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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６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、12 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

及びに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きまし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11 、承認第６号から日程第12 、承認第７号につきましては、２

件を一括上程及び質疑を行い、承認案ごとに討論、採決を行うことといたします。

　　２点目は、日程第14 、議案第65 号から日程第16 、議案第67 号につきましては

関連がありますので、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18 、議案第69 号から日程第19 、議案第70 号につきましては

関連がございますので、２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。

　　４点目は、日程第20 、議案第71 号から日程第21 、議案第72 号につきましては
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関連がありますので、２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。

　　５点目は、日程第22 、議案第73 号から日程第27 、議案第78 号までの平成28

年度上士幌町一般会計補正予算並びに５特別会計補正予算は、６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。

　　６点目は、日程第27 、議案第78 号の審議が終了いたしましたら、議員全員協議会

を開催いたしますのでご承知おきを願います。

　　７点目は、日程第28 、諮問第１号から日程第29 、諮問第２号の２件は関連があり

ますので一括提案を受け、議案ごとに採決を行います。

　　以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告といたします。

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

◎会議録署名議員の指名

○議長（杉山幸昭議長）　日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

　　会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、４番、佐藤曻議

員、５番、野村恵子議員を指名いたします。

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

◎会期の決定について

○議長（杉山幸昭議長）　日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

　　お諮りいたします。

　　本定例会の会期は、本日から12 月 16 日までの11 日間といたしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、会期は本日から 12 月 16 日までの 11 日間と決定いたしました。

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

知願います。

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

◎諸般の報告

○議長（杉山幸昭議長）　日程第３、諸般の報告を行います。

　　お手元に、平成28 年９月１日から平成28 年 11 月 30 日までの間の議会の諸会議

等について報告書を配付しております。内容等の朗読は省略いたします。

　　以上が諸般の報告であります。
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　　諸般の報告に対する質疑は、議会運用例第58 条の１第１項の規定により、これを省

略いたします。

　　これをもって諸般の報告を終わります。

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

◎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。

　　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　教育委員会事務局職員による不祥事につきましてご報告を

申し上げます。

　　このたび、教育委員会事務局職員が、団体会計の不正経理及び私的流用をするという

不祥事を起こしました。また、教育委員会事務局としても、職員管理及びチェック体制

に不備がありました。関係する団体の皆様、町議会議員の皆様、町民の皆様に多大なる

ご迷惑をおかけしたことを心より深くおわびを申し上げます。大変申しわけありません

でした。

　　今後におきましては、再発防止策を徹底し、信頼回復に努めてまいりたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。

　　それでは、別紙１に基づきましてご説明を申し上げます。

　　事件の概要。

　　事件を起こした職員については、教育委員会事務局の34 歳、男性職員、生涯学習課

連携教育推進担当主査であります。

　　事件の発覚についてですが、平成28 年 11 月 18 日に、職員が経理事務を担当して

いた団体の実施する事業において、実技指導の依頼先から、11 月上旬に指導を行った

際の代金が11 月 15 日に支払われる約束であったにもかかわらず未納であるとの問い

合わせがありました。職員が不在であったため、他の教育委員会事務局職員が対応し代

金を支払おうとしたところ、団体の預金通帳の残額がほとんどなかったことから使途不

明金が発覚いたしました。

　　事件発覚後の経過についてであります。

　　事件発覚直後から行われた職員への事情聴取で、職員は、団体の平成28 年度事業費

を複数回にわたり預金通帳から引き出し、その大部分を私的に流用したことを認めまし

た。さらに、同団体の平成27 年度会計においても不正経理と私的流用を行っていたこ

とを認めました。

－6－



　　職員は、私的に流用したお金の使い道について、生活費、出張や旅行の際の遊興費、

インターネットショッピングの代金、消費者金融の返済等に充てたと言っております。

　　事情聴取の中で職員は、終始、最初に発覚した団体以外の団体経理においては不正経

理や私的流用は一切行っていないと説明していましたが、念のため、職員が経理事務を

担当していた全ての団体について、担当を始めた年度にさかのぼり、その経理状況につ

いて調査したところ、それらについても、実際の事業実施に係る支出と預金通帳等の残

額とに大きな差があり、多額の使途不明金があることが確認されました。

　　私的流用の期間と金額についてであります。

　　職員が経理事務を担っていた５つの団体からの私的流用は、最も古いものでは平成

22 年度から行われており、現時点での総額は529万870円になります。調査はほぼ終

了しており、今後金額が大きく変わることはありません。

　　なお、私的に流用したお金については、 12 月２日までに全額返済されております。

　　原因及び再発防止策であります。

　　今回の事件については、不正行為を行った職員の公務員倫理の欠如等が最大の原因で

すが、事件発生を未然に防ぐこと、早期に発見することができなかった教育委員会事務

局組織の側にも大きな問題があります。そこには、組織としての管理と点検について不

備があったことは否めません。

　　町では、事態を重く受けとめており、金銭管理などに一定の基準を設ける方針です。

例えば、事業年度末に行っていた会計監査を、定期または不定期に行い、預貯金通帳と

予算経理簿、支出調書などの関係書類を照合することや、支払い方法を原則として振り

込みとすることなどです。現在、全課部局の団体経理事務に関する実態調査を実施して

おり、不正経理等の防止に向けたマニュアルづくりを進めております。

　　職員の処分等についてであります。

　　今回の事件の全容がほぼ明らかになってきたことから、その結果を受けて、職員の処

分については、12 月２日に開催された上士幌町職員懲戒審査委員会において懲戒免職

の処分を決定し、同日に開催されました教育委員会において承認されております。また、

他の職員等の処分については私的流用金額が確定してから行う予定であります。

　　なお、顧問弁護士とも相談する中で、使途不明金が全額返済されていることから、類

似する事件などを参考に刑事告訴は行わない方針であります。

　　以上、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。
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　　７番、早坂清光議員。

○７番（早坂清光議員）　非常に悪質で残念な事件が発生してしまいました。

　　再びこのような事件が発生しないように、万全な金銭管理に努めていただきたいとい

うふうに思います。

　　今後も、またいろいろな進展状況を受けて質問させていただきたいと思いますけれど

も、この際、お聞きしたいということでご質問をさせていただきます。

　　今回の金銭管理のあり方だけでなくて、各課部局での仕事の進め方や人員体制のあり

方、あるいは行政組織のあり方なども含めた総体的な、全体的な検証と見直しも進める

べきではないのかというふうに思いますけれども、町長の考え方、見解を伺いたいとい

うふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　町長ですか、町長に。

　　竹中町長。

○竹中　貢町長　非常に残念な事件が起きました。

　　改めて、町の代表として、議会、町民、全ての方々におわびを申し上げたいと、この

ように思います。

　　今、議員からお話しありました質問については、事後に同じようなことを繰り返しし

ないようにどのような体制をとるかというのは、この事件のあらましの調査と同時に、

事後に向けて動き始めております。

　　具体的に、今、副町長のほうがトップになって、各課からの各団体のこの経理の取り

扱い、これまでも基本的には、以前のさまざまな事件を含めて、預金と、それから預金

通帳と印鑑と、そのようなことを１人で持たないように、組織的には体制をとったつも

りでありますけれども、結果的にそのシステムが機能していなかったということであり

ます。

　　その辺の体制の不備について、改めて明らかになって、常に、上司あるいは担当者の

信頼だけのもとで行われるのではなく、せっかくそのようにシステムはできているのに

それが機能していなかったというのは、ある種、ヒューマンエラーといいますか、いわ

ゆる人的なミスによることの事案であったというふうに判断をせざるを得ないだろうと、

そのように思っております。

　　そのようなことから、さらに二重三重のチェックをどうするかという体制が必要にな

ってまいりますが、今、各課における団体の受け持っている事務局あるいは会計、この

取り扱いについてどうなっているのかというのを調べているところでございます。これ

らについての詳細については副町長から説明させますが、人員についても、私どもとし
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ては、職員の仕事と、それから人員の確保と職員定数を含めて、基本的には適切に人材

配置をしていると、そう考えているところでもございます。ただ、新しい時代における

新たな事業が出てくるだとか、そういったその時々におけるその仕事のボリュームの負

荷がかかるところというのは、それはそのときそのときありますので、その際、適切に

処理させていただきたいというふうに思います。

　　もう一つさかのぼると、行政改革、いわゆる合併議論のときに、自立するために徹底

した行政改革、行財政改革をしなければ自立の道を歩むことができないというようなこ

とも過去にはあって、かなり人員の削減はさせてもらったということがあります。そし

て同時に、財政の支出も抑えさせていただいたということでありますけれども、最近で

は、新たにいろいろな事業がふえてきておりますので、それらに対する人員についても、

昨今ではそれに対応するような体制になってきているというふうに思いますが、こうい

った事案が出てきたことでありますので、改めて、それが適切かどうかということにつ

いては、しっかりと内部の中でも検討をしていく必要があるだろうなと、そう思ってお

ります。

○議長（杉山幸昭議長）　副町長。

○千葉与四郎副町長　今回の事件につきましては、いわゆる町民からの信頼を大前提にし

ている行政運営の中にあっての、あってはならない事件であったというふうに私も認識

をしてございます。行政全般を指揮、指導監督する立場にある私といたしましても、町

民の皆様に心からおわびを申し上げたいというふうに思うところでございます。

　　今、町長からも答弁ございましたけれども、この事件発覚後に、直ちに、各課部局の

全体の経理状況の調査を実施をさせていただいたところでございます。その結果、その

他の不正の経理等については見つかっておりません。そういった適正に行われたという

ことがわかってまいりましたけれども、やはり経理の事務の手法、あるいはそういうチ

ェック、日ごろのチェック体制については、やはりその課部局によってばらつきがある

ということが見えてまいりました。

　　そういったことを受けまして、行政報告の中にもありますとおり、いわゆる一定のマ

ニュアルをつくって、これから、いわゆる年１回の総会前の監査ということだけではな

くて、日ごろの事務状況での事務段階でのチェックを行っていかなければならないとい

うことになってまいると思っております。

　　また、今回の不正経理の背景に、やはり日ごろの事務の中で、いわゆるシグナルが幾

つか見えてまいりました。そういったところも、これからそういったことが起きた際に、

直ちにそういったチェックを行うということも重要であるというふうに認識をしており
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まして、その点についてもこれからいろいろと内部的な協議を進めながら、先ほど申し

上げたとおり、しっかりとしたマニュアルをつくって、同じようなことが二度と起こら

ないように対応して進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　早坂議員よろしいですか。

　　７番、早坂清光議員。

○７番（早坂清光議員）　私が聞き漏らしているのかもしれませんけれども、今回の金銭

の問題だけでなくて、行政組織なり人員体制なり、そういう仕事の進め方に全般的なと

いう部分について答弁いただき─その辺も含めて全体的な総括、検証、見直しをし

ていくべきではないかというふうに申し上げたつもりですけれども、その辺ちょっと、

どういう答えだったかもう一回。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　行政組織の職員の配置の問題については、毎年、職員組合のほうとも話

を進めて、その上で適正な人事配置をしているというふうに考えております。

　　もう一つは、今回のはいろいろな問題があると同時に、何といっても犯罪行為を偶然

なミスということではなくて、かなり意図的にそのことに手を染めているという極めて

悪質な点もありますので、それと、人事配置と今すぐ結びつけることが─人事配置

のことによって今回の問題が起きたということだけではなくて、そもそも、人が多いだ

とか少ないだとか、こういったことを超えた、いわゆる犯罪行為であるというのが、ま

ずは基本的な押さえが必要だろうとそのように思っております。その上で、さまざまな

チェック体制の問題だとか、これは人が多い少ないという配置の問題以外のレベルのと

ころに大きな問題があるだろうというふうに思いますし、配置の問題については、それ

は事件があろうがなかろうが、町全体の事務を執行していくために必要な人員確保の問

題、配置の問題については日常的に考えていかなければならない課題であるというふう

に考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　３点、教育長のほうに質問したいと思います。

　　今回の経理事務について５つの団体からの流用があったと。その５つの団体はどうい

う団体なのかと。

　　それから、先ほど町長から答弁があったように、事件そのものは悪質で大変許しがた

い行為なのですが、教育委員会を進める事業の体制の問題として担当任せになっていた

のではないかと。教育委員会全体の中で、いろいろな事業を進めるときに、やはり統一
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した見解なり、お互いに指摘し合ったり交流し合ったり、そういう体制が欠如していた

のではないかという問題を私は感じます。その点についてと。

　　それから３点目なのですが、５つの団体が明らかになってからでもよろしいのですが、

特にこの職員は、かなり教育にかかわる大事な事業を昨年から、特にことしは担ってき

ました。その事業に対する企画立案を担った立場からいえば、この事業の検証なりチェ

ックももう一回すべきではないかと。全てが悪いとかいいではなくて、検証しながら、

もう 28 年度終わりますけれども、29 年度に向けた事業も含めて、検証したりチェッ

クなりすべきではないかと。

　　この点、３点質問いたします。

○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　１点目の５つの団体でありますが、名称は今まで出してお

りませんでしたけれども、きょうご報告をさせていただきたいと思います。

　　１つは、上士幌町一流プロジェクト実行委員会であります。これにつきましては、平

成 27 年度、 28 年度の２年間、実行委員会で事業を実施しております。それから、か

みしほろ学園推進本部連携教育部会、これにつきましては平成28 年度、今年度からス

タートした部会であります。３つ目が、上士幌町少年会育成委員連絡協議会、この団体

につきましては、古くからある団体でありますけれども、この担当職員については、平

成 22 年度から今年度まで担当をしてきております。４つ目が、上士幌町生涯学習フェ

スティバル実行委員会です。これにつきましては、平成24 年度から平成27 年度まで

本人が関係しております。ただし、不正が見つかったのは平成26 年度と 27 年度のみ

であります。それから５つ目が、第38 回子どもの本のつどい上士幌大会実行委員会で

あります。これにつきましては平成 27 年度、昨年度、単年度の事業であります。

　　この体制につきまして、事業を進める体制ということで、生涯学習・社会教育担当と

いうことで事業を進めてまいりましたけれども、重要な大きな事業ということで、平成

28 年度、本年の４月から連携教育推進担当ということで新たな担当を置いて、実質、

今回の該当する主査が１人の担当という形で事業を進めてきております。実際には、先

ほど言いました生涯学習・社会教育担当も、それから社会体育担当ですとか、それから

子ども課のほうもかなり関係しますので、あと図書館ですとか、本当、教育委員会全体

でこの連携教育推進の業務を行ってきたというふうに認識していますので、連携教育推

進担当は１人ですけれども、実際には複数の職員がかなりかかわって事業を進めてきた

というふうに考えています。それから、大事な事業ということで、この２年間ぐらい、

子ども教育ビジョンの策定、それからかみしほろ学園構想、子どもの読書推進計画とい
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うことで、大きな事業を彼が中心になってやってきたのは事実であります。

　　この企画立案をかなり、私としても信頼できる職員でしたので、大きな部分は任せて

きました。ただ、それの業務量が決して多いというふうには私は捉えていません。ただ、

重要な事業だったことは確かであります。この１年、２年間、新たに始めた事業もあり

ますので、しっかりと事業の検証も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）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　事業名についてはわかりました。

　　その中で、多分一流プロジェクト事業とかみしほろ学園構想事業が新たな事業として

昨年からことしにかけて行われた事業で、そのほかの事業については、従来からやって

いる事業を引き受けた、引き続きやっていますので、その検証そのものは従来どおりで

構わないと思うのですが、この一流プロジェクトは27 、 28 、今年度で終わりますけ

れども、あとかみしほろ学園構想はこれからの課題になりますが、この辺もぜひ検証す

べきかと私は思っています。

　　それから、先ほど、担当は１人ではあるが実際に複数で事業を行ったというふうにあ

りますが、これ、ほかの課の担当にも言えるのですが、先ほど、適切に、合併の時期に、

職員をやりながら職員全体で、１人ではなくて複数でやるというスタッフ制を導入いた

しました。それは、私、これはずっととってあるのですが、その中で、教育委員会も一

応担当はいるのですがスタッフ制だと。であるから、例えばその職員１人には、確かに

主査でも事業はいくのですが、少なくとも課でいえば教育委員会全体がやはりスタッフ

だと私は思うのですよ。ほかも、福祉課も全てそうなんですが。その方が１人で企画立

案したにしろ、事業を進めるにしろ、事業量が多いとか少ないではなくて、大事な骨子

をやるときにいろいろな方の意見をもらいながら進める、それがスタッフ制だと。それ

から、町民が行ったときに、たまたまその職員がいなくても、少なくても生涯学習課と

か子ども課と分かれているのではあれば、そこに聞けばある程度わかるというようなス

タッフ制の欠如があるのではないかと私は思っています。

　　それと、先ほどの事業の中で、これは町長にお聞きしたいのですが、かみしほろ学園

構想は、私もずっと委員会の説明を受けながら、その担当課とはいろいろ意見を言い合

ったりしてきたことが多いのですが、町長からいえば、これは物すごく柱だと思うんで

すよ。上士幌をオンリー・ワンかワンリー・ワンかわかりませんが、これから教育の町

にするのだと。その骨子の企画を、ただパソコンで打った字ではなくて、ここにその職

員の思い入れなりいろいろなものが詰まっているのだと思うんですよ。そうすると、私

はずっと教育委員会なり出された案についていろいろ意見を言わせてもらいながら結構
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意見を言わせてもらいました。そのことについて、この職員が単なる企画立案で、ただ

いろいろな意見を取りまとめたではなくて、ここにその職員の思いなり町長の思いが詰

まっていると思うんですが、こういう事業に至った経過も含めて、私はすごく残念に思

っています。

　　私は議員になって二十数年になりますけれども、子供にかかわる、そこそこの職員が、

そのことを本当にやろうと思ったら、そういう不正経理なんか絶対やっていないと思う

んですよ。そのことについて、同じ教育委員会なりそれぞれの部署で本当に検証し合う

システム、それがなかったのではないかと私は思って、教育長と町長にもお聞きしたい

と思います。

○議長（杉山幸昭議長）　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　最初のスタッフ制、教育委員会全員、全体がスタッフとい

うことでご意見をいただきましたけれども、私もそのとおりだということで、平成27

年度から生涯学習課と子ども課と２課制になりましたけれども、私のほうからは、課を

またいで、教育委員会全体で、もともと次長制でしたので一つの教育委員会ということ

で、全体で協力し合ってということでは、きちんと指示はしてきたつもりです。

　　スタッフ会議についても、大きな行事等を実施する際には、事前にそれに携わるスタ

ッフがみんな集まって、どういうふうに事業を進めるかというのもしっかりと打ち合わ

せをしてきております。いろいろな職員の意見を聞いて進めてきたというふうに私は思

っていますし、この一流プロジェクト、それからかみしほろ学園推進本部、この事業に

ついては、上士幌の本当に教育というか、どちらかといえば子供たちの教育の中心的な

課題ということで、学力向上、体力向上、体験活動の充実と、この３つの大きな柱を進

めていく上で必要だということで立ち上げた事業ですので、この事業自体については、

私は自信を持って進めてきたつもりです。ただ、先ほどご意見いただきましたように、

検証はしっかりと行っ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）　竹中町長。

○竹中　貢町長　まちづくりを進める上で、産業振興やあるいは福祉、安全・安心等々さ

まざまな領域があるわけであります。そんな中で、子育て、教育も、これは地域振興に

とって極めて重要な領域の一つであるという認識を持っております。そういった前提で、

今では就学前の認定こども園の充実から義務教育の充実をどう図るか、そしてまた、高

校振興までつながっていくわけでありますけれども、これを、学校教育あるいは家庭教

育、社会教育含めて、総合的にどのように振興策を講じるかということ。このことにつ
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いては非常に大切であるという前提で、さまざまな総合計画や、あるいは総合戦略の中

にも含まれているということであります。

　　これは教育委員会という、私ども一般行政とのすみ分けというのはしっかりしておか

なければならないというふうに考えます。教育の中立性、あるいは独立性ということが

ありますから、そういった意味で、町としてはそういう大切な領域であるという前提の

もとで、それを進めるために、教育委員会のほうに具体的にその施策を講じてほしいと

いうことであります。

　　その中で、こういった学園構想が生まれてきたというふうに考えておりますし、この

名称なんかについても自分たちでそれぞれ、学校の専門職員や、あるいは社会教育の関

係者等も含めて進めていたものだというふうに思いますし、そのことについては、町と

しては支持をしております。その支持をした上で、それを進めるために、私どもとして、

教育委員会としてのタイトルとの違いとしては、財政的なそういった権限を持っている

ということがございますから、それを実施するために人的な必要性があったら、あるい

は教材等物理的な予算が必要であれば、それらについては十分、それぞれに相談させて

もらうということであります。

　　特に学園構想の中では、幼児期から小学校、中学校、高校まで、上士幌らしい教育を

進めていきたいという幼・小・中・高一貫した教育についても取り組んでいると。これ

大変結構なことだろうというふうに考えておりますし、それから、今、コミュニティー

スクールというのも、これも同時にこの構想の中で入ってきておりますけれども、教育

が学校だけで行われるのでなく、家庭やあるいは社会を含めて、学校を軸にしながら地

域全体で子供たちを育てていくという、そういうシステムと具体的な実行をどうするか。

これもとても大切なことであるというふうに認識した上で、そのための実行するための

町としては財政的な裏づけをしっかり講じていくというような役割の中で担ってきてい

ることでありますので、学園構想そのものについては非常に大切でありますし、教育委

員会としては、それを生かすためにしっかりとした事業を組み立てていただいて、しっ

かりとまた成果を上げていただきたいと、こういう関係だというふうに考えて、あるい

は私どもとしてはそういう前提で、学園構想については評価をし、そしてまた、これか

らの本町の教育の充実に資するものだというふうに認識をしているところでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　はい、わかりました。

　　それで、具体的なことについても、教育長のほうからも答弁ありましたし、スタッフ

制で十分議論しながら進めると。それから町長のほうからも、学園構想なりコミュニテ
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ィースクール、もう動いていますので、今後の要望として申し上げたいのは、ぜひ、事

務局としては、いろいろな町民の意見なりを調整する役目と、そこに組織が物すごくふ

えたんですよ。学園構想なりコミュニティースクールでもかなりの組織ができて、その

たびに会議会議で多分大変なのかなという思いもするのですが、そこに組織された方々

の会員の意思なり町民の意思を十分反映できるような構想なりを十分引き継いでほしい

と。その主査がやった事業をもちろん否定するわけではありませんので、その事業を生

かしながら、本当にそこに参加されている役員、部課員なりたくさんいますので、その

方々の意見を十分尊重しながら、教育委員会の中で十分議論をして、いいというものを

検証しながら進めてほしいなと思っています。その点について質問して終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　質問ですね、要望ではなくて。

　　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　今ご指摘のありました関係につきましては、しっかりとい

ろいろな会議の中で町民の皆さんからご意見を聞いたり、あるいはアンケート調査など

で町民の意見を聞く場合もありますので、しっかりそういった内容も尊重しながら進め

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）　ほかありますか。

　　８番、山本弘一議員。質問はなるだけ簡潔にお願いします。

○８番（山本弘一議員）　いや、まだ私これからなんですけれども。

　　この今の不祥事の概要を読ませていただくと、11 月 18 日ということが書いてあり

ますけれども、実技指導の依頼先からこのことが払っていないよということで案内があ

ったと。その４番の私的利用の期間と金額は22 年から行われたと。何年から私、勤め

たかはちょっと記憶にないのですけれども、言ってみれば、これ相手方がなければ教育

委員会としてはこのことが発覚がほとんどなくして、いつ発覚したかわからないと。現

在ではなかったかもしらん。まだまだ金額が膨れ上がって、このことが見過ごされてい

た可能性が十分にあるし、言ってみれば、管理職というのは管理職手当というのはだて

にあるわけではなくて、それをチェックするのが、これ、公務員であろうとどこであろ

うと、会社だろうと、その立場にある人間。しかしながら、通常の行政のこの役場の職

員についてはしっかりやっておると私は認識しておりますし、職員もやっておるという

ふうに考えておりました。残念ながらこの職員については、言ってみれば悪質だと。や

る気でやったのではないかというぐらいに言わざるを得ないと。今回のこの報告と前回

の報告を合わせてみますとね。

　　今、教育長が、このことがないようにコミュニティーだとかマニュアルづくりを進め
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ると。これは当たり前の話であって、これ金融関係ですとか、私もそういう役員やった

ことありますけれども、相手を信用するなと。コンプライアンスということで、やって

当たり前なのだと。そして金銭は現金ではなるべく扱わないことということがこれ定説

でありますし、扱う場合は複数で扱うのだと。やはりその辺が、基礎的に我が町のこの

行政の欠陥ではないかな。これ、今後そういうことがないように、私も別な角度の中で

このことを検証しながら進めてまいりたいと思いますけれども、その辺の発覚できなか

ったということというのは、言ってみれば私めくら判ではないと思うんですけれども、

信用しておったということで発覚できなかったのか、その辺いかがなんですかね。

○議長（杉山幸昭議長）　須田課長。

○須田　修教育委員会生涯学習課長　 11 月 18 日の件で今回の事件が発覚したというこ

とでございます。それまで、ここに書いてありますとおり、平成22 年度から本人は、

大小ありますけれども、こういう不正な経理をし続けてきたということも間違いないと

いうこと、今、調査でわかっております。

　　なぜ、ここまでわからなかったのかということですけれども、１つには、今、山本議

員おっしゃったように信頼していたというところもございますが、それは裏返していい

ますと、チェック体制が甘かったということを認めざるを得ないというふうに私も考え

ております。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　ほか、さっき挙げたのは。

　　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　１点だけお伺いをしたいと思います。

　　平成22 年、これ、この職員の採用年だという気がするんですけれども、まずその確

認だけ先にさせていただきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　今言われたとおり、平成22 年４月１日に採用されており

ます。社会教育主事として採用されております。

○議長（杉山幸昭議長）　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　この職員については、一般で言う中途採用という形での採用

だったというふうに思います。これは１つ基本的に考えなければいけないのは、確かに

中途採用、即戦力、企業的にいえば、そういうことが、早期に効果を出すため、あるい

はその実力を使用するためにはいいこともありますけれども、事公務員にとっては公務

員倫理というものをきちんと教育をする。人材育成をして立派な職員を育てるというこ
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とも、１つは基本に置いておかなければいけないと。今、大変こういった過疎町村にお

ける職員採用というのは潤沢にいっているわけではありませんから、その必要な人材に

ついては、どういう形でも求めなければいけないという部分があるのかもしれないけれ

ども、これ、人事採用の基本姿勢はここにありというようなものも含めて、ある程度余

裕のある人事管理をしなければ、こういうことが起きると思います。

　　先ほど確かに、やった本人は、採用年からやるという公務員は、余り僕は他町村や他

の自治体においても聞いたことがありません。どういう採用手順だったかということも、

ある意味問われる部分があるのかもしれませんけれども。

　　もう一つは、きょう幹部職員多く来ておられるようですけれども、新採用と言われる

ような採用のあり方をして、やはり公務員倫理というものをきちんと教え込んで人材育

成をするということも、もう一つ、こういった地方自治体の職員採用における基本でな

ければならない。そういうことも含めて、今後こういったことが起きないための見直し

というのを進める考えがあるのかどうか。

　　それからもう一点、こういう形で問題が起きた場合、つまり複数年、年度を超えて問

題が見つけられなかったということは、やはりその管理運営という側面の中で問題があ

るのではないか。ただ、言える部分もあります。私もいろいろ人生経験ありますけれど

も、人を信用しないで仕事ができるかというと、そういうことにはなかなかなりません。

やはり信用して任せていくということが、ある意味必要な側面というのは非常に多いわ

けです。ですから、信用していても仕組みの中できちんとそういったものが透明化され

るようなマニュアルをつくらなければいけないと。これは一定期間必要だと思うんです

が、そういう考えがあるのかどうか。

　　それから、その考えをまとめる時期というものを今お聞きすれば、いついつまでにま

とめたいという考えがあるのか、先ほどの採用のあり方も含めてひとつご答弁をお願い

いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　どちら、理事者のほうですか。

○２番（佐々木　守議員）　どちらでも。

○議長（杉山幸昭議長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　職員の採用については、いわゆる一般事務については、通常、町村

会等が主催をしておりますそういった採用試験に基づいて採用するというのが一般でご

ざいますが、いわゆる今回のような専門職については、議員からもお話しあったように、

こういった地方の自治体に、なかなかその応募者が少ないということもありまして、い

わゆる関係機関等々にもいろいろとご相談をしたり、そういうような人材を探すという
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ことも作業としてさせていただいているところでございます。

　　今回の職員については、本町に採用される前に他の自治体でも職員として経験を積ん

だ職員でございましたので、そういう意味では、いわゆる学校卒業してすぐの、全くの

初級の職員ではなかったということで、一定程度そういった事務を任せるということも

可能であったと。一般的に考えますと、そういう認識があったというふうに考えている

ところでございます。

　　また、今後のマニュアルの関係でもお話しございましたけれども、やはり、私も先ほ

ど申し上げましたとおり、やはり今回の事件発覚してからいろいろ調査を進めますと、

いろいろな部分でそういったチェック体制、管理体制に不備があったということが見え

てまいりましたし、全課部局の調査を行った結果も、不正はなかったにしろ、やはりチ

ェックの仕方、監査のあり方等々についてそれぞればらつきがあると。手法についてば

らつきがあるということも見えてまいりましたので、この辺はできるだけ早く、この辺

の統一した手法、マニュアルを作成をして、なおかつ日々の事務の中で、少なくとも担

当あるいは管理職のそういったマニュアルを常に見ながら対応できるようなことをして

いきたいと思っておりますし、また、前段申し上げたとおり、いろいろな今回の検証を

いたしますと、幾つかのシグナルが見えてまいりました。

　　例えば、今回の報告にもありましたとおり、事業者あるいはお店等から、支払いがま

だ行われていないというような連絡が複数回あったというようなことも聞いております

し、あるいは関係団体の関係者の方からも、例えば経理事務だけではなくて、一般の事

務の中でちょっと不安、不満といいましょうか、言ってもなかなか進まないものがあっ

たとかというようなことも、今回いろいろとそういったご意見もいただいておりますの

で、やはりそういったシグナルをしっかり今回も確認をし、改めてそういったことが見

えてきたときには、もう直ちにそういったチェックを行うと。そんなこともこれからこ

のマニュアルの中にしっかり入れて、日常的にそのことは常に確認できるような対応を

してまいりたいというふうに考えているところでございます。

　　時期についてはできるだけ早くということで、今かなり進めておりますので、まとめ

の段階に入っておりますので、できるだけ早い段階でこのことについても、議会のほう

にもご説明する機会を設けたいというふうに考えているところでございます。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　ほか。

　　６番、中島卓蔵議員。

○６番（中島卓蔵議員）　ただいまご説明のありました不祥事につきましては、議会に十
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分な説明がないままに新聞報道されるというのはどういうことなのかお尋ねしたいのと、

この新聞報道の金額ときょう報告あった金額との違いというのについてちょっとお尋ね

したいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　どちらへの質問かな、答弁者は。

○６番（中島卓蔵議員）　担当課でいいです。

○議長（杉山幸昭議長）　須田教育委員会生涯学習課長。

○須田　修教育委員会生涯学習課長　まず今回の事件が、新聞報道が先行していたという

ことにつきましては、その点については私も、どうしてそういう形になったのかという

のはちょっと理由についてはわかりません。

　　もう一つ金額が当初の新聞報道と変わってきているということにつきましては、当初、

11 月 18 日にこの事件発覚いたしまして、それから間もなく報道がなされたというこ

とですけれども、そのときからこれまで調査が進んできております。詳細な調査がほぼ

やり終えたというところでございますので、当然金額のほうも正確な数字、より正確な

数字が見えてきたということでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　議員のほうから、いわゆる新聞報道が先にというようなそういった

