今のところ状況的には、いわゆる牧場での簡易な施設整備、あるいは機械の導入

等々については、この安定化基金を使うということで、今回も2,400万ほど繰り入れを

するという形をとってございます。 

  委員ご指摘のとおり、では、今後この基金が底をついた段階で、その後の施設整備等

どうするんだということだと思うんですけれども、これについては当然町の施設でござ

いますので、小破等々については別といたしましても、基本的な基盤整備、施設の整備、

機械導入等については、当然町のほうで導入しなければならないと、経費をかけなけれ
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ばならないことになりますから、基金が底をついたからしないとかということでありま

せんので、その辺は当然状況を見ながら、指定管理者であるＪＡとも協議をしながら、

必要な事業費については町のほうが一般財源の投入も当然出てくるというふうに考えて

おります。 

○委員長（山本裕吾委員長） ３番、山本委員。 

○３番（山本弘一委員） その方向性というんですか、この内容については理解しました

けれども、私が質問しているのは、その基金という形でこれ出ていますから、この中に。

基金というものは通常一般財源と違って、ここにある程度積みながら安定させていくん

だと、私はそういうぐあいに自分自身が理解しておりましたので、足りなければその都

度、都度、一般財源からこの基金がなくなったとしても、町として対応していきたいと。 

  だから、その辺の基金のあり方というものが、通常であれば何とかプラス・マイナ

ス・ゼロという形で運営していただければいいのかなと、大型投資、施設含めた中で飼

料の高騰だとか、燃油の高騰等も今後考えられるというおそれもありますので、この基

金のあり方というもの、こういう方法なのか、一般財源で足りなくなったときは町から

補填してやっていくんだと。その辺の考え方が、私は基金と一般財源のありか方という

のはどうなのかなということを聞きたかっただけであって、一般財源でやっていくとい

うかと、その都度、都度、検討してやっていくというんであれば、そういう方法もある

のかなと。ただ、基金というものがここにのっていますから、それがなくなったとき、

これでゼロになって、それ以外のときは一般財源でやるんだと、こういう考え方で認識

していいかどうか。 

○委員長（山本裕吾委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 この基金に積み立てる財源については、条例の中でもうたっており

ますけれども、いわゆる牧場の経常収支の中でプラスになった場合に、その財源を積み

立てるということが基本になっていますので、一般財源からこの基金どんどん積み立て

るということではないんですね。ですから、今年度も今これから決算が出てまいります

けれども、その段階で収支プラスになった部分があれば、その部分をまた積み立ててい

くという形になっていきますので、この辺は実際には決算をしてみないと、どれぐらい

積めるのか、場合によってはマイナスということもないとは限りませんので、そういう

場合にはこの基金への積み立てはできない形になりますけれども、いずれにしても、牧

場の運営の中で、今の指定管理者もいろいろ形で努力されていますので、努力の結果と

して収支プラスになった分を我々の一般財源にどんどん溶かし込むということではなく

て、そういった分はあえてその基金に積み立てる形で、その後のいろいろな牧場の運営
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上必要な資金に充てていこうという目的のために、この基金をつくっておりますので、

委員おっしゃるように、基金がなくなってきたから一般財源からまた基金に積み立てる

というやり方はしません。あくまでも牧場の収支ということを前提にこの基金に積み立

てていくことになりますので、そういったご理解いただきたいと思いますし、ただ、先

ほどいいましたように、基金がなくなったから、では、町はその施設整備やらないのか

ということではなくて、その点については、基金の状況ももちろん見なければならない

ですけれども、必要な施設整備、機械等の購入等については、基金がない場合にはまた

一般財源で導入するということは当然必要なことだろうというふうに判断をしておりま

す。 

○委員長（山本裕吾委員長） ３番、山本委員。 

○３番（山本弘一委員） わかりました。通常の経営の中で、その収支がプラスになった

場合はこの基金に繰り入れると。時と場合によっては、この数字がプラスにならない場

合は、このまま1,400万、もしくは300万だとかと、そういうこと。状況によっては、こ

れ使った場合はゼロ、ゼロということはないでしょうけれども、それ以外のプラス・マ

イナス・ゼロの場合で、何かあるときは一般財源で町のほうが支援すると、そういう考

え方でよろしいですね。 

○委員長（山本裕吾委員長） 副町長。 

○千葉与四郎副町長 支援といいますか、町の施設、備品でありますので、当然そういっ

たものの修繕、更新等については、町として基本的には、現状の今のやり方ですと町が

やるという形になってくると思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、28ページから…… 

  ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） 26ページの寄附金ですね、これは本年度の予算で9,900万計上

してありますけれども、この寄附金というのが、いろいろな方、例えばある方がお亡く

なりになって、故人の、そういう気持ちを酌んで町のほうに寄附される、そういう例も

あります。 

  それと、もう１点は、ふるさと納税という寄附のあり方があると思うんですけれども、

ここの寄附金9,900万というのは、私が今申し上げた、その両方合算したものを今年度

の寄附金として予算計上しているのか、それを質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 高嶋課長。 
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○高嶋幸雄総務課長 寄附金の予算計上額9,900万ということで計上させていただいてお

りますけれども、この部分については、歳出のほうでもふるさと納税の特産品の送付経

費総額を計上させていただいておりますけれども、それに見合うふるさと納税に対する

ものということで予算計上させていただいております。 

  そのほか、おっしゃるように、時々によって、おっしゃるような寄附とか、法人から

の寄附もございますが、その分については、寄附されなければなかなか計上できないと

いうことになりますので、実際に寄附があった後に、その分については後日補正をさせ

ていただくというような対応をとっております。 

○委員長（山本裕吾委員長） ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） ふるさと納税分の寄附を見込んでいるということで、内訳を見

ますと、一般寄附金が9,899万9,000円、指定寄附金が1,000円という、こういう振り分け

になっているんですけれども、これは今までの実態を反映してこういう振り分けにして

いるんですか。 

○委員長（山本裕吾委員長） 総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 振り分けの関係は、実際ふるさと納税、納税された段階で、その都

度それぞれの方が指定寄附、一般寄附ということで、それぞれご自分の希望の中で寄附

されます。ただ、予算上は、当初予算上は寄附されなければどの部分に指定とかいうこ

とがわかりませんので、当初予算では、指定寄附の分は科目存置ということで1,000円

だけ計上しておりますが、その他の分は全て、とりあえず一般寄附金という扱いをとっ

ております。 終的には寄附金が入金された段階で、それぞれ振り分けをしていきたい

というふうに考えております。 

○委員長（山本裕吾委員長） ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） このふるさと納税の寄附金の納金方法なんですけれども、ホー

ムページ見ますと、寄附金の使途として一般寄附と指定寄附と、それ選ぶようになって

いるんですね。それで、指定寄附の中では、福祉であるとか、教育、子育て、農林業、

観光、そういったものを指定寄附の中で使う用途を寄附者が指定してくださいというこ

とですよね。 

  それで、指定寄附の場合は、入金した寄附金が、そういった寄附者の意図によって多

分行政内部でそういうところに振り分けられるんだと思うんですけれども、一般寄附で

すね、一般寄附の場合、今回、子育て少子化対策夢基金という、これは条例で今から総

文のほうで審査されるわけですけれども、これは、では一般寄附に入った部分のどれぐ

らいの比率でこの子育て少子化対策夢基金のほうに振り分けようとしているのか。一般
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寄附であれば、寄附者としたら上士幌町のそういうために使ってくださいよと。今回そ

れで行政のほうで、そういう子育てのために、このふるさと納税使いたいと、そういう

意図があって条例も想定されているんですけれども、私は一般寄附であっても、いろい

ろな産業振興であるとか、あるいはほかのあれですよね、福祉であるとか、教育で、そ

ういうのを満遍なく使うのがよろしいんではないかなと思っているんですけれども、そ

の一般寄附の入ってきた寄附金に対して、子育て少子化対策夢基金にどういう比率で寄

附金を振り分けようとしているのか、そこを質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ふるさと納税の関係につきましては、今、角田委員おっしゃったと

おり、一般寄附と、その他指定をできることもありまして、これは、指定は今までもそ

うなんですけれども、今おっしゃったように、福祉、教育、いろいろな産業振興も含め

て、それは指定はできるようになっていますから、当然指定をされた寄附金については、

その指定の財源として充当させていただくということになります。 

  また、一般寄附のほうにつきましては、これはあえて指定をしないで、町のほうにお

任せしますというようなことになるわけでありますけれども、その中で、今子育て少子

化対策の夢基金のほうには、大体ご承知のとおり、特典等の係る経費もございますので、

およそですけれども、大体一般寄附金のうちの30％から35％程度が基金の積み立てに回

るというふうに考えているところでございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） それにつきましては、議会への報告等、やはり行政の裁量の中

で、せっかくいただいた寄附をある思い入れで、そういう振り分けをするとかでなくて、

基本的には、私は均等に町の課題、福祉、教育、子育て、産業振興、そういうところに

持っていくのがよろしいんではないかと、それは私の持論です。今後においては、そう

いう議会への報告等やっていただきたいと、よろしくお願いします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 副町長。 

○千葉与四郎副町長 どういう形で財源として充当していくかというのは、いろいろなお

考えがあってもちろん構わないと思うんですが、今、町としては、非常に上士幌町が全

国的に注目をされているという状況もございます。そういう中で、やはりいただいた寄

附金をどういう形でまちづくりに使われたのか、そのことで、どう町が元気になってい

くのかという姿を、また、これは納税した方々にしっかりと説明をする責任もあるとい

うふうに思っておりますので、そういう中で、ではどういったことに使っていこうかと

いろいろな議論はしてきましたけれども、その中で、特に、この子育て少子化対策にし
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っかりとその財源として使わせていただいて、その結果、町がどう変わっていったのか、

そういったことをしっかり、また、納税者の方にお返しすることが、また、その後の納

税者の方々が、上士幌町が自分の寄附金をこういう形で使ってくれたんだなということ

で、また、次の、それならまた応援しようかなというふうになっていただければ大変あ

りがたいなと思っています。 

  いわゆる、その寄附いただいたものを何となく全体的に財源として使わせていただき

ましたというのは、余りにもこれは見えない形になりますので、指定の場合は、もちろ

んその指定の趣旨に沿って財源充当させていただきますけれども、一般寄附については、

あえてそういった基金をつくって、しっかりとその町の変化を含めて、納税者の方々に

ご報告させていただくと、そういうことが非常にこれから重要になってくるだろうとい

うことで、今回ご提案をさせていただいたということでございますので、その辺につい

てはご理解をいただければというふうに思います。 

  以上でございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） もう１点疑問があるんですけれども、ホームページから、これ

寄附金を申し込むような、そういう段階的になっていて、上の段があって、下のほうに

なっていけば、今度はどの特産品が欲しいとか、それ選ぶようになっているんですけれ

ども、私はその前に、例えばふるさと納税で寄附金を出すんだけれども、特産品が欲し

いとか、特産品は要らないけれども寄附だけはさせていただきますと、そういう選択肢

があっていいと思うんですね。今のホームページの構成上から言えば、ふるさと納税を、

寄附していただいた方全員に特産品を選ぶような、そういう選択肢になっているんです

ね。これは私以前副町長にもその問題点を指摘したんですよね。それで、この前見たら、

その点が以前のままで改善されていないということなんですけれども、やはりそういう

選択肢って一番 初に要るんでないかと思うんですけれども、それについてはいかがで

すか。 

○委員長（山本裕吾委員長） ここで15分間休憩といたします。再開は５分前の予鈴をも

ってお知らせいたします。 

（午前１１時１１分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時２１分） 

 ────────────────────────────────────── 
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○委員長（山本裕吾委員長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 実は、ホームページからのふるさと納税の申し込みのホームなんで

