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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29年第７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。 

○議会運営委員会長（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、11月30日午前９時より委員会室において議会運営委員全員の出席

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

方法などについて審議いたしました。 

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

お手元に配付のとおり決定をいたしましたので、ご報告を申し上げます。 

  この際、議会運営委員会において協議されましたことについて、ご報告をいたします。 

  １点目は、日程第６、承認第２号及び日程第７、承認第３号までは関連がありますの

で、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９、議案第72号から日程第14、議案第77号までの平成29年度上士幌

町一般会計補正予算（第８号）並びに５特別会計補正予算は関連がありますので、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。 

  以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

◎会議録署名議員の指名 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、９番、渡部信一
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議員、10番、山本和子議員を指名いたします。 

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

◎会期の決定について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から12月22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12月22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29年９月１日から平成29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。 

  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。 

  杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 ９月18日の台風18号による被害状況について申し上げます。 

  別紙１の１ページをご参照願います。 

  最初に、気象状況ですが、台風18号の接近により、９月18日午前５時７分に上士幌町

に大雨警報が発令されました。アメダスによる降り始めからの24時間雨量は、上士幌測

定値において83.5ミリメートル、ぬかびら源泉郷測定値で133.5ミリメートル、１時間

当たりの最大雨量は、上士幌町測定値において24.5ミリメートル、ぬかびら源泉郷測定
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値で31.5ミリメートルでありました。また、上士幌測定値における最大風速は6.8メー

トル毎秒、最大瞬間風速は15.6メーター毎秒、ぬかびら源泉郷測定値における最大風速

は2.9メートル毎秒、最大瞬間風速は12.5メートル毎秒でありました。 

  町の対応といたしましては、18日朝から道路や水道施設、明渠排水路等のパトロール

と応急対策を実施したところです。 

  次に、被害状況についてですが、初めに、農業被害につきましては、農作物被害とし

てデントコーンの倒伏が4.64ヘクタールで被害金額223万8,000円、農業用施設の被害と

して、明渠排水路等の被害が５カ所で被害金額1,179万7,000円となっており、復旧経費

につきましては、急を要したため専決処分しております。 

  詳細は、２ページから３ページをごらんください。 

  被災箇所、被災状況、復旧内容等につきましては、記載のとおりであります。 

  次に、土木被害についてですが、町道内の路盤流出及び側溝閉塞で被害金額は65万円

となっており、復旧経費につきましては既定予算で対応しております。 

  詳細は４ページをごらんください。 

  被災箇所、被災状況、復旧内容等につきましては、記載のとおりであります。 

  次に、水道被害につきましては、糠平浄水場取水施設の土砂堆積で被害金額は349万

5,000円となっており、復旧経費につきましては、急を要したため専決処分しておりま

す。 

  詳細は５ページをごらんください。 

  被災箇所、被災状況、復旧内容等につきましては、記載のとおりであります。 

  次に、その他についてですが、糠平共同墓地で倒木が発生し、処理費用として19万

7,000円を既定予算で対応しております。 

  詳細は６ページをごらんください。 

  被災箇所、被災状況、復旧内容等につきましては、記載のとおりであります。 

  被害金額合計では1,837万7,000円となっており、復旧経費の予算措置といたしまして

は、既定予算での対応が84万7,000円、専決処分での対応が1,529万2,000円となっており

ます。これらの復旧経費のうち補正予算として専決処分したものにつきましては、後ほ

どご報告し承認をお願いすることとしております。 

  以上、台風18号による被害状況でございます。 

○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。 

  １番、伊東久子議員。 
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○１番（伊東久子議員） 今災害の報告を受けましたけれども、国営事業で清水谷と新誠

地区は、これはもう工事完成していると思うんですけれども、その完成したところがま

た被害に遭われたのかどうかお聞きをいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 今回台風によって被害を受けた場所につきましては、清水谷のほう

の最上流のほうの特に土砂が堆積したということで、今整備しているのはずっと下流の

ほうになりますので、その一番上流側のところが被災を受けたということになります。

新誠地区も清水谷地区も最上流のところが被災を受けたということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 清水谷地区については、多分森岡さんがやっている肥料のとこ

ろから多分上のほうだと思うんですけれども、そこは今後、要するに改修するというか、

工事、多分あそこが狭くて、改修のところがすごく広くなっていると思うんですけれど

も、これからも多分それは起こることだと思うんですけれども、それを改修する気はあ

るのかどうか。 

  それと、新誠地区というのは、その下だと思うんですけれども、あの上なんですか。

新誠は下のほうにあると思うんですけれども、そこも未改修のところがあったんでしょ

うか。 

○議長（杉山幸昭議長） 高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 新誠地区は、農家の方でいいますと、山口さんから少し上のほうま

で国のほうで整備したんですけれども、そのもっと上流側のほうの、それこそ森岡さん

の施設の横あたりですか、その辺なんですけれども、今国のほうに、士幌地区の整備が

終わりに近づいた段階で、最後にやってもらえないかということで要請はしております。 

○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。 

  暫時休憩いたします。 

（午前１０時１０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１０分） 

 ────────────────────────────────────── 
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◎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、３名の議員から、お手元に配付のとおり通告を受けております。 

  一般質問の時間制限など留意事項については、既にご承知のことと思いますので省略

いたします。 

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

◇ 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） それでは、一般質問行います。 

  全ての子ども達の健やかな成長のためにという題で質問いたします。 

  子供たちが健やかに育ってほしいと誰もが願っています。そのために親も地域も努力

をし、教育委員会もさまざまな施策を行っていますが、より一層子供たちに寄り添い、

全ての子供たちの教育を保障するために質問いたします。 

  １点目、子供の貧困対策について。 

  日本の子供のいる世帯の貧困率は、2012年調査で16.3％と６人に１人が貧困ラインを

下回っています。上士幌町の状況をどのように押さえているのか。 

  以前の質問で、目安として就学援助対象者が18％以上とのこと。ここ最近ふえている

との答弁がありましたが、貧困の状況はなかなか見えにくいと思います。北海道は、昨

年、北大と共同で13市町村の子供と保護者１万9,129人を対象に子供の生活実態調査を

行い、その結果も公表しています。北海道の結果を参考にしつつも、町の実態調査もす

るべきではないでしょうか。 

  今町が行っている高校生までの医療費の無料化、保育料の無料化、無料塾等、すばら

しい施策もありますが、調査結果により貧困と言われる子供たちの環境を保障する新た

な施策も見えてくるのではないでしょうか。 

  ２点目、就学援助の拡充について。 

  上士幌町の対象者は生活保護基準の1.3倍ですが、これを1.5倍─文書には以上とな

っていますが、それを省いて、1.5倍に引き上げるべきです。管内では、現在広尾町、

池田町が1.5倍となっています。また、新１年生（小学生、中学生）の入学準備金を入

学前に支給するべきです。既に、ことしから支給している自治体も数多くあります。 

  ３点目、修学旅行費に助成を。 

  平成27年に決定した上士幌町総合戦略に明記されていますが、「ここ２年検討してい
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く」のままです。小学校、中学校と１回しかない修学旅行経費に一刻も早く助成をする

べきです。 

  ４点目、子供の居場所づくりについて。 

  子供たちは、友達と自由に遊ぶ時間が大切です。生涯学習センターわっかがオープン

し、子供たちも気軽に立ち寄るようになりつつあります。遊具をもう少しふやし、いろ

いろな方の協力も得ながら週何回か自由に遊ぶ広場を開催するなど、居場所としての工

夫も検討してはどうでしょうか。 

  以上、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 山本和子議員のご質問にお答えします。 

  １点目の子供の貧困対策につきましては、平成27年３月に策定した上士幌町子ども・

子育て支援事業計画及び上士幌町総合戦略に基づき、子育て支援施策の充実や保育・教

育事業の充実に向けた各種の取り組みを進めてきております。 

  平成29年度の就学援助対象者は、小学生19％、中学生18％となっており、中学生は昨

年度より４ポイント対象率が下がっております。 

  主な教育・生活の支援としては、高校生までの医療費無料化や保育料の無償化のほか、

子供たちの学力・体力の向上や体験活動の充実に向け小・中学校に教職員を増員配置し

ております。 

  また、社会教育では、多様な体験活動の機会の提供、子供の居場所づくり等の推進に

より全ての子供たちが生まれ育った環境に左右されることなく、夢と希望を持って成長

していけるよう子育てや教育環境の充実に努めているところであります。 

  教育委員会といたしましては、関係各課や関係機関が連携を深め、困り感を持つ世帯

の情報収集と切れ目のない支援が施されるよう状況に応じた適切な対応に努めてきてお

りますので、子供の貧困に関する生活実態調査につきましては現時点では考えておりま

せん。 

  ２点目の就学援助制度につきましては、学校教育法第19条に基づき、本町では生活保

護法による基準額の1.3倍を超えない世帯について認定しているところです。生活保護

基準の1.5倍の引き上げについては、他市町村の状況を把握した上で検討してまいりま

す。 

  また、新小学１年生、新中学１年生の入学準備金（新入学児童・生徒学用品費）につ

きましては、通常、所得額が確定する６月に就学援助の認定を決定し、６月末に支給し

ております。 



－9－ 

  なお、就学援助申請をされる際に早期支給を希望する世帯に対しては、前年度所得、

前々年度収入により仮認定し支給することで対応しております。 

  小・中学校とも入学時は何かと支出が増すことから、入学する前の年度に支給するこ

とができるよう検討してまいります。 

  ３点目の修学旅行につきましては、平成32年から施行される新学習指導要領において、

小学校段階から挑戦や他者との協働から新しい価値を創造する体験活動が重視されてお

ります。また、みずからが育つ郷土への理解と誇りを育む体験機会の充実を図ることが

子ども教育ビジョンで示されております。こうした活動が充実されるよう、平成30年度

から修学旅行経費の一部を助成してまいりたいと考えております。 

  ４点目の子供の居場所づくりにつきましては、わっかのオープンから半年が経過し、

子供から高齢者まで世代と垣根を超え、わっかに訪れるようになりました。 

  生涯学習センターでは、子供の安全な居場所づくりを目的として、春から秋にかけて

図書館の自動ドア付近に約20種類の遊具を配置し遊びを奨励するとともに、わっかがオ

ープンした６月以降は建物内でも遊ぶことができるようプログラムにボードゲームを配

置したほか、新たにカードゲームや積み木、ブロック、パズルゲームなどを用意し、自

由に遊ぶ広場づくりに努めているところです。 

  世代間交流の促進は、生涯学習センターわっかの建設に当たって大きな柱の一つです。

自由に遊ぶ広場についても新しい交流が生まれる機会として大変有意義なご提案であり

ますので、地域の協力をいただきながら広場の輪を広げてまいりたいと考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） それでは、初めに、子供の貧困対策の調査の問題から質問い

たします。 

  貧困対策については国のほうも力を上げておりまして、これは前回の馬場教育長のと

きにも質問させてもらったんですが、それ以後ちょっと具体的な施策が見当たらないも

のですから、再度、新教育長に質問いたします。 

  平成26年度に国のほうが子供の貧困対策に対する大綱を決定しました。それはどんど

ん年々、国の調査は毎年行っているわけでありませんが、2012年にもう過去最高の子供

の貧困率16.6％まで上がったと。15年に再度調査した結果は若干下がっているようでは

ありますが、そのときに基づいて国も決めて、北海道も平成27年から31年までの計画大

綱を決めました。町村のやることもあるんですが、具体的な多分施策といいますか、そ

れは多分まだないんだろうと思うんです。 

  それで、今回北海道と北大が協力しまして調査を行ったと。これが物すごい膨大な資
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料で、目を通しましたがちんぷんかんぷん、ちょっとなかなか具体的に今分析を行って

いる最中だと思うんですが、そのことを踏まえて町がどういうふうに考えていくのか質

問いたします。 

  まず、町の状況の押さえなんですが、就学援助が小学校で19ですね。中学生18となっ

ていて、中学生が前年から４ポイント下がったといいますが、前年は決算書調べました

ら22.22％、これはもう超過去最高の率で、これは卒業生が移動しますので率は毎年変

わるんですが、ちょっと昨年が、28年度は、私がずっと16年から資料を持っているんで

すが、過去最高の就学援助率だったんではないかと私は思います。 

  平成16年は10.3と、ずっと同じ､12、13、ずっといって14ぐらいまで25年でいったんで

すが、26年からぐっと上がりまして18％。約19％に近い状態。それから27年度も18､

19％、28年度も先ほど言いましたが平均しますと約20％ですので、多分30年度、31年度

についても、国は下がりつつあるといっても、それは動きますので、町の実態からする

と、ここ10年見ても、もう物すごく就学援助率が高いと。 

  そのことを踏まえますと、それになかなか見えない方の貧困状態、就学援助はそれで

数字が見えますので援助できるんですが、できない、波及するいろいろな形の貧困とい

われる方の状況があるんではないかと。それをどんなふうに把握するのかということを

ちょっと、これからの課題になるんですが、その辺の状況をどのように押えているのか

と。 

  就学援助率だけで見ればふえていると。それに付随するいろいろな方も状況も含めて

町の貧困というのは私は余り好きな言葉ではないんですが、生活の大変な方、特にお金

の問題ですね。金銭問題含めて大変な方がふえているんではないかと、その辺の状況に

ついて質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 今お話がありました就学援助の関係、どのように把握して

いるのかと。今山本議員の説明の中で北海道の動向ということで、平成27年12月に北海

道子どもの貧困対策推進計画が策定されております。その策定計画の中で、いろいろな

ことをちょっと調査してみようだとか、実態把握に努めてみようということで、28年、

去年の10月から11月にたしか北海道と北大、それから札幌市、それから道内の13の市町

がこの調査について回答をしているというふうに認識しています。 

  その中で見えてきたところが、この就学援助の対象者がどういった実態になっている

のかという課題の中に、１つは支援等を必要とする方が十分な情報を得られていないと

いうのが１つ出ておりました。これ、そして、質問の４つ目にも関連してくると思うん
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ですんですけれども、ひとり親世帯や収入の少ない世帯において、子供の放課後の居場

所が少ないと。恐らくそういったことも、今回、山本議員、最後に質問されているんじ

ゃないかなと思います。この２つ。 

  そして、年収が低い世帯ほど進学は高校まででいいんだといったような、こういった

保護者の声、こういったことが今上げられています。 

  教育委員会といたしましては、これは教育委員会だけの問題ではなくて、町も含めて

なんですけれども、こういった保護者、所得の低い方々に対して、この町のほうでも平

成28年に上士幌町福祉ガイドブック等を出してきて、その二、三年前に調査をしており

ます。家庭の状況だとか就労の状況だとか、こういったものが出ております。現段階で

は確かに議員おっしゃったように、去年より中学生はポイントは下がっているけれども、

決してそれは低い数字というふうには僕のほうでも認識しておりません。 

  ですので、そういった方々の情報がいかに関係各課、関係部局のほうに入って、民生

児童委員も含めた中で情報提供していって必要な支援ができるのかということが、とり

あえず今、先に進めることではないのかなというふうに認識しております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 町の実態は、多分いろいろな形で見てきていると思うんです

が、答弁にありましたように、いろいろな方が困っている方々、言葉では困り感を持つ

という言い方なんですが、それもいい言い方だなと思うんですが、そういう世帯を把握

しながら、情報を把握しながらいっていると。 

  それに今のところは個別対応になっているんだと思うんですが、先ほど教育長が答弁

しましたように、なかなか情報が入らないと。それから、一番やはりひとり親の方が就

学援助もらっていても、なかなか大変だと。それから、就学援助もらっても、それは上

士幌は高校まであるんですが、高校までで断念しちゃうと。次に大学行きたいといって

も、できないと。それがずっと尾を引いて、結局一生そのことが連鎖反応で、要するに

貧困が自分から子供へというふうにどんどん引くと。それをどこかで断ち切らなきゃい

けないというのが国のほうの、北海道のほうの政策だと思うんです。 

  それを断ち切るために、やはり小学校、中学校の段階、困っているところを助ける。

それは100人いたら100人ではないと思うんですよ。もしかしたら１人かも、２人かもし

れませんが、そういうことをどうやって把握するのかと。それがお金で解決できるんで

あれば、やはり就学援助もそうなんですが、具体的な上士幌町は高校生、大学への補助

金もありますが、それを困っている方にできるだけ出せるような政策が必要だと思うん
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ですが、それで次に質問したいのは、どんなふうに把握するのかで、声が上がったら把

握するのか、具体的に先ほどありました子育てハンドブックですか、それをつくりなが

ら、だから保健福祉課もいろいろ情報を得ていると思うんですが、それが上がったら把

握するのか、意識的に本当に困り感を持っている方の情報を得ながら、その立場の問題

ですね。困ったらやるじゃなくて、積極的にその情報を得ながら、保健福祉課とも、そ

れから生活支援困窮法もありますけれども、その辺をどんなふうに捉えているのか質問

いたします。 

  一般論としては先ほど教育長が言ったような形なんですが、町の状況として、個別の

問題どんなふうに把握してきたのか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 積極的に、そういった情報を集めていければなと思ってお

