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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５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、９月１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、説明員に千葉副町長の出席を求めて委員会を開催し、本日の議事運営及

び議案の審議方法などについて審議いたしました。

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

お手元に配付のとおり決定をいたしましたので、ご報告を申し上げます。

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

　　１点目は、日程第５、会議案第６号から日程第６、会議案７号につきましては、２案

を一括上程及び採決を行うことといたします。

　　２点目は、日程第９、承認第３号から日程第11 、承認第５号までの３件につきまし

ては、３件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12 、報告第３号から日程第13 、報告第４号につきましては、２

件を一括上程及び質疑を行うことといたします。

　　４点目は、日程第14 、報告第５号から日程第15 、報告第６号につきましては、２

件を一括上程及び質疑を行うことといたします。

　　５点目は、日程第 16 、認定第１号から日程第 22 、認定第７号までの７件、平成

27 年度各会計歳入歳出決算の認定については、議長及び議会選出の監査委員を除く議
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員全員による決算審査特別委員会を設置し、これに付託し審査を行いますので、ご承知

を願います。

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

いて協議をしておりますので、議長の指名により委員長及び副委員長を選出いたします

ので、ご承知願います。

　　６点目は、日程第24 、議案第56 号から日程第27 、議案第59 号までの平成28

年度上士幌町一般会計補正予算並びに３特別会計補正予算は、４会計を一括上程及び質

疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。

　　以上をもって議会運営委員会の議事運営報告を終わります。

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

◎会議録署名議員の指名

○議長（杉山幸昭議長）　日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

　　会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において２番、佐々木守議

員、３番、中村保嗣議員を指名いたします。

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

◎会期の決定について

○議長（杉山幸昭議長）　日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

　　お諮りいたします。

　　本定例会の会期は、本日から９月23 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９月 23 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６月１日から平成28 年８月 31 日までの間における議会の諸

会議等について報告書を配付しております。内容等の朗読は省略いたします。

　　以上が諸般の報告であります。

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

　　これをもって諸般の報告を終わります。

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

◎行政報告

○議長（杉山幸昭議長）　日程第４、行政報告を議題といたします。

　　説明員より報告の説明を求めます。

　　杉本総務課長。

○杉本　章総務課長　大雨、台風による被害状況についてご報告申し上げます。

　　平成28 年７月から８月にかけて、大雨や相次ぐ台風の上陸により、本町におきまし

ても被害が生じております。

　　まず初めに、平成28 年７月10 日、 27 日から28 日の大雨による被害状況につい

てご報告いたします。

　　別紙資料１－１をご参照願います。

　　１番目の７月10 日の気象状況ですが、低気圧の接近により７月10 日午後０時09

分に大雨警報が発令されました。

　　アメダス測定値における24 時間雨量は、上士幌地点において20.0 ミリメートル、

ぬかびら源泉郷地点で9.5ミリメートル、三股地点で27.0 ミリメートルとなっていま

す。１時間当たりの最大雨量は、上士幌地点において午後２時から午後３時までの間に

12.5 ミリメートル、ぬかびら源泉郷地点で午後２時から午後３時までの間に3.5ミリ

メートル、三股地点で午後４時から午後５時までの間に13.5 ミリメートルとなってい

ます。

　　資料に記載がありませんが、北海道が清水谷に設置している雨量計では、午後２時か

ら午後４時までの２時間で72.0 ミリメートルの雨量が計測されており、局地的な短時

間での集中豪雨でありました。

　　２番目の７月27 日から 28 日の気象状況は、アメダス測定値における48 時間雨量

は、上士幌地点において90.0 ミリメートル、ぬかびら源泉郷地点で91.5 ミリメート

ル、三股地点で57.5 ミリメートルとなっています。１時間当たりの最大雨量は、上士

幌地点において28 日午前４時から午前５時までの間に7.5ミリメートル、ぬかびら源

泉郷地点で28 日午後10 時から午後11 時までの間に10.5 ミリメートル、三股地点

で 28 日午後 10 時から午後 11 時までの間に9.0ミリメートルとなっています。

　　３番目の被害状況ですが、農業被害については、明渠排水路の被害が２カ所で360万

8,000円となっており、全額を専決処分により予算補正しております。
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　　詳細は２ページから３ページをごらんください。被災箇所、被災状況、復旧内容等に

つきましては、記載のとおりであります。

　　次に、林業被害につきましては、林道の被害が３カ所で225万8,000円となっており、

全額を専決処分により予算補正しております。

　　詳細は４ページから５ページをごらんください。被災箇所、被災状況、復旧内容等に

つきましては、記載のとおりであります。

　　次に、土木被害につきましては、町道の被害が 15 カ所で、被災金額は1,428万

6,000円となっており、復旧経費につきましては、102万円を既定予算で対応し、150

万円を専決処分による予算補正、590万円を補正予算で対応することとしております。

　　詳細は６ページから10 ページをごらんください。被災箇所、被災状況、復旧内容等

につきましては、記載のとおりであります。

　　被害金額合計では1,428万6,000円となっております。復旧経費の予算措置といたし

ましては、既定予算での対応が102万円、専決処分による予算補正として736万6,000

円、補正予算による対応が590万円となっております。

　　被害の大きかった町道上士幌鉱山線内のナイタイ２号橋については、橋台部が洗掘さ

れ通行が危険なことから、７月 10 日から全面通行どめの措置としております。

　　続きまして、平成 28 年８月２日の大雨による被害状況について報告します。

　　別紙資料１－２をご参照願います。

　　１番目の８月２日の気象状況ですが、気圧の谷の影響により８月２日午前11 時 30

分に大雨警報が発令されました。

　　アメダス測定値における24 時間雨量は、上士幌地点において69.0 ミリメートル、

ぬかびら源泉郷地点で36.5 ミリメートル、三股地点で25.0 ミリメートルとなってい

ます。１時間当たりの最大雨量は、上士幌地点において午後４時から午後５時までの間

に 39.0 ミリメートル、ぬかびら源泉郷地点で午後５時から午後６時までの間に18.5

ミリメートル、三股地点で午後４時から午後５時までの間に14.0 ミリメートルとなっ

ています。

　　なお、上士幌地点においては午後４時から午後６時までの２時間に69.0 ミリメート

ル、ぬかびら源泉郷地点では午後３時から午後６時までの３時間に36.5 ミリメートル、

三股地点で午後４時から午後７時までの３時間に25.0 ミリメートルとなっており、短

時間での集中豪雨となりました。

　　２番目の被害状況ですが、農業被害については、農作物の被害は365.31 ヘクタール

で、被災金額につきましては収穫量等の影響が把握できないことから表示しておりませ
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ん。

　　詳細は２ページをごらんください。

　　営農施設については、４カ所となっております。

　　詳細は３ページをごらんください。被災箇所、被災状況等につきましては、記載のと

おりであります。

　　次に、土木被害につきましては、町道が23 カ所で、被害額は726万円となっており、

復旧経費につきましては、76 万円を既定予算で対応し、650万円を専決処分による予

算補正としております。

　　詳細は４ページから７ページをごらんください。被災箇所、被災状況、復旧内容等に

つきましては、記載のとおりであります。

　　最も被害の大きかった町道上音更連絡線については、路盤が流出し通行が危険なこと

から８月２日から８日まで全面通行どめとし、この間に応急措置を実施しました。

　　続きまして、平成28 年８月17 日からの台風７号、11 号、９号による被害状況に

ついて報告いたします。

　　別紙資料１－３をご参照願います。

　　１番目の８月17 日から 23 日までの気象状況ですが、台風７号接近により８月17

日午前 10 時 32 分に大雨洪水警報が発令されました。また、台風11 号の接近と停滞

する前線の影響により、８月20 日午後０時57 分に大雨警報が発令されました。さら

に、台風９号の接近により、８月22 日午後９時39 分に大雨警報が、８月23 日午前

６時 43 分に洪水警報が発令されました。

　　アメダス測定値における７日間の総雨量は、上士幌地点において246.0ミリメートル、

ぬかびら源泉郷地点で480.5ミリメートル、三股地点で405.0ミリメートルとなってお

り、この７日間で８月の平年値を大幅に上回る降水量を記録しています。

　　また、１時間当たりの最大雨量は、上士幌地点において17 日午後６時から午後７時

までの間に31.0 ミリメートル、ぬかびら源泉郷地点で17 日午後６時から午後７時ま

での間に 44.5 ミリメートル、三股地点で 17 日午後６時から午後７時までの間に

23.5 ミリメートルとなっています。

　　２番目の被害状況ですが、農業被害については、明渠排水路の被害が７カ所で3,079

万1,000円となっており、全額を専決処分により予算補正しております。

　　詳細は２ページから３ページをごらんください。

　　農作物の被害は134.22 ヘクタール、被害金額につきましては収穫量等への影響が把

握できないことから表示しておりません。
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　　営農施設については、４件となっております。

　　詳細は４ページから５ページをごらんください。被災箇所、被災状況、復旧内容等に

つきましては、記載のとおりであります。

　　次に、林業被害につきましては、林道６カ所で、595万3,000円となっており、41

万1,000円を既定予算で、554万2,000円を補正予算で対応することとしております。

　　治山施設については、２カ所で450万円。その他５カ所で 80 万円となっており、

20 万円を既定予算で、 60 万円を補正予算で対応することとしております。

　　詳細は６ページから８ページをごらんください。被災箇所、被災状況、復旧内容等に

つきましては、記載のとおりであります。

　　次に、土木被害につきましては、町道74 カ所で1,465万6,000円となっており、復

旧経費につきましては、170万円を既定予算で対応し、115万6,000円を専決処分によ

る予算補正で、1,180万円を補正予算で対応することとしております。

　　詳細は９ページから11 ページをごらんください。被災箇所、被災状況、復旧内容等

につきましては、記載のとおりであります。

　　次に、水道被害につきましては、５カ所で、被災金額は現在調査中であります。

　　詳細は12 ページから13 ページをごらんください。被災箇所、被災状況、復旧内容

等につきましては、記載のとおりであります。

　　被災金額合計は、調査中である水道施設を除き、5,670万円となっております。復旧

経費の予算措置といたしましては、既定予算での対応が231万1,000円、専決処分によ

る予算補正として3,194万7,000円、補正予算による対応が1,794万2,000円となって

います。

　　これらの復旧経費のうち、その復旧に緊急を要したため補正予算として専決処分した

ものについては、後ほどご報告し、承認をお願いすることとしております。

　　なお、８月30 日から31 日の台風10 号による被害も発生しており、復旧作業を進

めておりますが、被害について調査中のものがあるため、本定例会最終日に被害状況を

報告する予定としております。

　　以上、大雨、台風による被害状況についての行政報告といたします。

○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）　以上で行政報告に対する質疑を終結いたします。

　　これをもって行政報告を終わります。

－9－



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

◎会議案第６号及び第７号の上程、説明、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第５、会議案第６号議員の派遣について、日程第６、会議

案第７号議員の派遣についての２案を一括して議題といたします。

　　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６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います。

　　この会議案につきましては、さきの議会運営委員会におきまして、議会運営委員全員

の賛同を得まして、委員長であります私が提案者となった次第であります。

　　会議案第６号は、先進地自治体や機関の研修を行い、議会の役割であります町民の立

場から執行機関を監視し、町民のための各種サービスの向上と、厳しい地方自治体の現

状における政策の補完や、町民とともにまちづくりを推進するための研さんを目的とし

て実施するものであります。

　　具体的な研修内容としては、昨年町が策定した上士幌町人口ビジョン・総合戦略で位

置づけられた５つの基本目標にプラスされた生涯活躍のまち上士幌創生包括プロジェク

トの推進に当たり、株式会社コミュニティネットが運営する栃木県那須町の施設と、別

の民間会社が千葉県で運営する施設の調査、研修と、町が計画する道の駅構想に生かす

ため、施設視察を移動行程の中に入れて実施するものであります。

　　議員各位の満場の賛同を得て会議案をご議決いただき、議員全員が参加をし、研修を

深めていただきたいと思うものであります。

　　次に、会議案７号の提案説明を申し上げ、議員各位の賛同を賜りたいと思います。

　　この会議案につきましても、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になった次第であります。

　　会議案第７号は、例年十勝町村議会議長会が主催する十勝町村議会議員研修会に議員

全員が参加すべく、ご提案をするものであります。

　　本年度の十勝町村議会議員研修会は、10 月 31 日に幕別町において、講師に十勝財

団理事長の長澤秀行氏をお招きして講演が実施される予定であります。

　　議員各位の満場の賛同を得て会議案を可決いただき、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７号の提案説明といたします。
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○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２案を一括して採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　２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６号及び会議案第７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する場合は、議長に一任することで決定されました。

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

◎意見書案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第７、意見書案第６号林業・木材産業の成長産業化に向け

た施策の充実・強化を求める意見書の提出についてを議題といたします。

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

明を求めます。

　　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６号林業・木材産業の成

長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書の提出についての提案説明について

ご説明を申し上げます。

　　この意見書につきましては、北海道森林・林業・林産業活性化促進議員連盟連絡会か

ら各地の林活議連会長に、また、北海道町村議長会から各町村議会議長に要請があり、

さきの議会運営委員会におきまして、議会運営委員全員の賛同を得まして、私が提案者

となった次第であります。

　　北海道では、森林整備事業及び治山事業や次世代林業基盤づくり交付金などを活用し、

植林、間伐、路網の整備、山地災害の防止、木造公共施設の整備などさまざまな取り組

みを進めてきました。こうした取り組みを進めさらに加速させ、林業・木材産業の成長

産業化を実現するため、安定的な財源確保を求めるものであります。

　　以下、本文を読み上げ、提案説明といたします。
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　　林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書（案）。

　　本道の森林は全国の森林面積の約４分の１を占め、国土保全、地球温暖化防止、林産

物の供給等の多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能を十分に発揮させるた

めには、「植えて育てて、伐って使って、また植える」といった森林資源の循環利用を

進める必要がある。

　　また、森林の整備を進め、木材を積極的に利用して林業・木材産業の成長産業化を図

ることは、山村地域を中心とする雇用・所得の拡大による地方創生にも大きく貢献する

ものである。

　　このような中、道では、森林の公益的機能の維持増進や森林資源の循環利用の実現に

向け、森林整備事業及び治山事業や次世代林業基盤づくり交付金等を活用し、植林・間

伐や路網の整備、山地災害の防止、木造公共施設の整備など、さまざまな取り組みを進

めてきたところである。

　　今後、人工林資源が本格的な利用期を迎える中、こうした取り組みをさらに加速し、

地域の特性に応じた森林の整備・保全を着実に進めるとともに、森林資源の循環利用に

よる林業・木材産業の成長産業化を実現するための施策の充実・強化を図ることが必要

である。

　　よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。

記

　　１．「森林環境税（仮称）」等を早期に創設し、森林の整備や木質バイオマスの有効

利用など、森林吸収源対策を推進すること。

　　２．森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業・木材産業の振興と山村における雇用

の安定化を図るため、森林整備事業及び治山事業の財源を十分かつ安定的に確保するこ

と。

　　３．森林資源の循環利用を通じて林業・木材産業の成長産業化を実現するため、地域

の実情を十分に踏まえ、森林整備から木材の加工・流通、利用までの一体的な取り組み

に対する支援措置を充実・強化すること。

　　以上、地方自治法第 99 条の規定に基づき、意見書を提出する。

　　議員各位の満場の賛同を賜りこの意見書をご議決いただき、関係各位に送付いただき

ますようお願いいたします。

　　以上をもって意見書案第６号の提案理由の説明を終わります。

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

　　質疑ありますか。
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（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって意見書第６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６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６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２９分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午前１０時２９分）

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

◎一般質問

○議長（杉山幸昭議長）　日程第８、一般質問を行います。

　　一般質問は２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。

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

◇　早　坂　清　光　議員

○議長（杉山幸昭議長）　それでは、順次発言を許します。

　　７番、早坂清光議員。

○７番（早坂清光議員）　それでは、一般質問をさせていただきます。

　　人を育て、人を活かすまちづくりについてということで、町は現在第５期総合計画並

びに人口減少と少子化に対処する地方創生の総合戦略に基づき、人口5,000人の維持を

目標にまちづくりを進めてきているところでございます。活気にあふれたまちづくりを

進めていくためには、町長のリーダーシップ発揮はもとより、私ども議員、町民の皆さ

んや町職員の英知を結集した取り組みが重要であります。

　　そのためには、町民の方々にさまざまな分野で経験や技術、技能を生かしてもらうこ
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とや、新たなことに挑戦しようとする意欲を助長し、その実現に向け支援していくなど、

人材の育成とともに人を生かすまちづくりを推進していくことが、町政の重要な課題で

あります。

　　私は、次の視点から町長の考え方をお伺いいたします。

　　１つ目でございます。農林商工連携事業により新商品・特産品の開発などを推進して

きたことが、ふるさと納税に大きな貢献をしてきているところですが、今後の新商品開

発などに向けても人材育成は重要であります。どのように推進されようとしているのか、

お伺いいたします。

　　２点目、今年、北海道バルーンフェスティバルは43 年の歴史を刻みました。パイロ

ットやスタッフの育成の現状と今後の考え方についてお伺いをいたします。

　　３点目、他市町村では、シルバー人材センターや高齢者生きがい事業団などの名称で、

職場を定年退職された方や事業を後継者に譲られた方など元気な中高年齢者の活躍の場

が組織されています。本町での今後の考え方についてお伺いをします。

　　４点目、行政運営の中核である町職員は、各職場の中で使命感と誇りをより高めなが

ら生き生きと働いていただくことが大切です。職員間において身分や雇用条件などに違

いはありますが、職員の人材育成の現状と今後の考え方についてお伺いいたします。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　人を育て、人を活かすまちづくりについて、早坂清光議員のご質問にお

答えいたします。

　　まちづくりは人づくり、改めて申すまでもなく、各種施策の実現に向けては、人があ

ってこそ成り立つものであります。人材の育成は、これまで最も優先すべき施策である

との認識のもと町政運営をしてきていることを、まずもってご理解願います。

　　１点目の新商品開発等の人材育成についてですが、上士幌町農林商工等連携・ビジネ

ス創出促進事業は、本町にある農林畜産物等の豊富な地域資源を活用し、付加価値の高

い新たな商品やサービスの開発、販路開拓など新たな事業への進出や起業・新分野進出

の取り組みを促進し、地域経済の活性化を図るものであります。

　　平成21 年度から事業を行い、十勝ナイタイ和牛、十勝ハーブ牛、チーズ、ヨーグル

ト、甘納豆、ようかんなどの新商品開発も含め、これまで27 件の事業に支援を行って

きており、地域経済の活性化やふるさと納税の返礼品としても大きな貢献をしてきてお

ります。

　　今後の新商品開発などに向けての人材育成においては、現在進めております道の駅の
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整備においても重要な役割と認識しており、本年度より農業技術研究センターに専門職

員を配置いたしました。このセンターを中心として、新商品を開発したい関心層に対し

て精力的に働きかけを行いながら、技術的なアドバイスも含めて、新商品開発と共に人

材育成の推進を図ってまいります。

　　２点目の熱気球人材育成についてですが、本町の熱気球の歴史は、昭和49 年に熱気

球５機でフライトを行ったのが始まりで、昭和51 年の第３回大会では国内初の熱気球

競技会が14 機で開催されており、本年で43 回を迎える国内で最も古い歴史を持つ熱

気球大会です。この間、農業者を初めとする町民の理解や関係者の熱意に支えられ北海

道を代表するイベントに成長し、観光振興に大きく寄与しているところであります。

　　本町が日本の熱気球史において果たした役割は大きく、これまでの歴史や文化は上士

幌町固有の財産であるとともに宝であり、スポーツ文化、観光資源として次世代に引き

継ぐことが必要と認識しております。

　　現在町内で活動している熱気球クラブは６チームですが、近年新しいクラブチームの

設立や既存クラブチームへの加入者が少なく、大会の運営に当たる担い手も減少してい

る状況にあります。

　　このことから、熱気球人材育成は喫緊の課題と捉え、本年度から人材育成事業に取り

組んでいるところであります。本年２月の町広報誌で熱気球に興味のある町民を募集し

た結果、14 名の方から応募があり、パイロット・クルー、競技役員の育成を図ってい

くこととしております。

　　既存クラブチームへ活動支援といたしまして、フライトに係るガス代の支援を行って

おります。

　　本年の大会では、13 年ぶりに、競技参加熱気球に配置するオブザーバー（記録員）

制度を採用し競技性を高めるとともに、多くの方々に熱気球を知ってもらう機会を拡大

したところであります。

　　これらの取り組みを通じて熱気球人材育成を推進し、熱気球のまちとして再構築して

まいりたいと考えております。

　　３点目の中高齢者の活躍の場の取り組みでありますが、少子高齢化、核家族化による

社会構造の変革により、これまで家庭で担ってきた生活支援や介護などは地域全体で支

援していく必要があります。

　　特に単身や夫婦のみの高齢世帯では、自宅や敷地内の管理が困難になってきた方々か

ら、手助けを気軽に依頼できる仕組みの要望が聞かれます。また、一方では、高齢者が

経験と能力を生かしつつ、働くことを通じて社会に貢献し、生きがいを得ていく機会の
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確保も求められております。その取り組みの一つであるシルバー人材センターや高齢者

