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日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 陳 情 第 １号 町道４０号（東１３線～東１４線）改良工事に関する陳 
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日程第 ５ 意見書案第３２号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、 

               「３０人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就 

               学保障充実など２０１５年度国家予算編成における教育 

               予算確保・拡充に向けた意見書の提出について 

日程第 ６ 意見書案第３３号 道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域 

               や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める意見 

               書の提出について 

日程第 ７ 意見書案第３４号 平成２６年度北海道最低賃金改正等に関する意見書の提 

               出について 

日程第 ８ 会議案第１３号 議員の派遣について 

日程第 ９ 一般質問 
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日程第１１ 議 案 第３１号 上士幌町税条例の一部を改正する条例の制定について 
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日程第１３ 議 案 第３３号 上士幌町酪農振興基金条例を廃止する条例の制定につい 

               て 

日程第１４ 議 案 第３４号 三股集会所の設置及び管理に関する条例を廃止する条例 
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日程第１５ 議 案 第３５号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につ 
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               いて 

日程第１６ 議 案 第３６号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

日程第１７ 議 案 第３７号 平成２６年度上士幌町一般会計補正予算（第２号） 
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 ────────────────────────────────────── 

◎開会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） ただいまより平成26年第３回上士幌町議会定例会を開会いたし

ます。 

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

ております。 

（午前１０時００分） 

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

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

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

◎議会運営委員会の報告 

○議長（杉山幸昭議長） 議会運営委員長より、本日の議事運営について発言を求めます。 

  議会運営委員長、渡部信一議員。 

○議会運営委員長（渡部信一議員） 議会運営委員会よりご報告申し上げます。 

  議会運営委員会は６月４日午前10時より委員会室において、議会運営委員全員の出席

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

方法等について審議いたしました。 

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

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

  この際、議会運営委員会において協議されたことについてご報告申し上げます。 

  １点目は、日程第15、議案第35号から日程第16、議案第36号までの組合規約の変更に

関する議案２案は関連がありますので、一括上程及び質疑を行い、議案ごとに討論、採

決を行うことといたします。 

  ２点目は、日程第17、議案第37号から日程第21、議案第41号までの平成26年度上士幌

町一般会計補正予算（第２号）並びに４特別会計補正予算は５会計を一括上程及び質疑

を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  ３点目は、議会運営委員会の翌日、６月５日に札幌市で開催されました第65回北海道

町村議会議長会定期総会において、伊東久子副議長、堂畑義雄議員、中島卓蔵議員が自

治功労者表彰を受賞しましたので、議会運用例に基づき、表彰の報告及び伝達を日程第

３、諸般の報告の中で行うことといたします。 
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  以上をもって議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

◎会議録署名議員の指名 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第119条の規定により、議長において４番、中村保嗣議

員、５番、渡部信一議員を指名いたします。 

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

◎会期の決定について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から６月20日までの11日間といたしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から６月20日までの11日間と決定いたしました。 

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

知願います。 

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

◎諸般の報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  お手元に、平成26年３月１日から平成26年５月31日までの間の議会の諸会議等につい

て報告書を配付しております。内容等の朗読は省略いたします。 

  以上が、諸般の報告であります。 

  諸般の報告に対する質疑は、議会運用例第58条の１第１項の規定により、これを省略

いたします。 

  次に、議会運用例第147条の１の規定による議会議員の受賞報告と議会運用例第147条

の２の規定による表彰の伝達を行います。 

  去る６月５日開催の北海道町村議会議長会第65回定期総会におきまして、議会議員の

自治功労者表彰が行われました。本町議会からは町村議員として15年以上その職に当た

る者として、伊東久子副議長、堂畑義雄議員、中島卓蔵議員の３名が表彰されましたこ

とをご報告申し上げます。 

  これより、その表彰の伝達を行います。 
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  ここで暫時休憩といたします。 

（午前１０時０５分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時１０分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 以上が諸般の報告であります。 

  諸般の報告に対する質疑は、議会運用例第58条の１第１項の規定により、これを省略

いたします。 

  これをもって諸般の報告を終わります。 

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

◎陳情第１号の上程、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第４、陳情第１号町道40号（東13線～東14線）改良工事に

関する陳情についてを議題といたします。 

  陳情の朗読を省略いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題といたしました陳情第１号は、会議規則第92条第１項の規定により、産

業経済建設常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、陳情第１号は産業経済建設委員会に付託することに決定いたしました。 

  以上で陳情審査を終わります。 

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

◎意見書案第３２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第５、意見書案第32号義務教育費国庫負担制度堅持・負担

率１／２への復元、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実な

ど2015年度国庫予算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書の提出についてを

議題といたします。 

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

明を求めます。 

  ６番、佐々木守議員。 

○６番（佐々木 守議員） ただいま上程されました意見書案第32号義務教育費国庫負担
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制度堅持・負担率１／２への復元、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、

就学保障充実など2015年度国庫予算編成における教育予算確保・拡充を求める意見書の

提出について、提案理由についてご説明を申し上げます。 

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

の賛同を得まして提案をするものであります。 

  なお、同一内容の意見書を議員各位のご理解のもと毎年提案をし、全会一致で可決い

ただいていることを報告しておきます。 

  意見書案を朗読し、提案説明とさせていただきます。 

  義務教育費国庫負担制度は、標準的な教職員数の確保について国の責任を果たすもの

であり、へき地校などが多い北海道においては、教育の機会均等を保障する重要なもの

となっています。また、義務教育費国庫負担制度は地域主権を脅かすものではなく、む

しろ地域主権を保証する制度であり、義務教育には必要不可欠なことから、この制度の

堅持と「三位一体改革」で削減された負担率を１／３から１／２へ復元するなどの制度

改善がいっそう必要です。 

  安倍政権は、2014年度文科省予算案において、教職員定数については、少子化を理由

に少人数学級をうちきり、概算要求の3,500人対し、「小学校英語の教科化」、「いじ

め・道徳教育への対応」等の加配703人（養護・栄養教員、事務職員39人を含む）と被

災した児童生徒への学習支援の加配措置1,000人にとどめました。また、「給料の調整

額」を20％削減する一方で、それを部活動指導手当等への増額へ振り替えました。さら

に、①「道徳教育地域支援」・「新『心のノート』活用」等14億、②「土曜授業推進・

支援対策」14億、③「高等教育の国際競争力向上のための『スーパーグローバル大学等

事業』」99億などを計上しました。これらは、「教育再生実行会議」や中教審等の方針

にもとづく予算措置であり、教育現場の要求を無視するものといえます。 

  また、「高校授業料無償化」制度への所得制限導入、生活保護費のきり下げなどは教

育条件を悪化させることであり、様々な教育課題がある中、子どもをとりまく貧困解消、

教職員の給与水準の維持・改善と少人数学級の拡充など「教育格差」是正、教職員定数

改善をすすめるべきです。 

  教育現場においては、未だに地方財政法で「住民に負担を転嫁してはならない」とし

ている人件費、旅費をはじめ、校舎等の修繕費がＰＴＡ会計より支出されています。ま

た、給食費、修学旅行費、テストやドリルなどの教材費の保護者負担も存在しています。

地方交付税措置されている教材費や図書費についても都道府県や市町村において、その

措置に格差がでており、住む地域に関係なく子どもたちの教育を保障するためには、国
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及び地方自治体による教育予算の拡充が必要です。 

  これらのことから、国においては義務教育費無償、義務教育費国庫負担制度の堅持、

当面負担率１／２への復元など、次の項目について要請します。 

  記。 

  １、義務教育費国庫負担制度の堅持と負担率１／２に復元すること。 

  ２、高校を含めた「30人以下学級」の早期実現と教職員定数の抜本的改善を早期に実

現すること。 

  ３、子どもたちや学校、地域の特性にあった教育環境を整備し、充実した教育活動を

推進するために、教頭・養護教諭・事務職員の全校配置を実現すること。 

  ４、給食費、修学旅行費、教材費など保護者負担の解消、就学保障の充実、図書費な

ど国の責任において教育予算の十分な確保、拡充を行うこと。 

  ５、「高校授業料無償化」制度への所得制限導入の断念及び朝鮮学校の授業料無償化

適用除外を撤回すること。 

  以上の内容となっております。 

  子供たちの教育環境充実のために議員各位の満場のご賛同を賜り、この意見書案をご

議決いただき、関係者に送付をいただきますようお願いを申し上げます。 

  以上をもって意見書案第32号の提案理由の説明とさせていただきます。 

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

質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第32号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより意見書案第32号の採決を行い

ます。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、意見書案第32号は原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第３３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第６、意見書案第33号道教委『新たな高校教育に関する指
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針』の見直しと地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書の提出に

ついてを議題といたします。 

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

明を求めます。 

  ６番、佐々木守議員。 

○６番（佐々木 守議員） ただいま上程されました意見書案第33号道教委『新たな高校

教育に関する指針』の見直しと地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める

意見書の提案理由についてご説明を申し上げます。 

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

の賛同を得まして、提案するものであります。 

  なお、昨年９月議会に同一内容の意見書の提案をし、全会一致で可決をいただいてお

ります。上士幌高校については、近年募集定員数の入学希望があり、定員を満たす形で

推移しています。これは高校振興会をはじめ、関係機関の物心両面の努力のたまものだ

と高い評価をするところでありますし、行政施策の結果だと評価をしていますが、少子

化の傾向は変化がなく、実情として今後も定員数を下回らないで推移するとは言いがた

いと考えるところであります。 

  現に、新得高校は平成17年度で募集を停止し廃校の方向にあります。高校は地域の教

育文化のかなめと思い、意見書案第33号を提出した次第であります。 

  朗読し、提案説明とさせていただきます。 

  道教委は、「新たな高校教育に関する指針（2006年）」にもとづき、毎年度「公立高

等学校配置計画」を決定し、高等学校の募集停止や再編・統合を行ってきました。これ

によって、2007年以降、全道では、現在までに20校が募集停止（または募集停止予定）、

17校が再編・統合によって削減（又は削減予定）されています。 

  「配置計画」で再編・統合、募集停止の対象とされた高校では入学希望者の激減する

現象が生じています。さらに子どもの進学を機に地元を離れる保護者も現れ、過疎化を

加速させ、経済や産業、文化などに影響を及ぼすなど結果的に地域の活力を削ぐことと

なっています。地元の高校を奪われた子どもたちは、遠距離通学や下宿生活等を余儀な

くされ、精神的・身体的な負担は増大し、保護者の経済力によっては通学断念にまで追

い込まれかねないといった実態も報告されています。 

  2011年度の「公立高等学校配置計画」では、「他の高校への通学が困難である」とし

て残してきた地域キャンパス校の熊石高校を地元からの入学者が20名を切っていること

を理由に「募集停止」としました。このことは、「教育の機会均等」を保障すべき道の
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責任を地元に転嫁するものであり、キャンパス校や小規模校のある地域に不信と不安を

もたらしています。 

  このように、「新たな高校教育に関する指針」」に基づく「配置計画」がすすめば、

高校進学率が98％を超える状況にありながら、北海道の高校の約43％がなくなることに

なります。これはそのまま「地方の切り捨て」、ひいては北海道地域全体の衰退につな

がります。 

  したがって、広大な北海道の実情にそぐわない「新たな高校教育に関する指針」を抜

本的に見直し、中学卒業者数の減少期だからこそ、学級定数の見直しを行うなど、地域

に高校を存続させ、希望するすべての子どもにゆたかな後期中等教育を保障していくべ

きです。そのためには、地域の意見・要望を十分反映させ、地域の経済・産業・文化の

活性化を展望した新たな「高校配置計画」「高校教育制度」を創り出していくことが必

要です。 

  以上の趣旨にもとづき、次の事項について意見します。 

  記。 

  １、道教委が2006年に策定した「新たな高校教育に関する指針」は、広大な北海道の

実情にそぐわず、地域の教育や文化だけでなく、経済や産業など地域の衰退につながる

ことから、抜本的な見直しを行うこと。 

  ２、「公立高校配置計画」については、子ども・保護者・地元住民など、道民の切実

な意見に真摯に耳を傾け、一方的な策定は行わないこと。 

  ３、教育の機会均等と子どもの学習権を保障するため、「遠距離通学費等補助制度」

の５年間の年限を撤廃するとともに、もともと高校が存在しない町村から高校へ通学す

る子どもたちも制度の対象とすること。 

  ４、しょうがいのある・なしにかかわらず、希望するすべての子どもが地元の高校へ

通うことのできる後期中等教育を保障するための検討をすすめること。 

  以上の内容となっています。 

  いつまでも地元高校が存続し子供たちの教育環境が充実するために、議員各位の満場

のご賛同を賜り、この意見書案を可決いただき関係者に送付いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

  以上をもって意見書案第33号の提案理由の説明とさせていただきます。 

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

質疑ありますか。 

（「なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第33号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより意見書案第33号の採決を行い

ます。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、意見書案第33号は原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第３４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第７、意見書案第34号平成26年度北海道 低賃金改正等に

関する意見書の提出についてを議題といたします。 

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

明を求めます。 

  ２番、堂畑義雄議員。 

○２番（堂畑義雄議員） ただいま上程されました意見書案第34号平成26年度北海道 低

賃金改正等に関する意見書の提出について、その提案理由についてご説明申し上げます。 

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

員全員のご賛同を賜り、私が提案するものであります。 

  北海道 低賃金改正等に関する意見書につきましては、平成24年度第２回定例会にお

いて全会一致のご可決をいただき提出しているところであります。 

  今まで、成長力底上げ戦略推進円卓会議や雇用戦略対話において、 低賃金はできる

限り早期に全国 低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、平成32年度までに全国平

均1,000円を目指すとの合意をしていましたが、北海道 低賃金はここ７年間で90円し

か引き上げられず、審議会においては引き上げの額のみが議論され、あるべき水準への

引き上げができていないのが現状であります。 

  現在の 低賃金については734円です。生活保護との乖離については７円であります。 

  既に、生活保護費との乖離解消が合意した期間が過ぎ、全国で唯一逆転現象が解消さ

れていない中、昨年の北海道地方 低賃金審議会において本年度で乖離解消を図るとい

う答申が出されました。消費税の引き上げ等物価が上昇局面にある中、賃金が上がらな

ければ働く方々の生活はより一層厳しいものとなり、ひいては北海道経済の停滞を招く
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ことにつながりかねません。 

  現在の地域別 低賃金は、高卒初任給等の一般的な賃金の実態を十分に反映されてお

らず、北海道内勤労者の有効なセーフティーネットとして十分に機能しているとは言え

ず、地域別 低賃金を有効に機能させるためには、適正な水準への引き上げや事業所に

対する指導監督の強化及び 低賃金の履行確保が極めて重要な課題となっています。 

  よって、北海道労働局及び北海道地方 低賃金審議会においては、平成26年度の北海

道 低賃金の改正に当たり、次の措置を講ずるよう強く要望するものであります。 

  １、平成26年度の北海道 低賃金の改正に当たっては、雇用戦略対話合意に基づき、

早期に800円を確保し、景気状況に配慮しつつ全国平均1,000円に到達することができる

審議会の運営を図るとともに、昨年、北海道地方 低賃金審議会が出した、生活保護費

との乖離を平成26年度で解消するという審議会答申を十分尊重すること。また、景気回

復と物価上昇局面にある中、経済成長と所得控除を同時に推し進め、デフレ脱却と経済

の好循環の実現に向けて、適切な水準を確保するよう 低賃金の底上げを図ること。 

  ２、北海道内で 低賃金以下の労働者をなくするために、道内事業所に対する指導監

督を強化し、 低賃金制度の履行確保を図ること。 

  ３、 低賃金の引き上げと同時に、中小企業に対する支援の充実と、安定した経営を

可能とする対策を行うよう国に対し要請すること。 

  以上、要望するものであります。議員各位の満場のご賛同を賜り、この意見書案をご

可決いただき関係者に送付いただきますようお願いいたします。 

  以上をもって意見書案第34号の提案理由の説明を終わります。 

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

質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第34号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより意見書案第34号の採決を行い

ます。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、意見書案第34号は原案のとおり可決されました。 
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  ここで暫時休憩いたします。 

（午前１０時３２分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） それでは、再開いたします。 

（午前１０時３４分） 

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

◎会議案第１３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第８、会議案第13号議員の派遣についてを議題といたしま

す。 

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

を求めます。 

  ５番、渡部信一議員。 

○５番（渡部信一議員） ただいま提案されました会議案第13号の提案説明を申し上げ、

議員各位のご理解とご賛同を賜りたいと思うものであります。 

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

を得まして、委員長であります私が提案者になった次第であります。 

  会議案第13号は、例年北海道町村議会議長会が主催する北海道町村議会議員研修会に

議員全員が参加すべくご提案申し上げるものであります。本年度の北海道町村議会議員

研修会は、７月４日に札幌市コンベンションセンターにおいて、講師には法政大学法学

部教授の廣瀬克哉氏と読売新聞特別編集委員の橋本五郎氏をお招きして、講演が実施さ

れる予定であります。 

  翌５日は、行政側の生涯学習センター改築計画策定に当たり、総務文教厚生常任委員

会の公開委員会として議員全員で所管事務調査として、石狩市内にあります石狩市学び

交流センターを視察するものであります。 

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

深めていただきたいと思うものであります。 

  以上をもって会議案第13号の提案説明といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 本件については質疑及び討論を省略いたします。 

