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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27 年第４回上士幌町議会定例会を開会いた

します。

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

ております。

（午前１０時００分）

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

◎開議の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　これより本日の会議を開きます。

　　本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

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

◎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、佐々木守議員。

○議会運営委員長（佐々木　守議員）　議会運営委員会よりご報告を申し上げます。

　　議会運営委員会は、８月28 日午前９時より委員会室において、議会運営委員全員の

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

議案の審議方法など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をいたしましたので、ご報告を申し上げます。

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

す。

　　１点目は、日程第６、報告第３号から日程第７、報告第４号につきましては２件を一

括上程及び質疑を行うことといたします。

　　２点目は、日程第７、報告第４号が終わりましたら、全員協議会を開催いたしますの

で、ご承知おきをお願いいたします。

　　３点目は、日程第９、認定第１号から日程第14 、認定第６号までの６件、平成26

年度各会計歳入歳出決算の認定については、議長及び議会選出の監査委員を除く議員全

員による決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、審査を行いますので、ご承知願

います。

　　なお、決算審査特別委員会の委員長及び副委員長はあらかじめ議会運営委員会におい
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て協議をしておりますので、議長の指名により委員長及び副委員長を選出いたしますの

で、ご承知願います。

　　４点目は、日程第16 、議案第46 号から日程第17 、議案第47 号につきましては、

２件を一括上程及び質疑を行うこととし、総務文教厚生常任委員会に付託することとい

たします。

　　５点目は、日程第22 、議案第52 号から日程第25 、議案第55 号までの平成27

年度上士幌町一般会計補正予算（第４号）並びに３特別会計補正予算は４会計を一括上

程及び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。

　　以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。

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

◎会議録署名議員の指名

○議長（杉山幸昭議長）　日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

　　会議録署名議員は会議規則第126条の規定により、議長において６番、中島卓蔵議員、

７番、早坂清光議員を指名いたします。

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

◎会期の決定について

○議長（杉山幸昭議長）　日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

　　お諮りいたします。

　　本定例会の会期は、本日から９月18 日までの17 日間といたしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、会期は本日から９月 18 日までの 17 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27 年６月１日から平成27 年８月31 日までの間における議会の諸会

議等について報告書を配付しております。内容等の朗読は省略いたします。

　　以上が諸般の報告であります。

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

　　これをもって、諸般の報告を終わります。

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

◎会議案第４号の上程、説明、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第４、会議案第４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２番、佐々木守議員から提案理由の説明

を求めます。

　　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　ただいま提案されました会議案第４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

の賛同をいただきまして、委員長である私が提案者となった次第であります。

　　会議案第４号は、例年十勝町村議会議長会が主催をする十勝町村議会議員研修会に議

員全員が参加すべくご提案を申し上げるものであります。

　　本年度の十勝町村議会議員研修会は、10 月 23 日に士幌町において、講師には中央

独立行政法人北海道立総合研究機構の理事長、丹保憲仁氏をお招きして講演会が実施さ

れる予定であります。

　　議員各位の満場のご賛同を得て会議案をご議決いただき、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４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）

○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４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）
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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、諸般の事情により変更する場合は、議長に一任することに決定いたしました。

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

◎一般質問

○議長（杉山幸昭議長）　日程第５、一般質問を行います。

　　一般質問は３名の議員からお手元に配付のとおり通告を受けております。

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

略をいたします。

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

◇　伊　東　久　子　議員

○議長（杉山幸昭議長）　それでは、順次発言を許します。

　　１番、伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　それでは、質問をさせていただきます。

　　私は、定住促進賃貸住宅新築計画について質問をさせていただきます。

　　本町の基幹産業である農業は、特に酪農家の従業員住宅不足が深刻化していました。

国の公共事業も大幅に削減され、本町の建設、土木事業者育成のため、助成事業として

定住促進賃貸住宅建設を始めたものと認識しています。

　　当初100戸をめどとしていたと記憶していますが、平成20 年度から平成26 年度ま

では133戸の建設を進め完成しております。平成27 年度当初予算にも3,400万円計上

されていました。昨年までは町内業者のみ建設補助がありましたが、平成27 年度から

は町外業者も対象になりました。町長は、公共施設の再編等によるコンパクトなまちづ

くりで10 年先、20 年先を見据え取り組んでいると思いますが、定住促進賃貸住宅建

設も同じではないでしょうか。

　　町内の空き地には建設用のくいが打ち込まれているところもあります。公共施設だけ

ではなく、将来の町並みを考え、業者や土地所有者任せではなく、行政のかかわりも大

事であると考えます。

　　次の３点について質問いたします。

　　１つ、公営住宅を含め本町の賃貸住宅建設の基本計画はどうなっているのでしょうか。

　　２つ、人口減少の中、定住促進賃貸住宅がふえていますが、空き家対策が進んでいま

せん。空き家活用も考えるべきではないでしょうか。

　　３点目、定住促進賃貸住宅建設により、日当たりが悪くなってきたとの苦情もありま

す。行政区に加入しない人も出てきています。行政が指導すべきではないでしょうか、
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質問をいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　定住促進賃貸住宅新築計画について、伊東議員のご質問にお答えいたし

ます。

　　上士幌町の住宅全体の基本計画としては、上士幌町住生活基本計画を昨年度に策定し、

将来の住宅政策の方向性や課題について整理し、民間賃貸や公的賃貸の大枠の戸数を想

定した上で、住宅施策の展開について策定したところであります。

　　この計画と同時に、公営住宅等の建設計画となる公営住宅長寿命化計画を策定してお

ります。加えて今年度は人口減少や少子高齢化社会を視野に入れ、コンパクトなまちづ

くりの観点から、町なかの空き地、空き家等公営住宅のあり方などについても策定して

いるところであり、公営住宅長寿命化計画との整合性を図りながら公営住宅の整備を図

ってまいります。

　　民間賃貸住宅については、民間活力による住宅対策と地域経済の振興を図る等の目的

で、定住促進賃貸住宅建設助成事業を実施してきております。平成26 年度まで75 棟

133戸が建築されていますが、今も住宅についての需要要望は多く、賃貸住宅不足の解

消に向けて本年度から事業主と施工者について町外にも拡大したところであります。本

年度の受付件数は８月27 日現在で62 戸が着工しており、さらに今後も建築の問い合

わせがあることから、これまで課題となっていた住宅難の解消に一定の役割を果たすも

のと期待しているところであります。

　　空き家対策としては、廃屋等については今年度から解体費の助成制度を創設し、危険

回避、環境改善、景観向上を図っているところであり、これまで８件の申請があります。

利用可能な空き家、空き地については地元ＮＰＯ法人がネット等を活用して全国に向け

て情報の受発信を行っております。また、快適な住環境や多様な世帯に対応するため、

リフォームの助成や子育て世帯への中古購入助成による活用が図れるよう制度を実施し

ております。

　　住宅の建築に当たって、心配すべきことがあるとのご指摘でありますが、住宅を建て

る上にも各種法令を遵守していただく必要があります。これらについてはしっかりと事

前審査を行っております。また、賃貸住宅の申請時には、事業主や業者と事業内容の聞

き取りを行い、道路、水道、下水道担当との確認、ごみ収集や除雪の実施方法などにつ

いて町の実態や対応の可否を説明しながら指導、調整を実施しております。

　　行政区、町内会活動は近年防犯防災や環境対策など、地域課題が多様化する中で、よ

り安全に安心して生活するために、地域のコミュニティー活動の重要性が増しておりま
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す。しかし、現実の加入率は低下し、地域コミュニティーの希薄化が指摘されておりま

す。このような中、本町では、転入の手続の際に、町民課の窓口では町内会長のお名前

や連絡先を伝え、行政区、町内会への加入呼びかけを行っているところであります。

　　公営住宅等入居者についても入居手続の際に同様の対応をしておりますが、未加入者

に加入をどのように促すか、苦慮しているのが実際であります。

○議長（杉山幸昭議長）　伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　再質問をさせていただきます。

　　昨年、住生活基本計画策定事業、約560万円、国の交付金活用をし、設計事務所に委

託をしております。公営住宅・高齢者住宅長寿命化計画を策定することは予算のときに

聞いておりましたので、それはわかっておりましたが、この計画の中で賃貸住宅も建設

していると理解してよいのでしょうか。また、この計画ができてあるんであれば、なぜ

議会や委員会に説明されなかったのか、質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　賃貸住宅については、この計画にのっております。

　　それから、説明については、少し時間をいただきたいというふうに思いますけれども、

よろしいですか。

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩いたします。

（午前１０時１６分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午前１０時１８分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　建築関係ということで、所管の産経のほうに委員会におかけをしており

ます。議員各位にはこの計画については配付されていると、そのように認識しておりま

す。

○議長（杉山幸昭議長）　伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　私には資料もなければ、報告を、賃貸住宅を建てるということ

についての説明はいただきましたけれども、書類はいただいておりません。

　　それで、できるだけ早く議員全員に書類を出していただきたいと思います。

　　次に、賃貸住宅の目標は多分100戸だったはずですが、現状８月27 日まで67 件を

足しますと195戸になっています。ホームページを見てみますと、28 年度まで継続に
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なっております。町長は何戸まで目標にしているのか、お聞きをいたします。

　　また、町民の貴重な財産です。税金の使い方も慎重に考えるべきではないでしょうか。

確かに、酪農家の従業員住宅は従業員数というんですか、数はふえていると思いますが、

情報館のホームページには空き家情報がありまして、賃貸住宅16 戸、また町なかにも

空き家がありますが、それでもその計画どおり進めようとするのか、お聞きをいたしま

す。

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩いたします。

（午前１０時１９分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午前１０時２０分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　まず、１点おわび申し上げたいと思いますけれども、先ほど各議員さん

に配付しましたというお話をしましたけれども、今再確認したところ、配付されていな

いということであります。この計画についてはホームページのほうにアップして町民に

周知をしているということであります。まず、そういったことでのおわびを申し上げた

いと、そのように思います。

　　それから、この計画、住計画がある意味では大きくこれからの住宅政策にかかわる計

画であるというふうに考えております。そういった中で、今回の基本計画、住宅の住生

活の基本計画は賃貸、民間それから行政含めて総合的な住宅環境の整備計画というふう

に理解していただきたいと思いますし、それから、公営住宅の長寿命化については、こ

れは町が管理する町営住宅の将来計画ということであります。いずれにしても、この計

画がなければ公営住宅の補助制度にのることができないというような意味合いも含めた

計画になっております。

　　加えて、今既に少子高齢化に向けてコンパクトなまちづくりを進めているということ

でありますから、その従来の公営住宅の跡地に単に建てかえるということではなくて、

生活弱者含めて住みやすいような、そういう住環境をどう整備するかという意味で、今

北海道大学のほうにそういった再整備、再配置、コンパクトシティの考え方で今計画を

立てているということで、昨年つくりました住生活の計画とそれから長寿命化の計画と

あわせて、整合性を持った具体的な公営住宅についての対応をしていきたいというふう

に思っています。
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　　大変申しわけなかったわけでありますけれども、住生活の基本計画の中で、従来の公

営住宅、そもそも公営住宅については先ほどお話しあったように、民間の活力を生かし

ながら建てると、そのときにはしばらくの間公営住宅についてはその計画に基づいてで

きるということで、当初120戸予定をして、これは議会のほうにお諮りをしてご理解を

いただいているということであります。

　　その上で、この計画をつくるに当たって、本町の住宅環境というのは公営住宅に依存

しているという実態がございます。ほとんど民間の賃貸住宅がないということでありま

すから、そういった意味では、公営住宅の果たすべき役割とそれから一般のニーズに合

わせた住宅、民間の住宅、マンション等を含めた賃貸住宅、これはそれぞれその役割を

果たすものがあるというふうに思っておりますから、そういった意味で賃貸住宅とそれ

から公営住宅と、両方今後とも必要になってくるというふうに思っております。

　　特に、本町の場合については、先ほど申し上げたように、賃貸住宅、民間の賃貸住宅

というのは全くないと言って等しいような状況でありました。これは、全道平均、それ

から十勝管内の平均に比べて非常に公営住宅に頼っているということで、公営住宅にな

るとこれは福祉的な要素がありますから、年収によって入れる人、入れない人というの

が出てまいります。多様な人方に対応するためにはこれからも民間住宅の必要性はある

というふうに思っておりますし、今このように民間住宅の建設が起きているということ

は、非常に町の活力を、あるいは将来の住宅を確保する上から非常に大切なことである

というふうに考えておりますので、公営住宅の整備も必要でありますし、民間に対する

こういった賃貸住宅の支援も引き続き支援が必要だというふうに考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　先ほど、計画がまだ議会にも示されていなかったということで、

私ども議員も町民の代表でありますから、こういう計画があるのであれば、前もって相

談をされてもよかったのかなと。いろいろな町民からの意見も聞いておりますし、議員

の意見もこの計画の中に反映していただけるような、これからもそういうことで、遂次

変われば知らせていただきたいと思います。

　　また、公営住宅賃貸住宅は上士幌町の高齢者の34 ％以上に多分なっていると思いま

すが、賃貸住宅にも高齢者は多分年金者は入れないと思うんです。それで、早目に公営

住宅の建てかえ等、あるいは高齢者住宅というんですか、それを早目に進めていただき

たいと、これは要望いたします。

　　また、農村地区だけでなくて、市街地区の中にも賃貸住宅がたくさん建てられており

ますが、行政が言うように、土地所有者と建設者だけで説明もなく建てられていると。
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行政は法令に遵守している、問題ないと認識しているようですが、これは法令遵守する

のは行政として当然のことですが、多分、書類上の審査でないかと思うんです。あちこ

ちから苦情が出ています。日照権問題もこれから発生するかもしれません。このような

問題が実際に出てきておりますので、もっと近隣住民を大事にすべきではないかと私は

考えますが、町長の考え方をお聞きいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　まず、この計画についての説明です。所管の産建に報告をし協議いただ

いたということでありますけれども、総文のほうに諮られていなかったということにつ

いては重ねておわび申し上げたい。非常に配慮が足りなかったとそんなふうに考えてお

ります。

　　それから、高齢者住宅の関係ですけれども、これは非常に大切なことであるというふ

うに思っております。特に、公営住宅につきましては低賃金、やはり年収の低い方等々

の福祉的な要素がありますし、それから高齢者になればなるほど収入が限られてくると

いうことと、体の調子も加齢とともにいろいろと疾病も起きてくると。あるいは介護も

必要になってくるということでありますから、そういった意味での介護等の対応も含め

たバリアフリー、あるいは緊急時の対応等のそういった対策も含めた住宅の整備が必要

になっているんだと、そんなふうに思っておりますし、それから町の中に公営住宅をも

う一度再配置すると、今そういう視点で計画をつくっておりますので、これからの整備

課題の一つが高齢者、あるいは公営住宅の再配置の問題というふうに理解しております

ので、やがて新年度以降具体的に計画化して進めていきたいというふうに考えておりま

すので、ひとつまたご理解を賜りたいというふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　次に、空き家対策について、昨年９月に一般質問をさせていた

だきました。早速、撤去の補助の要綱をつくっていただき、事業を開始しているという

ことについては感謝をしております。

　　ことし５月に危険な空き家は特別控除対象から除外されるようになりました。

　　よって、危険な建物というのはあっても、今まで固定資産税が特別控除されておりま

したので、安く多分算定されていたと思いますが、今後町が特定空き家に認定すると固

定資産税が６倍になると。更地にして６倍になるのと、あっても６倍になるというのが

報道されておりました。本町でも、大変危険な特定空き家になるような空き家がたくさ

んありますが、指定するつもりはあるかどうか、お聞きをいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。
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○竹中　貢町長　先ほど１点答弁漏れがしておりましたけれども、周辺の配慮ということ

の関係でありますけれども、申請の段階でさまざまな法令、あるいは市民生活といいま

すか、生活する上でのさまざまな留意点なんかについてはその際指導しておりますけれ

ども、当然施工する際には、それは個人であってもあるいはマンション形式であっても、

工事の際には周辺に工事の期間の迷惑をかける。そのようなお話というのは基本的にモ

ラルとしてあることであります。したがって、やっているはずではないかというふうに

思いますが、もしそうでないとすれば、その際、そのようなこともこれからの申請の際

には施工者、あるいは申請者に指導をしていくということで、今後進めてまいりたいと

いうふうに思います。

　　それから、空き家の関係でありますけれども、極めて危険な空き家についての法令の

改正等々が出てきているということもありますけれども、まだ具体的にうちの町にとっ

てそれはどういうふうに活用できるのか、今の空き家対策で果たしてできないのかどう

かということだとか、それからもっと今の空き家、せっかく制度をつくって８件という

のは非常にまだまだ十分でない。そのような認識を持っております。

　　この制度の活用がより有効、基本的には経済的な負担もかかわってくることでありま

すから、有効であるというふうに思います。法令に基づいて解体したにせよ、それは所

有者に負担が帰っていく話でありますから、そういった意味では、事前の今の段階のそ

の制度を、いかにこれを活用するかということを徹底していくことが必要だというふう

に思いますが、そのためには行政はまずそういった施策をつくりました。

　　これから、まだまだ啓発活動を広報等に流す必要があるだろうと思いますけれども、

もっと地域の中でもこの賃貸、空き家の問題について、日常生活している身の回りの町

内会の中で、多分空き家ということですからそこに不在になっているはずなんで、その

方々がどこに在住されているのか、町のほうとしても固定資産税の請求の際にはこうい

った制度があることを入れておりますけれども、もっと身近なところからそのような話

があって、離れていれば代替で工事を、制度を使うということもできますので、その辺

のことは、もう一つは町民みんなでこの問題にかかわっていくということも大事なこと

だなと、そんなふうに思っておりますので、ぜひそういった意味では町内会の中での日

常的にある空き家、そして所有者、このようなところから、解体に向けた情報提供なり

を日常的にしていくことも大事ではないだろうかと。行政も必要でありますし、民間レ

ベルでもそのような対応もしていく必要があるじゃないかと。むしろこちらのほうから

その辺についてはお願いをしたいなと、そんなふうに考えているところであります。

○議長（杉山幸昭議長）　伊東久子議員。
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○１番（伊東久子議員）　空き家対策についてはこの情報館でこの新聞が出るたびに流し

ていただいておりますし、また移住.com のほうのホームページにも出ておりますが、

空き家になっている人の居場所がわからないというのも多分あると思うんです。もうほ

とんど危険な状態になっているのが例えば、町なか全部見たわけではありません、３区

の２をちらっと歩いただけでも10 軒は空き家があるという状況になっておりますので、

固定資産税の方向というか、特定空き家に指定するのもこれからだと思いますが、しっ

かり担当課にお願い申し上げますけれども、所有者にきちんと説明をして取り組んでい

ただきたいと思います。

　　ちょっと前後になりましたが、先ほど、日照権問題も発生するということをお話をし

ましたけれども、業者は１週間ほど前に、工事が始まる１週間ほど前に騒がしくなりま

すので、よろしくお願いしますというのは、これは常識ですから回ったらしいんですけ

れども、その建物が２階建てで裏のうちに全く日が入らないような状況になってしまっ

たと。そういう説明は、建てる段階でこういう形になって、日は入らなくなるかもしれ

ませんという説明が、一つもないと。それは業者と土地所有者だけの間で、周りの近隣

町民に一つの説明もないということにすごく不満を持っておられました。そしてその方

は、ずっと上士幌町に骨を埋めるつもりで来たけれども、上士幌町にいることはできな

いという話もしておられましたので、今後、確認申請なんか出されたときには、ぜひそ

ういうことも説明しながら事業を進めてほしいと、そのように思いますので、よろしく

お願いをいたします。

　　また、繰り返しになりますが、西団地は本当に廃屋に近いような状況にあると。町長

もわかっていると思いますが、町勢の現況を見てみますと、これは昭和47 年か 46 年

に建設されたものが90 戸残っていて、44 戸しか入居していないとありました。多分

思うに高齢者が住んでいるのかなと思われますが、今の状況ではちょうど歯抜けの状況

になったような、４戸のうちの１戸しか入っていない。その裏の１棟は何も入っていな

いというようなそういうような状況で、ここは小学校にも近いし、あるいはバルーン大

会のときのお客さんの多分通り道になっていると思います。何棟かまとめて入居してい

ただく方法はできないのかどうか。地域の役員の方からもそんな要望がありました。

　　要するに、公営住宅というのは、低所得者対策ですから、引越し費用というんですか、

まとめて入ってもらうための引っ越し費用はこれは町が持たなければならないと思いま

す。年金受給者にとってはもう高額な賃貸住宅には当然入れませんので、公営住宅につ

いての早急な対応が必要かと思いますので、そのことを聞いて質問を終わりたいと思い

ます。
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○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　まず、空き家の関係ですけれども、空き家はあっても人が住める空き家

と、それから今言ったように非常に老朽化が進んでむしろ危険物になる、そういった空

き家もあります。既に空き家全体の、町なかの空き家と空き地については調査は既に１

回行政としてしております。所有者に対してもその空き家、空き地をどう将来利活用し

ていくのかと、そういう意向調査もして、それらを踏まえて、空き家についてはもし希

望があるのであれば、使いたいという人の希望があるのであれば、そこに貸与なりある

いは物件の売買、そのようなことが可能かどうか、このようなことも調査をして、それ

らをＮＰＯのほうに情報として流しております。

　　ＮＰＯのほうも、不動産業者のそういった資格を持ってやっているわけでありません

ので、情報の提供というところが基本になりますけれども、それでもこういう仕組みで

やっているというのは、余り全道的にもそう多くはない事例であります。空き家対策と

してはそのように急に不在者であるという状況もございますので、置き去りということ

もありますけれども、いろいろな形で動いているということは一つまた理解をしていた

だきたいと思いますし、さらに、その空き地、あるいは将来ずっと見通しのない空き家

の対策、特に民間の空き家もありますし、それから行政が所管している空き家もござい

ますので、それらを含めてこれから住宅の再配置の中で考えていきたいというふうに思

います。

　　西団地の関係でありますけれども、今おっしゃったように、高度成長期、人口がふえ

るときに郊外へと住宅が延びていったという背景があるかと思います。その当時入って

いた方々は多分今から見れば随分若いときで、この距離であっても町なかへ来る距離で

あっても、別にそれは遠いという認識はなかっただろうと思いますけれども、今高齢者

になったことを考えますと、あそこには高齢者世帯が住んでいるということは、決して

住環境としてもいいことではないというふうに思っておりますから、人口減少、あるい

は少子化、住宅の再配置を含めると、西団地のあのありようについても、今のままの形

ということは基本的には考えざるを得ないだろうというふうに思っております。

　　ただ、問題なのは、今住んでいる人方を移動してもらうと。これは非常に住みなれた

ところから移るというのは、単にお金の解決だけの問題ではないというところがあるん

です。非常に理解を得なければならんということでありますから、そのためにも全体の

ある程度計画を示して理解を求めながら、必要に応じては違うところへ移動してもらう

という、そういう取り組みも必要だというふうに思っております。全体的な計画の中で

取り進めていきたいというふうに思いますけれども、いずれにしても公営住宅も必要で
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ありますし、それから民間の賃貸住宅も必要だと、こういう住宅環境があって初めて人

