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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４回上士幌町議会定例会を開会いた

します。

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

ております。

（午前１０時００分）

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

◎開議の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　これより本日の会議を開きます。

　　本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

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

◎議会運営委員会の報告

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

　　議会運営委員長、佐々木守議員。

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

　　議会運営委員会は、６月２日午前９時より委員会室において、議会運営委員全員の出

席をいただき、説明員に副町長の出席を求めて委員会を開催し、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たことについてご報告を申し上げます。

　　１点目は、日程第12 、議案第42 号から日程第14 、議案第44 号までの各組合規

約の変更に関する議案３件は、関連がございますので、一括上程及び質疑を行い、議案

ごとに討論、採決を行うことといたします。

　　２点目は、日程第16 、議案第46 号から日程第21 、議案第51 号までの平成28

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。

　　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
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○議長（杉山幸昭議長）　日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

　　会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において９番、渡部信一議

員、 10 番、山本和子議員を指名いたします。

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

◎会期の決定について

○議長（杉山幸昭議長）　日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

　　お諮りいたします。

　　本定例会の会期は、本日から６月24 日までの18 日間といたしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、会期は本日から６月 24 日までの 18 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28 年３月１日から平成28 年５月 31 日までの間の議会の諸会議等

について報告書を配付しております。内容等の朗読は省略いたします。

　　以上が諸般の報告であります。

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

略いたします。

　　これをもって諸般の報告を終わります。

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

◎会議案第５号の上程、説明、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第４、会議案第５号議員の派遣についてを議題といたしま

す。

　　会議案の朗読を省略し、直ちに提案者である２番、佐々木守議員から提案理由の説明

を求めます。

　　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　ただいま提案されました会議案第５号の提案説明を申し上げ、

議員各位のご理解とご賛同を賜りたいと思うものであります。
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　　この会議案につきましては、さきの議会運営委員会におきまして、議会運営委員全員

の賛同を得まして、委員長である私が提案者となった次第であります。

　　会議案第５号は、例年北海道町村議会議長会が主催する北海道町村議会議員研修会に

議員全員が参加すべくご提案を申し上げるものであります。

　　本年度の北海道町村議会議員研修会は、７月５日、札幌市札幌コンベンションセンタ

ーにおいて、講師には石川県羽咋市教育委員会文化財室室長の高野誠鮮氏と、東京新

聞・中日新聞論説副主幹の長谷川幸洋氏をお招きして講演が実施される予定であります。

　　翌６日は、行政側において総文、産経両委員会に協議説明のあった道の駅建設計画策

定に当たり、今後の協議の参考とすべく、議員全員でむかわ町にあります道の駅むかわ

四季の館などを視察するものであります。

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

を深めていただきたいと思うものであります。

　　以上をもって会議案第５号の提案説明といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　本件については質疑及び討論を省略いたします。

　　これより直ちに採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、会議案第５号は原案のとおり可決されました。

　　なお、この際お諮りいたします。

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

願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

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

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

◎意見書案第４号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第５、意見書案第４号義務教育費国庫負担制度堅持・負担

率１／２への復元、子どもの貧困解消など教育予算確保・拡充と就学保障の充実、

「 30 人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善に向けた意見書の提出についてを議

題といたします。
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　　意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である２番、佐々木守議員から提案理由の説

明を求めます。

　　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　ただいま上程されました意見書案第４号の提出について、そ

の内容と提案理由についてご説明を申し上げます。

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

賛同を得まして、私が提案をするものであります。

　　この意見書は、毎年同様の内容で全会一致で可決、提出をしていただいている内容の

意見書であります。

　　本町は町独自の子育て支援の政策を進め、教育費の家庭負担の軽減策を講じておりま

すが、本来は国が負担すべきものであり、経済格差が教育格差につながらないよう教育

予算を充実すべきと考えます。

　　意見書案を朗読して提案説明といたします。

　　日本の教育にかかわる公財政教育支出は、対ＧＤＰ比においてＯＥＣＤ加盟34 カ国

の平均が4.7％に対し3.5％と大きく下回り、加盟国中、 下位となっています。その

一方で、子ども一人当たりの教育支出における私費負担率は依然として高い水準にあり

ます。このことは、日本の教育にかかわる公的支出の貧困さを証明するものです。また、

厚労省から発表された 2012 年度の国民生活基礎調査によると、子どもの貧困率は

16.3 ％と約６人に１人、ひとり親家庭にいたっては54.6 ％と２人に１人以上となっ

ています。このような状況の中、子どもたちの「貧困と格差」は一層拡大し、経済的な

理由によって進学・就学を断念するなど、「教育の機会均等」は崩され、学習権を含む

子どもの人権も保障されない状況となっています。

　　教育現場では、地方財政法で「住民に負担を転嫁してはならない」としている人件費、

旅費をはじめ、校舎等の修繕費が未だにＰＴＡ会計より支出されている実態が多くあり、

給食費、修学旅行費、テストやドリルなどをはじめとする教材費などの保護者負担も依

然として減少せず、地方交付税措置されている教材費や図書費についても都道府県や市

町村において、その措置に格差が生じています。さらには、「高校授業料無償制度」の

所得制限や、生活扶助費の切り下げによる就学援助制度の改悪など、教育格差を生むよ

うな問題が山積しています。

　　また、義務教育費国庫負担率が１／２から１／３になったことで、定数内期限付採用

や非常勤教職員が増加し、教職員定数の未充足などの状況も顕著になっています。

2016 年度文科省予算では、財源不足などを理由に、義務標準法改正を伴う教職員定数
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改善は見送られました。子どもたちに行き届いた教育を保障するためには、教職員定数

の拡充は喫緊の課題であり、義務標準法の改正を伴う「教職員定数の改善」と「学級基

準編制の制度改正」及び「 30 人以下学級」の早期実現が不可欠です。

　　子どもたちは、住む地域や環境に関係なく平等に教育を受ける権利を有しています。

その保障のためには、国による教育予算の確保と拡充が必要です。

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

当面負担率１／２への復元など、教育予算の確保・拡充、就学保障の充実をはかるため、

次の項目について要請します。

記

　　１、国の責務により義務教育費を無償とすること。また、義務教育費国庫負担制度の

堅持と負担率１／２を復元すること。

　　２、「30 人以下学級」の早期実現にむけて、小学校１年生から中学校３年生の学級

編制標準を順次改定すること。また、住む地域に関係なく子どもたちの教育を保障する

ため、義務標準法改正を伴う教職員定数改善の早期実現、及び、必要な予算の確保・拡

充を図ること。

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

推進するために、教頭・養護教諭・事務職員の全校配置を実現すること。

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

ど国の責任において教育予算の十分な確保、拡充を行うこと。

　　５、経済的な理由により子どもたちが進学・就学を断念するなどの「子どもの貧困」

を解消するため、国の責任において、就学援助制度の堅持、教育予算の十分な確保・拡

充するとともに、返還義務を伴わない給付型奨学金などの拡充を行うこと。

　　６、高校授業料無償制度への所得制限撤廃、及び、朝鮮学校の授業料無償化適用除外

を撤回すること。

　　以上であります。

　　議員各位の満場の賛同を賜り、この意見書案を可決いただき、関係者に送付をいただ

きますようお願いをいたします。

　　以上をもって、意見書案第４号の提案理由の説明とさせていただきます。

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

質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって意見書案第４号に対する質疑を終結いたします。
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　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより意見書案第４号の採決を行い

ます。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、意見書案第４号は原案のとおり可決されました。

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

◎意見書案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第６、意見書案第５号地方財政の充実・強化を求める意見

書の提出についてを議題といたします。

　　意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である７番、早坂清光議員から提案理由の説

明を求めます。

　　７番、早坂清光議員。

○７番（早坂清光議員）　ただいま上程されました意見書案第５号地方財政の充実・強化

を求める意見書の提出につきまして、提案理由とその内容につきましてご説明申し上げ

ます。

　　この意見書案は、さきの議会運営委員会におきまして、議会運営委員全員のご賛同を

いただき、私が提案者となった次第であります。

　　今年度、2016 年度の地方財政につきましては、前年度とほぼ同程度の一般財源総額

が確保されましたが、この間の経済財政諮問会議の議論経過や、来年４月に予定されて

いた消費税率10 ％の引き上げが2019 年 10 月まで２年半再延期される状況となるな

ど、地方財政を取り巻く状況は大変厳しいものとなっております。

　　このようなことから、国の2017 年度の予算編成に向け、地方財政の確立を求めて政

府に意見書を提出するものであります。

　　以下、意見書案の内容を読み上げて提案といたします。

　　地方自治体は、子育て支援、医療、介護などの社会保障、被災地の復興、環境対策、

地域交通の維持など、果たす役割が拡大するなかで、人口減少対策を含む地方版総合戦

略の策定など、新たな政策課題に直面しています。一方、地方公務員をはじめ人材が減

少するなかで、新たなニーズの対応が困難となっており、公共サービスを担う人材確保

を進めるとともに、これに見合う地方財政の確立をめざす必要があります。
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　　しかし、経済財政諮問会議においては、2020 年のプライマリーバランスの黒字化を

はかるため、社会保障と地方財政が二大ターゲットとされ、歳出削減にむけた議論が進

められています。

　　本来、必要な公共サービスを提供するため、財源面でサポートするのが財政の役割で

す。しかし、財政再建目標を達成するためだけに不可欠なサービスが削減されれば本末

転倒であり、国民生活と地域経済に疲弊をもたらすことは明らかです。

　　このため、2017 年度の政府予算、地方財政の検討にあたっては、国民生活を犠牲に

する財政とするのではなく、歳入・歳出を的確に見積り、人的サービスとしての社会保

障予算の充実、地方財政の確立をめざすことが必要です。ついては、政府に以下の事項

の実現を求めます。

記

　　１、社会保障、被災地復興、環境対策、地域交通対策、人口減対策など、増大する地

方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図ること。

特に今後、策定する財政再建計画において、地方一般財源総額の現行水準の維持・確保

を明確にすること。

　　２、子ども・子育て新制度、地域医療構想の策定、地域包括ケアシステム、生活困窮

者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会保障ニーズ

への対応と人材を確保するための社会保障予算の確保と地方財政措置を的確に行うこと。

　　３、東日本大震災被災地の復興に係る財政措置を継続するとともに、熊本地震被災地

の復旧・復興、生活再建に向け財政措置をはじめとする支援を加速すること。また、

2015 年度の国勢調査を踏まえ、人口急減・急増自治体の行財政運営に支障が生じるこ

とがないよう、地方交付税算定のあり方を検討すること。

　　４、法人実効税率の見直し、自動車取得税の廃止など各種税制の廃止、減税を検討す

る際には、自治体財政に与える影響を十分検証したうえで、代替財源の確保をはじめ、

財政運営に支障が生じることがないよう対応を図ること。また、償却資産にかかる固定

資産税やゴルフ場利用税については、市町村の財政運営に不可欠な税であるため、現行

制度を堅持すること。

　　５、地方財政計画に計上されている「歳出特別枠」及び「まち・ひと・しごと創生事

業費」については、自治体の財政運営に不可欠な財源となっていることから、現行水準

を確保すること。また、これらの財源措置について、臨時・一時的な財源から恒久的財

源へと転換を図るため、社会保障、環境対策、地域交通対策など、経常的に必要な経費

に振替えること。
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　　６、地方交付税の財源保障機能、財政調整機能の強化を図り、市町村合併の算定特例

の終了を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化など

の対策を講じること。

　　以上、地方自治法第99 条の規定に基づき、意見書を提出するというものでございま

す。

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

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）　提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって意見書案第５号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより意見書案第５号の採決を行い

ます。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、意見書案第５号は原案のとおり可決されました。

　　暫時休憩いたします。

（午前１０時２２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２２分）

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

◎一般質問

○議長（杉山幸昭議長）　日程第７、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。

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

－11－



◇　佐　藤　　　曻　議員

○議長（杉山幸昭議長）　それでは、発言を許します。

　　４番、佐藤曻議員。

○４番（佐藤　曻議員）　それでは、私のほうから３点について質問させていただきます。

　　まず、１点目であります。

　　通学路の整備についてでありますが、国の宝である子供たちが安全で安心して通学す

るには、歩道の整備が必要であります。そこで、東２線道路、電源開発の西側道路で、

距離にしておよそ100メートルほどでありますが、平成団地や南野団地から通学してい

る子供たちが多くおります。これらの地区からの通学状況を見てみますと、東２線を利

用している子供たちが大半であります。しかも、舗装道路の状況も悪く、安全な状況と

は言えません。子供たちの安全・安心のためにも通学道路の整備が必要と思いますが、

このことについての考え方をお聞きいたします。

　　次に、２点目であります。

　　ふれあいプラザの利用拡充についてであります。

　　本町の温泉施設であるふれあいプラザの利用については、かなり町民に浸透している

と思われます。平成26 年度は４万7,428人、平成27 年度は４万5,951人の利用者が

あり、かなり一般町民の負託に応えていると思われますが、いま一歩一般町民の利用を

拡充するには、さらに利用しやすい内容にすべきと考えます。

　　現在の入浴料は、大人１回券が380円、回数券は11 回券で3,800円、満６歳以上満

12 歳未満は１回券140円、回数券は11 回券で1,400円、また、町内の満70 歳以上

は１回券100円で８回券まで利用することができております。

　　現在の入浴利用条件はそのまま継続するとして、さらに利用を高めるには、大人につ

いては月3,000円で、満70 歳以上は月2,000円で、満６歳以上12 歳未満は月1,500

円でそれぞれ毎日利用していただき、一般町民に喜んで利用してもらえる内容にすべき

と思いますが、このことについての考え方をお聞きいたしたい。

　　次に、３点目であります。

　　健康増進に向けて。

　　本町の健康増進には、おのおの施設も整備されておりますが、いま一つ年間を通じて

利用できるプールがありません。今回はそのプールの建設についての考え方をお聞きい

たします。

　　そこで、本町の施策として、高齢者の移住・定住の促進に取り組んでおります。ＣＣ

ＲＣの計画においても高齢者対策に取り組んでおりますが、満60 歳または65 歳で定
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年され、上士幌町に住みたいと考えている人たちがいるものと思います。これらの年代

はまだまだ元気な方々であります。春から秋にかけてはパークゴルフ場やゴルフ場があ

ります。健康増進に向けては、これに年間を通じて泳ぐことができるプールが必要であ

ります。当然この施設については上士幌町全町民が利用できるものであります。

　　高齢者の移住・定住に向けて、これらに取り組む必要があると思いますが、年間を通

して利用できるプールの建設に対する考え方をお聞かせ願いたい。

　　以上であります。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　佐藤曻議員のご質問にお答えいたします。

　　まず、通学路の整備についてであります。

　　議員ご指摘の道路は、南側を本町中央通線と接し、北側を道道上士幌士幌音更線と交

差する南北に延長約120メートルの道路ですが、現在は認定町道ではなく、生活道路と

して町で維持管理を行っている道路となっております。

　　約10 年前に地域からの要望により、砂利道のほこりを抑制するため、既存の砂利道

にアスファルト乳剤を散布し、表面のみの簡易舗装を実施いたしました。以後、冬季の

凍上被害によるくぼみや穴など部分的な補修を行って、道路の維持管理をしてきており

ます。今年度については融雪水や雨水対策のため、浸透ますの設置も実施してきたとこ

ろであります。

　　現在の状況としては、通学児童の利用状況がふえていること、また、沿道に隣接する

住宅がふえ、利用交通量が増加していると認識しております。

　　具体的な事業実施に向けては２つの課題が予想されます。

　　１つは、現在本町中央通線のカーブ部分に接する鋭角な交差点形状の解消が、安全な

通学路を確保するために改修が必要となります。これについては、公安委員会等の関係

機関と協議し、効果的な事業実施に向けた検討が必要となります。

　　２つ目は、道路用地の確保であります。安全な交差点形状の確保には用地買収につい

て検討が必要となり、また、本道路については現在国有地であり、認定道路の新設に当

たりましては財務省と協議し、適正な方法で処理を行う必要があります。

　　以上のことを踏まえ、効果的な事業実施の検討を行ってまいります。

　　次に、ふれあいプラザの利用拡充についてであります。

　　ふれあいプラザの利用拡充についてですが、現在の町営温泉浴場の入浴料金は、大人

が１回380円、６歳から12 歳未満の子を140円、 11 枚つづりの回数券が大人3,800

円、６歳から12 歳未満の子供を1,400円とし、70 歳以上の町民には月８回まで１回
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100円で入浴できる券を交付しております。

　　十勝管内の他の入浴施設は、大人１回の料金が400円から500円であり、上士幌町の

380円というのは も安い状況となっております。

　　また、町営温泉浴場の収支状況は、１年間の収入が入浴料と物品使用料を合わせて約

1,200万円、支出は臨時的な修繕工事等を差し引いた経常費として約3,200万円であり、

毎年約2,000万円の赤字となっており、経営的には極めて厳しい状況が続いております。

加えて、消費税率が５％から８％へ引き上げられ、燃料費の高騰などによるコストアッ

プ、人口減少や個々の住宅における浴室の充実などにより、公衆浴場利用者が毎年減少

の傾向にあります。恒常的な赤字の状況にありますが、現行料金の据え置きと、70 歳

以上の高齢者には１回100円で月８回分の利用サービスを実施しているところでありま

す。

　　また、利用促進を図るため、上士幌ゴルフ場の利用と日帰り温泉をパックとした入浴

券や、地元商工会も加盟している「あおぞら共済」との提携による共通入浴券を発行す

るなど、利用者増加の取り組みをしているところであります。

　　議員からの提案であります月単位の入浴券の発行については、収益改善や利用者の増

加につながるかなどを今後調査・検討させていただきます。

　　次に、健康増進に向けてであります。

　　上士幌町創生包括プロジェクト、上士幌版ＣＣＲＣにつきましては、上士幌町総合戦

略の基本目標プラスワンとして位置づけられております。安心して暮らすための地域包

括ケアの提供や、住居の確保、生涯活躍の場としての個人の能力を生かすことができる

趣味、健康づくり、地域の中でのいろいろな役割の担い手など、生きがいを持って安心

して豊かな生活ができる仕組みをつくり、首都圏などからの移住促進を図ることとして

おります。このことが人口減少対策となり、新たな雇用の創出、多世代交流の促進等が

進むことで、本町のまちづくりが持続的に発展するものと期待しております。

　　町民や移住者のうち、特に中高年を中心とした世代にとりまして、健康増進は生涯に

わたり活躍するための重要なテーマの一つでありますので、そのための環境整備を図る

必要があります。

　　現在、町内にある水泳プールは上士幌小学校水泳プールのみであり、平成27 年度の

開館日数は５月18 日から９月11 日までの112日間で、一般の方の利用は延べ1,518

人でありました。開館期間中、水泳プールの利活用の促進と町民の健康増進の観点から、

さまざまな年代を対象とした社会体育事業を実施しており、中高年を含む一般の方を対

象とした事業としては、アクアウオーキング教室、水泳教室、アクアビクス教室を実施
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し、延べ 63 名の参加をいただいております。