  これより直ちに採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、会議案第13号は原案のとおり可決されました。 

  なお、この際お諮りいたします。 

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

願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

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

  ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前１０時３８分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１０時５１分） 

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

◎一般質問 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第９、一般質問を行います。 

  一般質問は１名の議員からお手元に配付のとおり通告を受けております。 

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

略いたします。 

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

◇ 山 本 和 子 議員 

○議長（杉山幸昭議長） それでは、発言を許します。 

  ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 私は、大きく２点にわたり一般質問を行います。 

  １点目、平和・命を大切にするまちづくりについて。 

  ここ 近、戦争への道に進むのではないかとの不安、心配が大きくなっています。昨

年の特定秘密保護法の強硬、今度は集団的自衛権の問題など、憲法そのものが壊されて

しまうと危惧されています。こういう中で、平和・命を大切にすることの意味やとうと

さについて町民が触れ合い、考える機会が必要です。 

  次の点、質問いたします。 

  １、非核平和都市宣言の具体的な取り組みについて。 
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  上士幌町は平成７年９月に非核平和都市宣言を行い、20年近くなりますが、平和に関

する事業はほとんどないように思います。今後の取り組みについてお聞きいたします。

各市町村では、原発パネル展、映画の上映会、平和コンサート、折り鶴を広島、長崎に

贈る運動など、多彩な取り組みを行っています。 

  ２点目、非核平和都市宣言の看板について。 

  看板は、国道241号、273号沿いの町有地に２カ所設置されています。英語の文字も書

かれたすてきなデザインです。しかし、木々の陰に隠れほとんど見えません。町民や町

外の方にもよく見える場所に移転したほうがよいと思います。また、もう20年も経過し

ていますので、新たないろいろなデザインで何カ所か設置してはどうか。 

  ３点目、全国的な取り組みに呼応した取り組みについて。 

  竹中町長は、広島、長崎が提唱した平和市長会議に平成20年に加盟していますが、日

本非核宣言自治体協議会にはまだ加盟していません。この会はさまざまな事業を展開し

ていますが、積極的にかかわって運動を進めるべきではないかと思います。 

  大きい２点目、町ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金の活用について。 

  上士幌町へのふるさと納税が好評で、今年度のそのお金4,000万円を基金に積みまし

た。その活用について町民はもとより全国的にも注目されています。 

  対象事業は、子育て支援、少子化対策に資する福祉・保健・教育など広い分野にわた

る事業とされています。その取り組みについて質問いたします。 

  １、町民を巻き込んで、アイデア等取りまとめていくべきですが、どのように指示し

ているのか。 

  ２点目、新たな事業としていますが、今までの事業の拡大も対象にするべきです。 

  ３、考え方の例として、全ての子にかかわる事業、例えば教育費への補助、給食費の

無料化など。 

  次に、困難を抱えている子供や家庭への援助、例えば就学援助の対象拡大など。町独

自の保育料３人目の無料化の対象を大幅に広げるなど。 

  心を育てる問題では、遊びや芸術など文化的な行事への予算を大幅にふやすなど、子

供たちのために夢を語り予算化していくべきです。 

  以上、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず、平和・命を大切にするまちづくりについて、山本和子議員の質問

にお答えいたします。 

  １点目の非核平和都市宣言の具体的な取り組みについてですが、ご承知のように、非
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核平和都市宣言は平成７年９月22日に町議会で決議されております。関連事業の取り組

みとしましては、過去に非核平和パネル展や非核平和講演会などを実施しております。

近年は具体的な事業について実施していませんが、今後は町の記念行事等の実施に合わ

せて事業実施を検討してまいります。 

  ２点目の、非核平和都市宣言の看板についてであります。 

  平成10年度に国道241号線の高台公園パークゴルフ場付近と国道273号線の単身者住宅

付近の２カ所に設置しております。ご指摘のように、周囲の立木の成長によって看板が

見えにくくなっていることから、支障となっている立木の伐採処理を実施したいと考え

ております。支障立木の伐採により、道路等からもよく見えるようになることから、現

在地からの移転の必要はないと考えております。 

  また、現在２カ所に設置している看板の増設等については将来の検討事項としたいと

思います。 

  ３点目の全国的な取り組みに呼応した取り組みについてであります。 

  本町は、平成20年に核兵器のない平和な世界の実現を目指す平和市長会議に加盟して

おります。この平和市長会議は被爆都市である広島市、長崎市が中心となって1982年、

昭和57年に設立され、核兵器廃絶に向け、世界の自治体が連携することにより、市民意

識を国際的な規模で喚起し、核兵器の廃絶と飢餓・貧困の諸問題の解決のための努力を

することによって、世界恒久平和の実現に寄与することを目的にしております。 

  平和市長会議には、核兵器廃絶に向けた都市連帯に賛同する世界158カ国、地域の

6,000を超える自治体が加盟し、日本からは1,448の自治体が加盟しております。本町は

非核平和都市宣言をしており、平和市長会議の趣旨に賛同し加盟したものであります。 

  ご指摘の、日本非核宣言自治体協議会については、比較都市宣言を実施した自治体間

の協力関係を確立することを目的に、1984年、昭和59年に設立され299自治体が加盟し

ております。 

  本町は、核兵器廃絶に向けて世界的な組織として活動している平和市長会議に加盟し

ていることから、今後もこの平和市長会議の中で核兵器廃絶と平和に向けての意思表示

をしていきたいと考えております。 

  続いて、町ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金の活用についてであります。 

  ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金につきましては、平成25年度におきまして、

町外の方からいただいた多額の寄附金を財源としまして4,000万円の積み立てを行った

ところであります。我が国は人口減少時代に入り、将来の担い手となる子供の減少と、

少子化問題は国としても 優先課題の一つとしてその対策を議論しているところであり
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ます。 

  本町においても、人口減少に加え、少子高齢化の流れが加速しております。町の持続

的な発展のためにも、少子化対策は喫緊かつ優先すべき政策課題と位置づけ、保育、教

育、医療、障害児対策、子育て住宅、雇用など、総合的な施策の展開が必要と認識して

おります。これらをスピード感を持った先進的で大胆な施策の展開のためには、多くの

財源の確保が必要となります。このような中、ふるさと納税の制度による篤志寄附金が

昨年度から飛躍的にふえており、またまちづくりへの応援のメッセージが多数寄せられ

ております。今、ふるさと納税の寄附金をもって、国や全国自治体で課題となっている

子育てや少子化の課題解決に向け率先して取り組むことは、全国の寄附者に対して寄附

金がまちづくりに有効に活用させていただいているあかしとして、また、感謝のメッセ

ージになるものとして、基金の創設をさせていただきました。 

  先般、日本創成会議人口減少問題検討分科会が、このまま地方から大都市への人口の

流出が続くと、2040年には地方の若年女性が半減し、全国約900の自治体が消滅のおそ

れがあるとの提言があり、地方の厳しさを再認識させられたと同時に、少子化対策や定

住化対策などのおくれについて指摘がありました。また提言では、大都市のふるさと納

税者に対して地方への人口移動について積極的に行うべきと言及していることから、納

税者との交流を図る活動や移住等について、キャンペーンについてもその必要性を認識

しております。 

  この基金を財源とする事業の質問については、職員を初め各種団体や介護等でも広く

事業の提案募集を行っているところであり、急ぐものについては９月議会での提案を予

定しておりますが、子育て少子化問題は今後も継続される課題であることから、いつで

も広く町民の声を聞き取ってまいります。基金を充てる事業については、新たな事業、

先進的な事業はもとより、事業の拡大によって子育てや少子化対策に有効と思われるも

のなど、弾力的に対応すべきと考えております。 

  提案のありました事業については、今後の参考にさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 初めに、平和の問題について質問いたします。 

  具体的な取り組みについては後半のほうで質問させてもらいまして、まず看板の問題

について質問したいと思うんですが、現在立てられている２カ所について、木を伐採す

る形で見えるようにするというふうになりました。立てたころについて木は多分植えて

あったかどうかわかりませんが、その当時ははっきり見えたと思うんです。ただ、木を
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切るだけでそれが、看板のかなり高く木がありますので、それだけで十分見えるまでで

きるのかと。その木を伐採することが、目的があって植えたわけですから、そのことに

ついて思い切り切ることが可能かどうか、その辺はどうなのかと質問いたします。 

  それともう１点は、新たな看板というのは、今では町有地の中で結構見通しのいいす

てきなところがあります。例えば六差路の問題、あそこは今いろいろな看板が町の観光

施設の問題が立っていますので、それも高くありませんから、それほど立派なものじゃ

なくてもその高さにあった形の看板設置してはどうかと。それからもう１点は、学習セ

ンター、これから新しくなりますので、その中にそんな今あるものはすごいすてきで立

派なんですが、それほど立派じゃなくても気軽に立てられるような、ちょっと子供たち

含めてアイデアを募集しながらつくってはどうかと。２カ所ぐらいあと欲しいかなとい

うふうに私は思っていますが、その点について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 周辺の立木でありますけれども、273号線のところはシラカバではない

かと思いますけれども、自然に生えて大きくなったものではないかなと思っていますけ

れども、その辺、調べてみなければわかりませんが、当時、多分その２カ所についても

交通の面だとか、いろいろな面で 適な場所と、そのように判断して立てられたものだ

というふうに思っております。 

  当時から見ると、相当年数がたっておりますから、立木についても意識して景観上そ

こに木を植えたものなのか、あるいは自然木として大きくなって、むしろそれがまた場

合によってはいろいろな面での支障になっているということもありますから、その辺に

ついてもその歴史的な背景だとか、その木の生い立ちだとか、全部含めて調査をしてみ

たいというふうに思っております。 

  そういうことで、基本的にはまず、その場所については当時から皆さんの合意をもっ

て、きっとここが一番いいんだろうというふうに思って立てられたことですから、たま

たまその後の植生のそういった状況の変化によってであるとすれば、その辺を整理する

ことによって満たされるのではないかなと、そう思っております。 

  なおかつ、新たな場所に移設というお話もありましたけれども、看板の設置の問題に

ついては、一方ではまた非常に景観をけがすという指摘もあるわけです。ですから、そ

れを合理的に六差路のお話がありましたけれども、そこに集中してほかのほうをなくす

るというほうがいいのか、そのようなことも含めて、景観上の配慮も含めて検討すべき

でないかなというふうに考えます。 

  それから、看板を、このことに限らず本当にふやすのがいいのかどうかということで、
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違った意味でこの間の行政苦情では、看板が古くなって撤去すべきだという話も出てお

りましたし、その辺の看板のありようについてもこの際ご質問ありましたけれども、検

討させていただきたいとそんなふうに思います。 

  ただ、数多くするということについては、必要な範囲の中でどうおさめるかというこ

とが一つ非常に大切なことでないかなとそんなふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 看板についてはわかりました。 

  当時議会にも相談があって、あの２カ所つくるというのは私はそこに立っているの、

わかっていましたので、それは十分検討されて木が伐採できるものはして、せっかくあ

る看板をよく見えるように、国道沿いですので、その立木がなければよく見えると思う

んです。高台のところも登って行ったところにちょうどあるんですが、その前に木があ

るものですから見えないと、それは十分検討されて、さらに移設ということはなかなか

難しいと思いますので、それについては了解いたしました。 

  あと、ほかについての看板なんですが、確かにいろいろな看板がありまして、多分、

十分それを全部検討しながらでも構いませんが、看板じゃなくてもちょっとした懸垂幕

でもいいですので、何か新たな形で十分また検討してほしいと思っています。 

  次に、取り組みのことについて質問したいと思うんですが、答弁の中で、町の記念事

業の中で取り組んでいくという答弁がありましたが、記念事業となると何十周年記念と

か何とか記念とか、そういう事業になるんだろうと思うんですが、そういったときに大

きな事業を取り組むんではなくて、町独自で小さくて、これから具体例を出しますが、

折り鶴を折るでもいいし、何かそういう小さいことを町独自でこつこつやることのほう

が大事だと、講演会をやったり何かの記念事業でイベントをやるんじゃなくて、そうい

う事業をこつこつ続けることが大事ではないかと。そういう点について町独自の方針な

り計画、どういうふうに取り組むかという基本的なことがあれば、それはことしからで

も来年からでもできると思うんです。その点について町独自の計画を持つのかどうか質

問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 大層な形で反核のための講演会だとか教室だとか、そういった類いでは

しておりませんけれども、しかし、さまざまな形でそれに結びつくような活動というの

はされているわけです。例えば、図書館の映画会の中でのその中での反核、いわゆる悲

惨な戦争にまつわるような映画の上映だとか、それから例えば福祉協議会であれば、戦

没者慰霊に合わせて平和献花式を行っているだとか、いろいろなところで見えない形で
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やっているというのは結構各地にあるだろうというふうに思っております。各団体でも

やっていますし行政的にもやっている。 

  それで、そういったものをもう少し意識して、例えば８月のその時期のころに、今ま

でやっているものをあえてその時期に意識して時期をしてもらうような、そのようなこ

とでやることでも随分と、新たな事業を組んで予算を投資してやらなくても、できるこ

とがあるのではないだろうかなとこう思っております。 

  足元のそういった活動について、もう一回再調査といいますか、再確認するといろい

ろなところで行われるだろうと思っています。多分学校のほうは学校のほうとしてもや

っておられるだろうと思いますから、ですからそういったものを、改めてこんなことを

やっているということをも含めて私たちは確認をしながら、反核に対する取り組みだと

か、認識を新たにしていくということも大切でないかと、そんなふうに思います。 

  確かに、記念のときになると、それは特別な場合ということでありますから、何年に

一回ということになりますけれども、やはり大事なのは日常的なささやかなそういった

活動の中に核兵器のない社会を目指していくという、そのような活動はおっしゃるとお

りだと、そのように思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 既に、町の事業としてではなく、いろいろな形でそれぞれ教育

委員会の図書館なりとか社協なりで、あと民間の方々も平和事業についてはやっている

と思うんです。それが全体的に取りまとめするところがなかったり、やっていることが

ばらばらで、ばらばらといいますか、なかなか平和事業をやっているんだと、なかなか

見えないと思うんです。その点についてどこかが中心になって紹介するとか、企画を持

つとか、それが必要なのかなと思っています。 

  その点について、次に団体加盟の問題なんですが、平和市長会議は上士幌町は本当に

早い時期に入りまして、平成20年に長崎市、広島市が日本に呼びかけたときに、帯広市

がすぐ入りまして、次２番目ぐらいかに管内では大変早く入りました。ただ、この会議

自体は世界に向けて核兵器をなくそうということが大きな目的になっていますので、こ

このさまざまな事業の取り組みについては、取り組んでいるかと思うんですが、余り知

られていないと思います。 

  その点について、協議会のほうは具体的にいろいろな取り組みを交流したり、ここに

書いてあるんですが、それを長々読んでも大変ですので、交流したりとか、実際にいろ

いろなパネルを貸したりとか、あと独自で親子記者事業を行って募集した方に補助した

りとか、そういう具体的な事業を行っている団体です。私もネットでずっと調べまして
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管内では、帯広市、足寄町、大樹町入っていますし、全道的には19、全国299とまだま

だ少ないんですが、少なくともそこの入っている方々の平和事業の取り組みが平和協議

会のほうで把握をして、加盟団体にお知らせをすると、紹介をすると、そういう形で行

っています。 

  その点について、平和市長会議、もちろん大事なんですが、自治体協議会のほうにも

ぜひまず加盟をしてもらえないかということについて質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず、平和市長会議でありますけれども、今おっしゃったとおり早目に、

早く加盟させていただきました。当時130カ国ぐらいで、約2,000数百という自治体で加

盟をしておりました。市長会議というぐらいでありますから、大体市レベルの自治体が

当時対象として発足したというふうに思いますが、それが非常に膨らんで、答弁書にあ

りますように、158国ぐらい、6,000を超える自治体が参加しているということです。 

  この反核の運動というのは、国でいろいろな過去に対する批准等々もありますけれど

も、国益の関係で、国益といいますか、それぞれの国の事情によってなかなかこれが進

んでいかないということで、自治体レベルで世界的に手を結んで、反核のうねりを大き

くしていこうということでありますから、そういった所期の目的も非常に達成されてい

るといいますか、膨らんできているということだと思っております。 

  昨年から、今言ったように市長会議、首長会議に名前を変わりました。これは町村の

自治体も相当入ってきたということから変わったのと、活動についても今、議員がお話

しされましたパネル展の貸与の問題だとか、いろいろなことも今そこで行われるように

なってきたということでありますから、内容としては変わるものではないというふうに

思っております。 

  そういった意味で、どんどん平和首長会議が広がりを見せていることでもありますし、

活動内容も非常に多岐にわたってきておりますから、必要があればパネルも借りること

ができますし、今おっしゃったようなことも十分これに参加する中で実現ができるもの

とそう考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 今、平和首長会議というふうに名前が変わったと。いろいろな