事業団については、自主的な団体として組織、運営され、就労、福祉対策、生きがいな

ど地域によって性格が異なり、各地域の歴史的な背景等により多様な実態にあります。

　　本町でも、過去に高齢者を中心とした同様の組織がありましたが、残念ながら現在は

解散されております。

　　組織の結成には、手助けを求める方のニーズ、事業の働き手となる方のニーズ、運営

組織の中核となる人材確保、関係法令等の対応、運営経費など、整理すべてき課題は多

いと認識しております。

　　地域貢献を主眼とした中高年者の活躍の場としての取り組みとして、本町でも本年秋

には介護支援ボランティアポイント事業を実施し、ボランティア参加の活性化を図るこ

ととしております。当面は制度の広まりを意識し、ボランティアが参加しやすいメニュ

ーに限定して実施を予定しております。

　　現在策定している生涯活躍のまち上士幌創生包括プロジェクトの中核となる上士幌版

ＣＣＲＣ構想でも、中高齢者の生きがいとなる仕事の創出が課題であり、ボランティア

や就労などさまざまな形態となることで多様なニーズが満たされるものと考えられます。

　　今後、中高齢者の健康づくり、生きがいづくり、社会貢献活動が推進されるよう、豊

かな知識や経験、技能を生かせる働く場の確保に努め、人材活用や活動拠点の構築を進

めてまいります。

　　４点目の職員の人材育成についてでありますが、本町におきましても厳しい地方財政

を背景として職員数を大きく削減している中、国・道から市町村への権限移譲や地方創

生などの新たな取り組みなど、地方自治体の業務は多様化してきております。

　　このような現状にあることから、職員の人材育成に向けた職員研修は非常に重要なも

のと認識しております。

　　職員研修には幅広い要素があるかと思いますが、何よりも職員自身がみずからを高め

ようとする自己啓発の意識を持つことが基本であり、その上で研修を行うことが必要で

あると考えております。

　　具体的な職員研修としては、町村会で実施している新規採用職員・中級職員研修や法

令研修、北海道市町村職員研修センターや十勝定住自立圏で実施している専門研修等が

あり、これらの研修によって職員としての基礎的な知識の習得や専門性を高めることと

しております。

　　町独自の研修としては、町政に関する政策課題の解決方策を調査、研究し、職員の政

策形成能力の向上を図ることを目的とした職員提案型の視察研修の実施や、移住定住・
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観光イベントに担当課部局以外の職員を参加させ、本町の新たな魅力の発見や課題を認

識してもらい、まちづくり職員としての資質向上を図る研修を実施しております。

　　また、政策立案能力の向上に向け、これまでも国や道、町村間などの人事交流を行っ

てきていますが、今後も必要に応じて実施したいと考えております。

　　さらに、接遇研修や町内・管内市町村において開催されるさまざまな講演会等に、臨

時職員も含めて広く参加の呼びかけを行っております。

　　職員研修の成果につきましては、すぐ日常業務などに直接反映されるものと、経験を

重ねることにより徐々に研修成果となってあらわれるものがあると考えております。

　　職員の人材育成に向けた研修につきましては継続した取り組みが必要であることから、

今後においても必要な研修を計画し、研修成果が生かされるよう努めてまいりますので、

ご理解をお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　７番、早坂清光議員。

○７番（早坂清光議員）　今回、私は人材育成という視点から質問させていただきました。

ただいまの冒頭の答弁にもございましたように、さまざまな分野の施策において人材育

成ということは重要なことというふうに、私も理解しております。

　　私も町職員としてかかわってきている課題もありますので、その点はわきまえながら

質問したいというふうには思っていますけれども、これからのまちづくりということに

おいて人材育成は最も重要な課題だというふうに思っておりますので質問をしておりま

すので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。

　　今回４つの課題について質問させていただき、答弁をいただきましたけれども、再度、

その考え方につきましてお伺いをしていきたいというふうに思います。

　　最初に、第１点の農林商工等連携、ビジネス創出促進事業についてでございますけれ

ども、先ほど申し上げましたけれども、これまでも新商品の開発などがふるさと納税の

推進に大きく貢献をしてきております。そして、今後に向けましては、道の駅の検討が

現在進められているという状況にあります。道の駅が実現するという折には、町外のど

こかでつくられた、表のパッケージだけが違うお土産品が並んでいるということではな

くて、ここにしかない特色のある地域の特産品だとか新商品を、一つでも数多く販売、

提供できるようにしていくということが求められているというふうに思っています。

　　答弁では、専門職員を配置して農業技術研究センターを中心に人材育成の推進という

ことでございますけれども、もう少し踏み込んで、具体的にどのような推進体制でどの

ように取り組みをされようとしているのか、再度お伺いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。
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○竹中　貢町長　地場産品を活用して付加価値を高めるということについては、議員承知

のとおり、これまで農商工連携というような施策のもとで数多くの地場の製品が生み出

されてきたと。それが結果的に地域の魅力としてふるさと納税で評価をいただいている

ということであります。これは、これで完結する話ではありませんので、常に六次産業

化、豊かな農村生活、あるいは農業経営のあり方等々ということを考えると、さらにさ

らに、さまざまな商品開発に挑戦していく必要があるというふうに思いますし、それに

かかわる方々がその意欲をどう喚起をしてもらうかというようなことも必要になってく

るだろうと思います。

　　今、農業技術センターでありますけれども、これまではあの中でも幾つかの成功事例

をおさめておりますし、それから、農業者や町民の方々が地元の産品を使って生活を豊

かにするための、そういった商品、加工品をつくるというようなことも、これまた評価

をいただいているところであります。

　　今、専門職員を配置して、その専門職員が加工の全てを行えるという、そういう立場

では限界があります。したがって、地元の産品があるという前提のもとでそれぞれのプ

ロパーの人方を生かしてコーディネートしながら、いわゆる乳製品の得意な人がいると

すれば、そういった人方に応援をもらうだとか、あるいは畑産品の関係の加工品に得意

な人がいるとすれば、その人方を招聘して、そしてまた、それに関心を持つ人方と会わ

せて開発していくだとか、そのようなことの中核になってもらうというのが職員の最も

大きな役割になってくるんだろうと、そんなふうに思っております。

　　これまで農業が基幹産業ということで、どちらかというと原料供給型のそういった経

営でありましたけれども、いずれにしましても付加価値を高めるということは非常に大

切なことでありますし、そういう成功事例をもとに今までない動きといいますか、農業

者の方もさまざまなことに挑戦しようという動きも出ていることも事実でございますか

ら、この勢いをさらに道の駅の計画、それから実施、運営に向けて、さらにすそ野を広

く機会を提供するようなことをもって、新たな商品を一つでも二つでもできることをこ

れから精力的に行ってまいりたいというふうに思っております。

　　いずれにしてもいろんな人方の人材を活用しながら、そして地元の関係者については、

生産する側の立場あるいは加工する側の立場、いろんな人方の組み合わせで商品の開発

をしていくべきだろうと、そのように考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　７番、早坂清光議員。

○７番（早坂清光議員）　今町長のほうから再度答弁いただきましたけれども、本当にホ

ームページや広報誌で事業の内容を説明するだけでは、なかなか事業に参加していただ
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くことにはつながっていかないと思いますので、やはりコーディネーター的役割を果た

す人、あるいはそういうある分野にたけた方に協力していただきながら、事業が具体的

に進展するように事業展開をしていただきたいという思いで発言をさせていただいてお

りますので、再度の答弁は要りませんけれども、そういうことでよろしくお願いをした

いというふうに思います。

　　次に、２点目の熱気球に関する人材育成について、再度質問させていただきます。

　　現在パイロットやクルー、競技役員の育成を図っていくという途中経過の状況にある

ということで理解をしております。

　　そうした中でも熱気球大会が始まった当初は、多くの町民の方があの会場に足を運ん

でいただいていたんですけれども、今は大変町民の方が足を運んでいただくことが少な

くなっているような状況もあるというふうに思います。パイロット、クルー、競技役員

の育成ということもありますけれども、その辺も含めて、どういう形で取り組んでいく

ことがいいのかということで取り組んでいただきたいというふうに思います。

　　それで、パイロット資格取得のための支援ということもありますけれども、パイロッ

トの資格を取得された後にどのような形でまちづくりにその方にかかわってもらおうと

されているのかということをお伺いをしたいことと、また、パイロットの資格を取られ

たという場合に、既存のクラブチームもありますけれども、パイロット資格を取って新

規にクラブチームを立ち上げたいというような思いがあるというような場合に、熱気球

一式を購入するというような場合は非常に高額なお金がかかるというような状況にあり

ます。

　　そういう中で、先のこと言っているんですけれども、熱気球を購入したいという場合

に何らかの支援をしていくようなことというのは今後考えていらっしゃるのかどうか。

あるいは町が新たに新規のいろんな会社さんやいろんなところで新しく寄附、提供して

いただくということもあるのかもしれませんけれども、そういう取得した気球を町で所

有として抱えて、そういうものを貸し出しをしていくようなことを考えていらっしゃる

のか。

　　その辺、パイロットの育成とあわせて、どう考えていらっしゃるのかということをお

伺いをしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　熱気球大会については、もう半世紀に近いという長い歴史を持っている

ということであります。これだけ継続してくるということは、それはもうこの町にとっ

て欠かすことのない財産でもありますし、スポーツ文化としてこの後も大事に育ててい
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く必要があるなというふうに思います。

　　イベントが、テーマパーク等々含めて各地域でさまざまなイベントが行われてきてお

りますけれども、なかなか実際に最後まで残って今も継続されているというのは、そう

数多くありません。この43 回という歴史は、答弁書にありますように最も歴史がある

ということでありますから、この歴史はどう逆立ちしても変えることができない、これ

からも継続することによって最も古い歴史のある町だということであります。

　　今規模としては佐賀県が最も大きいということでありますけれども、スタートがここ

にあったという誇りはこれからもしっかり持ちながら、しかし、これをいかにして地域

の誇りやあるいは産業、観光につなげていくかという新たな今回そういった転換期にあ

るなと、あるべきだという考え方を持って、人材の育成やこれからの熱気球に対する政

策を講じてまいりたいというふうに思います。

　　一つには、地元の人もなかなか関心を持って足を運んでもらえないというようなお話

もありました。きっと日常的にもうなれてしまっているということもあるんだろうとい

うふうに思います。上空を飛んでくることにもなれて、あるいは熱気球もなれたところ

もありますけれども、ただ、もう一回、やっぱり町民の方々に知ってもらいたいという

意味では、子供たちに係留の機会を今つくり始めたというか、全員が乗れるような手当

てを講じております。実際アンケートをとってみたら、子供たちの半分以上が乗ったこ

とがないというような回答がありましたので、これはいかんなと。熱気球のまちと言い

ながらも、飛んでいるのは見ておりますけれども、実際係留であっても、バナーの音や

あるいは高いところから見てもらうという、これは必要なことだということで、全ての

子供たちにこれから経験するようなこともしていきたいというふうに思っております。

当時からかかわった方々も年とともになかなか従来のような活動をするということも困

難なところも出てきております。もう一回リセットして取り組む必要があるというふう

に考えます。

　　特にこれまた道の駅にかかわってくることでありますけれども、それにあわせて総合

戦略の中でも観光としては、エコミュージアム、まるごと博物館ということで、町なか

やあるいは農村地帯、ナイタイ牧場のエリア、さらには糠平のエリアだとか、あるいは

山岳地帯を抱える三股のエリアだとか、こういった観光資源がたくさんあるということ

をもう一回しっかりとした観光資源として商品化できるような、そんな手だてを講じて

まいりたいというふうに思っていますけれども、そういった視点の中でも熱気球をどう

生かすかということが一つ大きなテーマになってくるというふうに思います。

　　熱気球、道の駅ができたときに、やっぱりまさにバルーンでありますか、アドバルー
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ンにもなるわけでありますので、それをどう生かすかというのは、これは大きな一つの

テーマとして考えているところでありますので、そういうことも含めて、もう一回熱気

球を再構築をして、できるだけ飛べるような環境をつくっていきたいと。

　　特に今回、夏の間はいわゆる天候の関係でイベントそのものがどう成立するのか非常

に不安なところありましたけれども、幸い熱気球のときだけ晴れてくれたということが

ありました。もう一回、冬の気象状況、北海道は、全体的によそから見ると暴風雪で大

変だという印象がありますけれども、上士幌町の気象条件というのは、北海道全国的に

も晴天率が高くて、そして風が弱いと、まさに熱気球に適した気象条件であるというこ

とも、これデータ上で出ているということでありますし、それからフライトに必要な着

陸するところもあるということでありますから、道の駅とあわせて、もう一回どのよう

にして熱気球のフライトの機会や、あるいはそれをビジネス化できるか、こんなことも

含めて検討していくということであります。

　　その前提として、もう一回熱気球の大会だとか、それからパイロットの養成だとか、

こんなことをしっかりとやっていかなければならんし、企業の話が出ましたけれども、

これまで幾つかの企業がスポンサーといいますか、商品の提供の形でありますけれども、

していただいております。もっと積極的に企業とのかかわりを持つことができないか、

このようなことも考えてアプローチをしていきたいなということであります。そのこと

によって、今までの熱気球大会がさらにもう一回、全日本大会をやったときまでかどう

かというのは別にしましても、もう一回フライトするといいますか、離陸するというよ

うな視点で、この熱気球の問題については総合的に取り組んでいきたいというふうに考

えておりますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　７番、早坂清光議員。

○７番（早坂清光議員）　今質問させていただいた中で、パイロットの資格を新たに取ら

れたという方が熱気球チーム、新しいチームをつくりたいというようなことでしたけれ

ども、熱気球は高額だし、なかなか買えないんだよねというようなことがあると思いま

すけれども、そういう気球の購入等に対して支援をするとか、町の持っている気球をお

貸しするとか、その辺について、そこまでいっている方はそれでよろしいんですけれど

も、何かあれば答弁いただきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　まず、町が持っている気球については、有効に活用すべきであるという

ふうに思っております。そのほかに、もし企業が応援してくれるとすれば、それはそれ

としてそういったアプローチの仕方もあるだろうというふうに思いますし、さらには熱
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気球を購入するための支援、これについてはこれから検討していきたいというふうに思

います。

○議長（杉山幸昭議長）　早坂議員、２問目、まだありますか。２点目、続けますか、ま

だ、２点目。

○７番（早坂清光議員）　ちょっとだけ。

○議長（杉山幸昭議長）　ああ、そうですか。

　　じゃ、７番、早坂清光議員。

○７番（早坂清光議員）　町長のほうから子供たちがこれまでなかなか係留なんかで全員

が乗るような機会もなかったというようなことを把握されたということで、そういう機

会を設けていきたいということのお話ありました。これは教育委員会の所管になること

ですので意見ということでしか言いようがないんですけれども、教育委員会の社会科の

副読本の中では熱気球に触れて、昭和49 年から大会が開催されていますというふうな

ことで終わっているんですけれども、やっぱりもう半世紀になろうとする、こう続いて

きている地域の行事というか文化だと思いますので、やっぱり子供たちに総合学習の中

で熱気球の仕組みだとかいろんなことを体験も含めて教えていくようなこともどうなん

だろうかというようなことを、これは教育委員会のことになりますので意見ということ

でしかないんですが、これで気球に関する部分については終わらせていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　ここで 15 分間休憩といたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午前１０時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。

（午前１１時１０分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　７番、早坂清光議員。

○７番（早坂清光議員）　次に、３点目の質問ですけれども、士幌町の高齢者いきがい事

業団、任意団体ということですけれども、ちょっとお話を聞いてきました。会員は50

人ほどで、平均年齢は71 歳ということだそうです。上士幌からも何名かの方が、数名

の方ですけれども会員になっているというようなことでした。士幌は夏場の仕事は農作

業が七、八割で、庭木の剪定だとかそういう仕事が二、三割というようなことで、冬場

は町の委託を受けて排雪だとか除雪をやっていますというようなことでした。上士幌に

も仕事で上士幌の農家さんに頼まれて何件か行っているんですよというようなことのお
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話もありました。

　　そういうことで、中高年の方が生きがいを持ちながら、年金の足りない分を補充をし

ながら生活をするというようなことで働いていらっしゃるということです。

　　本町でも、先ほど答弁の中にもありましたけれども、ボランティアでポイントという

ようなこともスタートするというようなこともあります。

　　ですけれども、朝晩など元気に町なかや町の周辺を散歩されていたり、まだまだ元気

で活躍してほしいなという人がたくさんいらっしゃるというふうに見かけます。

　　また、認定こども園に子供を預けているお母さんたちでも、二、三時間ならそういう

時間を利用して働けるんであればそういう場も、そんなところがあるんだったらいいね

というようなこともおっしゃっているようなことも、町なかではあるというようなこと

です。

　　本町でも農業労働者の確保というようなことの課題を初め、また、いろんな困り事の

さまざまな課題があるというふうに思っています。組織づくりに向けては行政が中核と

ならざるを得ないところもあるかと思いますけれども、組織ができた段階では行政が支

援をするというようなことで、組織が自主的に運営できるようにしていくということが

いいんじゃないかというふうに勝手に思っておりますけれども、再度、具体化に向けて

答弁を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　今紹介いただいた士幌の事例、上士幌に来て庭の剪定なんかしている様

子なんかも見させていただいております。

　　そういった高齢者の働き口だとか、ちょっとした仕事をしてもらいたいという、その

ようなことから、これまでも福祉法人のほうで検討してもらった経緯があるんですね。

ただ、やっぱり設立までに至ってないということであります。

　　それは、一つには、働くといいますか完全雇用で生計というレベルでもなくて、アル

バイト的な要素だとか、あるいは地域貢献というような要素がそこに多分にあるという

ことでありますけれども、そこのところの人材の確保が非常に難しいという、最も大き

い理由の一つだというふうに理解をしております。それよりもさらにフルタイムだとか

そのようなことも含めて、上士幌町の求人についてはかなりたくさん出ているわけです

ね。つい最近も決裁で上がってきておりましたけれども、なかなかそういう就労の関係

でのマッチングができてないと。求人があっても就労者がいないと。これは上士幌だけ

の問題ではなくて全国的な問題でありますけれども、その中で無料の職業紹介所、上士

幌版のハローワークをつくって何件か成立しているということでもあります。
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　　一つ、これから大事なまちづくりのポイントとして、生涯どう元気に活躍するか、健

康で長生きをして、かつ生きがいを持って過ごすかというのが、これは非常に大きなテ

ーマになってくるというふうに思います。そんなときに、地域に貢献するだとか、ある

いは体を動かして働くということも、これもまたそういった視点での生涯活躍をする、

自分らしく生きるための要素の一つとして大事になってくるんじゃないかなというふう

に思っております。

　　今の福祉サイドのボランティア制度、これはあくまでも有償と言いながらもボランテ

ィアの性格がかなり強いということと、それから、ボランティアにかかわる分野も限ら

れているところがありますから、もっと幅広な働く場所、高齢者がみずから収益を上げ

るということもあるだろうし、あるいはそういった組織的な中でボランティア、地域貢

献をするというような、そういう視点での活躍をする場所だとか、これはこれからの今

の地方創生絡みの中で積極的にその働き場所、あるいはボランティアをする場所、社会

貢献する場所をつくっていきたいというふうに考えておりますので、これはこれからの

テーマとして具体的に進めてまいりたいというふうに思います。

　　ただ、こういったことについても、それに対して理解をしてもらわなければならない

という、その辺の問題がありますから、誰がそういった担い手になるのか。単にこれは

汗かくことだけではなくて、いわゆる文化の面だとかいろんな面で活躍する場所、地域

貢献する場所というのはありますので、その辺は幅広く生涯活躍する、それに対しての

機会をつくっ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）　７番、早坂清光議員。

○７番（早坂清光議員）　今町長から答弁ありましたようなことで、ご検討のほう、よろ

しくお願いをしたいというふうに思います。

　　次に、４点目の職員の人材育成ということで質問させていただいていますけれども、

町村会や市町村の研修センターの研修、町独自の研修というようなことでの人材育成を

進められていることについては理解をしております。

　　この間、町では、先ほどの答弁の中にも若干ありましたけれども、財政状況が厳しく

なる、あるいは市町村合併か自立かという、いろんな時代の経過を経て職員数抑制をし

てきたという経緯があります。そうしたことの中で、今日的にもそういう各仕事も限ら

れた人員の中で仕事に追われている、忙殺されているというような状況もあるんではな

いかというふうに思っています。そういう部分では、モチベーションが低下をしている

ということもあるんではないかと。そういう部分では、職員みずからが成長していこう

というような環境というのも厳しんではないかというふうにも思っているわけです。
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　　そういう現在の各職場の状況について、人材育成という視点からどのようにそういう

状況を受けとめられ、対処されようとしているのかということについてお伺いをしたい

と思います。

　　それから、もう一点、町長は人材育成という視点から、日常的に職員との事務打ち合

わせだとかその他の機会を通じて、職員とどのように接し対応されてきておられるのか

というようなことについて、お伺い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　いずれにしてもまちづくりの担い手になるのは人材だというふうに思い

