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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28 年第２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、２月26 日、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、本日の議事運営並びに議案の審議方法

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申し上げます。

　　１点目は、日程第６、議案第10 号から日程第11 、議案第15 号までの平成27 年

度各会計補正予算の審議は、一括提案を受け、審査は一般会計については款ごと、５特

別会計は会計ごとに一括して質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたしま

す。

　　２点目は、日程第12 、議案第16 号につきましては新規条例でありますので質疑を

行い、総務文教厚生常任委員会に付託をすることといたします。

　　３点目は、日程第15 、議案第19 号から日程第17 、議案第21 号までの３件は関

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

す。

　　４点目は、日程第18 、議案第22 号から日程第19 、議案第23 号の２件は関連が
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ありますので一括提案及び質疑とし、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。

　　５点目は、日程第20 、議案第24 号から日程第25 、議案第29 号までの平成28

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

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

疑にとどめるようご協力をお願いいたします。

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

いて協議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任いたしま

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といたします。

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

◎会議録署名議員の指名

○議長（杉山幸昭議長）　日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

　　会議録署名議員は、会議規則第119条の規定により、議長において、５番、野村恵子

議員、６番、中島卓蔵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３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３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 12 月１日から平成28 年２月29 日までの議会の諸会議等に

ついて報告書を配付しております。内容等の朗読は省略いたします。

　　以上が諸般の報告であります。

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

　　これをもって諸般の報告を終わります。

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

◎所管事務調査中間報告

○議長（杉山幸昭議長）　次に、日程第４、所管事務調査中間報告、安全・安心な農畜産

物の生産・販売の調査に関すること及び商工・観光振興の調査に関することを議題とい

たします。

　　産業経済建設常任委員会から、所管事務の調査中であります安全・安心な農畜産物の

生産・販売の調査に関すること及び商工・観光振興の調査に関することについて、会議

規則第 47 条第２項の規定により、委員会の中間報告をしたい旨の申し出があります。

　　ここでお諮りいたします。

　　産業経済建設常任委員会の申し出のとおり、所管事務調査の中間報告を受けたいと思

いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、安全・安心な農畜産物の生産・販売の調査に関すること及び商工・観光振興

の調査に関することについて中間報告を受けることに決定いたしました。

　　それでは、中間報告の発言を許します。

　　産業経済建設常任委員長、山本弘一議員。

○産業経済建設常任委員長（山本弘一議員）　それでは、所管事務調査中間報告を行いま

す。

　　平成27 年 10 月 19 日から21 日までの３日にわたりとり行いました産業経済建設

常任委員会所管事務調査の中間報告を行います。

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

報告をさせていただきます。

　　今回の所管事務調査の調査事項は、安全・安心な農畜産物の生産・販売の調査に関す

ること、商工・観光振興の調査に関すること及びその他、産業経済建設の調査に関する

ことであります。

　　この所管事務調査につきましては、平成27 年９月 18 日に承認の議決をいただき調

査を行ったものであります。

　　調査期間及び調査地でありますが、調査期間は平成27 年 10 月 19 日から21 日ま

での３日間であります。調査地は伊達市、江別市、夕張市の３市であります。
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　　調査目的ですが、１つ目として、本町においては酪農業を中心とする畜産業の大規模

化により家畜飼養頭数が増加し、堆肥舎の容量不足、におい等環境の問題が発生してお

り、家畜ふん尿の適正処置が喫緊の課題となっていることから、近年ふえつつあるバイ

オマスエネルギーによる発電施設等を調査し、本町の家畜排せつ物の利用促進及び農業

の振興施策の参考とすること。

　　２つ目として、ＴＰＰ交渉等農業を取り巻く情勢はますます厳しく、農家戸数は年々

減少しており、担い手の育成や人材の確保、消費者ニーズを意識した安全・安心な農産

物の生産、付加価値を高めた商品等の開発が求められていることから、これら課題に対

応するため、生産と加工、販売の一体化や地域資源を活用した販売、流通体制を調査し、

まちづくりや議会活動に活用すること。

　　３つ目として、現在、町で道の駅建設に向け計画を進めていることから、特色ある道

の駅を調査することを目的として先進地の調査を行いました。最初に訪問したのは伊達

市の道の駅、だて歴史の杜であります。道の駅オープン前の観光物産館は、総合公園だ

て歴史の杜内に建設された黎明観内にありましたが、国道から視認性が悪いことや、農

産物を販売するスペースを十分にとれなかったことから売り上げが伸び悩んでいました

が、平成24 年４月１日に道の駅だて歴史の杜としてオープンしてからは来館者と売り

上げを大きく伸ばしています。

　　施設内部は、物販、バックヤード、インフォメーション、テナント、トイレ、ＦＭス

タジオ、事務所に区分されており、特徴的な面では、テナントとして、食堂、パン工房、

だてのかまぼこの３店舗が営業し、ＦＭスタジオが放送を行い、災害緊急時の緊急放送

としても活用されているとのことであります。

　　主な販売品は、地元農家の生鮮野菜を中心とする農産物で、野菜を販売する農業者の

組織、観光物産館農産物販売協議会が設けられ、共通ルールや販売規格などを定め、公

社とともに産直コーナーの運営管理を担っています。

　　売上額及び入館者については年々上昇傾向にあり、平成26 年度売上額５億6,724万

3,000円、入館者数125万6,932人は、売り上げ、入館者数ともに全道一となっており

ます。札幌などの大都市圏から日帰りでき、交通の便もよく、近くに観光地も点在して

いることから立地条件に恵まれ、集客力にすぐれていると考えられます。観光物産館農

産物販売協議会では出品する商品管理が徹底され、消費者に新鮮・良質な野菜を販売す

るという意識の高さと熱意、定期的なイベントの開催などが、リピーター、来館者の増

につながっており、道の駅での販売を通じて、生産者同士のよい意味での競い合い、刺

激となっているようでありました。
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　　道の駅建設の検討をも、本町も開始しているところでありますが、地域住民に愛され

る施設であるとともに、独創的、差別的な魅力づくりが大切であり、人が集う周辺の集

客、コミュニティー環境も大切と感じました。

　　翌日は、バイオマスエネルギーによる発電など先進的な取り組みを展開している江別

市の有限会社小林牧場を訪問いたしました。小林牧場は現代表取締役社長である小林紀

彦氏の祖父が昭和７年に札幌郡厚別熊の沢において酪農を開始し、札幌市近郊での宅地

開発が進む中で、昭和43 年に厚別上野幌に移転し、さらに、昭和56 年に現在地江別

市西野幌に再移転しております。

　　平成２年にはカナダでの１年間の酪農実習を終え、帰国した紀彦氏が経営に参画。そ

の後、経営規模の拡大に伴い、国の補助制度等を活用しながら、フリーストール牛舎・

パーラー搾乳、バンガーサイロ・育成舎などの整備を順次進めてきているそうでありま

す。

　　経営の現況として、農地135ヘクタール、飼養頭数580頭、成牛310頭、育成牛270

頭、生乳出荷量、年約2,700トンであり、作業は紀彦氏と弟、従業員の４名の計６名で、

大学の学生アルバイトも雇用しており、生乳は新札幌乳業株式会社に出荷されて小林牧

場物語ブランドで牛乳やチーズの製品として販売されています。

　　バイオガスプラントは、近郊に住宅地や大学等があり環境対策も必要なことから、担

い手育成事業により平成23 年に整備を行っています。バイオマスプラントでの消化液

固形分が牛床敷料として再活用され、余剰電力は販売することにより経営費の縮減につ

ながっています。本町でも急がれる課題となっていますが、バイオマスプラント建設に

向けては、今後の酪農情勢を十分考慮して、ランニングコスト、耐用年数などの十分な

検討が必要であると感じました。

　　最終日は、本町の畑作農家において、漢方薬の材料、生薬となるおおぎを契約栽培し

ていることから、生薬・漢方薬の現状や将来動向を把握するため、夕張市の株式会社夕

張ツムラを訪問いたしました。夕張ツムラは株式会社ツムラの子会社として自社農場で

の栽培効率化の研究や種苗生産、道内農家で契約された生薬の一次加工と保管を目的に

平成 21 年７月に設立され、翌22 年 11 月に生薬加工場、保管倉庫及び事務所が竣工

しており、障害者施設との連携や冬場の雇用拡大、６次産業化として地域に大きく貢献

しているところであります。

　　従来からは、生薬は中国等から輸入されていますが、価格が不安定で上昇傾向にある

中、国内での今後の需要が高まっていく予測から、国内でも、特に道内での生産に力点

が置かれることになっています。生薬の保管には、温度15 度以下、湿度60 ％以下が
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適しており、夕張での保管環境はコスト軽減にプラスとなっております。

　　今日の医療行為において漢方薬は重要な役割を果たしており、今後も生薬の安定的生

産が必要となっていると感じました。今後も生薬の需要が高まると予想されますが、収

穫やその後の乾燥作業等に手間がかかることや、人手不足等により契約面積は横ばいの

現状にあります。収益性などツムラとの契約条件や本町畑作にどのように位置づけてい

くかが、農業関係者による検討が必要であると感じました。

　　最後に、この所管事務調査に関し多くの皆様の協力をいただきました。感謝を申し上

げ、産業経済建設常任委員会の所管事務調査中間報告とさせていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　産業経済建設常任委員会の報告が終わりましたが、所管事務調

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

　　本件はこれを報告済みとし、産業経済建設常任委員会は引き続き継続して調査するこ

とといたします。

　　以上をもって、産業経済建設常任委員会所管事務調査の中間報告を終わります。

　　ここで暫時休憩いたします。

（午前１０時２０分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午前１０時２０分）

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

◎町政執行方針・教育行政執行方針

○議長（杉山幸昭議長）　日程第５、町政執行方針及び教育行政執行方針の説明を行いま

す。

　　町長及び教育委員長から、平成28 年度の町政執行方針及び教育行政執行方針の説明

を行いたい旨の申し出がありますので、順次これを行います。

　　初めに、町長から町行政執行方針の説明を願います。

　　町長、竹中貢君。

○竹中　貢町長　平成28 年第２回上士幌町議会定例会に当たり、町政執行の基本的な方

針と主要な施策につきまして所信を申し上げ、町議会議員並びに町民の皆様のご理解と

ご協力を賜りたいと思います。

　　一昨年、日本創成会議は、このままの出生率で推移すると急速に人口が減少し、全国

1,700自治体のうち半数は消滅のおそれがあるとの衝撃的な発表をしました。以来、国

及び地方自治体においても人口減少問題と地方創生が、緊急を要する重要政策課題の一
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つに取り上げられることになりました。これを受け政府は、2060 年、人口の長期ビジ

ョンとして１億人に目標を定めるとともに、人口減少の歯どめに東京一極集中を是正す

るとした総合戦略を策定しました。

　　本町においても、産業、行政、学識、金融、労働、言論等、各界が一堂に会し、人口

の長期ビジョンと人口減少を克服するために数値目標を掲げ、具体性と実効性の伴った、

当面５年間の総合戦略を策定したところであります。

　　総合戦略では５つの基本目標として、（１）地場産業で地域の活力を生み出すまち。

（２）子育て・教育の充実したまち。（３）健康で安心して暮らせるまち。（４）移住

定住による人口減少を食いとめるまち。（５）小さな拠点形成を目指すまち。プラスワ

ンとして上士幌町創生包括プロジェクト、上士幌町版ＣＣＲＣを掲げました。

　　また、2060 年の人口の長期ビジョンでは4,066人に設定しました。現下の人口の自

然増減や社会増減を踏まえると、極めてハードルの高い目標値でありますが、国が示し

た総合戦略は、地方にその受け皿があってこそ実現するものであり、それらを踏まえ、

本町が持続的に発展するための強い決意を示したものであります。

　　本年度は、総合戦略の５カ年計画の２年目になることから、総合戦略に掲げた人口減

少や地方創生に関する事業と予算を施策に盛り込みました。したがって、本年は、人口

減少の克服と地方創生の旗色をより鮮明にし、子供からお年寄りまで活き活きと輝く

「元気まち上士幌」の実現を目指して全力投球してまいりますので、町議会議員並びに

町民の皆様には、さらなるご支援とご協力をお願い申し上げる次第であります。

　　次に、今年度の主要な政策課題と施策について述べさせていただきます。

　　地場産業で地域の活力を生み出すまち。

　　農業。

　　国内農業を取り巻く情勢は、農家戸数の減少、依然として不安定な農産物価格に加え、

生産資材価格の高どまりなどにより厳しい経営を強いられております。また、国論を二

分したＴＰＰ交渉は、ことし２月に協定文へ署名が行われ、今後、正式な協定発効に向

けて国内手続を進めることとなっております。

　　先般、北海道はＴＰＰが発効された場合、牛乳・乳製品を初め、牛肉・小麦・砂糖な

どへの影響が大きいと試算しており、これらは本町の主要生産品目でもあり不安は増幅

します。政府は、ＴＰＰ関連政策大綱などに基づき、対策をしっかり講ずると説明して

いますが、具体性や対策の継続性、実行力など不透明な点が多く、国や北海道の対応を

しっかり注視しつつ、ＴＰＰによって本町農業に懸念が生じるような場合には、ＪＡと

の密接な連携のもと、町独自の対策を適時適切に講じてまいります。

－10－



　　このような中、本町ではコントラクター事業やＴＭＲセンター事業の活用により、経

営の高度化と安定の確保に努め、また、複数農家による酪農と畑作の法人設立や、個々

の農家の経営努力と意欲的な規模拡大などで、農業総生産額は過去最高を記録した前年

をさらに上回ることが確実となっております。特に生乳生産では、今年度末の見込みと

して、本町初となる10 万トンに到達する状況であると伺っており、本町農業が将来に

わたって着実に成長発展するよう、今後とも支援してまいります。

　　生産基盤の整備につきましては、大型の国営かんがい排水事業上士幌町北地区工事の

ほか、道営の農地、草地、農道等の整備につきましても計画的に進めており、既設排水

路の維持管理につきましても計画的に行ってまいります。

　　農業振興につきましては、引き続き、小麦・てん菜の品質向上や、新たに長芋の増産

対策について支援してまいります。また、次代を担う後継者の育成・確保対策と新規就

農では農業再生協議会を中心に対策を講じてまいります。

　　有害鳥獣による農作物の被害を防止するため、駆除対策へ支援をしてまいります。

　　地産地消については、昨年７月に策定した上士幌町食育・地産地消促進計画に基づき

取り組みを進めてまいります。

　　家畜ふん尿処理対策については、バイオガスプラント導入可能性調査の結果を踏まえ、

消化液の利活用による耕蓄連携や再生可能エネルギーの利用も検討し、バイオガスプラ

ントの早期導入に向け、引き続き農協とともに取り組みを進めてまいります。

　　また、本町畜産の収益向上対策を加速させるため、上士幌町畜産クラスター計画に基

づき、関連事業の活用に加え、ホルスタイン繁殖雌牛拡大事業や十勝ナイタイ和牛肥育

拡大推進事業などを実施してまいります。

　　家畜伝染病は、徹底した予防対策と発生時には迅速な対応で被害の拡大を防止してま

いります。

　　農業委員会は、農地法等に基づき法令業務を厳正・的確に執行するとともに、担い手

への農地の利用集積や農地の流動化を促進してまいります。

　　ナイタイ高原牧場。

　　ナイタイ高原牧場につきましては、ＪＡ上士幌町が指定管理者となり、今年度から利

用料金制度を採用した指定管理者制度へ移行いたします。また、ナイタイ高原牧場は酪

農畜産業を支える役割に加え観光資源としても評価されており、日常的な運営のみなら

ず将来像についても協議・検討してまいります。

　　林業。

　　ＴＰＰの大筋合意により、合板などの林産物については長期の関税撤廃やセーフガー
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ドを措置しましたが、長期的には国産材価格の下落も懸念される状況にあります。一方、

地域材につきましては、上士幌町地域材利用促進方針に基づき、今年度は生涯学習セン

ターの建築に活用してまいります。また、木質バイオマスなど再生可能エネルギーの利

活用につきましては、関係事業者とともに導入に向けた方策を検討してまいります。

　　林産業は、川上から川下まで多くの雇用を生み出す産業であり、地域経済を支える産

業としてこれからも必要な施策を講じてまいります。

　　商工業。

　　商工業につきましては、少子・高齢化の進行、近隣の大型店やネットショップへの購

買層の流出により厳しい商業環境下にあります。このような中、地元商店街での購買意

欲の喚起と町のにぎわいを図るために、バルーンスタンプ子育て支援カード事業の継続

や、ふるさと納税町民還元プレミアム商品券事業・歳末大売出しなど各種取り組みを支

援してまいります。

　　また、商店街の空き店舗対策などのために、創業を促進する新たな制度を創設してま

いります。

　　地場産品を活用した農林商工連携による６次産業化の新商品・新サービスの開発、販

売促進、起業化等の意欲的な取り組みに対しましては、今後とも積極的に支援してまい

ります。

　　昨年、本町は北海道開発局から重点道の駅候補として選定され、調査研究を進めてま

いりました。今年度は、町内外関係機関などと連携した策定委員会を設置し、ナイタイ

高原牧場レストハウスの整備もあわせて基本計画を策定してまいります。

　　企業誘致につきましては、誘致した製菓企業が、地場産品を活用した製造ラインの建

設に向け前向きに検討しているとのことであり、引き続き支援をしてまいります。

　　また、未利用の公共用地や廃校などの地域資源を生かすため、企業側への誘致活動を

進めてまいります。特に今年度は、テレワーク企業の誘致に向けてのネット環境整備や

受け入れ情報を発信してまいります。

　　雇用・求人に関しましては、農林業、医療・介護、建築・土木、サービス業等各分野

で慢性的な人手不足にあります。このような状況を踏まえ、各事業所の求人情報や上士

幌町の子育てや生活情報を網羅した上士幌版ハローワーク（無料職業紹介所）を開設し

たところであります。１月開設以来問い合わせも多く、本町の雇用促進に寄与するよう

きめ細かい対応を図ってまいります。

　　観光であります。

　　観光につきましては、ぬかびら源泉郷やナイタイ高原牧場、スキー場を中心にした冬
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季観光、十勝の広大な自然空間を利用した熱気球フェス、旧国鉄士幌線コンクリートア

ーチ橋関連遺産を初めとするオンリーワンの魅力が潜在していることから、これらの素

材を生かすべく、観光客の誘致活動を展開してまいります。

　　昨年10 月に暴風により倒壊したナイタイ高原牧場レストハウスは、当面、仮設店舗

を設置し運営してまいります。

　　また、本町のマスコット「ほろんちゃん」は、子供に夢を育むとともに町のイメージ

キャラクターとして人気が高まっていることから、「ほろんちゃん」のシェイプト気球

を製作し、各種イベントやキャンペーンなど町のシンボルとして活用してまいります。

　　なお、パイロット不足も深刻化していることから、パイロットの養成を初め人材育成

を図ってまいります。

　　ひがし大雪自然館については、ひがし大雪地域の拠点施設として、自然体験や環境保

全など幅広く情報収集・発信し、積極的な宣伝活動と事業運営を行ってまいります。

　　ぬかびら源泉郷では、長年の懸案であった老朽ホテルが解体され、今年度は跡地整備

が進む予定となっております。町では景観整備等のため糠平中央園地の整備や糠平温泉

文化ホール改修工事、廃屋等の解体支援などによって魅力あふれる観光地づくりを進め

てまいります。

　　健康で安心して暮らせるまち。

　　保健・医療。

　　女性がん検診普及啓発キャンペーン事業は、女性がん検診の受診率向上に成果を上げ

ており、事業の継続と町民全体のがん検診の受診率の向上に努めてまいります。また、

国民健康保険における特定健診の未受診者に対する対策として受診勧奨を行うとともに、

新たに２次健診を実施し、生活習慣病等の予防や改善を図ってまいります。

　　さらに、関係機関との連携を強化することで健康づくりへの意識の向上を図り、生活

習慣の改善による町民の健康寿命の延伸を目指したまちづくりを進めてまいります。

　　地域医療を担う上士幌クリニックには、休日夜間救急医療を含め、町民が安心して受

診し、さらに、在宅医療や看護など第一次医療圏としての機能と役割を期待していると

ころであります。町としても安心した地域医療の確保のための支援を引き続き行ってま

いります。また、第二次、第三次医療、ドクターヘリなど医療システムの構築で町民の

医療に対する安全安心を確保してまいります。

　　地域包括ケアシステムの実現。

　　元気な高齢者が介護を予防し、生きがいを持って暮らし、また高齢者が地域で孤立す

ることなく、社会参加や交流活動が継続できるようサロン活動の支援や介護予防の普及
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啓発に力を入れるとともに、高齢者福祉バスの拡充を初め、高齢者が外出しやすい環境

づくりを推進してまいります。

　　今年度は、地域の実情に応じた多様なサービスを充実するとともに、地域の支え合い

の体制づくりを推進する介護予防・日常生活支援総合事業を実施してまいります。

　　また、産・学・官連携による介護予防教室地域まるごと元気アッププログラムなど、

筋・骨格系疾患や認知症予防に努めていくとともに、認知症地域支援推進員による地域

支援活動や認知症初期集中支援チーム設置による認知症の早期発見、早期予防活動に努

め、「認知症になりにくい町づくり」の体制づくりを進めてまいります。

　　さらに、きめ細かい生活支援が可能な小規模多機能型居宅介護サービスとリハビリ機

能が充実した介護老人保健施設との有機的で一体的な連携により、在宅生活の自立に向

けた支援にも努め、医療・介護・予防・生活支援・住まいが一体的に提供される地域包

括ケアシステムのさらなる充実を図ってまいります。

　　障害福祉につきましては、障害のある人が自立した生活を営むための福祉的な就労の

場である就労継続支援Ｂ型事業所の新規開設に向けた体制整備を図るため、開設及び運

営するＮＰＯ法人に対し支援を行ってまいります。

　　子育て支援。

　　子育て・少子化対策は、保育・教育、発達支援、医療、子育て住宅や雇用など多岐に

わたる施策が必要であります。人口減少対策の観点からも重要課題の一つとして捉えて

おり。このことを踏まえ、これまでも高校生までの医療費無料化や保育・教育の負担軽

減や教育内容など先駆的な施策を展開しております。今年度は、昨年度開園した認定こ

ども園の北側園庭の整備や保育料の完全無料化など就学前保育・教育の一層の充実を図

ってまいります。

　　安全で快適に生活できるまち。

　　防災。

　　防災では、平成25 年度に策定した地域防災計画に基づき、人命を守ることを最重視

し、地域社会が一体となった防災体制を構築するとともに、災害時要援護者対策や自主

防災組織の取り組みの充実を図り、防災体制の確立に努めてまいります。

　　消防・救急。

　　消防の広域化につきましては、平成28 年４月１日から「とかち広域消防局」として

運用が開始されます。このことにより、消防団は町に移管することになりますが、災害

時に備えての訓練、町民の生命・財産を守るための活動、女性消防団員についても火災

予防等の啓発など、町民の安全・安心を支える活動は変わるものでなく、町としては、
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奉仕の精神に基づく消防団活動が充実するよう装備等の改善を図ってまいります。

　　また、消防救急デジタル無線化と高機能指令センターの整備につきましては、十勝管

内全市町村との共同事業として整備が進められ、４月から運用が開始されることになり

ます。さらに、消防庁舎につきましては、公共施設の再編計画の対応に合わせて検討し

てまいります。

　　消費者保護。

　　振り込め詐欺や還付金詐欺等の特殊詐欺、悪質商法、多重債務等に町民が被害に遭わ

ないよう、啓発活動や相談窓口の機能充実を図るとともに、安全・安心な生活を送るた

め、消費者協会と連携して消費者保護行政の推進に努めてまいります。

　　住宅・上下水道・道路の整備。

　　町営住宅につきましては、住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化計画を基本として、

少子・高齢化に対応した公共施設の再編の観点から、西団地の建てかえとして中心市街

地への公的住宅の整備を進めます。

　　公共施設の再編計画では、旧恵愛会病院跡及び役場前中央公園も、交通の拠点や公園

の再整備等の対象エリアとして検討しており、今年度は構想から計画策定に向けて検討

してまいります。

　　一般住宅では、勤労者等の移住・定住を促すために、民間賃貸住宅の建設や持ち家住

宅の新築・リフォームに対しての支援や、子育て世代に対する住宅取得支援を継続して

実施してまいります。

　　水道につきましては、施設整備の適切な管理と本管の計画的な更新で安全・安心な給

水体制の確立を図ってまいります。

　　下水道につきましては、長寿命化に基づき管理センターの機械設備の計画的な更新・

改修を進めるとともに、下水道の普及・啓発に努めてまいります。

　　町道につきましては、市街地の生活に密着した道路の再整備を進めるとともに、寿命

や劣化により傷んだ町道についても状況を把握しながら維持補修に努めてまいります。

　　また、橋梁は長寿命化に向けた修繕計画に沿って修繕を実施してまいります。

　　自然の豊かさと美しさが実感できるまち。

　　環境保全・環境美化・公園。

　　オフセット・クレジット制度では、本町の森林資源の認証登録をし、これまで14 件

を販売しており、今後もクレジットの販売促進に向けた取り組みを進めるとともに、再

生可能エネルギーの住宅用太陽光発電に対する支援を引き続き行ってまいります。

　　良好で快適な生活環境の確保、環境への負荷を軽減する循環型社会を形成するため、
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ごみの分別や減量化に取り組んでまいります。

　　また、地域の防犯・防災対策など町民の安全・安心と住環境の維持向上を図るため、

引き続き老朽施設の解体撤去者に対し助成を行ってまいります。

　　公園につきましては、遊具や芝生の適正管理を行い、安全で安心、楽しく遊べる公園

を整備してまいります。また、ふれあい公園については、長年の懸案となっていたサッ

クシュオルベツ川の暗渠化事業を進められる見通しとなっております。

　　人づくりを大切にするまち。

　　生涯学習につきましては、本町における各種関連事業の体系化により、町民の学ぶ機

会の情報を効率的に発信し、町民が意欲的に学べる環境づくりや学んだ成果が適切に評

価され、さらに生かされる機会をつくってまいります。

　　今後のまちづくり、人づくりの中核の施設となる生涯学習センターの改築は、平成

29 年度の供用開始に向け建設工事に着手いたします。

　　今年度は、子どもたちの”学力向上・体力向上・体験活動の充実”を中心とした新た

な教育推進の元年と位置づけ、昨年度策定しました「かみしほろ学園構想」を推進して

まいります。

　　上士幌高等学校は、近年、安定的に全学年二間口を確保できていますが、中高一貫教

育の流れの中で、地元中学生や保護者からの積極的支持が得られるよう、上士幌高等学

校の魅力アップと選ばれる学校になるための支援を行ってまいります。

　　自覚を持ち心が通い合うまち。

　　交流・移住・定住。

　　本町では、人口減少を食いとめるため、かみしほろ情報館と連携し移住定住の取り組

みを進めてきております。今日、都市から地方に移り住むニーズが高まる中で、お試し

暮らしの住宅、例えば子育て世帯や高齢者世帯、中長期滞在、雇用を意識した体験住宅

など住宅の確保が課題となっており、今年度は多様なお試し暮らし住宅の整備を行って

まいります。

　　また、ふるさと納税は、既に全国から７万件を超える応援の寄附が本町に寄せられて

おります。応援をいただいた寄附者とは、交流などの縁を深めることで地方創生策につ

なげてまいります。

　　生涯活躍のまち、上士幌創生包括プロジェクト。

　　総合戦略に掲げる「上士幌版ＣＣＲＣ（生涯活躍のまち）」の取り組みにつきまして

は、地域包括ケア、雇用の創出、子育て教育などの各種政策を強力に結びつけ、住み続

けたいと思えるまちづくりを推進することよって町民の定住と首都圏からの移住促進を
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図ってまいります。

