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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23 年第９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。

（午前１０時００分）

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

◎議会運営委員会の報告

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

　　議会運営委員長、渡部信一議員。

○議会運営委員長（渡部信一議員）　議会運営委員会よりご報告申し上げます。

　　議会運営委員会は、12 月１日午前10 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、議事運営及び議案の審議

方法等について審議いたしました。

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

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。

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

　　１点目は、日程第４、議案第54 号の特別委員会の報告ですが、委員会の開催内容や

意見陳述及び委員の討論内容について精細な報告が予定されております。報告において

は、直接請求による条例の制定の特別委員会の付託でありますので、報告書の全文を委

員長より報告することで委員長にお願いしておりますので、ご承知願います。

　　２点目は、日程第10 、議案第56 号第５期上士幌町総合計画については、審議方法

について、議長を除く議員全員によります第５期上士幌町総合計画調査特別委員会を設

置し、これを付託し審査することで協議を行いました。また、この特別委員会の委員長

及び副委員長はあらかじめ議会運営委員会において協議しており、議長の指名により委

員長及び副委員長を選任いたしますので、ご承知願います。
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　　３点目は、日程第11 、議案第57 号から日程第16 、議案第62 号までの一般会計

及び５特別会計補正予算につきましては、６件を一括上程し、質疑を行い、各議案ごと

に討論及び採決といたします。

　　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119条の規定により、議長において５番渡部信一議員、

６番佐々木守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17 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 17 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。

　　平成23 年９月１日から23 年 11 月 30 日までの諸般の報告を行います。お手元に

議会の諸般の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。

　　次に、町外等の諸団体からの要望書の写しを、議会運用例第130条の１の規定により

議会運営委員会に諮って、議会事務局作成資料としてお手元に配付しておりますので、

議員各位の活動資料としてご活用いただきたいと思います。

　　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。
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　──────────────────────────────────────

◎議案第５４号の委員長報告、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第４、議案第54 号上士幌町原発いらないまちづくり条例

の制定についてを議題といたします。

　　本案について、直接請求の条例制定審査特別委員会の報告を求めます。

　　委員長、堂畑義雄議員。

○直接請求の条例制定審査特別委員長（堂畑義雄議員）　直接請求の条例制定審査特別委

員会の付託事件審査報告を行います。

　　本審査は、平成23 年 11 月４日の第８回臨時議会におきまして、直接請求により上

程されました、議案第54 号上士幌町原発いらないまちづくり条例の制定に関すること

について付託されたものであります。

　　審査は、平成23 年 11 月４日、11 月 11 日、 11 月 18 日、 11 月 25 日、計４

回であります。

　　審査場所ですが、議会議場であります。

　　審査結果は、起立採決で、条例制定に反対者８名、賛成者１名で、否決すべきものと

決したところです。

　　直接請求による条例の制定についての審査は、平成23 年 11 月４日招集の第８回臨

時議会で上程され、直接請求の条例制定審査特別委員会が設置されました。計４回の特

別委員会を開催し、法に基づく意見陳述や参考人質疑、町から付された意見書に対する

質疑など、町民835名の署名を受け、真剣な審査を行ってまいりました。参考人の皆さ

んや理事者・各課説明員のご協力と、各委員の積極的な意見や質疑をいただき感謝する

ところです。

　　特別委員会としての審議結果は、11 月 25 日に行われた第４回直接請求の条例制定

審査特別委員会において、委員の起立採決、反対多数により否決すべきものと決定いた

しました。

　　しかし、平成23 年３月 11 日に発生した東日本大震災による津波により、被害を受

けた福島第一原子力発電所の事故は、直接請求したかみしほろ5000 本のひまわりの会

の皆様の願いや、多くの町民、私たち議員を含め、原子力発電所の放射能の恐ろしさや

今後の問題、電気エネルギーのあり方を含め、多くの思いを同じくするものであり、国、

国民、町民としての課題を再認識させられたものでした。

　　今回の審査において、９月27 日に議員の総意として採択し、関係機関に提出した原

子力発電依存から自然エネルギー活用への計画的転換を求める意見書の内容は、請求者
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の皆さんや町民の皆さんと同じ思いであります。

　　今後においても多くの町民の皆様の思いを真摯に受けとめ、町民の安心・安全を基本

に、議会としての活動をとり進めてまいります。

　　意見陳述は、地方自治法第74 条第４項及び施行令第98 条の２の法律により、意見

陳述人に、安藤御史氏、秋田裕夢氏、木村美香氏の３名により、平成23 年 11 月 11

日午後１時 30 分から 30 分間にわたり議場で行いました。

　　自治法施行令第98 条第１項で定める意見陳述の告示は、役場庁舎前の掲示板で告示

し、同施行令第98 条第１項の意見陳述の公表は、町のホームページの掲載、上士幌町

役場ロビー、生涯学習センター、ふれあいプラザの掲示板で周知がされております。

　　実施経過の概要ですが、意見陳述の内容は、直接請求者の秋田代表との協議により決

定。請求代表者全員、３名の意見陳述を、要望により１人10 分、３名30 分で実施、

説明にプロジェクターによるスクリーン投影の使用要望があり、使用と資機材の持ち込

み、機器操作補助者、平岡知氏の入室を許可し、行いました。

　　その後、委員会条例第26 条の２の参考人質疑を、秋田裕夢氏と木村美香氏の協力に

より、平成23 年 11 月 11 日午後２時から議場において、委員から条例制定の理由や

経過について質疑が行われました。

　　条例の制定に対する町長の意見に対する質疑は、説明員に竹中町長、千葉副町長、高

嶋総務課長、野中企画財政課長、杉本主査、杉原主査に出席をいただき、平成 23 年

11 月 18 日午前10 時から議場におきまして、条例に付された内容と理事者の考え、

条例の有効性等の質疑がされました。

　　意見陳述の概要ですが、安藤御史さんの意見陳述は、スクリーンを使用しながら、

26 年前に発生したチェルノブイリ原発事故による汚染された地域の現状について、自

身が３回訪問し、じかに知り得た原発事故の実態や、現在も続いている人体への影響、

汚染地区での子供の内部被曝、低線量被曝や人工放射能セシウム137の人体への影響、

子供の成長期の影響、1988 年以降のベラルーシ共和国の人口の減少についての供述が

されました。

　　過去の歴史から、国を大きく変えるのは最初は地方からの発信だったことを教えてく

れる。国策だから地方からの発信や妥当性がないというなら、工作に従った福島の人々

の妥当性とは何であったのだろうか。妥当なことをして取り返しのつかない犠牲を払わ

ざるを得ないことになったこのようなことを二度と起こさないことである。

　　また、被災された方々に対して、苦悩の共感、同情だけでは何も変わらないことも強

調しておきたい。
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　　福島県南相馬市、双葉町、浪江町が原発交付金を辞退、受け取らなかったことはご存

じだと思う。静岡県牧之原市の市議会は、浜岡原発の永久停止を決議した。これらのこ

とは国策に反することなのか。妥当性に乏しいのか。

　　次世代の子供たちが最初に健康障害を起こす、原発事故を防ぐ最も有効なことは、原

発をやめること。二度と同じ過ちを繰り返さないなどの意見陳述がされました。

　　木村美香さんの意見陳述は、スクリーンを使って、福島第一原発事故を受けて多くの

ことを考え、実効性のある働きかけを模索するうちに、脱原発条例の住民直接請求の署

名活動をすることとなった。

　　条例の第３条の原発によるエネルギーの脱却を推進するために、再生可能エネルギー

の導入を奨励、補助していくべき。安全なエネルギーのシステムであると喧伝されてき

た原子力発電が、福島の事故からわかるように、事故が起きれば人の手では収拾できな

い。まき散らされた放射能による健康被害や数々の損失は。２万4,000年、プルトニウ

ムの半減期で、このような単位で責任をとれる人間や組織はない。

　　原子力発電は、最終処分が未解決であり、システムとして不完全、日本では54 基の

原発が40 年も稼働しているが、最終処理の目途は立っていない。今後も稼働し続けれ

ば、危険な放射性廃棄物が日々ふえ、強い危機感を持っている。

　　電気は人の生活に大切なものなのに、原発を維持するために人の命や生活が軽んじら

れている現状は本末転倒である。あれほどの事故がありながら、不完全なシステムの運

用を認め続けている国に対して強い不信感を感じている。

　　署名活動の中で、酪農家や畑作の方は、福島の牛を見て、放射能の土壌汚染や作物か

らの検出に危機意識を持っている。搾乳で電気を使うので電力不足は困るが、放射能は

もっと困る。今後はそのような心配のない安全なエネルギーが望ましい。十勝は日照率

が高いから、牛舎、倉庫の屋根に太陽光発電を取りつけて、エネルギー基地にしたらよ

いが、資金や情報面で敷居が高い。小水力発電も考えたが、手続が大変。捨てる作物残

渣、家畜のふんや伐採した雑木等を利用したバイオマス・バイオガスの公共施設があっ

たら合理的でよい。

　　食料もエネルギーも地域で自給できればすばらしい。四国の梼原町や東北の葛巻町等

のように、自然エネルギーを町を挙げて取り組む自治体がふえてきている。葛巻町は、

人口7,700人の酪農と林業の町だが、いち早く循環可能な自然エネルギーを多様に展開

し、電力自給率180％を達成した。自然エネルギーの地域自給において注目され、年間

50 万人の見学が訪れている。その風力発電を行っている会社は、本町で水力発電をし

ている電源開発。実績のある電源開発と自治体で自然エネルギー自給を取り組んでいた
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だけたらと思っている。災害に強く、雇用もふえるかもしれない。

