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平 成 ２ ９ 年 第 １ 回 上 士 幌 町 議 会 定 例会

議　事　日　程（第１号）

平成２９年２月１４日（火曜日）

日程第　１　会議録署名議員の指名
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日程第　８　議　案　第　２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３号）

日程第　９　議　案　第　３号　平成２８年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第４

　　　　　　　　　　　　　　　号）

日程第１０　議　案　第　４号　平成２８年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第４

　　　　　　　　　　　　　　　号）

日程第１１　議　案　第　５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４号）
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日程第１４　議　案　第　８号　上士幌町介護保険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　９号　上士幌町中小企業融資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１０号　上士幌町単身者住宅管理条例の一部を改正する条例の制

　　　　　　　　　　　　　　　定について

日程第１７　議　案　第１１号　上士幌町屋内ゲートボール場条例の一部を改正する条例

　　　　　　　　　　　　　　　の制定について
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日程第１８　議　案　第１２号　平成２８年発生農業用施設災害復旧事業の応急工事計画

　　　　　　　　　　　　　　　について

日程第１９　議　案　第１３号　町道の変更について

日程第２０　議　案　第１４号　平成２９年度上士幌町一般会計予算

日程第２１　議　案　第１５号　平成２９年度上士幌町国民健康保険特別会計予算

日程第２２　議　案　第１６号　平成２９年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算

日程第２３　議　案　第１７号　平成２９年度上士幌町介護保険特別会計予算

日程第２４　議　案　第１８号　平成２９年度上士幌町水道事業特別会計予算

日程第２５　議　案　第１９号　平成２９年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算

日程第２６　監報告　第　１号　議会の要求に基づく監査の報告について
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　──────────────────────────────────────

◎開会の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　ただいまの出席議員数は11 人です。定足数に達していますの

で、平成 29 年第１回上士幌町議会定例会を開会いたします。

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

ております。

（午前１０時００分）

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

◎開議の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　これより本日の会議を開きます。

　　本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

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

◎議会運営委員会の報告

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

　　議会運営委員長、佐々木守議員。

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

　　議会運営委員会は、２月９日委員会室において、議会運営委員の過半数の出席をいた

だき、説明員に副町長の出席を求めて委員会を開催し、本日の議事運営及び議案の審議

方法などについて審議いたしました。

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

お手元に配付のとおり決定をいたしましたので、ご報告を申し上げます。

　　この際、議会運営委員会にお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７、議案第１号から日程第11 、議案第５号までの平成28 年度各

会計補正予算の審議は一括提案を受け、審議は、一般会計については款ごとに、４特別

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

　　２点目は、日程第20 、議案第14 号から日程第25 、議案第19 号までの平成29

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

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

にとどめるようご協力をお願いいたします。

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

て協議しておりますので、議長の指名により委員長及び副委員長を選任いたしますので
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ご承知願います。

　　以上をもって議会運営委員会の議事運営報告を終わります。

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

◎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。

　　今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、６

番、中島卓蔵議員、７番、早坂清光議員を指名いたします。

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

◎会期の決定について

○議長（杉山幸昭議長）　日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

　　お諮りいたします。

　　今期定例会の会期は、本日から３月３日までの18 日間といたしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、会期は本日から３月３日までの 18 日間と決定いたしました。

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

知願います。

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

◎諸般の報告

○議長（杉山幸昭議長）　日程第３、諸般の報告を行います。

　　お手元に、平成28 年 12 月１日から平成29 年１月31 日までの間の議会の諸会議

等について報告書を配付しております。内容等の朗読は省略いたします。

　　以上が諸般の報告であります。

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

略いたします。

　　これをもって諸般の報告を終わります。

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

◎議員道外研修報告について

○議長（杉山幸昭議長）　日程第４、議員道外研修報告についてを議題といたします。

　　平成28 年 10 月 25 日から28 日まで実施されました議員道外研修について、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。
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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）　平成28 年 10 月 25 日から 28 日までの４日間

にわたり行いました議員道外研修の報告を行います。

　　詳細については報告書としてお手元に配付をしておりますので、概要についてご報告

を申し上げます。

　　今回の研修は、町の人口ビジョン及び総合戦略の重要な施策の一つであります道の駅

建設と、基本目標プラスワンとして掲げられた上士幌町創生包括プロジェクト、上士幌

版ＣＣＲＣ生涯活躍のまちの取り組みの参考とすべく行ったものであります。

　　 25 日に訪問しました道の駅うつのみやろまんちっく村は、栃木県宇都宮市の北西部、

国道293号線沿いに位置し、高速道路や他の一般国道からのアクセスが良好であり、周

辺は観光施設や田園風景が広がり、米やリンゴなどの生産が盛んな恵まれた地域にある

道の駅でありました。

　　施設面積46 ヘクタール、年間利用者数150万人と、本町の参考となる規模ではあり

ませんが、人を呼び寄せるための施策、コンセプトなどは大いに参考になり、本町の目

指すべき方向・課題も見えてきたところであります。

　　 26 日は、子供から高齢者までさまざまな価値観を持つ人たちが、世代や立場を超え、

お互いの生活を尊重しながらともに支え合う仕組みのあるまちづくりをコンセプトに、

ゆいま～るシリーズを全国展開し、本町の生涯活躍のまち上士幌創生包括プロジェクト

業務の委託契約先でもあります株式会社コミュニティネットが運営をしているゆいま～

る那須を訪問いたしました。ゆいま～る那須のある那須町は栃木県の最北端に位置し、

首都東京からは約170キロにあり、山麓地帯は夏の避暑地・別荘地として有名です。ゆ

いま～る那須は５棟70 戸のサービスつき高齢者住宅であり、１人で暮らす気軽さと、

自由、ともに暮らす楽しさのある場所、豊かな自然環境に恵まれた環境共生型の暮らし

を目指した施設であります。

　　施設開設までに現地見学会、施設づくりや生活設計などに向けた検討会、フォーラム

の開催など入居に向けた参加型の周到な事前作業を行っており、事業実施に当たっての

周到な準備、丁寧な説明など積み重ねの重要性を改めて感じました。

　　 27 日は、千葉県千葉市にありますスマートコミュニティ稲毛を訪問いたしました。

スマートコミュニティ稲毛は、株式会社スマートコミュニティが建設・運営している日

本初のＣＣＲＣと言われており、分譲マンションとコミュニティ施設を併設した施設と

なっています。入居者数は700人を数え、クラブハウスは３階建てのイトーヨーカドー

跡を改修したもので、レストランやカラオケ施設、ゴルフの練習コーナーのほか数々の
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施設が充実しており、80 種類以上の各種文化・スポーツ教室、自主サークルが開催さ

れていました。趣味や活動を通じた交流があり、入居者の方が充実した生活を送ってい

ると感じたところです。

　　今、全国各地で地方創生のための都市の元気な高齢者が移り住む町、日本版ＣＣＲＣ

の整備計画が進められています。

　　そのような中で上士幌の目指すべき姿、まちづくりはどこにあるのか。町民の皆様と

理解を深めながら、ともにつくり上げていかなければならないと改めて感じたところで

あります。

　　最後に、この研修視察を参考に、道の駅建設は産業経済建設常任委員会において、上

士幌版ＣＣＲＣ生涯活躍のまちの取り組みについては、総務文教厚生常任委員会におい

て十分協議をいただき、町民にとってよりよい結果を得られるようにお願いを申し上げ

て、議員道外研修報告とさせていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　委員長の報告が終わりましたが、研修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。

　　議会運営委員会の報告、議員道外研修については、委員長の報告をもって報告済みと

いたします。

　　ここで暫時休憩いたします。

（午前１０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。

（午前１０時１１分）

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

◎一般質問

○議長（杉山幸昭議長）　日程第５、一般質問を行います。

　　一般質問は１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。

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

◇　山　本　和　子　議員

○議長（杉山幸昭議長）　それでは、順次発言を許します。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　私は大きく２点にわたり一般質問を行います。
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　　１点目、ふるさと納税について。

　　ふるさと納税は、ふるさとを応援し貢献するとのふれ込みで平成20 年に導入されま

したが、総務省は、自分の生まれ育ったふるさとだけでなく、お世話になった自治体や

応援したい自治体も対象になるとしています。このことにより、今、全国で特典の返礼

品も含め、いかに納税金を集めるか加熱しているのではないか、ふるさと納税への評価

は賛否分かれているように思います。

　　上士幌町は、平成23 年度より感謝特典制度を導入し、担当職員の努力もあり、年々

納税額がふえ、平成28 年度は20 億円を超える予定です。また、平成26 年から指定

寄附以外はふるさと納税・子育て少子化対策夢基金に積み、少子化対策の施策に活用し

成果も出ています。

　　しかし、町民の中には、自分たちに恩恵があるのだろうかとの声もあり、また、上士

幌としては、納税金が入り一定潤っていますがこのまま突き進んでいいのかとの疑問も

残ります。本来なら、日本全国どこに住んでも十分なサービスが受けられる。そのため

には、地方交付税や国の施策の充実が求められているところです。以下、質問いたしま

す。

　　１、ふるさと納税制度に対する考えは。

　　また、過度な競争にならないようにするべきと思うが、その考えについて質問いたし

ます。

　　２点目、納税金の活用について。

　　平成27 年度までの夢基金で、今後10 年間の主な施策の財源は確保できていると思

いますが、夢基金を見直し、高齢者福祉等にも活用できるようにするべきです。

　　３、本来なら一般財源で扱うべき教育予算も夢基金で予算化しており、予算全体に余

裕ができていると思うが、その分を福祉施策の充実に活用するべきである。

　　大きな２点目、質問いたします。

　　かみしほろ学園構想について。

　　私たちは、上士幌町の全ての子供たちが大事にされ、豊かにたくましく育ってほしい

と願っています。平成26 年に上士幌町子ども教育ビジョンが策定され、その中で、目

指す子供像として５つ示されています。

　　１、確かな学力と応用力を身につけ夢に向かって人生を歩むことができる子。

　　２、郷土の歴史を学び、伝統・文化を大切にし郷土を誇れる子。

　　３、厳しい環境に負けないたくましい心と体を持つ子。

　　４、豊かな発想力を持ち自分の考えが表現できる子。
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　　５、お互いの個性を認め合い思いやりと感謝の気持ちを大切にできる子。

　　かみしほろ学園構想は、この教育ビジョンを実現するために、平成27 年に４つの部

会に分かれて議論をされてまとめられ、今年度から実施されています。議会にも数回説

明されていますが、具体的な取り組みについては、このビジョンと照らし合わせて指摘

もしてきたところです。以下、質問いたします。

　　１、構想では毎年評価を行い検証するとなっていますが、その検証は目指す子供像の

実現と照らし合わせて行うべきですがどのように検証するのか。特にコミュニティ・ス

クール、学力をつける教育施策、共通教材、検定試験による実感化への評価はどうなの

か検証すべきです。

　　２、人口ビジョン総合戦略では、しきりに学力・体力・体験の北海道トップレベルの

実現、そのために教育ビジョン、学園構想があるようにとれます。目指すはトップでは

なく個々の力を伸ばすことです。その考えについて質問いたします。

　　３点目、全ての子供が大事にされ生きる力を育むことが、教育ビジョン、学園構想の

狙いだと思うが、この視点で、今後どう取り組むのか質問をいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　ふるさと納税について山本和子議員のご質問にお答えいたします。

　　地方で子育てや教育などの行政サービスを受けた子供たちが、学問などに志を持って

都市に向かい、やがてそのまま現地に就職し税金を納める。その結果として大都市に人

口が集中する、一方で地方は過疎になる。

　　同様に、税についても大都市に集中し、地方が疲弊している現実を踏まえ、税の一部

を地方に環流させることを目的に、平成20 年ふるさと納税制度が導入されたと理解し

ております。

　　ふるさと納税については、生まれ故郷や勤務した町、知友人や観光などでゆかりのあ

る町、ふるさと納税の使途に共感して応援するなど、寄附の対象者や動機は多様であり

ます。

　　１つ目のご質問についてお答えいたします。

　　議員ご指摘のとおり、ふるさと納税制度が普及するとともに、一部に行き過ぎた返礼

品や過度な競争など憂慮すべき点もあることから、所管の総務省から、各自治体が節度

を持ってふるさと納税に取り組むよう通達が出されております。そのため、本町の返礼

品は半返しの精神をもって寄附者に感謝の気持ちを伝えているところであります。

　　ふるさと納税制度は、地方創生の観点から、ふるさと納税によって人口減少の克服、

地方経済の活性化に寄与することへの期待が込められていると理解しており、そのこと
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をしっかりと踏まえた上でまちづくりに生かしていくことが肝要と考えております。

　　ふるさと納税制度により税が減る都市の寛容さに思いを寄せ、地方では感謝の気持ち

を忘れることなく、その結果として、日本列島の北から南まで等しく発展する地方創生

の一助になることが制度の持続化につながるものと考えふるさと納税に向き合っていく

べきと考えております。

　　２つ目のご質問の活用についてお答えいたします。

　　寄附者の意思を尊重し、指定寄附についてはその用途に充てております。一般寄附に

ついては、平成26 年３月議会において、ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金の条

例を制定し運用しているところであります。その後に人口減少を克服すること、地方経

済を活性化させることを主な目的とした地方創生が、国及び全国自治体の重点施策とな

って今日に至っております。

　　ふるさと納税を活用したこども園の無料化など先駆的な子育て少子化対策は、マスコ

ミなどを通して全国の注目を集めるところとなり、ふるさと納税額がふえている一つの

要因となっているものと理解しております。また、保育料の無料化等によって、幼児を

持つお母さんが働き始め、雇用にもプラス効果が生まれ、その結果、こども園の入園者

が、開設当初の100人ほどから140人ほどにふえ、町の人口も昨年31 人ふえるという

好循環に入っていると考えています。

　　さて、議員ご指摘の夢基金について、高齢者福祉等にも活用すべきということですが、

現段階でも指定寄附のほか一般寄附についても、子育て・教育に係る一般財源の減少に

より、福祉、農林業、商工業のほか全ての分野に波及していることをご理解ください。

本町のふるさと納税は毎年ふえ続け、今年度は20 億円に達し、想定を超える額になっ

ております。

　　しかし、他自治体の事例から、納税がふえた自治体、減少した自治体とまちまちであ

り、今年度の納税額が来年度も担保されているものではありません。また、少子化対策

も緒についたばかりで、出生率の向上や人口の先行きは不透明であります。このことを

認識した上で、地域住民の福祉の向上はもとより、都市と地方の交流が深まり、人口減

少の克服や地域経済の活性化に貢献し、地方創生に寄与することなどに十分配慮すべき

と思います。また、その具体的な使途等については、新しい執行体制に委ねるべきと考

えておりますのでご理解願いたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　続きまして、かみしほろ学園構想についてお答えを申し上

げます。
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　　１点目のかみしほろ学園構想の検証評価についてお答えいたします。

　　かみしほろ学園構想は、平成26 年 12 月に策定した上士幌町子ども教育ビジョンで

掲げた５つの目指す子供像を具現化するため平成28 年３月に策定し、今年度から本構

想に基づいた具体的な取り組みを行ってきているところであります。

　　本構想を推進する組織として、平成28 年４月にかみしほろ学園推進本部を立ち上げ、

その中に連携教育部会、研修・教育研究部会、特別支援複式教育部会の３つの部会を設

置し、それぞれの部会が役割分担をして、ユネスコスクール、漢字、英語などの各種検

定、自己管理手帳「ｉＢノート」、子育てサポートブック「アーチ」等に関する取り組

みを進めております。

　　今年度の検証評価につきましては、３月までにそれぞれの部会で行った上でかみしほ

ろ学園推進本部が集約し、改善に向けた検討を行い、次年度の取り組みに反映すること

としております。

　　また、コミュニティ・スクールの推進につきましては、各小・中学校運営協議会の総

合的な連絡調整及び各学校運営協議会の資質向上のための機関としてコミュニティ・ス

クール委員会を設置し、広報紙「ＣＳレターきずな」の発行やコミュニティ・スクール

研修会の開催等を行っております。特に、上士幌小学校に配置されているＣＳコーディ

ネーターを中心に、学校支援のボランティア組織である「ゆめ育応援団」への加入促進、

学校とのニーズの調整等を進めており、実際に「ゆめ育応援団」の方々が協力すること

により、授業内容や放課後活動などの充実が図られてきております。今後、各学校運営

協議会、コミュニティ・スクール委員会において、コミュニティ・スクールの取り組み

に関する検証評価を行うこととしております。

　　２点目の個々の力を伸ばすことについてお答えいたします。

　　上士幌町人口ビジョン総合戦略を策定する以前の平成27 年４月に、上士幌町教育に

関する大綱を制定しておりますが、この中で重点的に取り組む目標として、生きる力を

育み、厳しい社会の中でもたくましく夢を持って生き抜いていく子供を育むため、学

力・体力・体験の３つの分野で北海道トップレベルを目指す取り組みを進めます、とし

ております。

　　現在取り組んでいるさまざまな教育環境の整備、例えば、各学校への人員配置、授業

力向上のための研修会の充実、家庭学習の定着、地域総ぐるみで子供の育ちにかかわっ

ていく仕組みづくりなどを通して、子供たち一人一人の個性を尊重しその能力を伸ばし、

これからの人生を力強く生き抜いていくための力を育んでいくことが重要であると考え

ております。このことが、結果として北海道トップレベルの実現につながるものと考え
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ております。