ます。人材は職員に限らず町民の人材ということもありますし、幅広にその人材の活用

と研修の場なり、みずから高めるという機会は必要だというふうに思っております。

　　研修を総体的に見ますと、今はかなり、いわゆる研修したいという人数があったとき

には、それに対して事業といいますか、私どものほうとしては財政的には応える環境に

あるというふうに思っております。かなりそういった意味で、予算についても潤沢にあ

る程度確保しているつもりであります。

　　加えて、例えば地域おこし協力隊という独自のスキルを持った人方、上士幌でまたい

ろいろとお手伝い、まちづくりに協力していただいておりますけれども、そういった彼

らについても、これからしっかりとさらにスキルを高めるための要望、ニーズがあれば、

そのような機会もつくっていきたいというふうに考えております。

　　それから、まちづくりに対するいわゆる情報の共有といいますか、町の執行の柱とな

る基本方針や、あるいは今日的に言うと地方創生や総合戦略、こういったことが大きな

テーマになっておりますけれども、必要に応じて研修の機会に皆さん方に参加してもら

う。例えばこの間も糠平でありますけれども、あれもまた別に正職員に限らず、臨時職

員も含めて幅広く参加の機会をつくらせていただいておりますし、多分研修という意味

では、相当ほかから見てもその場面がつくられているんでないだろうかなというふうに

思います。うちの職員、それから教職員についても、かなりそのような予算は確保して

いるつもりであります。

　　あとは、どれほど職員間の関係ということでありますけれども、町長が100何十人と

一人一人話しするというのは、それは物理的な話も難しい話でありますし、そのために

組織というのがあるわけでありますから、課長会議等についてもかなり突っ込んだ話を

お互いに情報共有をさせていただいています。特に毎月でありますけれども、今日的な

課題ですね、総合戦略の進捗状況、これは各担当課だけの問題ではなくて、お互いに今

どんな状況になっているのか、いわゆる産業振興はどうなっているのか、人づくりはど
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うなっているか、移住定住はどうなっているか、このようなことも含めてお互いに共有

をして、それぞれの課の中でまた意思疎通を図ってもらうような、そのような組織運営

でもっていこうというふうに考えておりますし、そのような方向で動かせていただいて

いるというふうに思っております。

　　それらについても結構直接いろんな形で僕は話をするというか、機会というのはつく

られると。別に僕らに話しすることを拒否する話は何物もありませんし、いつでもそう

いった意欲がある話だとか前向きな話については、一切拒否するというような、そうい

う姿勢は持っておりません。

　　いずれにしても、まちづくりはまずは行政の総力ですね、全ての総力をもってそれが

力になり得るというふうに考えておりますから、そんな意味で、みんなの力をどう引き

出してそれぞれの分野で頑張ってもらうかということであります。今、特にこの災害時

においては、本当にそれぞれ自分たちがいろいろ判断をしながら防災あるいは対策につ

いてやっておりますし、逐一その辺の情報交換なんかをさせていただいているというこ

とでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　７番、早坂清光議員。

○７番（早坂清光議員）　質問については終わらせていただきますけれども、人材育成と

いうことでは、何かの研修に参加してきて３時間テーブルに座って聞いてくればそれで

人材育成というようなことにすぐつながるものではありませんし、さまざまな人材育成

という部分ではそういう場のつくり方というのがあるというふうに思いますので、今答

弁にもありましたけれども、画一的じゃなくて幅広く職員に参加をしていただく、見聞

を広めていただくというようなことで取り組みをお願いしたいと思います。

　　また、全体的な部分でも、予算措置はいろんな部分で十分財政措置をしてお金の部分

の予算化をしているということですけれども、その部分についても、人材育成という部

分については大変これからのまちづくりに重要な部分だというふうに思いますので、十

分な予算の配慮をお願いしたいということを意見として申し上げて、私の質問を終わり

たいと思います。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、７番、早坂清光議員の一般質問を終わります。

　　ここで暫時休憩いたします。

（午前１１時２４分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。
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（午前１１時２４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、平成 28 年度の財政状況と有効活用のために。

　　平成28 年度の普通地方交付税と臨時財政対策債が決定しました。これは比較的自由

に使えるお金で、平成27 年度より約4,000万円減ってはいますが、当初予算と比較い

たしますと、約２億円多くなっています。最終的な補正の結果を見ないとわかりません

が、従来なら、この多い２億円と執行残をプラスして新たに基金をふやしてきました。

基金に上乗せするのではなく有効に活用するべきです。

　　基金の活用について質問いたします。

　　平成28 年度は生涯学習センター建てかえ等で財政調整、公共施設整備、夢基金を約

９億円取り崩しています。しかし、平成25 年度末残高と比較しますとそれでも２億円

ほど多いし、28 年度においてさらに夢基金がふえます。今後の基金の状況、活用につ

いてお聞きいたします。

　　ふるさと納税金が入ったことにより、町独自の施策は子育て中心に充実してきていま

す。ただ、町全体の中ではなかなか見えない面があります。今子供世帯中心に貧困化が

進んでいる中、弱者と言われる方々への新たな施策等が必要です。その考えについて質

問いたします。

　　大きな２点目です。北団地の今後の活用と修繕について質問いたします。

　　平成27 年２月に公営住宅等長寿命化計画が策定され、今後の公営住宅の建てかえ等

の案が示されました。今後、町民合意のもとに進められていく予定です。

　　北団地は、昭和47 年から52 年建設で72 戸あります。計画では全面的改善が平成

31 年、 34 年、現地建てかえが平成37 年度以降となっています。今までに屋根の修

理、またお風呂等は年次計画で設置しておりますが、個々にはかなり不便を感じている

方が多くいます。少しでも快適に過ごすためにどのように修繕していくのか、質問いた

します。

　　一番私が聞いているのは、玄関に関する問題で、戸と下の土台が腐っている、ノブが

緩い等。また、ネズミが出て困る、壁のひび割れも気になります。今まで個々に要望し

何とか修理してもらっている状態のようですが、一度アンケート等で修繕箇所の希望を

とって対策を練るべきです。全面改善や建てかえの計画と並行して、今住んでいる方々
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が少しでも快適に暮らせるように最善の修繕も実施するべきです。

　　３点目の質問です。教育費の保護者負担軽減に向けて。

　　上士幌町は平成27 年に人口ビジョン・総合戦略を策定し、その目標達成に向けて、

子育て・教育の充実したまちを柱の一つにしています。その重要な政策が保育料の無料

化、既に実施している高校までの医療費の無料化ですが、小・中学生への新たな施策は

まだ不十分です。

　　また、今年度から始まった無料塾も有意義な取り組みですが、希望者のみの援助です。

子供たち全員への援助こそが必要です。

　　以下、どのように検討しているのか質問いたします。

　　①修学旅行経費への助成について。

　　計画には明記されているのに、まだ未実施ですが、どのように検討しているのか。

　　②中学生ジャージへの助成について。

　　指定ジャージで高額の上、伸び盛り等、２着以上必要になることもあります。

　　③給食費への助成について。

　　以前の質問の答弁の中では、消費税の引き上げ状況を見て検討するとしていますが、

10 ％への引き上げは再延期され、また、昨今の自然災害により食材の価格は不安定で

す。安心・安全・おいしい給食の提供に向け、食材費は町が責任を持って負担し、保護

者負担をなくすべきです。

　　今子供の貧困化が深刻化しています。就学援助に該当すると、これらの費用はほぼ全

額助成されますが、生活保護基準の1.3倍以下から外れますと、かなりの負担になりま

す。教育は無料の精神で負担軽減をふやすべきです。

　　以上、質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　山本和子議員のご質問にお答えいたします。

　　まず、１点目の平成 28 年度の財政状況と有効活用のためにであります。

　　まず初めに、平成28 年度の普通交付税につきましては、７月26 日に総務大臣から

閣議報告がなされ、各地方公共団体に対する交付額が決定したところであります。全国

の総額は 15 兆6,983億円、そのうち市町村分は７兆1,390億円で、前年度に比べ

2,401億円、3.3％の減となっております。

　　本町につきましては、交付決定額が27 億4,987万6,000円で 47 万円の微増となり、

臨時財政対策債発行可能額１億5,069万5,000円との合算では29 億 84 万1,000円、

前年度に比べ4,305万円、1.5％の減となり、当初予算との比較ではおよそ２億715万
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円の増となっております。

　　しかしながら、本議会で上程を予定している一般会計（第７号）補正の時点で、普通

交付税を6,107万円の増額補正を計上しており、臨時財政対策債については発行可能額

が当初予算から1,182万円少なかったため、同額を減額補正することとしております。

　　また、今年度は町債として、過疎対策事業債を生涯学習センター改築事業の８億円を

初め総額 13 億1,420万円の申請を行っていましたが、１次同意予定額では 11 億

6,560万円となりました。今後予定される第２次同意の動向次第ですが、不足分につい

ては財源の確保が必要になってきます。さらに多額の支出が予定されているものとして

は、生涯学習センターの備品の購入経費等があります。

　　これらのことから、今後の補正予算では緊急性や必要性を勘案し必要な施策の優先度

合いを踏まえながら対応し、限られた財源の中で最大限実施できるよう努めてまいりた

いと考えております。

　　次に、基金の状況についてですが、平成28 年度は公共施設整備基金を生涯学習セン

ター改築事業及び旧阿部クリニック施設解体事業で４億4,788万円、夢基金からは２億

2,850万円、財政調整基金から２億351万7,000円を繰り入れし事業を執行することと

なっております。

　　また、平成28 年度積立金については、各基金の積立金利子のほかは、夢基金にふる

さと納税の一般寄附及び子育て教育関係の指定寄附を積み立てるとともに、その他の指

定寄附については一時的に財政調整基金に積み立て、各事業に充当していくことを予定

しております。

　　今後の基金の活用としては、夢基金については、寄附金の性格上、極めて流動性が大

きいことと、保育・教育にかかる負担軽減事業などは事業の継続性が求められることか

ら、将来にわたっての資金を担保しておく必要があることをご理解願いたいと思います。

　　また、財政調整基金へ一時的に積み立てた寄附金の来年度以降の事業への充当につき

ましては、新年度の予算編成時に判断をし、寄附者の意向を考慮し、必要とする事業へ

充当してまいります。

　　さらに、寄附金以外につきましても、今後、役場前中央公園及び周辺の再整備、まち

なか住宅建設、生涯学習センター外構工事、道の駅建設、ナイタイ高原牧場レストハウ

ス建設、役場庁舎の耐震化や消防庁舎の対応など、将来を見据えた大型公共施設の再整

備が多数予定されております。今後、地方税や交付税が大幅に伸びることは期待できま

せんので、財政支出についてはより慎重さが求められます。

　　また、弱者と言われる方々への新たな施策等が必要とのことですが、町民に必要とさ
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れる有効な施策については速やかに実行に移す用意があると認識しており、そのための

補正予算等の執行は考慮に入れておりますので、ご理解を賜りますようよろしくお願い

申し上げます。

　　北団地の今後の活用と修繕についてであります。

　　北団地の状況ですが、議員ご指摘のとおり、建設時より40 年以上経過しており、経

年により施設の劣化が進んでおります。現在は修繕による維持管理を行い入居いただい

ている状況にあり、近年では、平成20 年から４年間で屋根の全面的な修繕を行ってお

ります。また、利便性の向上を図るため、平成26 年度より入居者が退去し空き家にな

ったところから、浴室の改修及び給湯器や灯油タンクを設置し、現在16 戸完了してい

ます。玄関の戸は結露などによる腐食が進行している住宅が見受けられ、小規模な修繕

により対応している箇所もありますが、枠の取りかえを前提とする大規模な修理法の検

討が必要な箇所もありますので、施工方法を検討し、随時改修を行っていきたいと考え

ております。また、壁面のひび割れについては、緊急性の高い部分は早急に修繕を行っ

ていきたいと思います。

　　今後、北団地の活用については、上士幌町の公共施設改修計画にかかわる整備方針、

まちなか居住や地域包括ケアシステムの充実を含む生涯活躍のまち、上士幌版ＣＣＲＣ

の観点から、介護や見守りなどの高齢者福祉住宅として抜本的かつ計画的に整備してま

いります。

○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　続きまして、教育費の保護者負担軽減に向けて、ご質問に

お答えをいたします。

　　現在本町では、子供たちの文化的な素養を育てる住環境整備、医療費無料化や教育に

かかわる費用等を支援していくことにより、都市部との所得格差を埋める経済的支援を

行い、子育て・教育環境の整備と健全な成長を支えながら安心して子育てができるオン

リーワンのまちづくりを目指しております。

　　教育費の保護者負担軽減につきましては、何をどの範囲まで実施するのか、ほかに優

先すべきものはないのかなど、総合的に判断していかなければならないと考えておりま

す。

　　なお、平成27 年 10 月に策定されました上士幌町総合戦略においては、子育て世帯

における経済的支援の一体的実施に向けた事業目標として、児童・生徒に係る教育費の

保護者負担軽減のため、これまで実施してきました就学援助や補助教材費への補助に加

えて、保育料無料化及び修学旅行経費の助成を行うことを事業目標としております。

－30－



　　１点目の修学旅行経費の助成につきましては、平成31 年までの総合戦略期間内の実

施を検討していくこととしておりますが、現在、学力・体力・体験のさらなる向上を目

指し教育環境の整備を順次進めてきており、今後の子育て・教育の推進策を検討してい

く中で各事業の優先順位を総合的に判断し、実施年度を決定していきたいと考えており

ます。

　　２点目の中学生の指定ジャージに対する助成につきましては、日常的に着用する衣服

等は基本的には自己負担であると考えております。

　　３点目の学校給食費への助成につきましては、給食費は学校給食法に基づき、学校給

食センターの設置・設備・運営等の経費は設置者である町が負担し、それ以外の賄い材

料費は保護者負担となっており、食べ物については基本的に自己負担が大原則であると

考えております。

　　以前、消費税率10 ％引き上げに向けて軽減税率等の内容が決定されてから、給食費

改定の取り扱いを検討していくと答弁させていただいておりますが、消費税率10 ％の

引き上げは平成31 年 10 月まで延期されております。本町の学校給食費は、平成21

年度の改定以降、平成26 年度の消費税率８％導入の際には値上げを行っておらず、十

勝管内他市町村と比較しても低額となっております。このような中で消費税率３％引き

上げ分と物価上昇分については町で助成し、保護者負担を軽減しているところでありま

す。

　　また、地場産品の利用促進を図ることを目的としたふるさと給食提供のための経費の

一部を町で負担しており、安心・安全でおいしい給食の提供に努めております。

　　当分の間、これらの助成等は継続させていただき、今後予想される天候不順に伴う食

材の値上げ等の諸物価高騰分についても町が負担し、学校給食の質を維持してまいりま

す。

　　学校給食費の改定につきましては、消費税率10 ％の引き上げが実施される段階で、

十勝管内他市町村の実態も踏まえながら検討を進めていくことといたします。

○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、平成28 年度財政状況と活用について再質問いたし

ます。

　　大きく３点にわたって、交付税の問題、基金の問題、弱者対策の問題について質問し

たいと思います。

　　交付税につきましては、答弁の中にもありましたように、平成28 年度につきまして

は当初予算に比べて約２億円多いんですが、９月補正もしておりますので、その中で約
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１億4,000万ほどの留保財源としてあるのではないかと。それについては、今後の学習

センターの備品とか緊急性のあるものに使うということで、交付税は多分ほぼといいま

すか、有功に使ってもらえるのかという点、まず質問いたします、１点目の質問です。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　交付税そのものというのは、そもそも町を運営するための足りない分で

すね、税収等々、地元で賄える税収で、あと足りない分、例えば道路の維持だとか含め

て、学校の維持もですね、足りない分をどう補填するかということですから、これは基

本的に余るという前提ではなくて、最低限の町を運営するための交付税という精神がそ

こにあるんだろうというふうに思っております。

　　幸いなことに、残ったりなんかしておりますけれども、それはまた違ったところから

のいろんな歳入だとかあって残っておりますけれども、本来それは残って豊かになると

いう、そういうレベルのものではないということでございます。

　　今回、これからまた交付税、いわゆる補正等、災害も出ております。これはまた国か

らの特交措置だとかあるかと思いますけれども、全てがそれで充当されるはずではない

というふうに思いますから、それらにかかわる財源、あるいははっきりしているところ

では生涯学習センターの備品、かなりこれは高額になる可能性がありますので、そうい

ったことを考えると、状況としては交付税については満度に活用されるといいますか、

本来ほかのところに回すことができれば一番いいわけでありますけれども、町を運営す

るための必要な経費として、それらに充当させていただくということになろうかと思い

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）　いろいろな状況がありまして、28 年度につきましては、交

付税はこれからの災害等を含めて多分使われるんだろうと。ずっと過去のを見ますと、

24 年度以降の資料で見ますと、最終的には交付税を使い切らずに不用減も含めて財政

調整基金、公共整備基金に積んで積んで積んで、ずっと基金がふえてきました。その状

況を含めて、また同じことを繰り返すのかなと思って質問させてもらいました。

　　交付税につきましては、ちょっといろいろ使い道がほぼ多分厳しいというか、有効に

使われるという前提で、では基金はどうなるのかということで次に質問したいと思うん

ですが、基金は平成28 年度かなり崩していますので、それはそれとして、従来から崩

した中身がいろいろ学習センター等で建物がほぼ中心なんですが、それとして基金はか

なり崩しています。

　　今後どうなるかという問題なんですが、夢基金は今年度もかなり入ると思うんですが、
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それは多分数億円、その入り次第によって変わりますが、数億円さらに上積みするんで

はないかと。そう考えますと、昨年に比べれば基金は減るんですが、26 年、 25 年と

比較しますと、財政調整基金、公共整備基金、夢基金の３つ合わせますと、まだまだ数

億円多いという状況だと思います。これについて、やはり建物だけじゃなくて有効に活

用すべきと思っていますが、その点について簡単に答弁お願いします。すみません。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　まずは、当面見えているところの公共施設が、今回答弁させていただい

たように、軒並み大きな事業になります。これはどれもが今必要な施設なり、あるいは

環境整備というふうに認識しておりますので、ここだけで多分事業費としては20 億以

上になるというふうに思っておりますから、それをもってまだまだあるというふうに今

思っては、まずいだろうというふうに思います。

　　それから、もう一つソフトの関係であります。ソフトの関係というの、これかなり子

供からあるいはお年寄りまで含めて、保健、医療、介護等々含めて相当手厚い、あるい

は産業も含めてでありますけれども、歳出を見ているというふうに思っておりますので、

その辺についてはぜひご理解いただきたいなというふうに思います。

　　見えないという話もありましたけれども、今回もそういった意味では財源がどうなっ

ているのかということでは、ふるさと納税の寄附をいただいた財源の使途についても、

きめ細かく予算の中に歳入として見させていただいて、できるだけ幅広に使わせていた

だいているということでありますから、この辺も含めてご理解いただきたいなというふ

うに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　答弁書の中にもありましたし、今の町長の答弁の中にもある

んですが、今後、公営住宅の問題、学習センター、道の駅、ナイタイ牧場レストハウス

の問題等、公共事業が軒並みちょっと続いてしまったという例があります。であれば、

それは多分基金を活用しながらやらなければいけない事業だと思うんですが、その辺の

財政的な見通しを数年先まで持ったらいいと思うんです。夢基金は子供のために使うと

いうふうに決まってはいるんですが、それも含めて公共的なもの、建物に使うお金がど

れぐらいかかるのかと、それから借金した以上、公債費で入ってきますので、その辺の

負担の問題も含めて、ちょっと財政的な見通しを持って、その上でやはり弱者対策、貧

困対策含めた新たな政策を持つべきと思います。何となく建物を建てるから基金は必要

だと、建物建てるからそれにとらわれちゃって、弱者対策、確かに医療も介護も必要な

ものを出していると、でもそれで賄えないから貧困率が国全体で、町も多分16 ％に近
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いと思うんですが、いるんだろうと思います。その点について、もっと財政的な見通し

を持って取り組んでほしいと思います。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　その点については、財政担当は非常に慎重に、入るもの、それから出て

いくもの、しかも今将来を見据えて計画をして、私どものほうに適切に進言をし、そし

てまた、最終的にはどうそれを実行していくかと、そういう判断をさせていただいてお

りますので、その点についてはご安心いただきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　具体的なソフト面の施策については、随時これからも提案さ

せてもらったり質問させてもらいますので、この場では28 年度の状況と、それから今

後の基金の状況について大枠質問させてもらいました。

　　次に、公営住宅の問題について質問させてもらいます。

　　全体的な公営住宅をどうするかという点については、ここでは質問を避けたいと思い

ます。これはやはり北団地含めて、今度、西団地もそうなんですが、町民合意が必要で

すので、そこでどうだこうだという質問は避けたいと思っています。

　　ただ２つの面から考えなければいけないなと思うのは、大きな計画もあるんですが、

現在住んでいる方の状況が、建てかえなり修繕するまでにやっぱり直さなければいけな

いと、両面で考えなくてはいけないと思います。これは北団地に限らず白樺も西団地も

全てそうなんですが、当面私は北団地の方の要望をいろいろ聞いていますので、それに

限って質問させてもらいます。

　　北団地は72 戸ありますが、計画の中では28 戸は全面改善と、それは31 年、 30

年、今から言いますと三、四年先なんですが。それから、44 戸は建てかえ、平成37

年からですので10 年以上先ということで、それをどうするかの合意も必要なんですが、

現在住んでいる方の状況をどのように把握しているのか。担当課にもちょっと調べるよ

うに言って、玄関どうなのかと今調べさせてもらいました。多分町長のほうにも届いて

いると思うんですが。

　　玄関のドアは従来から質問していて、壊れている、中に入ったら中からも壊れている

という状況があって、かなり要望して要望して、私が見る限り、約29 戸、 30 戸ぐら

いは下半分を修理してもらったと、あと全部修理してもらったところが５戸ぐらいある

のかなと思います。それから、前から言われた玄関の下のコンクリートがもう金具が腐

って、昔はネズミが出入りしたとかいう話もありました。

　　その点含めて、私が町長に要望というか質問したいのは、まず１点目は、ドアはどん
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な形であれ、やっぱりきちんと修理すると。 72 戸、既に修繕終わった方もいますが。