町村を含めて入るようになりまして、組織も大分膨らんで活動の中身も多分これからど

んどん変わるといいますか、活発になっていくんだろうと思います。それはそれとして

大事なことですので、世界に向けて行う活動、日本の中でできる活動もそれは大事です。

しかし、先ほど言いましたように、私もこの非核自治体協議会があるのがそれほど私も
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知っていなくて、調べてみて、そうなのかというふうに大変びっくりしました。 

  その中で、帯広市の、道内全部の活動、全部調べてみたんですが、特に近いところで

帯広市が５点ほど活動しています。これは多分いろいろなところでやっている活動はあ

ると思うんですが、ここの協議会自体は活動を取りまとめて交流しますので、これをま

とめたのがインターネットで引けると。中身も全部カラー写真で何をしていると予算が

幾らかと、それも全部把握できます。 

  帯広市でいえば、市民が書いた原爆の絵展とか、語り継ぐ核兵器廃絶平和展、あと平

和コンサート、あと折り鶴を折って広島、長崎に贈ると、それからきょうも持参したん

ですが、なかなか見せられないで、平和カレンダーづくりも行っています。それには子

供たちも参加して、気軽に子供が絵を描いたり、折り鶴を折ったりすることを行ってい

ます。あと、大樹町では平和祈念ポスター展を行っています。そんなふうに具体的な中

身を把握できますし、予算的にここの団体見まして、予算的にそれほどかかる予算では

ないと。 

  あと、あえていえば、長崎、広島に子供を派遣する事業を行っているところもありま

す。例えば札幌市とか、函館、旭川、それから北見市も子供たちが実際に広島、長崎の

平和式典に参加してくると、折り鶴を持っていくとか、そうすると確かにお金は80万円

近くかかりますので、そういうお金のかかる事業もありますが、そうではなくて、折り

鶴を折って届ける、それはお金かからないということもありますので、ぜひそういう点

について加盟をしながら、具体的な事業を見える形でまた交流してはどうかと。 

  足寄町も入っているのを見たんですが、足寄町まだ記念事業は余りないみたいなので、

これからなのかなと。入ったから必ずしなければいけないわけじゃありませんので、ま

ず入って交流をすると。 

  ただし、あえていえば加盟するための分担金といいますか、お金がちょっとかかるみ

たいです。２万円ほどそれはかかりますが、まず加盟をしてそのところの交流を図ると、

その中でできることをやっていくという点についてどうなのか、まず、また質問いたし

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 活動内容については、首長会議のほうも、具体的に自治体が行う反核に

関するさまざまな取り組みについての支援等についてはありますということなので、そ

れらについてはこの後必要に応じてパネル展なり、それから植樹も苗木の無料提供だと

か、こういったこともなされているということであります。 

  今、約300ぐらいという加盟しておりますけれども、なかなかふえていないのも現実
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なんです。入っているところとそれから脱退するところとありまして、だから同じよう

な活動をなされているのあれば、一つになってうまくできないのかなと、そんなふうに

思ったりもするわけでありますけれども、いずれにしても、ここに入らなければ活動が

できないということではないだろうというふうに思っております。活動の内容について

もつぶさにその違いもまだまだ承知しておりませんから、調べさせていただきますけれ

ども、負担金もかかるということでもありますし、片方は無料であって、なおかついろ

いろな支援の方法もあるということなものですから、今のところはその中でいろいろ活

用していくということがいいのではないだろうかとそう思っております。 

  どうしても、これが入ることが画期的なことで、町にとってもすごく大きく変わって

いくんだというようなことは、そのメリットみたいなことが明らかに見えてくれば、ま

たそれはそのとき考えるということにしまして、まだいろいろと勉強をさせていただき

たいとそう思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 入ることが目的ではありませんので、具体的な事業をどうする

のかという点で入ってやるほうがメリットというか、事業見えてくるんじゃないかとい

うことで質問させてもらいました。 

  それは平和市長会議のほうでも協議会のほうでもどちらでも構いませんし、具体的に

どうするのかという点についてなんですが、この間、各団体がそれぞれやったかもしれ

ませんが、町としての取り組みがなかなか見えてこないという点について質問したいと

思います。 

  私は、町が独自で事業を行うとか、図書館はそれはいいんです、じゃなくて、いろい

ろなアイデアを子供たちから募集したりする中で、子供が中心になってやる形で進めた

らどうかと。それは例えばの例で、本当に折り鶴を折って贈るというのは結構やってい

る事業で、折り鶴を折ってどこかに機関設けて図書館でもどこでも、例えば役場庁舎で

もいいんです。それを全部集めて1,000になろうと、2,000になろうと、それを贈るとい

う事業もあります。それは誰でも参加できますので、それをどこかで企画をする場所が

欲しいと。それが役場なのか、実行委員会なのか、町民なのか、そういうきっかけをち

ょっとつくってもらえれば、町民はまだまだ動くと思うんです。 

  それから例えば平和展をするのでも、必ずしも原爆パネル展やるだけが平和展ではな

いと思いますので、いろいろな方が持っている平和に関するグッズだとか、つくってい

るものだとか、過去には私も平和展やったことがあるんですが、ちょっとつらい話です

が、日の丸の旗に寄せ書きしてもらったものを展示したこともありました。そういう
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重々しいものから、明るい未来に向けた手づくりのものもいいです、そういうものを持

ち寄って展示をするという方法もある。それは町が決めるんじゃなくて、町民に訴えか

けていって何かできないだろうかと、そういうふうに発展していくといいなと私は思っ

ています。 

  そのきっかけを町がつくれないだろうかということで質問させてもらっていますが、

いかがでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 反核に対する運動というのは今お話しあったように、行政の中でもそれ

ぞれの部署でされているところもありますし、それから、団体でもされているというこ

ともあります。毎年、この時期になりますと、反核の平和の日、リレーで縦断リレーを

全国から長崎のほうへと、そういう活動もされておりまして、そういった中では、住民

もこのリレーに参加をしているという事実もございます。そういった中で、今みたいな

話が何らかの形でもう少し広くできることはないのかということも一つ方法としてある

のかなと。 

  それから、議員が所属するところでも、反核のためのいわゆる平和行進だとか、その

ようなこともされているということでありますから、そういった中でも幅広な形で参加

できるような活動をなされてくれると、今みたいなことも随分幅広くそして深みのある

活動になっていくのかなと、そう思っております。 

  いろいろな立場でそれぞれやっておりますから、それぞれが今お話あったようなこと

をもう少し意識をして進めることができれば、きっと少しまた見える形で住民がこうい

った活動に意識を持って参加しているんだと、そういう実感が湧いてくるのではないだ

ろうかと、そう思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） これからの課題ですので、私もいろいろとり組ませてもらって

いるんですが、今なかなか憲法の問題とか平和の問題というのは、何となくちょっと脇

に置かれがちです。ただ、今世の中が何となく厳しい状況になっているんではないかと

思う中で、いろいろな方がやはり危惧したりとか、心配している方がたくさんいらっし

ゃいます。 

  そのときに、私は大人の問題でなくて子供を含めて平和について考える。それは暗い

話じゃなくて、どうやったら幸せになれるだろうかという、そのきっかけが平和の問題

であり、命の問題だと思うんです。そのきっかけをつくりながら、できれば、私自身は

こういう取り組みを明るくしたいなと思っていますが、それについてこれからまた機会
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があれば質問させてもらいたいと思っています。 

  次に、夢基金の関係について質問いたします。 

  既に、関係課等については取りまとめなり要望なり出してもらっていると思うんです

が、町民に向けてもぜひアイデア等出してほしいといっていますが、どんな形で担当課

なり、それから町民に向けてアイデア等募集する予定なのか、してるのか、質問いたし

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今段階では、特に子育てや教育にかかわる部局、そしてまた団体等々、

あるいは介護なんかでもお話をしておりますけれども、具体的に言いますと、庁舎内で

は課長会議も通しながら職員のアイデアを募集しておりますし、保育課、特に育児をサ

ポートする保育課の保育士、それから子供たちの健康を守る保健福祉の担当者、保健師

等々、そのほか教育関係であれば学校長、教頭会、教育委員、そして教育委員会の事務

局等々、さらには商工会の幹部の方々だとか、あるいはこれから農協等とも話をしたい

というふうに思っておりますし、先般は行政区長会議の中でお話をさせていただきまし

た。 

  これは一過性のものではないというふうに思っておりますから、長い時間かけてこの

町が全国からいただいた寄附金をこの町の活性化、そしてまたそのことが全国的に課題

にも答えていくという意味で、息の長い活動として町民から声を常に門戸を開いて聞い

ていく。それから問いかけをしていくと、こういうことが大事だというふうに思ってお

ります。そんなことで、今始まったばかりなんで、これからもっともっとこの子育てや

教育に対して関心を持ってもらいたいと。 

  究極は、そのことによって、少子化がこの対策が講じられて子供たちが元気になって

いくというそこが目的なわけでありますから、それになるようにさまざまな声を虚心坦

懐にいろいろな耳を立てて聞きながら、ただ何でもかんでもできるわけではありません

ので、その中で優先的なもの、それから時間かかるものと、いろいろあるだろうという

ふうに思っております。近々のところではこの後保育をしているお母さん方と直接お話

をしたいなと、そんなふうに思っていますが、いろいろな機会にいろいろな声を聞いて

いきたいというふうに考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） 山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） この条例をつくるに当たり、委員会でもちょっと審議といいま

すか、した中では条例上は何に使うと限定がありませんので、幅広く使えるんですが、

できれば新規事業に充てたいというような旨があったと思うんです。その中で私自身は
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いろいろなことがあるので、新規事業にこだわらないというふうに考えを持っているん

ですが、答弁書を見ましたら、幅広く先進的な事業、新たな事業、もとよりも事業の拡

大によって子育て、少子化対策に有効と思われるものというのが、新規事業に限らなく

ても継続事業も含まれるというふうに判断していいのか、そこをまず質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 基金の目的というのは、少子化対策をどうするかということに尽きるわ

けなんで、それに達成するための事業については、それは一般財源と基金を場合によっ

てはお互いに出し合うこともあるだろうというふうに思いますし、従来の一般財源だけ

ではなかなかそこまで思い切った政策はとれないなというようなことなんかについては

基金なんかが、この際ぜひ全国の方々に、将来を担う子供たちのために、戻り的なこと

も含めて実践するというような意味での財源としては、この基金が極めて有効だろうと

いうふうに思います。 

  一般財源であれば、どこの町も大体同じような厳しい状況の中でやっておりますから、

基本的に経常的に、あるいは義務的にやらなければならないところを中心にして、政策

組まざるを得ないということがありますけれども、しかし現実の問題としては、少子化

問題というのは、これは本町のみならず全ての自治体にかかわる大きな課題なんで、そ

こで自重的な意味合いを含めて取り組むことも必要だというふうに思います。 

  いずれにしても、少子化対策をどうするかというのがもう 大の課題なんでありまし

て、それをどのように使うかについては、 終的には議員の皆さん方からご意見をたま

わることになりますので、ということでありますけれども、いろいろな意味で一般財源

ではそこまで持ち切れないところを、こういったところで使うということはありうるだ

ろうというふうに思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） 山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 何か 後、あり得るということですので、使うことは可能だと

いうふうに私は判断させてもらいました。 

  今回の基金はたしか少子化夢基金でありますので、少子化対策に対する事業はもちろ

んそうなんですが、私は物事というのは逆だと思うんですが、いろいろなことをやった

結果、少子化も防げることができると。少子化のために何か新規事業を起こして対策を

考えるんではなくて、まず今やっている事業が何なのかということをまず見なければい

けないと私は思って、何点か例を挙げさせてもらいました。例えば、質問上は具体例と

して、三、四点挙げさせてもらったんですが、例えば今の中で今住んでいる子供たち、

それから今お母さんが産もうとする子供、結婚してこれから産もうとする子供たちが、
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どうやって町内の中できちんと育つことができるんだろうかと。安心して教育受けるこ

とができるんだろうかということを前提に考えてから出発すれば、結果的にそれは少子

化対策になるのかなと思っています。 

  これは一つの例ですので、何点か絞ってみたんですが、例えば食育の問題、食の問題、

健康でなければ、どんなに勉強しても走っても何してもだめです。その点例えば新規事

業として取り上げることができるんであれば、給食の無料化もそれはあるかもしれない

と。食育もさまざまありますので、今やっていますけれども、であれば、新たな事業と

すれば、給食の無料化もいいんではないかというのがまず一つの考え。 

  それから、安心できる子育て、これは現在、今時点ですら安心できる状況ではないと

私は思います。今回も意見書上げさせてもらいましたが、教材費がかかり過ぎるという

問題、それから生活保護費が削減されたことによって、就学援助の影響が多分来年度以

降出るんではないかと。それから消費税が上がったことによって、家庭の中での教育費

がものすごく厳しくなってくると。そのときに、今やっている中で何ができるかと言え

ば、例えば就学援助の基準を上げて該当する方をふやすとかということも一つの方法で

す。 

  それから、あと保育料金はこれはこれから検討しますので、十分この均一化は別とし

ても、保育料金については大幅に下げる方向でいくんだろうと思います。 

  あと、 後に心の問題です、心の問題として、なかなか見えないですが、すぐに結果

が出るわけではありませんので、いじめるな、何するなといってもやはり心が育つこと

はものすごく難しい問題で、大事な問題です。その点について、芸術鑑賞のお金をふや

すとか、多分これもふやすだろうと思います。今回、たまたま町のお金はそれほど使っ

ていませんが、札幌交響楽団が来て小・中学校、それから大人向けにコンサートやりま

す。こういうものもすごく大事でそれは心の問題として心を育てる問題ですごく大事な

問題です。 

  そういうことについて、お金を使うと、そして子供たちが育つことによって、もちろ

ん町内の方、町外の方も住んでもらえると。それが定住化対策なり、少子化対策になっ

ていくんじゃないかと、そんなふうに考えますが、その点について考え方について質問

いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今、お話、ご提案いただきました幾つかの事業ですけれども、全てそれ

はそれなりに意味のあることなんだろうというふうに思いますが、ではどれをどうする

のかというのが出てまいりますので、いわゆる投資したお金が有効にそれが成果として
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反映をできるというようなことも考えた上で、やっていかなければならん。それから、

今置かれている本町の子育ての状況だとか、教育的な状況、環境状況、こんなことも含

めて何を優先すべきかはいろいろな教育関係者、いろいろな人方の、あるいは子育てに

かかわる専門的人方の意見も聞きながら、事業の優先的な何をするかというのを考えて

いくことになるだろうというふうに思います。 

  今みたいなことも、それは提案として受けさせていただきたいと、そんなふうに思っ

ております。この件については、幅広くいろいろな意見を求めておりますので、議員の

みならず、全議員さんにもいろいろ提案があればぜひお願いをしたいなと、そう考えて

おります。 

  確かに、どっちが、こっちが先かというのは、それはおっしゃったとおりで、別に少

子化対策だから何かそれでということ、その前提には何をするかということ出てくる話

なんで、何をするかが結果として少子化対策につながっていくことでありますから、別

に後だとか、後ろだとか、前だとか、そんなふうには考えておりません。 

  子育てで今課題になっているものは何なのか、教育で課題になっているものは何なの

か。保護者があるいは親御さんが何に一番今苦労しているのかといったことを、しっか

り吸い上げていくことが必要だろうと思います。特にやはり子育て関係なんかについて

も、これだけ少子化になってきて、あるいは核家族化になって、近くに同じような子供

たちがいないだとか、同じような子育てをしている親御さんがいないだとか、そんなこ

とでは子育てに対する不安だとか、場合によっては子育てを通して心身に非常に傷んで

くるというそのようなこともありますから、いろいろなところをそれは掘り下げて、う

ちの町の課題を探っていく必要があるだろうと思います。 

  ただ、全国一律にならないということは例えば今国のほうもやっていますけれども、

待機児童なんかの問題というのは全くうちの話ではないわけなんで、これからやはり質

の問題だとか、その辺あたりが大きな課題になってくるというふうには思っているとこ

ろでもあります。 

○議長（杉山幸昭議長） 山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 教育全体を把握したらなかなかスケールがでかくて、どこから

というのは大変難しい問題で、竹中町長も教育委員会のほうも、町が教育の町としてこ

れから取り組んでいくといういろいろ小冊子も見せてもらいました。そういう中で、こ

の基金が有効に活用されるというふうに私は思っていますので、新たな事業をやって何

かすごく目立つ事業をやったから少子化がどうのこうのとかじゃなくて、やはり基本的

に先ほど言いましたように、子供たちの日々の生活とか、心の問題を含めてきちんと保
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障できるというシステムをつくりながら、結果的には少子化対策になるというふうにな

ってほしいなと思っています。 

  前段、この基金をつくるときに、委員会でもちょっといろいろ議論があったときに、

いろいろどう使うんだろうかと、なかなか見えないと。私も、多少不安持つ方もいたり、

その使い方によってはすごく有効になるけれども、もしかすると何か違うものにぼんと

使われるんじゃないかといういろいろなことがありました。それは議員含めて町民の方

もこれからですので、子育て支援の関係のアンケートも十分来ていますので、それも十

分把握をしながら、町民のアンケート、それから担当課の職員含めて、必ずしも新規事

業じゃなくても現在ある事業も含めて十分検討してほしいと思っています。 

  これで質問して終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今回、多額の寄附を全国の方々、延べ人数にして１万3,000件というこ