ご指摘もございました。

　　 18 日に事件が発覚して以降、かなり現課のほうで、夜あるいは土日を問わず調査を

進めてまいりまして、ある程度概要が見えてきた段階で、できるだけ早く議会のほうに

もご報告しなくてはならないということでありまして、ただ、いわゆる本議会の開催が

ございませんでしたので、11 月 23 日、休日ではございましたけれども、急遽、議員

の皆様にご案内をさせていただきまして、その段階での調査結果等々を踏まえましてご

報告をさせていただいたということでございまして、そういう意味で、正式な議会での

報告ではございませんでしたけれども、そういった形で当時は議員協議会という形だっ

たと思いますが、その中でその時点での概要報告をさせていただいたところでございま

す。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　６番、中島卓蔵議員。

○６番（中島卓蔵議員）　過去にも、補助団体に補助金出した中で大変な不祥事があった

ことがあります。これも言ってみれば、経理を１人で担当していたということがありま

して、だからそういうことが、町担当者も肝に銘じたと思うんですが、また同じような

状態で、これ不祥事が起きたと。やはりこれは各団体にも事業計画に基づいて補助金を
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出していると思うんですが、これだけの使途不明金が出た中で、その事業というのは十

分遂行されていたのか、その点についてお尋ねしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　今回発覚いたしました５つの団体の事業ですが、事業自体

はきちんと執行されていたというふうに認識しております。

○議長（杉山幸昭議長）　６番、中島卓蔵議員。

○６番（中島卓蔵議員）　それともう一点なんですが、今回不祥事を起こした職員につい

ては、とにかくこの事件については、ただ返済すればいいということではないと思うん

ですね。やはりこのやった行為自体が非常に厳しく受けとめなければいけないと思うん

ですが、その点についてどうお考えなのか、理事者にお尋ねしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　おっしゃるとおりでございます。いわゆる今回は、使途不明金、私

的流用の分については全額返済をいただきましたけれども、職員が起こしたことはまさ

に犯罪でございますので、厳しい処分を行う必要があるということで、行政報告のほう

でも申し上げましたとおり、懲戒処分の中で最も厳しい処分ではございますけれども、

免職という処分を科させていただいたところでございます。

　　いずれにいたしましても、先ほど議員のほうからもございましたとおり、過去に関係

団体の大きな不祥事が発生をいたしまして、その際にも、当然、町の行政のかかわる職

員の処分も実際に行っておりまして、ちょうどこの際にも行政内部のいろいろな対策を

含めて議論をさせていただいたと記憶をしているところでございます。

　　そういう中では、いわゆる通帳と印鑑の管理の問題等々も当然あったわけであります

が、やはり残念なことではありますが、年月がたつにつれて、やはりそういったことが、

意識が、この結果から見ると薄らいできていたのではないかということを今改めて反省

をしているところでございます。

　　そういう意味では、先ほど申し上げましたとおり、常日ごろからそういったことを意

識するような環境をどうつくるかということが非常に重要でございますので、先ほど申

し上げましたとおり、マニュアル等作成後は、常にそういったことが目につくようなと

ころに置く。そういったことを通じて、しっかりと常日ごろ意識をするということ、そ

ういったことがこれからされていかないと、やはりこの後も年月とともにそういったこ

との意識が薄らいでいるということもないとは言えませんので、この辺のことを十分こ

れから考えて、行政内部でもしっかりと議論したいと思っていますけれども、対応して

まいりたいというふうに思っているところでございます。
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○議長（杉山幸昭議長）　ほかありますか。

　　９番、渡部信一議員。

○９番（渡部信一議員）　今回は行政報告ということで、この事件の報告等を報告されて

いるわけですけれども、この報告のみで、はい、わかりましたということには、私ども、

当然ならないと思うんですね。先ほど山本弘一議員も言っていましたように、何らかの

別の角度で、大ごとになるかわからないけれども、議会等でも検証していかなければい

けないと。私たちの役割もあるわけですから。

　　その中で、この報告に対して何点か質問しておきたいと思うわけですけれども、先ほ

どから言いますように、単純な私的流用で、お金を返せばいいというものではないと。

先ほど町長等も、副町長からも言われていますように、悪質な犯罪だというような、そ

ういったことも当局のほうから述べられているわけですね。そういった中で、１点は、

前回、全員協議会等で説明あったように、今この職員はどういうことになっているのか。

１カ月の病院の入院加療というようなことで、そういう医師の診断書で面会もままなら

ないような状況の中で、あるいは面会へ行っても全然言葉も発せられないぐらいなひど

い症状で、１カ月の診断書をもらって入院しているというふうなことなんですけれども、

そういった中で、職員としては副町長のほうから、最高重い処分で懲戒処分する。これ

はもう遅かれ早かれ当然の話になろうかと思うんですけれども、１つは、なぜ12 月２

日だったのか。この日にちだったのか。入院している中でそういった辞令なりそういっ

た処分といったら、本人のほうへどのように伝えられているのか、まだ病院に入院され

ているのであれば。

　　あわせて、町民広く非常に関心があるわけですね。あわせて、12 月１日在籍であれ

ば期末手当というか、それの該当にもなるのではないかという、そこら辺どうなってい

るかと。余りにもそこら辺が、本当に該当になるのであれば、余りにも何というか、擁

護した中で円満に退職してもらうべきの、これだけの犯罪起こしておきながらそういう

話もあるのではないかというようなこと、結構、私どもも町民広くからいろいろな意見

を聞かされているんです。

　　この12 月２日というのはどういう意味があったのか。入院してあるのであれば、ど

うせ、もっとしっかりきちんと調査してもっと後でもよかったし、どうせやるのであれ

ば、事実だけを確定しているのであれば、もっと早くてもよかったのではないかと思う

わけですけれども、そこら辺のことにつきまして、この際質問しておきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　 12 月２日ということでございますけれども、やはり、今回の事件
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が発覚して以降、直ちに、私も含めて本人の事情聴取等も行っておりますけれども、い

わゆる本人も我々の事情聴取に対しては、ある程度その内容を認めるということがござ

いましたし、金額等も明らかになってまいりました。ただ、最終的に全体の調査までは

済んでおりませんけれども、明らかに相当な金額の私的流用があったということを我々

も確認をでき、なおかつ本人も認めたという部分がございましたので、最終の数字を待

つ前に、もう事実が明らかでありますので、できるだけ速やかに職員の処分を行うべき

というのが基本的な流れでございました。

　　そういった中で、もちろん処分をする場合には、懲戒審査委員会がございますので、

その委員会を経てからの作業になるということで、できるだけ早くと言いながらも大体

のところの結果は出さなければならないということで、その辺をかなりスピードを上げ

て調査を行いまして、かなりの部分がもうほとんど大体明らかになったという時点で、

その結果に基づいて懲戒の審査委員会を開催をさせていただいたという状況でございま

す。

　　今、議員もお話しあったとおり、期末手当あるいは給与の問題も、当然、我々も意識

をしておりまして、12 月１日という基準日はございますけれども、こういった懲戒免

職の場合につきましては、いわゆる支給前にそのことが決定をした場合には手当の支給

はまずないということがまず１点ございます。

　　それと給与面につきましても、２日付でございますので、基本的にはその月の分の２

日分ということで、そういったことでの計算に基づいて給与は支給されるということで

ありますから、いわゆる速やかにこういった作業をしなければ、一方ではそういう手当

の支給、給与の支給がまた出てまいりますということでございますので、そういうこと

も考えながら、できるだけ速やかにということで、結果的には２日にそういった処分決

定をさせていただいたということでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ほかに質疑がありませんので、以上をもって行政報告に対する

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。

　　ここで 15 分間休憩といたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午前１１時０１分）

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

（午前１１時１２分）

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

◎所管事務調査報告

○議長（杉山幸昭議長）　日程第５、所管事務調査報告、公共工事の調査に関することを

議題といたします。

　　産業経済建設常任委員会が閉会中も調査を行ってまいりました所管事務調査、公共工

事の調査に関することについて、会議規則第77 条の規定により、報告書の提出がござ

いましたので、委員長の報告を求めます。

　　産業経済建設常任委員会委員長、山本弘一議員。

○産業経済建設常任委員長（山本弘一議員）　所管事務調査報告を行います。

　　毎年実施しております公共工事の所管事務調査について、産業経済建設常任委員会と

委員外議員の皆様の参加をいただき、公開で実施いたしましたので、ご報告申し上げま

す。

　　調査事項ですが、公共工事の調査に関することであります。平成28 年９月23 日承

認議決をしております。

　　調査年月日は、平成 28 年 10 月 31 日、計１回であります。

　　調査地は、町内一円であります。

　　説明員及び随行員は、農林課から佐藤課長、巴主査、建設課からは名波課長、山崎主

幹、新堀技師、保健福祉課からは尾形課長、子ども課からは石王課長、商工観光課から

は杉原課長、平岡主査、それぞれの協力をいただきました。

　　現地調査工事名等につきましては、１番として、上士幌西38 号道路改良工事、２番、

豊栄東１線道路改良舗装工事、３番、上士幌東４線農道排水管路工事・改良工事、４、

サポートセンター白樺改修工事、５、上士幌小学校職員室改修工事、６番、旧上士幌高

校公宅改修工事、７番、上士幌町生涯学習センター改築建築主体工事であります。

　　調査の結果の詳細につきましては、お手元に配付の報告書のとおりですので、ごらん

いただきたいと思います。

　　平成28 年度の調査は、平成28 年度発注の公共工事のうち、７件の公共工事の進捗

状況及び完成現場を調査しております。調査した７件の工事につきましては、現地にお

いて担当職員より工事の内容、施工状況等の説明を受け、調査した結果、工事全体とし

ては良好でありました。

　　進捗状況につきましては、生涯学習センターの改築について、11 月 20 日開催され
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た第 10 回産業経済建設常任委員会で、８月に発生した台風被害の復旧工事により作業

員が確保できないことから工期を延長する旨の報告がありましたが、その他の工事につ

きましては、当初計画に基づき順調に完了または進捗しているとのことを参加者全員の

確認をいただきました。

　　今後におきましても、産業経済建設常任委員会の所管事務調査として、公共工事の調

査に取り組んでまいりたいと思います。

　　以上、公共工事の調査報告といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　委員長の報告が終わりましたが、所管事務調査報告に対する質

疑は、議会運用例第 96 条の４の規定により省略いたします。

　　産業経済建設常任委員会の所管事務調査報告、公共工事の調査に関することについて

は、委員長の報告をもって報告済みといたします。

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

◎意見書案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第６、意見書案第８号「全国規模の総合的なアイヌ政策の

根拠となる新たな法律」の早期制定を求める意見書の提出についてを議題といたします。

　　意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である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８号「全国規模の総合的

なアイヌ政策の根拠となる新たな法律」の早期制定を求める意見書の提出について、提

案理由についてご説明を申し上げます。

　　この意見書につきましては、北海道アイヌ協会から要請があり、さきの議会運営委員

会におきまして議会運営委員全員の賛同を得まして、私が提案者となった次第でありま

す。

　　これまでの歴史的経緯や、今後、アイヌ政策を確実に推進をしていくために、国が主

体となった総合的なアイヌ政策を全国的に推進していく根拠となる法律の検討を進め、

早期に制定するよう強く要望するものであります。

　　以下、本文を読み上げて提案説明といたします。

　　アイヌの人たちは、特に明治期以降、政府が進めた政策によって、アイヌ語や生活習

慣を事実上禁止され、伝統的生活を支えてきた生産手段も失うなど、アイヌの社会や文

化が大きな打撃を受け、差別と困窮を余儀なくされてきたという歴史がある。

　　平成20 年の衆参両院における「アイヌ民族を先住民俗とすることを求める決議」の
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全会一致での可決を受け、政府は、「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」を設

置し、有識者の意見を踏まえ、それまでのアイヌ政策をさらに推進し、さまざまな施策

に取り組んできたところである。

　　アイヌの人たちが民族としての名誉と尊厳を保持し、これを次世代へ継承していくこ

とは、活力ある社会を形成する共生社会の実現に資するものであり、この観点からもさ

らに施策を具体化する必要がある。

　　こうしたことから、これまでの歴史的経緯や、今後、アイヌ政策を確実に推進してい

く上においても、国が主体となった総合的なアイヌ政策を、本道のほか、全国を対象に

推進していく根拠となる法律の検討を進め、早期に制定するよう強く要望する。

　　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。

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

だきますようお願いを申し上げて、意見書案の提案説明とさせていただきます。

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

質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって意見書案第８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８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８号は原案のとおり可決されました。

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

◎意見書案第９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９号国による子ども医療費無料制度の創

設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９号国による子ども医療
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費無料制度の創設を求める意見書の提出について、提案理由についてご説明を申し上げ

ます。

　　この意見書につきましては、北海道保険医会から要請があり、さきの議会運営委員会

におきまして、議会運営委員全員の賛同を得まして、私が提案者となった次第でありま

す。

　　少子化対策として、子育て家庭の経済的負担を軽減する措置が重要施策となっており

ますが、市町村の制度内容の格差が年々拡大している状況にあります。子供を安心して

産み育てることのできる社会の実現を目指すには地方制度の安定化が必要であり、その

ためには国による支援が不可欠であります。

　　よって、政府に対し、中学卒業までを目指し、当面、就学前まで国による子ども医療

費無料制度を早期に創設されるよう強く要望するものであります。

　　以下、意見書案を読み上げて説明とさせていただきます。

　　わが国の2015 年合計特殊出生率は、1.46 で人口を維持するのに必要な合計特殊出

生率 2.08 への回復は、依然として困難である。

　　また、2015 年４月１日現在の子どもの数は35 年連続の減少で、総人口に占める子

どもの割合は 42 年連続の低下となる 12.6 ％で世界最低水準値である。

　　少子化の進行は、人口構造の高齢化や将来の生産年齢人口の減少にもつながり、子ど

もの健全な成長への影響のみならず、社会経済や社会保障のあり方にも重大な影響を及

ぼすことが懸念される。

　　こうしたことから、子育て家庭の経済的負担を軽減する措置が少子化対策の重要施策

となっており、本道をはじめとするすべての都道府県及び市区町村において、乳幼児・

児童医療費助成制度が実施されている。

　　しかしながら、市町村の制度内容の格差が年々拡大している状況である。

　　児童期までの年代は、病気に罹りやすく、また、アトピー性皮膚炎、小児喘息など長

期の療養を要する病気も増加しており、病気の早期発見と早期治療、治療の継続を確保

する上で、医療費助成制度は極めて重要な役割を担っている。さらに、厚生労働省が推

進する「8020 」運動の達成のためには、永久歯が完成する中学校時期までの口腔管理

の充実を図るためにも同制度の果たす役割は大きくなっている。

　　このような地方公共団体の施策を一層充実させ、子どもを安心して産み、育てること

のできる社会の実現をめざすには、地方制度の安定化が必要であり、そのためには国に

よる支援が不可欠である。

　　よって、政府は、中学校卒業までをめざし、当面、就学前まで「国による子ども医療
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費無料制度」を早期に創設されるよう強く要望する。

　　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可決いただき、関係者に送付いただき

ますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

　　以上をもって、意見書案第９条の提案説明とさせていただきます。

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

質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって意見書案第９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９号の採決を行い

ます。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、意見書案第９号は原案のとおり可決されました。

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

◎意見書案第１０号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第８、意見書案第10 号国民健康保険療養費国庫負担金の

調整（減額）廃止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10 番、山本和子議員から提案理由

の説明を求めます。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　ただいま上程されました意見書案第10 号国民健康保険療養

費国庫負担金の調整（減額）廃止を求める意見書の提出について、その提案理由につい

てご説明申し上げます。

　　この意見書につきましては、北海道保険医会から要請があり、さきの議会運営委員会

におきまして議会運営委員全員のご賛同を得まして、私が提案者となった次第でありま

す。

　　今、子ども医療費助成制度について受診抑制を招いている償還払い方式から現物給付
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方式へと変更することが求められていますが、変更を妨げている要因には、国民健康保

険に対する国庫負担金の調整の規定があります。この規定により、乳幼児医療費助成制

度の各種の医療費助成制度に現物給付方式を採用する地方公共団体は、国保国庫負担金

の減額を余儀なくされています。

　　上士幌町の例を若干説明いたしますと、上士幌町は18 歳高校卒業まで無料ではあり

ます。町内の病院で受診する場合には、18 歳まで窓口負担なしの現物給付方式で受け

ています。また、管内の病院で受診した場合につきましては、就学前の通院・入院と小

学生の入院までは窓口負担なしの現物給付です。それ以外は一旦窓口で自己負担分を払

い、後で申請により払い戻しとなる償還払いとなっています。

　　この先ほど説明しました町内、それから管内での現物給付に対しても、国から調整交

付金が200万から250万円減額されていると聞いております。高校卒業まで窓口負担な

しにしたいところですが、これを実施いたしますと、かなり交付金が、調整金が減らさ

れるのではないかと心配しているところです。

　　よって、政府に対して、子ども医療費助成制度に係る国庫負担金の調整（減額）を廃

止するよう強く要望するものであります。

　　以下、読み上げて提案説明といたします。

　　国民健康保険療養費国庫負担金の調整（減額）廃止を求める意見書（案）。

　　今日の少子化の深刻な進行と不況下において、子育て中の若年世帯への直接的な経済

援助、育児への心理的支援として、子ども医療費助成制度がすべての都道府県、すべて

の市区町村において実施されている。しかし、今、子ども医療費助成制度を現物給付方

式とすることが求められている。

　　医療費助成の償還払い方式においては、患者は窓口でいったん一部負担金を支払い、

償還されるのは２か月後であり、受診抑制を招いている。一方、現物給付方式において

は、窓口での支払が不要であり、受診抑制を来すことなく助成を受けることができる。

　　ところが、償還払い方式から現物給付方式への変更を妨げている要因に、国民健康保

険に対する国庫負担金の調整の規定がある。この規定により、乳幼児医療費助成制度等

の各種の医療費助成制度に現物給付方式を採用する地方公共団体は、国保国庫負担金の

減額を余儀なくされ、財政運営上の支障を来しているばかりか、政府が推進する少子化

対策に矛盾している。

　　よって、政府は、子ども医療費助成制度に係る国保国庫負担金の調整（減額）を廃止

するよう強く要望する。

　　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。
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　　議員各位の満場のご賛同を賜り、この意見書案を可決いただきまして、関係者に送付

いただきますようよろしくお願いいたします。

　　以上をもって、意見書案第 10 号の提案理由の説明を終わります。

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

質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって意見書案第 10 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10 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 10 号は原案のとおり可決されました。

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

◎意見書案第１１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11 号「高額療養費」「後期高齢者の窓

口負担」の見直しにあたり、現行制度の継続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10 番、山本和子議員から提案理由の

説明を求めます。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　ただいま上程されました意見書案第 11 号「高額療養費」

「後期高齢者の窓口負担」の見直しにあたり、現行制度の継続を求める意見書の提出に

ついて、提案理由についてご説明申し上げます。

　　この意見書につきましては、北海道保険医会から要請があり、さきの議会運営委員会

におきまして議会運営委員全員の賛同を得まして、私が提案者となった次第であります。

　　経済的な理由で必要な受診ができない方がふえております。現在、厚生労働省の社会

保障制度審議会医療保険部会では、「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」の見直し

について検討を行い、患者負担を提案しています。

　　つい最近の新聞報道では、厚生労働省は、30 日に社会保障審議会医療保険部会に提
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示いたしました。その内容は、70 歳以上の自己負担の引き上げ、一般所得者では１万

2,000円から最大５万7,600円と、それから後期高齢者医療の保険料特例軽減廃止、こ

れも２倍から10 倍へと、このような案を既に示しております。さらなる患者負担増の

受診抑制が起きないよう、現行の高額療養費制度、後期高齢者の窓口負担の継続を求め

るものであります。

　　以下、読み上げて提案説明といたします。

　　「高額療養費」「後期高齢者の窓口負担」の見直しにあたり、現行制度の継続を求め

る意見書（案）。

　　経済的な理由で必要な受診ができない方が増えている。

　　全国保険医団体連合会が全国の保険医会・協会を通じて会員医療機関を対象に行った

調査では、41 ％の会員医療機関が、経済的な理由による患者さんの治療中断を経験し

ている。さらに、43 ％が医療費負担を理由に治療や検査を断られたことがあると答え

ている。

　　現在、厚生労働省の社会保障制度審議会医療保険部会では、「高額療養費」「後期高

齢者窓口負担」の見直しについて検討を行っている。

　　審議では、高額療養費について、70 歳以上の自己負担の月額上限の引き上げ、後期

高齢者の医療費窓口負担を原則１割から２割に引き上げるなど、さらなる患者負担増が

提案されている。

　　高額療養費の「外来特例」によって、複数の慢性疾患抱えながらも、何とか通院しな

がら生活を続けている患者さんがいる。また、2015 年受診実態調査の全国集計では、

回答した医療機関の73 ％が後期高齢者の患者窓口負担の原則２割引き上げは、「受診

抑制につながる」と回答している。

　　さらなる負担増は、年金収入も減っているなかで、治療が長期にわたる高齢者の生活

を圧迫し、必要な医療が受けられない事態を深刻化させる。

　　上記のような高齢者の実情に配慮し、さらなる患者負担増で受診抑制が起きないよう、

現行の高額療養費制度、後期高齢者の窓口負担の継続を求める。

　　以上、地方自治法第 99 条の規定に基づき意見書を提出する。

　　議員各位の満場のご賛同を賜り、この意見書をご可決いただきますよう、関係者に送

付いただきますようによろしくお願いを申し上げます。

　　以上をもって、意見書案第 11 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案第 11 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11 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 11 号は原案のとおり可決されました。

　　ここで暫時休憩いたします。

（午前１１時３７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３７分）

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

◎一般質問

○議長（杉山幸昭議長）　日程第 10 、一般質問を行います。

　　一般質問は４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。

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

◇　伊　東　久　子　議員

○議長（杉山幸昭議長）　それでは、順次発言を許します。

　　１番、伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　私は、竹中町長の４期最終年度に当たって、行政運営の成果と

課題についてお聞きをいたします。

　　竹中町長は平成13 年から４期16 年にわたり、上士幌町の行政のトップとして、基

幹産業や福祉の向上、子育て支援、ふるさと納税等いろいろな政策を打ち出し実現して

きました。

　　４期目の政策では、ふるさと納税がメディアに取り上げられるなど、全国的に注目を

集めました。
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　　特に子育て支援では、国に先駆け、こども園の無料化、高校生までの医療費無料化を

実施し、子育て世帯には大変評判がよいとも聞いております。町長を初め職員の皆さん

の努力を評価したいと思います。

　　その反面、上士幌町に住み続けている高齢者からは不満の声も聞こえてきております。

　　これまでの成果と今後の課題についてお聞きをいたします。

　　１点目、生涯活躍のまちについて、町長の考え方、高齢者対策として24 時間見守り

住宅の考え方を伺います。

　　２点目、道の駅、レストハウス、消防署の建設、コンパクトシティについて町長の考

え方を伺います。

　　３点目、新規事業について町民の理解を得るためには、特に丁寧な説明が求められま

すが、町民からは、情報が不足しているとの不満の声も聞かれます。町民への周知、説

明について町長の考え方を伺います。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　竹中町長の４期最終年度に当たっての行政運営の成果と課題について、

伊東議員のご質問にお答えいたします。

　　町民の皆様のご支援を得て初当選以来、上士幌町政を担って４期16 年の最終年を迎

えています。

　　振り返ってみると、瞬く間に時が流れたように感じております。初当選間もなく吹き

荒れた市町村合併の嵐、自立を選択してからの行財政改革、過疎化と人口減少の流れの

中で、町民の皆様の知恵と汗をおかりしながら地域再生、元気まち上士幌町の実現に向

けて「種をまき、芽を育み、まちづくりの花を咲かせる」を一念に走り、挑戦し続けた

16 年間だったと思っております。

　　その間、時々に応じ、さまざまな町政課題に向き合ってきました。直近では、人口減

少を克服するための地方創生が、国及び全国の自治体にとって最重要課題の一つになっ

ております。少子高齢化と出生率の低下により、全国のほとんどの地方で人口が減少し、

このままだと、半数の自治体が消滅するおそれがあるということが背景にあります。人

口減少の克服は極めて困難な課題でありますが、本町では、ことし１月から11 月末現

在で 25 人ふえており、あと一ヶ月を残しておりますが、平成28 年の人口増はほぼ確

実な状況であります。

　　本町の歴史をさかのぼっても、また、中核都市から離れた農山村においての人口増加

は全国的にも珍しく、特筆すべきことであります。人口増の背景として、各事業所から

活発な求人は農林業を中心に旺盛な経済活動を意味し、加えて、子育て教育の充実、医
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療・介護・福祉、住宅事情など、町の総合力、魅力が高まっていることにあると考えて

おります。

　　この挑戦的な政策を後押ししているのが、全国から支持をいただいているふるさと納

税の財源であり、数万人に達する寄附者の上士幌町に対する応援の声であります。ふる

さと納税により、都市と上士幌町との人や物の交流が活発化しており、認知度も飛躍的

に高まっています。まさに地方創生が目指すところであり、本町は、そのフロントラン

ナーとしてさらなる飛躍を期すために、今後とも絶えざる挑戦が必要と認識しておりま

す。

　　ご質問の１点目、生涯活躍のまちについてでありますが、生涯活躍のまちとは、中高

年齢者が、希望に応じて地方や町なかに移り住み、地域の住民と交流しながら健康で活

動的な生活を送り、医療・介護が必要となった場合は、安心してサービスを受けること

ができるまちを目指すものであります。

　　昨年10 月に策定した上士幌町人口ビジョン・総合戦略では、地域産業振興や雇用、

子育て・教育文化、医療・福祉、移住・定住、小さな拠点形成に加え、上士幌町の創生

を包括的・分野横断的に推進するための生涯活躍のまち上士幌創生包括プロジェクト

（上士幌版ＣＣＲＣ）の推進を基本目標に掲げたところであります。

　　生涯活躍のまちの取り組みは、人口増加や地域経済への波及、地域包括ケアの充実、

多様な人材の活用などが期待され、本町においても、少子高齢社会を迎えて、町内の医

療・福祉サービスの持続が図られ、地方創生の一翼を担うものであることから、積極的

に取り組んでまいりたいと考えております。

　　また、地域で暮らす全ての高齢の方々が、お互いに交流を深めながら、健康で心豊か

な生活をできるだけ長く送っていただくことが大切であります。そのために町民の健康

寿命をどう延伸するか、自立を尊重しながら必要な支援が届く地域社会こそが生涯活躍

のまちであります。

　　高齢者対策の24 時間見守り住宅につきましては、総合戦略において、高齢者見守り

つき安心住宅の整備を図ることとしており、できるだけ在宅で自立した生活ができるよ

う、住宅と福祉施設の中間的な機能を持った住宅、ひとり暮らしの方々をサポートでき

る住宅やサービス等について、既存の社会福祉法人や、今後、設立を検討しているまち

づくり会社などの協力を求めるとともに、民生委員や地域住民、ボランティアなどとの

連携も強化しながら、全町民的な取り組みの検討を進めてまいりたいと考えております。

　　２つ目の道の駅・ナイタイ高原牧場レストハウスにつきましては、本年度、町民で構

成する基本計画策定検討委員会を設置し、作業を進めているところであります。現在、
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検討作業中という前提ではございますが、道の駅では、従来のトイレや道案内の基本的

な機能に加え、６次産業化による地場産品の開発・販売、防災、外国人を含む観光案内、

ふるさと納税、上士幌版ハローワーク、移住・定住などのワンストップ窓口としての機

能、町なかやナイタイ高原牧場などに誘導する結節点としての役割など、多様な機能を

持った拠点施設として考えております。運営面では、経営的な視点を明確にし、持続可

能な施設運営が図られるようにしてまいりたいと考えております。

　　消防署の建設、コンパクトシティについては、町として、平成24 年上士幌町公共施

設再編へ向けての計画要点・計画指針の提案を受け、町民によるワークショップ等で意

見を集約し、平成26 年、公共施設等再配置計画書を作成しました。再編成計画では、

少子高齢化と人口減少時代を意識し、高齢者や子供などの生活弱者に優しい、誰もが歩

いて買い物や交流、生きがい活動ができるように、生涯学習センターや役場を中心に、

半径400メートル内外に公共施設、医療・介護施設を整備するコンパクトなまちづくり

が望ましいとしております。新築した医療・老人保健施設、新しい機能を整備した介護

施設、こども園、建設中の生涯学習センターも計画に基づくものであります。老朽化し

た西地区の公営住宅再編についても、町なかへ移転することで計画を進めております。

　　また、旧恵愛会病院跡地には、交通ネットワークの拠点としてのターミナルを計画し

ていますが、ターミナルを軸に町なかへの移動、農村部と市街地の移動、本町と近隣町

村との移動のネットワークができることにより、利用者の利便性を飛躍的に高めるとと

もに、高齢者の交通安全対策や閉じこもりの解消を促す役割も目指すべきと考えており

ます。

　　また、近代の消防活動は、火災予防や消火活動のほか、救急救命、防災・災害復旧活

動など多岐にわたっております。常態化している救急車の出動では、病院との連携、災

害時には本部となる役場との連携、防火・防災の啓発では、多くの住民が行き交う場所、

緊急時には消防団員が直ちに集結しやすいことや、適正な訓練場所の確保などを勘案し、

建設地としましては、病院や役場に隣接した町なかが最も適していると考えております。

現在、消防団とも協議を重ねており、一定の方向性が出されつつあります。

　　３つ目の新規事業について町民説明を丁寧にとの質問でありますが、計画過程で各種

委員会やワークショップなどによる町民参加と意見の集約、講演会や報告会による説明、

出前講座や団体等に対する説明会、上士幌町広報誌やホームページ、新聞等マスコミ等

による周知、パブリックコメント、議会での意見交換等も大切な情報提供の機会であり、

多様な手だてを講じて、情報の公開、周知・説明を行っていますが、特に新しい事業に

ついて理解を得るには多くの時間がかかりますので、さまざまな機会を通して理解を図
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ってまいりたいと考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　１番、伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　それでは、再質問をさせていただきます。

　　まず１点目の生涯学習のまちについてお伺いをいたします。

　　議会では、10 月にＣＣＲＣ、生涯活躍のまちについて研修をしてまいりました。私

は、町長の考えていることと今回研修したことが少し違うのではないかなという感じを

受けてまいりました。このまちづくり会社にどのようなことを委託しているのか、進捗

状況が全く見えません。

　　けさの新聞にこのようなことが書かれておりましたので、これざっと、この説明をす

るためにこれを出したのだということは何となくわかりますが、進捗状況が見えていな

いということ、現状はどうなっているかということをお聞きします。

　　町長は以前、高齢者の24 時間の見守り住宅は７区を考えているような話を私は聞い

たことがありますが、そこではないのか。それとも、まちづくり会社が全て任されて生

涯活躍のまちにしようとしているのか。その中には人材センターの窓口があるのかが、

少子高齢化に対して、今、人口減少が、少なくなっておりますが、これはどこの自治体

でも人口増に努力をしていると思いますが、町民が幸せに暮らしていれば、自然に移住

者もふえてくるのではないかなという感じがいたします。

　　 28 年１月から７月までの転出者が136名と説明を受けました。なぜ転出をしなけれ

ばならなかったのか。また、高齢者の部分では、その転出しなければならない理由とい

うのを検証が必要ではないかと思いますが、そのことについてお聞きをいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　まず進捗状況でありますけれども、この契約期間が３月までなんですね。