がここにおれるということになってくるというふうに思っています。

　　ですから、今までの本町の住宅のありようというのは、公営住宅にしか頼らざるを得

られなかったという、そういういわゆる不動産の立場から見て、入居率の問題だとかそ

んなことを考えるとなかなか厳しかったというふうにあって、勢い公営住宅ということ

になりますけれども、公営住宅はまたいわゆる年収の額、関係がありますから、そうい

う中での策としてしばらく前につくっておりますけれども、特公賃家賃というのはそう

いう意味合いでつくられたものだと思いますけれども。

　　そこに、今大きく民間の賃貸住宅が起きるというのは、これは人の移動、あるいは従

業員住宅、従業員の求人が、今回の総合戦略をつくる上での調査でもほとんどの事業所、

それは農業に限らず民間の中でも人出が足りないという要望が出ております。そういう

ことを考えますと、さまざまな住宅のありようがあっていいだろうというふうに思って

おりますので、むしろ今後さらに上士幌町の市街地の中、あるいは住宅の整備について

も、民間それから公共等々組み合わせの中で住環境を整備していきたいというふうに考

えておりますので、よろしくお願いをしたいとそんなふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　確認をしたいんですけれども、賃貸住宅で建てるときに書類、

法の遵守はもちろんなんですけれども、屋根の形だとかそういうことによって隣に支障

が出るようなことがないようにしていただきたいんですけれども、それはやっていただ

けますかどうか、 後になります。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　基本的には、施行者、事業主体者がどういうふうにつくるかというのは

尊重しなければならんことだろうというふうに思います。住宅も、いろいろな法規制の

中で建てられていることでありますから、それは三角の屋根を好む人もいるだろうし、

それから平家という、無落雪のことだとかそれはありますけれども、それをどこまで行

政が指導できるかというのは、限られているというよりもかなり厳しいのではないかな

と、そんなふうに考えております。

　　ただ、事前にどこまでそれは施工主が誠意を持って周りに説明できるか、そういうこ

とになるのではないかなというふうに思いますけれども、住宅の規制をするというそこ

には、行政の権限が及ぶ範囲というのは、少なくとも今建てられている１階建て２階建

て等々の中では難しいんじゃないかなと、そのように思っております。

　　ただ細かいことがあって、担当のほうとどういうことができるのか、いろいろとその
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辺については聞いてみたいというふうに思いますけれども、現行の中では、いわゆる行

政に規制されるようなことというのは、法の範囲の中でしっかり守ってもらいたいとい

うことと、基本的には後々そこで住むということでありますので、近隣との関係をよく

してもらいたいという意味での指導助言、こういったことでの対応になるのではないか

なと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、１番、伊東久子議員の一般質問を終わります。

　　ここで暫時休憩いたします。

（午前１０時４４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４５分）

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

◇　野　村　恵　子　議員

○議長（杉山幸昭議長）　次に、５番、野村恵子議員。

○５番（野村恵子議員）　私からは、２項目質問させていただきます。

　　まず１つ目、がん検診の受診向上対策についてお伺いいたします。

　　現在、町民を対象として胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮がんの検診が実施

されております。しかし、各検診の対象の捉え方で受診率にばらつきがあります。実際、

特定健診についても本町の国保特定健診受診率にしても平成25 年度ですが、43.1 ％

と半分以上の方が未受診の状態です。そこでお尋ねいたします。

　　１点目として、地区担当保健師が未受診の方々のところに出向き、受診案内を回って

いるようですが、このような取り組みで平成26 年度の国保特定受診率は何％になった

のか。平成25 年度よりは上向きになったのか。また、がんの受診率もあわせてお伺い

いたします。

　　２点目として、がん予防啓発、がん検診率向上に向けた協定を町内の民間会社等と締

結し、取り組みを強化することが必要だと思いますが、いかがでしょうか。

　　我が町には海外からの定職者が多く、そういった人方のためにも職域団体との連携は

不可欠であると考えます。受診率向上に職域団体とどのように取り組みをしているか、

お尋ねいたします。

　　続けて、２項目よろしいですか。

○議長（杉山幸昭議長）　はい。

○５番（野村恵子議員）　公営住宅の現状とこれからの計画についてお尋ねします。
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　　ここ数年、民間の一戸建ての住宅やアパートの建設ラッシュでありますが、こういっ

た民間の賃貸住宅は建てられる時点で企業との契約がほとんどで、そうでないところは

借りられるが、家賃が公営住宅から比べると意外と高く、近年厳しい経済状況の中、部

屋数が少ないなど、希望に合わない家賃の安い住宅しか求められないような住民がふえ

ていると思います。

　　このような中、公営住宅に対する期待は大きいものがあります。そこで２点ほどお尋

ねいたします。

　　１点目、公営住宅の現状について総数と実際に入居している戸数、また入居を希望し

ながら入居できないでいる方の人数をお知らせ願います。

　　２点目、低所得者の方は町営住宅を望んでいる方が多いと思いますが、今の町営住宅

を将来改築、改修工事をするお考えはありますでしょうか。お伺いいたします。また、

西団地、管理戸数90 戸のうち現在44 戸と半分の入居者数ですが、住宅の老朽化が激

しく入られないのか、であれば建てかえる考えはあるのでしょうか。

　　平成26 年の施策報告に、上士幌町住生活基本計画には上士幌町が重点的に進めるべ

き住政策や取り組み方針を策定、上士幌町公営住宅等長寿命化計画では、今後10 年間

の公営住宅のストック戸数並びに建てかえ、修繕及び改善計画を策定とありますが、具

体的に町長のお考えをお聞かせください。

　　また、平成26 年の施策報告には住生活基本計画等策定事業費で決算額494万6,000

円とありますが、内訳を大まかなのでよろしいので、お聞かせください。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　野村議員のご質問にお答えします。

　　まず、がん検診の受診率向上対策についてであります。

　　１点目の平成26 年度における国保特定健診受診率の状況についてでありますが、特

定健診の受診率の算定については、当該年度において１年間継続して国保に加入してい

た 40 歳から 74 歳の方を対象としており、資格喪失が遡及されて手続されるケースが

あることから、公表している国への法定報告期限である10 月時点での数値とでは変動

が想定されますが、現時点での受診率は約44 ％程度になると見込んでいるところであ

ります。

　　平成25 年度の受診率は43.1 ％であり、比較しますと微増となっており、全道40

位、十勝管内では６位と比較的上位であります。しかし、本町における第二期国保特定

健診実施計画において平成29 年度までの目標値を60 ％としており、今後の未受診者

対策が喫緊の課題となっております。
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　　課題となっている未受診者の約７割は生活習慣病で治療中の方ですので、医療機関と

の連携により検診データが把握できますが、約３割が生活習慣病により医療機関への通

院をしていないため、現在、保健師が重点的に個別訪問による受診勧奨を実施しながら、

健康状態を把握する機会がない状況の改善を図ってきております。

　　また、個別訪問により受診に結びついた方は数名ではありますが、地域に出向くこと

により、家族や地域の健康状態が把握できる機会とともに、自身が自分の健康状態を知

ることができるなど、訪問による受診勧奨は大変有効であると思われます。今後も対象

者の受診状況や健康状態を分析した上で、効率的かつ継続的に受診勧奨を実施し、受診

率の向上に努めてまいります。

　　また、がん検診の平均受診率は平成 26 年度で 20.0 ％、胃、肺、大腸、乳がんは

40 歳から69 歳、子宮がんは20 歳から69 歳で算出、であり、横ばいからやや減少

傾向にあります。

　　なお、平成25 年度における全道の平均受診率は21.3 ％となっております。受診率

の低い要因としては職場でがん検診を実施している者の把握が困難であること、より精

度の高い受診希望者が増加している等が影響しているものと考えられますが、いずれに

しましても、早期発見、早期治療のためにがん検診受診率を向上させることは重点課題

と受けとめております。

　　受診率向上のための取り組みとしましては、胃がん、肺がん、大腸がん検診は特定健

診と同時実施をしているため、個別訪問等による特定健診の受診勧奨の際にがん検診の

重要性についても普及啓発し、セット検診による受診者を獲得するなど、がん検診受診

率向上に努めてまいります。

　　また、女性がん検診につきましては、平成27 年度より女性がん検診普及啓発キャン

ペーン事業を実施し、学習会の実施や検診費用の無料化等の取り組みにより受診人数が

増加傾向にあります。女性がん検診の受診率向上をきっかけに健康づくりに対する意識

が向上し、その他のがん検診受診率向上へも波及するよう本事業の取り組みを進めてま

いります。

　　２点目の、がん予防啓発、がん検診受診率向上に向けた職域団体との協定についてで

ありますが、現在、ＪＡ上士幌町では組合員に対する検診の周知や取りまとめ等にご協

力をいただいており、毎年多くの方が特定健診とあわせてがん検診も受診していただい

ております。

　　がん検診は国保加入者のみでなく、子宮がんにあっては20 歳以上、その他のがんに

ついては40 歳以上の全町民が対象となりますので、職域団体との連携により職場を通
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じてがん検診の申し込みが可能となるなど、働く世代の方々にとって受診しやすい体制

を整備することは大変重要と考えておりますことから、今後はさらに職域団体と連携し、

がん検診の受診率向上を目指し、町民皆さんがいつまでも健康であるまちづくりの推進

に努めてまいります。

　　次に、公営住宅の現状とこれからの計画についてであります。公営住宅は低所得者住

宅政策として、低家賃で入居が可能な賃貸住宅を供給する事業として、本町でも昭和

29 年から建設を進めてきました。ご質問の公営住宅の管理戸数は総数で398戸であり、

実際に入居されている戸数は８月27 日現在で334戸であります。抽せん漏れなどによ

る入居の待機者はふれあい団地で１件、他の団地で空き家を待っていて入居できないで

いる方が２件おります。

　　今後の公営住宅の改築改修等については、平成26 年度に作成した上士幌町住生活基

本計画や公営住宅等長寿命化計画に基づき進めていくことになりますが、人口減少や少

子高齢化の時代を迎えるに当たり、コンパクトなまちづくりが求められています。この

ような町の将来像の視点も踏まえ、今年度は町なかの公共施設等配置計画を作成してお

り、公営住宅を整備する上でも公共施設等の配置計画との整合性を図りながら計画的に

整備を進めてまいります。

　　老朽化著しい西団地の対応についても、町全体の住環境との調整を図りながら、整備

を進めていきたいと考えております。

　　住生活基本計画等策定事業費の決算額494万6,000円の内訳でありますが、住生活基

本計画及び公営住宅等長寿命化計画策定業務の委託料となる業者委託契約額であります。

本契約は５社の指名競争入札により業者を決定し、５月29 日から２月27 日の期間で

策定業務を実施しております。

　　業務委託内容についてですが、上士幌町住生活基本計画では、計画の目的、住宅事情

と課題、基本目標、住宅施策の展開方向などであります。上士幌町公営住宅等長寿命化

計画では、計画の目的、公共賃貸住宅の特性、入居者意向の特性、長寿命の基本方針、

長寿命化を図るべき公営住宅等の選定、建てかえ事業の実施方針、長寿命化のための維

持管理計画などであります。

　　以上で質問に答えさせていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　ここで 15 分間休憩といたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午前１０時５８分）

　──────────────────────────────────────
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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。

（午前１１時１２分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　野村恵子議員。

○５番（野村恵子議員）　がん検診についての再質問をいたします。

　　がん検診受診率向上に向けて大変努力されていると思いますが、職域団体との協定が

必要不可欠ですので、会社、団体、サークルなど、保健師みずから出向き、出前講座な

どを開いてみてはいかがでしょうか。がんの早期発見のため、受診を促す必要があると

思いますが、いかがお思いでしょうか。

　　また、健康を保つために、自分の体を知る上でも健診は必要ですが、ふだんの食事、

運動等が大事だと思います。そんなことから、地域とのネットワーク、仕組みをつくっ

ておくべきではないでしょうか。何らかの取り組みはなされているのでしょうかお聞き

いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　今回のさまざまなデータ出ておりますけれども、データの背景になって

いるのが基本的には町の健診を受けた人方が中心になっているということなんです。で

すから、特定健診も40 ％になっておりますけれども、職域で受けているところだとか、

そういったところの漏れているところもありますし、さらには病院の関係です、入院し

ていて、いわゆる通院でも構わないんですけれども、それに見合うような検査を定期的

にされているといった方々が、なかなか特定健診を受けないというようなこともあるん

です。それで、普通の健診で血液検査をやりますけれども、たとえばおなか周りだとか

それは普通の病院ではしません。しかし、それ以外のことについてはかなりの部分では

共通するものがあるものですけれども、民間の個人の病院の中のそれぞれありますから、

場合によってはデータをもらっているところもありますし、そうでもないところもある

ということで、このデータそのものも非常に見方もしっかりしておかなければだめだと。

　　うちの特定健診のデータが44 ％ということで、43.何％でありますけれども、道内

的には40 位、それから管内的には６位というふうな数字になっておりますが、大体上

位にあるところというのは、それぞれ町立病院を持っているところなんです。ですから、

より町の予防医療と一体となった関係にあるということと、それから個人の関係で、そ

れぞれいわゆる経営という視点で、あるいはそれぞれの健診の方針だとかそういったこ

とがありますので、そういった意味でのデータの取り方なんかについても、いろいろと

一様に見られないというところもあるということをひとつご理解いただきたいと思いま
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す。

　　そういった中で、健診でありますけれども、国保以外はそれぞれの社会保険、役場も

そうでありますし、ＪＡなんかもそうで、大きなところです。そういったところありま

すけれども、それは独自にやっておりますから、そういったところと連携をして、それ

で今特にＪＡの女性部なんかは、かなりＪＡ挙げて協力してもらっているというような

関係で進めてきておりますから、そういった大きな組織、団体等については理解を求め

ていくということが必要だというふうに思います。

　　いずれにしても、早期発見は重篤化を防ぐ意味でも疾病の重篤化を防ぐ上でも大切な

ことでありますし、あるいは保険料の医療費の削減についてもこれも非常に大切なこと

でありますから、引き続き健診の実績を高めるための手だてというのは講じていく必要

がありますし、そのための方策の一つとして今お話しあったように、職域と連携をとる

ということはこれは十分大事なことだと、そんなふうに思いますから、相手方のいるこ

となので、その辺についてはこれまでも民間企業なんかにも出前だとか、そんなことも

積極的にやってきたという経過もあるんです。あるんですけれども、今のような状況で

あるということでございます。

　　そんな中で、女性の検診のキャンペーンを張るというのは、その女性の特定健診特定

のがんだけのことではなくて、そのことを通してがん検診に対する認識を高めていただ

くという思いもあって、特に今回乳がん検診というそこからキャンペーンを張っている

のもそういったところがあります。

　　いずれにしても、どんなふうにして全体像を高めていくかというのは課題になってお

りますので、これからもまたいろいろとご意見を賜ればと、そんなふうに思います。今、

出前なんかについても積極的にこれまでもやってきておりますし、必要があればこれか

らも出かけていくという姿勢には変わりないというふうに思います。

　　それから、事前にどう予防を、病気にかからないように、あるいは生活習慣病になら

ないようにするためには、まさに日常生活が大変大切なことだと、そんなふうに思いま

す。そんな意味では、運動、食事等のそのようなことについての研修会等についても、

さまざまな形ではやってはいるんです。例えば体育振興の視点からだとか、あるいは介

護予防という視点からだとか、それから保険のほうでも、口腔の関係でのいわゆる歯を

しっかり丈夫にして病気を防ぐだとか、さまざまなことをやっているんですけれども、

全体として足上げて動いているというようなところまでシステム化されていないという

か、ネットワーク、それぞれ関係部署が組んで、そこまでは行っていないというのもこ

れも事実であります。

－22－



　　いずれにしても、高齢者がふえてくるという時代でありますから、加齢によるさまざ

まな疾病もこれからもふえてくるというふうに想定されますので、いかに自分らしく生

涯を生きるかという意味では、病気にならないということが大事なので、そういった意

味では日常生活のありようについても、どんなふうにして運動をしたり、あるいは食事

を考えたりするかというその辺のことについても、今後とも取り組んでいきたいという

ふうには思っております。

○議長（杉山幸昭議長）　野村恵子議員。

○５番（野村恵子議員）　いずれにしても、自分の体は自分で守らなければということが

ありますので、保健師さん方が出向いた際にはお話だけでも聞いてもらって、皆さん受

診、自分の体をわかっていただくということが必要かと思います｡希望します。

　　続きまして、公営住宅の現状とこれからの計画についての再質問をいたします。

　　まず、町長は現在のふれあい団地以外の公営住宅に関する考え方や現状をどのように

認識しているか、お聞かせください。

　　また近年の新築賃貸住宅の家賃を町民各層別にどのように認識しているか。特に低賃

金などの町民においては入居しづらい金額とお聞きしますが、町長はどのように思われ

ますか、お聞かせください。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　住宅政策については、その人方の年収等によってどの住宅を選択するか

とういうことなんだろうと思います。

　　例えば、自前で住宅を建てて住むという選択の仕方、あるいは賃貸住宅を借りるとい

う方法もありますし、それから公共の公営住宅に住まうというようなさまざまな選択肢

がありますけれども、そういったいろいろなさまざまな選択肢を用意されているという

ことが大切だというふうに思っております。

　　先程の質問がありましたけれども、公営住宅だけではどうしてもそれは基準がありま

すから、年収等の基準、今お話しあったとおりでありますけれども、所得の制限がござ

います。福祉的な要素もございますから、そういった人方に対してしっかりとセーフテ

ィーネットといいますか、安全にあるいは安心して住宅に入れるようなそういう施策は

当然必要になってくるというふうに思います。

　　それから、そういう制度に該当しない年収の方々は賃貸住宅か、あるいは自分で自宅

を持ってもらうというのが基本になってくるというふうに思いますので、いずれにして

も、いずれの住宅も必要だというふうに思っております。

　　これまで言われてきたのは、一般の賃貸住宅というのは地方に来れば地方に来るほど
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なくて、公営住宅に頼っているのが現状なんです。それはその地域のいわゆる経済力だ

とか賃金ベースだとか、そういったこととも微妙に関係することだろうというふうに思

っておりますが、住宅のニーズがあれば、民間の不動産関係で建てるということは当然

あるはずでありますけれども、残念ながら今まで、過去は今までなかったということで、

賃貸住宅の支援策を講じてきたということで、少し背中を押すことによって、住宅の確

保、民間住宅の公営住宅で入れない方々については入れるような住宅が整備されてきた

ということでありますが、その意味ですみ分けが必要になってくるんで、片方があれば

片方は要らないということではないだろうというふうに思います。

　　いずれにしても、ここの中で仕事を見つけてこの町の中で住んでもらいたいと、住ん

でもらうことが商店の活力、あるいは地域全体の活力につながってくることであります

ので、住宅の建築がこの町の中でいろいろなところで行われていることは、それは地域

の元気を象徴する一つの象徴的な姿だと、そんなふうに思っております。

　　農業法人、あるいはほかの個人経営の会社なんかについても従業員が足りない、そし

て住宅が足りないということでありますが、しかし、公営住宅で入れないということで

あれば、そういったさまざまな住宅のありようがあっていいだろうなと、そんなふうに

思います。

　　住宅の対策については、さまざまな支援をしているつもりでおります。子育て住宅に

対する支援もそうでありますし、福祉に対するリフォームに関する支援だとか、いろい

ろな形で総合的な支援をとっているつもりでありますし、これからもそのような対策は、

さまざまな対策はとっていく必要があるというふうに考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　野村恵子議員。

○５番（野村恵子議員）　各職域団体における家賃支援があるところもありますが、家賃

支援が全くない方もいらっしゃいます。低所得者の方々にはますます公営住宅が重視さ

れると思いますが、実際町内に働き場があっても希望に合った住宅がないため、他町か

ら通ってくる方も少なからずいらっしゃいます。そんな状況の中、町外へ上士幌へ移住

定住を呼びかけていますが、公営住宅というものをどう移住定住の方々に紹介している

か、お聞きしたいんですが。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　まず、通勤している人方に公営住宅に入れるような基準の賃金かどうか

というのはあります。多分、通っている方はなかなか公営住宅には入れるというよりも

それ以上の収入があるんだろうというふうに思います。

　　ですから、その収入があった人方が入れる住宅がないということでありますので、こ

－24－



れは一般的には賃貸住宅が対象になってくるだろうというふうに思いますが、その賃貸

住宅もほとんどなかったということで、上士幌に住みたくてもよその町のマンション等

を借りて時間をかけて通勤していると。これは過去の調査の結果からも、通勤者が上士

幌町に対して多いというデータが出ておりますけれども、それの一つの理由には住宅の

不足ということもあるだろうというふうに思っております。

　　したがって、今回、たまたま建てられた住宅は、それらのところをカバーする可能性

が十分あるというふうに思います。

　　それと、公営住宅の関係については、どちらかというと低所得者を対象としますので、

年収が限られている方々でありますから、限られている方々、そうしてみるとリタイア

した人方だとか、定年退職になって収入が限られている人方だとか、そういうところを

軸にしながら、所得の低い人方が対象になるというふうに思っております。これまた大

切なことでありますので、特に高齢化になるにつれて、その問題というのは大きく出て

きますし、さらに、公営住宅のその内容についても高齢者、バリアフリーの関係だとか、

あとは救急対応にするような、そういった安全を担保するような住宅の整備が必要にな

ってくるというふうに思っております。

　　いずれにしても、今の状況で、これで住宅が満たされているというふうに思っており

ません。大きく今この町の中に、お年寄りが住宅の住みかえも一つあるだろうと思いま

すけれども、住んで安心して暮らせるような、そのような環境づくりといいますか、住

環境も必要になってくるというふうに思っておりますので、ぜひいましばらくお待ちい

ただきたいと思いますけれども、できるだけ早く具体化をしていきたいというふうに思

います。

○議長（杉山幸昭議長）　野村恵子議員。

○５番（野村恵子議員）　今の質問の中で、町外の上士幌町へ移住定住の方々には、公営

住宅というものをどう紹介していますかということを今聞いたんですが、それに関して

のお答えが今なかったんですが。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　移住者に対しては、公営住宅ということだけではなくて、先ほどもあっ