　　日本はエネルギーの９割以上を海外に依存している。地域自給であればリスクも少な

く、万が一の事故のリスクや、何千年も人が住めなくなるようなことのない安全性の高

いシステム、循環可能な自然エネルギーで地域の自給、国任せではなく町で主体的に考

えていただきたい。そのようなシステムをつくるには何年もかかるが、原発に頼らない

あしたに向けて循環可能なエネルギーにシフトしていくことを、原発いらないまちづく

り条例として明文化し宣言することで、目指すビジョンが今までより強く明確になる。

　　泊原発で重大な事故があれば、上士幌町も大きな被害があることは、チェルノブイリ

や福島の事故がはっきりと指し示している。ＮＨＫの原発の意見調査でも、脱原発が７

割を超えている。国の施策は国民の意思を反映していない。これ以上エネルギーを恐ろ

しい原発に依存することをとめ、新しい一歩を踏み出してほしい。

　　実は、脱原発をうたった条例というのは全国で初めてのことだそうだが、今、脱原発

を目指し、健やかな命と安全な生活を第一に宣言していただくことは、もしかしたら上

士幌町の名前が広く後世に残るかもしれない。この条例は、脱原発とあるが、健やかな

命の町の条例である。人が輝く北の元気まちは、人も自然も健康でなくてはならない。

上士幌から全国や世界に発信してほしいなどの意見が陳述されました。

　　秋田裕夢さんの意見陳述は、町長の意見書にある平成16 年制定の上士幌町環境基本

条例を精読した。施策の基本方針である第７条において、地球温暖化、地球環境の保全、

環境への負荷の少ない循環型社会を構築するために、国の方針が明確に示されない中で、

町の条例で取り組んでいることを高らかに宣言しているのであり、大変にすばらしい条

例であると考える。今回の私たちの提案した条例案と重複する部分があるのは確かであ

る。

　　福島県を初め、福島県内の複数の自治体にも同様の環境条例が制定されていたにも関

わらず存在し、今回の大きな事故につながった。原発を含む放射性物質を扱う施設が住

民生活に悪影響を及ぼすおそれのある施設とみなされていなかったことをあらわしてい

る。

　　平成16 年度当時は、これほどまでに大きな原発事故が想定できなかったと思われ、

環境条例を補完する意味でも、提案した条例案の商用、研究用を問わず、放射性物質を

扱ういかなる施設の誘致や参画は行わないという基本理念は重要、本条例の制定は、環

境条例と同様に十分に妥当性があり、町民の命とこのすばらしい住環境にも最悪の被害

をもたらす可能性のある原発事故を二度と起こさないためにも有意義なものである。

　　３月の原発事故で、これまでの安全神話を信じ、原子力発電に頼ることはできなくな
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り、直接被害も甚大で、事故の処理を終えるまでには少なくとも30 年以上の年月と莫

大な費用がかかる。原発の運転が続く限り、日々蓄積される高レベル放射性廃棄物の処

理を初め、さまざまな問題が先送りされたままなのがこの国の現状である。

　　事故後、上士幌町議会や多くの自治体が署名や意見書といった手段で国に意思表示を

してきたが、意見書や署名は実効性が伴わない。最終的には、国や国会議員の良識や価

値観にゆだねるしかない。しかし、事故後の対応や方向性に関しては信頼できないこと

が多く、いまだ事故の収拾も原因究明も見通せない状況で、性急な既存原発の再稼働、

事故後の放射性拡散予測データの開示のおくれ、食品の暫定基準値のあいまいな決め方、

緊急時避難準備地域解除の際の責任放棄としか思えない自治体への対応、加害者である

東京電力に事故の収束と被害者の救済補償の実務を担わせている等、数え上げたら切り

がない。

　　今回の福島の事故で、福島県のみならず、広い範囲で放射性物質が土壌・河川・海

洋・地下水、私たちを含む全ての生態系が汚染され、ノルウェーの最新の研究では、チ

ェルノブイリの42 ％もの放射性物質が流失、この瞬間にも１億ベクレルという途方も

ない数値の放射性物質が大気中にまき散らされている。

　　国はこれだけの大きな原子力災害を起こした以上、真摯に反省し、国際的に謝罪した

上で、今後、原発事故に起因して想定される被害について最も厳しい仮定に立ち、最悪

の事態を考えて万全の対策を打つべきだった。内部被曝や外部被曝による健康被害につ

いて、その場しのぎの発言ではなく、長期的な影響や被曝しないような対策、特に子供

たちには検出された食品は食べさせない等のスタンスで対処すれば、国や政府を信頼で

きたかもしれない。国や政府を信頼してこれからの町の未来を、次世代の安心・安全を

任せられないのが現実。

　　命より経済活動が優先され、そこに暮らす人の命が軽んじられ、国土が汚されていく

可能性を抱いたままで未来はないだろう。国の言うことをうのみにしてまちづくりを進

めていくことはあってはならない。国の除染や食品基準値が二転三転するのを見て、国

は政策を実行するために放射性物質にかかわる基準を緩めるかもしれない。この瓦れき

は放射性物質が基準値以内だから受け入れてください、町内の国有林で除染した土を一

時保管してくださいと国から指示されたときに、町はノーと言えるのか。国の方針だか

ら従うのか、極端な仮説と思われるかもしれないが、現実に国の方針のもと、そういう

構図で過疎地に原発が立地、放射能のごみ捨て場がつくられてきた。

　　生活に電気はなくてはならないが、原子力以外の方法でも十分に可能である。北海道

で稼働している泊原発の３号機１基で、１年間で広島に投下された原子爆弾1,000個分
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もの高レベル放射性廃棄物が生み出される。現在の技術では処理できず、地中深く埋め

るしかない。未来に向けて、負の遺産である原発に頼ることを町民の意思でとめ、上士

幌町のすべてのものを少しでもよい形で次世代にバトンタッチしていくために、国の方

針を待つのではなく、確固たる信念に基づいた意思表示を条例という形で表明すること

で、この条例の制定を願うなどの意見陳述がされました。

　　反対討論は５名の委員からあり、主な反対討論の概要は次のとおり出されました。

　　今回の原子力発電の問題は、国の責任で安心・安全、快適で文化的な生活を営む権利

は憲法や法律で保障される内容で、町の条例にはなじまない。

　　地球環境を守りながら、安全で安心な電力エネルギーの確保は、国家的・国民的な問

題、今回の事故により、環境に負荷をかけない再生可能エネルギーへの転換を国が早急

に取り組むことが課題。

　　町が奨励している太陽光発電やバイオマス事業等は、町や国の助成制度がなければ、

設置費や今後の更新・維持費に多くの問題がある。

　　節電対策は進んでいるが、現時点での電気需要において安全で安定的な供給、低コス

トのエネルギー政策は、自治体の協力と現状の課題を整理した国の中長期的な対応が必

要。

　　平成16 年度に制定された上士幌町環境基本条例は、上士幌町の環境の保全、資源の

有効活用、循環エネルギーの推進、省エネ対策等、検討に検討を重ねて制定され、今回

の条例内容は既存の条例と重複している。新たに条例を制定する必要はない。

　　上士幌町環境基本条例は、１、人の健康の保護及び生活環境の保全を図るため、大気、

水、土壌等が良好な状態に保持されること、２、資源の循環的利用並びにエネルギーの

有効活用を図り、環境への負荷の少ない循環型社会を構築すること、３、地球環境保全

に資する施策を推進すること、４、町は公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保

全に支障を及ぽすおそれがある行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする等が

定められているすばらしい条例である。

　　原子力発電の問題は環境問題だが、原発停止で失われた電力をどう確保するか。一時

的に火力発電利用を増やすものであれば、地球温暖化抑制等の整合性をどうとるのか。

それらの問題を考えながら、原子力発電から自然エネルギー活用という視点を入れた環

境基本条例を改正する方法を検討すべきである。

　　新たな原子力施設の誘致は、町の基本条例や去る９月27 日の議会の意見書の議決か

ら、建設はあり得ないし、町民の思いは意見書の内容と同じである。

　　上士幌町議会は、全会一致で意見書を採択している。１点目は、国民が安心できる安
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全優先の原子力政策を転換（脱原発）すること、２点目は、原子力発電依存から、水力、