とでありますから、１万人以上の方々から上士幌町に対して頑張ってほしいと。あるい

は、すばらしい環境を何とかと、いろいろな思いを込めて寄附していただいております。

この寄附を今いただいて改めて感ずるのは、もう大分前になりますけれども、本町でタ

ウンカレッジというのをやったことがありますが、そのときに米百俵の映画を上映しま

した。これは、明治維新のときに幕府に攻められた、敗軍になった長岡藩の話でありま

すけれども、身内のどこからか米百俵を贈られてきた。その米百俵をどう使うかという

話でありました。飢餓状況にある武士はそれぞれ分けてみんなで大変だから分けてそれ

をおなかの足しにしようという話出ましたけれども、そのときに、この百俵を1,000俵、

１万俵にするんだということから、それを教育のほうに充てたという事例でありまして、

そこの長岡は教育によって多くの優秀な人材を輩出したということがありました。 

  そういうことを考えると、同じように、このお金は全国からいただいたお金でありま

す。そういうことを考えると、それはしっかりどうお返しするかというのは、たくさん

ご寄附をいただいて感謝をするということ以上に、この町がどんなふうにして元気にな

っていくのかという使命は、私のほうに与えられたというふうに考えております。 

  そこで、特に指定寄附もありますから、それはそれとして使わせていただきますけれ

ども、一般的な寄附については、そこを軸にして、今皆さん方の寄附に対する思いに応

えていきたいというふうに思っております。そのために有効な施策についてはぜひ皆さ

ん方から提案いただいて、そしてそれを事業化して、結果的に上士幌町で子育てすると

いいと、あるいは教育をすることがすばらしいと、こう思ってもらえる、あるいはここ

から有能な人材を輩出するということ、そしてまた子育てが安心してできる町というこ
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とになりますと、それがまた雇用にもつながってくるというふうに思っております。 

  今、雇用の関係でも非常に雇用は求人はあるわけでありますけれども、なかなか年収

が厳しくて、子育てする世代がここで生活をしてやるというときには、なかなか足りな

いということもあるということもありますから、そういった意味での間接的な形になり

ますけれども、支援をしながら、安心して就労についていただくという、総合的な施策

でもあるということをお話をさせていただきたいとそう思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で８番、山本和子議員の一般質問を終わります。 

  これをもって一般質問を終わります。 

  暫時休憩します。 

（午前１１時４２分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 再開いたします。 

（午前１１時４３分） 

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

◎報告１号の上程、説明、質疑 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第10、報告第１号平成25年度上士幌町一般会計繰越明許費

繰越計算書の報告についてを議題といたします。 

  報告書の朗読を省略し、直ちに報告の説明を求めます。 

  企画財政課長。 

○早坂清光企画財政課長 ただいま上程されました、報告第１号平成25年度上士幌町一般

会計繰越明許費繰越計算書の報告についてご説明申し上げます。 

  当該繰越明許費につきましては、平成25年度の一般会計予算においてご可決をいただ

きました事業について、繰越明許費繰越計算書を調製し、地方自治法施行令第146条第

２項の規定に基づき報告するものであります。 

  具体的内容につきましては、平成25年度上士幌町一般会計繰越明許費繰越計算書をご

らん願います。 

  ３款民生費、２項児童福祉費、認定こども園建設事業につきましては、本年３月の第

１回町議会におきまして、建設工事の管理業務委託料、工事請負費を第12号補正予算と

してご可決いただいたものでございまして、補正額の全額６億5,925万6,000円を繰り越

しするものであります。 

  財源内訳は、記載のとおりでございます。 

  次に、９款消防費、１項消防費、北十勝消防事務組合負担金につきましては、消防救
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急無線デジタル化整備に係る整備工事費とその施工監理事務経費でございます。昨年３

月の第１回町議会での当初予算並びに12月の第７回町議会の第９号補正予算でそれぞれ

ご可決をいただいているものであります。 

  整備工事費等の全額１億1,760万9,000円を繰り越しするものであります。 

  財源内訳は記載のとおりでございます。 

  ２件を合計しました翌年度繰越額は７億7,686万5,000円となっております。 

  以上、報告第１号についてのご説明、報告とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 報告の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質

疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって報告第１号に対する質疑を終結いたします。 

  以上で、報告第１号を報告済みとし、報告を終わります。 

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

◎議案第３１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第11、議案第31号上士幌町税条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  綿貫町民課長。 

○綿貫光義町民課長 ただいま上程されました議案第31号上士幌町税条例の一部を改正す

る条例の制定について、その提案理由と内容についてご説明いたします。 

  今回の改正は、昨年地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、施行令の一部を

改正する政令及び施行規則の一部を改正する省令が平成25年６月12日にそれぞれ公布さ

れたことによる町税条例の一部改正と、本年、平成26年３月31日に公布された地方税法

等の一部を改正する法律に伴う町税条例の一部改正をそれぞれ今回改正するものでござ

います。 

  議案第31号関係資料１につきましては、上士幌町税条例の一部を改正する条例の新旧

対照表でございます。 

  条文順に新旧対照表を作成しております。 

  昨年改正された条文が今回改正されている部分もありますので、年ごとに改正内容が

わかるように、議案第31号関係資料２に基づきまして、説明させていただきたいと思い

ます。 

  まず、第１条として、昨年、平成25年６月12日に公布されたことによる町税条例の改
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正概要について説明をいたします。 

  まず、第47条の２でございますけれども、公的年金等に係る所得に係る町民税の特別

徴収制度の改正でございます。納税義務者が町外に転出した場合、特別徴収が中止され

ていましたが、今回継続できることとなります。 

  次に、第47条の５でございますけれども、年金所得に係る仮特別徴収額の改正でござ

います。年金所得に係る仮特別徴収額の算定方法を次のとおり見直し、特別徴収税額の

平準化を図るものでございます。現行、仮徴収額は前年度分の本徴収額の３分の１でし

たが、前年度分の年額の２分の１の３分の１と改めるところでございます。これらにつ

きましては平成28年の10月１日から適用されます。 

  次に、附則第７条の４、寄附金税額控除における特別控除額の特例の改正でございま

す。上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例として、附則第19条

の２の規定の新設に伴う改正となります。 

  次、附則第16条の３、上場株式等に係る配当所得等に係る町民税の課税の特例の改正

でございます。上場株式等に係る配当所得等の分離課税について、特定公社債の利子が

対象に追加されたことに伴う改正でございます。これらにつきましては平成29年度以降

の年度から適用となります。 

  次に、附則第19条でございますけれども、一般株式等に係る配当所得等に係る町民税

の課税の特例の改正でございます。株式等に係る譲渡所得等の分離課税を、一般株式等

に係る譲渡所得等の分離課税と上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組したこと

に伴う、所要の規定の整備でございます。 

  次、附則第19条の２でございますけれども、上場株式等による譲渡所得に係る個人の

町民税の課税の特例の規定の新設でございます。上場株式等に係る譲渡所得等の分離課

税を新設したことに伴う規定の新設となってございます。 

  次に、旧附則第19条の２でございますけれども、特定管理株式等が価値を失った場合

の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例ですが、単に課税標準の計算の細目を定めるも

のであることから、削除するものでございます。 

  同じく、旧附則第19条の３、旧附則第19条の４、旧附則第19条の５、旧附則第19条の

６、旧附則第20条、旧附則第20条の３、旧附則20条の５も同様に削除するものでござい

ます。 

  次に、旧附則第20条の２でございますけれども、先物取引に係る雑所得等に係る個人

の町民税の課税の特例の規定を繰り上げて、附則20条とするものでございます。これら

につきましても平成29年度以降の年度分から適用となります。 
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  次に、旧附則第20条の４でございますけれども、各条約適用利子等及び条約適用配当

等に係る個人町民税の特例の規定を繰り上げて附則第20条２とし、条例適用配当等に係

る分離課税について、特例公社債の利子等に追加された利子等に追加されたことに伴う

所要の規定の改正をするものでございます。 

  次、ことし改正になる分でございます。 

  第２条として、26年３月31日に公布された地方税法の一部を改正する法律に伴う町税

条例の改正概要を説明いたします。 

  まず、第23条、町民税の納税義務者と第48条、法人の町民税の申告納付、第52条、法

人の町民税に係る納期限の延長の場合の延滞金の規定ですが、法人税法において、外国

法人に係る規定の整備等が行われたことに伴う所要の規定の整備をするものでございま

す。これにつきましては、平成28年４月１日から適用となります。 

  次に、第34条の４でございます。法人住民税、法人税割の税率の改正ですが、地域間

の税率の偏在性を是正し、財源力の格差を縮小を図るため、法人町民税の法人割の税率

を現行の14.7％から12.1％に引き下げるものでございます。かわりといいますか、新た

に国税として地方法人税を新設し、地方交付税の原資化をするものでございます。これ

については、平成26年10月１日以後に開始する事業年度から適用するものでございます。 

  次、第82条、軽自動車税の負担水準の適正化を図るための標準税率を改正するもので

ございます。 

  まず１点目として、原動機付自転車、二輪車の軽自動車及び二輪の小型自動車ですが、

これにつきましては、平成27年度以降の軽自動車税に適用されます。原動機排気量50cc

以下、現行1,000円が2,000円に、50ccから90cc以下、現行1,200円が2,000円に、90cc以上、

現行が1,600円が2,400円に改正されます。右側ですけれども、現行2,500円が3,700円に

改正されるところでございます。 

  次に、二輪車の軽自動車排気量125以上250cc以下ですけれども、現行2,400円が3,600

円に、二輪の小型自動車排気量250cc以上が現行4,000円が6,000円にそれぞれ改正される

ものでございます。 

  次に、三輪車及び四輪以上の軽自動車についてですけれども、これにつきましては、

平成27年４月以降に新規登録をした新車ということになってございます。実際には、平

成28年度以降の課税から適用されることとなります。 

  三輪車については現行3,100円が3,900円に、軽四輪以上の乗用で営業用が5,500円が

6,900円に、自家用が現行7,200円が１万800円に、貨物用の営業用が現行3,000円が3,800

円に、自家用が現行4,000円が5,000円に改められます。 



－34－ 

  また、専ら雪上を走行するものの現行が2,400円ですけれども、該当車両がないとい

うことでこれについては削除いたします。 

  次に、小型特殊自動車ですけれども、これにつきましては、平成27年度以後の軽自動

車税について適用となります。農耕作業用、農耕トラクターなどの乗用装置のあるもの

でございますけれども、これにつきましては、現行1,600円が2,000円に、その他のもの

ということで、フォークリフトですとか、ショベルローダー等になりますけれども、現

行が4,700円から5,900円にそれぞれ改正されるものでございます。 

  次に、附則第４条の２でございますけれども、租税特別措置法の改正による所要の規

定の整備をするものでございます。 

  次に、附則第６条及び附則第６条の２につきましては、課税標準の計算の細目を定め

たものであり、条例から削除をするものでございます。 

  次に、附則第８条、肉用牛の売却に係る事業所得に係る町民税の課税の特例について

ですけれども、適用期間を現行の27年までとなっておりますけれども、これを平成30年

までの３年間延長するものでございます。 

  次に、附則第10条の２、地方税法本則、附則第15条第２項等で定められていた公害防

止用設備に係る固定資産税の課税標準に乗じる割合が、我が町特例として町の条例で定

める割合とされたため、新しく条文を追加するものでございます。 

  附則第10条の２第１項では、水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置する工場等の

排水または廃液処理施設について、３分の１といたします。 

  同第２項では、大気汚染防止法に規定する指定物質排出等抑制施設について、２分の

１といたします。 

  同第３項では、土壌汚染対策法に規定する指定有害物質排出等抑制施設について、２

分の１といたします。 

  同第４項では、下水道法に規定する除外施設について４分の３とし、同第５項では、

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第２条第３項第２号に掲げる機

器については、４分の３とするものでございます。 

  本町については、対象する施設はございませんけれども、これらについては、平成26

年４月１日以降に取得する対象資産に係る平成27年度以降の年度から、適用となります。 

  次に、附則第10条の３でございますけれども、新たに耐震改修が行われた要安全確認

計画記載建築物等に係る固定資産税の軽減措置が創設されたことに伴い、項を追加する

ものでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 昼食の時間ですけれども、議事の都合により、若干延長して説
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明を終わりたいと思います。よろしいですか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） じゃ、そのようにお願いします。 

○綿貫光義町民課長 次に附則第16条は軽自動車においてグリーン化を進める観点から、

三輪以上の軽自動車に対し、初めて車両番号の指定を受けた月から起算して14年を経過

した月の属する年度以降の年度分の軽自動車について、おおむね20％の重課税率を創設

するものでございます。これにつきましては、平成28年度以降の年度分から適用となり

ます。 

  内容といたしましては、三輪は4,600円に、四輪以上軽自動車ですけれども、営業用

が8,200円、自家用が１万2,900円に、貨物用の営業が4,500円に、自家用が6,000円に、

それぞれ重課税されることとなります。 

  次に、附則第17条の２優良住宅の造成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得

に係る課税の特例について、適用期間を平成26年度までから平成29年度までに延長する

ものでございます。 

  次に、附則第22条、第23条、これにつきましては、東日本大震災に係る特例について

必ず条例で定めなければならないとされている事項を除き、条例を削除するものでござ

います。 

  次に、附則第22条、第23条を削除したことに伴い、旧附則24条を附則第22条に、旧附

則25条を附則第23条にそれぞれ繰り上げるものでございます。 

  次に、第33条、第57条、59条、附則第７条の４、附則第19条、附則第19条の２、それ

から附則第19条の３、附則21条、附則21条の２については条文の整理をするものでござ

います。 

  施行期日でございますけれども、この条例は公布の日から施行し、平成26年４月１日

から適用するものでございます。 

  それぞれの規定により、適用の月日が異なることとなります。 

  以上、議案第31号上士幌町税条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理

由と内容についてご説明いたしました。ご審議の上、ご可決くださいますようよろしく

お願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで休憩といたします。 

  再開は午後１時といたします。 

（午後 ０時０３分） 

 ────────────────────────────────────── 
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○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第31号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 法人住民税に関する改正の税率の問題について質問したいと思

います。 

  委員会でも多少質問をさせてもらったんですが、今回、法人町民税が14.7％から

12.1％に減って、新たに地方法人税、国と合わせて4.4％新設されますが、これが結果

的に地方交付税に回されて、地方に配分が多く来るような若干そういうニュアンスが私

の頭の中にはあるんですが、そういう具体的な要項等については整備されているのかと

いう点について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 綿貫町民課長。 

○綿貫光義町民課長 法人町民税の関係ですけれども、法人町民税については、現行

14.7％から12.1％ということで引き下げられることになりますけれども、新たに国の段

階で国税として地方法人税が創設されると。これが4.4％ということで、法人に対して

は現行20.7％、改正後も20.7％ということで税率は変わりはないということになってご

ざいます。ただ、この地方法人税が地方交付税のほうにどれだけ回るかということにつ

いては、今のところ整備されていないというか、財源に充てるということしか聞いてお

りません。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか質疑ありますか。 

  ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） この軽自動車税を、小型特殊自動車ということで、非常に今回

この改正によって1,000円からかなりの額まで上がるということになるんですけれども、

これは町単独で、国の指導に従った形でやると思うんですけれども、例えば二輪車、軽

自動車ですとか、1,000円からかなりの額、乗用あたりは3,600円が7,200円から１万800

円と上がるわけですけれども、その辺というのは特例は町としては考えないんでしょう

か。どうなんですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 綿貫町民課長。 

○綿貫光義町民課長 今回の自動車税の改正ですけれども、一応原付きですとか、その小

型特殊車両、そういった分全部含めて改正されておりますけれども、小型特殊車両とい
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うことで農耕作業用、俗に言うトラクター関係、それについては引き上げ幅が1.25倍と

いうことになってございます。そのほかについては、1.5倍ということで改正されてい

まして、一応1.25倍というのは農業に使用するものということで1.25倍に軽減している

ということで聞いております。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） 今、1.25倍だとか1.5倍ということを言いましたけれども、そ

うしなさいという指示なんですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 綿貫町民課長。 

○綿貫光義町民課長 一応、国からの法律改正でそれに従って町としても改正していくと

いうことでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） それで、そのそういう類いのものというのは減免はないんです

かと、考えたことはないんですかといったのが 初、当初の質問なんですけれども。 

○議長（杉山幸昭議長） 綿貫町民課長。 

○綿貫光義町民課長 一応国の改正に基づいてやっておりますんで、現時点では町独自で

軽減するということは今のところは考えておりません。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第31号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

  討論ありますので、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。討論ありますか。 

  ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 議案第31号上士幌町税条例の一部を改正する条例についての反

対討論を行います。 

  今回の改正につきましては、国の地方税法の改正によるものではありますが、町民の

負担がふえるために反対いたします。 

  ２点にわたり反対といたします。 

  １点目は、法人町民税の問題です。現在の14.7％から12.1％と減額されますが、減額

された2.6％は新たに新設された国税、地方法人税として国に納めることになります。

負担そのものは変わりません。しかし、国に一旦入ったこの税収を地方交付税として配

分するとしています。しかし、答弁にもありましたように、どのように配分されるかは、
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その詳細はまだ決まっておりません。そもそもなぜこのような改正に至ったかが問題で