たように、空き家の問題だとか、そういう総合的に紹介をするというふうにしておりま

す。

　　できれば、ある程度年収があって、賃貸住宅に入れるような方々が来てくれると経済

行為にもつながっていくと、そんなふうにも思っております。全ての人方が、移住者が

公営住宅というよりも、もっと柔軟な自分に合った住宅を選択してくれるような人方が
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来てくれるといいなというふうには思っております。

○議長（杉山幸昭議長）　野村恵子議員。

○５番（野村恵子議員）　次に、平成26 年に作成した上士幌町住生活基本計画や公営住

宅等長寿命化計画に基づき進めるとあるが、将来の視点も踏まえ、今年度は町なかの公

共施設等配置計画を製作しており、公営住宅を整備する上でも公共施設等の配置計画と

の整合性を図りながらとありますが、公共施設等の等というのはどのような施設が含ま

れるのでしょうか。

　　また、整合性を図るとありますが、どのように図るのか、計画を見直すということな

のか、公営住宅等長寿命化計画概要にコンパクトなまちづくり、この書類でございます

が、概要にコンパクトなまちづくりとあるが、町民にはどのように周知しているんでし

ょうか。長い将来のことでもあり、住むという課題でもあることから、きちんと町民に

説明が必要ではないでしょうか、お聞きします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　公共施設等の再整備ということでありますけれども、今、生涯学習セン

ターの改築、実施設計に入って来年着工するという、そういうスケジュールであります。

それには、公共施設の今まであった生きがいセンターという施設、それから学童保育所

という施設、さらに発達支援センター、従来からの学習センターという今、社会教育、

生涯学習にしている図書館、こういった一つが統合されると、機能の統合というふうに

言っていますけれども、それが再整備されるということで、進められております。

　　加えて、認定こども園からそして病院、医療機関、介護施設、さらにはこれから役場

の耐震化等も始まってきますけれども、この一帯が従来のような形ではなくて、再編整

備されるという動きの中にあります。ですから、公共施設である役場の関係、それから

類似した関係でいうと、医療機関だとか介護機関だとかそのようなところが、全体の中

でこの町の中に再編整備されてきているという押さえで、していただければいいという

ふうに思います。

　　さらに今、加えて進めているのは、この町の中にも時代とともに町なかが随分変化し

てきております。いわゆる分村のときから、そのときには随分小さな町なかであったわ

けでありますけれども、それから80 年経過する中でどんどん膨張していって、人口も

１万人台、１万3,000人台行ったときもありますし、今の5,000人を切るという状況に

なってきておりますから、そうすると、１万人いたときの町並みのあり方から5,000人

の町のあり方、これはしっかり整備していかないと、非常に住みづらいことになってく

るんだろうというふうに思います。
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　　先程から出ています西団地は、町なかの も西のほうにあるということでありますか

ら、あそこから歩いて町なかに買い物に来るというのは、年とともに大変なことになっ

てまいりますので、そういった意味では一方では町なかの空き家も空き地も出てきてお

ります。町の公共施設の跡地もありますから、そういったことを含めて、予測される

2040 年、いわゆる団塊の世代がピークといいますか、高齢者がピークになるようなと

きに、今のような町の中では、町並みの中では安心して暮らすことができないというこ

とでありますので、今からその準備をしていくと。それがコンパクトなまちづくりとい

うことであります。

　　もう一回身の丈に合ったような町の整備を図って、買い物もできる、そしてまたスポ

ーツ活動や文化活動もできるような、そのような町並みに変えていく中に公営住宅の配

置の問題だとか、あるいは高齢者福祉の問題だとか、そういったことがこのうち整備さ

れていくということになろうかと思います。そんなふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　野村恵子議員。

○５番（野村恵子議員）　それでは、 後になりますが、概要版、公営住宅長寿命化計画

概要版に糠平の公住ですが、現在、10 戸、平成36 年度までは維持管理、平成37 年

度から用途廃止検討となっていますが、糠平の公営住宅に関しては、働く場所がある限

り公営住宅は必要かと思いますが、このことに関しては糠平住民とはお話し合いを持た

れているのか、お聞きしたいのですが。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　糠平における住宅の整備についての要望等については、あります。糠平

全体をどうするかというのは、大型ホテルの解体がもう既に動き始めておりますし、そ

の跡を公園化するということもこれまた合意を得ているところでありますけれども、そ

の延長上に道路のインフラ整備だとか、あるいはそれと並行して建てられている公営住

宅、こういったこともいわゆる環境全体から見れば、整備しなければならん。環境の視

点からもそうでありますし、それからいわゆる従業員住宅の確保という視点からも必要

になってくるだろうと、そんなふうに思っておりますから、これも十分糠平の全体計画

といいますか、全体どのように整備されていくかという枠組みの中で優先順位を考えつ

つ、整備を図っていく対象になるだろうというふうに理解しております。

○議長（杉山幸昭議長）　野村恵子議員。

○５番（野村恵子議員）　長寿命化概要版に建てかえ事業の実施方針、基本的な考え方に、

単費住宅59 戸は維持するものとありますが、できることなら単費住宅をふやし、入居

しやすい環境をつくり、町外からの移住者対策として政策も必要ではないでしょうか。
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町長みずから、公住の利用者及び地域の人方と膝を突き合わせて希望を聞くなど実施し、

どこの町にも負けない公住を考えていただきたいと思い、質問を終わらせていただきま

す。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　公営住宅は公営住宅としての役割がありますので、しかもそれは国のい

ろいろな制度がございますから、財源の有効活用、 少にしていい成果が上がるような

予算の執行をするという意味から、公営住宅は公営住宅で必要になってくるというふう

に思います。

　　何回もお話ししますけれども、今まで公営住宅しかこの町で住宅を建てるという機運

がなかったんですけれども、今建てられるようになってきたということであります。本

来であれば多分単費の、単費といいますか、ああいったものも単身者のニーズがあって、

であれば、そういういわゆる事業者が出てきてくれればよかったんですけれども、なか

なか今までなかったということでありますけれども、今そうではなくて、いろいろなと

ころが動き出しているんです。住宅量の関係もこれも受給関係で決まっていくものだと

いうふうに思っております。

　　ですから、年数だとか、それから間取りだとか、いろいろな住宅の事情によって、い

わゆる賃貸料も決まってくるということでありますから、一律的に高くて入れないとい

うことでなくて、その辺はそれこそしっかりした需給に合わせたような賃貸料の設定が

出てくるものだと。高くてお客さん入れなければ何もなりませんから、経営をしている

ということであれば、そこには一定の利益を生むということでありますので、入っても

らわなければだめだということでありますので、その辺は市場といいますか、任せてお

いてもある程度一定のバランスのとれたような賃貸料設定が生まれてくるのではないか

というふうに思いますし、公営住宅は公営住宅の対象者に対してサービスをするという

ことでありますので、これまた安心して住むために必要なことでありますから、しっか

り対策を講じていきたいということで、むしろこれから多様な住宅がこの町に生まれて

くるんではないのかと、こういう期待は私どもとしては持っております。

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、５番、野村恵子議員の一般質問を終わります。

　　ここで暫時休憩いたします。

（午前１１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１１時３９分）
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　──────────────────────────────────────

◇　山　本　和　子　議員

○議長（杉山幸昭議長）　次に、 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　私は大きく２項目質問いたします。

　　１点目、平成 27 年度の財政状況と有効活用のために。

　　平成27 年度の普通地方交付税27 億5,336万円と、臨時財政対策債１億9,448万円

が決定いたしました。これは一般財源として自由に活用できる財源です。当初予算と比

較しますと約２億3,000万円多くなっています。当初予算において基金の取り崩しは子

育てゆめ基金が5,150万円、財政調整基金が5,058万円、合計約１億円となっています。

平成 27 年度において新たな予算執行がないと約２億円以上の執行残になり、基金の上

積みになるのではないかと。平成27 年度の財政状況と有効活用について質問いたしま

す。

　　次に、基金の活用について質問いたします。

　　平成25 年度と26 年度の基金の決算状況を比較しますと、財政調整基金、公共整備

基金、子育てゆめ基金の合計は平成25 年度は 40 億5,134万円、平成26 年度は44

億2,155万円と約４億円ふえております。ゆめ基金の活用で従来の一般財源に余裕がで

きているのではないか。その分、子供に関する以外に従来の基金の活用も含め、政策予

算として財源を活用できるのではないか。

　　例として、若い働く世代への活用、高齢者の福祉施策等について活用すべきではない

か。

　　以上、質問いたします。

　　次、２点目、質問いたします。

　　プールの有効活用のために。子供たちの成長、また町民の健康増進のためにもプール

を活用した水泳、ウォーキング等は大変重要です。幼児期から高齢者までプールを有効

活用できるようにするため、質問いたします。

　　１点目、上士幌小学校プールは町政の現況を見ますと、昭和55 年に建設され、35

年経過、その後、平成11 年に温水化されてから16 年目に入っています。ボイラーの

更新時期やほかに機器の維持管理状況はどうなっているのか。大幅改修、または新築等

の検討をするべきです。

　　２、夏休み期間の午前開放で子供たちの利用がふえていると思いますが、町民のさら

なる活用を図る施策はどうなっているのか、質問いたします。

　　３点目、幼児期の活用を検討するべきではないか。以前保育所において簡易プールで
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の水遊びが実施されておりましたが、Ｏ１５７発生以来、実施されておりません。幼児

期において水に触れることの大切さ、さらに小学校における一斉指導の際、 低水に顔

をつけることができることが大事です。また、行く行くは水難事故を防ぎ命を守ること

にもつながります。保育所も子ども課、教育委員会の管轄になり、検討しやすくなりま

した。

　　改修または新築においても幼児の利用も含め検討するべきです。

　　以上、質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　まず、平成27 年度の財政状況と有効活用のために、山本和子議員の質

問にお答えいたします。

　　平成27 年度の普通交付税につきましては、７月24 日に総務大臣から閣議報告がな

され、各地方公共団体に対する交付額が決定したところであります。全国総額は15 兆

7,495億円、そのうち市町村分は７兆3,790億円で、前年度に比べて401億円、0.5％

の減となっております。

　　本町につきましては、まち・ひと・しごと創生事業費の創設に伴う新たな費目として

人口減少等特別対策事業費が新たに設けられたため、交付決定額は 27 億4,940万

6,000円で3.3％の増となり、臨時財政対策債発行可能額１億9,448万5,000円との合

算では29 億4,389万1,000円、前年度に比べて8,498万6,000円３％の増となり、当

初予算との比較でおおよそ２億2,500万円の増となっております。

　　また、基金からの繰り入れにつきましては、主なものとしてはふるさと納税、子育て

少子化対策ゆめ基金から5,150万円、財政調整基金から5,058万円を繰り入れすること

となっております。これらのことから、山本議員のご指摘のとおり、現時点での歳出予

算での執行額残が見込まれ、基金の上積みになるものと考えております。

　　ゆめ基金の活用で一般財源に余裕ができるのではないかとの質問ですが、基金の活用

については、寄附金の性格上、極めて流動性が大きいことから、スクールバス購入のよ

うに、ハード事業は単年度で完結しますが、保育教育に係る負担軽減事業などは事業の

継続性が求められることから、将来にわたっての資金を担保しておく必要があることを

ご理解願いたいと思います。

　　また、補正予算で計上することが予定されている大規模な財政支出としては生涯学習

センター旧児童会館部分の解体工事があります。さらに次年度以降についても役場前中

央公園及び周辺の再整備、役場庁舎の耐震化や消防庁舎の対応など、将来を見据えた大

型公共施設の再整備が予定されております。今後、地方税や交付税が大幅に伸びること
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は期待できませんので、財政支出についてはより慎重さが求められます。

　　なお、議員から新たな政策として、若い働く世代への施策、高齢者の福祉施策等の提

案がありました。

　　今、国及び全国の自治体では、人口減少が国及び地方自治体の盛衰にかかわる問題と

して、その対策が喫緊の課題となっております。本町でも地方創生にかかわり、長期的

な人口ビジョンや総合戦略を作成しているところであります。したがって、これらにか

かわる有効な施策については速やかに実行に移す用意があると認識しており、そのため

の補正予算等の執行は考慮に入れておりますので、ご理解を賜り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）　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　引き続き、プールの有効活用のために、山本和子議員のご

質問にお答えいたします。

　　現行の学習指導要領の体育におきましては、心と体を一体として捉え、適切な運動の

経験と健康、安全についての理解を通して、生涯にわたって運動に親しむ、資質や能力

の基礎を育てるとともに、健康の保持、増進と体力の向上を図り、楽しく明るい生活を

営む態度を育てることを目標としております。

　　運動する子供とそうでない子供の二極化や子供の体力の低下傾向、みずから運動する

意欲が十分でないなどの課題が指摘される中、生涯にわたって健康を保持増進し、豊か

なスポーツライフを実現することを重視して、改善を図るよう指導することとされてお

り、水泳については必修の運動領域に位置づけられております。低学年は水遊びとして

水になれること、中学年は浮く、泳ぐ運動として、補助具を利用した初歩的な泳ぎを行

うこと、高学年は水泳としてクロールや平泳ぎを続けて長く泳ぎ、運動の楽しさや喜び

に触れ、その技能を身につけるよう指導することとなっており、本町では、小規模校を

含む全小学校において上士幌小学校水泳プールを活用した水泳学習が進められておりま

す。

　　１点目の、上士幌小学校水泳プールの施設状況につきましては、昭和55 年度に建設

して以降、昭和63 年度にプール本体及びプールサイドの改修を行い、平成11 年度に

は約2,100万円の経費をかけて、温水化と温風化の施設を設置しております。その後、

上屋ビニールシートなどの改修やビート板など、備品の更新整備を進めてきております

が、今後においても、適宜安全で衛生的な施設の維持管理に努める考えであります。

　　また、ボイラーばい煙の分析業務やプールろ過機、温水温風ボイラーの保守点検業務

を業者委託により毎年実施しており、これらの分析結果や点検結果などに基づきまして、
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温水ボイラーの更新など、適切な時期に設備の更新や施設の改修を進めてまいりますが、

大規模な改修や新築等は考えておりません。

　　２点目の夏休み期間の午前開放の結果につきましては、今年度は昨年度より８日多い

22 日間開館しましたが、天候にも恵まれ延べ266人の利用がありました。１日平均で

は 12.1 人の利用で、昨年度より3.3人ふえており、午前開放が浸透してきております

ので、今後も継続してまいりたいと考えております。

　　水泳プールの利活用を推進する施策につきましては、今年度は一般向け水泳教室など

６事業を社会体育事業として既に実施しており、延べ日数で28 日間、延べ人数で327

人が参加しております。次年度以降につきましても、町民のニーズに合わせた健康志向

型スポーツ活動の推進と、スポーツレクリエーションの普及に努めるため、学校施設の

利活用を進めてまいります。

　　３点目の幼児期の活用につきましては、今年度の幼児の利用は、５月18 日の開館以

降７月末までの75 日間で、延べ95 人の利用がありましたので、１日平均では1.3人

の利用となっております。

　　山本議員ご指摘のとおり、以前保育所で実施していた簡易プールを利用した水遊びに

つきましてはＯ１５７の発生後は禁止されております。現在、認定こども園では水にな

れ親しむための取り組みとして、未満児はテラスや近くの公園において、たらいに入れ

た水でおもちゃなどを利用した水遊びを行っており、年齢が上がるにつれ、水鉄砲や空

容器を利用した水のかけ合いや、熱気球ふるさと公園での噴水のある池にはだしで入っ

て水遊びをしております。

　　水に直接顔をつけることはありませんが、水遊びを通して顔にも水を浴び、子供たち

が徐々に水になれていくように進めております。

　　認定こども園や私立保育所に通園、通所している幼児の水泳プールの利活用につきま

しては、バスで送迎し、プールで着がえて水遊びをすることになりますが、時間が余り

とれませんし、幼児の安全性を確保するため多くの人員を配置する必要があります。ま

た多くの幼児が同時に下半身まで水に入るため衛生面の不安があり、プール使用後に十

分に目を洗うことができない子も予想されますので、水泳プールの利活用は困難である

と考えて、これまで実施してきておりませでした。

　　しかしながら、十勝管内の幼稚園等で水泳プールを利活用して、専門の指導者を招い

て活動しているところもあると聞いております。こうした状況を調査し、子供たちの安

全確保を前提とした水泳プール利活用の可能性について検討してまいりますので、ご理

解をお願いいたします。また、社会体育事業として、これまでは小学生を対象とした水
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泳教室を実施してきましたが、今後は、幼児を対象にした事業も検討してまいります。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　初めに、財政問題から質問させていただきます。

　　私の質問と大体答弁については一致しているかと思います。平成27 年度におきまし

ては交付税のふえた分と執行残含めて約４億円だろうと。基金に積むのはそのまた全部

積むわけではありませんので、ゆめ基金含めて 終的には基金が４から５億円ふえるん

ではないかと私は想定しております。

　　そうしまして、このまま先ほど、これからいろいろな今後の27 年度におきましても

しなければいけない予算もあると、それも含めてどれぐらい活用されるかわかりません

が、このままいきますと、基金として上積みをすることになるんではないかと。その点

について再度質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　今年度については、今あったように上積みされるという状況だというふ

うに思います。ただ、次年度以降に大型事業が控えておりますから、そういったことを

考えますと、決してそれは余っているお金ということではなく、必要な財源であるとい

うふうに認識しております。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　従来から、基金は次年度以降の大型事業等に含めて活用され

るということで、基金がどんどんふえてきています。平成24 年度から25 、 26 年度

と見ましたが、24 年度は、財政調整基金と公共施設整備基金は比較的緩やかに使える

お金としていつも私が示しているんですが、合計しますと35 億3,589万円、平成25

年度はゆめ基金が4,000万円加わりましたので、それを含めますと 40 億5,134万円、

26 年度決算は決算の状況見ますと、ゆめ基金が２億6,000万円ふえまして、合わせて

44 億2,155万円というふうに、ここ 23 年も含めますとずっとふえ続けております。

27 年度は多分私の想像ですが、ゆめ基金は１回この２億6,000何ぼのうち２億1,900

万円はもう使うことになっておりますので、それは頭に入れないで、今年度においても

多分納税金の関係で言えば昨年度同様に基金に積めるんではないかと、２億から３億円

積めるんではないかと。そうしますと、私の予想では財政調整基金、公共整備基金、ゆ

め基金も含めて年度末には多分48 から 49 億円の基金になるんではないかと想定して

おります。

　　先ほど言いましたこれから大型事業等見込まれると。そのときには多分いつも言うん
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ですが、補助金を使いながら地方債使いながらやっていくと。いろいろな補助金を使い

ますので、必ずしも基金を崩すということは余りなかったというふうに把握しておりま

す。その点について、基金を活用しながら、十分高齢者含めた対策、若者対策含めて活

用すべきではないかという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　たまたま基金は積み上がっておりますけれども、起債のほうもふえてい

るんです。昨年、25 年度から26 年度地方債残額で言うと借金としては８億円ぐらい

借金がふえているんです。これは返さなければならんお金なんです。今たまたま借金し

たときに猶予の年限がありますから、数年は償還の額はとまるということになりますけ

れども、その後、膨らんでまいります。これが例えば30 年ごろ、今で言うとことしで

６億円余りの償還でありますけれども、これが30 年くらいになるとだんだんふえてき

まして、７億円だとかなってくるということになってくるわけです。

　　ですから、基金があって、たまたま起債なんかを借りておりますから、すぐその年か

ら償還が始まるということでないわけで、時間差で償還が始まってきますから、ですか

ら、借金は踏み倒しできるというわけではありませんので、しっかり返さなければなら

んということが出てまいりますから、この借金の償還とそれから今の公共施設です、先

ほどからいろいろな話ありましたけれども、生涯学習センターの改築だとか、あるいは

高齢者住宅の問題だとか、この整備だとか含めますと、そう豊かというようなことでは

ないというふうに思っていただくのが望ましいと思います。

　　特に、地方における財源というのは本当に限られておりますから、都市部ではいろい

ろなこと、できるところありますけれども、地方における財源の確保というのは非常に

危ういということもありますので、将来にわたって心配ないように家計をやりくりする

というのが私どもとしての大きな仕事でありますし、そしてまたそのお金が有効にどう

使われるかということでも十分検討した上で資金のやりくりをしていきたいと、そう思

っております。

○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。

（午前１１時５８分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　１時００分）

　──────────────────────────────────────
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○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　休憩前の町長の答弁の中に、将来的に起債が80 億円になる

という答弁されたかと思うんですが、それはちょっと調べてみたんですが、平成25 年

が約 62 億円、それから26 年が 70 億円、これは決算末です、27 年度はちょっとわ

からない、27 年か８年には80 億円を超えるのかなという気もしますが、ではこの借

金分を基金で返すわけではありませんので、基金はふえていると、そのほかに借金を返

すための基金として減債基金がありますが、これは約９億円、これをずっと積んでもい

ないし崩してもいませんので、減債基金は９億円ずっと持ち続けております。

　　そう考えますと、あと、例えばそれと借金をした場合に、国から来る交付税の中にど

れぐらい含まれているのかというのも、休憩時間にぱぱっと調べてみたんですが、平成

25 年度には返したお金の６億の中で国から交付された分が約4.3億円と、平成26 年

は決算末で調べましたら約6.3億円返していますが、その分4.3億円は国から来ると。

それから27 年度についてはこれはもう決定していますので、借金、これから幾ら返す

かわかりませんが、国から来る交付分が4.5億円と、若干2,000万円ほどふえています。

こういうふうに借金をしましても、うちの町は過疎債使えますので、基本的な元金の約

７割は戻ってくると、そうしますと借金が多いから必ずしも基金を多く持たなければい

けないという理由にはならないと私は判断します。

　　今まで、減債基金崩したことがありませんので、その中で財政調整基金や公共整備基

金を活用しながら借金を返したわけではありませんので、財政的には多分借金が80 億

円以上ふえるかそこが頭打ちなのかなと思っていますが、それのために今ある基金を厳

しく残さなければいけないということにはならないだろうと、私は把握いたします。そ

の点について答弁お願いします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　今、お話しされた起債の関係ですけれども、それは一般財源のところだ