　　それと、やはり町民の方、住んでいる方に、どういう点が不便か、１回アンケートと

って、それの結果、どこまで直すのか、年度もありますので、ここは当面修理していく

んであればどこまで直すのか、全面的に改善するんであればどこを直すかという、それ

についてきちんと計画をつくって、住んでいる方がここ二、三年、５年等含めて快適に

過ごせるように計画を持ったらどうかと、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、困って生活に影響を及ぼすと、玄関の中に雨水が入ってこられたり

ネズミが入ってこられたんじゃ、これはたまったものではありませんので、そういった

緊急を要するものについては、適切にそれなりに対応するということであります。

　　要望は担当のほうにもありますでしょうし、それから直接僕のほう、町長のほうにも

来るというケースもございますから、その辺については多分住んでいる方も日々の生活

のことでありますので、結構意見は行政のほうにも反映をしていただいているものと、

そんなふうに思っております。

　　そういったことを踏まえて、修繕すべきことは、これからも引き続きしっかりやって

いきたいというふうに思います。

　　特に大きな手戻りになってもまずいということもあります。これから特にまちなか居

住の関係で言うと、今までも議論をいただいているように、健康な人の町なかへの住み

かえ、そしてまた介護が必要になってくる人方の住みかえという意味では、あそこに福

祉協会、社会福祉法人がありますので、そういったところと非常に距離的な意味で近い

ということ等含めて、これから介護を要する人方が北団地を一つ大きなエリアとして、

あるいは住宅の地域として望ましいということでの基本的な考え方の上で、今進めてい

るところでもございます。

　　したがって、まちなか居住の考え方が遠い話ではなくて、できるだけ速やかに次年度

以降からも町なかのほうの健常者、そしてこちらのほうの北団地のほうに介護に適した

公営住宅というふうな計画性を持って、具体的に改修等を図っていきたいというふうに

思います。

　　そういった近い将来の計画と、そしてまた、今住んでいる人方の緊急を要する改修と、

これは両方とも考え合わせて、手戻りになったりしないように、この北団地の改修計画

を速やかにこれからも、来年度以降進めていきたいということであります。特に西団地

の住みかえというのは大きなテーマになっておりますので、その辺あたりも含めて総合

的な改修、少し大型になる可能性もあるかと思いますけれども、その辺も含めて進めて
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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）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　まちなか住宅については、西団地の方がこれから説明会しな

がら、建った時点では住みかえが始まると思うんですが、あと北団地のほうにも多分住

みかえが進んでいくと思うんです。それに向けて多分修繕なりしていくと思うんですが、

その北団地の修繕は予定から見るとちょっとまだ先の話ですので、二、三年ですか、三、

四年になりますので、そこまでの間どうするのかという問題があると思うんです。

　　あと、東側のほうは建てかえとありますけれども、随分先ですので、その住宅を半分

に分けたときの東のほうでも、外から見たら玄関は半分直してもらって、裏から見たら、

中に入ってみたら物すごくひどくて、そういうことも含めて、やはり一度、あとドアの

ノブが閉まらない、きついとか、いろいろあと金具が閉まりづらいと、個々にいろんな

状況あるんですが、その方々は多分担当課のほうに要望して、担当課が見にきて、それ

で直してもらったり、それもなかなかスムーズじゃないときもありますし、その点含め

て、やっぱりきちっと一応できるかできないかは別としまして、やっぱり住民から聞い

たらいいと思うんです。

　　それと、今回ちょっと質問にはないんですが、白樺も結構ひどいですね。今回の水害

の関係では、もうあそこは道路から低いですので、ぎりぎりまで水が来たとかというこ

ともあります。これは今回質問に上げていないので、白樺も建てかえでは北よりはもっ

と先ではあるんですが、それも含めてどういう点について直してもらったらいいか、ま

ず１回聞かないと。町民の方々は担当課に言えばいいといっても、なかなか言ったらい

いよといっても言わない方もいるんですよ。それで、私が言ってあげるかいと言ったこ

ともあるんですが、１回やっぱり一度、戻る戻らないは別としてもアンケートをとって、

どこを直してほしいかと、できるできない別としても、やっぱり聞いてみないといけな

いと思う。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　意見は多分日常的に聞いているだろうというふうに思いますし、今後も

そのようなことで気配りをして対応するように指示をしたいと思います。

　　いずれにしても、北団地のやっぱり住みかえは３年、５年というまちなか居住ＣＣＲ

Ｃの観点から、これできるだけ国の制度も含めて活用できないかなと、こんなふうにも

今考えたりなんかしているところでございますので、今急ぐべきことと、それからこの

先、遠い先ということではなくて近い先、できるだけ北団地の住居のあり方については

急を要するといいますか喫緊の課題として具体的な計画を持って対応するよう、そのよ
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うに精力的に取り組んでいきたいというふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　積極的に対応するといいましても、具体的に目に見えるもの

がないので、私はアンケートをとったらどうかと、その点についてだけ再度質問したい

んです。やっぱり聞くのに町民、住んでいる方が電話すればいいとか要望言えばいいじ

ゃなくて、こっちから、担当の方はずっと北団地見て回ったらしいんですが、見て回る

だけでなくて、直接要望があるかどうかをペーパーでもいいですので、そういうのを一

回とったらいいと思う。その点について再度質問します。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　何回も言いますけれども、アンケートのとり方についても、いわゆるそ

この住宅のありようについて、今大きく計画が出されてきておりますから、そういった

こととあわせて、やるとすればそういったことも含めて聞く機会を持つということだろ

うというふうに思っております。ペーパーでアンケートするのがいいのか、違った形が

いいのかというのはありますけれども、いずれにしても、町の方針も含めて示していく

ことが必要だろうというふうに思います。聞き放しにならないようにするためにも、そ

ういうやりとり、相互のやりとりが必要だと、そんなふうに考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　教育長との質疑は午後に回したいと思います。

　　ここで休憩といたします。

　　再開は午後１時といたします。

（午後　０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　１時００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）　それでは、教育費の父母の負担軽減について質問させてもら

います。

　　教育費の父母負担軽減に向けては、私、大きな視点で２つの視点が必要かと思ってい

ます。１つは、教育は無償化であるという問題、これは国全体の問題ですが。それから、

２つ目は、子供たち貧困対策の問題と、２点で考えていきたいと思っています。今回は

貧困対策は以前も質問しましたし、これからも取り上げる予定なんですが、今回は無償

化の問題について重点的に３点質問させてもらいました。
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　　昨今、市町村団体で無償化しているところがふえてきていまして、2016 年の中では、

これは前からやっているところもあるんですが、山梨県の早川町では給食費、修学旅行

費、教材費を無料にしています。それから、京都府の伊根町でも2016 年から同じよう

に無料にしています。給食費で言えば大体５万円前後、中学校に行けば６万円と。それ

から、修学旅行費は行くところによるんですが、小学校で５万円前後、中学校では五、

六万ですね。教材費では、１万円から１万6,000円前後負担をしながら、無料につなげ

ているところがあります。

　　それで、１点目の修学旅行の問題について質問したいと思うんですが、総合戦略の新

たな政策の中では、保育料の無料化と修学旅行と２つあるんですが、保育については

28 年度からもう即、27 年度にさらに上乗せして無料化を実施しました。修学旅行に

ついてはちょっと見直し、これも拝見させてもらったんですが、課題、課題で前進点が

ないのと、年度もちょっとありませんので、早急にすべきというふうに考えています。

修学旅行のお金も行く先によって多少違うと思うんですが、小学校で２万5,000円程度

と中学で６万5,000円程度かかっているんではないかというようなことも、聞き取りを

いたしました。

　　それと、私は総合戦略の新たな政策の中では、やっぱり個別でいろんな政策持ってい

ますので、新たな事業は確かにやっているんですが、全子供たちにかかわる問題を対象

にすべきというふうに思っています。保育料については、そこに通っている子供たち、

幼児ですね、乳幼児については全員該当になりますけれども、小・中学校にかかわる全

員該当になる事業というのは、この修学旅行の負担しかないんですが、それもちょっと

足踏み状態だと。これについては早急に、28 年はもう過ぎていますので、29 年から

実施する方向で検討すべきと思いますが、その点について質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　この学校給食費につきましては、十勝管内でも無料にする

町が出てきているということも承知しているところです。早急に修学旅行費を補助する

ということで、今、してほしいということでご質問がありましたけれども、修学旅行費、

平成 27 年度ですと、小学校が大体昨年２万3,800円、中学校はことし既に終了してお

りますけれども、中学校のほうは６万4,800円、ことしは経費がかかっております。以

前から上士幌高校は、半額今修学旅行費を助成しておりますので、小学校、中学校につ

いても半額程度助成をしたいということで、この辺につきましては連合ＰＴＡのほうか

らも要望が上がってきているところです。引き続き、教育委員会としても、この修学旅

行費の補助に向けて、さらにほかの町の状況なんかも調べながら、しっかりとなるべく
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早く実現できるように進めていきたいというふうに考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　戦略の当初の説明の中でも、半額程度というのが頭に、私も

聞いていますけれども、何で半額にこだわるのかなと、全額にすべきだと思うんです。

保育料は当初半額でスタートして全額無料というふうにワンステップ上に上がりました

ので、修学旅行費もそれほど毎年かかる、その子供については小学校で１回、中学校で

１回かかるわけですので、そんなに莫大なお金が毎月毎月かかるわけではありませんの

で、半額と言わず全額ということで検討すべきと、それも29 年から実施するようにぜ

ひお願いしたいので、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　補助率につきましては、十分にまた町のほうの理事者とも

協議しながら進めてまいりたいというふうに思いますし、また、実施年度についても同

様に、十分に協議をして進め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）　なかなか年度は出てきませんので、そのうち５年たっちゃい

ますので、早目によろしくお願いいたします。

　　次、ジャージの問題ですが、聞き取りをして、私、２着ぐらい必要なのかなと思った

ら、買う方は最初から３着買うというふうに言っていました。部活しているとやっぱり

汚れますし、あと、私はうちの子もそうだったんですが、ぐんと男の子伸びるんですよ

ね。だから、１着、サイズ的にもしかしたら３着じゃなくて五、六着買う方もいるんで

はないかと。そういう点含めて、ぜひジャージの全部とは言いませんから、入学時のジ

ャージ１着分の購入の助成をすべきと。

　　それで、答弁書の中で衣服等については自己負担であるというふうにあったんですが、

そういう観点でいった場合に、例えば高校の振興策と言えども、28 年まではジャージ

含めて何万円と、来年度以降は制服と準備金で上士幌で言えば８万円ほど補助されると

思うんですが、そういうふうに衣服等について自己負担だという原則は多分当てはまら

ないだろうと私は思います。振興策であれば、かみっ子の振興策、それから上士幌小・

中学校振興策、考えれば同じですので、衣服については自己負担であるというのを外し

て、ぜひジャージについても今後の課題にしてほしいと、その点について質問いたしま

す。

○議長（杉山幸昭議長）　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　今ご意見をいただきましたけれども、また、この辺につき
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ましては、教育の、先ほど無償化の話がされましたけれども、この共通する経費につい

て助成すべきだというお話でしたけれども、いろんなこういう子育て、教育の支援策、

たくさんやっておりますけれども、そういった中で児童・生徒に全体に行き渡るような

支援策というのもたくさんやっております。小学校も中学校もそれぞれ、例えば中学校

ですと、大人トークですとか語り場ですとか、そのほか小学校では、今外のトイレの整

備も行ってまいりますけれども、ほかにも一流プロジェクト芸術鑑賞会あるいは部活少

年団への支援ですとか、いろんな形で現在支援策を進めていますので、一律に行き渡る

ようにというのはなかなか、言われていることは理解はしますけれども、このジャージ

については現状では難しいかなというふうに私は思っています。

　　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）　これはまたずっと多分質問する機会があると思いますので、

この点についてはここまでにしたいと思います。

　　次、給食の問題なんですが、10 ％にかかわって今後検討するということの問題で、

検討の中身について質問したいと思うんですが、値上げを前提にしているようにちょっ

と感じるところがあるんですが、そのときに無料化も含めて例えばいろんなパターンが

考えられると思うんですよ。半額、今の時点の半額を補助して、月半額程度、月２万で

抑えるとか３万で抑えるとか、こういった分を助成するという方法もありますし、上げ

るか上げないかじゃなくて、いろんなパターンを考えた上で検討してほしいと。

　　例えば今回食材は多分かなり高騰するんではないかなと予想されるんですが、昨年度

ですら消費税８％分上乗せ分と、多分五、六百万ですか、補正しましたし、本来なら

28 年度もその分は補正というか上げなければいけないけれども、当分それは補正をす

ると、年度末に。じゃ、その上乗せした、さらに食材の今回、タマネギはどうかわかり

ません、道内ですからかなり食材は入ると思うんですけれども、不足分についてかなり

厳しいんではないかと。そのことを含めて、ある一定の負担をもしお願いするんであれ

ば決めちゃって、逆に、こういった分を町は補助するという制度が私は必要かと思うん

です。無料が一番確かにいいんですが、そこまで踏み切れないんであればそういう方法

もあると。そうすると給食センターはいろんなことがあっても、補正をするというのは

物すごく大変だと思うんですよ。データをきちんと出して、３月の末か12 月の末に補

正をするというのは物すごく大変なので、最初から見込んだお金、確かに見込むお金は

500万、600万、それはわかりませんが、組んだとしても補正は出てくると思うんです

が、そういう考えも含めて、あるかどうか、質問いたします。
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○議長（杉山幸昭議長）　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　今ご意見をいただきましたけれども、基本的には10 ％に

消費税が上がるときに改定をするかどうかも含めて検討するということで現状では考え

ております。

　　ただ、今ご意見をいただきましたので、給食費値下げするかどうかも含めて、その辺

も十分に管内の状況なんかも調べながら進めていきたいというふうに考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　ジャージはなかなか厳しかったんですが、多分給食について

はこれからの課題ですので、ぜひその辺含めて、食はやっぱり体をつくるためには、私

よく食べ物は薬という言葉が好きなんですが、病気をしないためには食べ物をしっかり

いいものを食べると、バランスのいいものを食べると、それ物すごく大事です。その点

について一番の教育、学ぶことも大事なんですが、給食は教育ですので、その観点含め

てしっかりと対応してほしいと思っています。

　　あと、先ほどいろんな形で、無料塾もそうですが、一流プロジェクトもそうなんです

が、いろんなこと取り組んでは、結果的には全子供たちにそれかかわるかもしれません

が、直接的にかかわる新しいメニューというのは修学旅行しかありませんので、個々に

かかわる、個々の子供たちは本当に直接かかわる事業をやっぱりやってほしいと。とか

く学力をつける、道内一の学力をつけるという点でいろいろやっているんですが、それ

はやっぱり意欲のある子供たちは恩恵がかなりあると思うんですよ。それも大事なんで

すが、実際なかなか、例えば貧困問題でなかなか大変な親だとか、あといろんなところ

に意欲的に取り組めない子供も含めて、全体にかかわる事業、それが私は必要であると

思っています。

　　最後になるんですが、例えば就学援助制度で受けている子供、たしか前の答弁で18

ぐらいに28 年度なっているというふうに聞きました。ですから、生活保護の1.3倍以

下の方は就学援助の該当を受ければ、給食費も修学旅行費も、ジャージは全額かわかり

ませんがある程度補助受けられますが、それからちょっと外れたりした方は補助受けら

れませんので、そのこと含めて、やっぱり就学援助の補助を受けられないから裕福だと

いうんじゃなくて、瀬戸際の方も含めて大変な方が多いんではないかと。それから貧困

対策の問題も含めてありますので、ぜひ給食の無料化、それから修学旅行含めて親の負

担を軽減するようにお願いしたいと思っています。再度、答弁お願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　この就学援助の現状の率につきましては、６月時点では
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小・中学生合わせて18.08％でしたけれども、現在の数字的には19.57％まで就学援助

を受けている小・中学生がふえてきております。これは、町外から移住されてきた若い

世帯とかもふえておりますので、そういった関係でふえておりますけれども、若い世帯

については年功序列の賃金体系ということもあって、1.3倍と言えども、やっぱり比較

的収入の少ない家庭が多いのかなと、そういった感じもして、この就学援助の該当者も

増加傾向に、今現状あるというふうに認識をしています。

　　今、保護者負担を全体に行き渡るということで、確かに全員にメリットがある、恩恵

があるという、そういった施策は考えなければならないというふうに思っていますけれ

ども、それが何でも出していいのかというふうになりませんし、町の財政のこともあり

ますし、いろいろ総合的に判断しながら、優先順位ですとかいろんなことを含めながら、

今後また検討していきたいというふうに考えています。

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

　　これをもって一般質問を終わります。

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

◎承認第３号から承認第５号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第９、承認第３号専決処分の承認について、日程第10 、

承認第４号専決処分の承認について、日程第11 、承認第５号専決処分の承認について、

以上３件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。

　　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承認第３号から承認第５号専決処分の

承認について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　今回ご承認をお願いします専決処分は専決処分書のとおりでございますが、承認第３

号につきましては、７月10 日の集中豪雨により被災した各施設、承認第４号につきま

しては、８月２日の集中豪雨により被災した町道、承認第５号につきましては、８月

17 日の集中豪雨により被災した施設のそれぞれの復旧作業に急を要し、予算補正を必

要といたしましたが、町議会を招集する時間的余裕がないために、地方自治法第179条

第１項の規定に基づき、承認第３号につきましては７月11 日付、承認第４号につきま

しては８月３日付、承認第５号につきましては８月18 日付をもって専決処分を行いま

したので、同条第３項の規定に基づき議会に報告し、承認を求めるものであります。

　　被害状況につきましては、行政報告の中で報告、説明のあったとおりでございますの

で、ご理解のほどお願い申し上げます。

－42－



　　処分内容は、承認第３号につきましては、第１条第１項で、既定の歳入歳出予算の総

額にそれぞれ746万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を80 億5,929万7,000円

とするものであります。

　　第２項で、歳入歳出予算補正の款項の区分及び金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額を、第１表歳入歳出予算補正によるとしたものであります。

　　事項別明細書は、４ページをご参照願います。

　　歳入は、繰越金を746万5,000円増額補正したものであります。

　　歳出は、５ページをご参照願います。

　　 13 款災害復旧費の農林水産施設災害復旧費の新生、清水谷排水路災害復旧事業、オ

ソウシナイ線、中瀬布線林道災害復旧事業の２事業合計で586万6,000円の増額補正。

同じく、13 款災害復旧費の公共土木施設災害復旧費のナイタイ２号橋災害復旧事業と

して159万9,000円の増額補正をしたものであります。

　　次に、承認第４号につきましては、第１条第１項で、既定の歳入歳出予算の総額にそ

れぞれ648万円を追加し、歳入歳出予算の総額を80 億6,577万7,000円とするもので

あります。

　　第２項で、歳入歳出予算補正の款項の区分及び金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額を、第１表歳入歳出予算補正によるものとしたものであります。

　　事項別明細書は、４ページをご参照願います。

　　歳入は、繰越金を648万円増額補正したものであります。

　　次に、歳出をご参照願います。

　　 13 款災害復旧費の公共土木施設災害復旧費の上音更連絡線道路災害復旧事業として

648万円の増額補正をしたものであります。

　　最後に、承認第５号につきましては、第１条第１項で、既定の歳入歳出予算の総額に

それぞれ3,194万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を80 億9,772万4,000円と

するものであります。

　　第２項で、歳入歳出予算補正の款項の区分及び金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額を、第１表歳入歳出予算補正によるとしたものであります。

　　事項別明細書は、４ページをご参照願います。

　　歳入は、地方交付税を3,194万7,000円増額補正したものであります。

　　次に、歳出をご参照願います。

　　 13 款災害復旧費の農林水産施設災害復旧費の北門幹線排水路ほか６件の災害復旧事

業として3,079万1,000円の増額補正、同じく13 款災害復旧費の公共土木施設災害復
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旧費の大雪川災害復旧事業として115万6,000円の増額補正をしたものであります。

　　以上、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、ご承認賜わりま

すようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより承認第３号から承認第

５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）　これをもって承認第３号から承認第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。

　　最初に、承認第３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、これより承認第３号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　本件は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、承認第３号は承認することに決定いたしました。

　　次に、承認第４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、これより承認第４号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　本件は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、承認第４号は承認することに決定いたしました。

○議長（杉山幸昭議長）　次に、承認第５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、これより承認第５号の採決を行います。
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　　お諮りいたします。

　　本件は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、承認第５号は承認することに決定いたしました。

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

◎報告第３号及び報告第４号の上程、説明、質疑

○議長（杉山幸昭議長）　日程第12 、報告第３号平成27 年度上士幌町財政健全化判断

比率の報告について、日程第13 、報告第４号平成27 年度上士幌町公営企業資金不足

比率の報告について、以上２件を一括して議題といたします。

　　報告書の朗読を省略し、直ちに報告の説明を求めます。

　　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　ただいま上程されました報告第３号平成27 年度上士幌町財政