太陽光、太陽熱、風力、火力、地熱、波力、潮力、バイオマスなど、再生可能な自然エ

ネルギー利用を推進すること、３点目は、未来ある子供たちに、安心・安全なエネルギ

ー対策を推進すること、４点目は、国民に限りある電力資源の実態を広報、啓蒙し、節

電社会を推進すること、５点目は、緊急時計画区域（ＥＰＺ）を含め、原子力防災に関

する指針の抜本的見直しを行うことを意見書で強く要望している。

　　電気社会において節電は大切だが、企業の協力を得る中で、必要な電気エネルギーの

確保と安全・安心なエネルギーへの転換は、段階的な移行が必要である。

　　多くの町民は、今回の原発事故や地震の早期復旧・復興、健康を一番に考えた対策と、

安全基準や情報の公開を求めているが、財政や電気料金の値上げをしてまで急激なエネ

ルギー転換まで望んではいない。

　　国が国民の安全を考えた被災地の復旧・復興対策、安全な基準、情報公開が第一、今

回の原発事故や大震災の原因の究明等を行い、環境や住民生活に配慮した中長期的な対

策をすべきである。

　　上士幌町の条例は、町民の意見を聞く中で、総合的かつ長期展望の視点で制定され、

町民の負担や心情に配慮し制定されてきている。上士幌町環境基本条例（平成 16 年

12 月 22 日制定）はそのような中で制定され、時代の変化とともに条例を育て、今後

も環境や省エネ、子供たちの未来を見据えた条例として育んでいける。

　　現在、町や議会は、町民の意見を聞く中で総合計画や財政計画・実施計画を検討して

いる。この中で、安全で環境に配慮した省エネ対策を推進し、実行可能な対策や事業を

組み入れていくべきである。

　　９月27 日開催の９月定例会の中で、議会の総意として、原発から自然エネルギーの

促進、転換を求めて、地方自治法第99 条に基づき、意見書を関係機関（衆議院議長、

参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣、文部科学大臣、環境大臣）に提出。原発の

問題は、議会も請求者の皆さんと同じであり、議決している。

　　現時点や将来においても、上士幌町に原発の誘致や促進は考えられない状況にある。

　　３月11 日の東日本大震災による福島第一原発事故以前から、原子力発電の危険性は

感じ、原子力エネルギーに頼るべきでないと思っているし、脱原発を進めなければなら

ないと思っている。今回の請求された条例を制定しても、脱原発を進めるための法的効

力を持つものではない。

　　自治法の条例の制定は、法令に違反しない、国全体にわたって統一的、画一的な制度

が望ましい、行政効果が不明な条例制定は好ましくないとの解説があり、今回の条例は
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この観点から疑問である。

　　請求者の質疑の中で、静岡県牧之原市市議会での浜岡原発停止の決議を評価している

のに、多くの議会の意見書には実効性が伴っていないと評された。自治法を基軸に議員

活動する立場から同調できない。

　　東北の葛巻町の発電が再生可能なエネルギーとして述べられたが、東北電力が電気を

買い、葛巻町は東北電力からの電気を利用している。その電源は原発による電源も含ま

れ、町の電力が原子力を頼らない再生可能なエネルギーの推進と言えない。

　　町長の意見書にもあるが、原発いらないまちづくりを進めるとの基本理念で、実効性

が担保されていないので、条例制定に反対である。

　　直接請求にかかわった署名者に話を聞いたところ、福島原発事故を見て、原発は危険

で脱原発に進むべきとの理解で署名された方が多く、条例制定について理解されている

方は聞いた中で少なかった。

　　私たちが原子力発電から自然エネルギー活用への計画的転換を図ろうとするのであれ

ば、政府、国の機関、国会議員に働きかけなければならない。私たちの責任として、無

駄な電気を使用しない節電型社会の担い手にならなければならない。

　　今回の条例請求の中で、全国初の条例とか、有名になるとか、電源開発関係者の心情

を考えると、条例制定の目的に疑問を感じる。

　　現在、ＴＰＰ問題は、町を挙げて反対運動を進め、議会としても意見書や各種集会の

参加や、国会議員に対し要請活動を行い、国に向け行っている。今回の内容は、同じよ

うな取り組みが必要であり、条例制定ではなく、運動を展開する内容ではないか。

　　議会議員として事前に相談を受けることができなかったことは残念であり、議会活動

のあり方をいま一度見直しをしながら、住民の皆さんに対応していきたい。

　　今回の条例制定の反対討論では、条例制定には問題があるが、原発事故の恐ろしさや

今後の対応に異論はなく、請求者の思いや判断に対する考えは、反対討論した委員５名

から理解を示す討論意見が述べられました。

　　賛成討論の概要は、１名の議員から賛成討論がされました。

　　今回の福島での原発事故以来、原発の恐ろしさを知り、原発をなくしてほしい、安全

なエネルギーに転換してほしいことは、国民、町民の思いである。今の段階で安心な稼

働はないが、たとえ安全に稼働したと仮定しても、たまる一方の使用済み核燃料の処理

方法はない。

　　今、ＴＰＰなど、いろいろな生活不安があっても、原発は私たちの生活を脅かす一番

の問題と考える。今の生活、そしてはかり知れない将来を壊すもの。
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　　この思いは議員の方々も同じだと思うが、条例がふさわしいかが判断の分かれ道にな

っている。日本で住んでいる人間として、いろんな法律の中で生きているので、地方の

自治体、議会として何を制定し何をするか、ある程度制約を受けるが、条例は憲法の中

で憲法の趣旨を守るために法令を定めることになっており、この法令に反してはならな

いとなっている。上士幌町でいえば、上士幌町環境基本条例があり、その中で基本理念

４つが述べられており、原発はこの理念を真っ向から壊すもの。

　　実効性がないから条例にふさわしくないではなく、実効性をいかに確保するかが課題

である。

　　今回の条例制定の基本理念４点を上げているが、節電の実行、再生可能エネルギーの

導入、国や道への要望、施設の誘致をしないは、十分可能です。

　　議会は、脱原発を含め、自然エネルギー転換の意見を採択し、関係機関に提出してい

る。町長が難色を示しているように思う。町長は国の言うとおりに従うのではなく、危

険から町民の命を守るのが最大の任務。

　　原発はたとえ事故が起こっていなくても、どんな災害より比べようがないくらい危険

で、きちんと要望するのが当たり前である。

　　今回の条例制定に当たり835人の署名があり、意思を反映すべきと考える。みずから

の町をみずから考え、築いていくまちづくりが大変に重要であると考える、との意見が

述べられました。

　　以上、意見陳述や質疑討論、採決についてご報告を申し上げました。

　　厳しい日程での審議、意見陳述の皆様を初め、理事者、説明員、議員各位のご協力に

重ねてお礼を申し上げ、委員会報告といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　委員長の報告が終わりました。

　　直接請求の条例制定審査特別委員会は、議長を除く議員全員で構成されておりますの

で、委員長報告に対する質疑は、議会運用例第96 条の５の規定により、これを省略い

たします。

　　これより委員長の報告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、これをもって議案第54 号に対する討

論を終結いたします。

　　これより議案第 54 号の採決を行います。

　　本案は起立により採決を行いますが、起立しない議員は反対とみなします。

　　議案第 54 号について、委員長の報告は否決すべきものと報告されております。
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　　お諮りいたします。

　　議案第54 号に対する委員長の報告は否決です。したがいまして、原案についての採

決を行います。

　　議案第 54 号は、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（杉山幸昭議長）　起立少数です。

　　したがって、議案第 54 号は否決されました。

　　ここで 15 分間休憩といたします。再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午前１０時５３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０８分）

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

◎意見書案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第５、意見書案第８号ＴＰＰ協定交渉参加に向けた「関係