けです。特別会計含めるともう既に80 億円に達しているんです。87 億円、今起債で

あります。いずれにしても交付金で、いわゆる過疎債でも国からの充当される部分はあ

りますけれども、ふえればふえる分だけどちらにしても返済がそれに伴ってくるという

話であります。

　　そもそも町税は、固定資産だとか含めてそれで６億円を超えていると思いますけれど

も、本当に純粋な町税だけでいくと３億円に満たないという状況なんです。ですから、

そのための地方の自治を進めるために交付税制度というのはあるわけでありますけれど

も、だからといって、潤沢な状況がこれからも続くというふうに思うべきではないだろ
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うというふうに思います。

　　今は今として、幸いにふるさと納税だとかそういったことが、想定にない歳入が入っ

ておりますけれども、まさにこれから少子高齢化に向けた大きな町なかの再編が始まる

という中で、歳出も伴っていくということでありますから、議員もいろいろなところに

使うべきだという話をされておりますけれども、使うべきお金というのはこれから出て

くるというふうに思っております。それは、町民の福祉のために使われていくというこ

とでありますから、ぜひこの後のまちづくり政策面でのご理解も、まちづくりについて

もご理解をいただければと、そんなふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　わかりました。

　　 80 億円というの、いつのことだろうと思いました。全部含めて80 億円というのは

わかりました。それも含めて国から借りた分は公債費の中に入っていますので、必ずし

もそれが全部が全部基金を崩さなければいけないという理由にはならないと。私は判断

しております。

　　それから、なかなか私、今回財政調整基金、公共整備基金についてお話させてもらい

ました。これもずっとふえていますので、あとゆめ基金の関係で次に質問したいと思う

んですが、平成26 年度、 27 年度、その積んである２億1,900万円についてはそれは

使途が大体決まっておりますので、予定として28 年度以降のいろいろな医療費の減免

だとか、保育料の減免、ソフト面含めてそれは決まっています。それは考えないとして、

では 27 年度にさらに予定として多分２億か３億程度積むんではないだろうかと予想も

されます。

　　その基金について、多分また私は使え使えというわけじゃありませんが、そのお金ど

う活用するのかと。もしそれをゆめ基金に積んでまだ使うんであれば、私が言いたいの

は、それを使うんであれば、ほかの一般財源としてできない事業がその分でできるんじ

ゃないかと。それは財政調整基金や主に財政調整基金を活用しながらできるんではない

かということで質問させてもらっています。その点について答弁をお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　そもそもゆめ基金で使わせている政策については、従来一般財源ではな

かなかできない、全体の財政の歳出のバランスのことを考えるとできないということを、

このゆめ基金でもってやっているということでありますが、今までやっていることを財

政のゆめ基金だということには、ちょっと整理をしておきたいというふうに思います。

　　ただ、今までのやっているのも基金の中に充当しているというのは実はあります。あ
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りますけれども、より少子高齢化だとか、安心して子育て教育を受けさせる環境のため

に、プラス・ワンの視点での政策を実行していくということでありますので、そのこと

によって今までの財源が余るということでなくて、さらに充実した政策をそこに打って

いくというところに使われていくという、そういう基本的なこの基金の使途については

押さえをしていただければと、そんなふうに思います。

　　今も総合戦略、これが向こう５カ年に実効性のある施策をどうつくるかと。５年後の

人口、そして子供の数だとかいろいろありますけれども、そういった中でもいろいろな

課題は出てきていることもあります。

　　子供は平均すると2.6人ぐらいは産みたいという希望はあるわけです。実際は２人だ

とかしか産まないという現実、そのギャップが何なのかといったときに、そこに働き方

の問題だとか、あるいは子育てにかかる負担だとか、いろいろな障害がそこに出てきて

いるわけでありますから、そういった障害を取り除くための政策なんかというのを、そ

ういったその基金の中で使われていくということはこれから十分考えていかなければな

らん話だろうというふうに思います。

　　そういった意味では、新しい施策がこの後出てくると、子育て少子化、人口問題に対

応するための対策なんかについては、新規の事業として出てくるということであります

から、それらも視野に入れて基金の運用を図っていきたいということであります。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　総合戦略につきましては、少子化対策がメーンですので、多

分ゆめ基金を活用しながらの政策事業が多分出てくるんではないかと私も想定されます。

ゆめ基金をそういうふうに充てるのもいいんですが、町民の感情論として、納税金が物

すごく評価されていると。であれば、子供に使うのももちろん大事なんですけれども、

一般的に自分たち何がメリットなんだろうかと、なかなか見えないと。であれば、ゆめ

基金で使う分の、浮くわけではないと思うんですが、本来だったら一般財源を充当すべ

きだったところをゆめ基金で十分賄えたというんであれば、その分若者の対策、例えば

いろいろこれから消費税の問題もありますし、介護保険も大変ですので、あと医療関係、

国民健康保険関係も道のほうに連合されるんではないかといういろいろな要素がありま

す。そういうふうに含めてそういうふうに一般財源というか、今ある財政調整基金等活

用しながら、町民的には少子化もやりながら一般的な若者、お年寄りを含めたバランス

のいい政策をとるべきではないかと、私は把握して財政問題はこれで 後の質問といた

します。答弁お願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。
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○竹中　貢町長　多分、若者の問題というのとそれから子育て少子化というのは非常に関

連する部分が多いと思うんです。若者が結婚できて、家庭を持って子育てをすると。こ

ういうことも若者のときに必要なライフサイクルの一部になりますから、そこに伴って

新たな施策を打つということも必要であるというふうに思っております。

　　それから、お年寄りの関係は今地域包括ケアということで進めています。これは徹底

して地域包括ケア、医療、介護、それから予防、さらに生活支援、この中にどのお年寄

りが置かれた立場であっても、安心してこの町で暮らせるというシステムをつくろうと

しています。これを徹底することが結果的にそこに場合によっては財源が伴ってくるも

のもあるだろうし、それからお互いに助け合って安心して暮らせるというような仕組み

だとか、そのようなこともあるだろうと思いますけれども、そこのところは徹底して地

域包括ケアシステムの自立をどう図るかということが見えてくれば、お年寄りにとって

もこの町に住んでいることが、いかに豊かさを感じてもらえるかということにつながっ

ていくというふうに考えておりますので、その政策についても充実したものをつくって

いきたいということで、今これまた総合戦略に入れておりますけれども、そういった視

点で財源は有効に活用していきたいと考えております。よろしくお願いします。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　わかりました。

　　財源は有効に使うということで、基金も含めて交付税もとりあえずことしは多少ふえ

ましたので、来年度以降ちょっとわかりませんが、有効に使うと答弁いただきまして、

これからまた参考にさせてもらいます。

　　次に、プールの問題で質問したいと思います。

　　平成55 年でもう築35 年で必ずしもまだまだちょっと使えるのかなと私も把握いた

しました。それで、私が来たとき、初めて上の子が学校に上がったとき、大体25 年前

ぐらいなんですが、そのときにはもう本当に冷たくて夏休み前に寒くてプールに入れな

いときもありました。夏休み中もほとんど冷たくて入れないときもありました。そのこ

ろ私が見た中で、約１億円かけて温水プールをつくるという予定を若干見たことあるん

です。それで何回か質問したことあるんですが、その後それはなくなって消えました。

　　その後について、私が広尾町で1,500万円かけて現在あるプールを温水化できるとい

うことを情報を得まして、一般質問に取り上げて平成11 年から今のプールに温水器を

つけて約2,200万円かけて直しました。それは物すごく私としては当面の解決策として

はすばらしかったと思っております。ただ、いずれその当時に芽室で、足寄で温水プー

ルができたり、芽室、鹿追、あちこちできまして、もちろん音更もありますし、温水プ
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ールがどんどん広まっている中で、いずれは上士幌町もきちんとした温水プールをつく

るべきではないかと私は思っています。

　　その点について、私は今すぐというわけでは、当面その計画を視野に入れた基金の更

新とかも含めてやるべきではないかと、その点について全く、例を挙げれば士幌も池田

もなかなか冷たいまま入っているというので、それは気の毒だなという思いがあるんで

すが、うちはちょっと進んだ段階で、次に目指すときにいずれは温水プールを目指すべ

きじゃないかという点について、答弁お願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　温水プールの関係につきましては、この必要性については

今後いずれかの段階では検討しなければならないというふうに思っていますけれども、

上士幌町ぐらいの人口規模でコンパクトシティを目指すということですので、本当に上

士幌町に温水プールが必要なのか、あるいはほかの町との共同利用ですとかいろいろな

ことを含めて、今後いずれかの時期で検討しなければならないというふうに考えており

ます。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　それで、ボイラーがもう16 年目に入っていますので、担当

課ともちょっといろいろ調査してもらったりしているんですが、一応15 年過ぎますと

ボイラーは部品がないということになっていますので、壊れた場合については取りかえ

なければいけないと。それも見積もりしてもらって、五、六百万円という話聞いたんで

すが、取りかえるとなると２カ月ぐらいかかるというふうな、ちょうど業者の方がいま

したので、私がどれぐらいかかるんですか聞いたら２カ月ぐらいかかるということをお

っしゃっていました。そうすると、そのシーズンはプールがもうほとんど使えない状態

になってしまうと。

　　それで、そのボイラーをいつ取りかえるのか、温水プールをどうするのかを含めて、

若干何パターンかいろいろ私なりに考えてみたんですが、例えばいずれはボイラーを取

りかえなければいけませんので、ボイラーは壊れたときにそのときに修理すると。する

と、その１、２カ月は使えないというパターンと、それから、２パターンと、取りかえ

て修理をして、取りかえないで、ボイラーの方は業者の方は多分もつだろうというお話

を聞いていますので、すぐに壊れるわけじゃないので、だましだまし５年間を使わせて

もらって、５年後に総合的なプールをつくるパターンと。３つ目には、プールを温水器

をもう取りかえてしまって、ボイラー取りかえてしまって、十五、六年使うというパタ

ーンと、そのときには今いろいろな意味で要望出ていますが、例えば暑いときに窓をあ
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けたら虫が入るから網戸が欲しいとか、あと今洗う、昔は体を洗浄するときにはじゃっ

とあったのが、今はこれになってシャワーに変わりました。でも今はそうじゃなくて、

音更も行っても両方からばっと来ますので、そういうふうに更新できないだろうかとか、

あとまだまだ要望あると思うんだけれども、そういう 低限の現代の温水プールにマッ

チするようなものをやってから、その後15 年なり16 年使う方法と、いろいろなパタ

ーンあると思うんです。

　　それから、私、例えばいろいろな方に聞くと、あそこの場所がいいとか言われるのは、

それは場所の問題は難しいと思うんです。小学校プールなので、学校が利用しやすい場

所と。町民が利用しやすいんであればまた違う場所もありますが、その点含めてここ一、

二年でどういう形式でやるのか。ボイラーは何とも言えません。もしかしたらきょうあ

すに壊れるかもしれませんし、その点含めて早急に検討すべきと思いますが、その点に

ついて質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　今、言われたとおり、ボイラーについてはほかのいろいろ

な給食センターとかいろいろな施設も同じですけれども、いつ壊れるかわかりません。

壊れても直せる場合もありますし、本当に取りかえしなければならないような故障が起

きるかもしれません。それは全くわかりませんけれども、現状ではできる限りしっかり

と補修をしながら、長く今のボイラーを使っていきたいというふうに考えています。

　　また、その辺については毎年点検をしておりますので、点検の結果、業者と十分に打

ち合わせをしながら、適切な時期にボイラーの交換をしていきたいというふうに考えて

います。

　　それから、将来的な考え方ですが、これは今言われたとおり、現状は上士幌小学校の

水泳プールになっています。これを町民プールに別の場所に移すかどうかは別にしても、

町民プールにするのかとか、上士幌小学校のプールのまま建てかえというか、改築をす

るとか、いろいろな方法論はこれから検討はしなければならないのかなというふうに思

っていますので、先ほど言いました他町村との関係とか、いろいろ含めて、検討はして

いきたいというふうに思っています。

　　また、改善については徐々に、トイレですとか更衣室とか若干の改善はしてきていま

す。その辺についてはまた利用者の皆さん初め要望を聞きながら、改善をできるところ

については順次改善を図っていきたいというふうに思っています。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　ボイラーがいつ壊れるか、想定で話はできませんので、当面
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善、委託業者の方と連携とりながら生かしていくと、それでここ１年の間に多分それ

なりの検討なり出てくるのかなと私は思っていますが、例えば士幌町はプールがなくて、

士幌町の方が結構大人の方は士幌町から来るんです。だからお互いに利用しながらつく

るでもいいし、その辺は今後の課題のスタートに立ったという点で私は把握させてもら

います。ここでどうのこうの答弁できないと思いますので、私もプールいつできたか調

べて、覚えているのは学校給食の前だというのは覚えていまして、そうしたら11 年だ

というのが私の記憶の中でありまして、ボイラーはもう、給食センターもそうですが、

ボイラーは危険だと、危ないということで今回質問させてもらいました。

　　機会あるごとにこれからも質問させてもらいますので、学校プール、だんだん子供た

ちが温水化されてから一時、学校の教育的には多分すごく利用していると思うんです。

温水化になって入れない日はありませんから、必ず入れると。ですけれども、一般的な

要するに土日だとかに利用者が減ってきまして、日曜午前中を１回閉めたんです。利用

者が少ないから閉めた。日曜日の利用者が少ないから閉めたでなくて、だめだというの

で夏休みあけてほしいといって１週間あけて２週間あけて、こっちで全部あけました。

　　だから、何で利用者が土日含めた子供たち以外の一般町民、幼児含めて、幼児は若干

ふえていますが、減っているのか、ちょっと私も把握できないんですが、ボイラー代も

結構かかりますので、きちんと利用が少ないから減るんじゃなくて、利用してもらう方

法、十分検討してほしいと私は思っています。

　　それから、町民の利用についても先ほどデータももらっているんですが、ここ数年利

用者がふえたと。でも私が言いたいのは、さらに前はもっともっといたんです。水泳教

室が終わったらそのままウォーキング、歩いたりとかかなりいました。その点に比べた

らちょっとまだまだその時期に追いついていないと、まだまだ利用者がふえるような、

教室をきっかけに、教室はあくまで１週間の何日かが３日、４日、そのきっかけに、プ

ールに足を運んでもらうようなきっかけをつくってほしいと思います。

　　あと、時間、幼児の関係については答弁の中では若干前進点がありまして、今後幼児

を対象にした事業計画したいということが答弁ありました。その点では、少し前進した

かなと思うんですが、学校に上がる前に、答弁書見ましたら１、２年生は水遊びで３、

４年生がどうのこうの、５、６年生が水泳ができるというそれは、多分指導要領か何か

の指針なんだろうと思うんですが、私そうではないと思うんです。

　　幼児期でも五、六歳で泳げますから、プールの環境が整っていれば、一回顔をつけて

浮いてしまえば泳げますので、そうじゃなくて、幼児期のうちにきちんと顔を水につけ

ることなれさせると。そうすると体が浮きます、浮いたら手を動かしているうちに泳げ
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るようになります。そのことまで水になれるところまで幼児期にすべきだと私は思って

います。

　　その点で、保育所が、こども園が来てやるというのはなかなか厳しいというのがあり

ましたが、私はそうではなくて、年長さんが一、二回でもいいと思うんです。休みに入

った、プールは５月中にオープンしますが、そうじゃなくても６月ぐらいでもいいです

ので、年長さんが一、二回プールに行ってしまえば子供はプールの存在を知りますので、

その後、お父さん、お母さん、お兄ちゃん、大きいお兄ちゃんとなりプールに行く機会

がふえると。それで全くやらないでいて、ぽんと学校に上がった時点では私は遅いと思

いますので、それは全部の保育所に入っている子供たちが全部連れていけというんじゃ

なくて、年長さんがせいぜい一、二回でもプールになれると。そのことによって、プー

ルに足を運ぶ機会がふえると。そういう点についてもうちょっと前進した答弁ほしいと

思って質問させていただきました。

　　よろしくお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　今、この場でやれるかやれないかということはちょっとお

答えできませんけれども、現場のほうの認定こども園の園長初め担当者と十分に打ち合

わせをして、できる限りやれる方向で、今ご意見いただきましたように、年長さんに利

用していただいて、それがきっかけづくりにということのご意見もいただきましたので、

いろいろな方法論も含めて、例えば保護者の方にそういった認定こども園がプールに行

ったときに協力してもらうとか、地域の方に協力してもらうとか、あるいはそういった

専門の指導できる人、どこに誰に頼むかも含めて、そういったこともいろいろ含めて検

討しながら、来年、実施できるかどうか、しっかりと考えて検討していきたいというふ

うに思います。

　　調査のほうも、実際にやっている幼稚園もあるというふうに聞いていますので、帯広

市のほうでは市内のほうであるということなんで、十分その辺の状況も調査していきた

いというふうに思っています。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　いろいろな保育所、幼稚園の目玉もあると思うんですが、北

海道においてはなかなかプールというのは難しい課題だと思うんですけれども、内地と

いうか、向こうだったらもう平気で私も川で泳いだりとか、そういう中でプールがあっ

て当たり前で、プールは温かくて当たり前で、そういう関係ずっと来ましたので、そう

いうことが子供たちに当たり前の環境をつくってあげるべきだと思うんです。
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　　つい 近も水難事故があって、子供がお兄ちゃんか誰か助けようと思って、決局は命

を落としたということもいろいろなときに想定されますので、自分が泳げる自信、浮く

自信、それがあると将来的には命を守ることにもなりますし、それから子供にとっては、

うちもたまたま赤ちゃんが産まれたばかりで、羊水の中で赤ちゃんがふがふがいると。

それは本当に子供の原点に帰れば、水が子供を元気づけるといいますか、それは当り前

で、水遊びや噴水公園に行って遊ぶと。それは子供にとって物すごい原点に返った生徒

にとって大事なものだと思います。

　　ですから、それはせっかくあるプールを大変だからでなくて、一回でも足を運んでも

らって、おぼれてどうのこうのということを考えたら物すごく危険ですけれども、親が

見ていて、きちんと監視いれば、前も監視員がいたけれども、下にどうのこうのとあり

ましたけれども、きちんと監視していればそれは事故は防げると思いますし、その点に

ついてぜひいい答弁があれば、先ほど、この場ではと言われたんですが、これで質問終

わります。

　　よろしくお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　水泳については私も山本議員さんの言われるとおり、本当

に将来的にも命や健康を守ると。自分の命や健康は自分で守るというのがこれはいろい

ろな面でも当然というか、そういったことをまず第一に考えなければならないというふ

うに思っていますし、それから、大人になってからの健康づくりですとか、水泳の体に

与える影響、体力づくり含めていろいろな面で効果がありますので、ぜひなるべく小さ

いうちに、小さいうちのほうが多分いろいろな泳いだりとか、どんな運動、スポーツで

もそうですけれども、小さいうちのほうが身につきやすいというのはありますので、な

るべく早い時期に子供たちが泳げるように、そういった体制づくりというかいろいろな

ことを、またどういったことがいいのかしっかりと検討し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）　以上で 10 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。

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

◎報告第３号及び報告第４号の上程、説明、質疑

○議長（杉山幸昭議長）　日程第６、報告第３号平成26 年度上士幌町財政健全化判断比

率の報告について、日程第７、報告第４号平成26 年度上士幌町公営企業資金不足比率

の報告について、以上２件を一括して議題といたします。
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　　報告書の朗読を省略し、直ちに報告の説明を求めます。

　　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　ただいま上程されました報告第３号平成26 年度上士幌町財政

健全化判断比率の報告について、報告第４号平成26 年度上士幌町公営企業資金不足比

率の報告についてを一括してその内容をご説明、ご報告申し上げます。

　　財政健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率は、平成19 年度に制定されました

地方公共団体の財政の健全化に関する法律、第３条第１項及び第22 条第１項の規定に

基づき、監査委員の審査に付し、その意見をつけて議会に報告するものであります。

　　初めに、報告第３号平成２６年度上士幌町財政健全化判断比率の報告についてご説明

いたします。

　　なお、あわせまして、参考資料として配付いたしました平成22 年度以降の健全化判

断比率の推移も参考にご参照願います。

　　それでは、報告第３号、２ページ目、健全化判断比率報告書をごらん願います。

　　各比率の括弧書きはそれぞれの指標の早期健全化規準を表示しています。参考欄につ

きましては、黒字であったため、比率が算定されなかったものの、計算結果を参考とし

て記載したものであります。

　　この財政健全化判断比率は、４つの比率から成っております。実質赤字比率につきま

しては、普通会計の赤字の程度を指標化したものであります。本町の場合は一般会計が

対象となりますが、黒字決算となっておりますので、数値が算出されなかったものであ

ります。

　　連結実質赤字比率につきましては、特別会計及び公営企業会計を含めた全ての会計を

対象にし、町全体としての赤字の程度を指標化したものであります。

　　本町の場合は、一般会計及び５特別会計を合わせたものが対象となりますが、黒字決

算となっておりますので、数値が算出されなかったものであります。

　　実質交際費比率につきましては、全ての会計における地方債元利償還金と一部事務組

合の償還金負担分、公債費に準ずる負債の償還金を合わせたもので、町の計上的な収入

に対する借金の割合を指標化したものであります。比率には、平成24 年度からの３カ

年の平均数値が用いられ、平成26 年度は5.6％となっており、昨年度の6.5％に比較

して0.9％減少しております。この減少の主要因としましては、過去に借り入れた地方

債が償還完了したため、元利償還金が減少したことによるものであります。

　　次に、将来負担比率につきましては、全ての会計と加入している一部事務組合、第三

セクター等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率
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であります。すなわち、町の支払わなければならない借金や負担金等の残高の程度を指