　　まちづくり活動・開かれた行政・広域連携。

　　町内のさまざまなボランティア、アダプト、町内会、ＮＰＯなどは、協働するまちづ

くりのパートナーとして日ごろの活動を評価するとともに、必要な支援を行ってまいり

ます。また、開かれた行政、近隣町との広域連携、行政職員の資質向上の研修や法令の

順守など、いずれも行政を進める上で重要であるとの認識のもと、しっかりと対応して

まいります。

　　以上、平成28 年度の町政執行の基本的な方針と主要な施策につきまして述べさせて

いただきました。これを具現化するための予算総額は、一般会計で 78 億2,712万

3,000円となり、前年度予算額と比較すると17 億102万2,000円、 27.8 ％の増額と

なりました。また、５特別会計を加えた６会計の予算総額は97 億9,334万3,000円と

なり、前年度予算額と比較して 16 億2,682万7,000円、 19.9 ％の増額となりました。

　　歳入のうち、最大の財源である地方交付税につきましては、前年度予算額と比較して

2,813万8,000円、1.0％の減額となる 26 億7,091万円を見込んでおります。

　　歳出におきましては、大型施設の建設と時代の潮流と町民のニーズを踏まえるととも

に、本町の喫緊の課題である人口減少と地域創生に関する「上士幌町人口ビジョン・総

合戦略」における主要課題に対する政策に重点的に財源を配分するなど、積極的な予算

編成といたしました。

　　今後の財政運営に当たりましては、健全性を確保しながら効率的かつ効果的な財政運

営に一層努めてまいります。

　　町議会議員並びに町民の皆様の一層のご理解とご協力を心からお願いを申し上げ、町

政執行方針といたします。ありがとうございました。

○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４９分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１１時０１分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　次に、教育委員長の教育行政執行方針の説明を願います。

　　教育委員長、西田英豊君。

○西田英豊教育委員会教育委員長　平成28 年第２回上士幌町議会定例会の開催に当たり、
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上士幌町教育委員会所管行政に関する主要な方針について申し上げます。

　　人口減少と少子高齢化の進行、グローバル化の進展、情報通信技術の発達、家族形態

と地域社会の変化など、教育を取り巻く環境は大きく変化しております。こうした中で、

首長との連携強化を図るため、上士幌町総合教育会議を開催し、上士幌町教育に関する

大綱を策定いたしました。また、上士幌町総合戦略の基本目標の一つとして、“子育

て・教育の充実したまち”が掲げられました。今年度は上士幌町の特徴を十分に生かし

た教育活動を推進し、「上士幌町子ども教育ビジョン」の目指す子供像の実現に向けた、

地域全体で子供たちを育むための教育環境を整備するため、関係団体・機関や学校・家

庭・地域と連携・協働して、人づくりを中心に据えた教育行政を推進してまいります。

　　このような考えのもと、主要な施策については以下のように取り組んでまいります。

　　第１、地域総体で取り組む子育て・教育環境の基盤整備。

　　平成26 年 12 月に制定した「上士幌町子ども教育ビジョン」の５つの目指す子供像

は、子供たちを地域全体で育んでいこうという町民の皆様の意識を根幹に定めておりま

す。今年度は子供たちの“学力向上・体力向上・体験活動の充実”を中心とした、本町

の新たな教育推進の元年と位置づけ、全力を挙げて施策を推進してまいります。

　　また、平成21 年７月に制定した「かみしほろの健やかな育ち」の理念の普及に努め、

家庭・学校・地域・行政が連携・協力して考え、語り合いながら取り組みを進め、子供

が輝く子育てと教育の町を目指してまいります。

　　かみしほろ学園構想の推進。

　　本町の教育推進の中核となるのが、昨年度策定いたしました「かみしほろ学園構想」

であります。この構想は、次の５つの施策を重点としております。また、これとあわせ

て、教育関係団体の組織再編を行い、組織の効率化と活性化を図ってまいります。

　　１つ目は、町内全小・中学校に学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スクールと

して指定いたします。学校運営に保護者や町民の意見を積極的に反映し、”地域ととも

に歩む学校づくり”を進めてまいります。あわせて、町民が直接子供と触れ合い、子供

の育ちにかかわれる仕組みとして、ボランティア組織である「（仮称）ゆめ育応援団」

の結成を目指した取り組みを進め、町民と学校が協働で学校をつくる、熟議と実践の仕

組みづくりを進めてまいります。

　　２つ目は、幼保小中高の連携強化により、幼児期から高校生まで一貫性のある教育を

推進することであります。18 歳までに生活習慣をしっかりと定着させ、かつ、みずか

らの目標に向かって努力できる“自己管理能力”を身につけるため、共通教材として独

自に開発した手帳・ノートを導入いたします。さらに、現在上士幌町高等学校が指定を
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受けているユネスコスクールの認定こども園・小学校・中学校への拡大を目指し、ふる

さと教育の体系化を通して、認定こども園から高等学校までつながりのある取り組みを

進めてまいります。

　　３つ目は、課外活動の充実であります。

　　子供たちが日常的に努力を続けている少年団活動と部活動の小中高の連携・協力を一

層強化し、子供たちの頑張りを応援してまいります。

　　４つ目は、学習成果の見える化、実感化の促進であります。全国学力・学習状況調査

やＣＲＴ学力検査の結果だけでなく、漢字検定、算数・数学検定、英語検定など、子供

たちが将来活用できる各種資格の受験と取得に向けた取り組みを進めてまいります。

　　５つ目は、体験活動のさらなる充実であります。本町の産業、自然環境等の特性を十

分に生かし、本町ならではの体験活動を一層推進してまいります。

　　これら５つの施策は、地方創生を担える人材育成を根本理念としており、積極的な事

業を展開してまいります。

　　子どもの読書環境の整備。

　　子供の読書は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものにし、

人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことができないものであります。そ

して、子供たちがあらゆる機会と場所において、自主的に読書活動を行うことができる

環境づくりを推し進める必要があります。

　　平成13 年 12 月に子どもの読書活動の推進に関する法律が施行されたのを受けて、

北海道では平成15 年 11 月に「北海道子どもの読書活動推進計画」を策定しておりま

す。本町においては、これまで、子供の読書にかかわる計画が未策定でありましたが、

昨年度「上士幌町子どもの読書推進計画」を策定いたしました。この計画では、特に幼

児期から小学校低学年までの子供が読書に触れ合うことで、その後の生活の中で本を楽

しみ、本から学ぶ姿勢を育むことを目標としており、学校・家庭・地域が連携・協力し

て取り組む施策を体系的、計画的に整理しております。今年度は、この計画に基づき効

果的に事業を展開してまいります。

　　第２、子育て支援の充実。

　　子育て支援は、乳幼児期から青年期まで継続した取り組みが必要であり、保護者支援

の観点からも最重要課題の一つとして捉えており、「上士幌町子ども・子育て支援事業

計画」に基づき、計画的かつ積極的な施策を展開してまいります。

　　また、子育て支援の一層の充実を図るため、子育て業務の一元化に向けてさらに検討

を進めてまいります。
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　　認定こども園等の充実。

　　乳幼児期における保育・教育は、子供の健全な心身の発達を図りつつ、生涯にわたる

人格形成の基礎を培う重要なものであります。豊かな生活や遊びを通して、人間として

よりよく生きるための基礎を習得する時期であることを踏まえ、子供の発達の連続性を

考慮して、ゼロ歳から小学校就学前まで一貫した保育・教育を展開してまいります。

　　今年度は、認定こども園に”原体験のできる森”をイメージした園庭を園舎北側に整

備し、子供たちの五感を刺激した広く豊かな経験のできる保育・教育を進めてまいりま

す。

　　保育料は今年度から10 年間無料とし、子育て世帯の経済的な負担軽減を図ってまい

ります。また、子供の食生活に対する正しい理解と望ましい食習慣の充実を図るため、

新たに３歳以上児にも主食を提供してまいります。

　　子育て支援センターは、就学前の子供と保護者及び妊娠中の女性に、ふれあいや交流

の機会を提供するとともに、子育て等に関する相談・支援を充実させ、安心して子育て

ができるまちづくりを進めてまいります。また、異世代交流や地域とのつながりを進め

ていくため、地域サロンのさらなる利用促進を図ってまいります。

　　幼児期から外国語や異文化に触れ、体験的に理解を深めるとともに、積極的にコミュ

ニケーションする能力を育むため、認定こども園に国際交流推進員を継続して配置いた

します。また、幼小連携を積極的に推進し、認定こども園から小学校へのスムーズな連

携・引き継ぎを図ってまいります。

　　子ども発達支援センターの充実。

　　障害を抱えている子供や支援が必要な子供と、子供の発達に不安を抱える保護者に対

し、安心して子育てができるよう、ゼロ歳から18 歳までの途切れない支援に努めると

ともに、地域との連携を密にし、保護者や地域に信頼される子ども発達支援センターづ

くりを進めてまいります。

　　また、子供の発達支援への理解を深めていくため、保護者や児童・生徒、関係者、地

域住民を対象にした各種研修を積極的に実施してまいります。

　　学童保育所の充実。

　　学童保育所は、児童の健全な育成と遊びや生活の支援を目的に、創意工夫を図りなが

ら特色ある運営に取り組んでまいります。今年度は保育内容のさらなる充実を図るとと

もに、平成29 年度の生涯学習センター内の新施設への移転に向けて、適切な管理運営

を行うための準備を進めてまいります。

　　第３、生涯学習の推進。
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　　生涯学習センターの改築は、平成29 年度の供用開始に向けて、今年度は建設工事に

着手いたします。この施設が、生涯学習の推進のみならず、町民にとっての居場所とな

り、さらに世代間交流の場、まちづくりの中核の場とするため、効果的な管理運営を行

う関係規則等の整備に取り組んでまいります。

　　生涯学習の推進は、平成25 年度より生涯学習推進事業「まなびの森」として、生涯

学習に係る各課部局や関係団体等が実施している事業を体系化し、前期・後期の２回に

分けて講座ガイドの配布による情報発信を行い、町民の皆様の学ぶ機会の確保に努めて

おります。あわせて、受講手帳を配布することにより、町民が意欲的に学べる環境づく

りを図ってきております。その学んだ成果が適切に評価され、さらに生かしていける機

会をつくってまいります。

　　第４、社会教育の推進。

　　社会教育の推進は、平成24 年度に策定しました第７期社会教育中期計画の具現化を

図っておりますが、今年度がその期間の最終年度となるため、その評価も含めてこの５

年間の成果を振り返り、第８期中期計画の策定に着手いたします。

　　少年教育は、本町らしい社会教育活動の推進を中核に据え、「かみしほろ学園構想」

の内容を踏まえた学校との連携や情報共有も視野に入れながら”地域総ぐるみ”で子供

たちに必要な体験活動の機会を提供してまいります。

　　昨年度より、「一流プロジェクト」を立ち上げ、子供たちが一流のアスリートやアー

ティストと触れ合う中で、夢を育むことができるよう事業を実施しております。今年度

も、広くこの事業の成果を町内の子供たちへと広めていくことを目指し、継続して推進

してまいります。

　　青年教育は、昨年度より、勤労青年の活動拠点施設について民間住宅を賃借する形で

確保しており、次の世代の地域リーダーとして活躍できる人材を育成するため、引き続

き青年会への指導と助言を行ってまいります。

　　壮年教育、高齢者教育は、シルバー学級の運営、連合ＰＴＡへの支援など、地域活動

に主体的に参加し学習する機会の確保に努めるとともに、リーダーシップを発揮できる

人材育成やソフト面を中心とした事業の推進に努めてまいります。

　　家庭教育は、子育て・教育のまちづくりを進めてくための重要な領域として、親同士

のつながりの強化を推進するとともに、地域全体で子育てをバックアップできる意識の

醸成を図っていくため、親世代への学びの支援を行いながら、子育てに資する学びの機

会をつくってまいります。

　　第５、社会体育の推進。
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　　スポーツを中心とした体力向上や健康づくりは、家庭や地域のきずなを深め、生きが

いのある人生、明るく豊かな生活を送る上で大きな役割を果たしております。

　　町民ニーズに合わせた健康志向型スポーツ活動の推進は、体育連盟を初めとした関係

団体等との連携を図りながら、日常生活の中でスポーツに気軽に親しむ環境づくりを目

指し、スポーツレクリエーションの普及・推進に努めてまいります。

　　また、少年団、体育団体及びサークルを支援するとともに、団体等の自主的な活動の

促進を図り、生涯スポーツ社会の実現に向けた意識の啓発や環境の整備に努めてまいり

ます。

　　社会体育施設は、適正な維持管理と安全で安心な施設の整備に努めるとともに、各施

設の利用促進と、ソフトボール場移転等に伴う体育施設の効率的な配置を検討してまい

ります。

　　また、小・中学校の体育施設を学校開放事業として活用し、町民の健康・体力づくり

や交流の中核施設として、さらなる利用促進を図ってまいります。

　　第６、芸術文化、歴史文化、文化財の保護活用。

　　文化協会を初め、町民文芸誌「火群」編集委員会、地域の宝さがしの会などの自主的

な活動を推進するため、引き続き助成してまいります。

　　アイヌの伝統的生活空間の再生を目的とした「十勝圏イオル再生事業」が昨年度より

開始され、上音更地区音更川隣接地の町有地において、自然素材活用の拠点地域となる

見本園的空間の整備等を行いました。今後も、関係団体・機関等と連携し、見本園的空

間の整備充実を図るとともに、アイヌ文化の普及啓発、体験交流等に取り組んでまいり

ます。

　　図書館は、地域の実情及び利用者の希望に沿うとともに、学校教育を支援することに

も留意し、地域住民に親しまれる施設として、交流の場、憩いの場という役割も一層担

うよう努めてまいります。また、子どもたちに本と出会える機会を提供し、巡回文庫・

学級文庫等の活動を継続するとともに、ボランティアグループと協力しながら、図書館

内を初め町内全小学校及び学童保育所での絵本の読み聞かせ活動の充実を図り、本に親

しみ、楽しさを知ってもらう活動に力を注いでまいります。

　　埋蔵文化財や天然記念物、郷土資料等、地域に残されている貴重な文化財については、

町民の皆様のご協力を得ながら、保護・保存を図るとともに、周知と活用に取り組んで

まいります。

　　第７、学校教育の充実。

　　子供たちが変化の激しい社会を生きていくためには、基礎的・基本的な知識・技能の
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習得とそれらを活用できる力を育むことが重要であります。確かな学力、豊かな人間性、

健康・体力の「知」「徳」「体」をバランスよく育み、地域に信頼される学校づくりを

進めてまいります。

　　教育行政の推進に関する課題に迅速に対応するため、教育専門員を継続して配置いた

します。また、経済的な理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対して、就学援

助費の支給による負担軽減を図ってまいります。

　　確かな学力の育成と体験活動の充実。

　　確かな学力の向上を目指すため、町費による教員を採用し、昨年度と同様に上士幌小

学校１学年を２学級といたします。さらに、小学校全学年において35 人以下学級を確

立するため、新４学年を２学級とし、少人数指導の充実を図ってまいります。また、学

校教育推進支援教員を配置し、ティーム・ティーチングによる習熟度に応じた個別指導

を継続してまいります。

　　全国学力・学習状況調査等の結果を分析し、教育施策の成果と課題を検証するなど、

「上士幌町小中学校改善支援プラン」を策定して、その改善を図るための具体的な対策

を講じてまいります。

　　小・中学校においては、課題領域の改善と、下位層の底上げを図るため学校改善プラ

ンを作成し、基礎・基本の確実な定着を図ってまいります。また、家庭や地域と連携し

た家庭学習の習慣化や小規模校の特性を生かした学校改善の工夫に努めるとともに、チ

ャレンジテストの活用やサポート学習の継続にも努めてまいります。

　　上士幌中学校に一流の講師を招聘し、中学生と対談を行う「大人トーク」の授業を継

続するなど、キャリア教育の充実に努めてまいります。

　　生活体験や自然体験が豊富な子供ほど、自己肯定感や道徳観・正義感が高く、さまざ

まな体験を積み重ねることが子供たちの健やかな成長に結びつくと言われております。

本町の恵まれた自然環境を生かし、学校とＮＰＯ法人ひがし大雪自然ガイドセンター等

が連携した環境教育を推進し、放課後対策事業など社会教育事業との連携を図りながら

体験活動の充実に努めてまいります。

　　障がいのある就学前幼児や児童・生徒に対する適正な就学指導と教育支援の充実を図

るため、関係団体・機関との連携を密にして上士幌町教育支援委員会の取り組みにつな

げていくなど、早期からの教育相談と就学後の一貫した教育支援の充実に努めてまいり

ます。

　　また、特別な支援を要する児童・生徒の教育的ニーズに応える指導を行うため、個別

の教育支援計画の作成と活用を進めるなど、幼児期から高校生に至るまで一貫した支援
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に努めてまいります。特別な支援や介助を要する児童・生徒に対しては、特別支援教育

支援員を配置することにより、生活や学習活動の支援を継続してまいります。

　　豊かな心と健やかでたくましい心身を育む教育の推進。

　　インターネット環境の発達やスマートフォンの普及に伴い、ＳＮＳ等の情報メディア

は、児童・生徒の利用が進み、全国的に過度なインターネット利用に起因する問題が生

じております。こうした情報メディアを介したいじめが社会問題となっておりますが、

本町においては、上士幌町いじめ防止基本方針等に基づき、学校と連携して、いじめ・

不登校等の未然防止と早期発見・早期解消に向けた取り組みを進めてまいります。

　　また、道徳教育は「特別の教科　道徳」として学習指導要領の改訂に備えて先行して

充実を図ってまいります。

　　体力の向上については、全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果等をもとに、学校

ごとのよさや課題を明らかにし、学校改善プランに基づいて、運動やスポーツの楽しさ

を味わい、達成感が得られるよう体育の授業改善を図ってまいります。さらに、家庭や

地域と連携した運動習慣の定着に努め、少年団活動と部活動の一層の充実が図られるよ

う、一流プロジェクト事業の推進により、プロスポーツ選手等からの指導機会の提供に

努めてまいります。

　　また、小・中学校における芸術鑑賞の充実を図るとともに、耐用年数が過ぎた中学校

の吹奏楽器を計画的に更新してまいります。

　　本年度より、体力の向上や芸術分野における豊かな感性を育成するため、体育と音楽

の専門的技能を有する学校教育推進支援員を上士幌小学校に２名配置し、子供たちの学

びの充実に努めてまいります。

　　また、虫歯予防を推進するため、認定こども園・私立保育所及び小学校におけるフッ

化物洗口や歯磨き指導を継続してまいります。

　　情報化や国際化などの社会の変化に対応した教育の推進。

　　人口減少とグローバル化が同時に進行する時代にあっては、ふるさとに誇りを持ち、

地域の産業を支え、国際化に対応できる人材を育成していくことが重要であります。ま

た、国の英語教育改革実施を見据えた対応も必要となっております。

　　幼児期からの国際理解教育や外国語活動の充実により、言語や文化について体験的に

理解を深めるとともに、積極的にコミュニケーションする能力を育むため、小・中学校

におけるＡＬＴの活用を継続してまいります。さらに、上士幌小学校に曜日を定めてＡ

ＬＴを常駐させるなど、認定こども園からのＡＬＴ常駐による国際理解教育を一層充実

いたします。
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　　学習意欲を高め、わかる喜びが実感できる授業を構築するため、タブレットの導入や

デジタル教科書の活用などＩＣＴ機器の充実を図り、教職員に対する研修機会の提供に

努めてまいります。

　　学校施設の整備等。

　　老朽化した上士幌小学校屋外トイレの改築・水洗化、プール上屋シートの交換とろ過

器の更新、教職員住宅２戸の改修を進めるなど、学校施設の適正な維持管理と改修・修

繕に努めてまいります。

　　学校給食センターは、昨年度策定しました「学校給食における食物アレルギー対応の

指針」に基づき、食物アレルギーを有する児童・生徒の実態把握と安全性を最優先とし

た対応に努めてまいります。また、食品等の衛生管理の徹底を図るため、計画的に給食

器具・調理機器の更新と施設営繕を実施いたします。

　　賄い材料は国内食材を中心とし、地域で生産される食材等の活用を念頭に置いた献立

の研究等を行い、安全・安心で低廉なおいしい給食の提供ができるよう努めてまいりま

す。また、「かみしほろのふるさと給食」として、地場産品の利用促進を図ってまいり

ます。

　　上士幌中学校に配置した栄養教諭により、学校における食育授業と給食指導の充実を

図り、給食だよりの発行及び町のブログによる情報提供を継続してまいります。

　　小学校再編の推進。

　　小学校再編に向けた取り組みは、上士幌町小学校の適正配置計画に基づき、保護者や

地域の方々との議論を深め、ご理解を得ながら計画を推進してまいります。

　　北門小学校の統合に伴うスクールバスの待合対応の充実と子供たちへの精神的なケア

に努めるとともに、平成29 年度末閉校を決定した萩ケ岡小学校の統合を見据え、上士

幌小学校に学校教育推進支援員等を継続して配置するなど、子供たちを円滑に受け入れ

る体制の整備に努めてまいります。また、萩ケ岡小学校には、総合支援事務職員を配置

いたします。

　　その他の再編対象校につきましても、児童・保護者・地域の理解が得られるよう環境

づくりに努めてまいります。

　　第８、高等学校の充実。

　　北海道上士幌高等学校は、平成28 年度も引き続き全学年二間口を確保できる見込み

となっておりますが、地元中学校卒業者の減少や進路志向の多様化に伴い、地元中学校

からの志願者が少なく、町外から通学する生徒が多数を占める状況が続いております。

　　学力向上策、部活動における中高連携事業の充実、平成28 年度から実施予定の「上
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士幌学」への支援など、地元からの志願者増に結びつくよう支援策を講じてまいります。

さらに、上士幌高等学校の魅力づくりを推進するため、上士幌高等学校振興会、上士幌

高等学校及び町が一体となり、振興策の見直しや今後の学校のあり方等について検討を

進めてまいります。

　　以上、平成28 年度の教育行政の推進方針と主要な施策について申し上げました。町

議会議員の皆様並びに町民の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げ、教育行政

執行方針といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　以上をもって、町政執行方針及び教育行政執行方針の説明を終

わります。

　　暫時休憩いたします。

（午前１１時３６分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午前１１時３６分）

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

◎議案第１０号から議案第１５号の上程、説明、質疑、討論、採

決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第６、議案第10 号平成 27 年度上士幌町一般会計補正予

算（第12 号）、日程第７、議案第11 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５号）、日程第８、議案第12 号平成27 年度上士幌町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第３号）、日程第９、議案第13 号平成27 年度上士幌町介護保険特

別会計補正予算（第４号）、日程第10 、議案第14 号平成 27 年度上士幌町水道事業

特別会計補正予算（第４号）、日程第11 、議案第15 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３号）、６案を一括して議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　ただいま上程されました議案第10 号から第15 号までの一般会計

並びに５特別会計の補正予算の内容についてご説明を申し上げます。

　　補正総額は、全会計で２億7,022万3,000円の追加補正となっており、補正後の予算

総額を 93 億4,053万円とするものでございます。

　　それでは、議案第 10 号一般会計補正予算（第 12 号）からご説明をいたします。

　　１ページをお開きください。
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　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に４億4,902万7,000円を追加し、総額を

74 億6,639万7,000円とするものでございます。

　　追加補正の主な内容を申し上げます。

　　ふるさと納税特産品発送事業5,019万1,000円、財政調整基金積立金１億6,491万

6,000円、旧士幌線アーチ橋保存基金積立金1,599万4,000円、情報セキュリティー強

化対策事業1,878万3,000円、ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金積立金４億

5,909万5,000円、国保会計繰出金464万6,000円、年金生活者等支援臨時福祉給付金

支給事業2,266万5,000円、町道等除排雪対策事業2,315万2,000円、町営住宅補修事

業180万3,000円、北十勝消防事務組合負担金222万7,000円でございます。

　　減額補正につきましては、事務事業遂行に伴う執行残の減額補正が主なものでござい

ます。

　　第２条でございます。

　　６ページの第２表にありますとおり、繰越明許費といたしまして、情報セキュリティ

ー強化対策事業1,878万3,000円、年金生活者等支援臨時福祉給付金事務経費51 万円、

年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業2,266万5,000円、認定こども園管理経費

89 万7,000円を翌年度に繰り越して使用いたします。

　　次に、第３条では地方債補正といたしまして、一般補助施設整備等事業540万円を追

加いたします。また、過疎対策事業の限度額４億5,580万円を４億4,870万円に変更補

正をいたします。

　　次に、特別会計の補正予算についてご説明を申し上げます。

　　１ページの議案第 11 号国民健康保険特別会計補正予算（第５号）でございます。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から5,582万5,000円を減額し、総額を８億

7,557万5,000円とするものでございます。

　　追加補正の主なものは療養給付費交付金等返還金927万4,000円でございます。また、

減額補正の主なものは、一般被保険者療養給付費3,139万4,000円、一般被保険者療養

費100万円、一般被保険者高額療養費526万6,000円、出産育児一時金支給事業420万

円、後期高齢者支援金542万8,000円、介護納付金629万5,000円、保険財政共同安定

化事業拠出金245万1,000円でございます。

　　次に、22 ページ、議案第12 号後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）でござ

います。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から27 万2,000円を減額し、総額を8,496

万1,000円とするものでございます。
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　　減額補正の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金 20 万6,000円でございます。

　　次に、 27 ページ、議案第 13 号介護保険特別会計補正予算（第４号）でございます。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から１億804万9,000円を減額し、総額を４

億9,909万4,000円とするものでございます。

　　減額補正の主なものにつきましては、居宅介護サービス給付費事業7,573万9,000円、

居宅介護サービス計画給付費事業134万7,000円、施設介護サービス給付費事業2,837

万9,000円、住宅改修費事業147万1,000円、高額介護サービス費事業239万3,000円、

特定入所者介護サービス費事業165万1,000円でございます。

　　次に、 40 ページの議案第 14 号水道事業特別会計補正予算（第４号）でございます。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から662万7,000円を減額し、総額を１億

8,511万5,000円とするものでございます。

　　減額補正の主なものは、簡易水道施設維持管理経費388万7,000円、水道メーター更

新及び新設メーター購入事業260万3,000円でございます。

　　次に、46 ページ、議案第15 号公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）でござ

います。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から803万1,000円を減額し、総額を２億

2,938万8,000円とするものでございます。

　　また、49 ページにありますとおり、地方債補正として下水道事業の限度額を700万

円から620万円に、過疎対策事業の限度額を690万円から610万円に変更補正をいたし

ます。

　　減額補正の主なものは、個別排水処理施設管理経費306万6,000円、下水道施設整備

事業278万6,000円、町債元金償還金132万9,000円でございます。

　　以上が補正予算の内容でございます。

　　また、全会計とも第１条の第２項、補正の款項区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は第１表のとおりでございます。

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

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

よろしくご審議を賜りご承認くださいますようお願いを申し上げます。

○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10 号平成27 年度上士幌町一般会計補正予算（第12 号）から質

疑を行います。
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　　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 20 ページから款ごとに一括して質疑を行います。

　　歳出、議会費及び総務費について質疑を行います。

　　 20 ページから 34 ページまで質疑を行います。質疑ありますか。

　　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　 30 ページにあります情報セキュリティー強化対策、事業自

体は明年という年度がかわってからという形になるのだと思いますが、この内容につい

てもう少し詳しくご説明をお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　高嶋総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　ただいまご質問ございました情報セキュリティー強化対策事業でご

ざいますが、これにつきましては、昨年度から国のほうから、国のほうでも年金情報の

漏えい等ということで抜本的な対策につきまして、地方自治体につきましても地方自治

体の情報セキュリティーの対策を強化するようにということで指示がなされております。

　　この関係につきましては、さきの国会で国の補正予算が成立しておりますが、その中

でも地方自治体への情報セキュリティー対策強化費として、補助事業ということで国の

ほうでも予算措置がされておりまして、その活用を図る中で今回補正予算として提案を

させていただいているものでございます。

　　対策の主なものということですが、このたび予算補正させていただきましたものにつ

きましては、国のほうからも指示されているものに基づきまして、業務系のパソコン、

パソコン分離しておりますけれども、業務系の情報とインターネットを分離するように

という指示がされております。現在、既にパソコンにつきましては業務系の、業務と同

じパソコンの中でインターネットも接続できるというようになっておりますが、それを

全て分離するようにという指示が出されておりますのでその対策を行うというものでご

ざいます。

　　具体的には、マイナンバーに対応するパソコン、それから、その他の業務系を行って

いるパソコンにつきまして、それぞれインターネットを分離して、インターネット上か

ら情報が漏えいすることのないように措置をするということの経費を今回予算計上させ

ていただいております。

　　これにつきましては、国の補正予算の関係がありますので、年度内に予算を計上して、

翌年度に繰り越して予算を使用するということになっております。ただ、このほかにも、

マイナンバー対応以外の業務用パソコンを分離しますとインターネットに接続できなく

なりますので、それを同じパソコンで対応できるような対応をする予定でおりまして、
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そのための経費につきましては、平成28 年度の６月補正ごろには予算を措置したいと

思っております。これにつきましては、まだ具体的に経費とか具体的な対応策について、

現在検討中でございますので、それがまとまり次第、６月補正ごろをめどに予算計上し

たいと思います。

　　セキュリティー対策につきましては、今回補正したものとあわせて同時に実施をする

予定で現在考えております。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　それでは、ほかの項目もあるのですが、ただいま佐々木議員