健全化判断比率の報告について、報告第４号平成27 年度上士幌町公営企業資金不足比

率の報告についてを一括して、その内容をご説明、ご報告申し上げます。

　　財政健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率は、平成19 年度に制定されました

地方公共団体の財政の健全化に関する法律、第３条第１項及び第22 条第１項の規定に

基づき、監査委員の審査に付し、その意見をつけて議会に報告するものであります。

　　初めに、報告第３号平成27 年度上士幌町財政健全化判断比率の報告についてご説明

いたします。

　　なお、あわせまして、参考資料として配付いたしました平成23 年度以降の健全化判

断比率の推移も参考にご参照願います。

　　それでは、報告第３号、２ページ目、健全化判断比率報告書をごらん願います。

　　各比率の括弧書きは、それぞれの指標の早期健全化基準を表示しています。参考欄に

つきましては、黒字であったため比率が算定されなかったもの、計算結果を参考として

記載したものであります。

　　この財政健全化判断比率は、４つの比率から成っております。

　　実質赤字比率につきましては、普通会計の赤字の程度を指標化したものであります。

本町の場合は一般会計が対象となりますが、黒字決算となっておりますので数値が算出

されなかったものであります。

　　連結実質赤字比率につきましては、特別会計及び公営企業会計を含めた全ての会計を

対象にし、町全体としての赤字程度を指標化したものであります。本町の場合は、一般
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会計及び５特別会計を合わせたものが対象となりますが、黒字決算となっておりますの

で数値が算出されなかったものであります。

　　実質公債費比率につきましては、全ての会計における地方債元利償還金と一部事務組

合の償還金負担分、公債費に準ずる負債の償還金を合わせたもので、町の経常的な収入

に対する借金の割合を指標化したものであります。比率には、平成25 年度からの３カ

年の平均数値が用いられ、平成27 年度は5.2％となっており、昨年度の5.6％に比較

して0.4％減少しております。この減少の主な要因といたしましては、平成27 年度の

単年度数値は昨年度より0.2％ほど増加しておりましたが、比較的数値の高かった平成

24 年度分が３カ年平均値の算出から外れたことによるものであります。

　　次に、将来負担比率につきましては、全ての会計と加入している一部事務組合、第三

セクター等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率

であります。すなわち、町の支払わなければならない借金や負担金の残高の程度を指標

化し、将来的に財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものであります。本町にお

いては、負債が標準財政規模を基本とした額を下回っていることから数値が算出されな

かったものであります。

　　以上の４つの指標全てにおいて、括弧書きに記載しております早期健全化基準を下回

っております。また、指標の財政健全化判断比率につきましては、その算定の基礎とな

る資料を付して監査委員の審査に付し、別紙のとおりの意見をいただいておりますので、

ご参照をお願い申し上げます。

　　次に、報告第４号平成27 年度上士幌町公営企業資金不足比率の報告についてご説明

申し上げます。

　　２ページ目、資金不足比率報告書をごらん願います。

　　公営企業の資金不足比率につきましては、水道事業会計、公共下水道事業会計の２会

計とも、黒字決算となっておりますことから数値が算出されなかったものであり、右側

欄に記載しております経営健全化基準を下回っております。

　　また、指標の資金不足比率につきましては、その算定の基礎となる資料を付して監査

委員の審査に付し、別紙のとおりの意見をいただいておりますので、ご参照をお願い申

し上げます。

　　以上、報告第３号並びに報告第４号を一括してご説明、ご報告させていただきました。

ご審議の上、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　報告の説明が終わりましたので、これより２件を一括して質疑

を行います。
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　　質疑ありますか。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　実質公債負担比率のことについて質問いたします。

　　平成27 年度は３年平均で下がったということなんですが、多分これから28 、 29

といけば、これが上がってくるんではないかと思う。28 年度については多少横並びで、

29 年度以降は上がるんではないかというふうに想定いたします。なぜかといいますと、

地方債残高がもう 28 年ぐっとふえまして、それによって入ってくる公債費も 26 年、

27 年、 28 年とぐんぐんふえていますので、この３カ年だけの平均だけじゃなかなか

見えないんですが、今後の実質公債負担比率が上がるんではないかと、その辺の予想は

どうか質問いたします。

○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　先ほどの一般質問の町長とのやりとりの中でもございましたけ

れども、今後施設関係ですね、やはりかなりの支出が伴ってくるということに伴いまし

て、やはりこの数値自体は上がってくるだろうというふうに予想はしてございます。借

金の返済が今後10 億、 11 億、 12 億、そのような見通しを立てておりますけれども、

それらが占めてくる比率というのは、やはりこの5.2等では済まないんだろうというふ

うに思いますけれども、ただ、そこの中においてやはりどのような形で財政運営をして

いくのかというふうに捉えておりますので、その点は上がるというふうに認識はしてお

りますけれども、しっかりと運営、経営をしていきたいと、そのように考えておるとこ

ろでございます。

　　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）　なかなか先まで想定できないだろうと思うんですが、勝毎さ

んの記事なんか見ているときにも、ちょっと前にはある町村は18 というのがあったの

で、ああ、これは危ないぞと思った経験もあります。そこまでいくとかなり厳しいと。

そこまでいかない、７、８程度で、23 年度の７、８程度で終わるんであればいいんで

すが、そこも様子見ながら、やっぱり借金するものはしながら返すものは返していくと。

それはやっぱりすぐに数字的には出せないと思うんですけれども、そのことも見通して

やっぱり公共事業やりながら、借金をしながら返していくという見通し、やっぱり財政

担当の方はそこも見通して多分やっているんだろうと、その辺について確認いたします。

○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　当然そこは見ておかなければ町民に対しての説明もつきません
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ので、しっかりとやっていきたいと、そのように考えております。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　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、報告第３号及び報告第４号に対する質疑を終結

いたします。

　　以上で報告第３号及び報告第４号を報告済みとし、報告を終わります。

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

◎報告第５号及び報告第６号の上程、説明、質疑

○議長（杉山幸昭議長）　日程第 14 、報告第５号専決処分の報告について、日程第

15 、報告第６号専決処分の報告についての２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。

　　佐藤農林課長。

○佐藤桂二農林課長　ただいま上程されました報告第５号専決処分の報告について、その

提案理由と内容についてご説明申し上げます。

　　平成28 年６月９日に発生しました上士幌町字居辺の牧場敷地内における車両物損事

故について、地方自治法第180条第１項の規定により、６月24 日付で専決処分を行い、

７月６日に示談の合意について取り交わしたところでありますが、損害賠償の額の決定

及び和解について、同条第２項に基づき議会に報告するものであります。

　　専決処分の内容につきましては、専決処分書をごらんください。あわせて別紙、報告

第５号関係、事故発生状況略図をご参照ください。

　　１の賠償の相手方は、記載のとおりでございます。

　　２の事故の概要でございますが、平成28 年６月９日午前10 時 50 分ごろ、本町職

員が記載の牧場において、乳牛の予防接種を終え牛舎前から出ようと車をバックしたと

ころ、後方に駐車していた相手車両の右側前方に接触、破損させたものであります。

　　３の和解の内容でありますが、（１）番として損害額、町の損害額はゼロ円とする。

相手方の損害額は20 万4,494円とする。内訳は、車両修理代等20 万4,494円であり

ます。

　　（２）過失割合、町の過失割合は100％とする。

　　（３）損害賠償額、町の損害賠償額は、相手方の損害額の100％である20 万4,494

円とする。

　　（４）決済の方法、町は相手方に 20 万4,494円を支払う。
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　　（５）その他、今後本件に関しては異議を申し立てないこととする。

　　なお、職員に対しましては、安全運転について注意を促し、再度徹底を図ってまいり

ます。

　　以上、報告第５号専決処分の報告についてのご説明とさせていただきます。

○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　ただいま上程されました報告第６号専決処分の報告

について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。

　　平成28 年６月３日に発生した町民グラウンドから蹴られたサッカーボールが当たっ

たことによる車両損傷に係る損害賠償について、平成28 年７月25 日付で示談書を取

り交わしました。その損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第180条第１

項の規定により、平成28 年７月 25 日付で専決処分を行いましたので、同条第２項の

規定に基づき議会に報告するものであります。

　　専決処分の内容については、専決処分書をごらんください。あわせて別紙、報告第６

号関係資料、事故発生状況略図をご参照ください。

　　１の損害の相手方は、議案に記載のとおりでございます。

　　２の事故の概要ですが、平成28 年６月３日午後５時30 分ごろ、町民グラウンドで

上士幌中学校サッカー部の練習中に、南側にとめてあった車両にボールが当たり、後部

ドアが損傷したものです。

　　３の和解の内容でありますが、（１）損害額、相手方の損害額は10 万7,557円とす

る。内訳は、車両修理代 10 万7,557円であります。

　　（２）過失割合、町の過失割合は100％とする。

　　（３）損害賠償額、町の損害賠償額は相手方の損害額の100％である10 万7,557円

とする。

　　（４）決済の方法、町は相手方に 10 万7,557円を支払う。

　　（５）その他としまして、今後、本件に関して異議申し立てはしないとするというこ

ととなっております。

　　以上、報告第６号専決処分の報告についてのご説明とさせていただきます。

○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。
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　　これをもって報告第５号から報告第６号については報告済みといたします。

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

◎認定第１号から認定第７号の上程、説明、質疑、委員会付託

○議長（杉山幸昭議長）　日程第16 、認定第１号平成27 年度上士幌町一般会計歳入歳

出決算の認定について、日程第17 、認定第２号平成27 年度上士幌町国民健康保険特

別会計歳入歳出決算の認定について、日程第18 、認定第３号平成27 年度上士幌町後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第19 、認定第４号平成27

年度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第20 、認定第５号

平成 27 年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第21 、認

定第６号平成27 年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

日程第22 、認定第７号平成27 年度北十勝消防事務組合一般会計歳入歳出決算の認定

について、以上７件を一括して議題といたします。

　　初めに、認定案について理事者から提案理由の説明を求めます。

　　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　ただいま上程されました認定第１号から認定第６号平成27 年度上

士幌町一般会計ほか５特別会計の歳入歳出決算の認定並びに認定第７号平成27 年度北

十勝消防事務組合一般会計歳入歳出決算の認定につきまして、その決算の概要をご説明

申し上げます。

　　まず初めに、平成27 年度上士幌町一般会計ほか５特別会計決算の総括及び決算収支

の状況につきましてご説明を申し上げます。

　　附属資料の平成27 年度決算に係る主要な施策報告書、１ページ及び２ページにまと

めておりますので、ご参照願います。

　　一般会計及び５特別会計を合わせた全会計の予算総額は98 億4,288万1,000円で、

平成 26 年度と比較いたしますと９億5,930万8,000円の減額となっております。この

予算の執行結果につきましては、歳入においては97 億9,707万円の決算額となり、予

算総額と比較して4,581万1,000円の減、収納率は 99.5 ％となっております。

　　一方、歳出におきましては、決算額は93 億6,071万2,000円で、予算総額と比較し

て４億8,216万9,000円の執行残、予算執行率は 95.1 ％となったところであります。

　　このような歳入歳出の決算額における形式収支は、一般会計及び５特別会計の全てに

おいて黒字となり、その黒字総額は４億3,635万8,000円で、翌年度へ繰り越すべき財

源を除いた実質収支も４億1,646万6,000円の黒字となりました。

　　一般会計、国保特別会計及び介護保険特別会計においては、実質収支の黒字額から総
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額２億1,340万2,000円を、条例の規定によって基金に繰り入れたところでございます。

　　次に、各会計の決算の状況を申し上げます。

　　一般会計であります。

　　最終予算額79 億6,504万6,000円に対し、歳入決算額は79 億4,763万7,000円、

予算額に対して1,740万9,000円の減、収納率で 99.8 ％になりました。

　　歳出の決算額は75 億3,989万2,000円、予算額との比較で４億2,515万4,000円の

執行残、執行率において94.7 ％となり、歳入歳出差し引き額で４億774万5,000円の

黒字決算となりました。

　　また、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は３億8,785万3,000円の

黒字決算となっております。

　　次に、国保会計です。

　　最終予算額８億7,557万5,000円に対して歳入決算額は８億5,529万4,000円となり、

予算額との比較で2,028万1,000円の減、収納率で 97.7 ％となりました。

　　一方、歳出決算額は８億4,748万6,000円、予算額との比較で2,808万9,000円の執

行残、執行率は96.8 ％となり、歳入歳出差し引き額及び実質収支額で780万8,000円

の黒字決算となっております。

　　次に、後期高齢者医療会計につきましては、最終予算額8,496万1,000円、これに対

して歳入決算額は8,522万4,000円、予算額との比較で 26 万3,000円の増、収納率

100.3％となりました。

　　歳出決算額は8,277万3,000円、予算額との比較で218万8,000円の執行残、執行率

97.4 ％となりました。歳入歳出差し引き額及び実質収支額で245万1,000円の黒字決

算であります。

　　次に、介護保険会計につきましては、最終予算額５億237万8,000円、これに対して

歳入決算額４億9,899万6,000円、予算額との比較で338万2,000円の減、収納率で

99.3 ％となりました。

　　一方、歳出決算額は４億8,159万4,000円、予算額との比較で2,078万4,000円の執

行残、執行率95.9 ％。歳入歳出差し引き額及び実質収支額で1,740万2,000円の黒字

決算となりました。

　　次に、水道会計であります。

　　最終予算額１億8,511万5,000円、歳入決算額１億8,289万3,000円、予算額との比

較で222万2,000円の減、収納率で 98.8 ％となりました。

　　歳出決算額は１億8,235万円、予算額との比較で276万5,000円の執行残、執行率は
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98.5 ％。歳入歳出差し引き額及び実質収支額で 54 万3,000円の黒字決算であります。

　　最後に、下水道会計の決算状況についてご説明申し上げます。

　　最終予算額２億2,980万6,000円、これに対して歳入決算額２億2,702万6,000円、

予算額との比較で278万円の減、収納率 98.8 ％となりました。

　　また、歳出決算額は２億2,661万7,000円となり、予算額との比較で318万9,000円

の執行残、執行率で98.6 ％。歳入歳出差し引き額及び実質収支額で40 万9,000円の

黒字決算となっております。

　　次に、認定第７号平成27 年度北十勝消防事務組合一般会計の歳入歳出決算の認定に

ついて、その決算の概要をご説明申し上げます。なお、決算額等につきましては1,000

円単位に端数整理した数値で申し上げますので、ご了承をお願いいたします。

　　一般会計の決算状況は、前年度からの繰越額を含め、歳入総額が 18 億2,343万

4,000円、歳出総額が17 億8,710万1,000円となり、歳入歳出差し引き額の3,633万

3,000円は十勝広域消防局及び北十勝４町への３月分支払い精算費等による引き継ぎ額

となっています。引き継ぎ額内訳は、十勝広域消防局に1,425万円、音更町に1,156万

4,000円、士幌町に225 万1,000円、上士幌町に419 万9,000円、鹿追町に406 万

9,000円となってございます。

　　初めに、歳入の決算状況について申し上げます。

　　当初予算の13 億9,300万円に、年度中、減額補正分647万1,000円及び前年度から

の繰越明許費繰越額４億5,503万2,000円を含め、最終予算現額は 18 億4,156万

1,000 円となり、調定額、収入済額ともに 18 億2,343 万4,000 円で、執行率は

99.0 ％となったところであります。

　　歳入のうち構成割合の86.1 ％を占めます分担金及び負担金は、前年度対比4,049万

7,000円増の 15 億7,152万3,000円となりましたが、このうち共通経費の分担金は４

億1,123万2,000円で、前年度対比2,358万3,000円の増となったところでございます。

　　使用料及び手数料、財産収入の合計は前年度対比132万3,000円減の168万4,000円、

繰越金は前年度対比377万5,000円減の623万2,000円、諸収入は前年度対比342万

4,000円増の879万5,000円、組合債は前年度対比8,960万円減の２億3,520万円とな

っております。

　　以上の結果、予算額に対して調定額、収入済額ともに1,812万7,000円の減となった

ところでございます。

　　次に、歳出の決算状況について申し上げます。

　　歳出予算の最終予算現額は 18 億4,156万1,000円で、決算額は 17 億8,710万
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1,000円、執行率は97.0 ％、前年度対比8,087万9,000円の減の決算となったところ

でございます。

　　款別支出額と前年度対比については、議会費が44 万円減の42 万5,000円、総務費

が2,434万6,000円増の４億1,191万5,000円、消防費が2,060万6,000円減の 10 億

1,714万4,000円、消防施設費は9,149万4,000円減の２億4,087万1,000円、公債費

が731万5,000円増の１億1,674万6,000円となっております。

　　目的別、性質別分類における前年度対比では、人件費が640万円増の８億7,490万

2,000円、物件費が2,960万4,000円減の１億2,695万7,000円、維持補修費が99 万

9,000円増の1,209万7,000円、扶助費が38 万円減の1,429万円、補助費が183万円

増の2,823万4,000円、普通建設事業費は6,743万9,000円減の６億1,387万5,000円、

公債費は731万5,000円増の１億1,674万6,000円となっております。

　　詳細につきましては、別冊の決算に係る主要な施策報告書及び一般会計決算参考資料

をご参照いただきますようお願いを申し上げます。

　　以上、平成27 年度上士幌町一般会計ほか５特別会計並びに北十勝消防事務組合一般

会計の決算の概要についてご説明申し上げました。ご審査の上、ご認定賜りますようお

願いを申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　次に、議会運用例第60 条の規定により、監査委員より決算審

査の意見を求めます。

　　新田勝幸代表監査委員。

○新田勝幸代表監査委員　平成27 年度上士幌町一般会計及び５特別会計の歳入歳出決算

並びに基金運用状況につきまして、代表監査委員の私と中島監査委員によりまして、実

質 27 日間を要し、必要に応じて各課部局の担当職員から事情聴取をするなど、慎重か

つ厳正に審査をいたしました。

　　審査の結果につきましては、別紙、平成27 年度決算審査意見書、決算審査の概要の

とおりでございますので、ごらんいただきたいと存じます。

　　第１、審査の対象でありますが、１、上士幌町一般会計、２、上士幌町国民健康保険

特別会計、３、上士幌町後期高齢者医療特別会計、４、上士幌町介護保険特別会計、５、

上士幌町水道事業特別会計、６、上士幌町公共下水道事業特別会計。

　　第２、審査の期間でございますが、平成28 年７月 21 日から８月29 日までの実質

27 日間でございました。

　　第３、審査の場所ですが、監査委員室で行いました。

　　第４、審査の方法、１、平成27 年度上士幌町一般会計及び特別会計については、歳
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入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調

書に基づき審査を行いました。２、審査については、１つ、決算の計数は証書類及び関

係諸帳簿と符号し正確であるか。２として、予算が議会の議決の趣旨に沿って執行され

ているか。基金については基金条例の趣旨に沿って運用されているか。３として、収入、

支出、財産の管理及び基金の管理運用等の財務に関する事務等が、地方自治法、その他

関係法規に準拠し適正に処理されているか。以上の３項目に重点を置き、例月出納検査

の結果も考慮し、関係職員から事情聴取する等により慎重に審査をいたしました。

　　５として審査の結果でございますが、審査の結果、平成27 年度上士幌町一般会計及

び５特別会計歳入歳出決算額は、証書類及び関係帳簿と符合し相違ないことを確認し、

予算の執行及び収入、支出等の財務に関する事務等について適正に執行されたものと認

めるものであります。

　　以上、平成 27 年度決算審査結果とさせていただきます。

　　続きまして、平成27 年度北十勝消防事務組合一般会計の歳入歳出決算につきまして、

代表監査委員の私と中島監査委員によりまして、実質２日間を要し、審査対象として提

出されました関係書類を慎重かつ厳正に審査をいたしました。

　　審査の結果につきましては、別紙、平成27 年度決算審査意見書のとおりでございま

すので、ごらんいただきたいと存じます。

　　第１として審査の対象ですが、（１）北十勝消防事務組合一般会計、２として決算附

属書類、決算に係る主要な施策報告書、歳入歳出事項別明細書、実質収支に関する調書、

財産に関する調書。

　　２として審査の期間でございますが、平成28 年８月１日から８月２日まで実質２日

間でございました。

　　審査の場所ですが、監査委員室で行いました。

　　第４として審査の方法ですが、１、平成28 年３月 31 日付で管理者から審査に付託

された平成27 年度一般会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書

及び財産に関する調書等について、関係法令に準拠して作成されているか確かめ、これ

らの計数の正確性を検証しました。

　　第５として審査の結果、審査に付された歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支

に関する調書及び財産に関する調書は、関係法令に準拠して作成されており、計数的に

も正確であり、予算執行も適正に処理されているものと認められました。

　　なお、決算の概要と意見は別紙のとおりであります。

　　以上、平成 27 年度北十勝消防事務組合一般会計決算審査結果とさせていただきます。
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○議長（杉山幸昭議長）　認定案件７件の提案説明及び監査委員の決算審査意見が終わり