ります。例えば小学校新１年生につきましては、11月に就学時健康診断というのがあり

ます。そういった中で今の困り感を持つ保護者に対して、または所得が高くなく、新入

学迎えるに当たって不安に思っている方もきっといると思います。そういった方々に対

しては、ただメディアで発信するというだけではなくて、アナログの世界になりますけ

れども、そういった場所で説明等をして、そして必要な支援が施されますよと、こうい

う方法もありますよ、奨学金制度もありますよとか、そういう話がまずできればいいな

と思っています。 

  それともう一つは、町のほうに子育て会議というものがございます。これは企業の主

もいますし、学校の関係者もいます。それから、子育てグループの方もいます。そうい

った会議が年に二度、三度というところもありますので、多方面からの情報をもらいな

がら、それを情報発信源として広報等を活用したり、教育委員会から学校を通して発信

したり、そんな形で待つのではなくて前に少し向かっていけるような形で、困り感が少

しでも解消されるように進んでいければなと考えております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 具体的な例としては、新１年生の状態を把握すると。それか

ら、子育て会議については、私も直接じゃないですけれどもかかわって、なかなかうち

のサークルの代表も出しているんですが、会議が広過ぎちゃって声出すのが大変だとい

うような声も聞きました。 

  それも１つの方法だと思うんですが、では、調査をどういうふうにするのかという点

について質問したいと思うんですが、先ほど教育長も答弁されましたように、北海道の
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調査はもうきめ細かくて、それもちょっと厳しいかなと私も思っています。ただ、幕別

町がこの調査の対象になっていまして、幕別町だけの個別のデータはないというので、

幕別町は独自で同じ項目で調査をするというふうに新聞に載っていました。 

  それは幕別のやり方で、うちの町としては同じことをすれというわけじゃなくて、同

じことをしても、データを委託してどうのこうの集計しても、ちょっと厳しいなと私も

見ました。 

  それで、先ほど言いましたような例えば調査するときの、先ほど１つ言いましたね。

健康相談のときに調査する方法もありますし、例えば具体的に困っている方々の共通す

る問題とか、何かそういうのがあるんではないか。例えばね。それから、あとは食事の

問題ですね。食事を、それは給食センターでもおっしゃられていると思うんですが、朝

御飯食べているか、食べてないかとか、それから夕食が食べられているのかと。１人な

のか、２人なのか、そういう状況も調べる気なら調べますし、それは食の問題というの

は物すごい貧困の状況にかかわってきますので、例えばそういうこととか。 

  例えば健康状態。医療費は無料だからいいんじゃなくて、健康状態がそれは小学校に

入るときにわかりますが、健康状態が何でこういう健康なのかと。病院に行けばいいじ

ゃなくて、行けない状況は何なのかという、そういう１つの例として、あと学習状態で

すね。 

  それから、無料塾があって勉強すればいいじゃなくて、ついていけないのか、それと

も何かの事情で勉強がちょっと滞っているのか。例えばそういう例もあるんで、それを

ずっと調べていけば、困っている方の状況なり、どうしたらいいかというのが見えてく

るんではないかと。だから、北海道みたいに、調査すごいですね。あれはちょっと無理

なので、そういうこと、弱いところに視点を当てた形で、継続的な何らか視点を当てて

調査しても見えてくるんではないかと私は思っています。 

  その点について、例えばついせんだって聞いた話だと、芽室町で子供の居場所づくり

を何か始めたのか、始めるらしいんですが、そこの中に子ども食堂もつけながらやって、

そこの子供の居場所づくりをしながら、食事のことをテーマにしながら芽室町の貧困状

態を調査といいますか、調べていくと、どういう状況にあるのか、そういうこともあり

ました。 

  だから、切り口はいろいろな方法あると思うんですよ。ばっと項目並べてアンケート

といっても、それでなくて、切り口がどこかにあると思うんで、それを含めて今の状態、

もしかしたら２人か３人かもしれませんが、その子をどうするのかということを考えれ

ば、町全体の子供たちへの影響が出てくるなら、その点についてもうちょっと幅を、視
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野を広めて実態を把握するべきと思いますが、その辺の調査の仕方について質問いたし

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 北海道の調査は僕のほうも見て、この調査はかなりプライ

ベートな部分、確かにあれは無記名方式になっているので答えやすかったのかなと思っ

ています。回答率も、たしかあれは約80％という割と高い回答率をとっているというふ

うに自分の中で認識しています。 

  上士幌町につきましては、人口規模がこの規模、世帯数で約2,500くらいですか。そ

の中で今いろいろな放課後対策もとっています。放課後に来ている子供たちの生の声を

まず拾っていければなと。 

  それから、教育のほうで発達支援センターを持っています。そういった保護者と、そ

れから職員の生の声、さらに、先ほどお話しして、少し発言ちょっとしづらいというお

話もあったかもしれませんが、子ども会議の中でそういったアンケート、子供たちの実

態把握、それから保護者の就労等に関する実態把握が今近々として行うかどうかについ

ては、この会議等の中で少し検討していければなと思っています。 

  いずれにしても、困り感を持っている親だけではなくて、全ての子供たちが笑顔を絶

やさない、そして今食事の話も出ましたが、朝食の摂取率、いろいろあれも調べてみる

と、保護者がとってない家庭も北海道の調査の中では結構出ていました。全国学力・学

習状況調査の中の６年生の数値とは、ちょっとまた異なった数字も出ていますので、そ

ういったいろいろな会議の場を使いながら関係各位からの情報を得て、調査の有無につ

いて検討しければなと思っております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 子供の貧困対策についての質問は、これで最後にしたいと思

うんですが、先ほど言いましたように、本当に困っている親がなかなか声を出しにくい

と。金銭問題なのか、いろいろなことも含め、そういうときに、そういう子をどういう

ふうに把握をして政策をもっていくのか、これが大事な教育の視点だと思っています。 

  上士幌町の施策も、もちろん無料化の問題、それから学習塾の問題含めて、私いつも

学力１番じゃなくてもいいみたいなこと言うんですが、それはトップになるのも、もち

ろん学力として体力もトップレベル目指すことも物すごい大事な問題だと思うんですが、

それもやりながら底辺を上げていくと。本当に１人の子を助けることが、１人の子のさ

っき言った困った生活状態助けることが全ての子を助けることにつながるという、そう
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いう視点を持ちながら教育行政進めてほしいなと思っていますが、その点を最後にこの

件に関しては質問して、先ほど多分、教育長そういう気持ちで答えたのかなとは思うん

ですが、その点確認したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 生まれ育った環境に左右されることなく、子供たちが等し

く教育を受ける権利というのもはきちっと保障していかないといけないなと思っており

ます。 

  教育の機会均等という部分は、これは教育の根幹の部分だと思っています。障害があ

っても、なくても、それからお金があっても、なくても、学力があっても、なくても、

全ての子供たちが、その子供たちに合った学習ができるように、今後も教育委員会とし

ては、その政策について常に前のほうを向いて取り組んでいければなと思っております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） それでは、就学援助のことについて質問いたします。 

  就学援助は、国のほうの制度も年々変わってきて、対象品もふえたりと、金額も29年

度から引き上げたり、制度は結構充実してきていると思うんですが、支給対象、それは

町に任されておりますので、上士幌町は1.3というのはほぼ中くらいといいますか、中

ですね。でも、例えば管内でいえば、広尾町が1.5と、それから池田町も1.5と。今1.5

にふやそうという市町村も管内でもありそうなんですが、あと市レベルでも赤平とか根

室、それからあと佐呂間町、遠軽町、数々、あと1.4のところがありますが、逆にもち

ろん低いところもあるんですよ。1.1とか、それはそれとして何だというふうに思うん

ですが、ぜひもうちょっと上を目指して、1.5になれば対象者が、支給対象者がふえれ

ばいいとかいう問題じゃなくて、ふえると対象率は上がりますが、それはいい意味で上

がるのであって、支給対象者をふやすために1.5に上げてはどうかと私は思います。 

  そうすると、例えば1.3以下で、1.3で支給対象になっていても、外れた方のぎりぎり

のところというのは本当に大変だと思うんですよ。生活保護と同じで、生活保護該当に

なるけれども、ちょっとの差でならないと、その方々物すごい大変なんですよ。それを

ちょっと生活保護はうちは勝手に上げなきゃいけませんので、就学援助の率については

町が決めることができますので、それを1.5にぜひ上げてほしいと思って質問した。こ

れ、ずっと前から質問しているんですが、その点について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 山本議員の質問の中で書いていた1.3から1.5という数字に
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ついては、私のほうも今、全道の状況なんかも確認させていただきました。とはいえ、

ほかの町が1.5、1.6─1.6はまずないんですけれども、そこも参考にしながらも、た

だ、最終的にはやはり我が町の子供は我が町できちっと育て上げていかないといけない

という基本姿勢に立ったときに、いろいろなそういう貧困対策、就学援助、それから低

所得者、またはその下のレベルの方々、全ての子供たちが先ほどお話しした機会均等が

保たれるということを考えたときに、政策はこれ１本ではなく、例えば上士幌町では全

て、例えば小学校の段階では補助教材費といって、就学援助があっても、なくても、１

人当たり今2,000円の補助をして、テストブック代だとかの補助をしております。また、

中学生も同様に2,000円の補助をして、少しでも全ての家庭の負担軽減になるようにと

いうことで今進めております。 

  そういった部分に傾注していく政策をとればいいものなのか、今の1.3から1.5という

ふうな数字の部分を目指していけばいいのか、これは教育だけではなく、町の施策全体

の問題にかかわってきますので、これまで無償化、それから無料化、それから公営塾等

やっておりますけれども、ここの部分は少し慎重に、そして今後どういった方向に導い

ていくことが子供たちの未来につながっていくのかということを考えていきたいなと思

っております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 1.3から1.5に上げるというのは、ちょっとやはり勇気の要る

ことなのかなと思ってはいます。ただ、多分、これはほかの町村どんどん上げるところ

がふえてくるんだろうと思うんです。 

  それから、上士幌町はいろいろな形で無料化とか、いろいろな助成がありますので、

管内的にも全国的にも、教育の助成の問題では結構いい政策を持っているなと私は思っ

ていますが、1.5に関する問題は、折々また質問させてもらうことにしまして、入学前

の入学準備金の問題なんですが、これは国のほうでもやるようにというふうに指示が出

て、結構今年度からやっているところも多いと思うんですが、やるように検討するとい

うふうにあるんですが、30年度分をやるんであれば、29年度、ことしじゅうに補正予算

を組んで、12月か１月か、もう対象者、中学生は６年生がいるからわかると思うんです

が、小学生については新しい対象になりますので、その辺の調査をどんなふうにするの

か。ちょっと急がなければいけないんじゃないかと。 

  いろいろあちこちちょっと聞いたら、12月補正で組んでいるところもあれば、要する

に、来年度分ということは、２月、３月に支給しなきゃいけないんですよ。それは補正
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組まなかったらできないので、12月議会で補正を組んでいるところがあったり、あと既

定の予算の中でできるというところもありますが、その辺はどんなふうに考えているの

か質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 小学校入学前、中学校入学前、結構やはりお金がかかるん

です。小学校であれば、帽子だとか、テープだとか、粘土だとかというので3,400円か

かって、それ以外でも算数セットだとか鍵盤ハーモニカとかとなると、こういったもの

も5,000円くらいかかると。中学校の入学ということでも、女性の制服なんていうのは

結構な値段もします。そう考えると、答弁書にも書いているんですけれども、早目の検

討ができないものかというふうに考えています。 

  それで今考えているのは、まだそこまで実は委員会の中でも大きな熟議という部分に

は正直至っていないというふうな実態でございます。それで、今後、次年度に向けてと

いうふうに考えています。例えば先ほどもお話ししたように、就学時健康診断等そうい

った機会を活用して、この制度の説明をし、そして対象となる方々、また援助を受けら

れる対象の方々等についても、この場でお話をし、31年の入学からということですね。

31年に１年生になる、中１になる子供たちがということは、ちょうど30年度、来年度の

予算の中でそれが組み込めないかなというふうに今考えています。 

  議員おっしゃっているように、きっとそういった困り感を持つ保護者、世帯というの

は、きっと余り待ったなしの状況もあるのかなと考えています。そういったこともちょ

っと考えながら、今考えているのは、31年入学の子供から準備ができないかということ

でちょっと検討したいなと考えております。 

  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） これは国のほうの基準ですので、多分国の基準どおりだと思

うんですが、29年度から引き上げられまして、入学準備金は小学校で４万600円ですね。

前年度は２万470円から、かなり引き上がりました。これはいろいろな方の今の生活状

態含めて上がったんだろうと思います。中学校が４万7,400円。これも前年度２万3,550

円ですから、かなり大幅に上がりました。 

  これはいずれ、うちの町で従来どおりいけば６月支給ですね。多分ね。６月支給だと

思うんで、それをいずれ出すお金で、入学するときには入学準備金、いろいろな学用品、

いろいろランドセルも含めて、そういうことのほかにもいろいろかかると思うんですよ。

それをせめて３月に支給するのに、教育委員会の議論も確かに必要なんですが、これは
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私、当初予算のときも質問しました。当初予算のときにどうなるんだと。そのときには、

担当の方が検討するというふうに答弁いたしました。当然、答弁書見たときに、検討す

るというのは、30年度からということは30年の来年の３月にはというふうに捉えたんで、

それは教育委員会とか開きながら、できないものかどうか。 

  例えば今回補正はできませんので、補正を組みながらとかできないのかどうか質問い

たします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 定例の教育委員会等での話題ということでも当然できると

思います。ただ、最終的には予算を組むとなれば、今回の議会の中ではこれはできませ

んので、３月になっていくのか、その辺については今後、関係部局とのほうと調整して

いければなと思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） ちょっと忙しい課題で、教育委員会開いて、親御さんに周知

徹底をして、新１年生は、小学校１年生は基準がまだ前々ですので、かなりそれも大変

なのかなと。そういうのは早急にやりながら、せっかく国のほうでも従来要望してきた、

その３月支給ということを広めるというふうになっていますし、全国的にもどんどん広

がっていますので、ぜひお願いいたします。 

  それから、修学旅行の補助の問題についても、ようやく実現しそうなんですが、修学

旅行費の一部というのは、従来半額というふうに聞いて、答弁もあったと思うんですが、

一部というのはどの程度なのか。全額というふうにならないものかどうか質問いたしま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 これも以前からの質問の積み重ねだと思うんですけれども、

今、小学生の修学旅行の経費というのが、ここ３年間、平均すると２万2,000円、交通

費が約１万、極端なことを言うと、交通費が１万、それから宿泊費が１万、体験料が

2,000円というのが小学生。中学生については、平均この３年間ならすと６万4,400円で

すね。これに小学生はお小遣いというのが7,000円と、たしかそうだったと思います。

それから、中学生は１万5,000円。中学生は今２泊３日で、キャリア教育、職業体験と

いうことで東京のほうに行っております。小学生は札幌方面です。学校のほうも、かな

り保護者の負担軽減ということも実は考えていて、詳細にわたった計画を立てています。 

  一部の助成という考え方については、おおむね２分の１相当と考えています。全額と

いう今声もありましたけれども、そこの部分につきましては、先ほど来お話ししている
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総合的に判断していったときに、ここに充当していけばいいものなのか、ほかの部分に

充当していけばいいものなのかという部分が出てきますので、今のところ助成額として

は、小学生はおおむねその２分の１の１万1,000円程度かなと。 

  それから、中学生については、これから学習指導要領等でさらにキャリア教育だとか

職業体験だとかという部分では、体験行く機会もまた少しずつ充実、さらに充実してい

くのかなというのもあります。 

  また、自分のふるさとについての学習というのは、事前に修学旅行の場合でやってき

ます。そういった活動が修学旅行先でできるという部分で少し上限額がふえる可能性も

ありますが、当面のところは、小学生は１万1,000円、中学生については上限３万3,000

円の定額でどうだろうかということで今検討しているところです。 

  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） これも一歩前進ということで評価したいと思いますが、いろ

いろなところで教育の無償化という問題で、いろいろなところが給食費も含めて無料取

り組んでいるところがあります。 

  これは前回質問したときに取り上げた資料なんですが、平成28年から、京都、それか

ら山梨県の早川町含めて修学旅行、給食費、教材費、全部無料といいますか、金額を補

助しながらやっているところもあります。その中で修学旅行については、それは行き先

が違いますので、早川町でしたら小学生が鎌倉とかあちこち、すごく豪華版なんですが

５万2,220円と、それから中学生が京都とか、あっちに行って５万8,500円というふうに、

場所によりますので金額がかなり高いんですが、それも含めて28年度から全額無料にし

たと。その前は、まず半額を助成したと。 

  それでやはり無償にしようというので、28年度から、去年から無料にしたということ

もありますので、とりあえず小学校１万1,000円と、２万2,000円でどこまで行けるかな

と若干考えちゃうんですが、もうちょっと従来のコースでいえば札幌なのかなと思うん

ですが、道内なのかなというのを含めて、金額的にもうちょっと、半額から始まって、

いずれは無料、全額にしてほしいなと思って、その点について、これがこれからの議論

を進める中で検討余地があるのかどうか、まず質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 小学校、中学校の修学旅行につきましては、市町村の考え

方によって、その泊数、場所を決めることができます。それをもとに上士幌町の学校管

理規則の中ではこのように定めています。小学生は、日数については１泊２日以内。１
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泊２日以内ですので、船の中で寝ることはなしと。それから、実施学年は最終学年。旅