が質問しました情報セキュリティーの強化の関係について関連して質問いたします。

　　パソコン自体は何台分なのかと、それから国の補助金絡みで、補助金はそれほど多く

……ちょっと、補助金は幾らでしたっけ。補助金絡みだと思うのですが、これは町村に

よって必要な台数だけ用意した分、補助金として出て、それから台数確保できるものか。

国から示されている、どれぐらいの台数用意すればいいというふうになっているのかま

ず質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　高嶋総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　パソコンにつきましては現在あるパソコン、ほとんど全てインター

ネットに接続されておりますので全てのパソコンとなります。正確にはちょっと今手元

にありませんが、200台程度は、当然対応しなければならないというふうになります。

　　国の補助金の関係でございますけれども……少々お待ちください。補助金につきまし

ては、国のほうで、人口規模等において一定の基準が設けられておりまして、本町の場

合、人口規模に応じた補助対象の基本額は1,080万というふうになっております。補助

対象につきましてはこれの２分の１を補助するということで、これが補助限度額という

ふうになっております。補助裏の残りにつきましては国のほうで補正予算債ということ

で予算措置をするということで、1,080万の２分の１の分については、全額国の補正予

算で対応するということでそのような財政措置になっております。ただ、それ以外に、

今回1,800万予算補正しておりますけれども、それ以外の分につきましては一般財源で

措置するという予定でおります。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　３回しか質問できないということに今気がつきました。

　　パソコン関係について再度質問したいのですが、そうすると、今全台把握しているパ

－30－



ソコンにはそのまま、新たにパソコン買うのではなくて今あるパソコンに対して情報セ

キュリティーの委託しながら講じるというふうに捉えていいのかどうか。それで本当に

大丈夫なのだろうか、ちょっと若干心配なのですがそう捉えていいのかと、それからも

う一点質問したいなと思っていたのです。

　　協力隊の関係で1,607万ほど減額しておりますが、当初予算ではたしか11 人分の人

数を設置するということがあったわけですが、結果的には何人分、部署も含めて設置、

協力隊員が設置されなかったのかどうかまず質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　高嶋総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　最初に情報セキュリティーの関係でございますけれども、今回予算

措置している部分につきましては新たにパソコンを購入するものではなくて、システム

的にサーバー上でインターネット、既存のパソコンでインターネットに接続できないよ

うに分離するということですので、新たなパソコンを購入するというものではございま

せん。

　　本年６月補正で予定しているものにつきましても、新たにパソコンを購入、インター

ネットと分離しますと業務系のパソコンとインターネット接続用のパソコン、１人２台

用意しなければならないという事態になるのですが、そういうことになりますと使い勝

手が非常に悪くなるということで、１台のパソコンの中で業務系とインターネットがで

きるような形で、サーバー上で対応するような措置を現在検討しているということでご

ざいます。

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩いたします。

（午前１１時５６分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午前１１時５６分）

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

○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時からといたします。

（午前１１時５６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）　高嶋総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　午前中にご質問ございました地域おこし協力隊の賃金の関係でござ

いますが、今回1,600万ほど減額補正というふうになっております。これにつきまして

は、当初予算で11 名の予定で人件費を計上させていただいたところでございますが、

今現在、最終的に８名採用ということで３名については採用に至らなかったということ

が１つございます。これにつきましては、食品加工技術専門員、それから保育教育推進

員ということで予定したものにつきましては、ここまで採用に至っていないということ

でございます。

　　それから、８名のうち４名につきましては４月１日予定で採用予定でございましたが、

４月１日付で採用に至らなかったということで、５月１日に採用した者が１名、11 月

１日に採用した者が１名、それから、年が明けまして１月１日に１名、これから２月１

日に１名ということで、４名につきましては中途採用ということがございました関係が

ありますので、今回人件費について減額しております。

　　採用では募集と面接ということで随時行っておりますが、それぞれ、募集があっても

こちらの希望する人材でなかったり応募自体がなかったこともあって、予定していた４

月に採用に至っていなかったということがございます。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　ほか質疑ありますか。

　　質問しますか。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　それでは今の協力隊の関係なのですが、最終的に８名と。そ

れも４人につきましては５月から２月にかけ途中採用になったわけですが、これについ

て、仕事上の、必要で地域おこし協力隊を要請して募集しているわけですから、実際に

は採用に至らなかった点について仕事上の不便さとか支障がなかったのか質問いたしま

す。

　　それと、これで多分３回目の最後ですので。

　　先ほどの情報のセキュリティーの関係なのですが、私もなかなか把握しづらくて、そ

れ、200台のパソコンについては、そこに今後マイナンバーの情報が入る可能性もある

ということで、それについてはきちんとセキュリティーを持つための予算と。それから、

来年度、28 年６月には、町がサーバーにつなぐときのためのセキュリティーですか、

そういうふうに捉えていいのかどうか再度確認いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　高嶋総務課長。
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○高嶋幸雄総務課長　地域おこし協力隊につきましては、それぞれ４月１日に採用すべく

予定して業務に支障がなかったのかということでございますが、それぞれ新規に予定し

たことが支障があったということも、ちょっと具体的なことはわかりませんが、そうい

うことがおくれたこともあったかもしれませんが、既存の人員の中でやりくりをしてき

たということでございます。

　　それから、情報セキュリティーの関係でございますが、先ほどもちょっと申し上げた

のですが、今回補正を行います部分につきましては、マイナンバーを取り扱うパソコン、

それから、それ以外の業務系パソコン、それぞれにインターネットに現在接続されて、

同じパソコンの中で一般業務を行いますし、インターネット、メール等の取り扱いもで

きるというふうになっておりますが、情報の漏えいを防ぐということで、インターネッ

トから全て切り離すということの経費で今回予算を計上させていただいております。

　　国のほうからも、同じパソコンの中でインターネットと一般の業務、いろいろ個人情

報も扱っておりますが、そういう業務が同じパソコンの中で行わないようにということ

で完全に分離するようにということがございますので、そういう経費ということで今回

補正をしております。

　　平成28 年度で、これから具体的なことは詳細を詰めていくことになりますが、予定

しているのは、完全に分離しますと、１台のパソコンで業務だけをやって、インターネ

ットをやる場合は別のパソコンが必要になるのですが、完全に本当にやりますと１人で

２台のパソコンを使わなければならないという事態になります。そうしますと非常に使

い勝手が悪いということになりますので、同じパソコンで行うのですけれども、全く、

接続的にはインターネットに接続する部分と業務の、業務系のサーバーも置いています

けれども、そちらに接続するもの、完全に分離してできるようなシステムを組むという

ことの経費も必要ですので、それにつきましては、今後具体的に詳細を検討して、平成

28 年６月ごろの補正でその経費は対応していくということにしたいというふうに考え

ております。

　　どちらにしましても、取り扱い業務を行う上でなるべく支障を来さないような形でシ

ステムを組んでいきたいということでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　今のちょっと問題、もう一度説明をお願いしたいと思うので

すけれども。

　　今年度の８月に、もう一度そういった形での、その分離をするためのその工事を行う

と。今やる部分について１つ気になるのは、これ、どういうところがこういうシステム
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管理というかセキュリティー管理をやっていくのか。

　　もう一つは、どの町村も恐らく本町と同じような金額をかけてこういったセキュリテ

ィーの強化をやるのではないかということと、もうマイナンバー自体は動いているはず

なのに、ことしの６月、８月というのはどういうことなのか。その辺も含めてもうちょ

っと説明をお願いしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　高嶋総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　システムのほうは、通常の、現在のシステムについてはシステムを

導入している業者に保守管理等を行っておりますので、そちらのほうとも調整をしなが

ら行っております。

　　費用の関係でございますが、情報セキュリティーの関係については国のほうで、先ほ

ど申し上げた、さきの国会で、各全地方自治体、都道府県も含めて情報セキュリティー

を強化するようにということで、一定額の金額を国費で対応するということで、助成を

するということで予算措置がされておりまして、その部分につきましては３月までに、

全自治体で補助を利用する場合は予算措置をするようにという指示がなされております

ので、関係部分につきましては今回補正をさせていただいたということでございます。

　　今回補正させていただいたのは、ちょっと重複しますけれども、マイナンバーで対応

するパソコン、業務系のパソコン等についてはインターネットが完全に分離する経費を

見ております。これにつきましては繰越明許をさせていただいて、平成28 年度から実

施させていただくのですが、残りの部分の経費につきましては６月ごろに補正をさせて

いただいて、業務の構築につきましては、今回補正させていただいたものと一体で委託

をして、委託というか発注をして一体的に整備していくというふうに考えております。

あくまでも補助金を活用するということもございますので、そのまま先行して予算補正

をさせていただいたということであります。

　　それから、マイナンバーの関係では、マイナンバーの機械はもう動いておりますけれ

ども、これにつきましては、地方自治体との連携につきましては、情報連携の関係です

が、平成 29 年７月から実施されるという予定になっております。

　　ですから、国のほうも、これまでには各地方自治体の情報セキュリティー対策を行う

ようにということになっておりますので、それに間に合わせるような形で実施をしてい

きたい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。

　　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　今、情報セキュリティーもありましたけれども、上士幌町にお
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ける職員の使っているパソコンが、ちょっと私わかりませんけれども、まだＸＰを使っ

ているのか、それとも最低７になっているのか。今、ネットあたりつなぐと、８以上の

バージョンアップ、10 タイプと、マイクロソフト社では無料バージョンアップという

ことが入ってきますけれども、そのセキュリティーと、それから今後のパソコンが、７

あたりもあと５年ぐらいでマイクロソフト社がサポートをやめるような話も出ておりま

すけれども、その辺のセキュリティーを例えばＸＰでやったとしても、また新しい形で、

少なくても今度は８以上というふうなバージョンアップみたいになってくるんだけれど

も、その辺のセキュリティーとパソコンの対策というのはどうなっているのかちょっと

教えていただきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　高嶋総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　パソコンのソフトの関係につきましては、ＸＰ等についてはあれで

すけれどもソフトの入れかえも行っております。随時行っております。

　　それからセキュリティーの関係ですけれども、通常のウイルス対策とかそういったも

のは最新のものを随時バージョンアップするような形で対応しているということでござ

います。

○議長（杉山幸昭議長）　次に、民生費に入ります。

　　 34 ページから 41 ページまで質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、衛生費に入ります。

　　 41 ページから 44 ページまで質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、労働費に入ります。

　　 45 ページの質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、農林水産業費に入ります。

　　 45 ページから 53 ページまで質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、商工費に入ります。

　　 53 ページから 55 ページまで質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、土木費と消防費に入ります。

　　 55 ページから 60 ページまで質疑を行います。質疑ありますか。
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　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　定住住宅建設等の促進奨励事業について質問いたします。

　　 11 月 25 日付で３件出た資料をもとに質問をしたいと思っているのですが、平成

27 年度についてリフォームが５件と法改修１件と合計６件となっていまして、21 年

から始まった中ではちょっと少ない利用なのかなと思って質問をいたします。

　　今回の補正につきまして50 万1,000円減額されていますが、この利用状況について

質問したいのと、それから業者につきまして、このリフォームにつきましては、結構、

例えば大きい会社ではなくて個々の、例えば塗装だとか板金屋さんとか、結構、町内で

も中小業者が多いと思うのですが、その方々に対するこの制度の周知といいますか、ど

うなっているのか質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩いたします。

（午後　１時１５分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午後　１時１６分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　尾形建設課長。

○尾形昌彦建設課長　定住住宅建設等促進奨励事業の27 年度の実績でございますが、現

在、リフォームのほうが６件、それから法改修のほうが２件ございまして、新築につい

てはことしはゼロ件という状況になってございます。

　　ことしについては、例年ある程度一定金額あったのですけれども非常に少ない実績に

なっているという状況で、当初の予算につきましては、過去の数年の平均的な実績をも

とに予算要求をさせていただきましたが、今年、非常に実績が低くなったということで

今回減額補正をさせていただくものでございます。

　　あと、業者による周知につきましては、毎年春に広報を通じて行っているという状況

ぐらいで実施をしてございます。この制度、実施してからもう相当年数たっているとい

うことで、町民の皆様、それから業者には十分周知されているのではないかなというふ

うに担当のほうでは考えておりまして、年１回、広報において周知を行っているという

状況でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　平成21 年から始まりまして、私が持っている当初の資料で

は、私が間違っていたら申しわけないのですが、100万円以上ですか、それに対して１
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割、 10 ％、それで限度が20 万と。それが、ここ数年見ましたら、広報を含めて50

万以上となっていますので、金額が下ったのはいいなと思っているのですが、私自身は

ちょっと把握し切れなくて、私も２年ぐらい前に修理したのですが、業者の方に聞いて

ちょっとわからないような感じで、私自身も100万だとばっかり思っていたものですか

ら、結果的にはこの制度を利用しなかったのですよ。

　　ですから、広報だけではなかなか町民の方周知できないのと、やはり業者の方々につ

いてもきちんと周知しないと、資料を見ましたら、建設始める前に申請しなければいけ

ないというふうになっていましたので、建設始まってからでは……後でもいいのかわか

りません。その辺きちんと周知しないと、多分まだまだ利用、実際にはリフォームして

いる方もいるのではないかと。ただ、申請をしなかったのか、どういう事情かわかりま

せん。まだまだいるのではないかと把握して、きちんと、まず業者の方に周知をすると。

町民の方は広報を見てもなかなかぴんとこないときもありますので、まず業者の方に周

知するのが一番いいのかなと私思って質問させてもらいました。

　　 27 年度が、ちょっと、ずっと過去五、六年ですか、始めてからたっているわけです

が、ちょっと利用が少ないというだけでは、来年度また予算組んでいるわけですが、若

干減っているなと思って質問をさせてもらって、その点について十分周知するようによ

ろしくお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　尾形建設課長。

○尾形昌彦建設課長　今の山本議員さんの貴重なご意見賜りまして、何らか業者のほうに

周知するようにしたいというふうに考えます。

○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、教育費に入ります。

　　 60 ページから 70 ページ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）　 62 ページの私立保育所運営費補助事業で減額189万2,000円

ということになって、私の記憶では、糠平入れたら４私立保育所になるのかなと思いま

すけれども、これは何か燃料だとかそういう需用費というのかそういうのが減額したか

らこうなったということなのでしょうか。

○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　この減額の要因につきましては糠平小学校なのですが、

基本的には私立保育所は２名の保育士の方の人件費を補助しているところですが、糠平
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小学校は年度当初２名のお子さんがいたのですが、最終的には途中から１名になったと

いうことで、お子さん１名に対して保育士２名ということにはちょっとならないという

ことがありまして、その部分でかからなかった保育士の人件費について予算を落とさせ

ていただいたということでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　マイプラン・マイスタディ活動助成事業なのですが、当初

150万組んでいたわけですが、今回135万の減額ですのでほとんど利用がされていない

のではないかと。その状況について質問いたします。

○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　マイプラン・マイスタディ事業の減額について、そ

の状況でございますけれども、この事業、マイプラン・マイスタディ事業、平成26 年

から教育委員会の生涯学習課というか社会教育の事業として実施してきております。

26 年についても実は実績がなく、問い合わせはあったのですけれども実現に至らなか

ったということで、27 年度については今のところ問い合わせ等もございませんで実績

も現在ないという状況でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　この事業につきましては広報にも載っていますし、あと、さ

っき言いましたまなびの森の一番後ろに載っているのは私も見ました。ただ、なかなか

やはり、先ほどのリフォームもそうなのですがなかなか周知がされていないのではない

かと。広報載ればとか何とかといっても、なかなか町民の方、意識的にそれを利用しよ

うとする意識がないと見ませんので、ぜひそれ含めて、28 年度も含めて利用するよう

な、もし何かあったときにはこういう事業があるというふうに、教育委員会のほうから

積極的に働きかけて事業を活用してもらうような運動をつくらないといけないのかなと

思って質問させてもらいました。

　　もともと企画にあった事業を分けて、企画のほうも多分事業、実は減っていて、教育

委員会のほうに移したところが全く利用がないと。当初の予想から見れば、ちょっと活

動がちょっと滞っているなというふうに私は思って質問させてもらいました。28 年度

よろしくお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　要望でいいですね。

　　ほかよろしいですか。

　　次に、諸支出金と災害復旧費に入ります。

　　 70 ページ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、給与費明細書、71 ページから77 ページまでを一括し

て質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、地方債に関する調書は、78 ページについて一括して質

疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、事項別明細書の歳入は、９ページから19 ページについ

て、一括して質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、事項別明細書の総括表、７ページから８ページまで一括

して質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、一般会計補正予算書の１ページから６ページまでを一括

して質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で議案第 10 号平成 27 年度上士幌町一般会計補正予算

（第 12 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 11 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５

号）は、１ページから 21 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11 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５号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 12 号平成 27 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）は、 22 ページから 26 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12 号平成27 年度上士幌町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第３号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 13 号平成 27 年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第４号）は、

27 ページから 39 ページまで一括して質疑を行います。質疑ありますか。

－39－



（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で議案第13 号平成27 年度上士幌町介護保険特別会計補

正予算（第４号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 14 号平成 27 年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第４号）は、

40 ページから 45 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14 号平成27 年度上士幌町水道事業特別会計補

正予算（第４号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 15 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３

号）は、 46 ページから 56 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15 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３号）の質疑を終わります。

　　次に、各会計補正予算に対する質疑が終了いたしましたので、これより、理事者に対

する総括質疑を行います。質疑ありますか。

　　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　まず１点目は、先ほど問題になったセキュリティーの問題で

すけれども、どうも国がやることは、方向性だけはどんどん決めて進めていくけれども、

その実体を担わなくてはならない地方自治体というのは大変苦慮しているのではないか

な。こういうことに対して、やはり国にきちんと物を申していくという必要性が、僕は

あるのではないかなというふうに思うのですが、その辺の考え方をまず１点。

　　それからもう一点は、職員募集をして、今回は、先ほど山本議員に答弁があった地域

おこし協力隊のその募集ですけれども、その募集した人員に対して、これほどなかなか

応募ない、あるいは適格者が見当たらないということになれば、当然、その後のその行

政業務に支障を来すというふうに考えるのが一般的です。その支障が来さなかったとい

うのであれば、もともとそういった予算を立てるべきでないというのが当然の話です。

相当期間がありますし、確かに、この地域おこし協力隊の部分については、それぞれの

特殊能力というか特異能力というものを求めるということもあってなかなか募集も難し

いのかもしれませんけれども、ただ、３年間等いろいろなその条件というのがなかなか

十分理解をされ得ない条件ではないのかと。だとしたらやはり条件を引き上げて、支障

のないような募集内容にすべきだというふうに思うところですけれども、その辺の、こ

れは今後の人事にかかわる問題ですので、方針も含めてあればお聞きをしたいと思いま
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すし、今回十分な答弁が得られなければ、当初予算の中でまた議論をさせていただきた

いと思いますが、その辺について、考え方等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）　竹中町長。

○竹中　貢町長　国の制度のことで、地方になじまないもの、あるいは地方に負担を強い

るものというようなときには物言うべきだとそんな話でありますけれども、それらにつ

いては、同じような条件に各自治体置かれておりますから、そういった中で声を上げて

いくということだろうとそんなふうに思っております。

　　今回のセキュリティーの関係については、これは大切なことでありますからセキュリ

ティー対策はしなければならぬというふうに思いますけれども。ただ、実際の問題とし

て、国の進める事業、事務のあり方と地方の事務のあり方というのはいろいろ違うとこ

ろがあるということなんですね。今回も完全に分離をするということでありますけれど

も、この後問題になってくるのは、インターネットなんかは、それでは自分たちでこれ

使わなくてもいいのかという問題が出てくるわけです。ですから、それについては、国

のほうとしては積極的にそのことについて奨励する、それは各自治体の問題であるとい

う押さえ方と、それから、今実際の問題のこのマイナンバーだとかそれらに個人の情報

にかかわることについては、それらについては徹底してやってほしいということだから、

それにかかわる補助の関係での支援をするということ。これは仕事のやり方等々につい

て、国と地方のやり方で、若干いろいろな事務の進め方について違いがあるのだという

意味では、その後の、これから次年度、今検討していますインターネットの切り離しの

問題だとか、これらについては、本来これらも含めて国が支援すべきだということ 

に思っていますが、それらについては同じような町村の仲間の中で要望していくという

ことだろうというふうに思っております。

　　それから、地域おこし協力隊ですけれども、行政事務も随分変わってきまして、法令

に基づく事務だけではなく、その自治体固有の事務を進めていくというのが、これは従

来と随分変わってきていることだというふうに思います。ですから、基本的なその行政

事務を進める上で、それは進められないことではないことでありますけれども、より政

策的にこのまちづくりを進めようとしていくと、そこに新しい人材が求められてくると

いうことなのですね。

　　ですから、従来どおりの事務を進める上では、それなり、協力隊がいなければ、すぐ

事業が滞ってしまうというような条件ではないと。より、そのことによって精度の高い、

あるいは政策の実効度が高いというところを目指していると、全てではありませんけれ

ども協力隊に期待するところはそういったところであって、それは通常の職員の採用と
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違ったキャリアを持ったそのような人材が求められてきますので、近隣だけではなくて

全国公募をするということになってきているということであります。

　　ただ、人材の確保については、全てにおいて今求人難という状況がございますから、

このことだけで、協力隊だけが来ないということではなくて、求人のところが、もう日

本全体で、今非常に厳しい状況にあるという枠組みの中の一つであるというふうに押さ

えていただきたいというふうに思います。

　　通常の一般の職員についても決して十分満たされている状況ではないということであ

ります。ただ、ただ単に今まで従来の事務を進めるだけであっては、地方自治体のいろ

いろな課題、少子化問題、あるいは地方創生といった課題に対応し切れないということ

でありますから、随時必要な人材は求めていきたいという方針はこれからも変わってい

かないとそう考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　一般会計の歳入のところでちょっと質問しようと思っていて

ちょっとうっかりしていたものですから、町長か課長のほうに答弁をお願いできたらと

思って質問いたします。

　　子ども・子育て支援交付金の関係、これ道と国の交付金と、一部町も含めて全体的に

は500万ほどになるのかなというふうに把握していますが、これは27 年度から新たに

できた交付金ですのでその概要について説明お願いいたします。

○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　子ども・子育て支援交付金の関係でありますがこれは

国庫補助金と道の補助金と同額のっております。これは当初見込んでいなかった部分で、

国のほうで子ども・子育て支援の計画に基づいて新たに組まれた中身ということであり

まして、この子ども・子育て支援交付金の中には２つの中身がありまして、一時預かり

事業ということで、子ども・子育て支援センターのほうで一時預かり、認定こども園に

入っていないお子さんを一時的に預かるというような事業も展開しておりまして、それ

に対する経費を国と道のほうで手だてをしていただいているということがまず１つです。

　　それともう一つは、地域子育て支援拠点事業ということで、これにつきましては人件

費分ですね、関係する職員の人件費の一部を交付金で補填をしていただいていると、そ

ういうような中身の事業となっております。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　また28 年度予算でも質問したいと思いますので、新しい事
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業でいろいろなさまざまな町の子育て支援計画に基づいて行われている、多分13 ほど

の事業だと思うのですが、それがいろいろな計算方法があって申請をして、結果的に、

先ほど石王課長が言ったようなところの、その人件費分をそこに充てるという中身だろ

うと思っています。それについて、新しい事業ですので来年度またここで確認させても

らって、 28 年度予算で質問させてもらいます。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　補正の部分はよろしいですね。

○１０番（山本和子議員）　はい。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　先ほど答弁漏れがありました。

　　待遇の問題話しされましたけれども、協力隊員関係では、私ども求めている人材、そ

う簡単に応募がないということも含めて、独自におととしから、昨年は月額─これ

は国の基準といいますか特交の措置で16 万ということになっていますけれども、町独

自に上積みして20 万ということで上げて募集しました。そういった状況の中でもなか

なかいないということであります。

　　これは、やはり随時、必要な人材は、多少時間かかっても求めていくということが必

要だし、それから募集の内容も、今まで単にホームページだとかそこで募集していまし

たけれども、それをもっと広げて、例えば人材募集の民間の企業のネットを通してやる

だとか含めて、いろいろ今、応募が出てきております。これまでも、面接なんかについ

ては地元でやるような形をしていましたけれども、全国から、今来るような、そしてま

た全国から求めたいということあって、そのためには面接の場所を東京だとか、それか

ら札幌だとかそのように出かけていってやるというようなことになっております。

　　今回も、この５日の日でありますけれども、東京でまた面接をするということであり

ますが、面接して、どうしても人数合わせで募集するというわけにいきませんから、何

回も、優秀な人材を確保するために、全国ネットを含めて募集していくような体制をこ

れらかもとっていきたいなとそう考えています。

○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）　ほかに質疑がございませんので、町理事者に対する総括質疑を

終了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。
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　　よって、町理事者に対する総括質疑を終わります。

　　以上をもって、議案第10 号から議案第15 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10 号平成27 年度上士幌町一般会計補正予算（第12 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10 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 10 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第11 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５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11 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 11 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 12 号平成 27 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）の討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第12 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、議案第 12 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第13 号平成 27 年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第４号）の討

論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○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13 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 13 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第14 号平成 27 年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第４号）の討

論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので議案第 14 号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 14 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 15 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３

号）の討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第15 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 15 号は原案のとおり可決されました。

　──────────────────────────────────────
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◎議案第１６号の上程、説明、質疑、委員会付託

○議長（杉山幸昭議長）　日程第12 、議案第16 号上士幌町行政不服審査会事例の制定

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　ただいま上程されました議案第16 号上士幌町行政不服審査会事例

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。

　　平成 26 年６月に、これまでの行政不服審査法の全面改正が国会で議決され、平成

28 年４月１日から新たな行政不服審査法が施行されることとなりました。この新行政

不服審査法は、行政長の処分、その他公権力の行使に関する不服申立制度について公正

性や利便性の向上を図り、救済手段の充実・強化の観点から制定されたものです。

　　主な改正点としては、不服申し立ての種類を審査請求に一元化し、審理の公正性及び

透明性を高める観点から、審理委員による審理手続及び第三者機関制度を導入するもの

です。

　　また、審査請求のできる期間を現行の 60 日から３カ月に延長するものです。

　　この新行政不服審査法の制定により、地方自治体においても新たに第三者機関として

行政不服審査会を設置する必要があることから、上士幌町行政不服審査会条例を制定す

るものであります。

　　条例の具体的な内容についてご説明いたします。

　　第１条は趣旨の規定であります。

　　この条例は行政不服審査法に基づき、上士幌町行政不服審査会の設置、組織及び運営

について必要な事項を定める旨を規定しております。

　　第２条は設置の規定であります。

　　行政不服審査法に基づく不服申し立てがされたときには、町長の附属機関として上士

幌町行政不服審査会を置き、その不服申し立てに係る調査・審議が終了したときは廃止

される旨を規定しております。

　　第３条は組織の規定であります。

　　審査会は５名以内の委員で組織する旨を規定しております。

　　第４条は委員の規定であります。

　　委員の委嘱及び委員が守るべき義務等について規定しております。

　　第５条は会長に関する規定であります。

　　会長及び職務代理に関する旨を規定しております。
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　　第６条は会議に関する規定であります。

　　審査会の会議開催に関する諸規定を規定しております。

　　第７条は庶務に関する規定であります。

　　本審査会の庶務は総務課において処理するものです。

　　第８条は委任規定であります。

　　この条例に定めるもののほか審査会に関し必要な事項は規則で定めるものです。

　　附則として、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。

　　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16 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 16 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16 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 16 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１７号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第13 、議案第17 号行政不服審査法の施行に伴う関係条

例の整理に関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　ただいま上程されました議案第17 号行政不服審査法の施行に伴う

関係条例の整理に関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。

　　平成 26 年６月に、これまでの行政不服審査法の全面改正が国会で議決され、平成

28 年４月１日から新たな行政不服審査法が施行されることとなりました。この新行政

不服審査法は、行政長の処分、その他公権力の行使に関する不服申立制度について、公

正性や利便性の向上を図り、救済手段の充実・強化の観点から制定されたものでありま
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す。

　　主な改正点としては、不服申し立ての種類を審査請求に一元化し、審理の公正性及び

透明性を高める観点から、審理委員による審理手続及び第三者機関制度を導入するもの

です。

　　また、審査請求できる期間を現行の 60 日から３カ月に延長するものです。

　　この新行政不服審査法の制定により、引用する条文等の変更と新たな規定の追加が必

要となることから、関係する条例の一部について一括して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17 号関係行政不服審査法施行に伴う関係条例の整理に関する条例新旧対照表