すけれども、確かに委員おっしゃるとおり、この段階で感謝特典を希望するか、しない

かのチェック項目ございません。ただ、実際のところ、中にはそういう方も、ほんの一

部なんですがいらっしゃって、そういう場合に、感謝特典のところのチェックに入って

こないんですね、いわゆるどれも希望しないという形の申し込みをされる方がいらっし

ゃいます。その場合には、 終的に申し込みの入力確認というのがその後ページがかわ

りまして、入力確認の欄で、いわゆるその感謝特典を希望しないということが、これで

よろしいですかということでの確認欄が出てまいりますので、当然これでよしとなれば、

その方は希望しないまま寄附されるということになってまいります。 

  それと、クレジットの関係については、その 初の申し込み段階で感謝特典を希望し

ない方は希望しないということがチェックできるようになっているということでありま

す。 

  ただ、実際のところ、このふるさと納税の項目から入ってくる方々のほぼ99.9％は感

謝特典ということも十分意識されて申し込まれてきていますし、感謝特典は町の気持ち

として感謝特典を送らさせていただくということがございますので、 初のホームの段

階で、その特典希望するかしないかというチェックを入れるという作業については、特

に必要ないのではないかと。 

  ただ、先ほどいいましたように、希望されない方は希望されない形でそのまま寄附で

きるような形にもなっておりますので、その点についてはこれからもそういう方法で進

めていきたいと、こういうふうに思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） よろしいですか。 

  ほかに、26ページから27ページございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、28ページから29ページまで質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、30ページから31ページまで質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、32ページ、質疑ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、事項別明細書の総括表は、９ページから10ページま
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で質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、一般会計予算書の１ページから８ページまで質疑あ

りますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 暫時休憩いたします。 

（午前１１時２４分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 会議を再開いたします。 

（午前１１時２５分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、議案第18号平成26年度上士幌町国民健康保険特別会

計予算は、195ページから232ページまでを一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） ４点、５点、どうしましょう、１個ずつ質問いたします。 

  歳入で、高額医療費共同交付金と保険財政共同安定事業交付金が前年に比べて予算上

ふえていますが、その理由について質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 森本主査。 

○森本宏典保健福祉課主査 国保会計の共同事業交付金の額がふえているということでご

ざいますが、これは前年度の交付見込み額をもとに計上しております。平成26年度の当

初予算は、25年度の交付見込み額を踏まえて積算したものでございまして、その前の年

の24年度の交付額より25年度の交付見込み額が大幅にふえているので、予算計上額もふ

えているということでございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） 山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） そうすると、25年度に結構医療費かかったということなのかな

という判断でいいのか。今までは結構交付金が、歳出も含めますと、前は交付金出すほ

うが多くて、入るほうが少なくて、町としてはちょっと不利というか、あわないんでは

ないかという話なんですが、ここ26年度予算見ますと、どっこいどっこいで交付金も、

受けるほうの、もらうほうも結構ふえていると、出すほうはそこそこ、前年の事業費で

見ますので、結構医療費の負担がふえているのかなという私判断をして質問をさせても

らったんですが、その点について、どのようにお考えか質問いたします。 
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○委員長（山本裕吾委員長） 森本主査。 

○森本宏典保健福祉課主査 今、山本委員おっしゃられたとおり、25年度の医療費が大幅

に伸びておりまして、その関係で共同事業交付金もかなりの額をいただいていると。25

年度は交付額、もらう額のほうが大きくふえておりまして、拠出超過ではなくて、交付

超過の状態になっておるということであります。26年度の医療費も、このまま25年と同

じような推移をしますと、多分交付額もそれぐらい入ってくるんではなかろうかという

ことで、当初予算においては交付超過、もらうほうが多いという予算組みをしておりま

す。 

○委員長（山本裕吾委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） そういう意味では医療費の共同関係でやるについては、いい面

も悪い面もありますが、その点について、町として医療費がふえているということで、

やっぱり真面目に検討して減らす方向でいかなければいけないのかなと私思って質問さ

せてもらいました。 

  それで、次に、特定健診の26年度の予定は46％ですが、25年度の見込みが41ぐらいだ

という予算質疑の中で答弁いただきましたが、その取り組みについて、どのようにして

いくのか質問いたします。46％に向けてどのようにするのか質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 保健福祉課長。 

○野中美尾保健福祉課長 特定健診の増進計画の、特定健診の計画の目標率、達成率は

48％ということで、46％ではなくて48％ということで、48％に向けた取り組みというこ

とでございます。この特定健診はメタボに着目した健診及び保健指導が義務づけられた

ということでやっているものでございますけれども、平成20年度からスタートをしてい

るということで、５年後の平成25年度より、その取り組み状況、達成状況に応じて加算

減算というような状況でございます。 

  そういったところで、平成24年度は41.7％という本町達成率というか、受診率でござ

います。ただ、25年度におきましても、同程度の状況であるということを補正予算でご

答弁させていただいたところでございます。今後の取り組みということで、41％から

48％ということで目標的には非常に厳しい数値でありますけれども、国のほうの目標が

70％、60％ですか、というところでいくと、まだまだ低い状況ですが、管内的には上士

幌町は特定健診率は上位から５番目ぐらいということで、低いほうではないんですけれ

ども、計数的な目標値に近づけるのにはまだまだ遠いのかなと。ただ、その取り組みと

しましては、まず医療機関との連携というのも大事でございます。それから、一番はご

本人の健診、動機づけのところというところで、40歳の健康づくりスタート事業でスタ
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ートしまして、そして、40歳代は結構受診率がいいんですけれども、どうしても、そこ

から継続受診につながっていかないというところがありますので、そういったところの

きめ細かな訪問による指導等も必要になってくると思います。 

  それから、これは全国的にも、道内的にもそうなんですけれども、やはり特定健診率

というのは、国保の加入者と言いながらも、やはり市町村に町立病院のあるところは医

療機関との連携がしやすいということなんですけれども、なかなかそこら辺の連携とい

うところが課題になっております。本町はそういった意味では２カ所の医療機関と協定

書を25年度結んでデータの情報提供をさせていただくことができました。今後とも、そ

ういった医療機関との連携をとりながら受診率の向上に向けて上げていきたいというこ

とと、ご本人へのＰＲといいますか、なぜ健診をするのかと、特定健診のやはりメリッ

ト感というのを皆さんに周知をしていく必要があるのかなということと、きめ細かなや

っぱり訪問活動、指導というところが重点になってくるかなというふうに思っておりま

す。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 担当課も本当に苦労されて、苦労されて、今40と言ったら管内

的にはいいほうだろうと私は思うんですが、本当に本人が病気する、しないは本人の勝

手ではなくて、やっぱり町全体のことを含めて健診を受けながら、結果的には医療費に

つながってきますので、医療費につながるということは保険税までつながってきますの

で、やっぱり担当課はすごく大変見えていると思うんですよ。健診を受けてもらって、

早期治療をしてもらって、やっぱり医療費抑えたいと。そのことにより、結果的には保

険税なりに影響出れば税金も下げられるか、上げなくても済むというふうに、総合的に

よくなるというふうに私判断します。 

  それで、次の質問なんですが、短期保険者証、保険証、資格者証の交付状況について

質問したいと思うんですが、24年度から資格者証を発行していると思うんですが、その

状況についても質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 森本主査。 

○森本宏典保健福祉課主査 短期の被保険者証でございますが、現時点の該当世帯という

のは27世帯になっています。資格証明書の該当になっている世帯というのが、現在５世

帯ということでございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） これは資格者証の方については、多分相談を受ければ短期に切
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りかえるということで、かなり担当課も苦労していると思いますので、ぜひ相談に乗り

ながら保険証をきちんと渡せるように努力してほしいなと思っています。 

  その次に、国保会計の状況なんですが、当初予算、25年度の基金の見込みを見まして

も、当初予算見ましても、かなり厳しいのはよくわかっているんですが、それから25年、

６年も見込みで医療費は前年、その23、４年に比べたらかなりふえるという見込みだそ

うですので、この国保会計の状況についてどうなるのかと。 

  それから、もう一つは、26年度国保税の見直しについて、かなり軽減世帯が拡大され

るという情報もありますが、その点について、多分今回の補正ではないと思います。そ

の点について、今後どのように対応するのか質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 森本主査。 

○森本宏典保健福祉課主査 まず、国保会計の状況でございますが、毎回同じような答弁

で大変申しわけないんですけれども、26年度の国保会計の財政状況も極めて厳しいとい

うことです。先ほども言いましたけれども、25年はちょっと医療費伸びまして、１人当

たりの医療諸費というのが大きく増加しております。平成26年度も同じような状況が続

けば財政運営は非常に難しいということを思っています。25年度の予算で、予算上です

けれども、基金を全部取り崩すような予算を計上しておりますし、先ほど言いましたよ

うに、北海道内の保険者で共同事業やっていますけれども、共同事業の交付金にすごく

助けられているというのが25年度の状況でございまして、26年度も綱渡りといいますか、

かなりつらい財政運営になるということでございます。 

  それと、もう一つ、国民健康保険に係る26年度の税制改正なんですけれども、国のほ

うでは保険税の後期高齢者支援分の賦課限度額を２万円上げて、14万円から16万円にす

ると、介護納付金の納付分の賦課限度額を２万円引き上げて、12万円から14万円にする

ということと、低所得者の軽減措置につきまして、５割軽減の対象世帯の軽減判定所得

の算定に世帯主を含めると、今までは世帯主を除くとなっていたんですけれども、世帯

主を含めると、それから２割軽減の対象の世帯の軽減判定所得を計算で、１人当たり35

万円を乗ずるということになっていたんですけれども、これを35万円から45万円に引き

上げるということの税制改正を考えているようです。国は平成25年度末、今月末までに

地方税法施行令を改正しまして、４月１日からの施行を予定しているようでございます。

本件は条例改正が必要になってきますので、もし改正するとなれば、保険税の本賦課前

に運営協議会の諮問を得まして、議会に条例提案ということになろうかと思います。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ８番、山本委員。 
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○８番（山本和子委員） 国のほうは軽減の関係をより軽減すると。ただし、限度額はそ

れぞれ後期も含めて、後期医療も含めて限度額は上がるというふうに判断いたしました。 

  それで、これは森本主査にどうのこうのではないんですが、国保会計物すごく厳しい

という状況で、26年度はこのまま行ったら赤字、赤字というか、赤字ということはあり

得ませんので、引き上げになるのか、一般会計繰り入れか、どっちしかありません。そ

れはぜひ４月、５月以降の改定のときまでに十分担当課と、それから理事者と協議して、

引き上げにならないようにぜひご検討をお願いしたいと思いますが、答弁があればお願

いいたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 保健福祉課長。 

○野中美尾保健福祉課長 国保状況ということで、今主査のほうからも非常に厳しい状況

であるという報告をさせていただいたところでございます。ただ、国保の加入者の移動

状況、それから後期高齢医療のほうに移られる方がいらっしゃるということで、そちら

にシフトされて国保の加入者が少なくなったり医療費かかるのが減ったりとかというこ

とで、そういう変動の要素もまあまああるということもありますので、医療費はなかな

か見込みができないんですけれども、そういった状況を勘案しながら、しっかり協議を

させていただきながら、５月、また６月の改正に当たってしっかり議論をさせていただ

きたいというふうに考えております。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかにございませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかにございません。 

  以上で、議案第18号平成26年度上士幌町国民健康保険特別会計の質疑を終わります。 

  次に、議案第19号平成26年度上士幌町後期高齢者医療特別会計は、233ページから250

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、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 後期高齢者医療制度は２年ごと改定されますので、26年度から

は新しい保険料になるというふうに情報あるんですが、前回の一般質問では、保険料が、

率が上がるんではないかという、平均の料金が上がるんではないかというお話をしたん

ですが、つい 近、保険料自体は平均的には下がる見込みだという情報もあるんですが、

具体的にどういうふうに情報が来ているのか質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 森本主査。 

○森本宏典保健福祉課主査 後期高齢者医療制度についてでございますが、今、委員おっ
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しゃられるように、２年ごとの保険料改定ということになっておりまして、ことしがそ

の改定の年になるということでございます。 

  北海道の後期高齢者の広域連合において、先月、２月24日の広域連合議会で新たな保

険料が改正されたことが可決されております。この内容を言いますと、まず、後期高齢

者は均等割と所得割の２つに分かれて計算しているんですけれども、均等割については

４万7,709円を５万1,472円ということで3,763円増ということです。所得割のほうが

10.61％の10.52％、0.09％減ということです。それから、賦課限度額55万円だったもの

を57万円に、２万円引き上げるということで決定しております。 

  ただ、後期高齢者医療制度も先ほどの国保と同じように、２割軽減、５割軽減で所得

判定基準の改正をしておりまして、その影響もあって、１人当たりの保険料に直すと、

前回よりは下がるというようなことでございますけれども、お一人お一人は個別に計算

していかなければならないものですから、一人一人になると、上がる方もいれば、下が

る方もいらっしゃるということになろうかと思います。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） わかりました。平均的に、１人当たりの平均自体は下がるけれ