行行程は全行程400キロ以内と。経費は必要最小限。中学については３泊４日以内で、

船を利用する場合は１日以内と。最終学年で関東以北というふうに定めております。 

  問題はここからなんですけれども、北海道と職員旅費規定による配分標準単価表とい

うのが実はあります。行き先だとか金額は、それぞれの地方公共団体に委ねられるんで

すけれども、北海道の教員、県費負担の教職員に出せる上限額というのがありまして、

小学生については、全行程上限が500キロ以内で、標準単価が２万9,000円。いろいろな

場所、遠い場所からの交通費がありますので、これが上限だと。それから中学校につい

ては、３泊４日の旅費で見ていて、全行程1,200キロ。これは恐らく飛行機の利用も含

めての話だと思います。その標準単価が６万7,900円というふうに道の旅費規程で出て

いるということは、それ以上の旅費がかかるところには、県費負担教職員はその先々ま

できっと行けないだろうということです。 

  あと札幌は意外に近場なんですけれども、上士幌町とはまた違った経済、産業、文化

等あって、子供たちがとても新鮮な場所になっています。小学生の修学旅行の場所、中

学校の修学旅行の場所については、教育委員会のほうでここに行ってくださいというこ

とではなくて、学校課題の中でそれぞれの学年の担当の先生方が、ことしはこういうテ

ーマで、ここでこんな学びをしていこうということで、ここずっとそういうことで進め

られております。 

  個人的には少し遠くへ行って、広い視野でというのもあるんですが、こういった一方

で縛りもあるということをちょっとご承知いただければなと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 北海道の規程もあり、それから北海道は札幌に行ければ何か

修学旅行に行った気分になるので、全国的な例からいって、金額がどうのこうのじゃな

くて、有意義な修学旅行をするためにかかる経費を補助すると。今回、小学生半額で、

１万1,000円ありきじゃありませんが、かかる経費を補助すると。一部ですので、ここ

は一部というふうに押さえておきます。 

  中学校についても、本当ならもうちょっといけそうですね。ただ、それも含めて学校

で決めることですので、それに対して町がきちんと補助するという点で、今回さらに次

年度以降にふえることを願って質問終わります。 

  それから、居場所の問題なんですが、これはずっと私、課題にしてきまして、従来の

児童会館のときから居場所をどうするかという問題で、３階のホールを使ったりとか、

あちこちあちこちやって、ようやくわっかができまして、そこの中に居場所をぜひ設け
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るようなスペース欲しいというふうに質問させてもらいました。 

  ちょうどいい場所に、もうちょっと広ければいいなと思うんですが、木の球が置いて

あったりとか、そこに子供だけじゃなくて、結構年配の方も座ったりとか、あと、ちょ

っと支援の必要な方も含めて、そこがいい意味でたまり場になっているんですよ。そこ

をもっと有効活用できないのかなと思ったので、これから遊具をもう少しふやすという

ことわかりました。 

  それともう一点は、そこに来る方も含めて、あそこのすぐ近くのホール、会議室あり

ますね。そこをちょっと週何回かでも開放しながら、遊びの広場ができないだろうかと

かいうことを私はちょっと今自分の構想で考えているんですが、そこに来ることも自由

なんですが、遊びも自由なんですが、やはりお友達同士が集まってくれるような時間、

ある程度の設定をしないと、ばらばらじゃなくて、そこにお年寄りも含めて集えるよう

なことができないだろうかなというふうに、これはわっかができましたので、これから

大いにあそこを活用するのにいいなと思っていますが、その点について、とりあえず遊

具を置きながら、できればそこを、私もうずうずして仕方がないんですが、もうやりた

いなという、私はそういうことを言っておいて、自分が提案をして自分がやるのも変な

んですが、そんなふうにぜひ町民の方を巻き込んで、そういう広場づくり、遊び場づく

りを行ってはどうかと質問します。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 答弁でもお話ししましたけれども、議員の提案、大変参考

になります。 

  基本的にはあそこのわっかは、何かイベントがある、会議がある、研修会がある場合、

あそこを押さえていますが、それ以外は開放するということを基本に考えていきたいな

と思っています。ただ、特別な部屋については、機材等のある部屋については、そこは

きちっと管理しないといけない部屋になりますので、そこはいつでもどうぞということ

ではなく、きっと今おっしゃっているのはＡ、Ｂの会議室だとか、横のほうの大きな部

屋だとか、それからその横の部屋だとか、使えるものは使ったほうがいいんじゃないか

ということです。僕もそう思っています。 

  担当課ともちょっと話をする機会あったんですが、最近では、そういった子供たちが

集って、高齢者も含めてこんなことをやっています。将棋同好会が放課後の小学生を対

象に将棋教室やっていたりもしています。それから、プラモデル愛好会が会議室に巨大

なコースを設置して、大人から子供までがミニ四駆の走行会をやって楽しんでいるとい

うのも見受けられます。 
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  あの施設がみんなが集い輪になろうというコンセプトでできた施設なので、遊ばして

おく部屋がなるべくないように、そして議員がお話ししたように、何かそういった自分

も楽しんで、子供も楽しんでというコンセプトは僕は非常に大事だと思っていますので、

これから先、あそこいろいろな方が今出入りしていますので、そういった声を聞きなが

ら、その輪が拡大していけばいいなと考えています。 

  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） 私も、教育委員会主導じゃなくても、いろいろな方が企画を

しながら、町民がみずから企画して教育委員会の方も協力しながらやっていくのがいい

のかなと。 

  それから、私も思うんですが、そこに来たら、これをしなければならないじゃなくて、

自由に遊んだり、自由にやることが大事なのかなと。かといって、自由だけではなくて、

ある程度意識的に、先ほど言った将棋だとか何とかということも、お年寄りがちょっと

昔の遊びを紹介するとか、そういう意識的なものを持ちながら自由にいって、できれば

ゲームの世界から子供たちを離してあげたいというふうに私も思うんですが、そんなふ

うにあそこが活用できればなと思っていますが、これは最後に、私もそのためには協力

したいと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

  答弁があればお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 わっかだけではないと思うんですけれども、そういった子

供たちの居場所、これは冒頭の質問でもあった子供の経済的に困窮しているところとい

うのは、体験の格差も実は多いようです。国立青少年教育振興機構の調査によれば、経

済格差が体験格差に広がっていくと。なかなかそれで、その先の一歩の体験活動にまで

いかないというデータ結果も出ています。また、多くの体験をしている子供たちは、学

力面においても、ここでいう学力というのは、ただ単に算数ができる、できないという

ことではなく、学力、体力等の生きる力が非常に高い、志が高いという調査結果も出て

います。 

  そういったことも勘案しながら、２つの方法を考えていければなと思っています。ま

ずは、１つは場を提供するということです。何をするということではなくて、子供たち

がそこで学んだり、遊んだりできる場がまず必要だということは認識しています。これ

が１つ。 

  もう一つは、場があっても遊べない子供も実はいます。ですから、ここは教育委員会
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だけではなくて、シルバー学級も教育委員会の担当なんですが、今後、生涯大学ですか、

生涯学習のそういったところでのかかわりも出てくると思うので、そういった方々も交

えた機会ですね。イベント等の機会、この両面で子供たちの育ちを少しでも育んでいけ

ればなと考えています。 

  以上です。 

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

  ここで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） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１３分） 

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

◇ 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） ふるさと納税の基金の名称（一般寄附）について。 

  ふるさと納税については、関東、関西を中心に全国から多額の支援を受け、本町にお

いてはまちづくりに大きく貢献しております。指定寄附については極力指定の方向に沿

った項目にすべきですが、一般寄附については子育て少子化対策夢基金等になっており、

将来の上士幌の経済動向を考えると、どの施策事業にも対応できるように、例えば上士

幌ふるさと基金等にするべきだと考えますが見解を伺います。 

  もう一点であります。今後を見据えた基幹産業（農業）の支援対策について。 

  上士幌の基幹産業は農業ですが、近年、法人、個人等による酪農の規模拡大が進み、

大型酪農経営に伴ったコントラクター、ＴＭＲセンター、今年度はバイオガスセンター

等、事業が推進され、町内の経済、就業人口にも大きく貢献しています。 

  乳牛、育成牛の増加等により現在の家族労働力、従業員では労力不足のため、従業員

住宅を建設し、労働力確保に努めています。牛舎、育成舎等、関連施設の建設により固

定資産税、償却資産税、課税評価が上がります。 

  そこで伺います。 

  １、将来の経営安定のため、数年の減免措置はできないでしょうか。 

  ２、水道料金において、減免料金の施行はできないでしょうか。 

  ３、飼料確保対策、このことについては、現在、農協等、関係機関の中で畑作との耕
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畜連携による交換耕作、デントコーンの作付は進みつつありますが、畑作においては機

械の踏圧、地力の低下、加里過剰等の弊害もあります。 

  酪農においての飼料確保、畑作の輪作体系の確立のための支援対策が必要と考えます

が、見解を伺います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 山本弘一議員の質問にお答えいたします。 

  まず、ふるさと納税の基金の名称についてであります。 

  ふるさと納税制度は、地方創生の観点から、都市に集中する人、もの、金のうち地方

応援のための自治体への寄附制度として発足し、寄附を受けた自治体が感謝の気持ちを

込めて地域の特産品を返礼品としてお返しする仕組みが広く国民に浸透し、急速な勢い

で発展してまいりました。 

  ことしで10年目を迎える中、本町としても早い段階から積極的に取り組みを進め、農

産物、畜産物、生乳などの素材を生かした加工品などを中心に全国から高い評価を得る

とともに、上士幌町の知名度アップなど、まちづくりや経済活動などさまざまな形で効

果が確認されております。 

  特に使途については、人口減少克服や地域経済の活性化といった地方創生の観点から、

平成26年３月に子供が健やかに生まれ育つ環境づくり及び少子化対策の推進を図るため

子育て支援及び少子化対策の事業に特化したふるさと納税子育て少子化対策夢基金条例

を制定し、ふるさと納税を生かしたまちづくりを推進してまいりました。 

  中でも、認定こども園の完全無料化は、女性の社会進出の後押しとなって雇用の拡大

や若い世代の転入など見える形で成果を上げ、人口増に大きな役割を果たしてきたもの

と認識しております。 

  こうした中、ふるさと納税による地方創生、次なる戦略として制度化したのがふるさ

と納税生涯活躍いきがい基金であります。働く世代から高齢者まで、誰もが健康で生き

がいのある人生を送ることができる町を創造するための基金であり、５月議会において

条例を制定させていただきました。具体的には、健康寿命の延伸に関する事業、生きが

い、学びや働くこと、地域包括ケアシステムの充実、多世代交流、移住定住など、結果

として活力ある地域及び経済、人口減少の克服を目指すことにあります。 

  議員ご提案の上士幌町の経済動向を考えると、どの施策、事業にも対応できるように、

例えば上士幌ふるさと基金等にすべきであるとのことでございますが、基金は原則とし

て目的を持って設定するべきもので、現在、18の基金を設定しております。活用を制約

されないものといたしましては財政調整基金があります。 
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  議員が心配する地域経済については、時代の変化に柔軟、かつ遅滞することなく、必

要に応じて適時適切な財政出動、施策を講じてまいります。新たな基金につきましては、

このたび制定した基金の適切な運用を図りつつ、ふるさと納税の基金として適切と思わ

れる課題が生じたときには速やかに検討してまいりますので、ご理解いただきたいと思

います。 

  次に、２であります。 

  今後を見据えた基幹産業、農業の支援対策についてであります。 

  本町の農業につきましては、山本議員ご指摘のとおり、酪農においては、法人、個人

ともに規模拡大が進み、大型の牛舎、育成舎の建設がふえていることや、労働力の確保

のために従業員住宅を建設する等、関連施設の整備も進められており、同時に生産額も

着実な発展を遂げ、基幹産業である農業の勢いを実感しております。同時に経費が増大

していることについても認識をしているところであります。 

  １点目のご質問でありますが、現在、農業法人に対する支援として、農業法人支援促

進対策条例に基づき、農業法人を設立した日から３年以内に固定資産税評価額が500万

円以上の生産施設を新設、または増設した場合、当該生産施設の固定資産税相当額を３

年間に限り助成しております。 

  今後、複数戸で経営規模の拡大を図ろうとする経営体や後継者のいない複数の経営体

が農業法人を設立することも想定されることから、引き続き本制度により法人経営開始

初期における多額の費用負担を軽減する支援を行ってまいります。 

  また、企業の振興を促進するための支援策としては、企業振興促進条例に基づき、加

工施設や試験研究施設、生産施設、産物等を販売する施設を新設、または増設した場合、

固定資産税評価額や雇用する従業員の人数により当該施設の固定資産税相当額を助成す

る制度もあることから、該当施設については支援を行ってまいります。 

  基幹産業であります農業の支援につきましては、他にも農地基盤整備はもとより、先

進機械の導入支援や病害虫対策支援、生乳生産拡大に対する支援等を行ってきていると

ころであり、農業者に限定した固定資産税の減免につきましては、課税の公平性という

側面もあることから慎重な取り扱いが必要であることをご理解願いたいと思います。 

  ２点目のご質問でありますが、現在の水道事業の経営状況につきましては、収支の不

足額を一般会計より補塡をして事業を運営しております。水道料金体系につきましては

基本料金と従量料金の合計により算定しておりますが、農業支援として、従量料金を業

務用は１立方メートル180円のところを営農用については110円に料金を設定しており、

十勝管内においても本町の料金設定は下位に位置しており、引き続き現在の料金設定を
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維持することに努めてまいります。 

  なお、水道水を安定的に供給し続けるには、老朽化した施設や石綿管を計画的に更新

していく必要があることから、これからの事業運営には経費の節減などで収支の改善を

図っていかなければならず、大変厳しい運営であることをご理解いただきたいと思いま

す。 

  ３点目のご質問でありますが、本町の昨年度の生乳生産は10万2,000トンに達し、将

来的には13万トンを目指すと聞いており、酪農における飼料確保につきましては喫緊の

課題であると認識しております。 

  今後の対策といたしましては、現在200ヘクタール程度であるデントコーンの受委託

などについて新たな支援策としてＪＡと町の支援により委託料を増額し、面積拡大を図

ることにより飼料を増産、確保してまいりたいと考えております。 

  また、引き続き緑肥の種子代補助等による圃場の地力増進対策を進め、輪作体系確立

を目指してまいります。 

  さらに、現在、道営事業により草地更新と一部草地造成を実施しており、平成27年度

から32年度までの６年間で470ヘクタールの整備を行い、良質な飼料の確保対策を進め

てまいります。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） 町長は答弁書の中、ここに書いてあるように、特にふるさと納

税の使途については人口減少の克服ずっとありまして、その中で子育て支援及び少子化

対策事業に特化したふるさと納税、子育て少子化対策夢基金条例を制定しということで、

その中でも認定こども園の完全無料化ということをうたわれております。 

  問題は、このことによって女性の社会進出の後押しとか雇用の拡大、若い世代の転入

という形で成果を上げてあると書いてありますけれども、先月の産業経済建設常任委員

会、11月17日ですね。企画課での資料にも出ておりますけれども、この資料の中を見て

も、要はこういう基金を使って、私が言いたいのは経済対策をどうしていくかというこ

となんですよね。 

  町長は、人口を減らさないで、維持以上にするんだということを目的に上げておりま

す。けれども、やはり経済対策、職場がなければ、仕事をするところがなければ、せっ

かくの基金の名称もなくなっていくんじゃないかな。やはり将来へ向かって我が町が安

定するためには、経済、働く職場をつくり上げていくというところに、そういうところ

にやってほしいという私の根幹の考え方があるわけです。 

  町長はもともと教育委員会出身ですから教育行政には詳しく、子育て支援ですとか、
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小・中、高校、その辺については物すごい詳しいわけです。ですけれども、我が町もお

金がたくさん国から来るわけで、地方交付税も減額されたり、ふるさと納税も今後減っ

ていきます。人口も現状維持といっておりますけれども、自然的なものと、それから現

在は酪農家の法人の規模拡大等によっての増員ですとか、そういうところが主なところ

かなと考えますけれども、その辺の考え方は町長はどう考えているのかなと。 

  女性だけではなくて、男性の従業員も酪農家、多分に入ってきておりますし、これか

らインバウンドというのか、今もありますけれども国際的な中国ですとか、タイですと

か、そういう外国の酪農家に対しての労働者もたくさん入ってきています。ですから、

そこで結婚していれば子供というのはいるわけ、もしくは、すればいるわけですけれど

も、そういう状況でなくて、若い人方が入ってくるということは、単なる個人として入

ってきて出入りが非常に多くなっているわけですね。ですから、それをこういうふるさ

と納税を使った子育て支援、少子化対策ということで、ずっとそのほうがいけるかどう

かというのを聞かせていただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 ふるさと納税、根っこには地方創生というのが制度設計の発端にあると