　　水泳は全身をバランスよく使うことのできる運動であり、健康増進に大変有効である

と考えられておりますので、今後とも中高年の方を対象とした事業を含めて、町民の体

力づくりや健康増進のための事業を引き続き実施してまいります。

　　また、水泳プールを利用した事業のほかに、パークゴルフや歩くスキーなど、中高年

を含む幅広い年代が行うことができるスポーツの振興に向け、施設の充実、整備を進め

るとともに、スポーツセンター内の健康増進のための器具等の充実と利用促進にも取り

組んでおります。

　　さらに、高齢の方の身体機能の維持や増進、脳機能低下予防対策に向けて、地域まる

ごと元気アッププログラム「まる元」を実施しており、今後も町民や移住者が健康で生

涯にわたり活躍できるよう、各種施策に取り組んでまいります。

　　上士幌小学校水泳プールは、昭和55 年度に建設して以来、昭和63 年度にプール本

体及びプールサイドの改修を行い、平成11 年度には大規模改修により温水化と温風化

の設備を設置しております。その後も上屋ビニールシートの改修、ろ過器交換工事など

を実施しており、今後も保守点検と適切な時期に設備の更新や施設の改修を進めていき

たいと考えておりますので、ご理解をお願いいたしたいと思います。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　４番、佐藤曻議員。

○４番（佐藤　曻議員）　まず初めに、通学路の整備についてでありますが、子供たちの

安全・安心のためには、なすべきものはなさなければならないと思います。そこで、先

ほどの回答で、事業実施に当たっての２つの課題が考えられるというふうにありました。

　　１つ目が、安全な通学路の改修については公安委員会等の協議が必要とありますが、

恐らく道路の形状についての協議かなとは思われますけれども、子供たちの安全を守る

ということについては公安委員会といえども異論はないはずだと思いますので、そこら

辺については精力的に協議していただきたいと思います。

　　２つ目、用地買収の関係では、財務省の所管のようでありますが、恐らく土地の所有

者は国ということでありますので、財務省というふうになっているのかなと思います。

これについての手続についてはそれほど労はかからないのではないかなというふうに思

っております。この部分については、多分帯広の財務省で問題がすぐ解決つくのではな

いかなと思いますので、これら２点の課題解消に向けて、精力的な取り組みについての

考え方についてお聞きしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。
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○竹中　貢町長　財務省の土地、国の土地ということでありますし、それが学童の安心・

安全な通学路に寄与するということであれば、多分それは手続的な問題と理解は得られ

るものというふうに思いますが、いずれにしても、やっぱり国との協議がありますので、

きょう、あすにすぐという、そんなことにはならないと思います。

　　それから、土地の形状関係ですけれども、これはできるだけ対角90 度に近くという

のが今の交通安全対策上の取りつけ道路のそういった形をとっておりますので、そのと

きに、例えば民地の関係の買収も出てくる可能性があるのかなと、そんなふうに思って

おります。その辺あたりも協議が必要になってくるというふうに思います。

　　あそこも結構民間の賃貸住宅含めて一般住宅がふえてきていると、そういう事情もあ

ります。新たにできた道路、それまで通学路としては別なルートを使っていたというこ

とでありますけれども、簡易舗装といいながらも、少し整備されたことによって、そち

らのほうを通るようになってきたということであります。小学校へ行くには新たな団地

の南野団地のほうが近いということもありますし、いずれにしても安全な対策を講じた

上でそれらを通学路として、あるいは一般道路として取りつける必要があると思います

が、整備されると今度はまた自動車の通行量もふえてくるという、そのようなこともあ

りますから、そういったことも含めて、全体的なあそこの整備計画をこれから具体的に

進めていきたいというふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　佐藤曻議員。

○４番（佐藤　曻議員）　今の案件につきましては検討されていくというふうに回答にな

っておりますが、いずれにしても、あそこの道路のところを、歩道を、きちんと車道と

歩道を分けてほしいという希望が来ているかと思いますので、そこら辺について、その

ような形状といいますか、していただけるかどうかということについての考え方をちょ

っとお願いしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　通学路の性格を持つということであれば、安全対策上、しっかりした歩

道の整備もあわせて確保していく必要があるだろうと、そう思います。

○議長（杉山幸昭議長）　佐藤曻議員。

○４番（佐藤　曻議員）　少なくとも、毎日入浴を望んでいる町民はかなりいるようで、

したがって、そういう部分では、町民への還元もあわせて利用拡大に取り組んではいか

がかということで、再度考え方を確認いたしたいわけでありますので、やはり町民の中

には、毎日ふれあいプラザに行きたいという声が結構聞こえてきているわけであります

ので、それには、今回私が提案させていただいた内容について、希望されている内容で
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ありますので、そこら辺についての考え方を再度ちょっと確認いたしたいと思いますが。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　答弁書でも述べているように、そもそもいわゆる利用料、それとかかる

経費含めて、相当利用者にサービスをしているという前提でひとつ押さえていただきた

いなというふうに思います。

　　やっぱりこのお風呂については、当初人口がたくさんいたということ、あるいは自宅

に風呂がなかったという時代、そしてまた公営住宅も長らくお風呂がなかったという、

そんなような現実がありましたから、そういった意味では、健康、まさに健康増進、い

わゆる身をきれいにするという、セーフティーネットのそういう側面が多分あったとい

うふうに思います。それは前に児童会館にあったときでありますけれども、それが今回、

温泉あわせてプラザのほうに設置したということでありますけれども、どんどん時代が

変化をして、そして公営住宅の中にも一般のお風呂が整備されてきているということで

あります。そしてまた、片方では利用者も減ってきているという、そのような現実問題。

　　そして、今でこそ燃料費は、燃油についてはいわゆる世界的な原油価格の低下によっ

て下がっておりますけれども、これもさらに上がる可能性もあるということで、今段階

でも2,000万円という持ち出しをしているということになります。これを、年間にする

と延べの数４万人になりますけれども、収支のバランスをとるということになりますと、

多分今の料金の倍以上のことにならなければならないということであります。そうする

と、多分また逆に、入る人がいなくなるということも考えられます。その辺の調整をし

ながら、今段階の2,000万円という税金を持ち出しをしていることでありますので、そ

の辺の削減の可能性も含めて、利用者が増加をして、削減ができて、また利用者にとっ

てもサービスの向上がされると、こういったことが考えられるような、そういった具体

的ないわゆる料金設定の形が見えてくれば、ぜひそうもしたいなというふうに思います。

　　今提案ありました、多分一般の人方の3,000円、これについては多分、何回分になり

ますかね、通常であると380円にすると７回か８回分ですね。これでさらに入浴料金を、

収入をふやすということには相当難しい。むしろさらに持ち出しがふえるのではないだ

ろうかなと、そんな気もしております。

　　一方、70 歳以上の100円と380円、８回分の100円券のサービスというのは、これ

は多分ほかでも余り例のないサービスの仕方だろうと、そんなふうに思います。ですか

ら、3,000円というのが、それが可能かどうかというのは非常に厳しいところがあると

いうふうに思っております。一般についてはさらに2,000円ということになると、さら

に赤字が膨らんでいく可能性が極めて高いというふうに認識をしております。
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　　ですから、毎日利用する方々にとって、そこでの１回380円と毎日利用したいという

ところの接点のところの数字はどこかあるのかどうかということですね。これあたりは

まだまだ検討する必要があるかもわかりません。

　　両方とも、入浴をしてもらいたいという思いと、それから収支をどう改善するかと、

これはもう難しい課題でありますけれども、両方とも考えていかなければならないとい

うふうに思っておりますので、提案された今回の一般で月3,000円、毎日使うと。言っ

てみれば１日100円という計算になってきます。これは到底難しい話じゃないだろうか

なと、そんなふうに思ったりもしております。

　　それから、ほかのことも含めて、たくさん入浴してもらいたい、しかし、そのことに

よって１回の単価は下がりますけれども収入の増加につながるような、そんなようなと

ころの折り合いがつけられるかどうかと、これはぜひこれからも検討させていただきた

いと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　佐藤曻議員。

○４番（佐藤　曻議員）　今回の部分につきましては、やはり一般町民にいかに利用して

いただくかという観点からちょっと申し上げさせていただいたわけでありますが、固定

的な人方以外にそういう利用者をどうやったらふやせるかなというふうに提起させてい

ただいたところであります。

　　この中で、利用者の減少ということにつきまして、個々の住宅における浴室が充実し

ているというのも一つの要因かとは思われます。しかし、利用者のほとんどが、家の小

さい風呂よりもああいう大きな浴場での入浴をしたいんだという声が結構聞こえてくる

わけであります。

　　したがって、今後とも利用者の増加に向けて、今後調査・検討とありますので、ぜひ

それに向かって進めていただきたいなと思いまして、この案件については終わらせてい

ただきます。

　　次に、健康増進に向けてでありますが、現在町内にある水泳プールは、５月から９月

までのおよそ100日余りというふうになっているかと思います。課題でありますけれど

も、小学校にあるプールでありますが、暖をとる場所がないということでありますし、

更衣室が不衛生で、しかも狭い状況にもなっていると。扉も腐っている状況であります。

　　健康増進に向けての取り組みで、魅力ある上士幌をつくって移住・定住を促進し、町

の活性化を図るべきと考えますが、そこについていま一度お聞きしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　プールの施設そのもののふぐあい、そういったことについては整備をし
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ていきたいというふうに思います。今ご指摘がありました、温風暖房は入っているとい

うことですけれども、暖をとるところがないということとの、その辺が全体として一定

の温度は保たれていると思いますが、あえてまた暖をとらなければならないということ

はどういうことなのかと。これ現場のほうもまた聞いてみる必要があるだろうと思いま

すが、それ以外の更衣室の問題、あるいは扉が腐食しているというようなことについて

は、これらについては基本的な改修や補修する範疇のこととして、改めて現状を見て、

直すべきものはしっかり直していきたいというふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　佐藤曻議員。

○４番（佐藤　曻議員）　今回この案件について取り上げさせていただいたのは、上士幌

町にいかに移住・定住を進めるかというようなことの一翼ということで提案させていた

だいたんですが、現在上士幌町も各行政区では高齢者の比率が非常に高い状況になって

おります。そんな中で、役員のなり手がいないというようなことで、将来的に地域崩壊

を招きかねないのではなかろうかなというふうに危惧しております。それらの対策とし

て、移住・定住者を、その促進を後押しするとともに、こういうような施設が必要では

ないかなということで提案させていただいたわけであります。

　　それで、その移住・定住者が上士幌町へ来て、住んでよかったと言っていただけるほ

うがはるかにうれしいわけでありますので、こういうような状況である中で、これから、

今の段階からある程度検討して取り組んでいくべきではないかなというふうには思って

おりますので、そこら辺の考え方について再度お聞きして、私の質問を終わらせたいと

思います。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　移住者であっても、あるいは地元の町民であっても、安心して老後を送

るというのは大切なことでありますし、そのための環境整備を行政が行うというのは、

これは極めて当たり前の話だと、そんなふうに思います。

　　健康の維持増進、いわゆる生涯元気で活躍するためには、まずはやっぱり健康でなけ

ればならないということがあります。そのためのさまざまな施策というのはあるんだろ

うというふうに思います。今ご指摘のプールも、それはそれとして大事な運動機能を高

めたりするために非常に有効だというふうに言われておりますから、必要だろうという

ふうに思います。

　　もう一つは、総合的に安全、あるいは健康増進ということを私どもとしては考えてい

く必要があるというふうに思いますし、そこにプールが今、町としてこの身の丈に合っ

て、通年でやるのがそれが有効なのか、あるいは、そこにかかる経費を違った形での健
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康増進のところにつなげていくということも必要なことだろうというふうに思っており

ます。

　　プール、近隣につくられている通年のプールもございます。非常にコストがかかって

大変だと。それと、やっぱり冬になれば冬になっただけで、利用者がなかなか厳しいと

いうふうにも言われております。そうすると、そのかかる経費を、健康増進が必要だと

すれば、違った形で住民の健康づくりのために費用を使うというようなことが考えられ

ていいのではないかなと、そんなふうに思います。

　　そういった意味で、本町としては、水泳はこの春から秋にかけて、しっかりとその暖

かい季節にそこでしていただくというようなことをしながら、ほかの対策として、いわ

ゆるスポーツセンター内での運動だとか、あるいは屋外での運動、四季それぞれの運動

があるわけでありますので、その辺を奨励をしながら、運動機能の充実や、そしてまた

健康増進を図っていくと。それを決してそれはプールがなければこの町に住めないとい

う、移住者にとってはそれは必要条件と、これがなければだめだという話ではないだろ

うというふうに思います。きっとこういう北海道の北国にあって、しかも5,000人の町

が、通年のプールがどうしても必要条件というふうに思ってはいないというふうにも思

います。違った形での健康増進のための施策は十分講じて、ますます元気になるという

ような施策をこれからもとっていきたいというふうに思いますので、プールの件につい

てはご理解を賜りたいなと、そんなふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、４番、佐藤曻議員の一般質問を終わります。

　　暫時休憩します。

（午前１０時５４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５４分）

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

◇　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３点にわたり一般質問を行います。

　　１点目、町民の命・医療を守るために。

　　町民の一番の心配は、健康でいられるか、安心して病気を診てもらえるかだと思いま

す。国民健康保険税、病院代が上がりっ放しで心配が絶えません。

　　今、国民健康保険は市町村ごとの運営ですが、毎年火の車状態、その原因は、国・道
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の負担金や補助金が減らされてきたこと、また、加入者のほとんどは退職した方々や自

営業者のため、収入が少ない、病気がちの方が多いなどが挙げられます。しかし、国は

広域化をしたら解決するかのごとく、平成30 年から北海道を一つの保険にすることが

決まり、既に今年度から財政的には一つになっています。保険料は上がり続け、医療費

は抑えられるのではと心配いたします。このような制度の中でも、町として町民の命・

医療を守るために 大限努力すべきです。

　　以下、質問いたします。

　　①この制度をどう押さえているか。不都合な点など、国や道に対しても要望すべきで

ある。

　　②保険料は示された標準額をもとに町独自で設定できるとなっていますが、保険料を

上げることのないよう予防に一層力を入れるべきである。

　　③貧困対策、保険料の払えない方々への対策をきちんと行うべきである。

　　大きな２点目は、少子化対策の充実に向けて。

　　少子化対策等、国も町も緊急の課題として取り組んでおりますが、子供を安心して産

み育てる町、地域づくりがとても大切です。

　　以下、質問いたします。

　　①妊産婦健診・交通費の助成について。北海道は、今年度より妊産婦安心出産支援事

業を開始し、産科医療機関から50 キロメートル以上離れた市町村が対象となります。

上士幌町は交通費助成対象となりますが、４月にさかのぼり、本人負担なしで助成すべ

きです。その対応についてお聞きいたします。

　　②子ども医療費の支払いについて。無料化の動きはどんどん進み、十勝管内では平成

28 年度、中学卒業までが14 町村、高校までが４町村。ただ、町内は全ての窓口負担

なしですが、小学生以上は、小学生の入院を除き、町外で受診した場合は窓口で払って

申請により払い戻しされます。せめて小学卒業まで窓口負担なしに、町村会等に働きか

けて実施できないか。

　　また、国は無料化が進む中、窓口で無料にしている自治体に対して国庫負担金の減額

をしています。子育て支援、少子化対策に逆行するもの、廃止を求めていくべきである。

　　大きな３点目です。町民参加のまちづくりのために。質問いたします。

　　町民の多くがいろいろなまちづくりに参加できることがとても大事です。そのため、

今ある制度の周知や見直しも必要です。

　　下記、質問いたします。

　　平成22 年より、町民みずから参加するまちづくりとして上士幌町まちづくり活動支
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援事業がスタートし、一定成果を上げています。その後、教育分野と分かれて、平成

26 年度よりマイプラン・マイスタディ事業が始まっていますが、あまり活用されてい

ないのではないか、その状況について質問いたします。

　　活用を図るために４点質問いたします。

　　①名称の変更。誰にでもわかる、参加したくなる名称、例えば例として、「あなたも

参加のまちづくり事業」「あなたの企画応援事業」など。

　　②企画事業の形成です。学習会、講習会、講座、見学会、上映会のほかに、芸術鑑賞

も加える。芸術鑑賞の要望はすごくありますが、なかなか機会がない状況にあります。

　　③補助率の見直しです。補助率80 ％で上限15 万円となっていますが、一般町民対

象に事業した場合に、会費や入場料を取ることが難しいことがあります。一定の額を決

めて全額補助も必要です。

　　④周知の方法、手続の簡素化。まなびの森のフロー図を見るだけで、すごく難しくて

手が出ない感じがいたします。

　　以上、大きく３点質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　ここで、 15 分間休憩といたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午前１１時００分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き、会議を開きます。

（午前１１時１２分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　山本和子議員のご質問にお答えいたします。

　　まず、町民の命・医療を守るためにであります。

　　国民健康保険制度については、平成27 年５月に成立した、持続可能な医療制度を構

築する国民健康保険法等の一部を改正する法律により、国民健康保険制度が見直される

ことになり、平成30 年度から北海道が国民健康保険財政の責任主体となって、北海道

と町が国民健康保険の運営を行っていきます。

　　１点目の国民健康保険制度の質問でありますが、国民健康保険は、構造的な問題によ

り、市町村が個別に運営していくことは限界にきていると思われます。国民健康保険制

度の見直しについては、市町村間の医療費及び保険税の格差を是正し、負担の不公平感

の解消が図られると考えられます。さらに、財政規模の拡大に伴い、急激な医療費の増
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嵩への対応や、事業の協同化による事務費の縮減が図られるものと考えております。

　　２点目の国民健康保険税の質問でありますが、平成30 年度から、国民健康保険は北

海道の国民健康保険加入者全体の医療費を想定し、市町村の加入者の年齢構成や所得の

状況、また、医療費の状況などを勘案し、北海道から標準的な保険税率が示されます。

町はそれをもとに収納率や国保納付金などを勘案して保険税率を定めます。標準的な保

険税率は毎年見直され、町の医療費が減少することにより、標準的な保険税率は低くな

ると思われます。

　　議員からご指摘いただいております特定健診や予防接種などの予防事業は、医療費の

抑制のためにも重要でありますので、今後とも力を入れていきたいと考えております。

また、本年度から町独自に生活習慣病予防対策として、国民健康保険において特定健診

の二次健診事業を実施いたしますので、医療費の抑制に向けて効果を期待しているとこ

ろであります。

　　３点目の貧困対策、国保税の払えない方への対策への質問でありますが、国保税の減

免については、災害その他特別な事情により保険料の負担が過重となり、徴収猶予や納

付期限の延長によっても納付が困難であると認められる場合に限り適用できることとな

っております。現状では、各事情により納付困難な場合には、個別相談で納付方法等に

ついて対応させていただいている状況にあります。

　　いずれにしましても、生活困窮者への対策は、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とりながら対応してまい