　　３点目の今後の取り組み方についてお答えいたします。

　　学習指導要領の理念は、変化の激しい社会を担う子供たちに必要な力は、確かな学力、

豊かな人間性、健康体力の生きる力であり、知・徳・体をバランスよく育むことです。

学校・家庭・地域が連携・協働して取り組むコミュニティ・スクールやかみしほろ学園

の取り組みを推進することにより、子供たちの生きる力を育んでまいりたいと考えてお

ります。

　　平成28 年度につきましては、開かれた信頼される学校づくりを進めるとともに、町

民に情報を発信して、各学校、認定こども園及び教育委員会の取り組みを周知し、地域

とともに歩む学校づくりというコミュニティ・スクールを理解してもらうことから始め

ました。２年目からは、これと並行して、学校を支援する「ゆめ育応援団」をさらにふ

やし、学校の授業・行事等の支援、放課後活動、少年団活動・部活動の支援、登下校等

の見守りなどの活動を拡大していきたいと考えております。地域は学校を支援し、学校

は地域を支える人づくりをするという取り組みを通して、全ての子供たちが、社会に出

て自立して生活し活躍していただきたい。そして、町のすばらしさを知り、郷土に誇り

を持ち、未来の上士幌町を支えていただきたいと考えております。

　　また、かみしほろ学園の取り組みとしては、共通教材である自己管理手帳「ｉＢノー

ト」や子育てサポートブック「アーチ」の活用、授業交流・部活動交流の促進、家庭学

習の手引きの発行など、幼保小中高の連携による、幼児期から高校生まで一貫性のある

教育づくりを進めてまいります。

　　教育委員会の取り組みとしては、少人数学級によるきめ細やかな学習サポート、幼児

期からの外国語活動、土曜学習・放課後活動の充実、地域の協力によるキャリア教育、

町全体をフィールドにした自然体験、産業体験、家族ぐるみの読書推進など、引き続き

教育環境の整備を進めてまいります。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　初めにふるさと納税の関係から質問したいと思います。

　　町が、納税金が入ったことにより、全体的に、予算的にも余裕もできる中で子育てに

関する施策も十分生かされて、それは高く評価したいと思っています。

　　ただ、いろんな新聞の記事やらマスコミ等の中でもいろんな意見が分かれているとこ

ろで、これは昨年の３月19 日に発行されました朝日新聞で、竹中町長も載って、多分

これはもう十分ごらんになっている記事だと思うんですが、その中で、推進派と、ちょ

っと待てよという意見の両方が出ておりました。
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　　竹中町長の推進派の意見の中で、竹中町長が今回述べましたように、返礼品は町の産

業を明らかに活性化し、これが最終的な目標ではなくて、新しい寄附の形は、田舎のよ

さを気づいてもらう手段にすぎませんと。本当の目的は、都市と交流で町を活性化させ

ることですというふうに、いっぱい書いていますから部分的にちょこっと述べただけで、

町の活性化につながり移住を呼び込み、施策としてはすばらしいという竹中町長の評価

が載っていました。

　　片や、まちづくり専門家の木下斉さんという、これは臨時収入であり特需、地方をむ

しばむのではないかという意見も出ていました。その中では、所得が高い人ほど優遇さ

れる上に、物やサービスまで受け取るお得な仕組みだと。最後に、これは記者がまとめ

た記事ですので要点していると思うんですが、地方振興の本筋は、地域産業を伸ばし自

治体経営を見直し地方分権を進めることですと。ふるさと納税などではなく本筋に戻り、

国と地方は政策と、民間は事業と向き合ってほしいと思っていますと、これも両方、そ

うだなと思いながら、私もこれ参考にさせてもらいました。つい最近では、片山善博さ

んの、これは昨年の暮れですが、かなり厳しい、即廃止すべきだと、国に対する提言が

ありまして、かなり厳しいことを言っていました。

　　こんなふうにいろんな意見がありますし、私はこれが、町村自治体がどうのこうの言

うことではありませんので、国全体の問題ですので、ただ、こういう意見もありながら、

町ならどういうふうに政策を持つかと。そういう視点も持ちながら、きちんと町独自の

視点といいますか、いろんな評価を見ながら行っていくべきと思いますが、その点につ

いてどのように考え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　これまで地方自治体の財政というのは、ある意味では国の、いわゆる税

の都市部あるいは所得税の中央のほうに集中されて、その配分で地方のほうが何とか経

営をしているということであります。

　　基準財政需用額というのがあって、これは町の最低限のレベルではないかと思います

けれども、運営するために必要な経費。その足りない分が地方交付税というそういう制

度でやってきているということでありますから、いずれにしても長い間、税の分配とい

うことになると国のほうに集中する。あるいは大都市のほうに税が集中しているという、

私どもから見るとそういう思いが強いものがあります。

　　したがって、今までの地方交付税制度の中では、自由なその町の課題に向き合って施

策を講じるというのは、それほどの余裕というのはなかなか難しいと。不交付団体であ

ればそれはできるということでありますけれども、地方交付税に頼っているところでは
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そういった状況だということであります。

　　もう一つには、今日の人口問題というのは、歴史的にさかのぼって思うのは、江戸時

代には地方分権制度だったわけですね。それが明治になって中央集権になって、いわゆ

る国威発揚になって、世界に拮抗した国をつくっていこうというふうなことで、全てが、

人も物も価値も全部中央に行ってしまった。その弊害が今起きているという、そんなふ

うに思っております。それを是正しようとしているのが今回の地方創生の大きな考え方

であるというふうに思います。

　　この地方創生はこれまでも、各、その政権によって地方を元気にしなければ日本元気

にならないのだと言っていましたけれども、結果的に、この地方、大都市一極集中は変

わってこない。むしろ、ますますその傾向があって地方のほうが疲弊していっている。

　　したがって、今回の民間有識者会議で出されました、このままで行くと地方の半分は

消滅してしまうということでありますから、いわゆる、地方にとっては非常に厳しい危

機的な状況がある。その中での施策の一つがふるさと納税だというふうに思っておりま

す。

　　いずれにしても、よそからだとか人口の問題いろいろありますけれども、この町に住

んでいる人方が豊かさを実感したりいい町だと、産業についても、あるいは子育てにつ

いても老後についてもすばらしい、住むに値ある町だと。それがなければ、人はこの町

に来てもらえないだろうというふうに思います。

　　そこのところは、結果的には地域住民が豊かになることがこの町の活力につながって

いく、人口増につながっていくということでありますので、そこを今集中して施策を講

じさせていただいている。その財源が、ふるさと納税が、今までの違った形での、いわ

ゆる本町の政策課題について向き合う上での財源として確保されているということで、

非常に町としてはこの財源を使いながらこの町の元気をつくっていきたいと、その過程

にあるというふうに思っております。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　そもそも論はここでどうのこうのではありませんので、国全

体の問題としてやはり考えていかなければ問題ですので。

　　それでは、先ほど町長が言いましたように、この町に町民の方々が豊かさを実感でき

る町にしたいと、本当にそのとおりです。そして、先ほど言いましたように、なかなか

夢基金として使うと。ほかの調べた中では、ほかの中で実際に平成27 年は4,519万円

が指定寄附で使われておりますし、そのときに夢基金は5,151万円と。ただ、28 年は

夢基金の活用が２億2,901万円で、指定寄附についてはちょっと資料がないんですが、
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その差がどんどん開く中で、納税金が入って豊かさを実感できるというのが全町民にな

かなかまだ行き渡っていないのではないかと私は思っています。納税金どうのこうの、

せっかく職員の方々が苦労されて得たお金は、きちんと町民全体に還元できるような方

法を考えたらどうかと私は思っています。

　　それで、この間の当初の予算の中でも、説明があった中でも示されているんですが、

平成 30 年以降、大体、平成36 年、７年までの事業を見込んだお金は、例えば子ども

医療費の問題、学びの森、保育料無料化、それから異文化、外国の講師の分ですね、そ

れと、私立保育園遠距離通園補助等を含めて約６億1,059万円あれば町独自の施策がで

きると、10 年間保障できると。それをずっと計算しまして、来年度使う見込みを引き

まして、約１億3,152万円が 29 年度以降について、まだ使い方が決まっていないお金

ではないかと。

　　それと、29 年度以降も、そう簡単に納税金、がたっと減るわけではありませんので、

かなり入るとして、そのときの指定寄附と夢基金がどれぐらい残るかわかりませんが、

そうすると、かなり、今後の使い方について検討すべきお金があるのではないかと。そ

の点について、私は、できれば１回、夢基金については10 年間分の保障はできたと。

それをストックしておいて、それは使わないできちんと残さなければいけないのですか

ら、そのほかの１億数千万プラスアルファ分を、もう一回条例をちょっといじって福祉

関係に使えるようにしてはどうかと。そうすると、幾ら夢基金使った分で一般財源がか

なり裕福といいますか浮きますので、福祉関係、農業関係も使っているといっても、町

民の方についてはなかなかそれが見えてこないんですよ。ですから、１回条例をちょっ

と変えるなりして使い方を見える形にしたらどうかと、そういう点について質問いたし

ます。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　まずは見える形でというのは、まさに、いわゆる今回の、私としてはふ

るさと納税の目的、主な目的というのは地方創生にあるということで、その実現のため

にどんなふうにして使うかという、いろんな使い方があるわけでありますけれども、ま

ずは子育て、教育によって地域の経済や雇用にも波及していくという想定のもとで、ま

ずは進めてまいりました。それについては一定の成果が出てきているというふうに思っ

ております。ただ、これをもって、今までの施策をもって、それですべて完結したかと

いうと、まだまだやるべきことはたくさんあるというふうに思います。

　　ただ、一方でふるさと納税の使い方については、今回だけではなくて前にもほかの委

員さんからありました。そのときには、１つには、子育てあるいは少子化、出生率の問
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題、子育て、安心して住めるような、これらが、１つはしっかりと解決をする、それか

ら形が見えるという状況と、それからもう一つは、ふるさと納税がもっと違った状況ま

で来ているという状況になったときに、それはそれとして考えるべきではないのかと、

こんなような答弁をしたのでありますが、そういった意味では、この後、子育て、教育

は、それはそれとして、まだ僕はすべきことがたくさんあるだろうというふうに思って

おりますが、しかし、納税額についてはかなりふえているということも事実であります

ので、その使い方については、これから検討するのは十分あり得る話ではないだろうか

なと、そう思います。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　夢基金の活用が多分4,000万円から始まりまして、26 年、

７年と、今年度８年度分なんですがかなり金額ふえてきまして、最初のときには、いろ

んな少子化対策に使いたいというので、各団体に希望をとって、目玉となる新たな事業

を起こしたはずです。昨年もたしかいろいろあって、これは一般財源にすべき、これは

だめというふうに洗い出しをしてやったと思うんですが、来年度に向けた資料を見させ

てもらいました。昨年度からそうなんですが、今まで一般財源でずっとやってきたもの

をこの中にどんどん入っています。例えば、自然環境推進教育事業、これ多分一般財源

だったと思うんですが、違ったら違ったで訂正したいと思いますが、それから小学校補

助教材も、これずっと前は1,350円１人当たり、平成26 年に何か2,000円になりまし

た。これは一般財源で見てきました。これも入っています。図書館事業もそうです。こ

れも若干ふえたんですが144万円、中学校51 万円、これもずっと一般財源で見てきた

ものを来年度ここに入れました。それから私立運営補助もそうですね。私立保育所の運

営補助もずっと町の一般財源で見てきたものもここに入れました。少年会活動助成もそ

うです。それも一般財源で見てきたんですが、今回は、かなり一般財源で見るべきお金

がここに入っていると。多分、昨年はチェックしていませんが、だと思う。

　　そうすると、一般財源が浮くんですよ。浮くのに、先ほど町長は、一般財源、浮くと

いいますか余裕ができた分は農・林・商・工に回っているとお話ししました。しかし、

ずっと予算の関係、基金の関係も見込みで見たんですが、27 年度からさらに28 年度

見込み見たときに、今年度の、これから補正予算出ますが、その中では、たしか１億何

ぼ、財政調整基金積んでいると思うんですよ。それは、私が思うのは、多分いろんな要

素があると思うんですが、夢基金活用した分も含めて、29 年度、 28 年度含めて、一

般財源がかなり浮いた分が、本来ならもっともっと使うべきだけれども残ったのではな

いかと。それは、私の分析ですので違うは違うでいいのですが、それぐらい財政的にど
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んと基金はふえていくと。28 年度は減るかなと思ったら、私の見込みでは、かなり２

億円ぐらい、これ、全体では約 75 億円になるんではないかと私予想しています。

　　そんなこと含めて、見える形で、よく私、今まで質問してきたのは、一般財源浮くか

ら農業関係、いろんな形で使ったらどうかということを質問してきました。それは使え

ると言って使ってきたと今答弁がありました。だったら一回条例をちょっといじって、

今回言いましたように、一般財源でやるものまでどんどん入れてくると。というのは、

裏を返せば、夢基金で、例えば医療費の無料化とか保育園の無料化、目玉でいいんです

よ。それはいいんですが、ほかの部分、どんどん入れるためにこのお金を使っていてい

いのだろうかと。私は一回ちょっと整理をして、ストックして、だったら10 年以降で

もいいです。10 年以降の保育料無料化までストックしてもいいと思うんですよ。そう

やってきちんと整理をして、ほかの皆さんにもわかるような形でこの基金を使ったらど

うかというふうに、私は思う、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　政策については必要なことをやっていかなければならないという前提で

おります。

　　今、お話しされたように、子育て、子供たちをどうするかというこのことについて、

いわゆる、うちのとても大切な宝でありますが、しかし、いわゆる国レベルでも貴重な

人材であります。そういった意味で、子供たちを育てるあるいは教育をするという意味

でこの財源を充てさせていただいて、それは一般、今までやっていたのをそちらに充て

るという、これまた事実であります。そのかわり、片方のほうについては小さい、その

ふるさと納税、農林でもあるいは福祉でも1,000万、2,000万あるやつを、より細かく

分けて、足りない分を一般財源のほうで充てていると。これは単に、いわゆるふるさと

納税の使い方としての見せ方なんですね。ですから、やっていないということではなく

て、そういう見せ方として僕は納税者のほうに発信をさせていただいているということ

であります。

　　したがって、これからも必要なことを、基本的にはふるさと納税の趣旨をしっかり踏

まえた上で、この町はどう元気になっていくのか。なっていったとすれば、来て喜んで

もらえるだろという前提のもとで使っていくのが望ましいというふうに思います。

　　そのときに、今までのふるさと納税の額と、ふえてきたという事実ありますから、そ

れらをどんなふうにして納税者のほうに、方々に見えるような形で出していくかという

ことをしていかなければ、あるいは、現金支給だとかそんなようなことばかりやってい

たのではとんでもないことになってしまうということを十分気をつけていかないと、こ

－17－



の町の品位も含めて問われかねないということになります。

　　したがって、決してほかのほうに、どうでもいいということではない。それと同時に、

一定の子育て教育が、成果が出てきたということも事実だし、このことは納税者の方々

のたくさんのメッセージをいただいて、すばらしいことだよというふうにいただいてお

りますが、それ以外にもそれぞれの思いの中から産業遺産にだとか、あるいは農業だと

か福祉だとかという、そういうこともあります。

　　いずれにしても、そのようなことを通しながら、この町が本当に豊かになっていくと

いう姿をふるさと納税の中でも、使い方も含めて出していくというのは、これはもうと

ても大切なことだというふうに思います。このどう使うかについては、来年、もう間も

なく任期の問題も出てきますので、来年度の話を今するというのはちょっと僣越なこと

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）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　当初、夢基金ができたときには4,000万最初積んだんですよ。

そのときに使ったのが二千何百万で、それもいいなと私も思いました。ですけれども、

これがいいのか悪いのかいろんな方の、職員の方、いろいろな努力もあってここまで来

た成果もあると思うんですよ。それはやはり一旦ここで、26 、７、８と、９も含めて

かなり子育てに関するお金は結構使われます。でしたら、流れというのは集結するもの

ではなくていろんな過程が見えてくると思うんです。私も当時4,000万でいいと思った

けれども、あれ待てよと首傾げたら、これでいいのだろうかと疑問を持ちながらここま

で来ました。

　　だったら、町民に向かって、どう使ったらいいんだろうかと、納税金がいい悪い別と

しても、得たお金をどうしたら町民が、全体が実感できる使い方できるんだろうという

ふうにやはり一回仕切り直してきちんと議論したらいいと思っています。

　　町長選がありますので、町長、多分ここまで言いたいんだろうと思うんですが、竹中

さん、すみません。次期町長ですね。次期町長の方にぜひ検討してもらいたいと思って

います。次期町長に対してもし言うことがあれば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　言うことありません。答弁に窮しますのでご理解いただきたいと思いま

す。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　すみません。ちょっと質問が間違っていました。

　　次、教育ビジョンの学園構想について質問したいと思います。教育長はずっと同じで
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すので、ぜひ検討してください。