をご参照願います。下線部分が改正部分であります。

　　第１条は職員の給与に関する条例であります。

　　町例規集は第５編給与、第２章給料をご参照願います。

　　行政不服審査法の全部改正により、第17 条の３第６項中、「行政不服審査法（昭和

37 年法律第160号）」を「行政不服審査法（平成26 年法律第68 号）」に改正する

ものであります。

　　次に、第２条は固定資産評価審査委員会条例であります。

　　町例規集は第６編財務、第３章町税をご参照願います。

　　行政不服審査法が全部改正されたため関係部分について改正いたします。

　　第４条の審査の申し出について、第２項第１号中、「審査申出人の氏名または名称及

び住所」を「審査申出人の氏名または名称及び住所または居所」に。

　　第１項第２号に、審査の申し出に係る処分の内容を追加します。

　　また、同条第３項中、住所の次に「または居所」を加え、「行政不服審査法（昭和

37 年法律第160号第 13 条第１項）」を、「行政不服審査法施行令（平成27 年政令

第391号第３条第１項）」に改正し、第６項に資格を失った際の届け出規定を追加しま

す。

　　第６条の書面審理に第２項として、弁明書を電子申請により提出することができる旨

の規定を追加し、第５項として反論者の処理規定を追加します。

　　第 11 条の決定書の作成について、決定書に記載する事項を追加します。

　　次に、第３条は上士幌町税条例であります。

　　町例規集は第６編財務、第３章町税をご参照願います。

　　行政不服審査法の全部改正により、第18 条の２第１項中、「不服申し立て」を「審

査請求」に改正するものであります。
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　　次に、第４条は、上士幌町行政手続条例であります。

　　町例規集は第３編行政通則、第１編組織、庶務をご参照願います。

　　行政不服審査法の全部改正により、第３条第10 号中、異議申し立てを削除するもの

であります。

　　次に、第５条は上士幌町手数料条例であります。

　　町例規集は第６編財務、第４章税外収入をご参照願います。

　　行政不服審査法の全部改正により、審査手続において、これまで処分長から提出され

た書類等については閲覧のみであったものが複写も可能とされたことから、その費用に

ついて規定するものです。

　　第２章第１項の手数料を徴収する事項等の第３号の規定に、複写及び出力を追加しま

す。

　　別表第３の第４項として、新たに、その他の複写及び出力手数料の規定を追加します。

　　次に、第６条は上士幌町情報公開条例であります。

　　町例規集は第３編行政通則、第３章情報管理をご参照願います。

　　行政不服審査法の全部改正により、第16 条中、「行政不服審査法（昭和37 年法律

第160号）」を、「行政不服審査法（平成26 年法律第68 号）」に、同条第２号中、

「不服申し立てに係る開示決定等取り消し」を「不服申し立ての全部を任用し」に改正

します。

　　また、同条第２項として、前項の不服申し立てについては行政不服審査法第９条第１

項の規定は適用しないを追加するものであります。これは、現行の情報公開条例におい

て、第三者機関として情報公開及び個人情報保護審査会を設置し審理手続が行われてい

ることから、行政不服審査法第９条第１項の規定にある審理委員による審査手続につい

ては行わないこととしたものでございます。

　　次に、第７条は個人情報保護条例であります。

　　町例規集は第３編行政通則、第３章情報管理をご参照願います。

　　行政不服審査法の全部改正により、第29 条中、「行政不服審査法（昭和37 年法律

第160号）」を「行政不服審査法（平成26 年法律第68 号）」に改正します。また、

同条第２項として、前項の不服申し立てについては行政不服審査法第９条第１項の規定

は適用しないを追加するものであります。これは、現行の個人情報保護条例において、

第三者機関として情報公開及び個人情報保護審査会を設置し審理手続が行われているこ

とから、行政不服審査法第９条第１項の規定にある審理委員による審理手続については

行わないこととしたものです。
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　　なお、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、固定資産評価審査委員会条例の一部改正に伴う経過措置規定でありま

す。

　　第２条の規定による改正後の固定資産評価審査委員会条例の規定は、平成28 年度以

後の年度分の固定資産税の審査申し出について適用し、平成27 年度までの固定資産税

の審査申し出については、なお従前の例によるとしています。

　　附則第３項は、上士幌町税条例の一部改正に伴う経過措置規定であります。

　　第３条の規定による改正後の上士幌町税条例の規定は施行日以後にされた処分につい

て適用し、この条例の施行日前に係るものについてはなお従前の例によるとしています。

　　附則第４項は、上士幌町情報公開条例の一部改正に伴う経過措置規定であります。

　　第６条の規定による改正後の上士幌町情報公開条例の規定は施行日以後にされた不服

申し立てについて適用し、この条例の施行日前に係るものについてはなお従前の例によ

るとしています。

　　附則第５項は上士幌町個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置規定であります。

　　第７条の規定による改正後の上士幌町個人情報保護条例の規定は施行日以後にされた

不服申し立てについて適用し、この条例の施行日前に係るものについてはなお従前の例

によるとしています。

　　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17 号に対する

質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって、議案第 17 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第17 号の採決を行いま

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 17 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第１８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18 号地方公務員法の一部改正に伴う関係

条例の整理に関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　ただいま上程されました議案第18 号地方公務員法の一部改正に伴

う関係条例の整理に関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。

　　平成26 年４月に、国において地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正す

る法律が成立し、平成 28 年４月１日から施行されることとなりました。

　　この法律は、人事評価制度の導入による能力及び実績に基づく人事管理の徹底と、営

利企業に就職した元職員による現職員への働きかけの禁止等の退職管理の適正の確保を

新たに規定したものであり、法改正により町条例に引用する条文等が変更となることか

ら、関係する条例の一部について一括して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18 号関係地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例新旧対

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１条が職員の給与に関する条例であります。

　　町例規集は第５編給与、第２章給料をご参照願います。

　　地方公務員法の改正により条文の項が繰り上げとなったため、第１条中、地方公務員

法「第 24 条第６項」を「第 24 条第５項」に改正するものであります。

　　次に、第２条は職員の旅費に関する条例であります。

　　町例規集は第５編給与、第４編旅費をご参照願います。

　　地方公務員法の改正により条文の項が繰り上げとなったため、第１条中、地方公務員

法「第 24 条第６項」を「第 24 条第５項」に改正するものであります。

　　次に、第３条は職員の勤務時間・休暇等に関する条例であります。

　　町例規集は第４編人事、第４章服務をご参照願います。

　　地方公務員法の改正により条文の項が繰り上げとなったため、第１条中、地方公務員

法「第 24 条第６項」を「第 24 条第５項」に改正するものであります。

　　次に、第４条は上士幌町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例であります。
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　　町例規集は第４編人事、第２章定数任用公表をご参照願います。

　　第３条の任免権者の報告事項のうち「第６号の職員の研修及び勤務成績の評定の状

況」を、「第７号職員の研修の状況」に改正し、第２号として「職員の人事評価の状

況」、第８号として「職員の退職管理の状況」を追加します。

　　また条文の項番号を記載のとおり改正するものであります。

　　第５条公平委員会の報告事項のうち、第２号の「不服申し立て」を「審査請求」に改

正します。

　　なお、附則として、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。

　　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18 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 18 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第18 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 18 号は原案のとおり可決されました。

　　ここで 15 分間休憩といたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午後　２時００分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　２時１２分）

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

◎議案第１９号から議案第２１号の上程、説明、質疑、討論、採

決
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○議長（杉山幸昭議長）　日程第15 、議案第19 号上士幌町高齢者生活福祉センター条

例の一部を改正する条例の制定について、日程第16 、議案第20 号上士幌町地域包括

支援センター設置条例の一部を改正する条例の制定について、日程第17 、議案第21

号上士幌町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例の制定について、以上、３案を一括して議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　野中保健福祉課長。

○野中美尾保健福祉課長　ただいま上程されました議案第19 号から議案第21 号までは

関連がありますので、一括してその提案理由と内容につきましてご説明申し上げます。

　　まず、議案第19 号上士幌町高齢者生活福祉センター条例の一部を改正する条例の制

定について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。

　　町例規集は第７編民生、第１章社会福祉をご参照願います。

　　高齢者生活福祉センターにつきましては、介護保険サービス事業の指定を受けた事業

所が実施する各種居宅サービス事業を高齢者生活福祉センターの機能として、本条例に

より規定しているところです。

　　今回の改正理由についてですが、介護保険法の改正に伴い、平成28 年４月１日から

実施する介護予防日常生活支援総合事業への移行に伴い、その機能を追加する改正を行

うものであります。

　　別紙、議案第 19 号関係資料の新旧対照表をごらんください。

　　追加する機能は、居宅介護支援事業、介護予防、生活支援サービス事業です。介護予

防生活支援サービスとは要支援認定を受けた方などが利用する在宅サービスであり、介

護保険法に規定する地域支援事業において第１号事業と位置づけされております。第１

号事業は、訪問型サービス、通所型サービスなどを言います。今後、要支援認定を受け

て訪問や通所型サービスを利用する場合は介護予防生活支援サービスの利用者となり、

事業者には第１号事業を実施することとなることから、条例第３条に規定している機能

の条文に６号介護予防生活支援事業の追加をするものであります。

　　また、居宅介護支援事業につきましては、上士幌社会福祉法人上士幌福寿協会が平成

26 年３月に、北海道より事業指定を受けて事業実施しておりますことから、今回の条

例の一部改正に合わせて、５号居宅介護支援事業を追加するものであります。

　　附則としまして、この条例は平成28 年４月１日から施行しようとするものでありま

す。

　　次に、議案第20 号上士幌町地域包括支援センター設置条例の一部を改正する条例の
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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。

　　地域包括支援センターの職員配置や業務につきましては、地域包括支援センター設置

条例により規定しているところです。

　　提案理由についてでありますが、平成28 年４月１日から実施する介護予防日常生活

総合支援事業への移行に伴う業務内容を一部変更する改正を行うものであります。

　　議案第 20 号関係資料の新旧対照表をごらんください。

　　介護保険法第115条の 45 に規定している地域支援事業は、第１号介護予防支援事業

を含め、介護予防日常生活支援総合事業とされていることから、本条例第４条において

規定している業務につきまして、これまでの介護予防事業に関することから、新しい地

域支援事業での事業名となります介護予防日常生活支援総合事業に改正するものであり

ます。

　　附則において、この条例は平成 28 年４月１日から施行するとするものであります。

　　続きまして、議案第21 号上士幌町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定

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

し上げます。

　　提案理由についてでありますが、議案第 21 号関係の新旧対照表をごらんください。

　　本条例につきましては、介護保険法第115条 46 の規定により、平成27 年４月施行

の新規条例として整備したものでありますが、根拠としている法の条項が制度改正によ

り繰り下がっておりますことから、条例第１条の条文中、「４項」を「５項」に一部改

正するものであります。

　　附則において、この条例は平成 28 年４月１日から施行するとするものであります。

　　以上、その内容についてご説明申し上げました。

　　ご審議いただきご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより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 19 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19 号の採決を行いま

す。
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　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 19 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 20 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20 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 20 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 21 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21 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 21 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第２２号及び議案第２３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22 号上士幌町指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、日程第19 、議案第23 号上士幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する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。

　　野中保健福祉課長。

○野中美尾保健福祉課長　ただいま上程されました議案第22 号及び第23 号につきまし

ては関連がありますので、一括してその提案理由と内容につきましてご説明申し上げま

す。

　　町例規集は第７編民生、第４章介護保険をご参照願います。

　　議案第22 号上士幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の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。

　　議案第 22 号関係資料１をごらんください。

　　改正の趣旨ですが、介護保険法及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準の一部改正により、平成28 年４月１日から地域密着型通所介護サー

ビスが新たに創設されることから地域密着型通所介護の規定を追加するために本条例の

一部を改正するものであります。

　　改正の概要についてでありますが、地域密着型通所介護とは利用定員が18 名以下の

小規模な通所介護事業所が行う通所介護サービスのことであり、地域密着型サービスの

事業者につきましては市町村が指定権限を持ちます。このため、本条例に地域密着型通

所介護についての規定を定める改正をするものであります。

　　本町の状況でありますが、本町の通所介護事業者は利用定員が25 名以下であり、地

域密着型通所介護の事業者には該当いたしませんが、本町の介護保険被保険者が他市町

村のサービスつき高齢者住宅に入居し、地域密着型通所介護サービスを利用する場合、

他市町村の事業者に対して本町の指定が必要となりますことから、条文に、人員、設備

及び運営に関する基準を定める条文の追加をするものであります。

　　（２）の認知症対応型通所介護の新たな基準についてですが、地域密着型サービスに

ついては地域との連携規定が定められており、地域密着型通所介護が創設されたことに

よりその規定がより明確化され、認知症対応型通所介護にも地域密着型通所介護におけ

る地域との連携規定が準用されるため所要の改正を行うものであります。また、介護保

険法の一部改正により、引用条文の整理、不要な条文の削除もあわせて行うものであり

ます。

　　なお、附則におきまして、この条例は平成28 年４月１日から施行するとするもので

あります。

　　続きまして、議案第23 号上士幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、
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設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の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。

　　議案第 23 号関係資料１をごらんください。

　　改正の趣旨ですが、介護保険法及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準の一部改正により、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

へ運営推進会議の設置が義務づけられたことから、その規定を追加するために本条例の

一部を改正するものであります。

　　改正の概要についてでありますが、介護予防認知症対応型通所介護につきましては、

さきの条例改正におきましてご説明した地域密着型通所介護の地域との連携規定を介護

予防認知症対応型通所介護につきましても準用し、運営推進会議の設置を義務づけるた

めの改正を行うものであります。

　　また、本改正に合わせて、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応

型共同生活介護につきまして、国の基準に合わせ運営推進会議の開催回数の規定を追加

するものであります。

　　あわせて、介護保険法の一部改正により、引用条文の整理、不要な条文の削除もあわ

せて行うものであります。

　　なお、附則におきまして、この条例は平成28 年４月１日から施行するとするもので

あります。

　　以上、上士幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定、及び上士幌町指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、その提案理由と内容についてご説明いたしました。

　　ご審議いただきご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。

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

行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって２案に対する質疑を終結いたします。

　　これより議案ごとに討論、採決を行います。

　　初めに、議案第 22 号に対する討論を行います。討論ありますか。
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（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第22 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 22 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 23 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23 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 23 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第２４号から議案第２９号の上程、説明、質疑、委員会付

託

○議長（杉山幸昭議長）　日程第20 、議案第24 号平成28 年度上士幌町一般会計予算、

日程第 21 、議案第 25 号平成 28 年度上士幌町国民健康保険特別会計予算、日程第

22 、議案第26 号平成28 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算、日程第23 、

議案第27 号平成28 年度上士幌町介護保険特別会計予算、日程第24 、議案第28 号

平成 28 年度上士幌町水道事業特別会計予算、日程第25 、議案第29 号平成28 年度

上士幌町公共下水道事業特別会計予算、以上６案を一括して議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに理事者から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24 号から29 号までの平成28 年

度一般会計並びに各特別会計予算の内容を申し上げます。

　　初めに、予算編成方針の要点でございます。

　　国は、平成28 年度地方財政計画において、地方の安定的な財政運営に必要となる地
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方の一般財源の総額について、平成27 年度地方財政計画の水準を下回らないように確

保するとしておりますが、地方交付税総額については、平成 27 年度と比較し

0.3％、546億円の減としております。

　　本町においては、平成27 年度の普通交付税の額が対前年比3.3％、8,776万円の増

となりましたが、これはまち・ひと・しごと創生に取り組むために新たに創設をされた

人口減少等特別対策事業費により増額されたものであり、平成28 年度においては算定

方法が定かでないことや、平成27 年度国勢調査による人口減少の影響等により、明確

には見通しがつかない状況でございます。このことからも、現下の情勢では慎重な財政

運営がより一層求められております。

　　このような中、第５期総合計画における「5,000人のまちづくり」を目指すための６

つの目標の実現に向けた施策はもとより、本町の喫緊の課題である人口減少と地域創生

に対する重点対策である上士幌町人口ビジョン・総合戦略において、特に優先性の高い

施策・事業を積極的に推進することを方針としたところでございます。

　　それでは、平成 28 年度各会計予算編成の概要についてご説明を申し上げます。

　　平成28 年度の予算規模は、一般会計及び５特別会計で総額97 億9,334万3,000円

となっております。前年度当初予算と比較いたしますと 16 億2,682 万7,000 円、

19.9 ％の増額となっております。

　　一般会計につきましては、 78 億2,712万3,000円、前年度対比で 17 億102 万

2,000円、 27.8 ％の増額でございます。

　　歳入のうち町税につきましては、６億4,967万4,000円、前年度対比3,058万8,000

円、4.9％の増額でございます。

　　地方交付税につきましては、26 億7,091万円、前年度対比2,813万8,000円、１％

の減額であります。

　　国庫支出金につきましては、１億7,472万4,000円、前年度対比2,380万5,000円、

15.8 ％の増額、道支出金につきましては、２億8,188万8,000円、前年度対比1,390

万9,000円、4.7％の減額であります。

　　寄附金につきましては、９億500 万4,000円、前年度対比４億4,600万2,000円

97.2 ％の増額であります。

　　繰入金につきましては、９億1,313万8,000円、前年度対比７億8,433万2,000円、

608.9％の増額でございます。このうち主なものとしては、公共施設整備基金からの繰

り入れは、４億4,760万5,000円でありますが、その内訳につきましては生涯学習セン

ター改築事業に４億247万1,000円、旧阿部クリニック施設解体事業に4,513万4,000

－59－



円でございます。また、ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金からの繰り入れは、２

億2,850万円で、子育て支援及び少子化対策の事業へ充当するものでございます。また、

財政調整基金からの繰り入れは２億1,697万2,000円で、このうちふるさと納税の指定

寄附金に基づく事業への充当が7,255万2,000円、財源不足調整分が１億4,442万円と

なってございます。

　　町債につきましては、 15 億2,778万4,000円、前年度対比９億3,859万8,000円、

159.3％の増額でございます。このうち主なものとしましては、生涯学習センター改築

事業の８億円であります。

　　また、臨時財政対策債は、１億6,278万4,000円でございます。

　　歳出につきましては、基幹産業である農業の基盤整備を初めとする地域産業の活性化

対策や、乳幼児医療給付事業の制度を拡大した子ども医療費助成事業、ぬかびら源泉郷

中央園地の整備を行うぬかびら源泉郷地区景観整備事業、定住促進と町内における住宅

確保に向けた定住促進賃貸住宅建設費助成事業、生涯学習センター改築事業などを継続

及び拡充して計上するとともに、新規事業として、公共施設再編に伴う旧阿部クリニッ

ク施設解体事業、除雪作業の効率化を図るための除雪ドーザーを購入する積雪建設機械

購入事業、認定こども園北側園庭の整備を行う認定こども園整備事業などを計上してご

ざいます。

　　次に、国民健康保険特別会計につきましては、８億7,759万8,000円の予算規模で、

前年度対比4,477万7,000円、4.9％の減額でございます。保険給付費や共同事業拠出

金などの経費を計上してございます。

　　次に、後期高齢者医療特別会計につきましては、8,572万4,000円の予算規模で、前

年度対比８万8,000円、0.1％の減額でございます。後期高齢者医療広域連合納付金が

主な経費でございます。

　　次に、介護保険特別会計につきましては、５億4,746万8,000円の予算規模で、前年

度対比5,850万9,000円、9.7％の減額でございます。居宅介護及び施設介護サービス

給付費などを計上してございます。

　　次に、水道事業特別会計につきましては、２億902万5,000円の予算規模で、前年度

対比1,763万7,000円、9.2％の増額でございます。簡易水道施設改良にかかわる経費

などを計上してございます。

　　次に、公共下水道事業特別会計につきましては、２億4,640万5,000円の予算規模で、

前年度対比1,154万2,000円、4.9％の増額でございます。下水道施設整備に係る経費

などを計上してございます。
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　　以上、平成28 年度一般会計並びに５特別会計の予算編成内容を申し上げました。詳

細は別途配付の当初予算資料のとおりでございますので説明は省略させていただきます。

　　ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願いを申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　説明が終わりましたのでこれより質疑を行いますが、平成28

年度各会計予算６案を一括して、予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査し

たいと思いますので、各会計の予算案に対する質疑は大綱的な質疑にとどめ、詳細な質

疑は予算審査特別委員会において行うようご協力願います。質疑ございますか。

（「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議案第24 号から議案第29 号までの平成28 年度各

会計予算案の６案は、議長を除く議員全員をもって構成する予算審査特別委員会を設置

し、これに６案を一括して付託して審査することにしたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第24 号から議案第29 号までの平成28 年度各会計予算案の６案は、

議長を除く議員全員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに６案を一括

して付託し審査することに決定いたしました。

　　ただいま設置されました予算審査特別委員会の委員長及び副委員長は、委員会条例第

８条第３項の規定により、委員会において互選することになっておりますが、議会運用

例第113条の１の規定により、あらかじめ議会運営委員会において協議いたしました。

　　ここでお諮りいたします。

　　この際、予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選の方法は、議長の指名推選

によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、予算審査特別委員会の委員長及び副委員長は、議長において指名することに

決定いたしました。

　　それでは指名いたします。

　　予算審査特別委員会の委員長に、９番、渡部信一議員を、副委員長に10 番、山本和

子議員を指名いたします。
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　　お諮りいたします。

　　予算審査特別委員会の委員長に、９番、渡部信一議員を、副委員長に10 番、山本和

子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、予算審査特別委員会の委員長に９番、渡部信一議員を、副委員長に10 番、

山本和子議員を選任することに決定いたしました。

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

◎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３月14 日月曜日午前10 時でありますのでご

承知願います。

　　本日はこれにて散会といたします。

（午後　２時４１分）
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上記、会議録の経過は、その内容が相違ないことを証するため、ここに署名する。

　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　議　　　　　長

　　　　　　　署　名　議　員

　　　　　　　署　名　議　員
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　──────────────────────────────────────

◎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）　議会運営委員会副委員長より、本日の議事運営について発言を

求めます。

　　議会運営委員会副委員長、山本和子議員。

○議会運営委員会副委員長（山本和子議員）　議会運営委員会よりご報告申し上げます。

　　議会運営委員会は、３月２日午後３時より、委員会室におきまして議会運営委員全員

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

び議案の審議方法等について審議いたしました。議会運営委員会の審議の結果、本日の

議事日程及び議案の審議方法については、既にお手元に配付のとおり決定いたしました

ので、ご報告を申し上げます。

　　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。

○議長（杉山幸昭議長）　ここで暫時休憩します。

（午前１０時０１分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１０時０１分）

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

◎一般質問

○議長（杉山幸昭議長）　日程第１、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、省略いたします。

　　それでは、順次発言を許します。

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

◇　野　村　恵　子　議員

○議長（杉山幸昭議長）　５番、野村恵子議員。

○５番（野村恵子議員）　私から２点ほど質問させていただきます。
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　　まず１点目、道の駅新設について。

　　昨年１月、国土交通省は地方創生の柱に位置づける重点道の駅十勝管内候補として、

上士幌町ほか計３町を選定しました。

　　今回、上士幌町が重点道の駅候補となった理由の一つに、観光や地方移住の促進によ

り地域外から活力を呼ぶことを目指す、ゲートウェイ型の道の駅として、ふるさと納税

が多い上士幌町の利点を生かして、納税者や来訪者への移住定住の働きかけなどの情報

発信の窓口と位置づけることで候補の対象となったと、昨年１月30 日の新聞に記事が

ありました。

　　この記事が出てから１年がたちます。町民から、「道の駅はその後どうなっているん

だ、建てるのか、建てないのか」とよく聞かれます。道の駅について町長のお考えをお

聞きいたします。

　　２点目ですが、ナイタイ高原牧場レストハウス建設についてです。

　　昨年10 月８日から９日にかけての台風23 号による強風により、ナイタイ高原レス

トハウスが壊滅状態になり、大変な被害に遭いました。

　　ナイタイ高原牧場レストハウスが建つまでの経緯ですが、当初ナイタイ高原牧場を観

光牧場化したことにより、年々訪れる人が増加し、1971 年に第１回牧場祭りを開催し、

5,000人の人が訪れ、牛肉の試食会、のど自慢、盆踊りなどでにぎわったそうです。そ

の後も、壮大な景観と美しい自然環境などから年々訪れる観光客がふえ、1974 年には

公衆トイレを整備し、観光施設を求める声に応じ、1978 年９月にレストハウスをオー

プンしました。オープン当時、年間3,800人程度であった来場者は、1985 年には１万

人、 87 年には約２万人と年々急増したそうです。近年では、2014 年度の来客数にお

いては、約５万5,000人弱の来客であります。

　　これまでに来客数がふえた要因の一つに、ふるさと納税による知名度が上がったこと

と、レストハウスで提供しているメニューに地場産のものを使い、提供したりと、今で

は上士幌の観光地としてなくてはならない場所となっていることは、十分町長もわかっ

ていると思います。

　　そこで、ナイタイ高原牧場レストハウスを早急に建て直し、昔から要望の多いトイレ

の改修も含め、オープンする考えはおありでしょうか、お伺いいたします。

　　最後に、展望台とレストランは同一場所がよいかと思いますが、その点も町長のお考

えをお聞かせください。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　まず最初に、道の駅についてお答えいたします。
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　　道の駅につきましては、24 時間無料で利用できる駐車場、トイレがある休憩機能、

道路情報、地域の観光情報等を発信する情報発信機能、観光レクリエーション施設など

の地域振興を図る地域連携機能を有することが一定の条件となっております。

　　一昨年、国土交通省では、この機能のほかに地方創生の核となるよう機能を充実して、

圏域外から人を呼び込む観光・地方移住・地域福祉・産業振興・防災等の機能を整備し、

地域でのにぎわいや雇用を生み出す場など、道の駅第２ステージに向けた先駆的な道の

駅のモデル箇所を選定し、関係機関が連携し、計画段階から総合的に支援する事業を創

設しました。

　　これを受けて、本町ではふるさと納税を活用した産業振興、都市と農山村の交流を軸

とした地方創生のまちづくりをコンセプトに応募したところ、北海道開発局長選定、地

域外から活力を呼ぶゲートウェイ型重点道の駅候補として選定されました。

　　重点道の駅候補に選定されたことに伴い、平成27 年９月に調査研究のための事業費

を予算化し、現在、役場庁舎内の検討チームで小さな拠点づくり、道の駅調査研究事業

として、地域資源の把握、交通量、市場調査、成功事例研究等を行っております。この

中で、札幌圏や帯広圏に住んでいる方々へ道の駅に関するＷｅｂアンケートや関係団体

などへ意向調査等も実施しております。

　　道の駅調査研究委託事業の経過については、議会各委員会に報告しているところであ

ります。平成28 年度町政執行方針においても、道の駅の基本計画を作成することを明

言しており、実施に伴う予算についても今定例会に上程しているところであります。

　　また、商工会やＪＡなど、町内主要団体にもこの旨を伝えており、議員ご質問の件に

ついては、建設に向けて揺るぎない方針で着実に前進していることをご理解願いたいと

思います。

　　なお、基本計画作成に当たっては、①道の駅及びナイタイ高原牧場レストハウスの主

な導入機能及び基本コンセプト、②施設運営計画、③施設整備計画、④事業運営計画を

主に検討していく予定であります。

　　今後の道の駅整備のスケジュールでありますが、現時点での考え方では、平成28 年

度基本計画作成、平成 29 年度から平成 30 年度に基本設計・実施設計・工事、平成

31 年度に工事・施設開業の予定となっておりますが、今後の検討状況によっては変更

があることをご承知おき願いたいと思います。

　　続いて、ナイタイ高原牧場レストハウス建設についてであります。

　　ナイタイ高原牧場は、公共牧場では日本一広く、日本では見られない雄大な景観、美

しい自然環境から公共育成牧場でありながら、観光牧場として町民はもとより多くの観
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光客に親しまれております。十勝平野はもとより、阿寒の山並みが眺望でき、魅力的な

景観は全国的に知名度を上げております。

　　レストハウスに訪れる観光客は、平成16 年ごろまでは大型バスによる来場者が多く、

平成 20 年以降は個人客が多くなってきておりますが、年平均４万6,000人が訪れてお

ります。

　　多くの観光客が訪れる中、議員ご承知のとおり、昨年10 月の台風23 号の暴風雨に

より屋根などが飛ばされ、危険であるためレストハウスの上屋を撤去し、営業を途中で

やめたところであります。

　　レストハウスを早急に建て直し営業を開始してはとのご意見でありますが、ナイタイ

高原牧場観光の拠点として、建設の必要性は十分認識しており、一方、国の重点候補に

なった道の駅バルーン（仮称）の建設計画も進められていることから、お互いの機能分

担を明確化するなどで相乗効果を図るように両施設が連携した形での基本計画を作成す

ることとしております。基本計画作成においては、町全体を屋根のない博物館、観光資

源と見立てた「ひがし大雪エコミュージアム構想」（平成14 年度作成）を基本とした

農村景観、これにはナイタイ高原牧場も含むということであります。ぬかびら源泉郷、

幌加・三股の産業遺産や山岳、自然景観などの資源を有機的に連携構築する観点が必要

と考えております。

　　早急に建て直しをすべきとのことですが、町の将来を展望した一大プロジェクトであ

り、拙速にならないよう十分検討した上で、できるだけ早く建設すべきと考えておりま

す。

　　また、建築場所やトイレ等含めた整備内容等につきましては、この基本計画策定委員

会の中で論議することとしておりますので、ご理解願いたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　５番、野村恵子議員。