りたいと考えております。

　　次に、少子化対策の充実に向けてであります。

　　少子化対策の充実に向けては、総合戦略においても、子育て教育の充実した町を目指

し、取り組みを進めているところであります。

　　１点目の妊産婦健診・交通費の助成ですが、北海道は安心して出産できる環境づくり

に向けて、全道規模の交通費支援事業を創出しました。この事業は、市町村が妊産婦に

対しての補助制度を制定することが条件であり、お産ができる医療機関と市町村との距

離が市町村役場を起点として25 キロを超える場合に、健診時として産前14 回、産後

１回と出産時の交通費を補助対象としています。また、50 キロを超える場合の出産時

には宿泊費も補助対象となります。

　　本町の妊産婦が帯広の産院に通院するとき、25 キロメートルから50 キロメートル

の区分に該当し、１回の往復で1,430円の基準額に対し、３分の１の476円が北海道か

ら町に交付されます。北海道の補助要件としては、基準額の３分の１以上を町が負担す
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ることとしていますが、本町においてはさらなる支援として、３分の２の全額について

公費負担となるよう町が助成することで検討しております。助成金額の申請事務に当た

っては、受給漏れがないように、母子健康手帳の通院記録等を根拠に、北海道の基準額

を基本として助成する考えであります。

　　次回、総務文教常任委員会において協議いただき、本定例会 終日において補正予算

案の提出を考えているところであります。

　　２点目の子ども医療費助成制度については、平成27 年８月から、高校生世代までの

医療費を全額助成することで助成範囲を拡大しております。助成の取り扱いについては、

医療機関での医療費の支払いを町に申請する償還給付方式と、受給者証により窓口の支

払いなしに受診ができる現物給付方式を行っているところであります。この現物給付方

式は、管内町村と医師会との協定により対応しているところであります。また、町内の

医療機関については、町と町内の医療機関との協定により現物給付方式による対応を行

っております。

　　議員からご指摘いただいているように、町が独自に行っています医療助成について、

現物給付方式を行うことで、国民健康保険における国庫負担金が一部減額されます。十

勝町村会等への働きかけについては、現物給付方式が国保財政の財源に影響を及ぼすこ

と、また、町内の医療機関の利用を促進する目的から現状の対応を行っているところで

あります。

　　国への要望につきましては、平成27 年 11 月に全国知事会・全国市長会・全国町村

会の連名で、国に対し、「子ども医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措

置の廃止について」の要望書が提出されております。現在、国がこの国庫負担金の減額

措置について見直しの検討を行っているところであります。

　　今後、その見直しの状況等により対応を検討してまいりたいと考えておりますので、

ご理解いただきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　次に、町民参加のまちづくりのためににつきまして、ご質

問にお答えをいたします。

　　本町では、生涯学習の視点に立った社会教育に取り組んでおり、町民と行政との協働

によるまちづくりを進め、町民が学んだ成果が地域で生かされる生涯学習によるまちづ

くりを進めてきております。第５期上士幌町総合計画、第５章「人づくりを大切にする

まち」の生涯学習では、住民主体の生涯学習活動が活発になり、その成果が地域に還元

されるよう促進する施策を講じることとしております。
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　　マイプラン・マイスタディ事業は、生涯学習推進事業「まなびの森」の一環として、

町内のサークルやグループ、あるいは各種実行委員会が広く一般町民を対象として自主

的に企画運営し開催する学習活動に対して、事業費の一部を支援し、多様化する町民の

学習ニーズに対応した生涯学習活動の推進を図ることを目的に、平成26 年度に創設い

たしました。

　　事業の創設に当たりまして、類似事業でありました企画財政課が担当するまちづくり

活動支援事業の中の地域活性化支援事業を統合し、補助率を３分の２から８割にかさ上

げいたしました。

　　制度の利用実績につきましては、旧制度である地域活性化支援事業では、平成22 年

度５件、平成23 年度３件、平成24 年度３件、平成25 年度１件の利用があり、４年

間で 12 件の利用実績となっております。しかしながら、マイプラン・マイスタディ事

業となりました平成26 年度以降については、山本議員ご指摘のとおり、制度が活用さ

れていない状況であります。

　　ご質問の１点目、事業名称の変更についてですが、制度を浸透させる上で、町民の皆

様にわかりやすい事業の名称とすることは大変重要なことと認識しております。制度の

効果的な周知方法を検討し、周知を強化することで、浸透させていくことが可能ではな

いかと考えておりますが、いただいたご提案を踏まえまして、平成29 年度に向けて名

称の変更についても検討してまいります。

　　ご質問の２点目、企画事業の形式に芸術鑑賞を加えることについてですが、多様な学

習ニーズに対応した生涯学習活動の推進を制度創設の目的としておりますので、補助対

象となる企画事業は、幅広く読み取れる補助金交付要綱としております。企画事業の採

択は教育委員会による審査となりますが、例えば劇や音楽鑑賞などの芸術鑑賞について

も、現行制度の中で補助対象としております。

　　ただし、制度が活用されない要因として、補助対象となる企画事業がわかりにくいと

いうことであれば、補助金交付要綱、パンフレットの文言等を見直し、町民にわかりや

すい内容に改善してまいります。

　　ご質問の３点目と４点目についてですが、旧制度であります地域活性化支援事業では、

補助率３分の２、補助上限15 万円としておりました。マイプラン・マイスタディ事業

は、事業の申請手続や補助上限についての変更はありませんが、補助率は８割にかさ上

げして制度を創設したにもかかわらず、活用されていないというのが現状であります。

　　マイプラン・マイスタディ事業の補助金交付要綱の期限は今年度限りとなっておりま

すので、今年度はこの制度が活用されるよう、町民の皆様への周知徹底を図ってまいり
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ます。

　　あわせまして、平成29 年度に向けては、現行制度が活用されていない要因の分析、

周辺市町村で実施されている同様の事業を調査研究するとともに、新しい生涯学習セン

ターが次年度供用開始となることを踏まえて、町民の生涯学習活動がさらに活発になる

ように、補助率や補助上限額、手続の簡素化も含めて制度の見直しを検討してまいりま

す。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　それでは、１点目から再質問させてもらいます。

　　町民の命・医療を守るために、主に広域化について質問いたします。

　　答弁の中では、なかなか財政的に厳しいので、一つにしたら運営上都合がいいという

ような答弁だったと思うんですが、もともと小さい規模の自治体が赤字だからといって、

大きくしたからそれで解消されるものではありません。むしろ、上士幌の財政は大変と

言いながら、税率、この間上げてきませんし、それなりに大変なんですが、それなりに

維持してきていると思うんです。結果的に、それは大都市の赤字を小さい町村が埋める

というふうになるのではないかというふうに私は判断しております。

　　これに向けてですが、委員会の中でも説明があったんですが、30 年から実施するた

めに、29 年４月ですか、そのころまでには 終的な案を出すと。そうしますと、28

年度中に何回か調査会が開かれて、市町村長も呼ばれるといいますか、説明会が開かれ

て、主な骨子は 28 年度中にできるんだと思うんです。

　　その点について質問したいと思うんですが、まだ７月段階ですので、７月でも調整が

あるというふうに資料に載っていますが、それについてきちんと出された資料を、案の

案だと思うんですが、素案の素案を町民に明らかにして、その中で町長がきちんと把握

をして、町民の暮らしとか命とか医療保険についてマイナスにならないように、きちん

と意見を言うべきだと思っています。その点についてどういうふうになっていくのか、

質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　まだ具体的な保険料、標準的な保険料だとか国・道が示すということに

なっていますけれども、具体的に本町には説明はまだありません。ただ、今現段階での

考え方については、市町村のほうにも順次説明をしていきたいということで、その動き

は出てきているということでありますので、それらをまずはしっかり聞きとめておきた

いなと、そんなふうに思います。今のところはまだまだ全く見えていないという状況で

あります。
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○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　いろいろな広域化のときには、各市町村長がそこの中に協議

の段階に入りますが、なかなかそこで町長一人が意見を言うというのは大変厳しいだろ

うと思うんですよ。そのときに、例えば市町村会とどう思うかと、そのときに、私が思

うには、絶対になかなか広域化されたからといって、町村が命とか暮らし、医療保険を

守る制度にはなかなかなりづらいんだろうと思うんですよ。そのときに、やっぱり町村

会含めて、きちんと意見を言うときに、調整会議が１回、２回ほどしかありませんね。

その中できちんと意見を持っていって反映してほしいと。そのために、やっぱり出され

た資料を、今のところ資料がほとんどないということですので、出された資料をもちろ

ん議員さん含めて、町民の方含めて示しながら進めてほしいと思っていますが、それに

ついて再度確認いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　その辺の情報については、できるだけ早く具体的に示してほしいと。し

かも、特に北海道の場合については町村がかなり多いということがあります。これは他

の都府県と違って市町村だけでも179ありますし、それぞれ都市だとか、あるいは小規

模自治体だとか、山岳、あるいは海辺だとか、いろいろ事情がありますから、そういっ

たところも十分考慮した上で、この保険料の設定等々をしていくべきだというようなこ

とについては、実はきのうも十勝の活性化推進期成会というのがありまして、北海道や、

あるいは国に対しての要望事項をみんなで協議をして決定をしました。

　　その中でも、健康保険制度の充実について、30 年から想定されているこの都道府県

が事業主体になるということについては、それぞれ地域の事情を踏まえて、過度な負担

増にならないような、そのようなことをしっかりと制度設計をしてほしいというような

要望も今上げているところでもございます。

　　特に、本町については、今まで幸いなことに、保険料を保険税の中で保険が賄われて

きているということでありますから、過度にこのことによって町民の負担が高くなると

いうふうには今のところは考えておりませんけれども、どのような形での標準税率が決

まってくるのか、まだまだ不透明なところがあります。その辺はしっかりと状況を踏ま

えたい、そんなふうに思っております。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　実は、28 年度から財政的には一つになっているんですが、

保険料自体は町村ごとに決めていますので、もう既に実行に移されているという段階だ

と思います。
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　　それで、資料をもらって私もいろいろ調べてみたんですが、町が行う役目としては、

もちろん保険料を決めると。それは保険料は道が示す標準保険料に合わせて、それを参

考にしながら町が決めることができると。それから、保険料を集める。それから、もち

ろん納付金とか納めると。そういうときの基準の保険料を決める基準が問題だと思うん

です。答弁の中に、私１点抜けていましたが、保険料、今保険税収納率の問題と、医療

費の問題と。医療費だけどうのこうの頑張っても収納率が低ければ、多分ペナルティー

ではありませんが、かなり厳しくなるのではないかというふうに私は思っています。

　　それで、26 年度中の収納率を見ますと、26 年度末で、これは過去の滞納金も含め

て86.80％、それから現年度分ですから27 年度分だけだと97.59％、これは今でも道

の活性化事業の中ではある程度の率というのが決まっていますので、これぐらい集める

と決まっていますが、86 ぐらいでいくんでしたら、収納率は上回っていますので、下

げてもいいよと。でも、 86 というのはそう多分、道全体では 88 か 89 ぐらいまで、

90 かわかりませんが、それぐらい設定されてしまうと、どんなに頑張っても、その収

納率の関係からいったらペナルティーがくるぐらいになるんだろうと。そのときに町が

どうするかというので苦労しているんだと思うんですよ。

　　例えば、本当に資格者証を発行してみたり、短期保険証を発行してみたり、それから

滞納整理機構に回してみたり、一生懸命しています。ですから、もちろん先ほど言いま

した調整会議で道の会議をするときには、その収納率の目標をどこに置くかと。そんな

90 なんて言われたら絶対集められませんので、そこの問題と、それからあと、町独自

できちんと滞納が出た場合についての政策ですね、無理やり集めるのではなくて、保険

証を取り上げるのではなくて、どうするかということをきちんと決めながらやってほし

いと。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　税でありますので、それなりの応能等々を含めて、支払い能力に合わせ

たいわゆる保険税になっているというふうに思っております。したがって、支払いがで

きるという前提で考えておりますので、まずは税をしっかりと納付するという意識を町

民に改めて、大方はそうでありますけれども、そのことをやっぱり徹底していかなけれ

ば、税を払った者が払っていない人の分まで負担をしなければならないと。これはやっ

ぱり不公平感の問題も出てまいりますから、事前にその辺についてはきめ細かく税の納

付についての理解を求める、そのような啓蒙、啓発を含めて町民に伝えていく、そのよ

うなことであろうというふうに思います。

　　あと、万やむを得なく緊急、あるいは突発的な問題が生じたときには、それはそのと
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きの相談体制というのはあるはずでありますので、しっかりとその相談に応じながら、

どうしても難しい、不慮の事故や、あるいは病気等々になった場合についての対応なん

かについてはその都度対応するということであるということです。

　　いずれにしましても、税を納付するという当たり前のことを当たり前のように町民が

みんな感じ取ってもらえるような、そのようなやっぱり日ごろからの行政としての指導

はしっかりしていく必要があるだろうと、そのように思います。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　従来どおりでありましたら、多少うちの町も国の制度に従っ

て、資格者証７世帯ほどですか、短期保険証も十五、六出していますので、他市町村に

比べて、出すのはいいとは思いませんが、それほど多い状態ではないかと私は思ってい

ます。それが先ほど言いました収納率が決められちゃうとかなり厳しくなると。それは

まだ決まっていませんので、今後ぜひ町村会の中で、高いレベルで持つんじゃなくて、

きちんと集められる状況でしてほしいというふうに要望してほしいと思っています。

　　それから、次、予防をどうするか。これは、私は物すごくいいと思うんです。予防を

きちんとやって医療費が下がることは、これはもちろん大賛成です。ただし、医療費を

抑えるために病院に行くことを抑えるのではなくて、それは大前提で、医療の予防につ

いて再度質問いたします。

　　勝毎の記事にも載っていまして、本当にせっかく健診を受けても、うちの町は結構健

診率上がっていますが、44 ぐらいでとどまっていますので、60 を目指して頑張らな

ければいけないんですが、やっぱり健診を受けても実際に病院に行かないという方も結

構います。それで、この間の委員会の中でも、一人の方の医療費物すごくかかったとき

に、もうすごい、その方でやっぱり医療費を負担がかかるということもありました。そ

れについて、健診を受けた方に対する予防を含めて、どんなふうにしていくのか、再度

質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　２月に保健事業の実施計画、データヘルス計画が出されていたと思いま

すけれども、そのデータを見ても、やっぱり医療費の大方かかっているのは入院されて

いる方なんですね。入院患者さんが全体の３％の中で、通院含めて３％の中で、しかし、

医療費については四十数％ということ。逆に言うと、九十何％の人方が通院しているけ

れども、それは50 ％台くらいでおさまっているということですから、できるだけやっ

ぱり予防なり、それから早期に発見をする、そして早期に治療するだとか、それがいか

に大切かということが医療費の面でもうかがい知ることができるだろうといふうに思い
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ます。

　　そういったことを考えると、改めて特定健診を含めて、予防やがん検診もそうであり

ますけれども、それらの徹底を図るかということが健康寿命の観点からも必要でありま

すし、医療費の削減という観点からも非常に大切なことであるというふうに思いますか

ら、そのようなことでは、予防や健診のさらなる受診率の向上を図っていく、そういっ

た施策を講じていく必要があるだろうと思います。

　　特に、今省庁的に、去年から乳がん検診の100％を目指そうという、そういったキャ

ンペーンも始まって、それは女性の乳がん検診の100％で完結するということではなく

て、それから家庭の主婦が健康を守るという立場に多分なっているだろうと思いますか

ら、旦那さんの健診の奨励だとか、あるいは家族の健康に対する関心を高めるだとか、

そのようにつながっていってもらいたいなと、こういうような意味合いも含めてやって

いることでありますので、こういったことをこれからもしっかりと具体的に実効の上が

るような施策を講じていきたいというふうに考えています。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　広域化そのものについては賛成できるものではありませんが、

決まった制度はそれとして実行しなければいけませんので、町ができること、保険料の

問題や予防の事業については積極的にお金を投資しながらやってほしいと要望いたしま

す。

　　それから、３点目なんですが、生活困窮者への問題で、保険税を払えない方、それか

ら医療費が払えない方、そういう人含めて、減免制度について、ここでこの時間でなか

なか質疑等なかなか難しいんですが、 近、前回質問しましたように、困窮支援の関係

では、十勝生活安心センターのポスターが各商店街に張らされています。それだけでは

なかなか周知できませんので、もちろん保険税の税金を下げてほしいのもそうなんです

が、なかなか病院に行けない、もしかしたら保険証がない方もいるのではないかと。そ

ういう方含めて、ポスターを張ったことにより相談窓口に来てくれたらきちんと対応す

るように、そのことも含めて取り組んでほしいなと思っていますが、その点について答

弁お願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　普及事業としては、この制度を知らなくて思い悩んでいるということで

は大変不幸なことでありますから、啓発できることは地道な時間がかかりますけれども、

しっかりやっていく必要があるなと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。
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○１０番（山本和子議員）　次に、少子化対策の問題で質問いたします。

　　妊婦健診の私の質問の中に多少ちょっと間違いがありまして、25 キロ以上というの

は入院も含めた、宿泊も含めた形で、実際に上士幌町50 キロ以内ですので、通院につ

いて助成がされます。

　　それについてやるという方向で検討しているということなんですが、実施時期なんで

すが、制度がもう４月から始まっていますので、実施時期が４月にさかのぼって実施す

るのかどうか、それだけ質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　そのようにさかのぼって実施するということで考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　次に、乳幼児の医療費の関係なんですが、上士幌は先駆けて