　　学園構想について、27 年にいろいろ議論をされていまして、28 年から実際に行事

が、いろんな事業行われています。私も、思うことにつきましては、全ての子供たちが

やはり大事にされて生きる力を育むこと、それが子供、親、教員、学校、それから地域

の方々、ここで大きく言えば自然も含めて、地域で子供をどう育てるがということが学

園構想の狙いだと、私は思っています。

　　その中で、委員会のほうにもビジョンはどうだろうかとか、あと策定委員会を開かれ

ている途中はどうだろうかということが示されました。その中で、私自身はちょっとか

なりきつい言い方で、ちょっと違うんではないかという意見も述べさせてもらいました。

でも、それはあくまで策定委員会が決めたことですので、策定委員会で決めたことを尊

重しながら質問したいと思っています。

　　１点目の問題ですが、検証の問題ですね。検証につきましては、大きく２カ所で検証

するんだと思うんです。１つ目は、実際事業を進める学校推進本部ですね。それは教育

長が本部長ですので、本部長が仕切って各部会が検証すると。その中で、私が指摘した

２点は、目玉ですね。学園構想の目玉として、幼・小・中・高の共通した教材として取

り組んでいるものについてどういうふうに評価するのかと。部会はいろんなことを評価

すると思うんです。私が視点として、そのことについてどうなのかという、幼・小・

中・高含めた「ｉＢノート」、それからいろんな、シールを張るだとか何かやりました、

そういうことはどうなのかと。

　　それからもう一つ、教育部会では、学力をつけるために可視化の問題で、検定試験を

英語、国語、算数を含めて、数学を含めて検定試験を受けて無料にすると。当初は全員

分といったけれども、全員分は多分つけていないと思うんですが、そういうことについ

て、目玉について、教育長の考えではなくて、どういう視点を持って、この部会につい

て検証されていくのか。教育長がいいとか悪いとかいうことではありません。それにつ

いて質問いたします。とりあえず、その点で質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　今回の平成28 年度のかみしほろ学園構想に基づく取り組

みの検証の関係なんですが、かみしほろ学園構想に基づいて大きく２つに分けて、今お

話のありましたとおり、１つはコミュニティ・スクールという、これは地域とともに歩

む学校づくりということで、学校、家庭、地域が、さらに行政も一緒になって連携協働

して、子供たちを育んでいこうと、そういった取り組み、それともう一つが、幼・保・

小・中・高の連携を中心としたかみしほろ学園という取り組みということで、それぞれ
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この後、３月に向けてしっかりと検証・評価をして、来年度の取り組みに生かしていき

たいというふうに考えています。

　　１つ目のコミュニティ・スクールの関係につきましては……

○１０番（山本和子議員）　違うほうですね。コミュニティ・スクールは次に質問します

ので。

○馬場久男教育委員会教育長　次ですか。かみしほろ学園のほうの、１つは今お話しあり

ました自己管理手帳「ｉＢノート」の関係ですが、これは昨年の４月から認定こども園

から高校生まで、内容はそれぞれ変えています。先ほどお話しあったとおり、子供への

場合はシールを張ったりとか、小学生、中学生、高校生といろいろ、自分のスケジュー

ルをしっかり自分で管理していくと、そういったものを中心として「ｉＢノート」、イ

ンスパイア・ユア・ベストということで、一人一人の力を引き出していこうと、あるい

は一人一人の子供たちを激励しようと、そんな考え方でこの「ｉＢノート」を取り組ん

でいます。

　　ただ、現状で、活用状況等については、まだ教育委員会でも状況を把握しておりませ

んので、各学校、認定こども園でしっかりとこの間の活用状況等を検証、そして評価を

して、教育委員会としてもかかわって、しっかり取りまとめていきたいというふうに考

えています。

　　また、各種検定の可視化ですが、検定の受検者数はかなりふえてきておりますけれど

も、その効果がどの程度あったとか、その辺につきましても、今後しっかりと検証・評

価していきたいというふうに考えています。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　教育施策ですので、誰かが１番、２番になるとか、誰かがで

きるんではなくて、全ての子供たちが全ての立場で学力をつけるという点でどういう評

価・検証をするのかと。検定試験を受けたら学力が上がるわけではなくて、検定試験を

受けるための勉強だと思うんですが、必ずしも検定試験を受けることがいいのかという

のは、それは委員会で私が言った意見ですので、そういうことも含めて、全ての子供に

対して学びを保障し、学力をつけることになったかどうかという視点で検証すべきだと

私は思います。

　　時間がちょっとなくなってきましたので、次に、コミュニティ・スクールの関係で質

問したいと思います。

　　コミュニティ・スクールの関係で、議事録もずっと見させてもらったんですが、なか

なかよく見えてこないと。私も研修会にも講演会にも参加しましたが、なかなかよく見
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えてこないと。行く行くは地域ぐるみで子供の教育にかかわっていくということが、コ

ミュニティ・スクールの狙いだろうと思うんですが、その点について、コミュニティ・

スクールというのは、何をするのか、何を目指すのか、まず説明してほしいと思います。

○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　コミュニティ・スクールにつきましては、先ほどもお話し

しましたとおり、学校、家庭、地域の連携・協働で学校を支えていこうということなん

ですが、当然、これにかかわって、子供たちだけではなくて、保護者も地域もみんなが

やはりこういった取り組みで成長していくと、そういったものが行く行くは子供たちの

学力、体力、体験と、こういった活動の充実につながるというふうに思っていますし、

先ほどの、本当に全ての子供たちが大事ということで、全ての子供たちが生きる力を育

んでほしいということで、このコミュニティ・スクールの取り組みを進めています。

　　実際に、今年度は、ゆめ育応援団の皆さんの活動が非常に活発化をしてきています。

例えば業者の皆さんがいろんな働く作業機械ですとかを持ってきていただいて、学校で

授業に活用したりとか、あるいはゆめ育応援団の皆さんが、実際に学校に来て、例えば

戦争を体験された方に、戦争体験とか戦争のときの本当にどんな生活だったとか、どん

な食べ物を食べたとか、本当に細かく子供たちに教えていただいたり、あるいはこの後、

また町内で実際に企業を経営されている方とか、活躍されている方に学校に来ていただ

いて、本当にその活躍されている方の今までの体験ですとか、子供たちにこんなことを

教えてあげたいということを、学校の授業の中で取り組んでいきたいと。いろんな活動

が今進められていますので、そういったことで、子供たちに少しでも、上士幌ならでは

の取り組みをいろいろ体験していったり、授業にも活用していってほしいというふうに

考えています。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　これは、おととしですね。講演会でもらった資料なんですが、

コミュニティ・スクールとは、これは文科省の資料の中にもありますし、実際、上士幌

町の構想の中にも一部、全部ではありませんが、それらしいことを書いてありました。

　　先ほど馬場教育長が言ったように進めるのは、本当に大賛成です。ただ、実際、文科

省が進めているコミュニティ・スクール、いわゆる学校運営協議会制度というのは、ち

ょっと厳しい言い方が書いてあるので、このとおり進められたら困るなというのは、委

員会のときにも私、お話ししました。

　　例えば学校運営協議会、コミュニティ・スクールですね、の役割として３点あります。

校長が作成する学校運営の基本方針を承認すること、学校運営に関して、教育委員会ま
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たは校長に意見を述べることができる。教職員の任用に関して、教育委員会に意見を出

すことができるというのが、これが学校評議会の文科省が言うコミュニティ・スクール

の役割だと書いています。それで、いろんな新聞にも、勝毎等の新聞にもちょこっと見

出しの中にそういうのもありました。

　　だから、私自身は、地域で支える学校づくりとか、地域でいろんな方が協力して学校

づくりをするのは物すごい大賛成なんですが、そういう狙いが裏にはあるんではないか

というので委員会で指摘して、それはそこまでは考えていないということをちらっとあ

ったと思うんですが、そういうことは、やはり何といいますか、そういうのが文科省の

狙いがあるところに、それがコミュニティ・スクールをやるとなると、文科省は補助金

をつけるというふうになっていくんではないかと、そういう意味で確認したいと思って

質問させてもらいました。その点について、よろしくお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　学校運営協議会の主な役割につきましては、今、３点お話

がありました。

　　１点目の校長が作成する学校運営の基本方針の承認と、これにつきましては、以前の

学校評議員制度の中でも、実際に各学校長から評議員の皆さんに１年間の経営方針を説

明して、ご理解をいただいて進めてきております。その延長上で、この学校運営協議会

につきましても、具体的に、やはり校長が自分の思いを、保護者ですとか、地域の皆さ

んに伝えるというのはすごく大切なことですので、それに対して、保護者、地域の皆さ

んもしっかりと意見を言ってもらうと、それを学校の経営に生かしていくと、そういっ

た制度では、非常に学校運営協議会の中でも大切な役割だというふうに考えています。

　　それから、学校運営について、教育委員会または校長に意見を述べると、これは当然、

いろんな課題について意見をいただくというのは当然のことだというふうに考えていま

すし、３点目の教職員の任用に関して、教育委員会に意見を出すことができるというこ

とで、これにつきましても、具体的に、例えば道教委から加配で、学校統廃合の加配で

すとか、指導方法工夫改善の加配とか、そういった加配がありますけれども、そういっ

たものを、加配を道教委に意見をちゃんと出してほしいとか、いろんなそういった要望

は実際に出されてきています。ただ、今いる教職員に対して、意見とか、そういうのは

一切ありませんので、それはほかのコミュニティ・スクールが導入されている市町村で

も、そういった意見というのは、ほとんど出されていないというふうに聞いていますの

で、それと、この取り組みを通して、教職員の皆さんの業務量がふえないようにと、こ

の辺が教職員の皆さんの大きな課題というか、ちょっと心配されている部分もあります
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ので、その辺は、例えば先ほど言いましたコミュニティ・スクールのコーディネーター

を実際に地域おこし協力隊の方に担っていただいているとか、各学校の負担をなるべく

かけないようにということで、しっかりと配慮しながら現在進めているところです。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　かつての評議員制度がなくなって、学校協議会になって、昔、

評議員というのは、結構ＰＴＡの役員の方がなったりしていたことが多かったと思うん

ですよ。

　　今回も学校の役員の方が多いと思うんですが、結構いろんな、実際に子供がもう大人

になった後、企業でいろんな方が入っていますので、かなり幅広くなっていますので、

そういう意味で、私は前の評議員制度から即移行ではなくて、さらに、輪が広がって、

それがいいのか悪いのか、ちょっと心配もするところもあります。

　　私は、これは前に一般質問したときにもお話しして質問したんですが、やはり子供中

心に、その親御さん中心、どんどん子供中心、ＰＴＡ、親御さんから学校職員、学校長

を含めて、どんどん広がった中で地域が支えると、協力するというふうにいかないと、

何かちょっと、文科省の先ほどのあれがちょっと頭にあるものですから、周りが取り巻

いちゃって、学校の子供たちがちょっと置き去りにしてしまうんではないかとちょっと

危惧したりするものですから、そのことも含めてきちんと今のとおりコミュニティ・ス

クールで私はいいと思うんですが、この「きずな」もいつも楽しみに読ませてもらいま

して、ゆめ育団で本を読みに行ったとか、いろんな方が協力すると。それは多分相談を

しながら、学校の先生方も相談しながらやっているんだろうと、そういうふうに輪を広

げていって応援すると、周りごちゃごちゃあれするな、これするなというのはまずない

と思うんですが、そんなふうに進めてほしいなと思って確認させてもらいました。答弁

お願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　先ほどの学校運営協議会の主な役割、３点お話しありまし

たけれども、そのうちの、絶対やらなきゃならないのは１点だけです。というのは、学

校運営の基本方針を承認すること、これは必須条項になっています。ただ、ほかの２つ

については、努力義務というか、できることということで、各市町村のコミュニティ・

スクールの中で、その辺については、するかしないかは、できるようになっているとい

うことでなっています。

　　それと、このコミュニティ・スクールの進め方については、それぞれの市町村の教育
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委員会なり、各学校の皆さんの意見を反映するということで、例えば小・中連携教育を

本当にメーンに据えてやっているコミュニティ・スクールもありますけれども、上士幌

の場合は、もちろん幼・保・小・中・高連携は進めていますけれども、本当に地域や保

護者の皆さんの協力をいただいて子供たちを育んでいこうと、そういったものをメーン

に据えて進めています。

　　これは、本当に昔、学校ができた100年前は、みんな自分の子供がいなくても、地域

の人がみんなで地域のことを考えて、学校をつくっていこうとか、先生方を探してきた

りとか、いろんな学校の運営にも地域の人がみんなかかわったと、そういったことから

スタートしていますので、現在でも小規模校は、そういったことがやられているという

ふうに思っていますけれども、それを少し規模の大きな学校でも、しっかりと同じよう

に進めていきたいということで進めていますので、何とか子供たち一人一人が本当にた

くましく成長していってほしいという、そういった願いを込めて進めているところです。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　その学校の運営を承認するというのは必須条件なのは、それ

はそれとして認めるわけではありませんが、それはそれとして仕方ないのかなと思って

います。ほかについては、やはりきちんと学校を中心にできるところを協力するという

形でしてほしいと思います。私、学校の運営を地域が承認することもどうかなと首をか

しげているんですが、それは文科相の方針だったら、それはそれとして、仕方ない面が

あるのかなと私は思っています。

　　それと、次に最後の質問になると思うんですが、一番でなければいけないのかという

問題で、先ほどビジョンではなくて、教育委員会の制度が変わりましたので、教育長と

町長がきちんと教育方針を持つと。それで町総合教育会議を開かれて、その中で方針を

決めたと。５つの目的を決めて、その中で学力道内トップを目指すというふうに多分項

目を書かれたのか、書いたと馬場教育長言っています、なったと思います。その点を踏

まえて、学力トップレベルではなくて、オンリーワンといいますか、それでいいんでは

ないかと私は思っています。

　　それで、最後の質問になりますね。上士幌町を私は本当に、先ほどの学園構想はどう

のこうのは置いておきまして、環境整備からいったら、管内でもトップだと思う、トッ

プといったらオンリーワンのトップですね、いいと思うんです。それは、35 人学級の

問題を含めて、26 年から１年生を２クラスにしました。それから、28 年から全学年

を 35 人にすると。29 年は１年生、２年生も35 人いなくても２クラスにすると。全

学年を通じて２クラスになると。それから、体育と音楽の専科をつけたと。昔は私も教
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員をやっていましたから、でっかい学校ではないと、専科はつかなかったんですよ。音

楽、理科、図工もつきました。でも、ちっちゃい学校は専科がないんですよ。でも、こ

れを、専科を町のお金でつけたと。さらに、特別支援の指導員も、教員免許ではなくて、

支援員ですか、それも置いて、さらに中学校では特別支援の教諭まで配置すると。これ

は全部町の予算で組んでいるんです。

　　そういう点で、私は教育条件からいったら、本当に上士幌町の教育はすばらしいとい

うふうに、よくほかの方にも言っているんですが、それはトップを目指すんではなくて、

一人一人豊かな教育を保障するのはどうしたらいいかと教育委員会がやっているという

ことだと思うんですよ。そのことを含めて、そういうレベルでいろんな、先ほどの学園

構想を含めて取り組んでほしいなと思っています。

　　ちょっと時間があればと思って、これはつい最近見た映画なんですが、「校庭に東風

吹いて」という、緘黙症、学校に行ったらしゃべれない子供が不登校になっちゃって、

お母さんは必死で学校に行けとか、学力つけるのにいろんな問題集をやったりするんで

すが、この沢口靖子さん主演の先生が、本当に熱心に足を運んで、子供たちも一緒に、

最後には学校に自分の足で歩いてくるところのシーンで終わるんですが、その沢口靖子

さんが言った言葉で、本当に１人の子を、緘黙症で学校に行けない１人の子供を行かせ

る、そのことがみんなを大事にする教育なんだということで、学校長からかなりいろい

ろ言われながらも頑張り抜いたという映画でした。

　　そういうふうに、教育委員会ですばらしい教育条件整備に力を入れていますが、その

点を含めて、全ての子供に対する教育を保障するという観点で進めてほしいと思います

が、最後に質問いたします。

○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、２年生は人数にかかわらず２クラスと。４年生、５年

生につきましては35 人を超えるということで35 人学級ということです。３年生と６

年生については、ＴＴを配置して２人体制で進めようということで、各学年、全学年と

もに上士幌小学校については、教員が２人ずつ、そのほかに特別支援教育の支援員とか、

音楽、体育のＴＴですとか、いろいろついてきますけれども、本当に北海道トップレベ

ルというのは、どの程度のものを指すのかというのは、余りはっきりしたものはありま

せんので、とにかく子供たちが学力、体力、体験活動の充実ということでしっかり北海

道の中でも、そういった取り組みも、しっかり北海道トップレベルの取り組みをしてい

こうということで、今、議員さんが言われたとおり、これからもしっかりと進めていき

たいというふうに考えていますので、よろしくお願いいたします。
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○議長（杉山幸昭議長）　以上で、 10 番、山本和子議員の一般質問を終わります。

　　これをもって一般質問を終わります。

　　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。

（午前１１時２６分）

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

◎承認第１号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第６、承認第１号専決処分の承認についてを議題といたし

ます。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　ただいま上程されました承認第１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、役場庁

舎を経由し、生涯学習センターへ通じる河川に伴う電柱取りかえ工事に急を要し、予算

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

第179条第１項の規定に基づき、１月13 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。

　　状況につきましては、生涯学習センターの改築に伴う電話回線等の増設について北海

道電力へ申請したところ、電柱の強度不足が明らかになったため、電柱の取りかえによ

り強度を確保するための負担金が必要となったものでございます。

　　処分内容は、第１条第１項で既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ149万2,000円を

追加し、歳入歳出予算の総額を 91 億8,852万6,000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