す。 

  消費税が８％に増税され、それに従い、地方消費税増税分、税率1.2％分の税収は東

京都など大都市の税収により拡充することになります。今後10％になるに伴い一層ふえ

ます。この格差を調整するとしています。消費税増税はもとに戻すこと、また10％にす

ることなど許されません。その前提に立った改正であり反対いたします。 

  ２点目、軽自動車税の見直しの問題です。自動車取得税が４月１日より軽減され、消

費税10％引き上げ時に廃止される見込みです。その税収の穴埋めとして、各種軽自動車

税が平成27年度以後、800円から 大3,600円引き上げされます。また、14年を経過した

軽自動車は平成28年度以降さらに20％の増税となります。消費税が増税される中、経費

削減のためにと軽自動車に乗りかえてきた町民に対して、負担をふやすものであり反対

いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論がありませんので、これをもって議案第31号に対す

る討論を終結いたします。 

  これより議案第31号の採決を行います。 

  本案は起立により採決を行います。 

  なお、起立しない議員は反対とみなします。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山幸昭議長） 起立多数であります。 

  よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第３２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第12、議案第32号上士幌町農業後継者奨学資金支給条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  松岡農林課長。 
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○松岡秀行農林課長 ただいま上程されました議案第32号上士幌町農業後継者奨学資金支

給条例の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由と内容についてご説明

申し上げます。 

  地方例規集は第８編産業、第２章農林であります。 

  本条例につきましては、将来本町において農業に従事しようとする青少年で、高等学

校以上の学校に在籍する者に対し、奨学資金を支給してその就学を助け、有用な人材を

育成することを目的に、昭和49年３月に制定されたものであります。 

  提案理由でありますが、今回の改正につきましては、平成26年４月１日付で青年就農

促進法廃止に伴い、北海道における関係団体の公益財団法人北海道農業公社事業である

就農支援資金貸付業務規定及び就農支援資金貸付取扱要領が変更されたことによるもの

であります。 

  次に、内容についてでありますが、お手元資料の議案第32号関係の新旧対照表を御参

照願います。 

  条例の第２条の規定につきまして、制度内容の変更に伴い削除、改正するものであり

ます。 

  なお、この条例につきましては、附則で規定しているとおり、公布の日から施行し、

平成26年４月１日から適用とするものであります。 

  以上、上士幌町農業後継者奨学資金支給条例の一部を改正する条例の制定につきまし

て、その提案理由と内容についてご説明申し上げました。 

  ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第32号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第32号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第32号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。 
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 ────────────────────────────────────── 

◎議案第３３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第13、議案第33号上士幌町酪農振興基金条例を廃止する条

例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  松岡農林課長。 

○松岡秀行農林課長 ただいま上程されました議案33号上士幌町酪農振興基金条例を廃止

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

  町例規集は第６編財務、第２章契約・財産であります。 

  本条例は上士幌町酪農家の経営近代化と生活文化の向上を図るため、酪農ヘルパー設

置に関する事業費に充てる基金条例として、平成２年６月28日に制定されたものであり

ます。発足当初から1,500万円を積み立てて、これを原資として利息運用額を含めて補

助額を定め、育成するとしてまいりました。しかしながら、利息運用額も一定の額を求

められるものではなくなり、平成14年度からは不足分を新たに積み立てすることではな

く、原資残額を補助金に充て、底を突く折には一般財源から充用するとして今日に至っ

ております。 

  平成25年度をもってこのことを迎えたことに伴い、本基金条例の廃止を提案するもの

であります。 

  以上、議案第33号の提案理由並びに内容の説明とさせていただきます。ご審議の上、

ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第33号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第33号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論ありませんので、これより議案第33号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。 
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 ────────────────────────────────────── 

◎議案第３４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第14、議案第34号三股集会所の設置及び管理に関する条例

を廃止する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  尾形建設課長。 

○尾形昌彦建設課長 ただいま上程されました議案第34号三股集会所の設置及び管理に関

する条例を廃止する条例の制定について、その提案理由と内容についてご説明申し上げ

ます。 

  例規類集は第３編行政通則、第５章集会施設等の章をご参照願います。 

  三股集会所は昭和44年に三股児童会館として建設され、平成８年から地域集会所とし

て利用されてきました。近年は利用対象戸数が３戸となり、利用人口が減少したことや

防寒などの快適性が低いことなどにより、利用が見られなくなった状況にあります。施

設は建設後40年以上が経過し、老朽化が進んでいることから、今後の対応について地域

行政区と協議を行い、集会所の廃止と解体の方向となりました。このことから本条例を

廃止し、建物の解体を実施するものであります。 

  なお、解体工事費については今年度当初予算で可決をいただいております。 

  以上、三股集会所の設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定についての提案

理由と内容についてご説明申し上げました。ご審議を賜り、ご可決くださいますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第34号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第34号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第34号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。 
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 ────────────────────────────────────── 

◎議案第３５号及び議案第３６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第15、議案第35号北海道町村議会議員公務災害補償等組合

規約の変更についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  日程第16、議案第36号北海道市町村総合事務組合規約の変更についてを議題とします。 

  ２案を一括して議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高嶋総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 ただいま上程されました議案第35号北海道町村議会議員公務災害補

償等組合規約の変更について、議案第36号北海道市町村総合事務組合規約の変更につい

て、以上２件につきまして一括してその提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  このたび、本町が構成団体となっている一部事務組合において、新規に加入する団体

と解散等により脱退する団体があるため、地方自治法第286条第１項の規定により組合

規約の変更が必要となることから、組合規約の変更に関して議会の議決を求めるもので

あります。 

  初めに、議案第35号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、具

体的な変更内容をご説明いたします。 

  北海道町村議会議員公務災害補償等組合につきましては、町村議会議員の公務災害補

償事務を行っている一部事務組合であります。詳しい変更内容は、議案第35号関係、北

海道町村議会議員公務災害補償等組合新旧対照表を御参照願います。 

  下線部分が変更部分であります。 

  別表第１の組合町村等につきまして、上川中部消防組合と伊達・荘瞥学校給食組合を

削除し、道央廃棄物処理組合を追加するものであります。 

  なお、附則でこの規約は地方自治法第286条第１項の規定による総務大臣の許可の日

から施行するとするものであります。 

  次に、議案第36号北海道市町村総合事務組合規約の変更について具体的な改正内容を

ご説明いたします。 

  北海道市町村総合事務組合につきましては、市町村の非常勤職員の公務災害補償事務

等を行っている一部事務組合であります。詳しい改正内容は、議案第36号関係、北海道

市町村総合事務組合規約新旧対照表をご参照願います。 

  下線部分が改正部分であります。 
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  別表第１の組合を組織する地方公共団体について、石狩振興局（15）を石狩振興局

（16）に改正し、道央廃棄物処理組合を追加します。 

  空知総合振興局（35）を空知総合振興局（34）に改正し、赤平市を削除します。 

  上川総合振興局（31）を上川総合振興局（30）に改正し、上川中部消防組合を削除し

ます。 

  胆振総合振興局（13）を胆振総合振興局（12）に改正し、伊達・荘瞥学校給食組合を

削除します。 

  次に、別表第２の共同処理する事務について、消防組織法第24条第１項の規定による

非常勤消防団員に係る損害補償に関する事務以降の共同処理する団体から赤平市と上川

中部消防組合を削除し、鷹栖町と上川町を追加します。 

  旧地方公務員災害補償法第69条の規定に基づく非常勤の職員の公務上の災害または通

勤による災害に対する補償に関する事務の共同処理する団体から、上川中部消防組合と

伊達・荘瞥学校給食組合を削除し、道央廃棄物処理組合を追加します。 

  なお、附則でこの規約は地方自治法第286条第１項の規定による総務大臣の許可の日

から施行するとするものであります。 

  以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。ご審議の上、ご可決い

ただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第35号、議案第36

号、２案を一括して質疑をいたします。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第35号及び議案第36号に対する質疑を終結い

たします。 

  これより議案ごとに討論、採決を行います。 

  初に、議案第35号の討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第35号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第36号に対する討論を行います。討論ありますか。 
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（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第36号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第３７号から議案第４１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第17、議案第37号平成26年度上士幌町一般会計補正予算

（第２号）、日程第18、議案第38号平成26年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）、日程第19、議案第39号平成26年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第

１号）、日程第20、議案第40号平成26年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第１

号）、日程第21、議案第41号平成26年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第

１号）５案を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第37号から41号までの平成26年度一般

会計並びに各特別会計補正予算の内容を申し上げます。 

  補正総額は６億225万2,000円の追加補正となります。補正後の予算規模は一般会計並

びに５特別会計の総額で89億2,411万5,000円となります。 

  それでは、各会計の内容を申し上げます。 

  議案第37号、一般会計補正予算（第２号）でございます。 

  １ページをごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ５億8,869万8,000円を追加し、総

額を71億6,401万9,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の金額は２

ページから４ページの第１表のとおりでございます。 

  第２条では、地方債補正といたしまして、５ページにありますとおり、過疎対策事業

債の限度額を10億8,300万円から10億8,480万円に変更補正するものでございます。 

  歳出のうち、増額補正の主なものといたしましては、常設保育所管理運営経費421万

2,000円、認定こども園建設事業2,907万4,000円、学童保育所管理運営経費273万2,000円、
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経営所得安定対策直接支払推進事業245万1,000円、青年就農給付金事業225万円、強い

農業づくり事業５億4,165万9,000円、北海道上士幌高等学校振興会助成事業188万3,000

円を追加補正をいたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略をさせていただきます。 

  次に、各特別会計の補正予算についてご説明を申し上げます。 

  １ページの議案第38号、国民健康保険特別会計補正予算（第１号）をごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ149万4,000円を減額し、総額を

７億8,835万円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は２ペ

ージ、第１表のとおりでございます。 

  歳出の補正内容につきましては、人件費149万4,000円を減額補正するものでございま

す。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略をさせていただきます。 

  次に、10ページ、議案第39号介護保険特別会計補正予算（第１号）をごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ56万8,000円を減額し、総額を

４億3,211万5,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は11ペ

ージ第１表のとおりでございます。 

  歳出の主な補正内容につきましては、人件費56万2,000円を減額補正をいたします。 

  事項別明細書以下につきましては説明を省略をさせていただきます。 

  次に、19ページの議案第40号、水道事業特別会計補正予算（第１号）をごらんくださ

い。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,492万2,000円を追加し、総額を

２億541万4,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は20ペ

ージ第１表のとおりでございます。 

  歳出の主な補正内容につきましては、簡易水道施設改良事業1,500万6,000円を追加補

正するものでございます。 

  事項別明細書以下につきましては説明を省略させていただきます。 

  次に、24ページの議案第41号、公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）をごらん

ください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ69万4,000円を追加し、総額を２
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億4,034万8,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は25ペ

ージ第１表のとおりでございます。 

  歳出の主な補正内容につきましては、下水道施設整備事業63万8,000円を追加補正す

るものでございます。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略をさせていただきます。 

  以上、一般会計並びに４特別会計の補正内容についてご提案を申し上げました。よろ

しくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより各会計ごとに質疑を行

います。 

  それでは、議案第37号、平成26年度上士幌町一般会計補正予算（第２号）の質疑を行

います。 

  初めに、事項別明細書の歳出から質疑を行います。事項別明細書の歳出は９ページか

らページごとに一括して質疑を行います。 

  ９ページについて質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、10ページから11ページまで質疑を行います。 

  ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 常設管理運営費の中の子ども子育て支援システムについて、導

入事業についてどのように新規事業になるのか、変更になるのか質問いたします。 

  それと、これは来年度以降使うシステムだと思うんですが、今の子育て支援事業計画

の進捗状況について質問いたします。 

  それと、次に、学童保育所管理運営経費の増について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 高橋保育課長。 

○高橋 智保育課長 まず、システムの関係ですけれども、このシステムにつきましては、

子ども子育て支援制度における認定事務、それから契約、それから料金の調定、それか

ら納入通知、それから国への報告等、全国一の総合システムということになりますけれ

ども、変更ではなくて、新規にこのシステムを導入していくということでございます。 

  次に、学童の委託料の関係でございますけれども、学童につきましては、当初個別の

対応の必要な子供につきまして４月から１名が増となりまして、その関係で指導員１名

分の委託料の増ということで、今回補正を上げさせていただいております。 

  また、当初50名の入所ということで予算のほうを計上しておりましたけれども、実際
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の入所が60名になったということで、そのおやつですとか教材費等、10名分の金額につ

いて補正をしているということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 並木子育て推進室長。 

○並木 学子育て推進室長 子ども子育て支援事業計画の進捗状況についてご説明いたし

ます。 

  先日の６月６日に第２回目の子ども子育て会議を開催いたしました。その中では昨年

12月に行われましたニーズ調査の結果報告、それから今後の子育て支援事業に係る見積

もりについてご報告させていただきました。今後につきましては、おおむね９月をめど

に計画案を作成するということで、進めさせていただきたいというふうに考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 計画については第２回目の会議が６日に開かれたと。その次に

７月、８月、９月というふうに開かれながら計画をつくるんだと思うんですが、もう既

に素案等ができていなければいけないんではないか、急げという意味じゃないんですが、

そういう意味では結構計画をつくるのが厳しい条件にというか、結構急がなければいけ

ないんではないかという問題が１点目と、あと、町が条例改正になるのか、新規条例に

なるのかわかりませんが、その条例等の整備についても、そっちのほうが急がれるんで

はないかと。多分９月ぐらいに条例提案出ないと間に合わないんではないかと。計画は

多分道のほうに報告したにしろ、計画そのものについては９月でなくても多分案として

あればいいんだと思うんです。その点について結構忙しいんではないかと、このシステ

ムの関係について関連して質問させてもらいました。 

  答弁お願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 並木子育て推進室長。 

○並木 学子育て推進室長 計画につきましては、 終的には３月末までに道の認可をと

ればいいということになっておりますけれども、当然その間、パブリックコメント等い

ろいろ手続が必要となっておりますので、先ほど言ったようなスケジュールで進めてい

きたいと思います。次回以降の子ども子育て会議で素案等を提示しながら順次進めてま

いりたいというふうに考えております。 

  それと、支援制度に係る条例関係につきましては、国・道との指示からも９月の議会

提案、市町村については９月の議会提案を図るようにという指示が来ておりますので、

現在それに向けまして国・道の動きを見ながら条例策定に向けて現在進めているという
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ところであります。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、10ページから11ページまでありますか。よろしいですか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、12ページから13ページまで質疑を行います。質疑ありま

すか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、14ページから15ページまで、質疑を行います。質疑あり

ますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、16ページから17ページまで質疑を行います。ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、給与費明細書は18ページから24ページまで質疑を行いま

す。質疑ありますか。 

  ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） ちょっとお伺いしたいんですけれども、この職員手当の内訳の

中で、勤勉手当というものがあるんです。これはどのような内容で、勤勉という解釈な

んですけれども、決まっておるとはいえどもどのような、ただそれを何等級何号俸につ

けているのか、町長あたりが特別この方にやっておる、一律つけているのか、その辺の

配分というのか、その辺はいかがですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 高嶋総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 手当につきましては、期末手当と勤勉手当ということで、６月と12

月に支給というふうになってございます。勤勉手当につきましては、年間1.35カ月とい

うふうになってございまして、期末手当が2.6カ月という形になってございます。勤勉

手当につきましては、長期で病気休暇をするとか、休職をするとか、あと、懲戒処分等

の場合については一定の基準に基づきまして勤勉手当につきまして減額するという規定

になってございます。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） ということは、期末手当と大きく変わらないと。ちゃんとやっ

ていればその後の病気だとか、そういうことがなればほとんどついてしまうという考え

方で理解してよろしいんですね。 
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○議長（杉山幸昭議長） 高嶋総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 期末手当、勤勉手当ともに期間率というものがございますが、先ほ

ど申し上げたように、懲戒処分とか、勤務成績等が好ましくないという場合については

勤勉手当で削減するという基準になってございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、地方債調書は25ページを一括して質疑を行います。質疑

ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の歳入は７ページからページごとに一括し

て質疑を行います。 

  ７ページ、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、８ページ質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の総括表６ページまでを一括して質疑を行

います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に一般会計補正予算書の１ページから５ページまでを一括し

て質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で議案第37号平成26年度上士幌町一般会計補正予算（第２

号）の質疑を終わります。 

  次に、特別会計補正予算の質疑を行います。 

  特別会計の質疑は会計ごとに歳入歳出を一括して質疑を行います。 

  初めに、議案第38号平成26年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は

１ページから９ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で議案第38号平成26年度上士幌町国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第39号平成26年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第１号）は10ペー

ジから18ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。 
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（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で議案第39号平成26年度上士幌町介護保険特別会計補正予

算（第１号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第40号平成２６年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第１号）は19ペ

ージから23ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第40号平成26年度上士幌町水道事業特別会計補正

予算（第１号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第41号平成26年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）は

24ページから31ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で議案第41号平成26年度上士幌町公共下水道事業特別会計

補正予算（第１号）の質疑を終わります。 

  次に、各会計補正予算に対する質疑が終了いたしましたので、これより町理事者に対

する総括質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 質疑がございませんので、町理事者に対する総括質疑を終了し