ですから、まだ道半ばであるということで、まだ中間レベルの進捗状況ということで、

今回も固まった段階の報告会というのを中間状況の中で、生涯活躍のまちの考え方だと

か、それから目指す方向性だとか、それは委託する側の考え方をまずは聞かせていただ

くということであります。

　　そもそもその委託の内容というのは幾つか仕様書でありますので、それに沿って提案

をさせていただくことになりますけれども、いわゆるコンサルティングの立場として、

この町の現状や、それからいろいろな実態調査を踏まえた上で、生涯の活躍、つまり中

高年齢層の人からお年寄りまで元気で過ごすためのそういう整理をしてもらっていると

いうことであります。僕らもまだ全て把握しているものではありません。まだその中間

過程だというふうに思いますけれども、いずれにしても、この考え方は、生涯活躍のま
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ちの考え方である中高年齢層、これからのそういう人方が生涯にわたって元気で過ごす、

それは、過ごす町もそれぞれの思い入れのあるところで過ごしてもらうということであ

りますし、その上で、元気な人がその地域の中で過ごすということは、もう一つのまち

づくりにとっても、そうした方のお力もかりたいということもありますし、その人方も

生きがいとして頑張ってもらいたい。しかし、やがて年老いてきたときには医療や介護

が必要になってくるということになりますから、そのときに安心してそういう体制が整

っているような、そういう体制をつくっていくということです。

　　今まで地域包括ケアということで、医療・介護、それから予防や住宅、そういった生

活支援ということがありますけれども、さらにそれに加えて、もっともっと積極的に社

会参加をするだとかいうことでは、地域包括ケアをもっと大きく広げていく、まちづく

りそのものであるというふうに思います。

　　それは、今お話しされたように、そういった町をしっかりつくることが、やがて、こ

の町、町民にとって幸せなことでもありますし、そういう幸せな町民がこの町の中で過

ごしているというふうな感じわかるとすれば、やがて周りの人方も、上士幌で住んでみ

たい、上士幌で終末を迎えたいと、こういうようなことにつながっていくのではないだ

ろうかなというふうに考えております。

　　２つ目の７区のサービスつきの高齢者住宅、これについては変わるものではないだろ

うというふうに思います。基本的に、今、高齢者の受け皿というのは、いわゆる介護度

の高いのが特養になりますし、その前段で治療し、リハビリでまた自宅で生活できる、

そのようなことを念頭にしたのが老健施設だというふうに思いますが、介護度の低い１

だとか、あるいは要支援だとか、そのような方々が入る場所がまだ十分でないというこ

とに考えておりますので、それについては、今お話しあったように、７区をベースにし

ていくことは間違いないということであります。

　　ただ、もう一つ欠落しているのは、元気な高齢者に対するそういう住宅対策がこれか

ら必要になってくるのだろうというふうに思うんですね。元気な人方がずっと元気でい

てもらいたいというのが、これが今回のこの生涯活躍のまちの大事なことなんです。元

気な人方に対する、高齢者に対する手だてというのは意外とないんですね。そういった

意味では、サービスつきの住宅で、介護度とはまた別枠で、元気で過ごすという前提で

の住宅でありますけれども、それがやがて、多少体が不自由になっても不便のないよう

な、そのような生活できるような住宅が整備されることによって、多様な、自分の健康

度合い、あるいは介護度合いに応じて、多様な選択肢がそこに完成するというようなこ

とになるのではないだろうかというふうに考えております。
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　　最後の人口流出ですね。これ、さまざまな要因があると思います。136人が出ていっ

たということでありますけれども、それ以上によそから来ているわけですね。問題なの

は、流出していって入ってくる人がいない、社会減ということがありますけれども、人

口流出する人がいて、そしてまた社会的な人口減になると、これが過疎に拍車をかける

と。もとより、いわゆる自然増減でいうと、これはもう間違いなく高齢者が多いわけで

ありますから、その面では人口減少するのはもう避けられないと。当面避けられないと

いう部分ありますから、そこで人口を維持するためには、この町にどれだけ人が来ても

らうかということだろうというふうに思います。

　　その意味では、多分、今、若者が結構雇用の関係でこちらのほうに来ている、詳しい

データはとっておりませんけれども、そういうことが想像されます。それから、出てい

った人方にはそれぞれの事情があって、子供さんのところに行きたいだとか、それ以外

に転勤・転入という会社の都合による人口の増減というふうにあるだろうというふうに

思っております。

　　この具体的な136名のいわゆる流出については、詳しくは把握しておりませんけれど

も、それ以上に来ていることに、僕はこの町の対応についてを読み取ることが必要でな

いだろうかなと、そう考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　ここで休憩といたします。

　　再開は午後１時といたします。

（午前１１時５０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）　１番、伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　先ほど町長のほうから転出・転入について説明がありましたけ

れども、若者たちの転出についてはいろいろ事情があると思うんですけれども、高齢者

の部分で転出するというのは、やはりここで１人で生活ができなくなってくる、そうい

う人たちが多くなってくるのであれば、高齢者の人たちの、どういう理由でここにいら

れない理由があるのかどうかということを検証したほうがいいのではないかなというこ

ともあります。

　　それと、あと、24 時間見守り体制というのは、私は当初そう思っていましたけれど

も、今、自分が実際に入っている自宅で24 時間見守りをやってくれる体制を、今度の
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このまちづくりの会社が担ってくれるのかどうかというのも知りたいんですけれども、

もし知っている範囲であればお答え願います。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　まず、先ほどの流出の内訳でありますけれども、若い人の就労と離職の

関係で、ほとんどがそうだということで、高齢者の移動については極めて少ないという

ようなデータが出ております。

　　最近、何カ月か前から、今度は転入する人方に対して、何でこちらのほうに来たのか

ということをアンケート調査をしております。仕事のためなのかとか、あるいは高齢者

福祉の関係で来たのかなという、そういうデータもとっておりますけれども、一番は仕

事でこちらのほうに来たということがありますが、あとは、意外と子育てもありますし、

それから福祉の関係でもできると。これは多分、施設だとかそういったところもある程

度整備されていて、その辺に対する安心感があって、多分、高齢者の希望というのはそ

ういうところでないのかなというような気がしております。

　　いずれにしても、やはり安心・安全という不安感をどう解消するかと。これは、物理

的にこれだけやれば、それで全てが安心できるかということでないだろうと思うんです

ね。できるだけそういった体制を整えることによって安心感を持ってもらうということ

で、どんなに頑張っても、夫婦でいたって、場合によっては、朝起きたら亡くなってい

るなどということもあり得るわけですから、でも、それはできるだけそういったことの

ないように、この町にいると安心できるのだと。いろいろなサービスがあって、行き届

いたそういったそのサービスができるというようなことを実感として感じてもらえるよ

うになると、これは高齢者にとっても不安なくこの町に住んでいただけるというふうに

思います。

　　また、見守りの関係も、これは、いわゆる介護者に対する見守りの関係だとか、それ

から元気な人、ひとり暮らしだとか、そういったことに対する見守りの関係だとか、い

ろいろなその見守りのあり方もあるだろうと思うんですね。安心・安全をどう届けるか

という意味では。

　　そういった意味で、それぞれの施設は施設としての役割を持っていますから、いわゆ

る病院は病院の役割がありますし、逆に老健は老健の役割がありますから、幅広く何も

かにもできるということではないだろうと思うんですね。そういった、いろいろな大き

な固まりとして、病院やあるいは老健施設や社協だとかありますけれども、きっとそこ

にもっと埋もれたサービスをすべきところがある。かゆいところに手の届かないところ

があるだろうと思うんです。そういったところが、いわゆる柔軟性を持って、そのよう
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なまちづくり会社といっても、それは利益を上げてどんどんもうけるというふうなそう

いうレベルの会社ではないということであります。行政でサービスをすべきようなこと

の非営利の事業がかなりの部分を占めているだろうと思うんです。その占めている中で

もいわゆる民間的な発想の柔軟性やスピード感を持って足りないところを補っていくと

いうのが、それができれば、行政あるいはそれぞれの法人、そして民間レベルでの発想

を持って、安心・安全の全体枠がいわゆる成熟してくるのではないだろうかなというよ

うな枠組みの中でそれぞれ役割分担を発揮してもらいたいなと、こう考えています。

○議長（杉山幸昭議長）　１番、伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　現状では、やはり地域包括の人数が少なかったり、ケアマネジ

ャーさんが少なかったりして、全体的に目が届いていないのもあると思います。行政区

で見守りしているところもありますし、それから民生委員がきちんと回ってくれてして

おりますが、この民間のまちづくり会社が、もしそういうこともやっていただけるので

あれば、それは大変いいことだと思いますので、その点については了解をいたしました。

　　次に、２番目の道の駅とナイタイレストハウスは、私は、何か関連あるから同時につ

くると思っていたんですけれども、道の駅について今、士幌町で建設中であります。こ

れ 10 キロ圏内だと思うんですけれども、これについては、上士幌は十分検討しながら

しなければだめだなということを思っています。前回、榊先生という先生の講演もいた

だきましたが、慌てることはないということもお話しされておりました。策定委員会も

検討をしているようでありますが、そこら辺のところ、町民の意見を聞きながら十分検

討していただければと思います。

　　また、その道の駅に入るであろう移住・定住のワンストップ窓口、情報館、今、情報

館がその役割を担っているんだと思いますけれども、先日、建設して移転をしました。

現状狭いのだという話は聞いておりましたが、町長に移転の相談があったのかどうか。

また、あそこはＮＰＯ法人でありますから、町からどうのということは言えないかもし

れませんけれども、この連携がなければ、町民が、町長が考えるまちづくりには、私は

ならないのではないかと心配をいたします。それにレストハウスは上士幌町の観光の観

光施設の一つでありますから、これは道の駅より先に早急に建設すべきだと思いますが、

これについてお答え願います。

　　それとあと、消防署の建設場所についてなんですけれども、これ、団員の方から随分

お話を聞きました。町長は病院の隣ということでありますが、これでは団員の方は、訓

練では狭過ぎるということも聞いておりますし、また、病院の近くであるということで

便利だということはありますが、多分サイレンが、朝は練習で鳴りますし、救急のとき
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のサイレンが入院患者さんにいろいろ影響を与えるのではないかなという感じがします

けれども、その点まで審議して決めたのかどうかお伺いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　まず道の駅でありますけれども、士幌町に今建設中で、それと競合によ

ることの経営的なマイナスが懸念されるということだろうというふうに思いますが、大

体あそこまで11 キロくらい想定されるということなんですね。専門的な立場からいう

と、 10 キロを超えると、せいぜい減っても１割程度だろうと。お互いにそれは、マイ

ナスとしてはですね、というようなお話をされております。

　　うちの町の道の駅をつくるとしたら、やはり幾つかのハンディキャップは持っている

わけですね。そのハンディキャップの一つには、交通量が、現時点ではやはり議員さん

も皆さん方もいろいろなところへ視察されていると思いますけれども、それから見ると

圧倒的に少ないということがあります。それは上士幌町も、それから士幌町も同じよう

な環境下にあるというふうに思いますが。という前提の中でどうするかというふうにな

ると、やはりこのリピーターをどうするかだとかですね。ですから、従来のあそこでド

ライブの方々を待っているだけではなくて、いろいろなリピーターが確保できるような

仕掛けだとか、それから、道の駅を待っているだけでなくて、いろいろなところにメッ

セージを発信していって、そこでの受け入れを考えるかだとか、さまざまなことを考え

ていかなければ、そう簡単にいかないだろうと。特に北海道は冬期間の需要が少ないと

いうふうに言われて、ややもすると、それが当たり前になっていて諦めているところで

ありますけれども、その冬期間についても、できるだけそれは、その集客にするような

ことの手だてをどうするかと。これを今、検討委員会の中でも検討していただいている

ところでございます。

　　そのようなことで、従来の枠組みを超えた発想を持って道の駅のいわゆるコンセプト

なりをしなければならないし、それから運営主体についても、どこかにすぐ指定管理を

任せればいいということではなくて、しっかりとした受け皿をつくるべきだろうと。そ

れもまちづくり会社と同じような、場合によっては─場合によってというか、官民

挙げて、官民でそういった組織をつくっていって、いわゆる自主運営できるようなこと。

それともう一つは、この道の駅の中には行政サービスの側面がかなりまたふえてきます。

ハローワークだとか、それから移住・定住の窓口だとか、ふるさと納税もそうですけれ

ども、これはもう行政のすべきこととしてやりますので、多様な機能もそこに含まれて

くるというふうなことで、従来の発想を超えたところでのその企画立案とビジネスモデ

ルをつくっていく必要があるというふうに思います。
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　　士幌町の関係では、そういったマイナスの点も懸念されますけれども、その近隣であ

るということでは、これから音更町も構想されているようでありますから、こういった

その近隣とのネットワークを組んで、どんなような仕掛けをしていくかというようなこ

とも十分考えられる、いわゆる営業のことでありますし、それからもう一つ期待をした

いのは、今、みんなばらばらになっていて、総合的なその町の観光が見えていないとこ

ろがございます。どちらかというと単体でナイタイ高原牧場がどんとあって、それから

あとは糠平があるだとか、こういう単体での観光のありようが今現状だというふうに思

いますが、それを動線としてつないだり、全体的なその観光資源を体系的に整備をして、

そこにいろいろな形で誘導するだとか。ですから、道の駅と、今レストハウスを急ぐべ

きだとありますが、話がありますがレストハウスだけ単体で動くものではないだろうと

いうふうに思っています。道の駅とのその機能分担もしっかりした上で、ナイタイレス

トハウスの役割、道の駅の役割、道の駅からナイタイにどう誘導するかというようなこ

とも大事になってくるのではないかと思いますが、そういうその連携の問題だとかも十

分熟慮した上でこの計画を煮詰めていく必要があるというふうに考えております。

　　それから、消防署の関係でありますけれども、今時点もほとんど病院に隣接している

ところでサイレンが鳴っているんですね。それと大きな差異はないだろうというふうに

思いますし、そういう意味では理解してもらえるのではないだろうかと。

　　一番問題だったのは、消防団との要望の中で、強く要望されたのは、訓練場所のこと

が出されました。訓練場所、日夜いつどんな状況が起きるかわかりませんから、それに

出動するための常日ごろの訓練は非常に大切なことでありますので、その場所の確保に

ついても議論を重ねた上で、今のところ、当初の病院の国道に面したところ、役場に隣

接するところ、そしてまた、駐車場についても、今ある駐車場とそれに隣接するような

形で訓練地を確保できれば、多分、そう問題なくご理解いただける、あるいは理解をい

ただけるようなそういう環境整備はできるのでないのかなと、そんなふうに考えており

ます。

　　いずれにしても、これからの防災は火災、従来は火災がその消防団の最も大きな出撃

の場面だったのでありますけれども、最近の住宅の防火システムだとか、もう近代的な

防火体制と、それから生活様式も変わってストーブを使わないだとか、あるいはマッチ

を使わないだとか、そういった生活様式を考えて少なくなってきて、むしろ災害ですね、

災害と救急搬送というのがかなり重要な役割になってくるというふうに思います。

　　今回もこのような災害があって、たまたま消防団員に対して、それほど大きな心配を

かけることはなかったわけでありますけれども、そのようなことが憂慮されますので、
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そういう総合的な視点で、いわゆる防災、それから防火、災害時の最もふさわしい体制、

その中での場所についてしっかりと議論していけば、おのずからご理解をいただけるも

のと、そういうふうに考えております。

　　情報館のお話しありました。

　　特別そのために、町に、あるいは町長に具体的な内容での相談というのはございませ

ん。今お話しあったように、いろいろな今ふるさと納税の発送業務なんかあって手狭だ

というお話はかねがね聞いておりましたけれども、具体的に場所をどこにするだとかと

いう話は伺っておりませんでした。

　　いずれにしても、道の駅が情報発信の拠点であるということは、それは間違いないこ

とでありますし、それからもう一つ、今の情報館も情報館として町民のいろいろな情報

だとか、それぞれお互いに連携してやれることはあるのではないかなと、そう考えてお

ります。

○議長（杉山幸昭議長）　１番、伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　今、情報館の話もありましたけれども、やはり町長が目指すま

ちづくりについては、横の連携をとらなければ進んでいかないのかなと思っております

ので、質問させていただきました。

　　３番目の新規事業について。

　　確かに広報等にも載っております。それは、私どもは周知しておりますが、町民全体

ではなくて、町長、何か事業を始めようとするときに、各団体の代表の方たちを集めて

その説明を多分しているんだと思いますけれども、その団体の人たちがその職場に帰り、

みんなに説明すればいいんですけれども、それがないものですから、町民の皆さんに伝

わっていないということ。要するに、私、町長と町民の距離が何か遠くなってしまった

のかなと、そんな感じもしました。

　　また、町民と議員の意見交換会の中では、私たち初めてやったんですけれども、町長

との地区懇談会がなくなったと。残念だという声がありましたので、これ、ぜひ再開し

ていただければと思って質問をさせていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　今、軒並み新しい事業が入ってきておりますので、それも計画途中のこ

とについては、僕らもつくりながらその方向性を見出していくという、そういうような

こともありますので、完結してから、早期完結するまでに結構な時間がかかると。特に

計画策定しているものについては、計画を、これを計画するよと言ってから、それがで

きるまでに、やはり１年だとか２年だとかとかかってくるものですから、その間に、そ
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の途中途中で説明するだとかという必要があるだろうというふうに思います。

　　今お話しあったように、どう町民との意見交換をするか、あるいは情報提供するかと

いう意味では、多分私自身としては、かなり今までにない形での─今までの地区懇

談会やれば、多分その当時は地区懇談会で全て懇談が、大体いいところ終わっていたの

ではないかと思いますが、今、多様な意見交換という場があるんですね。ですから、毎

年のように高齢者学級でのまちづくりのお話しだとか、もちろん団体に対しての要請に

基づいてだとかというようなことがございます。

　　地区という従来のこの農村地域幾つかに分けてだとか、こういった類いで本当に成果

というか、来てくれていないという現実問題があるわけですよね。ですから、その辺を

凝縮してコンパクトシティでやるというそのような方法もありますので、それらについ

ては考えられることだなというふうに思います。

　　ですから、懇話会みたいな報告会も、これも全町民に対することなので、要所要所で

そのことはやらさせていただいておりますけれども、いかにして距離を縮めるか、町長

のみならず、うちの役場と町民、それから職員と町民、全てがそこの関係をどう構築し

ていくかというのはまだまだこれから十分考えていく必要あるのかなというふうに思い

ます。

　　これはどこまでやればいいかというのは、なかなか難しいところでもございますが、

今のような懸案事項があったとすれば、早く知りたいと。ただ、早くは知りたいけれど

も結論が見えていないというところもありますので、そのタイミングにも悩むところも

ございます。というところでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　１番、伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　先日も新聞見ておりました。重要ですね、町として重要施策の

説明というのですか、それは士幌町も音更町もほかの町村でもやっておりました。町民

も町民要望の高いこともありますので、ぜひ実現していただきたいと思います。

　　それから、今回大きな課題が見つかりました。教育委員会の着服が発覚しまして、こ

れ、私個人として、２年前に町民からうわさ話を聞いておりました。それで担当課に調

べて、注意するよう調べなさいということを注意をしたのですが、そのときに慎重に調

べていれば今回のことはなかったのだと。今回は起こるべくして起こった問題だと私は

そう思っております。上士幌町全体が大きなショックを受けました。ふるさと納税で町

の頑張りが一瞬にして失われたと思っております。ふるさと納税していただいた人に説

明や謝罪をしなければなりません。

　　新聞報道では、全額返済されたので懲戒免職となっておりますが、なぜ犯罪に刑事訴
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訟、告訴をしないことにしたのか。多分これ、刑事訴訟法第239条に、告発に倣って手

続をしないのかということについては、行政処分だけで犯罪が隠蔽されてしまうからだ

と思うのです。今回、弁護士等に多分相談したと思うんですけれども、地方自治体が刑

事告訴しないわけは、多分これは告訴しても不起訴相当になるからだと思ってしなかっ

たんだと思いますが、地方自治体は司法判断はできないとなっております。事件が起き

たのは教育委員会でありますが、任命責任者である町長の考え方、懲戒免職でこの事件

を終わりに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）　竹中町長。

○竹中　貢町長　今、お話がありましたけれども、早い段階からしっかりとしたチェック

機能が働けば今回のような問題になっていないと。おっしゃるとおりだと、そのように

思っております。先ほどの教育委員会のほうからも行政報告あったように、かなり前か

らそういう動きがあったということですから、早目に気づいておけば大きな事件、大き

な今日のような数百万という状況でなくて、初期の段階で芽を摘むことができたんだろ

うと思います。そういった意味では、もちろんその当事者は極めて悪質で犯罪行為であ

るというふうに思いますが、それをある意味助長させたのが、いわゆるチェック機能の

怠慢といいますか、そこにあっただろうと。いわゆるしっかりとそこのチェックをして

いれば最小限のその被害なり、あるいは事案で済んだのではないかというのは、つくづ

くそう思っております。

　　いわゆる仕組みがあっても、仕組みを動かすのは、そこにいる人であります。これま

でのさまざまな案件から、それを教訓にしながら金品の取り扱いについての仕組みをつ

くったつもりでありますし、教育委員会には特別にまた金庫を設置をして、外部から間

違いなく、そう簡単に入ってこられないようなそういう体制もつくってきた中でのこと

でありますので、そこにいる者が、やはりエラーを起こしたということで、これについ

てはもっともっとしっかりした体制、仕組みと同時に、もっと厳しい─厳しいとい

いますか、犯罪の余地がないようなそういう体制をつくっていく必要があるだろうと、

そう思います。

　　訴訟の関係でありますけれども、これは極めて微妙なといいますか、いわゆる罪は極

めて大きいものであるというふうに思います。私ども司法の関係での判断についてはい

わゆる精通していないということもありますので、そういった意味で、顧問弁護士やあ

るいは町村会の弁護士等々があって、過去の案件から、今回のような場合の処理の仕方

について相談をさせていただいたということでございます。

　　それで、例えば、いわゆる処分の問題についても、直ちにということもありましたけ
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れども、片方では、入院されていることに対する再逮捕はどうなんだろうかなとか、こ

れは全く経験のないことに対して直面をしたということでありますので、そういう意味

で弁護士等に相談をさせていただきました。その結果として、もう明らかに本人も認め

ているということであれば、明らかにそれは早いうちの処分が妥当であろうというよう

な指導を受けてきたということであります。

　　それから、刑事告訴の問題についても、それは本当に、私どもとしては怒り心頭であ

ります。今おっしゃったように、せっかくみんなで頑張ってきて、内外からの評価が高

まりつつある。この地方自治体の中でも、頑張っているなと、こういう評価がある中で

の思いっ切り冷や水をかけられたというような思いであります。

　　ただ、その思いと、では、その訴訟だとかどうするかというところは、僕らとしても

熟慮を重ねた上で、多分行政運営、信頼を回復するにしても、それからみんなの理解を

得る上でも、今までの判例から含めて、前向きに行政を進めていくというほうがこの町

にとって最終的にプラスになるだろうというような判断をさせていただいたということ

であります。

　　弁護士からの指導・助言、僕は、直接は聞いておりませんけれども、副町長以下、何

回か相談に行っておりますので、そういった中では、いわゆる社会的な制裁、これも判

例の中で十分勘案されているということになってくるというような意味では、本人のみ

ならず家族も含めて大変な、本人はもう当たり前のことでありますけれども、家族がそ

ういった社会的な、いろいろな意味での、ある意味さらされているというようなことだ

とか、あるいは裁判に行ったときのその結果のことだとか、これは具体的に確定してい

るわけではありませんけれども、今までの判例から見ると、社会的制裁を受けて、なお

かつ金品ももう既に返されているというようなことを考えると、今の処理の仕方が妥当

でないだろうかという指導を受けたということで、それに私どもとしては従っていきた

いなという判断をさせていただきました。

　　多分、町民を含めて、何だということもあるだろうと思いますけれども、この町がま

た元気になっていくためには、そちらのほうを選択するのが、よりベターな選択でない

だろうかなと、こう判断をさせていただいたところであります。

○議長（杉山幸昭議長）　１番、伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　弁護士に相談すると、全額返済ということであれば多分不起訴

処分になると。だから、余り書類や何かも持っていかれないしということでこういうふ

うになったのかなと思いますけれども、本当に残念でなりませんし、今まで上士幌の子

育てに協力してくれていたふるさと納税をしていただいた方に、本当に申しわけないと
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いうか、そういう気持ちでいっぱいです。

　　最後になりますが、竹中町長がもう少しで４期目終わろうとしている時期に、本当に

大きな事件が起きて残念でなりませんが、これ、スタッフ制が生かされていなかったと。

また、引き継ぎがきちんとされていなかった問題が多くありますが、町長が16 年間、

行政の先頭に立ってまちづくりを進めてきた結果、この上士幌町ふるさと納税、町が元

気になっていったのだと思います。その点については私は評価をしたいと思います。

　　竹中貢後援会より出馬の要請があったと聞いております。次期５期目に向けて出馬の

考えがあるのかどうかお聞きして、質問を終わりたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　今お話しありましたけれども、後援会からのほうからは、まだやるべき

ことはあるのではないだろうかという意味での要請は受けております。ただ、16 年間

という長い期間町政をさせていただいたということで、今回もこの中に触れさせていた

だきますけれども、これまでもまちづくりに種をまいて、そして実を育み、花を咲かせ

るということ、いろいろなところでも質問されたり、もうちゃんとそれなっているのか

みたいなことも多分指摘があっただろうと思いますけれども、そこそこまちづくりも見

えてきているのかなという感じはします。

　　４年前の選挙のときには、この４年間の中での基本的な考え方として、この後の10

年先、 20 年先の礎をどうつくるかと。この礎をどうつくるかがこの４年間の私の大き

な役割だというふうに公約の中で掲げさせていただきました。そういった意味では、具

体的にはもうたくさんあって、なかなか申し述べられませんけれども、財政的にもそう

不安がなく、新たな財源も、ふるさと納税を本当に多くの人方のご支援いただいて、ま

ちづくりに対する評価と、それからしっかりやってほしいという、そのような財源も確

保できておりますし、町民も、多分いろいろな形で、なかなか町なかにいると気づけま

せんけれども、親戚の家だとかいろいろなところから、今、上士幌頑張っているねとい

うそんな話を聞くんだという話も、僕は直接聞いたりなんかしております。

　　そういう意味で、ある程度穴は見えてきたのでありますけれども、実は個々の今申し

上げた幾つかの課題です。これまた大きなテーマであります。開拓以来の町並みの再編

の問題だとか、あるいは本当に幼児期から中高年齢層、高齢者まで含めて、この町で安

心をし、豊かな生活をするというところは、この後のテーマということになるのだろう

というふうに思いますが、そういった意味で、はなから、実は今度は実がどう結実する

のかというところが次期に求められるところなんだろうなというふうに思います。その

果実が、豊かさということだとか、あるいはそれ以外も含めて、町民のほうに理解して
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もらえる、分配もできる、このようなことが、次の多分大きなテーマになってくるので

はないかなというふうに思います。

　　まだ、後援会のほうには回答はしておりませんけれども、今までやってきたことその

ものが、ある意味では、私の責任といいますか、見守るということも大事なことになっ

てきますので、いわゆる誰がということがありますが、いずれにしてもそういう要請が

来ておりますので、熟慮をした上で早目に結論を返したいなと、そんなふうに思います。

　　いずれにしても、僕は、皆さん方の一体となったまちづくりが今日の上士幌町の姿だ

とそんなふうに思います。これを継続していくということが一つ大切なことではないの

かなと、そう考えておりますので、いましばらく時間をいただきたいなと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　１番、伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　もう少し時間がありますので、じっくり考えてください。

　　それともう一つ、町長、５期に出馬するのであれば、女性の課長職をぜひつくってい

ただきたい。大事な決定の場に女性の課長がいないということは、すごく残念です。そ

れを町長、続けるのであれば要望しておきます。

　　以上で終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、１番、伊東久子議員の一般質問を終わります。

　　ここで暫時休憩します。

（午後　１時３４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３４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、医療費の減免制度の充実を。

　　わずかな年金等の収入で生活をするのがやっと、病院代を払うのが大変という方がた

くさんいます。子ども医療費は高校卒業まで無料、生活保護の場合は医療費が出ますの

で何とか安心です。しかし、わずかな年金の方、生活保護基準ぎりぎりの方は本当に厳

しい状況に置かれています。

　　国の国民健康保険法第44 条には医療費の減免規定があり、平成22 年にその基準が

示され、その費用の半分は国が補助することが決まりました。減免の対象は、生活保護
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基準以下で、１、災害等の損害、２、不作による農作物の収入減、３、事業の休廃止や

失業、所得が少ないなどです。ただし、預貯金が生活保護基準の３カ月以下、減免は３

カ月以内などの制限があります。

　　上士幌町は既に、平成 21 年に国の基準を上回って要綱を策定しており、対象は、

「過去３カ月の平均実収入月額」と「生活保護基準プラス患者負担限度額」との比較で、

免除、減額（20 ％、 40 ％、 60 ％）となっています。ただ、申請しないと受けられ

ないので、この制度の周知と利用しやすい要綱の見直しも必要です。

　　苫小牧市では、預貯金の基準はない、また、一番必要とされる生活困窮者も対象とし

ており、利用が広がっています。この利用実績と大変な方への制度活用についてお聞き

いたします。

　　２点目、安心できる国民健康保険制度のために。

　　昨年の国会で、平成30 年から国民健康保険制度が都道府県化することが決まりまし

た。このことは、公的医療費の支出をさらに抑え、保険料の引き上げ、受診の抑制につ

ながるものです。現在は自治体ごとに予防に力を入れ、一般会計から繰り入れたりして、

安心できる国民健康保険制度のために努力をしています。今後厳しくなるのではとのい

ろいろな団体の反対を押し切っての決定です。

　　既に、財政的には今年度より一本化されています。また、各自治体の標準保険料試算

額が公表され、ほとんど現在より上がる試算となっています。各自治体の保険料は、こ

れを参考にして自治体ごと決めることになります。高過ぎる保険料にならないように、

町としても北海道にきちんと要望すること。また、所得に応じた保険料、軽減制度の充

実などを要望することが必要です。

　　国は、国民健康保険制度の都道府県化に向けて財政支援を行っていますが、平成29

年に向けて3,400億円予定を数百億円減額する方向で動いています。国に対しても、国

庫負担や財政支援をきちんと行うよう要望することも重要です。

　　また、町が独自の課題として、より一層予防に力を入れること、特定健診等の受診率

向上に町民と一緒になって取り組むことが大事です。

　　３点目、災害に強いまちづくりのために。

　　ここ最近、予期せぬ災害が多発しています。みずから身を守ることも大事ですが、い

ざというときの町の町内会の防災体制は大丈夫なのかと、再度点検・訓練も必要ではな

いでしょうか。平成26 年度に3.11 の震災後の防災計画の見直しを行っています。当

時は、ダムの決壊等の水害や、あってはならない原発も心配されました。その後、上士

幌町としては、他市町村のような甚大な被害には至らず、少しはほっとしているところ
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ではありますが、災害の想定も多種に変わっていると思います。何が足りず何が必要な