ども、均等割は上がると、それから所得割が下がると、世帯によっては、世帯というか、

一人一人にかかるわけですが、個々にあると。それは前回質問したときには、要するに、

24、５年度分の保険料と給付で見れば、集めた保険料のほうが結構多かったという、要

するに剰余金が結構出たという情報も私あります。それで、全国的には保険料を上げる

ところが多いんですが、北海道は抑えたというか、平均は下がったということで、私は

これに反対するものでないんですが、そういう状況だということでわかりました。これ

は多分、予算上は、これ26年度予算には多分入っていないと思うんですが、その確認に

ついて質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 森本主査。 

○森本宏典保健福祉課主査 広域連合のほうでは、前年というか、去年ですか、去年一般

質問でもやりとりされたと思うんですけれども、そのときの大まかな見込みはこうなる

よというのがあって、数字をはじき出していると思うんですけれども、その後、保険料

上昇を抑えるための抑制財源として、25年度の剰余金78億2,000万円、それから北海道

の財政安定化基金からの交付金45億9,000万円を活用するということで、今回の保険料

を算定しているようです。これにより広域連合のほうでは１人当たり5,919円程度の保

険料の抑制が図られたという説明をしております。 
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  予算の状況なんですけれども、当初予算については、この保険料率決定されたのが２

月24日なものですから、当然、その前に予算編成をしておりまして、当初予算というの

は、去年の秋に広域連合のほうから通知のあった上士幌町さん、このぐらいの保険料負

担金になりますよということで、それを別に計上しています。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 以上で、議案第19号平成26年度上士幌町後期高齢者医療特

別会計予算の質疑を終わります。 

  次に、議案第20号平成26年度上士幌町介護保険特別会計予算は、251ページから278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、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 介護保険につきましては一般質問していますので、予定してい

ますので、それ以外について、介護予防事業について、25年度の実績と26年度の取り組

みについて質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 佐藤主査。 

○佐藤眞由美保健福祉課主査 平成25年度の介護予防事業の実施状況についてですが、例

年並みの教室、転倒骨折予防教室、閉じこもり認知症予防教室、口腔機能改善教室とい

う３つに関しては、二次予防事業の方、虚弱傾向の強い方を対象にした教室としてやっ

ております。そして、栄養改善に関する教室が男性料理教室、もう一つは、老人クラブ

の会員さん、単位クラブごと、幾つかまとまっていただいていますけれども、６グルー

プに対して、大体冬の時期に介護予防の普及と、あとは栄養教室ということで教室を開

催して、110名程度の参加をしていただいております。各教室、今の老連の以外のプラ

ザで行っている教室の参加数に関しては、大体各教室10名前後ということで、少人数で

はありますが、非常に効果が出ておりまして、心理面であったり、身体面に改善が見ら

れているという状況です。平成26年度につきましては、例年どおりの介護予防教室を実

施する予定なんですけれども、やはりなかなか中央に集めるというところでは限界があ

って、やっぱり住まいの身近なところにある集いの場をこれからどんどんつくっていか

ないと、中央でやる教室だけでは介護予防が図れないというふうに考えておりますので、

これから地域のサロンの支援とか、サロンがない地区への働きかけというところに力を

入れたいというふうに考えております。 
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  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 担当課はいろいろな老人クラブの教室とか栄養教室を含め、そ

れは、そこに行ける方なので結構集まりもよくて中身もすごい充実していると思うんで

すが、先ほど 後に答弁がありましたように、介護予防のちょっと必要な方については、

なかなかふれあいプラザまで行くのが大変だと、それから人数的にも、それほどなかな

か、頑張っているんですが、極端な増加がなくて、そんなにふえていないのかなという

状況いたします。 

  それと、先ほどお話がありましたように、歩いていける距離のところで、行政区の集

会所中心に、何かいろいろな取り組みができたらいいのかなと私は考えています。私も

個人的でありますが、北区の集会所と11区の集会所で、そこに集まれる方は集めて、ち

ょっとふまねっとを始めているんですが、物すごく、自分で言うのもなんで、好評で、

結構要支援、その方が言うには、要支援１だったんだけれども、養護から外れたと言わ

れて、いいのか悪いのか、よかったなと思うんですが、そういう取り組みを地域ででき

たらいいなと。歩いて来れて、そこで何でもいいんです、ふまねっとでも何でもいいか

ら、ちょっとやって、お茶飲んで帰るという、10人程度で、それが一番、10人から20人

弱程度のほうがすごく楽で、そこの地域の方がお互いに声かけ合って、行こうなと、来

てからは、あの人来たんだよというふうに、そういう集いを持てたらいいのかなと、直

接介護予防事業でなくても、そういう行政区単位で何かできていくと、すごく何だろう、

いろいろな意味で、その方の予防にもなりますし、地域の輪もできるし、そういうこと

も取り組んで、その社協も中心になっていくと思うんですが、そういう取り組みをした

らいいのかなと思っております。私が言うのも変なんですが、そういうことで広めてい

きたいなと私も思いますので、ぜひ一緒に取り組んでいただけたらと思っています。答

弁があればお願いいたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 佐藤主査。 

○佐藤眞由美保健福祉課主査 どうもありがとうございます。 

  そうですね、高齢者の多い地区、例えば３区であったりとか７区というのは、高齢化

率が40％を超える、50％を超えるというふうな状況になっておりまして、やはり歩いて

いける場所に何らかの集いや交流の場があるということをしていかないと、全体の介護

予防は図れないというふうに考えております。 

  ただ、各サロンが今まだ個別に一生懸命頑張っている状況で、そこの中心となる人た

ちがどういうプログラムでやったらいいのかとか、継続するために非常に個々で苦労さ
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れているという状況がありますので、今後、その中心になっている方たちの横のネット

ワークをつなげることで、お互いに情報の共有であったり、こういう活動をしていこう

というモチベーションを高めるというような、そういうつなげる役目を包括支援センタ

ーのほうではやっていきたいというふうに考えております。 

  どうもありがとうございました。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 以上で、議案第20号平成26年度上士幌町介護保険特別会計

予算の質疑を終わります。 

  次に、議案第21号平成26年度上士幌町水道事業特別会計予算は、279ページから296ペ

ージまでを一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  ３番、山本委員。 

○３番（山本弘一委員） この水道事業の中ですね、町内において、旧石綿管がまだ全部

改良されていないと思うんですけれども、それ随時年次計画によって進んでいると思う

んですけれども、それはどのぐらいの先まで町内を新しい鉄管というんですか、そうい

うことで予定を見ているのか、その辺の説明をお願いしたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 杉森主査。 

○杉森誠志建設課主査 では、私のほうから、現在の状況の説明をさせていただきます。 

  石綿管の更新につきましては、口径の大きいものをまず 優先としまして、順次更新

をしているところなんですけれども、年間の状況としては１キロ程度を更新ということ

でございます。市街地につきましてはほぼ石綿管はない状況なんですが、大半ある地域

としましては農村地区になります。昨年の更新につきましては約２キロほど整備を終え

ておりまして、26年度の予算の計画としては１キロほどを予算として計上しております。

今現在の距離としましては19.5キロほどの残存距離がありまして、町全体の割合にしま

すと10.56％を占めた現状でございます。水道施設自体が全体老朽化した施設を抱えて

おりますので、その施設の更新とあわせまして管の計画的な更新ということで、計画を

今後も実施してまいりたいと考えております。 

○委員長（山本裕吾委員長） ３番、山本委員。 

○３番（山本弘一委員） 今の説明によりますと、残り19.5キロと、年間１キロで19年と

いうことでありますけれども、その石綿管についてはかなりの、30年以上の経過がして

いると思うんですよ。特に、それが現在承知のように、酪農家あたりの規模拡大等、牛
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の頭数もふえたり、畑作においては防除の水というものも利用していると。やはりこの

19年先ということになってしまうと、この石綿管については、かなり漏水だとかいろい

ろな問題が出てくるおそれあるんで、もう少し加速的にやるという考え方で進んでいた

だきたいと思いますが、いかがですか。 

○委員長（山本裕吾委員長） 杉森主査。 

○杉森誠志建設課主査 25年度につきましては、浄水場２カ所、上士幌と居辺、こちらを

整備終えたところですが、26年度以降、大きな施設の更新計画も、特に優先しているも

のがありませんので、そういった年に関しては優先して、その石綿管の管更新、こちら

のほうを予算計上多目に盛り込んで、その十数年というスパンをできるだけ短くできる

ように計画を考えております。 

○委員長（山本裕吾委員長） よろしいですか。 

  ほかございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 以上で、議案第21号平成26年度上士幌町水道事業特別会計

の質疑を終わります。 

  次に、議案第22号平成26年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算は、297ページか

ら320ページー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） 

○委員長（山本裕吾委員長） 以上で、議案第22号平成26年度上士幌町公共下水道事業特

別会計予算の質疑を終わります。 

  ここで休憩といたします。再開は午後１時といたします。 

（午前１１時５５分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 各会計ごとの予算に対する質疑が終了いたしましたので、

これより町理事者に対する総括質疑を行います。 

  質疑ございますか。 

  ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 大きく３点にわたり質問いたします。 
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  １点目は、消費税に対する対応について質問いたします。 

  ４月から消費税８％引き上げ予定となっていますが、町の公共料金等については上乗

せしていないと判断いたしますが、それでいいのかと、それから今後の対応について質

問いたします。 

  ２点目は、全体的な予算の組み方なんですが、先ほどの消費税のこともありますが、

26年度からの生活保護費削減の影響とか、６月から住民税が若干上がると思うんですが、

そういうことを含めて町民の負担がかなりふえると思います。その点について、特別町

として新たな施策が、多分ないと私は判断しますが、その対応について質問いたします。 

  ３点目は、平和の問題で、今の秘密保護法に始まり、特に 近では集団的自衛権の問

題など、ますますアメリカの言うとおりに日本の今の政府が進もうとしていますが、そ

の点について、自衛隊の存在について、国民の命を守るとはとても言えないような状況

にあると私は判断しています。その点について質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 いよいよ消費税が４月から３％上乗せして８％になるということです。

これはもういろいろな意味で国民の負担は大きくなるということでありますから、それ

をどう緩和しながら、なおかつ今日的な課題であります経済の成長につなげていくかと

いうのは国レベルでも大きな課題だというふうに認識しておりますけれども、自治体に

おいてはさまざまな手数料等の公共料金がございます。現時点ではいろいろな負担のこ

とを考えながら調査をしているということでありますけれども、まだまだいろいろと不

透明なところがございます。それがどのように影響されていくのか。 

  それから、もう一つは、円高、あるいは円安という為替の変動によっても経済がいろ

いろと動いていくと。特に、本町のような農業第一産業を基幹産業としているところに

ついては、いわゆる輸入材が高騰するということによる負担増、こういったことも懸念

されるということでありますから、そういったさまざまな影響を見ながら公共料金の今

後について検討していくということになろうかと、そのように思っております。 

  生活保護の関係もそうでありますけれども、４月以降どのように変わっていくのかと

いう、その辺の不透明な要素もございますから、この保護の費用が下がるということは、

現実に負担増になるということは明らかでありますけれども、それらについても動向を

見たいというふうに思います。いずれにしても、その福祉の対象になるという方々がし

っかり安心して暮らせるような、そういったその施策というのは行政としても大事な仕

事の１つであるというふうに理解をしております。 

  それから、自衛隊のことでありますけれども、自衛隊については、もはや国民にとっ
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ては、あるいは国の安全、あるいは防災という視点からも欠かせない存在であるという