標化し、将来的に財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものであります。本町に

おいては、負債が標準財政規模を基本とした額を下回っていることから、数値が算出さ

れなかったものであります。

　　以上の４つの指標全てにおいて、括弧書きに記載しております早期健全化規準を下回

っております。また、指標の財政健全化判断比率につきましては、その算定の基礎とな

る資料を付して監査委員の審査に付し、別紙のとおりの意見をいただいておりますので、

ご参照をお願いいたします。

　　次に、報告第４号平成26 年度上士幌町公営企業資金不足比率の報告についてご説明

申し上げます。

　　２ページ目、資金不足比率報告書をごらん願います。

　　公営企業の資金不足比率につきましては、水道事業会計、公共下水道事業会計の２会

計とも黒字決算となっていますことから、数値が算出されなかったものであり、右側欄

に記載しております経営健全化基準を下回っております。

　　また、指標の資金不足比率につきましては、その算定の基礎となる資料を付して監査

委員の審査に付し、別紙のとおりの意見をいただいておりますので、ご参照をお願いい

たします。

　　以上、報告第３号並びに報告第４号を一括してご説明、ご報告させていただきました。

ご審議の上、ご承認を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　報告の説明が終わりましたので、これより２件を一括して質疑

を行います。

　　質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって報告第３号及び報告第４号に対する質疑を終結い

たします。

　　以上で報告第３号及び報告第４号を報告済みとし、報告を終わります。

　　ここで、休憩といたします。

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

集まり願います。

　　なお、再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午後　１時３５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５８分）

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

◎同意第３号の上程、説明、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第８、同意第３号教育委員会委員の任命についてを議題と

いたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに町長から提案理由の説明を求めます。

　　竹中町長。

○竹中　貢町長　ただ今上程されました同意第３号教育委員会委員の任命について提案理

由と内容をご説明申し上げます。

　　教育委員会委員であります小椋茂明氏が平成27 年９月30 日をもって任期満了とな

るため、引き続き同氏を後任委員として任命したいので議会の同意を求めるものであり

ます。住所、河東郡上士幌町字上士幌東三線235番地、氏名、小椋茂明。生年月日、昭

和 41 年９月 22 日であります。

　　以上、同意第３号教育委員会委員の任命について提案理由のご説明を申し上げました。

ご審議の上、ご同意くださいますようよろしくお願い申し上げます。

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

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

　　これより直ちに同意３号を採決いたします。

　　お諮りいたします。

　　本件は原案に同意することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、同意第３号は原案に同意することに決定いたしました。

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

◎認定第１号から認定第６号の上程、説明、質疑、委員会付託

○議長（杉山幸昭議長）　日程第９、認定第１号平成26 年度上士幌町一般会計歳入歳出

決算の認定について、日程第10 、認定第２号平成26 年度上士幌町国民健康保険特別

会計歳入歳出決算の認定について、日程第11 、認定第３号平成26 年度上士幌町後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第12 、認定第４号平成26 年

度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第13 、認定第５号平

成 26 年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第14 、認定
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第６号平成26 年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以

上６件を一括して議題といたします。

　　初めに、認定案について理事者から提案理由の説明を求めます。

　　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　ただ今上程されました認定第１号から認定第６号平成26 年度上士

幌町一般会計歳入歳出決算の認定ほか５特別会計の歳入歳出決算の認定について、その

決算の概要をご説明申し上げます。

　　まず初めに、平成26 年度決算総括及び決算収支の状況につきましてご説明申し上げ

ます。

　　付属資料の平成26 年度決算にかかる主要な施策報告書、１ページ及び２ページにま

とめておりますので、ご参照願います。

　　一般会計及び５特別会計を合わせた全会計の予算総額は108億218万9,000円で、平

成 25 年度と比較いたしますと 10 億6,284万1,000円の増額となっております。

　　この予算の執行結果につきましては、歳入においては106億9,034万5,000円の決算

額となり、予算総額と比較して１億1,184万4,000円の減、収納率は99 ％となってお

ります。

　　一方、歳出におきましては、決算額は103億4,721万6,000円で予算総額と比較して

４億5,497万3,000円の執行残、予算執行率は 95.8 ％となったところでございます。

　　このような歳入歳出の決算額における形式収支は一般会計及び５特別会計の全てにお

いて黒字となり、その黒字総額は３億4,312万9,000円で、翌年度へ繰り越すべき財源

を除いた実質収支についても２億9,683万4,000円の黒字となりました。

　　一般会計、国保特別会計及び介護保険特別会計においては、実質収支の黒字額から総

額１億4,880万円を条例の規定によって基金に繰り入れたところでございます。

　　次に、各会計の決算の状況を申し上げます。

　　一般会計でございます。

　　 終予算額90 億5,181万4,000円に対し、歳入決算額は89 億8,216万4,000円、

予算額に対して6,965万円の減、収納率で 99.2 ％になりました。

　　歳出の決算額は86 億4,970万5,000円､予算額との比較で４億210万9,000円の執

行残、執行率において95.6 ％となり、歳入歳出差引額で３億3,245万9,000円の黒字

決算となりました。

　　また、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は２億8,616万4,000円の

黒字決算となってございます。
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　　次に、国保会計でございます。

　　歳出予算額８億225万4,000円に対して歳入決算額は７億8,196万6,000円となり、

予算額との比較で2,028万8,000円の減、収納率で 97.5 ％となりました。

　　一方、歳出決算額は７億7,523万1,000円、予算額との比較で2,702万3,000円の執

行残、執行率は96.6 ％となり、歳入歳出差引額及び実質収支額で673万5,000円の黒

字決算となっております。

　　次に、後期高齢者医療会計につきましては 終予算額8,875万4,000円、これに対し

て歳入決算額は8,842万3,000円、予算額との比較で 33 万1,000円の減、収納率

99.6 ％となりました。

　　歳出決算額は8,616万1,000円、予算額との比較で259万3,000円の執行残、執行率

97.1 ％となりました。歳入歳出差引額及び実質収支額で226万2,000円の黒字決算で

ございます。

　　次に、介護保険会計につきましては、 終予算額４億3,466万3,000円、これに対し

て歳入決算額４億1,869万5,000円、予算額との比較で1,596万8,000円の減、収納率

で 96.3 ％となりました。

　　一方、歳出決算額は４億1,794万9,000円、予算額との比較で1,671万4,000円の執

行残、執行率96.2 ％、歳入歳出差引額及び実質収支額で74 万6,000円の黒字決算で

ございます。

　　次に、水道会計でございます。 終予算額１億9,114万4,000円、歳入決算額１億

9,009万4,000円、予算額との比較で105万円の減、収納率で 99.5 ％となりました。

　　歳出決算額は１億8,956万8,000円、予算額との比較で157万6,000円の執行残、執

行率は99.2 ％、歳入歳出差引額及び実質収支額で52 万6,000円の黒字決算でござい

ます。

　　 後に下水道会計の決算状況についてご説明申し上げます。 終予算額２億3,356万

円、これに対して歳入決算額２億2,900万3,000円、予算額との比較で455万7,000円

の減、収納率 98.0 ％となりました。

　　また、歳出決算額は２億2,860万2,000円となり、予算額との比較で495万8,000円

の執行残、執行率で97.9 ％、歳入歳出差引額及び実質収支額で40 万1,000円の黒字

決算となっております。

　　以上、平成 26 年度各会計の決算状況についてご説明をいたしました。

　　ご審査の上、ご認定賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　次に、議会運用例第60 条の規定により、監査委員より決算審
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査の意見を求めます。

　　新田勝幸代表監査委員。

○新田勝幸代表監査委員　平成26 年度の上士幌町一般会計及び５特別会計の歳入歳出決

算並びに基金運用状況につきまして、代表監査委員の私と中島監査委員によりまして、

実質 29 日間を要し、必要に応じて各課部局の担当職員から事情聴取をするなど、慎重

かつ厳正に審査をいたしました。

　　審査の結果につきましては別紙、平成26 年度決算審査意見書、決算審査の概要のと

おりでございますので、ごらんいただきたいと存じます。

　　第１、審査の対象、（１）上士幌町一般会計、（２）上士幌町国民健康保険特別会計、

（３）上士幌町後期高齢者医療特別会計、（４）上士幌町介護保険特別会計、（５）上

士幌町水道事業特別会計、（６）上士幌町公共下水道事業特別会計。

　　第２、審査の期間でございますが、平成27 年７月 21 日から８月28 日まで、実質

29 日間でございます。

　　第３、審査の場所ですが、監査委員室で行いました。

　　第４、審査の方法、１、平成26 年度上士幌町一般会計及び５特別会計については歳

入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調査及び財産に関する調

書に基づき審査を行いました。２、審査に当たっては、①決算の計数は証書類及び関係

諸帳簿と符合し正確であるか、②予算が議会の議決の趣旨に沿って執行されているか。

基金には基金条例の趣旨に沿って運用されているか。③収入、支出、財産の管理及び基

金の管理運用等の財務に関する事務等が地方自治法にその他関係法規に準拠し、適正に

処理されているか。以上の３項目に重点を置き、例月出納検査の結果も考慮し、関係職

員から事情聴取するなどにより、慎重に審査をいたしました。

　　第５、審査の結果でありますが、審査の結果、平成26 年度上士幌町一般会計及び５

特別会計歳入歳出決算額は証書類及び関係諸帳簿と照合し、相違ないことを確認し、予

算の執行及び収入、支出等の財務に関する事務等について適正に執行されたものと認め

るものであります。

　　以上、平成 26 年度決算審査結果とさせていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　認定案件６件の提案説明及び監査委員の決算審査意見が終わり

ましたので、これより質疑を行いますが、認定案件６件に対する質疑は議会運営委員長

の報告にありましたように、決算審査特別委員会を設置してこれに付託の上、審査した

いと思いますので、認定案件に対する詳細な質疑は決算審査特別委員会において行うよ

うご協力願います。
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　　また、監査委員の決算審査意見に対する質疑は議会運用例第58 条の３第２項の規定

により、決算審査特別委員会において行うことができますので、大綱的な質疑にとどめ、

詳細な質疑は決算審査特別委員会において行うようご協力願います。

　　それではこれより質疑を行います。

　　質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上をもって質疑を終結いたします。

　　ここでお諮りいたします。

　　ただいま議題となっております認定第１号から認定第６号までの平成26 年度一般会

計ほか５特別会計の決算認定の審査については、議長及び議会選出監査委員を除く９名

の委員をもって構成し、決算審査特別委員会を設置し、これに６件を一括して付託し、

審査いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、認定第１号から認定第６号までの平成26 年一般会計ほか５特別会計の決算

認定の審査については、議長及び議会選出監査委員を除く９名の委員をもって構成する

決算審査特別委員会を設置し、これに６件を一括して付託し、審査することに決定いた

しました。

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

◎決算審査特別委員会委員長、副委員長の互選について

○議長（杉山幸昭議長）　ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員長及び副委

員長は、委員会条例第８条第３項の規定により委員会において互選することになってお

りますが、議会運用例113条の１の規定により、あらかじめ議会運営委員会において協

議いたしまた。

　　ここでお諮りいたします。

　　この際、決算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選の方法は、議長の指名推選

によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、決算審査特別委員会の委員長及び副委員長は議長において氏名することに決

定いたしました。

　　それでは指名いたします。
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　　決算審査特別委員会の委員長に２番、佐々木守議員を、副委員長に９番、渡部信一議

員を指名いたします。

　　お諮りいたします。

　　決算審査特別委員会の委員長に２番、佐々木守議員を、副委員長に９番、渡部信一議

員を選任することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、決算審査特別委員会の委員長に２番、佐々木守議員を、副委員長に９番、渡

部信一議員を選任することに決定いたしました。

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

◎議案第４５号の上程、説明、質疑、委員会付託

○議長（杉山幸昭議長）　日程第15 、議案第45 号上士幌町長期継続契約を締結するこ

とができる契約を定める条例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　ただ今上程されました議案第45 号上士幌町長期継続契約を締

結することができる契約を定める条例の制定について、その提案理由と内容についてご

説明申し上げます。

　　資料の議案第 45 号関係をご参照願います。

　　本条例制定の目的でありますが、平成16 年地方自治法等の一部改正により、長期継

続契約の対象となる契約の範囲が拡大されたため、本町でも条例を整備し、物品の借り

入れ及び役務の提供を受ける契約の複数年にわたる長期継続契約を可能とするものであ

ります。

　　次に、関係法令でありますが、地方自治法では第234条の３に長期継続契約の定めが

あり、電気、ガス、水の供給、電気、通信役務の提供、不動産を借りる契約以外に、そ

の他政令で定める契約を締結することができることと定められており、地方自治法施行

令では第167条の 17 に「翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける

契約で、その契約の性質上翌年以降にわたり契約を締結しなければ当該計約に係る事務

の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものとする。」と定められて

おり、これらの規定により物品の借り入れ及び役務の提供を受ける契約について本条例

で定めるものであります。

　　次に、内容についてでありますが、条例の構成につきましては、全体で２条の構成と
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なっております。

　　第１条ではこの条例の趣旨を定めております。

　　第２条ではその対象となる契約について定めるものでありますが、第１号で物品の借

り入れる契約で商慣習上、翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの

としております。

　　第２号では、施設整備等の管理業務等の役務の提供を受ける契約であって、毎年４月

１日から役務の提供を受ける必要があるものとしております。

　　また、本条例を運用するに当たりましては、別途運用要領を制定し、契約期間におけ

る物品の借り入れは原則７年以内とし、物品等の耐用年数に基づき商慣習上認められる

範囲内の期間とし、役務の提供を受ける場合には、原則として３年以内と設定すること

としております。

　　なお、この条例は公布の日から施行するものであります。

　　以上、上士幌町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定につい

てその提案理由と内容についてご説明いたしました。ご審議の上、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45 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 45 号に対する質疑を終結いたします。

　　お諮りいたします。

　　ただいま議題となっております議案第45 号は会議規則第39 条第１項の規定により、

総務文教厚生常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 45 号は総務文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。

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

◎議案第４６号及び議案第４７号の上程、説明、質疑、委員会付

託

○議長（杉山幸昭議長）　日程第16 、議案第46 号上士幌町消防団条例の制定について、

日程第17 、議案第47 号上士幌町消防団報賞金条例の制定について、以上２案を一括

して議題といたします。
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　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　高嶋総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　ただ今上程されました議案第46 号上士幌町消防団条例の制定につ

いて、議案第47 号上士幌町消防団報賞金条例の制定について、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。

　　本年５月１日付で帯広市を含む十勝19 市町村による十勝広域消防事務系組合が設立

され、平成28 年４月１日から消防活動を開始することとなりました。これにより、本

町を含む北十勝４町で組織していた北十勝消防事務組合は平成28 年３月 31 日付をも

って解散することとなっています。

　　帯広市を除く各町村の消防団につきましては、これまでも実質的には各町村によって

組織され活動しておりますが、組織上は各消防事務組合において関係条例等が制定され

運営されてきました。本町が構成員となっております北十勝消防事務組合におきまして

も消防団に関する条例等が制定されています。

　　今回の消防広域化によって、消防団が広域化の対象外となったことにより、消防団に

関する条例等を各町村において制定する必要があります。このため、本町においても新

たに消防団に関する条例を制定するものであります。

　　初めに、議案第46 号上士幌町消防団条例の制定について具体的な内容をご説明いた

します。

　　別紙、議案第 46 号関係資料をご参照願います。

　　現在の北十勝消防事務組合の条例と今回制定いたします条例との対照表であります。

　　左側が現在の北十勝消防事務組合の条例で、右側が新規条例案であります。

　　第１条は、条例の趣旨であります。この条例は消防組織法に基づき、消防団の設置、

名称等を定める旨を規定しております。

　　第２条は、設置、名称及び区域の規定であります。消防団の名称は上士幌消防団、そ

の管轄区域は上士幌町全域とするものであります。

　　第３条は、定員の規定であります。消防団の定員は現在の定員と同じ67 名とするも

のであります。

　　第４条は、任命の規定であります。消防団長及び消防団員の任命方法等を規定するも

のであります。

　　第５条は、任期の規定であります。団長及び副団長の任期を規定するものであります。

　　第６条は、退職の規定であります。団員の退職について規定するものであります。

　　第７条は、欠格事項の規定であります。団員となることができない者を規定するもの
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であります。

　　第８条は、分限の規定であります。団員が一定の要件に該当した場合には、降任、ま

たは解職する旨を規定するものであります。

　　第９条から第12 条は、懲戒に関する規定であります。団員が消防に関する法令に違

反した場合や団員としてふさわしくない行為等があった場合における懲戒処分の手続等

を規定するものであります。

　　第13 条及び第14 条は、報酬、費用弁償の規定であります。団員の年報酬及び招集

の際の費用弁償について規定するものであります。支給内容は別表第１及び別表第２の

とおりであります。

　　第15 条は、消防団の出動命令の規定であります。消防団の出動命令について規定す

るものであります。

　　第16 条は、服務の規定であります。団員が遵守すべき事項を規定するものでありま

す。

　　第 17 条は、団員の訓練の規定であります。

　　第18 条は、委任の規定であり、この条例施行に対し、必要な事項については規則で

定めることとしています。

　　附則第１項として、この条例は平成 28 年４月１日から施行するものであります。

　　附則第２項は、経過措置規定であります。北十勝消防事務組合の開催の日において、

団長または副団長であった者が、引き続き上士幌消防団長及び副団長となる場合の任期

は、同組合において団長または副団長に任命された日から起算するとするものでありま

す。

　　次に、議案第47 号上士幌町消防団報賞金条例の制定について具体的な内容をご説明

いたします。

　　別紙、議案第 47 号関係資料をご参照願います。

　　現在の北十勝消防事務組合の条例と今回制定する条例との対照表であります。左側が

現在の北十勝消防事務組合の条例で、右側が新規条例案であります。

　　第１条は、条例の目的であります。この条例は消防団員及び部外の個人が消防活動等

に従事、または救急業務に協力したことにより、死亡等した場合に報賞金を授与するこ

とを目的とする旨を規定しております。

　　第２条は、消防団員に対する報賞金の規定であります。消防団員が消防活動に従事し

たことにより死亡等した場合に、報賞金を支給することを規定するものであります。支

給内容は、別表第１及び別表第２のとおりであります。
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　　第３条は、協力者等に対する報賞金の規定であります。消防活動等に従事または救急

活動に協力したことにより、死亡等した者に対して報賞金を支給することを規定するも

のであります。

　　第４条は、認定の規定であります。報賞金授与の認定について規定するものでありま

す。

　　第５条は、委任の規定であります。この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定め

ると規定するものであります。

　　附則第１項として、この条例は平成 28 年４月１日から施行するものであります。

　　附則第２項は、経過措置について規定したものであります。北十勝消防事務組合の解

散の日以前に授与すべき事由が生じた同組合消防報賞金条例の規定に基づく場合にあっ

ては、同組合の解散の日以後に授与するものについては、この条例の規定に基づく報賞

金とみなすと規定するものです。

　　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２案について一括質疑

を行います。

　　質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって２案に対する質疑を終結いたします。

　　お諮りいたします。

　　ただいま議題となっております２案は会議規則第39 条第１項の規定により、総務文

教厚生常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、２案は総務文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。

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

◎議案第４８号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第18 、議案第48 号上士幌町個人情報保護条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　高嶋総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　ただ今上程されました議案第48 号上士幌町個人情報保護条例の一
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部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　例規集は第３編行政通則、第３章情報管理をご参照願います。

　　上士幌町個人情報保護条例につきましては、個人情報の適正な取り扱いの確保に関し、

必要な事項を定めるとともに、町の機関が保有する個人情報の開示等を求める権利を明

らかにすることにより、個人の権利、利益の保護及び町民に信頼される公正で民主的な

町政の発展に寄与することを目的に、平成 13 年 12 月に制定しております。

　　平成25 年５月に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律、いわゆるマイナンバー法が成立し、既に国、地方自治体などではその実施に向

けてのシステム整備やマイナンバー付番等の準備が行われており、本庁においても準備

作業を進めているところです。また、マイナンバー法は一部の規定を除き、平成27 年

10 月５日から施行され、平成28 年１月１日から利用開始されることが決定されてお

ります。

　　マイナンバーの利活用に当たっては、マイナンバー法によって厳しい個人情報保護措

置が講じられており、システム面においても保護措置が図られています。地方公共団体

の個人情報保護の取り扱いに関してはこれまでの国の個人情報保護法制において、地方

分権の観点からそれぞれの自治体で制定する個人情報保護条例によることとされていま

すが、新たに制定されたマイナンバー法の規定により、地方自治体はこの法律の趣旨に

即した必要な措置を講じることとされたことから、関係する条文を改正するものであり

ます。

　　具体的な改正内容についてご説明いたします。

　　議案第 48 号関係新旧対照表をご参照願います。

　　下線部分が改正部分であります。

　　第２条は、この条例における用語の定義を定めたものです。マイナンバー法に規定さ

れている特定個人情報及び情報提供等記録について追加するものです。

　　第７条は、個人情報収集の制限に関し、マイナンバー法に関する部分以外について規

定するものです。

　　第７条の２は、マイナンバー法にかかる特定個人情報の収集等の制限について新たに

規定するものです。マイナンバー法第20 条では、特定個人情報の収集保管の制限規定

を設けており、特定個人情報の収集保管ができるのはマイナンバー法第19 条に規定さ

れた場合のみに限られることとされています。

　　第８条は、マイナンバー法に関する部分以外の個人情報の利用及び提供の制限の規定

であります。この条文では、実施機関は個人情報取り扱い事務の目的以外に個人情報を
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当該実施機関内において利用し、または当該実施機関以外の者に提供してはならない旨