のかを検討しているのかお聞きいたします。

　　個々に身を守ることはもちろん大事ですが、町内会等の防災組織づくりは、その後進

んでいないように思いますが、その点もお聞きいたします。

　　また、避難所、二次避難所の確認と、避難を想定した学校、役場庁舎、区長さん等町

内会の役割分担等の確認もしておくべきです。個人情報の守秘もありますが、お互いの

見守り、助け合いができるような体制づくりも重要です。

　　次に、備品、機材等の確認ですが、前回の見直しで一定整備されましたが、この間の

甚大な被害を受けた自治体の教訓として、十分足りているのか再度検討することも大事

です。この間も、夜、停電がありましたが、冬場の災害は命取りにもなる危険がありま

す。

　　以上、お聞きいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　まず、医療費の減免制度の充実を。山本和子議員のご質問にお答えいた

します。

　　国民健康保険の医療費の減免制度についてでありますが、上士幌町国民健康保険規則

第 26 条に、一部負担金の減免及び徴収猶予が定められており、詳細な取り扱いについ

ては取扱要領を定めて運用しております。

　　この減免制度は、災害や失業等の理由により著しく収入が減少し、生活が困難になっ

た場合に、３カ月以内の期間に限って、医療機関へ支払う医療費の一部を減免または徴

収猶予を行う制度であります。

　　町民の方が医療費の相談に来られた際には、減免制度が利用できるかどうか、また、

利用できない場合は、社会福祉法第２条第３項に規定する生活困窮者が無料または低額

な料金で診療を実施している医療機関を紹介するなどの対応をしております。

　　なお、減免制度の周知につきましては、町の広報誌やホームページ等に掲載し、また、

被保険者証の更新時などにも周知しているところであります。

　　この間の利用実績につきましては、医療費の減免適用を受けた方はございません。ま

た、医療費の相談については数件ございますが、医療費だけではなく、生活全体の相談

となる場合が多く、他の福祉や生活保護等などの相談になる場合がほとんどであります。

　　この医療費の減免制度については、国の財政支援の基準が定められており、国の特別

調整交付金で２分の１の財源補填が行われますが、町独自の国の基準以上の制度の拡大

を行いますと、基準額以上の分を全額、国保税財源などから補填しなければなりません。
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本町における近年の国保会計が大変厳しい状況であることから、現状では、独自の基準

を設けることは難しく、今後とも現行制度の運用で対応してまいりたいと考えておりま

す。

　　いずれにしましても、収入が減少し、生活が困難になった場合等には、本制度による

一部負担金の減免相談を受けていただくとともに、生活保護の相談など適切な支援制度

の利用検討も含め、関連する担当とも連携しながら対応してまいりたいと考えておりま

す。

　　次に、安心できる国民健康保険制度のためにであります。

　　平成30 年度からの国保都道府県単位化の大きな目的は、都道府県が財政運営の責任

主体となり、安定的な財政運営や効果的な事業の確保など、国保運営の中心的な役割を

担い、制度を安定化させることであります。

　　具体的には、北海道が財政運営の責任主体となり、国保運営方針に基づき、市町村と

ともに国保事業の運営を行っていきます。北海道は、道全体の国保医療費などをもとに、

各市町村の国保事業費納付金を決定し、その納付金額に応じた標準保険料率を示し、各

市町村は、その標準保険料率を参考に賦課、徴収することになります。

　　先般、国保事業費納付金の仮算定結果が北海道のほうから公表され、算定した標準保

険料が示されました。公表された数値は、道内自治体のばらつき傾向を確認し、今後の

議論の資料とするための試算値であります。納付金の算定方法については、市町村連携

会議などで協議を行った上で決定していく予定で、本町としても、急激な国保税の上昇

とならないよう、しっかりと要望を続けてまいります。

　　また、国は、国保都道府県単位化の前提であった平成29 年度からの財政支援につい

て、国が減額する方向で検討しているため、全国知事会、全国市長会、全国町村会の３

団体は、国と地方の合意に反するもので、国保改革の実現に支障を来し、断じて受け入

れられないとする連名の緊急書をまとめ、国に提出しているところであります。

　　議員からご指摘いただいた特定健診などの予防事業につきましては、医療費を抑制し

ていく上でも重要であり、今後におきましても、対象者の受診状況や健康状況を分析し

た上で、効率的かつ継続的な受診勧奨を実施し、受診率の向上に努めてまいりたいと考

えております。

　　次に、災害に強いまちづくりのためにであります。

　　本年７月から８月の大雨や４度にわたる台風により、十勝管内に甚大な被害が発生し、

いまだに復旧作業が続いております。毎年、地震や風水害の自然災害は多種にわたって

全国的に発生しており、本町においても農作物、農業施設、水道施設、道路、橋梁、河
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川等に被害を受けております。幸いにも、人命にかかわるような被害は発生しておりま

せんが、日ごろから想定外かつ複合的な自然災害に備える必要があると考えております。

　　町内会の防災体制については、上士幌町地域防災計画の中で自主防災組織の育成等に

努め、活動を支援することとしており、今年度においては、第９行政区で自主防災組織

を設立し、10 月に防災訓練を実施しております。また、第３の２行政区においては、

毎年防災訓練を実施しており、ことしも８月に行われております。

　　しかしながら、自主防災組織の動きは町全体のものとはなっておりませんので、今後

も地域住民の安全確保のため、自主防災組織の設置、育成に向けて引き続き支援を進め

てまいります。

　　また、上士幌町地域防災計画は平成25 年 12 月に全面改定し、平成28 年６月に一

部改定しております。近年は、異常気象による災害が発生していることから、関係機関

と情報の共有やパトロール等を行い、確認が困難な災害箇所の把握や対応手段について

検討しております。

　　避難所、第二次避難所につきましても、防災計画の中でそれぞれ指定避難所として位

置づけしております。また、平成27 年９月には、上士幌町社会福祉法人上士幌福寿協

会と、災害時における福祉避難所施設利用に関する協定書を締結し、所管７施設も利用

可能となっております。今後においては、現在改築中の生涯学習センターを初め、新設

された認定こども園の避難所としての位置づけ及び関係機関との施設利用に関する協定

書の締結を進めます。

　　また、学校においては、北海道版避難所マニュアルをもとに、上士幌町避難所マニュ

アルを作成し配布するとともに、役場においては、災害発生時の職員初動のマニュアル

により災害時の対応を図ります。さらには、行政区長の方々と、自助・共助・公助のそ

れぞれがより効果的に推進されるよう検討します。

　　備品、機材等については、平成25 年度より優先度の高いものから毎年計画的に購入

をしております。防災非常用アルファ米は計950食、携帯用トイレは計900枚、防災備

蓄用毛布は300枚、冬期対応として、電池レス石油ストーブが５台となっております。

停電時の応急対応用として非常用発電機も１機購入しております。また、町内外の各企

業、協会、協同組合等とも支援、協力に関する協定締結を随時推進し、災害時に備えて

おります。

　　今後、起こり得る災害の対応としては、備品、機材に不足が生じることのないよう計

画的な購入を進めるとともに、町民に対して、平成27 年 11 月に作成し、全戸配布い

たしました上士幌町防災ガイドマップによる自助・共助を再確認し、３日分の非常食、
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飲料水の備蓄を心がけていただくなど、広報等で周知を図っていきたいと考えておりま

す。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　初めに医療費の減免の関係から再質問したいと思います。

　　昨今、国会のほうでは年金の引き下げ法案等の審議、それから来年度にかけては、多

分医療費の限度額の削減等、さらに高齢者の方にとっては大変なことが予想されると判

断しています。

　　こういう中で、町が何とか手助けできることがあれば、要綱なり見直しをし、援助す

べきだと思って今回質問をさせてもらいました。

　　医療費の減免については国の保健法にもありますし、要綱もちょっと調べてみました

ら、町の要綱の基準、それから要綱もありますので、それを比較してみました。

　　国の基準としては４点ありますね。国の要綱の中で４点ありまして、１は、災害等に

対する減額、収入減った場合と。２が農作物の不作の問題、冷害等に。それから３つ目

は、事業の休廃止、失業等により収入が減ったと。４つ目に、それに掲げる事由に類す

る理由というのは、大枠プラスアルファというふうに判断いたします。その４点につい

て書かれていますが、町の規則には２つあります。１つは、町の要綱では、いわゆる干

ばつ等に係る農作物の不作の問題と、それから、災害にかかわる重大な損害と、この２

つしかありません。

　　私は、これにこだわるのであれば、該当しろしろと言っても、なかなか難しいもので

もありますので、この要綱の中に、とりあえず、まず国の規則にあるような事業の廃止、

失業も入れるべきだと。それからもう一点は、その他、生活困窮者の問題も含めてこの

該当する方をここの要綱の中に入れてはどうかと。

　　苫小牧市では、国が基準を示した段階で─基準はもともとあるということがわか

ったので苫小牧市、平成22 年に基準を緩和して、困窮者もそこの中に入れました。全

道のどこが困窮者を入れたか、そこまでは把握できないのですが、全道のこの利用負担

減免の一部負担金の減免状況を見ますと、釧路市だとか苫小牧、赤平、深川、それから

標茶町では結構複数の方が、多くて100人単位ぐらいまで利用されている。そして減免

を受けています。

　　そういうことも例にしながら、この減免をする対象者は町が決められますので、その

点について、先ほど言いました２点の事業の廃止、それから生活困窮者についてもここ

の町の規則の中に入れてはどうかと。それについて質問いたします。
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○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　この制度については、やはり災害だとか、当初想定しがたい、いわゆる

緊急の事態が発生して生活が困窮になったという方々に対する手だてだと、そのように

思います。そういう意味では、国の基準が、町の基準もそうでありますけれども、天災、

災害というのがその大きな対象になっているわけだというふうに思います。

　　ただ、今お話しありましたけれども、失業については町の中には入っておりませんの

で、これについては、町が国の基準に沿うということについては十分検討する余地があ

るだろうなと、そう考えますので、改正に向けて対応を図りたいと思います。

　　ただ、生活困窮者ということになると、これまた、日常的に厳しいという方もおりま

すし、そういった方々については、いわゆる福祉法の中で、さまざまな立場、障害を持

っている方だとか、あるいは生活保護に関することだとか、高齢者の方々に対する手だ

てだとか、さまざまないわゆる福祉法に基づいての救援する施策が講じられております

ので、この突発的なというよりも、そちらのほうの中でのいわゆるセーフティーネット

をしっかりしてもらうというような、基本的には望ましいのではないだろうかなという

ふうに思いますし、それらに対する対応については日常的に相談事業を行っております

から、緊急でなくても、いつでもそれは受けることができるということであります。

　　ここでの生活困窮者、恒常的なことについては、この制度における困窮者をどう位置

づけるか、あるいは定義づけるかという問題もあるのではないかと思いますが、そうい

った意味では、通常の福祉の中で十分対応できるのではないかなと、そんなふうに考え

ております。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　その規則の中には、失業者等、事業の廃止等も含めて、ここ

に、３番目に入れてもらえるといういい答弁をもらいました。

　　それで、その次に生活困窮者ということについての基準というのはなかなか難しいん

ですが、ここに１、２しかなくて、それに類する、町長が判断したというのがちょっと

一文入ると、かなり緩やかになるのではないかと思います。それで、生活困窮者に対す

る援助の問題で、私もいろいろ考え─私が町長ではない、考えるわけではない、い

ろいろ自分なりに検討したわけですが、常時通院しているとか、うちの町は通院も多分

該当していると思うんですが、農業、それから風水害等。だけれども、生活困窮者につ

いて、常時その通院を該当させるかどうかというのはちょっとまた別問題として、急に

入院になったときに、倒れた場合にどうするかというときには、生活保護も受けていな

いと。それから、ここの中にありましたが低額診療所ありますね。ここでは帯広に２つ、
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３つあると思うのです。そこに入院したとしても、私が知っているのは勤医協帯広病院

に入院したとしても、そこに行けば、収入がなければ無料になります。かといって、病

気が見つかってほかに転院というか移りますと、そこでは該当しませんので、やはりお

金がかかると。

　　それで、これは苫小牧市の例で、全国民医連の新聞の中でちょっと記事が載っている

んですが、昨年７月に倒れたと。そして緊急入院をして、その低額の病院に入院したん

ですが、ほかも調べなければいけないので移ったと。ところが、そこの病院では無料な

のですが移ってしまうとお金かかってしまうので大変だったと。でも、苫小牧市では困

窮者に対する減免制度があるので命が救われたと。その方の年金は月５万と。５万年金

あればまだ結構いいほうなのかと思うんですが、年金、それぐらい少なくても、結果的

には生保を受けないで頑張っている方もいますので、その辺の緩やかな制度をここに入

れてもらって、ケース・バイ・ケースだと思うんです。全部が全部、常時通院している

ものまで困窮してというふうに該当するかといったら、そこになると結構大変になるか

と思いますが、そんな点について、町長のその判断基準をちょっと一文入れてもらえな

いかどうか、まず質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　改めて、この制度でありますけれども、緊急事態が発生したという前提

でありますし、それから期間についても３カ月という限られた期間ですね。ですから、

入院、今お話しあったような方というのは、多分もっと長期間にわたってだとか、その

ような事例が出てくるのだろうというふうに思いますので、これはほかに、本当に困っ

た人をどうするかというのは、僕は救う手だてはあるというふうに思っております。

　　それらについては、福祉のほうの担当のほうの専門的な見地だとか、あるいは、いろ

いろなその人の事情に合わせて、安心して医療を受けられるようにセーフティーネット

のほうは何らかの形で救えるものがあると。個別に、これはということはなかなか細か

いところまで承知しておりませんけれども、そのように考えております。これはあくま

でも緊急の状況におけるときの制度ということでありますので、むしろ恒常的に、平時

のときの中でもそういうサービスも受けられるような、そういう仕組みになっているは

ずだと思いますし、そこのところがもしなっていないとすれば、どういう方法でそれら

を救うかというのは十分考える余地があるなと思いますが、少なくても現状の福祉がか

なり成熟している中では、救われる道はあるだろうというふうに考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　ここで 15 分間休憩いたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。
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（午後　２時００分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　２時１０分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　私もいろいろな国の国民健康保険法、それから国の規則、町

の規則、町の要綱、全部調べました。そして、国のほうの要綱というのは昭和34 年に

できたらしいのですが、その後の改正はわかりませんが、直近では平成22 年に改正さ

れまして、先ほどの該当する条件は全く同じ条件で４つ上げられています。それから、

追加されたのが金額の問題、該当する方のその生活状況の問題で、生活保護基準以下と

いうふうになっているんです。町の場合については、生活保護プラスアルファ、限度額

が入りますので、その点については、この国の示す、平成22 年９月13 日なんです。

それ以降、それよりは若干緩和されているというふうに判断します。

　　それで、先ほどの、では該当するその災害等については、多少つけ加えながら、あと、

その他に類するというのがあれば確かにあるのですが、そんなふうに、国のほうの要綱

に最低でも合わせるようにお願いしたいと思っています。

　　それについて、まず答弁お願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　国の基準に合わせるというのは、それは先ほど申し上げたとおりであり

ますので、そのように改正をしたいというふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　その次に、この平成22 年９月より改正のときから、国の基

準に沿ったものについて半額助成すると。そうすると、その残りの半額は多分町が助成

するのだと思うんですよ。それに、超えた分については、答弁の中では、国民健康保険

の財政で穴埋めしなければというか、助成しなければいけないというふうにあるんです

が、それはそうではなくて、町が一般財源から繰り入れすべきだと思うのですよ。人の

医療費を減免した分を自分たちが払うというの、それがなるとちょっとおかしくなると

思うので、それは町が負担してはだめだというものではないと思うので、また超えた分

というのは、多少、うちの町の場合には国の基準よりもちょっと緩和している面があり

ますので、それも含めて、もし該当者が今まで１人もいませんけれども、いた場合に、

国民健康保険で穴埋めしてというのはおかしいのではないかと。その超えた分について
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は町が助成すべきだと思うんですが、それ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　この制度も、国民健康保険制度の中の制度として捉えたいというふうに

思っておりますので、そういう意味では国保会計の中で基本的には整理すべきであると

いうふうに思います。

　　それは、よく国保会計、赤字になったらすぐ一般会計からというお話もありますけれ

ども、基本的には、その国保会計、国民健康入っている人方は住民の全てではありませ

んので、その、お互いに支え合うという仕組みの中で基本的には処理すべきであるとい

う考え方での答弁であります。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　今までもそういう該当する、相談された方はいるのだろうと

思うんですが、そのときに保健福祉課の担当の方でいろいろな相談を受けながら、生保

に移ったりいろいろな減免の関係、いろいろな福祉環境を紹介しながら多分やってきて

いると思うんです。

　　それで、国のほうもそういうことを踏まえて、市町村がどんどん緩和した政策やって

いると。苫小牧市もそうなんですが、そういう中で、国会の論議の中で、困窮者に類す

る、その言葉がなかなか、ネットで調べてもその文章が出てこなかったものですから、

困窮者というのを入れるのは望ましいという答弁をしているというふうに私は情報を得

ていますので、そんなふうに、国の基準要綱があっても、町がつくるのは全然違反では

ありませんので、町が要綱、国よりもさらにいいものをつくっていって国に要請をする

と。乳幼児の医療費もそうですね。市町村がどんどんやったことについて、国も今回の

答申の中では、若干、医療費のペナルティーをやめる方向で検討しているらしいんです

が、そんなふうに、まず町がどんどん進めながら国にも要望すると。

　　あとは、最後にこの質問で申し上げたいのは、とっさの場合というのは、入院、事故

というのはとっさですので、１カ月後ではなくて、きのうきょうの話ですので、そのと

きにきちんと対応できる体制をとると。その他の項目に類するのかどうかと。それから、

貯金についても、うちの貯金は大枠なので生活保護基準３というのはありませんので、

その辺を十分緩和しながら、１人の命を救うために、担当課、それから理事者含めて対

応してほしいなと思っていますが、その点について質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　生活困窮者の問題の整理については、これも一つの制度でありますし、

先ほど来申し上げているように、さまざまな支援策というのはありますので、そういっ
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た中で、不都合のないような、安心して医療を受けられる、あるいは生活できるような、

そのような仕組みはしっかりと整えていきたいというふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　もう一つ、周知の面で、ずっと広報眺めていて、私が広報に

書いてほしいという点、たしか１回は見たことがあるんですが、それはちょっとこんな

わかりづらくて、もう一回、広報に周知してほしいのと、もし困ったことがあったら、

とにかく担当課に相談してほしいというのをぜひ周知してほしいなと思っています。そ

れは答弁は、お願いですので。

○議長（杉山幸昭議長）　要望でいいですか。

○１０番（山本和子議員）　いいです。

　　次に、国民健康保険の関係で、町がいろいろ努力していても、なかなか国のほうが負

担大きくするほうに行くものですから、困ったものだなと思っているんですが。

　　国民健康保険法が既に今年度からは財政的には一本化されて、平成30 年ですか、統

一化するということで、なかなか町民的にも制度がわかりづらくて、新聞の記事で標準

保険料が出されて、何だこれはと、どんどん上がるではないかと。上士幌町も32 万か

ら 37 万一気に上がる、これは決定ではありませんで、そういうことを大変驚いている

かと思います。

　　それで、その点について、新制度にかかわって財政支援が3,400億円入れる約束をほ

ごにするようなことが多分報道されていて、町村会としては、国のほうに緊急の要望を

したということがありましたが、それについてどのような回答を得ているのかと、今後

の課題について、竹中町長が１人でやるわけではありませんで、多分都道府県長、それ

から各市町村含めて要望しているのだと思うので、その点についてその後の状況につい

てどうなっているか質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　３団体からの強い要望として出しているということでありますが、まだ

具体的にそれに対する回答というのは、私どものほうでは聞いておりません。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　それと、それは国への要望ですので、今度は、決定するのは

多分道のほうになると思うのですが、スケジュールの問題でも質問したいと思うんです

が、直接、多分説明会は一、二回受けていると思うんです。ことしの10 月ぐらいに、

多分、市町村では担当課職員含めて受けていると思うのです。それと、今後の課題とし

て、そういうのをどういうふうに町民に知らせながら、あと、国・道に対して、町村会
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としてどのように要望するのかと。

　　例えば、保険料についていえば、多分十勝は全体的に高いんだろうと思うんですよ。

計算方法が私わかりませんが、計算方法によっては高く算定されるのではないかと。そ

の計数等についてもきちんと要望していかないと、この試算どおりになったら物すごく

高いですので、その辺はどんなふうに、町村会として、それから道のほうと調整してい

くのか質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　まず道から第１次の試算が出されまして、新聞報道にも出て、私も町も

含めてでありますけれども、特に十勝管内は軒並み上がっていると。中には50 ％を超

えるような、そういったその保険料が算定されているということであります。これはや

はり非常にショッキングなデータが出されたのですが、ちょっと単純過ぎる積算でない

だろうかなという、そういう批判は相当強く出されております。

　　今回の最初の算定については、所得に応じて基本的に算定したということで、十勝、

大体農業生産、農業所得が非常に高いという状況が出ております。そのようなことから、

所得をベースにしたところがかなりの割合として占めているということで、高い保険料

になったということでありますが、しかし実際のその負担をする人方の立場から見ると、

この設定については極めて承服できる話ではないということなんですね。なぜかという

と、いわゆる所得はたくさんあるという、それはデータ上そういうふうになっているん

だと思いますが、それに基づいて保険料が算定されるわけでありますけれども、上限が

決まっているわけでありますので、上限が決まっていますから、そこでの収入が片方で

少ないということ。それからもう一つは、所得の低い人方がかなり本町においても多い

ということでありますから、そこでの保険料もまた厳しいということになりますので、

今の算定でいくと、中間層の人方に相当の大きな負担を求めるということになります。

　　そういったことで、特に農村地帯については軒並み上がっているという状況で、大都

市圏については下がっているようなことであります。この出し方というのは、本当に相

当町村会としても大きな問題だということがありまして、それはもう共通の認識であり

ます。11 月に、初めに出されて東京のほうで町村会の大会があったときにも、北海道

の担当の課長に来てもらって、今回の試算のあり方については相当問題あるという話は

強くさせていただきましたし、とりあえずの第１段ということで、これから是正させて

いただきますという話はしていただいております。

　　特に、今回、もう一つは高くなるということもあるけれども、もう一つ問題を持って

いるのは、保険料を軽減するために予防に力を入れている自治体だとか、そういったと
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ころが相当高く、頑張っているのにかかわらず、いわゆる保険料が上がるというのは何

事だと。これはもう大変な怒りであります。

　　そんなようなことをお話をさせていただいて、この１月また、次にもう一回修正をし

たデータが出てくるということであります。

　　それ以外にも、私どもとしては、この農山村の中での医療の環境というのは、クリニ

ックありますけれども、あるいは関連しての中核における第三次医療、あるいはその北

斗病院がありますけれども、都市部のように、自由に医療機関を選択するようなそうい

った医療環境も十分整っていないというのが地方における現実であります。

　　そのような中で、加えて高いというのはどうも承服しかねるということで、議員がお

っしゃられる以上に、今、町村長のほうも大きな問題意識を持ってこれには対応してい

るということでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　国にもちゃんと要望して、道にもきちんと要望してほしいと。

　　新聞報道されて、私自身は保険料もそろそろ出るかなという思いはあるのですが、こ

ういう国民健康保険の財政問題とか、そういう問題というのはなかなかわかりづらくて、

新聞に書いてもらうと本当に私、ありがたいと思うんですけれども、町はなかなか書き

づらい面あると思うんですが、きちんと情報を流しながら、こういう要望をしましたと。

次に保険料の試算が出ましたが、次は多分、要望して１月ごろ出ると。来年１月ごろ多

分出る、下ることを期待しているのですが、そのときにきちんと要望し、何かの機会で

こういう医療問題についても町民に対する周知といいますか、決まらなくても、こうい

うことを要望しましたと言うことも必要かと思います。

　　どっちにしろ、来年度中にこの最終案が、これでいいますと、５月中に最終案が出る

と。その前にパブリックコメントをするというのは、これは道がパブリックコメントを

するのか町がパブリックコメントをするのかわかりませんが、町民に周知をしてから最

終的には決めるのだと思うんですよ。その辺きちんと、町長も、担当職員も含めて把握

をしながら、町民の負担にならないように、それと、先ほど言いましたように、所得の

少ない方が負担にならないように、所得に対する軽減を設けるようにというふうなこと

も含めて、ぜひ要望してほしいなと思っていますが、今後の日程等についてはどのよう

になっているのか質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　意見という意味では、試算に対する考え方ということで町としても意見

を述べております。
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　　それで、一部その中でも紹介しますけれども、今回の納付金の考え方については、国

保税の引き上げが幅が大きくなるたびに激変緩和措置を講じても、住民理解が得られな

いと。町としては到底これを受け入れることができないというふうなことでの意見は文

書をもって出させていただいております。

　　当面、１月に第２回目のいわゆる試算が出てくるということでありますけれども、ス

ケジュールとしては、第２回目を１月上旬から中旬に出すということでありますが、こ

の１月の中旬から下旬にある程度確定したいなどと書いていますけれども、国の報告が

１月の末日になっていますが、このとおりいけないのではないかなというふうには思い

ます。そう簡単に179の市町村が合意できるというような、そんなような試算が出てく

るとは到底思えないなと、そんなふうに思っております。多分、このスケジュール 

について外れるのではないかなと、そう想定しております。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　スケジュールはスケジュールですので、町長のほうでも、そ

んな１月の末ぐらいにまとめるというのは無理だと。町長も含めて、町村会含めて、道

のほうに要望していると。それはどんどんやってもらわないと、言われたことをそのま

ま受けていると、うちの町はこの保険料で決まる可能決まるって、町が直接決めるわけ

ですので、この保険料で決定ではありませんが、きちんと要望していって、町民の立場

に立って、言うときにはきちんと言ってほしいという意味で質問させてもらいました。

　　それからあと、予防の問題、また別ですので、予防や特定健診等を充実すると、多少

なりとも保険料にはね返って、少し下げてもいいよというふうなことも言われていると。

それ、保険料下げるためにやるわけではありませんが、予防についてはぜひ今後も力を

入れてほしいなと思っていますが、その点について質問させてもらいます。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　先ほど伊東議員の質問がありましたけれども、生涯活躍のまちの象徴的

にいうと、いわゆる健康寿命をどう延ばすかと。元気で長生きをするという、このこと

に具体的な施策を講じていくという、そういうことになっていくだろうと思いますが、

そういった意味では、予防に力を入れるというのは当然必然的なことであるというふう

に考えております。

　　したがって、この特定健診の受診に対する勧奨、あるいはそれに対する支援、いわゆ

るがん検診も含めてですけれども、そのような予防の関係というのは、これからは、よ

り政策的にも力を入れていく領域ではないだろうかなと考えておりますから、この件に

ついては、今後十分検討させていただきたいと思います。
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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）　続いて防災の災害の関係について質問をさせていただきます。

　　答弁の中では、平成28 年、ことし６月に一部改定をされたとありますが、多分、こ

の間、前回、25 年につくって26 年に発表されていると思うのですが、それについて

は、その後の災害というのは、本当に想定されない災害がどんどん起こっていまして、

町民の方も命を落とした方もいますし、大変、いつ何どき来るかという大変怖い状況が

ありますが、その一部改定というのはどのように改定されたのかと。

　　それから、答弁の中で、例えばこども認定園とか、それから学習センターが建てかえ

られるので、そこも避難所にすると。そうすると、こういう防災マップが多分変わるの

だろうと思うんです。防災マップ、ちょっと、私は前回のほうがいいなと思って見てい

るんですが、もっとわかりやすいほうがいいと思うんですが、防災マップ、これも含め

て、これ保存用とあるんですが、どの程度これも変えていくのかどうか質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　団体機関等との連携、あるいは避難所の設置等々そういった類いのとこ

ろを軸にしながら見直しをさせていただいているということであります。

　　ガイドマップも常にこれは変化していかなければならないものだというふうに考えて

おります。これは、うちのほうとしても、かなり整理されてきておりますけれども、ま

ださらに、生涯学習センターのあそこの防災機能、避難場所としての機能というのはか

なり高いものがあるというふうに思っておりますし、それから、協定を結んでいる、い

わゆる介護施設等との、そこでの避難のあり方だとか、非常に多様化して受け皿があり

ますから、それを町民の方々が、いわゆる直近の形の中で、よりわかりやすいように情

報を提供していくというのは常に大事だというふうに思います。

　　こういう防災もそうなんですけれども、１回つくってしばらく置いておくと、これま

た記憶から薄れがちになってきますので、常に新しい情報がありましたら、それは逐一

流していくということが大切でないかなと考えておりますから、防災マップについても、

適時適切に見直しをし、そして町民のほうに配布をしていきたいと。それをもって啓発

する一つの手段に使いたいなというふうに考えます。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　避難所の件と防災マップの件については、多少これから見直

しをしながらまた新しく整備されるんだろうと思うんですが、私も、自分も反省してい

るんですが、常に常に防災マップや計画を見ているわけではありませんので、例えば行

動計画なり資料編なりを何度も何度も見返していたんですが、この行動計画の一覧表を、
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計画そのものはあったにしろ、具体的な行動をどうするのかということが、多分計画も

あると思うので、その点についてどんなふうに検証されているのかという問題と、それ

から、今回の答弁の中で資料の─資料というのは機材ですね、備品等について、書

いてはあるんですが、平成25 年９月現在に書いている備品というのはそんなものでは

なくて物すごく多いんですが、それはもう、あれから大分たっていますので整理したの

か、あるのか、その辺についてと。その備品をずっと常備、やらなくてもあるものは期

限過ぎたら消費しながらいかなければいけないのですが、その辺の備品の関係について

の、これ25 年９月現在と書いて、アルファ米が1,260とかいろいろずっと書いている

んですが、今回、これ950というから、ちょっと減ったものか整理したものかわかりま

せん。その辺の備品の関係、機材の関係も、当時つくった、25 年９月現在のままなの

か、整理されているのか、検証しているのか、その辺も含めて質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　備品についても、物によって、例えばアルファ米なんかというのは、こ

れ備品という取り扱いというのも消耗品になるだろうというふうに思います。

　　ですから、年次計画に合わせてアルファ米、それから非常用食料品だとか水だとか、

それらについては更新をしていくということになってくるというふうに考えております

し、それから毛布等については一定の量を確保されたら、全体の人口から合わせて、お

およそ必要枚数というところの、それに合わせて年次的に予算化をして整備をしていっ

ているということでご理解いただきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　今回の最後の問題として、要するに避難、防災組織の関係、

どうするかという問題について質問をしたいと思うんですが、３区のほうではずっと毎

年やっていると。新たに９区が今年度から計画を始めていると。あと、特老でも毎年行

政区と一緒に防災訓練していますし、その辺が、そこまではいいのですが、なかなか町

内会全体までわたらないと。

　　以前、この計画をつくるときには、社協とも結構担当課が打ち合わせしたりして、ど

うするかということもあったかと思うんですが、その辺の防災組織の関係と、あと、ま

ちづくり全体の問題として、その組織だけではなくて、防災のための組織ではなくて、

ふだん日ごろからのおつき合いとか、災害時要援護者も含めたその常日ごろのまちづく

りの問題、行政区の活動の問題を含めた体制づくり、それを重視しながらこの防災組織

のことも含めて検討すべきだと思うんです。その点について、最近はちょっとトーンが

下がっているように思うので、その点について質問いたします。
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○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　防災、災害から身を守るというのは、まずは、第一義的には、自分でそ