ふうに思っております。間もなく３月11日の東日本大震災を迎えますけれども、あのと

きの自衛隊員の活躍、あるいは領土を守るという、そういう使命等々含めて、自衛隊に

期待するところ、あるいは日々の訓練を含めて頑張ってもらいたいなと、そのように認

識しております。 

○委員長（山本裕吾委員長） ８番、山本委員。 

○８番（山本和子委員） 消費税の関係につきまして、今後の調査含めて推移を見て検討

するということで、今回は上乗せはしていないと私は判断いたしました。 

  それで、前段質問の中でも答弁もらったんですが、引き上げたことにより町に対する

消費税増税分の0.7％分がふえると。私が知り得ている範囲では掛ける９カ月分ぐらい

というので、機械的に1.7倍にはならないと、1.5倍以上は入ると思うんですが、そうす

ると、約2,500万以上は町に収入が入るというふうに私は判断いたします。それによっ

て、では町の支出がどれぐらいふえるかというのは計算しなければわかりませんが、差

し引きすると、一般的に国から来る消費税増税分のほうが多いんではないかという試算

もしているところもあります。 

  それと、あと町が、消費税が上がったことによって、国に対する町の公共料金等は、

消費税分は納入しなくていいと私は聞いてはいるんですが、そうすると、何だろう、上

に払う分は余りないと。ただし、水道料金と企業会計については消費税分は納入すると

いうふうに、私が知り得ている範囲であるんですが、そう考えれば、国から来る消費税

増税分の上乗せ分と差し引きすると、新たに公共料金については消費税は引き上げしな

くてもいいんではないかと。今後どうなるかわかりませんが、10％になったときに、う

ちの町の課題としては、そのときに課題になるんだろうと思います。その点について、

消費税増税分は上乗せしなくてもいいんではないかと私は判断します。当然８％になる

か、ならないかというのは４月以降ですので、廃止されるのをすごく運動はあるんです

が、それ前提としては８％になるという前提で質問させてもらいました。 

  それから、予算の組み方なんですが、こういう中で町としてはさまざま予算審議の中

ですごい議論になりました100万単位でいろいろな支援をするとか、結構大きな事業を

26年度の中では組んでいると思います。その反面、私から見れば、本当に生活の大変な

方々への新たな支援策がないと私は判断しています。25年度末、前年度からの基金は約

３億円以上は上積みしていると、決算は出ていませんので─と思います。 

  しかし、26年度の基金の繰り入れは、財政調整基金が500万円と公共整備基金が5,000

万円と。いろいろな住宅に対する病院とか特老の介護施設含めて、それは借金といいま
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すか、地方債借りますので、一般会計、基金を崩してどうのこうのという問題でありま

せんので、今のところ町の中での財政的な問題につきましては、従来どおり健全経営と

いいますか、健全なのかと私は判断いたします。その点について、基金をもっと崩して

本当に26年度大変な方への施策をもっとすべきではなかったのかと私は判断しています

が、その点について質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 消費税の上乗せ分の国への支払い等については、これはまだわからない

ところですのでお答えはできないと思いますけれども、公共料金については、全般にず

っと抑えてきているという事実、状況でございます。水道の話も出ましたけれども、水

道も多分管内でもっとも安いほうに位置しているということで、生活用水、あるいは営

農用水等についても、かなり軽減をさせていただいているという状況はご理解いただき

たいなと、そんなふうに思います。 

  今、低所得者だとか、あるいは医療、介護等々で生活、あるいは身体に不自由をして

いるという人方、福祉の関係が本当に社会的な支援が必要な方々については、その辺に

ついてはしっかりやっていきたいということでございます。なおかつ新年度から始まり

ますといいますか、着工しますけれども、医療、介護の施設の整備にあわせて、地域包

括ケアというお年寄りの立場から立った医療、あるいは介護、さらには生活支援と、そ

れらを十分受けられるような仕組みをつくっていくということで今動き出しております

から、そういった意味では老後を安心して暮らせるような施策がこれからも具体的に動

いていくということでご理解をいただきたいなと、そんなふうに思います。 

  それから、財政については借金をしています。大型施設については、これからも出て

まいります。交付税で繰り入れられてくるところがありますけれども、しかし、中長期

にわたって健全な財政運営をしていくというのは、私どもとしても極めて大事な役割と、

そういうふうに思っておりますから、一時期だけということではなく、中長期にわたっ

た健全財政と、それから住民の福祉の向上を図っていくということに留意をしながら財

政運営をしていきたいというふうに考えます。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに質疑ございますか。 

  10番、中島委員。 

○１０番（中島卓蔵委員） 町の基金の積み立てについてちょっと要望したいと思います

が、現在、上士幌町の基金が約58億積んでおります。そのうち信金が69％で、信組が約

16％、農協が15％の比率の積み立てになっております。この数字を見ますと、信組、農

協さんあたりも、かなり時代も変わってきていますし、今経済活動が町に大変寄与して
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いると思います。かなり見直しもされていないようですので、せめて信組、農協さんあ

たりも10％アップぐらいの25％ぐらいに引き上げる考えはないのか。また、そういう行

為することによって町の支援の一環とも考えますが、その辺について。 

○委員長（山本裕吾委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 信用金庫さんについては、町の指定金融機関ということでいろいろな面

でお力をいただいていると。窓口についても出張で来ていただいているということもご

ざいました。ただ、この割合がどれほどがいいのかというのは、今ここで答弁できると

いう状況でございませんので、今ご指摘いただいたことを現実の問題としてそれを受け

とめて、しかし、これが果たして適正かどうかなどということ、これはほかの町村のこ

とも含めながら地元にある金融機関のそれぞれが元気になってもらいたいということと、

それから住民全てがいろいろな形でお世話になっておりますから、検討はさせていただ

きたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに質疑ございますか。 

  ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） 一般会計のところでも質問いたしましたが、昨年度会費が支払

いできなかったイムノサポートセンターの件ですけれども、本町とは平成24年度の北海

道自然歩道のウオーキング大会の後援団体になるとか、本町とつながりが深いわけです。 

  また、町としても、会員になって年間10万円もの年間費を毎年支払ってきたと、そう

いう経緯があります。それで、イムノサポートセンターの定款には、顧問は理事会の承

認を得て、理事会にオブザーバーとして参加し意見を述べることができると。顧問の権

能をこのように定義しています。竹中町長はイムノサポートセンターの顧問になってお

られて、今申し上げたように、それなりの権限を持っておられるということです。とこ

ろが、現況としては、担当課からの説明もありましたように、現在、電話が通じない、

あるいは会費が支払えないと、そういった機能不全に陥っております。それで、これは

やはり健全なＮＰＯ法人の状態でないということだと思います。それで、竹中町長は顧

問になられているわけですから、イムノサポートセンターの置かれている現況、それを

どのように捉えているのか質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 イムノサポートセンターの設立は大分さかのぼることになりますけれど

も、いずれにしても、その事業の中核といいますか、というのは、いわゆる健康を軸に

した観光だとか、あるいは偏った今食生活を是正して健康体に取り戻そうというような

運動をするということで、それは町としてもかねてから健康と環境、あるいは観光とい
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う、こういう切り口でうちの町の進むべきコンセプトを定めてやってきたということか

ら、非常に共通するところがあって、いろいろな意味で、元教授にはお世話になってき

たという事実はございます。 

  そういった意味で、竹中にも顧問という、その立場と役職といいますか、お願いでき

ないだろうかということでありました。そういう意味では、非常に町にとっては貢献し

ていただいたということもありますので、町の団体としての会を通しての登録と、それ

から私としては個人として会員にならさせていただいて、そしてまた、その上で顧問と

いう就任を要請されたということでございます。現実的に、そういった経過でございま

すので、実際、その理事会出て意見を述べるというような事実はないんでありまして、

それが決していいことではありませんけれども、私どもとしても理事会出て意見を述べ

るという、そういった必要性もなかったし、それからＮＰＯとしては健全な活動に対し

て、それについて側面から、あるいは顧問という立場からも支持をして頑張ってほしい

なと、そういう関係で成り立ってきたということであります。 

  いずれにしても、町のこの健康に対する支援という意味では、直接イムノサポートセ

ンターでありませんけれども、その関連で北大のあれですね、外科、内科のほうの関係

でぜんそくの調査だとか、これは極めて大きな住民の健康調査と、それから追跡調査を

していただいて、本町の健康実態だとかを調べていただいたということもございます。

そういった意味ではいろいろな形ですね、直接、間接的にお教えになってきたという事

実でございます。 

○委員長（山本裕吾委員長） ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） 今、そのＮＰＯが機能不全に陥っていると、そのことに対して

はどういう捉え方されていますか。 

○委員長（山本裕吾委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 昨年の６月に役員改選が行われましてから、それにも出ておりませんで

したし、後々そういった状況の変化について、新理事長のほうに照会をし、どうなって

いるのかという話を伺っております。 

  ただ、承知のとおり、この件については、研究費が預託金として内部で、業者のほう

で利用されているという大学全体の調査があったという、その結果、四十数件といいま

すか、四十数名の方が何らかの形でそのようなことをしていたという話の中から、そう

いう事実と、そしてまた、大学のほうから告訴されていると、そういう事実は理事長の

ほうから伺っておりますけれども、それ以上具体的な動きということ、それからイムノ

サポートセンターのほうも、いわゆる精神的な、あるいは理論的な支柱であるというこ
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とから、立場上も動けないということで、活動そのものがとまっているという状況は聞

かされておりました。今、それ以上、どうにも動きようがないというのが理事長の見解

でありました。 

○委員長（山本裕吾委員長） ７番、角田委員。 

○７番（角田久和委員） 動きようがないというのは、新理事長のあれですね、はい。 

  それで、今は会費支払い等ストップしているということですけれども、これＮＰＯ法

人、イムノサポートセンターの活動が正常に機能して再開した場合は、町としてはどう

いう対応をしていくのか質問いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今、大きな状況の変化の中にあるということでありますから、それが町

にとって公益性があるのかということ等々を含めて、いろいろな角度からこれは検討し

てみる必要があるだろうと思います。今段階で全く結論づけるということにはならない

だろうなと、そんなふうに思っています。 

○委員長（山本裕吾委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありますか。 

  ３番、山本委員。 

○３番（山本弘一委員） ふるさと納税で、町長もトップセールスというんですか、２回

ほどマスコミ出まして、非常にこれがまた効果が出て、我が町に対しての全国からの寄

附金がふえていると。報道によると２億も突破したんでないかという形で報道されてお

りますが、やはり私は全国から上士幌を思う方々が町のために寄附をしていただくと、

納税をしていただくということは大変私自身もありがたく、これからもそのものが協力

していただきなと思っております。 

  それで、この全国納税者に対して、生涯学習センターがこれから基本計画、新築に向

かうと思うんですけれども、その一部の中に、その方々の銘板というんですか、寄附さ

れた方々のそういうものを思い出に残してあげると、その内容については木製だとか、

例えばいろいろな名前を書く方法があると思うんですけれども、何年度ではどちらさま

という形の中で、我が町に納税で協力していただいた方々を永久にそういうことに残し

てあげるということが大切でないかと思うわけであります。より一層全国に向かって発

信していただいて、上士幌町を支援していただくということの上士幌町の思いやりとし

て、そういう形を考える気がないかどうか伺いたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 納税していただいた方に感謝の気持ちをどう伝えるかということは非常
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に大事なことだと、そういうふうに思っております。 

  ただ、今現実問題、１万人を超える方々が、１万件、１万3,000、 近では１万3,000

件を超えたという話ですけれども、全てがそれが１万3,000人にはならないんですけれ

ども、それだけの多くの方々が納税をしていただいたということでありますから、感謝

の気持ちを伝えるということの何か具体的な話今出ましたですね、銘板みたいな話と、

１万人を超える人の銘板というのは、なかなかこれは、相当厳しい話だなと、そんなふ

うに思っています。 

  ただ、新年度以降でありますけれども、これは本人の意向もありますけれども、その

人方に、上士幌町が今どういうふうになっているのか。それから時々の町のイベントだ

とか、あるいは町の動きだとか、新たな情報だとか、そのようなことはネットを通しな

がらこう伝えて、そして交流を図っていきたい、あるいはそういう方法はないもんだろ

うかなと、そう思っております。 

  実際、そういうメッセージを送ることに対して、オーケーする人と、それから、もう

１回きりでいいよという人方がいますから、その辺の個人的な意思を尊重しながら、数

多い自治体の中から上士幌町を選んでくれたという、これに対する感謝の気持ちと、そ

れから、あとの町がどう変わっていくかという、その責任は私どもにはしっかり課せら

れているんだろうなと、そんなふうに思っております。そういった意味で、納税者との

交流をどう図っていくか、あるいは感謝の気持ちをどう伝えるかということは非常に大

事なことであるという認識はしているところであります。 

○委員長（山本裕吾委員長） ３番、山本委員。 

○３番（山本弘一委員） はい、わかりました。人数が聞いていなかったもので、銘板と

いうことを使ったんですけれども、これも言ってみれば、個人情報保護条例と、個人の

そういう出してもいいよと、また、著名で出さないでほしいという方々もいると思うん

ですよね。やはり町としては生涯学習の中に出してもいいという方であれば、住所、名

前がいいのかと言ったら、そういうようなコンピューターを使った画面で、一覧表でふ

るさと納税ということを押せば、即座にそれが、人が出てくるとか、やはり今フェイス

ブックですとかいろいろなものがありますので、やはり上士幌へ観光旅行等でお越しの

際は、ぜひ寄ってほしいような、そういうやっぱりルートもつけておくと。ふるさと納

税だけではなくて、今後上士幌町とのおつき合いをどういう方法で、ネットで、ブログ

でやるのか、また、ホームページを通じた中でやるのか、情報発信を含めた中でそうい

うことにつなげていただきたいと思いますし、人数がわかっていれば、ちょっと、１万

人と、ますますこれからふえていくということになると、なかなか私も難しいのかなと
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思いますけれども、その寄附していただいた方々をたたえるという意味では、何らかの