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。

　　歳入は繰入金を149万2,000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。

　　２款総務費の総務管理費の役場庁舎及び山村開発センター改修経費として 149万

－26－



2,000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、これより質疑を行います。質疑

ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって承認第１号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより承認第１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１号は承認することに決定いたしました。

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

◎議案第１号から議案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第７、議案第１号平成28 年度上士幌町一般会計補正予算

（第 15 号）、日程第８、議案第２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３号）、日程第９、議案第３号平成28 年度上士幌町介護保険特別会計補正

予算（第４号）、日程第10 　議案第４号平成28 年度上士幌町水道事業特別会計補正

予算（第４号）、日程第11 、議案第５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４号）、５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１号から第５号までの一般会計並び

に４特別会計の補正予算の内容についてご説明申し上げます。

　　補正総額は全会計で３億5,462万円の追加補正となっており、補正後の予算総額を

115億4,746万8,000円とするものでございます。

　　それでは、議案第１号一般会計補正予算（第 15 号）からご説明をいたします。

　　１ページをお開きください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に３億9,838万3,000円を追加し、総額を
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95 億8,690万9,000円とするものでございます。

　　追加補正の主な内容を申し上げます。

　　ふるさと納税推進事業１億5,467万8,000円、財政調整基金積立金３億6,083万

4,000円、旧士幌線アーチ橋保存基金積立金3,640万3,000円、電子計算組織管理経費

171万1,000円、ふるさと納税子育て少子化対策夢基金積立金2,800万円、生乳生産基

盤拡大対策事業500万円、牧場管理運営経費115万5,000円、町道等除排雪対策事業

2,749万8,000円、小学校管理経費124万6,000円、中学校管理経費236万2,000円、

生涯学習センター管理運営経費138万1,000円、オクチ林道オソウシナイ線災害復旧事

業2,042万2,000円でございます。

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

ます。

　　第２条では、６ページの第２表にありますとおり、繰越明許費といたしまして、戸籍

住民基本台帳管理経費38 万2,000円、オクチ林道オソウシナイ線災害復旧事業2,100

万6,000円、公共土木施設災害復旧事業95 万3,000円を翌年度に繰り越して実施をい

たします。

　　次に、第３条では、地方債補正といたしまして、過疎対策事業の限度額13 億2,170

万円を 12 億4,990万円に変更補正をいたします。

　　次に、特別会計の補正予算についてご説明をいたします。

　　 79 ページの議案第２号後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）でございます。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に133万4,000円を追加し、総額を8,631万

5,000円とするものでございます。

　　追加補正の内容は、後期高齢者医療広域連合納付金140万4,000円でございます。

　　次に、 84 ページ、議案第３号介護保険特別会計補正予算（第４号）でございます。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から3,604万3,000円を減額し、総額を５億

1,918万9,000円とするものでございます。

　　減額補正の主なものは、居宅介護サービス給付費事業118万3,000円、居宅介護サー

ビス計画給付費事業125万6,000円、施設介護サービス給付費事業3,173万5,000円、

特定入所者介護サービス費事業145万5,000円、認知症施策推進事業136万7,000円で

ございます。

　　次に、100ページの議案第４号水道事業特別会計補正予算（第４号）でございます。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から119万2,000円を減額し、総額を２億

4,843万1,000円とするものでございます。
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　　減額補正の主なものは、簡易水道施設維持管理経費51 万2,000円、水道メーター更

新及び新設メーター購入事業 40 万1,000円でございます。

　　次に、106ページ、議案第５号公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）でありま

す。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から786万2,000円を減額し、総額を２億

2,268万8,000円とするものでございます。また、109ページにありますとおり、地方

債補正といたしまして、下水道事業の限度額を640万円から1,170万円に、過疎対策事

業の限度額を640万円からゼロ円に変更補正をいたします。

　　減額補正の主なものは、戸別排水処理施設管理経費385万円、下水道施設整備事業

162万6,000円、町債元金償還金121万1,000円でございます。

　　以上が補正予算の内容でございます。また、全会計とも第１条の第２項補正の款項区

分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は第１表のとおりでござ

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

ます。

　　以上、一般会計並びに４特別会計の補正予算につきましてご提案を申し上げました。

よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより会計ごとに質疑を行い

ます。

　　それでは、議案第１号平成28 年度上士幌町一般会計補正予算（第15 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、 21 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。21 ページから31 ページまで質

疑を行います。質疑ありますか。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　 22 ページの地域おこし協力隊の減額の理由について質問い

たします。

　　それと、当初15 名で当初予算を組んで、実際４月14 日付では12 人か３人ぐらい

しかいないんですが、その現在何人なのかと。置けていないところもあると思うんです

が、あと最後は、この中で３年を過ぎて、来年度採用にならない方がいるのか。それか

ら、同じ部署について、来年度も置いて、来年の予算は質問しませんけれども、今置い

ている方は、来年度も引き続きその部署には協力隊を置くのかどうか質問いたします。
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○議長（杉山幸昭議長）　杉本総務課長。

○杉本　章総務課長　ただいま質問のありました地域おこし協力隊の関係でございますけ

れども、平成28 年度は、年度当初が12 名の配置ということで、途中の採用された方

が６名、途中の退職された方が２名ということで、現在16 名の協力隊が在籍しており

ます。

　　それから、今年度で任期満了を迎える隊員については１名でございます。その他の隊

員につきましては、引き続き配置をするということで考えてございます。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　今回、賃金ですね、これが671万減になっている理由と、先

ほど例えば15 名当初予算を組んでも、途中の採用で、トータル的に16 名とはいって

も、ずっと16 名いたわけではありません。その辺の減額の理由と、それから、任期が

１名切れて、また来年度採用というのは、どういう形になるのか。臨時職員になるのか、

協力隊としては採用できないと思うんで、その点について質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　杉本総務課長。

○杉本　章総務課長　減額の理由としましては、当初予算で15 名分見ていたわけですけ

れども、途中で採用になっているということで、採用された方が10 月に採用された方

が１名、11 月に採用された方が３名ということで、その分の、４月からのその間の分

の賃金が減額になるということでございます。

　　それから、１名の任期が終わる隊員については、町のほうでの採用の予定はないとい

うことでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、民生費に入ります。31 ページから36 ページまで質疑

を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、衛生費に入ります。36 ページから39 ページまで質疑

を行います。質疑ありますか。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　 38 ページ、39 にまたがるんですが、健康審査の関係で質

問いたします。

　　まだ年度途中ですので、最終的な結果は出ないと思うんですが、40 歳健康と、それ

から 18 ですか、19 、 20 、その辺の健康の受診率について、わかる範囲で、見込み
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でいいんですが、質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　尾形保健福祉課長。

○尾形昌彦保健福祉課長　申しわけございません。ただいま手元にパーセンテージの資料

までございませんので、後ほどお答えさせていただきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　山本議員、手元に資料がないということで、後ほど届き次第お

答えするということでよろしいですか。

　　ほか質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　労働費、農林水産費、40 ページから48 ページ、質疑ありま

すか。

　　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　まず、農業用のＧＰＳガイドシステム導入、これは減額にな

っていますけれども、これは希望者がなかったということなのかどうか。この減額につ

いての内容について説明をもらいたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　佐藤農林課長。

○佐藤桂二農林課長　お答えをいたします。

　　当初予算補正のほうをさせていただいて、1,000万円、予算のほうをとらせていただ

いております。その後、農協のほうにおきまして、取りまとめを含めて行いまして、需

用費の確定をさせていただいておりますけれども、最終的には23 台の機械についてＧ

ＰＳの取りつけを行っているところでございます。

　　その結果として、155万7,000円の残という形で、予定の数量、まだあったというふ

うは最初は思ったんですけれども、その分ちょっと翌年度以降に回っている部分もある

ようでございますので、あと事業費の確定で高いものとか安いもの、いろいろなさまざ

ま取りつけのパターンがあるものですから、最終的にはこのような形で、今年度は減額

をさせていただくということで考えております。

　　なお、その以降の部分につきましては、あと２年間の中で取りつけ事業については行

ってまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解のほう、よろしくお願いしま

す。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかありますか。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　すみません、ページ、戻るんですが、24 ページの役場庁舎

の関係、質問したいんですが。すいません、うっかりしていまして。
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○議長（杉山幸昭議長）　はい。

○１０番（山本和子議員）　 24 ページの役場庁舎の改修等の基本構想が委託しまして、

多分業務が終わっていますが、この後について、修繕に対する基本的な計画を年次ごと

持つのか、来年度も修理します、ちょこちょこ修理しているんですが、総合的な改修、

耐震ももう終わっていると思うんですが、そういうものを含めて、計画を持つのかどう

か質問をいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　杉本総務課長。

○杉本　章総務課長　役場庁舎改修基本構想の委託業務についてですけれども、これにつ

きましては、耐震改修とあわせて行います大規模改修についての基本構想ということで、

年次的な改修とはまた別のものとして考えてございますので、これについては、大規模

改修に伴う委託業務ということでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　そうすると、大規模改修に向けた、これは構想ですので、い

ずれは基本的な考えを持つということでよろしいのか。それはすぐに来年度ではないと

思うんですが、その点について質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　杉本総務課長。

○杉本　章総務課長　役場庁舎の大規模改修につきましては、他の事業の関係から、年次

的には平成32 年度以降ということで考えてございますので、それの前年ぐらいに基本

設計ということになるかと思います。

　　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）　すみません。生乳生産基盤拡大対策事業500万円について、

これについては、事前に説明があったように、昨年の乳量に対して、本年伸びた分、１

キロに対して５円という支援をしようという内容で、これについては全く異論のないと

ころなんです。

　　ところが、最近、この話を周辺の生産者の方にしたら、生産が上がらないで、もうち

ょっと厳しい状況の農家は何も当たらないのかと。今、規模の大きなところは生産拡大

の方向性というのは、それは力も持っているからふえてはきているんだけれども、もう

限界に来ている。労働的にもあるいは施設的にも限界に来ていると。今、牛を買うとい

うことになれば、１頭 50 万というのが従来の相場だったけれども、それが 60 万、

70 万というのは、高い初妊の値段になっていると。どんどん格差を生んで、農業で恐

らくこういう話をしたんだと思うんだけれども、なかなかそういう厳しい農家の声が反
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映されていないけれども、行政もそういう姿勢なのかというふうに言われた経緯があり

ます。

　　これはちょっと僕も反省だなというふうに思うんですけれども、昨年の零細対策とい

う側面も踏まえてこういった事業を組んだということについては理解をしているところ

なんですけれども、それではなかなか救い切れないというところがあるんですが、これ

はこれで終わるというか、そういった支援事業という側面の部分で、今後新年度等で考

えていくという考え方がないのかどうか。改善期ということもちょっとありますので、

難しい側面なのかもしれませんけれども、そういう声があることに対して、どういうふ

うにお答えになるのかお聞きをしたいというふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　佐藤農林課長。

○佐藤桂二農林課長　お答えいたします。

　　今、議員のおっしゃられた部分につきましては、産経委員会のほうでもご説明のほう

を申し上げまして、ご了解のほうをいただいたところでございます。

　　今ご指摘のあった部分、伸びなかったところについては何も当たらない、ほかのもの

がないというところでございますけれども、委員会の中でも若干触れましたけれども、

今回の粗飼料の緊急確保対策という形で、国のほうでも実は対策のほうを打っておりま

す。民間のホクレンのほうが主になって申請等を受け付けて、粗飼料の不足分について

補填をするという事業がございまして、そちらのほうでも手を挙げて、約700万円ぐら

いの補助金の申請を出しているということで伺っております。

　　さらに、この部分で町のほうの政策の部分で生乳生産という部分で、農協のほうとも

打ち合わせのほうをさせていただいて、できる限りこちらのほうで、３年間、この事業

を実施した中で何とか底上げを図っていきたいというものが意見としてございまして、

町のほうとしても、それに対して応えていこうということで予定を組んだところでござ

います。

　　ただ、今後以降、さらに来年度以降に対しての不安等、また農協等のほうの何かしら

のそういったお話等、あることかわかりませんけれども、その辺のところについてはま

だ議論はされておりませんので、今後の課題になるかなというふうに考えております。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　４番、佐藤曻議員。

○４番（佐藤　曻議員）　同じページの畜産クラスター関連事業についてお尋ねします。

　　これの当初予算と、それから畜産クラスターの事業規模、事業内容、それと進捗状況、

それから3,200万の減額となった要因等について確認いたしたいと思います。
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○議長（杉山幸昭議長）　佐藤農林課長。

○佐藤桂二農林課長　お答えいたします。

　　畜産クラスター関連事業ということで、減額補正3,284万5,000円ということで上げ

ておりますけれども、こちらのほうにつきましては、施設としましては、国のこの事業

を使って、ＴＭＲセンターのバンカー、サイロですね。こちらのほうの事業が採択のほ

うされまして、国から100％、町を通した中で事業主体のほうに交付をされているとい

うところでございます。

　　当初の予算のほう、こちらのほうでも記載しておりませんけれども、ちょっと私のほ

うで今把握はしておりませんけれども、当初予算に対しての入札によって事業のほう確

定しておりますので、その時点で3,284万5,000円が予定よりも少なく入札はされて事

業が執行されたということで、既に補助金等についても、農協のほうに支払いのほう、

全て完了しておりますので、ご理解のほうをいただければと思います。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかありますか。

　　農林水産費までよろしいですか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、商工費に入ります。48 ページから50 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。50 ページから54 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。54 ページから56 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、教育費に入ります。56 ページから67 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、災害復旧費に入ります。67 ページから70 ページまで

質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、給与費明細書は、71 ページから77 ページまで一括し
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て質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、地方債現在高の見込みに関する調書は、78 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、事項別明細書の歳入は、９ページから20 ページについ

て一括して質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

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

して質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、一般会計補正予算書の１ページから６ページまで一括し

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）　先ほどのやつはこの後で回しますので、一応ここで、以上で、

議案第１号平成 28 年度上士幌町一般会計補正予算（第 15 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２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３

号）は、 79 ページから 83 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２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３号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第３号平成 28 年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第４号）は、

84 ページから 99 ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　 95 ページの介護予防生活支援サービス事業ですね、それに

ついて質問したいと思います。

　　今回の補正では、新たな事業費の補正はありませんので、従来どおり予算どおり執行

されたと思うんですが、今年度から要支援１・２にかかわる事業が町の事業になりまし

て予算化されております。その点について、十分なサービスが従来どおり、特老に委託

したり、あとは一部社協に委託している部分もあると思うんですが、十分サービスが行
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われているか確認したいと思います。質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　尾形保健福祉課長。

○尾形昌彦保健福祉課長　従来、Ｃ業務のほうで行っていた事業を一般のほうに移したこ

とという形のご質問の内容かと思いますけれども、当初予算でＣ型の業務を行っている

分につきまして、内容の確認等を北海道との確認等を行ったところ、実態に内容がそぐ

わないという形で、一般事業のほうに移させていただきました。途中、委員会のほうに

もご確認をいただいて、ご了解をいただいた中で進めてございましたが、やっている内

容につきましては、一切変わっていないという認識でおりまして、今までどおりのサー

ビスが継続できているのではないかなというふうに担当課のほうでは抑えております。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　先ほどのＣ事業については、予算が分かれるだけであって、

そのほかの訪問型サービスとか、通所サービスについて、これは特老に委託しています

が、それについても十分予算、今回補正が減額補正ありませんので、十分されたという

認識でいいのかということで、来年度にもつながりますので、その確認をしたいと思い

ます。先ほどの件はわかりました。

○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　そのように認識してございます。

○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）　以上で、議案第３号平成28 年度上士幌町介護保険特別会計補

正予算（第４号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第４号平成 28 年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第４号）は、

100ページから105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４号平成28 年度上士幌町水道事業特別会計補

正予算（第４号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第５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４号）

は、106ページから115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５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４号）の質疑を終わります。

　　ここで休憩といたします。
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　　再開は午後１時といたします。

（午前１１時５８分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　１時００分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　午前中、保留になっておりました保健福祉課からの答弁をここ

でいただきたいと思いますので、尾形保健福祉課長。

○尾形昌彦保健福祉課長　大変失礼いたしました。

　　それでは、 38 ページ、 39 ページの健診の状況でございます。

　　まず、特定健診につきましては、受診対象者といいますのが、１年継続して国保に加

入された方が対象となります。ということですから、３月まで入られた方だけが対象に

カウントできるという形になります。さらに、病院で受ける方もいらっしゃるので、デ

ータ的にはおくれて確認されるような形になるということで、リアルタイムの受診率の

取り扱いというのは、非常に難しい状況にあるということでご理解を願いたいと思いま

す。

　　いつごろ出ますかといいますと、道の報告の取りまとめが来年の10 月という形にな

りますので、正確な数字につきましては10 月以降ということでご理解をいただきたい

と思います。

　　ちなみに、平成27 年度につきましては43.6 ％ということで、保健師等の現場の今

年度の状況、雰囲気といたしましては、昨年度よりも受診率は上がるであろうという認

識で現場のほうがおるという状況でございます。

　　続いて、脳ドックの検診でございますけれども、こちらは１人につきまして１回だけ、

人生１回につき１回だけという形になっているものですから、年ごとの集計ではないと

いうことから、パーセンテージが出しにくい検診の内容でございます。ちなみに、27

年度は 10 人受診してございまして、28 年度 12 月まででは15 人、ことしは15 人

受けているという状況でございます。

　　次に、 40 歳の健康づくりスタート事業でございますけれども、こちらは 27 年が

61 ％、それから28 年度につきましては、12 月現在で35 ％くらいの状況でござい

ます。

　　続いて、女性がんの関係ですけれども、こちら27 年度が子宮がんが29.7 ％、乳が

んが 39.7 ％でございます。28 年度につきましては、まだ集計が終わっていないとい
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うことで、数字が出せない状況にございます。しかしながら、昨年よりは下がる見込み