の安全を確保するということが必要だというふうに思いますし、その上で、町内会ある

いは行政という、それぞれの役割分担になってくるだろうと思います。

　　これまでも、早くから防災関係の地域での防災体制の仕組みの構築と、そしてまた具

体的に訓練、これらについての動きはしているんですけれども、なかなかそれが定着し

て持続していないという現実もございます。

　　防災担当行政だけでなくて、今お話しあったように、小地域のネットワークですね、

地域のそういったさまざまな課題について、いわゆる社会福祉の視点でお互いに助け合

いするような、そういうような制度をつくって、その一つとして、この防災関係の訓練

をしてきた経過がございます。それがもっともっと、定着というのがこの中にあります

けれども、３区の２が持続的にこれやっているということでありますが、そのほかにも、

例えば14 区でも何年かは継続してやったんですが、今は多分ちょっと途絶えているの

かなというふうに感じたりしております。また、16 区のほうでもそのような取り組み

をしている。

　　これはやはり行政区として、それを、事業を展開するときに、結構やはり大変なんだ

ろうなと。お互いのみんな協力を得なければできないということもあったり大変なんだ

ろうなと思いますが、やはり身の安全・安心というのは、いつどうなるかわからないの

で、この心得に対しての心構えはそれぞれどんなふうにして理解をしていただくかとい

う、その辺あたりの仕掛けが、一方では必要になってくるのではないだろうかなという

ふうに思います。

　　やはり一番は、その地域の中で何かあったときに、どこに避難をするのかと。最低限

そういったことだとか、あるいは安否の確認の問題だとか、幾つか、どうしても 

することがあるだろうと思いますけれども、これはやはり行政区との連携が必要になっ

てくるんだろうなというふうに思います。地域と密着した活動をしています社会福祉協

議会とも、十分この辺については連携をしながら、加えて、今、そういった活動もこれ

から地域に根差して社協活動もしていきたいというような話も聞いておりますので、そ

ういった中で、この防災訓練、防災体制なんかは必要になってくるのかなと。

　　それと、それぞれの機関のところではやっています。行政も、既に避難訓練について

はもう当たり前のようにやっておりますから、地震が起きたときの身の守り方だとか随

分訓練をされてきているのではないだろうかなと、こう思っております。

　　それから、学校は学校で適時適切に、児童に対する避難訓練だとかを行っております
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が、町内的にということになると、やはり行政区がその軸になってくるのが望ましいだ

ろうというふうに思いますが、そこは連携をしながら、やれる範囲での防災の意識啓発

から順次進めていくことが必要だと、そのように思っております。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　これで最後の質問にしたいと思うのですが。

　　災害はいつ来るかわかりませんので、つい先日、夜中の10 時ぐらいにいきなり停電

になってしまって、あれ、私どうしようかと。見たらみんな暗くて、このまま朝まで停

電なのだろうかと一瞬思ったのですが、停電で済んで、すぐ復旧してよかったんですが、

そういうことがふっと起きたときに、みんなそれぞれが何かしなければと思うんですが、

その体制がなくて、どこをよりどころにするとかないので、全部が全部町の責任ではな

くて、やはり行政区単位の常日ごろのつき合いとかまちづくりとか、そういうのがあれ

ば多分いいと思うんですよ。それを私自身は多分、今、集会所単位の行政区というのは

割と見やすいんですけれども、７区、北区です、結構５個ぐらいありますが、それすご

く見やすいんですが、その避難所と言われると、小学校、中学校というと行政区が分か

れてしまったりするんですよ。その辺について、できれば集会所単位の─集会所も

かなり整備されまして、じゅうたんも変えてもらいました。スロープもつけてもらって

手すりもつけてもらって、結構、その町内会では利用されておりますので、それを含め

て、とにかくまちづくり等を含めて、ぜひ、全部が全部町にお願いをするわけではなく

て、その仕掛けづくりをぜひ、防災担当を含めて、それから社協等も含めて、企画もそ

うですね、かかわってきますので、福祉課もかかわってきますが、その辺についての連

携をとりながら進めてほしいなと思っております。

　　答弁があればお願いいたします。

　　これで質問を終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　この災害というのは、本当に、いつどのように起きるかというのはわか

らないということであります。特にことしなんかの例見ると、これまで想定していない

台風が上陸したということでありますし、大きな、いわゆる災害が各地で起きたと、十

勝管内で。大変なダメージを受けたということがございます。

　　やはりどんどんこの精度を高めていくという必要があるだろうというふうに思います。

避難所も、避難所第１次避難所、第２次避難所だとかは自分の置かれているところから

は一番そのときにいかに早く避難をするかだとか、このようなことはだんだん熟度が高

まってきているというふうに思います。
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　　それもそうでありますし、今回もいろいろな大きな災害ありましたけれども、行政と

しても事前の見守りなんかを含めて、交通どめだとかそういったことだとか今しており

ますけれども、とにかく、この災害を忘れないようにするためにも、必要に応じていろ

いろな情報提供というのをしていく必要があるのだろうなとそんなふうに思っておりま

す。

　　いずれにしても、日本全体が火山から地震から、そしてまた津波、そういったその見

舞われるような状況が常に起きておりますので、本町としては、今回、よそから見れば

被害は少なかったのでありますけれども、常に細心の注意と対策を講じていく必要があ

るなというふうに思います。

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

　　暫時休憩いたします。

（午後　２時４３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４３分）

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

◇　野　村　恵　子　議員

○議長（杉山幸昭議長）　次に、５番、野村恵子議員。

○５番（野村恵子議員）　私からは、安心して暮らせるまちづくりについて質問させてい

ただきます。

　　ことし８月17 日から、約２週間余りで台風７号、11 号、９号、10 号と立て続け

に４つの台風が上陸し、十勝管内に甚大な被害をもたらし、十勝全体で農業被害額190

億円にも上りました。特に清水町、新得町、芽室町においては川の氾濫が想定外の水量

で、残念ながら２人の犠牲者がおられました。

　　町内での被害においては、至るところの林道が倒木や土砂などで不通になるなど、ま

た、音更川の萩ヶ岡橋が壊れ、この橋を利用されている農家さんは大変不自由な思いを

されています。橋の復旧にまで約２年かかるそうですが、どうにか早急に直すことはで

きないものでしょうか。

　　また、役場を初め給食センター、行政区10 区、３区の２の住宅の多くの床下浸水の

被害に遭われました。水害直後の被害状況の発表では、床下浸水７件と報告がありまし

たが、どのような調査で７件となったのか、もっと正確な被害状況を報告すべきではな

いでしょうか。
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　　この台風により、十勝はもとより、北見方面、富良野方面、上川方面も台風被害に遭

われました。十勝と上川をつなぐ国道、一部の橋が壊れ、通行できなくなり、これから

観光シーズンの書き入れどきに糠平に足を運ぶ人が激減したことに伴い、10 月に糠平

温泉宿泊クーポン券を発行されました。11 月末までの利用期限ですので、どれだけの

利用があったのかお聞きいたします。

　　次に、町内の防災体制についてお伺いいたします。

　　近年の異常気象、各地での地震多発と予想以上の災害が各地で起こっております。

2012 年に第５期上士幌町総合計画が作成されました。その中で、第３章安全で快適に

生活できる町として、防災のところで、１、災害の未然防止、２、地域防災対策、３、

防災関連施設、４、国民保護対策、それぞれ課題と施策が掲げられていますが、総合計

画作成から４年がたち、どの程度各施策が実施されてきているのでしょうか、お伺いい

たします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　安心して暮らせるまちづくりについて、野村恵子議員のご質問にお答え

させていただきます。

　　台風の影響で音更川を横断している町道勢多鉱山線の萩ヶ岡橋については、現在通行

どめとしており、町民の皆様に大変ご迷惑をおかけしております。被害状況としては、

橋脚１基及びその両端の橋桁80 メートルが使用不能な状態となっております。復旧に

向けた今後の予定としては、国の災害復旧事業の査定を経て復旧事業費を確定し、平成

29 年度より復旧工事を行っていく予定です。

　　河川管理者である北海道と復旧に向けた工法等の協議を行っていますが、４月から

10 月末までは河川の水量が多く、堤防で挟まれる区域での作業が制限されるため、水

量の安定する渇水期の11 月より、既存施設の除去後、新しい橋脚の建設及び橋桁の仮

設作業という工程となり、完成予定としては平成 30 年の秋ごろとなります。

　　工期実施に向けては、関係機関や工法工程に工夫して工期の短縮を目指し、早急に復

旧したいと考えております。

　　次に、国道273号三国峠上川町層雲峡間、然別に通じる道道85 号幌鹿峠が通行どめ

となり、紅葉シーズンを迎えて宿泊客のキャンセルが相次ぐ事態となりました。

　　本町では、議会の皆様のご理解を賜り、いち早く、災害対策観光客誘致事業として

5,000円の宿泊割引となるオータムクーポンを先着1,000名に９月26 日から発行し、

各種メディアに取り上げられたこともあって、発行開始から早々に完売し、大きな反響

をいただいたところであります。
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　　本クーポンの利用実績は、11 月 25 日現在で811名となっており、本事業を通して、

早い機会にぬかびら源泉郷が元気でいることを広くＰＲすることができたと考えており

ます。

　　住宅被害については、一般的には地表から浸水によることが多いのですが、今回の被

害は地下水位の上昇による湧水であり、かつ広域での発生となりました。床下浸水７件

については、８月31 日から９月１日の２日間に電話連絡があり、消防職員及び役場職

員が対応した件数であります。この期間に、床上浸水等の被害拡大を防ぐため早期な対

応が必要と判断をし、日常生活にも支障を来すおそれがあったことを鑑み、対応をした

ものを被害報告したものであります。

　　また、この時期に地下水位の上昇で地下室の排水処理が必要となった住宅がありまし

たが、住宅設計において、地下室は防水構造でない場合は、地下水の上昇は想定されて

いるものとして、今回の状況は災害として集約いたしませんでした。

　　第５期上士幌町総合計画第３章で記載されている防災関係ですが、災害の未然防止に

ついては、現課において災害箇所の把握、維持管理業務委託による危険箇所の解消を進

めております。平成27 年度に作成した上士幌町防災ガイドマップを全戸配布し、防災

意識の向上をも図っております。また、民間木造住宅耐震化促進事業により、耐震診断

に対する助成制度も確立されております。

　　次に、地域防災対策については、上士幌町地域防災計画を平成25 年度に全面改定し、

今年度も一部改定しております。災害協定についても、平成27 年９月１日付で上士幌

町社会福祉法人上士幌福寿協会と福祉避難所の施設利用に関する協定を締結し、福祉避

難所として指定しているほか、町内外の各企業、協会、協同組合等とも、随時協定締結

を進めております。

　　今後は、関係機関と協議、連携を図り、町民の防災に対する意識の向上を図るための

行動・実践の機会を検討してまいります。

　　防災関連施設については、平成24 年度に北海道総合行政情報ネットワークの更新整

備、平成25 年度に防災情報通信設備整備事業（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、Ｅｍ－Ｎｅｔ（内

閣官房からの情報提供用）、安否情報システムにより通信体制の充実を図っております。

　　また、避難所での被災者等の通信確保を目的とした特設公衆電話接続端子の整備も進

めております。

　　今後は、避難所となる施設に対する資機材、非常食等の災害用備蓄品を研さんし、備

蓄庫の整備を含め検討してまいります。

　　国民保護対策については、整備された通信機器を活用し、避難体制の充実に努めてま
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いります。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　５番、野村恵子議員。

○５番（野村恵子議員）　再質問で、糠平を元気にするという宿泊割引オータムクーポン

の利用実績が、11 月 25 日現在で811名とありましたが、わかる範囲でいいのですが、

きょうまで、11 月 30 日いっぱいでの利用でしたので、もしわかるのであれば、最終

的な数字が変わっていると思うんですが、教えていただきたいのですが。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　一般質問があった段階でこの数字だということでございますけれども、

直近の連絡では850件余りというふうに思っておりますけれども、最終集計したものに

ついてはまだ手元に入っていないというふうに認識しております。

○議長（杉山幸昭議長）　５番、野村恵子議員。

○５番（野村恵子議員）　この事業が好評だったのは大変よいことで評価いたしますが、

糠平地域全体を考えると、果たして本当にこれでよかったのかというのが少し疑問に残

ります。糠平には宿だけではなく、食事どころとしてお店を構えている人、食品・日用

雑貨を取り扱っている店、三股に喫茶店を経営されている方など、そういった人方には

今回恩恵がなかったと思います。糠平に客を呼ぶということで考えられた災害対策観光

誘致事業とするのであれば、もっと幅広く利用可能な事業としてあげればよかったので

はないでしょうかと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　これについては、いわゆる三股上川間の橋の損壊ということでの利用客

が寸断されると。観光客が寸断されるということでありまして、それを来るとすれば、

違ったルートから来る形になります。高速道路使うだとか、あるいは道東のほうから来

る感じでありますけれども、最も大きな人の流れは旭川方面から来る。それが糠平にと

っては致命的な打撃を受けるというお話をされましたので、特に、いわゆる宿泊に対す

るクーポンを、観光協会からの要請も受けてしたということであります。人が来ること

によって、そこでまた購買が起きるという、そのようなこともあるだろうと思いますの

で、そこまで配慮が届かなかったのかどうかわかりませんけれども、まずはやはり温泉

街、宿泊が最もやはり基幹的な産業といいますか、経済活動になりますので、そこを何

とか致命的な打撃を受けないように救うというのが今回の制度であったということであ

ります。

　　こういった類いのやつは、音更も今、十勝川のほうでやっておりますけれども、大体
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宿泊に対するクーポン、それから、その前には熊本なんかでもやっておりますけれども、

熊本はもっと幅広に、いわゆる風評被害があった大分だとか、それらも含めております

けれども、大体同じように宿泊に対する支援ということであります。多分、人が来るこ

とによって２次的に、いわゆる食料を商店に、いわゆるお客さんが消費活動を行うとい

うような意味合いでないだろうかなと思っていますので、今回はそういったことでやっ

たということをご理解いただきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　５番、野村恵子議員。

○５番（野村恵子議員）　広く道民にＰＲをし、これを機会に糠平に足を運んでもらうの

も一つですが、できれば、町民に発行枚数の１％でも希望者に配られたらよかったので

はないかなとは私的に思います。

　　それとあと、オータムクーポンが今回ネットで購入、購入方法はネットでのだったら

しいのですが、早々終了したということですが、やはりそういうのを私もいただきたい

わと言ったときに、ネットのできない人方は当たらないというようなちょっと不公平な

ような気がします。今後このような、似たような例で、もしネット販売とかって行うの

であれば、ネットのできない人方の分も、何とかちょっと考慮してあげたらいかがかな

と思うんですが、いかがでしょうか。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　今回のこの事業については、最も繁忙期となる紅葉の時期、この時期に

寸断されているということになると大変だということから事業開始、実施をするという

ふうに決断をしました。ただ、その予算の審議の中でも、本当に来るのだろうかという

心配をいただいたところであります。

　　したがって、早い時間に全部希望が達成したということ、これは、言ってみれば、僕

らも含めて予想できなかったことであったというのが本音であります。むしろ、来なく

て、糠平地域がかなりダメージを受けるのではないだろうかと、これに対する危惧のほ

うが強かったんですね。ですから、ネットであっても、もしそういう前提であれば、希

望がなければ、多分そこでいろいろな手だてはまた講じられたのだろうと思いますけれ

ども、これらの結果についても予想を超えるものであったということであります。

　　今回の事業については、やはり通常の状況の中での事業ではないということをひとつ

ご理解いただきたいということですね。いわゆる国道の橋が決壊をする、損壊して通行

どめになるなどということは想定しがたいことだったものですから、それに対して緊急

に、そのいわゆる血どめといいますか出血をとめるためにとったということであります

ので、町民、町外含めて糠平に行ってもらいたいという思いがそこにあったということ
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であります。

　　ネットについても、急激にそれほど来るというふうな前提でなかったということであ

ります。ただ、これからもということになると、災害がこんなに来られても困りますか

ら、日常の中で安定的に糠平の観光が振興するように、そういう手だてはこれからも講

じていきたいなというふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　５番、野村恵子議員。

○５番（野村恵子議員）　次に、地域防災対策についてお伺いいたします。

　　第３期上士幌町地域福祉計画基本目標、みんなで支え合う地域づくりで、安全で安心

な環境づくり、災害時・緊急時の支援体制となっておりますが、最近いろいろなところ

に民間賃貸住宅がふえていますが、そこに住んでいる人たちは町内会に加入されている

方が少なく、地域の方との交流も意外にないのかと思われます。町内会に加入されてい

ることによって、災害発生に備えた地域住民の自主防衛組織化や住民協力による救助・

救援活動ができると思います。町内会に加入する方々が少なくなっていることによって

このような活動ができなくなる心配があります。町長はこのような現状をどう思われま

すか。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　町内会の加入というのは、以前から見て、本町というよりも、もう全国

的にこういう傾向があるんですね。しかも、都市部へ行けば行くほど加入率が低いとい

うことがあります。

　　今、これは、私どもとしても、転入してくるときには事業所にもお願いをしながら、

町内会に加入するようにというお話をしているわけですけれども、最終的には個人の意

思が優先するということになります。それで、事業所なんかにお願いをしているところ

であります。

　　今回、自防災の関係とちょっとなかなか難しいところありますけれども、お互いに面

識があって、相互扶助、助け合うということが、安心・安全の意味からも大事なことで

ありますから、まずは町内会にも入っていただきたいというふうに思いますし、もう一

つは、お互い近所のそういったプライベートの関係でもお互いに情報を交換をするとい

うような、そういったことは、これは行政ですべき話ではありませんけれども、そこに

住む者として、近隣とのこの交流については、できれば日ごろから濃密にしているほう

が望ましいのではないかなというふうには思います。コミュニティーをつくる上でも、

そのような話になるとい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）　ここで 15 分間休憩といたします。
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　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午後　３時０３分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　３時１３分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　５番、野村恵子議員。

○５番（野村恵子議員）　答弁書に、上士幌町防災ガイドマップを全戸に配布されている

とありますが、引っ越しされてきた方々には町民課窓口で渡されているのか、町内会に

加入していない方にはどうやって配られているのか、上士幌町には避難場所を案内する

看板がどこにもありません。ある町内会では独自の案内表をつくり、避難場所と緊急時

の電話番号と家族の連絡先を記入できるようにつくって各戸に配られています。

　　そこで提案ですが、災害非常時の避難場所の案内板を各地域ごとに設置してはどうで

しょうか。ぜひ前向きに検討していただきたいのですが、どうでしょう。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　わかりやすくするという意味では、それも大事な一つの手法だと思いま

すので、十分検討させていただきたいなと、そんなふうに思います。

　　転入者ですけれども、ちょっと私のほうで把握しておりませんので、もし、議長よけ

れば担当のほうから。

○議長（杉山幸昭議長）　はい、いいですよ。答えさせます。

　　暫時休憩します。

（午後　３時１４分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午後　３時１５分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　杉本総務課長。

○杉本　章総務課長　ガイドマップにつきましては、転入届けに来た段階で、窓口で配付

しているということになっております。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　５番、野村恵子議員。

○５番（野村恵子議員）　最後ですが、ぜひ、各地域に避難場所の看板を強く要望して、

－71－



これで質問を終わらせていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　要望でよろしいですね。

　　以上で、５番、野村恵子議員の一般質問を終わります。

　　ここで暫時休憩いたします。

（午後　３時１５分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　３時１５分）

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

◇　山　本　弘　一　議員

○議長（杉山幸昭議長）　次に、８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　私からは、今後における上士幌町農地基盤整備のあり方につい

てを質問いたします。

　　本年の天候は、春先は晴天も多く、干ばつぎみで推移しましたが、７月入ってからは

曇天、雨の日が多くなり、８月の台風７号、11 号、９号、10 号等が直撃し、川の氾

濫、橋の崩壊、道路の寸断等近年にない被害をもたらしました。さらに、農地、農作物

の冠水被害も著しく、防除、管理作業にも大きな支障を来しました。その影響は収穫期

まで及び、収量の減収にもつながりました。

　　そこで、町としては、土地所有者、地域、農協等を含めて必要性を検討し、明渠排水、

暗渠排水等を国・道の事業により整備すべきだと思うが、町長の考え方を伺います。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　今後における上士幌町の農地基盤整備のあり方について、山本弘一議員

のご質問にお答えいたします。

　　収穫期を目前にして襲った台風７号、11 号、９号、10 号による記録的な豪雨と暴

風により、農地の冠水、農業施設の被災等、本町でも大きな被害を受けております。こ

の状況に対応するために、町では、急を要する農地の冠水対策や農業用施設の復旧工事

を、町費をもって迅速に対策を講じております。また、大規模な災害や被害額の大きい

災害については、国の復旧事業を活用する予定で手続の準備を進めております。

　　ご質問の農業生産を支える農地の整備は、持続的な農業の発展を図る上で最も重要な

農業施策と理解し、農作物の収量や品質、農作業効率を向上させる区画整理や暗渠排水、

農業水利施設、農道など、農業の生産を支えるための整備を精力的に行っております。

　　現在、道営農地整備事業２地区として市街地周辺地域及び上音更、勢多地域を、道営
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農道整備事業１地区として北門、東居辺、清水谷を、道営草地整備事業１地区として町

内全域及び足寄町芽登地域の一部を、畑の湛水被害に備え上士幌北地区国営かんがい排

水事業としてサクシュオルベツ川流域、清水谷、萩ヶ岡から市街地までを実施中であり

ます。さらに、平成29 年度着工を目指し、東部居辺地区道営農地整備事業として北門、

萩ヶ岡、北居辺、東居辺で実施を予定しております。

　　一方、昭和 51 年から平成５年に始まった国営総合農地開発事業北門地区として北

門・萩ヶ岡・東居辺の一部を実施地域とした基幹排水路等の事業は、完成から長い年月

が経過して、耐用年数が超過した施設が増加しております。これらの施設は、老朽化に

伴う施設機能の低下が見られる中、将来にわたり機能を十分に維持・発揮させるために、

北門・萩ヶ岡地域の更新整備事業を要望し、事業化に向けて現状分析を行っております。

今後においては、地域課題の把握、事業地区のエリア設定を行っていく予定であります。

　　なお、当該事業については、同地区の関係者で北門・萩ヶ岡地域国営土地改良整備事

業促進期成会を設立していただくなど、地域の整備に対する熱意によって、調査から事

業までの時間短縮、スピードアップ化するとの情報も届いておりますので、引き続き期

成会との連携を密にしながら、更新整備の早期実現に向けて取り組んでまいります。

　　今後の農業基盤整備事業におきましても、受益者の整備要望を踏まえ、地域の特性や

課題に応じた生産基盤の整備を、関係地域や農協とともに十分協議、検討し、国営事業

や道営事業の活用を図りながら積極的に推進していきたいと考えております。

　　特に、ことしの災害の特徴は、近年の気象状況が大きく変化してきている中で、これ

まで基盤整備を必要としてこなかった地区での湛水被害等が発生し、生産や収穫に大き

な影響を与えていることから、地域の実情に合った農業基盤整備に力点を置いて取り組

んでまいりますので、ご理解をいただきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　ただいま町長から、私の質問に対しての答弁がありましたけれ

ども、この行政というのは、近年までは、この対応そのものというのは、通常どこでも

そうなのですけれども、被害が出てからの対応が比較的多いと。この復旧対策として現

状復帰というのですか、今まで、例えば深さが明渠排水でも50 センチ、１メートルあ

ったものは１メートルという道の基準、もしくは国のそのときの基準に応じた対策がな

されているわけですけれども、ことしあたりの台風等に対する水害は、平年の降水量の

範囲をはるかに超えているという状況であります。この設置水量の限界をオーバーして

いるということがありますけれども、まず、テレビの話なのですけれども、北海道、東

北は余り８月、９月、台風が来ないということで、日本の九州だとか四国、沖縄周辺か
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ら見ると、その設置基準がもともと川の、例えば堤防あたりも弱いというのですか、低

目につくってあるという状況を言っておりました。当然、それに伴って、上士幌あたり

のその明渠排水、河川のも同じでありますけれども、やはりそれを強化しなければなら

ないという状況でありますので、この辺の基準の見直し、道・国の基準の見直しという

のはなかなか簡単ではないと思うのですけれども、こういう実情を考えたときに、その

辺の基準の見直しというのを道・国に要望したらいいと思うんですけれども、いかがで

しょうか。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　おっしゃるとおりでありまして、災害復旧には、基本的には原状復旧と

いうのが基本的な災害の復旧のあり方なのです。

　　ことしのように、過去にないくらいの大雨が降ったということで、想定外というふう

にも言われていますけれども、しかしこれは、これからの気象状況の変化を考えると、

決してこれが100年に１回ということだけではなくて、これからもあり得るというふう

に想定をするという必要が出てくるわけなんですね。

　　そうすると、今までの基準でいいのかということになってまいりますので、今、議員

がおっしゃられたように、今の気象状況が、多分これが、ある意味では通常化、普通の

状況になるということを想定して、いろいろな意味のかさ上げだとか、いわゆる基準の

見直しだとか、それについては、もう既におっしゃるとおりでありまして、このことに

ついても、町村会も含めて、関係するところで見直しについては強く要望をさせていた

だいているということであります。

　　特に北海道の開拓の歴史というのは、まだ始まって100年しかたっていないというこ

とであります。本州、九州、四国にしても頻繁に大型の台風が来て、場合によっては

200ミリでも300ミリでも十分対応できるような、長い長い防災からの教訓を踏まえて

対策が講じられているということと、わずか100年、しかも北海道でいうと戦後くらい

の整備ということを考えると、今回のように何百ミリというのは、これはもう耐え切れ

ないような水であると。大体80 ミリから100ミリ降ったら、結構、上士幌町でも被害

が起きておりますので、今お話しされた基準の見直しについては、町だけではできる話

ではありませんけれども、そういう動きについてはいろいろなところで要望は、今させ

ていただいて、そういう動きの中にあるということをご理解いただきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　ぜひ、先程のことについては強く要望したいと思います。そう

いう河川の堤防ですとか明渠のかさ上げ等、近隣町村の町長あたりとも力を合わす中で
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やっていくことがこの十勝を守るということになるのかなというふうに考えております。

　　それとまた、今年度は、私も生まれて本当に、こんな災害、雨の災害があるのかとい

うような天候の状況がありました。特にこの東居辺地区なんですけれども、幸福地区に

おいては、たまたま町で道路を昨年度ですか舗装したところから水が発生したという、

そこが原因なのかどうかというのは、なかなか因果関係というのは難しいわけでありま

すけれども、側溝の道路から出た水が畑の中を横断して明渠まで流れていったというこ

とがありました。

　　私も呼ばれて現地に行ったわけですけれども、通常であれば、私も北門地区に住んで

おってそういう水害ですか、そういうことは意外になれていて、１週間もたてば直るの

ではないかなというふうに考えておりましたけれども、１週間たっても直らなくて、１

カ月たっても同じような水量がずっと、これどうしたことなのだと。言ってみれば、伏

流水という形になったのかなと思います。

　　早速、農林課長に、これは大変なことであるから、何とか町で対応できる範疇の中で

できないのかという要望もした覚えがありまして、早速それを町長含めて検討したのだ

ろうと思います。800万近くをかけてＵ鋼管を入れて、その後、私も現地に見に行きま

したけれども、はえてない畑が本当に畑おこしもできて、湿気てはいましたけれども一

般の畑になっている。これはやはりやったことの価値というのはあるなと。

　　通常であれば上士幌、上音更、北居辺、幸福というのは１等地でありますから、水は

けがいい土壌であるというふうに、私認識しております。そういうところが、ことしみ

たいに本当に、糠平900ミリですとか、上士幌で600ミリだとかって想定外の雨が降る

と、土壌に浸透する限界を超えた中で表面水が走り、山あたりも水が非常に滞水してし

まってそれが吹き出てくると。

　　ですから、明渠排水のあり方というのも、ああいう管を入れるのも有効方法かなと。

開発建設部、土建あたりともそういう、─北門あたりでは必ず明渠掘っているんで

すよね。これについては、水の多いところは明渠掘るんですけれども、意外に浸透性の

いいところはああいう方法も一つの方法かなと。それに暗渠つなげればかなり効果があ

るのではないかというふうにも、私捉えましたので、その辺も含めて、農林課含めて庁

舎内で検討し、開発建設局を含めてどういう方法がいいのか検討したらいいと思うんで

すけれども、いかがでしょうか。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　これまでも水はけの悪いところ、そのことによる生産がなかなか思うよ

うにいかないというふうなこと。本当に粘り強く、こつこつとその基盤整備をしてきた
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ところ、それから、今お話しあったように、地域によっては余り自然災害もなく、いわ

ゆる優良農地という評価を受けていたところ、こういうことであったわけでありますけ

れども、今回、この大雨によって、改めて、基盤整備をしているところと、それから、

いいと思っていたところが、今お話しあったように水が抜けていかないというようなこ

とが明らかになりました。そういった意味では、やはり基盤整備の必要性というのは非

常に大切だということを改めて再認識したところでもありますし、これまでも農業基盤

整備の事業の中で、ややもすると、国の予算もかなりの削減がされてきたということで

ありますが、今回こういった事態になって、改めて基盤整備の必要性というのが具体的

に数字でもあらわれてきたというふうに思っております。

　　そういった意味では、この政策について非常に大切であるということをいろいろな機

会のときに、あるいは政府、あるいは代議士等々を含めて話しするときには、改めてさ

せていただいて、この持続的な基盤整備については常に必要であるということを訴えて

きました。それが、国のほうの財政当局のほうにもつながっていってくれるのではない

のかなと、そんなふうに今、期待をしているところでもございます。

　　いずれにしても、また、これまでも上士幌町、基盤整備については、これは本当に重

要な施策だ。地味でありますけれども、ここをやらなければ農業の持続的な成長はあり

得ないということで、非常に財政的な困難なときも含めて、希望に対しては全て応じて

きたというふうに思っておりますし、それらについては、これからも改めて大切だなと、

そんなふうに考えていきたいと思います。

　　今回、改めて、この整備したところが本当にどうだったのかということをもう一度検

証する意味で、いわゆる道だとかいろいろなところで、資料がないのかどうか、事業の

費用対効果ということも検証されますので、多分きっとこの事業の成果というのは今回

のこの大雨による大きな被害を見ると、はっきり明らかになったのではないのかなとい

うふうに思いますので、これらをまた、これからの基盤整備の訴えるための大きなデー

タとして使っていく必要があるだろうなと、そんなふうに思っております。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　私、今、町長言われたとおり、そのとおりでありまして、私方

の北門地域というのはもともと質がいい地域で、土壌、粘土が柔粘土で水はけの悪い地

域だったわけです。国営事業によっての２回、３回の明渠排水と暗渠排水を入れること

によって、意外に私も調査していたんですよ、ことし、地域を。そうしますと、相当被

害が大きいだろうということを想定しておったと皆さん言うんですけれども、実際的に

仮決算すると、平年よりちょっと悪いかなと。
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　　ですから、もともと湿気るところに暗渠入っておっても、やはりビートでもジャガイ