いいますか、趣旨にあるということであります。そこは２つありまして、私が考えるに

はですね。ざっくり言って２つあって、１つは地域経済をどうするかという問題。もう

一つは人口の問題をどうするかということですから、その両方を意識して今は進めてい

るということなんですね。 

  ふるさと納税を使うということで、もう一つは町全体の予算をどんなふうにして使っ

て地方創生、人口減少、地域の活性化を図っていくかということ、これをいかに戦略的

に進めていって、そして、それが実行に見える形で答えを出していくかというのが私ど

もに問われている話だというふうに思っております。 

  かねてから、雇用は、求人はいっぱいあるということをデータ上は確認をしておりま

す。ですから仕事はある。その意味では極めて強い農業を軸にして産業が動き出そうと

いう、走り出そうという、そういう体制ができているということですけれども、そこに

働き手がいないというのは１つの大きな問題があったということと、もう一つは、これ

までの地方に対するいろいろな人方の認識も含めて、決して余り住むに値しないような

町でないだろうかというようなことから、みんなほかのほうに出ていって、ますます過

疎になっていくと。働き手がいないと。 

  ですから、産業は今非常にこの町も活発だというふうに思っていますし、例えば企業

の誘致にしても、あるいはテレワークだとか、さまざまな形で産業の振興を今目指して
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きております。 

  いずれにしても、この町で人が住んで若い働き手が来てもらわなければ、産業そのも

のが成り立っていかないと。これは雇用の問題というのは本町だけでなくて、全国的な

問題となっておりますけれども、そういった中で例えば住宅に対する支援なんかという

のは非常にこれは背中を押すことになって、同じようにですね。各農家も、あるいは民

間の企業なんかでも賃貸住宅がつくられる。それは産業振興になっていっているという

ふうに思います。 

  今非常に本町の産業、農業にしても、あるいは商工業にしても、あるいは観光にして

も、これから意欲的にやっていこうと、こういう動きがあるということであります。全

体的には、そういう方向を目指すということをやっております。しかし、ふるさと納税

については、これは戦略的にある程度この町に人が来てもらう、あるいは関心持っても

らう、そこから誘導をして、この町の産業はこんなものがありますよ、このようなこと

を全体的に仕掛けをしていると。その仕掛けの結果が人口がふえたというようなことだ

ろうというふうに思っています。 

  全体的に、これは今時点でいうと非常に元気になっているという状況でありますし、

これからも、その元気を引き続き持続するようにしていきたいというふうに思います。

中でも農業の関係は非常に本町の基幹産業として着実に成長していますし、引き続きこ

れらについても応援をしていきたいなというふうに考えておりますので、特定のそこだ

けで、ほかのほうは手だてを講じてないということではなくて、総合的な意味合いの中

で物事は動いているということをひとつご理解賜りたいなというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） その辺の話は私も十分理解できるわけでございますけれども、

ここ二、三年、我が町を考えてみると、農業も国の施策、政府の施策によっての酪農家

なったら特にＥＰＡですとかＴＰＰですね。そういうことによっての将来的に力強い酪

農家を目指すために法人ですとか、個人にしても投資しなさいというような、そして金

利は低金利ということで、今すこぶる投資のしやすい現況にあるということが間違いな

いわけです。 

  あわせて、規模拡大型の状況になっていっているんだということは間違いないし、そ

こで農地改良、私、２点目の中で触れたいと思いますけれども、このふるさと納税を何

で全部使えるような形にしたらいいんでないかと。しかし、行政としては目的を持った

施策でなければならないんだと。じゃ、今年度から、新年度ですね、来年度から来る幾

らかのふるさと納税の基金あたりでも、そういう一般寄附ですから、目的を持った指定
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寄附については、それぞれの業種、もしくは予算に配分していくんだろうと思われます

けれども、一般ですから、これは言ってみれば竹中町長の政策的なものなんですよね。

これが町長かわると、また経済対策に使っていくとか、だけど竹中町長は、どっちかと

いえば教育だとか、それを全面的に押し出すタイプの町長ですから、やはりその辺がこ

ういう形の基金になってくるのかなと。 

  後ほど、ふるさと納税、生涯活躍いきがい基金と、これは老人というんですか、お年

寄りにもという基金かなと思われますけれども、やはり真ん中の稼いでいるところを中

心として、今ある企業ですとか事業主、そのことをどうやって現況以下にならないよう

に押さえていくかというのが本来の行政のあるべき姿。 

  言ってみれば行政というのは、１つの株式会社に例えれば町長は社長だと。副町長が

副社長であって、課長は課長という形になったときに、その収入をどこから得てくるん

だと。従業員をどう食べさせていくんだということが本来の姿であると思うんですよ。 

  私が常にいろいろなところをやってきた割には、行政というのは補正予算という独特

のものがあって、ほかの民間会社ですとか一般の組織、団体では補正予算というのはな

くて、計画立案に沿った形でやはりやっていく。なければ事の責任が問われたりする組

織、団体もあるわけですね。 

  その辺の考え方というのは、ふるさと納税というのは、全国の中でも上士幌町は本当

に有数な中でやってきて、本当に私方、町民も助かっているわけですから、これは町長

の力もひとえにかなりあると思うんですよね。講演もうまいですし、全国にも津々浦々

まで広がっております。 

  ただ、そういう中で、本当にこの子育て納税だけでいいのかなという不安があって、

それは町長は前回、私、質問したときには、一般で行きますよということなんですけれ

ども、しかし、子育ての例えばふるさと納税使う場合は、これは条例改定をしないと、

ほかのものには使えないと思うんですけれども、その辺の考え方はどうなんでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 ふるさと納税をどう使うかということでありますけれども、このふるさ

と納税というのは、やはりまちづくりという視点で、これをどう活用していくかという

のは相当思慮深くやる必要があるだろうと思うんですよね。というのは、ふるさと納税

が来たから何でもかんでもという形、別に何にもなくて機械的にどんどん充当して産業

福祉に使う。しかし、果たして、それはどこに使われたのかというのは、この寄附者に

してみると全く見えないというふうな形は、これは寄附者が寄附して納得してくれる、

あるいは寄附してよかったなと思えるような、そういう使い方というのは僕らとしては
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非常に大事にしてやっていかなければならないだろうというふうに思っています。 

  相当数の寄附者がいらっしゃるわけでありますけれども、その方々は、もちろん上士

幌町からの返礼品だとか、いろいろな要素を含めて上士幌を応援してくれていますけれ

ども、どんなふうにして、それがまちづくりに生かされているのかというのを非常にみ

んな注目して、それは今もホームページの中にありますけれども、ホームページのふる

さと納税のところを開いていただくと、上士幌町に対しては、このようなことでしっか

り見える形でやっていますね、だから安心して寄附をしますだとか、頑張っている町の

ように頑張ってください、こういったメッセージをどういうふうにして私どもとして逆

に返していくかというのが非常に大切なところだと思っています。 

  ですから、ここのところだけでお金が町全体の税金、歳入を使うということでなくて、

その産業がもし足りなければ、この部分に対しては、ふるさと納税云々だけではなくて、

従来の予算の中で十分それらについては対応できるような、そういう財源確保について

は私たちとしてはしっかり確保しながら、その時々での対応をしていくと。 

  ですから、指定寄附もありますし、それから産業で必要なことであれば、それは一般

財源の中でも十分やっていけるということで、見せ方の問題だというふうに１つには思

っていただければなというふうに思いますけれども、そのことによって産業が滞るだと

か、あるいは観光が滞るだとか、福祉が滞るだとか、よそと比較検討していただいても

結構だろうと思いますけれども、このようなことのないように私どもとしては十分配慮

してやって政策をつくっていっているつもりであります。そのために農協だとか商工業

関係者だとか、いろいろなところと十分に意見交換をして、必要な施策については適時

適切にやっていくと。 

  それは、ふるさと納税、お金であろうが、一般財源であろうが、その政策を生かすた

めに町のお金を十分うまく使わせていただいているということでありますので、その辺

についてもひとつご理解を賜りたいなと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） 理解はしないわけでは、理解はしています。私が言いたいのは、

この認定こども園の無料化の中で、町民なり若い奥さんから聞かれたんですけれども、

10年間は無料化ですよということなんですけれども、その10年後はどうなるんでしょう

かと不安持っていますよ。 

  全く無料化でなくて、昔のように、ある程度もとに戻ってしまうのか、それとも幾ら

かの補助があるのか、10年後は竹中町長さんいるのか、いないのわかりませんけれども、

どうなんでしょうかねという話までついでに出てきたんですけれども、その辺の基本的
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な考え方をちょっと聞かせていただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 10年後にいるかどうかは別として、10年後までに責任を持つ姿勢で政策

は打っていかなければならないと、こんなふうに思います。ですから、当初10年間とい

う、最初は無料化にするといったときに、いつまでという、そういう不安の声が出てき

たんですね。全くそのとおりだと思います。そういった中では、ふるさと納税を財源に

しているということと、ふるさと納税そのものが場合によっては廃止になるかもわから

ないということがありますから、安心できるように10年間。そのための財源は、今しっ

かりと担保はさせていただいております。 

  そのときに幾つか考えました。10年後というのもですね。もしなくなったときにどう

するかというときにですね。１つには、僕は、この子育て、教育が今の出生率の低下、

出生率が少ないというのは、子育て、教育環境が余り充実してないからだというのが、

これが海外の事例から見ると、そういう状況が見えてきました。ですから、出生率を高

めるためには、これはどうしてもやはり国としてやっていかなければならない事業だと

いうふうに思って、やがて国としても子育て環境に対して、この無料化の問題は必ず出

てくるはずだというのが１つですね。 

  当時から幼稚園の無料化の話が出ておりました。財源として7,000億かかるから、そ

れは難しいということですけれども、しかし、やはりそのことをやらなければ今の人口

減少はとまらないということなんで、必ず政策としては出てくるだろうという予測です。 

  もう一つは、10年間の間に、この町にひとつ、このふるさと納税がなくなっても、そ

れでもこの町で子育てをしたい、ある程度お金を払っても、この町で子育てをしたい、

そういう保育環境、あるいは教育環境をその間にどうつくり上げるか。これは質の問題

だというふうに思っていますね。 

  経済的なところがなくなるとすれば、質の問題として、やはり上士幌で子育てをした

いんだというような環境をどうこの10年でつくっていくかというところが、この辺あた

りも想定していけば多分ご理解をいただけるんでないか。幸い今のところ、10年間全く

心配はないという財源も確保しておりますし、その後についても、必要な段階で環境が

整えば、またそれなりの支援策は打ち出して継続というようなことは十分あり得るなと、

そんなふうに考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） その辺で町民に向かって、そのように答えを聞きましたので、

私もそのように町民に伝えたい。 
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  この件についてのふるさと納税については、明年度からの形の中で生涯活躍いきがい

基金だということで本年５月に制定したもので、一般寄附については、それ以外のもの

ではなくて、これでいきたいと、こういう考え方で、経済対策の基金の創設だとか、そ

ういうことは考えてないということですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今、前にも一般質問ではないけれども、山本議員から同様の質問を受け

たという記憶を持っております。そのときには、一定の少子化対策の目安が、あるいは

めどがついたというようなときに、あるいはそれ以外の想定を超えたような状況が生ま

れたときに、またそのときに検討させていただきますというふうに答えていると思いま

す。 

  １つには、当時の状況のときには、数億の段階でなかったかなというふうに思います

けれども、今、昨年は21億。ただ、ことしはまた３割と、いろいろ出てきたんで、多分

少しまた、少しというか３割前後に減るだろうというような想定はしておりますけれど

も、そういった中で一定の財源も確保できてといったように、新たな基金として、使い

方として今回できたと。 

  できたので、これをまた同じように、しっかりまずはさせていただきたいということ

と同時に、経済対策だとか、そのようなことで必要なふるさと納税を使うのが適切だと

いうのがあれば、それは全然、硬直して一切関係ありませんというふうには考えていな

いということについてはご理解いただきたいし、もしそういったことがあれば、ぜひご

提案をいただきたいなと、そんなふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） 時間がちょっとなくなってきましたので、次に、今後を見据え

た基幹産業の支援対策ということに入りますけれども、町長の答弁書の中で、１点目の

中で農業に対する支援何がしと書いてありますけれども、500万円以上の生産施設の新

設をした場合は固定資産税を３年間助成しておりますと書いてある。これは法人であり

ますけれども、個人はどうなっておるんですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 これは新たな挑戦するということでありますので、基本的には個人の資

産については、個人の財産取得、そして、それをもって経営に投資をしていくというこ

とでありますので、基本的には通常の税制の範囲の中で対処をしてまいりたいというふ

うに思います。 

  個人でも、これ以外の例えばこれは法人の立ち上がるときでありますけれども、中小



－33－ 

企業の農業ということに限らず、ほかのほうの制度なんかというのもあるんですよね。

個人であっても法人という名を名乗るところがありますから、そういった意味では、中

小企業の支援策だとか、今時点は農業は農業だけの条例や法律に基づくさまざまな形の

中での制度設計されているところがありますので、それは商工観光課のほうにあったり、

いろいろなところもありますので、もし個人であっても大型の投資をするだとか、そう

いったことについては相談に応じる必要があるだろうというふうに思います。 

  ただ、今ここでの法人については、従来の家族経営から大きく変換していくときに背

中を押すための支援策だというふうにご理解いただきたいと思いますし、大型の事業に

ついては、農業等については、違った形で支援をさせていただいているということでご

ざいます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） これ、多分、国かなんかの資金かなと思われるんですけれども、

町内の酪農家においては、やはり個人経営で規模拡大するのが多いわけですよね。大型

経営は大型経営で今ありますけれども、個人にしても２億、３億という額になっており

ますし、非常にあわせて従業員住宅ですとか、それは町の支援借りたり何かして受けた

りしてやっているわけですけれども、その辺が法人だからと国がこのような法人対策を

やっているわけですけれども、この上士幌の町の現況を考えたとき、個人でも頑張って

いるだという、大型経営の中ではやはり町独自としても対策を考えるべきではないかと。

その辺はいかがですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 先ほども議員質問ありましたけれども、例えばＥＰＡ等々の協議が成立

しただとか状況が変化してきているというようなことで、ＴＰＰから含めて、さまざま

な農業支援策というのは出てきております。特に今、個人、いわゆる経営体としてしっ

かり農業後継をしていくんだということについては、さまざまな支援策、機械やそれ以

外も含めて支援策、それから新規に就農する場合についての支援策、町も含めてさせて

いただいておりますけれども、個人等々の組合を掌握している農協でありますけれども、

農協としては組合の経営安定のためにさまざまな施策を講じる、そういった段階で町も

十分協議をして、大方は今、町と農協が連携をして必要な施策については協議をしてお

ります。 

  ただ、個人の税金について、どう減免するかというのは、非常にこれは難しい面があ

るなと。個人の財産、これは農業に限らず、商業にしても工業にしても、さまざまなと

ころがありますので、じゃ、そこをどうするのかという問題ということがありますから、
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税制の関係で、個人そのものについては非常に検討すべきことというのは、あるいはい

ろいろなハードルが高いなという感じはします。 

  ただ、農業経営、農業政策として、そのことに限らず、支援の仕方というのはいっぱ

いあるだろうというふうに思っております。特に町としては農業関係の支援というのは

相当手厚くしているというふうに私は認識をしておりますので、その辺のことについて

も全体の農業振興という観点からひとつこれはご理解を賜りたいなと、そんなふうに思

います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） 法人であるから支援だというのは、これは国の方針になります

けれども、やはり個人であっても、固定資産税から新しい例えば建物でとか、そういう

固定資産税あたりは相当な金額になってくるわけです。いってみれば小さな法人よりは

るかに大きいという状況にありますので、これはやはりもうちょっと内部で、個人だか

ら難しいんでないかと考えるよりは、税金を幾ら払っているか、町に貢献しているか、

所得税をどれだけ払っているか、健康保険税ですとか、あらゆるのがあるわけですよ。

そういう中で基幹産業のものを維持していくんだと。 

  片方としては、大型投資をすることによっての経営の負担というのは大きくなってい

るわけですから、行政というのは、そういう手の届かぬところを少しずつ、全額とか、

そういうことではありません。そういうことを一部でも助成していくというのが本来の

筋でないかなと私は思っていますので、そういうような考え方であるとしたら今後進め

ていただきたいと思います。 

  時間もなくなってきましたので次入りますけれども、酪農家の飼料不足というのは、

町長もご存じのとおり典型的なものでありまして、経費の５割から６割を占めているん

だと。収入の５割から60％をこの飼料費で支出していると。１億であれば5,000万から

6,000の餌代がかかっているということで、なおかつ、また現代の規模拡大により、よ

り深刻な状況になっているというのが現実であります。 

  町の現況から調べたところで、平成27年度で畑5,399、牧草地が4,431で計9,830ヘクタ

ールというもので農業が営まれ、それで220億を超えるような状況になっていくという

状況なんです。うち乳用牛が１万6,098頭、プラス肉牛が１万7,000頭ぐらいいるわけで

すよね。そうすると、この状況の中で、本当に畑作の畑を全部飼料畑にしてもどうかな

という状況なんです。 

  たまたま外国ですとか町外からやってきているからいいんですけれども、規模拡大に

伴った飼料不足をどう解決に向けて努力していくかというのは、本来であれば酪農家の
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問題でありまして、ただ、それがやはり現代の規模拡大とか、そういうことによっての