○５番（野村恵子議員）　それでは、道の駅についての再質問をいたします。

　　現在、全国に1,040駅もの道の駅が点在しています。当然これだけの道の駅があれば、

順調に売り上げを伸ばす箇所もあれば、赤字経営で大変な道の駅もあり、さまざまです。

道の駅は休憩機能、情報発信機能、地域の連携機能と３つの要素を持つことが期待され

ています。実態としてほとんどがロードサイドの商業施設として、地域の商品を販売し

たりとか、地域活性化効果を狙っているところがほとんどです。上士幌が重点道の駅候

補に選定された理由の一つに、ふるさと納税を活用した産業振興、都市と農山村の交流

を軸とした地域創生まちづくりと答弁にありましたが、町長の道の駅に対する考えはど

のような道の駅として運営していくお考えでしょうか。
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　　どこの道の駅も物産を販売したり、飲食のできるレストランなどの設置をしています

が、上士幌の道の駅も考えているのか、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　道の駅については、日ごとにふえているというような状況であります。

直近の情報では、もう1,080ぐらいになっているということでありますが、その中で運

営の方針もその道の駅それぞれで違いがあります。全体的に見ますと、経営的に見ます

と、大方が赤字、マイナス経営という状況であります。それをどうそこの道の駅に価値

を見出すかということだろうと思いますけれども、基本的には、道の駅をやるからには

経営の方針が、経営という時点で、単に運営すればいいということではなくて、そこで

どのように地域経済に活性化するか、あるいは道の駅そのものが経済的な行為として十

分収支がとれるという前提で、その覚悟で計画立案をしていくべきだと。それに伴って、

運営のあり方もそのような覚悟を持って運営をすべきではないかというのが基本的な押

さえ方であります。

　　その上で、そこでの機能というのはさまざまな機能があります。先ほどお話があった

ように、従来の道の駅の機能としての、いわゆる道の駅の情報の発信だとか、あるいは

24 時間のトイレや駐車場と、こういったことはもう当たり前のことであって、今、新

たな道の駅としては、今回本町としてはゲートウェイ型、いわゆるよそからどう人を呼

び込むか、あるいはよその、この経済を町の中にどう引き込むかというのがひとつ今回

のポイントになっているわけでありますが、そういった意味では、当然今ご質問にあり

ました、レストランだとか、あるいは物販だとか、こういったことは直接収支にかかわ

る大事なところでもありますから、基本的な状況の一つとしてそれは配置されるべきこ

とだろうと、そんなふうに思っております。

　　加えて、このたびのワンストップ窓口のように、さまざまな相談窓口をすると。これ

は新しい道の駅のあり方というふうに考えていいだろうというふうに思っております。

というのも、もう既に移住・定住の実績や、あるいはふるさと納税のそういった窓口、

これも町の中にありますけれども、そういったところでは非常に、いわゆる通りの客、

いわゆる車で移動する方々にとっては不便なところにあるということでもありますし、

さらにこれからの時代、インバウンドですね、外国人の方々を受け入れるための、そう

いう情報機能だとか、そういった次の時代に向けた道の駅の機能を考えていくべきこと

ではないだろうかというふうに思います。

　　その中では、町として、行政サービスとしてそこにお願いしなければならないと。こ

れについては基本的に利益を上げるものではないということがあります。その中には、
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例えば無料の職業紹介所の機能だとか、今お話しさせていただいたように移住・定住の

ことだとか、あるいは町なかの観光の総合案内所だとか、これらについては基本的なサ

ービスという事業になりますから、基本的には行政がそれなりに担うということであり

ますし、それから観光という側面で、これから特に従来の観光の案内だけではなくて、

そこでどう観光が、いわゆる事業として窓口になっていくのか。こういった新たな経営

の観点も出てくるだろうと、そんなふうに思いますので、まだまだこれ多様な道の駅の

あり方というのは、これから計画策定の過程の中で充分検討していくことであろうかな

と、そんなふうに思います。

　　もう一つには、エコミュージアムと話しましたけれども、観光も単にぬかびら源泉郷

だけに頼るのではなく、もっとナイタイや、あるいは町なかの農山村の自然景観、こう

いったことも非常に魅力になる可能性があるというふうに思っております。昨年は、そ

ういった意味で実証実験としてサイクリングの貸し出しもしました。結構町内を使って

いただいて、レストランを自転車で行くだとか、あるいは今までない自転車での観光の

魅力をうまく考えていただいているというようなこともございますので、従来の道の駅

に加えて、経営という視点、この視点をしっかり押さえながら、しっかりと計画にかか

っ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）　５番、野村恵子議員。

○５番（野村恵子議員）　道の駅に関してはじっくり検討しながら、ゆっくり焦らないで

つくっていただきたいと思います。

　　ナイタイレストハウスについてですが、道の駅と連携した形で進めていくとありまし

たが、お互いの機能分担を明確化したら、すぐに取りかかることが重要だと思います。

多分、道の駅と連携し進めていくと、 29 年から 30 年までに基本設計、 31 年に工

事・開業とありますが、レストハウスについては今までの実績、集客数があり、せめて

29 年度から設計に取りかかり、 30 年にはオープンできるよう努力してください。

　　ナイタイレストハウスを委託されて営業されている町内の方にとっては、仮設店舗で

は提供できるメニューに限りがあり、せっかくふるさと納税で一躍有名になったナイタ

イ和牛を使った料理を目的とし来客する方もいらっしゃいます。行政側は十分検討した

上でと言っていますが、委託を受けた側からしますと、上士幌の有名観光地として毎年

少数ながらも来客数が伸びていることから、道の駅と連携して進めるべきではなく、早

急に取りかかるべきと強く要望し、町長の考えを聞き、質問を終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　レストハウスは残念なことに台風で崩壊しましたということであります。
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そんなことから、必要性も高まって、しかも時期も早急にというような状況にはなって

きているかと思います。ただ、今までのレストハウスの、果たして焼き直しだけでいい

のかということであります。今のままでよしとしているという前提であればそうであり

ますけれども、もっとこの町の観光のあり様というのは、これを機会にやっぱり全体的

に見直しをして、さらにどう集客をふやすかという大きな転換期にある、これが不幸な

ことに崩壊しましたけれども、これを新たな、向こう20 年先、30 年先のチャンスと

捉えるべきだというふうに思っております。

　　そういったことを考えたときに、この早急にということの、そこの全体をしっかりと

計画踏まえないで、そこだけで行ってしまうとちぐはぐなことになってしまったりする

可能性は非常に心配されるということであります。急がなければならないということと、

それからその計画そのものが拙速で、後で課題を残す、後悔をするということは避ける

べきだと。これが半年、あるいは１年や２年のその時間差でそのようなことがあっては、

後々に大きな禍根を残すことにつながりかねないというふうに考えております。十分急

ぐということは必要だというふうに思いますが、しかしそのことによって全てをそれに

優先すべきことではないというふうに思っております。もっともっとナイタイがどう生

かされるかというのが、今回与えられた新たな私どもの課題だと、そんなふうに思って

おります。

　　それから、委託の関係でありますけれども、この委託関係というのは指定管理という

流れの中でありますので、何年かの契約行為であります。そういった中で、また契約行

為は新たにまた更新していくということになりますから、それはそれとして、今までの

実績なんかもそれは大事になるかと思いますけれども、全てこれが継続して確約されて

いるということではありませんので、この辺についてはひとつご理解を賜りたいなと、

そのように思います。

○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。

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

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩します。

（午前１０時２３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２４分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。
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○竹中　貢町長　訂正させていただきたいと思いますけれども、ナイタイレストハウスの

管理でありますけれども、指定管理と申し上げましたけれども、指定管理ではなくて公

募をしております。公募で５年間の契約期間ということになって、たまたま今年度で契

約期間が一応終わるという年度でありました。したがって、この後のあり方については、

それは公募になるのか、あるいは指定管理になるのか、あるいは違った方法になるのか、

これ全くこれはこれからの再度検討すべき課題だというふうにご理解いただきたいと思

います。

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

◇　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点にわたり一般質問を行います。

　　１点目、生活困窮者への対策について。

　　日本の貧困率は、2012 年調査で、全世帯で16.1 ％、子供のいる世帯では16.3 ％

と６人に一人が貧困ラインを下回る社会になっています。貧困は特別な人の問題ではな

く、多くの国民にとってすぐ身近にある状況です。生活保護を受けたくても該当になら

ず、医療費、その他の負担が大きくて、実際には生活保護以下の生活になっている方も

多いかと思います。また、電気をとめられたという話も直接聞いています。

　　 2015 年４月より、生活困窮者自立支援法が施行され、生活保護に該当しない方への

さまざまな相談や援助が行われているはずです。町としては、法的には窓口設置の義務

はありませんが、さまざまな生活困窮者への対応はどうなっているのか。この方々の抱

えている問題や解決は総合的になるかと思います。担当課同士の連携も必要になってき

ますが、お聞きいたします。

　　次に、医療費の減免についてお聞きいたします。

　　生活保護基準に該当せず、切り詰めて生活している方が多くいます。せめて病院代だ

けでも何とかしてほしい、切実な声です。平成21 年に決めた上士幌町健康保険一部負

担金の減免及び徴収猶予の制度がありますが、収入面では該当してもほかの要件があっ

たり、また３カ月以内という制限もあり、ほとんど利用されていない状況です。町民の

命を守るため、要綱の見直し等、町独自の施策を検討するべきです。

　　大きな２点目の質問をいたします。

　　胃がん予防のためにピロリ菌検査を。

　　平成26 年の世界保健機構（ＷＨＯ）の報告によると、全世界の胃がんの78 ％がピ

ロリ菌の感染が原因と推定され、がんの予防に除菌の効果を認めています。日本の場合
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でも、北大などの調査では99 ％がピロリ菌の感染が原因で、国内の感染者は約3,500

万人と推定されています。また、除菌者は年間100万人を超え、2020 年には胃がんの

年間死亡者を５万人から３万人に減らすことができると言われています。

　　道内でも、昨年から中高生対象に取り組みが進んでいます。平成27 年度は、道内で

は９市町村が実施、平成28 年度は帯広市、函館市も実施予定です。実施方法としては、

尿検査をし、陽性の場合は呼気検査をし、再び陽性の場合には、希望者には自己負担で

除菌治療を行うというものです。

　　上士幌町でも、中学３年生の希望者に対して尿検査の実施を、また町のがん検診項目

にピロリ菌の尿検査を無料で行ってはどうか。また、陽性者への除菌の助成も検討する

べきである。全国的には19 歳から69 歳まで助成している自治体もあり、今後ふえて

いくものと思われます。

　　以上、質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　山本和子議員のご質問にお答えします。

　　最初に、生活困窮者への対策についてであります。

　　平成27 年４月より、生活困窮者自立支援法が施行され、第二のセーフティネットと

して生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、一元的な相談窓口の設置

と具体的な支援プランに基づく生活全般にわたる包括的な支援を行う新たな取り組みが

始まりました。

　　生活上の困窮は経済的困窮の面ばかりではなく、多くはその背景や要因に健康、障害、

仕事、家族関係など、多様で複合的な課題を抱えている可能性があり、住民の多様な相

談を一元的に受けとめ、適切な支援につなぐ役割を担う「自立相談支援事業」が実施さ

れることとなりました。

　　この事業の実施主体は福祉事務所のある自治体となりますが、福祉事務所がない本町

の場合は、北海道において実施することとし、道の委託を受けたとかち生活あんしんセ

ンターが帯広市に開設され、相談支援員の配置により、困りごとにかかわる相談を初め

安定した生活に向けて仕事や住まい、子供の学習などさまざまな面で相談支援などが行

われています。

　　なお、本町におきましては、福祉担当窓口において随時生活相談に応じておりますし、

とかち生活あんしんセンターと連携を図りながら、相談支援員による月１回の個別相談

会も実施されております。相談会では、経済的な問題を初め、相談者が抱える多様な課

題を丁寧に聞き取り、本人の意向を尊重しながら自立に向けた支援プランや支援制度の
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情報提供等を行い、実際に就労に結びついた事例も数例ありました。

　　また、多様な課題を抱える方々の早期の把握や支援へのつなぎ役として担っていただ

いている民生委員との連携や、心配事相談の窓口となっている社会福祉協議会との連携

により、生活保護に至らないための自立のための相談支援も行っているところでありま

す。

　　生活困窮者対策は、本人の状況や家族の状況に応じた対応が求められることから、今

後も関係機関との連携体制を十分に取りながら対応してまいりたいと考えております。

　　２点目の、国民健康保険の医療費の減免についてでありますが、減免につきましては、

上士幌町国民健康保険規則第26 条に、一部負担金の減免及び徴収猶予が定められてお

り、詳細な取り扱いについては取り扱い要領を定めて運用しております。

　　この減免制度については、災害や失業等の理由により著しく収入が減少したことによ

り生活が困難になった場合において、３カ月以内の期間に限って医療機関へ支払う医療

費の一部を減免または徴収猶予を行う制度であります。町民の方が医療費の相談に来ら

れた際には、減免制度が利用できるかどうか、また利用できない場合は社会福祉法第２

条第３項に規定する生活困難者のための無料、または低額な料金で診療を実施している

医療機関への照会をするなどの対応を行っているところであります。なお、この減免制

度の周知につきましては、町の広報誌やホームページ等に掲載し、また被保険者証の更

新時にも周知をしているところであります。

　　ご質問の減免制度の見直しについては、国の財政支援の基準が定められており、特別

調整交付金で２分の１の財政補填が行われますが、基準以上に制度の拡大を行いますと、

全額を国保税財源などから補填を行わなければなりません。本町における近年の国保会

計が大変厳しい状況にあることから、現状では独自の基準を設けることは厳しい状況で

あり、今後とも現行制度の運用で対応してまいりたいと考えております。

　　いずれにしましても、病気になり生活が困難になった場合には、一部負担金の減免相

談はもとより、他制度との活用や必要に応じ、生活保護の相談等、適切な福祉施策の利

用が可能となるよう、福祉担当とも連携をしながら対応してまいりたいと考えておりま

す。

　　続いて、胃がん予防のためにピロリ菌検査をであります。

　　２月24 日発行の北海道新聞朝刊に、帯広市が中学３年生を対象にした無料のピロリ

菌検査を十勝管内で初めて行うとの記事が掲載されておりました。山本議員がおっしゃ

るとおり、日本国民の死因の第１位ががんであり、そのがんの中でも胃がんによる死亡

率が男性で２位、女性では第３位となっていることからも、その予防や検診による早期
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発見、早期治療などの予防対策が大変重要であると認識しております。

　　なお、本町の胃がん検診につきましては、ふれあいプラザで行う特定健診日での実施

と、医療機関が実施する人間ドックでの受診を行っており、その検査方法は国が定める

がん検診指針に基づき、問診と胃部エックス線検査（胃バリウム検査）を基本に実施し

ているところであります。

　　ご質問の、中学３年生の希望者に対する尿中ピロリ菌抗体検査の実施及び町の胃がん

検診項目への追加、陽性者に対する除菌の助成についてでありますが、平成27 年９月

29 日に厚生労働省から出されたがん検診のあり方に関する検討会中間報告書において、

検査方法は胃部エックス線検査または胃内視鏡検査とし、ペプシノゲン検査及びヘリコ

バクター・ピロリ抗体検査については、死亡率減少効果の根拠が十分でないため、引き

続き検証を行っていく必要があると報告されております。

　　また、平成27 年度に国の指針以外でピロリ菌検査を実施した市町村は、全国市町村

の6.2％にとどまっていること、また平成28 年２月４日に一部改正されたがん予防重

点健康教育及びがん検診実施のための指針においても、胃がん検診の検査項目について、

問診に加え、胃部エックス線検査または胃内視鏡検査のいずれかとされているところで

あります。

　　そのようなことから、本町といたしましては、現段階におきましてはピロリ菌検査の

実施は見送りたいと考えているところであります。しかしながら、北大を初め全国各地

で大学と自治体が連携するなどして、ピロリ菌の早期発見と除菌による胃がん予防効果

を研究していることから、その動向も踏まえた中で、将来の実施について検討してまい

りたいと考えておりますので、ご理解願います。

　　なお、胃がんを初め、がん全体の予防対策は非常に重要と考えており、平成27 年度

から開始した女性がん検診普及啓発キャンペーンを推進する中で、特定健診や他のがん

検診についても受診勧奨や普及啓発に努めているところであります。今後は未受診者対

策にも力を入れ、さらなる検診の受診率向上を図るとともに、健康教育等を通じてがん

の発症予防について町民の皆さんに周知してまいりたいと考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　初めに、生活困窮者の問題にかかわる支援法との関係につい

て質問いたします。

　　まず初めに、質問の中で申し上げたんですが、生活困窮者、国が言う６人に一人は貧

困と言われているというふうに報道されておりますが、この６人に一人、また誰がいつ

なるかわからない状況にあると思うんです。それと、これは、６人に一人というのは全
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国の調査ですので、北海道はさらに生活保護世帯が全国に比べて多いと、上士幌町はま

たさらに管内でも一番多いぐらいです。それと貧困率がイコールかわかりませんが、町

内の貧困の状態についてどういうふうに考えるのかという問題と、これはまちづくりの

問題として、誰か困っている人がいるから助けるではなくて、困っている人を町全体が

どうするかというまちづくりの問題として抱えていくべきだと私は思っています。自治

体、これからいろいろな、消費税のことも含めて大変になるときに、町の中でそういう

貧困世帯をどうするかがまちづくりの中心になっていかなければいけないと私は思って

います。それと、そういう方についてはできるだけ早く発見をして、相談に来たから受

けるのではなくて、早く発見をして総合的にいろいろな制度、団体、町内企業含めて総

合的に解決していくという方法が大事だろうと、その全体についてまず質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　貧困の問題というのは、それぞれ主体的に社会の中で生きていく上でも

非常に残念なことでありますし、福祉というサイドでは、貧困の問題というのは大きな

テーマになるだろうと、そんなふうに思っております。

　　来て相談に応じるかどうかと、これは随分と時代的にもう変わってきているなと、そ

んなふうに思っております。今では、上士幌町の中のさまざまな立場で、貧困の問題を

含めて福祉にかかわっているところであります。行政、団体としては社会福祉法人があ

って、あるいは行政の中としても民生委員の皆様方にもお願いしたり、それから行政の

ほうとしても積極的にそういう困っている人方、それから単身高齢者世帯のあり様だと

か、いろいろなところにそういう意味では本当に困って、大変な状況がどうなっている

のか、こういう積極的にかかわる、そういう姿勢に今シフトしてきているというふうに

思っております。それに合わせて、自立支援法というのはそれらをさらに進める、そう

いう意味合いを持った法律でもあるというふうに考えておりますから、10 年前、ある

いは 20 年前の、この相談に来て単に応ずるという状況から、積極的に不幸な状況を緩

和する、あるいは不幸な状況をつくらないように、そういったきめの細かい行政サービ

ス、福祉サービスを非常に今心がけて、行政施策を講じているというふうにご理解いた

だきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　まちづくりの根幹に据えるかどうかというところの答弁は、

余りはっきりわからなかったんですが、いろいろな町の課題づくりがあるんですが、や

っぱりいつ何どき自分が倒れて、自分も含めて家族や身内、小さい子が倒れれば親もお

じいちゃんも、おじいちゃんが倒れれば息子も、全部家族ぐるみで一気に貧困になって
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しまいます。その問題は、やっぱり誰がなってもおかしくない問題ですので、やっぱり

いろいろなまちづくりのある中で、その貧困をどう解決するか。それはだから国も道も

力を入れて、ようやく立ち上がったんだと思います。その点について、まちづくりの柱

に据えてほしいなと私は思っています。

　　それで、町の全体がどうなのかということで、国民健康保険税だけでもらった資料を

調べてきました。その中で、27 年、去年の８月にもらった委員会での資料なんですが、

これは予算質疑の中でもお話ししたんですが、27 年６月１日付で国民健康保険税の世

帯が878世帯あるんですが、滞納世帯が45 世帯と、それから資格証明書、これは10

割払う、いわゆる実質保険がないと同じ感じですが、それが６世帯と、それから短期保

険証、３カ月ごとに更新する世帯が17 と、合計23 世帯がいわゆる病気にかかっても

なかなか病院に行きづらい世帯がいるということが、これ紹介されていました。

　　それから、26 年の滞納世帯に対する状況なんですが、滞納処分した方が、これは実

際に処分した方、９件で、差し押さえが17 万4,507円と。それから滞納しようと思っ

たけれども滞納できなかったと、執行停止状態が24 件あると報告されています。その

中の 16 件は、処分するだけの財産がないと、16 件、３件は処分したら生活が著しく

窮迫するからできないと、５件が財産がわからないと、合計24 件が滞納処分ができな

かったというふうに、これ報告あります。予算質疑の中でさらに質問したときには、そ

の中で滞納、帯広のほうに引き継いで10 件ほど徴収してもらっている例があるんです

が、その中で３件は不可能と、それから１件は生活保護に移ったということが報告、た

しかあったと思うんですが、そのほかにも把握しきれないところで、水道料の滞納がど

うなのかと。それから電気はメーター見ればわかりますので、電気とまっている方も二、

三件私把握しています。それから、電話代含めて、いろいろなこと含めて町がどれぐら

い把握しているのかなと。健康保険税だけではなくて、いろいろな使用料がありますけ

れども、そういう中で滞納があるということは、先ほど言いましたように、実際には差

し押さえたら生活大変だと、それはもう貧困の貧困だと思うんです。そういう全体を含

めてどんなふうに押さえているのか、まず質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　件数について説明ありましたけれども、それは本来税ということであり

ますから、これは義務として当然支払うのが大前提にならなければならないと。そうで

なければ自治そのものが成り立たないと、こうなってまいります。

　　でありますけれども、それぞれ事情があって、病気がちだとか、あるいはそのほかも

含めて支払う力がない、能力がないといった場合には、それはそれとしてそれぞれの立
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場で相談をして、いわゆる徴収、あるいは支払いをお願いしつつもどうしても困難な場

合についてはそれなりの対応をしているということだろうというふうに思っております。

そういう意味では、基本的には税でありますから、支払うという前提のもとで徴収に伺

うわけでありますけれども、その実態は十分踏まえた上でどう対応するのか、保険証の

場合にもあったように、さまざまな形での処理の仕方があるわけでありますから、短期

だとか、あるいは資格証明書だとか、いろいろありますので。あとは生活実態、つぶさ

にそういったものを把握しながら、その方が本当に困っているのか、あるいは支払い能

力があるんだけれども、ちょっと支払ってもらっていないだとか、それはそれぞれの個

別に応じた対応がなされていくべきだというふうに思っていますし、適切にそのような

処置をされていると、そのように考えております。

　　それから、先ほどの困窮の問題、まちづくりの基本でありますけれども、行政そのも

のというのは、基本的には経営で利益を上げるというのはごく少数の事例であって、基

本的にはサービスがどうされるかと、生きるためのサービスをどうするかということで

ありますから、豊かに生きるためのサービス、あるいは元気になるためのサービス、そ

ういったことが軸になってまいりますので、貧困の問題もそれは当然基本的なまちづく

りの施策の一つということは、それは全然問題ないことだというふうに思っております。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　それぞれの税制度の中で税金を納めるのは、もちろん町民の

義務ですし、使ったものを払うのはもちろん町民の義務ですので、それはそれとして、

そこそこの担当課がどう処理するかは、そこそこの法令に従ってやっているんだと思う

んです。そういう方々をどういうふうに押さえて助けるかというのが自立支援法の狙い

だと思うんです。

　　それで、上士幌町は直接窓口がありません。相談窓口は別のほうに、道のほうの事業

でやっているんですが、直接困った方が役場に相談に行くというのは、本当に少ないと

思うんです。困ったときにはなかなかちょっと役場に足が向きづらいと。相談されたら

民生委員さんにも言いづらいと。民生委員さんと一緒に相談に行っても、何となくいろ

いろなことで相談しづらいというのが実際だと思うんです。そういう点も含めてどんな

ふうに相談に来てもらうか、それから把握したときに、税金はよくわかります、払って

いないのを見ればわかりますし、水道料も払っていなければわかります、水道はとめな

いと思うんですが。そういうことを含めて総合的にどうするかを考えるのがこの自立支

援法だと思うんですが、その相談窓口の体制について、その相談員というのは町ではな

くて、向こうから来る相談員が月１回来て相談をするのかどうか。町の相談窓口はどこ
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になるのか質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　町の担当は、今までもそうでありますけれども、福祉担当のところが相

談の窓口になっているということであります。ここが今でも来やすいように、そういっ

た担当のほうも単に相談に来たからそれに対応するということではなくて、積極的に相

談に来てもらえるような、そういう視点でいろいろな関係団体、あるいは関係者等々に

接し、そして相談業務に応じたいということと、それからやっぱり今回のあんしんセン

ターというのは、これはやっぱり大きな一歩だというふうに思うんです。大体はこうい

うたぐいのことというのは届け出で物事が進められていくわけでありますけれども、そ

うではなくて、積極的に相談に来てほしい、いろいろな角度から相談に応じますよとい

うことですから、今までばらばらに税の部分は何担当、それから生活、いわゆる困窮の

ほうはどこだとか、いろいろな部署がそれぞれありましたけれども、一元的にあんしん

センターと、それから町の福祉担当が、そこが一体的に連携をとってやっていますから。

あんしんセンターのほうから基本的には月１回、帯広のほうから上士幌のほうに出向い

てもらいます。これはもう定期的に来るということでありますので、自分が相談したい

ときに来てもらうという、あるいは行くということではなくて、いつも毎月何曜日か、

どの日か来ますよということでありますから、それは非常に相談したい人方にとっては

情報としては大事なことではないだろうかなというふうに思いますし、あわせて庁内の

福祉担当のほうとしては、これは毎日日常業務として一元的にいろいろな相談に応じる

という体制もとっております。これは、これからもそれぞれがどう広報をして、いわゆ

る生活困窮者、あるいは困っている人方のよりどころにして、もっともっと理解をして

いただき、あるいは評価をしていただく、あるいは行ってみたいなと、こう思えるふう

な窓口になっていく必要があるし、そのような努力を私どもとしても重ねていかなけれ

ばならないと、そんなふうに考えています。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　つい先日帯広市の、帯広市は相談窓口があるんだと思うんで

すが、せっかく支援法で子供の学習支援をやっているんですが、なかなか思ったほど来

ていないという情報があるんですが。ある制度をやってもなかなか来ない例もあれば、

うちの町にはまだまだ制度的にないものもあるんだと思うんです。帯広まで行って学習

どうのこうのではなくて、町の中で困っていることに対する、子供だとか、大人も含め

て、ある制度を活用したくても活用できないときに、じゃ、新たな制度をつくらなけれ

ばいけないかもしれないと、それから企業の方にお願いをしてこういう仕事をしてもら
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えないだろうかと。それから、４月、５月は草刈りとか枝払いの仕事があるんですが、

200万ほどあるんです、その事業をふやすとか、そういう事業を積極的にふやしながら、

せめて必ずそれで生活がずっと自立できるか、それはわかりませんが、その手助けをす

るための新たな制度も町として検討すべきだと、その点について質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　今、具体的に就労の話出ましたけれども、これはいわゆる関係する団体

と毎年協議をして、春先のまだ仕事ないときの仕事ということではやっておりますが、

なかなかむしろ働き手が少ないだとか、そんなような課題もあって、どれがどのような

ことでそれが地域に生かされて、そしてまた仕事を求めている人方にとってもプラスに

なるのか、このようなことがもしあるとすれば、それはそれとしてまたご提案をいただ

ければなと、そんなふうに思っております。

　　いわゆる冬期間の仕事がない、そしてまた、これはもう以前は失業保険の日数もだん

だん少なくなってきているということだとか、あるいは雪寒給付の事業の制度がなくな

ったとかそのようなことで、これまで70 であっても働いていた方々が一定の期間仕事

がないことによって、体のほうもなかなかついていけなくなって、仕事のほうにもつけ

なくなる、このようなこともあります。これは北海道特有のことでありますけれども、

そういう意味では失業対策の問題だとか、雪寒給付だとか、こういう国レベルの政策の

問題もかかわってきますけれども、町としても働き手が少ないというのは、これは若い

人だけではなくて、熟練した年配の人方の仕事も本当は求めているのでありますけれど

も、実際のものはなかなか就労についていただけるような、いわゆるそこでのミスマッ

チなんかも起きているという状況もございます。

　　そのようなことで仕事がなくて、公共事業としてそれが本人のためにも、あるいは町

にとってもプラスになるというようなことがあれば、それはもうぜひまたご提案をいた

だければと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　私もいろいろな角度から、提案できる点は提案したりしてい