ましたので、これより質疑を行いますが、認定案件７件に対する質疑は議会運営委員長

の報告にありましたように、決算審査特別委員会を設置して、これに付託の上、審査し

たいと思いますので、認定案件に対する詳細な質疑は決算審査特別委員会において行う

よう、ご協力願います。

　　また、監査委員の決算審査意見に対する質疑は、議会運用例第58 条の３第２項の規

定により、決算審査特別委員会において行うことができますので、大綱的な質疑にとど

め、詳細な質疑は決算審査特別委員会において行うよう、ご協力願います。

　　それでは、これより質疑を行います。

　　質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上をもって質疑を終結いたします。

　　ここでお諮りいたします。

　　ただいま議題となっております認定第１号から認定第７号までの平成27 年度一般会

計ほか５特別会計及び北十勝消防事務組合一般会計の決算認定の審査については、議長

及び議会選出監査委員を除く９名の委員をもって構成し、決算審査特別委員会を設置し、

これに７件を一括して付託し、審査いたしたいと思いますが、これにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、認定第１号から認定第７号までの平成27 年度一般会計ほか５特別会計及び

北十勝消防事務組合一般会計の決算認定の審査については、議長及び議会選出監査委員

を除く９名の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに７件を一括し

て付託し、審査することに決定いたしました。

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

◎決算審査特別委員会委員長、副委員長の互選について

○議長（杉山幸昭議長）　ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員長及び副委

員長は、委員会条例第８条第３項の規定により委員会において互選することになってお

りますが、議会運用例第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、決算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選の方法は、議長の指名推選
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によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、決算審査特別委員会の委員長及び副委員長は、議長において指名することに

決定いたしました。

　　それでは、指名いたします。

　　決算審査特別委員会の委員長に10 番、山本和子議員を、副委員長に３番、中村保嗣

議員を指名いたします。

　　お諮りいたします。

　　決算審査特別委員会の委員長に10 番、山本和子議員を、副委員長に３番、中村保嗣

議員を選任することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、決算審査特別委員会の委員長に10 番、山本和子議員を、副委員長に３番、

中村保嗣議員を選任することに決定いたしました。

　　ここで 15 分間休憩といたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午後　２時０４分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　２時１４分）

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

◎議案第５５号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第23 、議案第55 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55 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 55 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、ぬかびら源泉郷中央園地整備工事であります。

　　本事業は、環境省が実施する旧大雪グランドホテル跡地の整備と一体的にぬかびら源
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泉郷中央園地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、敷地造成、構造物撤去、給水施設、雨水排水、電気設備、園路広

場、管理施設、サービス施設の整備工事一式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８月30 日午前９時30 分に執行し、町内３共

同企業体と町外２業者の合計５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6,512万4,000円。入札予定価格は6,794万2,800円で、落札率は

95.85％であります。

　　契約の相手方は、田西・加藤経常建設共同企業体、代表者、上士幌町字上士幌東１線

235番地、株式会社田西建設、代表取締役田西長徳氏であります。

　　また、当該工事の工期は、契約締結の日から平成 29 年１月 31 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55 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 55 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55 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 55 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第５６号から議案第５９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24 、議案第56 号平成28 年度上士幌町一般会計補正

予算（第７号）、日程第25 、議案第57 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２号）、日程第26 、議案第58 号平成28 年度上士幌町介護保険特別

会計補正予算（第２号）、日程第27 、議案第59 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２号）、４案を一括して議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　ただいま上程されました議案第56 号から59 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、１億1,596万3,000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101億8,490万2,000円となります。

　　それでは、予算補正を行う各会計の内容を申し上げます。

　　議案第 56 号一般会計補正予算（第７号）であります。

　　１ページをごらんください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億643万5,000円を追加し、総

額を 82 億415万9,000円とするものでございます。

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

ページから４ページ、第１表のとおりでございます。

　　第２条では、地方債補正といたしまして、過疎対策事業債の限度額を13 億3,990万

円から 13 億3,890万円に変更補正をいたします。また、臨時財政対策債を１億6,278

万4,000円から１億5,096万5,000円に変更補正をいたします。

　　歳出のうち追加補正の主なものといたしましては、町有財産管理経費131万8,000円、

役場庁舎及び山村開発センター改修経費323 万6,000円、職員厚生管理経費227 万

8,000円、障害者自立支援給付事業110万9,000円、合併処理浄化槽整備費助成経費

405万円、農業用ＧＰＳガイダンスシステム等導入支援事業1,000万円、六次産業化ネ

ットワーク活動交付金事業439万3,000円、産地パワーアップ事業2,250万円、コント

ラクター支援事業1,125万円、林産業振興対策事業394万7,000円、ナイタイ高原牧場

運営安定化基金積立金1,457万3,000円、牧場用機械購入事業296万2,000円、産業振

興対策経費153万9,000円、低炭素普及啓発推進、体験型観光事業329万8,000円、町

道等維持管理事業778万円、公営住宅建てかえ事業933万5,000円、スポーツ振興助成

経費207万9,000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。

－58－



　　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。

　　 26 ページの議案第57 号国民健康保険特別会計補正予算（第２号）をごらんくださ

い。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ69 万3,000円を追加し、総額を

８億8,369万6,000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、

27 ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出の主なものにつきましては、事務管理経費19 万1,000円、療養給付費交付金等

返還金 50 万2,000円を追加補正するものでございます。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。

　　次に、31 ページの議案第58 号介護保険特別会計補正予算（第２号）をごらんくだ

さい。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に743万1,000円を追加し、総額を５億

5,461万7,000円とするものでございます。

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

32 ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出の主な補正内容につきましては、介護予防普及啓発事業139万6,000円、介護給

付費等負担金返還金743万1,000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、説明を省略いたします。

　　次に、37 ページの議案第59 号公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）をごら

んください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に140万4,000円を追加し、総額を２億

4,775万7,000円とするものでございます。

　　第２条では、地方債補正といたしまして、下水道事業債の限度額を 950万円から

1,020万円に変更補正いたします。また、過疎対策事業債の限度額を940 万円から

1,020万円に変更補正をいたします。

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

38 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、下水道施設整備事業140万4,000円を追加補正をい

たします。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略いたします。

　　以上、一般会計並びに３特別会計の補正の内容についてご提案を申し上げました。よ
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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56 号平成28 年度上士幌町一般会計補正予算（第７号）の質疑を

行います。

　　初めに、事項別明細書の歳出から質疑を行います。

　　事項別明細書の歳出は、総務費12 ページから13 ページの総務費賦課徴収費まで質

疑を行います。

　　質疑ありますか。

　　１番、伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　 13 ページの職員厚生管理経費、当初で119万3,000円出てお

りましたが、今回この内訳を見ますと、委託料として職員募集等の業務になっておりま

すが、どのような内容なのか教えてください。

○議長（杉山幸昭議長）　杉本総務課長

○杉本　章総務課長　職員募集等業務委託の内容でございますけれども、地域おこし協力

隊の募集業務を委託するものであります。地域おこし協力隊の採用支援業務や人材育成

業務を行っているノウハウを持っている事業者へ委託をするというものでございまして、

内容につきましては、全国的な求人サイトへの広告の掲載、募集の受け付け、適正検査

の実施、面接支援というふうになっております。地域おこし協力隊については、全国的

に活用が広まっていることから、近年募集をしても応募が少ないというような状況があ

り、人材の確保が大変難しくなっておりますので、採用方法についても工夫をしていか

なければならない状況にありまして、今回委託しようというものでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　１番、伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　今までもこのサイトを使っていたのか、そして、何名採用しよ

うとしているのか、お聞きいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　杉本総務課長

○杉本　章総務課長　この委託業務につきましては昨年も利用しておりまして、実績につ

きましては、昨年については、道外からの４名を採用、道内から１名の採用で、合計５

名の採用としているところであります。今回採用しようとしている者については、保育

教育の推進員と、それからＣＣＲＣの関連で、ちょっとまだ詳細未定なんですけれども、

今後採用する予定でおります。

　　以上です。
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○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　山村開発センターについてなんですが、今回直接の修繕費は

ありませんけれども、台風に関する今後の修繕等、今かなり水漏れがひどいので、それ

について、いつ修繕していくのかだけ質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　杉本総務課長

○杉本　章総務課長　山村開発センターについては、山本議員おっしゃいますとおり、台

風の影響で雨漏りがひどいという状況になっております。これについては、予算につい

ては補正ということではなくて、緊急を要するということで予備費で対応して修繕する

ということにしております。

　　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）　対応するということは、早急にもうしているのか、やってい

るのか。かなりひどいので、いろんな団体が利用するものですから、その辺質問いたし

ます。

○議長（杉山幸昭議長）　杉本総務課長

○杉本　章総務課長　屋上の防水工事については、先日見積もり合わせを終えまして、既

に発注済みでございます。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　ほか、ありますか。

　　２番、佐々木守委員。

○２番（佐々木　守議員）　先ほど伊東議員が質問した内容、もう少しお聞きをしたいと

思うんですが、２名今募集をかけるということですが、これ採用期日はいつだという、

来年の４月新規採用を今から準備をして補正をかけてやっておくんだということなのか

どうか、ちょっとその辺も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）　杉本総務課長

○杉本　章総務課長　採用の時期については、来年度の４月１日ということではなく、募

集して採用が決定次第採用したいというふうに考えております。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　２番、佐々木守委員。

○２番（佐々木　守議員）　ということは、保育士なんかも非常に預かっている幼児の皆

さんが非常に多く、応募が多くあって満杯状況だという話はちらっと聞いているんです

けれども、人員が足りないという現状になっていると。人事計画というのはどういうふ
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うに持つのかという基本的な姿勢が、なかなか僕は聞いたことはないんですけれども、

これだけ人手不足ということになれば、正職員として採用して、この上士幌の行政組織

内で教育をしていくというのも一つの方法だと。

　　今あるこの制度をうまく使って短期的にノウハウを持った人を雇っていくというのも

一つそうですし、あるいは地域おこし協力隊という形ではなくて、中間管理職というか

一定のノウハウを持った人を中途採用するというのも一つの方法だと思うんですよ。今

の雇用条件というか求人状況というのを踏まえてそういった派遣計画を立てていかない

と、結果的にこれ人が来なかったら、今やられている職員に無理がかかっていくという

形になると思うんですよ。その無理は職員に終わるだけではなくて、結局は行政サービ

スの低下というところに行き着く可能性があるわけです。

　　ですから、そういう部分で次年度の人事採用というのを今ぐらいから考える、あるい

はもう12 月、１月ぐらいから考えるという形で考えていかないと、正職員の試験はた

しか９月だというふうに記憶していますけれども、そういう部分から準備をしていく、

短期的な側面も含めて、そういう準備をしていかないと、なかなか難しいんではないか

なと。

　　今僕はそれほど雇用条件が好転しているとは思わないんですけれども、特定のところ

に非常に難しくなる。特に介護の現場であるとか保育の現場は異常な状態だと言われて

いるぐらい。その根本原因が労働条件の劣悪さだというふうに言われているので、その

辺をどちらかを、うちの町はせめて子育て支援も含め、あるいは福祉関係も今のところ

順調に推移をしている。ただ、これ人が動かしているものですから、その辺の先を見据

えた対策をきちっと踏まえないと難しいのではないかなという心配をするんですが、そ

の辺も含めて、この内容についてもう一度ご説明を伺いたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　議員ご指摘のとおり、現場は非常に今変化をしているということで、

特に保育の現場については、ご承知のとおり無料化ということもあって、特に未満児の

入所者もふえていると。また、今後も来年度に向けては農村地区の私立保育所のほうも

統合ということも見えてきているような状況でありますから、当然今時期的には途中か

らでも、あるいは何月から入所させたいというようなことも現場のほうでは受けている

ということで、着実に今入所児童が増加傾向にあるということがございますので、そう

いった状況を受けて、今今回募集をかけているということでございます。

　　現実には今、道内でも札幌市あたりでも募集をしてもなかなか集まってこないという

現状があって、今まさに今回は協力隊の関係でやっておりますけれども、全国区で今人
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を集めないとなかなか厳しいというような環境もございまして、いろんな角度から募集

をかけるんですが、なかなか通常の一般募集では管内あるいは新聞等での募集等々では

集まってこないという実は現実がございますので、全国区でも今こういう形で募集をか

けて何とか確保していきたいという思いがございます。

　　あと、一方では、ご指摘のとおり、職員の待遇の問題も当然重要なポイントになって

まいりますので、今後の状況を見ながら、新年度に向けてはその辺のことも十分考えな

がら、また募集を図っていきたいなというふうに考えているところでございます。

○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、13 ページ民生費、衛生費から、18 ページ農林水産業

費、林業費まで質疑を行います。

　　質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、18 ページ商工費から、22 ページ土木費まで質疑を行

います。

　　質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、教育費、 22 ページから 24 ページまで質疑を行います。

　　質疑ありますか。

　　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　この22 ページで認定こども園の管理経費と８万9,000円出て

いますけれども、直接的にはこれ関係ないんですけれども、ことしの台風ですとか増水

によって新しくできた地下の水が入っていると、給食センターも、ちょっとこれ関係な

いんですけれども入っているということで、町民の公共施設として避難場所もしくは災

害が万が一起こったときに、給食の炊き出しとかあらゆるものが、イの一番にこういう

水害もしくは発電キュービクルですとかそういうものが使えなくなってしまうと。これ

は今回補正予算でありますからいいんですけれども、予期もしないような水害ですとか

防水加工だとか、そういうことを今年度もしくは来年度できちっとして、やっぱり災害

でも町の中で公共的に強いというような施設に持っていくことは考えているのかどうか。

　　これ、教育長ですか、町長ですか。

○議長（杉山幸昭議長）　ちょっと山本議員、ちょっとこれ予算書外ですので、総括で町

長にお聞きしていただきたいと思いますけれども、よろしいですか。
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　　ほかにありますか。ありませんか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、 25 ページ、地方債補正について質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、歳入は８ページから11 ページまで一括して質疑を行い

ます。

　　質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、一般会計補正予算書の１ページから７ページまで一括し

て質疑を行います。

　　質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、議案第56 号平成28 年度上士幌町一般会計補正予算

（第７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 57 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２

号）は、 26 ページから 30 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57 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２号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 58 号平成 28 年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、

31 ページから 36 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）　介護予防生活支援事業の139万円の予算の移動についてなん

ですが、これは委員会で説明あったかと思うんですけれども、地域まるごと元気プログ

ラムがＣから介護普及啓発事業に移ったということだろうと思うんですが、今後の予想

なんですけれども、これ介護保険の中で予算要望して認められていると思うんですが、

その専門性がないから介護予防啓発事業に移ったとなると、移らざるを得なかったとな

ると、来年度以降予算要望した場合に、予算が減らされたりとか、そういうことがない
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のか。今回はたまたま139万6,000円はそのまま予算組みが変わるだけで事業費は同じ

なんですが、そういうことが想定されるんではないかと、その点について質問いたしま

す。

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩いたします。

（午後　２時３９分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午後　２時４０分）

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

○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　山本議員ご指摘のとおり、こちらの元気ぴんぴん事業につきま

しては、当初予算では通所型介護サービスのＣ事業という形で北海道十勝総合振興局の

ほうとも協議をしながらこの事業でいけるんではないかという感触を受けて、当初予算

で計上して事業を実施しようとしてきたところでございますが、いざ事業を本格的に実

施しようという段階で、再度確認のために振興局のほうに、この事業が制度的に合致す

るのかという再度確認を行いましたところ、やっぱり専門性で常に専門職員がついて実

施できるかどうか、それから短期的な取り組みになってしまわないかというような観点

からそぐわないという形で、一般介護予防事業で実施をしたいということで、今回の補

正予算で組みかえを行わさせていただくものでございます。

　　今後についても、見解としましては、当然一般介護予防事業で行わざるを得ないとい

うふうに認識してございまして、これからの事業費、今までは介護サービスのＣ事業で

行っておりまして道のほうの助成金をいただいているんですけれども、一般介護予防事

業に移った部分でも、そちらのほうでも同じような手当てがあるというふうに認識して

ございますので、事業についてはこれまでどおり実施をしていきたいという考えにござ

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）　今年度から介護総合事業を町がやることになって、要支援１、

２も含めて事業を町がやるんですが、その中で通所型Ｃサービス事業が今回ちょっと移

動もあったんですが、そのときに、町としては、いろんなサービスを含めて道のほうに

申請をして予算がついたはずなんですよ。介護保険の中の６とか３とかなくなって、町

が上げたものについてはほぼ同額、約1,000万ほどかな、ついたというふうに担当から

説明があったんですが、今後例えばこのまるごと元気プログラムが本当は介護予防Ｃ型
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でやりたいということで上げたりとか、このまるまる元気のあれを上げた場合に、これ

は該当しない、あれは該当しないというふうに予算を削ってくるんではないかというこ

とで、心配をして質問しました。

　　今回たまたま専門職がなくても139万円を項目を移すだけでいいですよとなったんで

すが、これから多分そのことが予想されてくるんではないかということで質問をさせて

もらいました。これあくまで予想ですので。十勝支庁のほうでは、制限はないけれども、

あるかといったら、ないとは言えないと。だから、介護予防事業が従来どおりやれるか

といったら、 28 年度については各町村から上げた分は全部予算をつけたけれども、

29 年度以降はわからないということで、今回整合性がないからどうのこうのと、予算

は削られてはいないんですが、そういう心配があるので質問させてもらいました。

　　答弁があれば、お願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　答弁要りますか。

　　山本議員、後ほど、また何かの機会でよろしいですか。

　　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58 号平成28 年度上士幌町介護保険特別会計補

正予算（第２号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 59 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２

号）は、 37 ページから 44 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59 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２号）の質疑を終わります。

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

する総括質疑を行います。

　　質疑ありますか。

　　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　先ほど申し上げましたけれども、今回の大雨及び台風、非常に

近年にないような状況になっております。管内の町村でも、我が町よりもはるかに激甚

災害の指定を受けつつも大変な状況になっているというようなことが、テレビ等で報道

されております。

　　そこで、理事者に対して、今公共施設の中学校、それから給食センター、認定こども
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園ですとか、地下に部屋もしくは何か作業場、発電装置だとかという状況の中で水漏れ、

そういう状況が起きていると。当然私からしてみれば、地下にそういうものをつくると

いうことは、防水工事等、通常の雨では入らんじゃないかという素人の考えでいるわけ

ですけれども、やはり公共性が強いということは、例えば中学校、小学校含めた中で、

役場庁舎もそうですけれども、何らかの災害が起きたとき避難場所になる可能性あると。

そのときに緊急発電機及びそういう状況が起きて、通常どおりの災害のときの避難場所

になり得ないということになるおそれがあるんではないか。

　　このことについて調査をして、抜本的な今年度、また来年度に向けて考え方を持って

いるかどうか、ちょっとお聞きしたいんですけれども、いかがでしょうか。

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩いたします。

（午後　２時４７分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午後　２時４９分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　山本議員、じゃ、ただいまの質問については取り下げていただ

いて、関連予算が出たときに質問いただくということでご理解いただけますか。

　　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　総括のほうがいいかなというふうに思って、先ほどの質問、

状況についてはわかりました。

　　１つ考えなければいけないのは、地域おこし協力隊で保育所の体制を何人も対応して

いくというのは妥当性があるのかどうか。つまり、あの施設はできたばかりです。定員

についても、厳しい人口、建物の中で、あるいは少子化の中でああいう人数の設定をし

ました。特別なスキルが必要な職員なのかどうか、まだちょっとわかりませんけれども、

通常の保育士と言われる仕事をしていただくんであれば、一定程度正職員の定数も踏ま

えて、恐らく正職員で募集して募集者がゼロということではないと思うんですよ。つま

り、それだけ条件が違うということで、今なかなかいないという現実があるんですから、

やっぱりそれは実際に即した対応をしなければならない。何でも地域おこし協力隊とい

うふうに言うと、そうではないと怒られるのかもしれませんけれども、ちょっとそのよ

うに感じてしまうと。

　　緊急にやっぱり子供たちのために必要だとすれば、どういう形が確実性があって実行

性があるのかということを踏まえて募集、求人をしなければ、対応し切れないと思うん
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ですよ。いないと言いながら、これだけのお金をかけてまたやって、いるという保証は

ないわけですから。その間また無理が生じている、そういう状況になるんだというふう

に思うんですよ。さっき言ったのは、こうなるので、その辺を踏まえて、例えばＣＣＲ

Ｃのように新しいもので、これ人がいるかどうかという問題も含めてですけれども、そ

ういった経験やスキルやそれに近い認識を持った人に募集をかけたいというのであれば

わかるということ。

　　それから、もう一つは、近年の雇用状況を見ると、早目早目の求人対応ということを

きっちりしていかなければなかなか難しいと。過去にもそういう形で、予定はしたけれ

ども来なかったというか、応募がなかったということが何回かあるわけです。何度やっ

ても今はそういう雇用状況だから仕方ないという見方をするんではなくて、決して雇用

状況としては悪いことじゃありませんからね、早目早目、あるいはどういった処遇にし

たらよりいい人材を求めることができるのかということをきっちり踏まえて雇用側とし

て考えていかないと、充足できるものではない。私たちは会社だったら規模縮小しても

やむを得ないというふうに考えるのかもしれませんけれども、自治体というのは行政福

祉ですから、そういうことにはならないということを踏まえて対応しなければならない

というふうに私は見ているところですけれども、最後に考え方をお伺いしたいと思いま

す。

○議長（杉山幸昭議長）　千葉副町長

○千葉与四郎副町長　今後の募集、とりあえずいわゆる全国区での地域おこし協力隊とし

ての募集は実施をさせていただきながら、また、一方では、先ほども申し上げたように、

入所者数が増加するということも一方では見えてきておりますので、この辺は十分現場

のほうとこれからの推移を十分見ながら、そういった職員の募集の待遇の問題も含めて

十分協議をさせていただいて、その上で、また必要な分については募集をしていきたい

なと、その辺は十分これから現場のほうと協議していきたいなというふうに思っており

ます。

　　以上です。

○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）　ほかに質疑はございませんので、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。