を規定し、ただし書きとして、第１号から第５号までに該当する場合を例外としていま

す。

　　同条第３項においては、第１号から第５号までに該当する場合には、速やかにその旨

を本人に通知しなければならない旨を規定していますが、第１号から第４号までの部分

については個人の同意があった場合や個人の生命、身体、財産の安全を守るため、緊急

かつやむを得ない場合など、事前に本人に通知する必要性がないことから、この部分を

削除し、実態に即した規定とするため、関係する条文を改正するものであります。

　　第８条の２は、マイナンバー法にかかる特定個人情報の利用及び提供の制限について、

新たに規定するものです。マイナンバー法に規定されている特定個人情報については、

利用目的以外の利用及び提供を制限するものです。

　　第８条の３は、マイナンバー法に規定する情報提供等記録の利用の制限について新た

に規定するものです。マイナンバー法第23 条では、情報提供等の記録を情報照会者及

び情報提供者並びに情報提供ネットワークシステムに記録保存させることになっていま

す。これにより、情報提供の記録を確認することを可能とするとともに、不正行為を抑

制することとしています。この情報提供等記録についてその利用目的以外の利用を制限

するものです。

　　第９条は、電子計算組織の結合、いわゆるオンラインによる提供の制限規定でありま

す。マイナンバー法に係る特定個人情報については、法の規定により国の機関及び地方

公共団体とオンラインにより運用するものであるため、オンラインの制限からマイナン

バー法に係る特定個人情報を除外するものであります。

　　第12 条及び第13 条は、自己に関する個人情報の開示請求権及び開示請求の手続に

関する規定であります。マイナンバー法では、特定個人情報について、不正な情報提供

等を防止する観点や利便性の面から専門家である税理士や社会保険労務士等の任意代理

人による開示請求が認められていることから、同様の規定に改正するものであります。

　　第25 条は、個人情報の訂正の決定等に関する規定であります。第３項を新たに追加

し、個人情報の訂正請求に基づき、マイナンバー法に係る情報提供等記録の訂正を実施

した場合の取り扱いを規定するものであります。

　　第26 条は、是正の申し出に関する規定であります。是正を求める個人情報から、マ

イナンバー法に係る情報提供等記録を除外するものであります。情報提供等の記録は情

報提供の記録を確認することを可能とするとともに、不正行為を抑制することを目的と

しているため、是正対象から除外するものであります。
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　　第36 条は、他の制度との調整に関する規定であり、第２項について改正するもので

あります。特定個人情報については他の法令により同一方法の開示の実施が定められて

いるときであっても、個人情報保護条例による開示の実施を重ねて行う必要があること

から、調整規定を適用除外とするものであります。

　　以上が改正内容であります。

　　なお、附則としてこの条例は平成 27 年 10 月５日から施行することとしています。

　　ただし、情報提供等記録に関する部分の規定は、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律、附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日から

施行することとしています。

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

だきますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第48 号について

質疑を行います。

　　質疑ありますか。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　保護条例の改正により、いろいろ個人、マイナンバーの番号

を保護すること、条例改正したにしろ情報が漏れるということについては大変危機感を

持っております。それで、年金問題の関係で情報が漏れてまだまだ解決していないと思

うんですが、私が調べた資料、新聞の切り抜きの中には、年金との関係について、基礎

番号との連結の開始時期を当初予定の来年１月から延期するという、半年から１年ぐら

い送るという方向が出ておりますが、その辺について、今回保護条例を制定したにしろ

情報が漏れるんではないかと、それも含めて年金との関係ではちょっと足並みがそろわ

なくて、もうちょっと延期になるんじゃないかという情報がありますが、その点につい

て質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　高嶋総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　今おっしゃられたのは、年金との連動の関係だと思いますが、先般

マイナンバー法の改正がありまして、そのことは年金の部分については一部延期になっ

たというふうに聞いておりますが、そのほかの部分につきましては予定どおりのスケジ

ュールで、当初の制定されたスケジュールで進むということと理解しております。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　来年１月からの施行に関しては年金についてはおくれると。

それからその後について2017 年ということは、次の次です。そのときには労災保険ほ
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かの制度と連携させる予定だが、それも調整に入ると。何かいろいろな意味でいろいろ

なことが調整、調整で、実際に来年の１月からきちんとこの制度が連結されるんだろう

かということもありますが、その点含めてまだまだいろいろな情報漏れも含めて危険な

マイナンバー制度ではないかというふうに考えますが、その点について質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　高嶋総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　個人情報の保護に関しては、マイナンバー法の中でも厳しい制限規

定が設けられておりますし、先ほど情報提供等の記録ということで、行政機関同士で行

政上必要があって個人の番号を照会する場合には、システム上記録が残ることになって

おりまして、その記録を誰が見て、何の目的で見たかは必ずシステム上記録に残ること

になっております。こういったものは施行は平成29 年１月からこの分については施行

されますけれども、個人の方も自分の記録がどの部分で利用されたかがわかるようなシ

ステムになっておりますので、そういったもので個人情報保護が十分にその部分につい

ては図られているというふうに思います。マイナンバー法の中でも個人情報の保護につ

いては厳しい規定が設けられておりまして、罰則規定も従来の個人情報保護以上の重い

罰則規定も設けられているというところでございます。

○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 48 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。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　議案第48 号上士幌町個人情報保護条例の一部を改正する条

例について反対討論を行います。

　　この条例は、10 月５日より通知が開始されますマイナンバーに関する事項、個人保

護に関する条例の制定です。先程答弁にも個人の情報は守られるという、そういう意味

で厳重に守られるという答弁がありまたが、このマイナンバー制度そのもの、秘密が漏

れないということはあり得ないということで、危険性を含んでおります。このマイナン

バー制度は各種の個人情報を一つの個人番号に集約し、活用する制度で一旦情報が漏れ

ると犯罪等の危険を伴い、国民にはかり知れない負担をもたらすものです。既に実施し

ているアメリカ、韓国では番号の売買や情報流出、なりすましによる犯罪が後を絶ちま
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せん。日本において、先ほども指摘いたしました125万件もの年金番号の情報流出が出

たことも明るみになり、実際犯罪にまで及んでおります。政府は利便性を強調しますが、

国民にとってメリットはほとんどないと判断いたします。

　　政府の本当の狙いそのものは、情報を一つにすることによる社会保障の削減にありま

す。実際、10 月以降の番号通知もきちんと全ての国民に届くのかという不安もありま

す。情報の管理やさまざまな手続もおくれているように思います。このような中、マイ

ナンバーと基礎年金番号の連結時期を半年から１年延期する。また労災保険などほかの

制度との連結の時期も延期する方向で動いています。このように、国民に何のメリット

もない不備だらけの、情報漏れ等の危険の伴うマイナンバー制度は実施するべきでない

と判断し、この条例に反対いたします。

○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48 号に対

する討論を終結いたします。

　　これより議案第 48 号の採決を行います。

　　本案は起立により採決を行いますが、起立しない議員は反対とみなします。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案可決すべきものと決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいです。

　　起立多数であります。

　　よって、議案第 48 号は原案可決すべきものと決定いたしました。

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

◎議案第４９号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第19 、議案第49 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。

○綿貫光義会計管理者兼町民課長　ただいま上程されました議案第49 号上士幌町税条例
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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６編財政、第３章町税をごらんください。

　　今回税条例の一部を改正する理由ですけれども、地方税法の一部改正する法律が平成

27 年法律第２号が 27 年の３月 31 日に可決され同日交付されました。

　　改正の内容のうち軽自動車税の見直し等急を要する内容につきましては専決処分を行

い、第２回の臨時議会で報告し、承認をいただいているところでございます。

　　今回の改正内容につきましては、行政手続における特定個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に伴い、個人番号や法人番号等の項目の追加整理を行うために改正

するものでございます。

　　それではお手元の資料、議案第49 号関係、上士幌町税条例の一部を改正する条例の

新旧対照表をごらんください。

　　まず、第２条第３号及び第４号につきましては、法人に関して事務所または事業所の

所在地、名称及び法人番号の規定を追加整備するものでございます。

　　次に、第33 条第２項にただし書きを加えます。これは、町民税の所得割の課税標準

の算定方法で、所得税における外国転出時課税の創設に伴い、個人町民税所得割の課税

標準の計算において、当該譲渡所得については、所得税法の計算の例によらないものと

する改正でございます。

　　それから、第 36 条の２第８項は、法人番号の規定を追加整備するものでございます。

　　第36 条の３の３第４項では、所得税法の項のずれによる整備で、第203条の５第４

項から203条の５第５項に改めるものでございます。

　　次に、第51 条第２項第１号、それから第63 条の２第１項第１号、第63 条の３第

１項第１号及び第２項第１号第71 条第２項第１号、第74 条第１項第１号、第74 条

の２第１項第１号については、それぞれ名称、個人番号及び法人番号の規定を追加整備

するものでございます。

　　次に、第89 条第２項第２号は、事務所もしくは事務所の所在地、個人番号及び法人

番号の規定を追加整備するものでございます。

　　第 90 条第２項第１号は、個人番号の規定を追加整備するものでございます。

　　第139条の３第２項第１号は、個人番号及び法人番号の規定を追加整備するものでご

ざいます。

　　第149条第１項第１号は、事務所もしくは事業所の所在地、個人番号及び法人番号の

規定を追加整備するものでございます。
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　　次に、附則第20 条第１項第１号及び第３項第１号につきましては、名称、個人番号

及び法人番号の規定を追加整備するものでございます。

　　次に、施行日ですけれども、第33 条及び第36 条の３の３の改正規定につきまして

は平成28 年１月１日から適用し、第２条第３号及び第４号から附則22 条第１項第１

号及び第３項第１号の改正規定につきましては、行政手続における特定の法人の識別を

するための番号の利用等に関する法律、附則第１条第４号に掲げる規定の施行日からと

なります。

　　また、今回の改正規定には、附則第２条から第６条まで、経過措置として施行の日以

降から適用しますけれども、それ以前については従前の例によるという経過措置を設け

てございます。

　　以上、議案第49 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49 号について

質疑を行います。

　　質疑ありますか。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　今回法人に対する番号について、法人税等請求する場合の制

度だと思うんですが、この法人の関係について、町内業者含めてどれほど徹底されてそ

の準備が進んでいるのかという点について、一般的には新聞等の報道ではなかなか進ん

でいないと。それを処理するだけの人もいないし体制もないという点について、法律は

どんどん進むんですが、来年１月より施行されるに当たりどれほど準備が進んでいるの

か、把握している範囲で説明をお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　綿貫町民課長。

○綿貫光義会計管理者兼町民課長　町のほうでは、個人番号のほうの周知を行っておりま

すけれども、法人に対する説明についてはうちのほうからは具体的にはしておりません。

ただ、チラシ等については商工会を通じて配布したりですとか、ポスター等も掲示して

いただいているところでございます。

　　 11 月に税務署が来て確定申告の説明会がありますけれども、その席で具体的に法人

番号についてご説明をいただくようお願いしているところでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　個人については10 月以降配布されると思うんですが、法人
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については 10 月じゃなくて、それ以降ということになるのか、その説明が終わって、

11 月に説明会があってから番号の通知が多分上から来るんだと思うんで、その通知と

説明があるのか、もしそこで説明あったにしろ、実際に町に法人税払うときには町にい

ろいろ質問等相談があるかと思います。その点についてどのように対応するのか、質問

いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　綿貫町民課長。

○綿貫光義会計管理者兼町民課長　法人の方の番号については税務署のほうから直接番号

が通知されるというふうに聞いております。

　　いつからということでございますけれども、その辺についてはちょっとまだ確かな日

程等は把握しておりません。来年からということでございますけれども、実際に使うの

は 29 年の申告からということになりますので、来年のというか、28 年からの所得に

関して、それぞれ個人番号、法人番号もありますけれども、給与をいただくときには、

個々の個人番号も記載されるということになってございますので、実際に使用していく

というか、使うというのは28 年の１月１日から適用されるということで進んでいくか

と思われます。

○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 49 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。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　議案第49 号上士幌町税条例の一部を改正する条例について

反対討論を行います。

　　この条例は、平成28 年１月より施行されますマイナンバー制度により法人の税金の

手続に関する改正であり、反対いたします。

　　マイナンバー制度についての反対理由については議案48 号について述べたとおりで

ございます。

　　以上、反対討論といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　次に本案に対する賛成の討論を行います。

　　討論ありますか。
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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49 号に対

する討論を終結いたします。

　　これより議案第 49 号の採決を行います。

　　本案は起立により採決を行いますが、起立しない議員は反対とみなします。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案可決すべきものと決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（杉山幸昭議長）　起立多数であります。

　　よって、議案第 49 号は原案可決すべきものと決定いたしました。

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

◎議案第５０号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第20 、議案第50 号上士幌町手数料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。

○綿貫光義会計管理者兼町民課長　ただいま上程されました議案第50 号上士幌町手数料

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。

　　町例規集につきましては第６編財政、第４章税外収入をごらんいただきたいと思いま

す。

　　今回の手数料条例の一部を改正する理由でございますけれども、行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律により、平成27 年 10 月５日よ

り、個人番号を通知する通知カードが郵送されます。平成28 年１月１日からは個人番

号の利用が開始、希望者には個人番号カードの交付を受けることが可能となります。通

知カードや個人番号カードの 初の発行に係る手数料につきましては無料でございます

けれども、紛失等により再発行する場合には、通知カード１件500円、個人番号カード

１件800円の再交付手数料を徴収するために、今回上士幌町手数料条例の一部を改正す

るものでございます。

　　それでは、お手元の資料、議案第50 号関係、上士幌町手数料条例の一部を改正する

－64－



条例の新旧対照表をごらんください。

　　改正前の別表第３中、その他の許可申請と手数料の表でございますけれども、この表

につきまして、改正後のその他の許可申請と手数料の表に改めるものでございます。

　　内容といたしましては、住民基本台帳カードの交付及び再交付を削除し、個人番号通

知カードの再交付１件500円と個人番号カードの再交付１件800円をそれぞれ加えるも

のでございます。

　　また、附則におきまして、平成27 年 10 月５日から施行することとし、ただし書き

により住民基本台帳カードの交付及び再交付手数料については平成28 年１月１日まで

従前の例によるものといたします。

　　以上、議案第50 号上士幌町手数料条例の一部を改正する条例の制定について、その

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

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50 号について

質疑を行います。

　　質疑ありますか。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　カードについての 終的な住所はかなりいつもいろいろな意

味で住所変更あったりするんですけれども、 終的な確認の日付はいつなのかと。10

月１日から発行すると言いましても、１日に引っ越したら変わります。 終的などの時

点でのデータをもとに情報機構のほうが各家庭に発行するのか、その時期を教えていた

だきたいと思います。

　　それと、その形が多分内容証明でくるんだろうと思います。勝手には配らないと思い

ますが、その内容証明で来るのか、その辺の厳格さについてどうなっているのかと、そ

れから、紛失した場合とか忘れた場合について、必ず再発行をしなければいけないのか。

委員会の中では例えば手続するときに番号を忘れたというときには、証明書があれば、

役場のほうで番号はわかって書いてもらえるんじゃないかというような答弁も受けたん

ですが、多分高齢者の方々は前の住基番号もそうなんですが、何かわからないうちにし

まっておいて、どこに置いたかわからないと。書類書くときに、保険出すときには番号

書かなければいけないということに徹底していなければ、そのものそのものをどこに置

いてあるかも、投げてはいないと思うんですけれども、その辺について、必ずなくなっ

たと言われた場合には再発行しなければいけないものかどうか、質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　綿貫町民課長。
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○綿貫光義会計管理者兼町民課長　今回、10 月５日から発送する分でございますけれど

も、いつの時点というのはちょっと今のところ確認させていただきたいと思います。

　　次の、再交付の関係ですけれども、再交付で、ただ単に紛失したとか、汚してしまっ

たとか、本人の理由によって起こったものについては原則手数料をいただくということ

に考えております。ですから、安易にしまい忘れてしまったとか、そういうことですぐ

再発行するということは考えておりません。できる限り、そこら辺の重要性、個人番号

の重要性を認識していただくためにも探していただくと、安易には再交付はしませんと

いうことで考えております。

　　手数料の関係も、なくしたんだから無料で交付してほしいということも言う方もいら

っしゃると思いますけれども、個人番号の重要性を鑑みますと、手数料を払っていただ

きたいというふうに考えてございます。

　　同じカードでも、裏に記載する事項が住所の変更等がありまして、記載する場所がな

くなったという場合等についてはこれは本人の瑕疵でもございませんので、それについ

ては無料で再交付をしたいというふうに考えてございます。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　私が知り得ている情報の中では、９月、この冊子自体は８月

につくられたと思うんですが、９月下旬までに住所を変更した方は新しい住所にできる

と。要するに９月末ですので、９月いっぱいにはできるんですが、10 月２日までの情

報を更新に踏まえるというのがあるので、ぎりぎり９月末じゃなくて10 月１日、２日

までは新しいところに発行できるだろうと思うんですが、情報を整理したにしろ、10

月５日以降にその情報が間に合うんだろうかとか、その方について多分10 月５日以降

といっても10 月５日即配るわけではありませんので、10 月中旬までに整理ができて

きちんと届くんだろうかと、そういうことも含めて 終的には役場のほうに、町民課の

ほうに届いていないということが多分問い合わせ等が来るんだろうと思います。その点

きちんと確認しておかないと、担当者が混乱すると思うんです。来るはずだけれども、

来ないとか、住所変わったけれども、どちらに行ったんだろうかというふうになります

ので、その辺きちんと整理をして対応してほしいと思って質問させてもらいました。

○議長（杉山幸昭議長）　綿貫町民課長。

○綿貫光義会計管理者兼町民課長　個人通知カードでございますけれども、10 月１日か

ら一斉に通知されるというものではございません。一応、整理されたものから順次簡易

書留で本人のところに行くということでございますので、その間、１月かかる人も中に

はいるかと思いますけれども、そういうことでご理解をいただきたいと思います。
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○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 50 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。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　議案第50 号上士幌町手数料条例の一部を改正する条例につ

いて反対討論を行います。

　　この条例は、10 月５日より交付されますマイナンバーにより個人カードの再交付を

受ける条例改正であり、反対いたします。

　　マイナンバー制度に対する反対につきましては議案48 号と同じ理由ですので省略い

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50 号に対

する討論を終結いたします。

　　これより議案第 50 号の採決を行います。

　　本案は起立により採決を行いますが、起立しない議員は反対とみなします。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案可決すべきものと決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（杉山幸昭議長）　起立多数であります。

　　よって、議案第 50 号は原案可決すべきものと決定いたしました。

　　ここで 15 分間休憩といたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午後　３時０７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　３時１８分）

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

◎議案第５１号の上程、説明、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第21 、議案第51 号平成27 年被表彰者の決定について

を議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　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51 号平成27 年被表彰者の決定に

ついて、その提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　本件につきましては、上士幌町表彰条例第２条第１項の規定により、議会の議決を求

めるものであります。

　　被表彰者の功績につきましては、別紙、議案第 51 号関係資料をご参照願います。

　　被表彰者の住所、氏名、生年月日につきまして申し上げます。

　　なお、住所の河東郡は省略させていただきます。

　　 初に、自治功労賞、地方自治の進展に貢献された方２名でございます。上士幌町字

上士幌基線237番地、堂畑義雄さん、生年月日、昭和13 年７月25 日、上士幌町字上

士幌東三線234番地、土田敏夫さん、生年月日、昭和 12 年６月 27 日。

　　次に産業功労賞、産業の振興に貢献された方３名でございます。上士幌町字居辺515

番地、鈴木洋治さん、生年月日、昭和 24 年 12 月 15 日。上士幌町字上士幌東五線

301番地、青山勇さん、生年月日、昭和24 年 12 月 10 日。上士幌町字上士幌東一線

223番地６、内海克己さん、生年月日、昭和 18 年８月 21 日。

　　以上、５名でございます。

　　なお、本提案に当たりましては、平成27 年８月10 日に表彰者選考委員会を開催し、

町長の諮問に基づき答申を受けたところであります。

　　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）　これより議案第 51 号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。
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　　よって、議案第 51 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第５２号から議案第５５号の上程、説明、質疑、討論、採

決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第22 、議案第52 号平成27 年度上士幌町一般会計補正

予算（第４号）、日程第23 、議案第53 号平成27 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24 、議案第54 号平成27 年度上士幌町介護保険特別

会計補正予算（第１号）、日程第25 、議案第55 号平成27 年度上士幌町公共下水道

事業特別会計補正予算（第１号）、４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　ただ今上程されました議案第52 号から 55 号までの平成27 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7,129万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 86 億5,553万7,000円となります。

　　それでは、予算補正を行う各会計の内容を申し上げます。

　　議案第 52 号一般会計補正予算（第４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5,669万4,000円を追加し、総額

を 65 億9,413万5,000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２ペ

ージから４ページ、第１表のとおりでございます。

　　第２条では、地方債補正といたしまして、過疎対策事業債の限度額を４億1,860万円

から４億3,860万円に変更補正をいたします。

　　歳出のうち、追加補正の主なものといたしましては、ふるさと納税特産品発送事業

590万8,000円、ふるさと納税特産品消費拡大プロモーション事業548万円、小さな拠

点形成に向けた交通ネットワーク体系調査事業396万4,000円、戸籍住民基本台帳管理

経費101万1,000円、無料職業紹介システム構築事業735万5,000円、農業振興管理経

費142万5,000円、プレミアム商品券追加発行事業900万円、小さな拠点づくり調査研

究事業455万2,000円、定住促進賃貸住宅建設費助成事業1,998万円、十勝広域消防事

務組合経費119万8,000円を追加補正いたします。

　　事項別明細書以下につきましては説明を省略させていただきます。
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　　次に、各特別会計の補正予算についてご説明申し上げます。

　　 26 ページの議案第53 号国民健康保険特別会計補正予算（第２号）をごらんくださ

い。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ423万6,000円を追加し、総額を

９億2,772万7,000円とするものでございます。

　　補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は27

ページ第１表のとおりでございます。

　　歳出の主なものにつきましては、療養給付費交付金等返還金423万3,000円を追加補

正するものでございます。

　　事項別明細書以下につきましては説明を省略させていただきます。

　　次に、31 ページの議案第54 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に787万6,000円を追加し、総額を６億

1,385万3,000円とするものでございます。

　　補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は32

ページ第１表のとおりでございます。

　　歳出の主な補正内容につきましては、介護給付費等負担金返還金781万1,000円を追

加補正いたします。

　　事項別明細書以下につきましては説明を省略いたします。

　　次に、42 ページの議案第55 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248万4,000円を追加し、総額を２億

3,734万7,000円とするものでございます。

　　第２条では、地方補正といたしまして、下水道事業債の限度額を580万円から700万

円に変更補正いたします。また、過疎対策事業債の限度額を570万円から690万円に変

更補正をいたします。

　　補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は43

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248万4,000円を追加補正

をいたします。

　　事項別明細書以下につきましては説明を省略をいたします。

　　以上、一般会計並びに３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
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しくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより会計ごとに質疑を行い