モ、若干は腐るところあるんですけれども、それよりちょっと悪いかなというぐらいで。

私の家もそうでしたけれども、馬鈴薯が全面的に腐ってどうもならんなんていうことは

一切ありませんでした。ただ、仕事には物すごく、雨が多かったから苦労したというこ

とであって、そう大きく農業被害が出たということはないと。

　　ですから、このころ、北門地域は土が黒いから肥えているから、そうではないんです

よ。国の事業ですか、道営だとか、自己負担もありますけれども、それだけ土地にお金

をかけているということが幸いしたということをはっきり物語っていますし、組合長に

も言いましたけれども、昨年度200億を突破したと言ってのことしですから、やはりこ

の一等地の方々が大きくやはり畑と場所によって減収になったということは、ただその

人方が言うには、どういうぐあいに明渠入れて、どこへ入れればいいのだというような

話をするわけです。ですから、私方は、地域は公共事業ですから、個人に国の事業とか

道営はできないわけです、町でも。だから、地域ですとか部落挙げて、町会挙げた中で、

そのちょうど中間線ですね。境界ですとか、もしくは町の道路のそういう明渠と排水路

を併設するような方法。なるべく畑を減らさないと。

　　例えば、北居辺さんの下というのは士幌町なのですよね。ですから、そこでとまって

しまうとまた何の意味もない。だから、町会超えた中で、河川と同じように、もしそう

いう希望が地域にあるとしたら、やはり地域含めた中で、農林課、農協、受益者含めた

中で町のほうも、このことを５年、10 年の中長期計画、ことし申し込んでもそんなす

ぐできませんから。最低３年はかかるわけですね、道営でも。だから、中長期をつくっ

た中で、本当に必要かどうかも含めた中で、そういう考え方を持って進めたらいいと思

うのです。いかがでしょうか。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　そうなんですね。その地区の工事の必要性が理解されて工事着工するま

でかなりの時間かかりますね。調査、計画、そして着工、道営事業。国の事業になると

もっと時間かかってまいります。

　　今回、この国のほうに要望している北門、萩ヶ岡、東居辺の一部の地域については、

国営事業で50 年ころからということでありますから、もう40 年近くなるということ

で、やはり、いわゆる明渠にしても、それから暗渠にしても、やはり耐用年数というも

のがあって、常にその辺は見守り、気配りしていかないと時代には即応しないというこ

とになってまいります。特に北門地区については常に明渠の関係でも、少しの雨でもい

つも被害が起きているということでもあります。
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　　あわせて、40 年前の農業のあり方と今と、もう大分変わってきておりますから、上

士幌から清水谷のほうに抜けるサクシュオルベツ川の北地区の国営事業なんかについて

も、あれは昭和40 年くらいには全然問題なくて、その水の中にのみ込めたのでありま

すけれども、今全くのみ込める状況でないと。畑地が広がったり林地が狭くなったりと

いうふうなことだとか、いろいろな状況の変化、雨の降り方の変化によっても、今に合

わせたような、そういう事業、基盤整備がなされなければならないということでありま

すので、かなり大がかりに事業がされた居辺方面の地区についても、もういろいろな意

味でも耐用年数は過ぎているのだろうなというふうに思います。

　　そういう意味で要望させていただいておりますけれども、要望から調査をして計画を

立て、着工までというのは数年、北営になると本当に数年かかると。完成までには十数

年かかるということでありますから、やはり早目にそれらについての先々を予測して要

望を上げていくということが必要であるというふうに思いますし、それから、それを後

押しするのはやはり住民の、あるいはそこの受益者、農家の方々の思いがやはり必要だ

ろうと。その思いが国を動かしたり北海道を動かしていくことにつながってくるので、

今回も北地区、いわゆる居辺地区のその整備については、町としては要望を上げており

ましたけれども、それを後押ししてくれたのが、やはり期成会なんかだろうと思うんで

すね。これも３年のところを２年間で調査をするということでありますから、その後で

また調査もまた３年間だとか工事着工まで数年間かかるわけですよ。ですから、これは

お互いに地域の人方と連携をとって、粘り強くその思いを伝えていくということが必要

だろうというふうに思います。そんなことがあっても、完成するのは数年先になります

ので、早目にそういう対策というのを常に先手先手と打っていく必要があるだろうとい

うふうに思います。

　　このように災害が起きてからという、これも一つのきっかけになりますけれども、そ

れを、いろいろなことを想定をしたという想定した上で、基盤整備というのはやってい

かなければならないのだろうなと、そんなふうに思いますので、今お話しあったような

ことは非常に大切なことであると、そんなふうに思っております。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　今、町長から前向きな考え方も聞きました。

　　私方も、やはりそういう基盤整備の北門地区は先輩としていろいろなことを、国の事

業、道の事業を使ってやってまいりましたので、やはりこれからの町内のこの基盤整備

のあり方、これ、農協、関係機関、受益者含めた中で、先日の農地の会議の中でも出て

おりましたけれども、やはりぜひ必要だなと農協の専務も申し上げておりましたので、
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やはりそれを、我々含めて後押しして、緊急性が高い場合は町がどうしても単独でやら

ざるを得ないところ出てくるかもしれません。それも含めた中でやはり道営、国営含め

た中で基盤整備と。それから、さらには、町を超えた河川の整備ということをきちんと

やはり今後強く進めていっていただきたいと、これを言って私の質問を終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　答弁要りますか、要望でいいですか。

　　では、竹中町長。

○竹中　貢町長　今回は大変大きな被害が出たということであります。

　　一方では、その被害も、こつこつと整備してきたところと、残念ながら優良地であっ

たわけでありますけれども大きな被害になったという。この基盤整備の必要性というも

のがはっきりと見えてきたということでありますので、これについては、今後とも基盤

整備の必要性は訴えていきたいなというふうに思います。

　　特に基盤整備について道営事業なんかについては、個人の負担あるいは町の負担、も

ちろん道の負担、国の支援というのありますけれども、これまでもこの道営事業が潤沢

にできてきたのはパワーアップ事業で、できるだけその負担を少なくするという政策的

な取り組みを北海道としてやってきたというのは大きいわけですね。近年、もうそれも

見直しをしようかどうかとそんな議論もありましたけれども、やはりこのパワーアップ

事業だとか、あるいは国においても、それをまねたわけではないだろうと思いますけれ

ども、それに類したような形での事業がつくられるということでありますので、これか

らもその辺はしっかりと整備のほうは進めていく必要があるだろうというふうに思いま

すので、今後ともよろしくお願いしたいなと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、８番、山本弘一議員の一般質問を終わります。

　　暫時休憩します。

（午後　３時４３分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開します。

（午後　３時４３分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって一般質問を終わります。

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

◎承認第６号及び承認第７号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第 11 、承認第６号専決処分の承認について、日程第

12 、承認第７号専決処分の承認について、以上の２件を一括して議題といたします。
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　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　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６号及び承認第７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６

号につきましては、８月30 日の台風10 号により被災した各施設、承認第７号につき

ましては、長雨による湧水により被災した圃場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、地方自治法第

179条第１項の規定に基づき、承認第６号につきましては９月26 日付、承認第７号に

つきましては10 月 19 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、承認第６号の安村樋門及びオソウシナイ線オクスイ橋につ

きましては、９月９日の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

理解のほどをお願い申し上げます。また、承認第７号につきましては、東居辺幸福地域

上流部町道38 号から下流部37 号にかけた約550メートルの圃場の一部に、湧水によ

り水道ができたものでございます。

　　処分内容は、承認第６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3,508万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を83 億6,719万1,000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及び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３ページをご参照願います。

　　歳入は、地方交付税を3,389万7,000円、繰入金を119万1,000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農業施設災害復旧事業として858万

4,000円、オオクチ林道オソウシナイ線災害復旧事業として2,650万4,000円の増額補

正したものであります。

　　次に、承認第７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735万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を83 億7,454万6,000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
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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３ページをご参照願います。

　　歳入は、繰入金を735万5,000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幸福地域災害復旧事業として735万

5,000円の増額補正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、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより承認第６号から承認第

７号に対する質疑を行います。質疑ありますか。

　　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　１点だけお伺いをしたいと思います。

　　さきの一般質問にもありましたけれども、農用地のその湧水に関する事業を行って、

そこが収穫可能になった。大変いいことだというふうに思うんですが、他にも類似した

ところがあったのではないのかと。私はデントコン畑でしたけれども、枯れずに、最近

は明年の作付に問題があるということで、下から畑に刈り切って投げたという場所もあ

る。

　　そのような、一つは、情報としてきっちり入っていたのかどうか。厳しい要求をされ

る町民については緊急対策で、専決処分で対応するけれども、まあまあ、こういう土地

だからやむを得ないと考える人にはそのまんま何もないということにはなかなかならな

い。

　　もう一つは、そういった情報がどれほど、その耕作者というか農民に公平に伝わって

いるかという問題もあります。ですから、関係団体の農協等の取り扱いにも問題がある

のかもしれないですけれども。そういうまず事実があったということは確認をとれてい

るかどうか。

　　あるいは、そういうところの対応はどうしたかということについては、今回、専決処

分でやるというのは、そういったことを十分、その参酌をして、これ、急がなければ収

穫が全く皆無になると。そうすれば、その個人に何百万の被害を上げるということも含

めてあるということで判断をされたのだと思うんですけれども、そういったことについ

てはどのような気遣いをされているのか、この際、そういう事実があったことを知って

いるかどうかも含めてお聞きをしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　佐藤農林課長。
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○佐藤桂二農林課長　それでは私のほうからご説明のほうをさせていただきます。

　　議員おっしゃられましたとおり、町内の今回のこういった事態というのは、複数箇所

発生をしております。全てを把握しているかどうかというのはちょっとわかりませんけ

れども、基本的には、湧水をしている地域が複数箇所認められまして、その都度、農林

課のほうに、農協あるいは地権者さん、受益者さんのほうから連絡あったところは全て

確認のほうしながら、基本的には、湧水というのは表面水ではありませんので、災害対

象ではないですよという部分はあるんですけれども、その部分の状況は、まず９月の頭

で確認できたものについては、状況を確認してくださいという形で一月置いたという事

態があります。

　　実際に、今回の対応をした地域につきましては、１カ月後、専決日が10 月 19 日と

いう形になってございます。そのほかの地域につきましては、同じ日においては全て湧

水がもう既にとまって水が引いていっていると。場所によってはやはり収穫ができなく

て、そのまま放置という場所もありましたけれども、基本的には水は全て、その時点に

おいては地下水が下ったということでの確認もとれて、状況的には問題なく、必要なも

のについては来年度事業ということも含めて対応はしていく予定ではございます。

　　ただし、こちらの地区につきましては、その時点においても全く水量が変わらない状

態の中で、これは町の道路の施設をつくった中で湧水として、それが畑に及ぼす影響と

いうものが、10 町近くの畑が全て収穫できないというふうな状態で、来年度もこれで

はもう使えないということがある程度明らかになった中では、緊急にやる必要があるだ

ろうということで、十分理事者のほうとも相談をしながら最終的に決断をして、この

10 月 19 日で専決処分をさせていただいて事業のほうを実施したということでござい

ます。

　　現状の部分につきましては先ほどの一般質問でも山本議員おっしゃられましたけれど

も、その処理をしたおかげで、その畑についてはことしの秋おこしが何とかできるよう

なところまで回復のほうはしております。ただし、湧水しましたところのＵ鋼管を入れ

たところにつきましては、水がおさまるかなと思ったのですが、全くおさまりませんで、

正直言いますと、もう、いまだに水が切れない状態で、暗渠の排水のほうも、あるいは

新しく入れた管のほうからも常時水が排出されているというふうな、ちょっと見たこと

がないような形での湧水がいまだに続くということで、恐らくこのまま切れないだろう

という形で見てとれるような状態まで逼迫をしていたということでご理解のほういただ

きたいというふうに思います。

　　以上です。
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○議長（杉山幸昭議長）　ほかよろしいですね。

　　これをもって、承認第６号から承認第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。

　　最初に、承認第６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６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６号は承認することに決定いたしました。

　　次に、承認第７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７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７号は承認することに決定いたしました。

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

◎議案第６４号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第13 、議案第64 号上士幌町農業委員会の委員の定数を

定める条例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　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64 号上士幌町農業委員会の委員の

定数を定める条例の制定について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　例規集は第８編産業第２章農林をご参照願います。

　　農業委員会等に関する法律の改正が平成28 年４月１日に施行されたことに伴い、農

業委員会委員の選出方法が、これまでの選挙制と市町村長の任命制から、議会の同意を

要件とする市町村長の任命制に変更になりました。このことから、上士幌町農業委員会

選挙による委員定数条例の全部を改正し、農業委員会委員の定数を定めるものでありま

－83－



す。

　　具体的な改正内容についてご説明いたします。

　　議案第 64 号関係新旧対照表をご参照願います。

　　下線部分が改正部分であります。

　　第１条は、農業委員会等に関する法律第８条第２項の規定に基づき委員の定数を定め

るとするものであります。

　　第２条は、委員の定数についてでありますが、現行の選挙制による委員と選任制によ

る委員の合計人数と同数であります 13 人とするものであります。

　　なお、附則第１項として、この条例は公布の日から施行するものであります。

　　附則第２項は、経過措置として農業協同組合法等の一部を改正する等の法律附則第

29 条第２項の規定により、現に在任する委員については改正前の条例が効力を有する

とするものであります。

　　以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。

　　ご審議の上、ご可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第64 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 64 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64 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 64 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第６５号から議案第６７号の上程、説明、質疑、討論、採

決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第14 、議案第65 号議会の議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第15 、議案第66 号上士
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幌町町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第16 、議

案第 67 号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上３案を

一括して議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　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65 号議会の議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、議案第66 号上士幌町町長等の給与に関

する条例の一部を改正する条例及び議案第67 号職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、以上３件を一括して、その提案理由と内容をご説明申し上げ

ます。

　　本年、８月に行われた国家公務員給与に対する平成28 年人事院勧告において、職員

の給与改定についての勧告がされましたことから、この勧告に準じて、議会議員及び町

長等の特別職の期末手当と職員の給与について改正するものであります。

　　初めに、議案第65 号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例の具体的な改正内容についてご説明いたします。

　　町例規集は、第５編給与、第１章報酬・費用弁償をご参照願います。

　　条例につきましては、６月及び12 月支給分の期末手当につきまして、それぞれ支給

月数を改正するものであります。

　　具体的な改正内容についてご説明いたします。

　　議案第65 号関係、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例、新旧対照表をご参照願います。下線部分が改正部分であります。

　　第１条は、平成28 年 12 月から適用する規定であります。第５条の期末手当につい

て、 12 月支給の期末手当を0.1カ月増額し、100分の217.5から100分の227.5に改

正するものであります。

　　第２条は、平成29 年度から適用する規定であります。第５条の期末手当のうち、６

月支給の期末手当を100分の202.5から100分の207.5に改正し、12 月支給の期末手

当を100分の227.5から100分の222.5に改正するものであります。これにより、期末

手当について、平成 27 年度に比較し、年間で0.1カ月引き上げるものであります。

　　なお、附則第１項として、この条例は公布の日から施行し、第２条の規定は、平成

29 年４月１日から施行するものであります。

　　附則第２項では、第１条の規定による改正後の本条例の規定は、平成28 年 12 月１

日から適用するものであります。
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　　附則第３項では、改正前の本条例の規定に基づいて支払われた期末手当については、

改正後の本条例の規定による内払いとみなすとするものであります。

　　次に、議案第66 号上士幌町町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の具体

的な改正内容についてご説明いたします。

　　町例規集は、第５編給与、第２章給料をご参照願います。

　　条例につきましては、６月及び12 月支給分の期末手当につきまして、それぞれ支給

月数を改正するものであります。

　　具体的な改正内容についてご説明いたします。

　　議案第66 号関係、上士幌町町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例、新旧

対照表をご参照願います。下線部分が改正部分であります。

　　第１条は、平成28 年 12 月から適用する規定であります。第３条の期末手当につい

て、 12 月支給の期末手当を0.1カ月増額し、100分の217.5から100分の227.5に改

正するものであります。

　　第２条は、平成 29 年度から適用する規定であります。

　　第３条の期末手当のうち、６月支給の期末手当を100分の202.5から100分の207.5

に改正し、12 月支給の期末手当を100分の227.5から100分の222.5に改正するもの

であります。これにより、期末手当について、平成27 年度に比較し、年間で0.1カ月

引き上げるものであります。

　　なお、附則第１項として、この条例は公布の日から施行し、第２条の規定は、平成

29 年４月１日から施行するものであります。

　　附則第２項では、第１条の規定による改正後の本条例の規定は、平成28 年 12 月１

日から適用するものであります。

　　附則第３項では、改正前の本条例の規定に基づいて支払われた期末手当については、

改正後の本条例の規定による内払いとみなすとするものであります。

　　次に、議案第67 号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の具体的な改正内

容についてご説明いたします。

　　町例規集は、第５編給与、第２章給料をご参照願います。

　　条例につきましては、国家公務員給与の人事院勧告に基づき、行政職給料表について

平均で0.2％引き上げることとし、勤勉手当について0.1カ月引き上げるものでありま

す。

　　具体的な改正内容についてご説明いたします。

　　議案第67 号関係、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、新旧対照表をご
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参照願います。下線部分が改正部分であります。

　　第１条は、平成28 年４月から適用する規定であります。第17 条の４、第２項第１

号の再任用職員以外の職員の勤勉手当について、12 月支給の勤勉手当を0.1カ月増額

し、100分の 80 から100分の 90 に改正し、同項第２号の再任用職員の勤勉手当につ

いて、12 月支給の勤勉手当を0.05 カ月増額し、100分の 37.5 から100分の 42.5

に改正するものであります。

　　附則第13 項については、勤勉手当の支給総額についての規定であります。55 歳以

上の課長職で給料表６級適用職員について、平成 30 年３月 31 日までの間、給料を

1.5％減額しているため、勤勉手当支給総額から1.5％相当分を減額するものであり、

勤勉手当支給率の改定に伴い、減額率について改正するものであります。

　　また、別表第１の第３条関係の給料表について、記載のとおり改正するものでありま

す。改定率については、平均で0.2％の引き上げとなりますが、若年層に重点を置いた

改定となっており、0.1％から1.1％の改定率となっています。

　　第２条は、平成 29 年度から適用する規定であります。

　　第８条については、扶養手当の額について改正するもので、配偶者に係る手当の額を

１万3,000円から6,500円に、満22 歳までの子の手当の額を6,500円から１万円に改

正するものです。また、配偶者がない場合は、扶養親族のうち１人について１万1,000

円とするという規定を削除するものであります。

　　第９条については、扶養手当に係る届け出について改正するもので、配偶者がない場

合の規定が削除されたことから、これに伴う届け出の規定を削除するものです。

　　第17 条の４第２項第１号の再任用職員以外の職員の勤勉手当について、６月、12

月支給分をそれぞれ100分の 85 とし、同項第２号の再任用職員の勤勉手当について、

６月、 12 月支給分をそれぞれ100分の 40 に改正するものであります。

　　附則第13 項については、勤勉手当の支給総額についての規定であり、55 歳以上の

課長職で給料表６級適用職員について、平成30 年３月31 日までの間、給料を1.5％

減額しているため、勤勉手当支給総額から1.5％相当分を減額するものであり、勤勉手

当支給率の改定に伴い、減額率について改正するものであります。

　　なお、附則第１項として、この条例は公布の日から施行し、第２条及び附則第４項の

規定は、平成 29 年４月１日から施行するものであります。

　　附則第２項では、第１条の規定による改正後の本条例の規定は、平成28 年４月１日

から適用するものであります。

　　附則第３項では、改正前の本条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与
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条例の内払いとみなすとするものであります。

　　附則第４項は、扶養手当に関する特例措置で、平成29 年度に限り、配偶者の手当の

額を１万円に、22 歳までの子の手当の額を8,000円に、職員に配偶者がない場合につ

いては、22 歳までの子のうち、１人について１万円に、職員に配偶者及び扶養親族た

る子がない場合については、その他の扶養親族１人について9,000円とするものであり、

職員に配偶者がない場合または職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合の届け出に

ついて読みかえるものであります。

　　以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。

　　ご審議の上、ご可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより３案を一括して質疑を

行います。質疑ありますか。

　　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　１点。

　　今、提案があった改定には賛成をするものです。人事院勧告、きちっと受けとめてい

く必要があるというふうに思います。

　　そこで、１つだけお聞きをします。

　　今回、こういった形で、職員、準職員まで給与改定がありました。これ、本来であれ

ば、臨時職員だってきちっと見てあげるというのが筋だと思うんですが、その辺の考え

方、総体における人件費という考え方も、これには加わるんだと思うんですけれども、

一般で言う臨時職員に関する給与内容というのは、今回の改定を受けて見直しているの

か、あるいは別なところで見直しているのか、いや、全く決めたように追認をしている

のか、お聞きをしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　杉本総務課長。

○杉本　章総務課長　ただいまご質問のありました臨時職員に対する賃金についてでござ

いますけれども、今回の給与改定に合わせまして、若年層に手厚く改定がされていると

いうことで、若年層が1.1％の改定、額にして1,500円の改定となっておりますので、

臨時職員につきましても1,500円の増額改定ということで考えております。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　これは要望になるかもしれませんけれども、一般的に、人が

生きていくのは総給与、総収入ということになると思います。その辺の、その底辺の底

上げ、今、世間では盛んに正規、非正規という格差拡大をしているということを言って
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いるわけです。しかし、そうあるべきでないというのが、恐らく皆さん、こういう地方

に住む者の考えにある。ある程度差があることはやむを得ないけれども、その格差を広

げる方向ではなくて、むしろ縮める方向で考えるべきだと。だとするのであれば、臨時

職員の給与、全てがわかっているわけじゃありませんけれども、少し厚くつけるという、

その考え方があってもいいんじゃないか。

　　今回については、今決まっている方向性で賛同はしますけれども、さきのこの人件費

の見方についても、下に少し厚くするべきではないか。そのときには、農協との格差が、

これも広がっているよという指摘をさせていただきました。そういうことを踏まえて、

もう少し働きやすい環境というものも含めて考えていただきたいなと考えるところです

けれども、これは理事者のお考えをお聞きして終わりたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　議員のご意見を受けて、総務課長のほうからも答弁をさせていただ

きましたけれども、ご承知のとおり、やはり正規、非正規のそういった問題も、いろん

な場面で指摘を受けている部分もございますけれども、今回、今お話ししましたとおり、

職員の給与についても、いわゆる比較的給与の低い若年層に重きを置いた給与改定とい

うことの勧告がございまして、臨時職員の賃金についてもそういった部分を受けて、本

当に給与が低いということもありますので、高い部分との賃金の改定を行うということ

で考えておりますので、ご指摘の部分、十分私も承知をしているつもりでございますの

で、そういった部分について、これからも配慮してまいり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）　これをもって３案に対する質疑を終結いたします。

　　これより議案ごとに討論、採決を行います。

　　初めに、議案第 65 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65 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 65 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 66 号に対する討論を行います。討論ありますか。
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（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第66 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 66 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 67 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67 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 67 号は原案のとおり可決されました。

　　ここで休憩といたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午後　４時１５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　４時２３分）

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

◎会議時間の延長

○議長（杉山幸昭議長）　この際、お諮りをいたします。

　　本日の会議時間は、議事の都合により、この際、あらかじめこれを延長したいと思い

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、本日の会議時間は延長することに決定いたしました。

　──────────────────────────────────────
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◎議案第６８号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第17 、議案第68 号上士幌町行政区設置条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　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68 号上士幌町行政区設置条例の一

部を改正する条例の制定について、提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　町例規集は、第３編行政通則、第１章組織・処務をご参照願います。

　　提案理由ですが、北居辺第３の１区から北居辺第３の３区の地区におきまして、農事

組合の再編とあわせ、行政区の再編についても協議が進められてきたところです。

　　このたび、地域での協議が調いまして、現行の３行政区を合併してほしいとの要請が

ありましたことから、上士幌町行政区設置条例の一部を改正しようとするものでありま

す。

　　具体的な改正内容についてご説明いたします。

　　議案第 68 号関係、新旧対照表をご参照願います。下線部分が改正部分であります。

　　別表中、北居辺第３の１、八千代第３の２、睦第３の３、共励を、北居辺第３、八千

代、睦、共励に改めるものであります。

　　なお、附則として、この条例は平成 29 年４月１日から施行するものであります。

　　以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。

　　ご審議の上、ご可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第68 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 68 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68 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。
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　　よって、議案第 68 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第６９号及び議案第７０号の上程、説明、質疑、討論、採

決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第18 、議案第69 号上士幌町税条例の一部を改正する条

例の制定について、日程第19 、議案第70 号上士幌町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例の制定について、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。

　　綿貫町民課長。

○綿貫光義町民課長　ただいま上程されました議案第69 号上士幌町税条例の一部を改正

する条例の制定について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。

　　町例規集については、第６編財務、第３章町税をごらんください。

　　今回、税条例の一部を改正する理由ですが、地方税法の一部を改正する法律（平成

28 年法律第13 号）等の改正及び外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税

等の非課税等に関する法律の一部改正に伴うものですが、地方税法の一部を改正する法

律等のうち、平成29 年４月１日より消費税率10 ％への引き上げを前提として改正さ

れておりました自動車取得税の廃止や、自動車税及び軽自動車税における環境性能割の

導入等に係る改正については、消費税率の引き上げ時期が平成31 年 10 月１日に延期

されたことから、今回の税条例の改正への上程は見送ることとし、消費税率の引き上げ

とは関係のない平成29 年１月１日から適用される改正分について今回提案するもので

ございます。

　　それでは、お手元の資料、議案第69 号関係１及び２の税制改正の概要及び上士幌町

税条例の一部を改正する条例の新旧対照表をご参照お願いします。

　　改正の概要ですが、第19 条、第43 条、第 48 条、第50 条の改正は、延滞金の計

算期間の見直しとなり、平成26 年 12 月 12 日の最高裁の判決を踏まえ、個人住民税、

法人住民税及び事業税に係る延滞金の計算期間等について、国税における延滞税の計算

期間等の見直しに準じて所要の見直しを行うものであります。

　　平成29 年１月１日以降の期間に対応する延滞金は、同日以降に申告書の提出期限が

到来する地方税について適用するものでございます。

　　次に、附則第６条ですが、特定一般医療薬品等、購入費を支払った場合の医療費の医

療費控除の特例の創設で、医療用から転用された医薬品、スイッチＯＴＣ医薬品につい

て、所得控除制度が創設されたことに伴い、個人が平成29 年１月１日から平成33 年
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12 月 31 日までの間に、スイッチＯＴＣ医薬品、これについては、医師の処方箋がな

くても、市販の風邪薬、それから胃腸薬、肩凝りや腰痛、筋肉痛などに張る湿布薬等の

ことですが、これらの購入費用が年間１万2,000円を超えて支払った場合、その購入費

を、年間 10 万円を限度に、１万2,000円を超える額を所得控除するものでございます。

　　ただし、現行の医療費控除との重複適用はできないということとされてございます。

　　次に、附則第20 条の２、附則第20 条の３ですが、日本と台湾との間で、二重課税

の回避をする等の措置を講ずるため、日台民間租税取決めが締結されたことを受け、外

国居住者等の所得に対する相互主義による所得税の非課税等に関する法律が一部改正さ

れたことに伴い、必要な改正を行おうとするものでございます。

　　附則第20 条の２といたしまして、特例適用リスト及び特例適用配当等に係る個人住

民税の特例が新設され、台湾所在の投資事業組合等を通じて得た利子及び配当に係る個

人住民税については、日台民間租税取決めが適用され、源泉徴収等を通じた課税ができ

なくなるため、申告等に基づく課税を行うこととなります。

　　次に、施行月日でございますけれども、附則第１条として、この条例については平成

29 年１月１日から施行するものとし、附則第６条の改正規定及び附則第２条の町民税

に関する経過措置の第２項の規定については、平成30 年１月１日から施行するもので

ございます。

　　また、附則第２条として、町民税に係る経過措置を定めております。

　　以上、議案第69 号上士幌町税条例の一部を改正する条例の制定について、その提案

理由と内容についてご説明申し上げました。

　　ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　尾形保健福祉課長。

○尾形昌彦保健福祉課長　引き続き上程されました議案第70 号上士幌町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容についてご説明申し上

げます。

　　町例規集は、第７編民生、第３章国民健康保険をご参照願います。

　　提案の理由でありますが、平成28 年３月31 日に公布された所得税法の一部を改正

する法律及び外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課

税に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、国民健康保険税の所要の

改正を行うものであります。

　　改正の概要は、これまで日本の租税が免除されていた利子等及び配当等について課税

されることとなり、特例適用利子等及び特例適用配当等の申告義務が新たに課されまし
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た。このため、申告された特例適用利子等または特例適用配当等については総所得金額

に含め、国民健康保険税の所得割額等の算定を行うことになるものです。

　　別紙、議案第 70 号関係、新旧対照表により条文改正のご説明をいたします。

　　附則第10 項に特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例を、附則第11 項

に特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例の条項を追加するものです。

　　また、附則第10 項、 11 項につきましては繰り下げし、12 項、 13 項とするもの

です。

　　なお、施行期日は、平成29 年１月１日から施行し、国民健康保険税への適用は平成

30 年度からの課税の取り扱いとするものです。

　　以上、上士幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、その提案

理由と内容についてご説明いたしました。

　　ご審議いただき、ご可決くださいますようお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより２案を一括して質疑を

行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって２案に対する質疑を終結いたします。

　　これより議案ごとに討論、採決を行います。

　　初めに、議案第 69 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69 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 69 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 70 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70 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。
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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、議案第 70 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第７１号及び議案第７２号の上程、説明、質疑、討論、採

決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第20 、議案第71 号財産の取得について、日程第21 、

議案第 72 号財産の取得について、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。

　　石王教育委員会子ども課長。

○石王良郎教育委員会子ども課長　ただいま上程されました議案第71 号財産の取得につ

いて及び議案第72 号財産の取得について、以上２件、一括してその提案理由と内容に

ついてご説明申し上げます。

　　初めに、提案理由であります。

　　急速に情報化が進展する中で、情報や情報手段を主体的に選択し、活用していくため

に必要な情報活用能力を体系的に育むとともに、アクティブ・ラーニングの視点に立っ

た学びを進める上で、ＩＣＴ環境も含めた必要なインフラ環境の整備を図ることを目的

に、学校用コンピューター整備事業を実施いたします。

　　さらに、平成21 年度に導入した小・中学校で利用するパソコンの基本ソフト「ウィ

ンドウズビスタ」につきまして、平成29 年４月11 日にサポート終了日を迎えるため、

セキュリティー上の問題から、今年度中の更新が必要となっていたものです。

　　上士幌町教育研究所におけるパソコン機種の選定及び周辺環境の整備についての協議

に基づき、提出された提言内容を踏まえ、各小・中学校へのタブレットやノートパソコ

ンの導入、ソフトウエアの導入などの整備を進めるものですが、1,000万円以上の財産

の取得については議会の議決が必要となっておりますので、今回提案させていただくも

のであります。

　　配付しております議案第 71 号、 72 号関係の資料をごらんください。

　　導入台数につきましては、上士幌小学校が、教育用自動機タブレット40 台を初めと

した記載の内訳で計74 台、萩ヶ岡小学校が計16 台、糠平小学校が計13 台を整備す

るものです。

　　上士幌中学校につきましては、教育用生徒機ノートパソコン40 台を初め、記載の内

訳で計 66 台を導入し、小・中学校合計として、タブレット 70 台、ノートパソコン
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99 台を導入するものです。