きたいと思います。

　　次に、医療費の関係について質問いたします。

　　国民健康保険の中に生活の大変な方については減免できると、そのことについて町が

平成 21 年に具体的な要綱を示しました。その中でこれを活用されたのは、たしか１件

ぐらいしかなかったというふうに当時の担当から聞いているんですが、なかなかこれは

使いづらい面があると、私は思っています。
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　　ちょっと質問間違えました。その前、生活保護に該当する方については、いろいろ私

が計算した中では、１人の場合については、上士幌でいえば、月約６万円ぐらいと、そ

れにあと住宅加算がついたり、冬期加算がついたり、それにかかった医療費は国のほう

で出ますので、その人それぞれなんですが、結構給付される制度があります。

　　しかし、それに国民年金の人は６万なんてもらっている方はまずそんなにいないかと。

そういう中で、税金はかかりませんが、介護保険料や病院代払うと結構大変です。それ

と、病院代についても自己負担を調べてみたんですが、70 歳以上で低所得者非課税世

帯は、限度額が１カ月8,000円と、それから入院した場合については２万4,600円と、

それで３回まで同じ月やっていれば、４回目からは１万5,000円というふうに、それは

月の年金の中から、そこから払うというのは結構大変だと思うんですよ。

　　そういう方々が私どれぐらいいるかはわかりませんが、生活保護世帯はそんなに私か

ら言えば、率が高いといいましても、年金と比べたら、それ以下で暮らしている方のほ

うがはるかに多いんではないかという実感をしています。

　　その中で、医療費の減免については町の要綱につきましては、具体的な生保基準の何

ぼというのはないんですが、計算しなければわかりませんので、多分1.23 かわかりま

せんが、具体的な数字ですので、その方については、過去３カ月では該当するとしても、

いろんな条件があって、さっき答弁にもありましたように、３カ月の当面の病院代の支

払いと、それから預貯金がかなりあれば、一般的に３カ月ぐらいと言われているんです

が、あれば、ちょっと厳しいと。それから、要綱の中には保険税に未納がある場合、た

だし町長が認めたら、認めるとあるから、多分未納があっても大丈夫なんだろうと、そ

の辺を確認したいのと、この要綱をもうちょっと使いやすくできないものか、質問いた

します。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　この制度については、実際のところ利用されている事例というのは少な

いというふうに思っております。この趣旨が多分緊急な状況が発生したと、今日まで元

気であったものが、突然もう仕事を失い、あるいは体を痛めというような状況が起きた

という、そういった意味では災害だとか、あるいは従来であれば、例えば本町、農業の

町でありますから、特別な冷害のような状況だとか、こんなようなときに多分該当し、

あるいは申請行為があるのではないかというふうに思っていますが、今、例えば農業関

係にしても、災害にしても、ほとんど穏やかな中で大きな変化はありません。

　　ただ、そのほかにも失業だとかいろいろあって、困っている人もいるんだと思います

けれども、そういう方々については、やっぱりこれからは気がねなく、自分の生活実態
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を、あるいは収入を含めて相談していただくということによって、医療の減免だけでは

なくていろんなことに該当するような、そういったことがこれから相談に応じることが

出てくるのではないだろうかと、そんなふうに思っております。

　　ですから、ここでの医療費の問題はというよりも、自立支援法に基づくところのその

相談によっていろんなケースがあって、一概的に非課税、あるいは税金云々だとか、そ

れをここで、いや税金払わなくてもいいですよだとか、そういう一面的な問題でないだ

ろうというふうに思っております。人、一人一人によってさまざまなケースがあって、

本当に困っている者に対しては適切な対応をしていくというのが行政として基本的にあ

るべき姿だと、そんなふうに思っておりますから、制度として今、この制度については、

特段いじる必要はないだろうと、そんなふうに思っております。

　　それから、３カ月というふうになっていますけれども、延長がありますので、さらに

３カ月ということで、病院の中に入っている状況だとかいろんなこと考えたら、多分そ

の３カ月がまた延びて６カ月になるということになると、きっとそれはまた特別ないわ

ゆる福祉サイドの支援だとか、このようなことが対象になってくるのではないだろうか

なと、そんなふうに考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　ここで15 分間休憩といたします。再開は５分前の予鈴をもっ

てお知らせいたします。

（午前１１時００分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１１時１０分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　休憩挟んで、ちょっと質問がまた同じことにならないように

気をつけたいと思います。

　　一部負担金の関係につきましては、なかなか要綱を見直しながらやるというのは大変

だということで把握しましたので、それはそれとして、ぜひ広報等にちっちゃい字で書

いてあるものですからもっと詳しく、いざというときには病院に行く前に窓口に来てく

ださいと。あれは行ってからでは遅いので、行く前に来てくださいと。そのときに、こ

ういう医療制度がありますよと。いろいろな制度、まず行く前に来れるような雰囲気を、

窓口は保健福祉課になると思うんですが、それは福祉課と国民健康保険と一緒じゃない

と、合体しないと、相談はあっちだ、こっちになります。それはよろしくお願いいたし
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ます。

　　それから、定額無料の関係についても答弁書の中にありましたが、これは医療機関は

本当に限られていまして、道内で何カ所あるか、帯広の中で、私が知っているのは十勝

勤医協帯広病院がそうなんですが、多分あと二、三カ所あるかと思うんですが、これは

本当に保険証がない方、あとは例えばホームレスの方々など、本当に医療の支払いに困

る方がそこに行けば、いろんな形で減免、軽減されます。この指定病院は、生活保護の

方の受診者が行っていないとできないので、積極的にそういうことを進めないといけま

せん。ですから、帯広では私が知っている十勝勤医協、柳町はちょっと率が少ないので、

申請をしたくてもできない状況です。

　　その病院代は病院側が持つんだと思うんですよ。それだけのリスクを背負いながらも、

困っている、助けたいという制度もあります。これもぜひ広報等にもお知らせをして、

そういうことを知っている方なかなか少ないので、病院に行かないで薬局の薬を飲んで

済ますという方も結構いるんですよ。保険払っていないから、保険証が短期なり何なり

すると、なかなか病院に行きづらいということありますので、それもぜひ紹介してほし

いと思っています。

　　こういうこと含めて、突如のときの病院代が払えないとか、保険証がなくて病院代払

えないという方については、いろいろ相談に来てくれたり、こちらから働きかけをすれ

ば、何とか前へ進む方法もあるんですが、先ほど言いましたように、町内の方でも健康

保険証あっても、年金ぎりぎりの、生活保護ぎりぎりの生活をしている方々が病院に行

くときの負担が物すごい大きいと。帯広に行くとバス代もかかると、バス代が大変なの

で、ちょっと病院に行って送り迎えしてもらっている方も私は多々聞いておりますが、

そういう方への医療費の助成について、やっぱり新しい制度をつくるしかないのかなと、

私いろいろ考えたんですが、今の見直しじゃなくて、新しい町としての要綱なり条例な

りを検討すべきじゃないのかなというふうに、私は思っています。

　　過去には70 歳以上が医療費無料でした。それが１割負担だ、500円だいいながら、

どんどん変わってきて、今ではお金のある方は３割負担ということもありますが、それ

についてどう考えるかと、質問したいと思っています。

　　過去に町独自で、管内も独自で大樹町もそうなんですが、医療費無料化してきたとこ

ろはどんどん減ってきました。ところが、議員さんも知っている話なんですが、東京の

日の出町、かつて村、今、町が、ちょうど後期高齢者医療制度が始まるごろに、独自で

75 歳以上の医療費の無料化を実施しました。私も、その後これやめたのかななんてち

ょっと思ったものですから、調べてみましたら、ところがその後、2015 年ですから、
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平成 27 年去年の２月から70 歳以上を無料にしたと、広げています。これは医療の効

果があって、財政的にもかなり負担軽減になったと。ただ、やっぱり財源が大変ですの

で、そのときには何かイオンモール計画があって、固定資産税がかなり入るから、それ

を財源に医療費の無料化をやったという例があります。

　　 75 歳以上の方の医療費の無料化については、一部2,000円の負担があるんですが、

国民健康保険の特定診査を受けた方が対象になると、これもいいなと思ったんですが、

私もいろんな方が健康に気をつけてウォーキングしたり、食事気をつけたり、いろいろ

やりながら、それ物すごく個々人の努力、すごく大事です。それで検査を受けて、健診

受けて、病気を治す努力が個々人の問題で本当に必要です。それとまた別に、なおかつ

町として、そういう方に対する医療費の助成制度、無料化といったら、余りにも莫大過

ぎて、私もちょっと規模がでっかいかなという気もするんですが、いろんな形の助成制

度を検討すべきだと思うんですが、その点について質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　今、町とそれから医療や介護関係含めて地域包括ケアを精度の高いもの

にしていこうというのを進めております。この中では医療がどうあったらいいのか、介

護はどうあったらいいのか、生活支援だとか、総合的にその高齢者が安心して暮らすた

めの環境整備をつくるということで今、やっております。予防なんかもそうであります。

できるだけ医療費を削減するためには、予防にしっかりと施策を講じて重篤な患者さん

にできるだけならないようにするだとか、こういったことも含めてそうであります。

　　そのように、今、総合的に地域包括ケアということでの中での安心・安全ができる町

の暮らし方を協議しておりますから、当然、医療の制度の問題、そう簡単にできるとは

思えませんけれども、しかし、全体の中でこの町にとって今、何が本当に必要なのかと

かいうことがあれば、それらを政策化していくということはいろんな住宅も含めて、あ

るいは生活いろんなことを含めて施策を講じていくということになろうかと思います。

　　そんな中でも、当然医療のやり方についても、病院に通う医療だとか、あるいは在宅

医療だとか、いろんなことも出てまいりますから、今後の検討課題にさせていただきた

いと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　お年寄りにとっての一番のやっぱり不安は、いざ病気になっ

たときの医療費だと思うんですよ。一応介護も施設がどうのこうのあるんですが、病気

したとき、それから倒れたときの病院代どうするかと、健康な方がずっと健康というこ

とありませんので、それに対する総合的な包括ケアの関係も、そっちも物すごい大事な
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んですが、それと並行して医療を早目早目の治療をすると、そのためにやり方は確かに

いろいろ方法はあると思うんですよ。

　　じゃ、全部無料にすればいいのかということでもないと、私も思うんですが、努力を

して早目早目に治療するときに、いろんな方法で全体的に町民の方が健康になって、医

療費も抑えられて、財源はどうするかといったら、うちの町にとっては、検討すれば出

てきそうな私、気がするんですが、それも含めて総合的に大変な方から、もちろん赤ち

ゃんを含めて、高齢の方々含めて命と健康を守ることをまずぜひ検討してほしいなと思

っています。

　　これだけやると、時間なくなりますので、次、ピロリ菌の問題について質問いたしま

す。

　　ピロリ菌の問題については、かつても私、質問したことがあるんですが、道内状況で

は、 2014 、 2015 年から徐々にふえてきていると。特に2016 年からしますと、近隣

の帯広が尿検査をすると、苫小牧もするというので、あっ、これからかなり広がるのか

なと私も期待しているところですが、やっている自治体では、例えば既にやっていると

ころでは、北海道大学と協力をしながら尿検査を行って、それと陽性反応出た方につい

ては、町が除菌のお金を助成しているというのがほとんどです。帯広はなぜか除菌の助

成はないようです。

　　それと、答弁にもありましたように、厚生労働省の指針に基づき、それからこれから

の検査項目等についても、十分検討をしながら安全性を高めつつ、それを参考にしなが

ら実施してほしいと思っています。

　　それで、その場合については、やはり陽性反応出た場合については、個人負担という

のは結構、１万2,000円から、またまたなると２万という情報もありますが、その辺も

含めて検討してほしいなと思っています。

　　それから、大人については2013 年２月から保険適用になりましたので、多分受けて

いる方はかなりふえていると思います。ですから、本来なら必要ないような気もするん

ですが、なかなか検診の中でのバリウム検査はかなりきついですので、私もバリウム検

査は四、五年前からやめました。今は除菌したんですが、胃カメラを飲んでいるんです

が、もちろん除菌したからって、検査しなくていいわけじゃありませんので、尿検査で

わかって除菌できるんであれば、その制度もぜひ検査項目に入れないだろうかというこ

とで質問させてもらいました。

　　以上、答弁をお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。
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○竹中　貢町長　これは答弁書にも書かせていただいておりますけれども、この結果につ

いて、厚労省はまだまだ慎重を要するというような見解出されておりますし、それから

実施市町村についても、極めて数が限られているというようなことであります。

　　そのようなことでありますので、本当にこれが有効でというようなデータ等々がもっ

と示されたとすれば、それはやっぱり当然考える必要あるなと、そんなふうに思ってお

ります。

　　まだ、今段階の情報の中では、ちょっと時期が早いのではないだろうかなということ

でありますから、少しその辺については、今後ともしっかりと動向を注視させていただ

きたいなと、そう思います。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　ピロリ菌検査につきましては、そのようで私も再々質問はい

たしません。

　　先ほど、私時間がないと思って焦っちゃったものですから、先ほど医療の関係で質問

させてもらった、総合的にどうするかという問題について再度、総合的にいろいろやる

んですが、いろんな形で身近なところでできること、新たな条例つくったりしながら、

健康を守るためにどうするのか、再度質問して終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　その辺の実態についても、いわゆる収入とそれから医療費がどういうこ

とになっているのか。あるいはそういった関係での相談事例がどのようにあるのか。い

ろんな制度があって、それに適合しなくて本当に困っているだとか、そういったことも

今後、しっかり調べた上で、医療費の関係についても検討させていただきたいなと、そ

う思います。

○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。

　　暫時休憩します。

（午前１１時２３分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午前１１時２３分）

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

◇　山　本　弘　一　議員

○議長（杉山幸昭議長）　次に、８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　それでは、私から、今後における上士幌町農業技術研究センタ
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ーのあり方についてをご質問いたします。

　　上士幌町農業技術研究センターは、平成３年に建設されて以来25 年が経過し、年間

利用者数も、平成26 年度では特産物開発研究では６名、農業者グループでは343名、

一般グループでは339名、総延べ利用者数は668名にもなります。25 年の間には、農

産物の付加価値を高めるために、この施設において当時の担当職員とともに調査研究及

び指導を受け、現在、５戸の農家が製造、営業をしております。

　　農業においては、ＴＰＰによる関税が引き下げられ、経営の圧迫にもつながります。

農林省の関連対策事業とし、農畜産物の付加価値向上を目指し、６次産業化の推進をし

ております。そこで、今後の上士幌において、農畜産物等調査研究、さらに起業するこ

とを目指す重要な拠点施設として位置づけ、今年度から調査に入る道の駅の関連施設と

して新築、移設の考えがあるか、伺います。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　今後における上士幌町農業技術研究センターのあり方について、山本弘

一議員のご質問にお答えいたします。

　　上士幌町農業技術研究センターは、現況作物及び新規作物の生産拡大を図るための技

術の導入や地力対策を確立するための土壌分析技術の導入、そして加工技術の研鑽によ

り農畜産物の付加価値向上を図ることで、生産性の高い農業経営を育成することを目的

に今日まで事業を推進してきております。

　　特に、農産物共同加工室の利用につきましては、農業者グループや一般町民グループ

等の利用に供し、地元の農畜産物を利用したみそや豆腐、乳製品、肉の加工等、加工技

術の向上や豊かな食生活に寄与してきております。また、これまでに本センターで研究

開発を重ねた加工品の中には商品化され、６次産業として成功した事例も多々あります。

　　なお、本施設につきましては、議員ご指摘のとおり、建設から25 年が経過し、建物

の老朽化が進んできていることから、新年度予算では屋根や壁などの修繕のために予算

を計上しているところであり、また、研究開発を担う専門職員の採用についても、内定

の段階にあります。加えて加工品の新規商品開発にも迅速に対応できるように設備の整

備を図る意向であります。

　　以上のことから、農業技術センターが今後とも６次産業化の研究開発の拠点施設とし

て、町民や商品開発を目指す方々の要望に応えるようハード、ソフト、両面から再構築

を図ってまいりたいと考えております。

　　なお、新年度から調査計画が予定されている道の駅は、施設整備のあり方や運営等に

ついて検討してまいりますが、技術センター機能と重複しない形での食品等加工設備の
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設置は検討の余地はあるものと思っております。

　　いずれにしても、道の駅は地場産品の販売等が主要な位置を占めていることから、技

術センターとは密接な連携が極めて重要と認識しておりますので、ご理解願いたいと思

います。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　ただいま答弁いただきましたけれども、町長は当初の施策方針

の中で、第５期総合計画における5,000人のまちづくり、地域創生に対する重点対策、

その中で上士幌町人口ビジョンの総合戦略にも、今後においてその施設の整備をすると

いうことをうたわれております。

　　小さな拠点形成コンパクトシティ化に向けた公共施設の再配置整備計画についても、

それぞれ町の関連施設が年度ごとに計画実行ということなされておりますけれども、こ

ういう施設においても、当然耐用年数というのがあるわけであって、いつまで使うかと

いうことは危険度ですとか、そういうものというのは非常に消防法含めてあると思うん

です。

　　この施設についても、私もここに質問書の中にありますように、やはりこれから定

住・移住、町が進めているふるさと納税もありますし、先ほど野村議員がおっしゃいま

したように、道の駅にも私、関連しているわけですけれども、伊達の道の駅含めて、私

ども議会でも調査をしておるわけであります。

　　それで道の駅は、町長は物産物はということで基本的に考えておるという話でありま

すけれども、町外からの人を呼び込むのも当然でありますが、やはり町内の人方、こう

いう施設を使って道の駅に幾ら人が集まって、車もあって活性化されているというとこ

ろが重要な点だと私は考えております。

　　なぜかというと、それについては、町外から来た人がそこが閑散としている場所であ

った場合、何か道の駅といっても、トイレ寄って、ちょっと見てということになります

けれども、そこに町民の方々が集まっておるということになれば、活性化につながって

いって、何かこの町はやっているんだなというふうに考えられますし、やっぱりその辺

についても、老朽化に伴った中で、この２年後の道の駅に関連施設として、そういうこ

とをやる考え方がないのかと、私は伺ったわけであります。

　　今の施設が使えないという意味ではなくて、セントラルベルト構想へというのを持っ

ておりまして、そういうことも含めた中で、私方議員も、町長もいつまでもやっておる

という状況ではないわけですね。ある一定いけば、かわっていくという中では、上士幌

の都市計画の中でどう進めていくかと、長期展望に立ったやっぱり５年、10 年先のこ
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とが必要だと思うんですよ。

　　それで、私はこのものが場所的な問題もあります。道の駅を建てて、駐車場があって、

それで関連施設と、伊達であれば、かなり広大な施設を有しているわけでありまして、

そこに染め物ですとか、刀の当時つくる場所ですとか、当然物販店はあって、物すごく

はやっておりますけれども、やはりあのようなにぎわいの中で、あらゆるジャンルに対

応できる道の駅に附帯した関連施設としてできないかと。もう一度伺います。そのよう

な考えはいかがですか。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　１つには、今の農業技術センターが25 年たっておりますけれども、ま

だまだ十分使えるという前提に立っております。あそこはしっかりとやっぱり研究をし、

あるいは商品開発をして、それが商品化になるように、そのような役割はこれからも期

待をしたいなと、すっぽり今あるものをこれを閉鎖をして、新たにつくるというのは、

これはある意味では経費的なことも含めて、二重投資みたいな形になってしまうのでは

ないだろうかと。

　　ただ、それと全く違う、今の技術センターではできないだとか、あるいは道の駅の中

で見せる、いわゆるそういう現場を見ることによってみんなに喜んでもらうような、そ

ういう道の駅の機能をそこにつくるかだとか、いろいろそれはあるんだろうというふう

に思いますが、それはこれからの議論の上で、いわゆる設備投資をしたことと、それが

どんなふうにして町内外から利活用されて、本町の道の駅としてそれが経営上にどうプ

ラスになるか、これはじっくりとこの辺は検討させてもらいたいなと、そんなふうに思

います。

　　したがって、今のあるものは今のあるものとしてちゃんとそれは機能し、もう一つは、

それ以外のもので必要なもの、道の駅としてお客さんを迎えるときに、そういうものが

あれば、それが集客につながるだとか、そんなようなことは当然考えられることでない

だろうかなと思います。

　　そういうことでありますから、ぜひこれからのそれは検討の中に、そういったいわゆ

る動的な多分見せ方をするようなものもあってもいいのではないだろうか。よくレスト

ランだとかパンなんかも、いわゆるつくっているところからそのまま見せているという

のあるし、おそば屋さんなんていうのは粉ひきから見せて、そのようなこともある。い

ろんな形での展示の仕方というか、見せ方というのは多分検討されるべきことでないだ

ろうかなと、そう考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本弘一議員。
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○８番（山本弘一議員）　基本構想は理解できました。

　　今、町長言われたように、研究センターを使って起業家するのは５個以上、今あると

思いますが、言われたようにそういう商品ですとか、中にはそういう一部を編入してい

くだとか、それが可能であれば、それはやっぱりつくっているところ見て、食べておい

しくと。見て、食べて、おいしくって味がよければ最高ですよね。そういうマスコミと

口コミでこういう道の駅というのは広がっていくというふうに考えております。ですか

ら、そういう町内の立ち上げた企業ですとか、あらゆる商品だけではなくて、どういう

方法があるかということも今後、取り入れて道の駅の中には入れてほしいと。

　　今、まさしく３月ということで春なんですけれども、技術センターにおいては、ここ

の答弁書に書いてあるとおり、専門職が今、内定中だということであります。これは誰

でも彼でもできる職種ではないと、私は認識しております。やはり食品を加工研究する

ということは、最低限度食品衛生法に従って衛生責任者、私持っておりますけれども、

そういう最低限度のものが必要なわけであります。

　　それと、やっぱり保健所の起業するときに許認可、そこの調整含めた中で、どういう

ような方法、それから工場の中身ですとか、そういうことも十分前回の担当者である熊

谷さんにつきましては、その辺は本当に細やかに対応していただきましたし、私もそこ

から起業した一人ではありますから、やはり町内の起業家はあそこから始まっておると、

農産物の加工から起業家まで世話になったなということで、皆さんがそういう言葉を申

しております。

　　ですから今、内定ということありますけれども、今まさしく３月は町内の一般女性の

方々、それから農村女性でも個人的なみそをつくる時期に入っております。ですから、

そういう担当職員がいなければ、今までやってきたことができないという声も聞いてお

りますので、早速にそれを内定どころか、もう実行に移していくという状況だと思うん

です。その辺は間違いなく４月からできるんでしょうか。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　通常であれば、間違いなく来るというふうに思っております。

　　いわゆる人選に当たっては大変苦労しました。実際、やっぱりこういう技術職という

のは、そう頭で面接をして、それでやりたいからいい、あるには採用する、そういかな

いんで、先般の委員会の中でもありましたけれども、この専門職については、私どもと

しても非常に大事な課題というふうに受けとめて、例えば北海道庁のほうにも照会をし、

あるいは食加研だとか、それ以外にもいろんなところに相談を持ちかけていたんですけ

れども、全く今どき適切な人材がようやく確保することができたということであります。
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　　ただ、実際来てみて、これから今ある設備がこれから本当にその町の特産品をつくる

上で新たなものが必要になってくるのかと、こういったところも出てきますので、もう

一回リセットして、その専門職と、専門職が全ての分野に精通しているというふうには

思いません。肉だかと、あるいは乳製品だとか、いろいろありますから、それは全てに

精通していると思いませんから、その人を中心にして、ほかの専門性を持った人方を活

用するだとか、このようにもう一回、施設を新しい専門職員を中心にしてさらに活用す

るような、そういう年を来年から始めていきたいということと、ちょうどそれらを研究

することとあわせて道の駅のほうにも、それらが具体的に何らかの形で、この後、採用

されるようなことになると、６次産業化のこともそうでありますし、新たな地域の農産

業の振興にもつながっていくんじゃないかということでもう一回リセットする、そうい

う覚悟で技術センターと、それから道の駅の関係もそうでなりますし、活用していきた

いということであります。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　大変そのように進めてもらいたいと、私は考えております。

　　それで、やはり町長もご存じのように、ふるさと納税については上士幌町も14 億数

千万ということでありますし、都会の人たち、若い人方も上士幌町にはふるさと納税だ

けじゃなくて、大変興味を持っています。やはり一度も来たことのない方については、

訪れてみたいという声は個人的聞いておりますし、来られた方については、私方町民と

しても、どのように受け入れるかというのが重要な問題であります。

　　当然、上士幌町においては農産物、牛乳初めジャガイモも新鮮で生で食べても加工し

てもおいしいわけでありまして、そういう原材料が上士幌であるということは、これは

上士幌の強みなわけでありますね。そういうものをこういう技術センターあたりで利用

した中で、都会の人方がその意思があれば、農産物を使った中で起業家に向けてやって

いただくと、私はそう思っているわけであります。それに対して町としては、商工観光

課ありますように、農商工連携の中でそういう起業に向けて、道の中でも国の中でもあ

ると思うんですけれども、そういうバックアップ体制ができ上がっているわけでありま

す。ですから、どうしても技術センターのあり方、そこに配置された人方についても重

要な位置を示すと認識しております。

　　ですから、今、上士幌町というのは脚光を浴びておる、この時点が道の駅を含めて最

高のピークに達しているわけでありまして、そういうことを含めてこういう技術センタ

ーでこういうことができますよとかという、単なる事業というんですか、職業紹介では

なくて、こういうことも考えたら可能ですと、現物もありますとかと、そういうことも
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やはり都会において発信していったらいいんではないかなと思いますけれども、その辺

の考え方はいかがでしょうか。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　こちらに関心を持ってきていただくこととあわせて、いわゆる就労だと

か、自分の生きがい、あるいは生活の源となる収入源だとか、そういうことも住む上で

大事なことであります。

　　そう考えると、それぞれ持っているキャリア能力あって、それがこういった地方、私

どものようなところのすぐれた素材を使って何かつくりたいという思いがあるとすれば、

それはそのような機会の提供というのは十分必要なことだろうと、そんなふうに思いま

す。

　　いろんな人の知恵をかりていかなければ、成功はしないというふうに思っております

ので、今までは結構いろんな成果を上げておりますけれども、もう一つ、生活のための

食生活の改善だとか、あるいはもっと食生活を豊かにするという、そのようなことでの

農家の女性の方々だとか、一般の町の人方が使われているケースとか、それからそれを

ビジネスにするために商品開発をされたという方、改めてもしそこでのビジネスの可能

性があるのであれば、積極的にそういった施設を活用する、そして貸し出しするといい

ますか、そういう受け皿のほうも寛容にして、余りハードル高くしないように積極的に

使い勝手のいいような形でのそういう人方も受け入れる、それも必要といいますか、情

報の発信の仕方としてはあり得るのではないだろうかなと、そう思います。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　その辺の考え方は理解できるわけですけれども、たまたま今回

出している小さな拠点形成の公共施設の再配置整備計画については、あの周辺は役場庁

舎を中心とした商工関係、病院ですとか、そういうことは出ていますけれども、一歩外

れたら道の駅だとか、技術センターとか遠く離れたものについては、セントラル構想の

中には入っていないわけですね、具体的には入っていないということはあります。

　　当然、あの施設も５年、10 年、 20 年ということになったら老朽化もしてまいりま

すし、その器具あたりもやっぱり古くなってくると、当然償却資産ですから、償却をし

てくると、その物も更新していかなければならないと。あそこの場所そのものが中部十

勝にあったり、いろんな施設が過去のものがあるわけですよ。実際的に使われていなく

ても、その辺がちょっと私はひっかかるというんですか、物をつくったり加工して、都

会から来たときにああいう施設あたりをもうちょっときちっとやっぱりあの辺も整備し

ないと、見た目からしてみても、ちょっとうまくないのかなと思うんですけれども、町
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長の今の考え方としては、あそこを改善してしばらくの間、使いたいということですけ