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、町理事者に対する総括質疑を終わります。 

  以上で議案第37号から議案第41号までの平成26年度各会計補正予算に対する質疑を終

結いたします。 

  これより、議案ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、議案第37号平成26年度上士幌町一般会計補正予算（第２号）の討論を行いま

す。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第37号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 



－51－ 

  よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第38号平成26年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の討

論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第38号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第39号平成26年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第１号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第39号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第40号平成26年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第１号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第40号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第41号平成26年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）の

討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第41号の採決を行います。 
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  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。 

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

◎散会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしましたので、本日の

会議を終わります。 

  あすからは休会とし、本会議の再開は６月20日金曜日午前10時でありますので、ご承

知願います。 

  本日はこれにて散会といたします。 

（午後 １時４６分） 



－53－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記、会議録の経過は、その内容が相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

  平成  年  月  日 

 

       議     長 

 

 

       署 名 議 員 

 

 

       署 名 議 員 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

６ 月  2 0 日 



－55－ 

平成 ２６ 年  第 ３ 回  上 士 幌 町 議 会  定 例 会  会 議 録 

招 集 年 月 日  平成 ２６ 年 ６ 月 １０ 日 

招 集 の 場 所  上 士 幌 町 議 会 議 場 

開 会 ・ 閉 会 

日 時 及 び 宣 告 

開 議 平成２６年 ６月２０日 午前１０時００分 議 長 杉 山 幸 昭

閉 会 平成２６年 ６月２０日 午前１１時４１分 議 長 杉 山 幸 昭

応（不応）招議員並びに 

出 席 及 び 欠 席 議 員 

 

出 席 １１名 

欠 席  ０名 

欠 員  －名 

 
○   出  席 
△   欠  席 
×   不 応 招 
△公  公務欠席 
遅   遅  刻 
早   早  退 

議席 

番号 
氏    名 

出欠

の別

議席

番号
氏    名 

出欠

の別

議席 

番号 
氏    名 

出欠

の別

１ 伊 東 久 子 ○ ７ 角 田 久 和 ○    

２ 堂 畑 義 雄 ○ ８ 山 本 和 子 ○    

３ 山 本 弘 一 ○ ９ 山 本 裕 吾 ○    

４ 中 村 保 嗣 ○ １０ 中 島 卓 蔵 ○    

５ 渡 部 信 一 ○ １１ 杉 山 幸 昭 ○    

６ 佐々木   守 ○       

会 議 録 署 名 議 員 ４番  中 村 保 嗣  議 員 ５番  渡 部 信 一  議 員 

本会議に職務のため 

出席した者の職氏名 
議 会 事 務 局 長 斉 藤 明 宏 議会事務局主査 櫻 井 淳 史 

地方自治法第１２１条

の規定により説明のた

め出席した者の職氏名 

町 長 竹 中   貢 建 設 課 長 尾 形 昌 彦 

副 町 長 千 葉 与四郎 子育て推進室長 並 木   学 

会 計 管 理 者 綿 貫 光 義 教育委員会教育長 馬 場 久 男 

総 務 課 長 高 嶋 幸 雄 教育委員会教育委員長 西 田 英 豊 

企 画 財 政 課 長 早 坂 清 光 教育委員会教育次長 石 王 良 郎 

町 民 課 長 （会計管理者兼務） 農業委員会会長 兼 子 義 雄 

保 健 福 祉 課 長 野 中 美 尾 農業委員会事務局長 馬 場 俊 之 

保 育 課 長 高 橋   智 代 表 監 査 委 員 新 田 勝 幸 

農 林 課 長 松 岡 秀 行   

商 工 観 光 課 長 柚 原 幸 二   
 



－56－ 

平成２６年第３回上士幌町議会定例会  

 

議 事 日 程（第２号） 

 

平成２６年６月２０日（金曜日） 

 

日程第 １ 農業委員会委員の推薦について 

日程第 ２ 陳 情 第 １号 （産業経済建設常任委員会審査報告） 

               町道４０号【東１３線～東１４線】改良工事に関する陳 

               情について 

日程第 ３ 決議案 第 １号 「ＴＰＰ協定交渉から十勝を守り抜く」決議について 

日程第 ４ 意見書案第３５号 規制改革会議意見書の取扱いに関する意見書の提出につ 

               いて 

日程第 ５ 意見書案第３６号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める 

               意見書の提出について 

日程第 ６ 意見書案第３７号 「手話言語法」制定を求める意見書の提出について 

日程第 ７ 意見書案第３８号 教育委員会制度の充実を求める要望意見書の提出につい 

               て 

日程第 ８ 意見書案第３９号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化 

               を求める意見書の提出について 

日程第 ９ 報 告 第 ２号 専決処分の報告について 

日程第１０ 議 案 第４２号 財産の取得について 

日程第１１ 議 案 第４３号 上士幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制 

               定について 

日程第１２ 議 案 第４４号 平成２６年度上士幌町一般会計補正予算（第３号） 

日程第１３ 議 案 第４５号 平成２６年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算 

               （第２号） 

日程第１４ 監報告 第 ３号 例月出納検査報告について 

日程第１５ 閉会中の継続調査の申出について 



－57－ 

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

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 定刻となりましたので、ただいまより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

（午前１０時００分） 

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

◎議会運営委員会の報告 

○議長（杉山幸昭議長） 議会運営委員長より、本日の議事運営について発言を求めます。 

  議会運営委員長、渡部信一議員。 

○議会運営委員長（渡部信一議員） 議会運営委員会よりご報告申し上げます。 

  議会運営委員会は、６月17日午前10時より、委員会室において、議会運営委員の出席

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

の審議方法等について審議いたしました。 

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

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

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

  １点目は、日程第12、議案第44号から日程第13、議案第45号までの平成26年度上士幌

町一般会計補正予算及び平成26年度国民健康保険特別会計補正予算についての２案を一

括上程及び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うこととします。 

  ２点目は、日程第15、閉会中の継続審査の申出についてが終了しましたら、任期満了

により退任する兼子農業委員会会長より退任挨拶の申し出がありますので、議長発議に

よりこれを許可することといたします。 

  以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

◎農業委員会委員の推薦について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、農業委員会委員の推薦についてを議題といたします。 

  地方自治法第117条の規定によって、渡部信一議員の退場を求めます。 

（渡部信一議員退場） 

○議長（杉山幸昭議長） ここで暫時休憩といたします。 

（午前１０時０３分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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（午前１０時０３分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 本件は、農業委員会等に関する法律第12条第２号に定める議会

が推薦した農業委員会委員の任期が平成26年７月19日に満了するため、その推薦を行う

ものであります。 

  お諮りいたします。 

  議会推薦の農業委員会委員は１名とし、お手元に配付のとおり渡部信一議員を推薦し

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  議会推薦の農業委員会委員は１名とし、渡部信一氏を推薦することに決定いたしまし

た。 

（渡部信一議員入場） 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午前１０時０４分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時０４分） 

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

◎陳情第１号の上程、報告、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、産業経済建設常任委員会審査報告を行います。 

  日程第２、陳情第１号町道40号【東13線～東14線】改良工事に関する陳情についてを

議題といたします。 

  本件について、産業経済建設常任委員長の報告を求めます。 

  産業経済建設常任委員長、角田久和議員。 

○産業経済建設常任委員長（角田久和議員） 陳情審査報告。 

  産業経済建設常任委員会に付託されました陳情について、慎重審査の結果、次のとお

り決定いたしましたので、上士幌町会議規則第94条第１項の規定により報告いたします。 

  １、件名、陳情第１号町道40号【東13線～東14線】改良工事に関する陳情について。 

  ２、付託年月日、平成26年６月10日。 

  ３、審査日、平成26年６月13日、計１回。 

  ４、審査地、委員会室。 
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  ５、説明員、千葉副町長、尾形建設課長、名波主幹、松岡農林課長、菅野主幹、巴主

査。 

  ６、審査結果、本委員会は、副町長、担当課長及び主幹、主査の出席を求め、説明を

求めるとともに、陳情者である関口孝俊氏と楠久男氏から状況を聞き取る現地調査を実

施し、慎重に審査した結果、願意妥当と認め、採択すべきものと決定いたしました。 

  採択に当たり次の２点を附帯意見としております。１点目は、補助事業対象の工事と

すること。２点目は、簡易舗装を見込んだ改良工事とすること。以上の２点であります。 

  また、行政側へ対する措置要求といたしまして、本件に係る処理経過と結果について

の報告を求めております。 

  以上で陳情審査報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりましたので、これより委員長の報告に対

する質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 

  これより陳情第１号について討論、採決を行います。 

  陳情第１号について、委員長は採択すべきものと報告されております。 

  これより陳情第１号について討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これをもって陳情第１号に対する討論

を終結いたします。 

  これより陳情第１号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、陳情第１号は委員長の報告のとおり採択と決定いたしました。 

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

◎決議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第３、決議案第１号「ＴＰＰ協定交渉から十勝を守り抜

く」決議についてを議題といたします。 

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

を求めます。 
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  ５番、渡部信一議員。 

○５番（渡部信一議員） ただいま上程されました決議案第１号「ＴＰＰ協定交渉から十

勝を守り抜く」決議についての提案理由についてご説明申し上げます。 

  この決議案につきましては、ＴＰＰ問題を考える十勝管内関係団体連絡会議から要請

があり、さきの議会運営委員会におきまして議会運営委員全員の賛同を得まして、私が

提案者となった次第であります。 

  以下、読み上げて提案説明といたします。 

  ＴＰＰ協定交渉については、５月12日から主席交渉官会合、５月19日から閣僚会合が

開催され、共同声明には、「関税のとり扱いなど市場アクセスの分野と貿易や投資に関

するルール分野について集中的に取り組む道筋を決めた」と明記し、交渉妥結に向け、

交渉参加国が継続して努力する姿勢が強調された。 

  今後、ＴＰＰ交渉参加国は７月の主席交渉官会合に向け、二国間交渉を重ねていくこ

ととしており、早期妥結を目指した厳しい交渉を重ねていくことが想定され、緊迫した

局面がさらに続くものと考えられる。また、先般、大筋合意に至った日豪ＥＰＡにより、

ＴＰＰ交渉のなし崩し的決着にもつながりかねない懸念がある。 

  十勝では基幹産業である農林水産業を中心として、食産業や運輸・流通などの関連産

業と連携した取り組みが盛んに進められているほか、製粉工場、製糖工場、でん粉工場

及び乳業工場などが地域の雇用を支えている。ＴＰＰ協定への参加はこれまでの地域振

興の努力と逆行するものであり、地域の経済は甚大な影響を受け、地域社会が崩壊する

ことが懸念される。 

  我々はこれまでＴＰＰ協定を、国家主権を揺るがすＩＳＤ条項や、医療・医薬品、金

融・保険、公共事業、食の安全基準・表示義務など、国民一人一人の暮らしや地域社会

の将来に極めて大きな禍根を残す重大な問題であることを繰り返して訴えてきた。 

  今後も、各団体、機関、地域住民との連携を一層密にし、地域の産業・経済や住民の

生活に影響が生じると見込まれる場合には、ＴＰＰ協定交渉から撤退することを求める

ための強力な運動を引き続き展開する。 

  以上、決議する。 

  この決議案に対しまして、議員各位の満場のご賛同を賜り、ご可決いただきますよう

お願い申し上げます。 

  以上をもって決議案第１号の提案理由の説明を終わります。 

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

質疑ありますか。 
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（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって決議案第１号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより決議案第１号の採決を行いま

す。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、決議案第１号は原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第３５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第４、意見書案第35号規制改革会議意見書の取扱いに関す

る意見書の提出についてを議題といたします。 

  意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である３番、山本弘一議員から提案理由の説

明を求めます。 

  ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） ただいま上程されました意見書案第35号規制改革会議意見書の

取扱いに関する意見書の提出についての提案理由についてのご説明を申し上げます。 

  この意見書につきましては、上士幌町農業協同組合から要請があり、さきの議会運営

委員会におきまして議会運営委員全員のご賛同を得まして、私が提案者となった次第で

あります。 

  以下、読み上げて提案説明といたします。 

  規制改革会議意見書の取扱いに関する意見書（案）。 

  ５月23日に、政府の規制改革会議は「農業改革に関する意見」を発表しましたが、今

後、与党との協議を踏まえ、６月中旬に最終的なとりまとめを行い、「農林水産業・地

域の活力創造プラン」の改訂に反映させる予定となっております。 

  今回の意見書に盛り込まれた農業委員会制度の見直しや農業生産法人の大幅な要件緩

和等は、地域農業の姿を大きく変容させるとともに、農業協同組合制度の見直しについ

ては、ＪＡグループを事実上解体に追い込む内容であり、農業者、地域住民、国民生活

に重大な支障をきたすことが懸念されます。 

  つきましては、規制改革会議意見書の「農林水産業・地域の活力創造プラン」改訂へ
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の反映にあたり、下記のとおり要請致しますので、特段のご高配を賜りますようお願い

申し上げます。 

記 

  「農林水産業・地域の活力創造プラン」改訂にあたっては、真に農業者の所得向上・

地域生活インフラの維持向上・国民に対する食料供給の安定確保、農地の適正利用に資

する観点から規制改革会議の意見書を取扱うこと。 

  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。 

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

きますようお願い申し上げます。 

  以上をもって意見書案第35号の提案理由の説明を終わります。 

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

質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第35号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより意見書案第35号の採決を行い

ます。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、意見書案第35号は原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第３６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第５、意見書案第36号ウイルス性肝炎患者に対する医療費

助成の拡充を求める意見書の提出についてを議題といたします。 

  意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である７番、角田久和議員からの提案理由の

説明を求めます。 

  ７番、角田久和議員。 

○７番（角田久和議員） ただいま上程されました意見書案第36号ウイルス性肝炎患者に

対する医療費助成の拡充を求める意見書の提出についての提案理由を申し上げます。 

  この意見書につきましては、全国Ｂ型肝炎訴訟北海道原告団からの要請があり、さき
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の議会運営委員会におきまして議会運営委員全員のご賛同を得て、私が提案者となった

次第であります。 

  以下、読み上げて提案説明といたします。 

  わが国においてウイルス性肝炎、特にＢ型・Ｃ型肝炎の患者が合計350万人以上とさ

れるほど蔓延しているのは、国の責めに帰すべき事由によるものであるということは、

肝炎対策基本法や、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第ＩＸ因子製剤による

Ｃ型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」、「特定Ｂ型

肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」でも確認されているところで

あり、国の法的責任は明確になっています。 

  ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現在、肝炎治療特別促進事業として実施

されていますが、対象となる医療が、Ｂ型・Ｃ型肝炎の減少を目的とした抗ウイルス療

法であるインターフェロン治療とＢ型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定されているた

め、医療費助成の対象から外れている患者が相当数にのぼっています。特に、肝硬変・

肝がん患者は高額の医療費を負担せざるを得ないだけでなく、就労不能の場合も多く、

生活に困難を来しています。 

  また、現在は肝硬変を中心とする肝疾患も身体障害者福祉法上の障害者認定の対象と

されているものの、医学上の認定基準がきわめて厳しいため、亡くなる直前でなければ

認定されないといった実態が報告されるなど、現在の制度は、肝炎患者に対する生活支

援の実効性を発揮していないとの指摘がなされているところです。 

  他方、特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の制定時には、

「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検

討を進めること」との附帯決議がなされました。しかし、国においては、肝硬変・肝が

ん患者に対する医療費助成を含む生活支援について、何ら新たな具体的措置を講じてい

ません。 

  肝硬変・肝がん患者は、毎日120人以上が亡くなっており、医療費助成を含む生活支

援の実現は、一刻の猶予もない課題です。 

  よって、下記の事項を実現するように強く要望いたします。 

  １、ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。 

  ２、身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患

者の実態に応じた認定制度にすること。 

  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。 

  議員各位の満場のご賛同を賜り、この意見書案をご可決いただき、関係者に送付いた
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だきますようお願いいたします。 

  以上をもって意見書案第36号の提案理由の説明を終わります。 

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

質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第36号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより意見書案第36号の採決を行い

ます。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、意見書案第36号は原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第３７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第６、意見書案第37号「手話言語法」制定を求める意見書

の提出についてを議題といたします。 

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

明を求めます。 

  ５番、渡部信一議員。 

○５番（渡部信一議員） ただいま上程されました意見書案第37号「手話言語法」制定を

求める意見書の提出についての提案理由についてご説明申し上げます。 

  この意見書につきましては、新得町より要請があり、さきの議会運営委員会におきま

して議会運営委員全員の賛同を得まして、私が提案者となった次第であります。 

  以下、読み上げて提案説明といたします。 

  手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙

や文法体系をもつ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語

と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。 

  しかしながら、ろう学校では、手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別され

てきた長い歴史があった。 

  平成18年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが
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明記されている。 

  障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、平成23年８月に成立

した「改正障害者基本法」では、「全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）

その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。 

  また、同法第22条では、国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、

手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を

身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究するこ

とのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考える。 

  よって、政府と国会が下記事項に講ずるよう強く求めるものである。 

  記。 

  １、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが

手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究

することのできる環境整備を目的にした「手話言語法」を制定すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。 