高校までの医療費無料化で、管内では私は一番だと。それも所得制限もありませんし、

いいんですが、ただ、償還払いがあるというので、私もこの間いろいろ調べてみたんで

すが、ほかの他市町村の議員さんから聞いたり、ネットで調べたりしていました。全部

が全部把握できたわけではありませんですが、あと医療費の無料化の状況もさまざまで

すので、本当に帯広市が一番ちょっと少なくて、小学校卒業ぐらいで、あとほとんど中

学校までやっています。高校までは上士幌、更別、陸別というふうにバランスはいろい

ろあるんですが、その中で、償還払いじゃなくて現物給付、窓口負担がないというとこ

ろが、私が調べた中では６町村ありました。浦幌、幕別、広尾、帯広も年齢は少ないん

ですが帯広、音更、大樹ですね。

　　ネットで調べたその町の要綱の中では、例えば浦幌の例なんですが、十勝管内で受診

した場合については、保健医療機関の窓口に保険証と乳児保険者証を渡せば、その場で

助成を受けられます。すぐにお金を払わなくていいと。ただし、忘れた場合は仕方がな

いと、払うと。それから、十勝管内で受けた場合については、窓口で一回払って、申請

により戻ると。これがほとんどの幕別、広尾も全てそうなんですが、そのようにできる

のではないかと私は思って質問いたしました。

　　私、当初、医師会とのどうのこうので、十勝全員そろわなければいけないのかななん

て思ったりもしたんですが、そうじゃなくて、既にやっているところは、多分医師会自

体は北海道の基準のときに約束したはずなので、北海道の基準の、小学校は入院まで、

就学前までは無料と。そこまでは一致できているんだと思うんです。そのときに、次に

拡大した分については、医師会と何らかのちょっと調整するだけで実施できるのではな

いかと、その点について質問いたします。
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○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　この町単独でそれなりのことについてもということでありますけれども、

それらについては、他の町村も含めて調査させてもらいたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　多分、うちの町の中学卒業までぐんと伸びて、その後、管内

もぐんぐん伸びて、中学卒業まで、28 年度からは帯広市以外は全部になりました。高

校も 28 年度から更別、陸別含めてぐんぐんふえました。そんなふうに、多分医療費の

払い方については、かなりうちの町が実施したこともあり、どんどん広がっているんだ

ろうと思うんです。

　　ですから、私もちょっと情報不足で、償還払いなのかなとずっと思っていましたら、

そうでないということがわかりまして、これは、上士幌は高校まで医療費無料化だった

ら、これも現物給付、窓口負担がないとなったら本当に管内一番になりますので、これ

はぜひ実施してほしいと思っています。

　　それから、困ったことに、要するに現物給付したところに国はペナルティーをつけて、

調整金を減らしていると。多分町も100万円単位で減っていると思うんですが、これは

本当によくない話で、町村会もきちんと要望を上げていると聞きました。

　　ただ、私がちょっと本当に、けさ見た新聞の中では、ちょっと驚いたんですが、厚生

労働省は前向きに検討しているのに、財務省がなかなかうんと言わなくて、特に経団連

がその一律に少子化対策に、そのことについて反対していると。給付を、調整金を減ら

すことについて反対しているということもありました。

　　ですから、ちょっと結論的には、厚生労働省は結論的には年度内ですから28 年度で

すか、来年の３月までに結論を出すだろうということですので、ぜひ町村会はこれから

も調整金の削減をするなと。それから医師会ももちろんそういうふうに上げていますの

で、その点について再度質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　一番の各町村が問題としているのはこの調整金の減額であります。上士

幌町でもこのことによって200万円ぐらい減額されているということなんですね。

　　ただ、今地方創生の関係で言いますと、何としてもやっぱり地方に安心して子育てが

できる環境をつくらなければならないと。これがなくして少子化問題というのは解決し

ないというふうにも思っております。

　　そんなことを考えると、地方のほうの医療環境というのは、都市部に比べて選択肢も

少ないということもありますし、それから診療科目も全てが整っているという状況はあ
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りません。その辺はしっかりと手厚い支援をしなければならないと。このことによって、

中学生、高校生まで医療費が無料化だからといって、お金があるからそういうことでは

なくて、この町で、地方で住むためにそういった医療環境を整えなければ、子育て世代

にとって非常に不安が大きいということでありますから、今課題となっている地方創生、

子育て、少子化対策のためには、この政策というのはどうしても必要なことになってく

るということを考えます。そうすると、そこでの調整金によって、お金があるから減額

するという考え方については、個人的にも極めて問題であるというふうに考えておりま

す。

　　町村会の期成会のほうでも、これをまず優先的に改善するというような要望を上げて

いるところでもございますので、今後ともこれらについては要望を上げていきたいとい

うふうに思っています。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　町村会も本当に一致して、この問題は緊急の課題として取り

上げておりますし、医師会も取り上げておりますし、もちろん町村会の中でも意見書を

上げているところもあるんですが、現物給付じゃなくて償還払いしたからといって、現

物給付だから医療費がふえるとか、そういうことはないというふうに医師会も言ってい

ますし、実際に私も経験があるんですが、１人受診したのに、まだ医療費無料化になる

前に、これはこれだから３人分かかるかもしれないと３倍取られました。信金に行って

お金をおろしました。１万円以上になります。そのときに、想定外のことが起きるんで

すよ。１人行ったけれども、これはうつるから３人分のどうのこうのと言われたときに、

数千円で済むはずが万かかることもあります。そのときに、やっぱり安心して、いずれ

戻る、今いずれ上士幌は戻りますけれども、安心して行けるために、やっぱりきちんと

現物給付、いずれ戻るといってもその場で負担なしのほうが絶対安心しますので、それ

は再度要望してほしいなと思っています。

　　次に、質問いたします。

　　まちづくりの問題で質問いたします。

　　これは、今月の広報の入っている学びのマイプラン・マイスタディ事業で、すごくい

いなと思っています。ただ、利用が３年間なかったというので、これからが仕切り直し

だなと思っていますので、よろしくお願いいたします。

　　実は、私来たときにも、30 年ほど前にこういう事業があったら飛びついたんですが、

なかったものですから、芸術鑑賞するときに、1,000円の券を300枚売りまくってやっ

てきました。それで、芸術鑑賞会つくってもらって補助金をもらいました。ところが、
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なかなかやるメンバーが固定化しちゃって裾が広がらないんですよ。というので、芸術

鑑賞会がさらに補助金を出したこともあります。現在も、ことしやめましたのでないん

ですが、いろいろなサークルの鑑賞活動に補助金を出したりしました。

　　ですから、私は、教育委員会が主催となってやるのも大事なんですが、地域の方が５

人でも何人でもやりたいことを、学びでもいいし、文化でもいいし、そのことに補助す

る制度が本当に必要だと。これは30 年前にあったらすごくよかったなと思うんですが、

そこまで進んだのかなと思うので、これからぜひ活用してほしいと思っています。

　　それで、先ほど、マイプラン・マイスタディ事業というのは、私自身もそうなんです

が、何か学ばなきゃいけないと。講座を開かなきゃいけないというふうにとっちゃうの

で、ちょっとかたい、すごくかたいんですよ。ですから、やりたいことに対して補助し

ますよと、やってもらいたいというのは、前向きな名前にしてほしいなと。それは来年

度検討するんだろうと思います。

　　それから、企画の中で、芸術鑑賞も入っているとは言いますが、これだけ見たら全然

入っていませんので、学習会、講習会、講演会、講座、見学会、上映会とありますが、

多分幅広くあるんだろうと思うんですが、ぜひ一語ここに芸術鑑賞も入れて、次見直す

ときに入れてほしいなと思っています。

　　それと、全部質問してしまいますね。それから、例えば自分たちが学ぶのであれば、

多少会費を払ったにしろ、どうしても会費を取れないものがあると思うんですよ。私が

やっているのもそうなんですが、今まで教育委員会の中でやってきたので、芸術鑑賞会

やってきたので、補助金をそこからもらってやってきましたが、次、何もなくなったと

きに、町民向けにやるときに、自分たちがお金を出し合っても、会費取れない事業が出

てきます。私今二つ、三つ考えているんですが、そのときに、じゃ、教育委員会の主催

でやったら出すよと言われても、それになるとまたやりづらくなるので、組織が広がら

ないので、例えば上限決めてもいいんですよ。チラシ代程度で１万、２万でも。その中

だったら全額補助するというふうに、ちょっといろいろなパターンを考えてやってもら

いたいなと私は思っていますが、その点について質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　先ほども答弁させていただきましたけれども、補助金交付

要綱が今年度で終了ということになっておりますので、しっかりと、先ほど山本議員さ

ん言われたとおり、仕切り直しということで進めてまいりたいというふうに思っており

ます。

　　また、芸術鑑賞会のほうが解散ということで、その分はしっかりとまた教育委員会も
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事業を組んでまいりたいというふうに考えておりますけれども、今言われたとおり、地

域の方が企画をして運営もすると、そういった事業は本当に大切だなというふうに思っ

ています。そういったことが生涯学習であり、まちづくりにつながっていくのかなとい

うふうに思っています。

　　かつてこの事業、企画財政課が実施しているときには、糠平源泉郷で高齢者の方、お

風呂に入ったりとか、あるいは高齢者の方対象とした講演会ですとか、いろいろな企画

が行われていました。それ以外にスポーツ関係もありましたけれども、その辺がちょっ

とこれから、ぜひやっぱりそういった企画が本当に必要だなというふうに思っています

ので、町民の皆さんに呼びかけをして、そういった企画も含めて、皆さんと一緒にまた

取り組んでいきたいなというふうに思っています。

　　今、名称の話もありましたので、確かになかなか若い人にはわかりやすいのかもしれ

ないですけれども、町民全体を考えると、なかなか英語の言葉というのは難しいのかな

ということもありますので、しっかりと考えていきたいというふうに思っています。

　　また、この芸術鑑賞というのがきちんと入っていないということで、このまなびの森

の講座ガイドのほうでは若干芸術、文化、趣味、教養、スポーツに関する分野とか、い

ろいろ書いてはあるんですけれども、なかなかちょっと具体的な例も含めて、しっかり

とチラシ等も、内容についても検討しながら周知をしていきたいなというふうに考えて

います。

　　このマイプラン・マイスタディ事業がこの２年間実施されなかったというのは現実で

すので、ただ、昨年度、平成27 年度については、これとは別に、似たような事業で一

流プロジェクト事業というのを昨年から実施したということで、そちらのほうは卓球と

スピードスケートと、スポーツ関係が２件と、それから打楽器のワークショップという

ことで、吹奏楽の中高生の吹奏楽を、小学生も含めてですね、小中高生のそういった事

業も行ってきていますので、そちらのほうがほぼ100％に近い補助率で、上限も100万

円ということで非常に大きな事業になっていましたので、その辺の影響もあったのかな

というふうに思っていますので、その辺の一流プロジェクト事業との兼ね合いをどうす

るのかというのも含めて、しっかりとこれから検討してまいりたいというふうに思って

います。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　大きい事業はまた別枠で考えたらいいと思うんですが、大き

い事業はいろいろな団体がなっていますので、どちらかと言えば四、五人というのでは
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なくて、きちんと交渉しながら100万円単位の予算をとると。それは大事な事業ですの

で、このまちづくり、マイプラン・マイスタディ事業はまた別だと思うんです。

　　それで、先ほど全額ということで要望もいたしましたが、企画の内容はさまざまでい

いと思うんです。やっぱりやる以上は100円なり会費もらったほうがいいときもありま

す。やっぱりやったときに、会費取れないときも、それもパターンとしてあると思うん

です。そんなふうにいろいろなパターンを含めて、二、三人でいいから、もしかすると

10 万円ぐらいの事業かもしれないと。そのときに、お年寄りがこういうのをやってや

りたい、それもすごくそこでお年寄りの輪ができますし、お母さん方がこういうふうに

やりたいと。十数万円かもしれないと。呼びたいと言ったらやったらいいよと。その補

助金を出すときのさまざまな、５人以上あればできるいろいろな形の事業を実施できる

のがこの事業だと思うんです。

　　そのときに、どうしても教育委員会用語で、これ見るだけで嫌になってしまうので、

申しわけないんです、こういう何かあったら窓口で相談してくださいと。確かにこうい

う手続は必要ですので、フロー図なんて言われても、申請を、事業計画を出さなきゃい

けないとか、補助金申請する以上はきちんとそれは必要なものですから、書類はそろえ

なきゃいけないんですが、何カ月前にどうの、なんとかかんとかと、見るだけでちょっ

とやめようかなと思っちゃうんじゃなくて、むしろ相談してくださいと。こういう事業

もこういう事業もいいですよというふうに、ぜひこのフロー図もちょっと見直ししてほ

しいなと私は思っています。

　　ある方にやりたいんだと言われて、こういうのがあるよと言ったら、やっぱりちょっ

と知らなかったと言われて、芸術鑑賞ではそれも全部やれないので、自分たちでサーク

ルをつくって、５人でつくった以上は責任を持って、補助金をもらったら責任はその

方々がきちんと集めなさいと。それぐらいの覚悟でやらないと、補助金をもらって、私

もそうなんですけれども、やったはいいけれども、お任せじゃなくて、それぐらいのこ

とをやりながら、５人、５人の会をどんどんつくっていくと。それは１年きりでいいと

思うんです。ことしはこの、そういう輪ができていけば、町民の小さい輪、大きい輪が

できて、まちづくりに生きていくのかなと思いますので、これはもうことしはこれでい

くので、来年ぜひいろいろな観点から見直ししてほしいなと思って、質問して終わりま

す。

○議長（杉山幸昭議長）　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　ただいまいただきましたご意見、しっかりと受けとめて検

討していきたいというふうに考えております。
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　　また、補助金交付要綱につきましても、内容についてもしっかりと検討していきたい

と思いますし、また、この会費というか、そういった件につきましても、本当に場合に

よっては整理券よりも会費を取ったほうが人が集まるとか、いろいろなこともあります

ので、いろいろなことを考えながら検討していきたいなというふうに思っています。

　　こういった事業を企画運営するというのは、本当にその町民の方にとっては大変なご

苦労があるというふうに思っていますので、できる限り財政的な分というか、お金の面

では出してあげたいなというのは、そういった思いはありますので、そういったものも

含めてしっかりと検討していきます。よろしくお願いします。

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、 10 番、山本和子議員の一般質問を終わります。

　　ここで休憩といたします。

　　再開は午後１時といたします。

（午前１１時５９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）

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

◇　伊　東　久　子　議員

○議長（杉山幸昭議長）　次に、１番、伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　私は大きく２点にわたって質問をさせていただきます。

　　１つ目、空き家対策のその後の取り組みについて質問いたします。

　　平成26 年９月、27 年９月議会において、空き家、空き地、廃屋について同様な質

問をいたしました。約２年が経過していますが、一向に進んでいないと思います。行政

は所有者に対しての意向調査をし、町内会、ＮＰＯ法人等に情報を提供していると答弁

をされました。その後の進捗状況はどうなっていますか。

　　町内民間空き家は調査済みであり、行政区ごとに把握されていると思いますが、いか

がでしょうか。

　　空き家と廃屋は大きな違いがあります。上士幌町の景観や防犯上から見ても、撤去を

促すことが早急の問題解決ではないでしょうか。現状では難しい面もあると行政の答弁

になると思いますが、管内の町村では町民、行政、専門家等で、これは仮称ですが、空

き家対策特別委員会を立ち上げ、取り組んでいます。町長の考え方をお聞きいたします。

　　２点目といたしまして、生活習慣病を町民全体の課題として考えるべき。

　　上士幌町国民健康保険データヘルス計画の背景として、近年医療費が高額になりつつ
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あります。疾病分類等を見ても、上士幌町の死亡原因は生活習慣病が大きくかかわって

いるように思われます。上位を占める疾病は、がん、心疾患、脳疾患、糖尿病、腎不全

の順になっています。上士幌町の福祉計画の中には、生活習慣病予防の栄養指導が全体

的に少ないです。

　　乳児から高齢者まで、栄養指導は生きていくための基本だと思います。 近若者の食

の乱れも気になります。健康診断で異常のある人には指導はされていると思いますが、

町民全員が健診を受けているわけではなく、その人の指導はされていないと思います。

健康寿命を延ばすための仕掛けを考え努力されていますが、飽食時代の現代、栄養面に

偏りが見られます。

　　未来の子供や現在の若者から生活習慣病が少なくなるよう、この事業は大切だと考え

ますが、町長の考え方をお聞きいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　伊東久子議員のご質問にお答えいたします。

　　まず、空き家対策、その後の取り組みについてであります。

　　町内民間空き家に関しましては、平成25 年度内閣府特定地域再生計画策定事業にお

いて、中心市街地における空き地、空き家を調査をしております。調査は生涯学習セン

ター改築にあわせて、中心市街地及び商店街の活性化のため、空き地、空き家の有効活

用を検討するための基礎調査として実施したものであります。

　　中心市街地として、生涯学習センターから半径400メートルを基準に87 件の物件を

確認いたしましたが、このうち、売地、売家と表記のあるものを除く66 件を対象とい

たしまして所有者へのアンケート調査を行い、43 件の回答があったところであります。

回答のうち７割以上に当たる31 件が譲渡、貸し付け、売却等の整理を考えていると答

えており、希望者には無料で土地建物の賃貸、売却に関し、ホームページ等で情報提供

を行っているＮＰＯを紹介してきたところであります。

　　議員ご質問にありました空き家などは、全町、行政区ごとの把握には至っておりませ

んが、全町的に散在しているものと認識しております。

　　空き家対策については、全国自治体においてさまざまな取り組みがなされているとこ

ろであり、本町においては、平成27 年から平成29 年までの３年間、老朽施設解体撤

去促進事業の要綱を設置し、廃屋と判断される物件の解体促進を図っているところです。

この事業につきましては、一般的な住宅の解体経費を考慮し、事業費100万円の２分の

１である 50 万円を上限として補助する内容となっております。

　　平成27 年度の予算として20 件分、1,000万円の予算を計上させていただいたとこ
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ろですが、実績は、26 件の申請者に対し993万円の補助金を交付させていただきまし