国との協議開始」に関する要望意見書の提出を議題といたします。

　　意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である５番、渡部信一議員から提案理由の説

明を求めます。

　　５番、渡部信一議員。

○５番（渡部信一議員）　ただいま上程されました意見書案第８号ＴＰＰ協定交渉参加に

向けた「関係国との協議開始」に関する要望意見書の提出について、ご説明申し上げま

す。

　　この意見書につきましては、十勝町村議長会並びに上士幌町農民同盟より要請され、

議会運営委員全員の賛成をいただき、委員長の私が提案するものであります。

　　野田総理大臣は11 月 11 日、ＴＰＰ協定交渉参加に向けて関係国との協議を開始す

ると表明しました。畑作、酪農、畜産などの農林水産業を基幹産業とする十勝において、

関税撤廃を原則とするＴＰＰ協定が締結され、何ら対策がなされなかった場合には、農

林水産業のみならず、食品加工業や運輸、観光等、関連産業を含め5,000億円を超える

損失と４万人の雇用が失われると予想される。これは、十勝の地域経済の根幹を脅かす

ものであり、地域そのものが立ち行かなくなるおそれがある。また、日本の食料自給率

低下を招くことも懸念され、我が国の食料安全保障を根底から揺るがすことになる。

　　さらに、医療、公共事業、金融、食の安全、雇用など、さまざまな分野に影響が及ぶ
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可能性があり、国民生活の根幹にもかかわる問題である。

　　このため、多くの国民や道民、地方議会と自治体首長、国会議員もＴＰＰ協定交渉へ

の参加に反対、慎重な対応を強く求めていた。こうした中で、国民に対して情報提供が

なされず、国民合意がなされないまま、交渉参加に向けた関係国との協議の開始を総理

大臣が表明したことは極めて遺憾である。

　　よって、国においては、ＴＰＰ協定が地方の産業と国民生活に及ぼす影響などについ

て十分な情報提供とあわせて国民的な議論を行うとともに、引き続き道民、国民合意の

ないまま関税撤廃を原則とするＴＰＰ協定には参加しないことを重ねて要望するもので

あります。

　　議員各位の満場の賛同を賜り、この意見書をご可決いただき、関係者に送付いただき

ますようお願い申し上げます。

　　以上をもって意見書第８号の提案理由の説明を終わります。

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

質疑はありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって、意見書案第８号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより意見書案第８号の採決を行い

ます。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、意見書案第８号は原案のとおり可決されました。

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

◎意見書案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第６、意見書案第９号ＶＰＤ（ワクチンで防げる病気）ワ

クチンの定期接種化の早期確立を求める意見書の提出についてを議題といたします。

　　意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である８番、山本和子議員から提案理由の説

明を求めます。

　　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　意見書案第９号ＶＰＤ（ワクチンで防げる病気）ワクチンの定
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期接種化の早期確立を求める意見書について提案を申し上げます。

　　この意見書の案につきましては、私が提案者になりまして、議会運営委員会の皆さん

が賛成者となって提案するものでございます。

　　子宮頸がんワクチン予防接種等の３種ワクチン接種緊急促進事業は、平成22 年度の

補正予算で成立いたしまして、11 月 26 日から平成23 年度末までの時限措置として

実施されてきました。上士幌町でも実施されております。しかし、ヒブワクチン及び小

児用肺炎球菌ワクチンにつきましては、一時死亡事故等の例がありまして、３月４日か

ら 31 日まで停止時期がありました。その後因果関係がなくて復活しております。子宮

頸がんワクチンにつきましても、当初供給不足が発生するなど、接種時期の問題もあり、

当該対象者には十分行き渡ったとは言えない状況です。

　　また、ＶＰＤとして、上記３種のみならず、水痘など多くの疾病へのワクチンは、欧

米では公費接種として認められております。本来、このような短期の臨時需要で終えら

れるものではなく、継続して公費負担で実施してこそ国民の健康維持増進に大きく力を

発揮いたします。既に厚生労働省の予防接種部会では、これらのＶＰＤワクチンについ

ての定期接種化と日本の予防接種体制の改善を求めています。

　　また、子宮頸がんワクチンにつきましては、初回と１カ月後と初回から６カ月の計３

回が必要となっていますが、逆算しますと９月中に１回目を受けないと、３回目に助成

の対象にならないという問題が起きています。医療現場では、子宮頸がんワクチン予防

接種が既に平成23 年度内には公費で３回接種できない段階にも入っており、次年度以

降の公費負担の扱いについて早急な判断を求める声が上がっております。

　　要望といたしまして、３点要望するものです。

　　１、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンを定期接種

化すること。

　　２、定期接種化までの間、臨時促進事業を継続すること。

　　３、予防ワクチンの実施につきましては、安全を最優先とし、情報はすべて開示する

こと。

　　以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出するものでございます。

　　議員各位の賛成をいただきまして、関係機関に送付してくださいますように、よろし

くお願いを申し上げます。

　　以上で提案を終わります。

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

質疑ありますか。
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（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって意見書案第９号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより意見書案第９号の採決を行い

ます。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、意見書案第９号は原案のとおり可決されました。

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

◎意見書案第１０号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第７、意見書案第10 号後期高齢者医療の保険料値上げを

行なわないことを求める意見書の提出についてを議題といたします。

　　意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である８番、山本和子議員から提案理由の説

明を求めます。

　　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　意見書案第10 号後期高齢者医療の保険料値上げを行なわない

ことを求める意見書の提出について、その内容について説明を申し上げます。

　　この意見書につきましては、私が提案者となり、議会運営委員会の委員の皆さん方の

賛同をいただきまして提案するものでございます。

　　内容について説明を申し上げます。

　　平成20 年４月から実施されましたこの制度は、年齢で医療を差別するお年寄りいじ

めとも言える制度で、撤回・中止を求める運動が全国で広がる中で、民主党政権は廃止

を公約としています。しかし、高齢者医療制度会で新たな制度を検討しておりますが、

その中身は、75 歳以上の高齢者を国民保険に加入させるが、会計は別会計にするなど、

都道府県単位で運営する内容で、結局制度の名前を変えるだけにすぎないものとなって

おります。

　　このような中、北海道後期高齢者医療広域連合は平成24 年、 25 年度の新たな保険

料の試算を行っています。平成23 年 10 月に出されました広域連合議会での案の中で

は、余剰金20 億円、財政安定化基金82 億円を充当した場合、現在の保険料、１人当

たり６万4,953円に対し、６万8,784円、約6.49 ％の伸びで、3,800円の値上げとな
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ることとしています。この案につきましては、先ほど言いましたように剰余金等を入れ

た場合でありますので、入れない場合についてはさらに負担が大きくなると予想されま

す。

　　道民の所得は、全国平均と比べましても年間約10 万円も下回っていることが11 月

１日の道議会保健福祉委員会で明らかになっています。一方、保険料は全国10 位と高

い位置にあります。このように、所得が低いのに保険料が高いという現状は、安心して

医療を受けたいという高齢者の希望と大きく離れています。国、北海道の責任はますま

す大きくなっています。

　　よって、新しい保険料の設定に当たっては、高齢者にこれ以上の財政負担を押しつけ

ることのないように、北海道及び国として十分な財政措置を講じることを強く要望いた

します。

　　以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出いたします。

　　議員各位の賛成をいただきまして、関係機関に意見書を送付してくださいますように、

よろしくお願いをいたします。

　　以上で提案の説明を終わります。

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

質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって意見書案第 10 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより意見書案第10 号の採決を行

います。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、意見書案第 10 号は原案のとおり可決されました。

　　ここで暫時休憩といたします。

（午前１１時２２分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き、会議を開きます。

（午前１１時２３分）
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　──────────────────────────────────────

◎一般質問

○議長（杉山幸昭議長）　日程第８、一般質問を行います。

　　一般質問は、８番、山本和子議員ほか２名の議員から、お手元に配付のとおり通告を

受けております。

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

いたします。

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

◇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。

　　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　私は、大きく２点、一般質問を行います。

　　１点目、自然エネルギーへの取り組みについて質問いたします。

　　福島での原発事故以来、安全神話による原発推進をやめ、自然エネルギーへ転換する

ことが急速に求められています。原発をストップしたら電気が足りなくなるとの心配も

されておりますが、北海道でいえば、既に太陽光や風力等、自然エネルギーの活用もあ

り、北電の総発電量約742万キロワットに対し、泊原発分207万キロワットを除いても、

電力不足はないとのデータもあります。

　　北海道は、自然エネルギーによる発電割合の増加を目指すために、市町村ごとの再生

可能エネルギー発電可能量を詳細に把握する事業を年度内から始める方針です。既に全

国的には、葛巻町では風力と太陽光で全世帯の約５倍もの電気をつくり、道内でも苫前

町では風力で全世帯の70 ％の電気をつくっています。管内では、隣りの足寄町で、木

質バイオマスの利活用でさまざまな産業にも波及する取り組みをしています。

　　さて、上士幌町の取り組みですが、平成12 年に地域新エネルギービジョンを策定し

ております。その中には、太陽光、家畜ふん尿、雪、風力が導入エネルギーとして上げ

られておりますが、余り進んでいないように思います。取り組みの状況についてお聞き

をいたします。

　　２点目、憩い・遊びを大切にする公園づくりのために。

　　最近、公園の遊具が壊れたまま、草も伸びているところもあったり、また公園で遊ん

でいる子も少なく、とても気になっております。福島の子供たちは外で遊びたくても遊

べないというのに、何てもったいないことだろうと思っています。子供たちが外で元気

に遊び回ること、町民が集うことはとても大切です。そのためには、私たち町民も含め
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て、遊べる、集える公園づくりをしなくてはなりません。