ことで、解消していかないままに増頭がなされていると。 

  やはり畑作においても、デントコーン畑とか作付をした場合に、非常に大型機械で踏

圧、踏んでかたくなるというのがあるんですよね。町長も承知のように、畑作というの

は畑の土の中でジャガイモつくったり、地上部でつくって生産性をやっているわけです

けれども、その土の条件がやはり空気が入ってバクテリアがいないと、いいものがとれ

ないというのが現況なんです。それをトラクターのあたりで踏んでしまうと、非常に良

質なものが畑作の中で生産できなくなってくるおそれがあるという状況であります。 

  そういう中で耕畜連携で飼料増産をしてくれないかという話が来ますけれども、一度

かたくしてしまうと３年以上はやわらかくするのにかかると。馬鈴薯掘っても土が上が

るだとか、なかなか水はけが悪くなるとかという状況の中で、前回は私は基盤整備をも

う一度やってほしいんだということも言いましたし、サブソイラだとか心土破砕をやっ

てやわらかくしていくと。 

  そこに対しての畑作、これ、耕畜連携なんですけれども、なかなか畑作に対して今現

時点では十勝と斜網ぐらいですから大きな国の助成というのはないわけですね。町の中

でＧＰＳとか、そういうことも努力していただいております。緑肥対策もしてありがた

いんですけれども、今少ない畑作の中で、小規模の中で労働力を少なくしてやると機械

に係る維持費が大変だと。なおかつ畑を雨降っても基盤整備をしなくてはならないとい

う問題ありますので、デントコーンの作付とかそういうところに対しての、この中に答

弁書書いてある町と農協で助成をしていくんだと書いてありますけれども、その助成の

比率というのは、まだはっきりしてないんでしょうか。その辺いかがですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 山本議員、まだ質問続けますか。15分近く残っていますので。

まだ質問あるなら、ここで休憩とって。 

  竹中町長。 

○竹中 貢町長 短くと言われたので、何を答弁していいのか忘れてしまいましたけれど

も、かねてから農業委員の立場でもありまして、その辺の土地の流動化で、もともと農

地が不足しているという中で、よそにまた使われていると。これは何とか自前でしっか

りやらなければだめではないだろうかというようなこともありました。 

  そして、前提として、今デントコーンが足りないということも、それも事実でありま

すので、これはもうこれまでの意見を踏まえて支援をさせていただくということで、今、

制度設計をしておりますけれども、従来どおり農協と町で２分の１の２分の１、４分の

１、そして受益者負担２分の１というようなことで制度設計をしていきたいというふう
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に思っておりますし、また、面積あたり何千円かという応援をして、こうした農家につ

いても安心して貸し出しできるというような体制はつくっていきたいと思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） それでは、最後の質問になると思うんですけれども、何でそれ

をお聞きしたかったかということは、私も農地流動化の対策委員というものもやってい

るわけです。それで後継者もいなくなりましたと。年もある程度、60半ばを過ぎて70近

いですよという人が他町村が幾らか小作料、もしくは売買の単価の高いということを踏

まえたときに、何とかその対策はできないかということによって、この耕畜連携による

デントコーンの作付と、播種から収穫までと、自分でまけば、その分お金が戻ってきま

すから、その辺のことが要は小作料、上士幌の場合１万以上になって、なおかつそれが

農地を守るんだということにつながれば最高なんですよね。 

  農協を含めた中で、町長もそのことをわかっておると思いますし、副町長も会議出て

いるわけですから、やはりその辺の金額を農協と十分精査をした中で畑作と協力できる、

そして、なおかつ離農しないで、年とっても農地を貸しながら上士幌に流動対策で、な

おかつ酪農の飼料対策にも伴ったような形で行えるよう町長の最大の努力をお願いして

質問終わります。 

  答弁ありましたら、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 今、議員がご指摘のことも十分理解をして、今政策を進めております。

それと基盤整備の関係も、これは行政として最もすべき施策の１つが基盤整備、インフ

ラ整備だというふうに思っておりますから、畑作の畑のかたくなる状況の対策だとか、

それらも含めて積極的に施策を講じてまいりたいというふうに思っておりますので、ご

理解いただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、８番、山本弘一議員の一般質問を終わります。 

  ここで休憩といたします。 

  再開は午後１時といたします。 

（午後 ０時０１分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

◇ 伊 東 久 子 議員 
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○議長（杉山幸昭議長） 次に、１番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） それでは、質問させていただきます。 

  私は、高齢者支援と健康増進センター温泉活用について質問いたします。 

  上士幌の高齢化率は、平成27年４月に33.9％、28年４月では34.5％、29年、今年の４

月では34.8％に増加してきております。また、要介護認定者も年々多くなってきており

ます。高齢者の年金生活者にとっては、物価の上昇、燃料の値上げと厳しい生活状況に

なってきており、町全体としては、今は子育て、教育に重点を置いた政策になっている

と思いますが、将来を考えると大変すばらしいことだと思いますが、多くの高齢者はぎ

りぎりの生活をしている実態です。町長の高齢者支援が明確ではありません。住んでい

てよかったと思える対策が必要ではないでしょうか。そこで、３点について町長のお考

えをお聞きいたします。 

  １点目、農村地区の高齢者にも温泉活用できないか。サロンは町内数カ所にしかあり

ません。町全体の高齢者のお楽しみ会等の考えはないでしょうか。 

  町内の高齢者に対し、老人入浴券、100円券で何度でも温泉に来てもらえるようには

ならないでしょうか。 

  お湯の温度を上げるため現在Ａ重油を使用していますが、太陽光の活用も考えるべき

だと思います。 

  ２点目、災害時支援の要支援者名簿は、個人情報を理由に消防本部と民生委員にしか

共有されていません。2013年に災害対策基本法改正で自治体には作成が義務づけられま

した。本人の承諾をいただき、行政区や社会福祉協議会等にも共有すべきではないでし

ょうか。有事の際は、公助だけではなく共助が大変必要だと考えます。 

  ３点目、11月に入り、とても寒い日が続いて、灯油の高騰が生活費に大きく影響して

います。高齢者、低所得者に対しての福祉灯油の支給は必要ではないでしょうか。現状

は80円台の─これはちょっと間違えていました。給油ですが、報道ではこれからも高

騰するとのことです。高齢者支援、低所得者支援として福祉灯油の提供の考えはあるで

しょうか。 

  以上、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 高齢者支援と健康増進センター温泉活用について、伊東議員の質問にお

答えいたします。 

  １点目の農村地区の高齢者の温泉活用、さらにはお楽しみ会につきましては、高齢者

の健康維持や介護予防に向けてサークル活動、サロン、介護予防教室参加など、多くの
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社会参加や交流機会が大切であります。健康増進センターでの開催もあることから、入

浴と健康とを結びつけ、施設利用により健康寿命延伸の効果が期待できるような事業展

開の検討も必要と感じているところであります。 

  サークル活動やサロンは、社会福祉協議会主催事業や地域の自主的運営により、生き

がいと元気を見つけ、交流を深める場となっております。特にサロンについては、身近

な場所で小さな単位で実施されていることから気軽に参加しやすく、外出の楽しみにも

なり介護予防につながっております。また、閉じこもりがちな高齢者の方が外出するき

っかけにもなり、地域の中で明るく健康に過ごしていただけるように今後も各地域に広

まるよう支援を進めてまいります。 

  多くのお年寄りが集う町の事業としましては、おとしより・障がい者スポーツ大会や

ひとり暮らし高齢者親睦会などが行われております。以前には老人クラブが主催するカ

ラオケ大会が開催されていたこともあります。高齢者が一堂に会し元気が出るような催

しの開催は大切なことと認識しており、老人クラブなど関係団体の意見、要望を把握し

た上で必要な対策を講じさせていただきます。 

  高齢者の入浴料金の見直しにつきましては、生涯活躍の町を目指す上で健康増進、健

康寿命の延伸に寄与する温泉施設として再構築したいと考えており、ふれあいプラザの

事業展開の検討とあわせて新たな料金設定を検討してまいります。 

  同時に農村地域の利用を促すべきとのことでありますが、閉じこもりを防ぎ、健康寿

命の延伸という点からも交通ターミナルのオープンを契機に、さらにきめの細かい交通

体系の整備が必要と認識しており、農村地域においても利用者のニーズなど実態を把握

して対応したいと考えております。 

  ふれあいプラザでの太陽光の活用につきましては、システム設置経費が高額であるこ

とから設置コスト回収までの期間が長期にわたり、社会情勢の動向が不確かであること

が課題となっております。天候によって熱量の確保ができないことも想定し、補助系統

として重油ボイラー等による設備が二重に必要となり、燃料費低減の反面、維持経費が

増額となる面があります。 

  現在、ふれあいプラザは低額な経費で運営を行うことを主眼とし、当初から設置して

いるＡ型重油によるボイラー設置で運営しております。今後のボイラー等の機器更新時

には、エネルギー事情や環境問題、社会情勢なども踏まえて十分検討していく考えであ

ります。 

  なお、木質バイオマスによる再生可能エネルギーの利活用の検討を重ねてきましたが、

事業化に至らず断念した経過があることを申し添えます。 
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  ２点目の災害時の要支援者名簿につきましては、65歳以上の独居老人や75歳以上の高

齢夫婦世帯のほか、障害のある方や介護サービスを受けている方を対象としております。

平成18年から民生委員の協力で現在約220世帯の登録があり、役場と民生委員、上士幌

消防署において情報共有しているところであり、情報が必要となる災害時には活用でき

る体制となっております。 

  近年、少子高齢化や核家族化が進む中で孤立化の対応も課題となり、地域で助けを必

要とされる方についても内容が複雑化するなど、きめ細かな調査が必要な状況となって

きております。本年度から町内会と社会福祉協議会とともに、小地域ネットワークの構

築に向けて地域実態を把握するための個別調査を進めております。災害時ばかりではな

く、平常時の対応も含めた連絡先の確認や困り事などの課題を聞き取ることと同時に、

要援護登録の促しや、登録済みの方には情報確認や修正を行い、情報提供の同意もいた

だくこととしております。 

  町内会や社会福祉協議会、民生委員ほか関係機関とともに、災害時はもとより日常か

らの見守り体制を早期に構築していきたいと考えております。 

  ３点目の福祉灯油につきましては、これまで低所得者の町民が安心して生活できるよ

うに、灯油価格がリットル当たり100円を超える状況において、寒波の状況や管内情勢

を判断しながら実施してきております。現在の町内の灯油価格は80円程度であり、今後

の灯油価格の推移や他の状況を注視しながら判断していく考えであります。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 竹中町長の子育て、あるいは教育のこの公約の信念は十分わか

りますけれども、高齢者支援に対しての姿が余り見えてきておりません。今後、明確に

高齢者支援をしなければならないところ、町長の考えはどこにあるのかお聞きいたしま

す。 

  今回、土曜日の午後から在宅医療、介護連携推進フォーラム、これは介護認定患者に

とっては住みなれた地域で暮らすための講演を私は聞いてまいりましたけれども、地域

包括支援センターの活動は町民の安心・安全、本当に心強い味方だなと、そう思って感

心しております。このセンターを利用するまででもない人、ある程度自立している高齢

者、今あるその制度をお金をかけずに利用できるのであれば、ぜひ実行するべきではな

いかと思います。 

  例えばお風呂の入浴券、100円、これ、今８回までですけれども、何度でも高齢者の

方に入っていただければ、一般の人の幾らかの値下げにもなるんでないかと思います。

その試算も多分できてないのかと思いますけれども、それもする必要があるんではない
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かと思います。 

  また、太陽光の活用は無理であると、そのような答弁ありましたが、これは試算して

の考えなのか、それとどのぐらい負担増になるか試算したのかお聞きをいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず、高齢者の関係でありますけれども、これまでも福祉施策について

は、必要なものについては適切に、あるいは柔軟に対応させていただいているというふ

うに思っておりますが、さらに加えて、先ほど午前中の質問ありましたけれども、今回

生涯活躍の町ということでのいきがい基金条例を設置させていただきました。これは、

まさに働く世代から、お年寄り、介護や医療が必要になっても、この町で安心していけ

るようなそういう仕組み、あるいは制度設計をしていくということで、さまざまな意見

を町民にもお聞きしているところではありますし、いつまでも元気でいたい、いていた

だきたいと。しかし、残念ながら高齢になって介護や医療が必要になったときに、安心

してそういった施設の中に入れる、あるいは在宅でも面倒見てもらえるような、そのよ

うに多面的なその受け皿、いつでも、どこでも医療、介護、あるいは住宅、予防等々の

サービスを受ける。これをさらに加速化して進めていきたいというふうに思っておりま

す。 

  直ちに新年度からできるものについてはしていきたいというふうに思いますから、そ

の辺についてのご意見を、また要望等をお聞かせいただければと思います。 

  太陽光等々についてのことでもありますけれども、具体的に、そこでの試算はしてい

ないだろうと思いますけれども、経験的にといいますか、さまざまな今までのこれまで

既に個別の家庭への住宅の支援だとかさせていただいておりますから、設置費用だとか

かかりますし、それから、今回もやはり大事なのは、複合的にその燃料の整備をしてお

かないと、１つだけで、それで完結できる話でないということがございます。 

  ですから、このコストの関係でいうと、多分これから積算しても随分高いものにつく

んではないだろうかなというふうに思いますが、場合によっては、それよりも環境の問

題だとかということでということであると、それはまた違った視点での施策の展開にな

るというふうに思いますけれども、今の状況の中では、そういうことだろうというふう

に考えております。 

  加えて、太陽光の再生可能エネルギーの改良の価格なんかについても、これまでも住

宅のときでは蓄電して売ったりなんかするのもできますけれども、これもほとんどこれ

からは期待できないというような状況が今言われておりますから、そういった意味で、

そこでのストックして発電をして売却するという、そのようなことも難しいということ
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でありますから、相当これについては厳しいことになるのではないかと。これはこのこ

とに限らず、再生エネルギーの関係でいうと、これから相当厳しい状況が生まれてくる

というような情報が入ってきております。 

  風呂については、そもそも公衆浴場として行政が経営をすると。まさに銭湯なわけで

すね。ですから、経営という視点がそこには今までずっと求められてきていたというふ

うに思っております。当初は自宅にないということもあって公衆浴場でありますけれど

も、今、公衆浴場で行政が経営しているということは、ほとんど少なくなってきていま

す。それだけ今、経営が厳しいということと同時に、自宅でのお風呂の設備が相当充足

されてきているというようなことがあるだろうというふうに思っております。 

  ただ、ここの風呂については温泉湯でもあるということで期待されているところもあ

りますが、前提がそこにあるということをまずは踏まえた上で、では、あれをどのよう

に、経費のというのは今でも赤字なわけでありますね。持ち出しが1,000万円を超える

赤字になっております。ですから、これをさらに経費的にはふえるということになりま

すから、そうすると公共的なサービスのする意味合いを考えていかなければならん。ま

さに健康寿命なり、あるいは予防ができて、医療費の削減だとか介護予防につながって

いくんだと、こういう複合的なその戦略の中のあそこのお風呂の利用料なんかについて

は、これは十分検討の余地があるだろうと。 

  これがまさにこれから、今、具体的に基金なんかでも仕組みとして、プラザで、じゃ、

どんなことをやっていくのと。あそこで汗を流して、じゃ、その汗を流した延長上であ

そこでお風呂に入って衛生的になったり、あるいはリラックスしていく、こんなような

こともあるかもわかりませんし、そのような総合的な取り組みの中で入浴料の値下げと

いいますか、使いやすいような料金設定なり、あるいは今、高齢者に出しています100

円入浴券の８回でありますけれども、それを回数をふやすだとか、そのようなことは十

分考えられることだなと、そんなふうに思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 太陽光の件につきましては、やはり経費をなるべく少なくして

町民に還元できるようなということで、これは町民からの意見でもありますし、私も必

要だなと思うので今回の質問に取り上げました。これは長い目でどちらのほうがいいか

ということは考えていただきたいと思います。 

  また、今のところ１回100円で入れるというのは、市街地区の老人だけなんですよね。

それ、やはり農村地区では、もうなかなか利用しづらいような状況に、多分運転もでき

ないだろうし、そういうことを考えると、やはりサロンと組み合わせる、あるいは各地
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区にある老人会ごと、それをお風呂に入っていただいて１日楽しんでいただけるような、

そういう町民全体として、公平感を町民に与えるようなことにしたらどうでしょうかと

いう、これは私の提案でありますけれども、そのように考えていただきたいなと思いま

す。 

  また、サロンなんですけれども、今町内には多分四、五カ所あるのかなと思いますけ

れども、これは社協が主催事業としてやっているんですけれども、町内全体この社協が

やるとすれば、社協の人数を考えると私は無理があるのかなと思います。 

  私の住んでいるところでもサロンを行っておりますが、会費をいただきながら細々と

しておりますが、やはりだんだん本人の負担が多くなって、やればやるほど会館の使用

料が増すというか、ふえてくるというか、そんなので何か余り開催できないような状況

になっております。 

  管理組合はできていることはできているんですけれども、それをどうにか変更できる

ような方法は町として考えることできないかどうかお尋ねいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 社協が音頭を取ってやっています小地域ネットワークの中でのサロンで