対策、方法論を町長は考えていただきたい。 

  これが、またさらに来年も再来年ということで、町を支えていただける全国の方々に

向かって情報発信、それから納税もお願いしていくということを町長も率先して進めて

もらいたいと思います。お答えをもらって終わります。 

○委員長（山本裕吾委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 そうなんですね、せっかく上士幌町を選んでいただいて、多分それまで

は全く上士幌町というのはどこにあるのか、それから、その人口やあるいは産業形態は

どうなっているのか、ほとんどの方は認識が実際のところなかっただろうと思います。 

  しかし、このふるさと納税をするという、そのことを通して、ホームページを開くと

いうことにつながっていくはずでありますし、そのことによって、上士幌ってこんなと

ころなのかと、そういう認識が相当深まってきているはずだろうというふうに思います。

その方々が納税する中で自由にコメントしていただいておりますけれども、ぜひ上士幌

町の応援団になりたいよ、あるいは上士幌町に行ってみたいという投稿も結構あるんで

すね。そういうことになりますと、ふるさと納税を通しながら上士幌町との交流、ある

いは観光につながっていったり、そういう可能性というのは非常に大きいものがあると

いうことであります。 

  今、一面的に幾らの額が上士幌町に来たかということだけではなくて、その後のその

人方との交流の仕方、ケアの仕方、そのことによって本当に上士幌町がいい町だなと、

であればリピーターになってもらえるということだろうというふうに思います。 

  そのようなことをこれから私どもと、これだけの多くの支持を得ているということに

対する責任としては非常に重たいものがあるなと。物をもらって、はい、それでたくさ

ん寄附金来てよかったなというだけではない責任を果たしていく必要があるなと、そん

なふうに思っています。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに。 

  ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 何点か総括質疑をさせていただきたいというふうに思います。 

  まず、１番目は、先ほど山本委員も言われましたが、消費税がこの町にどのような影

響を与えるのか、こういうことについて、例えば課長会であるとか、各課でそういった

情報収集、町の場合はその出入りというか、もらう分もあるし、いろいろサービスとい

う形で提供するものもあるわけですけれども、まず、その前に、各課、これ総務課が担

当になるかと思うんですけれども、日常的に使う、例えば紙であるとか、そういった消
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耗資材というのがありますよね、これは普通の家庭であれば４月１日までに、お店に置

いてあるうちに少し買い置きをしようかというのが町民の常識です。町はそういう検討

や、あるいはそういう行為をまず行った経緯があるかどうか、まずお聞きをしたいと思

います。 

  次に、なぜそのようなことを聞くのかというと、そういう意識がないと、この消費税

の増税というのが町民生活にどういう影響を与えるかというのがなかなかわからないん

ではないかなということを考えるので、さらに今言ったように、町民生活にどのような

影響を与えるのか、不景気に、どんどん景気の悪い状況に振れていくんではないか。さ

らには商店、商工業の皆さんについては、３月末まではある程度動きが活発化するけれ

ども、４月以降は鈍化するんではないのか。そういうことも含めて、商業振興というこ

とをどういうふうに考えたか、これもぜひお知らせを願いたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 竹中町長。 

○６番（佐々木 守委員） ちょっと待ってね、小分けにしたほうがいいのかな。 

○委員長（山本裕吾委員長） ちょっと分けていただけますか。 

○６番（佐々木 守委員） はい、わかりました。その分だけ、まずひとつお願いをしま

す。 

○委員長（山本裕吾委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 財政のほうとの協議をしながら、当面３％の消費税のアップ分について

は様子を見ていこうという内部での協議の結果、そうなっております。 

  それから、予算の執行上、これまでずっと単年度、単年度で整理しておりますが、そ

のときに予算が余ったから買っておけと、あるいは買っておくような事例があったりす

るわけでありますけれども、そういったことについては、厳しく日常的に、いわゆる購

入についても基本的には町内では町内のところありますけれども、入札するものは安く

どう仕入れるかということで、その結果として、執行残が出たものについては翌年に繰

り越して新たにつくっていこうというような考え方を徹底しているところでありますか

ら、そのために今、今回買いだめをするだとか、その結果、行政がそのことによって一

般消費者のほうにも迷惑かける、かけないということもあり得る話でありますし、財政

運営上、予算執行上の考え方を踏襲しながら、今回もその延長上にあるということであ

ります。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） その部分だけ、まず質問させていただきますが、町民は行政

運営上、なるべく 小の経費で 大の効果と、こういうものを役場は常に考えているか
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ら、消費税についても同じ対応をとったと、不用減が出る部分について、それを回した

と言って、誰かそれはおかしいと言えるかなというふうに思うんです。そこの問題です。

つまり、住民の意識、町民の意識というのが、やっぱりそのときの動きに従っている。

だから、さっき言ったことは、通常では、金が余ったから買っておけなんていうことは

とんでもない話です、町長の言うとおり。しかし、適切な説明ができるんであれば、そ

れは堂々とやっていいことなんではないかなと。 

  ただ、そのときに、町が町民に先んじてそういうことをやったということでは、これ

はまたお叱りを受けます。もっと言えば、町民生活上、消費税の増税に早くからにお互

いに対応しましょう、よりよいやっぱり節約で豊かな生活をしましょうと、なるべく。

そういうことを警告したり、情報を流したりできるということが行政としては非常に僕

は大切だと思うんですよ。そういったことを議会でもっと早目に言えばよかったという

僕自身は反省が実はあるんです。その辺は私自身の政策能力のなさだというふうに自己

反省をするんですが、全体的にそういうことをきちっとしていかないと、ますます厳し

い経済状況の中ではいかないんではないのかなと。これからＴＰＰがよくなることはな

い、どういう妥結をするかわかりません。あるいは簡単に妥結ができないでずっとたな

ざらしになるようなこともあり得るのかもしれませんけれども、国際協力化の中に上士

幌農業の基幹産業である各生産物は投げ出されていくというふうに考えざるを得ません、

将来展望考えると。 

  そういうものをあらゆる形で倹約をしながら上士幌の経済を守っていくということに

は、町がそういうことをしても、誰も僕は怒るわけではないという気がするんですが、

そういった、今庁舎内で検討したというのは、どういう会議で検討して、事実上静観す

る形になったのか、ひとつお聞きをしたいというふうに思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 庁舎内というか、その担当の、先ほども申し上げました。当面その財政

の担当するところの全体的な新年度予算を組むときの考え方として現行で行こうという

ことであります。そういった意味で、各課に指示をしたということ。 

  それから、買いだめの話でありますけれども、この買いだめを、何を買うのかと、買

っておいていいものだとか、それから買って、後下がってくるものだとか、そういった

ものがたくさんあるわけですね。それを行政がその場に及んで、これだけ急いで買って

いこうというところまでの物品の精査をして、これが新年度になったら高くなりそうだ

から先に買っておこう、それから、これが新年度になったら安くなりそうだからやめて

おこうだとか、そこまでの精査をするというところまでは、私どもとしては考えの及ん
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でいないというところであります。 

  したがって、今テレビなんか見ると、相当消費をあおるような宣伝があって、あと３

月中に買わなければ大変だ、大変だというようなことになっておりますけれども、その

辺も片方では冷静に見ないと果たして本当にそうなのかと。それから、あえてその予算

の適正な執行というか、従来のことを崩してやることのところまで、検証してやるとい

うところまで現実の問題は行けなかったということであります。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） ただ、買いだめをしなさいということだけを言えというんで

はなくて、消費税というのはどういう社会的影響を及ぼすか、一部には待機消費者の中

にも、買いだめが品薄を呼んで、３月のほうが価格高騰を招き、４月になると停滞する

ためにその価格がぐっと落ちると、こういったことも考えられるんで、ただ、消費税が

上がるという現実だけは変わらないですね。その価格が一定のものなんかについては、

買いだめしておいて何ら問題ないんです。値段が大きく動くものについては、これはな

かなか、そのときの状況判断というのはあると思うんです。ただ、そういう生活防衛を

みんなで賢く考えてしましょうという呼びかけをするようなことは、何ら僕は問題がな

いと、そんなふうに思うんです。 

  ただ、庁内もそういったことを、できれば全体の中できちっとそういった情報が行き

渡って、担当の財政だけではなくて各課でやっぱり考えられる、役場これだけの優秀な

人材がいるわけですから、そういった総合力をぜひ発揮をしてほしいなと。 

  もう一つは、今回子育て住宅についていろいろ僕は質疑をさせていただきました。そ

の中で感じることは、本来は子育て推進室が子育て全体の、いわばその状況を考える、

幼児、児童まではそこが考えて、あとは教育委員会の範疇だというんならそれでもいい

んですけれども、そういう中で、十分この事業が協議をされた経緯がない。もっと言え

ば、適切に町民の声を反映させたというところが答弁の中で残念ながら聞けませんでし

た。ということは、どうもその行政の思い込みだけで進んでしまっているんではないの

か。それで、予算審議の中では厳しいことを言わさせてもらいました。建てられる人は

いいけれども、建てられない人に対してどういう対応をするんだ。この事業は、私は反

対をする気は全くありません。そういう類の政策もあっていいと思うからであります。 

  ただ、その政策をやるときに、その政策に乗れない人たちの思いも感じてほしいとい

うことを言いたいんです。今、雇用体系が非常に悪化して、正社員化は非常に少ないん

です。町内でもそうです。臨時職員、役場内だって、見れば臨時職員の顔を見ないこと

はないと思います。そういう人たちがローンを組もうと思ったら、銀行は残念ながら先
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の給与状況が保証されないということから、なかなかローンを組まないんです。そうす

れば、持ち家を持つなんていうことはなかなか難しい。そんなのは誰でも知っているこ

とだと思うんですよ。でも、そういうことをきちっと論議をした経緯が見えなかったで

す、今回。同じ町民ですし、さっきの政策はむしろ子育てというよりは、実質は持ち家

住宅の推進事業、子供を持つ世帯の支援事業、さらには町外の人たちに、上士幌の得意

政策としてのアピール度というのが前段に出てくる問題、真に子育てというのを、例え

ば子育て推進室なんかを考えれば、住宅対策だったら安全対策も含めて、こういう住環

境も含めて、設計の際はこういった幼児や児童であれば安全対策を組む、あるいは工法

だとか建て方だとか、こういうことにいろいろ工夫をして、その情報を発信しながらや

っていくということになると思うんです。 

  町長にお聞きをしたいのは、残された人たち、つまり自分もそういう支援を受けられ

るなら住宅を建てたいと思っていても、ローンは残念ながら銀行では定職を持たなけれ

ば組みませんと、こういう人たちがむしろ、この３％や消費税の値上がりなどではなか

なか厳しいところに追いやられているんではないかと。こういう人たちにどういう政策

を、予算審議の中ではそういうことも考えなければならないということを副町長答弁い

ただいたんですけれども、具体的にこれは期日を切って、片方の政策は４月１日で走る

形になりますから、期日を切って、ひとつ明快に答えをいただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 いわゆる持ち家住宅によるついの住まいをここで持ってもらうというこ