　　町では、平成16 年に上士幌町公園マスタープラン―協働による公園づくり―を策定

し、基本目標を、１、安らぎのある憩いの場、２、だれもが楽しく安全に遊べる公園、

３、多目的な公園と定めました。協働による公園づくりのために、次の点について質問

いたします。

　　１、遊具について。

　　設置から数年経過して老朽化しているものもあり、総点検し、必要なものは修理や塗

装をして整備をすること。

　　２、公園の管理委託について。

　　草刈りは町内業者に委託していますが、草刈りの回数が年４回とのことですが、状況

に見合った回数、草刈りができるように委託費をふやすこと。

　　３、総合的に遊べる公園の検討をすること。

　　４、町民との協働を進めること。アダプトで取り組んでいるところに対しては、諸経

費の補助をすること。

　　以上、質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　山本議員の質問にお答えいたします。

　　まず、自然エネルギーへの取り組みについてであります。

　　平成12 年に策定された上士幌町地域新エネルギービジョンにつきましては、自然と

環境にやさしいまちづくりを目標に、自然と環境を活かしたまちづくり、産業を創る新

エネルギー、人を創るエネルギーの３つの基本理念のもと、地域の現状や課題を踏まえ

ながら、本町における新エネルギーの導入の可能性と、その導入の基本方向をお示しし

たものであります。上士幌町としての取り組みが余り進んでいないのではないかとのご

質問でありますが、新エネルギービジョンでは、当面は太陽エネルギーの活用を中心と

しながら、中長期的に雪冷熱、家畜ふん尿等のエネルギー導入の検討が必要として整理

してきております。

　　ご質問の中で、地域の再生エネルギー発電量として葛巻町と苫前町の事例が紹介され

ています。本町においては水力発電がありますが、昨年の年間発電電力量実績では、上

士幌町全世帯の電気量の約 25 倍と試算しております。

　　ご指摘のとおり、福島での原発事故により、原子力発電の安全性は大きく揺らいでい

る中、安全で安定的なエネルギーへの転換、確保が喫緊の課題となっており、全国的に

も、また道内においても、再生可能エネルギーへの転換の取り組みがされてきておりま
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す。

　　本町においても、平成16 年に上士幌町環境基本条例を制定後、上士幌町環境基本計

画を策定し、地球温暖化防止に貢献することを基本目標に、省エネの推進や地域の特性

を生かした豊富な自然エネルギーなどの活用を掲げており、平成15 年からは上士幌町

環境保全実践計画、エコオフィスプランによる役場などの公共施設での電気、重油など

の使用量減の取り組みを実施、平成21 年度から公用車に省エネ車の導入、住宅用太陽

光発電システム導入による独自の奨励対策を実施してきております。

　　平成 24 年度からスタートする第５期上士幌町総合計画では、福島事故を背景に安

全・安心の視点の重要性が高まっている中、より安全なエネルギーへの転換が急務であ

り、自然の豊かさと美しさが実感できるまちを大きな基本目標として、再生可能エネル

ギーやより一層の省エネルギーに向けた取り組みを重要課題として位置づけています。

主な施策として、太陽光やバイオマスエネルギー、また今後の公共施設整備に当たって

は再生可能エネルギーや省エネの暖房機器の検討など、環境への負荷を低減する取り組

みを積極的に推進していくこととしております。

　　続いて、憩い・遊びを大切に公園づくりのためにについて回答させていただきます。

　　現在、町内には８カ所の公園と９カ所の児童遊園地がありますが、第５期総合計画の

策定に係る意見や提言におきましては、公園について多くの声が寄せられているところ

であり、適切な維持管理はもとより、行政、町民、ボランティア、企業が一体となった

公園づくりや既存公園の再整備を進めることが喫緊の課題であると認識しております。

　　１点目のご質問ですが、老朽化した遊具の修繕並びに塗装につきましては、今年度実

施させていただきました。また、使われていない遊具等についても一部撤去をしており

ます。来年度におきましても、老朽した遊具や使われていない遊具につきましては、撤

去を予定しているところであります。

　　２点目の公園の草刈りでありますが、公園や児童遊園地の草刈りの回数は一律ではな

く、それぞれ公園、園地ごとに回数を設定しております。今後におきましては、実態を

より詳細に把握するとともに、状況にあわせて実施するよう努力してまいります。また、

アダプトプログラムにより草刈りを実施していただいている団体もありますので、地域

の皆さんのご協力による草刈りについても協議をさせていただきたいと思います。

　　３点目の総合的に遊べる公園の検討についてでありますが、公園の再整備につきまし

ては、公園ごとに用途や目的を設定して再整備していくことが必要と考えております。

公園の位置や広さに応じ、それぞれに適した整備を検討してまいります。整備に当たり

ましては、町民や団体の意見も参考にしながら進めてまいります。
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　　４点目の町民との協働を進めることでありますが、現在、公園の管理に係るアダプト

プログラムにつきましては６団体、２個人が取り組まれており、また、まちづくり活動

支援事業を活用した公園の整備も行われているところであります。今後におきましても、

地域の方々と協議しながら、協働による公園づくりを進めてまいりたいと思います。ま

た、アダプトプログラムで取り組んでいる場合の諸経費につきましては、草刈り機の燃

料等と思われますが、補助について検討してまいります。

　　以上、答弁とさせていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　初めに、自然エネルギーの関係について質問させてもらいます。

　　新エネルギービジョンを平成12 年に策定をいたしまして、手元に私持っていて、も

う一回再度よく見直ししたんですが、そのときに国から補助金を770万ほどもらいまし

て、全額補助されまして整備しております。これは専門の方々の意見もありますので、

かなり大事な政策だと思うんですが、その中で、町のエネルギーはどれぐらいあるかと。

太陽光、風力電力はあると。熱についても、太陽熱、雪冷熱、温泉熱、家畜ふん尿、ご

み等についてもあるというデータがあります。それで、どういうふうにそれを活用する

かというので、導入エネルギー可能性評価の中では、太陽光発電は導入の可能性がある

と。これは実際に導入していると思います。太陽熱利用についても導入の可能性がある

と。風力については、大々的なものは厳しいけれども、小規模な風車なら活用は有効で

あると。それから、雪冷熱については導入を検討、それからメタン、発酵、家畜ふん尿

ですが、導入に当たっては課題があるけれども、導入を検討するというふうにありまし

て、具体的に、じゃあどういうふうに導入していくかという課題というか政策について

も述べられています。

　　その中で、先ほど答弁の中にありましたように、短期、中期、長期と計画をつくって

いるという答弁しかないと思うんですが、具体的に公共施設については、太陽光は中期、

長期、これは多分中学校等について導入されていると思うんですが、ナイタイ高原への

ふん尿の問題、それから新エネルギーに向けたさまざまな問題について、短期、中期、

長期と分けて、実際に、この中期、長期がどれぐらい長いのかちょっと難しいんですが、

この計画に基づいてどれぐらいこの間実施されてきたのか。長期計画を眺めましても、

大きな柱はあるんですが、具体的な取り組みについて、これからの課題になるんだと思

うんですが、この間、この新エネルギービジョンが策定されまして、もう大分たってい

ますが、現時点でどれぐらい導入されていて、これから具体的に導入を進めようとして

いるものがあるのかについて質問いたします。
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○議長（杉山幸昭議長）　町長。