た。解体内訳は、一般住宅や旅館が市街地で13 件、農村地域で７件、糠平地区で１件

と、牛舎等の営農施設が５件となっております。平成28 年度も20 件分、1,000万円

の予算を計上しており、既に５月末現在で６件の申請があるところであります。このよ

うに、廃屋の撤去対策としては一定の効果が上がっていると判断しているところであり

ます。

　　また、昨年末の強風等による建築部材の飛散があった空き家等については、今後も飛

散のおそれがあることから、その所有者に対し、建物の維持管理を適切に行うよう文書

により指導するとともに、町の補助事業の情報も提供しているところであります。

　　今後においても、防災、防犯並びに景観への配慮を踏まえて、家屋所有者に対し、老

朽施設解体撤去促進事業の利用をいただき、廃屋の解体撤去に向けてご理解いただくよ

うお願いしてまいりたいと存じます。

　　しかし、それでもご理解いただけない場合は、空き家対策の推進に関する法律が平成

27 年５月に施行され、防災、防犯、衛生、景観上の観点から、空き家の適正管理につ

いて、所有者等の責務が法的に明確化されておりますので、適切に管理されていない空

き家の所有者の方などに対して、必要に応じた指導や勧告、命令等、法律に基づいた措

置を検討する必要があると考えております。

　　続いて、生活習慣病を町民全体の課題として考えるべきというご質問でございます。

　　生活習慣病を予防することは、医療費を抑制することのみならず、健康寿命を延伸し、

全ての町民が生涯を通じて健康な生活を送るための喫緊の課題であります。

　　伊東議員のご質問にもあるように、生活習慣病と食生活の関連は特に深く、本町では

上士幌町健康増進計画や、上士幌町食育・地産地消促進計画にその必要性をうたってお

り、現在はこれらの計画に従って各種の取り組みを実施しております。

　　成人期から老年期の生活習慣病予防については、特定健診等における個別の栄養指導

に力を入れており、普及啓発活動としては栄養に関する情報の広報掲載等を行っており

ます。食育については、妊娠期から乳幼児期は保健福祉課を中心に対応しており、認定

こども園児童や小・中学校の児童・生徒は教育委員会が対応しております。望ましい食

習慣の確立に向けた健康教育や、農業や食に関する体験事業により、「食を営む力」を

育てることを目標に事業を実施しております。また、地産地消についても関係課部局が

連携して食育活動を推進しております。

　　しかし、議員のご指摘のとおり、これらの活動が町民全体に行き渡る状況にまで至っ

ていないのが現状であります。今後は全町民に向けて、上士幌町国保データヘルス計画
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における分析結果等を活用しながら、食生活改善に向けた正しい知識を普及し、町でど

のような取り組みが行われているかについてもよく知っていただけるよう、積極的な広

報活動に取り組んでまいります。

　　また、現在、若い世代では、欠食、やせなどの課題があると言われております。昨年

は、中学校ＰＴＡ主催で、町の管理栄養士による食育の講演会が実施されており、子育

て世代の正しい食生活や栄養への関心が大きいことがうかがわれます。望ましい食習慣

や知識を早期に習得するために、認定こども園や小・中学校と連携した取り組みを継続

してまいります。

　　今後も生活習慣病の予防に向けて、町民とのさまざまな接点をさらに活用しながら、

各世代にも配慮した効果的な取り組みを進め、指導、相談の機会を高めてまいります。

○議長（杉山幸昭議長）　伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　それでは、再質問をさせていただきます。

　　市街地中心だけ調査が済んでいるということは了解をいたしました。この調査につき

ましては、多分学習センター改築に向けて調査したものだと思いますが、66 件もの空

き家や空き地があるということには驚きですが、町内全体を調査する必要もあるのでは

ないでしょうか。

　　 近、高齢者の方からよく話を聞くんですけれども、今入っている住宅が広過ぎて管

理が大変で、公営住宅に入りたいという方たちがふえてきております。ということは、

空き家が結構ふえるのではないかと思います。その対策を今からするべきだと思います

が、町長のお考えをお聞きいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　空き家、廃屋の調査ですけれども、これは全町的に把握する必要がある

だろうというふうに思います。ですから、できれば、先般の行政区長会議の中でも廃屋

の話が出て、廃屋もいろいろな程度によって、容認できる範囲だとか、あるいは周辺の

草刈りだとか全くしないという状況だとか、あるいはもう傾いて危ないという、いろい

ろなケースがありますので、一概に全てすぐ撤去というふうにはならないだろうと思い

ますけれども、それらを全町的な意味では調査をしていく必要があるだろうと思います。

そういった意味で、市街地の中心地はありますけれども、どんな形で調査ができるのか、

市街地の行政区長会議なんかもありますから、そんなところで、行政区長さんに自分た

ちの周りの廃屋、空き家について調べてもらうことはできないだろうかと、こんなこと

をぼちぼちと時間をかけても結構ですけれども、調査をして、全町的なマップに落とし

ておくということも必要でないのかなと、そんなふうに思います。
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　　あと、住宅の住みかえの問題だろうというふうに思います。多分今戸建てで住んでい

る方も、お子さんがいたときにはそれなりに必要な２階建てなり大きな住宅の面積の住

宅も必要だったと思いますけれども、年とともに管理も含めて、あるいは住んでいる住

宅の建設場所ですね、これも離れているとまた生活に不便だということもありますから、

そういった意味で、その住みかえの問題というのも、これまたこれからの高齢者がふえ

ていく中で、そのような対策も必要になってくるだろうと、そんなふうに思います。

　　１人、あるいは２人で住んでいても、身軽に住環境が確保できる。一方では、そうい

ったもししっかり使える住宅があれば、若い世代にそこへ住みかえをしてもらうという

ようなことで、廃屋が、あるいは空き家が全部壊さなければならないということではな

くて、うまく使えるものは使いながら、環境の保全だとか、あわせてこの住宅対策につ

いては総合的な視点で対策を講じていく必要があるだろうと、そんなふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　私前回も質問いたしましたけれども、今回廃屋、要するに特定

空き家の部分で質問したいと思います。

　　空き家対策特別措置法が2015 年に施行されました。リフォームもできないような住

宅、これは自治体が有害な空き家と判断し、その物件が処罰の対象になるということに

なりました。固定資産税の住宅用特例がなくなるためだと思いますが、固定資産税が６

倍になるはずです。このまま放置すべきではないと思います。

　　本当に近所迷惑で、我慢している方たちがたくさんいらっしゃいます。隣の本別町で

は、町内の建設、金融、福祉、自治体で専門家チームを立ち上げて、現地調査や管理不

良な特定空き家対策計画を取りまとめたようでございます。

　　上士幌町では、特定空き家の撤去費用の補助があることは、もうこれは本当に大変あ

りがたいことだと思うんです。どこにも余りないような気がいたします。この制度の活

用、特定空き家を持っている方たちが、特にその所有者に対して固定資産税を私は上げ

るべきだと思います。そして、調査チームを立ち上げるに、それももう絶対必要だと思

いますし、これは行政の担当職員だけでは認定することは難しいと思いますので、これ

はもう特に専門家の人を入れたチームを早急に立ち上げるべきではないかと思いますが、

お聞きをいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　空き家対策については、答弁の中で申し上げたように、まずは積極的に、

自発的に解体するための背中を押す、そういう制度として解体撤去に対する一部補助を

しております。かなりこれはそれなりに成果を上げているというふうに思っております
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けれども、ただ、これを進める中でも、やっぱり限界というのが見えてくるわけですね。

何らかの形で所有者に対してそのような制度の紹介だとかしておりますけれども、場合

によってはナシのつぶてというようなこともありますから、そのようなことが続いてく

ると、やっぱり本人の善意や、基本的な所有者の自己責任という範疇の、全てを責任を

持ってやれないということであれば、それなりの対策をさらにやっぱり進めていかなけ

ればならないというふうに思います。

　　そういった意味で、 後のほうに述べておりますけれども、必要な対策を講じるとい

うのはそういった意味であって、特定の対策をしなければならない住宅ですね、これも

やっぱり専門家の判断が必要になってくるというふうに思います。今よく震災の関係で

は、ボランティアなんかで赤紙、あるいは黄色紙だとか張りながら、住むに値するのか、

あるいはそうでないのかという、そういう判断、それはやっぱり専門家に任せなければ

ならないところがありますから、そういった知見も含めて、専門家の知恵もかりながら、

次の段階として、今お話あったように何らかの委員会、あるいは協議会等の設置をしな

がら、さらに自覚してもらいたいなと。自覚できない場合には、残念ながらやっぱりみ

んなで解体をしていくということが必要になってくるんだと思います。

　　いずれにしても、そのためにも、各町内会での日常的な住まわれている方々に、専門

的な見地もありますし、それからもう一つは、その行政区の人方がその建物に対してど

のように思っているかですね。耐えられるのか、あるいは不快感を持って非常に心配し

ている状況なのかということだとかを含めて、調査の専門家だけではなくて、町内の人

方も含めて、あわせてこの対策を講じていくことがより成果を上げることにつながって

いくだろうと、そんなふうに思っております。

　　したがって、各町内会とも連携をしながら、専門家のチームの設置なりするというこ

とも、これを視野に入れながら、今後具体化に向けて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）　伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　なるべく早くその専門チームの立ち上げですね、例えば、私ど

もが住んでいる３区の２の町内会におきましては、早い段階での団地でしたから、古い

空き家、廃屋、もう風が吹くと物が飛んでくるんですね。あと、塀になっていた波鉄板

がバタンバタンと、隣のうちが物すごい迷惑をしているというのも区長さんにもお聞き

しましたけれども、そういうのがありますけれども、なぜ本人がいなくて、多分息子さ

んか誰かに相続したんだと思うんですけれども、連絡がとれないということと、町内会

だけではわからない。担当課については、固定資産税入っているんでしょうからどこに

－42－



住んでいるかはわかっていると思いますけれども、これはもうぜひ早急にやっていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

　　次に、生活習慣病について再質問をしたいと思います。

　　これ、私が質問したのは、町長の答弁の中には、町民全体のことを私は質問したんで

すけれども、国保加入者だけの、町民全体に生活習慣病予防の生活を周知するには本当

にどうしたらいいのかなという、随分難しいんですけれども、国保加入者については自

営業、商工業者だとか、農家の方たちが入られておりますが、加入件数がだんだん少な

くなってくるということで、一生懸命栄養指導だ、健診だということをやっていられる

と思うんですけれども、広報紙についてはその栄養指導、私余り気をつけて見なかった

んですけれども、栄養指導がされているということでありますので、これは全部に入っ

ていますから、国保だけでなく、ほかの保険者というんですか、共済だとか農協連だと

か、そういうところの人たちにも十分周知されているのかなと思いますが、これは国保

としては医療費が高額化になって、町の持ち出し分の削減もあるし、そういうことで特

定健診だとか、そうしたらその数値の高い人には指導するとかあると思うんですけれど

も、それでは、社会保険に加入している家族の方たちはどうなのかということを町とし

て調べたことがあるのかどうかお聞きをいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　具体的にそのことを意識して今まで取り扱ったという経緯はございませ

んので、国保以外のところも、具体的に健診の結果だとか、その辺については把握でき

ていないということだと思います。

　　そこまでどんなふうにして、それぞれの組合なり、あるいは役場であれば共済という

ことになりますけれども、それぞれの情報の提供してもらえるものか、個別の情報はど

うなのかということもございますので、具体的にそこまでは日常的な業務の中で全体的

に調査をしているという経過はないと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　多分、共済なんかにも家族の健康診断とか、多分お金がかから

ないでできる部分というのはあると思うんですよね。だからそういう人たちの券をもら

って町が一緒にやれば、その人たちの健康状態も多分わかると思うんですよね。

　　私は質問したのは、やっぱり国保だけでなく、国保は町民全体の多分３分の１ぐらい

しか加入していないと思いますので、そのほかの人たちも健康になるために、栄養指導

だとかそういうものが大切ではないかと私は思って質問いたしました。

　　うちの近くにコンビニがあるんですけれども、朝、昼、晩、若者たちの車でいっぱい
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です。ですから、そのコンビニのお弁当が悪いとは言いませんが、やはり野菜が少なか

ったり、肉ばかり食べているという状況の子たちが、これから10 年先、 15 年先にな

ったとき、多分生活習慣病で悪さをする糖尿病だとかたくさん出てくるんだと思うんで

す。ですから、そのことも視野に入れながら健診を進めていただきたいなと、そのよう

に思います。

　　ちょっと少し前になりますが、上士幌町でももう34 ％以上高齢化率が高くなってい

ると思うんですけれども、高齢者の方の栄養失調がありまして、そこへたまたま私が行

ったんですけれども、どうしてそんなになったかというと、やっぱり自分の好きなもの

しか食べていないというか、全体に、多分保健師さんや栄養士さんの指導はバランスよ

く食べてくださいねと言うと思うんですけれども、やっぱりひとり暮らしになると自分

の好きなものしか食べない。この時代に栄養失調が出たということで、入院されたんで

すけれども、本当に驚きでした。だから、そういう高齢者の方たちにも優しい栄養指導

をしていただきたいなと思います。

　　町民の集まる場所で、栄養士さんが、例えばうちは３区の２も年寄り集まってやって

いますし、いろいろなところで、何十カ所で今町内でサロンをやっていると思うんです

けれども、そこに栄養士さんが出向いて、やっぱり栄養指導をしていただけるというか、

してもらいたいと思います。

　　これは保険者関係なく、国保は上士幌町ですが、共済だとか連合だとかいろいろあり

ますけれども、その人たちも対象に、ぜひ生活習慣病予防のための栄養指導を行ってい

ただきたいと思います。その点についていかがでしょうか。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　確かに若者のみならず、コンビニで弁当を購入されているという、手軽

に買えて、しかも非常に安価だということもあって、そういう方が多いというのも、ま

た客観的に見て事実でないのかなと、そう思っております。

　　ただ、栄養指導というのは非常に難しいですね。今お話あったように、なかなか踏み

込んでいけないところでありますので、家庭の中まで栄養状態はどうかというのは、そ

れはいわゆる疾病だとか、あるいは健診で見えてきたら個別の指導なんかもいろいろで

きますけれども、そこに大きな壁がいろいろあるということであります。

　　そういったことの厳しい中でありますけれども、そういった中で、町民がみんな集ま

るときの栄養指導なりという話でありました。どんな手だてが講じられるのかというの

は、これは保健師のほうでも、栄養士含めて相談する必要があるだろうというふうに思

います。息の長い運動を展開していかなければならない事案だろうなと。そう簡単に食
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生活を変えるというのは、特になかなか自覚がなければそう簡単な話ではないだろうと、

そんなふうに思います。

　　そういった意味では、小さいときから、まずはしっかりと食生活はどうあったらいい

のかというのはやる必要があるだろうと思います。特に、小学校、中学校、特にそうい

った若い子供たちのところでは、「早寝早起き朝ごはん」という、こういう運動するこ

とによって、脳の働きや、それから健康状態もよくなるということでありますから、徹

底してそのようなことを家庭の中で指導を図ってもらうと。それで、あわせて、朝御飯

をみんなで、家族で食べるということになると、そこのご両親も食べることにつながっ

ていけば、家庭全体の食生活の改善や、あるいは三度三度しっかり食べるという食習慣

だとかも築かれてくるのではないだろうかなと、そんなふうに思います。

　　現実問題、お年寄りをどうするかという問題等々もありますけれども、もう一つは、

長いスパンで見て、子供のときからしっかりした食生活を習慣化させるということも大

事でありますので、保育、こども園、あるいは義務教育含めて、さらに今までも進めて

きておりますけれども、さらに気配りをしながらやっていく必要があるかなと、そのよ

うにも感じたところでありますし、ぜひまた保健師のほうにも、この後の対策について

どうあったらいいのかと、内部でもしっかり検討していきたいなと、そう思います。

○議長（杉山幸昭議長）　伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　二、三日前に、上士幌町で無料の二次検査、国保加入の特定健

診、糖尿病などの早期発見へというのが新聞に掲載されました。なぜ無料なのか。多分

罹患リスクがあれば、これは保険で検査ができるはずなんですね。それを無料でやると

いうのは、これは財源は国保から出るんでしょうか。お聞きいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　国からの支援と町の一部負担ということでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　こういうことであれば、ちょっと前に委員会がありましたので、

私委員会でこういうことが出ていれば質問したり意見を言うことができるんですけれど

も、これ委員会に出されませんでしたので、ここで今質問をして聞くんですけれども、

財源のことはわかりました。保険はそれでは使わないで、全部無料にするということで

よろしいんでしょうか。

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩します。

（午後　１時２９分）

　──────────────────────────────────────
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○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午後　１時３０分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　委員会に対する説明については、当初からこの後の 17 日に委員会……

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩します。

（午後　１時３０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３１分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　これ、受診費用として２万5,000円の全額を町が負担するとな

っておりますので、保険がきくのに無理やり無料にすることはないんでないかなという

ことで、これ委員会にかかれば私は意見を言いたいなと思ったところでございます。

　　そして、新聞に早く出ちゃいましたので、これ一瞬どきっとしましたけれども、こう

いうことはなるべく今後委員会にかけて、十分議論をして進めていただきたいなと思っ

て要望いたします。

　　これで質問を終わります。町長、あれば。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　新聞に出たということで、配慮に欠けておりました。

　　いずれにしても、国の制度に基づいて積極的に二次健診を受けるべきだという方針で

ありますから、それらを町は受けて、あとは足りない分を町が補填をするということで

ございます。

　　この後、内部でも委員会にかける必要があるかどうかを含めて検討させてください。

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、１番、伊東久子議員の一般質問を終わります。

　　これをもって一般質問を終わります。

　　暫時休憩いたします。

（午後　１時３３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３３分）
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　──────────────────────────────────────

◎報告第２号の上程、説明、質疑

○議長（杉山幸昭議長）　日程第８、報告第２号平成27 年度上士幌町一般会計繰越明許

費繰越計算書の報告についてを議題といたします。

　　報告書の朗読を省略し、直ちに報告の説明を求めます。

　　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　ただいま上程されました報告第２号平成27 年度上士幌町一般

会計繰越明許費繰越計算書の報告についてご説明申し上げます。

　　当該繰越明許費につきましては、平成27 年度の一般会計予算でご可決をいただきま

した事業の繰越明許費繰越計算書を調整し、地方自治法施行令第146条第２項の規定に

基づき報告するものであります。

　　具体的内容につきましては、平成27 年度上士幌町一般会計繰越明許費繰越計算書を

ごらん願います。

　　計算書は、左欄から、款、項、事業名、金額、翌年度繰越額、財源内訳の順に全10

事業について記載しております。

　　２款総務費、１項総務管理費、情報セキュリティ強化対策事業につきましては、本年

３月の第２回町議会におきまして、情報セキュリティの強化対策業務に係る委託料及び

事業執行に関する各区分を第12 号補正予算としてご可決をいただいているものであり、

補正額の全額1,878万3,000円を繰り越しするものであります。財源内訳は記載のとお

りでございます。

　　次に、２款総務費、１項総務管理費の４事業、上士幌版テレワーク推進事業、生涯活

躍のまち上士幌創生包括プロジェクト事業、移住促進・二地域居住事業及び企業誘致対

策経費につきましては、本年３月の第２回町議会におきまして、各事業執行に関する各

区分を第13 号補正予算でご可決をいただいているものであり、補正額の全額それぞれ

949万5,000円、4,650万4,000円、1,506万円及び６万円を繰り越しするものであり

ます。財源内訳は記載のとおりでございます。

　　次に、３款民生費、１項社会福祉費、年金生活者等支援臨時福祉給付金事務経費（時

間外手当等）並びに年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業につきましては、同じく

本年３月の第２回町議会におきまして、年金生活者等支援臨時福祉給付金及び事業執行

に関する各区分を第12 号補正予算としてご可決いただいているものであり、補正額の

うちそれぞれ40 万7,140円、2,260万1,464円を繰り越しするものであります。財源

内訳は記載のとおりでございます。
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　　次に、７款商工費、１項商工費、観光管理経費及び小さな拠点づくり（道の駅）基本