　　まだサポート期間の残っている既設のウィンドウズ７の13 台につきましては、萩ヶ

岡小学校校務用８台と上士幌小学校の校務用５台として、引き続き活用していくもので

ございます。

　　その他、関連する周辺設備、サーバー設置、アプリケーション、ソフトウエアを購入

するものです。また、各教室に、無線ＬＡＮの使用が可能となるアクセスポイントを取

りつけるなどのネットワークを整備していくものでございます。

　　内容につきましては、２件の議案のほうをごらんください。財産を次のとおり取得し

たいので、地方自治法第96 条第１項第８号の規定により、議会の議決を求めるもので

あります。

　　議案第71 号につきましては、財産の種類は備品、財産の内容は小学校用コンピュー

ター等一式であります。取得金額は3,186万円、取得の相手方は、帯広市西 15 条南

28 丁目１番地８、株式会社曽我、代表取締役、曽我彰夫であります。

　　入札執行日は11 月 24 日、参加業者は５社に通知をしておりますが、１社が辞退し

たため、４社で入札を行っております。落札率は98.1 ％、物品の納入期限は平成29

年３月 31 日の予定であります。

　　議案第72 号につきましては、財産の種類は備品、財産の内容は中学校用コンピュー

ター等一式であります。取得金額は1,566万円、取得の相手方は、帯広市西 15 条南

28 丁目１番地８、株式会社曽我、代表取締役、曽我彰夫であります。

　　入札執行日は11 月 24 日、参加業者は５社に通知をしておりますが、１社が辞退し

たため、４社で入札を行っております。落札率は96.2 ％、物品の納入期限は平成29

年３月 31 日の予定であります。

　　以上、財産の取得につきまして、２件一括してその提案理由と内容についてご説明申

し上げました。

　　ご審議いただき、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより２案を一括して質疑を

行います。質疑ありますか。

　　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　ただいま説明されました旧ウィンドウズ７というのは、ノート

パソコンは13 台残っているというんですけれども、この入れかえに伴って、その古い

ものというのは、ただなんですか。それとも、これは下取りとか何かあったんですか。

一切ないということでよろしいですか。
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○議長（杉山幸昭議長）　石王教育委員会子ども課長。

○石王良郎教育委員会子ども課長　ウィンドウズビスタについては、もうサポート期間が

来年終了するということですから、これは使えないわけではありませんけれども、非常

に危険の伴うパソコンになりますので、これについては全て廃棄処分ということで、業

者のほうで引き取ってもらうような形で考えております。

　　７につきましては、まだサポート期間が三、四年残っている状況でありますので、そ

の間については有効に活用していきたいということで、その７について、13 台あるう

ち、萩ヶ岡に先ほど説明したように８台、上士幌小学校の校務用として５台ということ

で、引き続き活用させていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　それと、この入札相手が株式会社曽我だというんですけれども、

98 ％もしくは96 ％ということを見たんですけれども、一般的なパソコンではそう高

くもないのかなと思うんですけれども、教育用というのはこういう独特のところから、

一般の業者とかそういうところではなくて、大体流れって決まっているんですか。

○議長（杉山幸昭議長）　石王教育委員会子ども課長。

○石王良郎教育委員会子ども課長　これは、パソコン本体だけでなくて、周辺設備の部分

もありますし、あと、実は上士幌小学校はタブレットなんですが、これを、例えば端末

にキーボードとか大きな21 インチぐらいのモニターをタブレットに接続して、その中

でキーボードの練習、操作であるとか、大きな画面でいろいろ授業も受けられるような、

そういうようなものをトータル的にセットでつけて、タブレット以外の活用ということ

も考えておりますので、そういう部分で金額的に通常よりは、やっぱりそれなりの備品

がつきますので、価格も高いということになろうかと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　私が言ったのはそういうことじゃなくて、一般の家電屋なんか

にもこういうのが売っていて、今の時代はそのようなことも十分できるんですし、何も

タブレットから画面をつないだり、キーボードをつければできるわけですよ。だから、

曽我とか、こういう専門のソフトだとか、そういうところだったら私はわかるんですよ。

パソコンだとかキーボードだとか、そういう画面だとかというのは、どこの家電でもで

きるし、こういう会社でないと、このものがだめだという理由は何だと、こういうぐあ

いに聞いているんですよ。

○議長（杉山幸昭議長）　石王教育委員会子ども課長。

○石王良郎教育委員会子ども課長　トータル的に、導入した後のアフターの関係もありま
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すし、セキュリティーの問題もありますし、あと、こういう学校で使うものについては、

いろんなソフトの機能を授業でいかに有効に活用できるかという、そういうようなソフ

ト面の部分も、一括して購入をするということで、後でいろんな部分のトラブルがあっ

てもすぐ対処していただけるような形で設定をしておりますので、そういう部分では業

者からまとめて入れるということは非常に有意義なことではないかと思っております。

○議長（杉山幸昭議長）　山本議員、３問終わっていますので。

○８番（山本弘一議員）　だめか。

○議長（杉山幸昭議長）　はい。よろしいですね。

　　ほか、ないようですので、これをもって２案に対する質疑を終結いたします。

　　これより議案ごとに討論、採決を行います。

　　初めに、議案第 71 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71 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 71 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 72 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72 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 72 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第７３号から議案第７８号の上程、説明、質疑、討論、採

決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第22 、議案第73 号平成28 年度上士幌町一般会計補正
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予算（第12 号）、日程第23 、議案第74 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３号）、日程第24 、議案第75 号平成28 年度上士幌町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第２号）、日程第25 、議案第76 号平成 28 年度上士幌町介

護保険特別会計補正予算（第３号）、日程第26 、議案第77 号平成28 年度上士幌町

水道事業特別会計補正予算（第３号）、日程第27 、議案第78 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３号）、６案を一括して議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　ただいま上程されました議案第73 号、議案第74 号、議案第75

号、議案第76 号、議案第77 号、議案第78 号の提案理由と内容についてご説明を申

し上げます。

　　このたびの補正予算につきましては、一般会計並びに５特別会計について補正を行う

ものでございます。

　　補正総額は７億4,890万2,000円の追加補正となります。補正後の予算規模は、一般

会計と５特別会計の総額で111億4,651万8,000円となります。

　　それでは、各会計の内容を申し上げます。

　　議案第 73 号一般会計補正予算（第 12 号）でございます。

　　１ページをごらんください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ７億6,765万円を追加し、総額を

91 億4,219万6,000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

ページから４ページの第１表のとおりでございます。

　　第２条では、５ページ第２表にありますとおり、繰越明許費といたしまして、農業体

験者宿泊施設管理運営事業 53 万5,000円、生涯学習センター改築事業７億4,649万

1,000円を翌年度に繰り越して使用するものでございます。

　　次に、第３条では、５ページ第３表にありますとおり、債務負担行為補正といたしま

して、地域おこし企業人交流プログラム事業並びに農業総合特別資金利子補給を追加す

るものでございます。

　　次に、第４条では、５ページ第４表にありますとおり、地方債補正といたしまして、

過疎対策事業の限度額を13 億3,890万円から13 億2,170万円に変更するものでござ

います。

　　歳出補正のうち、減額補正の主なものといたしましては、後期高齢者医療経費1,455

－99－



万5,000円、６次産業化ネットワーク活動交付金事業439万3,000円、上士幌東４線農

道整備事業280万6,000円、上士幌西38 号農道整備事業491万5,000円、豊栄東１線

農道整備事業189万6,000円、ぬかびら源泉郷地区景観整備事業1,393万9,000円、糠

平北区８号線道路改良舗装事業230万円、生涯学習センター改築事業759万4,000円、

町債利子償還金406万4,000円でございます。

　　また、追加補正の主なものといたしましては、一般供用事務用品及び事務機器管理経

費198万2,000円、人件費職員分308万円、人件費準職員分111万円、ふるさと納税推

進事業６億6,240万2,000円、地域おこし協力隊推進経費189万4,000円、地域おこし

企業人交流プログラム事業116万6,000円、財政調整基金積立金9,442万1,000円、臨

時福祉給付金支給事業1,627万2,000円、地域医療振興対策事業300万円、合併処理浄

化槽整備費助成経費109万円、農業法人支援促進対策事業579万4,000円、平成28 年

農業災害特別対策事業1,031万5,000円、林産業振興対策事業259万9,000円、観光施

設維持管理経費350万円、子育て住宅建設費等助成事業850万円、学校給食賄材料経費

104万5,000円、町債元金償還金116万3,000円となってございます。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略をさせていただきます。

　　次に、各特別会計の補正予算についてご説明を申し上げます。

　　議案第 74 号国民健康保険特別会計補正予算（第３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 24 万円を追加し、総額を８億

8,393万6,000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、

41 ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出における補正の内容につきましては、人件費12 万8,000円、療養給付費交付金

等返還金 11 万2,000円を追加補正をいたします。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略をさせていただきます。

　　次に、49 ページの議案第75 号後期高齢者医療特別会計補正予算（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からそれぞれ71 万9,000円を減額し、総額

を8,498万1,000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、

50 ページ第１表のとおりでございます。

　　歳出の補正内容につきましては、人件費５万6,000円を追加補正し、後期高齢者医療

広域連合納付金 77 万5,000円を減額補正をいたします。
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　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略をさせていただきます。

　　次に、57 ページの議案第76 号介護保険特別会計補正予算（第３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61 万5,000円を追加し、総額を

５億5,523万2,000円とするものでございます。

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

58 ページ第１表のとおりでございます。

　　歳出の主な補正内容につきましては、人件費 54 万6,000円、保険料還付金６万

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、説明を省略をさせていただきます。

　　次に、66 ページの議案第77 号水道事業特別会計補正予算（第３号）をごらんくだ

さい。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から167万7,000円を減額し、総額を２億

4,962万3,000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、

67 ページ第１表のとおりでございます。

　　歳出の主な補正内容につきましては、人件費６万7,000円を追加補正するとともに、

事務管理経費101 万9,000円、水道メーター更新及び新設メーター購入事業 72 万

5,000円をそれぞれ減額補正をいたします。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略をさせていただきます。

　　次に、75 ページの議案第78 号公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）をごら

んください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から1,720万7,000円を減額し、総額を２億

3,055万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、

76 ページ第１表のとおりでございます。

　　また、第２条では、77 ページの第２表にありますとおり、地方債補正といたしまし

て、下水道事業の限度額を1,020万円から640万円に、過疎対策事業の限度額を1,020

万円から640万円にそれぞれ変更するものでございます。

　　歳出の主な補正内容につきましては、人件費５万3,000円を追加補正するとともに、

下水道施設整備事業1,726万円を減額補正をいたします。

　　以上、一般会計並びに５特別会計の補正内容についてご提案を申し上げました。よろ

－101－



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73 号平成28 年度上士幌町一般会計補正予算（第12 号）から質

疑を行います。

　　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、12 ページから款ごとに一括して質疑を行います。歳出、議

会費及び総務費について質疑を行います。12 ページから16 ページまで質疑あります

か。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　 12 ページのふるさと納税推進事業費の中で、委託料につい

てはわかるんですが、そのほかの需用費、役務費について、どういう内容なのかについ

て質問いたします。

　　それと、今回、まだ12 月ですので、最終的に３月に再度補正があり得るのかどうか

質問いたします。

　　それと、次のページの多分同じ事業だと思うんだけれども、財政調整基金積立金とい

うのは、これは納税金の関係の指定寄附された、いわゆる、例えば産業とか何か、そう

いう関係の納税金をここに積むのかどうか確認いたします。それと、これは来年度の予

算に反映されるんだろうと思うので、その点も含めて質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　まず、役務費の内訳でございますけれども、まず、通信運搬費

でございます。これは、パンフレット、納付書、寄附証明書、これらに対する経費であ

ります。それと、広告料であります。広告料といたしまして、今、メーンでふるさとチ

ョイスというサイトを使っておりますけれども、それの竹チョイスプランというもので

ありますけれども、額がふえるごと、取り扱いがふえるごとによりまして、寄附額の

２％相当額を増額しなければならないということで、この金額、合計で2,403万3,000

円ということでございます。

　　それと、財調の関係でありますけれども、これはふるさと納税絡みかということでい

きますと、そのようなことでご理解いただきたいと思います。

　　それともう一つは、次年度、それが継続するかと。申しわけございません、もう一度

よろしいですか。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。
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○１０番（山本和子議員）　この財政調整基金に積んだ9,420万円というのは、来年度の

予算に、いろんな指定寄附された事業に沿って予算化されるのかと。

　　それから、もう一点は、この納税金の、今回は７億円ほどプラスされているんですが、

最終的に３月にまた納税見込みで補正があり得るのか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　申しわけございません。

　　基金は、次年度反映していくということになろうかと思います。

　　それと、３月補正があるのかということでございますけれども、最終補正は当然出て

くるかと思います。

　　今のところはそういう答弁にしておきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　次に、民生費に入ります。16 ページから18 ページまで質疑

を行います。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、衛生費に入ります。18 ページから19 ページまで質疑

を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、農林水産業費に入ります。19 ページから22 ページま

で質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、商工費に入ります。22 ページから23 ページまで質疑

を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、土木費に入ります。24 ページから26 ページまで質疑

を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、消防費に入ります。26 ページの質疑を行います。質疑

ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、教育費に入ります。27 ページから29 ページまで質疑

ありますか。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　 29 ページの学校給食費の食材賄材料経費について、104万
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円5,000円ほど補正しておりますが、その内容について質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　石王教育委員会子ども課長。

○石王良郎教育委員会子ども課長　学校給食費の賄材料経費の増でございますが、ことし

の台風等の被害等の影響に伴いまして、野菜などの食材の高騰、今後高騰していく部分、

現在高騰している部分、そこら辺を考慮した中で、３月までの食材経費ということで増

額をしているものでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　 27 年度につきましては、消費税３％分の補填も含めて、あ

とそれから、賄い材料がかなりふえたということで、多分400万円ほど補正しているん

ですが、そういう必要はないのかと。それから、消費税分については、多分、もう当初

予算分として含まれているんだろうと思うんですが、今後、百何万で済んでよかったと

いう考えもするんですが、この程度の補正で十分なのかどうか質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　石王教育委員会子ども課長。

○石王良郎教育委員会子ども課長　確かに、昨年12 月は400万円ぐらい補正をしており

ますが、最終的に決算の段階では、金額的には大きく膨らんでいなかったということが

あります。そういう状況の中で、今現在は104万円の部分で今年度は十分賄えるだろう

という判断のもとで金額を算出しておりますし、消費税３％上積みの部分は当初から見

込んでいる金額となっております。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　次に、公債費に入ります。29 ページから30 ページまで質疑

を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、給与費明細書は、31 ページから37 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、債務負担行為及び地方債に関する調書は、38 ページか

ら 39 ページまで一括して質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、事項別明細書の歳入は、８ページから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、事項別明細書の総括表、６ページから７ページまで一括
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して質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、一般会計補正予算書の１ページから５ページまで一括し

て質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、議案第73 号平成28 年度上士幌町一般会計補正予算

（第 12 号）の質疑を終わります。

　　次に、特別会計補正予算の質疑を行います。

　　特別会計の質疑は、会計ごとに歳入歳出一括して質疑を行います。

　　初めに、議案第 74 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３

号）は、 40 ページから 48 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74 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３号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 75 号平成 28 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）は、 49 ページから 56 ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、議案第75 号平成28 年度上士幌町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第２号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 76 号平成 28 年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第３号）は、

57 ページから 65 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76 号平成28 年度上士幌町介護保険特別会計

補正予算（第３号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 77 号平成 28 年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第３号）は、

66 ページから 74 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77 号平成28 年度上士幌町水道事業特別会計

補正予算（第３号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 78 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３

号）は、 75 ページから 84 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）
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○議長（杉山幸昭議長）　以上で、議案第78 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３号）の質疑を終わります。

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

する総括質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　質疑がございませんので、町理事者に対する総括質疑を終了い

たしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、町理事者に対する総括質疑を終わります。

　　以上をもって、議案第73 号から議案第78 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73 号平成28 年度上士幌町一般会計補正予算（第12 号）の討論を

行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第73 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 73 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第74 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３号）

の討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第74 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。
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　　よって、議案第 74 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 75 号平成 28 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第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75 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 75 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第76 号平成 28 年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第３号）の討

論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第76 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 76 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第77 号平成 28 年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第３号）の討

論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、議案第 77 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 77 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 78 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３

号）の討論を行います。討論ありますか。
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（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第78 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 78 号は原案のとおり可決されました。

　　ここで休憩といたします。

　　休憩中に全員協議会を開催いたしますので、理事者及び議員の皆さんは委員会室にお

集まり願います。

　　再開は予鈴をもってお知らせいたします。

（午後　５時１１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　５時１６分）

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

◎諮問第１号及び諮問第２号の上程、説明、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第28 、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について、

日程第29 、諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦について、以上２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。

　　竹中町長。

○竹中　貢町長　ただいま上程されました諮問第１号及び諮問第２号人権擁護委員候補者

の推薦について、一括してその提案理由を申し上げます。

　　人権擁護委員は、住民の基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及・高揚を推進して

いくことを使命としております。

　　現在、３名の人権擁護委員のうち、２名が平成29 年３月 31 日をもって任期満了と

なることから、次の２名を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権委員法第

６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものであります。

　　最初に、諮問第１号人権擁護委員の候補者として推薦する者、住所、河東郡上士幌町

字上士幌東２線240番地、氏名、國光義信氏、生年月日、昭和 27 年 12 月１日。

－108－



　　次に、諮問第２号人権擁護委員の候補者として推薦する者、住所、河東郡上士幌町字

上士幌東２線230番地115、氏名、佐々木幸枝氏、生年月日、昭和 28 年 12 月 13 日。

　　任期につきましては、それぞれ平成29 年４月１日から平成32 年３月 31 日までの

３年間の予定であります。

　　以上、諮問第１号及び諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦について、その提案理由

を申し上げました。

　　ご審議を賜り、ご意見を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が、本件は人事案件でありますので、

質疑及び討論については、議会運用例第105条の２の規定により、これを省略いたしま

す。

　　これより直ちに採決を行います。

　　初めに、諮問第１号を採決いたします。

　　お諮りいたします。

　　諮問第１号は原案について適任であると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、諮問第１号は原案について適任であるとすることに決定いたしました。

　　次に、諮問第２号を採決いたします。

　　お諮りいたします。

　　諮問第２号は原案について適任であると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、諮問第２号は原案について適任であるとすることに決定いたしました。

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

◎散会の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、本日の議事日程は全て終了いたしましたので、本日の

会議を終わります。

　　あすからは休会とし、本会議の再開は12 月 16 日金曜日午前10 時でありますので、

ご承知願います。

　　本日はこれにて散会といたします。

（午後　５時２０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。
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平 成 ２ ８ 年 第 ６ 回 上 士 幌 町 議 会 定 例会

議　事　日　程（第２号）
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日程第　２　会議案　第　８号　監査請求に関する決議について
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日程第　４　意見書案第１３号　ＪＲ北海道への経営支援を求める意見書の提出について

日程第　５　同　意　第　１号　教育委員会教育長の任命について

日程第　６　議　案　第７９号　上士幌町町長等の給与に関する条例の一部を改正する条

　　　　　　　　　　　　　　　例の制定について

日程第　７　議　案　第８０号　職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

　　　　　　　　　　　　　　　条例の制定について

日程第　８　議　案　第８１号　職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

　　　　　　　　　　　　　　　制定について

日程第　９　議　案　第８２号　上士幌町学童保育所条例の一部を改正する条例の制定に

　　　　　　　　　　　　　　　ついて

日程第１０　議　案　第８３号　財産の減額貸付について

日程第１１　議　案　第８４号　平成２８年度上士幌町一般会計補正予算（第１３号）

日程第１２　監報告　第　５号　例月出納検査報告について

日程第１３　閉会中の継続調査の申出について
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　──────────────────────────────────────

◎開議の宣告

○副議長（伊東久子副議長）　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。

　　議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。

（午後　１時００分）

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

◎議会運営委員会の報告

○副議長（伊東久子副議長）　議会運営副委員長より、本日の議事運営について発言を求

めます。

　　議会運営副委員長、山本和子議員。

○議会運営副委員長（山本和子議員）　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、12 月 13 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等について審議いたしました。

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

既にお手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告を申し上げます。

　　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４、意見書案第13 号の審議が終わりましたら休憩とし、休憩中に

全員協議会を開催しますので、ご承知願います。

　　２点目は、日程第７、議案第80 号から日程第８、議案第81 号につきましては、関

連がありますので２件を一括上程し、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

○副議長（伊東久子副議長）　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。

　　副町長。

○千葉与四郎副町長　教育委員会事務局職員による不祥事に関しましてご報告をさせてい

ただきます。

　　このたびの教育委員会事務局職員による不祥事につきましては、12 月６日開催の議

－113－



会定例会におきまして行政報告をさせていただいておりますけれども、本日の行政報告

につきましては、これまで行政内部で作業を進めてまいりました再発防止対策について

ご報告をさせていただくものでございます。

　　資料をご参照いただきたいと思います。

　　初めに、事件の原因でございます。

　　今回の事件につきましては、元職員の公務員倫理の欠如が最大の原因でございますが、

一方で、事件を未然に防ぐことができず、また早期に発見することができなかった組織

の状況にも大きな問題がありました。

　　具体的に申し上げますと、１点目は、管理・検査体制の不備でございます。

　　元職員が会計事務を１人で行っており、組織としての管理と点検が機能していなかっ

たことがこの不祥事を誘発させ、発覚をおくらせた大きな原因でございます。

　　また、上司への報告も日常的に行われておらず、加えて、上司から元職員への注意や

業務点検が行われていなかったところでもございます。

　　とりわけ、ずさんな事務処理に加えまして、収入支出証書の決裁において課部局長の

押印を必要としないものがあるなど、チェック機能が働かない取り扱いが見られたとこ

ろでございます。

　　２点目は、通帳、印鑑の管理体制の不備でございます。

　　通帳は元職員が管理し、印鑑は脇机に施錠の上、保管しており、職員から申し出があ

ったときに課長が鍵を職員に渡して印鑑を使用させ、使用後に返却する取り扱いとして

おりました。今回は、この間隙を縫って、印鑑の不正使用が行われたものでございます。

　　さらに、２つの預金通帳につきましては、元職員の私印が口座の届け出印となってい

るなど、管理体制に不備があったところでございます。

　　３点目は、監査体制の不備についてでございます。

　　団体等の会計事務については、総会に先立ち、会計監事により年１回の監査を受ける

こととなっておりますが、元職員は証拠書類の改ざんを行うなどして、この監査をくぐ

り抜けていました。

　　また、日常業務の中で、通帳と経理簿の照合などによる現金の出金・入金状況等の確

認が行われていなかったところでございます。

　　次に、団体等の会計事務の状況についてでございます。

　　事件発生後、職員が業務としてかかわっている団体の会計事務について、全庁的に調

査を行ったところでございます。職員が会計事務を担当している団体は、不正経理のあ

った５団体を除いて、12 の課部局にわたって44 団体ありましたが、不正経理が発覚
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した５団体以外には不正経理は確認されておりません。

　　会計事務の処理状況については、ほとんどの団体が通帳と印鑑を別々に保管し、収入

支出証書を作成の上、決裁処理を行い、経理簿を作成しておりますが、一部団体では事

務処理に不備が見られたところでございます。

　　また、監査については、年１回行われており、一部の団体では年２回実施されている

ところもございます。

　　以上のことから、形式的にはおおむね適正に会計事務の処理が行われておりましたが、

不正経理の再発を防止するためには、事務処理の手順と管理体制を見直し、厳格な運用

を図ることが不可欠でございます。

　　次に、再発防止に向けた取り組みでございます。

　　今回の不祥事は、担当者が１人で会計事務を取り扱い、組織としてのチェック機能が

働いていなかったことが事件を未然に防ぐことができなかった大きな要因となっており

ます。この状況を改善すべく、会計事務の取り扱いについて見直すとともに、改めて公

務員倫理の高揚を図り、服務規律の維持に向け、次のような再発防止策に取り組むこと

といたします。

　　初めに、事務処理方法の改善でございます。

　　１つには、職員が行っている団体等の会計事務の外部化でございます。

　　職員が行っている団体等の会計事務については、さらに外部化を推進することといた

しますが、外部化できない団体等については、チェック、指導を徹底をいたします。

　　２つ目には、事務処理手順の徹底であります。

　　会計事務の処理に当たっては、収入支出証拠書類の保管はもちろん、経理簿を作成し、

会計年度終了後は、複数職員が同席の上、団体等の会計責任者とともに会計監事の監査

を受けることといたします。

　　収入支出を行う場合にあっては、団体等の役員の決裁を必ず受けるとともに、事前に

担当課部局長の決裁を必ず受けることといたします。

　　事務局長等が決裁の専決を行う場合には、団体の規約において、その旨を明確に規定

しておくことといたします。

　　収入支出の処理が終わったときは、会計事務担当者以外の者が預金通帳及び経理簿と

照合の上、収入支出証書に確認印を押印することといたします。

　　３つ目には、現金、預金通帳、印鑑の徹底管理でございます。

　　現金の保管につきましては、原則として行わないこととし、必ず預金通帳に入金の上、

保管を行うことといたします。
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　　債権者への支払いは、原則、口座振り込みといたします。

　　預金通帳の印鑑は、団体等の公印で作成することとし、やむを得ず私印を用いる場合

は、課部局長の印を使用することといたします。

　　預金通帳及び印鑑は、会計事務担当者以外の者が管理することとし、それぞれ別の者

が施錠の上、保管することといたします。

　　会計事務担当者が預金の払い戻しをしようとするときは、印鑑管理者は預金払い戻し

請求書と決裁済みの支出表を照合、確認の上、みずから押印することといたします。

　　４つ目には、団体等会計事務マニュアルの整備でございます。

　　団体等の会計事務の手順については、誰が見てもわかるようなマニュアルを作成し、

いつでも担当職員が確認できるように整備をいたします。

　　次に、検査体制の確立でございます。

　　１点目は、定期検査の実施であります。

　　定期検査は、所属する課部局長が四半期ごとに行うことといたします。

　　検査項目につきましては、預金通帳、印鑑の保管は適正になされているか、経理簿、

収入支出証書、その他関係書類はその都度記録され、確実に整理され、保存されている

か、預金通帳の残高と支出証書等関係書類、経理簿の残高が一致しているか、以上の点

について定期的に検査いたします。

　　２点目は、不定期検査の実施であります。

　　不定期検査については、企画財政課長が検査を行う課と検査を受ける課を指定し、定

期検査と同様の項目について随時検査を行いまして、検査の結果を企画財政課長に報告

をするものでございます。

　　３点目は、特別検査の実施でございます。

　　業者や団体等からの支払いの催促や、住民などから不正をうかがわせるような情報が

あったり、通帳、印鑑、証書等、会計事務に関する書類等の紛失など、不祥事につなが

るような予兆が見られた場合には、直ちに検査を実施することといたします。

　　次に、組織の改善についてでございます。

　　初めに、職員教育とコミュニケーションについてでございます。

　　職務を遂行する上で、法令を遵守するのは当然のことであり、職員採用時の基礎的研

修を初め、職責に応じた管理監督研修などの受講を促進し、職員のコンプライアンスを

徹底をいたします。

　　また、課部局長は、管理者として所属職員に対し適正な事務処理の指導を行い、職員

としての職務規律の率先垂範はもちろんのこと、会計事務を取り扱う職員はもとより、
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全職員の法令遵守意識の高揚を図ります。

　　職場内での報告、連絡、相談の徹底及び情報の共有化による職員間の円滑なコミュニ

ケーションの向上を図ります。

　　次に、不祥事の兆候への対応でございます。

　　不祥事が発生するまでには、さまざまな兆候、多くの兆候があると言われております。

こうした小さな兆候が積み重なると、大事を招くことになりかねません。同僚、部下、

上司の行動や言動の変化に気を配り、不祥事の前に発生している小さな兆候に対応する

ことが不祥事の防止につながることとなります。

　　不祥事の兆候の一例といたしましては、挨拶をしない、欠勤、遅刻をする、身だしな

みが乱れている、頻繁に私用電話をしている、書類等が乱雑に放置されている、不機嫌

な応対、乱暴な言葉遣いをする、居眠りや無断離席をする、仕事に影響するほどの飲酒

や遊興をする、浪費による借金、滞納があるなどでございます。

　　次に、職員倫理規程の再徹底でございます。

　　職員倫理規程は、職務の執行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の

防止を図り、公務に対する町民の信頼の確保を図ることを目的として策定しているもの

でございますが、改めて職員に周知徹底し、公務員倫理の高揚を図ってまいります。

　　次に、懲戒処分の指針の再徹底でございます。

　　懲戒処分の指針については、改めて職員に周知徹底し、服務規律の維持を図ってまい

ります。

　　以上、このたびの職員による不祥事の再発防止に向けた行政内部での検討結果につい

てご報告をさせていただきました。

　　改めて、このたびの不祥事に対し、町民の皆様に心からおわびを申し上げますととも

に、職員一丸となって再発防止に取り組みますことをお約束申し上げまして、行政報告

とさせていただきます。

○副議長（伊東久子副議長）　町長。

○竹中　貢町長　年の暮れの迫ったときに、突然、衝撃的な事件が発生をしました。町民

あるいは関係者の方々に大変ご迷惑と心労をおかけをしております。改めておわびを申

し上げたいと、そのように思います。

　　今回の一連の事件、原因等については、今、副町長のほうから、これまでの調査に基

づいて説明させていただきました。そしてまた、このことに基づいて、不正防止のため

の対策を講じさせていただいたところでもございます。

　　しかし、このことによって全てが解決するということではないだろうというふうに思
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っております。常に公務員倫理、しっかりしたものを持ち合わせて、日々、組織として

の機能、そしてまた今回最も問題の一つになっていたところでありますけれども、チェ

ック機能の甘さ、こういった組織としての機能が著しく欠けていたということでありま

す。そのことによって、長期間にわたってこの事案が発覚することもできなかったとい

うことでありますので、個人の問題はともかくもちろんでありますけれども、そういっ

た組織としての機能がしっかりなされていなかったということに大きな原因があるとい

うふうに改めて反省をしているところでもございます。

　　これからも、私ども公務員として公正にして厳正な仕事をし、そしてまた町民の幸福、

福祉の向上のためにしっかりとした仕事をしていかなければならない、この責務につい

ては、さらに職員一同、心に肝に銘じて今後仕事をもってお返しをしていきたいと、こ

のように思っております。

　　改めて、今回の一連の事件について、私、町長部局、そしてまた教育部局を含めて行

政全ての課題だというふうな認識のもとにおわびをさせていただきたいなと、そのよう

に思います。大変申しわけありませんでした。

○副議長（伊東久子副議長）　次、行政報告ありますか。

　　農林課長。

○佐藤桂二農林課長　それでは、私のほうからは、鳥インフルエンザについて行政報告の

ほうをさせていただきます。

　　お手元の別紙の２のほうをごらんください。

　　既に新聞等により報道がございましたが、12 月 11 日日曜日でございますけれども、

11 時 30 分に、町内の私有地内で衰弱をしているエゾフクロウが発見をされました。

その後、町内の動物病院に収容をされましたが、同日20 時に、死亡が確認をされてお

ります。翌12 月 12 日月曜日11 時 30 分に、動物病院より十勝総合振興局環境生活

課に電話連絡がされまして、同日15 時 15 分、十勝総合振興局により回収のほうがさ

れております。16 時 40 分には、十勝総合振興局に収容のほうをいたしまして鳥イン

フルエンザの簡易検査を実施したところ、陽性反応が出たため、同日の17 時 50 分こ

ろに、上士幌町役場のほうにその旨の連絡がございました。

　　現在は、北海道大学にて最終検査がされておりまして、結果については１週間程度か

かるということで伺っておりますが、本日現在まで、まだ結果のほうは出ていないとい

うことでございます。

　　次に、２の十勝総合振興局の対応でございますけれども、陽性反応の確認された12

月 12 日月曜日20 時 30 分に、エゾフクロウが発見をされました場所の消毒を消石灰
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散布により実施をいたしております。