れども、将来的な考えとしては、いずれか誰かがあそこをまたどうしてくるかというこ

とになるわけです。中・長期にかけてのことも私、質問したわけでありますけれども、

今のところはとりあえずあそこを改善して使用していきたいと、こういう考え方でよろ

しいんでしょうか。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　おっしゃったとおりであります。本当に長期的になったときに、あの場

所がいいのかどうかというのは、しばらくその議論の対象になるかと思いますが、ただ

やっぱり今の小さな拠点、いわゆる子供からお年寄りまで安心してさまざまな集まりに

参加できたり、あるいは買い物をするというふうな、そういうコンパクトな町並みの形

成と、それからもう一つ加工技術センターはどちらかというと、特定の目的を持った

方々が来るということ。あるいは、今おっしゃったとおり、衛生管理上の防疫体制だと

か、そのようなことも片方では求められる施設でないだろうかなと、そう思うと、誰で

も彼でもがあそこを多分使うということにはならないんじゃないかと、そんなふうに思

っておりますから、技術センターの性格上、いわゆる公共施設の再編は、それは片方で

進めていますけれども、医療施設や介護施設やそういったものと若干性格が異なるので

はないのかなと、今、私はそう考えております。

　　これがこの後、長期的にやっぱりこれ町なかにあったほうがいいと、やがて老朽化し

て、いわゆる解体しなければならない、建て直ししなければならないときが来るかと思

いますけれども、そのときにじゃ、今のことも含めて町なかにあったほうがいいのか、

今のところがいいのか、こういう議論はもう少しこの先に考えていただければなと、こ

んなふうに思います。今のところまだ25 年でありますから、まだしばらく使えるとい

うふうに考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　わかりました。

　　私もこの１点だけでございますので、町長が今回はこの施設については改造していく。

ただ、答弁書の中にあるこの６次産業化の研究だと、拠点施設としてのハード、ソフト

両面から再構築を図ってまいるということを答弁で言っておりますけれども、これは具

体的な考え方持っておるんですか。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　先ほども申し上げていましたけれども、いろんな過去、土壌分析だとか、

さまざまなもっと多機能な技術センターとしての役割を果たしてきました。それがどん
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どん変化をし、そしてニーズも含めていろんな成果が上がってきた一方で、いわゆる６

次産業化だとか、そちらのほうには技術専門職員の配置の問題も含めて不足をしてきて、

今のところそれぞれの生活の中で供するソーセージをつくったり、あるいはみそをつく

ったりというようなことで、それはどちらかというと、販売というよりもそれぞれの生

活の中にどう生かすかというような、そのような最近、技術センターの使用の仕方が多

くなってきたということであります。

　　それから、もう一回今回は道の駅もできる、さらに商品開発がどうしてもこれからま

だまだ必要になってくるといったときに、さらに６次産業化に向けた具体的な本町の地

場産品であります乳製品を使ったものだとか、あるいは作物、畑作、４品の中での利活

用の問題だとか、このようなことも受けて、いわゆる経済行為としての可能性を追求す

るような、そのようなことをこれからも一回再度考えて、そこの機能として発揮をする

ような、そういう活用に向けて再構築というような言い方をさせていただいたというこ

とであります。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　その辺については理解できました。

　　私から、これは今後の施設のあり方、技術センター含めてのあり方なんですけれども、

やはり建ててから何年、何十年という、それぞれの施設が経過して老朽化も出てまいる

わけであります。これについてのやっぱり今回の小さな拠点づくりの中に組み込んだ中、

大体耐用年数含めた中で10 年後、20 年後、これが首長がかわろうと、議会がかわろ

うと、永久的に町は存続するわけですから、やはりそういう大きな構想を持ちながら、

大体この時期にはこういうものが必要だというようなやっぱりきちっとした中で、これ

だけがやりたい、これだけはやりたいということが出てくると、じゃ、残された施設あ

たりはどうなるのかと、ナイタイの突風が吹いたようなレストハウスもしかりですし、

やはりこういうことも長いスパンで町長は考えた中で、各課に指示をし、この辺はこう

ですよということできちっと我々にも理解できるような構想、コンパクトシティ化の中

でもつくるべきではないかと思うんですけれども、その辺はいかがですか。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　やがて老朽化して整備しなければならないということが出てくるかと思

います。

　　行政計画の展望としては、長期計画で大体10 カ年なんですね。中期計画５カ年とか

ありますから、少なくても 10 カ年は整備は十分耐え得る施設であると。さらにまだ使

えるだろうというふうに思っております。そういった意味で、当面あの施設は十分まだ
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まだ活用していきたいと、今解体をしてまたまた同じような投資をするということにな

ると、またそれはそれとしてのいわゆる町税の使い方としてどうなのかということも出

てまいります。

　　使えるものを、そして別にそれが今風の新たな目的とそごというか、不釣り合いの状

況ではないと、今の中でも整備することによって十分対応できるというふうな認識を持

っておりますから、当面しばらくの間、それを使いたいということでありますので、そ

れはもちろん担当課もそういった前提で、これから整備をするということで、とりあえ

ずはハードの面では壁だとか、屋根だとか傷んできているところがありますから、それ

もいわゆるある程度長く利活用するために、まず基本的な改修をさせていただくという

ことあります。

　　それから、設備についてもこれからどんなことをやるのかといって、設備の改修なん

かもこれから出てくるというふうに思います。そんな意味ではもう一回ハードの面、あ

そこの機能、ソフトの面も含めて生まれ変わるといいますか、再度利活用を図っていき

たいというふうにも考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　その方向性は理解できました。

　　これはあくまでも要望であります。町長は子育て支援なり、若い人方の定住・移住を

含めた中で今回政策をやっていくわけでありますが、次年度以降もある程度の建物だと

かそういうものが建った暁には、やはり全体的なバランスをもうちょっとこういう起業、

いわゆる町に将来利益を持たせるような方向性をこの農業技術センターを含めてプラス

アルファになるような、それから時には利益が上がるようなことにも力を入れていただ

きたいと思います。

　　私はこれで質問終わりたいと思いますが、答弁あれば、お願いします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　行政を進める上では経営という視点は極めて大事だと、そういうふうに

思っております。したがって、子育ての話がありましたけれども、それが今までもお話

しさせていただいておりますけれども、直接子供と親というだけではなくて、それが雇

用だとか地域経済にいろんなところに広がりがあるということなんですね。

　　それともう一つは、たまたまふるさと納税を第一義的にそこを使っておりますけれど

も、本来一般財源で使わなければならないやつもそれを使っているということですから、

それは一般財源のほうに十分充当できるということなんです。例えば、こども園の園庭

なんかは、これはもうふるさと納税があってもなくても、5,000万、6,000万投資しな
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ければならない話なんですよね。それだとか、タブレットだとか、それからパソコンだ

とか、あれなんかも注目されて新聞やテレビなんかに出ますけれども、あれはどっちに

したって町がやらなければならない話なんです。

　　ですから、それをふるさと納税を使うことによって、そこから一般財源が生まれて、

それがほかの経済やいわゆる医療福祉、一般財源のそちらのほうに回っていくというこ

とですから、それはそこだけの問題ではなくて全部に動いているということをひとつご

理解を多分に得たいというふうに思います。

　　やっぱり今回も無料化によって雇用が非常にすんなりいって、若い人方が仕事に来て

くれるというふうにお話しされたところがありました。ゼロ歳児、１歳児は今までは料

金かかっていたんで、自分のところで子育てしていましたけれども、今回は自分が働き

に出る、みんな働きに出るようになってきたということですから、いろんなところにそ

れらが波及していっているということがだんだん見えてきているのではないだろうかな

と、そんなふうに思っております。

　　ですから、全部に回っていくということを僕らとしては非常に意識をして、これから

もやっていかなければならない。特定のことだけが利益あって、ほかのほうは何も利益

ない、こんなまちづくりはできないだろうというふうに思いますので、十分その辺はこ

れからも具体的に僕は見えてくるだろうと、そんなふうに思っております。ご理解いた

だきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、８番、山本弘一議員の一般質問を終わります。

　　暫時休憩します。

（午前１１時５７分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

　　これをもって一般質問を終わります。

（午前１１時５７分）

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

◎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

議は終わります。

　　明日からは休会とし、本会議の再開は３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。
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（午前１１時５８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
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　　　　　　　署　名　議　員
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－99－



３ 月  1 8 日



平成　２８　年　　第　２　回　　上　士　幌　町　議　会　　定　例　会　　会　議　録

招 集 年 月 日 　平成　２８　年　３　月　２　日
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議席
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氏　　　　名 出欠
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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 ○
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本会議に職務のため

出席した者の職氏名

議会事務局長 斉　藤　明　宏 議会事務局主査 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
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商工観光課長 柚　原　幸　二
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平 成 ２ ８ 年 第 ２ 回 上 士 幌 町 議 会 定 例会

議　事　日　程（第３号）

平成２８年３月１８日（金曜日）

日程第　１　所管事務調査中間報告　総務文教厚生常任委員会調査報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）移住・定住・二地域居住の調査に関すること

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）その他、総務文教厚生の調査に関すること

日程第　２　所管事務調査中間報告　産業経済建設常任委員会調査報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）商工・観光振興の調査に関すること

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）その他、産業経済建設の調査に関すること

日程第　３　（総務文教厚生常任委員会審査報告）

　　　　　　議　案　第１６号　上士幌町行政不服審査会条例の制定について

日程第　４　（予算審査特別委員会審査報告）

　　　　　　議　案　第２４号　平成２８年度上士幌町一般会計予算

日程第　５　（予算審査特別委員会審査報告）

　　　　　　議　案　第２５号　平成２８年度上士幌町国民健康保険特別会計予算

日程第　６　（予算審査特別委員会審査報告）

　　　　　　議　案　第２６号　平成２８年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算

日程第　７　（予算審査特別委員会審査報告）

　　　　　　議　案　第２７号　平成２８年度上士幌町介護保険特別会計予算

日程第　８　（予算審査特別委員会審査報告）

　　　　　　議　案　第２８号　平成２８年度上士幌町水道事業特別会計予算

日程第　９　（予算審査特別委員会審査報告）

　　　　　　議　案　第２９号　平成２８年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算

日程第１０　議　案　第３０号　定住自立圏の形成に関する協定書の一部を変更する協定

の締結について

日程第１１　議　案　第３１号　過疎地域自立促進市町村計画について

日程第１２　議　案　第３２号　平成２７年度上士幌町一般会計補正予算（第１３号）

日程第１３　議　案　第３３号　平成２７年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第５

号）
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日程第１４　議　案　第３４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４号）

日程第１５　監報告　第　１号　例月出納検査報告について

日程第１６　監報告　第　２号　定期監査報告について

日程第１７　閉会中の継続調査の申出について
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　──────────────────────────────────────

◎開議の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　定刻となりましたので、ただいまより本日の会議を開きます。

　　議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

（午前１０時００分）

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

◎議会運営委員会の報告

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

　　議会運営委員長、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、３月14 日に委員会室において、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、ご報告申し上げます。

　　１点目は、日程第４、議案第24 号から日程第９、議案第29 号までの平成28 年度

各会計補正予算は一括報告とし、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。

　　なお、議案第24 号を除く５特別会計においては、特別委員会での討論がなかったこ

とから討論を省略することといたします。

　　２点目は、日程第 12 、議案第 32 号平成 27 年度上士幌町一般会計補正予算（第

13 号）から日程第14 、議案第34 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４号）までの３案を一括上程及び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行

うことといたします。

　　３点目は、日程第15 から日程第16 までの監報告第１号から監報告第２号の２案に

ついては一括報告することといたします。

　　以上をもって、議会運営委員会の報告を終わります。

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

◎所管事務調査中間報告

○議長（杉山幸昭議長）　日程第１、所管事務調査中間報告、移住・定住・二地域居住の

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

　　総務文教厚生常任委員会から、所管事務の調査中であります移住・定住・二地域居住
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の調査に関すること及びその他、総務文教厚生の調査に関することについて、会議規則

第 47 条第２項の規定により、委員会の中間報告をしたい旨の申し出があります。

　　ここでお諮りいたします。

　　総務文教厚生常任委員会の申し出のとおり、所管事務調査の中間報告を受けたいと思

いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、移住・定住・二地域居住の調査に関すること及びその他、総務文教厚生の調

査に関することについて、諸中間報告を受けることに決定いたしました。

　　それでは、中間報告の発言を許します。

　　総務文教厚生常任委員長、中村保嗣議員。

○総務文教厚生常任委員長（中村保嗣議員）　所管事務調査中間報告書。

　　平成28 年１月29 日から31 日までの３日にわたり行いました総務文教厚生常任委

員会所管事務調査の中間報告を行います。

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

せていただきます。

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

その他、総務文教厚生の調査に関することであります。

　　この所管事務調査につきましては、平成27 年 12 月 18 日に承認の議決をいただき、

調査を行ったものであります。

　　調査期間及び調査地でありますが、調査期間は平成28 年１月29 日から31 日まで

の３日間であります。調査地は東京都であります。

　　調査目的ですが、委員会の所管事務調査事項である移住・定住・二地域居住の調査に

関すること及びその他、総務文教厚生の調査に関することに係り、１月30 日開催の上

士幌フェアについて調査研究を行うことを目的として行いました。

　　本委員会が担当した町の紹介コーナーでは、パネル展示による紹介のほか、もっと詳

しくという方には相談コーナーを設けていたので、来場された方々はおおよそ理解され

ていたと思われます。

　　イートインコーナーについても委員１名が担当しましたが、上士幌町産の食材を使い

工夫された食品をつくり、来場者に好評でとてもよいものでした。

　　上士幌町にふるさと納税してくださった方々が、上士幌町に大変興味を示しており、

自然等の環境のすばらしさ、町の政策、特に若い世代中心に、保育料の無料化等、子育
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てに関する政策の充実に共感を示していました。

　　また、自分の納税したお金が上士幌町のために役立っていることを実感し、多くの人

が今後も継続していくと言われていました。

　　しかし、ふるさと納税しているが、上士幌町を知らないという人も多くいました。

　　移住に関しては、情報館、農協や行政区、その他多くの情報が不足していると思われ

ます。住宅を探している人は、市街地ばかりではなく、農村等景観のよいところなど、

いろんなニーズがあると思われますが、市街地ばかり勧められているとの声もありまし

た。

　　ふるさと納税をしてくださる皆さんは、返礼品の豪華さばかりではなく、その納税が

無駄なく有効に上士幌町のために使用されることに賛同され、そのことが継続した納税

につながっていると思われます。そのためにも、上士幌町のこのような取り組みは、納

税者に使途を明確に伝え、感謝の思いをしっかり伝えることこそ大切だと感じました。

　　今回、約1,700人の来場があり、成果としては成功と思いますが、来年も同じような

内容で開催するとした場合、本当に上士幌に移住を考えてくれる人たちを重点に絞り、

もっと上士幌を知ってもらうフェアを考えていくことが今後の課題と考えます。

　　また、各地方で特産物販売等、小まめにすることで上士幌を知ってもらうことも視野

に入れるべきではないでしょうか。

　　今回、所管事務調査としての参加でありますが、フェアの実行チームの一員として参

加しており、イベント全体の盛り上がり、来場者の表情など、感謝の気持ちとともに、

もっと伝えたい上士幌の魅力を限られた時間の中で最大限あらわせたと思います。

　　今後もさらなる発想を展開し続けていくものと思われますが、より多くの町民の理解

を得て、町民が参加できるようなシステムつくりも必要なことと感じました。

　　最後に、この所管事務調査に関し、多くの皆様の協力をいただきました。感謝を申し

上げ、総務文教厚生常任委員会の所管事務調査中間報告とさせていただきます。

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

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

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

ことといたします。

　　以上をもって、総務文教厚生常任委員会所管事務調査の中間報告を終わります。

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

◎所管事務調査中間報告

　　次に、日程第２、所管事務調査中間報告、商工・観光振興の調査に関すること及びそ
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の他、産業経済建設の調査に関することを議題といたします。

　　産業経済建設常任委員会から、所管事務調査の調査中であります商工・観光振興の調

査に関すること及びその他、産業経済建設の調査に関することについて、会議規則第

47 条第２項の規定により、委員会の中間報告をしたい旨の申し出があります。

　　ここでお諮りいたします。

　　産業経済建設常任委員会の申し出のとおり、所管事務調査の中間報告を受けたいと思

いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、商工・観光振興の調査に関すること及びその他、産業経済建設の調査に関す

ることについて中間報告を受けることに決定いたしました。

　　それでは、中間報告の発言を許します。

　　産業経済建設常任委員長、山本弘一議員。

○産業経済建設常任委員長（山本弘一議員）　平成28 年１月 23 日から25 日までの３

日間にわたり行いました産業経済建設常任委員会所管事務調査の中間報告を行います。

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

告をさせていただきます。

　　今回の所管事務調査の調査事項は、商工・観光振興の調査に関すること及びその他、

産業経済建設の調査に関することであります。

　　この所管事務調査につきましては、平成27 年 12 月 18 日に承認の議決をいただき、

調査を行ったものであります。

　　調査期間及び調査地でありますが、調査期間は平成28 年１月23 日から25 日まで

の３日間であります。調査地は大阪市、三重県伊勢市の２市であります。

　　調査目的ですが、委員会の所管事務調査事項である商工・観光振興の調査に関するこ

と及びその他、産業経済建設の調査に関することにかかわり、１月24 日開催の上士幌

フェアについての調査研究及び松屋製菓の企業誘致にかかわる本社訪問を行うことを目

的として行いました。

　　まず、大阪市で行われた、もっと伝えたい、もっと知りたい上士幌フェアについてで

ありますが、今回、本町からは竹中町長を初めとする役場職員、上士幌町農業協同組合、

商工会、建設業協会、ＮＰＯ法人上士幌コンシェルジュ、帯広信用金庫、十勝信用組合、

北海道庁十勝総合振興局などの関係団体役職員、アイス工房ドリーム、三千里、ノベル

ズ食品、Ａコープルピナなどの事業者及び生産者、本委員会を合わせた約80 名が参加
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し、まさしく町を挙げての取り組みとなりました。

　　当日の関西圏はこの冬一番の寒さとなり、出足が心配されましたが、約700名の来場

がありました。

　　本委員会の担当エリアは展示パネルの総合的なエリアで、その場での説明と、より具

体的な相談が必要な方の担当エリアへの案内を行いました。

　　冬の寒さについて聞かれ、説明に苦慮する場面もありましたが、こども園の無料化等

取り組みについて大変興味を持たれるなど、その他のコーナーでの取り組みを含め、特

産品の販売や町のＰＲ、移住相談などを通じて交流を深める有意義な機会であったとと

もに、成功裏に終了することができたと思っております。

　　また、関西圏の寄附者は、ふるさと納税制度を通じて上士幌町の名を知っていただい

ていますが、実際に来町されている方は少なく、北海道のどの辺にある町なのかがわか

らない方が多数あり、こうした機会を設けて町をきちんと知ってもらい、ＰＲすること

は大変有意義であると感じました。

　　今後は、観光体験ツアーなどを企画し、上士幌町に来てもらい実際に体験してもらう

ことなど、寄附者とさらなる交流を深めていく機会を設けていくことも重要と感じまし

た。

　　移住などは上士幌フェアが一つのきっかけとなり得ると思いますが、こうした機会を

大事にし、移住・定住を考えている人のニーズにどう応えていくのか、今後のかかわり

が重要と思われます。

　　次に、フェアの翌日に訪問した松屋製菓についてであります。

　　十勝製菓の企業誘致は、三重県伊勢市であめ菓子の製造を行う松屋製菓の営業本部長

が、北海道庁のテレワーク実証事業による移住体験で来町されたことが縁となり、町並

びに関係団体の理解、協力により進展する中で実現に至っています。

　　十勝製菓は、町内外の団体、企業、事業者と連携し、平成27 年春から松屋製菓の製

造ラインにより十勝ブランドのミルクキャンディー、あんこあめ、蜂蜜キャンディー、

十勝ワインキャンディーの販売を開始しています。

　　本委員会は、こうした状況下において松屋製菓を訪問し、十勝製菓の今後の事業展望

や町との連携のあり方等について調査し、信頼関係をより一層強固なものとするため訪

問いたしました。

　　十勝製菓は、町内や十勝管内では認知度が高まっているものの、全国展開ということ

では、まだ商品の認知度が低く、販売網も途上にあることから、これまでの売り上げは

数千万円という数値であり、採算ラインには到底及んでいないことでありましたが、上
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士幌町への製造ライン建設について、旧体育館を中心に検討され、国の補助金等を活用

し、ことし、できるだけ早い時期に工事に着手する旨の確認を得ることができました。

　　今後、売り上げアップに向けては、北海道での製造体制の早期な確立、十勝ブランド

製品価値のＰＲと販売網の強化、商品数の豊富化などを着実に進めていく展開が必要と

感じました。

　　また、あめの種類づくりに、ベリー類やハスカップなど、町と共同開発ができないか

検討する必要を感じました。

　　最後に、この所管事務調査に関し、多くの皆様の協力をいただきました。感謝を申し

上げ、産業経済建設常任委員会の所管事務調査中間報告とさせていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　産業経済建設常任委員会の報告が終わりましたが、所管事務調

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

　　本件はこれをもって報告済みとし、産業経済建設常任委員会は引き続き継続して調査

することといたします。

　　以上をもって、産業経済建設常任委員会所管事務調査の中間報告を終わります。

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

◎議案第１６号の上程、報告、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　次に、総務文教厚生常任委員会審査報告を行います。

　　日程第３、議案第16 号上士幌町行政不服審査会条例の制定についてを議題といたし

ます。

　　この件について、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。

　　審査事項、議案第16 号上士幌町行政不服審査会条例の制定について、平成28 年３

月２日付託。

　　審査年月日、平成 28 年３月９日、計１回。

　　審査場所、委員会室。

　　説明員、竹中町長、千葉副町長、高嶋総務課長、佐々木主査。

　　審査結果、当委員会は、議案第16 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を行ったところ、全会一致で原案可決すべき
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ものと決定したことをご報告いたします。

　　以上で、総務文教厚生常任委員会の報告を終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　委員長の報告が終わりましたので、これより委員長の報告に対

する質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって委員長の報告に対する質疑を終結いたします。

　　これより議案第 16 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16 号に対する討

論を終結いたします。

　　これより議案第 16 号の採決を行います。

　　議案第 16 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 16 号は委員長の報告のとおり可決されました。

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

◎議案第２４号から議案第２９号の上程、報告、質疑、討論、採

決

○議長（杉山幸昭議長）　次に、予算審査特別委員会審査報告を行います。

　　日程第４、議案第24 号平成28 年度上士幌町一般会計予算、日程第５、議案第25

号平成 28 年度上士幌町国民健康保険特別会計予算、日程第６、議案第26 号平成28

年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算、日程第７、議案第27 号平成 28 年度上士

幌町介護保険特別会計予算、日程第８、議案第28 号平成28 年度上士幌町水道事業特

別会計予算、日程第９、議案第29 号平成28 年度上士幌町公共下水道事業特別会計予

算、以上６案を一括して議題といたします。

　　６案について、予算審査特別委員会の審査報告を求めます。

　　予算審査特別委員会委員長、渡部信一議員。

○予算審査特別委員会委員長（渡部信一議員）　予算審査特別委員会より、本委員会に付

託されました事件については、慎重審査の結果、次のとおり決定いたしましたので、上

士幌町議会会議規則第 77 条の規定により報告いたします。
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　　審査事項は、平成28 年３月２日付託されました議案第24 号平成28 年度上士幌町

一般会計予算、議案第25 号平成 28 年度上士幌町国民健康保険特別会計予算、議案第

26 号平成28 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算、議案第27 号平成28 年度

上士幌町介護保険特別会計予算、議案第28 号平成28 年度上士幌町水道事業特別会計

予算、議案第 29 号平成 28 年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算であります。

　　審査年月日は、平成 28 年３月４日、７日の計２回であります。

　　審査場所は、議場で行いました。

　　説明員に、竹中町長、千葉副町長、馬場教育長、各課部局長、主幹及び担当主査等の

出席をいただきました。

　　審査結果ですが、議案第24 号から議案第29 号までの平成28 年度上士幌町一般会

計予算及び５特別会計予算案は、今定例会の３月２日に提案されました。

　　この予算案の審査に当たり、議長を除く議員全員による予算審査特別委員会が設置さ

れ、審査を行ってきたところであります。

　　本特別委員会の運営に際し、委員並びに町理事者初め各課部局長、主幹及び担当主査

等の方々にご協力をいただきましたことに厚くお礼申し上げます。

　　当特別委員会は、慎重審査の結果、お手元に配付のとおり、議案第24 号から議案第

29 号までの６案は全て原案可決すべきものと決定したところであります。

　　各議案審査の質疑の内容については、議長を除く議員全員が特別委員会の委員であり

ますので、省略させていただきます。

　　議案第24 号平成 28 年度一般会計予算案については、質疑終結後、討論があり、起

立採決の結果、起立多数で原案可決すべきものと決定いたしました。

　　その他の議案第25 号から議案第29 号までの５特別会計については、討論がありま

せんでしたので、簡易表決をもって全会一致により原案可決すべきものと決定いたしま

した。

　　以上で、予算審査特別委員会に付託されました議案審査の経過と結果の報告を申し上

げ、予算審査特別委員会報告を終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　委員長の報告が終わりました。

　　予算審査特別委員会は、議長を除く議員全員で構成されております。したがって、委

員長報告に対する質疑は、議会運用例第 96 条の５の規定によりこれを省略いたします。

　　また、議案第24 号を除く議案第25 号から議案第29 号までの５特別会計予算案の

討論についても、議会運用例100条第３項の規定によりこれを省略いたします。

　　これより、各会計の予算ごとに討論、採決を行います。
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　　初めに、議案第24 号平成28 年度上士幌町一般会計予算の討論を行います。討論あ

りますか。

　　討論がありますので、これより討論を行います。

　　先に、議案第 24 号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）　平成28 年度上士幌町一般会計予算に対する反対討論を行い

ます。

　　さまざまな福祉切り捨ての中で、町民の暮らしはますます大変になっています。また、

消費税が８％の影響で、町民の暮らしはもとより、町内業者の営業も大きな打撃を受け

ています。今後さらなる消費税10 ％引き上げやＴＰＰが締結されてからの影響ははか

り知れません。

　　このような町民の切実な要求、国民いじめともいえる国の政治から町民の生活を守り

切る予算になっていないと判断し、反対いたします。

　　１つ目は、財政とまちづくりの問題です。

　　町職員の努力もあり、ふるさと納税金の大幅な伸びで、ふるさと納税・子育て少子化

対策夢基金と子育てに関する事業が大変充実していることは評価いたします。ただ、町

民全体のものになっていないと判断するところです。

　　また、ますます、貧困といわれる生活の大変な方々がふえています。困っている人こ

そ行政の関与が必要ですが、その新たな対策はないと判断いたします。

　　今までふえ続けてきました基金は、平成28 年度は夢基金のほかにも大幅に繰り入れ

ています。公共施設整備基金約４億円は生涯学習センター建てかえ分ですが、財政調整

基金約２億円繰り入れはしていますが、ソフト面での新たな施策はないと判断いたしま

す。

　　２番目は、平和の問題です。

　　安倍政権はいわゆる戦争法を議会のルールも無視し強引に強行し、さらに自分の任務

中に改憲をすると意気込んでいます。また、南スーダンに派遣している自衛隊の任務を

拡大し、駆けつけ警護と称し、戦後初めて自衛隊が武器使用する可能性も出てきました。

このような中、国民を守る自衛隊ではなく、アメリカの戦争の手助けをする自衛隊にな

っていると判断いたします。このような自衛隊のあり方に反対し、自衛隊協力会への補

助金等を含むため、当予算については反対いたします。

　　以上、反対討論といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　次に、議案第 24 号に対する賛成の討論を行います。
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　　７番、早坂清光議員。