ます。

　　それでは、議案第52 号平成27 年度上士幌町一般会計補正予算（第４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総務費、12 ページから14 ページの総務費、統計調査費まで

質疑を行います。

　　質疑ありますか。

　　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　 12 ページなんですけれども、ふるさと納税特産品消費拡大プ

ロモーション事業548万円となっておりますが、本年度の予算書を見ますと、ふるさと

納税特産品発送事業、その中とは別だという考え方で、新たにこのプロモーションです

から何かやるということなんですか。内容的にちょっと説明してください。

○議長（杉山幸昭議長）　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　新たに今回補正をさせていただくものということでございます。

　　今回のプロモーション事業でございますけれども、実際に各種特産品を消費していた

だくために手を打っているわけですけれども、このことをもっともっと深く掘り下げて

事業を展開したいということで、今回の548万円につきましては、委員会のときにもご

説明させていただきましたけれども、地方創生先行型の事業、国の事業に手を挙げなが

ら、それを原資としながら、この事業も展開していきたいということでございまして、

そのようなことでご理解いただければと、そのように思っております。

　　実際には、クックパッドに対しまして消費拡大プロモーションを行うということでご

ざいまして、ここではいろいろなプロモーションを行っていただいた後、レシピとして、

この町の食材をいろいろと使っていただきながら、それを今度レシピとしてまたこのう

ちの情報としてストックとして、また町民等々に還元をしていけるということで、それ

らを含めまして548万円をもって事業を展開していきたいと、そのようなことですので、

ご理解のほうよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかに質疑ありますか。

　　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　ふるさと納税の事業、大変好評で追加をするということは、

歳入も見込めることから非常にいいことですけれども、ここで書いてある賃金というの
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は新たに忙しくてまた人を雇うということなのか、この賃金の算定の内容というのはど

ういうふうになっているのか、お聞きをしたいというふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　このことにつきましては、各社の事務的な対応が必要だという

ことで、パート単価は852円を見ておりますけれども、84 時間、それの５カ月分を見

て今後に対応していきたいということでございまして、合計35 万8,000円分を見てい

るということでございます。

○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、14 ページの民生費、社会福祉費から18 ページ、農林

水産業費、林業費まで質疑を行います。

　　質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、18 ページ、商工費から22 ページ、消防費まで質疑を

行います。

　　質疑ありますか。

　　１番、伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　 16 ページの無料職業紹介システム構築事業なんですけれども、

流れとしてどういう流れになるのか、どこに委託するのか、お聞きをいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　流れといたしましては、今、総合戦略のほうでも各種どんな政

策が必要かというところで積み上げてきておりますけれども、この無料職業というのは、

今各種住宅等々それの提供についての情報提供はしているわけですけれども、じゃ職業

の提供に対してはどうなのかといった場合には、まだまだ充実させなければならないと

いうことでございまして、両方備えながら進めていきたいとするものでございます。

　　無料職業、できれば平成28 年の４月１日からこの職業所は正式に開設していきたい

というふうに考えておりますけれども、いかんせん、それに伴うノウハウが行政にある

のかというふうに問われたときに、まだまだ未熟な部分も当然ありますし、私たちだけ

ではそれが構築できるのかといった場合には、なかなかそうもいかないというところで

いきますと、やはり高度なそういったノウハウをお持ちのところとタッグを組みながら、

町の事業として構築しなければならないということで考えております。

　　今、先行して各種情報等お持ちになっているのは、宝島社というところがございます
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けれども、そこのところは各社のいろいろな方たちのスキルを一つに束ねながら、そこ

で情報発信をしていけるというところがございますので、まずそこを第一に考えていき

たいと、そのように考えております。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　同じ部分ですけれども、簡単に言えば、求人を出している企

業、ここを公的に少し知らしめる部分も広げて求人を行うという形になると思うんです。

　　問題は、求人ですから、雇用条件というのは必ずつきまといます。そういう中で、雇

う側がそういった労基法上きちんとそういったものを守っている、公的な部分が扱うと

いうことからすれば、そういったことをきちんとクリアできるということもまた一つ大

変重要なんではないかと。だから単に非常に今人員が少ない、職員を求めてもなかなか

いないということで、建設業界を初めとして非常に地方では働き手に苦慮しているとこ

ういう話があるんですけれども、片方に労働条件という問題が必ずつきまとっていると

いうことも含めて考えないといけないと思うんです。

　　公的な機関がそういったことに手を出すということは、公的な補償がつくみたいな信

用性が増す部分が必ずできるわけです。そういうこともこの際きちんと問題解決ができ

るように、一つは、求人を求める側にも一定の理解というか、そういった雇用労働者の

権利、こういうものを尊重するというような方向性を含めて宣伝をしていくというか、

知っていただくということが必要ではないかなと。

　　それと、もう一つは、苦情が来たときに、公的機関という問題の部分で、職業にかか

わる部分ですから、生活にトラブルが起きれば来ると。そのときに町が云々という話に

なると非常に厄介な部分あると思うんで、その辺も今回委託をして事業を構築するとい

う部分で考えていかなければいけないと思うんですが、その辺に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思います。

○議長（杉山幸昭議長）　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　委員会のときにも同様のご心配をいただいていたというふうに

思います。

　　当然に、そこの部分が片一方を欠落するわけにはいかないということで、そのための

システム構築だということでございますので、改めてまたいろいろとご意見等、心配さ

れるような点がありましたら、またご意見のほうもいただきながら、それを持ちながら

私たちの町にとってどのシステムがいいのかというところで構築して、用意ドンという

ところでスタートしていきたいということで考えておりますので、ご理解のほどよろし
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くお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　戻りましたけれども、ここまでの質疑はほかありますか。

　　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　同じく無料紹介システムなんですけれども、士幌町役場、これ

は役場独自がどうか、ちょっと私は役場で紹介しているという話なんです。これはあく

までも短期の農業労働者のシルバーセンターなのかなと思われるんですけれども、私も

人が少ないので申し込んだら、行きますという話になりまして、非常に上士幌の人たち

もかなり申し込んでいます。言ってみれば、無料職業ですから、これは企業、事業主、

農業だけではないと思うんです。北海道 低賃金ですとか保険ですとか、あらゆるもの

を構築した中で、それが雇う人、雇われる人との形の中で、佐々木議員が言ったように

トラブルのないようなやり方で、その辺も上士幌の定住移住にもつながるんじゃないか

と思われますので、この件については企画課のほうで松岡課長中心とした中で、各種団

体含めた中でしっかりと取り組んでいただきたい。答えがあれば。

○議長（杉山幸昭議長）　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　当然心配されるところは多々あろうかと思います。トラブルを

起こしては何もなりませんので、そのためにはしっかりと備えるということだと思いま

すので、今おっしゃったようなところも重々と織り込みながらシステム構築に向けてい

きたいと、そのように考える次第でございます。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　次に、18 ページ、商工費から22 ページ、消防費まで質疑あ

りますか。

　　一番、伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　商工費なんですけれども、プレミアム商品券の追加発行なんで

すけれども、前回に買えなかった人がいなかったのか、そこら辺ちょっとお聞きをいた

します。

○議長（杉山幸昭議長）　柚原商工観光課長。

○柚原幸二商工観光課長　前回というのは、ことしの６月に発行した部分ですね。

　　これは６月に発行した分につきましては商工会にこの業務は委託しているんですけれ

ども、補助事業でやってもらっているんですけれども、登録というか、購入者数は

1,070人程度ということになっていまして、これは一般的な大人の世帯という解釈です

けれども、中には１人につき幾らということをしていますんで、一世帯でたくさん買っ

ている人もいるし、１人で一枚しか買っていない人もいるんですけれども、全員には、
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全員というか5,000人対象であれば、5,000人には行っていないというのは現状であり

ます。

○議長（杉山幸昭議長）　１番、伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　これは国の補助事業でもありますし、町民全体に行き渡るよう

な方法をとっていただきたいと、１軒で子供まで含めて何名、１人が幾らまでというん

ではなくて、１軒に幾らかとか、そして全部に行き渡った時点で余ればまた欲しい人に

売るというような方法をとっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（杉山幸昭議長）　柚原商工観光課長。

○柚原幸二商工観光課長　今回、私どものほうは他町村と違って、他町村は１万円を１口

にして、20 ％、 25 ％の割増ししているんですけれども、できるだけ私たちは所得の

低いといったらおかしいんですけれども、購入しやすいように、4,000円１口で25 ％

で5,000円分やりますということと、あわせて、年金支給日に合わせてできるだけ近い

時期に発行しようということで、できるだけ所得の低い方にも回るようなシステムにし

たいということで、他町村と比べては浅く広く配布できるようには考えておりますし、

今回追加分ももっと先ほど言った1,070人ではなく、もうちょっと当たるようにするた

めに、口数を前回20 口までだったのを、今回10 口までに下げてもっと広く買ってい

ただこうと、回るようにしていこうかというふうなことで考えておりますので、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）　次に、教育費、 22 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。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　コミュニティースクール事業の検討委員会の報償費の関係で

質問いたしますが、どのような内容を検討するのかと。それから７月上旬に多分秋田県

のほうに視察に行ったと思うんですが、その辺との関連もあるのかどうか、質問いたし

ます。

○議長（杉山幸昭議長）　須田教育委員会生涯学習課長。

○須田　修教育委員会生涯学習課長　まず、今回のコミュニティースクールの視察研修の

内容ですけれども、内容は、補正内容といたしましては、まず報償費、検討委員会委員

のまず旅費です。それから報償費、それから旅費、それから使用料、賃貸料なんですけ

れども、一応今回参加する、出席するというか、出張する者が計10 名を予定しており
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まして、報償費ですと１人８万4,600円の今回は教職員の分の報償費になりますので、

８名分ということで60 万円ほど、それから旅費については同じく目的地一緒ですので

８万4,600円、それからこども園から１名、事務局としてこども園から１名、それから

学校教育のほうから今のところ１名ということで２名分で16 万9,000円ほどかかりま

す。それで使用料賃貸料については車両借上料ということで、現地に行ってからの借上

車両について５万円ほどかかるんですけれども、それぞれかかる分のあと執行残があり

ますので、それで足りない分について今回補正するという形になっております。

　　それから、７月１日から４日の日程で、東成瀬村のほうに同じく視察研修に行ってま

いりました。メンバーとしましては、竹中町長初め教育委員さん、それから１名、それ

から教育長、それから小学校長さん、それから中学校の校長さん、それから小学校の教

諭１名、それから私と太田専門員、それから事務局、牧野主事と、社教主事ということ

で９名で行ってまいりまして、その中で向こうの東成瀬村の学力日本一ということで、

その辺の小学校あるいは中学校の訪問で授業内容の研修、それから校長先生等との意見

交換会をやってまいりました。

　　その中で、いろいろな意見交換会している中で、実際の学校の先生、現場の先生にも

研修をしていただくべきであるということになりまして、今回の第２回目というか、メ

ンバーは変わるんですけれども、研修を行うということに流れとしてはなっております。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　そうしますと、今回も東成瀬村ですか、秋田県のほうに行く

のかと、メンバーは違うので、違うメンバーだと、その辺について確認して、これから

多分それによって上士幌学園構想等のほうに多分行くんだろうと思うんですが、今回に

ついては同じ東成瀬村のほうに行って研修をしてくるのかどうか、再質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　須田教育委員会生涯学習課長。

○須田　修教育委員会生涯学習課長　申しわけありませんでした。

　　議員のおっしゃるとおりでございまして、行き先は７月１日から４日までに行ったと

ころと同じ東成瀬村ということでございまして、メンバーがおっしゃるように変わって

いるということでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　ほか質疑ありますか。

　　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　大事な部分ですけれども、事務局費の中の教育専門指導委員

設置事業 12 万7,000円、これは賃金で出ています。実は、これは当初予算でたしか
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375万6,000円の賃金で１人分だというふうに当初予算で見ていたんですが、今回、賃

金がふえたというのは、何か理由があるのかどうか、お聞きをしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　石王教育委員会子ども課長。

○石王良郎教育委員会子ども課長　ただいまのご質問ですが、現在、教育専門員として配

置されている方は校長を退職された方ということで来ていただいておりまして、年度当

初は教職員住宅に住まわれていたわけでありますが、本人帯広に実は持ち家がありまし

て、本人の意向で通勤をしたいと、そういうことの意向があって通勤届が提出されたと

いうことに伴いまして、必要な通勤手当半年分ということで、今回補正をさせていただ

きました。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　そうしたら賃金という形でも実質通勤手当というふうに理解

をしていいのかどうか。そういった場合に賃金という形で出されるのかどうか、その辺

はどうなのか。普通賃金というと、対価報酬の部分で考えたらいろいろ実はあるんだけ

れども。正職員であれば手当になるという部分もあるので、その辺の区分けが一体どう

なっているのか、ちょっとお聞きをしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　石王教育委員会子ども課長。

○石王良郎教育委員会子ども課長　教育専門員につきましては要綱を制定して賃金の状況

とかを定めているところでありますが、その中で通勤手当も支給をできるということに

なっておりますので、普通の職員とは違いまして賃金のほうでまとめて整理をさせてい

ただいているところでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　そのことに対して反対するつもりはないんですけれども、た

だ近年、庁舎内で働く人の中には正職員はきちんと決まった報告をされます。手当も全

てきちんと決まる形になりますけれども、一般に言う臨時職員、これがいろいろな立場

で臨時的な職員についてあって、賃金の部分については聞くと町内でも非常に住みやす

いと、その形で臨時職員については雇用されているという話が一般的にあります。

　　恐らく、その立場もその状況も含めていろいろな雇用体系があったんでそうなってい

ると思うんですけれども、そういうふうなちょっと議会としても理解できるというよう

な人たちに僕はしたいと思っていますので、別な形でまたその部分については質問をさ

せていただきたいと思っていますが、一応予算は賃金という形で整理されていますと言

われればそうなんですが、用途は通勤手当として払われるという形だと、そういう説明
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をきちんとしていただくことのほうが常識的ではないのかなと、ほかの賃金についても

そういう形で手当に見合うものでなっているという部分もあり得るということになりま

すから、その辺の整理を、総務課なんかはどういうふうになっているのか、この際、解

説も含めてちょっとその辺についての説明をまずお願いをして、この部分については終

わりたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　高嶋総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　臨時職員の部分につきましては、今、子ども課長のほうから答弁し

たように、賃金の中で時間外勤務手当もありますし、通勤手当も含めて予算科目上は賃

金という形で支給しております。通勤手当の考え方につきましては職員と同様な基準で

通勤手当の基準を持っておりますので、同じ基準の中で通勤手当を支給しているという

ことでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　ほか質疑ありますか。

　　１番、伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　一般会計について質問してもよろしいですか。

○議長（杉山幸昭議長）　はい。

○１番（伊東久子議員）　土木費の住宅費の中のきょう一般質問させていただきましたけ

れども、今回また補正で1,998万円の補正が出てきております。８月27 日までに62

戸建設したということですが、この1,998万円は何戸を予定しているのか、先ほど資料

をいただきましたけれども、年度別に何戸建設するということはまだよく読んでいませ

んけれども、出ているんでしょうか。お聞きいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　尾形建設課長。

○尾形昌彦建設課長　補正の1,998万円につきましては、12 棟 12 戸分の造成費の内容

でございます。この補正額合わせて今年度は22 棟 48 戸、今回の補正分で対応すると

いう形になりまして、まだこれから建設要望があるということの実態でございますので、

また 12 月に補正をさせていただきたいという考えでございます。

　　なお、賃貸住宅の戸数につきましては、大枠の総定数を計画上盛り込んであるという

ことで、何年ごとに何戸というような細かい数字は載せてございません。

○議長（杉山幸昭議長）　一般会計の歳出の部分はよろしいですか、ほかないですか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、25 ページ、地方債現在高の見込みに関する調書につい

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）　次に、歳入に入ります。

　　歳入は８ページから 11 ページまで一括して質疑を行います。

　　質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、一般会計補正予算書の１ページから７ページまで一括し

て質疑を行います。

　　質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、議案第52 号平成27 年度上士幌町一般会計補正予算

（第４号）の質疑を終わります。

　　次に、特別会計補正予算の質疑を行います。

　　特別会計の質疑は会計ごとに歳入歳出一括して質疑を行います。

　　初めに、議案第 53 号平成 27 年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）は 26 ページから 30 ページまで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53 号平成27 年度上士幌町国民健康保険特別

会計補正予算（第２号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 54 号平成 27 年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第１号）は

31 ページから 41 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54 号平成27 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 55 号平成 27 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 42 ページから 49 ページまで一括して質疑を行います。

　　質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、議案第55 号平成27 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
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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い

たしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、町理事者に対する総括質疑を終わります。

　　以上で議案第52 号から議案第55 号までの平成27 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52 号平成27 年度上士幌町一般会計補正予算（第４号）の討論を行

います。

　　討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第52 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 52 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第53 号平成 27 年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

の討論を行います。

　　討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第53 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。
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　　よって、議案第 53 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第54 号平成 27 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54 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 54 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 55 号平成 27 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55 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 55 号は原案のとおり可決されました。

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

◎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９月18 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　３時５８分）

－81－



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

－83－



９ 月  1 8 日



平成　２７　年　　第　４　回　　上　士　幌　町　議　会　　定　例　会　　会　議　録

招 集 年 月 日 　平成　２７　年　９　月　２　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２７年　９月１８日　午前１０時００分 議　長 杉　山　幸　昭

閉　会 平成２７年　９月１８日　午前１０時５４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 早　坂　清　光 ○

２ 佐々木　　　守 ○ ８ 山　本　弘　一 ○

３ 中　村　保　嗣 ○ ９ 渡　部　信　一 ○

４ 佐　藤　　　曻 ○ １０ 山　本　和　子 ○

５ 野　村　恵　子 ○ １１ 杉　山　幸　昭 ○

６ 中　島　卓　蔵 ○

会議録署名議員 ６番　　中　島　卓　蔵　　議　員 ７番　　早　坂　清　光　　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 渡　辺　純一郎

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 教育委員会教育長 馬　場　久　男

会 計 管 理 者 綿　貫　光　義 教育委員会教育委員長 西　田　英　豊

総 務 課 長 高　嶋　幸　雄 教育委員会子ども課長 石　王　良　郎

企画財政課長 松　岡　秀　行 教育委員会生涯学習課長 須　田　　　修

企画財政課参事 城　野　嘉　臣 農業委員会会長 早　坂　晴　雄

町 民 課 長 （会計管理者兼務） 農業委員会事務局長 高　橋　　　智

保健福祉課長 野　中　美　尾 代表監査委員 新　田　勝　幸

農 林 課 長 佐　藤　桂　二

－85－



商工観光課長 柚　原　幸　二

－86－



平 成 ２ ７ 年 第 ４ 回 上 士 幌 町 議 会 定 例会

議　事　日　程（第２号）

平成２７年９月１８日（金曜日）

日程第　１　議　案　第４５号　（総務文教厚生常任委員会審査報告）

　　　　　　　　　　　　　　　上士幌町長期継続契約を締結することができる契約を定

める条例の制定について

日程第　２　議　案　第４６号　（総務文教厚生常任委員会審査報告）

　　　　　　　　　　　　　　　上士幌町消防団条例の制定について

日程第　３　議　案　第４７号　（総務文教厚生常任委員会審査報告）

　　　　　　　　　　　　　　　上士幌町消防団報賞金条例の制定について

日程第　４　認　定　第　１号　（決算審査特別委員会審査報告）

　　　　　　　　　　　　　　　平成２６年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて

日程第　５　認　定　第　２号　（決算審査特別委員会審査報告）

　　　　　　　　　　　　　　　平成２６年度上士幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について

日程第　６　認　定　第　３号　（決算審査特別委員会審査報告）

　　　　　　　　　　　　　　　平成２６年度上士幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定について

日程第　７　認　定　第　４号　（決算審査特別委員会審査報告）

　　　　　　　　　　　　　　　平成２６年度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算の

認定について

日程第　８　認　定　第　５号　（決算審査特別委員会審査報告）

　　　　　　　　　　　　　　　平成２６年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について

日程第　９　認　定　第　６号　（決算審査特別委員会審査報告）

　　　　　　　　　　　　　　　平成２６年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について

日程第１０　意見書案第　１号　林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化

－86－



を求める意見書の提出について

日程第１１　議　案　第５６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

日程第１２　議　案　第５７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１３　議　案　第５８号　北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

日程第１４　議　案　第５９号　上士幌町営ナイタイ高原牧場管理条例の一部を改正する

条例の制定について

日程第１５　議　案　第６０号　平成２７年度上士幌町一般会計補正予算（第５号）

日程第１６　監報告　第　４号　例月出納検査報告について

日程第１７　閉会中の継続調査の申出について

－87－



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

◎開議の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　定刻となりましたので、ただいまより本日の会議を開きます。

　　議事日程はお手元に配付のとおりであります。

（午前１０時００分）

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

◎議会運営委員会の報告

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

　　議会運営委員長、佐々木守議員。

○議会運営委員長（佐々木　守議員）　議会運営委員会よりご報告を申し上げます。

　　議会運営委員会は、９月15 日午前９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

案の審議方法など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をいたしましたので、ご報告を申し上げます。

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

　　１点目は、日程第２、議案第46 号から日程第３、議案第47 号については２件を一

括して報告を受け、質疑、その後に議案ごとに討論、採決を行いますので、ご承知おき

を願います。

　　２点目は、日程第４、認定第１号から日程第９、認定第６号については６件を一括報

告、認定第２号から認定第６号までの５件は議長並びに監査委員を除く議員全員による

特別委員会において討論がありませんでしたので、討論を省略し、採決を行いますので、

ご承知おきを願います。

　　３点目は、日程第11 、議案第56 号から日程第13 、議案第58 号については３件

を一括して提案を受け、質疑、その後に議案ごとに討論、採決を行いますので、ご承知

おきを願います。

　　以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。

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

◎議案第４５号の上程、報告、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第１、総務文教厚生常任委員会審査報告を行います。

　　議案第45 号上士幌町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定

についてを議題といたします。
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　　本案について、総務文教厚生常任委員長の報告を求めます。