○竹中　貢町長　このビジョンが策定された経過等については、存じておりませんのであ

れなんですけれども、いずれにしても、環境に負荷をかけない、そしてまた地域にある

エネルギー資源をどう活用するかということでも理想的な意味でのビジョンをつくった

ということでは、これはひな形になって参考にしていくべきビジョンだろうと、そんな

ふうに思っております。ビジョンということでありますから、これを具体的に進めるた

めには、さらに具体的な実施計画だとか、そういったことに反映してくるということに

なるんだと思いますけれども、そういった意味では、その後の16 年に策定しました環

境条例のほうにこの考え方が引き継がれていっていることというふうに思っております

し、さらにはそれにぶら下がるといいますか、具体化するための計画なんかでも具体的

な方向性を示しているということであります。

　　具体的にその後、これをつくってから10 年ほどたちますけれども、15 年以上たっ

ておりますけれども、どのように再生エネルギーについて町が関心を持って、そしてま

たそれを進めてきたかということでありますけれども、このビジョンということと、そ

れから実際、経済性等を含めてそれが可能かどうかという意味では、なかなか実態と、

それからビジョンと、理想と現実のギャップがあって、１つには進んできていないとい

うことがあるだろうというふうに思っております。

　　その１つ、今お話しされましたけれども、ナイタイにおけるバイオマスエネルギーで

すね。ふん尿を利活用したエネルギー、これも検討の材料としてなされてきたものと、

そんなふうに思っておりますが、10 年前の段階でのバイオマスに対する技術的な開発

はまだまだ未熟であるというふうに思っております。そういった意味で、あの寒冷地帯

における、400メーター、500メーターの高冷地におけるナイタイでのバイオマスエネ

ルギーの具体的な検討、そしてまた実証実験については、当時の技術的能力から見ると、

それはビジョンであっても、現実の問題としてそれは技術的に伴っていっていないとい

うふうに理解をしております。

　　その後、町内では、大型の酪農家におけるバイオマスガスをベースにしたふん尿処理

を行った法人がございます。道営の事業を行ったわけでありますけれども、かなり大が

かりな事業になったわけでありますけれども、現実の問題として、当時、もう数年にな

りますけれども、思うように電力は起きていない、あるいはガスが起きていない、さま

ざまなトラブルがあって思うようにいっていないということであります。ですから、中

長期といいますか、バイオマスエネルギーの必要性というか、ビジョンとしてはありま

すけれども、現実それを経営上に生かしていくということについては、まだまだ技術的
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な未熟さがあるということ。

　　それから、もう一つには、ようやくこの８月に、国において再生エネルギーの電力買

い取り法案が可決されました。これまで、この自然エネルギーの必要が認められても、

でもそれはコスト的に極めて高いものについているということで、実際運用に至るとこ

ろはほとんど少なかったということであります。ごく少数のところではモデル的にやっ

ているところがありますけれども、今この再生エネルギー法案が成立したということで

は、改めてこれから可能性のある技術の一つだと、そんなふうに思っております。

　　それから、そのほかの関係で、風力については、うちの風力、ナイタイのところでも

検討された旨聞いておりますけれども、景観を損ねるということだとか、あるいは自然

という意味では、動物、特に鳥の衝突被害における、それらもかなり報告されていると

いうことから、本町においてはなかなかなじまないだろうというふうに理解をしており

ます。

　　 12 年以降ということでありますけれども、先ほど葛巻町の例が話されました。それ

から、苫前町の例も話されました。しかし、再生エネルギーという意味では、水力もそ

の一つであります。そういった意味では、電源開発さんの５万2,000キロワットアワー

からの発電量は、本町の全世帯を賄うのに余りある、そういった再生エネルギーの資源

としてもう既に運用されているということでありますので、決して本町が再生エネルギ

ーにほとんど手をつけていないということではないというふうに理解をしているところ

であります。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　新エネルギービジョンにつきましては、なかなかその当時の計

画したようには、思うように進んでいないと。太陽光については随分進んでいると思う

んですが、そのことについては把握いたしました。

　　それで、それにこだわるわけでありませんので、これからの問題、要するに今回の震

災の関係で、エネルギー問題がかなり注目を浴びていますので、これからの問題として

次に質問したいと思っているんですが、北海道が22 年度中に各市町村にアンケートを

とりまして、道内市町村のエネルギーの活用状況を調査いたしました。その結果、23

年の１月の資料を手に入れたんですが、管内、全道を含めての今使っている新エネルギ

ーは何かと、どういう中身かと。それから、導入を計画する新エネルギーは何かという

ことについての調査があったんですが、それは多分ご存じだと思うんですけれども、い

ろいろ太陽光等についても利用したり、いろいろ計画があるんだと思うんですが、上士

幌町は新エネルギービジョンはもちろんありますので丸がついているんですが、新エネ
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ルギー、それから導入予定のエネルギーも空白です。回答がないところは空白なので、

していないからないんじゃなくて、回答をしていないからないんだと思うんです。管内

では回答がないところは上士幌町しかありませんので、道内でもわずかしかないんです。

ですから、している、していないにかかわらず、前向きな答弁として、管内含めて北海

道の市町村が答弁しているんですが、これから見ても何か余り前向きじゃないのかなと

若干思ったりしています。

　　例えば、足寄町はバイオマスの関係、かなり普及されてすごく有名なんですが、太陽

光、それから木質バイオマス、ペレットですね、それを含めてかなり力を入れていると。

それから、清水町でも現在でも太陽光、バイオマス、バイオエタノール、中水力等含め

て町、民間含めてかなり進めています。それから、芽室町は、今もやっているんですが、

今後について木質バイオマスに力を入れると。広尾町は、現在記入はないんですが、バ

イオエタノールについてはトウモロコシの飼料等を利用するらしいんですが、力を入れ

ると。というふうに、もう既に現在やっていて、さらに何をするという目標がはっきり

決まって進めているところが多いかと私は思います。その点について、何で空白だった

のかなというのが若干不思議なんで、積極的な姿勢がないように見受けられますが、そ

の点についてどう考えるか質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　当時どういった意図でそういった回答をなされたのか、ちょっと把握し

ておりませんけれども、本町が再生エネルギーだとか、あるいは節電等を含めた省エネ

等だとか、そんなことも総合的に含めて、おくれているというふうには決して思ってお

りません。むしろ先進的な取り組みを総合的にはしているというふうに理解をしており

ます。その調査についての空欄だったことがたまたま管内で１つだということになると、

きっと違った思いが担当のところにあったかもわかりませんけれども、決して後ろ向き

な意味での環境に対して対応しているということではないということをひとつご理解を

いただきたいというふうに思います。

　　かねてから、健康あるいは環境というのは本町の取り組むべき重要政策課題の一つで

あるというふうに思っておりますし、その環境の中には、再生エネルギーも含めて十分

その範疇の中に入っているということでございます。

　　特に新たな電気をどう起こすかということと、もう一つは、どのように電気を節電し

ていくかと、これは両方ともお互いに関係する話であります。例えば、先ほど申し上げ

ましたけれども、エコオフィスなんていうのは、これまた管内あるいは全道でもいち早

いほうだというふうに思っておりますし、それから省エネに対する姿勢なんかについて
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も先駆的に支援策を講じてきているというふうに思っております。23 年１月という段

階、ことしの１月でありますけれども、もうその段階から、あるいは昨年の段階から、

私としては常々、政権がかわって新たな成長戦略の中に森林資源の利活用だとか、そう

いったことが入ってきております。そういったことを含めて木質バイオ、あるいは木材

の利活用、ＣＯ２ゼロという木材の利活用だとか、こういったことについては積極的に

やっていくべきだという認識でおりますので、そのアンケートのそれをもって、すべて

町の方針だということについては、その誤解はこの場をもって解いていただきたいなと、

そんなふうに思います。

　　それから、新エネルギーの話をしましたけれども、今までは、先ほど申し上げました

ように、経済性として相当コストがかかるという現実があります。例えば、ふん尿によ

る再生エネルギーにしても、30 円、 40 円の買い取りがなければ採算がとれないとい

う問題がございます。これまでは、やっぱりこれも国の政策だと思いますけれども、買

い取りが大体６円だとか７円だとか８円だとか、そういったことでやっていたわけであ

りますから、それについて積極的に現実の問題として取り組むような状況にはなかった

ということであります。

　　それが、今回の国の方針も大きく変わったということでありますし、それから木質バ

イオの関係も、これも町有林の山からの間伐等の残材等については、それらはもう既に

資源として何らかの形で使っていくという方針を定めているところでもございます。そ

れから、直近の建築計画であります糠平におけるビジターセンターですね、それから博

物館の関連施設、ここなんかでも、できる限りのそういった環境に優しい、省エネを意

識したエネルギーを使っていきたいということでやっておりますし、それはもう中学校

の建設当時から進めてきておりますから、そういった意味での資源の利活用、あるいは

再生エネルギーの活用については常に意識をして進めてきているということであります。

さらにこれから24 年度以降、積極的に可能なものについては進めていきたいというこ

とでありますので、ご理解を賜りたいと。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　わかりました。アンケート結果は気にしないで、積極的に進め