　　また、12 月 13 日水曜日からは、10 日間という日程になりますけれども、発見場

所から半径 10 キロの範囲で、野鳥の重点監視を実施をしているところでございます。

　　次に、３の上士幌町の対応でございます。12 月 13 日火曜日の朝になりますけれど

も、担当者会議のほうを行いまして、十勝総合振興局との連絡調整を図り、情報の収集

に努めながら対応の協議を行い、午後には、裏面のほう添付しておりますけれども、住

民周知用チラシを作成をいたしまして、13 日から14 日まで新聞各紙のほうに新聞折

り込みを行っております。

　　また、町内の学校等への対応でございますけれども、教育委員会を通じまして周知の

ほうを図っております。

　　また、官公庁等その他関係機関へは、個別の訪問により周知を行っております。

　　さらに、町内の農家さんに対しましては、上士幌町農協に協力をいただきまして、フ

ァクスによるチラシの配信をしていただき、翌14 日には、町のホームページのほうに

も内容のほうを掲載をいたしまして、町民の皆様への注意喚起について周知徹底を今日

まで図っているところでございます。

　　今後の対応につきましては、十勝総合振興局や関係機関との連携を密にいたしまして、

北大の検査結果が確定した場合には、迅速かつ正確な情報提供と注意喚起についてさら

に徹底していくよう努めてまいりたいと考えております。

　　以上、行政報告とさせていただきます。

○副議長（伊東久子副議長）　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。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　教育委員会に関する今回の不祥事に対する再発防止に向けて

の報告がありました。これに関して質問したいと思います。

　　ずっと、会計関係のいろんな処理については詳しく規定を設けましたので、それは実

施してほしいと思っているんですが、私が今回の問題で一番強調し改善してほしいなと

思いますのが、３ページの組織の改善に関する問題です。会計上どうのこうのというの

は、それは規定を設けていろいろやるのは当然で、そのことにばかりとらわれるんでは

なくて、役場庁舎内全体の職員の成長と、それから仕事の共有化、そして町民に向けた、

言葉がなかなか難しい、見つからないんですが、いい仕事をすると、そういう共有意識

を持って仕事に当たれるような組織づくりにぜひしてほしいと。

　　この文書自体は批判するものでも、別にだめだというものでもありませんが、若干ウ
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のところだけではちょっと弱いような気がして、情報を共有化してコミュニケーション

をとるだけではなくて、やっぱり仕事の内容の共有とか、時によっては総合的に検証す

るとか、そういうことも含めて全体で、町民、役場職員が臨時職員も含めて全体で仕事

をしようという、そういうときの中の一部署、それが１人ではなくて２人だったり３人

だったり、教育委員会、保健福祉課、いろんな部署でそういうことがきちんと共有され

ないといけないんではないかと、それが今回の一番の教訓なのかなと私は思っておりま

す。

　　会計上、二重三重、監査監査といっても、それはそれとして、仕事量からすると結構

きついかと思うんですが、それも含めながら、一番そこに信頼関係を持てるような組織

づくりにぜひしてほしいと。これがウの中に含まれるんであれば、それで私は結構で、

その点について質問いたします。

○副議長（伊東久子副議長）　副町長。

○千葉与四郎副町長　山本議員のご指摘、非常に重要なことだというふうに思っておりま

す。当然そういうことを含んでの内容のつもりでございましたけれども、改めてその辺

はこれから徹底してまいりたいと思っています。

　　特に、ご承知のとおり、スタッフ制をしいておりますけれども、課部局によって差が

あるんですが、いわゆるスタッフ会議を開催をして、その中でそれぞれの担当部署の仕

事の進捗状況、そういった情報共有をしっかりすることによって、お互いにまた協力関

係もできていくということもありますし、意思の疎通ができるということでありますか

ら、その辺は新たにというよりも、改めてまたこのスタッフ会議等々の定期的な開催な

り、随時そういったことを開催しながら、常にそれぞれの課、少なくとも課部局内では

情報共有がしっかりされると、コミュニケーションがとれるような関係をつくるという

ことも重要なことでありますので、その点も今後の防止策の一つの重要な部分として、

これから内部でさらにまた検討していきたいというふうに思います。よろしくお願いい

たします。

○副議長（伊東久子副議長）　ほかございませんか。

　　佐藤曻議員。

○４番（佐藤　曻議員）　今回の不祥事の再発防止に関してでありますけれども、今、副

町長が言われたような内容の点もあろうかと思いますが、私らに、その不祥事対応に対

してのこういうような内容というものについての提案は受け入れてくれるかどうかをち

ょっと確認したいと思うんですが。

○副議長（伊東久子副議長）　町長。
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○竹中　貢町長　今回、その対策として、特に金品にかかわることを軸にして防止策を講

じさせていただいておりますけれども、これをもっていろんな意味で公務員倫理がしっ

かり図られると、完璧なものというふうには思っておりません。まだまだ必要に応じて、

そういったもっといいような未然防止のための対策等があれば、それらは常に柔軟に受

け入れていく必要があるだろうというふうに思います。

　　今、特に今回のこういった案件についてということで、今やるべきこと、速やかに対

応すべきことということでの対策を講じさせていただいたということであります。その

ほかにも、さまざまな形での公務員としての倫理等についてはやるべきことがたくさん

あるんだろうというふうに思っておりますから、それらについてはさらに積み重ねてい

って、いい仕事ができる環境、そしてまた町民の側にとっても安心してもらえるような、

そういった行政の組織なり運営をしていくつもりでございます。そのためのいろんなア

イデア、知恵については、ありましたら、どうぞいろいろとご指摘なりご助言いただけ

ればなと、そう思います。

○副議長（伊東久子副議長）　ほかありませんか。

（「なし」の声）

○副議長（伊東久子副議長）　以上で、行政報告に対する質疑を終わります。

　　これをもって行政報告を終わります。

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

◎会議案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決

○副議長（伊東久子副議長）　次に、日程第２、会議案第８号監査請求に関する決議につ

いてを議題といたします。

　　会議案の朗読を省略し、直ちに、提案者である佐々木議員が欠席しておりますので、

賛成者である 10 番、山本和子議員から提案理由の説明を求めます。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　ただいま上程されました会議案第８号監査請求に関する決議

についての提案理由についてご説明を申し上げます。

　　この決議につきましては、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、佐々木議員が提案者となりましたが、佐々木議員が本日欠席しており

ますので、賛成者の私がかわって提案いたします。

　　今回の決議につきましては、地方自治法第98 条第２項の規定によりまして、今回の

教育委員会生涯学習課職員によります不祥事に関係します関係補助団体に関する経理状

況と事件に関係する調査内容等について、監査委員に監査をお願いするものであります。
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　　議員全員の賛同をいただきましてご可決くださいますようお願い申し上げ、提案説明

とさせていただきます。

○副議長（伊東久子副議長）　提案説明が終わりましたので、これより会議案第８号に対

する質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○副議長（伊東久子副議長）　これをもって会議案第８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）

○副議長（伊東久子副議長）　討論がありませんので、会議案第８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）

○副議長（伊東久子副議長）　異議なしと認めます。

　　よって、会議案第８号は原案のとおり可決されました。

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

◎意見書案第１２号の上程、説明、質疑、討論、採決

○副議長（伊東久子副議長）　日程第３、意見書案第12 号地方議会議員の厚生年金制度

への加入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、提案者である佐々木議員が欠席しておりますので、

かわって賛成者である 10 番、山本議員から提案理由の説明を求めます。

　　 10 番、山本議員。

○１０番（山本和子議員）　ただいま上程されました意見書案第12 号地方議会議員の厚

生年金制度への加入を求める意見書の提出についての提案理由についてご説明を申し上

げます。

　　この意見書につきましては、北海道町村議長会から要請があり、さきの議会運営委員

会におきまして、議会運営委員全員の賛同を得まして、佐々木議員が提案者となりまし

たが、佐々木議員が本日欠席しておりますので、賛成者の私がかわって提案いたします。

　　現在、全国の町村議会が抱えている問題の一つとして、地方議会の重要性が論じられ

ている中、町村議会では議員のなり手不足が深刻化しています。昨年行われた統一地方

選挙においては、全国928町村のうち、およそ４割に当たる373町村において議員選挙

が行われ、うち２割以上に当たる89 町村では無投票当選となり、中でも４町村は定員
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割れという状況でした。

　　ご承知のとおり、議員を退職した後の生活の保障は基礎年金しかありません。今後の

議会を担う若い世代の方に立候補を期待しても、サラリーマンの方は加入していた厚生

年金も議員の在職期間が通算されず、老後に受ける年金も低くなってしまいます。住民

の代表として議会がこれまで以上にまちづくりにしっかりとかかわっていくためには、

幅広い世代の方々が議員をやろうと思うような環境づくりを行っていかなくてはならな

いと思います。そのためには、地方議会議員の年金制度を時代にふさわしいものにする

ことで、議員を志す新たな人材確保につながっていくと考えております。

　　よって、地方議会議員の厚生年金制度加入のための法整備を早急に実現するよう強く

要望するものであります。

　　以下、読み上げて提案説明といたします。

　　地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書（案）。

　　地方分権時代を迎えた今日、地方公共団体の自由度が拡大し、自主性及び自立性の高

まりが求められる中、住民の代表機関である地方議会の果たすべき役割と責任が格段に

重くなっている。

　　また、地方議会議員の活動も幅広い分野に及ぶとともに、より積極的な活動が求めら

れている。

　　しかしながら、昨年実施された統一地方選挙において、町村では議員への立候補者が

減少し、無投票当選が増加するなど、住民の関心の低下や地方議会議員のなり手不足が

大きな問題となっている。

　　こうした中、地方議会議員の年金制度を時代に相応しいものにすることが、議員を志

す新たな人材確保につながっていくと考える。

　　よって、国民の幅広い政治参加や地方議会における人材確保の観点から、地方議会議

員の厚生年金制度加入のための法整備を早急に実現するよう強く要望する。

　　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くださいますよう、関係者に

送付していただきますようにお願いを申し上げます。

　　以上をもって、意見書案第 12 号の提案理由の説明を終わります。

○副議長（伊東久子副議長）　提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行い

ます。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○副議長（伊東久子副議長）　これをもって意見書案第12 号に対する質疑を終結いたし
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ます。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○副議長（伊東久子副議長）　討論がありませんので、これより意見書案第12 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）

○副議長（伊東久子副議長）　異議なしと認めます。

　　よって、意見書案第 12 号は原案のとおり可決されました。

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

◎意見書案第１３号の上程、説明、質疑、討論、採決

○副議長（伊東久子副議長）　日程第４、意見書案第13 号ＪＲ北海道への経営支援を求

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、提案者である佐々木議員が欠席しておりますので、

かわって賛成者である 10 番、山本議員から提案理由の説明を求めます。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　ただいま上程されました意見書案第13 号ＪＲ北海道への経

営支援を求める意見書の提出について、その提案理由についてご説明を申し上げます。

　　この意見書につきましては、北海道町村議長会から要請があり、さきの議会運営委員

会におきまして、議会運営委員全員の賛同を得まして、佐々木議員が提案者となりまし

たが、佐々木議員が本日欠席しておりますので、賛成者の私がかわって提案いたします。

　　 11 月 18 日、ＪＲ北海道は、現在の経営路線のおよそ半分となる10 路線 13 線区

を単独では維持困難であると発表いたしました。この路線のいずれかが廃止となれば、

その地域の過疎化が促進され、地域の経済や住民の暮らしを破壊することになります。

　　若干、ＪＲの状況を説明いたしますと、ＪＲは1987 年に設立されまして、当時莫大

な赤字を前提として、経営安定資金6,822億円の利息収入運用益で赤字補填をすると設

立されました。しかし、この運用益は、当初は498億円ありましたが、６年目からは減

り始め、14 年目には300億円、2011 年には230億円前後まで落ち込みました。今年

度、 28 年度以降につきましては、運用益は270億円程度になるんではないかと想定さ

れております。営業損失や営業費用等を含めても、180億円の経常損失がこれから出る

んではないかと想像されております。

　　よって、日常生活に重要な移動手段である鉄道において公共交通機関としての役割が
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発揮できるよう、ＪＲ北海道に経営自立のための財政支援等を図るよう強く要望するも

のであります。

　　以下、読み上げて提案説明といたします。

　　ＪＲ北海道への経営支援を求める意見書（案）。

　　 11 月 18 日、ＪＲ北海道は、現在の営業路線のおよそ半分となる10 路線 13 線区

を単独では維持が困難であると発表した。

　　この路線のいずれかが廃止となれば、その地域の過疎化が促進され、地域の経済や住

民のくらしを破壊することになる。公共交通機関としての役割を放棄するものであると

いわざるをえない。

　　ＪＲ北海道は発足当初から、国の経営安定化基金により経営を維持しており、積雪寒

冷地という気象条件もかさなり、設備の維持管理には多額の費用が必要である。

　　よって国においては、地域住民の日常生活に重要な移動手段である鉄道を北海道にお

いて公共交通機関としての役割を発揮できるように、ＪＲ北海道の経営が自立できるよ

う財政支援等を図るよう強く要望する。

　　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、この意見書案をご可決いただきまして、関係者に送付

していただきますようよろしくお願い申し上げます。

　　以上をもって、意見書案第 13 号の提案理由の説明を終わります。

○副議長（伊東久子副議長）　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）

○副議長（伊東久子副議長）　これをもって意見書案第13 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）

○副議長（伊東久子副議長）　討論がありませんので、これより意見書案第13 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）

○副議長（伊東久子副議長）　異議なしと認めます。

　　よって、意見書案第 13 号は原案のとおり可決されました。

　　ここで休憩といたします。
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　　休憩中に全員協議会を開催いたしますので、理事者及び議員の皆さんは委員会室にお

集まり願います。

　　なお、再開は５分前の予鈴をもってお知らせをいたします。

（午後　１時４０分）

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

○副議長（伊東久子副議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　２時０６分）

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

◎同意第１号の上程、説明、採決

○副議長（伊東久子副議長）　日程第５、同意第１号教育委員会教育長の任命についてを

議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに町長から提案理由の説明を求めます。

　　町長。

○竹中　貢町長　ただいま上程されました同意第１号教育委員会教育長の任命について提

案理由と内容をご説明申し上げます。

　　教育委員会教育長である馬場久男氏が平成28 年 12 月 17 日をもって任期満了とな

るため、引き続き同氏を後任教育長として任命することとしたいので、議会の同意を求

めるものであります。

　　住所、河東郡上士幌町字上士幌東３線225番地。氏名、馬場久男。生年月日、昭和

29 年５月 16 日であります。

　　以上、同意第１号教育委員会教育長の任命について提案理由のご説明を申し上げまし

た。ご審議の上、ご同意くださいますようよろしくお願い申し上げます。

○副議長（伊東久子副議長）　提案説明が終わりましたが、本件は人事案件でありますの

で、質疑及び討論については議会運用例第105条の２の規定により、これを省略いたし

ます。

　　これより直ちに同意第１号を採決いたします。

　　お諮りいたします。

　　本件は原案に同意することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声）

○副議長（伊東久子副議長）　異議なしと認めます。

　　よって、同意第１号は原案に同意することに決定いたしました。

　　ここで暫時休憩をいたします。
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（午後　２時０８分）

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

○副議長（伊東久子副議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　２時０９分）

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

◎議案第７９号の上程、説明、質疑、討論、採決

○副議長（伊東久子副議長）　日程第６、議案第79 号上士幌町町長等の給与に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　町長。

○竹中　貢町長　ただいま上程されました議案第79 号上士幌町町長等の給与に関する条

例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　町例規集は、第５編給与、第１章報酬・費用弁償をご参照願います。

　　教育委員会事務局の元職員による不正経理事件に関しましては、行政に対する町民各

位の信頼を著しく失墜させる事態となりました。職員の管理監督の責任を痛感するもの

であります。行政を預かる者として、その責任を明らかにすることと、今後このような

事態を生じさせない決意が必要と判断し、町長、副町長、教育長の給料減額の提案をさ

せていただくものであります。

　　条例改正の内容でありますが、私につきましては、最高責任者としての責任を鑑み、

平成 29 年１月から２月の給料を30 ％減額、副町長につきましては、平成29 年１月

の給料を20 ％減額、教育長につきましては、教育委員会部局の最高責任者としての責

任を鑑み、平成 29 年１月から２月の給料を 30 ％減額するものであります。

　　なお、関係職員の処分につきましては、元職員の平成22 年度からの上司４名につい

て、１名を減給10 ％２カ月、３名を減給10 ％１カ月とする懲戒処分を12 月 13 日

付で行ったところであります。

　　以上、上士幌町町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説

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。

　　改めて、このたびの不正経理事件に関しましてはおわびを申し上げたいと思います。

大変申しわけありませんでした。

○副議長（伊東久子副議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第79 号につ

いて質疑を行います。質疑ありますか。
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（「なし」の声）

○副議長（伊東久子副議長）　これをもって議案第 79 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。討論ございますか。

（「なし」の声）

○副議長（伊東久子副議長）　討論がありませんので、これより議案第79 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）

○副議長（伊東久子副議長）　異議なしと認めます。

　　よって、議案第 79 号は原案のとおり可決いたしました。

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

◎議案第８０号及び議案第８１号の上程、説明、質疑、討論、採

決

○副議長（伊東久子副議長）　日程第７、議案第80 号職員の勤務時間、休暇等に関する

条例の一部を改正する条例の制定について、日程第８、議案第81 号職員の育児休業等

に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上２案を一括して議題といたし

ます。

　　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80 号職員の勤務時間、休暇等に関

する条例の一部を改正する条例及び議案第81 号職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について、以上２件を一括して、その提案理由と内容をご説明申

し上げます。

　　地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を

行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律が平成29 年１月１日に施行され

ることに伴い、関係条例を整備するものであります。

　　あわせて、育児、介護を行う職員の早出遅出勤務について、国家公務員に準じて規定

を整備するものであります。

　　初めに、議案第80 号職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に

ついてご説明いたします。

　　例規集は、第４編人事、第４章服務をご参照願います。
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　　具体的な改正内容についてご説明いたします。

　　議案第80 号関係、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、新

旧対照表をご参照願います。下線部分が改正部分であります。

　　第８条の２は、育児、介護を行う職員の早出遅出勤務についての規定を新たに設ける

ものであります。

　　第１項として、小学校就学始期に達するまで及び小学校等に就学している子、特別養

子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等のある職員が、その子

等を養育するために請求があった場合は、公務の運営に支障がある場合を除き、早出遅

出勤務を認める規定であります。

　　第２項は、要介護者を介護する職員について、第１項の規定を準用し、早出遅出勤務

を認めるものであります。

　　第３項として、早出遅出勤務に関し必要な事項は規則で定めるものであります。

　　第８条の３は、介護を行う職員について、育児を行う職員に準じて、請求により時間

外勤務を免除できるように改正するものであります。

　　第 10 条は、引用規定の条番号変更に伴い、条文の整理を行うものであります。

　　第 11 条は、休暇の種類に介護時間を追加するものであります。

　　第15 条は、介護休暇について、職員の申し出に基づき、最大３回までに区分した六

月の範囲内で取得することができるようにするものであります。

　　第15 条の２は、介護時間に関する規定を新たに設けるものであります。職員が要介

護者を介護するために、連続する３年の期間内において、１日２時間以内で勤務しない

ことができるとするものであります。

　　なお、介護時間は無給とします。

　　第 17 条は、休暇の承認の手続に介護時間を加えるものであります。

　　なお、附則第１項として、この条例は平成29 年１月１日から施行するものでありま

す。

　　附則第２項は、改正前の条例により介護休暇の承認を受け６カ月を経過していない場

合の指定期間に関する経過措置であります。

　　附則第３項は、里親に関する児童福祉法改正の施行日が平成29 年４月１日であるた

めの経過措置であります。

　　次に、議案第81 号職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてご

説明いたします。

　　例規集は、第４編人事、第４章服務をご参照願います。
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　　具体的な改正内容についてご説明いたします。

　　議案第81 号関係、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、新旧対照

表をご参照願います。下線部分が改正部分であります。

　　第２条の２は、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正により、育児休業等の対

象が拡大され、特別養子縁組の監護期間中の児童、養子縁組里親に委託されている児童

及びこれらに準ずる者として条例で定める者が追加されたことから、条例で定める者と

して、児童の親等の意に反するため養子になることができなかった養育里親に委託され

ている児童を新たに定めるものであります。

　　第３条は、再度の育児休業ができる特別の事情についての規定ですが、育児休業等の

対象が拡大されたことに伴い、規定を整備するものであります。

　　第10 条は、育児短時間勤務の終了後１年を経過せずに育児短時間勤務ができる特別

の事情についての規定ですが、育児休業等の対象が拡大されたことに伴い、規定を整備

するものであります。

　　第19 条は、部分休業についての規定ですが、介護時間の承認を受けている職員につ

いては部分休業の時間から介護時間を除くとするものです。

　　附則といたしまして、この条例は平成 29 年１月１日から施行するものであります。

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

ただきますようよろしくお願い申し上げます。

○副議長（伊東久子副議長）　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）

○副議長（伊東久子副議長）　これをもって２案に対する質疑を終結いたします。

　　これより議案ごとに討論、採決を行います。

　　初めに、議案第 80 号に対する討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○副議長（伊東久子副議長）　討論がありませんので、これより議案第80 号の採決を行

います。

　　お諮りをいたします。

　　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）

○副議長（伊東久子副議長）　異議なしと認めます。

　　よって、議案第 80 号は原案のとおり可決されました。
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　　次に、議案第 81 号に対する討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○副議長（伊東久子副議長）　討論がありませんので、これより議案第81 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）

○副議長（伊東久子副議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 81 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第８２号の上程、説明、質疑、討論、採決

○副議長（伊東久子副議長）　日程第９、議案第82 号上士幌町学童保育所条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題とします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　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議案第82 号上士幌町学童

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

説明申し上げます。

　　上士幌町例規類集は、第７編民生、第１章社会福祉をご参照願います。

　　初めに、提案理由でありますが、本条例につきましては、児童福祉法第６条の３第２

項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、上士幌町学童保育所の管理運営に関

し必要な事項を定めているものでありますが、今回、子育て世帯の経済的な負担軽減を

図るため、費用の納付及び減免に関する規定について改正するものであります。

　　次に、改正の内容についてですが、議案第82 号関係、上士幌町学童保育所条例の一

部を改正する条例、新旧対照表をごらん願います。下線部分が改正部分でございます。

　　第１条については、児童福祉法の改正により条項にずれが生じておりましたので、現

在の児童福祉法の該当条例に改めるものでございます。

　　次に、費用の納付に関して、多子世帯の子育て費用の負担軽減を図るため、第５条第

１項について、現行の前条により入所した児童の保護者は該当児童１人につき月額

4,000円の費用を納付しなければならないの後に、ただし、同一世帯から２人以上の児

童が入所している場合は、２番目の児童は2,000円とし、３番目以降の児童は無料とす

るを新たに加えるものでございます。
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　　次に、費用の減免に関して、減免の規定を明確にするために、第６条第１項中の特別

な事由があると認めるときを、入所児童の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合

に改め、第１号として、生活保護法、昭和25 年法律第144号による被保護世帯を減免、

第２号として、上士幌町就学援助認定要領に基づく就学援助認定世帯を減免、第３号と

して、災害、病気、その他の理由により保護者の収入が著しく減少し、費用の一部また

は全部を納入することが困難であると町長が認めた世帯を減額もしくは減免とするもの

であります。

　　なお……。申しわけありません。訂正して、ご説明申し上げます。

　　途中、第１号として、生活保護法による被保護世帯を免除、第２号として、上士幌町

就学援助認定要領に基づく就学援助認定世帯を免除、第３号として、災害、病気、その

他の理由により保護者の収入が著しく減少し、費用の一部または全部を納入することが

困難であると町長が認めた世帯を減額もしくは免除とするものでございます。

　　なお、附則といたしまして、この条例は平成29 年４月１日から施行するものであり

ます。

　　以上、上士幌町学童保育所条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由

と内容についてご説明申し上げました。ご審議いただき、ご可決くださいますようよろ

しくお願い申し上げます。

○副議長（伊東久子副議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第82 号につ

いて質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○副議長（伊東久子副議長）　これをもって議案第 82 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）

○副議長（伊東久子副議長）　討論がありませんので、これより議案第82 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）

○副議長（伊東久子副議長）　異議なしと認めます。

　　よって、議案第 82 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第８３号の上程、説明、質疑、討論、採決
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○副議長（伊東久子副議長）　日程第10 、議案第83 号財産の減額貸付についてを議題

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83 号財産の減額貸付について、そ

の提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　旧北居辺小学校の土地及び建物について、貸付料を減額し貸し付けすることとしたい

ことから、地方自治法第96 条第１項第６号の規定に基づき、議会の議決を求めるもの

であります。

　　１の貸し付けをする町有財産ですが、土地につきましては、学校用地、総面積１万

9,032.53 平方メートルのうち 8,399.91 平方メートルとなっています。

　　別紙で配付しております議案第 83 号関係資料をご参照願います。

　　赤色の線で囲っている箇所が貸付対象の土地であります。

　　建物につきましては、校舎、体育館、物置及び教職員住宅７棟となっております。

　　詳細につきましては、議案の一覧表のとおりであります。

　　２の貸し付けの相手方ですが、上士幌町字居辺東９線235番地２、十勝製菓株式会社、

代表取締役、濵口清氏であります。

　　３の貸付料を減額する理由でありますが、学校跡地及び建物を貸し付けすることによ

り新たな事業展開が可能となり、雇用の創出等の地域振興につながるとともに、施設の

有効活用が期待されることから、貸付料を減額するものであります。

　　４の貸付期間は、平成 29 年１月１日から平成 33 年 12 月 31 日までであります。

　　５の減額後の貸付料の額は、年額120万円であります。

　　なお、町の財産貸付料の算定基準に基づき算定される貸付料につきましては、土地、

建物合計金額で1,415万6,463円と算定されております。

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

ただきますようよろしくお願い申し上げます。

○副議長（伊東久子副議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第83 号につ

いて質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○副議長（伊東久子副議長）　これをもって議案第 83 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）
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○副議長（伊東久子副議長）　討論がありませんので、これより議案第83 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ございませんか。

（「異議なし」の声）

○副議長（伊東久子副議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 83 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第８４号の上程、説明、質疑、討論、採決

○副議長（伊東久子副議長）　日程第11 、議案第84 号平成 28 年度上士幌町一般会計

補正予算（第 13 号）を議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　ただいま上程されました議案第84 号平成28 年度一般会計補正予

算（第 13 号）の内容を申し上げます。

　　補正総額は4,483万8,000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111億3,947万2,000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4,483万8,000円を追加し、総額

を 91 億8,703万4,000円とするものでございます。

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

ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出の補正内容といたしましては、町有財産管理経費27 万5,000円、健康増進セン

ター管理運営事業 41 万円、バイオマス施設整備事業2,600万円、車両運行管理経費

248万4,000円、鷹の巣橋撤去事業1,224万8,000円、町営住宅補修事業383万1,000

円を追加補正をするものでございます。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略をさせていただきます。

　　以上、一般会計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。

○副議長（伊東久子副議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第84 号につ

いて質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）
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○副議長（伊東久子副議長）　これをもって議案第 84 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）

○副議長（伊東久子副議長）　討論がありませんので、これより議案第84 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）

○副議長（伊東久子副議長）　異議なしと認めます。

　　よって、議案第 84 号は原案のとおり可決されました。

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

◎監報告第５号の上程、報告

○副議長（伊東久子副議長）　日程第12 、監報告第５号例月出納検査報告についてを議

題といたします。

　　報告書の朗読を省略し、直ちに代表監査委員より報告の説明を求めます。

　　新田勝幸代表監査委員。

○新田勝幸代表監査委員　監報告第５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８月分、９月分、10 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５号の監査結果報告といたします。

○副議長（伊東久子副議長）　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お願いいたします。

　　以上で、監報告第５号を報告済みとし、監査委員からの報告を終わります。

　──────────────────────────────────────
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◎閉会中の継続調査の申出について

○副議長（伊東久子副議長）　日程第13 、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により、閉会中の継続調査はこれを承認することにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声）

○副議長（伊東久子副議長）　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

決定をいたしました。

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

◎教育長就任挨拶

○副議長（伊東久子副議長）　ここで、先ほど再任されました12 月 18 日付をもって就

任されることになりました馬場久男教育長から就任の挨拶の申し出がございますので、

発言を許します。

　　教育長、馬場久男君。

○馬場久男教育委員会教育長　先ほど、教育長の任命にご同意をいただきました馬場久男

でございます。

　　このようにご挨拶の場を設けていただきまして、まことにありがとうございます。

　　この４年間、教育長としてさまざまな課題に取り組んでまいりました。まなびの森生

涯学習推進事業のスタートから始まり、ひがし大雪自然館のオープン、生涯学習センタ

ー改築事業、子ども教育ビジョンの策定、かみしほろ学園構想と子どもの読書推進計画

の策定など、そして今年度はコミュニティ・スクールの導入とかみしほろ学園のスター

ト、また北居辺小学校と北門小学校の閉校に当たりましては、保護者、地域の皆様に苦

渋の選択をしていただきました。

　　私としては、この４年間、全力で取り組んできたつもりでありますけれども、これも

ひとえに町議会議員の皆様、教育関係者の皆様、町民の皆様のご支援、ご協力があれば

こそと心から感謝し、お礼を申し上げます。ありがとうございました。

　　さて、引き続き教育行政に直接携わることになりましたが、子育て、学校教育、社会

教育、生涯学習、いずれも多くの課題があるものと認識しております。子供たちの未来
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は予測できません。どの子も自立して活躍し、どんな社会でも適応できるようにたくま

しく育ち、上士幌町の未来を担う人になってほしいと思っております。そして、誰もが

生きがいを感じ、幸せな生活を送られるように、町民が学び合い、高め合っていく教育

行政を進めてまいりたいと考えております。

　　また、教育委員会制度の改革によりまして、教育委員長と教育長が一本化され、今期

から新教育長制度に移行しますので、今まで以上に、その使命と職責は重要になるもの

と認識しております。教育行政にかかわる機関、団体、関係者の皆様と連携、協働しな

がら課題の解決を図り、子育て、教育の充実した町を目指して取り組んでまいります。

　　もとより微力ではありますが、精いっぱい頑張る所存でございますので、町議会議員

の皆様並びに町民の皆様のご指導、ご支援、ご協力を心からお願い申し上げまして、教

育長就任に当たってのご挨拶とさせていただきます。

　　よろしくお願いいたします。（拍手）

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

◎閉会の宣告

○副議長（伊東久子副議長）　以上をもって、本定例会の会議に付されました案件の審議

は全て終了いたしました。

　　お諮りいたします。

　　平成28 年第６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）

○副議長（伊東久子副議長）　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12 月６日から11 日間の会期にわたり、本会議及び委員会の議事運営に

特段のご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。

　　以上をもって、平成 28 年第６回上士幌町議会定例会を閉会いたします。

（午後　２時４１分）
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上記、会議録の経過は、その内容が相違ないことを証するため、ここに署名する。

　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　副　　議　　長

　　　　　　　署　名　議　員

　　　　　　　署　名　議　員
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