であるという現場の雰囲気でございます。

　　理由といたしましては、27 年度に大きなキャンペーンをやったということで、非常

にこの年ですね、受診率が大幅に上昇したという結果になりました。女性がん検診につ

きましては、２年に１回の受診ということで、27 年度にたくさん受けてしまうと、次

の年が落ち込むというような傾向もございますので、ことしについてはかなり落ちると

いう認識でおります。

　　次に、後期高齢の健診のほうでございますけれども、こちら27 年度に9.48 ％でご

ざいまして、本年度もほぼ同程度の見込みであろうというふうに認識してございます。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　特定健診は国保なんですが、ふえそうだと。それから40 歳、

それから40 歳未満の方もあると思うんですが、40 歳健診が35 ％というのは、スタ

ートが26 、もっと前ですか。26 年から比べるとだんだん減ってきて、さらに減る傾

向にあると。その辺を少し力を入れて、来年度以降やってほしいなと思っています。

　　その点を含めて、特定健診とそれから来年度からは健診料が無料になりますので、ぜ

ひ力を入れてほしいなと思って質問させてもらいました。今度、また予算のときにあれ

ば質問いたしますので、ぜひデータをそろえて、よろしくお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　要望で、答弁よろしいですね。

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

対する総括質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　質疑がございませんので、町理事者に対する総括質疑を終了し

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１号から議案第５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１号平成28 年度上士幌町一般会計補正予算（第15 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１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１号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第２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２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２号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第３号平成28 年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第４号）の討論

を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第３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３号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第４号平成28 年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第４号）の討論

を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、議案第４号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）
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○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第４号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第５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４号）

の討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第５号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第12 、議案第６号上士幌町課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６号上士幌町課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。

　　提案理由でございますが、平成28 年４月の十勝広域消防事務組合の発足に伴い、消

防団業務が各市町村の業務となったことから、本町におきましては、総務課が消防団業

務を所管し、実務的には消防職員を町職員に併任発令し、業務に当たっているところで

あります。

　　今回の改正は、消防団業務を所管する部署として、新たに消防課を設置するものであ

り、事務の効率化及び指揮命令の整理を図るものであります。

　　なお、消防課には、町職員に併任発令した消防職員を配置することとしております。

　　具体的な改正内容についてご説明いたします。

　　議案第６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条の課等の設置に、新たに消防課を追加するものであります。

　　次に、第２条の事務分掌に消防課の事務として、第１号消防団に関すること、第２号

その他消防に関することを新たに追加するものであります。

－40－



　　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６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６号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第６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６号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第13 、議案第７号上士幌町税条例等の一部を改正する条

例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　綿貫町民課長。

○綿貫光義町民課長　ただいま上程されました議案第７号上士幌町税条例等の一部を改正

する条例の制定について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。

　　町例規集は、第６編財務、第３章町税をごらんください。

　　今回の上士幌町税条例等の一部を改正する理由ですが、平成28 年度の地方税法の一

部を改正する法律（平成28 年法律第13 号）等の改正に基づくもののうち、消費税率

10 ％への値上げを前提として開催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、消費税率の引き上げ時

期が平成29 年４月１日から平成31 年 10 月１日に延期されたことに伴い、地方税法

の一部を改正する法律が、平成 28 年 11 月 28 日に施行されました。

　　この改正内容に基づき、上士幌町税条例等の一部を改正する条例を制定するものでご

ざいます。
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　　それでは、お手元の資料、議案第７号関係１、税制改正の概要及び議案第７号関係２、

上士幌町税条例等の一部を改正する条例の新旧対照表をごらんください。

　　新旧対照表の下線部分が改正となるところでございます。

　　今回の税条例等の一部改正については、第１条から第４条により改正をしていきたい

と考えております。

　　まず、第１条による改正でございますけれども、消費税率の引き上げ延期に伴い、附

則第７条の３の２になりますが、個人住民税における住宅ローンの減税措置について、

適用期限を平成33 年まで延長するもので、この改正につきましては、公布の日から施

行するものでございます。

　　次に、附則第16 条でございますけれども、軽自動車税におけるグリーンカー特例経

過の見直しとなりますが、現行、平成27 年４月１日から平成28 年３月 31 日までの

間に、初回、車両番号指定分を平成28 年４月１日から平成29 年３月31 日まで１年

間延長され、平成 29 年度課税分がグリーン特例の対象となります。

　　この改正につきましては、平成 29 年４月１日から施行となります。

　　次に、２条による改正でございますけれども、消費税率10 ％への引き上げ時に自動

車取得税を廃止し、自動車取得税のグリーン化機能を維持強化するために環境性能割を

創設し、現行の軽自動車税を種別割に名称変更する等、所要の規定を整備し、消費税率

10 ％への引き上げ時期である平成 31 年 10 月１日から施行するものでございます。

　　第18 条の３、納税証明事項でございますが、軽自動車税を種別割に名称を変更いた

します。

　　次に、第19 条では、延滞金の計算方法の中に環境性能割の申告納付について規定を

いたします。

　　次、第34 条の４、法人税割の税率ですが、地方法人課税の偏在是正に係る町民法人

割を改正し、財政力格差の縮小を図るため法人町民税割の税率を引き下げるとともに、

地方法人税を引き上げ地方交付税原資とすることに伴う所要の改正で、法人税割を現行

の 12.1 ％から8.4％に引き下げるものでございます。

　　次に、第80 条から第91 条については、平成31 年 10 月１日から消費税率10 ％

への引き上げ時に自動車取得税を廃止し、自動車税及び軽自動車税にそれぞれ環境性能

割を創設し、軽自動車税を種別割に名称変更するものです。

　　第80 条は、環境性能割の納税義務者に係る規定及び現行の軽自動車税を種別割に名

称を変更する等の規定となり、第81 条は、売り主が所有権を留保した場合や買い主の

変更があった場合等におけるみなし課税についての規定となります。
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　　第81 条の２は、非課税の範囲を日本赤十字社が所有する緊急用のものとする規定と

なります。

　　次に、81 条の３は、環境性能割の課税標準は、三輪以上の軽自動車の取得のために

通常要する価格として計算した金額とする規定、第81 条の４は、環境性能割の税率を

定める規定で、燃費基準値達成等に応じて決定され、非課税を含め１％、２％、３％の

４段階とする規定となります。

　　第81 条の５は、環境性能割の徴収の方法、第81 条の６、所定の申告書を提出し環

境性能割を納付することを定め、第 81 条の７で、過料の基準及び納期限の規定、第

81 条の８は、環境性能割の減免についての規定となります。

　　次に、第82 条、それから第83 条、 85 条、 87 条、 88 条、 89 条、それと90

条、それと91 条と附則第16 条につきましては、軽自動車税を種別割に名称を変更す

る等の整備となります。

　　次に、附則第15 条の２から附則第15 条の６までの規定は、消費税率10 ％の引き

上げ時に自動車取得税を廃止し、新たに道税として自動車税環境性能割が、町税として

軽自動車税環境性能割がそれぞれ導入されることとなり、町税としての軽自動車税環境

性能割は当分の間北海道が課税徴収等を行うこととなることから、それらに関する規定

となります。

　　附則第15 条の２は、軽自動車の環境性能割の賦課徴収を当分の間北海道が自動車税

の環境性能割の賦課徴収の例により行うこととし、附則第15 条の３では、軽自動車税

の環境性能割の減免と特例について規定し、附則第15 条の４では、当分の間環境性能

割に関する申告書の提出先及び納付先を北海道知事と定め、附則第15 条の５では、賦

課徴収に係る事務に要する費用を補償するために、道へ徴収取扱費を交付する規定とな

ります。

　　次に、附則第15 条の６では、営業用の三輪以上の軽自動車に対し当分の間税率の特

例を規定するもので、第81 条の４の規定について、１％を0.5％に、２％を１％に、

３％を２％に、また、自家用の三輪以上の軽自動車についても２％とする特例を規定す

るものでございます。

　　次に、３条での改正でございますけれども、平成26 年に改正した附則第７条につい

て現行の軽自動車税を種別割に名称変更する等の規定となり、第４条での改正は、平成

27 年に改正した附則第４条の町たばこ税に関する経過措置のうち、第７項で申告納付

について規定する内容となってございます。

　　次に、施行月日でございますけれども、附則第１条で平成29 年４月１日から施行す
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ることとし、第１号で、附則第７条の３の２、第１項の住宅ローンの減税の改正規定に

ついては公布の日からとし、第２号では、第２条から第４条までの改正規定並びに次の

条及び附則第４条の規定については、平成 31 年 10 月１日から施行すると定めます。

　　それから、附則第２条では、町民税の経過措置、附則第３条及び第４条では、軽自動

車税に係る経過措置を定めてございます。

　　以上、議案第７号上士幌町税条例等の一部を改正する条例の制定について、その提案

理由と内容についてご説明申し上げました。

　　ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第７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７号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第７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７号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第14 、議案第８号上士幌町介護保険条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　尾形保健福祉課長。

○尾形昌彦保健福祉課長　ただいま上程されました議案第８号上士幌町介護保険条例の一

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４章介護保険をご参照願います。

　　提案の理由ですが、別紙議案第８号１関係、上士幌町介護保険条例の一部を改正する

条例についてにより改正概要のご説明をいたします。

　　１番、改正の趣旨ですが、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため
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の関係法令の整備等に関する法律による介護保険法の改正により、平成27 年４月から

低所得者の保険料軽減を行ってきているところであります。このたび、平成29 年度の

介護保険料軽減強化につきましては、平成28 年度の現行どおり行われることとなった

ことから、上士幌町介護保険条例の一部改正を行うものであります。

　　２番、改正の概要でございます。

　　（１）保険料の軽減強化についてですが、これまでの経過といたしまして、介護保険

料は平成27 年４月から消費税引き上げ分を財源といたしまして保険料軽減対策により、

保険料第１段階の方の保険料を軽減しているところでございます。平成29 年４月には

消費税が10 ％になることに伴い、非課税世帯である第２段階、第３段階の方への軽減

が行われることとなっておりました。しかし、消費税の 10 ％引き上げが平成 31 年

10 月に延期されたため、低所得者全体への軽減強化が見送られ、現行実施されている

第１段階の方への軽減のみが継続されることとなりました。

　　（２）介護保険料の据え置きについてですが、第１段階の保険料軽減について定めて

いる第２条の３の条文を改正するものであります。

　　次に、議案第８号関係２、上士幌町介護保険条例の一部を改正する条例、新旧対照表

をごらんください。

　　第２条の３に減額賦課の対象期間を、改正前では平成27 年度から平成28 年度とし

ていたものを、平成27 年度から平成29 年度とし、平成29 年度の軽減について現行

どおりとするものであります。

　　なお、施行期日は、平成 29 年４月１日から施行するものであります。

　　以上、上士幌町介護保険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、これより議案第８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、これより議案第８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８号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第15 、議案第９号上士幌町中小企業融資条例の一部を改

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。

　　杉原商工観光課長。

○杉原祐二商工観光課長　ただいま上程されました議案第９号上士幌町中小企業融資条例

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をご説明申し上げます。

　　例規集は、第８編産業、第１章商工観光をご参照願います。

　　提案理由といたしましては、中小企業の育成振興及び経営の合理化を促進し、その経

済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融円滑化を図る融資制度につきまして、融資

枠を拡大するとともに創業支援のための融資を可能とすることにより、事業活動の活性

化を図るために改正をするものございます。

　　具体的な改正内容についてご説明いたします。

　　議案第９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ございます。

　　第４条の融資の対象について、新たに事業を開始するときは、町長が特に必要と認め

た場合、業歴１年未満もしくは事業を開始する１年前であっても融資の対象とすること

ができると改正するものです。

　　第４条第２項では、融資の対象外となる各号を新たに設けるものであります。

　　第６条の貸し付け条件等について、貸付金の額を運転資金は500万以内から1,000万

円以内に、設備資金を1,000万円以内から2,000万円以内に改正し、融資枠を拡大する

ものであります。

　　第６条第２項第１号では、運転資金の貸し付け期間を５年から７年に延長し、同項第

２号では、設備資金の償還方法として一括弁済をすることができると、それぞれ改正す

るものです。

　　第７条の利子及び保証料の補給について、利子及び保証料の一部を利子の一部及び保

証料の全額に改正するものであります。

　　なお、附則といたしまして、この条例は公布の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。
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　　ご審議の上、ご可決いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第９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、これより議案第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、議案第９号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第１０号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第16 、議案第10 号上士幌町単身者住宅管理条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　名波建設課長。

○名波　透建設課長　ただいま上程されました議案第10 号上士幌町単身者住宅管理条例

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９編建設、第２章建築・住宅、上士幌町単身者住宅管理条例をご参照

願います。

　　今回の改正につきまして、上士幌町単身者住宅は若年勤労者のための居住環境の整備

を図り、地域産業の活性化と人材確保に寄与することを目的として、これまで町内に勤

務する単身者を対象に入居者を募集してきました。しかし、近年入居者が減少傾向にあ

ること、また、町外に勤務する方や年齢要件を超える方からの問い合わせもあることか

ら、入居資格の一部要件を見直すことにより入居者数の増加を図るため、条例の一部を

改正するものであります。

　　主な改正内容でございますが、お手元の議案第10 号関係、上士幌町単身者住宅管理

条例の一部を改正する条例、新旧対照表をごらんください。
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　　第５条につきましては入居者の資格についての規定でありますが、第１項第３号につ

いて、これまで上士幌町内で就労している者または就労することとなる者であることと

していましたが、勤務地を問わず就労している者または就労することとなる者であるこ

とに改正いたします。

　　また、本条例改正にあわせまして、上士幌町単身者住宅管理条例施行規則についても、

年齢要件について18 歳以上35 歳以下から18 歳以上50 歳以下に改正するものでご

ざいます。

　　改正条例の施行期日につきましては、公布の日から施行することといたします。

　　以上、議案第10 号上士幌町単身者住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につい

て、その提案理由と内容についてご説明申し上げました。

　　ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第10 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 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、これより議案第10 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 10 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第１１号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第17 、議案第11 号上士幌町屋内ゲートボール場条例の

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。

　　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11 号上士幌町屋内

ゲートボール場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
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ついてご説明申し上げます。

　　上士幌町例規集は、第７編民生、第１章社会福祉をご参照願います。

　　初めに、提案理由でありますが、今回の改正は、平成29 年６月に完成予定の新生涯

学習センターに生きがいセンター機能が移転することにあわせ、平成29 年４月からゲ

ートボール場の管理及び運営を現在の保健福祉課から生涯学習課に移管することに伴う

ものであります。

　　また、あわせて新たに屋外ゲートボール場について追加する等、内容を整備するもの

であります。

　　次に、改正の内容についてご説明いたします。

　　議案第11 号関係上士幌町屋内ゲートボール場条例、新旧対照表をごらん願います。

下線部分が改正部分であります。

　　まず、条例の題名について、今回屋外ゲートボール場を追加整備することに伴い、屋

内を削除し、上士幌町ゲートボール場条例に改めるものであります。

　　同様に、第１条以降の文章中の屋内ゲートボール場について、屋内を削除し、ゲート

ボール場と改めるものであります。

　　第２条は、名称及び位置について、表中に屋外ゲートボール場を追加するものであり

ます。

　　第３条は、ゲートボール場の管理は教育委員会が行うこととするものであります。

　　第４条は、使用の許可については教育委員会が行うこととするものであります。

　　第７条は、指定管理者による管理として、教育委員会は必要があると認めたときは、

指定管理者に管理及び運営を行わせることができるとするものであります。

　　第８条は、指定管理者が行う業務に第１項第３号としてゲートボール場の使用許可に

関する業務を追加し、同条第２項にゲートボール場の管理及び運営を指定管理者に行わ

せる場合は、第４条中、教育委員会とあるのは指定管理者とするとするものであります。

　　第９条は、この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会規則で定めるとするもので

あります。

　　なお、附則第１項は、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。

　　附則第２項は、この条例の施行前に使用の許可を受けているものに対する経過措置で

あります。

　　以上、上士幌町屋内ゲートボール場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。
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○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第11 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 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、これより議案第11 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 11 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第１２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12 号平成28 年発生農業用施設災害復旧