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

ますようお願いいたします。 

  以上をもって、意見書案第37号の提案理由の説明を終わります。 

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

質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第37号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより意見書案第37号の採決を行い

ます。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、意見書案第37号は原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第３８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第７、意見書案第38号教育委員会制度の充実を求める要望
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意見書の提出についてを議題とします。 

  意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である８番、山本和子議員から提案理由の説

明を求めます。 

  ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 意見書案第38号教育委員会制度の充実を求める要望意見書の提

出について、提案を申し上げます。 

  この意見書につきましては、さきの議会運営委員会で議会運営委員全員の賛同をいた

だきまして、私が提案者となり提案するものでございます。 

  今国会で審議されていました改正地方教育行政法は、13日に成立いたしました。内容

は、現行の教育長と教育委員長を統合し、新教育長の創設や市長が主催する総合教育会

議の設置が柱で、市長の権限が強化され、2015年度から施行するものです。しかし、こ

のことに関しては危ぶまれる声もたくさん聞こえ、教育委員会の独立性を堅持をし、教

育委員会制度の充実を求めて意見書を提出するものでございます。 

  意見書案を読み上げて提案したいと思います。 

  教育委員会制度の充実を求める要望意見書（案）。 

  教育委員会制度は、戦後、公選によって選ばれた教育委員が保護者や住民の意見を聞

きながら、その自治体の教育のあり方を決めるという制度として出発しました。しかし、

1956年に公選制は廃止され、現在の任命制になり、「教育の自由と自主性」のもとで、

地方教育行政の意志決定を行う役割は十分発揮されていないのが現状です。 

  教育は子供の成長・発達のための文化的な営みです。教員と子どもとの人間的な触れ

合いを通じて行なわれるものであり、自由や自主性が不可欠です。 

  しかし、今国会で成立されている「地方教育行政法改正案」は、国や首長から独立し

た行政組織である教育委員会制度を大きく変えるものです。法案は、現在教育委員会が

独自で決めている自治体の教育政策の基本となる「大綱」を首長が決めるとし、教育委

員会を首長の支配の下に置こうとするものです。教育委員会は形だけになり、首長が直

接教育に介入することを容認し、教育の政治的中立性を脅かすことになります。憲法が

保障する教育の自由と自主性を侵害するものです。 

  教育とは、子どものための社会全体の営みです。政治が何より行うべきは、教育条件

の整備によって、子どもの学ぶ権利を保障することであり、政治が介入することがあっ

てはなりません。 

  よって、政府は、国と首長による教育委員会支配につながる見直しではなく、教育委

員会の独立性を堅持し、教育委員会制度の充実を求めるものです。 
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  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。 

  議員各位の賛同をいただきまして、関係機関にこの意見書を提出してくださいますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

  以上、提案いたします。 

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

質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第38号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより意見書案第38号の採決を行い

ます。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、意見書案第38号は原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第３９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第８、意見書案第39号林業・木材産業の成長産業化に向け

た施策の充実・強化を求める意見書の提出についてを議題といたします。 

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

明を求めます。 

  ６番、佐々木守議員。 

○６番（佐々木 守議員） ただいま上程されました意見書案第39号林業・木材産業の成

長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書の提出についての提案理由について

ご説明を申し上げます。 

  この意見書につきましては、北海道森林・林業・林産業活性化促進議員連盟連絡会か

ら要請があり、さきの議会運営委員会におきまして議会運営委員全員のご賛同を得まし

て、私が提案者となった次第であります。 

  北海道では、平成21年度から国の補正予算により措置した森林整備加速化・林業再生

基金を活用し、間伐や路網の整備、高性能林業機械の導入、木造公共施設整備など、地

域のさまざまな取り組みを支援してきました。しかし、基金を活用したこれらの事業は
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今年度限りとされており、地域の林産業の振興に向けた取り組みを加速させるためには、

基金の継続など安定的な財源確保が必要でありますので、本意見書の提出が必要と考え

ているところであります。 

  以下、読み上げてご提案を申し上げます。 

  本道の林業・木材産業は、山村地域を支える基幹産業として発展し、雇用の確保、地

域経済の活性化などに大きく寄与してきた。一方で、人口の減少と高齢化が急速に進み

つつあり、近い将来、集落はもとより、自治体の存続が危ぶまれる事態も想定されてい

る。一方、地球温暖化が深刻な環境問題となっている中で、二酸化炭素を吸収・固定す

る森林・木材に対し大きな関心と期待が寄せられているが、我が国においては、化石燃

料への依存度が高まっており、森林や木材が果たす役割は、これまで以上に重要となっ

ている。 

  国は、こうした現状を踏まえ、平成21年に「森林・林業再生プラン」を策定し、10年

後の木材自給率を50％以上とする目標を掲げ、豊かな森林資源を活用して効率的・安定

的な林業経営の基盤づくりを進めるとともに、木材の安定供給・利用拡大に必要な体制

を構築することとした。 

  このような中、道では、平成21年度に国が創設した「森林整備加速化・林業再生基

金」を活用し、間伐や路網の整備、高性能林業機械の導入、さらには木材加工流通施設、

木造公共施設の整備、木質バイオマスのエネルギー利用施設の整備など、森林資源の循

環利用の実現に向け、川上から川下に至る地域の様々な取り組みを支援してきたところ

である。 

  この結果、トドマツやカラマツなど、人工林を主体とする森林の整備や森林の整備に

伴って産出される木材の有効利用が進み、本道の木材自給率は全国の２倍以上の約６割

に達している。 

  今後、人工林資源が本格的な利用期を迎える中、こうした取組をさらに加速させ、地

域の特性に応じた森林の整備・保全を着実に進めるとともに、森林資源の循環利用によ

る林業・木材産業の成長産業化を実現するための施策の充実・強化を図ることが必要で

ある。 

  よって、国においては次の事項を実現するよう強く要望する。 

  記。 

  １．森林の整備から木材の利用促進といった地域の多様な取組を支援するため、「森

林整備加速化・林業再生基金」の継続、又は同様の仕組みを創設するなど、林野関連施

策の充実・強化を図ること。 
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  ２．地球温暖化防止、特に、森林吸収量の算入上限値3.5％の確保のための森林整備

の推進や木材利用促進を図るため、「地球温暖化対策のための税」の用途に森林吸収源

対策を追加するなど、安定的な財源を確保すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。 

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

きますようお願いを申し上げます。 

  以上をもって意見書案第39号の提案理由の説明を終わります。 

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

質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第39号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより意見書案第39号の採決を行い

ます。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、意見書案第39号は原案のとおり可決されました。 

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

◎報告第２号の上程、説明、質疑 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第９、報告第２号専決処分の報告についてを議題といたし

ます。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  尾形建設課長。 

○尾形昌彦建設課長 ただいま上程されました報告第２号専決処分の報告について、その

提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  平成26年５月23日に発生しました町道本町中央通線の道路敷地内のおける車両物損事

故に係る示談の合意について、平成26年６月９日、取り交わしたところでございますが、

損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第180条第１項の規定により、６月

９日付、同日付で専決処分を行いましたので、同条第２項に基づき議会に報告するもの

であります。 
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  専決処分の内容につきましては、専決処分書をご参照願います。あわせて事故発生状

況略図もご参照ください。賠償の相手方は記載のとおりであります。 

  事故の概要でありますが、平成26年５月23日午後５時ごろ、町道本町中央通線からＪ

Ｐハイテック事務所に26人乗りバスが進入する際に、歩道部に設置しているＵ字溝のグ

レーチングが固定ボルトの緩みによりずれていることに気づかずに走行し、はね上げて

しまったことにより、バス下部のエアタンク水抜きコックが損傷したものです。なお、

グレーチングはすぐに応急修理を実施したところであります。 

  和解の内容でありますが、（１）損害額について、相手方の損害額は４万4,510円と

する。内訳は、車両修理代等４万4,510円であります。（２）損失割合について、町の

損失割合は100％とする。相手方の損失割合はゼロ％とする。（３）損害賠償額につい

て、町の損害賠償額は相手方の損害額の100％である４万4,510円とする。（４）決済の

方法は、町は相手方に４万4,510円を支払う。（５）その他として、今後本件に関して

は異議を申し立てないこととすることとなっております。 

  以上、報告第２号をご説明させていただきました。 

  ご審議いただき、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。 

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

ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって報告第２号に対する質疑を終結いたします。 

  以上で報告第２号を報告済みとし、報告を終わります。 

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

◎議案第４２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第10、議案第42号財産の取得についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  松岡農林課長。 

○松岡秀行農林課長 ただいま上程されました議案第42号財産の取得について、その提案

理由と内容についてご説明申し上げます。 

  町例規集は第６編財務第２章契約・財産であります。 

  現在、ナイタイ高原牧場の家畜運搬につきましては、平成12年度に導入された専用の

運搬車両１台で行っております。日々の運行による負荷は激しく、近年の修繕回数とそ

れに伴う修繕料も、著しく増加の一途をたどってきているのが現状であります。 

  今回取得する財産につきましては、町条例、議会の議決に付すべき契約及び財産の取
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得又は処分に関する条例、第３条により、予定価格1,000万円以上の財産の取得につき

ましては議会の議決が必要となっておりますので、ご提案させていただくものでありま

す。 

  財産の種類は物品、車両。財産の内容は家畜運搬車１台であります。仕様は大型自動

車として登録。エンジンはディーゼル、240馬力以上、全長９メートル以下、全幅２メ

ートル47センチから２メートル99センチ以内、最大積載量6,500キロ以上、車両総重量

１万3,000キロから１万4,500キロの範囲等々と、指定管理者と協議し、決定してきてお

ります。 

  取得金額は1,350万円で、契約の相手方は帯広市西20条北１丁目３番２号、東北海道

いすゞ自動車株式会社帯広支店、支店長、青木明氏であります。 

  見積もりに合わせ、執行日時は平成26年６月４日、十勝管内の取り扱い業者２社を選

定し、行っております。物品の納入期限は10月31日であります。 

  以上、地方自治法第96条第１項第８号の規定により、財産の取得についての提案理由

と内容についてご説明申し上げました。 

  ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第42号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  ６番、佐々木守議員。 

○６番（佐々木 守議員） これに反対するものではないんですが、１つだけちょっとお

聞きをしたいと思います。 

  というのは、牧場がこれを取得する。形としては委託をしているという、農協に事業

そのものを委託しているという形になっていて、財産の取得等については町が整備をし

ていくという形になっているわけです。例えば、一般の家畜運搬をどのように本町はし

ているのか。本町というよりは、本町の農業協同組合がしているのかというと、実は委

託契約をしているんです。取得をしなければならないかどうかという協議は、農協とど

のようにされて、こういう結論に至っているのか。金額だとか必要用途だとかいうこと

について私は異論を申し上げるものではないんですが、町が本来やるべき事業を、今回

は上士幌農協さんにお願いをして、委託をして事業をやってもらっているという、そう

いう関係性での中のありようとして、農協は農協事業の中で商流等の事業をやっていま

す。それは、委託事業として業者と契約をしてやっているんです。自前で持っているん

ではないです、過去は持っていた経緯があるんですが。そういう中で、今回の取得につ

いて委託ということは、どのぐらい考えて、あるいは協議をした上でこういう結論に至
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ったのかという説明を、ぜひお聞きをしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡農林課長。 

○松岡秀行農林課長 お答え申し上げます。 

  今回の家畜運搬車につきましては、日常の業務、牧場内の、特に家畜運搬、受精場ま

で運ぶ、あるいは牛舎から牛舎に運ぶ。それに関して当然必要な部分でございます。要

するに直営として必要だと。これは委託かけるべき内容ではないということで理解して

おりますので、今回は運搬車の老朽化に伴って新しく更新していきたいということで考

えてございまして、それは指定管理者とも話をしながら進めてきているということで、

委託をかける、かけないという案件とは、今回はちょっと違う視点での運搬車の購入と

いうことでご理解いただければと思いますけれども。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、佐々木守議員。 

○６番（佐々木 守議員） そういう中身の協議をどのぐらいしたのかというのは、実際

僕は関心を持つところです。牧場内で牛の移動が必要だということは十分理解できます。

結構頻繁にそれを行っている。ところが、農協の委託事業も、例えば、手術の必要な牛

が農家にできた場合、電話１本で、午前中に電話をすると午後からそれを共済組合の手

術室に運んで、また自宅までと、こういうことを日常的にやっているんです。だから、

牧場内であっても、一つは委託するということは可能だと思うんです。ただ、こういう

不合理性が出るという、あるいはむしろ委託のほうが待ち時間が出てしまうだとかとい

うこともあるのかなという気はするんですけれども、そういう協議をしてこういう結論

に至ったというんならいいんです。その辺の部分がどうなのかというのがちょっと気に

なったので、質問させていただきました。 

  質問趣旨を一度ご理解いただいて答弁願います。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡農林課長。 

○松岡秀行農林課長 そのような観点というのも必要かと思いますけれども、今回合理的

に考えることは、今までどおり直営で持って、瞬時に対応するということが必要だと、

これが当たり前だという観点で進めておりまして、今おっしゃいました、委託をかけて

例えば農済まで運ぶ、そういうことすらが、それをやることが不合理性があるというこ

とで、そもそも議論に、俎上に上げる案件ではないということでご理解いただきたいと

思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第42号に対する質疑を終結いたします。 
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  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第42号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第４３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第11、議案第43号上士幌町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  野中保健福祉課長。 

○野中美尾保健福祉課長 ただいま上程されました議案第43号上士幌町国民健康保険税条

例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容についてご説明申し上げ

ます。 

  町例規集は、第７編民生第３章国民健康保険をご参照願います。 

  提案の理由でありますが、地方税法施行令の一部改正が本年４月１日に施行されたこ

とに伴い、所要の改正を行うものであります。 

  大きく２点の改正を行うものでありますが、１点目は、国民健康保険税における賦課

限度額の引き上げ、２点目は、軽減措置における５割軽減及び２割軽減の対象世帯に係

る所得判定基準の改正であります。 

  別紙資料の議案第43号関係の３をごらんください。 

  １点目の国民健康保険税における賦課限度額の引き上げに関する改正の内容でありま

すが、国民健康保険税につきましては、医療分、後期高齢者支援分、介護支援分と、そ

れぞれに税率等が定められているところでございます。今回は後期高齢者支援分の賦課

限度額を現行の14万円から16万円に、介護の支援分賦課限度額を12万円から14万円にそ

れぞれ改正するものであります。基礎課税の医療分につきましては改正を行わないこと

から、国民健康保険税全体の賦課限度額を現行の77万円から81万円とするものでありま

す。 

  次に、（２）改正による影響額ですが、後期高齢者支援分につきましては、世帯数
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932世帯のうち、現行で限度額に達している世帯数が100世帯あります。改正後における

対象世帯は81世帯、税額にして180万4,000円ふえると試算しております。介護支援分に

つきましては、対象世帯472世帯のうち現行で限度額に達している世帯数が37世帯あり

ます。改正後における対象世帯は25世帯、58万5,000円の税額がふえることで試算して

おります。 

  （３）、（４）は国民健康保険税における平成23年度から平成25年度までの３カ年の

後期高齢者支援金及び介護納付金の状況についてお示ししたものですが、高齢化などに

伴いましてそれぞれの額が年々増加傾向にあります。 

  次に、裏面をごらんください。 

  ２点目の国民健康保険税における軽減制度に関する改正内容でありますが、５割軽減

の対象となる世帯の軽減判定所得の算定における国保加入者の数に世帯主を含めること

としたもの、また２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定における国保加入者

数に乗ずべき金額を、現行の35万円から45万円に引き上げを行うものであります。 

  モデルケースについてご説明いたします。夫婦・子供１人で夫の給与収入のみの世帯

でありますと、５割軽減対象者は年収147万円以下から178万円以下になります。また２

割軽減対象者は年収223万円以下から266万円以下になりますので、軽減の対象となる世

帯の範囲が拡大されることになります。この金額につきましては世帯状況により変化し

ますので、あくまでも目安と考えていただきたいと思います。 

  次に、（２）改正による影響額でありますが、５割軽減対象世帯につきましては、試

算ベースで31世帯から92世帯に対象世帯の範囲が拡大されます。２割軽減対象世帯につ

きましては、113世帯から104世帯と対象世帯数は減りますが、所得判定基準額の引き上

げによりまして、２割軽減対象から５割軽減対象になった世帯、または新たに軽減対象

となる世帯がふえ、全体の軽減対象世帯は52世帯の増という試算でございます。 

  （３）の軽減額の状況についてでありますが、軽減対象世帯が増加することにより、

軽減額は５割軽減で299万7,000円、２割軽減で１万1,000円と試算しております。なお、

この軽減措置による国保税の減収分につきましては、一般会計からの法定繰り入れの予

算措置ができるものであり、軽減額の４分の３については北海道からの補助があります。 

  次に、43号関係２をごらんください。 

  国保税税率の変遷でありますが、このたびの改正は平成22年度以来４年ぶりの改正と

なり、平成26年度欄の網かけの部分が改正される部分となります。 

  次に、議案第43号関係１の資料、新旧対照表により条文改正のご説明をいたします。 

  第２条は賦課限度額の規定でありますが、同条第３項では、後期高齢者支援等課税限
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度額の賦課限度額を14万円から16万円に改正するものであります。また同条第４項では、