すよね。おっしゃるとおり、それを全てのところで社協がやるというのは、それはもう

物理的に不可能な話であると。だからといって人をふやせばいいということではないだ

ろうと思いますから、そこでどう自立していくかというところが片方では必要になって

いくんだろうなというふうに思います。 

  そのときの、じゃ、障害が何があるのかということですけれども、例えばプログラム

の立て方だとか、そのようなことがあれば、それはまたそれなりの担当なり、いろいろ

なところで相談に乗ったりすることもできますし、それから、使用料の関係ですね。こ

れらについては十分検討する余地はあるのかなというふうに思います。 

  このサロンも、たまたま今、社協が軸になっているものについての質問でしたけれど

も、いろいろなところでの個別といいますか、仲間同士だとか、いろいろな形の中で今

広がってきているんですね。ですから、これはもっと奨励をするといいますか、やはり

これもできれば人数が少なく、好きな話の合う人で話し合いたいだとか、その辺はいろ

いろあるだろうと思いますから、自由に好き勝手に集まって、そこで何となくすっきり

する、あるいは閉じこもりを防ぐことができるというようなことであれば、そういった

ことに対してどんな形でそれらを奨励することができるかと。これらについても十分検

討できる余地があるだろうと。 

  ただ、全てにおいて、これは行政が手取り足取りというのはやはり難しいところがあ
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りますから、小地域ネットワークであればモデル地区をちゃんとやって、そこもまた参

考にしながらいろいろなところに波及させていく。 

  そして、かかる経費の食べたり飲んだりすることについては、そこまではなかなか難

しいところあるかもわかりませんけれども、共通する経費の暖房料だとか、あるいは施

設使用料だとか、そんなことが必要であるんであれば何らかの形で応援することは十分

あり得るなというふうに思います。 

  それと農村地域のお風呂の等しく、それは年齢に応じて行っているだろうと思います

けれども、今お話あったように、自宅にもお風呂があって、わざわざ車で来てまで入れ

ないよというのも想定されますね。ですから、町なかでサロンをしたときに、そのつい

でに入ってもらうというようなことも、これはサロンとセットで減免の対象にするなん

ていうこともあるのではないかなというふうに考えられると思っております。 

  それと、足の問題も、これも答弁させていただいておりますけれども、ターミナルが

できたら、これはやはり市街地の中での循環のあり方、できるだけ行きたいときに行き

たいところに行けるという、そういう交通のネットワークもしっかりつくっていかなけ

ればならないということで、農村地域もありますし、それから、将来的には、この間は

自動運転バスもやりましたけれども、あのようなことだとか、いろいろなことを活用し

ながら、いろいろな人方がいろいろなところで活動できるような、そのような環境は非

常に大切だというふうに思っております。 

  決して農村地域をないがしろというよりも、むしろ、こういった今回のターミナルも

含めて、農村地域の人方に対しても安心して町なかに出てこられるような、そんなよう

なネットワークの拠点になっていかなければならないという意味合いを込めております

から、これからさらにその辺の内容については充実していきたいと。 

  農村が問題なのは、ある程度人数も見えているところがありますから、一人一人によ

って自分の足の確保については課題があると。本当に自分でも行けるから心配要らない

という必要もいるし、それからやはり必要だという人、でも、そこを循環バスでもとい

うのも、なかなか今は少なくなってきている状況ですから、自由な対応できるような体

制にしていきたいと思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 私の地区でもゆうゆう会というサロンを立ち上げていますが、

本当にこのプログラムに困ってしまうというか、次、何をやろうかということがすごく

重要で、それによっては人の集まりが多かったり、少なかったり、うどんとかおそばと

かしますよというと本当に30人も40人も集まるんですけれども、それ以外は10人程度で、
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隣近所の安否確認というような状況で過ごしてきておりますが、これが町全体にそうい

うところがちょこちょこ小さなところができればいいなと常日ごろ考えておりますので、

その点は社協だけではなく担当の福祉課にもお願いして、なるべくそういうところがで

きるように努力をしていただきたいと、これはお願いでございます。 

  また、次に、前回同僚議員も質問されていましたが、温泉施設利用、どのような事業

展開をされようとしているのか全くわかりませんので、例えば生涯活躍のまちづくり基

金、約２億9,000万円ほどありますが、この基金で温泉施設活用するための事業に使わ

れようとしているのか、町の行政の考えがわかりませんので、交通ターミナルもできる

し、そのときに一緒にするんではないかという私たち想像でしかありません。町の考え

があれば詳しく説明をお願いします。 

  また、時間のない中、提案されても、町民の声など多く私ども聞くことはできません

ので、健康寿命を伸ばす、そういう施設が必要だということはわかりますけれども、ど

のように町長は考えているのかお聞きをいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 基金をどのように活用するかということについては、さまざまなところ

から今、意見を聞いております。それで、つい先般も市街地といいますか、一般住民の

人方に声を聞くような、そのような意見交換の場を本当は持っておりますし、それから

各団体の要望も取り上げている、あるいは各区からのどんなことがあるのかということ

を吸い上げております。 

  そういった中でのプラザで行うべき、プラザは、どちらかというと、今、保健だとか、

そのようなことを軸にやっておりますから、その延長上で軽い運動だとか、あるいはさ

らに活発なサロンとして活用するかだとか、そのようなこともあり得るだろうと思いま

すけれども、それは今、まさに健康寿命にこれがふさわしいということであれば、それ

ら基金の事業として採択をして進めていきたいということでありますので、今さまざま

なところから意見を聞いているということであります。 

  したがって、ぜひ、こんなことも考えられる、むしろ町民の皆さん方からの意見を踏

まえた上で、それらを政策化に向けて進めていきたいなというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 町民の意見も担当課として聞くのも大切ですけれども、議会に

も議員にも、こんなような構想を持っているんだというようなことをぜひ説明をお願い

したいと思っております。 

  そして、次に２点目の質問に入りますが、災害時の要支援者の名簿、これ、220名も
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の方がいらっしゃると。現状、活用はできていると言いますが、法律ができて上士幌町

が作成したときと今とでは物すごく大きく状況が変わってきていると思います。有事の

とき、例えば今、北朝鮮のミサイル発射だとか、あと台風の大型化、いつ、どんなこと

が起きるかわかりません。 

  常に対応していくべきだと思いますが、管内の状況を見ますと、ほとんどのほかの町

村は、いろいろなところに情報提供しているんですよね。消防署、あとは警察、民生委

員、自主防災、社会福祉協議会、例えば士幌なんかは包括支援センターだとか、個人情

報を盾に、そんなことはないと思うんですけれども、もっと広くお互いに助け合わなけ

れば、多分公助というのは役場がやってくれるんだと思いますけれども、その前に共助、

隣近所の助け合いが物すごく必要だと思うんですけれども、それが本当に大丈夫なのか

と、今のところ何もないから安心していられますけれども、ぜひ多くの要支援者を助け

る名簿だと思いますので共有範囲を広げていっていただきたいなと。 

  構築を考えると書いてありますけれども、どのような構築を考えているのかお聞きを

いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 この間の新聞に、各自治体の情報の提供先が出されておりました。平成

18年に策定しておりますけれども、そのときには社協だとか、あるいは町内会も含めて

情報提供できるという、そういう確認をしっかりいただいているということでありまし

て、今もしそういった状況ができたときには、速やかに新聞に載っていないところも含

めて情報の提供をするという前提で準備はしていたということです。 

  ただ、団体のほうだとか、そういったところとのこの情報の提供について、どう利活

用するかだとか、そこまで多分詰め切ってなかったのではないかということがあって、

あのような形になっておりますけれども、基本的には情報提供もしていいという前提で

あって、災害時には出すという、そういう背景にあると、まずそういうことを１つご理

解いただいた上で、当時調査をした内容についても、今改めて調査をし直すと。 

  特に社会福祉協議会や町内会のほうからも、もっときめ細かな調査が必要だというこ

ととあわせて、社協のほうも、これは極めて大事だという認識のもとで、今行政と一体

となって個別に当たって、高齢者の健康状況だとか、あるいは何かあったときの連絡先

だとか、その辺の調査を始めていますということなので、その情報が出せないというこ

とではなくて、むしろ積極的にこれから社協や、あるいは町内会のほうも、隣近所も、

  の関係のお互いの共助、大事だという前提で今動き始めたということでありますの

で、これについてひとつご理解を賜りたいなと、そんなふうに思います。 
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  特に今回は町内会、どこもここもと一緒にならないんですよね。やはりそれぞれの町

内会の事情があって、やれるところからまた動き始めていますけれども、予備段階の調

査、まずは元気かどうか、困り事がないかどうか、こんなところから始まって、その上

でそのリストアップの必要な人、そうでない人、さらに精度の高いものに仕上げていこ

うということで今動き始めているということでありますので、滞っているのではなくて

新たな今展開を迎えてお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） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 今町長、災害時には出すと言いますけれども、災害時では間に

合いませんので、もっと災害のないときに出していただきたいと思います。 

  あと、うちらの地区においては、民生委員さんがきめ細かく回っていただいておりま

すので安心かなと思っていましたところ、私の近所のところで、ひとり暮らしの人たち

が３名ほど骨折をしまして、そのときには、やはり子供に連絡するよりは、もう隣近所

が対応して救急車を呼んだという、そういう状況がありますので、早目に行政区だけで

はなくて、町内会、班にいただければ一番いいかなと思っております。これは、つい最

近３人ほど骨折したということでお話をしました。 

  それから、３点目の福祉灯油についてなんですけれども、100円を超えたら管内の情

勢を見ながら考えるということなんですけれども、今、世界の情勢を見ても、まだ価格

は安定してないんだと思うんですよね。そして、先日ちょっと燃料屋さんに聞きました

ら、この11日から灯油を４円ほど上げるという話もありましたので、これからはどんど

ん上がってくるのかなという気もいたします。 

  本当に年金生活の方は、灯油タンク満タンにすることできないんですよね。一度にた

くさんのお金が出るから。だから、１カ月使う分ずつ、少しずつ少しずつ入れてもらっ

ている状況ですので、そのことも、高齢者や弱者に対して、虚弱の人方については多分

いろいろな施設利用だとか、今のところ十分とはいわなくても、ほとんど十分恩恵受け

ているんだと思うんですけれども、自立できる高齢者に対してのふるさと納税の恩恵を

あげてもいいんでないかなという気もするので、町長お考えがあったらお聞きをいたし

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 １つのこれまでのルールといいますか、基本的なその考え方の整理とし

ては、100円というのが１つの大きなベースになっているということであります。ただ、

一方では年金の年収というのは相当厳しいという、そういう状況もあるだろうというふ

うに思っております。そこをどんなふうな制度設計をするかということなんかも含めて
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今後考えたいなというふうに思っておりますが、ただ、いろいろな年金であっても、家

族、子供たちがいたりだとか、あるいはいろいろな条件もたくさんあるというふうに聞

いて、何となく、この問題一律でないななんていう話もされたりなんかしているところ

もありまして、じゃ、どうしていったらいいものかなんていうのもありますので、今の

この100円というこれまでの考え方、これらについてはどうしたらいいのか、もう一回

制度設計のあり方等々について検討してみたいなと、そんなふうに思います。 

  とりあえず今、今年度については状況を見ながら、厳しくなるような状況であれば、

それはそれとして対応させていただくということであります。そのようなことで、もう

少し検討の余地がありますので時間をいただきたいなと、こんなふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 町長の政策としては、少子高齢化に対する子育て、これはもう

すばらしいものだと思いますけれども、そうした要介護の介護者についても今のところ、

先日の話を聞きますと、上士幌は本当に安心して住んでいられるなというような状況で

した。 

  元上士幌役場の道からの派遣をしてこられる山谷さんのお話を聞いたんですけれども、

すばらしいこんな資料がありますので、これ、議員にも皆さんに配ってほしいかなと思

っておりますけれども、中間層の自立できている高齢者の今何も恩恵がないというのか

な、そういう感じを見受けますので、その人たちがいるから今の上士幌があるんだとい

うことで、ぜひ考えていただいて、政策を打っていただきたいなと思って質問をいたし

ました。 

  町長、答弁があれば、私の質問はこれで終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まさに、そこがこれから重点的にひとつ打ちたいという課題の施策のと

ころであります。元気な人は、できるだけこれからも元気でいられるようにというよう

ことですね。今までやっている１つの例がまる元の体操なんかというのも、あれも元気

な人から、それから多少体の不自由な人、いろいろな人がいますけれども、元気な人は

もっと元気に動けるようになる、このような視点であの事業を支援させていただいてい

ますけれども、さらに元気な人は、もっといつまでも元気にいてもらいたいというよう

なことでの施策がまさにこれからの活躍する町の大事なポイントになっていくだろうと

いうふうに思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、１番、伊東久子議員の一般質問終わります。 

  これをもって一般質問終わります。 
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  暫時休憩いたします。 

（午後 １時３８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３９分） 

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

◎承認第２号から承認第３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２号専決処分の承認について、日程第７、承

認第３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。 

  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２号及び承認第３号専決処分の

承認について、一括して、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  初めに、承認第２号からご説明申し上げます。 

  今回承認を願う専決処分は、９月18日の台風18号により被災した施設の復旧作業に急

を要することとともに、９月28日に衆議院が解散し、同日の臨時閣議で、10月９日告示、

22日投票の選挙日程が決定したことから衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審

査執行に係る予算補正を必要とされましたが、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、９月28日付をもって専決処分を行いま

したので、同条第３項の規定に基づき議会に報告し、承認を求めるものであります。 

  被害状況につきましては、行政報告の中で報告説明のあったとおりでございますので、

ご理解のほどをお願い申し上げます。 

  処分内容につきましては、１ページの平成29年度上士幌町一般会計補正予算（第７号）

をごらんください。 

  第１条第１項で、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ2,050万2,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を81億7,746万9,000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ページ目をご参照願います。 

  歳入は、同支出金を521万円、繰越金を1,529万2,000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款総務費の選挙費の衆議院議員総選挙執行経費として180万円、執行経費として341
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万円、４款衛生費の保健衛生費の水道会計繰出金を349万5,000円､14款災害復旧費の農

林水産施設災害復旧費の北門松葉排水路ほか２件、災害復旧事業を1,179万7,000円増額

補正したものであります。 

  次に、承認第３号につきましては、同じく台風18号により被災した施設の復旧作業に

急を要し予算補正を必要といたしましたが、町議会を招集する時間的余裕がないために、

地方自治法第179条第１項の規定に基づき９月28日付をもって専決処分を行いましたの

で、同条第３項の規定に基づき議会に報告し、承認を求めるものであります。 

  被害状況につきましては、行政報告の中で報告説明のあったとおりでございますので、

同じくご理解のほどをお願い申し上げます。 

  処分内容につきましては、１ページの平成29年度上士幌町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条第１項で、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ349万5,000円を追加し、歳

入歳出予算の総額を２億907万3,000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349万5,000円を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款水道施設費の水道施設新設改良費の糠平浄水場災害復旧事業として、349万5,000

円を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２号及び承認第

３号に対する質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、承認第２号及び承認第３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２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２号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 
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  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２号は承認することに決定いたしました。 

  次に、承認第３号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより承認第３号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、承認第３号は承認することに決定いたしました。 

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

◎議案第７１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71号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償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。 

  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71号特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償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。 

  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。 

  今回の改正につきましては、平成29年５月に地方自治法の一部が改正されたことに伴

い本条例で引用している条文の項番号が変更となったことから改正するものであり、条

例の内容についての変更は生じないものであります。 

  具体的な改正内容についてご説明いたします。 

  議案第71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条中第203条の２第４項を第203条の２第５項に改正するものであります。 

  なお、附則として、この条例は平成32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71号について質
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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71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。 

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

◎議案第７２号から議案第７７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72号平成29年度上士幌町一般会計補正予算

（第８号）、日程第10、議案第73号平成29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11、議案第74号平成29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12、議案第75号平成29年度上士幌町介護保険特別会計補正予算

（第２号）、日程第13、議案第76号平成29年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第

４号）、日程第14、議案第77号平成29年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算

（第２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72号、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2,520万9,000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101億5,534万6,000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72号一般会計補正予算（第８号）であります。 

  １ページをごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ2,576万3,000円を追加し、総額を
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82億323万2,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２

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ページの第２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７億2,841万6,000円から７億2,531万6,000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、上士幌東４線農道整備事業

252万5,000円、上士幌西38号農道整備事業171万9,000円、双葉地区農道整備事業283万

7,000円、道路附属物点検事業114万円、上士幌40号歩道改修事業166万3,000円、生涯学

習センター管理運営経費121万3,000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、庁舎一般電話料郵便料経費136万2,000

円、役場庁舎管理経費190万円、電子計算組織管理経費353万7,000円、障害者福祉管理

経費108万5,000円、子供医療給付事業135万9,000円、健康増進センター管理運営事業472

万9,000円、産業振興対策経費164万9,000円、認定こども園管理経費170万1,000円、私立

保育所運営費補助事業108万4,000円、小学校管理経費548万1,000円、スポーツセンター

管理経費141万8,000円、公共土木施設災害復旧事業396万3,000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。 

  25ページの議案第73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70万円を追加し、総額を８億

4,511万5,000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、26

ページ、第１表のとおりでございます。 

  歳出における補正内容につきましては、事務管理経費42万2,000円を減額するととも

に、国保連合会負担金112万2,000円を追加補正いたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、30ページの議案第74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にそれぞれ56万4,000円を追加し、総額を

8,774万5,000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、31

ページ、第１表のとおりでございます。 
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  歳出の補正内容につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金56万4,000円を追加

補正いたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、35ページの議案第75号介護保険特別会計補正予算（第２号）をごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ24万3,000円を追加し、総額を５

億8,640万8,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、36

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、家族介護支援事業24万3,000円を追加補正いた

します。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、40ページの議案第76号水道事業特別会計補正予算（第４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249万7,000円を減額し、総額を２億657