○７番（早坂清光議員）　私は、渡部委員長より報告のとおり、２日間にわたり慎重審議

されました平成28 年度一般会計予算78 億2,712万3,000円に賛成する立場で討論を

行います。

　　一般会計予算は、自主財源である町税が歳入全体の10 ％にも満たない状況下で、こ

れまでも財源の多くを地方交付税に依存し、不足する財源対策として貴重な各積立基金

の取り崩しや、借金である地方債などにより財源を確保し、予算編成が行われてきてい

るところであります。

　　平成28 年度も、地方交付税がさらに減少するという中での厳しい財政状況下での予

算編成であったと思います。そうした状況下にありながら、町民の皆様に負担増を求め

ることなく、事務事業の緊急性、優劣などの取捨選択が行われ、福祉、医療、介護、産

業振興、教育、文化など、各分野の事務事業に配慮をされた予算編成になっていると思

います。特に、子供から高齢者までが交流や学習を深め合い、生きがいを育む施設とし

て懸案でありました生涯学習センター改築工事に着手する予算も計上されました。

　　また、全国各地の多数の皆様からふるさと納税としてご寄附いただきました貴重な財

源は、医療福祉や農業など、その指定をされた趣旨に沿って各事業に有意義な活用が図

られていると思います。

　　特に、子育てや教育の指定寄附、指定のなかった一般寄附については、ふるさと納

税・子育て少子化対策夢基金として一旦積み立て後、認定こども園の保育料無料化や森

をイメージした園庭の整備など、子育て、教育を支援する予算として、めり張りと創意

工夫もされた予算になっていると思います。

　　次に、各積立基金の運用につきましては、最小限の取り崩しとし、今後の予期しない

緊急対応に備えるために、また、各公共施設再整備や道の駅構想など懸案事業の取り組

みに向け、留保していくことが大切と考えます。

　　以上、私の賛成理由を申し上げましたが、新年度、この予算を執行される町理事者並

びに各課部局におかれましては、これまでの予算審議を初めとする議会での議論経過を

尊重され、また、町民の皆様の声に真摯に対応いただき、最少の経費で最大の効果を上

げられるよう、適正かつ効率的な予算執行を切望いたします。また、私どももその役割

を担っておりますが、町民の皆様に予算内容をしっかりと伝えていっていただきたいと

思います。

　　以上、私の賛成討論とさせていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　次に、本案に反対の討論を行います。
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（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、本案に賛成の討論を行います。

（「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、これをもって議案第24 号に対

する討論を終結いたします。

　　これより議案第 24 号の採決を行います。

　　本案は起立により採決を行います。

　　なお、起立しない議員は反対とみなします。

　　本案について、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 24 号は委員長の報告のとおり可決されました。

　　次に、議案第25 号平成 28 年度上士幌町国民健康保険特別会計予算の採決を行いま

す。

　　議案第 25 号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 25 号は委員長の報告のとおり可決されました。

　　次に、議案第26 号平成 28 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算の採決を行い

ます。

　　議案第 26 号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 26 号は委員長の報告のとおり可決されました。
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　　次に、議案第 27 号平成 28 年度上士幌町介護保険特別会計予算の採決を行います。

　　議案第 27 号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 27 号は委員長の報告のとおり可決されました。

　　次に、議案第 28 号平成 28 年度上士幌町水道事業特別会計予算の採決を行います。

　　議案第 28 号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 28 号は委員長の報告のとおり可決されました。

　　次に、議案第29 号平成 28 年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算の採決を行い

ます。

　　議案第 29 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 29 号は委員長の報告のとおり可決されました。

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

◎議案第３０号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第10 、議案第30 号定住自立圏の形成に関する協定書の

一部を変更する協定の締結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　ただいま上程されました議案第30 号定住自立圏の形成に関す

る協定書の一部を変更する協定の締結について、その提案理由と内容をご説明申し上げ

ます。

　　町例規集は、第２編議会・選挙・監査、第１章議会をご参照願います。
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　　定住自立圏とは、都市機能を有している中心市と、通勤、通学等の住民生活全般に深

いかかわりのある周辺市町村が、相互に役割分担、連携、協力をし、大都市圏への人口

流出を食いとめ、住民生活に必要な生活機能を確保し、地方への人口定住を促進しよう

とする自治体間連携の取り組みであります。

　　本町での取り組み経過は、平成23 年６月21 日開催の町議会におきまして協定書原

案のとおりご議決を賜り、同年７月７日の合同調印式において、帯広市と管内18 町村

がそれぞれ１対１の定住自立圏の形成に関する協定を締結したところであります。

　　本議案の提案は、平成28 年度から31 年度までの向こう４カ年の第２期十勝定住自

立圏共生ビジョンとして、その協定書の一部、別表第１から第３を提示した内容に変更

し、上士幌町議会の議決すべき事件に関する条例第２条の規定により議会の議決を求め

るものであります。

　　別添定住自立圏の形成に関する協定書新旧対照表、議案第30 号関係の１をご参照願

います。

　　別表第１の１医療、（１）緊急医療体制を救急医療体制等にし、取り組み内容の三次

医療機関を三次救急医療機関に改め、ほか、それぞれに「等」を加えます。

　　２の福祉では、（３）として、高齢者の生活支援体制の構築が新設されます。

　　３の教育では、同じく（３）として、スポーツ大会等の誘致が新設されます。

　　４の産業振興、（１）の農商工・産学官連携及び地域ブランドづくりの推進において

は、財団法人十勝圏振興機構を公益財団法人とかち財団に改めます。（３）の企業誘致

の推進では、それぞれ下線に示したとおりに改め、（８）としまして、航空宇宙産業基

地構想の推進が新設されます。

　　別表第２におきましては、３の移住・交流の促進で、（２）として、結婚を希望する

若者の支援を新設するものであります。

　　別表第３では、２として、データ分析、（１）圏域レベルのデータ集積・活用が新設

されるものであります。

　　以上、定住自立圏の形成に関する協定書の一部を変更する協定の締結について、その

提案理由と内容を申し上げました。ご審議賜り、ご可決くださいますようよろしくお願

い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第30 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 30 号に対する質疑を終結いたします。

－116－



　　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30 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 30 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第３１号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第11 、議案第31 号過疎地域自立促進市町村計画につい

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　ただいま上程されました議案第31 号過疎地域自立促進市町村

計画について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。

　　過疎地域自立促進特別措置法第６条第１項で、過疎地域の市町村は、北海道が定める

自立促進方針及び当該市町村の議会の議決を経て過疎地域自立促進市町村計画を定める

ことができるとする規定に基づき、上士幌町の過疎地域自立促進市町村計画を別紙のと

おり定めようとするものであります。

　　国の過疎地域振興対策は、昭和45 年の過疎地域対策緊急措置法から始まり、10 年

ごとに引き継がれ、平成12 年に制定された過疎地域自立促進措置法が今年度末、平成

28 年３月に失効を迎えることから、関係自治体における継続に向けた要請活動を展開

してまいりました。その結果、過疎地域自立促進措置法の一部を改正する法律が平成

24 年６月に可決され、平成 32 年度末まで５カ年の延長がされたところであります。

　　この法律に基づき、本町は引き続き過疎地域として指定を受け、国庫補助金補助率の

上乗せ、過疎対策事業債、交付税措置70 ％、税制措置などの優遇措置を受けることが

可能となってまいりますが、そのためには過疎地域自立促進市町村計画を策定する必要

があります。

　　このたび提案しております上士幌町の過疎地域自立促進市町村計画は、平成28 年度

から平成 32 年度までの５カ年の計画となっております。
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　　計画の内容は、国から示されている基本的事項から、産業振興、交通体系など10 項

目による現況と問題点、その対策、計画から成っております。

　　なお、同法第６条第４項の規定に基づく北海道との事前協議につきましては、提案し

ている計画のとおり協議を完了しております。

　　以上、過疎地域自立促進市町村計画について、その提案理由と内容についてご説明申

し上げました。ご審議賜り、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第31 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 31 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第31 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 31 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第３２号から議案第３４号の上程、説明、質疑、討論、採

決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第12 、議案第32 号平成27 年度上士幌町一般会計補正

予算（第13 号）、日程第13 、議案第33 号平成27 年度上士幌町介護保険特別会計

補正予算（第５号）、日程第14 、議案第34 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４号）、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。

　　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32 号、議案第33 号、議案第34

号の平成27 年度一般会計補正予算及び介護保険特別会計補正予算並びに公共下水道事

業特別会計補正予算の内容について、ご説明を申し上げます。

　　このたびの補正総額は３億1,063万7,000円の追加補正となっており、補正後におけ
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る全会計の予算総額を 96 億5,116万7,000円とするものでございます。

　　それでは、議案第 32 号一般会計補正予算（第 13 号）についてご説明をいたします。

　　１ページをお開きください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ３億1,021万9,000円を追加し、

総額を 77 億7,661万6,000円とするものでございます。

　　歳出における追加補正の内容は、上士幌テレワーク推進事業949万5,000円、生涯活

躍のまち上士幌創生包括プロジェクト事業4,650万4,000円、移住促進・二地域居住事

業1,506万円、減債基金積立金２億2,032万4,000円、企業誘致対策経費６万円、観光

管理経費６万円、小さな拠点づくり基本計画策定事業1,813万5,000円、下水道会計繰

出金 41 万8,000円、スポーツ振興助成経費 16 万3,000円でございます。

　　第２条では、繰越明許費について、４ページ、第２表のとおり追加補正をいたします。

　　繰越明許費の事業につきましては、今回追加補正をいたします地方創生加速化交付金

事業にかかわる費用を計上してございます。事業を年度内に完了することが困難であり

ますことから、翌年度に繰り越して執行するものでございます。

　　次に、第３条では、地方債補正といたしまして、４ページ、第３表のとおり変更補正

をいたします。

　　次に、議案第33 号介護保険特別会計補正予算（第５号）についてご説明をいたしま

す。

　　 15 ページをごらんください。

　　このたびの補正予算は、歳入予算のみの補正となります。

　　内容につきましては、国庫支出金に1,246万5,000円を追加するとともに、繰入金か

ら同額を減額するものでございます。

　　歳出予算につきましては、19 ページから20 ページにありますとおり、事業費等の

増減補正はなく、歳入予算の補正に伴う財源内訳の補正となります。

　　次に、議案第34 号公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）についてご説明をい

たします。

　　 21 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41 万8,000円を追加し、総額を

２億2,980万6,000円とするものでございます。

　　歳出における追加補正の内容は、事務管理経費 41 万8,000円でございます。

　　以上が補正予算の内容でございます。

　　なお、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
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は、第１表のとおりでございます。

　　また、事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。

　　以上、一般会計並びに２特別会計の補正予算につきましてご提案を申し上げました。

よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第32 号から議案

第 34 号を一括して質疑を行います。質疑ありますか。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　一般会計について質疑したいと思うんですが、大きく２点質

問したいんですが、歳出と歳入とあるんですけれども、歳出だけ今……。両方やったら

いいでしょうか。

○議長（杉山幸昭議長）　両方してください。

○１０番（山本和子議員）　それでは、歳出の問題で、11 ページの減債基金に対する質

問なんですが、今回、２億2,032万円基金を積んでいますが、この減債基金に積んだ理

由について質問したいと思います。

　　従来だったら財政調整基金とか公共整備基金に積んだわけですが、その理由と、それ

から、28 年度の当初予算の資料の中の27 年度末の基金残高というのは、下のほうに、

３月補正含むとあるんですが、多分この金額は入っていないと思うんですが、減債基金

の金額と、それから当初に積みました財政調整基金もこの中には含んでいないと思うん

で、その点について質問いたします。

　　それと、歳入の問題なんですが、今回、地方交付税を１億6,856万円入れていますが、

これで地方交付税の当初決定額がほぼ全額だとは思うんですが、この決定額に対する全

額交付税入れしているのかどうかという問題と、繰越金につきまして、26 年度の決算

では繰越金が約１億円以上あるはずなんですが、１億8,745万円と。当初予算からずっ

と見まして、繰越金入れたり出したりしているんですが、この繰越金については、今回

の補正で全額繰越金を入れているのかどうか、交付税も含めて、質問いたします。

○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　まず１点目の減債基金の関係でありますけれども、これにつき

ましてどうしてかということかと思いますけれども、実は今後、例えば生涯学習センタ

ー、平成28 年度で起債８億を上程させていただいて、今ご議決いただいたところであ

りますけれども、今後の財政状況を見ますときに、やはり後年時出動がかなりふえてく

るだろうというふうに見ております。

　　と申しますのは、具体的に、今年度、元利償還金６億5,000万ほどです。それがピー
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クを迎えますのが、32 年でいきますと約10 億近くなります。９億6,000万。 33 年

には 10 億を超えます。 34 年も超えます。 35 年も超えます。ということで、この

33 、 34 、 35 。 36 年９億9,000ということでありますけれども、約10 億の借金

を返さなければならないということでありますので、やはり、それに備えておくには、

今回２億超えておりますけれども、減債基金に積むのが妥当であろうということで、今

回出させていただいております。

　　それと、次、地方交付税の話です。

　　ちょっとお時間いただいてよろしいでしょうか。

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩いたします。

　　再開いたします。

　　ここで、 15 分間休憩といたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午前１１時００分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１１時１３分）

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

○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　お時間頂戴いたしまして申しわけございません。

　　先ほどの山本議員のほうからのご質問でありますけれども、改めて整理してお答えさ

せていただきます。

　　まず、減債基金への積み立てということでありますけれども、先ほどお答えさせてい

ただいたとおり、後年時、この生涯学習センター含めながら、あと、コンパクトシティ

ー化、セントラルベルト等々の事業展開を今後見据えたときに、やはり借金を返すもの

というものは備えておかなければならないだろうというふうに考えるところであります。

金額等につきましては、先ほどお話しさせていただいたとおりでございます。この後、

年 10 億円近くを返していかなければならないということになりますと、やはりそれに

は備えが必要だろうという考え方であります。

　　あと、ご趣旨といたしまして、基金の全体としてのあり方、バランスをどう考えるの

かというご趣旨かと思いますけれども、現在具体的な数字で申しますと、平成27 年度、

基金全体でいきますと約70 億であります。これが平成28 年度へいきますと61 億、

約 62 億で見通しているわけでありますけれども、その内訳からしまして、平成27 年

－121－



度は、財政調整基金約 21 億、 20 億7,500万。それと減債基金につきましては９億

2,100万。公共施設整備基金につきましては23 億3,700万。その他特定目的基金につ

きましては15 億ほどで見ておりますけれども、これが平成28 年でいきますと、財政

調整基金が18 億6,200万。減債はちょっと置きますけれども、公共施設整備基金につ

きましては、先ほどお話ありましたように、４億ほど学習センターのほうに費やすとい

うことでありますので、18 億9,400万、 19 億ぐらいになります。その他目的基金に

つきましては 15 億ということで。

　　それで、残り減債基金ということになりますけれども、28 年で見ますと９億1,900

万ということになりますので、金額の多寡、それはありますけれども、バランスといた

しましては、全体を見たときに、先ほどもお話しさせていただいたとおりに、やはり今

後の後年時の借金返済というものを見据えたときには、このような減債基金に積み立て

て、それが９億1,900万になると。 27 年度では９億2,100万。 28 年度では９億

1,900万。ほぼ同額でありますけれども、そのように見ていきたいというふうに考える

ところであります。

　　また、先ほどのご質問の地方交付税の繰越金、地方交付税留保財源はあるのかという

ことかと思いますけれども、これにつきましては、この３月最終では、留保財源はない

ということであります。最終的に、また５月までの出納閉鎖までにはいろいろな動きが

あろうかと思いますけれども、現時点ではないということでお答えさせていただきたい

と思います。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　減債基金に積んだ理由についてわかりました。過去17 年く

らいから、16 、７年からずっと、過去において減債基金に積んだ例もなく、崩した例

もありませんので、それでお聞きいたしました。地方債残高もちょっと前からふえ続け

ておりまして、先ほど答弁ありましたように、今後ふえるということで、それは把握い

たしました。

　　その後のその他の項目についても、27 年と 28 年についての見込み現在高、27 年

はほぼ正しい数字だと思うんですが、減債基金以外では、財政調整基金が約22 億円と、

それから公共整備基金22 億円と、あと、28 年は多少入れかわりますから全体的には

多少減るというふうに私も判断しています。

　　それを含めて、減債基金につきまして今回納得して理解いたしましのたで、財政調整

基金や公共整備基金等について、どんなふうに財政を、これから基金を活用するのかと、
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あと、夢基金につきましては28 年度末で７億5,633万ほど見ていますが、これは新た

な基金上積みがありませんので、多分今後も28 年度はこれよりさらに上積みされるん

だと思うんです。それも含めて、基金をどのように活用するのか、全体的な観点で答弁

お願いいたします。

　　それから、繰越金と交付税につきましては、いつもこの３月の補正ではほとんど出さ

れるということで、確認の意味で質問させてもらいました。ないということでわかりま

した。

　　よろしくお願いいたします。

○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　財調、あるいは公共施設の整備基金ということになりますけれ

ども、これにつきましては、いろいろ竹中町政の施策によって、その都度柔軟にという

ふうなことになろうかと思いますけれども、ただ、今後、やはりハードの部分に係って

くるものが非常に大きいのかなというふうに見ております。消防の庁舎しかり、あるい

はこの役場庁舎の耐震化しかり、それら見通すときには、かなり財源のほうも必要にな

ってくるだろうということでありますので、やはりそういったところを見通しながら活

用していくということが、今お答えできる中身かなというふうに思います。

　　あと、夢基金でありますけれども、夢基金につきましては、これは浄財をいただく中

でこれだけ積み立てできるということでありますので、これが今年度10 億5,000万ほ

どの寄附金をいただくと。昨年につきましても約10 億いただいて、いただく中でこれ

が活用できるわけでありますので。

　　実は、昨日もこの寄附金につきまして、やはり返礼品等々も寄附者の満足度に応える

ためには、もう一つ見直さなければならないだろうということで、昨日も生産者のほう

を回らせていただいたところでありますので、これにつきましては、現時点で、ことし

は約４億6,000万ほど積み立てできるというふうには見ておりますけれども、そのよう

なものが確保できるような形で、施策としてはしっかりとコンシェルジュ、あるいは生

産者とタッグを組んでやっていく必要があるだろうというふうに思っておりますし、ま

た、この浄財をいただくことによって、この少子化子育て事業の展開も図られるという

ふうに考えておりますので、原資、分母のほうをふやしながらいきたいというのが今段

階であります。

　　若干動きがあろうかと思いますけれども、基本的な考え方はそのような形で今後も進

めていくことが必要だろうというふうに考えるところであります。

　　以上でございます。
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○議長（杉山幸昭議長）　７番、早坂清光議員。

○７番（早坂清光議員）　 11 ページの生涯活躍のまち上士幌創生包括プロジェクト事業

について質問したいと思います。

　　２月の委員会のときにも事業の概要についてご説明受けているんですけれども、その

中で、この事業については委託費ということで大きな金額になっていますけれども、生

涯活躍のまち推進協議会並びに生涯活躍のまち移住促進センターと連携をして事業を進

めていくということでお聞きをしているんですけれども、この推進協議会という組織に

ついては、ネットなんかで見ますと、昨年の10 月にできて、ことしの２月に社団法人

化されたということになっていますけれども、この組織と連携をして進めていこうとす

ることが一番有益だというか有効だと考えられた理由は何なのかということと、この６

カ月くらいしかたっていませんので、実績がほかにもあるのかということをお伺いした

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　この推進協議会につきましては、実際、昨年10 月にできたと

ころでありますけれども、現時点で、私どもとパートナーを組んでいただこうとしてお

りますのが、基本的に一般社団法人コミュニティネットワーク協会、これが一つ大きな

ところになります。そこと関連いたしまして、株式会社コミュニティネットという会社

がございますけれども、こことタッグを組んでやっていきたいというふうに考えており

ます。

　　これらが合わさるような形で、議員がおっしゃられた一般社団法人生涯活躍のまち推

進協議会が昨年できてきたということでございまして、実際に仕事を一緒にやらせてい

ただきますのが、今お話させていただいた団体と考えております。

　　特に株式会社コミュニティネットにつきましては、ご存じのとおり、ゆいまーる事業、

これはいわゆるＣＣＲＣ事業でありますけれども、これは先駆的に行っているところで

あります。ここを抜くようなところはないだろうというふうに思っております。まさに

全国ネットワークを持っている会社ということで、そこにまたいろいろとお仕事のほう

をお願いしながらやっていきたいと考える次第であります。

　　ちなみに、今回、このコミュニティネットワーク協会あるいは株式会社コミュニティ

ネット、どのようなお仕事をお願いしたいかというふうに考えるかと申しますと、コミ

ュニティネットワーク協会につきましては、移住促進センター活動内容ということにな

りますけれども、一つにはマーケティングニーズ、首都圏側広域というところ、それと、

来客相談、個別対応、面談、電話、それとアンケート調査と。これらあわせますと、移
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住者、移住希望者の洗い出しをやっていただけないかということで考えているところで

ございます。

　　株式会社コミュニティネットでありますけれども、これにつきましては、サ高住の構

築、あるいは参加型入居希望、地域包括ケアの構築、地域プロデューサー活動、地域主

体事業運営、これらの事業を、いろいろ枝葉、細かいところの事業内容がございますけ

れども、大きな柱といたしましては今言ったところをお願いしているところでございま

す。

　　重複いたしますけれども、一般社団法人コミュニティネットワーク協会と株式会社コ

ミュニティネットと、そちらとタッグを組みながら、今後１年間やっていきたいという

ことでご理解願いたいと思います。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　ほか、質疑ありますか。

　　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　 10 ページです。

　　この上士幌版テレワーク推進事業なんですけれども、この内容の予算を見ますと、お

おむね広告費が200万と、あと事務所借り上げと、そのほか備品購入という関係が主か

なと思うんですけれども、この場所の拠点はどこか町内なのか町外なのか、新しく新規

に事務所をつくるという、借り入れて備品を入れてやるということですけれども、これ

は一体どこでやろうということなんでしょうか。

○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　一つには民間住宅、いろいろ建てられておりますけれども、そ

こも一つに視野に入れながらと。

　　それともう一つには、ご議決いただいておりますけれども、旧高校の住宅２棟４戸、

それ取得に至っておりますけれども、その一つも予定には入れたいなということで考え

ております。

　　今その辺は、お越しいただけそうな業者とまた相談しながらの話になると思いますけ

れども、行政側としては、民間の賃貸の部分と、それと行政がこれからもって移住・定

住策に使おうとしている住宅、それを考えているところでございます。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　ということは、例えば情報館が今ありますけれども、移住・定

住ですとか、あらゆるものが連動してやっているわけですけれども、そことは全く単独
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で、この事務所の中でこのテレワーク専門にやっていきたいと、こういう認識でいいの

かどうか。

○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　活動そのものは、お越しいただけそうな企業、それは単独の活

動になろうかと思いますけれども、当然、情報館等とは連携、いろいろと密にしながら

やるということにはなろうかと思いますけれども。基本的な考え方は、そういう考え方

でおります。

○議長（杉山幸昭議長）　ほか、質疑ありますか。

　　竹中町長。

○竹中　貢町長　今のテレワークの話にちょっと補足しますけれども、当面考えているの

は、さきに取得しました高校の教員住宅の跡地、利用するなどがあります。そのほかに、

いろいろ展開の仕方では、廃校なんかの利用についても十分テレワークの可能性がある

と。

　　ただ、ネットワーク、その環境、その関係が、ＩＴ環境が非常に難しいところがある

ものですから、その辺についてもクリアできれば、当然この後の候補としても、そうい

ったところも候補地に提起したいなと、そんなふうに思っています。

　　今回の補正予算の大きな柱が、歳入でも見ておりますけれども、地方創生の加速化交

付金で見ているんです。その採択が先ほど内示がありまして、上士幌町合わせて今

7,785万4,000円ということで、この動向によっては、執行についても、いろいろと独

自に町の予算をもって執行するもの、それから、つかなかった場合については執行を停

止をして事業停止をしてというような、そのようなお話もさせていただきましたけれど

も、ほぼ要求している交付金の満額に近いような状況で採択されたということでありま

すから、そういった意味で、町費の持ち出しについては片方で少なくなりますし、今回

事業予算に上げさせていただいた交付金については繰り越しになりますけれども、事業

を積極的に進めていくということでありますので、ご報告させていただきたいと思いま

す。

（「もう一問大丈夫ですか」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　たまたま今、町長、そういうようなことなんですけれども、学

校という話も出ましたので、学校の中でも、インターネットの光ケーブルが町の中周辺

しかないわけなんですよ。

　　それで、このテレワークということになると、インターネットだとかそういうものは
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当然完備しなければならないものではないかと想定されるんで、その辺も何か国の事業

があるのかないのかも含めて、やはりそれがあるとないとでは、かなり、例えば大企業

であっても、上士幌の学校もしくはその辺が、地方、言ってみれば町から光ケーブルが

入っていないところになってくると、それがちょっとうまくないのかなという話もなっ

てくるおそれがあるので、その辺の今後やっぱり早急な、ＮＴＴ含めた中で、無線のＷ

ｉ－Ｆｉもあると思いますけれども、その辺も含めて十分検討するようにしたらいいか

なと思うんですけれども、その辺の考え方はいかがですか。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　おっしゃるとおりで、一番の課題が、光回線、高速度の情報交換ができ

なければ、なかなか難しいという前提があります。

　　それで、そこについては、民間の事業者が運営しておりますので、いわゆる採算性の

問題というのは基本的に出てきます。それで、そういった中でありますけれども、どん

な方法があるのか。光そのものは、国道ですから走ってはいるんですよ、回線としては。

ただ、それは国のものであったりしているということでありますから、その意味で、場

合によっては町が何らかの支援をして、光に近いような速度の情報通信が整備されると

いうようなことがあるかもしれません。そういった意味で、今、ＮＴＴのほうには、ど

のようなことを考えられるのかと、高速ネットの関係で考えられる方法をひとつ提案し

てくれないだろうかという話はさせていただいております。

　　それで、もう一つは、テレワークの実証実験で今予算がつきましたけれども、まずは

上士幌町で続いたテレワークそのものが有意性があるのか、あるいは不便でなくて十分

やれるということがわかれば、それらは、まずは、この後のいろんなところに広げてい

くということです。

　　ですから、廃校の利活用については、テレワークの供与地の一つというふうに押さえ

ることもできるだろうというふうに思いますから、そういった意味で、まずは、テレワ

ークの基本的な町としての受け入れ態勢、その辺のところを今年度、新年度、繰り越し

させていただいている予算の中で実証実験をさせていただいて、それで、場合によって

は積極的に誘致活動を進めていくというような展開になるといいなと、そういった将来

の希望を持って、この事業についてはスタートをさせていただきたいというふうに考え

ております。

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第32 号から議案第34 号に対する質疑を終

結いたします。

　　これより議案ごとに討論、採決を行います。
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　　初めに、議案第 32 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32 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 32 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 33 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33 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 33 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 34 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34 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 34 号は原案のとおり可決されました。

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

◎監報告第１号及び監報告第２号の上程、報告

○議長（杉山幸昭議長）　日程第15 、監報告第１号例月出納検査報告について、日程第

16 、監報告第２号定期監査報告について、以上２件を一括して議題といたします。

　　報告書の朗読を省略し、直ちに代表監査委員より報告の説明を求めます。
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　　新田勝幸代表監査委員。

○新田勝幸代表監査委員　初めに、監報告第１号例月出納検査報告について、その結果を

報告申し上げます。

　　現金出納の検査につきましては、地方自治法第235条の２第１項の規定に基づき、実

施しているものでございます。

　　今回の報告は、平成27 年 11 月分、 12 月分、平成28 年１月分の例月出納検査結

果を報告するものでございます。

　　検査の対象は、一般会計及び特別会計の現金の出納状況でございます。

　　提出された各会計の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。

　　次に、監報告第２号定期監査報告について、その結果を報告申し上げます。

　　定期監査につきましては、地方自治法第199条第９項の規定により結果を報告するも

のでございます。

　　監査の実施状況ですが、今回につきましては、定期監査といたしまして、農林課が所

管しておりますナイタイ高原牧場指定管理の状況を対象に実施いたしました。監査の日

時、監査場所、監査対象事業等は、報告書に記載のとおりでございます。

　　監査に当たっては、監査対象とした指定管理に関する協定書、仕様書に従って管理が

適正に行われているか、牧場管理に関する収入、支出が適正に行われているかの監査を

行いました。

　　定期監査の総合意見といたしまして、ナイタイ高原牧場の管理運営に関する事務につ

いては、協定書、仕様書に基づき、全般的に適正に執行されていると認めるものであり

ました。

　　今後の部分で、改善要望事項等として、バイオガスプラントの整備計画を早期に実現

してほしい旨の現場からの声がありましたので、検討を要望いたします。

　　以上で、定期監査の結果報告といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　代表監査委員より提出された例月出納検査報告書の収支状況等

は添付を省略しておりますので、必要な場合は事務局で閲覧願います。

　　以上で、監報告第１号から監報告第２号までを報告済みとし、監査委員からの報告を

終わります。

　──────────────────────────────────────
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◎閉会中の継続調査の申出について

○議長（杉山幸昭議長）　日程第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28 年第２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３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 28 年第２回上士幌町議会定例会を閉会いたします。

（午前１１時４０分）
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上記、会議録の経過は、その内容が相違ないことを証するため、ここに署名する。

　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　議　　　　　長

　　　　　　　署　名　議　員

　　　　　　　署　名　議　員
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