ているということで把握いたしました。

　　私も、具体的にじゃどういうふうに利活用するか、私、プロじゃありませんので、や

っぱり専門の方々や、先ほど町長がお話ししましたいろいろな制度を活用しながら、お

金もかかりますので、そういう点について若干質問したいと思っているんですが、北海

道のほうで、発電可能性を詳細に把握する事業を始めるという方針を出しています。上
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士幌町は、以前どれぐらいの可能性があるかというのはあるのですが、それはもう十数

年前の話ですので、この事業もどう活用するのかもあると思うんですが、この事業を活

用して把握した場合に、北海道もいろいろな事業化する上で国や道の情報を提供して、

全道的にいろいろな政策を提案しながら進めていきたいという考えを持っているという

ふうに新聞報道であります。この点、多分私以上に担当課のほうは把握していると思う

んですが、町独自ではできませんので、いろいろな制度を利用し、それから町内の団体、

会社含めていろいろな形で、この可能性のあるエネルギーについて共同で研究をしなが

ら進めていくべきと思っています。それは答弁があればお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　町長。

○竹中　貢町長　最近では、企業から、各社から、太陽光のパネル設置可能な都市等の調

査が来ております。そういったことで、本町の遊休地等についても紹介しておりますけ

れども、北海道ではそれらを全体的に調整をして、積極的にまたアピールをしていくよ

うな、そんなような取り組みも北海道でしております。いずれにしても、今の状況の中

ではそう簡単に、コストのこともちゃんと意識していかなければなりませんので、そう

いった制度の新設を求めていくということもありますし、そういった制度をしっかり見

逃さないように、常に準備をしていくことが必要だと、そんなふうに考えております。

　　いずれにしても、今、特にこれから数年先の可能性といいますか、必要な課題として

は、特にバイオマスの関係のふん尿の対策の問題だというふうに理解をしております。

１つには、環境という意味から言うと、においの問題がありますし、それから今までの

コストが随分買い取りの関係で可能性が出てくるということ、それから、16 年にバイ

オマス、いわゆる屋根つきの堆肥舎が法令化されて各農家でやりましたけれども、しか

し、今この堆肥舎のいろいろな問題が片方で起きてきております。コンクリートや鋼材

が化学反応の問題で劣化が進んできているということもありますし、それから当初、堆

肥化をするための機材も入れたところでありますけれども、これまた結構なコストがか

かって、なかなか十分活用し切れないという問題も出てきております。そういったこと

を考えますと、個々でこのふん尿の処理の問題、あるいはバイオマスが、それが望まし

いのか、むしろ集団でやることがいいのではないかなというふうに思っております。こ

れらは非常にこれからの農業振興という視点からも含めて、重要なテーマだというふう

に認識をしております。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　次に、公園の問題について質問させてもらいます。

　　前段、４点ほど質問しているんですが、全体的な総合的な質問を最初にさせてもらい

－27－



たいと思うんですが、かつて公園のマスタープランを企画のほうで作成しまして、どん

な公園にするのかとまとめたんですが、結果的には、最終的には協働の公園づくりとい

うテーマで冊子をつくりました。その後、公園の管理含めて建設課のほうに移されまし

た。ところが、建設課はどちらかといえば維持管理が中心ですので、公園のマスタープ

ランによる協働の公園づくりというふうな、そこまでは多分把握できないだろうと思う

んです。その点について、マスタープラン含めた協働の公園づくりは建設課のほうでや

っていくのかどうか、まず質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　町長。

○竹中　貢町長　確かに今ご指摘の懸念される点については、私どももそういった認識を

一部持っております。どちらが望ましいかということについては、再度、建設課がすべ

きか、あるいは企画がすべきか、あるいは両方一緒にやっていくかということを、今調

整をしているところでございます。基本的には、企画の課の仕事としては、制度設計を

したり、あるいは新たなものをつくっていくときに企画が主に担当をして、実際運用し

ていく、実行していくということになると各課がということになっているわけでありま

すけれども、それも割り切れないところもありますから、その辺であいまいとしたとこ

ろがあるかもわかりません。もう一度再整備をするということでは、今内部で調整させ

ていただいております。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　わかりました。今回、アダプトの関係もありますので、建設課

だけじゃなくて、やっぱり教育委員会もかかわってきますので、総合的にまちづくりと

して、公園づくりの整備含めて課題にしたらいいと思っています。

　　それから、１番目の遊具等の関係につきまして、９月に一般質問しまして、その後、

何回か見たんですが、いつペンキ塗るのかなとずっと思っていたんですが、11 月に入

ってペンキが塗られて、そのことがわかりまして、再度公園を全部見ました。そうした

ら、遊具もきれいになっていました。壊れている遊具は直っていました。若干まだ砂場

のフェンスがちょっと穴があいているとか、西団地のほうのあそこは撤去するというこ

とがありましたので、大分本当に私も、ああ、よくやってくれたというふうに把握いた

しました。それが、もしもうちょっと早かったら子供たちが遊べたのになと思って、こ

れを遊ぶのは多分来年の雪解けの５月ぐらいかなと、ちょっとペンキを塗っているのす

ら気がつかないで通り過ぎちゃって申しわけなかったです。もうちょっと早かったらよ

かったなと、私は把握いたしました。

　　それから、草刈りの関係なんですが、確かに児童遊園地は大体４回程度、それからそ
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こそこ、熱気球は10 回とか、高台は19 回、中央公園は15 回と違います。それは多

分整備されているんだと思うんです。児童遊園地につきましては、雨がことしも多くて、

去年も多くて、本当に伸び放題になっているときに４回では足りないのではないかと。

ある方に聞きましたら、４回以上実際には刈っているんだという話も聞きました。その

点、実態に合った委託費を補正するなりなんなりして、きちんと管理できるような方法

をとるべきだと思っています。その点について、まず質問いたします。簡潔にお願いい

たします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　いわゆる必要に応じて草刈りというか整備するということであります。

したがって、伸びていつも目に余るというようなことが何年も続くというふうになると、

やっぱり適正な維持管理ということにはならないと。企業の犠牲を求めるというわけに

はいきませんので、それらについては十分現場のほうは現場の確認をしながら、そして

また草刈りの情報を把握しながら予算に反映をしてきているものというふうに思ってお

ります。これらについては、これからもそのような方向で、適正な事業を行っていくと

いうことでご理解をいただきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　間もなく昼食時間になるわけですけれども、山本和子議員の一

般質問については若干延長し、終了後に休憩したいと思いますが、そのような運びでよ

ろしゅうございましょうか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですか。じゃ、そのように進めさせていただきます。

　　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　大分時間が。

　　草刈りの問題とアダプトの関係を質問したいと思うんですが、草刈りは役場がやるん

ですが、中の砂場の草刈りとかもちょっとなかなか不十分ですし、あとアダプトでやっ

ているところは３区と16 区あるんですが、それはきちんと私は、委託費ではないんで

すが、ある程度消耗品は出していると、燃料代も出ているというふうには若干聞いたん

ですが、例えば機械が壊れたらどうするかということを含めて、やっぱり不安を抱えな

がらアダプトをやっています。その点について、本来なら町が草刈りするべきところを

アダプトでやっているんであれば、消耗品だけじゃなくて、委託費まではいきませんが、

若干修繕費等を含めた考え方を、これは建設課だと思うんですよ。アダプトじゃないの

かなと、どっちかとなるんですが、そのことを含めて検討してほしいなと思うのと、時

間も来ましたので、次にもう一点なんですが、中心的な公園というのはいつも言われ続
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けてきています。それぞれ公園の利用の仕方も違います。今、子供たちに人気があるの

は熱気球公園、通常噴水公園という、そこが一番人気があります。保育所の子供たちが

あそこまで行って遊んで帰ってくる。私のひよこさんの方々もそこで遊ぶと。学童保育

の子供たちもそこに来て遊ぶというふうになっていますが、あそこは噴水とトイレと水

があるんですが、遊具がないのと日陰がないので、若干いろいろ不都合な点もあります。

その点について、どこかを１つ焦点絞って、遊具を置くとかある程度総合的なものを今

ある中で整備したらどうかと。あちこちに立派な遊具は必要ありませんし、そういうふ

うにどこか１つ決めて、私は噴水公園がいいかなと思っているんですが、その点につい

て、担当課、建設課だけじゃなくて、教育委員会、それからどこですか、企画含めて整

備したらどうかと思いますが、質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　いろいろ公園が大小ありますし、全体的なみんなが遊べる公園だとか、