との意味、それから上士幌町の人口をどう維持をするかと、地域の活力をどう持続的に

持ちづけるのかと、極めて大きなテーマが以前から課せられていたというふうに思って

おります。 

  いろいろな人口問題の推計を見ると、上士幌町の2040年は3,000人台になるだとか、

それからさきの国勢調査も、2007年に推計しておりますけれども、2010年度よりももっ

と減るという想定でありました。人口が減るということは、活力がなくなって、これ大

変だよというのは皆さんが一致した意見であります。その対策をどうするかという意味

では、産業振興だとか、それぞれ福祉だとか全部含めて総合的にやっていかなければな

らないということになりますけれども、そういう中での対策の１つとして、この町にど

ういうふうにして安心して暮らしてもらえるかというのもあって、例えば住宅問題、当

初定住住宅、あるいは勤労者向けの住宅、これについても、そういった考えの中から生

まれてご理解できた持ち家だというふうに思っております。直接公営住宅建てるにして
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も、公営住宅法のもとでは一見安そうだけれども、なかなか高くて入れないという現実

があって、それから一方では、農業者の法人化が進む中で、いわゆる従業員の確保の問

題、しかし、そこには大きな壁として、住宅の問題もひとつあったということがありま

した。 

  そのようなことで、一定の公営住宅の見合いと、それから後々その定住、あるいは雇

用対策、従業員の確保ということから、その賃貸住宅の事業を進めさせていただきまし

た。相当の今利用があって、これはかなり本町の企業振興、あるいは産業振興に結びつ

いてきているというふうに考えております。 

  そんな中、通勤者も相当いるということ、こっちから行っている人もいるだろうけれ

ども、通勤者が国道から町なかに入ってきている、あの人方はどうにもならないものだ

ろうかと、こんな意見も随分出ていましたですね。調査をした経過もございます。大体

2022年でありますけれども、80人から回答した90人ぐらいいたということでありますけ

れども、その中でも住宅の問題というのは、これ大きな要素としてあったわけでありま

す。多分今であれば、もっと多くなっているだろうというふうに思っております。とい

うことは、帯広からも、それから音更からも、隣町からも上士幌町は十分通勤圏である

ということになります。逆に言うと、こちらからも帯広や向こうのほうに行って仕事を

するということも可能になってくるだろうというふうに思います。 

  ですから、今賃貸住宅つくっているのは、大体１人用だとか、あるいは夫婦世帯用な

んですね。相当評価を得て、今回も延長させていただきましたけれども、段々限界にな

ってくるだろうということと、それから去年から法人の住宅、単身者用の住宅、そして

今もつくっております。新たに就職される人方は単身で、やがて結婚し、そして子供を

産むといったときに、住まいが、ここにあるのかないのか、そのときに、せっかくここ

で住んで、また、よそから通ってきて仕事をすると、こういったことではせっかく施策

をしたものが結果として結びついていかないんでないだろうかと、やっぱりここでしっ

かり子供を産み育てていくというところまでちゃんとフォローしていくということが大

事だろうというふうに思っております。 

  そういった意味では、単身住宅だとか、あるいは夫婦世帯の今の定住、あるいは勤労

者向けの住宅については、だんだん需要が少なくなってくる可能性があるなと。一方で

は、結婚していくことによって自立した住まいだとか、こういったことを求めてくるだ

ろうというふうに思いますけれども、そのときのいわゆる給与が果たしてどの程度なの

かと。上士幌全体見ると、決して高くはない。全体見ると、どこの職場だとか、そうい

ったことがあったにせよ、それにしてもかなり厳しいという、ここは状況だろうという
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ふうに思っております。都市部から比べて、多分２割か、あるいは３割だということが

あると、高額の買い物であるということがあります。 

  しかし、せっかく夫婦、そして子供を産んで、そこへ住んでもらいたいという、そこ

の背中を押すということと、それから、この町の今活力を取り戻すためには、この町に

住んで、そして消費をしてやってもらいたいという思いがあります。 

  今回、その新築の住宅のことが非常に目についておりますけれども、もう一方では、

中古の住宅の支援があるんですね。これは非常にこれも僕は大事な支援策だと、そんな

ふうに思っております。僕としては、町長の立場としては、その国の推計に甘んじると

いうことでは、これはなってはならないと、どういかに人口をためて、この町が持続的

に発展するかということをやっていくためには、しかし、一方では、かといって、今の

ままで行くということも難しいし、それから高齢化になっていくという現実もございま

す。郊外に今建てられているお年寄りの方々が、やがて１人になって、場合によっては

住宅の住みかえだとか、そういったことも出てくる可能性があるだろうというふうに、

そうすると、町内における人の流れもまた変わってくる可能性あるだろうというふうに

思います。若い世代がそういった高齢者の住宅に住まいをかえてもらうだとか、そうい

う視点で新たな中古住宅の利活用の問題だとか、そんなことも出てくるだろうと思いま

す。 

  それから、さらには今委員が申し上げたのは、もっとその所得の関係の、今まで公営

住宅については定住、賃貸住宅を中心にしてやってくるという方針でやってきましたけ

れども、制度に乗ったんではなかなか難しい、場合によっては町単独で新たな、いわゆ

る低所得者になるのか、あるいは高齢者になるのか、そういった個別のニーズに対応す

るような住宅の必要があるのではないだろうかなと、こういうことから、今住宅計画が

今年度つくるということなんですね。 

  ですから、さまざまな各階層において、この町に住んでもらって、なおかつ町が元気

になっていくというための住宅というのは、いずれにしても重要な住まい、生活の拠点

になるところでありますから、それはさまざまな手だてで住宅対策を講じていって、常

識的にやれば人口が減るところ食いとめて、なおかつ従業員住宅、あるいは従業員の関

係についても、低い家賃だとか、あるいは低いローンで、そして給与の不足分を補って

もらうだとか、間接的でありますけれども、そのような経済対策にもつながっていくん

でないだろうかなと、こんなふうな、いろいろな思いを込めて行っている事業であると

いうことをご理解いただきたいということと、委員がおっしゃった計画については、長

寿命化、それ以外も含めて今年度につくるということがありますので、そういった中に
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さまざまな住宅に対するニーズを吸い上げて町の住宅対策にしていきたいなと、そう考

えております。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） 先ほど、冒頭に言いましたように、子育て住宅を反対する気

はないと、いろいろな意味で政策的要素というのは十分理解はできるんだと。ただ、新

設、中古住宅についても、ある程度のやっぱり取得、元金利化して、自己資金が必要で

しょうと、それがなかなかためられないような状況での人たちにどう説明するのかとい

うことをもう一言加えていただきたかったんです。つまり、僕が言いたいのは、そうい

う人たちも必ずいるんですよと、こういう政策をするときに。その人たちのほうが、ど

ちらかといえば生活弱者、経済弱者と言われる人たちではありませんかということを言

いたいんです。 

  近、農業関係にも随分農業労働者としての流入があります。そういう人たちを見て

いても、なかなかここにお座りの皆さんのような給与をもらっているという状況には残

念ながらありません。そういう人たち、要するに臨時職員という形で銀行に行ってお金

を貸してもくれない。将来真面目に稼げば、臨時職員であろうと何であろうと、恐らく

住宅を建てることは可能だし、買うことも可能だと思うんですよ、中古住宅を。そうい

う人たちはやむを得ないんだと、社会のありようとしてやむを得ないんだと考えるのか、

その人たちにも子育て支援という側面で看板を上げるんであれば、子育て支援のための

何らかの措置がとれないものだろうかというふうに、その庁舎内全体で協議していただ

けなかったということが残念なんですよ。まして、そういう心配がないかどうかという

ことをどういうふうに町民に問うのか。これは各審議会等に俎上したことはないように、

どうも昨日の答弁から見ると聞くんです。どんな政策も確かに僕自身もその政策を不必

要などというつもりはないんですが、 終的にはやっぱり関係する受益者町民に一定程

度の意見の掌握をした上で政策化する。その政策については、ある程度行政、上士幌の

場合は上士幌町役場職員であれば、説明できるような状態にあってほしいなというふう

に思ったんです。 

  そういうことを含めて、こういった状況でなかなか自己資金を貯蓄することはできな

い状況にある人たちには、どういう手だてをするのかという部分について、もう一度答

弁を願いたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 もう一度、それは公営住宅の見直しをするということが、これはもう既

に、その方向で動いておりますので、その公営住宅も従来のように、国の法律に基づい
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た公営住宅では、多分それも無理なんですよね。そうしてみると、新たな、どの対象に、

どういった人方に住宅がどれだけ必要になってくるのかと、この辺あたりというのは、

これやっぱり調査をする必要があるだろうと思います。 

  確かに、従業員住宅になりますと、よそから来て、いわゆる家具の問題だとか、ある

いはアンテナ問題だとか、これは現実の問題、それは自分も聞いております。では、そ

れを公営住宅の中で、特別枠でやるのかということがこれからの計画の中で議論されて

いくことになってくるわけですね。今の段階で、これから始まることでありますから、

いずれにしても、しかも、海外から来ている人方もいますから、来た途端に住むところ

ないなんていうこともないわけでございます。そういったところの対策も含めて、これ

は一般の公営住宅のことと、それから、いわゆる経済の、特にＪＡとの連携になります

けれども、そういった中でのニーズと、それらも十分踏まえた上で、住宅対策はもう１

回再構築をするということであります。 

  当然、住めないというようなことには、ここにいてなってはまずいわけでありますか

ら、住んでもらう前提で、どこまで、では料金設定ができるのかと、現実の問題は公営

住宅をつくっても、家賃払えないので今のままでいいよという話なんかもあるわけです

ね。それでまた困るんですね。やっぱりそれらしい住環境というのがあって、ですから、

雇用する側のほうの支払い能力もあるだろうというふうに思いますし、いろいろかかわ

ってくることだなというふうに思いますけれども、住まいの問題、生きる上での基本的

な環境整備でありますので、十分これから調査のための予算も計上していることであり

ますので、検討させていただきたいなと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） その部分については、今後の議論の中で展開をしていきたい

というふうに思いますが、これだけは皆さんに、きょう、この町の行政の中枢の方がお

集まりですのでお願いをしておきたいと思います。 

  私たちは、どんなことがあっても、町民の声というのを絶えず気にしなければいけな

い立場に、これは議会もそうですが、あると思います。今回の部分については、残念な

がら、そういったところ、住民の声というのを十分踏まえた政策ではないのではないか

という心配を私自身はするところです。それはどなたであっても十分か不十分かという

ことについては理解できる部分ですから、それはやっぱり発言をしていただいて、そう

いうことのないようにひとつお願いをしたいなというふうに思います。 

  次の質問ですけれども、ふるさと納税についてお伺いをしたいというふうに思います。 

  私も十分、このふるさと納税、自分の町のホームページ実はきちっと、事業について
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は大体理解をしているつもりですが、開いたことがありませんでした。その中で、寄附

の用途について寄附欄があって、幾つかの欄にトウカクする寄附だという意思を示した

寄附もあるということなんですけれども、まず 初に、全く自由に使ってくださいとい

うか、自由に寄附しますという寄附金額と各５つに、例えば子育て支援であるとか、教

育だとか、福祉だとかという部分の区分けで、産業云々というのもあったというふうに

聞いていますけれども、比率はわかる範囲でどのぐらいの比率なのか、それをこの際ち

ょっと、これ担当のほうがわかるのかもしれませんけれども、そういう話ちょっと先ほ

ど予算審議のときに十分わかっていなかったものですから、ぜひそれを聞いた上で次の

質問をしたいと思うんですが、お答えいただけるでしょうか。これ別に町長でなくても

よろしいんですが。 

○委員長（山本裕吾委員長） ここで15分間休憩といたします。再開は５分前の予鈴をも

ってお知らせいたします。 

（午後 １時５９分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時１０分） 

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

○委員長（山本裕吾委員長） 高嶋総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 ふるさと納税の指定区分ごとの割合ということでございますけれど

も、手元のほうに、10月以降急増しておりますのでその資料がございますが、福祉の振

興に関するものが全体の約17.6％、額にして3,400万ぐらいになっています。それから

教育文化の振興に関するものということで、全体の16.7％程度、額にして3,300万程度

になっております。それから観光の振興に関するものが全体の15.3％程度で約3,000万

程度、そのほか、これに属しない個々の指定というものもございますので、それが約

４％ということで800万程度というふうになっております。指定に属さない一般寄附と

いうものが全体の46.3％程度ございまして、9,000万程度になっているという状況でご

ざいます。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） ふるさと納税の詳しい内容については、後日全協の中でもう