　　総務文教厚生常任委員長、中村保嗣議員。

○総務文教厚生常任委員長（中村保嗣議員）　付託事件審査報告。総務文教厚生常任委員

会。

　　本委員会に付託されました事件については、慎重審査の結果、次のとおり決定いたし

ましたので、上士幌町議会会議規則第 77 条の規定により報告いたします。

　　１、審査事項、議案第45 号上士幌町長期継続契約を締結することができる契約を定

める条例の制定について（平成 27 年９月２日付託）。

　　２、審査年月日、平成 27 年９月 11 日、計１回。

　　３、審査場所、委員会室。

　　４、説明員、竹中町長、千葉副町長、松岡企画財政課長、新井主査。

　　５、審査結果、当委員会は議案第45 号の審査に当たり、町長、副町長、担当課長、

担当主査の出席を求め、質疑聴取による審査の結果、全会一致をもって原案可決すべき

ものと決定したことをご報告します。

　　以上で総務文教厚生常任委員会の報告を終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　委員長の報告が終わりましたので、これより委員長の報告に対

する質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　はい、よろしいです。これをもって委員長の報告に対する質疑

を終結いたします。

　　これより議案第 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、これをもって議案第45 号に対する討

論を終結いたします。

　　これより議案第 45 号の採決を行います。

　　議案第 45 号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 45 号は委員長の報告のとおり可決されました。

　──────────────────────────────────────
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◎議案第４６号及び議案第４７号の上程、報告、質疑、討論、採

決

○議長（杉山幸昭議長）　続いて、総務文教厚生常任委員会審査報告を行います。

　　日程第２、議案第46 号上士幌町消防団条例の制定について、日程第３、議案第47

号上士幌町消防団報賞金条例の制定について、以上２案を一括して議題といたします。

　　２案について、一括して総務文教厚生常任委員長から報告を求めます。

　　総務文教厚生常任委員長、中村保嗣議員。

○総務文教厚生常任委員長（中村保嗣議員）　付託事件審査報告。総務文教厚生常任委員

会。

　　本委員会に付託されました事件については、慎重審査の結果、次のとおり決定いたし

ましたので、上士幌町議会会議規則第 77 条の規定により報告いたします。

　　１、審査事項、議案第46 号上士幌町消防団条例の制定について、議案第47 号上士

幌町消防団報賞金条例の制定について、以上２件について（平成 27 年９月２日付託）。

　　２、審査年月日、平成 27 年９月 11 日、計１回。

　　３、審査場所、委員会室。

　　４、説明員、竹中町長、千葉副町長、高嶋総務課長、船戸主査、馬場消防署長、杉山

消防署長補佐。

　　５、審査結果、当委員会は議案第46 号、議案第47 号、以上２件の審査に当たり、

町長、副町長、担当課長、主査、消防関係者の出席を求め、質疑聴取による審査の結果、

２件全て全会一致をもって原案可決すべきものと決定したことをご報告いたします。

　　以上で総務文教厚生常任委員会の報告を終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　委員長の報告が終わりましたので、これより２案一括して委員

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）　よろしいですか。これをもって委員長の報告に対する質疑を終

結いたします。

　　これより議案ごとに討論、採決を行います。

　　初めに、議案第 46 号に対する討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これをもって議案第46 号に対する討

論を終結いたします。

　　これより議案第 46 号の採決を行います。
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　　議案第 46 号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 46 号は委員長の報告のとおり可決されました。

　　次に、議案第 47 号に対する討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これをもって議案第47 号に対する討

論を終結いたします。

　　これより議案第 47 号の採決を行います。

　　議案第 47 号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 47 号は委員長の報告のとおり可決されました。

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

◎認定第１号から認定第６号までの委員長報告、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　次に、決算審査特別委員会審査報告を行います。

　　日程第４から日程第９、認定第１号から認定第６号までの平成26 年度上士幌町一般

会計ほか５特別会計の歳入歳出決算の認定について、６件を一括して議題といたします。

　　６件について、決算審査特別委員会の報告を求めます。

　　決算審査特別委員会委員長、佐々木守議員。

○決算審査特別委員長（佐々木　守議員）　平成27 年９月２日に本委員会に付託されま

した平成26 年度各会計の歳入歳出決算の認定についての審査結果を、上士幌町議会規

則第 77 条の規定により報告をいたします。

　　審査事項は、認定第１号平成26 年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定について、

認定第２号平成26 年度上士幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、

認定第３号平成26 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出の決算の認定につい

て、認定第４号平成26 年度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、

認定第５号平成26 年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定
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第６号平成26 年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてなど、

一般会計と５特別会計です。

　　審査年月日は、平成 27 年９月４日の１日間です。

　　審査場所は当議場で行いました。

　　説明員に、竹中町長、千葉副町長、馬場教育長、各課部局長、主幹並びに主査の出席

をいただき、審査をいたしました。

　　審査の結果ですが、認定第１号から認定第６号までの平成26 年度上士幌町一般会計

及び５特別会計の決算認定案が、平成27 年９月２日の開催の第４回議会定例会におい

て提案をされました。この決算認定議案の審議に当たり、議長及び監査委員の議員を除

く９名による決算審査特別委員会が設置され、審査を行いました。

　　当特別委員会に付託されました認定第１号から第６号までの平成26 年度各会計歳入

歳出決算の認定案件については、町理事者を初め各課担当職員の出席を求め、各会計歳

入歳出決算並びに主要施策報告書の提出をいただきながら委員会を開催し、熱心な質疑

を重ね審査をいたしました。

　　慎重審査の結果、認定第１号平成26 年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いては、反対討論があり、起立採決の結果、賛成７、反対１の起立多数により認定すべ

きものと決定をいたしました。

　　また、認定第２号から認定第６号までの各特別会計歳入歳出決算の認定については、

全会一致をもって認定すべきものと決定をいたしました。

　　認定案件の質疑及び討論の内容については、議長及び監査委員の議員を除く議員全員

が特別委員会の委員でありますので、省略をさせていただきます。

　　以上をもって、決算審査特別委員会に付託されました認定審査の経過と結果について

ご報告を申し上げ、決算審査特別委員会の報告といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　委員長の報告が終わりました。

　　決算審査特別委員会は、議長及び議選の監査委員を除く議員全員で構成されておりま

すので、委員長報告に対する質疑は、議会運用例第96 条の５の規定により、これを省

略いたします。

　　また、特別会計決算の認定第２号から第６号の討論については、議会運用例第100条

第３項の規定により、これを省略いたします。

　　これより認定第１号の討論、採決を行います。討論ありますか。

　　討論がありますので、これより討論を行います。先に、認定に反対の討論を行います。

　　 10 番、山本和子議員。
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○１０番（山本和子議員）　平成26 年度一般会計歳入歳出の決算認定の反対討論を行い

ます。

　　平成26 年度は、４月からの消費税８％引き上げで町民の負担等はさらに大きくなっ

ています。毎年の年金引き下げや生活保護費引き下げの影響もあり、町民の暮らしは大

変です。こういう中、町民の生活、暮らしを守り切る決算になっていないと判断し、反

対いたします。

　　１、財政問題について。

　　平成26 年度の決算は、比較的自由に使える普通地方交付税と臨時財政対策債が25

年度に比べて約３億円減り、当初予算と比較してもわずか約800万円しか多くありませ

んでした。

　　しかし、決算では執行残等のお金を財政調整基金に約２億円積み、また夢基金にも２

億6,690万円積んでいますので、財政調整基金、公共整備基金、夢基金の合計は25 年

度よりも約４億円増えました。夢基金につきましては、今後10 年くらいの使い道は決

まっていますが、その分財政にゆとりができるのではと判断いたします。ますます生活

が大変な方々への有効な使い方ができると思うのですが、そうなっていないと判断いた

します。

　　借金、地方債の問題にも触れたいと思います。平成26 年度決算の特徴は、大型施設、

認定こども園、北斗病院上士幌クリニック、老人保健施設、地域密着型介護老人福祉施

設等の建設に伴い、地方債が平成26 年度中に約10 億円となっています。その結果、

一般会計の 26 年度末残高は、 25 年度末と比較しまして約 10 億円増えて、 71 億

3,980万円となっています。

　　しかし、これは次年度以降に交付税として元金の70 ％は収入として入ってきますの

で、基金をどんどん積まなくてはとの心配はないと判断いたします。もっと財政を有効

に活用できたと判断し、反対いたします。

　　２は、平和の問題です。

　　政府は既に秘密保護法、集団的自衛権の行使を閣議決定し、さらに今国会では憲法を

変えることなく自衛隊が海外で戦争できる、いわゆる戦争法案まで強行しようとしてい

ます。きのうの参議院特別委員会におきましては、総括質疑や討論することなく、国会

の議事録にも当たる速記にも、発言する者多し、聴取不能の中で強行採決されたと報道

されています。このような国民無視、世論無視の国会運営にも強く抗議するものです。

　　自衛隊は国民を守るためのものではなく、国民を戦争に巻き込むものになろうとして

います。そして一番危険なのは自衛隊員であり、自衛隊員の命を守るためにも危険な法
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案には反対です。

　　このような中、自衛隊協力への補助金が含まれるため反対いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　次に、認定に賛成の討論を行います。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、認定に反対の討論を行います。

（「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、これをもって認定第１号に対す

る討論を終結いたします。

　　これより認定第１号の採決を行います。

　　本件は起立により採決を行います。なお、起立しない議員は反対とみなします。

　　本案について、委員長は認定すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本案は認定すべきものと決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（杉山幸昭議長）　はい。よろしいです。起立多数であります。

　　よって、認定第１号は認定すべきものと決定いたしました。

　　次に、認定第２号平成26 年度上士幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて採決を行います。

　　本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、認定第２号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。

　　次に、認定第３号平成26 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について採決を行います。

　　本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「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、認定第３号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。

　　次に、認定第４号平成26 年度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て採決を行います。

　　本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、認定第４号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。

　　次に、認定第５号平成26 年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て採決を行います。

　　本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、認定第５号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。

　　次に、認定第６号平成26 年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について採決を行います。

　　本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、認定第６号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。

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

◎意見書案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第10 、意見書案第１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２番、佐々木守議員から提案理由の説

明を求めます。
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　　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　ただいま上程されました意見書案第１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

ら北海道町村議会議長会に要請があり、当会より各町村議会に要請があり、さきの議会

運営委員会におきまして議会運営委員全員の賛同を得まして、私が提案することになっ

た次第であります。

　　北海道では、治山事業や森林整備加速化、森林再生対策などを活用し、植林や路網の

整備、山地災害防止、木造公共施設の整備などさまざまな取り組みを支援してきていま

した。こうした取り組みをさらに加速させ、林業、木材産業の成長産業化を実現するた

め、安定的な財源確保を求めるものであります。

　　以下、読み上げて提案説明といたします。

　　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。

　　しかし、山村では人口の減少と高齢化が急速に進み、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を想定されている。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が高く、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。

　　このような中、道では森林の公益的機能の維持増進や森林資源の循環利用の実現に向

け、森林整備事業及び治山事業や森林整備加速化・林業再生対策等を活用し、植林、間

伐や路網の整備、山地災害防止、木造公共施設の整備などさまざまな取り組みを支援し

てきたところである。

　　今後、人工林資源が本格的な利用期を迎える中、こうした取り組みをさらに加速させ、

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。

　　１、京都議定書第二約束期間における森林吸収量の国際的な算入上限値3.5％分を最

大限確保するため、地球温暖化対策のための税の使途に森林吸収源対策を位置づけるな

ど、森林整備や木材利用のための安定的な財源を確保すること。
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　　２、森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業、木材産業の振興と山村における雇用

安定化を図るため、公共事業である森林整備事業及び治山事業の財源を十分かつ安定的

に確保すること。

　　３、川上から川下に至る総合的な対策を地域の実情に合わせて柔軟に展開するため、

森林整備加速化・林業再生対策を恒久化し、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、この意見書案をご可決いただき、関係者に送付いた

だけますようお願いをいたします。

　　以上をもって、意見書案第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。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって意見書案第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、これより意見書案第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、意見書案第１号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第５６号から議案第５８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56 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、日程第12 、議案第57 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13 、議案第58 号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に

ついて、以上３案を一括して議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　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56 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57 号北海道市町村総合事務組合規約の変更に
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ついて、議案第58 号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、以上３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おります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。

　　なお、組合規約の変更に関して、上士幌町及び本町が加入している北十勝消防事務組

合、十勝広域消防事務組合に関する部分につきましては、十勝広域消防事務組合設立に

伴う変更であります。

　　初めに、議案第56 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56 号関係、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約

新旧対照表をご参照願います。

　　第１条中、合わせて地方公務員等共済組合法第11 章の規定に基づく町村議会議員共

済会に関する事務と相互調整を図ることによって、本制度の健全なる運営を図ることを

目的とするを、議員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とす

るに改正します。この改正につきましては、条例目的の趣旨を改めるものではなく条例

の文言整理を行うものであります。

　　別表第１の組合町村等について、道央地区環境衛生組合、東十勝消防事務組合、西十

勝消防組合、南十勝消防事務組合、北十勝消防事務組合、南渡島青少年指導センター組

合を削除し、とかち広域消防事務組合を追加します。

　　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。

　　ただし、別表第１の改正規定中、東十勝消防事務組合、西十勝消防組合、南十勝消防

事務組合、北十勝消防事務組合を削る部分は平成28 年４月１日から施行するものであ

ります。

　　次に、議案第57 号北海道市町村総合事務組合規約の変更について、具体的な変更内

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、市町村等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。
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　　詳しい改正内容は、議案第57 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。

　　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（16 ）を石狩振興局

（ 15 ）に改正し、道央地区環境衛生組合を削除します。渡島総合振興局（17 ）を渡

島総合振興局（16 ）に改正し、南渡島青少年指導センター組合を削除します。十勝総

合振興局（28 ）を十勝総合振興局（25 ）に改正し、東十勝消防事務組合、北十勝消

防事務組合、西十勝消防組合、南十勝消防事務組合を削除し、とかち広域消防事務組合

を追加します。

　　次に、別表第２の共同処理する事務について、１、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、第７項までの共同処理する団

体から東十勝消防事務組合、西十勝消防組合、南十勝消防事務組合、北十勝消防事務組

合、池北三町行政事務組合を削除し、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清

水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、

足寄町、陸別町、浦幌町を追加します。

　　９、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又は

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、道央地区環境衛生

組合、南渡島青少年指導センター組合、東十勝消防事務組合、北十勝消防事務組合、西

十勝消防組合、南十勝消防事務組合を削除し、とかち広域消防事務組合を追加します。

　　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。

　　ただし、別表第１第２条関係、十勝総合振興局（25 ）の項中のとかち広域消防事務

組合を加える規定を除く改正規定と、別表第２第３条関係、１から７の項の共同処理す

る団体欄中の改正規定及び９の項の共同処理する団体欄中の改正規定のうち、道央地区

環境衛生組合、南渡島青少年指導センター組合を削る規定及びとかち広域消防事務組合

を加える規定を除く改正規定は、平成 28 年４月１日から施行するものであります。

　　次に、議案第58 号北海道市町村職員退職手当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。

　　北海道市町村職員退職手当組合につきましては、市町村職員等の退職手当支給事務を

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58 号関係、北海道市町村職員退職手当組合新旧対照表を

ご参照願います。

　　別表、組合を組織する市町村及び市町村の一部事務組合のうち、石狩の項中、道央地
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区環境衛生処理組合と渡島の項中、南渡島青少年指導センター組合を削除します。十勝

の項中、西十勝消防組合、北十勝消防事務組合、東十勝消防事務組合、南十勝消防事務

組合を削除し、とかち広域消防事務組合を追加します。

　　なお、附則第１項で、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ものであります。

　　ただし別表、十勝の項のとかち広域消防事務組合を加える規定を除く改正規定は平成

28 年４月１日から施行するものであります。

　　附則第２項につきましては、北海道市町村職員退職手当組合規約を縦書きから左書き

に改正する規定であります。

　　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３案を一括して質疑を

行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって３案に対する質疑を終結いたします。

　　これより議案ごとに討論、採決を行います。

　　初めに、議案第 56 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56 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 56 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 57 号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57 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）
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○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案 57 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 58 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58 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 58 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第５９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59 号上士幌町営ナイタイ高原牧場管理条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　佐藤農林課長。

○佐藤桂二農林課長　ただいま上程されました議案第59 号上士幌町営ナイタイ高原牧場

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

明申し上げます。

　　町例規集は、第８編、産業、第２章、農林であります。

　　上士幌町営ナイタイ高原牧場は、設置目的である畜産振興の基盤の確立を図り、農業

経営の安定に寄与するための施設として、平成25 年３月までは町直営による運営を実

施し、当年４月からは牧場が持つ資源の活用と付加価値を高めることを目的として指定

管理者制度を導入し、さらなる牧場の強化発展に努めてきたところであります。

　　今回の条例の一部改正につきましては、平成28 年度からのナイタイ高原牧場の指定

管理に向け、利用料金制度を採用するための改正と、牧場使用料について現状に合わせ

た利用区分への変更及び平成26 年４月１日からの消費税増税等に伴う改正、さらに指

定管理者制度による自主事業等実施に関する明文化を図るため、関係条例の整備を行う

ものであります。

　　それでは、お手元の議案第59 号関係、上士幌町営ナイタイ高原牧場管理条例の一部

を改正する条例新旧対照表をご覧ください。
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　　まず、第６条第３項中、道外牛を町外牛に改めます。

　　次に、第11 条中、地方自治法昭和22 年法律第67 号の次に、以下法というを加え

ます。

　　次に、第 13 条を第 16 条とし、第 12 条の次に次の３条を加えます。

　　第13 条につきましては利用料金を新しく加えるものであります。内容につきまして

は、町長は適当と認めるときは、指定管理者にナイタイ高原牧場の利用に係る料金を当

該指定管理者の収入として収受させることができる。ただし町長が必要と認めるときは、

指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができるとし、第２項では

前項の規定による場合、利用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない

としています。

　　第３項では、前項の利用料金は第６条に定める金額の範囲内において、指定管理者が

町長の承認を受けて定めることとし、第４項では、第１項の規定による場合において、

指定管理者は特別の事由があると認めるときは、前項で定めた利用料金を減免すること

ができるとしたものであります。

　　続きまして、第14 条につきましては適用除外を新しく加えるものであります。内容

につきましては、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には第６条の規定

は適用しないとするものであります。

　　続きまして、第15 条につきましては、付帯事業を新しく加えるものであります。内

容につきましては、ナイタイ高原牧場の設置目的を効果的に達成するため、その施設を

利用して畜産振興上必要な事業を行うことができるとするものであります。

　　最後に、改正前別表を改正後別表に改めます。

　　附則といたしまして、この条例は平成28 年７月１日から施行するとし、経過措置と

して、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び手数料並びに利用料について適

用し、同日前の利用に係る使用料及び手数料についてはなお従前の例によるとするもの

であります。

　　以上、議案第59 号上士幌町営ナイタイ高原牧場管理条例の一部を改正する条例の制

定につきまして、その提案理由と内容についてご説明申し上げました。

　　ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第59 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 59 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59 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 59 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第６０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60 号平成27 年度上士幌町一般会計補正

予算（第５号）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。

　　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60 号平成27 年度一般会計補正予

算（第５号）の内容を申し上げます。

　　補正総額は6,441万6,000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 87 億1,995万3,000円となります。

　　それでは、議案の１ページをご覧ください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ6,441万6,000円を追加し、総額

を 66 億5,855万1,000円とするものでございます。また第２条では、地方債補正とい

たしまして、臨時財政対策債の限度額を１億5,958万6,000円から１億9,448万5,000

円に変更補正をいたします。

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

ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出のうち、増額追加補正の主なものといたしましては、農林商工連携促進事業132

万5,000円、生涯学習センター改築事業5,955万1,000円、町有財産取得事業344万

9,000円を追加補正いたします。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。

　　以上、一般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申し上げます。
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○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60 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 60 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論、採決を行います。

　　議案第 60 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60 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 60 号は原案のとおり可決されました。

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

◎監報告第４号の上程、報告

○議長（杉山幸昭議長）　日程第16 、監報告第４号例月出納検査報告についてを議題と

いたします。

　　報告書の朗読を省略し、直ちに代表監査委員より報告の説明を求めます。

　　新田勝幸代表監査委員。

○新田勝幸代表監査委員　監報告第４号例月出納検査報告について、その結果を報告申し

上げます。

　　現金出納の検査につきましては、地方自治法第235条の２第１項の規定に基づき実施

しているものでございます。

　　今回の報告は、平成27 年５月分、６月分、７月分の例月出納検査結果を報告するも

のでございます。

　　検査の対象は、一般会計及び特別会計の現金の出納状況でございます。

　　提出された各会計、各月ごとの収支状況などの資料を参考としながら、収入・支出伝

票、預貯金通帳等の検査を実施いたしました。

　　検査の結果、計数などは正確であり、諸帳簿などと相違ないことを確認いたしました

ことをご報告申し上げます。

　　以上、監報告第４号の監査結果報告といたします。
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○議長（杉山幸昭議長）　代表監査委員より提出された例月出納検査報告書の収支状況等

は、添付を省略しておりますので、必要な場合は事務局で閲覧願います。

　　以上で、監報告第４号を報告済みとし、監査委員からの報告を終わります。

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

◎閉会中の継続調査の申出について

○議長（杉山幸昭議長）　日程第17 、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。

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

◎閉会の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　以上をもって、本定例会の会議に付された案件の審議は全て終

了いたしました。

　　お諮りいたします。

　　平成27 年第４回上士幌町議会定例会を閉会したいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。

　　これで本日の会議を閉じます。

　　今定例会が９月２日から17 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 27 年第４回上士幌町議会定例会を閉会いたします。

（午前１０時５４分）
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上記、会議録の経過は、その内容が相違ないことを証するため、ここに署名する。

　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　議　　　　　長

　　　　　　　署　名　議　員

　　　　　　　署　名　議　員

－107－


	0902T00上士幌町　表紙
	0902T01上士幌町H27年９月定■目次
	0902T10上士幌町H27年９月定■①相紙
	0902T11上士幌町Ｈ27年９月定■名簿（１日目）
	0902T12上士幌町H27年９月定■１号－議事日程
	0902T13上士幌町H27年９月定■１号－本文
	0902T14上士幌町H27年９月定■１号－署名議員
	0918T20上士幌町H27年９月定■②相紙
	0918T21上士幌町Ｈ27年９月定■２号－名簿
	0918T22上士幌町Ｈ27年９月定■２号－議事日程
	0918T23上士幌町H27年９月定■２号－本文
	0918T24上士幌町H27年９月定■２号－署名議員