計画策定事業につきましても、本年３月の第２回町議会におきまして、十勝アウトドア

ブランディング事業負担金、小さな拠点づくり（道の駅）基本計画策定業務委託料及び

事業執行に関する各区分を第13 号補正予算としてご可決いただいているものであり、

補正額の全額それぞれ６万円、1,813万5,000円を繰り越しするものであります。財源

内訳は記載のとおりでございます。

　　 後でありますが、10 款教育費、１項教育総務費、認定こども園管理経費につきま

しても、本年３月の第２回町議会におきまして、子ども・子育て支援システム改修経費

分を第 12 号補正予算としてご可決いただいているものであり、補正額のうち 89 万

6,400円を繰り越しするものであります。財源内訳は記載のとおりでございます。

　　以上、 10 件を合計しました翌年度繰越額は１億3,200万2,004円となっております。

　　以上、報告第２号についてのご説明、ご報告とさせていただきます。

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

疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって報告第２号に対する質疑を終結いたします。

　　以上で、報告第２号を報告済みとし、報告を終わります。

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

◎議案第３９号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第９、議案第39 号上士幌町税条例等の一部を改正する条

例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　綿貫町民課長。

○綿貫光義町民課長　ただいま上程されました議案第39 号上士幌町税条例等の一部を改

正する条例の制定について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。

　　町例規集は第６編財務、第３章町税をごらんください。

　　今回の税条例の一部を改正する理由ですが、地方税法の一部を改正する法律（平成

28 年法律第13 号）、地方税施行令等の一部を改正する等の政令（平成28 年政令第

133号）、地方税法施行規則等の一部を改正する省令（平成28 年総務省令第38 号）

及び地方税法施行規則の一部を改正する等の省令（平成28 年総務省令第39 号）が平

成 28 年３月 31 日それぞれ公布されました。これら改正の内容のうち、平成28 年４

月１日から施行される固定資産税関係と町たばこ税関係について、税条例等の一部を改
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正するものでございます。

　　それでは、お手元の資料、議案第39 号関係の税制改正の要旨及び上士幌町税条例等

の一部を改正する条例の新旧対照表をごらんください。

　　まず、第１条ですけれども、上士幌町税条例（昭和29 年条例第１号）の一部を次の

ように改正します。

　　第56 条及び第59 条、非課税の適用を受けることができるものに係る規定の整備で、

独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において、直接教育の

用に供するものを追加するものでございます。

　　次に、附則第10 条の２、特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の軽減

措置の特例割合に係る規定の整備で、地域決定型地方特例措置として、町独自に定めら

れるわがまち特例の対象となったことから、固定資産税の特例割合を町の条例で定める

もので、第４項の次に次の５項を加え、第６項を11 項に、第５項を10 項に改めるも

のでございます。

　　まず、第５項ですけれども、法附則第15 条第 33 項第１号イに規定する設備として、

太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備について、町の条例で定める

割合を２分の１から６分の５の範囲で定めることとなっていることから、町としては３

分の２と定めるものでございます。

　　次に、第６項ですけれども、法附則第15 条第 33 項第１号ロに規定する設備として、

風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備について、町の条例で定める割

合を２分の１から６分の５の範囲で定めることとなっていることから、町としては３分

の２と定めるものでございます。

　　次に、第７項、法附則第15 条第 33 項第２号イに規定する設備として、水力を電気

に変換する特定再生可能エネルギー発電設備について、町の条例で定める割合を３分の

１から３分の２の範囲で定めることとなっていることから、町としては２分の１と定め

るものでございます。

　　次に、第８項、法附則第15 条第 33 項第２号ロに規定する設備として、地熱を電気

に変換する特定再生可能エネルギー発電設備について、町の条例で定める割合を３分の

１から３分の２の範囲で定めることとなっていることから、町としては２分の１と定め

るものでございます。

　　次に、第９項ですけれども、法附則第15 条第 33 項第２号ハに規定する設備として、

バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備について、町の条例で定

める割合を３分の１から３分の２の範囲で定めることとなっていることから、町として
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は２分の１と定めるものでございます。

　　続きまして、附則第10 条の３、新築住宅等に対する固定資産税の軽減を受ける申告

ですけれども、熱損失防止改修住宅等について、固定資産税の軽減申告書に記載する事

項として、工事に要した費用に加え、補助金等の額を記載するよう追加するものでござ

います。

　　次に、第２条、上士幌町税条例の一部を改正する条例（平成27 年条例第31 号）の

一部を次のように改正いたします。

　　これは、たばこ税に関する改正となり、附則第４条の町たばこ税に関する経過措置の

うち、第３項、第７項、第10 項、第12 項、第14 項について、法の改正に伴う引用

条項及び文言の整理をするものでございます。

　　次に、施行日ですけれども、附則第１条として、この条例は、公布の日から施行し、

平成 28 年４月１日から適用する。ただし、第２条の規定による改正後の上士幌町税条

例の一部を改正する条例附則第４条第７項の規定は、平成29 年１日１日から施行する

ものといたします。

　　次に、第２条として、固定資産税に関する経過措置ですけれども、第１項として、新

条例の規定中、固定資産税に関する部分は平成28 年度以降の年度分の固定資産税につ

いて適用し、平成27 年度分までの固定資産税については、なお従前の例によるものと

し、第２項から第７項までは、平成28 年４月以降に新たに取得された設備に対し課す

る平成29 年度以降の年度分の固定資産税について適用するものと定めるものでござい

ます。

　　以上、議案第39 号上士幌町税条例等の一部を改正する条例の制定について、その提

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

よろしくお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第39 号について

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）　ただいま提案説明があった中で、一つお聞きをしたいという

ふうに思います。

　　バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー、これは本町で今後予定がされ

るわけです。今の説明でいくと、条例の範囲内というのが２分の１から３分の２という

ふうに説明をされたというふうに思うんですけれども、なぜ２分の１としたのかどうか。

その根拠は何なのか。僕の解釈に間違いがあるのであれば、指摘も含めてひとつお願い
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をしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　綿貫町民課長。

○綿貫光義町民課長　この条例で定める割合ですけれども、一応法の割合ということで資

料にも記載されてございますけれども、２分の１となってございます。町で定められる

範囲というのが、先ほど言ったように、第９項になりますけれども、バイオマスの関係

については３分の１から３分の２の範囲で定めることができるということになっており

ますので、法の割合の２分の１に従いまして、町としても２分の１と定めるものでござ

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）　法の定めに従わなくても、その範囲内で条例としてどういう

形で定めるか、つまり割合を定めるか、それは地域性を考慮すべきということだという

ふうに理解をして質問をしたわけですが、今回２分の１にしても税法上３分の２にして

もいいということですね、説明としては。可能であるということですよね。

　　これはちょっと飛躍した話になるんですけれども、将来この中で、今町内で対象にな

る、この条例案が対象になる可能性が一番高いのはバイオマスに関する部分ではないの

かなと。そうしたら、もう少し町内の実情を含めて、固定資産税がなるべく減額できる

のであれば減額する方向で考えるべきではないかという考えを持っています。

　　これについては、今はこのまま通して、行政の範囲内というか、町村での条例の範囲

内で割合を変更することができるのであれば、後で変更することも全然問題はないと思

うんです、実情を踏まえて。今回決めたらもうそのまま変更ができない、条例ですから

できないということにはならないと思うんですけれども、そういう解釈なら理解もでき

るんですが、その辺について、もう一度答弁を願いたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　綿貫町民課長。

○綿貫光義町民課長　今回の税条例改正におきましては、このバイオマスの条例で定める

割合については２分の１ということで進めさせていただきますけれども、これからバイ

オマス等の施設等が建設されるということであれば、それに見合った検討をしていくと

いうことでいきたいというふうに考えてございます。

○議長（杉山幸昭議長）　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　わかりました。そういうことで、今回については了解をした

いと思いますが、ただ気になることが一つあります。

　　今これから農業で、そのバイオマスというのは十数億の単位で恐らくその設置費用が

かかる可能性があります。非常に大きな事業費用を要する施設で、将来のこの上士幌の
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酪農、畜産に大きく影響があると。そういうことは片方で協議をされているのに、どう

も町民側までそういった情報が伝わっていっていないんじゃないか。

　　やっぱりそういうものがこれからの、例えば地方版の戦略とかいろいろ出しているわ

けですけれども、そういう中にも、その農業予算の部分はちょっと今回載っていなかっ

たんですが、農業関連施設施策については載っていなかったんですが、そういった庁舎

内の情報の共有化というのがきちんと進んでいないんじゃないのかなと、残念ながら。

人員不足等も多少、影響があるのか大変忙しそうにしているなという気はするわけです

けれども、そういうことには今回については理解をするんですけれども、そういうこと

は今回十分議論をされなかった、検討されなかった要因ではないかという心配を感じる

ということを指摘をして、この部分については終わりたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　綿貫町民課長。

○綿貫光義町民課長　今回の改正については、附則でもうたってございますけれども、平

成 28 年４月１日から平成30 年３月31 日までに取得したものに対して課税されたも

のに特例割合課税が適用されるということでございますので、ということは、29 年度

に設置するということになろうかと思います。ですから、今のところでは29 年度まで

には完成しないというふうに理解してございますので、新たにこういった部分が出てく

れば、条例等でわがまち特例ということございますので、検討していきたいと、そうい

うふうに考えてございます。

○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）　ただいま説明を聞きますと、29 年度設置と、28 年度の中に

29 年度に対する一部改正だということでありますけれども、我が町の税制については

これ収入という形になるわけであります。したがって、これからの29 年度以降につい

て、今課長は考えたいと、提案されたこと以外も検討していきたいんだと。しかしなが

ら、今までのものというのはこの一部改正だけで終わって、そのままだという考え方で

進めていくのかどうか。

　　現在まで固定資産の比率だとか掛け率は決まっていますよね。1,000分の９だとか。

固定資産はいろいろな建物から土地からいろいろなものがあるわけですけれども、そう

いうものは、29 年度以降のものについては改正だとか検討するけれども、現在までの

固定資産の比率というのは変えないということなのかどうかということを伺ったんです。

○議長（杉山幸昭議長）　綿貫町民課長。

○綿貫光義町民課長　今の質問でございますけれども、このわがまち特例というのは、こ
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の太陽光ですとか風力ですとか、再生エネルギーということでございますので、それ以

外の一般の固定資産税については法で決められたとおり、町独自では決められないとい

うことになりますので、引き続き一般の固定資産税については進めていきたいというふ

うに考えてございます。

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですね。

　　ほかありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 39 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論ありませんので、これより議案第 39 号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 39 号は原案のとおり可決されました。

　　ここで 15 分間休憩といたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午後　１時５７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０９分）

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

◎議案第４０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40 号上士幌町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　尾形保健福祉課長。

○尾形昌彦保健福祉課長　ただいま上程されました議案第40 号上士幌町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容についてご説明申し上

げます。

　　町例規集は第７編民政、第３章国民健康保険をご参照願います。

－53－



　　提案の理由でありますが、地方税法施行令の一部を改正する政令が平成 28 年３月

31 日に公布されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。

　　大きく２点の改正を行うものでありますが、１点目は国民健康保険税における付加限

度額の引き上げ、２点目は低所得者の保険税負担を軽減するため、５割軽減及び２割軽

減の対象世帯に係る軽減判定所得基準を変更する改正であります。

　　別紙資料の議案第40 号関係の３ページ、上士幌町国民健康保険税条例の一部改正に

ついてをごらんください。

　　１点目の国民健康保険税における付加限度額の引き上げに関する改正の内容でありま

すが、国民健康保険税については、医療分、後期高齢者支援分、介護支援分とそれぞれ

に税率等が定められております。今回は医療分の付加限度額を現行の52 万円から54

万円に、後期高齢者支援分の付加限度額を現行の17 万円から19 万円にそれぞれ改正

するものであります。

　　次に、改正による影響額ですが、医療分につきましては、世帯数884世帯のうち、現

行の限度額世帯が110世帯ございまして、改正後における対象世帯は104世帯、税額に

いたしまして233万2,000円がふえると試算しております。また、後期高齢者支援分に

つきましては、世帯数884世帯のうち、現行で限度額に達している世帯が104世帯ござ

います。改正後における対象世帯は87 世帯、税額にして195万4,000円ふえると試算

しております。改正後の合計として428万6,000円の税収増の見込みとなってございま

す。

　　国保会計は被保険者数の減少による税収入の減少要因があり、国保会計から支出して

いる後期高齢者支援金、介護納付金の１人当たりの金額は年々増加している状況にござ

います。さらに、医療費の状況は全国的に増加傾向であり、高額な医療の割合も多い状

況にございます。

　　本町の国保会計は、近年の繰越金が100万円単位であり、非常に厳しい財政運営とな

ってございます。自主財源の確保の観点から、国の政令改正どおり付加限度額を改正さ

せていただきたくご提案するものであります。

　　２点目の国民健康保険税における軽減制度に関する改正内容でありますが、５割を減

額する所得判定基準については、国保加入者１人当たりに加算する金額を現行の26 万

円から26 万5,000円に、また２割を軽減する所得判定基準については、国保加入者等

１人当たりに加算する金額を現行の47 万円から48 万円に改正し、軽減対象世帯の所

得判定基準の拡大を行うものであります。

　　次に、裏面をごらんください。
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　　（２）改正による影響額でありますが、５割軽減対象世帯につきましては、試算ベー

スで２割軽減から５割軽減に引き上げられる世帯が２世帯ふえ、98 世帯から100世帯

に対象世帯の範囲が拡大されます。また、２割軽減対象世帯につきましては、軽減対象

でなかった世帯から２割軽減に引き上げられた世帯が５世帯、５割軽減対象へ移行した

２世帯を差し引きますと３世帯の増となり、93 世帯が対象世帯となります。７割軽減

も含めた全体の軽減対象世帯は474世帯となり、５世帯の増となります。

　　下の表の軽減額の増加、すなわち減額される税額についてでありますが、軽減対象世

帯が増加することにより、軽減額は５割軽減で13 万3,000円、２割軽減で７万7,000

円となり、税収としては 21 万円の減と試算しております。

　　なお、この軽減措置による国保税の減収分につきましては、一般会計からの法定繰り

入れの予算措置ができるものであり、軽減額の４分の３については北海道からの補助が

あります。

　　次に、議案第40 号関係、１ページの新旧対照表により条文改正のご説明をいたしま

す。

　　第２条は付加限度額の規定でありますが、同条第２項では、医療分である基礎課税額

の付加限度額を52 万円から54 万円に、同条第３項では後期高齢者支援等課税限度額

の付加限度額を 17 万円から 19 万円に改正するものであります。

　　次に、第21 条は国民健康保険税の軽減措置を規定しておりますが、同条第１項で、

軽減措置後の課税付加限度額について、基礎課税分を52 万円から54 万円に、後期高

齢者支援分では 17 万円から 19 万円にそれぞれ改正を行うものであります。

　　同条２項２号は５割軽減の対象となる規定でありますが、26 万円を26 万5,000円

に、また、同条第３号は２割軽減の対象となる規定でありますが、47 万円を48 万円

にそれぞれ改正するものであります。

　　附則においては、施行期日を公布の日から施行し、平成28 年４月１日より適用する

ものです。

　　また、この改正内容につきましては、本年５月19 日開催の国民健康保険運営協議会

に諮問し、承認の答申をいただいておりますことを申し添えます。

　　以上、上士幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、その提案

理由と内容についてご説明申し上げました。ご審議いただき、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40 号について

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）　委員会でも多少説明はあり、そこでいろいろ質疑させてもら

いましたが、正式な議案はきょうが議会での議案ですので、ここで再度、確認の意味で

質問させてもらいます。

　　軽減の分について21 万円減、これは了承したいと思うんですが、限度額について引

き上げるということですので、 終的には町民負担がふえるのではないかと。

　　質問したい項目なんですが、では、町の国民健康保険の財政状況はどうなのかと。平

成 27 年度は結構厳しいかと思っていたんですが、 終的には繰り入れがなかったとい

うことも含めて、28 年度当初に向けては財政状況はどうなのかと。さらに厳しいのは

間違いないと思うんですが、年度内で税率の引き上げが今回ありませんので、それは賛

成したいと思うんですが、年度内でもし財政的に厳しい状況があった場合について、そ

こで引き上げということにはなりませんので、町の会計繰り入れ等も含めて、引き上げ

を行わないで済むのかどうか質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　尾形保健福祉課長。

○尾形昌彦保健福祉課長　まず、27 年の状況でございますけれども、補正予算の議決を

いただきまして、基金を繰り入れて何とかしのげるということでの補正予算案を出させ

ていただきまして、ご承認をいただいて、27 年度の決算を迎えようとしたところでご

ざいます。しかしながら、27 年度につきましては、思ったよりも税収が伸びたこと、

それから医療費が想定よりも少なく支出されたということで、何とか基金を繰り入れな

いで、黒字で決算できそうな状況にあるということでございます。

　　概算額としましては、歳入のほうが８億5,500万円程度、それから歳出のほうが８億

4,700万円程度で、780万円ほどの黒字の見込みという状況になってございます。

　　それから、28 年度の今後の状況の見込みでございますけれども、やはり山本議員言

われたように、非常に高齢者の比率が多くなって、後期高齢の分の医療費の増額がまず

一つございます。それから、歳入の分でいきますと、国保の被保険者数が減ってきてい

て、それによる減がございますし、総体の医療費の増加がございます。それから、加入

者の減少につきましては、農家等の法人化なども非常に大きく影響しているということ

で、法人化された職員については社会保険のほうに移行して、さらに被保険者数の減少

に向かっているという状況にございまして、非常に将来については厳しい実態にあると

いうことは否めない状況でございます。

　　今後の国保の運営につきましては、基金の運用ができれば基金の運用の中で進めてま

いりたいというふうに考えてございますし、もしそれを上回るような部分については、

－56－



また議会のご承認をいただきながら、一般会計のほうから繰り入れということもあり得

るかとはいうふうに思ってございます。

　　いずれにしても、医療費のほうの総額もどう抑えていくかというような取り組みも必

要かと思いますので、先ほどの一般質問等でも議論がございましたように、いかに医療

費を下げて、早期発見、早期治療、早期予防というような取り組みもあわせて進めなが

ら、国保の運営のほうを進めてまいりたいというふうに考えてございます。

○議長（杉山幸昭議長）　ほか、質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 40 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

　　討論がありますので、これより討論を行います。

　　先に、本案に対する反対の討論を行います。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　議案第40 号上士幌町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の制定について反対討論を行います。