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。 

  歳出の主な補正内容につきましては、水道メーター更新及び新設メーター購入事業

199万円、上士幌簡易水道統合整備事業50万7,000円をそれぞれ減額補正いたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、45ページの議案第77号公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）をごらんく

ださい。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に43万6,000円を追加し、総額を２億2,627万

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、46

ページ、第１表のとおりでございます。 

  第２条では、47ページ、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470万円から490万円に、過疎対策事業の限度額を450万円から470万円

に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、下水道施設整備事業43万6,000円を追加補正い

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

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。 
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○議長（杉山幸昭議長） ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午後 １時５７分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時０９分） 

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

○議長（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72号平成29年度上士幌町一般会計補正予算（第８号）から質疑を行

います。 

  初めに、事項別明細書の歳出から質疑を行います。 

  事項別明細書の歳出は、11ページから款ごとに一括して質疑を行います。 

  総務費について質疑を行います。11ページから13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） 12ページの電子計算管理経費なんですが、これは社会保障番

号制というか、これはマイナンバーに関する委託の補正だと思うんですが、この内容に

ついてと、４点質問したいと思うんですが、この委託内容についてと、それから11月か

らマイナポータルの実施がされているはずなんですが、これは全国的には152町村のみ

であるんですが町はどういう状況なのかと、今後の予定について質問いたします。 

  それから、公的年金についてもずっと延期になったままですが、これについても、つ

なげばいいというふうに思っているわけでもありませんが、その状況について質問いた

します。 

  それから、４点目については、今年度についても、いろいろな漏えい問題でマイナン

バー漏えい問題が結構話題になっておりますが、今年度上半期で４月１日から９月31日

までで224機関で計273件とありますが、上士幌でそういう事例はありませんが、そうい

うことに対する危機管理についてどのようになっているか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 それでは、まず私のほうから委託内容についてとセキュリティー対

策について回答いたします。 

  まず、委託業務の内容についてですが大きく２点ございまして、まず１点目ですけれ
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ども、総務省関連といたしまして女性活躍推進等に対応したマイナンバーカード等の記

載事項の充実ということで、本人の届け出によって旧姓を併記できるようにするという

改正が１点でございます。 

  ２点目につきましては、厚生労働省の関係でございますけれども、特定個人情報標準

レイアウト改廃に伴う改修ということで、厚生労働省のほうで定めております特定個人

情報ごとにデータの定義だとか個人情報を使用する事務手続等の対応を整理したものが

ございますけれども、それが改廃されたことに伴いましてシステム改修を行うものでご

ざいます。 

  この業務につきましては補助事業でございまして、総務省関係につきましては10分の

10、厚生労働省関係につきましては３分の２の補助ということでございます。 

  それから、セキュリティーの対策ですけれども、平成28年度、昨年度に国の補助事業

を活用いたしまして、まずネットワークの分割ということをやっております。マイナン

バー利用事務とＬＧＷＡＮ関係、インターネット関係ですね。それに加えまして、住民

情報を扱う職員については、静脈の認証ということで、静脈の認証をしないとパソコン

を起動できないということをしております。 

  それから、11月13日に情報連携が開始されましたけれども、これに先立ちまして研修

を行っておりまして、マイナンバーを取り扱う担当者が、これは十勝総合振興局で開催

したものですけれども、これに参加しております。 

  今後におきましても、研修を通じて慎重な取り扱いを徹底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） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 私のほうからは、マイナポータル制度がどうなっているのかと、

今の実施状況をというご質問でございましたので、お答えいたします。 

  山本議員さんのほうから152団体の話があったかと思います。これは全国規模で152団

体ということで、これは全てにおいて申請ができて必要な情報をとることができるとい

うことで実施しておりますのが152団体というふうに、私のほうも受けているところで

ございます。北海道につきましてはゼロでございます。ここまでできておるのがゼロと

いうことでございます。 

  本町の状況でありますけれども、このマイナポータルにおける特に実際に進められて

おりますのが子育てワンストップサービスの提供、これがまず皮切りとして実施されて

いるかというふうに理解しておりますけれども、これにつきましては、１つには児童手

当の分、それと児童扶養手当の分、保育所関係の分、母子保健の分ということで、４つ
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のカテゴリーに分かれております。 

  例えば児童手当でいきますと、児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認

定請求ですとか、あるいは児童手当等の額の改定の請求及び届け出ですとか、ほか、あ

と８つですね。全部で10項目に分かれているんですけれども、それに対して、これを使

えるか、使えないかといったサービスであります。 

  例えばもう一つ児童扶養手当でいきますと、児童扶養手当の現況届ですとか、保育で

いきますと支給認定の申請、保育施設等の利用申し込み、保育施設等の現況届、母子保

健でいきますと妊娠の届けということになっておりますが、それぞれ全てこれもサービ

スの検索から比較可能と、それと様式の印刷の稼働ができるか、できないか。電子申請

が可能かどうかというところで分けられているわけなんですけれども、全部できるのが

先ほど申しましたように152団体ということで承知しております。 

  北海道はゼロということでございますけれども、その中で本町は、じゃ、どこまでで

きるのかというところでいきますと、サービスの検索、比較可能までですね。ここまで

きるということになっております。しておりますということで、様式の印刷ですとか、

あるいは電子申請までは、そこまでは、まだ本町のほうでは至ってないということでご

理解いただきたいと思います。 

  今後につきましては、こういう時代ということでありますので、私のほうで、企画財

政課のほうで窓口になっておりますけれども、それぞれ担当のほうも担当しながら、例

えば今申し上げました子育てワンストップでいきますと保健福祉のほうが対応しながら、

ここに情報を寄せながらということでございます。全体の危機管理等につきましては、

今、杉本総務課長のほうが申しましたように、そのようなことで全て分離するような形

でセキュリティーを保っているということで、私のほうからは状況を含めてご報告させ

ていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 年金に対しての答弁はなかったんですが、年金についても、

多分まだ、それは国のほうの関係なので直接町がどうのこうのではありませんが、それ

はまだ解決しないと。 

  先ほど、152団体で、北海道ゼロと、先ほど検索可能までできて、いずれいろいろな

ことがあってもできるということはなっているんですが、これは町の責任ではありませ

んが、実際どれだけの方がこれを活用するんだろうかという本当に無駄といいますか、

実際窓口に来て、いろいろ聞きながら申請したほうが絶対安心ですので、まだそれほど
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普及していませんので、カードをつくったにしろ、ネットで調べてどうのこうのという、

どれだけ活用できるのかなという、それは町独自のことではありませんので、それも含

めて質問させてもらいました。 

  それほど普及する事業ではないと思うんですが、その点について、カードの申請含め

て、これからどんなふうになっていくのか質問して終わります。 

○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 カードの普及につきましては、町民課を窓口にして行っており

ます。現時点での私のほうから承知している数字でいきますと、町民の中で今、367名

きょうでつくっている方がいらっしゃるということでいきますと、導入してから、この

人数が多いか少ないかというのはいろいろな判断があろうかと思うんですが、ただ、こ

の時代ということでいきますと、これをどういった形で普及していくのか、積極的に普

及していくものなのかどうなのかというふうなところは、やはりセキュリティー関係、

個人情報の漏えい等も含めながら、その辺のところはしっかりと見ながら進めていく必

要があるだろうというふうに思うところでございます。 

  以上であります。 

○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、民生費及び衛生費に入ります。 

  13ページから15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、農業水産業費に入ります。 

  15ページから16ページまで質疑ありますか。 

  ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） この道路整備費なんですけれども、各道路の減額がなされてい

るわけですね。780万ぐらいかな、減額したと。これは当初予算から随意契約なのか競

争入札かと思うんですけれども、当初予算からこれだけ減額としたということで認識し

ていいのか。 

○議長（杉山幸昭議長） 高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 そのとおりでございます。当初予算から、これだけ減額していると

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） 
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○議長（杉山幸昭議長） 次に、商工費及び土木費に入ります。 

  16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。 

  ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 糠平中央園地の土木費用が額は少額ですけれども出ています

けれども、これはどういうふうに冬期間除雪をして、使うのはどういうことを目的に除

雪をするのか。 

  単なる散策路といっても、冬そういう形にはなかなかならないだろうと。あるいは何

かイベントを考えているのかどうかも含めて、この除雪内容ということについて説明を

お願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 この糠平中央園地の除雪でございますけれども、ご承知のとお

り、糠平中央園地につきましては上士幌町で整備した部分、それと、ことし環境省で整

備をしている部分とございます。そのことによって、町道があったものがなくなりまし

て公園化されました。それで方向でいきますと南北の通路が通れなくという形になりま

すので、そこの住民説明会において、その歩道として歩ける道路を除雪してほしいと。

いってみれば、公園内の通路を除雪してほしいと。１本でございますけれども、そこの

部分についての予算の補正をさせていただいたところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） いいですか。 

  ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、教育費及び災害復旧費に入ります。 

  19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。 

  ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） 20ページのふるさと納税、子育て少子化対策基金繰入金108万

4,000円とありますけれども、これ、内容を見ると私立保育所の運営費の補助だという

内容になっていますけれども、本来であれば当初予算であるはずで、ふるさとの納税基

金を充当したという理由と、なぜ、この補正はどういう内容なのかお教えいただきたい

と思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 教育委員会、石王子ども課長。 

○石王良郎教育委員会子ども課長 まず、この補助金につきましては糠平私立保育所の関

係なんですが、平成28年度以降、入所児童がいなかったことによって閉鎖をして─休

所をしていたところなんですが、ことし４月に転入に伴いまして退所をする児童が糠平
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に１名いるということがありまして、それで地域の保育所の運営委員会から要望を受け

まして、12月中旬から休所をしていた私立保育所を開設、再開したいと、そういうよう

なことを受けまして今回補正に上げさせていただいたということでありまして、この私

立保育所の部分につきましてはふるさと納税を活用させていただいて補助をしておりま

すんで、それで今回この補正の部分についても、ふるさと納税でということで活用事業

として対応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） ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） 内容はわかりました。 

  そうしますと、私立保育所ということになると、明年度以降は糠平だけということに

なるのかなというふうに考えますけれども、この財源については、ふるさと納税子育て

資金でこれからも対応していきたいと、当初予算ではやらないという考え方でいいんで

すね。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 財源のお話ですので私のほうからさせていただきたいと思いま

すけれども、これは、この年度途中に開設するということで今回補正のほうをさせてい

ただいたということで、平成30年度、同じくお子さんがいらっしゃるということで開設

になるということでございますので、これは当初予算から、この基金を活用して事業実

施に当たっていきたいと、そのように考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） そうしますと、ここで最後の３問目ですので、糠平保育所とい

うのは距離的な問題ですとか、いろいろな問題で、今後も私立保育所を残していくとい

う考え方で、これ、課長ではちょっとわからないかな。 

○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 来年につきましては対象児童がいると。今いる児童の

中では、あと１年間、私立保育所の対象児童がいるということですから、来年は１年間

開所をしていくということで考えておりますが、その後については、いなくなれば、そ

れをもって閉所とするのか休所とするのか、それは地域の私立保育所の運営協議会の中

での結論に基づいて、基本的に地域合意に基づいて町のほうは判断をさせていただくと

いうことで考えておりますので、そういうことでご了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） 認定こども園の関係の備品購入の関係なんですが、子ども・

子育て支援体制整備総合事業というのは、これはいろいろな名目がある中で該当する事
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業があって今回補正になったと思うんで、このおおよその事業概要、前も聞いた気もす

るんですがその内容と、それから今回の補正に至った備品購入について、どういうもの

を購入するのか質問いたします。 

○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 まず、歳入の子ども・子育て支援の関係でございます

が、これについては例年受けている補助でありますが、今回認定こども園における保育

の質の向上のための研修に対して一部国からの補助を受けておりまして、実はその交付

決定が10月１日に交付決定されたことに伴いまして今回歳入補正をさせていただいたと

いうことでございます。 

  もう一点の備品の購入にかかわる部分でございますが、これは現在、山村開発センタ

ーの和室を保育室ということで改修をさせていただいておりますが、４月１日の保育室

としてのスタートに向けて、必要な備品ということで例えば木製のフリーフックスタン

ドであるとか、おむつのワゴン、おもちゃの棚であるとか、キッズ用のパーテーション、

テーブル等々、開設するために必要な備品ということで今回計上させていただいており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、地方債に関する調書は、24ページを一括して質疑を行い

ます。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の歳入は、８ページから10ページまでを一

括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の総括表は、６ページから７ページまでを

一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、一般会計補正予算書の１ページから５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72号平成29年度上士幌町一般会計補正予算（第

８号）の質疑を終わります。 
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  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73号平成29年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、

25ページから29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73号平成29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74号平成29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、

30ページから34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29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75号平成29年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、35ペ

ージから39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29年度上士幌町介護保険特別会計補正

予算（第２号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第76号平成29年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第４号）は、40ペ

ージから44ページまで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） 43ページなんですけれども、ここに滞納繰越分ということで59

万1,000円ありますけれども、これについては払ってもらえないということで繰り越し

ていくのはいいんですけれども、この辺の対応というのはどのようにしてやって、だめ

だらだめだって欠損ということになるんだろうけれども、その辺の対応はどうしました

か。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 

○名波 透建設課長 滞納繰越分ということで、滞納の対応ということでお話をさせてい

ただきます。 

  一般的には、水道料金３カ月滞納の方、３カ月分滞納されたときには給水停止の措置

を行っています。その前には通知だとか、支払いの要請文書を送りながら３カ月目の段

階で給水の停止を行っております。その段階で、どうしてもお金がないとかという話に

なれば分割納入だとかというお話をさせていただいて、その給水に関しては、こちらの
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判断によりまして解いたりということで対応はしています。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） その中の理由というんですか、例えば生活が困窮していたから

お金がないだとか、老人であって身寄りもないとかというんであれば、私もその中の対

応は考えられるかなと思うんですけれども、そういうことで解釈していいんですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 

○名波 透建設課長 ケース・バイ・ケースといいますか、その状況に応じてお話をさせ

ていただいて、対応させていただいているという状況でございます。 

○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） 以上で、議案第76号平成29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77号平成29年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、

45ページから51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77号平成29年度上士幌町公共下水道事業特別会

計補正予算（第２号）の質疑を終わります。 

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

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72号から議案第77号までの平成29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72号平成29年度上士幌町一般会計補正予算（第８号）の討論を行いま

す。討論ありますか。 

（「なし」の声） 
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○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。 

  次に、議案第73号平成29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29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。 

  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29年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第２号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第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。 
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  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29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、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29年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）の

討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第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。 

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

◎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22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３９分） 
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 ────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 定刻となりましたので、ただいまより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

（午前１０時００分） 

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

◎議会運営委員会の報告 

○議長（杉山幸昭議長） 議会運営委員会より、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19日午前９時より、委員会室において、議会運営委員の出席

をいただき、説明員に副町長の出席を求めて委員会を開催し、本日の議事運営並びに議

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２、議案第78号から日程第４、議案第80号までは、関連があります

ので３案を一括上程並びに質疑を行い、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６、議案第82号から日程第11、議案第87号までの平成29年度上士幌

町一般会計補正予算（第９号）並びに５特別会計補正予算案は、関連がありますので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。 

  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。 

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

◎所管事務調査報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、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） 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さんの参加をいただき、公開
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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29年９月22日承認、議決されております。 

  調査年月日は、平成29年11月24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、農林課からは高橋課長、菅野主幹、羽田野主査。建設課からは

名波課長、渡部主幹、巴主査、新堀技師。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として、山村開発センター内保育室設置等工事

であります。②交通ネットワーク交流拠点建設工事・外構工事、③まちなか住宅建設工

事・道路改良舗装工事、④生涯学習センター外構工事、⑤萩ヶ岡東６線道路舗装補修工

事、⑥上士幌45号農道改良・舗装工事、⑦バイオガスプラント整備事業であります。 

  調査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。 

  調査は、平成29年度発注の公共工事のうち、６件の公共工事の進捗状況及び完成現場

の調査と、株式会社上士幌町資源循環センターが整備を進めているバイオガスプラント

の視察をしております。 

  この場をおかりし、上士幌集中バイオガスプラントの視察にご協力いただいた株式会

社上士幌町資源循環センターに深く感謝を申し上げます。 

  さて、調査した６件の工事については、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、一部の工事で設計変更を行いながら施工を進め、

全体としては良好なものとなっておりました。進捗状況につきましては、計画に基づき、

順調に完了または進捗していることが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

でいきたいと思います。 

  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。 

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

◎議案第７８号から議案第８０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、議案第78号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に
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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３、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４、議案第80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78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及び議案第80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29年の人事院勧告において、職員の

給与改定についての勧告がなされたことから、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並びに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78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78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29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222.5」から「100分の232.5」に改正す

るものであります。 

  第２条は、平成30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207.5」から「100分の212.5」に改正し、12月支給の期末手

当を「100分の232.5」から「100分の227.5」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28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30

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29年12月１日か
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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79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29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222.5」から「100分の232.5」に改正す

るものであります。 

  第２条は、平成30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207.5」から「100分の212.5」に改正し、12月支給の期末手

当を「100分の232.5」から「100分の227.5」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28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30

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29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80号職員の給与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。 