　　以上で議案第56 号から議案第59 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56 号平成28 年度上士幌町一般会計補正予算（第７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56 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 56 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第57 号平成 28 年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

の討論を行います。

　　討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第57 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 57 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第58 号平成 28 年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第２号）の討

論を行います。

　　討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第58 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 58 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 59 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59 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 59 号は原案のとおり可決されました。

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

◎散会の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　以上で本日の議事日程は全て終了いたしましたので、本日の会

議を終わります。

　　あすからは休会とし、本会議の再開は９月23 日金曜日午前10 時からでありますの

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５６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。

　　議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

（午前１０時００分）

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

◎議会運営委員会の報告

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

　　議会運営委員長、佐々木守議員。

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

　　議会運営委員会は、９月８日午前11 時 40 分より、委員会室において、議会運営委

員の出席をいただき、説明員に千葉副町長の出席を求めて委員会を開催し、議事運営及

び議案の審議方法などについて審議いたしました。

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

お手元に配付のとおり決定をいたしましたので、ご報告を申し上げます。

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

　　１点目は、日程第２、議案第60 号から日程第３、議案第61 号までの平成28 年度

上士幌町一般会計補正予算並びに平成28 年度水道事業特別会計補正予算は、２会計を

一括上程及び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。

　　以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。

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

◎行政報告

○議長（杉山幸昭議長）　日程第１、行政報告を議題といたします。

　　説明員より報告の説明を求めます。

　　杉本総務課長。

○杉本　章総務課長　平成28 年８月30 日から 31 日の台風10 号による被害状況につ

いて、ご報告申し上げます。

　　別紙１をご参照願います。

　　１番目の、８月30 日から31 日の気象状況ですが、台風の接近により８月30 日午

後７時 24 分に大雨警報が、翌８月 31 日午前２時 53 分に洪水警報が発令されました。

　　アメダス測定値における48 時間雨量は、上士幌地点において107.5ミリメートル、

ぬかびら源泉郷地点で271.0ミリメートル、三股地点で183.5ミリメートルとなってい
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ます。

　　１時間当たりの最大雨量は、上士幌地点において31 日午前２時から３時までの間に

20.5 ミリメートル、ぬかびら源泉郷時点で31 日午前２時から３時までの間に35.5

ミリメートル、三股地点で31 日午前２時から３時までの間に19.0 ミリメートルとな

っています。

　　ぬかびら源泉郷の８月の降水量は、平年の約５倍となる978ミリメートルと、記録的

な大雨となっております。

　　２番目の被害状況ですが、農業被害については明渠排水路の被害が１カ所で、被災金

額については調査中でございます。詳細は２ページから３ページをごらんください。

　　農作物の被害については47.49ヘクタール、営農施設については２カ所、採草放牧地

については2.084ヘクタールとなっています。詳細は４ページをごらんください。被災

箇所、被災状況、復旧内容等につきましては記載のとおりであります。

　　次に、林業被害につきましては橋梁の被害が１カ所で、金額については調査中でござ

います。詳細は５ページから６ページをごらんください。被災箇所、被災状況、復旧内

容等につきましては記載のとおりであります。

　　次に、土木被害につきましては町道の被害が35 カ所で、被災金額は調査中の萩ヶ岡

橋を除き335万7,000円となっており、復旧経費につきましては185万7,000円を既定

予算で対応し、萩ヶ岡橋の調査設計費等を含む2,402万9,000円を補正予算で対応する

こととしております。河川の被害については１カ所で、917万円、全額を補正予算で対

応することとしております。詳細は７ページから８ページをごらんください。被災箇所、

被災状況、復旧内容等につきましては記載のとおりであります。

　　次に、水道被害につきましては５カ所で、被災金額は5,088万3,000円となっており、

400万円を既定予算で、4,688万3,000円を補正予算で対応することとしております。

詳細は９ページから10 ページをごらんください。被災箇所、被災状況、復旧内容等に

つきましては記載のとおりであります。

　　被害金額合計では、調査中のものを除き、6,341万円となっております。

　　復旧経費の予算措置といたしましては、既定予算での対応が585万7,000円、補正予

算による対応が8,008万2,000円となっています。

　　また、台風10 号に伴う避難の状況ですが、音更川の増水と堤防の洗掘により危険な

状況が予測されたことから、31 日午前８時54 分に安村地区の３世帯10 人に避難勧

告を発令し、親戚宅に避難した１世帯を除く２世帯６名の方が山村開発センターに避難

しました。
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　　避難勧告については、水位が低下したことから、31 日午後６時11 分に解除してお

ります。

　　交通への影響については、被害の大きかった萩ヶ岡橋が橋脚の沈下により通行が危険

なことから、全面通行どめの措置としております。

　　町道以外につきましては、国道273号のマスミフク道付近の冠水により、清水谷と糠

平の間が通行どめとなり、31 日午前５時ごろより糠平、幌加、三股地区が一時孤立状

態となりましたが、同日午後１時 30 分に解除されております。

　　また、国道273号三股橋付近の土砂崩れによって、31 日早朝より三股地区が停電す

るとともに、通行どめによる孤立状態となりました。通行どめについては、９月１日

15 時 30 分に解除、停電については翌２日の夕方に復旧しております。

　　その他の影響としましては、たび重なる大雨によって、町内の広範囲にわたって地下

水位が上昇し、認定こども園、中学校、学校給食センターなどの公共施設や、一般住宅

等の地下への浸水が生じております。

　　以上、大雨、台風による被害状況についての行政報告といたします。

○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。

　　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　この被害内容一覧表の中で、特にこの農業被害の農作物とある

んですけれども、新聞等を見ますと各町村に差があるかと思うんですけれども、農業被

害といっても、滞水、この中では滞水ですとか冠水ですとかと書いてありますけれども、

被害金額だとかというものは入っていないわけです。この、台風、 30 日、 31 日の。

　　実際的に、この時点で47.49ヘクタールということでありますけれども、当然ＪＡ上

士幌との連携もとっているいとは思いますけれども、やはりこうなってくると、実際的

にてん菜当たったら4.9、５ヘクタール弱なんですけども、まだその後の滞水によって

ふえてきていると思うんです。

　　このことは、例えば報道機関あたりに総合的に我が町の、上士幌の金額、被害金額が

ということで出したときに、どのような額、これは出さないという考え方で、ただ滞水

したとかそういう考え方で、今ここに報告しているのか、その辺を知りたいと思います。

よろしくお願いします。

○議長（杉山幸昭議長）　佐藤農林課長。

○佐藤桂二農林課長　お答えいたします。

　　これまでの部分でもさまざまな形で災害が起きて、畑作物についても冠水、滞水とい
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うことが、こともありましたけれども、基本的には、今後まだ収穫ができるであろうと

いう部分での押さえ方、さらには農協のほうから、全部こちらの数字については各農家

からの申告をいただいて被害状況の確認をさせていただいておりますけれども、被害金

額という形では出てきてはいないということで、振興局含めて被害金額はゼロという形

で出しております。

　　ただし、これがどのような形で、平年の収量に対してどれぐらいの金額が下がるかと

いうところは、まだこれからのことになると思いますので、一部やはり腐ってきている

とか、滞水によって収穫が減るであろうという予想はつくんですけれども、被害金額と

いう形では農協でも報告のほういただいていないということで、こちらのほう載せてい

ないという形になってございますので、ご確認のほういただければというふうに思いま

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）　経過、状況はわかりました。

　　それで、今後の、本日も、台風、温帯低気圧になって、雨の雨量も非常に多いわけで

ありますので、この、特に農産物の農業被害というのはまだまだ拡大してくるおそれが

あるということで、やはり農協あたりとも十分連携をとりながら、この辺をよって、何

でそういうことを言うかということになると、所得だとかあらゆるものに、基幹産業に

影響するおそれがあるということで、十分に農林課では対策もしくは対応をとっていた

だきたいということで考えております。よろしくお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　答弁、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）　以上で、行政報告に対する質疑を終結いたします。

　　これをもって行政報告を終わります。

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

◎議案第６０号及び議案第６１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60 号平成 28 年度上士幌町一般会計補正予

算（第８号）、日程第３、議案第61 号平成28 年度上士幌町水道事業特別会計補正予

算（第２号）、以上２案を一括して議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　千葉副町長。

－78－



○千葉与四郎副町長　ただいま上程されました議案第60 号及び61 号の平成28 年度一

般会計並びに水道事業特別会計補正予算の内容を申し上げます。

　　補正総額は１億1,512万4,000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103億２万6,000円となります。

　　それでは、予算補正を行う各会計の内容を申し上げます。

　　議案第 60 号一般会計補正予算（第８号）であります。

　　１ページをごらんください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ7,279万7,000円を追加し、総額

を 82 億7,695万6,000円とするものでございます。

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

ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出のうち、追加補正の主なものといたしましては、水道会計操出金4,208万4,000

円、災害対策経費53 万7,000円、公共土木施設災害復旧事業2,100万6,000円、サン

ケウオップ川災害復旧事業917万円を追加補正いたします。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。

　　次に、水道事業特別会計の補正予算についてご説明を申し上げます。

　　７ページの、議案第 61 号水道事業特別会計補正予算（第２号）をごらんください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ4,232万7,000円を追加し、総額

を２億5,130万円とするものでございます。

　　補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、８

ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出のうち、追加補正につきましては、簡易水道施設管理経費37 万3,000円、糠平

浄水場災害復旧事業4,688万3,000円を追加補正するものでございます。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。

　　以上、一般会計並びに水道事業特別会計の補正内容についてご提案を申し上げました。

　　よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第60 号から議案

第 61 号を一括して質疑を行います。質疑ありますか。

　　９番、渡部信一議員。

○９番（渡部信一議員）　 61 号の糠平地区の水道施設の補正ということなんですけれど

も、このことについては、早急に復旧させなければならないという、そういうものには

賛成なんですけれども、あわせてこの際お聞きしておきたいわけなんですけれども、昨
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日の決算委員会等の、水道の使用料です。糠平地区が極めて現年度分の水道料の滞納者、

滞納額もさることながら、滞納者が多いわけなんです。この原因はどこにあるのか。

　　そして、そういった税金の、税金というか水道料の収納の努力は、きのうも別の案件

で町民課長のほうからお話はあったので、努力はされていると思うんですけれども、こ

の原因はどこにあるのか。

　　町全体もそれは滞納者はいるんですけれども、総額の額、金額全体はもう見れば極め

て町のほうは少ないわけなんです。

　　そんなことを含めて、この件数が異常に多いと、こんなに滞納ということは、水道料

も払えないぐらいの困窮者がこれだけの件数いるのかどうか。そこら辺、この際お聞き

しておきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　名波建設課長。

○名波　透建設課長　今の、水道の滞納の問題についてでございますけれども、実態とし

ては、昨年度の結果でいきますと、いわゆる滞納者数は減っているんですけれども、金

額はふえているという状況にありまして、大口の方がいらっしゃいます。そこが大きな

金額の原因というふうに言えると思いますけれども、そういう方に対しては、今、対応

方法としては、給水停止等の処分を行っております。実際に給水停止処分、先々月もい

たしまして、給水停止したことによってまた営業が行えないということで、幾らかの金

額をいただいてまた給水開始しているという状況にございまして、つい先日、台風のさ

なかではありますけれども、給水停止の申出書を送りまして、また金額を入れていただ

いたんですけれども、全額の返納には至っていないという状況でございます。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　９番、渡部信一議員。

○９番（渡部信一議員）　水道料、そういう受給を受けている住民、もちろん官公庁、町

の施設もあるわけなんですけれども、町が滞納しているわけじゃないと思うので。

　　糠平の軒数が何軒あるのか定かではないんですけれども、いずれにしても 34 戸が、

34 の件数があるということは、町全体で66 件の件数なんですけれども、その大体半

数、半分以上が、半数が、半数と申しますか、半数に近い数字が、糠平にこういう形で

件数が毎年出てきているということは、構造的に何かそこら辺の問題があるんじゃない

かというふうに思うわけなんですけれども、こういうことはいつまでも放置されると、

復旧は復旧で必要なんですけれども、ひとしく町民の平等性だとか公平性に欠けてくる

と思うんですけれども、もう少し抜本的に、こういった災害の復旧と同時に、あわせて

そういったことも住民に知らしめると申しますか、そういったことも必要かと思うんで
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すけれども、そこら辺の考え方について重ねて質問しておきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　名波建設課長。

○名波　透建設課長　糠平の滞納件数、私も今、数字がないのであれですけれども、34

件という数字は後で調べさせていただくこととして、基本的な滞納に対しての姿勢とし

ては、給水停止等の処分をもって対応していきたいというふうに考えています。

　　以上です。

○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）　渡部議員、いいですね。

　　これをもって……いいんですよね。もう終わって。

　　これをもって、議案第 60 号から議案第 61 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより議案ごとに討論、採決を行います。

　　初めに、議案第 60 号に対する討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第60 号に対する採決を

行います。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 60 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 61 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61 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 61 号は原案のとおり可決されました。

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

◎散会の宣告
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○議長（杉山幸昭議長）　以上で本日の議事日程は全て終了いたしましたので、本日の会

議を終わります。

　　あすからは休会とし、本会議の再開は９月23 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。

（午前１０時２３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、９月16 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、説明員に千葉副町長の出席を求めて委員会を開催し、本日の議事運営及

び議案の審議方法などについて審議いたしました。

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

お手元に配付のとおり決定をいたしましたので、ご報告を申し上げます。

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

　　１点目は、日程第２、認定第１号から日程第８、認定第７号については７件を一括報

告、認定２号から認定７号までの６件は議長及び監査委員を除く議員全員による特別委

員会において議論がありませんでしたので、議論を省略し、採決を行いますのでご承知

願います。

　　２点目は、日程第11 、議案第62 号平成28 年度被表彰者の決定についてでありま

すが、昨年も同様の扱いとしたのですが、議会運営委員会において協議の結果、休憩を

とって開催しておりました全員協議会を省略して採決することといたしましたのでご承

知おきを願います。

　　なお、被表彰候補者の方々の功績の概要につきましては、資料を添付しておりますの

でご観覧いただきたいと思います。

　　また、今後につきましても、この表彰者の決定につきましては、議会運営委員会にお

いて協議しその取り扱いを決定いたしますので、ご理解を願いたいと思います。

　　以上で、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。

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

◎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
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調査に関すること及びまち・ひと・しごと創生法に基づく施策の調査に関すること並び

にその他、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

の調査に関すること及びまち・ひと・しごと創生法に基づく施策の調査に関すること並

びにその他、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、委員会へ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まち・ひと・しごと創生法

に基づく施策の調査に関すること並びにその他、総務文教厚生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。

　　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）　平成28 年７月 26 日から28 日までの３

日間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、移住・定住・二地域居住の調査に関すること、ま

ち・ひと・しごと創生法に基づく施策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28 年６月 24 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。

　　調査機関及び調査地でありますが、平成28 年７月 26 日から28 日までの３日間、

白老町、伊達市、余市町、恵庭市であります。

　　調査目的ですが、急速な少子高齢化が進むと予想されている中、地方創生を図ること

によって、日本全体が活力ある社会であることを維持していこうとするまち・ひと・し

ごと創生法に基づく人口ビジョン及び総合戦略を通じ、道内各自治体が人口減少に歯ど

めをかけるため、移住・定住の取り組み等、どのような施策を実施しているか調査を行

うことを目的として行いました。
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　　初日に訪問したのは、白老町のポロトコタン・アイヌ民族博物館であります。ポロト

コタン・アイヌ民族博物館は、アイヌの文化遺産を保存・公開するために、1965 年ポ

ロトコ周辺にアイヌ集落として復元されたもので、充実したコタンの森が形成されてい

ました。タイ及び中国からの観客客も大勢いましたが、外国語を駆使した解説に多くの

観光客が感動していたのが印象的でした。

　　上士幌町については、平成27 年度から十勝圏イオル再生事業に取り組んでいますが、

主に環境整備で白老町のアイヌ民族博物館とは基本的な概念が異なる感じがしましたが、

アイヌ文化を伝承していくことは大変重要であり、上士幌町のイオルが町民を初め多く

の方の貴重な財産、そして、観光資源として活用されていくことを期待します。

　　翌日には、早くから移住・定住の取り組みを行っている伊達市を訪問しました。

　　伊達市は移住・定住の促進を図るため、平成14 年１月より伊達ウェルシーランド構

想プロジェクト研究会を立ち上げ、平成 17 年度より事業がスタートしています。

　　伊達ウェルシーランド構想は、高齢者が安心・安全に暮らせるまちづくりを進めると

ともに、高齢者ニーズに応える新たな産業の創出、雇用の促進で、豊かで快適なまちづ

くりを目指すことを目的としているもので、具体的な事業として、１つ、安心ハウス、

２つ、優良田園住宅、３つ、愛乗りタクシー等があります。

　　主な事業はそれぞれ民間中心に実施されており、潜在的な移住・定住の条件が比較的

整っているように思われました。

　　上士幌町との比較では、伊達市はキャッチフレーズで「北の湘南」と掲げるだけあり、

穏やかな気候に、周辺は山あり海あり、観光スポットが豊富な自然豊かな恵まれたまち

で、立地条件がいい点もあり、移住・定住のために大々的な宣伝や多くの財源をかけな

くても民間活力で進めることができているようです。上士幌町は、移住・定住のための

立地条件は伊達市に比べてよいとは言えませんが、自然や食の豊かさ等すばらしいもの

があり、また、福祉・子育て施策は評価できると思います。

　　移住・定住・人口減の歯どめへの課題は、住みやすいまちづくりを行政主導ではなく

一層町民と一緒に進めることが大事であると感じました。

　　次に訪問したのは余市町であります。

　　移住・定住の取り組みとしては、定住を目的とした住宅の取得と、移住・定住を目的

として転入する世帯及び子育て世帯の住宅取得等に要する費用の一部を補助する住宅取

得等支援補助制度や、新規就農対策として町内農業関係機関で組織した余市町新規就農

活動センターを設立し、就農希望者の相談事業や研修に関するコーディネート等を実施

しており、新規就農を目指し町内で研修する人に対しては、新規就農者受け入れ農家報
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奨制度と新規就農者研修家賃助成事業により支援を行っている状況でした。

　　余市町は温暖な気候で、漁業、農業、観光地として豊富な資源を有しかつ独自産業化

を進める素地があり、雇用の面でも強く、農業はブドウ栽培、トマト栽培など比較的経

費がかからず始めやすいと思われますが、上士幌町は畑作や酪農が主で、なかなか新規

就農は難しい状況です。土地面積等、経営規模も大きく変わりますが、違う形で頑張っ

ている町も視察することができました。

　　移住・定住では、札幌の大都市と近い位置関係もあり、特にリタイアした公務員の移

住が顕著でした。課題としては、移住・定住のお試し暮らしの住宅が整備されていない

こと、空き家対策も助成制度はありますが、移住・定住に生かされていないとのことで

した。

　　余市町についても、民間の活力が大きいと感じました。上士幌町も民間を活用し、事

業主の収入がふえるような取り組みが必要ではないでしょうか。また、視察研修で上士

幌の自慢できるところも見えてきました。

　　最終日には、恵庭市にある恵庭幼稚園を訪問しました。

　　恵庭幼稚園は本町の認定こども園で計画されている原体験のできる森づくりの先進地

であります。施設全体に昔懐かしい幼稚園児が喜ぶような遊び場が配置され、例えば水

遊び、泥んこ遊び、木登り、洞穴遊び、鶏小屋、小魚とり、ツリーハウス風隠れ小屋等

ふんだんに工夫が凝らされていました。

　　また、過剰に危険を排除するのではなく、子供たちが自分で「こうしたら危ない」等

を考え行動することは、とてもよい発想と感じました。

　　上士幌町の園庭も、恵庭幼稚園を大いに参考したとのこと。本町のこども園が将来に

わたってたくましく生きる力を育む場となるように期待します。

　　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。

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

◎認定第１号から認定第７号までの委員長報告、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　決算審査特別委員会審査報告を行います。
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　　日程第２、認定第１号から日程第８、認定第７号までの平成27 年度上士幌町一般会