一度きちっと説明されるというふうに、昨日、そういう話になっていますし、そういっ

た形で方向性があるわけでありますので、ここで何を言いたいのかということだけを先

に質問させていただきたいと思います。 
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  僕は、そのふるさと納税、これ言い方を変えれば、納税者に特典を与えて地方に税制

の増を図らせようと。もう一つは、その方法論についても、その町村のアイデアによっ

て変わる、あるいは産品によって変わるという内容のものだというふうに思うんです。

これを組み立てたときに、どういう意図があってこういった区分けをしたのか、これは

地域の、あなたの第二のふるさとのまちづくりにつくりますということで済ませたって

何ら大きな問題ではないというふうに思います。自分の意思をあらわしやすくするとい

う部分では悪くないのかもしれませんけれども、考え方はそういう考え方で捉えなけれ

ばならないというふうに思うんです。この成功を持続させながら、大変成功しているこ

とだというふうに思いますけれども、持続させながら次につなげていくというためには、

皆さんは、恐らくこれを、納税をされた皆さんは、いわば見返りというか、お礼と称し

ていただける産品の魅力、これが大きな違いになって、各ふるさと納税をやっている町

村の違いになり、取扱高の違いになる。そういうものがある種の、今回町長が二度ほど

テレビ出演をされておりますけれども、そういったマスメディアに大きく取り上げられ

ると、余計発信力が増して、さらにふえていったというのが今回の現象だというふうに

私は思っているんです。 

  もう一つは、この基軸となっている産品、十勝ナイタイ和牛を中心にという話で、昨

日話がありましたけれども、そういったところをもう少し、より安く、より量産体制を

とってと、こういうことで、その方向性を伸ばすというのがまず、このふるさと納税を

持続、発展させる原動力になるんではないかと。そのことに、今回の予算の中では直接

そういった説明のあったものについては何もなかったわけでありますけれども、その辺

についての考え方について、この際お聞きをしたいというふうに思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まだまだふるさと納税の参加者というか、これはもっとふえるだろうと

いうふうに想定をしております。住民税の10％を納税すると、そのうちの2,000円はて

ざしになりますけれども、あと残り、１万円だとすれば8,000円が還付されるというこ

とになりますから、その中で特産品なんかになると、結果的には個人にとってもプラス

になるということで、 終的には納税された自治体が負担を負うということになるんで

すが、ただ、大方が東京だとか、大坂だとか、いわゆる大都市のところなんですね。こ

の趣旨からいきますと、発案したのが、発案というか、そういう提案あったのは鳥取県

の知事だとか、いわゆるどちらかというと税に恵まれないところの知事らが集まってと

いうか提案で、これも、それから高校生まで育てて、 終的に東京へ行って、そこに税

を納めている、そういった意味では、税の再配分が必要でないだろうかというのを刺激
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するのに、これをつくったというふうに聞いております。 

  まだまだそういう意味では、ふるさと納税が出資者でなければならないだとか、そう

いった誤解もありましたけれども、そうではなくて、関心のある町、動機はいろいろな

ことでもいいんですけれども、応援をして、そして 終的には、そのことによって、そ

の町がどう元気になるかというところを、これの一番大事な政策をつくった意図が、狙

いがそこにあるという意味でありますので、そういった意味では、先ほどのこともあり

ましたけれども、たくさんの納税をもらった上では、この町がどう見える形で元気にな

るかということが大事だというふうに思います。 

  そのためは、まだこれからも努力していかなければならないというふうに思いますが、

これ偶然に今の２億だとか、そういう大台になったというふうには思っておりません。

このやっぱり順番、流れがあって、そもそもは雇用対策の事業で、緊急雇用対策の関係

で、商工会を窓口にしたネットショップの立ち上げ、そういう研究会を立ち上げて、そ

ういうところに雇用して、そこからネットショップが始まってきたという、そこでの商

品開発だとかされてきて、すんなり乗っかっていけられた分と、それから行政の中にも

そういう担当を置いて、いわゆるＩＴ関係のシステムを早目に構築したということがあ

ったということであります。それらを複合的に、そしてまた、背景があって今日あると

いうことでありますけれども、だからといって、このままでとまったんでは決していい

というふうに思っておりません。その商品の新たな開発なんかも出てくると思いますけ

れども、その辺については、今ネットショップを運営しているところを軸にしながら、

生産者との兼ね合い、私どもとしては、そういうネットショップに上がったものを軸に

して、ふるさと納税の商品として取り扱っていきたいと、そんなふうに思っております。 

  ただ、昨年の12月には何点か品切れになったということもございます。特に、肉類関

係については、非常に好評でとめていただいたことありますが、ただ、これは何たって、

その生産する側がどのように対応するかということが出てきますので、このように爆発

的にふえるというふうにもなかなか理解されなかったところもあったりして品薄になっ

たという事実もございます。突然、システム開発のところを含めて、10月、11月あたり

からどんどんふえてきたということでありますが、ある程度そういうふうになるよとい

うふうにはこちらのほうでは想定をして委託先等々に話をしてきた経過がありますけれ

ども、後手に回ったということもございました。ようやく今改めて相当の物産が出ると

いうような理解が深まってきて、増産体制に入れるものは入るような対応をしていただ

いております。 

  ただ、一番大事なのは、町がその商品を、ふるさと納税者に対して送るということで
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ありますから、品質の監理の問題だとか、その辺については非常に厳しくチェックをし

ていかなければならないというふうに思っております。信用を得るのには時間かかりま

すけれども、信用失墜するのには一瞬ということになりますので、生産者のほうについ

ても、その辺については徹底をするように委託先との交渉も今しているということであ

ります。安くというよりも、もともと安いという評価を得て、向こうからの感想は来て

おります。こちらのほうとしてはなかなか高いなというふうに思っていますけれども、

向こうからの立場から見ると、多分物価のレベルで言うと、２割等々以上は高いだろう

と思いますから、こちらとしても高いといふうに思っていますけれども、非常にすばら

しい商品だと、それを裏切らないようにしていく必要がこれからもあるだろうというふ

うに思っております。 

○委員長（山本裕吾委員長） ６番、佐々木委員。 

○６番（佐々木 守委員） これは行政に今の問題については、新たな商品開発も含めて、

今立ちどまることのないような、次の先を見つめるような方向性で、商売ですから動い

ていなければ、いずれそういう時代もあったなということで終わってしまうという心配

と懸念を持っているということをお話ししておきたいというふうに思います。 

  後に、今回、このふるさと納税もそうですけれども、中身が十分まだ町内のいわば

加工される、あるいは複合にいろいろ興味を持っておられる方、こういった方々に十分

理解されていないんではないか。なかなか物品はつくっても、販売をするという、販売

ルートが難しいというのが一般的な上士幌の人たちの考えです。そういったことをきち

っとやっぱり宣伝をしていくという必要性があるんではないかと。これは単に予算上の

金額がいるという話ではなくて、どういった行政から情報を発信するかということだと

いうふうに思います。今回予算総じて感じるのは、確かに思いやアイデアはすばらしい

ものがあります。それから事業についても、本年、来年度、恐らく20億を超えるような

行政施設、ハード施設、診療所であるとか、ケアセンターであるとか、あるいは特老の

施設、小規模多機能施設のように、行政が主体的にやるものではないにしても、非常に

公共性の高いものに多額の資金を今回使う形になります。 

  そういう中で、そういったプロジェクトを、例えば生涯学習センターのように立ち上

げるとすれば、それなりの十分な協議が必要だと、つまりアイデアを出すまでにはある

程度余裕やゆとりや、その時間が必要、そういうものが今回ずっとぎっちぎっちの中で、

例えば認定こども園についても、そういう状況の中で詰められてきたんではないかなと

いう心配をすごくするんです。 

  そういったことを、素案を持った段階にやっぱり人員配置も僕は、僕の目から見れば、
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ぎりぎりで頑張っているというふうに見えるんです。そういう部分はやっぱり組織内機

構にかかわってまでものをしゃべるつもりはないですけれども、外側から見ていて、議

会議員の１人として見て、多少余裕や、こういうことも準備したり、こういうことも意

見聴取をしたりということをできるような形で、町民の意向はこうですということをき

っちりやっぱり説明ができるような政策立案をぜひお願いをしたいと。 

  そういう部分で、これから数多くの事業やられる部分あるわけですから、町民の声が

第一だということは、これはどなたも否定しないことだというふうに思うんです。その

代表である議員も今一度襟を正して、私自身はきちっと見ていかなければならないとい

うふうに思っているんですが、執行権の中で行われる部分も数多いわけであります。で

あれば、議会の中で早くに情報を得ていれば別ですけれども、そうでなければ、批判的

攻撃しかできなくなるということも含めて、ぜひ考えていただきたいなというふうに思

います。これについては、町長に感想があればお伺いをして、私の質問は終わりたいと

思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 政策化するためには、当然住民のニーズというものは極めて大事なこと

であります。加えて、時代をどう読み取って課題設定をするかと、行政側のいわゆる政

策能力といいますか、これも大事だと、両方大事だというふうに思っています。 

  どこまでやれば十分なのかということでありますけれども、認定こども園のお話もあ

りました。認定こども園については、もう３年、４年前から計画策定のための準備を指

示し、ただ、それは水面下。具体的な形になるまで担当を含めてどれぐらい本気になっ

ていたのかというのがありますけれども、かなりの時間を費やしてきたという考えを持

っております。 

  ただ、表に出てくるまでは多分意識の中から相当外れているというところにあっただ

ろうというふうに思っております。委員の皆さん方にも、そういった意味では、 初に

認定こども園について話したときに、何だこれはというところからまず始まったという

ふうに思っておりますけれども、しかし、議論を重ね、そしてまた、いろいろと見てい

ただいている中で理解が深まってきたというふうに思っております。 

  それから、それらを具体化するまでの住民の声だとか、あるいは総体的に言って、住

民の声の吸い上げ方、聞き方と、回数だけではいいか悪いかわかりませんけれども、相

当本町としては、よそと比較するのは変な話ですけれども、詰めてきているというふう

に思っております。 

  たまたま今回の消防の事例なんていうのも皆さん方の意見を踏まえて住民説明会をし
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ましたけれども、管内では周知のとおり上士幌だけであります。それは参加者が多かっ

たか少なかったかだとか、それはいろいろありますけれども、そういうふうにして積極

的に、しかも、謙虚な気持ちで聞く姿勢は仕事を進める上で各課ともやっているという

ふうに思っております。今生涯学習センターの構想の中でも、何回となく各団体や住民

の方々と踏まえて意見を交換をしているということは、これらのご理解を賜りたいなと、

そんなふうに思います。 

  なおかつ、これからもそういった姿勢を持ちながら、もう一つやっぱり 終的には町

の将来、皆さん方町民もそうでありますけれども、行政のプロパーの立場からもしっか

り責任を持って将来に悔いのないような事業を行い、そして、その成果を残していくと

いうのが私どもに課せられた責務だと、そんなふうに思っております。 

  そういう視点で、事業の組み立てや、それから事業の実施、そして、評価までつなげ

ていくことが必要だというふうに考えます。そういう意味で、また、委員の立場から、

またいろいろとご意見いただくと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに。 

  ５番、渡部信一委員。 

○５番（渡部信一委員） 先ほど角田委員のほうからも質問があったわけです。私のほう

からも重複するわけではないんですけれども、質問しておきたいわけですけれども、Ｎ

ＰＯサポートセンターの顧問ですね、先ほど町長の答弁では、前理事長と申しますか、

西村教授にはお世話になっているし、竹中も参加してくれないかというようなことで、

こちら側から聞くには、おつき合いで、その程度の形の中で顧問に名を連ねたというよ

うな、そういう認識に聞こえたんですけれども、先ほど顧問の立場からも、こういう状

況に陥れば、それなりにこの問題の究明、あるいは今後どうしていくかみたいな部分で、

顧問の立場からＮＰＯのサポートセンターの、イムノサポートセンターの、そういった

再生だとか、あるいは今後のことについても積極的に意見ぐらいは述べられる立場にあ

ると思うんですね。 

  先ほどそれぞれ担当だとか、あるいは昨日からの話聞いても、今後の推移を見ながら、

また要請があれば、また検討するぐらいの話だったんですけれども、竹中町長も、現在

も解散はしていないわけですから顧問なのか。そして、あわせて、そのサポートセンタ

ーの何ですか、町が特別会員ということで、10万のこの会費を予算化して、昨年も予算

化していると、ことしは予算化していないわけですけれども。そういったものが顧問と

いう立場は、竹中町長としての認識でこの顧問になっているのか、あるいは竹中個人が

顧問に就任しているのか、そこら辺のことをちょっと聞いておきたいのと。 
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  あわせて、ご存じのように、昨日の担当のお話では、６月ごろ体調が壊されて、何で