  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準じて、行政職給料表について

平均で0.2％引き上げることとし、勤勉手当について年間で0.1カ月引き上げるものです。

あわせて、時間外勤務手当等の算出方法を労働基準法に基づくよう改正するものであり

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29年４月から適用する規定であります。第17条の４の改正規定は、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85」から「100分の95」に改正し、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40」から「100分の45」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の行政職給料表について、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0.7％の改定率となっています。 

  第２条は、平成30年度から適用する規定であります。 

  第10条の改正規定は、条ずれを修正するものであります。 

  第11条の改正規定は、時間外勤務手当の算出に用いる勤務１時間当たりの給与額を新

たに追加する第14条の２によるとするもの及び条ずれを修正するものであります。 

  第12条の改正規定は、休日勤務手当の算出に用いる勤務１時間当たりの給与額を第14

条の２によるとするものであります。 

  第13条の改正規定は、夜間勤務手当の算出に用いる勤務１時間当たりの給与額を第14

条の２によるとするものであります。 

  第14条の２は、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の算出に用いる勤務

１時間当たりの給与額に関する規定を新たに追加するものであります。 

  これは、ある県において、時間外勤務手当等の算出方法について是正勧告がなされた

ことに伴い、総務省から全国の自治体に対して適切に対応するようにとの通知を受け、

本町においても改正するものであります。 

  具体的には、算出に用いる基礎額を給料の月額、自己所有住宅に係る住居手当の月額、

寒冷地手当の月額の合算額とするものであります。 

  第17条の４の改正規定は、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90」とし、第２項第２号の再任用職員の勤勉手
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当について、６月、12月支給分をそれぞれ「100分の42.5」に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条の規定は、平成30

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給与条例の規定は、平成29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、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給

与条例の内払いとみなすものであります。 

  以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。 

  ご審議の上、ご可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより３案を一括して質疑を

行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって３案に対する質疑を終結いたします。 

  これより議案ごとに討論を行います。 

  初めに、議案第78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。 

  次に、議案第79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） 

○議長（杉山幸昭議長） ご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されました。 

  次に、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） 
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○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80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80号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第８１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第５、議案第81号町道路線の認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81号町道路線の認定について、その

提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  配付させていただきました議案第81号関係、町道認定路線位置図をご参照ください。 

  新規認定路線の395番につきましては、生涯学習センターわっか南側に接する町道、

本町北５丁目通線交点を起点とし、本町東一条通線交点を終点とする道路を新設したこ

とから、新規路線の認定をするものであります。 

  内容ですが、番号395、路線名、本町北５丁目通連絡線、起点、字上士幌東３線237番

地75地先、終点、字上士幌東３線235番地152地先、主な経過地、４区、適用、延長

124.58メートルであります。 

  以上、道路法（昭和27年法律第180号）の第８条第１項の規定に基づき、路線を認定

したいので、同法第８条第２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、議案第81号町道路線の認定について、その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81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81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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○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） 

○議長（杉山幸昭議長） 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号から議案第８７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第６、議案第82号平成29年度上士幌町一般会計補正予算

（第９号）、日程第７、議案第83号平成29年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）、日程第８、議案第84号平成29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85号平成29年度上士幌町介護保険特別会計補正予算

（第３号）、日程第10、議案第86号平成29年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第

５号）、日程第11、議案第87号平成29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82号、議案第83号、議案第84号、議

案第85号、議案第86号、議案第87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３億2,313万4,000円の追加補正となります。補正後の予算規模は、一般会

計と５特別会計の総額で104億7,848万円となります。 

  それでは、各会計の内容を申し上げます。 

  議案第82号一般会計補正予算（第９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３億2,191万7,000円を追加し、総

額を85億2,514万9,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２

ページから４ページ、第１表のとおりでございます。 

  第２条では、５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、過疎

対策事業の限度額を７億2,531万6,000円から７億2,321万6,000円に変更するものでござ
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います。 

  それでは、歳出のうち追加補正の主なものといたしましては、人件費803万3,000円、

ふるさと納税推進事業２億7,577万4,000円、町有財産管理経費132万円、交通ネットワ

ーク交流拠点整備事業188万8,000円、産業振興対策経費3,009万9,000円、教育費・人件

費358万8,000円、給食センター管理経費468万8,000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。 

  28ページの議案第83号国民健康保険特別会計補正予算（第４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48万円を追加し、総額を８億

4,559万5,000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、29

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48万円を追加補正をいたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略をさせていただきます。 

  次に、37ページの議案第84号後期高齢者医療特別会計補正予算（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それぞれ10万5,000円を減額し、総額を

8,764万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、38

ページ、第１表のとおりでございます。 

  歳出の補正内容につきましては、人件費10万5,000円を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、45ページの議案第85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71万8,000円を追加し、総額を５

億8,712万6,000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、46

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71万8,000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、54ページの議案第86号水道事業特別会計補正予算（第５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11万円を追加し、総額を２億668万6,000円

とするものでございます。 
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  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、55

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11万円を追加補正をいたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、63ページの議案第87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に１万4,000円を追加し、総額を２億2,628万

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、64

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１万4,000円を追加補正をいたします。 

  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82号から議案第

87号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） 人件費について、お伺いをしたいというふうに思います。 

  職員の人件費については、先ほどの条例改正等に伴う予算が出ていて、全くここに問

題があるわけではありませんが、お聞きをしたいのは、準職員分が減額になっている、

この理由はどういうことなのか、その減額になった理由をご説明をお願いしたいと思い

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 準職員の人件費が減額になっている部分につきましては、年度の途

中で育児休業に入られた職員がいるということで、その職員について減額しているもの

でございます。 

  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） そういうことであれば、そういう記載のほうがわかりやすい

と。13名分というから、準職員分について何かあったのかなというふうにちょっと思っ

たのでお聞きをしたんです。 

  それから、この際ですから賃金についてお伺いをしたいと思うんですが、準職員まで

はこの条例にかかわって対応していくという形になるんだろうというふうに思うんです
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が、臨時職員等、パートさんと言われる人たちですね、本町も結構な数がいるわけです

けれども、これは本年の当初予算のときも一度発言をさせていただいた経緯があるんで

すが、上士幌町の労働実態というか、採用実態に合わせた考え方で賃金の設定をしてい

かなきゃどうしても人手不足になる、そういう話をして、現実に私の見るところ、採用

に向けて公募をしてもなかなか採用に手を挙げていただける方がおられないという状況

ではないのかというふうに思うんですが、その辺については、基本的にどういうお考え

ですか。 

  今回見れば、人事院勧告ですけれども一般職については上がる、臨時職員さんについ

ては全くそれに該当しない。ことしの春先に一応見直しがあったことは知ってのとおり

ですけれども、それでも十分とは言えないというふうに私は理解をしていますが、その

辺についての検討であるとか考え方であるとかということについて考えがあれば、この

際答弁を願いたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 臨時職員の賃金の関係ですけれども、まず、今回の給与改定に関す

るものについては、職員についても若年層が手厚く改定されているということで、これ

と同様に、平成30年度については月額1,000円の増額改定ということを考えております。 

  それから、先ほど言われましたけれども、平成29年度においては、職員に準じた賃金

の増額を行っておりますけれども、あわせて経験年数による区分というのを増設いたし

まして、一般事務補助職員の場合は４区分だったものを６区分というふうにしておりま

す。これによりまして、最高区分の臨時職員については率にして5.9％、額にして月額

9,000円の増額となっております。 

  それから、期末手当についても、年間1.5カ月から1.8カ月というふうに、0.3カ月を

引き上げをしてきたところでございます。 

  臨時職員の賃金については、その都度、十分ではないかもしれないですけれども、見

直しを行ってきているという状況でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 一般会計一括ということですので、４点質問したいと思って

います。 

  １つ目は、12ページの町有財産管理のアスベストの関係なんですが、説明を受けたか

ちょっと記憶にありませんので、その関係の説明と、それから交通ネットワークの備品

購入についてどういうものかと。それから３点目が、教育費関係の、16ページの学習セ

ンターの備品購入、視聴覚ホールの音響機器がありますが、これ当初予算にあったもの
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かちょっと記憶にないのでこの関係の質問と、それから給食センターのスチームコンベ

クションですか、オーブンの関係で、これは当初予算にはなかったと思うんですが、こ

の時期に補正になった理由等について説明お願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 私からは、アスベストの関係について答弁いたします。 

  アスベストについては、平成26年の６月に石綿障害予防規則というものが改正されま

して、アスベストが使用されている保温材ですとか耐火被覆材等の規制が強化されてき

ているところでございます。これらの保温材については、煙突の断熱材として用いられ

ていたものでありまして、劣化や損傷がある場合には除去しなければならないというこ

とから、町有施設について、設計書や仕様書に基づいて、これらの使用の有無を調査し

てきているところでございます。 

  調査の結果、これらの断熱材を使用している可能性があります９つの施設の煙突につ

いて、今回調査をしようというものでございます。その９施設というのは、役場庁舎、

ふれあいプラザ、高齢者生活福祉センター、農業技術研究センター、糠平文化ホール、

ぬかびらスキー場総合管理棟、旧ひがし大雪博物館、旧東居辺小学校、旧北門小学校で

ございます。 

  なお、生涯学習センター、上士幌小学校、上士幌中学校、萩ケ岡小学校については、

既に調査済みということでございます。 

  以上です。 

○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 私のほうからは、交通ネットワーク施設の備品の購入でござい

ますけれども、重立ったものにつきましては、主に待合室用の椅子関係、今のところ19

脚を予定してございます。それとあわせましてテーブル、それと外の部分でオープンス

ペースができますので、そこのところのベンチを２台ほど、それとお客様が待っている

ロビーチェア、これが６台というところで、重立ったところはそういうものでございま

す。 

  あと、ネット関係でいきますと、Ｗｉ－ＦｉのフリーＷｉ－Ｆｉを設置する予定でご

ざいますので、それに伴って、計上は27万6,000円ほどを見させていただいているとい

うことで、合計いたしましてこの金額ということでご理解願います。 

○議長（杉山幸昭議長） 須田生涯学習課長。 

○須田 修教育委員会生涯学習課長 それでは、私のほうからは生涯学習推進費の備品購

入費の関係について、お答え申し上げます。 
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  視聴覚ホールの音響機器ですけれども、これは当初予算にはございませんでした。11

月下旬になりますけれども、視聴覚ホールの音響機器使用の際に、初めて故障が発覚い

たしました。それで、修繕不能ということで、ワイヤレスの受信機１台、ワイヤレスの

チューナーユニット１台、ワイヤレスアンテナ２台、ワイヤレスマイク２本ということ

で、総額41万1,000円について今回補正予算で計上させていただいております。 

○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 給食センターのスチームコンベクションオーブンにつ

きましては、現在２台ありまして、パンを焼いたり、蒸し料理とかに使っている機械で

ありますが、これは給食センターのオープン当時に購入した平成12年製の機種でありま

して、そのメーンスイッチが起動しなくなったということで、調査の結果、操作パネル

等が交換必要ということになりましたが、実は、これはもう部品供給の期限が過ぎてお

りまして、在庫がないということがはっきりしまして、もともと来年の予算要求の中で

２台更新することを今検討していたところなんですが、それが12月５日に使えなくなっ

たということが発覚したものでありますので、１台分を早急に更新をしたいということ

で、今回補正予算の要求を上げさせていただきました。それで、冬休み期間中に更新を

して、３学期からの給食に支障のないような形で進めていきたいというふうに考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 最初のアスベストの関係なんですが、旧施設をこれから調査

すると言いましたが、調査した結果については、もしそういう存在がわかればすぐに、

補正は間に合いませんが、除去する対策をとるのかどうか質問いたします。 

  それと、視聴覚ホールはわかりました。 

  給食の関係、２台あって２台とも壊れた、前からの、これは古くて使い勝手が悪いと

いう話もたしかあったような気もするんですが、いずれは買いかえたいようなこともあ

ったと私の記憶にあるんですが、壊れてからではなくて、平成12年ですから十何年だ、

大分たっていますので、当初からもう壊れる、壊れないにかかわらず、入れなきゃいけ

ないというのがわかっていた話ですので、この時期にもう壊れてからということは、今

は使っていないのか、それにかわる調理をしているのか、ちょっと早目、早目にやった

らどうかと。 

  これについては、前からいろんな設備の関係で、壊れても年数過ぎていますので、も

う修理するための機器ですか、それはもうないんではないかということをしてきました
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が、ほかにも多分ボイラーはもう直したと思うんですが、その件含めて、ぜひ平成12年

ですから、もう十何年たっていますので、その辺ぜひこれから、今回はこれで予算は通

しますのでいいですけれども、これについてはぜひ検討をお願いしたいと思っています

が、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 １点目のアスベストのご質問についてですけれども、今回調査を行

った結果に基づきまして、平成30年度以降、緊急度等を勘案しながら、除去するために

は、１施設当たり一千数百万円という多額の経費がかかるものですから、その辺の緊急

度等を考慮の上、予算を要求していきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 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 給食センターも平成12年からということですから、建

物関係についても、調理器具についても、一定程度更新する時期に来ているという状況

がありまして、ただこれ、一気にということにはなりませんので、年次的に考えていか

なければならないということで、ボイラーも３機ありますけれども、基本的なボイラー

の更新も今後年次的に考えておりますが、今回のスチームコンベクションにつきまして

は、もう来年更新ということで考えていたんですが、それがちょっと今回故障してしま

ったということで、本来はもうちょっと早目にということではありましたけれども、年

次的にということで一気にならなかったということで、ちょっとご理解をいただきたい

と思います。 

  今後、こういうことがないように、きちんと状況を見ていく中で、今後の更新につい

て考えていきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 給食センターの関係で、今回１機入れますので、ただ来年は

当初予算で１機分購入するのかと。それから、もうこれが年数過ぎて危ないというのが

わかっているんであれば、来年の当初予算できちんと組むべきだと。途中で壊れて、た

またま冬休み前で、冬休み中に工事に入ればいいといえばいいんですが、途中で壊れた

場合に給食、前の台風の被害にありましたが、１週間、２週間給食がとまるということ

もありますので、そういうことも含めて、ぜひ来年度予算について、もし検討している

ものがあれば答弁お願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 石王教育委員会子ども課長。 
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○石王良郎教育委員会子ども課長 今回のスチームコンベクションオーブンにつきまして

は、実は、来年の予算要求の中で既に２台分ということで予算要求しているところであ

りましたので、残り１台につきましては、来年更新をしていくということで考えており

ます。 

  以上でございます。 

（「そのほかはないですか」の声） 

○石王良郎教育委員会子ども課長 ほかについては、すみません、今手持ちの資料がなく

て、来年の予算要求について、ちょっと細かく今答弁できませんので、ご理解いただき

たいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 予算でやって、お願いします。 

  ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 今の部分ですけれども、ちょっとお伺いをしたいんですが、

今回壊れたから１機を買うと。これ同じ機種だとか何かであれば、似たようなものであ

れば、一括して購入したほうが設置も工事期間も含めて非常にスムーズにいくと。さら

に、来年予算をするんであれば、これ本来は、かえるのなら２台一緒にかえて、それで

少し安くする、説明も１回で済む、設置工事も１回で済むということのほうが、一般的

には合理性があるんではないのかなと。そういうことをとらない理由というのはどこに

あるのか。 

  普通ならそう考えると思うんですよ。数カ月先には予算を、審議をいただくという側

面がありますから、当初予算で見るということはあるのかもしれないけれども、今回補

正を組んでも、財政上それほど問題が起きる金額では残念ながらないと思うんですよ。

その辺について、どう考えてそういった処理をしていっているのかという心配をちょっ

とするんです。常識的な合理性というのを考えていいのではないかと思うんですが、い

かがでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 石王教育委員会子ども課長。 

○石王良郎教育委員会子ども課長 言われたことは、もうそのとおりだと思います。 

  もともと２台分ということで要求上げていましたので、単純に１台壊れたから今回１

台、急遽の補正ということでありましたので、そういう対応をさせていただいたんです

が、確かに２台一気にできなかったのかというと、その分についてまでちょっと検討で

すね、細かく及んでいなかったということで、ちょっと反省として申し上げたいと思い

ます。 

  以上です。 
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○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第82号から議案第87号に対する質疑を終結い

たします。 

  これより議案ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、議案第82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） 

○議長（杉山幸昭議長） ご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。 

  次に、議案第83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83号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第84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） 

○議長（杉山幸昭議長） ご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。 

  次に、議案第85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85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85号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第86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86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86号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第87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87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87号は原案のとおり可決されました。 

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

◎監報告第６号の上程、報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第12、監報告第６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６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29年９月分、10月分、11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５特別会計の現金の出納状況でございます。 
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  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６号の監査結果報告といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 代表監査委員より提出された例月出納検査報告書の収支状況等

は、添付を省略しておりますので、必要な場合は事務局で閲覧を願います。 

  以上で、監報告第６号を報告済みとし、監査委員からの報告を終わります。 

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

◎閉会中の継続調査の申出について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第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のとおり、閉会中の継続調査はこれを承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査はこれを承認することに

決定いたしました。 

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

◎閉会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上をもって、本定例会の会議に付された案件の審議は全て終

了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  平成29年第７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。 
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  今定例会が12月５日から18日間の会期にわたり、本会議及び委員会の議事運営に特段

のご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

  以上をもって、平成29年第７回上士幌町議会定例会を閉会いたします。 

（午前１０時５３分） 
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