　　国民健康保険の加入者のほとんどは退職された方や農家、商店街の自営業の方です。

ですから、収入の少ない方が多いのに医療費がかかる状況で、会計は毎年火の車状態で

す。本来なら、国の責任できちんと医療を受けられるように国が負担するべきです。と

ころが、1984 年に国庫負担の割合が総医療費の50 ％から、患者負担を除いた保険給

付の 50 ％になり、総医療費に換算しますと38.5 ％に大幅に減らされました。そのこ

とにより、どこの市町村も会計が厳しくなり、国保税はどんどん引き上げられてきまし

た。

　　また、滞納者に対しては、短期被保険者証や実際無保険の資格証明書の発行をするよ

うに通達を出すなど、安心できる保険制度にだんだん遠くなっていく状況です。

　　そして、どの市町村も大変なので、平成30 年度から都道府県を一つにする広域化に

されてしまうことに決定しています。ますます保険を払えない人、医療を受けられない

方が多くなると心配するところです。

　　上士幌町の状況ですが、後期高齢者医療制度の始まった平成20 年度との比較では、

限度額は基礎、後期、介護納付金合わせて 68 万円から、 28 年度引き上がりますと

89 万円と、21 万円、30 ％もアップしてしまいます。このほか、平成23 年度には

限度額以外の税率も引き上げられております。資格証明書も平成24 年度より発行いた

しまして、平成27 年６月１日現在では、資格者証が６世帯、短期被保険者証が17 世
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帯となっています。

　　今回の改正につきましては、限度額引き上げという国の方針に基づくものではありま

すが、引き上げを行うべきではないと反対いたします。今回、昨年に引き続き低所得者

への軽減が拡大され、一定評価する点もありますが、限度額の引き上げで町民負担がふ

えるために反対いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　次に、本案に対する賛成の討論を行います。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、本案に対する反対の討論を行います。

（「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40 号に対

する討論を終結いたします。

　　これより議案第 40 号の採決を行います。

　　本案は起立により採決を行いますが、起立しない議員は反対とみなします。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案可決すべきものと決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（杉山幸昭議長）　起立多数であります。

　　よって、議案第 40 号は原案可決すべきものと決定いたしました。

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

◎議案第４１号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第11 、議案第41 号工事請負契約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。

　　杉本総務課長。

○杉本　章総務課長　ただいま上程されました議案第41 号工事請負契約の締結について、

その提案理由と内容についてご説明申し上げます。

　　別紙議案第 41 号関係資料をご参照願います。

　　議決を求めます工事請負契約の締結は、上士幌町生涯学習センター既存改修工事であ

ります。

　　本事業は、上士幌町生涯学習センター改築工事にあわせ、既存施設部分を改修するも
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のであり、会計予算につきましては、平成28 年度当初予算として議決をいただいたも

のであります。

　　工事の概要ですが、生涯学習センター既存棟の建築主体、電気設備、機械設備の改修

工事を行うもので、内容は、照明交換、和式トイレの洋式化、建具の交換、車庫を倉庫

に、機械室を物品庫に改修するものであります。

　　工事入札につきましては、平成28 年６月１日午前９時30 分に執行し、町内業者を

含む５共同企業体での指名競争入札の結果、１回の入札により落札されました。

　　契約の金額は7,452万円、入札予定価格は7,655万400円で、落札率は97.35％であ

ります。

　　契約の相手方は、ネクサス・森岡経常建設共同企業体、代表者、帯広市西６条南６丁

目４番地、株式会社ネクサス、代表取締役社長、曽根一氏であります。

　　また、当該工事の工期は契約締結の日から平成 29 年３月 20 日までとしています。

　　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41 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 41 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41 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 41 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第４２号から議案第４４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42 号北海道町村議会議員公務災害補償等

組合規約の変更について、日程第13 、議案第43 号北海道市町村総合事務組合規約の
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変更について、日程第14 、議案第44 号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に

ついて、以上３案を一括して議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　杉本総務課長。

○杉本　章総務課長　ただいま上程されました議案第42 号北海道町村議会議員公務災害

補償等組合規約の変更について、議案第43 号北海道市町村総合事務組合規約の変更に

ついて、議案第44 号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、以上３件に

つきまして、一括してその提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　このたび本町が構成団体となっている一部事務組合において、解散により脱退する団

体があるため、地方自治法第286条第１項の規定により、組合規約の変更が必要となる

ことから、組合規約の変更に関して議会の議決を求めるものであります。

　　初めに、議案第42 号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、

具体的な変更内容をご説明いたします。

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

償事務等を行っている一部事務組合であります。

　　詳しい改正内容は、議案第42 号関係、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約、

新旧対照表をご参照願います。

　　別表第１の組合町村等について、「北空知学校給食組合」を削除します。

　　なお、附則として、この規約は、地方自治法第286条第１項の規定による総務大臣の

許可の日から施行するとするものであります。

　　次に、議案第43 号北海道市町村総合事務組合規約の変更について、具体的な変更内

容をご説明いたします。

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

務等を行っている一部事務組合であります。

　　詳しい改正内容は、議案第43 号関係、北海道市町村総合事務組合規約、新旧対照表

をご参照願います。

　　別表第１、組合を組織する地方公共団体について、空知総合振興局（ 34 ）の項中

「（ 34 ）」を「（ 33 ）」に改正し、「、北空知学校給食組合」を削除します。

　　次に、別表第２の９地方公務員災害補償法第69 条の規定に基づく非常勤の職員の公

務上の災害または通勤による災害に対する補償に関する事務の項中「、北空知学校給食

組合」を削除します。

　　なお、附則として、この規約は、地方自治法第286条第１項の規定による総務大臣の
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許可の日から施行するとするものであります。

　　次に、議案第44 号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、具体的な変

更内容をご説明いたします。

　　北海道市町村職員退職手当組合につきましては、市町村職員等の退職手当支給事務を

行っている一部事務組合であります。

　　詳しい改正内容は、議案第44 号関係、北海道市町村職員退職手当組合規約、新旧対

照表をご参照願います。

　　第１条中「健全化を」を「健全化に」改正し、第３条中「地方公共団体」を「市町村、

一部事務組合及び広域連合」に改正し、第５条の表中「市にあっては、通じて１人町村

にあっては、北海道総合振興局及び北海道振興局の管内」を「市にあっては通じて１人、

町村にあっては北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例（平成20 年北海道条

例第 78 号）別表第１の所管区域に定める地域」に改正します。

　　これらの改正につきましては、規約の趣旨を改めるものではなく、文言の整理を行う

ものであります。

　　次に、別表を記載のとおり改正します。

　　改正の内容につきましては、北空知学校給食組合を削除するもので、あわせて、改正

前は市町村及び市町村の一部事務組合で１つであった表を、市町村の表と一部事務組合

及び広域連合の表の２つに整理、分割するものであります。

　　なお、附則として、この規約は、地方自治法第286条第１項の規定による総務大臣の

許可の日から施行するとするものであります。

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

ただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより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 42 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42 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

－61－



　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 42 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 43 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43 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 43 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 44 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44 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 44 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第４５号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第15 、議案第45 号財産の取得についてを議題といたし

ます。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　名波建設課長。

○名波　透建設課長　ただいま上程されました議案第45 号財産の取得について、その提

案理由と内容についてご説明申し上げます。

　　配付させていただきました議案第 45 号関係の資料をご参照願います。

　　取得しようとする財産は、去る５月19 日に、十勝管内の除雪ドーザ取り扱い業者３
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社により見積もり合わせを行いました。雪寒建設機械整備事業により購入する除雪ドー

ザ車であります。

　　財産の種類は物品、車両。財産の内容は除雪ドーザ、13 トン級車輪式、マルチプラ

ウ、簡易着脱装置つき１台でございます。

　　取得金額は2,080万800円で、契約の相手方は、帯広市西22 条北１丁目２番28 号、

北海道川崎建機株式会社帯広支店、支店長、吉田信之氏であります。

　　今回の購入につきまして、平成14 年度に購入いたしました除雪ドーザ車の作業を補

うために新規導入し、除雪体制及び道路維持体制の整備強化を図るものであります。

　　主な作業としまして、市街地道路や公共駐車場、また農村地区や広範囲に点在します

水源地施設など、大型除雪専用車では作業が困難な部分を対象とし、除雪作業全体の効

率化を図り、作業時間の短縮及び暴風雪時の緊急対策強化を目指しております。

　　また、降雪期以外の作業としましても、砂利道の町道の維持管理や、台風などにより

被災した施設の復旧作業を予定しております。

　　購入機種及び性能等の仕様並びに町所有の土木車両等につきまして、関係資料を添付

いたしましたのでご参照ください。

　　以上、地方自治法第96 条第１項第８号の規定により、財産の取得についての提案理

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

お願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　追加説明がございますので。

○名波　透建設課長　失礼しました。

　　先ほどの契約の相手方、吉田信之氏ではございませんで、古田信之氏でございました。

　　失礼いたしました。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第45 号について

質疑を行います。質疑ありますか。

　　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　これ除雪ドーザというふうになっていますよね。一般的にそ

ういうふうにいうんだろうかなという、僕らショベルドーザ、除雪プラウつきと言った

ほうが十分わかりやすい。恐らくこれショベルドーザとメーカー名があって、社名番号

というのがある。一般的にはそれを使うんではないかな。説明にそれを記載しても何ら

問題はないような気がするんですけれども。

　　もう一点は、夏季間も使えるようにということで、ショベルドーザであれば、バケッ

トは標準にきちんとついているんだというふうに理解をしていいのかどうか。ショベル
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ドーザにスノープラウを、マルチプラウという言い方になっていますけれども、をつけ

る、着脱装置つきのそれは装置ですからつくようになっているという、装置をつけると

いう形だと思うんですけれども、そういう形であれば非常にわかりがいいと。別にこれ

反対するでも何でもないけれども、説明を、それを記載しても問題はないのであれば、

これからメーカー名であるとか、大きさをあらわすのが排気量であったり、いろいろ実

はあるんですけれども、一般的に使われている、そういったカタログに書いてあるよう

なことで書いていただいたほうが説明がしやすいし、ちょっとわかりやすいのではない

かと思うんですが、今後そういった配慮をお願いをしたいということと、これバケット

つきなのかどうか、ほかの附属部品はどうなっているのかも含めてお聞きをしたいと思

います。

○議長（杉山幸昭議長）　名波建設課長。

○名波　透建設課長　今のいわゆる除雪ドーザというのは、除雪業務に関して使っており

ます名称でございまして、一般的にはタイヤショベルと言ったほうがわかりやすいのか

と思います。

　　メーカーにつきましては日立の車になります。今回３社で見積もりをとりまして、日

立と、日立川崎系の車と、コマツの車両で見積もり合わせを行いました。もう一車種、

キャタピラーの車種もあるんですが、モデルチェンジの 中らしくて、今回の納期には

間に合わないということで除外をさせていただいたところでございます。

　　一般的な名称と、それから資料につきましては、次回のこういった提案に参考にさせ

ていただきたいと思います。

　　それから、バケットについては、基本的ないわゆるマルチプラウじゃなくてスノーバ

ケットと言われているものですけれども、それも標準で装備しております。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　佐々木議員、いいですか。

　　ほか、質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 45 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45 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。
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　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 45 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第４６号から議案第５１号の上程、説明、質疑、討論、採

決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第16 、議案第46 号平成28 年度上士幌町一般会計補正

予算（第２号）、日程第17 、議案第47 号平成28 年度上士幌町国民健康保険特別会

計補正予算（第１号）、日程第18 、議案第48 号平成28 年度上士幌町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）、日程第19 、議案第49 号平成28 年度上士幌町介護

保険特別会計補正予算（第１号）、日程第20 、議案第50 号平成 28 年度上士幌町水

道事業特別会計補正予算（第１号）、日程第21 、議案第51 号平成28 年度上士幌町

公共下水道事業特別会計補正予算（第１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46 号から議案第51 号までの平成

28 年度一般会計並びに各特別会計補正予算の内容を申し上げます。

　　補正総額は２億3,238万4,000円の追加補正となります。補正後の予算規模は、一般

会計並びに５特別会計の総額で 99 億9,829万3,000円となります。

　　それでは、各会計の内容を申し上げます。

　　議案第 46 号一般会計補正予算（第２号）でございます。

　　１ページをごらんください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２億2,738万9,000円を追加し、

総額を 80 億2,707万8,000円とするものでございます。

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

ページから４ページの第１表のとおりでございます。

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

債の限度額を 13 億6,520万円から 13 億3,990万円に変更補正するものでございます。

　　それでは、歳出のうち追加補正の主なものといたしまして、人件費職員分として238

万4,000円、同じく人件費準職員分として316万1,000円、住宅用太陽光発電システム

導入支援事業160万円、情報セキュリティ強化対策事業4,629万1,000円、臨時福祉給
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付金支給事業508万円、年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業330万円、障害者地

域生活支援事業1,239万円、畜産クラスター関連事業１億3,611万8,000円、東部居辺

地区道営農地整備事業491万2,000円、林産業振興対策事業265万9,000円、公園維持

管理事業173万9,000円、平成28 年熊本地震支援事業769万8,000円、公営塾開設事

業614万6,000円、体育振興活動管理経費250万円を追加補正をいたします。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略をさせていただきます。

　　次に、各特別会計の補正予算についてご説明を申し上げます。

　　 33 ページの議案第47 号国民健康保険特別会計補正予算（第１号）をごらんくださ

い。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ540万5,000円を追加し、総額を

８億8,300万3,000円とするものでございます。

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

34 ページから 35 ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出の補正内容につきましては、事務管理経費142万6,000円、一般被保険者療養給

付費406万9,000円、後期高齢者支援金５万7,000円、前期高齢者納付金１万9,000円

を追加補正するとともに、人件費 16 万6,000円を減額補正するものでございます。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。

　　次に、44 ページの議案第48 号後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）をごら

んください。

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

8,570万円とするものでございます。

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

45 ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出の主な補正内容につきましては、人件費２万4,000円減額補正をいたします。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。

　　次に、50 ページの議案第49 号介護保険特別会計補正予算（第１号）をごらんくだ

さい。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ28 万2,000円を減額し、総額

を５億4,718万6,000円とするものでございます。

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

51 ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出の補正内容につきましては、人件費64 万円を減額補正いたします。また、介護

－66－



予防普及啓発事業21 万6,000円、地域包括センター運営事業14 万2,000円をそれぞ

れ追加補正いたします。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略いたします。

　　次に、59 ページの議案第50 号水道事業特別会計補正予算（第１号）をごらんくだ

さい。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ５万2,000円を減額し、総額を

２億897万3,000円とするものでございます。

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

60 ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出の主な補正内容につきましては、人件費５万2,000円を減額補正するものでござ

います。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。

　　次に、65 ページの議案第51 号公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）をごら

んください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ５万2,000円を減額し、総額を

２億4,635万3,000円とするものでございます。

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

66 ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出の主な補正内容につきましては、人件費５万2,000円を減額補正するものでござ

います。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。

　　以上、一般会計並びに５特別会計の補正内容についてご提案を申し上げました。

　　よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願い申し上げます。

○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46 号平成28 年度上士幌町一般会計補正予算（第２号）から質疑

を行います。

　　初めに、事項別明細書の歳出から質疑を行います。

　　事項別明細書の歳出は、 11 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。11 ページから14 ページまで、

質疑ありますか。

　　 10 番、山本和子議員。
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○１０番（山本和子議員）　情報セキュリティ強化対策事業について質問いたします。

　　今回委員会でもらいました資料によりますと、サーバー５台、ほか管理機器含めて約

4,600万円ほど組まれていますが、今後、例えばこのような、今後においてもさまざま、

設置するための経費はかかってくるんだろうと。当初で見ればいろいろ補正、補正でき

て、当初予算でも、昨年も組んでいますし、すごくどんどん経費がふえていくと。その

点これからどうなるのかと。

　　それから、なかなか私も理解しがたいんですが、仮想サーバーをつくって、そこにど

うのこうのと。その仮想サーバー自体は、保守管理等はこれからかからないものかどう

か、その辺について質問したいのと、もう一点は、仮想サーバーをつくったとしても、

そこで実際に作業をしても、実際に自分のパソコンにはデータが残らないということを

質問で聞いたんですが、本当にその仮想サーバー自体がどこかから情報が漏れることが

ないのかと。こういうことというのは今までやったことがないと思うので、万が一そう

なった場合に、またまたいろいろ経費がかかったり、あるのではないかと思います。

　　それから、もう一点なんですが、年金の関係のまだ情報つないでいませんが、年金関

係はいつつなぐのかと。

　　その辺について３点大きく質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　杉本総務課長。

○杉本　章総務課長　ただいまのご質問でございますけれども、今回の情報セキュリティ

対策につきましては、昨年日本年金機構の情報流出問題を契機にしまして、総務省の中

で検討が行われて、昨年12 月に総務大臣より「新たな自治体情報セキュリティ対策の

抜本的強化について」ということで要請を受けているところでございます。

　　 28 年の３月議会で補助事業分については予算をご可決いただきまして、その予算に

つきましては平成28 年度に繰り越して執行するということでございます。今回の提案

させていただきました予算につきましては、補助事業分とあわせて行う町の単独事業に

係る整備費についてということであります。

　　今回の整備をもちまして、一定程度の本町におけるセキュリティの対策が完了すると

いうふうに考えておりますので、今後次から次へと整備費がかかってくるということは

今の段階ではないのではないかなと思います。ただ、法改正とかそういうものについて

伴う部分については、これからも出てくるということは予想されるところではあります。

　　それから、管理費につきましては、毎年ソフトウエアのライセンス料ですとか、サー

バーのメンテナンス費用とか、そういうものがありますので、概算ですけれども、毎年

270万円ぐらい必要になってくるのかなというふうに思います。
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　　それから、データが職員のパソコンに残らないのか。また、仮想サーバーから情報が

漏れることがないのかというご質問ですけれども、新たに設置する仮想サーバーにつき

ましては、閉じたネットワークの中に設置するものでありまして、インターネット等を

通じて流出することはないということと、それから、職員のパソコンにつきましても、

ＵＳＢメモリー等の外部媒体を接続禁止にするというような設定も行いますので、そこ

から情報が漏れるということはないというふうに考えております。

　　年金につきまして、一定程度延期されているということですけれども、まだはっきり

としたいつという日はまだ決まっていないというふうに聞いております。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　説明は受けましたので、これは、事業費については今後毎年