介護納付金課税額の賦課限度額を12万円から14万円に改正するものであります。 

  次に、第18条につきましては、政令改正に伴い第24条の37の第１項を、第24条の36に

条項整理をするものであります。 

  次に、第21条は国民健康保険税の軽減措置を規定しておりますが、同条第１項で軽減

措置後の課税賦課限度額について、後期高齢者支援分では14万円から16万円に、介護納

付分につきましては12万円から14万円にそれぞれ改正を行うものであります。同条第２

号は５割軽減の規定でありますが、軽減判定所得の算定における被保険者数に納税義務

者を加えることとして、「当該納税義務者を除く」を削除するものであります。同条第

３号は２割軽減の対象となる規定でありますが、35万円を45万円に改正するものであり

ます。 

  なお、附則第１項の施行期日は、この条例は公布の日から施行し、改正後の上士幌町

国民健康保険税条例の規定は、平成26年４月１日から適用するとし、附則第２項の適用

区分では、改正後の条例の規定は平成26年度以降の年度分の国民健康保険税について適

用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によると規定して

おります。 

  また、この改正内容につきましては、本年６月６日開催の国民健康保険運営協議会に

諮問し、承認の答申をいただいております。 

  以上、上士幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、その提案

理由と内容についてご説明いたしました。 

  ご審議いただき、ご可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前１１時００分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１２分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第43号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 国民健康保険の会計全体の状況と、それから今回につきまして
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は介護支援と後期高齢者支援分なんですが、それはそれぞれ国民健康保険は一つにはな

っていますけれども、会計自体は別々だと思うんです。その中で限度額を今回上げるわ

けですが、その上げざるを得なかった状況について、会計の中で何とかやりくりできな

かったのかどうか、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 野中保健福祉課長。 

○野中美尾保健福祉課長 まず、２点のご質問で、１点目は、国保会計の全体の状況とい

うところでのご質問かと思いますが、平成26年度、今回当初予算で予算を組ませていた

だいた後に、今回改正を含めて試算を出して、きょう提案をさせていただいているとこ

ろでございますけれども、これまでの本町の国保会計は非常に厳しい状況でございます。

皆さんもご承知のように、高齢化に伴いまして医療費の増加という、これは本町だけで

なくて全国的に医療費の増加がなってきているというところがあります。本町も過去医

療費の給付状況を見ますと、年々増加をしている。特に24年度から25年度に向けて医療

費が相当上がってきております。26年度におきましては、過去３カ年の平均ベースで試

算をしてしいるので、若干、前年度の当初予算のベースでいくと、10％増ぐらいの当初

予算の見込みをしたところでございますけれども、いずれにしましても、高齢者の増加

に伴う医療費の増というところは続いていくのかなというところです。 

  それから、１人当たりの医療費、国民健康保険税の加入者数、こちらにつきましては

79名ほど昨年と比べると減少している傾向で、実は後期高齢者のほうに移られる方がい

らっしゃるということで、国保加入者の方は減っているんですけれども、１人当たりの

医療費が年々上がっているという状況でございます。これは、長期入院の方、それから

大きな手術ということで高額療養の方がふえているということで、そういったことで、

昨年の12月、１月をベースに月4,000万円ほどの医療費が出ていっている状況となって

おります。 

  今後、26年度の状況を見ましても、医療につきましては不透明な部分もございますけ

れども、ある程度の医療費増加を見込んでというところで、今回の改正ということに至

ったわけです。 

  地方税法の改正に伴いまして賦課限度額の引き上げということでございますが、本町

の国保加入の状況でございますけれども、所得階層でいくと約７割が低所得の方です。

それが200万円以下の方が約７割ぐらいということで、あとは高額の方が14％ぐらいと

いう形で、あと中間層というような所得階層ということで、本町にとっては本当に低所

得の階層の方が非常に多いという状況があります。そういったところで、税収の確保と

いうのは非常に厳しい状況の中で、低所得者対策も含めてやらなければいけないという
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ところで、このたび賦課限度額の引き上げをさせていただくことで、税の増収を図りた

いというところもあったんですが、実質的にはあわせて軽減制度の拡充の改正もさせて

いただいたので、結果的には軽減分の税収が増税分よりも大きいということで、結果的

には国保総体では、税収は予算書のほうにも記載されておりますが、マイナスの60万円

というような試算になっております。 

  そんなことで、国保会計自体が非常に厳しい予算組みの中で平成26年度スタートをし

ていくというような状況にあるということでご理解をいただきながら、賦課限度額の改

正を、これをしなければますますもっと厳しくなるという状況になるということでご理

解していただきたいというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第43号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。 

  先に本案に対する反対の討論を行います。 

  ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 上士幌町国民健康保険税条例改正について反対討論を行います。 

  今回の改正では、答弁にもありましたように、低所得者への軽減が広がり、賛成でき

る点もあります。しかし、限度額引き上げが含まれているため反対いたします。 

  後期高齢者支援分が14万円から16万円に、介護支援分が12万円から14万円に引き上げ

られました。それは、それぞれの会計、後期高齢者医療制度、介護保険制度、そのもの

に大きな問題があります。国民健康保険だけでなく、高齢者の負担も大きくなっていま

す。国の負担をふやすなど、制度そのものを大きく変えていかなくてはなりません。 

  今回、医療費分の改正や医療費分の限度額引き上げがなく、ほっとするところですが、

厳しい状況は続いていると思います。 

  今後、国民健康保険の運営を市町村から都道府県に移す動きもあります。幾ら町が予

防に力を入れて医療費を抑えても、道全体でふえる医療費に保険税はどんどん引き上が

るのではないかとも心配されます。町独自では限界があり、国に対し医療・福祉削減で

はなく充実を求めるものです。 

  ただ、今回限度額引き上げがあるために反対いたします。 

  以上で反対討論といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。討論ありますか。 
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（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論がありませんので、これをもって議案第43号に対す

る討論を終結いたします。 

  これより議案第43号の採決を行います。 

  本案は起立により採決を行います。なお、起立しない議員は反対とみなします。 

  お諮りします。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいです。 

  起立多数であります。 

  よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第４４号及び議案第４５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第12、議案第44号平成26年度上士幌町一般会計補正予算

（第３号）、日程第13、議案第45号平成26年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）、以上２案を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第44号並びに議案第45号の平成26年度

一般会計補正予算及び国民健康保険特別会計補正予算の内容を申し上げます。 

  補正総額は1,613万7,000円の追加補正となります。補正後の予算規模は、一般会計並

びに５特別会計の総額で89億4,025万2,000円となります。 

  それでは、各会計の内容を申し上げます。 

  議案第44号一般会計補正予算（第３号）であります。 

  １ページをごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,265万7,000円を追加し、総額を

71億7,667万6,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２

ページ、第１表のとおりでございます。 

  歳出の補正内容といたしましては、町有財産管理経費23万3,000円、電子計算組織管
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理経費723万6,000円、国保会計繰出金300万8,000円、町有財産取得経費218万円を追加補

正いたします。 

  事項別明細書以下につきましては説明を省略させていただきます。 

  次に、議案第45号国民健康保険特別会計補正予算（第２号）についてご説明を申し上

げます。 

  ７ページをごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ348万円を追加し、総額を７億

9,183万円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、８

ページ、第１表のとおりでございます。 

  歳出の補正内容につきましては、システム改修に係る事務管理経費107万2,000円、一

般被保険者療養給付費205万円、退職被保険者等高額療養費35万8,000円を追加補正する

ものでございます。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  以上、一般会計並びに国民健康保険特別会計の補正内容についてご提案を申し上げま

した。 

  よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第44号並びに議案

第45号を一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

  ９番、山本裕吾議員。 

○９番（山本裕吾議員） 財産管理費の旧苗畑の雑木の工事のことについてお尋ねします。 

  ここの町有財産は当初、目的があって林野庁から購入されたと思いますけれども、今

回この自然災害と申しますか、そういう形でこの雑木処理ということでございましたと

思いますが、当初購入の経緯、あるいはその管理のあり方について、今回倒木に至った

ということも、周りの環境を含めて、この立ち木が存在したんじゃないかと、こんなよ

うに思っております。 

  町有財産でございますので、やはりこの町民の皆様の方に対しての大切な財産でござ

いますので、この管理のあり方について、いま一つ、今の状況では、このままではとい

うような感じを私個人も持ってございますし、その利活用含めてこの管理のあり方とい

うことについては、もっともう一歩前に前向きな状況であるべきでないかと、こういう

ふうに思ってございますが、この今回の倒木処理の状況と、これからの管理のことにつ

いて、この際お伺いしておきたいと思います。 
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○議長（杉山幸昭議長） 高嶋総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 ただいまのご質問の件でございますが、苗畑の東側の倒木の処理に

つきましては当初予算のほうで予算計上を既にさせていただいておりまして、倒木処理

は既に５月までで全て終了いたしております。 

  今回の補正予算につきましては、苗畑の西側の小学校から高等学校に行く道路沿いの

立ち木につきまして、地域の行政区長さんのほうから、通学路でもあるということと環

境整備を図ってほしいという要望を受けまして、立木で一部、カラマツを中心とした立

木について伐採等の処理を行い、環境整備を図ってほしいという要望がございましたの

で、その予算について計上させていただいているものでございます。 

  管理のことにつきましては、苗畑の施設内の管理につきましては毎年雑草等の処理等

も行っておりまして、できるだけ適切な管理をするように対応しているところでござい

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） ９番、山本裕吾議員。 

○９番（山本裕吾議員） わかりました。 

  毎年、今、総務課長おっしゃられたように、毎年雑草ですか、そういう物資、英語で

言えば物資ですが、そういうものが生えてくると。これ当然のごとく管理する上におい

てかかるわけでございまして、その管理をなるべくプラスといいますか、別な形でその

管理費が使えるような形に、私は今回の雑木処理といいますか、こういうことも含めて、

今後、将来展望的にそういう考えが持っておられているのかどうなのか、その辺聞いて

終わりにしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 高嶋総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 ちょっとお答えになるかどうかわかりませんが、管理につきまして

は、先ほども申し上げたとおり、雑草等につきましては毎年適正に刈り取り等行うよう

な形をとっております。なるべく費用がかからないような形ですることで予算等の対応

も行っております。今後も対応しなければならない事例が出ましたら、その都度、対応

していきたいというふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかにありますか。 

  ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） ５ページの電子計算管理システムの関係について質問したいと

思います。２点大きく質問いたします。 

  今回はいわゆるマイナンバー制度に対する電算の整備だと思うんですが、情報が漏れ

るんではないかということが大変危惧されておりますが、これ委員会でも質問させても
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らったんですが、システム上、個人から依頼があった場合に、情報、多分町では住民票

にかかわる関係だと思うんですね。その点、どのように情報を提供する決まりがあるの

かと。 

  それから、あとはもう１点は、国から公的機関で国とかいろいろな制度、道もありま

すが、そのときに情報を求められた場合に、個人に確認をするわけではないだろうとい

うのが私の判断です。それはわかりませんが、公的、上からの情報を求められた場合に

ついても、個人に確認とって情報公開できるのか、なくても提供するのか、その辺につ

いて質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 綿貫町民課長。 

○綿貫光義町民課長 今のご質問ですけれども、情報の漏えいというか、漏れるんではな

い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、これから制度等をしっか

りつくっていくということでございますので、制度面とシステムの面において保護措置

がとられるということでございますので、個人情報の外部への漏えいについては不正利

用ができないような対応がされるというふうに理解してございます。 

  それから、個人の情報を国から提示というか要求された場合ということでございます

けれども、そういった内容について、まだ具体的になっておりませんので、とりあえず

今回はシステムの構築ということでございますので、これからそういった情報の関係の

規則等が整備されていくということで理解しておりますので、そのときにまた周知をさ

せていただきたいなというふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第44号並びに議案第45号に対する質疑を終結

いたします。 

  これより議案ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、議案第44号に対する討論を行います。討論ありますか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。 

  先に本案に対する反対の討論を行います。 

  ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 一般会計補正予算に対する反対討論を行います。 

  今回の補正予算の中に住民基本台帳システム改修等の予算723万6,000円を含むため、

反対いたします。 

  今回の改正につきましては、国が国民全員に共通番号をつけて管理しようとするもの
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です。今は、年金手帳や医療・介護保険証など制度ごとに番号がついております。共通

番号制度では、国や自治体などが別々の機関に管理している番号、社会保障の情報が情

報提供ネットワークシステムによってつながります。国は迅速な情報の享受、手続の簡

素化などメリットを挙げていますが、しかし、国会の中で情報漏えいを防ぐ手段はない

など数々の質疑等も出ており、欠陥も指摘されております。既に導入していましたアメ

リカでは、2006年から2008年に約1,169万4,000人、韓国では2008年から４年間で約１億

2,000万人の情報が流出しています。このため、逆に共通番号制から分野別番号に変え

てきています。このように世界の流れから逆行する今回の改正の本当の狙いは何なので

しょうか。 

  先ほどの答弁にありましたように、国から情報を求められた場合にどうするか、これ

から議論し定めるだろうということがありましたが、国会の審議の中では数々といろい

ろな指摘がされています。国が、例えば情報を求めた場合に、それを一応守秘義務は外

れるというふうになっていますが、その場合に社会保障の給付の問題、いろいろな問題

が、国が統括して管理した場合に、例えばそれがどのように生かされるのか、悪用され

るんではないかということもあります。社会保障の給付制限や税、社会保障の抑制、削

減につながるのではないかと。所得は幾らかとか、税金は社会保障を納めているかとか、

年金、雇用保険はいつ、どこで、どれだけ利用したかなど、個人情報が国が一元的に管

理できますので、それによって社会保障の利用の制限、取り上げにつながるんではない

かということが危惧されております。 

  以上、数々の欠陥があり、国民の生存権を脅かす共通番号制に反対し、これを含む補

正予算に反対いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論がありませんので、これをもって議案第44号に対す

る討論を終結いたします。 

  これより議案第44号の採決を行います。 

  本案は起立により採決を行います。なお、起立しない議員は反対とみなします。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 
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○議長（杉山幸昭議長） よろしいです。 

  起立多数であります。 

  よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第45号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第45号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。 

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

◎監報告第３号の上程、報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第14、監報告第３号例月出納検査報告についてを議題とい

たします。 

  報告書の朗読を省略し、直ちに代表監査委員より報告の説明を求めます。 

  新田勝幸代表監査委員。 

○新田勝幸代表監査委員 監報告第３号例月出納検査報告について、その結果を報告申し

上げます。 

  現金出納の検査につきましては、地方自治法第235条の２第１項の規定に基づき実施

しているものでございます。 

  今回の報告は、平成26年２月分、３月分、４月分の例月出納検査結果を報告するもの

でございます。 

  検査の対象は、一般会計及び特別会計の現金の出納状況でございます。 

  提出された各会計、各月ごとの収支状況などの資料を参考としながら、収入・支出伝

票、預貯金通帳等の検査を実施いたしました。 

  検査の結果、計数などは正確であり、諸帳簿などと相違ないことを確認いたしました

ことをご報告申し上げます。 

  以上、監報告第３号の監査結果報告といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 代表監査委員より提出された例月出納検査報告書の収支状況は、

添付を省略しておりますので、必要な場合は事務局で閲覧を願います。 

  以上で、監報告第３号報告済みとし、監査委員からの報告を終わります。 
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 ────────────────────────────────────── 

◎閉会中の継続調査の申出について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第15、閉会中の継続調査の申出についてを議題といたしま

す。 

  各委員会の委員長から、会議規則第75条の規定により、お手元に配付の申出書のとお

り、閉会中の所管事務調査の申し出がございます。 

  お諮りいたします。 

  各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査は、これを承認することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査は、これを承認すること

に決定いたしました。 

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

◎農業委員会会長退任挨拶 

○議長（杉山幸昭議長） ここで、７月19日付をもって任期満了となり退任することとな

りました兼子義雄農業委員会会長から、退任挨拶の申し出がございますので、発言を許

します。 

  農業委員会会長、兼子義雄君。 

○兼子義雄農業委員会会長 ただいま杉山議長から発言の機会を与えていただきましたこ

とを、心から感謝を申し上げます。 

  平成23年７月より農業委員会の立場で議会に携わり、理事者を初め議員の皆様方にご

指導とご支援を賜り、職務につけたこと、厚くお礼を申し上げます。 

  ３年という短い期間でありましたが、一身上の都合により職を辞することになりまし

た。 

  本町の資産である農地を維持するのが厳しい時代になりつつあります。皆様のお知恵

をかりながら本町の資産を守っていただきたいと、衷心より願っております。 

  最後になりますが、議員皆様、理事者、管理職の皆様のご活躍とご健勝を心から祈念

を申し上げ、私の退任の挨拶とさせていただきます。 

  長い間、大変ありがとうございました。（拍手） 

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

◎閉会の宣告 
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○議長（杉山幸昭議長） 以上をもって、本定例会の会議に付された案件の審議は全て終

了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  平成26年第３回上士幌町議会定例会を閉会したいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  今定例会が６月10日から11日間の会期にわたり、本会議及び委員会の議事運営に特段

のご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

  以上をもって、平成26年第３回上士幌町議会定例会を閉会いたします。 

（午前１１時４１分） 
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