事業の応急工事計画についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　佐藤農林課長。

○佐藤桂二農林課長　ただいま上程されました議案第12 号平成28 年発生農業用施設災

害復旧事業の応急工事計画について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。

　　平成28 年８月30 日から31 日にかけて発生しました台風10 号により被害を受け

ました明渠排水路の復旧工事につきましては、平成28 年 11 月 30 日から12 月１日

に農林水産省による災害復旧事業に係る査定を受けたところであります。土地改良施設

の災害復旧事業に当たっては、土地改良法第２条において土地改良事業と定められてお

り、土地改良法第88 条第１項において災害復旧事業を行う必要がある場合は、国また

は都道府県は応急工事計画を定めて事業を行うことができることが定められていますが、

同条の準用規定であります同法第96 条の４、第１項の規定により、市町村は当該市町

村の議会の議決を経て応急工事計画を定めと読みかえるものとなっていますので、この

たび災害復旧事業の応急工事計画の議決をお願いするものであります。

　　次に、工事計画の内容でありますが、施工箇所につきましては、議案第12 号関係資

料として図面を提出しておりますので、ご参照願います。
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　　資料の説明ですが、黒丸で示した場所が今回の災害復旧工事を予定する場所となりま

す。今回議決を求める工事箇所につきましては、１カ所でございます。地区番号は633

－１、地区名は安村地区、工種は水路、事業量は復旧延長19 メートル、概算事業費査

定額は1,531万円であります。地区番号の633については、上士幌町をあらわす固有番

号であります。事業施工予定年度につきましては、平成29 年度から平成30 年度とし

ました。

　　以上、平成28 年発生農業用施設災害復旧事業の応急工事計画について、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12 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 12 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12 号に対する採決を

行います。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 12 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第１３号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第19 、議案第13 号町道の変更についてを議題といたし

ます。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　名波建設課長。

○名波　透建設課長　ただいま上程されました議案第13 号町道の変更について、その提

案理由と内容についてご説明申し上げます。

　　資料として配付いたしました議案第13 号関係、町道変更認定路線位置図をご参照く

ださい。
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　　今回変更する町道につきましては、今年度整備工事を実施いたしました糠平中央園地

の整備に伴いまして、町道糠平北区３号線の起点を国道273号交点から町道糠平北区８

号線交点へ変更するものです。

　　変更内容ですが、番号703番、路線名、糠平北区３号線、新旧別、旧起点、字ぬかび

ら源泉郷北区41 番地先、新起点、字ぬかびら源泉郷北区44 番地先、終点及び主な経

過地については変更はありません。適用、旧延長284.0メートル、新延長205.2メート

ル、変更による延長は、 78.8 メートルの減になります。

　　以上、道路法第10 条第２項の規定に基づき本路線を変更したいので、同条第３項の

規定により議会の議決を求めるものであります。

　　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、ご可決くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第13 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 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）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第13 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 13 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第１４号から議案第１９号の上程、説明、質疑、委員会付

託

○議長（杉山幸昭議長）　日程第20 、議案第14 号平成29 年度上士幌町一般会計予算、

日程第 21 、議案第 15 号平成 29 年度上士幌町国民健康保険特別会計予算、日程第

22 、議案第16 号平成29 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算、日程第23 、

議案第17 号平成29 年度上士幌町介護保険特別会計予算、日程第24 、議案第18 号

平成 29 年度上士幌町水道事業特別会計予算、日程第25 、議案第19 号平成29 年度
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上士幌町公共下水道事業特別会計予算、以上６案を一括して議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに理事者から提案理由の説明を求めます。

　　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　ただいま上程されました議案第14 号から19 号までの平成29 年

度一般会計並びに各特別会計予算の内容を申し上げます。

　　初めに、予算編成方針の要点でございます。

　　国は、平成29 年度地方財政対策において、地方の安定的な財政運営に必要となる地

方の一般財源総額は平成28 年度を上回る額を確保することとしておりますが、地方交

付税については2.2％、約3,705億円の減としております。

　　本町においては、平成28 年度普通交付税の額が対前年比0.0％、 47 万円の微増と

なり管内唯一の増額となりましたが、これは過疎対策事業債における元利償還金の増に

伴うものであり、平成29 年度において、まち・ひと・しごと創生事業費などの臨時費

目の見通しが不明確であることや国勢調査人口の影響がより大きくなってくることから、

前年を下回ることが予想されております。

　　このような中、第５期総合計画においては後期１年目のスタートの年であるとともに、

本町の喫緊の課題である人口減少と地方創生に対する重点対策である上士幌町人口ビジ

ョン・総合戦略が３年目となる重要な年でもございます。これまで推進してきた地場産

業で地域の活力を生み出すまち、子育て・教育の充実したまち、健康で安心して暮らせ

るまち、移住定住による人口減少を食いとめるまち、小さな拠点形成を目指すまち、こ

れらに生涯活躍のまちを加えた重点施策を積極的に推進することを方針としたところで

ございます。

　　それでは、平成 29 年度各会計予算編成の概要についてご説明を申し上げます。

　　平成29 年度の予算規模は、一般会計及び５特別会計で総額81 億2,953万1,000円

となっております。前年度当初予算と比較いたしますと 16 億6,381 万2,000 円、

17.0 ％の減額となっております。

　　一般会計につきましては、 61 億8,773万1,000円、前年度対比で 16 億3,939万

2,000円、 20.9 ％の減額であります。

　　歳入のうち町税につきましては、６億9,331万1,000円、前年度対比4,363万7,000

円、6.7％の増額であります。

　　地方交付税につきましては、 25 億5,457万4,000円、前年度対比１億1,633万

6,000円、4.4％の減額であります。

　　国庫支出金につきましては、２億1,637万7,000円、前年度対比4,165万3,000円、
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23.8 ％の増額、道支出金につきましては、２億6,404万6,000円、前年度対比1,784

万2,000円、6.3％の減額であります。

　　寄附金につきましては、９億500万2,000円、前年度対比2,000円の減額であります。

　　繰入金につきましては、４億4,295万9,000円、前年度対比４億7,017万9,000円、

51.5 ％の減額であります。このうち主なものとして、財政調整基金からの繰り入れは

２億7,813万6,000円でありますが、これは前年度までに積み立てたふるさと納税制度

による指定寄附金を用途指定のあった事業へ充当するものであります。また、ふるさと

納税・子育て少子化対策夢基金からの繰り入れは、１億4,150万6,000円であります。

　　町債につきましては、４億5,593 万円、前年度対比 10 億 7,185 万 4,000 円、

70.2 ％の減額であります。このうち臨時財政対策債は、１億6,123万円であります。

　　歳出につきましては、基幹産業である農業の基盤整備を初めとする地域産業の活性化

対策や、乳幼児医療給付事業の制度を拡大した子ども医療費助成事業、生涯学習センタ

ー改築事業などを継続して計上するとともに、新規事業として、生涯活躍のまち上士幌

町創成包括プロジェクト事業、生乳生産基盤拡大対策事業、中学校における特別支援教

諭設置事業などを計上してございます。

　　次に、国民健康保険特別会計につきましては、８億5,168万円の予算規模で、前年度

対比2,591万8,000円、3.0％の減額であります。保険給付費や共同事業拠出金などの

経費を計上してございます。

　　次に、後期高齢者医療特別会計につきましては、8,700万1,000円の予算規模で、前

年度対比127万7,000円、1.5％の増額であります。後期高齢者医療広域連合納付金が

主な経費でございます。

　　次に、介護保険特別会計につきましては、５億7,846万9,000円の予算規模で、前年

度対比3,100万1,000円、5.7％の増額であります。居宅介護サービス給付費や介護予

防・日常生活サービス事業費などを計上しております。

　　次に、水道事業特別会計につきましては、１億9,882万4,000円の予算規模で、前年

度対比1,020万1,000円、4.9％の減額であります。簡易水道施設改良に係る経費など

を計上してございます。

　　次に、公共下水道事業特別会計につきましては、２億2,582万6,000円の予算規模で、

前年度対比2,057万9,000円、8.4％の減額であります。下水道施設整備に係る経費な

どを計上してございます。

　　以上、平成29 年度一般会計並びに５特別会計の予算編成内容を申し上げました。詳

細は別途配付の当初予算資料のとおりでありますので、説明は省略をさせていただきま
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す。

　　ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　説明が終わりましたのでこれより質疑を行いますが、平成29

年度各会計予算６案を一括して、予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査し

たいと思いますので、各会計の予算案に対する質疑は大綱的な質疑にとどめ、詳細な質

疑は予算審査特別委員会において行うようご協力願います。質疑ございますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上をもって質疑を終結いたします。

　　ここでお諮りいたします。

　　ただいま議題となっております議案第14 号から議案第19 号までの平成29 年度各

会計予算案の６案は、議長を除く議員全員をもって構成する予算審査特別委員会を設置

し、これに６案を一括して付託して審査することに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、議案第14 号から議案第19 号までの平成29 年度各会計予算案の６案は、

議長を除く議員全員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに６案を一括

して付託し審査することに決定いたしました。

　　ただいま設置されました予算審査特別委員会の委員長及び副委員長は、委員会条例第

８条第３項の規定により、委員会において互選することになっておりますが、議会運用

例第113条の１の規定により、あらかじめ議会運営委員会において協議いたしました。

　　ここでお諮りいたします。

　　この際、予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選の方法は、議長の指名推選

によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、予算審査特別委員会の委員長及び副委員長は、議長において指名することに

決定いたしました。

　　それでは、指名いたします。

　　予算審査特別委員会の委員長に３番、中村保嗣議員、副委員長に８番、山本弘一議員

を指名いたします。

　　お諮りいたします。
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　　予算審査特別委員会の委員長に３番、中村保嗣議員を、副委員長に８番、山本弘一議

員を選任することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、予算審査特別委員会の委員長に３番、中村保嗣議員を、副委員長に８番、山

本弘一議員を選任することに決定いたしました。

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

◎監報告第１号の報告

○議長（杉山幸昭議長）　日程第26 、監報告第１号議会の要求に基づく監査の報告につ

いてを議題といたします。

　　報告書の朗読を省略し、ただ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　報告を行う前に、今回の不正経理を事前に発見できませんでし

たことに対しまして監査委員として、町民の皆様や関係各位にこの場をおかりいたしま

して深くおわび申し上げます。大変申しわけありませんでした。

　　それでは、報告させていただきます。

　　監報告第１号議会の要求に基づく監査の報告について。

　　地方自治法第98 条第２項の規定に基づき、平成28 年 12 月 16 日付、上士幌議第

1113 号で議会から請求のあった監査の結果について、地方自治法第199条第９項の規

定により報告いたします。

　　監査報告１、監査の種類、平成28 年 12 月 16 日、上士幌町議会定例会において議

決された、地方自治法第 98 条第２項の規定に基づく特別監査を実施。

　　２、監査の対象でありますが、１、教育委員会生涯学習課職員の不祥事に関する関係

補助団体の経理状況について、ア、上士幌町一流プロジェクト実行委員会、イ、かみし

ほろ学園推進本部連携教育部会、ウ、上士幌町少年会育成委員連絡協議会、エ、上士幌

町生涯学習フェスティバル実行委員会、オ、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。

　　３番目としまして、監査の期間でございますが、平成 28 年 12 月 19 日から平成

29 年１月20 日、実施監査は、平成28 年 12 月 26 日から平成28 年 12 月 28 日

までの３日間であります。

　　監査の場所でありますが、上士幌町役場監査委員室で、実施監査は、上士幌町教育委

員会会議室で行いました。
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　　監査委員及び補助者として、監査委員、新田勝幸、中島卓蔵、補助者、斉藤局長、渡

辺主査。説明員として、須田生涯学習課長、松下生涯学習課主査。

　　監査の方法でありますが、監査の方法は、地方自治法第199条第８項の規定に基づき、

生涯学習課から監査に必要な関係書類の提出を求め、生涯学習課担当職員に対し聞き取

り調査を行い、関係書類の内容確認及び照合等による監査を行った。

　　監査の結果でありますが、不正行為を行った元職員は平成22 年４月に採用されてい

るが、採用年度の平成22 年度から不正行為を行っており、今回の事件については本人

の公務倫理の欠如が最大の原因であるが、厳正であるべき会計事務において管理監督職

員への報告が日常的に行われておらず、また、一部収入、支出証書の作成が行われてい

ないものや決済印がないものがあるなど、ずさんな事務処理の状況であった。

　　また、元職員が会計事務を一人で行っており、組織としての管理と点検が機能してい

なかった。

　　印鑑は、公印を作成し教育委員会事務局事務所鍵つきスチール内で保管しているが、

かみしほろ学園推進本部連携教育部会及び子どもの本のつどい上士幌大会実行委員会に

ついては、元職員の私印が口座の届出印となっていた。

　　通帳は、生涯学習フェスティバル実行委員会については教育長室の金庫で保管されて

いたが、ほかの通帳は元職員がみずから保管しており、かみしほろ学園推進本部連携教

育部会及び子どもの本のつどい上士幌大会実行委員会については、自由にお金の出し入

れができる状況であるなど、管理体制に不備があった。

　　業者への支払いについて請求から二、三カ月経過し支払われているものがあるなど、

全般的に支払い事務処理がおくれている状況が見られた。

　　また、通帳から現金引き出し期間と支払い期日が推測すると長期にわたり現金として

持っていることが考えられ、その点についても不適切である。

　　複数の個人の印鑑をみずから用意し領収書を偽造するなど、悪質な手口が見られた。

　　以下、使途不明金の合計額のみを報告いたします。

　　１つ、上士幌町一流プロジェクト実行委員会、使途不明金合計315万9,303円。

　　２、かみしほろ学園推進本部連携教育部会、使途不明金合計138万1,856円。

　　３、上士幌町少年会育成委員連絡協議会、使途不明金合計 34 万6,741円。

　　４、上士幌町生涯学習フェスティバル実行委員会、使途不明金合計８万9,600円。

　　５、第38 回子どもの本のつどい上士幌大会実行委員会、使途不明金合計８万9,436

円。

　　これらの使途不明金の合計額は、506万6,936円となっております。
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　　監査の意見でありますが、不正経理は平成22 年度上士幌町少年会育成委員連絡協議

会経理から発生しており、平成27 年度から金額が大きくなり、平成28 年度は400万

円を超えている。上士幌町生涯学習フェスティバル実行委員会経理について、団体幹事

から平成23 年度会計決算内容について指摘を受けており、その指摘事項が課全体で共

有できていれば、もっと早い段階で不正を発見することができたと思われる。

　　補助金交付申請に係る事務手続について、年度当初に処理を終え事業を遂行すべきで

あるが、手続がおそいため運営資金がなく立てかえ払いをしている等、不適切な状況が

見受けられた。

　　財務事務の取り扱いについては、町の条例、規則、通達等の法令を遵守し行うところ

であるが、職員に対する基礎研修、教育が不十分であったと思われる。

　　支出証書について、支出科目の記載間違いも多く見られた。そのような間違いも見逃

さないことが重要であり、重大な過ちの防止策となる。

　　業者への支払いについて、決済の際、請求から大幅におくれているものがあれば、お

くれた理由を確認し改善の指導をしなければならない。

　　さらに、定期的な通帳との照合をしていれば、不適切な処理を見抜くことができた。

　　このような事案を放置していたのは教育委員会の管理体制の不備であり、改善を要す

る。冒頭で述べたとおり、この事件を招いたのは本人の公務員倫理の欠如が最大の原因

であるが、適切な処理を見逃し、お金が自由に扱えると思わせた組織にも責任がある。

町では、事件後、全庁的に団体会計事務の調査を行い実態を把握し、再発防止に向けて

取り組みを進めている。教育委員会も再発防止に向けて取り組んでいるところについて

は評価し、今後においては二度と不祥事が起きないような取り組みを要望する。

　　そのほか、元職員が今回不正のあった事業を含む多くの事業を中心的に担っているこ

とから過度の負担になっていなかったか、業務量、業務分担が適切であったかについて

検証し、改善を要する場合は改善することを要望する。

　　以上、監査報告を終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　ただいまの報告内容について、これより質疑を行いますが、質

疑ありますか。

　　２番、佐々木守議員

○２番（佐々木　守議員）　１点だけお伺いしたいと思います。

　　監査のありようについて、ひとつお聞きをしたいと思います。

　　今回は財務監査ということでやっているんではないかなと。本来であれば、財務監査

と行政監査、これは、過去は財務監査だけが監査委員の職務だというふうに言われてい

－58－



たんですが、法改正になって行政全体の監査ができる状況になった。そういう中で、こ

の職員あるいは所属をしていた課内の勤務実態であるとか、あるいは上下の関係である

とか、日ごろの職務態度であるとかということについては聞き取り調査等もして、その

ことも監査指摘として記載することができる。この報告書見ると、ここにあったように、

そういう部分はどうも行政内でやってくださいというような記述になっているんです。

この監査をするに当たって、財務監査だけではなくて行政監査も含めて、こういった事

件については総合的に監査をすべきだという認識があって監査をされていたのかどうか

だけ、お聞きをしたいというふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　新田勝幸代表監査委員。

○新田勝幸代表監査委員　佐々木議員の指摘されるとおりだと思いますが、財務監査を基

本にして行っていたというのが本当だと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　２番、佐々木守議員