270万円程度かかると。それで、それは了解といいますか、わかりましたが、今後につ

いて一定完了するといいましても何が起きるかわかりませんので、初めての国の大型事

業ですので、多少、国が出してくれるのならまだしも、町の財政で結構な額ですので、

これからも要注意だなと私は思っております。

　　質問といいますか、総務課に聞いてもなかなかこれ以上の答弁はないと思うんですが。

それから、情報のセキュリティーの問題でもそうなんですが、説明は一旦わかるんです

けれども、仮想サーバーは閉じられているからいいといっても、いろいろなことがあれ

ば、私はネットの世界は余りよくわかりませんが、仮想サーバーだろうが何だろうが、

いろいろな形で入ってくるんではないかという、いろいろな私も一応ネットは毎日眺め

ていますけれども、想定できないことは起こり得るのではないかということがあります

ので、その点を含めて、何かあれば国の言うとおりやるのではなくて、やっぱりきちん

と町村会を含めて、きちんと国のやることも見ながら、きちんと把握をしながら進めて

ほしいなと私は思っています。

　　年金についても、多分まだつないでいないと思うんですが、年金は二十何万件漏れた

と。つなぐのを延期して、この４月１日から、８月１日からつなげませんので、それも

含めて十分対処するように、要望といいますか、答弁があればお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　杉本総務課長。

○杉本　章総務課長　今山本議員が言われたようなこと、庁内の関係者に対しても周知徹

底いたしまして、情報流出には細心の注意を払いながら進めていきたいというふうに思

っております。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかに、 11 ページから 14 ページ、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、民生費に入ります。

　　 14 ページから 16 ページまで、質疑を行います。質疑ありますか。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　 16 ページの負担金、補助金の交付金の関係で、同じ事業で

510万7,000円減額して、また助成して、結果的にはプラス・マイナス・ゼロなんです

が、この事業の内容について、多分予算の組み替えか何かだと思うんですが、その点に

ついて質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　尾形保健福祉課長。

○尾形昌彦保健福祉課長　こちら、高齢者等福祉サービス助成事業でございまして、中身

的にはすずらん荘に対します介護認定改善に対する補償金といいますか、支出でござい

ます。

　　当初、補助金で計上させていただいたんですけれども、 終的には10 ％上乗せの成

果報酬というような考えで交付するという考えになったことから、交付金のほうで科目

を変更させていただきまして執行したいということで、今回組み替えをさせていただく

ものでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、衛生費に入ります。

　　 17 ページの質疑を行います。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。

　　 17 ページ、労働費、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。

　　 17 ページから 20 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、土木費に入ります。

　　 20 ページから 21 ページまで、質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、消防費に入ります。

　　 21 ページから 22 ページまで、質疑を行います。質疑ありますか。

－70－



（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、教育費に入ります。

　　 22 ページから 24 ページまで、質疑を行います。質疑ありますか。

　　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　ちょっと私の認識不足で、23 ページ、公営塾開設事業と。こ

れどういう類いのものなんでしょうか。簡潔にお答えください。

○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　この公営塾については、例えば隣の足寄町においては、

去年の10 月から町が実施する学習塾を実施しているところでありますが、上士幌につ

いても、内容的にはこの公営塾については進めていきたいという考え方がまず持ってお

ります。

　　その背景には、まず１点目としましては、毎年小学校６年生と中学校３年生を対象に、

学力・学習状況調査という調査をしておりますが、その結果が、成績、学力の状況が二

極化にあると。点数に格差があると。そういうような状況の中で、なかなか今小学校に

も、少人数学級教材であるとかチームティーチングとか、そういうような、町から教職

員を配置する中で、いろいろな改善策をとっていたり、また、中学校においても習熟度

別に、教科によってはクラス１つではなくて分けて授業をするとか、そういうようない

ろいろな取り組みをしているところでありますが、なかなかその二極化の状況というの

を改善するまでには至らないと。

　　そういう状況の中で、学校教育、公教育、これをサポートしていく、生徒を個々に個

別指導ができる、そういうような公営塾ができないだろうかと。そういうことがまず１

点あるのと、もう一点は、上士幌高等学校の入学者数、それと地元、上士幌中学校から

の進学率がちょっと低迷している状況があると。ことしと去年の入学者の状況では、上

士幌中学校からの子供たちの中で、上士幌高校に進学した率ということであれば、３割

に満たない子供たちしか進学をしていないと。

　　そういうことがあるのと、あと、上士幌高校の入学者数、高校自体の入学者数という

ことで考えれば、ことし60 名の入学にしか至らなかったということで、上士幌町とし

ても振興策をいろいろ振興会を通じていろいろな取り組みをしているところであります

が、その状況をさらに今後将来を見据えた中で、きちんとした高校への進学率の向上と

入学者数を安定的に確保していく、そのための施策としてもこの公営塾が有効に機能す

るのではないだろうかと。

　　そういうようなことの考えのもと、今回進めさせていただいているところでありまし
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て、これは、例えば子供たちの学力というのは、小学校の算数で一度つまずくと、中学

校の数学でもなかなか理解できなくなって、高校になったら全くわからないと。そうい

うような子供たちも現実的にいるという話をお伺いしておりまして、この個別指導を実

施するということは、結局つまずいた時点までさかのぼって、きちんともう一回学び直

しをして苦手科目を克服していくと。こういうことが個別、子供たちの状況に応じてそ

れぞれ対応できるというのは、非常に有効なメリットでないのかなというふうに考えて

おりますし、または、中学生と高校生を対象にということで今考えておりますが、例え

ば高校の国公立の合格者を、このことによって、当然高校としてもきちんとした講習と

か、学校の先生方は一生懸命努力をしておりますが、それとあわせて、この公営塾をす

ることによって、その相乗効果によって、よりそういう高い大学のほうへの合格が期待

されると。そういうことが結局帯広の進学校に行かなくても、きちんと地元の上士幌高

校に入学しても、目指すべき大学が目標として進めることができるという、そういうよ

うな効果も非常に期待している。そのことがまた上士幌振興会に対する、今通学補助を

していますが、それについても一定程度削減を図ることができる効果にもつながってい

くんじゃないかということであります。

　　ことしについては、夏休み期間、冬休み期間のその間に、夏期講習、冬期講習という

ことで実施をしていく中で、来年度から公営塾を立ち上げて進めたいという考えのもと、

具体的な内容について草案を決めていきたいと。それに対する部分で、この614 万

6,000円というのは、一定程度民間の業者に、実績のある、公営塾の実績であるとか学

習塾の実績のある業者に委託をして進めていきたいと、そういうようなことを考えてお

ります。

　　そういう状況の中で、より子供たちが夢を持って目指せる、そういうような人生を力

強く歩んでいけるような基礎基本を培っていただきたいと。そういうような思いで今回

この構想を検討していく、そして夏冬の講習を進めていきたいということであります。

　　この予算上につきましては、中学生に対する受講の部分と、あと来年の公営塾構想の

コンサル、草案作成、それに向けたいろいろな手だてをしていく部分での経費を見込ん

でおりまして、上士幌高校についても対象として考えておりますが、それについては、

現在この予算補正では具体的な計上はしておりませんが、既存の振興会の補助金があり

ますが、これにつきましては、毎年通学補助の絡みで、年度末の実績に基づいて、こと

し、 27 年度も400万円を超える金額が戻入ということになっておりますので、既存の

予算の中で対応をすることが可能であるということで、高校生については今回補正予算

を上げないで実施をすると、そういうようなことで考えているところでございます。
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　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　ほか、まだ教育委員会ありますね。まだありますね。

　　それでは、ここで 15 分間休憩といたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午後　３時０９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　３時１７分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　先ほど休憩中に理解いたしました。

○議長（杉山幸昭議長）　ほか、教育費、ほかに質疑ございますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、給与費明細書は25 ページから31 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、地方債に関する調書は32 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８ページから10 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、６ページから７ページまで、一

括して質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、一般会計補正予算書の１ページから５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46 号平成28 年度上士幌町一般会計補正予算

（第２号）の質疑を終わります。

　　次に、特別会計補正予算の質疑を行います。

　　特別会計の質疑は会計ごとに歳入、歳出、一括して質疑を行います。
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　　初めに、議案第 47 号平成 28 年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）は、 33 ページから 43 ページまで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）　今回の補正予算の中に、改正しました限度額の引き上げ分が

入っているのかどうか確認いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　尾形保健福祉課長。

○尾形昌彦保健福祉課長　入った形での補正予算という形の組み立てをしてございます。

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですか。

　　ほか、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47 号平成28 年度上士幌町国民健康保険特別

会計補正予算（第１号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 48 号平成 28 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）は、 44 ページから 49 ページまで一括して質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、議案第48 号平成28 年度上士幌町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 49 号平成 28 年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第１号）は、

50 ページから 58 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49 号平成28 年度上士幌町介護保険特別会計

補正予算（第１号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 50 号平成 28 年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第１号）は、

59 ページから 64 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50 号平成28 年度上士幌町水道事業特別会計

補正予算（第１号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 51 号平成 28 年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）は、 65 ページから 71 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51 号平成28 年度上士幌町公共下水道事業特

別会計補正予算（第１号）の質疑を終わります。
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　　次に、各会計補正予算に対する質疑が終了いたしましたので、これより理事者に対す

る総括質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　質疑がございませんので、町理事者に対する総括質疑を終了い

たしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、町理事者に対する総括質疑を終わります。

　　以上をもって、議案第46 号から議案第51 号までの平成28 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46 号平成28 年度上士幌町一般会計補正予算（第２号）の討論を行

います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第46 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 46 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第47 号平成 28 年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

の討論を行います。討論ありますか。

　　討論がありますので、これより討論を行います。

　　先に、本案に対する反対の討論を行います。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　議案第47 号平成28 年度上士幌町国民健康保険特別会計補

正予算に対する反対討論を行います。

　　この予算の中には、先ほど条例改正しました限度額が引き上げられているため、反対

いたします。

　　反対の理由につきましては、議案第40 号と同じ内容ですので、ここで省略いたしま

す。
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　　以上、反対討論といたします。

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

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、本案に対する反対の討論を行います。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ほかに討論はありませんか。

（「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47 号に対

する討論を終結いたします。

　　これより議案第 47 号の採決を行います。

　　本案は起立により採決を行いますが、起立しない議員は反対とみなします。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案可決すべきものと決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（杉山幸昭議長）　起立多数であります。

　　よって、議案第 47 号は原案可決すべきものと決定いたしました。

　　次に、議案第 48 号平成 28 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）の討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第48 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 48 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第49 号平成 28 年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第１号）の討

論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第49 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。
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　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 49 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第50 号平成 28 年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第１号）の討

論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第50 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 50 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 51 号平成 28 年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）の討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第51 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 51 号は原案のとおり可決されました。

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

◎散会の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　以上で本日の議事日程は全て終了いたしましたので、本日の会

議を終わります。

　　あすからは休会とし、本会議の再開は６月24 日金曜日午前10 時でありますので、

ご承知願います。

　　本日はこれにて散会といたします。

（午後　３時２７分）
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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。

　　本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

（午前１０時００分）

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

◎議会運営委員会の報告

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

　　議会運営委員長、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、６月20 日午前９時より、委員会室において、議会運営委員の出

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

案の審議方法などについて審議いたしました。

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

お手元に配付のとおり決定をいたしましたので、ご報告申し上げます。

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

　　日程第１の諸般の報告の中で、さきの北海道町村議会議長会第67 回定期総会におき

まして、山本和子議員が自治功労者表彰を受賞されましたので、議会運用例第147条の

１の規定により報告と、第147条２の規定により、議長より伝達を行いますのでご承知

願います。

　　以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。

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

◎諸般の報告

○議長（杉山幸昭議長）　日程第１、諸般の報告を行います。

　　議会議員の受賞報告と表彰の伝達を、議会運用例第147条の１及び147条の２の規定

により行います。

　　去る６月９日開催の北海道町村議会議長会第67 回定期総会において、議会議員の自

治功労表彰が行われました。本町議会から山本和子議員が表彰されましたことをご報告

申し上げ、これよりその表彰の伝達を行います。

　　ここで暫時休憩といたします。

（午前１０時０２分）
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　──────────────────────────────────────

○議長（杉山幸昭議長）　それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１０時０４分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　以上が諸般の報告であります。

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

略いたします。

　　これをもって、諸般の報告を終わります。

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

◎議案第５２号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第２、議案第52 号工事請負契約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。

　　杉本総務課長。

○杉本　章総務課長　ただいま上程されました議案第52 号工事請負契約の締結について、

その提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　別紙、議案第 52 号関係資料をご参照願います。

　　議決を求めます工事請負契約の締結は、認定こども園北側園庭整備工事であります。

　　本事業は、認定こども園の北側敷地に園庭を整備するものであり、平成28 年度当初

予算において、関係予算の議決をいただいたものであります。

　　工事の概要ですが、整備面積1,722平方メートル、池、築山、石垣などのほか、デッ

キ、ピザ釜、手洗い場、水飲み場などを整備し、植栽を行うものであります。

　　工事入札につきましては、平成28 年６月22 日午前９時30 分に執行し、町内３共

同企業体と町外４業者の合計７業者での指名競争入札の結果、１回の入札により落札さ

れました。

　　契約の金額は6,264万円、入札予定価格は6,495万1,200円で、落札率は96.44％で

あります。

　　契約の相手方は川村組、北海道緑化樹芸経常建設共同企業体、代表者、上士幌町字上

士幌東２線234番地、株式会社川村組、代表取締役川村文雄氏であります。

　　また、当該工事の工期は、契約締結の日から平成28 年 11 月 30 日までとしていま

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。
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　　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52 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 52 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52 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 52 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第５３号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第３、議案第53 号調停の申立て等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53 号調停の申立て等について、

その提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　本案件につきましては、先般６月17 日開催の町議会両常任委員会でのご説明のとお

り、その経過をたどってまいったところであります。

　　しかしながら、ここに至り、本意とするところではありませんが、やむなく法的手段

をもって対処したく、地方自治法第96 条第１項第12 号の規定により、議会の議決を

求めるものであります。

　　内容といたしましては、１、調停の申立て等をする相手の住所及び氏名及び２、調停

申し立ての要旨は記載のとおりであります。

　　３、授権事項といたしましては、（１）として、町は本調停が成立しなかった場合、

または本調停において目的を達することができなかった場合は、２を求める訴えを提起

することができるものとするとし、（２）として、町は本調停または訴訟において必要
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があるときは適当と認める条件で相手方と和解することができるとするものであります。

　　以上、調停の申立て等について、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53 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 53 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53 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 53 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第５４号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第４、議案第54 号平成 28 年度上士幌町一般会計補正予

算（第３号）を議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　ただいま上程されました議案第54 号平成28 年度一般会計補正予

算の内容を申し上げます。

　　補正総額は、2,475万4,000円の追加補正となります。補正後の予算規模は、一般会

計並びに５特別会計の総額で、100億2,304万7,000円となります。

　　それでは、内容を申し上げます。

　　議案第 54 号一般会計補正予算（第３号）でございます。

　　１ページをご覧ください。

　　第１条では、規定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ2,475万4,000円を追加し、総額

を 80 億5,183万2,000円とするものでございます。

　　補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2
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ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出補正の内容につきましては、一般管理経費129万5,000円、ふるさと納税推進事

業249万円、町有財産管理経費18 万9,000円、企画管理経費8,000円、移住促進２地

域居住事業1,300万円、小さな拠点形成に向けた交通ネットワーク体系構築事業319万

7,000円、十勝・イノベーション・エコシステム推進事業10 万円、葬祭場及び墓地管

理経費 13 万3,000円、妊婦健康診査事業 91 万6,000円、車両運行管理経費342万

6,000円を追加補正をいたします。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。

　　以上、一般会計の補正内容についてご提案を申し上げました。

　　よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。

○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54 号について

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）　衛生費の中の葬祭場費ですけれども、13 万3,000円の需用

費の補正なんですが、この内容についてご説明をお願いします。

○議長（杉山幸昭議長）　綿貫町民課長。

○綿貫光義町民課長　葬祭場の補正ですけれども、今回点検した結果、低台車用のバッテ

リーを２個購入するということと、あと耐火煉瓦で取りかえる部分がありますので、そ

の部分を消耗品で計上してございます。

○議長（杉山幸昭議長）　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　なぜお聞きをしたのかというと、３月に当初予算を立てます

ね。普通、年度内にその必要なものについては当然その時点でというか、その以前に一

定の点検だとか補修が必要なものだとか、あるいは事業費にかかわる燃料等も含めて積

算をしていると、すぐ６月に補正を、その需用費でするというのがちょっとその辺の点

検だとか、予算のあり方というのが十分でないというふうに言えるのではないかという

気がしたのでお聞きをしたのですが、特別突発的なことがあったのか、あるいは特別な

要請があったのかちょっとお聞きしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　綿貫町民課長。

○綿貫光義町民課長　今回、新年度になってから火葬場の点検を行っております。

　　その結果、バッテリーについても耐用年数が来ているということで、交換の必要があ

るという指摘がございましたので、今回補正に間に合うということで急遽上げさせてい

ただいたところでございます。
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○議長（杉山幸昭議長）　ちょっと質問の趣旨が、当初予算にどうかということですので。

　　綿貫町民課長。

○綿貫光義町民課長　当初予算を作成するときには、昨年の12 月には当初予算というこ

とで計画を立てるんですけれども、その時点ではまだバッテリーのことについては点検

結果では出ておりませんでした。

　　今回新年度になってから点検した結果、こういうことに指摘されてございますので、

かえるということでございますので、当初予算には間に合わなかったということでご理

解いただきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　ほか、質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって、議案第 54 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54 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 54 号は原案のとおり可決されました。

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

◎監報告第３号の上程、報告

○議長（杉山幸昭議長）　日程第５、監報告第３号例月出納検査報告についてを議題とい

たします。

　　報告書の朗読を省略し、直ちに代表監査委員より報告の説明を求めます。

　　新田勝幸代表監査委員。

○新田勝幸代表監査委員　監報告第３号例月出納検査報告について、その結果を報告申し

上げます。

　　現金出納の検査につきましては、地方自治法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28 年２月分、３月分、４月分の例月出納検査結果を報告するの

もでございます。
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　　検査の対象は、一般会計及び５特別会計の現金の出納状況でございます。

　　提出された各会計、各月ごとの収支状況などの資料を参考としながら、収入・支出伝

票、預貯金通帳等の検査を実施いたしました。

　　検査の結果、計数などは正確であり、諸帳簿などと相違ないことを確認いたしました

ことをご報告申し上げます。

　　以上、監報告第３号の監査結果報告といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　代表監査委員より提出された例月出納検査報告書の収支状況等

は、添付を省略しておりますので、必要な場合は事務局で閲覧を願います。

　　以上で、監報告第３号を報告済みとし、監査委員からの報告を終わります。

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

◎閉会中の継続調査の申出について

○議長（杉山幸昭議長）　日程第６、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ご

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すべて

終了いたしました。

　　お諮りいたします。

　　平成28 年第４回上士幌町議会定例会を閉会したいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。
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　　これで本日の会議を閉じます。

　　今定例会が６月７日から18 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４回上士幌町議会定例会を閉会いたします。

（午前１０時２１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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