すか、理事長を退かれたとか、そういう形があったわけですけれども、これは広く新聞

報道やら、あるいは北大の何ですか、発表にあわせて、広くマスコミ等、あるいはこの

西村教授の先ほどの経過ですね、北大の不正流用と申しますか、44人ほど、そういう教

授がかかわっていたと。しかしながら、それはその研究費の何ですか、備品だとか、あ

るいはそういう形で、しかしながら、その中でもご存じの西村教授というのは、１人だ

け私的流用というようなことで、これは北大の発表だから、私はつくったものではなく。

４億8,000万ぐらいの研究費の中で、少なくても1,600万の研究費を私的流用したと、そ

ういったということで、解雇とあわせて告発されているわけですけれども、そのことは

そういう事実として、それぞれ町長は十分そこら辺の経過というのはおわかりになって

おられると思うんですけれども、町民の中にも、こういう心配があるわけなんですね。 

  そういったことからして、この理事長と申しますか、平成16年からスギ花粉疎開ツア

ーなど事業で本町に深くかかわって今日に至ってきたと思うんですね。時には町長と二

人三脚で東京のほうへ出向いたり、そういった形の中で、健康だとか、癒しだとか、あ

るいは食べ物だとか、そういったものを含めて一緒になってこういった研究を、研究と

申しますか、そういったことを、事業をやられてきたと。 

  そういった中で、当然、この間、西村教授のホームページなんか、この間のそういっ

たものを見ると、この成果として、１番は上士幌のやっていること、そして、上士幌で

自分がやってきたこと等、そういったことをホームページの中で出てくるわけですけれ

ども、その研究だとか、あるいは助言だとか、そういったものはかなり町長も高く評価

されて、それはそれなりに今日に至っているというようなことなんですけれども、少な

くても結果の中で、つまりは利用されてきたんでないかというような、町が。そういっ

た心配する町民もいるわけなんですけれども、率直に言って、そこら辺を含めて、本町

と事業を始めた時期と重なっているわけなんですけれども、こういったことについて、

町長としてどのように考えておられるのか、率直なところをお聞かせ願いたいと思うん

です。 

  こういったことを聞くのは、このほかにもいろいろアドバイザーとか、プロジェクト

立ち上げるためにさまざまな大学だとか、あるいはそれぞれの町が要請している、そう

いう先生方だとか、あるいは経験者とかいるわけなんです。一々そういった個人的な資

質の何ですか、身体チェックまではなかなか難しいかと思うんですけれども、そういっ

たことを含めて、１つのこういったものは教訓にしなければならないと思うんで、本予

算案にもさまざまなそういったもろもろの予算が、アドバイザー料とか、いろいろな委
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託料だとかあるわけなんですけれども、そんなことあるものですから、こういったこと

を含めて率直な感想と申しますか、この点についてどのように考えているか、いま一度

お尋ねしておきたいと思います。 

○委員長（山本裕吾委員長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 これ２つといいますか、ちょっと分けて考えてもらいたいなというふう

に思いますけれども、その以前の問題に町が、いわゆる不正あったのを見逃しただとか、

便宜供与しただとか、そういったたぐいのことというのは、少なくても町としては一切

ないと。大体は、 初は地域再生マネージャー制度から始まって、そこで上士幌町の持

っている特性、あるいは優位性だとか、そんなところから、しかもすばらしい発想での

スギ花粉がないという、そのツアー、今でもこれは町内でもそういったことで受け入れ

られているところもありますし、それから他の自治体では全面的にそれを表に出してや

っているという、そのような自治体があって、相当集客に貢献をしているということ。 

  それから、従来の観光のあり方についても、日本観光協会等も含めて、いわゆるヘル

スツーリングだとか、その辺あたりのことについて積極的にこれからの観光の、新たな

観光として開発すべき資源だというようなことから、かなり大きく観光のあり方にもイ

ンパクトを与えた功績というのはかなり大きいというふうに思っております。 

  身辺の話なんていうのは、全くそれは今出てきた話ですけれども、今北大のほうでや

りとりしている話でありますから、それはそれとして事実関係はちゃんとつかめるべき

だというふうに思いますけれども、会費は自分で納めていますけれども、多分どの立場

にあったって、町長は町長というふうに見られるだろうと思いますから、それは町長と

いう立場で見られてもやむを得ないし、片方では私的な部分見ましたけれども、見られ

ている部分もあるだろうと思います。それは、見方はそれはあって、僕の立場としては

24時間、そのことに限らず公人の立場で仕事をしているつもりでいますから、それはど

ういうふうに見られても構わないですけれども、ただ、問題に関与するだとか、そのよ

うなこととは全く縁のない話であります。 

  しかも、あのサポートセンターのいわゆる、かなり高邁な理論と、それから先見性と

いうのは、僕らの立場でああせこうせと助言するようなレベルでも、問題でもないんで、

うちの町にとって必要なときに何かお願いするということは、これは非常に有益だろう

というふうに思っております。 

  健康を軸にした観光というのを相当いろいろな意味で町をＰＲしてもらったというこ

とでは貢献の高い人だというふうに思っておりますし、それから非常に社会的な立場で

の仕事を持つ、元教授がいわゆる告訴されているという、これまた極めて逆に残念なこ
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とであるなと。 

  僕も、教授と会ったのは、一昨年の、入院して相当重症になったときにありまして、

そのときにお見舞いに行ったケースが 後でありました。必要があれば相談に乗るとい

うことはあるだろうけれども、積極的にその会の中身をこうせああせという設立当初か

ら、そのような関与の仕方だとか、あるいは私に求められているのはメイキのことだと

か、あるいは金融等の関係のことだとか、その辺については一切ない話で、多分名誉的

な形でいたんではないだろうかなと、そんなふうに思っていますけれども、しかし、上

士幌町を長く支援をしてくれたというのはいろいろな意味で感謝をしなければならない

話だと、そういうふうに思っています。 

○委員長（山本裕吾委員長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに質疑がございませんので、町理事者に対する総括質

疑を終了したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 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17号から議案第22号までの平成26年度各会計に対する質疑を終結いた

します。 

  これより、各議案会計ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、議案第17号上士幌町一般会計予算に対する討論を行います。 

  討論ございますか。 

  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、山本和子委員。 

○８番（山本和子委員） 平成26年度上士幌町一般会計に対する反対討論を行います。 

  政府は、景気が回復しないどころか、この先の暮らしすらわからない心配だらけの中、

平成26年度より消費税８％に引き上げしようとしています。その一方、医療費の負担増

や年金引き下げ、生活保護費引き下げなど、福祉は後退させています。こういう中、町

民の生活、暮らしを守り切る予算になっていないと判断し、反対いたします。 

  １点目、全体的な予算の組み方の問題です。 

  26年度からの生活保護費削減の影響や６月からの住民税引き上げ、４月からの消費税
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引き上げの影響など、町民負担ははかり知れないが、そのことに配慮した新たな予算は

組まれていないと判断いたします。基金は25年度も前年に引き続き約３億円上積みし、

25年度見込み額は一般会計基金で57億円とふえております。この中で、26年度の当初予

算での基金の繰入額は、財政調整基金500万円、公共施設整備基金は5,000万円となって

います。全体的には住宅建設への助成や医療施設や介護施設への補助金など大きな額の

独自の施策はありますが、生活の大変な方への少しでも手助けできるような新たな施策

はないと判断いたします。 

  ２点目、平和の問題です。 

  政府は、秘密保護法に始まり、集団的自衛権の問題など、ますますアメリカべったり

の戦争に突き進むような政治を行っております。このような中、自衛隊の存在は国民を

守るためととても言えない状況にあります。自衛隊協力会の補助金が含まれているため

反対いたします。 

  以上の理由で反対いたします。 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。 

  ６番、佐々木守委員。 

○６番（佐々木 守委員） ただいま上程されている26年度一般会計予算についての賛成

討論をさせていただきます。 

  今回、総額で81億、一般会計で64億を超す予算でありますけれども、１つは、財政運

営上は今後生涯学習センターの改築、あるいは本年度行われる認定こども園のその建設

等、大型の公共事業がありながら、財政運営は非常に安定をしているという部分では評

価ができるというふうに考えています。 

  さらには、新たな施策も幾つか今回取り入れていますが、その中で、１つだけ、この

際賛成はしますが、今後の行政運営の中で十分気を入れていただきたいということだけ

申し上げておきたいというふうに思います。 

  １つは、政策をつくる上で、いつもやっぱり住民の実態がどうあるべきかということ

を十分踏まえていただきたい。そのことに今回、特に子育て住宅事業に関しては、少し

ずさんであったのではないか。それから行政内、先ほど言いましたように、財政状況が

一定程度厳しくないとは言いませんけれども、安定的に運営ができているという、その

裏返しとして人員削減を相当してきていると、このことが悪影響を及ぼさないように、

必要な人員はきちっと配置をし、さらにはその行政の総合力というものをぜひ今後も発

揮をして、予算の実質執行に当たっていただきたいということをお願いをしておきます。 

  後に、そういうことをきっちり踏まえて、今回出されている予算を執行すれば、ま
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た次なる上士幌の未来が見えてくるのではないかということを考え賛成討論とさせてい

ただきます。 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、本案に対する反対討論を行います。 

  討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 次に、本案に対する賛成討論を行います。 

  ３番、山本弘一委員。 

○３番（山本弘一委員） 私は、この本案に対する賛成という形でご意見を申し上げます。 

  総体的に本年度については大型予算の中で子育て支援、それから認定こども園、生涯

的な生涯学習センター等々、将来に向かっての投資が見受けられます。しかしながら、

現在財政の安定しているうちに将来を見据えたこの財政投資については、やはり今回で

なければできないと私も思うわけであります。 

  また、自衛隊については、我が国防を担う上では決して3.11のような原発事故等を含

めた中ではなくてはならないと、我が町においての自衛隊の協力会に対しての支援につ

きましても、決して多額なものではなく、また、緊急災害時においては支援を求めるも

のであるというふうに考えておりますし、今後においても、そのことが国とともに歩ん

でいかなければならない地方自治体のものが出ております。消費税問題もありますけれ

ども、この小さな町が将来にわたって後継者、それから若い人たちが元気で働くような

財政運営に本年度はなっているということを考えまして、私は賛成討論といたします。 

  以上です。 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） ほかに討論がありませんので、これをもって議案第17号に

対する討論を終結いたします。 

  これより議案第17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、起立をしない委員は反対とみなします。 

  お諮りいたします。 

  本案に原案可決すべきものと決定するに賛成の委員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（山本裕吾委員長） 起立多数であります。 

  よって、議案第17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18号上士幌町国民健康保険特別会計予算に対する討論を行います。 
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  討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  議案第18号は原案可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第18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19号上士幌町後期高齢者医療特別会計予算に対する討論を行います。 

  討論ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  議案第19号は原案可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第19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20号上士幌町介護保険特別会計予算に対する討論を行います。 

  討論ございますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  議案第20号は原案可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第20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21号上士幌町水道事業特別会計予算に対する討論を行います。 

  討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  議案第21号は原案可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第21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22号上士幌町公共下水道事業特別会計予算に対する討論を行います。 

  討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） 討論がございませんので、これより直ちに採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  議案第22号は原案可決すべきものと決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第22号は原案可決すべきものと決定いたしました。 

  以上で、本特別委員会に付託されました案件の審査は全て終了いたしました。 

  本特別委員会の付託事件審査報告は、今議会定例会の３月20日の本会議において報告

するものであります。 

  ここでお諮りいたします 

  付託事件審査報告の委員長報告は、正副委員長にご一任いただくことにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声） 

○委員長（山本裕吾委員長） ご異議なしと認めます。 

  よって、付託事件審査報告の委員長報告は、正副委員長に一任することに決定いたし

ました。 

  以上で、本特別委員会に付託されました案件の審査は全て終了いたしました。 

  委員の皆様のご協力によりまして、無事委員会を終了することができました。ご協力

に対しまして心より感謝を申し上げます。 

  以上で、本特別委員会を閉会いたします。 

（午後 ２時５２分） 
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