○２番（佐々木　守議員）　本来、監査委員もこういった事案については行政責任を問わ

れるものだというふうに私は基本的には思っております。

　　ただ、従来、行政側が議会に先んじて実は監査請求をして監査をしてもらうというこ

とも当然できるんです。そういうふうに監査制度というのを行政組織として使っていく

ということが、一つはこういったことをきちっと抑止できる。この庁舎内だけではなく

て全体的な構造の中でこういった問題が発生をしないように、でき得るように形はなっ

ているわけです。これは今回の事件もそうですけれども、規則や防止方法論を幾らつく

っても、守られなければ何の意味もないんです。これはやはり最大限に活用するという

ことをお願いをしたいと思いますし、今後においては監査委員会においても財務監査だ

けではなくて行政監査も含めて、特定の課によってはいろんな町民からもうわさが入る

立場にあると思いますから、そういうことも含めて抜き打ちの監査をするということを

ぜひお願いをして、質問を終わりたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　答弁ありますか。

　　新田勝幸代表監査委員。

○新田勝幸代表監査委員　そういうことであれば、時間の許す限りの中でやっていかざる

を得ないと思いますけれども、現在の今までやっていた時間の中ではちょっと無理があ

るのではないかということで、全体的な時間の流れとか、そういうものをお互いに組み

ながら進んでいくべきでないかなというように思っております。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかにありますか。

（「なし」の声）
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○議長（杉山幸昭議長）　以上で、監報告第１号に対する質疑を終結いたします。

　　監報告第１号は報告済みとし、監査委員からの報告を終わります。

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

◎散会の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　以上で本日の議事日程は全て終了いたしましたので、本日の会

議を終わります。

　　あすからは休会とし、本会議の再開は３月３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　２時１３分）
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　──────────────────────────────────────

◎開議の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　ただいまの出席議員数は11 人です。定足数に達していますの

で、これより本日の会議を開きます。

　　議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

（午前１０時００分）

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

◎議会運営委員会の報告

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

　　議会運営委員長、佐々木守議員。

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

　　議会運営委員会は、２月28 日午前９時より委員会室において、議会運営委員全員の

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

議案の審議方法などについて審議いたしました。

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

お手元に配付のとおり決定をいたしましたので、ご報告申し上げます。

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

　　１点目は、日程第１、議案第14 号から日程第６、議案第19 号までの平成29 年度

各会計予算案は、６件を一括報告とし、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。

　　なお、５特別会計については、特別委員会での討論がなかったことから討論を省略す

ることといたします。

　　２点目は、日程第９、議案第22 号から日程第10 、議案第23 号までの平成28 年

度一般会計及び国民健康保険特別会計補正予算案は、一括上程とし、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11 、監報告２号から日程第12 、監報告第３号までの２案につい

ては一括報告することといたします。

　　以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告といたします。

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

◎議案第１４号から議案第１９号の上程、報告、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　次に、予算審査特別委員会審査報告を行います。

　　日程第１、議案第14 号平成29 年度上士幌町一般会計予算、日程第２、議案第15

号平成 29 年度上士幌町国民健康保険特別会計予算、日程第３、議案第16 号平成29
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年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算、日程第４、議案第17 号平成 29 年度上士

幌町介護保険特別会計予算、日程第５、議案第18 号平成29 年度上士幌町水道事業特

別会計予算、日程第６、議案第19 号平成29 年度上士幌町公共下水道事業特別会計予

算、以上６案を一括して議題といたします。

　　６案について、予算審査特別委員会の審査報告を求めます。

　　予算審査特別委員会委員長、中村保嗣議員。

○予算審査特別委員長（中村保嗣議員）　予算審査特別委員会より本委員会に付託されま

した事件については、慎重審査の結果、次のとおり決定いたしましたので、上士幌町議

会会議規則第 77 条の規定により報告いたします。

　　審査事項は、平成29 年２月14 日付託されました議案第14 号平成29 年度上士幌

町一般会計予算、議案第15 号平成29 年度上士幌町国民健康保険特別会計予算、議案

第 16 号平成 29 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算、議案第17 号平成 29 年

度上士幌町介護保険特別会計予算、議案第18 号平成 29 年度上士幌町水道事業特別会

計予算、議案第 19 号平成 29 年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算であります。

　　審査年月日は、平成 29 年２月 17 日、 20 日の計２回であります。

　　審査場所は議場で行いました。

　　説明員に、竹中町長、千葉副町長、馬場教育長、各課部局長、主幹及び担当主査等の

出席をいただきました。

　　審査結果ですが、議案第14 号から議案第19 号までの平成29 年度上士幌町一般会

計予算及び５特別会計予算案は、今定例会の２月 14 日に提案されました。

　　この予算案の審査に当たり、議長を除く議員全員による予算審査特別委員会が設置さ

れ、審査を行ってきたところであります。

　　本特別委員会の運営に際し、議員並びに町理事者を初め、各課部局長、主幹及び担当

主査等の方々にご協力をいただきましたことに、厚く御礼申し上げます。

　　当特別委員会は、慎重審査の結果、お手元に配付のとおり、議案第14 号から議案第

19 号までの６案は、全て原案可決すべきものと決定したところであります。

　　各議案審査の質疑の内容については、議長を除く議員全員が特別委員会の委員であり

ますので、省略させていただきます。

　　議案第14 号平成 29 年度一般会計予算案については、質疑終結後、討論があり、起

立採決の結果、起立多数で原案可決すべきものと決定いたしました。

　　その他の議案第15 号から議案第19 号までの５特別会計については、討論がありま

せんでしたので、簡易評決をもって全会一致により原案可決すべきものと決定いたしま
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した。

　　以上で、予算特別委員会に付託されました議案審査の経過と結果の報告を申し上げ、

予算審査特別委員会報告を終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　委員長の報告が終わりました。

　　予算審査特別委員会は、議長を除く議員全員で構成されております。したがって、委

員長報告に対する質疑は、議会運用例第 96 条の５の規定によりこれを省略いたします。

　　また、議案第14 号を除く議案第15 号から議案第19 号までの５特別会計予算案の

討論についても、議会運用例第100条第３項の規定によりこれを省略いたします。

　　これより、各会計の予算案ごとに討論、採決を行います。

　　初めに、議案第14 号平成29 年度上士幌町一般会計予算の討論を行います。討論あ

りますか。

　　討論がありますので、これより討論を行います。

　　先に、議案第 14 号に対する反対の討論を行います。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　平成29 年度上士幌町一般会計予算に対する反対討論を行い

ます。

　　今の安倍政権はどこに進むのだろうかと、日本の国民を置き去りにするアメリカ第一

主義に突っ走っています。私たち町民の暮らしや生活が大変なのは、このような国の政

治が真に町民に向いていないからです。直接町民の生活や暮らしを守る立場にある町政

は、国の言うとおりの政策を実行するのではなく、国そのものの政治を町民を守る立場

になるようにさまざま要望し、ときにはきちんと批判することも大事です。その立場に

立ち切れていないと判断し、反対いたします。

　　１点目。まちづくりの問題です。

　　国は、人口減少で町が消滅すると危機感をあおり、しきりに地方創生という言葉を使

い、地方創生関連事業で頑張っている自治体にはさまざまな支援を行っています。

　　上士幌町は、その先端を走っているのではないかと思っています。さまざまな交付金

や補助を受けてまちづくりを進めることも大事ですが、その中心は町民です。しかし、

町民の十分な理解がないまま進んでいくのではないかと心配するところです。

　　町民が生涯元気で生き続けるまちづくりは、誰もが賛成するところです。今進めよう

としている委託事業予定先の（仮称）まちづくり会社による生涯活躍のまちは、まだま

だ先が見えない中、また、平成28 年度の委託事業による調査結果も出てない中、平成

29 年度には新事業2000 万円の委託事業が組まれています。もっと慎重に、町民の理
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解のもとに検討するべきです。

　　２点目は、財政での問題です。

　　国の地方創生関連事業による各種交付金や補助金を、フルに活用するために事業を組

んでいるように思います。100％国のお金ですので、財政的には有利ですが、その積算

根拠は国の基準どおりできちんとした根拠があるのか、事業の裏づけになるのかも把握

できかねます。

　　ふるさと納税金の問題ですが、指定寄付金や夢基金による事業が進み、各種施策が実

現できています。しかし、町民の浸透は不十分ですし、ふるさと納税金の活用はもっと

丁寧にするべきです。また、過度な競争にならないように配慮するべきです。

　　全体的な問題では、基金は一般会計平成28 年度末で前年比約３億円多い、約75 億

円になる見込みです。ふるさと納税金に頼りすぎないように、また、弱者対策を十分考

慮して基金の活用を図るべきです。

　　３点目は、平和の問題です。

　　自衛隊は、昨今の自然災害等に日夜全力で従事しており、必要性も感じるところです。

しかし、一昨年強行された安全保障法制、いわゆる戦争法により、南スーダンに派遣さ

れた自衛隊に新たな駆けつけ警護の任務が課せられました。

　　政府は、しきりに南スーダンでは戦闘は起きていないと言い続けてきましたが、つい

最近日報に、戦車や迫撃砲を使用した激しい戦闘が起きていることが記されていること

がわかりました。この南スーダンに５月から帯広の第５旅団が派遣される予定です。ま

すます憲法違反となる今の自衛隊のあり方には反対です。自衛隊協力への補助金を含む

ため、反対いたします。

　　以上で、反対討論いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　次に、議案第 14 号に対する賛成の討論を行います。

　　７番、早坂清光議員。

○７番（早坂清光議員）　私は、中村委員長より報告のとおり、２日間にわたり慎重審議

されました平成 29 年度一般会計予算に賛成する立場で討論を行います。

　　審議をいたしました今回の当初予算は、町長選挙を控える中で編成された骨格予算で

はありますが、この１年の町民生活全般に係る事務事業費とまちづくりを進めていく上

での幅広い施策が盛り込まれた、総額を 61 億8,773万1,000円とした予算であります。

　　収入である歳入においては、町の自主財源である町民税や固定資産税などの町税が、

歳入全体の10 ％前後という状況下で、これまでも財源の多くを国からの地方交付税に

依存し、なお不足する財源を非常時に備えた各種積立基金から繰り入れ、なおかつ借金
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である地方債などにより予算編成が行われてきているところであります。

　　平成29 年度も、地方交付税がさらに減少するという見通しの中での厳しい財政状況

下での予算編成であったと思います。こうした状況下にありながら、町民の皆様に新た

な負担増を求めることなく、歳出である事務事業ではその緊急性や優先度など熟慮され、

子育て・教育・福祉・医療・介護・産業振興・住宅を初めとする生活環境など各分野の

事業に配慮をされた予算編成になっているというふうに思います。

　　特に今年度は、懸案でありました生涯学習センターについては、外構工事を残してお

りますが改築を終え、オープンすることとなります。果たすべき役割と機能が十分に発

揮されるよう、管理運営に万全を期していただきたいと思います。

　　また、全国各地の多数の皆様からふるさと納税としてご寄附をいただきました貴重な

財源は、医療福祉や農業などその指定をされた趣旨に沿って、各事業に有意義な活用が

図られていると思います。特に、子育てや教育の指定寄附、指定のなかった一般寄附に

ついては、ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金として一旦積み立てた後、認定こど

も園の保育料無料化など、子育て・教育を支援する予算としてめり張りと創意工夫がさ

れた予算になっていると思います。

　　次に、各積立基金につきましては最小限の取り崩しとし、今後の予期しない緊急対応

に備えるとともに、公共施設再整備や道の駅など、懸案事業の取り組みに向け、備えら

れていると思います。

　　以上、私の賛成理由を申し上げましたが、この予算を執行されるに当たり、以下３点

について十分な対応を要請いたします。

　　１点目は、これまでの議会での予算を初めとする審議経過を尊重されますとともに、

町民の皆様の声に真摯に対応いただき、予算執行に当たっていただきたいと思います。

　　２点目は、１点目と関連いたしますが、生涯活躍のまち上士幌創生包括プロジェクト

事業についてであります。審議の中で議論されたとおり、本事業の執行に向けては慎重、

丁寧な対応を求めたいと思います。

　　３点目は、昨年町では職員による大変残念な不祥事が発生しました。理事者からは、

今後の再発防止策についてお聞きしていますが、万全の対策を重ねていただくことを強

く求めたいと思います。

　　また、限られた予算の中で最大の効果を挙げられるよう、適正かつ効率的な予算執行

を切望いたします。

　　以上要請を含め、私の賛成討論とさせていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　次に、議案第14 号に対する反対の討論を行います。あります
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か。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、賛成の討論を行います。ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ほかに討論ありませんか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ほかに討論がありませんので、これをもって議案第14 号に対

する討論を終結いたします。

　　これより議案第 14 号の採決を行います。

　　本案は起立により採決を行います。

　　なお、起立しない議員は反対とみなします。

　　本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。

　　本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（杉山幸昭議長）　起立多数であります。

　　よって、議案第 14 号は委員長の報告のとおり可決されました。

　　次に、議案第15 号平成 29 年度上士幌町国民健康保険特別会計予算の採決を行いま

す。

　　議案第 15 号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 15 号は委員長の報告のとおり可決されました。

　　次に、議案第16 号平成 29 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算の採決を行い

ます。

　　議案第 16 号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 16 号は委員長の報告のとおり可決されました。
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　　次に、議案第 17 号平成 29 年度上士幌町介護保険特別会計予算の採決を行います。

　　議案第 17 号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 17 号は委員長の報告のとおり可決されました。

　　次に、議案第 18 号平成 29 年度上士幌町水道事業特別会計予算の採決を行います。

　　議案第 18 号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 18 号は委員長の報告のとおり可決されました。

　　次に、議案第19 号平成 29 年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算の採決を行い

ます。

　　議案第 19 号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 19 号は委員長の報告のとおり可決されました。

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

◎議案第２０号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第７、議案第20 号上士幌町農業環境管理施設条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　佐藤農林課長。

○佐藤桂二農林課長　ただいま上程されました議案第20 号上士幌町農業環境管理施設条

例の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由と内容についてご説明申し

上げます。

　　町例規集は、第８編産業、第２章農林をご参照願います。
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　　本条例につきましては、町内の家畜ふん尿処理と農村環境保全及び農業生産性の向上

を図ることを目的として、平成 11 年３月に制定されたものであります。

　　提案理由につきまして、上士幌町農業環境管理施設は、道営畑地帯総合整備事業、道

営中山間地域総合整備事業及び道営担い手育成草地整備改良事業により整備した家畜ふ

ん尿処理施設であり、北海道との土地改良財産の譲与契約に基づき、町の行政財産とし

て登録し、施設の使用に当たっては上士幌町農業環境管理施設条例に基づき管理されて

おりますが、このたび土地改良財産譲与契約書第５条第２号に定めた指定期間である

15 年を経過する施設が譲渡対象となるため、本条例の別表から該当する施設を削除し、

行政財産としての用途廃止を行うものでございます。

　　内容につきましては、お手元の資料で議案第20 号関係の新旧対照表をご参照願いま

す。

　　資料の右側、改正前の別表のうち、下線を引いた部分の上音更地区第１号施設から第

４号施設、北居辺地区第１号施設と第２号施設の計６施設を削除し、改正後の別表に改

めるものでございます。

　　なお、本条例の一部改正案がご可決いただけましたら、別表より削除されます施設に

つきまして、３月に予定されている臨時議会において地方自治法第96 条第１項第６号

の規定に基づき、議会の議決を経て、施設の譲渡先である使用責任者への譲渡を行う予

定でございます。

　　以上、議案第20 号上士幌町農業環境管理施設条例の一部を改正する条例の制定につ

きまして、その提案理由と内容についてご説明申し上げました。

　　ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第20 号について

質疑を行います。質疑はありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 20 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20 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）
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○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 20 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第２１号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第８、議案第21 号上士幌町生涯学習センター条例の一部

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。

　　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21 号上士幌町生涯

学習センター条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容について

ご説明申し上げます。

　　上士幌町例規集は、第 10 編教育、第３章生涯学習をご参照願います。

　　初めに提案理由でありますが、今回の改正は、主に現在改築中の生涯学習センターの

供用開始に伴う諸室使用料等の変更によるものであります。

　　次に、改正の内容についてご説明いたします。

　　議案第21 号関係、上士幌町生涯学習センター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あります。

　　第11 条については、過去の条例改正により条例にずれが生じておりましたので、該

当条項に改めるものでございます。

　　次に、２ページの別表１につきましては、解体した旧児童会館の諸室を削除し、生涯

学習センターの改築部分に新たに設けられた諸室を追加するものです。あわせて基本使

用料の区分を、午前、午後、夜間から、１時間当たりに改めるものであります。

　　３ページの別表２については、特殊機器及び設備の使用料について改めるものであり

ます。

　　なお、附則の１施行期日については、平成29 年６月１日から施行するものでありま

すが、第 11 条の改正規定については、交付の日から施行するものであります。

　　附則の２は、使用料に関する経過措置であります。

　　以上、上士幌町生涯学習センター条例の一部を改正する条例の制定について、その提

案理由と内容についてご説明申し上げました。

　　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いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第21 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）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 21 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21 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 21 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第２２号及び議案第２３号の上程、説明、質疑、討論、採

決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第９、議案第22 号平成 28 年度上士幌町一般会計補正予

算（第16 号）、日程第10 、議案第23 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４号）、以上２案を一括して議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　ただいま上程されました議案第22 号並びに議案第23 号の、平成