計及び５特別会計並びに北十勝消防事務組合一般会計の歳入歳出決算の認定について、

７件を一括して議題といたします。

　　７件について、決算審査特別委員会の審査報告を求めます。

　　決算審査特別委員会委員長、山本和子議員。

○決算審査特別委員長（山本和子議員）　平成28 年９月６日に本委員会に付託されまし

た平成27 年度各会計の歳入歳出決算の認定及び北十勝消防事務組合一般会計の認定に

ついての審査結果を、上士幌町議会規則第 77 条の規定により報告いたします。

　　審査事項は、認定第１号平成27 年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定について、

認定第２号平成27 年度上士幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、

認定第３号平成27 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出の決算の認定につい

て、認定第４号平成27 年度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、

認定第５号平成27 年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定

第６号平成27 年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認

定第７号北十勝消防事務組合一般会計歳入歳出決算の認定についてなど、一般会計と５

特別会計及び北十勝消防事務組合一般会計についてです。

　　審査年月日は、平成 28 年９月８日の１日間です。

　　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、主幹及び主査の出席を

いただき、審査を行いました。

　　審査の結果ですが、認定第１号から認定第７号までの平成27 年度上士幌町一般会計

及び５特別会計並びに北十勝消防事務組合一般会計の決算認定議案が、平成28 年９月

６日開会の第５回定例議会において提案されました。この審査認定議案の審議に当たり、

議長及び監査委員の議員を除く９名による決算審査特別委員会が設置され、審議を行い

ました。

　　当特別委員会に付託されました認定第１号から認定第７号までの平成27 年度各会計

歳入歳出決算の認定案件については、町理事者を初め各課担当職員の出席を求め、各会

計歳入歳出決算書及び主要施策報告書の提出をいただきながら委員会を開催し、熱心な

質疑を重ね審査いたしました。

　　慎重審査の結果、認定第１号平成27 年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いては、反対討論があり、起立採決の結果、賛成６、反対１の起立多数により認定すべ

きものと決定いたしました。
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　　また、認定第２号から認定第７号の各特別会計及び北十勝消防事務組合一般会計歳入

歳出決算の認定については、全会一致をもって認定すべきものと決定いたしました。

　　認定案件の質疑及び討論の内容については、議長及び監査委員の議員を除く議員全員

が特別委員会の委員でありますので、省略させていただきます。

　　以上をもって、決算審査特別委員会に付託されました認定審査の経過と結果について

ご報告を申し上げ、決算審査特別委員会の報告を終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　委員長の報告が終わりました。

　　決算審査特別委員会は、議長及び議選の監査委員を除く議員全員で構成されておりま

すので、委員長報告に対する質疑は、議会運用例第96 条の５の規定により、これを省

略いたします。

　　また、特別会計決算の認定第２号から認定第７号の討論については、議会運用例第

100条第３項の規定により、これを省略いたします。

　　これより認定第１号の討論、採決を行います。討論ありますか。

　　討論がありますので、これより討論を行います。先に、認定に反対の討論を行います。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　認定第１号平成27 年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認

定について、反対討論を行います。

　　平成26 年４月の消費税引き上げで、それ以降全国的に経済は落ち込み続けておりま

す。その結果10 ％に引き上げは再延期され、予定では平成31 年 10 月以降実施とな

っております。

　　こういう中で、国は低所得者の方に臨時的な給付金を給付してはいますが、根本的な

福祉切り捨て政策は依然と続いています。

　　こういう中、町民の生活を守る立場に立ち切れていないと判断し、反対いたします。

　　１、まちづくりと財政について。

　　平成27 年度は、比較的自由に使える国からの普通交付税等は当初予算に比べて約２

億3,000万円多くなっています。

　　しかし、使い切らずに執行残分を含め、財政調整基金に２億2,338万円、減債基金に

２億1,320万円を積みました。

　　また、ふるさと納税金が大幅にふえたこともあり、夢基金へは新たに４億7,646万円

積みました。

　　基金の取り崩しは、決算時において子育て夢基金が4,254万円、財政調整基金が

4,518万円、合計約8,772万円となっています。
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　　その結果、平成 27 年度末の一般会計全体の基金残高は、平成 26 年度よりも９億

5,319万円多い 72 億6,252万円と過去最高の額となりました。

　　平成28 年度には、生涯学習センター等基金を約８億円崩し、今後も公共施設の建設

の予定はされておりますが、本来なら教育、福祉等ソフト面で活用すべき財源が公共施

設に回っていくのではないかと思われます。

　　必要な施設を建てることも大事ですが、貧困化が進む中、福祉面での政策とのバラン

スも大変重要です。

　　また、これだけ地方債、借金が続くと、返済の心配もするかと思いますが、平成27

年度はそれまで余り積んでこなかった減債基金に約２億円積み、現在約11 億円となっ

ていますし、過去18 年間においてもこの減債基金を崩し借金を返していませんので、

心配する必要はないかと判断いたします。

　　町民の福祉向上に向けた財源の有効的な活用ができていないと判断し、反対いたしま

す。

　　２点目は、社会保障・税番号制システム整備の導入について。

　　平成27 年度において、この制度が整備され、その後も何回か補正されております。

国全体の問題ではありますが、町民にほとんどメリットはなく、むしろ個人情報が漏れ

るのではと心配されます。

　　行く行くは社会保障の削減につながるシステムと考えております。

　　３点目は、平和の問題です。

　　安倍政権は秘密保護法や集団的自衛権、戦争法の強行に始まり、ますます軍備増強に

走っております。平成 27 年度の軍事費は過去最高の４兆9,800億円、さらに、平成

28 年度はさらに過去最高の５兆656億円となっております。

　　昨今、被害災害救助で自衛隊の献身的な活動は評価するところですが、戦争に向かう

自衛隊、特に11 月に南スーダンに派遣される予定の自衛隊の任務に駆けつけ警護が加

わり、殺し、殺される危険性がはらんでおります。このような自衛隊のあり方に反対す

るものです。

　　自衛隊協力会の補助金を含むため、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、認定に賛成の討論を行います。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ほかに討論ありませんか。

（「なし」の声）
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○議長（杉山幸昭議長）　ほかに討論がありませんので、これをもって認定第１号に対す

る討論を終結いたします。

　　これより認定第１号の採決を行います。

　　本件は起立により採決を行います。なお、起立しない議員は反対とみなします。

　　本案について、委員長は認定すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本案は認定すべきものと決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいです。

　　起立多数であります。

　　よって、認定第１号は認定すべきものと決定いたしました。

　　次に、認定第２号平成27 年度上士幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて採決を行います。

　　本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、認定第２号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。

　　次に、認定第３号平成27 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について採決を行います。

　　本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、認定第３号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。

　　次に、認定第４号平成27 年度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て採決を行います。

　　本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
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（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、認定第４号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。

　　次に、認定第５号平成27 年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て採決を行います。

　　本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、認定第５号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。

　　次に、認定第６号平成27 年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

について採決を行います。

　　本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、認定第６号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。

　　次に、認定第７号平成27 年度北十勝消防事務組合一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて採決を行います。

　　本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、認定第７号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。

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

◎意見書案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第９、意見書案第７号平成28 年８月の台風被害による災

害対策に関する意見書の提出についてを議題といたします。

　　意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である２番、佐々木守議員から提案理由の説
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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７号平成28 年８月の台

風被害による災害対策に関する意見書の提出についての提案理由についてご説明を申し

上げます。

　　この意見書につきましては、８月の短期間において、７号、11 号、９号、10 号と

連続して上陸、接近した台風により、本町のみならず十勝全域において未曽有の被害を

受け、その災害復旧、復興には、国や道の支援が不可欠であることから、特段の措置に

ついて要望するものであります。

　　さきの議会運営委員会におきまして議会運営委員全員のご賛同を得て、私が提案者と

なった次第であります。

　　以下、読み上げて提案説明といたします。

　　平成 28 年８月の台風被害による災害対策に関する意見書（案）。

　　８月17 日からわずか１週間に連続で３回上陸した台風７号、11 号、９号により大

きなダメージを受けた十勝地域に、追い打ちをかけるように30 日から台風10 号が猛

威を振るいました。

　　７号から10 号までの被害は十勝圏の全域に及んでおり、９月13 日現在、死者２名、

行方不明者２名、軽傷２名のほか、住宅の全壊９件、半壊５件、一部損壊１件、床上浸

水167件、床下浸水193件を数えています。

　　また、新得町約2,700戸及び清水町3,000戸の断水は、通水試験が開始され復旧の目

処は立ったものの、いまだ日常生活に不便を強いられている状況に置かれています。

　　日本の食料基地を自他ともに認める十勝農業は、収穫期を前に畑の冠水・浸水による

農作物被害や、停電や断水による酪農での搾乳被害、さらに河川から海に流出した大量

の流木は、これから最盛期を迎える秋サケ定置網漁に影響を及ぼしかねないなど、農林

水産分野における影響は多岐に及んでおり、被害は甚大なものとなっています。

　　道路・橋梁の崩壊などにより交通インフラにも甚大な被害があり、十勝から札幌間の

大動脈であるＪＲ根室線、石勝線の運休、国道274号線の通行止めは長期に渡ることが

明らかになり、観光や物流にも大きな影響が出ています。

　　 19 市町村で構成し、岐阜県より広い面積を有する十勝圏にとって、全域でのこうよ

うな大きな被災は、十勝の開拓134年の歴史の中でも未曽有の出来事であります。

　　災害復旧・復興、被災者の生活支援をはじめ、地域の生活基盤を速やかに回復してい

くためには、国と道による万全の支援が不可欠であります。
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　　つきましては、以下の事項について特段の措置をいただきますよう強く要望します。

記

　　１、農林水産業関係に甚大な被害が生じ、今後の生産等への深刻な影響が懸念される

ことから、被災生産者への十分な措置を講じること。

　　２、河川の被災箇所の早期復旧に全力を挙げること。また、河川整備計画の目標流量

や配分流量を見直すなどして、再度災害防止のための治水対策を早急に進めること。

　　３、国道38 号線、273号線及び274号線、並びに道道55 号ほか各号の早期復旧に

全力を挙げること。

　　４、ＪＲ北海道根室本線及び石勝線の早期復旧に全力を挙げること。

　　５、行方不明者の早期発見・救出に全力を挙げること。

　　６、被災者の住宅再建等に向け、全面的な支援を行うこと。

　　７、災害復旧事業の財源となる地方債の所要額を確保するとともに、交付税措置の拡

充を図ること。

　　８、特別交付税による十分な措置を講じること。

　　９、その他、被災者の１日も早い生活再建について、迅速かつ万全の支援を行うこと。

　　以上、地方自治法第 99 条の規定に基づき、意見書を提出する。

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

だきますようお願いいたします。

　　以上をもって、意見書案第７号の提案理由の説明といたします。

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

　　質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって意見書案第７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７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７号は原案のとおり可決されました。

　──────────────────────────────────────
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◎報告第７号の上程、説明、質疑

○議長（杉山幸昭議長）　日程第10 、報告第７号専決処分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報告第７号専決処分の報告について、その

提案理由と内容についてご説明申し上げます。

　　平成28 年８月６日に発生しました航空公園駐車場内における車両物損事故について、

地方自治法第180条第１項の規定により平成28 年９月12 日付で専決処分を行い、９

月 15 日付で示談の合意について取り交わしたところでありますが、損害賠償の額の決

定及び和解について同条第２項に基づき議会に報告するものであります。

　　専決処分の内容につきましては、専決処分書をご参照願います。あわせて事故発生状

況、略図もご参照ください。

　　１の賠償の相手方は記載のとおりであります。

　　２の事故の概要でありますが、平成28 年８月６日午前５時30 分ごろ、本町職員が

第 43 回バルーンフェスティバルの業務中、航空公園駐車場に公用車を駐車するためバ

ックしたところ、後方に駐車していた相手車両の前方に接触し破損させたものでありま

す。

　　和解の内容でありますが、損害額につきましては、町の損害額はゼロ円とします。相

手方の損害額は４万7,968円とする。内訳は、車両修理代２万7,968円、休業補償料２

万円であります。

　　過失割合、町の過失割合は100％とする。

　　損害賠償額、町の損害賠償額は相手方の損害額の100％である４万7,968円とする。

　　決済の方法、町は相手方に４万7,968円を支払う。

　　その他について、今後本件に関して異議を申し立てないこととする。

　　なお、職員に対しましては安全運転について注意を促し、再度徹底を図ってまいりま

す。

　　以上、報告第７号をご説明させていただきました。ご審議いただき、ご承認いただき

ますようよろしくお願いいたします。

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

ありますか。

　　６番、中島卓蔵議員。
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○６番（中島卓蔵議員）　今、報告の中で、最近事故が非常に多いように見受けられます

が、理事者として職員にどういう対応をされているのか。

　　それから、もう一つ、事故に対しては専決処分と事故報告で済ませていいものなのか、

その辺ちょっと疑問に思いますし、もう少し厳しい対応が必要ではないかと思うんです。

担当者もやはりそれなりのコメントがあってしかるべきと思いますが、理事者としてど

うお考えなのか。

○議長（杉山幸昭議長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　先般の議会におきましても、同じように事故の関係で報告をさせて

いただいたところでございます。

　　今回再度ということで、事故が続いておりまして、内容については報告のとおり、い

わゆる確認不足ということで、いわゆる単純な確認ができないままバックをして、今回

もそうですが、バックをして相手車両に接触をするというようなことでございました。

　　当然本人に対しても、今、報告がありましたとおり注意はしておりますけれども、や

はり全体の問題というふうに考えておりますので、改めてまた課長会議等を通じまして

全体に今回のことの報告とあわせまして注意喚起をする、そういった対応をしていきた

いというふうに思っております。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　１点、お伺いをしたいと思います。

　　こういったことで、こちらで過失があり、町の側に過失があり、補償するということ

はよくあって、そのときには大体車両修理代という形で出てきていると思うんです。

　　今回、僕の記憶では初めてではないのかなと思うんですけれども、休業補償がついて

いる。これはどういう形のときにこういう示談が成立するのかという説明をお願いした

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　今回につきましては、休業補償料ということで２万円となってござ

いまして、これ、レンタカーでございまして、いわゆるレンタカー、その車が修理する

ことによってこうむる日収的な分、それが休業補償といたしまして、今回の場合は５日

分ということで２万円となっております。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですか。

　　２番、佐々木守議員。
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○２番（佐々木　守議員）　これ、レンタカーだとそういう形の契約がレンタカーの中に

あるのかどうか、通常の人も多少大きな事故であれば車を使えなくて休業するというか、

仕事に影響が出るということもあると思うんですけれども、示談上どうなっているかと

いう部分を解説いただければありがたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　名波建設課長。

○名波　透建設課長　ただいまの中身につきましては、先ほども報告しましたように、修

理代と、明細の中身については休車補償費というふうになっておりますけれども、いわ

ゆる車が使えないことによって業務ができないという補償をしたものでございまして、

中身については５日分ということで報告を受けております。

　　以上です。

○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）　近年、本当に事故は結構多いと私も考えております。

　　理事者はじめ各課課長においては、これは物損事故だからまだ保険の範疇ということ

があってよろしいんですけれども、万が一人身事故になると大変なことにもなると。や

はり、各課引き締めて今後事故のないように。これバックですから、きちっと確認すれ

ば問題はない。たまたま過失があったということで、私はやむを得ないかなとも思うん

ですけれども、それは、今後極めて事故がないように職員に対しても徹底した形をお願

いしたいと思います。その辺、理事者からもお願いします。

○議長（杉山幸昭議長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　先ほどもお話しさせていただきました。ご指摘のとおりでございま

す。本当に単純な不注意ということでありますから、これは一人一人が意識を持ってい

れば起きなかった事故というふうに判断をしておりますので、改めて先ほど申し上げま

したとおり、課長会議あるいは文書等を通じて全職員に対して注意を促すということを

していきたいというふうに思います。

　　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。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって質疑を終結いたします。

　　これをもって、報告第７号については報告済みといたします。

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

◎議案第６２号の上程、説明、採決
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○議長（杉山幸昭議長）　日程第11 、議案第62 号平成28 年被表彰者の決定について

を議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　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62 号平成28 年被表彰者の決定に

ついて、その提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　本件につきましては、上士幌町表彰条例第２条第１項の規定により、議会の議決を求

めるものであります。

　　被表彰者の功績につきましては、別紙、議案第 62 号関係資料をご参照願います。

　　被表彰者の住所、氏名、生年月日につきまして申し上げます。

　　なお、住所の河東郡は省略させていただきます。

　　社会厚労賞、災害の防止に貢献された方３名でございます。上士幌町字ぬかびら源泉

郷北区39 番地、船戸薫さん、生年月日、昭和７年９月25 日、上士幌町字上士幌東三

線237番地、杉本淑子さん、生年月日、昭和16 年５月20 日、上士幌町字上士幌東三

線235番地 26 、市川律子さん、生年月日、昭和16 年７月 13 日、以上３名でござい

ます。

　　なお、本提案に当たりましては、平成28 年８月19 日及び９月９日に表彰者選考委

員会を開催し、町長の諮問に基づき答申を受けたところであります。

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

ただきますようお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　これより議案第 62 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 62 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第６３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63 号平成28 年度上士幌町一般会計補正

予算（第９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。

－102－



○千葉与四郎副町長　ただいま上程されました議案第63 号平成28 年度一般会計補正予

算（第９号）の内容を申し上げます。

　　補正総額は5,514万7,000円の追加補正となります。補正後の予算規模は一般会計並

びに５特別会計の総額で103億5,517万3,000円となります。

　　それでは、議案の１ページをごらんください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ5,514万7,000円を追加し、総額

を 83 億3,210万3,000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２ペ

ージから３ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出のうち、追加補正の主なものといたしましては、ふるさと納税推進事業394万

6,000円、地域経済循環型創造事業1,930万円、災害救助ロボットコンテスト開催支援

事業 48 万5,000円、町有林管理経費99 万円、観光施設維持管理経費43 万2,000円、

災害対策・観光客誘致事業850万6,000円、町道等維持管理事業1,380万円、中学校管

理経費105万3,000円、芸術文化推進事業47 万5,000円、オソウシナイ線林道ほか５

路線災害復旧事業554万2,000円を追加補正いたします。

　　事項別明細書以下につきましては説明を省略させていただきます。

　　以上、一般会計の補正内容についてご提案を申し上げました。よろしくご審議を賜り、

ご承認くださいますようお願いを申し上げます。

○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63 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）　１点だけ。

　　事前に委員会での説明を受けたところですけれども、災害対策としての観光客誘致事

業、これ、１つは現時点でのわかっている範囲のいわば実態と言いますか、キャンセル

が恐らく相当あるだろうと、そういう心配もしているんですけれども、そういった調査

をされているのかどうか、この際、報告を願いたいということが１点。

　　もう一点は、この方法ですと、説明されている事業内容ですと、来て泊まってくれな

ければならないわけですけれども、全く関心を示されなかったらこの効果も出ないとい

う問題があるんですが、その辺についてはどのように考えているのかお聞きをしたいと

いうふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　杉原商工観光課長。
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○杉原祐二商工観光課長　まず、ご質問のありました１点目の現在の災害による被害状況

といいますか、状況でございますけれども、昨年、この９月、10 月、紅葉の時期でご

ざいますけれども、ぬかびら源泉郷でいきますと延べ8,000泊程度のご利用があるわけ

でございますけれども、現状、直近では前年対比50 ％の予約状況になっているという

ようなことで、4,000泊程度しか予約がないというような状況で調査をしてきておりま

す。

　　また、今後も、登山道、273号線のみならず、登山客のキャンセルも相次いでいると

いうことで伺っておりますので、この影響はかなり大きいというふうに捉えております。

　　２点目の、クーポンの宿泊、いわゆる利用がなかったらどうするんだというようなこ

とだと思うんですけれども、委員会の中でも委員の皆さんのご理解をいただきまして、

実は新聞記事等で、もう周知をしているところでございます。また、来週の月曜日には、

道央圏、札幌でのＰＲ活動を行ってくるという予定でございまして、記事でこのクーポ

ン券のご紹介をいただきまして、土曜日から観光協会にはかなりの電話問い合わせが来

ているというような状況で、反応はかなり高い状況でございます。

　　以上でございます。

○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）　これをもって、議案第 63 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論、採決を行います。

　　議案第 63 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63 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 63 号は原案のとおり可決されました。

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

◎監報告第４号の上程、報告

○議長（杉山幸昭議長）　日程第13 、監報告第４号例月出納検査報告についてを議題と

いたします。
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　　報告書の朗読を省略し、直ちに代表監査委員より報告の説明を求めます。

　　新田勝幸代表監査委員。

○新田勝幸代表監査委員　監報告第４号例月出納検査報告について、その結果を報告申し

上げます。

　　現金出納の検査につきましては、地方自治法第235条の２第１項の規定に基づき実施

しているものでございます。

　　今回の報告は、平成28 年５月分、６月分、７月分の例月出納検査結果を報告するも

のでございます。

　　検査の対象は、一般会計及び特別会計の現金の出納状況でございます。

　　提出された各会計、各月ごとの収支状況などの資料を参考としながら、収入・支出伝

票、預貯金通帳等の検査を実施いたしました。

　　検査の結果、計数などは正確であり、諸帳簿などと相違ないことを確認いたしました

ことをご報告申し上げます。

　　以上、監報告第４号、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４号を報告済みとし、監査委員からの報告を終わります。

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

◎閉会中の継続調査の申出について

○議長（杉山幸昭議長）　日程第14 、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
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○議長（杉山幸昭議長）　以上をもって、本定例会の会議に付された案件の審議はすべて

終了いたしました。

　　お諮りいたします。

　　平成28 年第５回上士幌町議会定例会を閉会したいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。

　　これで本日の会議を閉じます。

　　今定例会が９月６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。

　　ここで、お知らせさせていただきます。

　　 10 月 17 日午後２時から、地域交流スペースこでまりにおいて、議会として初めて

の試みとなります町民と議員の意見交換会を開催しますので、町民の皆さんのご参加を

お願いいたします。

　　以上をもって、平成 28 年第５回上士幌町議会定例会を閉会いたします。

（午前１０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

　　　　　　　議　　　　　長

　　　　　　　署　名　議　員

　　　　　　　署　名　議　員
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