28 年度一般会計補正予算及び国民健康保険特別会計補正予算の内容についてご説明申

し上げます。

　　このたびの補正総額は２億802万3,000円の追加補正となっており、補正後における

全会計の予算総額を117億5,549万1,000円とするものでございます。

　　それでは、議案第 22 号一般会計補正予算（第 16 号）についてご説明をいたします。

　　１ページをお開きください。

　　第１条では、歳入歳出それぞれに２億8,116万9,000円を追加し、予算の総額を98

億6,807万8,000円とするものでございます。

　　歳出における追加補正を行う主なものは、ふるさと納税推進事業1,414万2,000円、

交通ネットワーク交流拠点整備事業２億6,816万6,000円、国保会計繰出金132 万

4,000円、教職員住宅維持管理経費41 万円、小学校管理経費99 万4,000円、中学校

管理経費 90 万5,000円でございます。
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　　第２条では、繰越明許費について、４ページ第２表のとおり追加補正をいたします。

　　繰越明許の事業につきましては、交通ネットワーク交流拠点整備でございます。事業

を翌年度に繰り越して執行するものでございます。

　　第３条では、交通ネットワーク交流拠点整備事業に係る地方負債補正といたしまして、

４ページ第３表のとおり、一般補助施設整備等事業8,350万円を追加補正をいたします。

　　次に、議案第23 号国民健康保険特別会計補正予算（第４号）についてご説明をいた

します。

　　 13 ページをごらんください。

　　第１条では、歳入歳出それぞれ7,314万6,000円を減額し、予算の総額を８億1,079

万円とするものでございます。

　　歳出における減額補正を行う主なものは、一般被保険者療養給付費4,657万4,000円、

退職被保険者等療養給付費521万円、一般被保険者療養費124万8,000円、一般被保険

者高額療養費751万1,000円、出産育児一時金事業420万円、保険財政共同安定化事業

拠出金1,251万6,000円、特定健康診査等事業236万8,000円でございます。

　　また、追加補正の主なものは、高額医療費共同事業拠出金314万4,000円、療養給付

費交付金等返還金608万6,000円でございます。

　　以上が補正予算の内容でございます。

　　なお、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、第１表のとおりでございます。

　　また、事項別明細書以下につきましては、説明を省略をさせていただきます。

　　以上、一般会計並びに国民健康保険特別会計の補正予算につきましてご提案を申し上

げました。

　　よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第22 号並びに議

案第 23 号を一括して質疑を行います。質疑ありますか。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　一般会計全般でいいですか。２点質問したいんですが、ター

ミナルの関係の質問なんですけど、委員会でも趣旨の説明がありましたが、策定がされ

まして、整備方針について、これ広報のコピーなんですが、町民に公表するとあります

が、既に公表しているのかどうかと、それと公表している内容なんですが、閲覧できる

資料というのは整備方針っていったら、これがＡ４の裏表だと思うんですが、それにか

かわるこういうのも含めて示しているのかと、それから、閲覧場所なんですが、図書館
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と企画財政課窓口とあるんですが、ホームページもありますが、ふれあいプラザが書い

てませんので、それも含めて公表しているのか、多分まだ置いてないと思うんですが、

私がきのう見たときにはなかったような気もするんですが、その点について質問いたし

ます。

　　まだまだ前回の整備方針の案から公表し、いろんな意見はもらっていると思うんです

が、まだまだ十分周知できていないと、議員さんは皆さん知っていますし、経過につい

てもわかるんですが、これからそれが課題なのかなと思って質問いたしました。

　　それから、学習センターの関係、今回補助金の関係で予算ができていますが、学習セ

ンターの決定した金額の内訳について、当初予算では12 億円ほど、それは地方債がた

しか８億円の基金が４億円ほどだったと思うんですが、それで今回補助金が入りました

が最終的な財政的な裏づけといいますか、それについて質問いたします。

○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　ターミナルの件でございますけれども、公表は議員おっしゃる

とおり公表しております。

　　プラザの部分について、ないのではないかということでありますけれども、これも、

あわせてしっかりと公表していきたいというふうに思っています。

　　あとは十分周知等々をして進めるべきではないかというご助言ということであります

けれども、こちらのほうにつきましても、方針は方針にのっとりながら進める中におい

て町民の皆様方にもご意見等必要に応じていただいて、いいものをつくっていきたいな

と、そのように思っております。

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩いたします。

（午前１０時３９分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午前１０時３９分）

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

○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　生涯学習センター改築事業につきましてですけれど

も、まず、事業費といたしましては総額12 億1,043万6,000円ということでございま

す。

　　財源内訳といたしましては、この補正予算にも載っておりますけれども、まちづくり

交付金、同支出金としまして7,600万円、それから地方債といたしまして８億円、それ
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からその他といたしまして２億8,233万2,000円、それから一般財源が残りの5,210万

4,000円という形になっております。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　学習センターの件に関しましてはわかりました。いろんな交

付金やら補助金を検討された結果、なんとか7,000万、約8,000万ほど補助金がついた

ということで確認いたしました。多分これからもいろんな事業にかかわっては国の補助

金というのは本当につきづらくて、いろんな名目であると思うんですが、それはそれと

して十分に活用してもらえたのかと私は思ってます。まだまだ国のほうの補助金がなか

なかつかないものですから、大変かと思います。

　　それと、先ほどの松岡課長の答弁がなかなかはっきりできないのですが、もう公表し

てるんだと思うんですが、それと、こういう整備方針って見てもなかなかわかりづらく

て、これは確かにイメージ図なので、このとおりにいくとは限らないと思うんですが、

こういうイメージがないとわからない、こういうのが添付してるかどうかを確認したか

ったのです。

　　でなければ、目で見てわかるように、これは案なら案でいいんですけど、それを目で

見てわかるように公表しないと、これはまだ固まったわけではありませんので、これか

ら具体的に進めるときにいろんな意見を取り入れてやるためには、もちろん広報も大事

なんですが、わかるような資料を添付してほしいと思って質問させてもらいました。

○議長（杉山幸昭議長）　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　言葉足らずで申しわけございません。

　　両委員会にお示しさせていただいたときにも、今の段階ではあくまでも案ということ

ではございましたけれども、それも含めて、同じ形の資料を今の段階では方針としてい

きたいというところは、平等に各施設でお示ししていくということでございますので、

また、進む段階においてお示ししなければならない分も出てくると思います。実施設計

等に入っていきますので、そのときはそのときで、またしっかりと示していきたいと、

そのように考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　ほか質疑ありますか。

　　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　私は交通ネットワーク交流拠点について反対するものではな

いです。

　　１つお聞きをしたいと思うのは、ちょうど分析もされているわけなんですが、その中

をみても、町内から町外へ、どのくらい一日に利用者数というのは、今の段階ではあち
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こちありますから、そういう統計がとれないのかもしれませんけれども、そういうこと

を統計とっているのかどうかということと、もう１つは、今回の交流拠点、これは実施

設計も委託するんですけど、最大でいっときどのくらいの人がどういう、その会場の人

がどういうふうに使うかっていう、ちゃんと想定を持たなきゃ、次のどんな建物にしよ

うかとかということになっていかないと思うんですが、それはどういうふうに想定され

ているのか、その部分の説明は聞き漏らしたのかもしれませんけれども、まだ説明はさ

れていないような気がするので、その中身だけ今のわかる範囲で説明をお願いをしたい

と思います。

○議長（杉山幸昭議長）　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　今のご質問でありますけれども、統計的な背景がどのようにな

っているのかというご質問かと思いますけれども、両委員会のときにもお話しさせてい

ただきましたけれども、まず、この交流ターミナルをつくる第一の考え方でありますけ

れども、やはり、より以上のサービスの向上をまず図るということであります。

　　一番の原点でありますけれども、交通弱者といわれている、交通手段、車等々持たな

い方たちがどのような形で、そのサービスを向上してもらえるのかというところが第一

の視点と考えておりまして、そのことはご理解いただきたいなと思います。

　　それと、あと具体的な、どのようなトータル的に、例えば民間のバスがどれだけの方

乗ってて、今の福祉バス、それもどれだけの、福祉バスはすぐに出てまいりますけれど

も、その十勝バス、あるいは拓殖バス、その辺のところの話はいただきたいなというよ

うなことではお話はさせていただいておりますが、その最終的に、その今ある統計処理

がされているかというのは、現時点では持ち合わせておりません。これは、また今後必

要に応じてそれぞれ提供のほうをいただくような形になろうかと思います。

　　いずれにいたしましても、交通弱者、特にお年寄り、子供たち、そこの足の確保、そ

れを１つに寄せることによってよりサービスの向上につながると、していかなければな

らないという考えでおりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　今の答弁でわかったわけですけれども、ただ、実態を押さえ

てないで、例えばこれを使用人数を30 人、あるいは50 人とするのではだいぶ施設の

大きさ変わります。トイレについても、例えば便座付トイレが幾ついるのかとか、どう

いうふうにするのかというのは、使用頻度等を踏まえて実施設計の段階できちんと示し

ていかなければならないと、このくらいでいいだろうというやり方が、果たしていいの

かどうかというのが疑問を持つわけです。
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　　今できる範囲でのきちっとした分析が必要だと思うんです。理念については十分理解

しますし、これからそういう必要度というのは高まってくることも十分理解できます。

ただ、こういった設計をするときに、うちの町の人口ビジョンっていうのもあって、そ

の時の人口構成もあって、一定程度、今高齢者における交通事故等があって、免許の返

納しなさいと、こういう話も進めて、これは他人事ではなくて、本町でもどこか交通、

防災の分野で考えなきゃならないことだと思うんですよ。

　　そういうことを含めて、実数ですればこのくらいの人数が利用していただけるだろう

し、このくらいの利用を見込むっていう人数が、建物の基本になってくるというふうに

僕は考えるんですね。

　　だとしたら、実施設計をする段階でやっぱり、そういう想定が町民にきちんと説明で

きるような仕組みでなきゃならないと思うんですが、その辺が非常に気になったので、

これは工事を請け負いするときにも、恐らく議会の議決が必要な規模になるんではない

かと見ているんですけれども、なるべく早い段階でそういったものをきちっと示した上

で、実施設計を具体的に進めるというふうにすべきだと考えますけれども、いかがでし

ょうか。

○議長（杉山幸昭議長）　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　そのようなご助言大事にしながら進めてまいりたいと思います。

　　今考えるところは、現時点での使用頻度、それから将来的な見込み、当然その辺の視

点が入ってくるかと思います。

　　両委員会のときにもお話をさせていただいたかと思いますけれども、平成27 年でも

構想をつくったと。それで、子供たちやお年寄り等々、やはりバスの便数をふやしてほ

しいんだけれども、なかなかそれは難しいでしょうと。それでいくと、それを集合体だ

とか、安心も含めて拠点をつくってもらえたらということで平成27 年は動いてます。

今、平成28 年、もう最終的に基本計画というものも民間の事業者に27 年から継続す

る形で現在動いてます。その辺も含めて、今出てまいりますので、それをまたしっかり

と押さえながら実施設計に移行していくということでご理解いただきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　ほか質疑ありますか。国保会計も一括して今質疑受けています

ので。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第22 号並びに議案第23 号に対する質疑を

終結いたします。

　　これより議案ごとに討論、採決を行います。
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　　初めに、議案第 22 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22 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 22 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 23 号に対する討論を行います。

　　討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第23 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 23 号は原案のとおり可決されました。

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

◎監報告第２号及び監報告第３号の上程、報告

○議長（杉山幸昭議長）　日程第11 、監報告第２号例月出納検査報告について、日程第

12 、監報告第３号定期監査報告について、以上２件を一括して議題といたします。

　　報告書の朗読を省略し、直ちに代表監査委員より報告の説明を求めます。

　　新田勝幸代表監査委員。

○新田勝幸代表監査委員　初めに、監報告第２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 11 月分、 12 月分、平成29 年１月分の例月出納検査結

果を報告するものでございます。
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　　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、係数などは正確であり、諸帳簿などと相違ないことを確認いたしました

ことをご報告申し上げます。

　　次に、監報告第３号定期監査報告について、その結果を報告申し上げます。

　　定期監査につきましては、地方自治法第199条第９項の規定により結果を報告するも

のでございます。

　　監査の実施状況ですが、今回につきましては定期監査として、教育委員会を対象に実

施いたしました。

　　監査日時、監査対象等は報告書に記載のとおりでございます。

　　監査に当たっては、適法で正確かつ効率的に執行されているかについて書類監査と備

品管理状況を確認し、上士幌小学校において、事務処理や金品の管理、備品の管理、学

校図書の管理、体育館の一般開放状況等の監査を行いました。

　　また、事業内容等についてあらかじめ教育委員会から書類の提出をいただき、子ども

課長や担当主査等から説明を受けるとともに、上士幌小学校の校長先生、教頭先生、事

務職員の協力により実施、調査を行いました。

　　定期監査の総合意見といたしまして、予算執行状況及び財務に関する事務、備品や金

品の管理について、関係規定、規約等に基づき適正に執行されており、特別指摘すべき

点はありませんでした。

　　今後におきましても、学校と連携を密にし、児童の健やかな成長と時代に即応した教

育環境の提供と活用をお願いし、定期監査の結果報告といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　代表監査委員より提出された例月出納検査報告書の収支状況等

は添付を省略しておりますので、必要な場合は事務局で閲覧を願います。

　　以上で、監報告第２号から監報告第３号までを報告済みとし、監査委員からの報告を

終わります。

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

◎閉会中の継続調査の申出について

○議長（杉山幸昭議長）　日程第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。
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　　お諮りいたします。

　　各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査はこれを承認することにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査は、これを承認すること

に決定いたしました。

　　ここで、竹中町長から特に発言を求められておりますので、これを許します。

　　竹中町長。

○竹中　貢町長　ただいま、議長の計らいで発言のお許しをいただきましたので、一言ご

挨拶を申し上げます。

　　４年前、町民皆様のご理解とご支援をいただき、４期目の町政を執行させていただき

ました。おかげさまで町民、議会、職員の皆様にお力添えをいただきながら町民の福祉

向上、町の発展のために全身全霊を傾注して、その任に当たることができました。この

場をおかりして、深く感謝を申し上げます。

　　さて、４期目の町政運営に当たって掲げたスローガンは、上士幌町の豊かなあすの礎

を築くでありました。

　　士幌町から分村して84 年、そして、向こう10 カ年の第５期上士幌町総合計画も動

き始めたこともあり、上士幌町の100年、さらにその先も持続的に発展するための基礎

固めをする４年間と位置づけ、各種施策を展開してまいりました。その一端を振り返っ

てみたいと思います。

　　まず、あすへの礎を築くの１つ目は人口問題であります。

　　自治体として体をなすために欠かせないのは、一定程度の人口の確保であります。国

全体として人口減少時代に突入し、しかも、大都市の過密と地方の過疎化が加速する中

で、昨年本町では 31 人がふえました。

　　ふえた理由としては、農林業を中心に、活発な経済活動、事業の拡大による雇用の増

加、子育て・教育環境の充実、医療や介護などの福祉政策、住宅環境の整備など暮らし

の安心、そして、粘り強い移住・定住の取り組みなどによって、町の魅力が総合的に高

まり、内外に評価されたあかしと考えております。

　　あすへの礎を築く２つ目は、町並の再編であります。

　　戦後の急速な人口増や、高度経済成長などによって市街地形成が膨張した時代から、

既に起きている人口減少や少子高齢化時代に備え、市街地形成の再編整備への対応であ
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ります。

　　既に医療・介護施設、こども園、今建設中の生涯学習センター、そして先ほど議論あ

りました交通ターミナル等々、大きく今、町なかが変わろうとしております。生活弱者

といわれるお年寄りも安心して買い物やさまざまな催し物、生きがい活動、地域活動に

参加できるように、将来を見据えて機能性の高いコンパクトな町並の再編が着実に進ん

でいるということであります。

　　あすへの礎を築くの３つ目は、健全な財政であります。

　　後世に現世からの負担を強いることなく、将来を見据えた安定、健全な財政運営であ

ります。

　　本町の財政力指数は、0.2と低く、主要な財源を地方交付税に頼らざるを得ない状況

でありますけれども、今日的にはふるさと納税による多額の寄附金は、本町の持続的な

成長に必要なハード及びソフト事業を展開する上で、貴重な財源になっております。

　　後期第５期総合計画における財政収支試算においても、健全財政のもとで事業推進の

見通しとなっておりますが、今後とも行財政の効率化、費用対効果等をしっかり踏まえ

た行財政運営を望むものであります。

　　この４年間、上士幌町にはふるさと納税という、まちづくりを推進する上での強い追

い風がありましたが、何よりも議員の皆様、町民の皆様の町政執行に対する格別のご理

解、ご協力によって本町のまちづくりは大きく前進したものと認識しております。

　　悔いのない４年間でありました。改めて皆様に感謝を申し上げ、任期満了に伴う挨拶

とさせていただきます。ありがとうございました。

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

◎閉会の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　以上をもって、本定例会の会議に付された案件の審議は全て終

了いたしました。

　　お諮りいたします。

　　平成29 年第１回上士幌町議会定例会を閉会したいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。

　　これで本日の会議を閉じます。

　　本定例会が２月14 日から18 日間の会期にわたり、本会議及び委員会の議会議事運
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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 29 年第１回上士幌町議会定例会を閉会いたします。

（午前１１時０２分）
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上記、会議録の経過は、その内容が相違ないことを証するため、ここに署名する。

　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　議　　　　　長

　　　　　　　署　名　議　員

　　　　　　　署　名　議　員
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