あるいは地域の子供たちを対象にした公園だとか、児童遊園地とか言っていますけれど

も、ありますが、今お話ありましたけれども、熱気球公園が適当なのかどうかというの

はまだまだ精査する必要があるかと思います。例えば、実際役場の前の公園なんていう

のは、随分と保育所が近くて遊んでおりますし、それからそれの延長上で、学習センタ

ーの遊具なんかも小さな子供たちがよく使っているという風景も見ます。あそこの学習

センターの前なんていうのも、まさに協働で時間をかけて、金額はそれほどでなかった

わけでありますけれども、利用者、それから施工する側、みんなでつくったものだとい

うふうに思っております。特に役場の前の、これも本当はもっともっと活用してもらい

たいなという、これだけの広い庭というか芝生を持っておりますから、安全でいい場所

だなというふうにも思っております。それから、熱気球公園がありましたけれども、そ

れらがどこが最もみんなが行ったり来たりするところがふさわしいのか、学習センター

があって、そこには図書館、みんなが遊びに来るところでもあります。この近くには保

育所もございます。その辺はこれから総合的に、全体での遊ぶ場所だとか、あるいは地

域で遊ぶ場所だとか、それらについてはこれからの検討課題にしたいと思います。特に

この後、保育所の建てかえの問題なんかも出てきますので、手戻りにならないように、

そして総合的なしっかりした観点で計画を立てていく必要があるというふうに思います。

　　それから、アダプトの関係でありますけれども、基本的にはボランティアでやってい

ただいて、非常にすばらしいことだなというふうに思っております。ただ、そのボラン

ティアも、自前で費用まで伴うということになると、それはなかなかいかないだろうと。

労力報酬はできるけれども、必要なことについては町として手だてするというのがその
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とおりだというふうに思っております。これまでも燃料代だとか、それらについて整備、

負担をしてといいますか、支援をしてきております。機械というのもどんなものを指す

のか非常に難しいところがありますけれども、一番大切なのは、やっぱり担当が地域の

人方としっかり話をして、どんなことを望んでいるのか、どんなところまで自分たちで

やれるんだと、しかしこのことについては行政にお願いをしたいということの中で選択

をして、その公園がきれいで、そしてまた遊びやすいような環境をつくっていくという

ことが大切じゃないのかなと、そんなふうに思いますので、十分そのあたりの地域の中

に入った意見交換がなされて、納得した上でいろいろといい地域活動をしていただくと

いうふうに取り計らっていきたいというふうに思っております。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　最後なんですが、公園というのはよく見えますので、町の顔に

なると私は思っています。ですので、本当に町民が自分の身近な公園を大事にしつつ、

だからそれはそこそこの利用の仕方がありますので、新しい遊具がなくてもきちんと整

備をすると、きれいにすると、草刈りすると、砂場の草は除くということをだれかがや

らなきゃいけない、それを総合的にやれるようなまちづくりにしてほしいと思っていま

す。

　　それと、もう一つ別なのは、さっき言ったみんなが集える公園をやっぱり１つ必要だ

と。それもこれからの検討課題にしてほしいなと思っています。

　　重複しますが、最後の質問といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　総合的というのは、役場、そして町民、みんなでつくっていこうという

趣旨のことだろうというふうに思っております。それについては、先ほどのマスタープ

ランにもありますように、協働による公園づくりという精神をこれからもしっかりと生

かしていきたいということであります。

　　それから、総合的なという意味では、一応みんなで使うところだとか、それは個別に、

全体を体系的に、地域での子供たちが遊ぶ場所、それから全体で子供たちが遊べるよう

なところ、これらも公園全体の総合的な整備、体系化された公園づくりという意味では

必要だというふうに理解をしておりますので、これからの計画策定、あるいは実施の中

では十分意識をして進めてまいりたいと、そのように思っております。

○議長（杉山幸昭議長）　以上で８番、山本和子議員の一般質問を終わります。

　　ここで休憩といたします。再開は午後１時 10 分といたします。

（午後　０時０６分）
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　──────────────────────────────────────

○議長（杉山幸昭議長）　それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。

（午後　１時１０分）

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

◇山　本　弘　一　議員

○議長（杉山幸昭議長）　次に、３番、山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　私は、今回一般質問といたしまして、活力ある上士幌の産業育

成対策についてと、２点目として畑作の輪作体系確立向上対策について、町長に答弁を

求めるものであります。

　　まず最初に、活力ある上士幌の産業育成対策について、その要旨として、現在上士幌

の産業は、農業を中核とした商工業、林業で構成されています。この町内の各産業の労

働力確保と雇用促進の確立、経営安定のために次の質問をいたします。

　　１番として、農業の雇用対策と農商工連携について。

　　労働力の確保は、酪農は酪農ヘルパー、実習生、一部海外からの確保等があり、作業

についてもコントラクター等で対応しています。一方、畑作については、農民同盟のあ

っせんによる日雇い労働者６名が毎日各戸に派遣されています。特に秋の収穫は労働力

の不足が重なり、帯広方面の人材派遣会社からの対応をしています。

　　そこで、農業の労働力不足と町の雇用促進を前提として、農商工連携の中で派遣登録

を各企業と結び、派遣組織を関係機関とともに早急に立ち上げるべきと考えるが、見解

を伺いたい。

　　もう一つでございます。畑作の輪作体系確立向上対策について。

　　秋まき小麦作付拡大品質向上対策についてを質問いたします。

　　 23 年度の小麦については、反収10 アール当たり6.88 表、１等麦が2,270トン、

これは１等と書いてありますが、２等麦の誤りです。ちょっと私のパソコンで間違いま

した。２等麦が360トン、Ａランクとなっております。この事業効果は大きく畑作経営

に貢献しています。しかし、この事業は22 年から24 年で３年間であるので、４年輪

作を考えたとき、再度延長すべきと考えるが、見解を伺いたい。

　　また、６月一般質問に、地力維持として緑肥対策事業の復活について質問しましたが、

関係機関と協議したいとのことでしたが、その後の内容を報告願いたい。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　山本議員の質問にお答えいたします。
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　　まず、活力ある上士幌の産業育成対策についてであります。

　　最初に、農業の雇用対策と商工連携についてであります。

　　第５期総合計画のアンケートからは、町内には雇用の場、働く場が少ないとの声が多

くあります。ところが、本町農業においては、特に大型経営の酪農家において、働き手

の確保が大きな悩みとなっているのも事実でございます。議員ご指摘のとおり、各農家

や法人では、酪農ヘルパー、実習生、ハローワーク求人、外国人研修生の受け入れ、企

業からの派遣による人員の確保、さらには農民同盟による人材確保など、農家の規模や

ニーズによって多様な方法で人員の確保に努め、作業に関しましてもコントラクター事

業等で対応していると理解しております。畑作農家におきましては、特に農民同盟のあ

っせんによる労働者派遣を依頼しながらも、繁忙期等は十分な労働力の確保とはならず、

苦慮しているのが現状と伺っております。

　　議員ご提案の農商工連携の中で、派遣登録を各企業と結び、派遣組織を関係機関とと

もに早急に立ち上げるべきとのお考えですが、まずはこれまで労働者派遣に対し重責を

担ってきている農民同盟を初めとする町内既存組織の検証が必要でないかと思われます。

現在苦慮している原因は何なのか、何が課題なのかを明らかにしながら、必要に応じて

議員ご指摘の方法も関係機関で協議、検討する必要があると考えます。農商工関係機関

が連携を図り、推進することは、新たな取り組みの方法として有益なことと理解をして

おります。

　　続いて、畑作の輪作体系確立向上対策についてであります。

　　秋まき小麦作付向上対策につきましては、昨年から増収の期待が大きいきたほなみへ

の本格転換が図られる中、各地で品質、収量ともに苦戦を強いられていることは伺って

いるところであります。しかし、本年度の本町におきましては、一定の質、量を保持さ

れたことは、議員ご指摘のとおりの実績であり、農業者及び指導機関、団体の努力のた

まものと評価するところであります。特に銅資材の投入による容積重増加効果は大変大

きいものと伺っております。

　　本事業を22 年度から24 年度から３年間のところを、４年輪作を考えた上での延長

を実施すべきとのことですが、輪作体系の保持の重要性は理解しておりますので、検討

してまいります。

　　新しく導入された戸別所得補償制度下においては、農作物の品質や収量のアップが収

入増につながる仕組みになっており、地力向上のために緑肥対策は有効な手段と認識し

ております。町としては、６月議会における議員の緑肥対策に関する質問等を踏まえ、

これまでＪＡと協議、検討を重ねてきており、地力向上に堆肥導入を含めた緑肥対策に
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ついて、新年度事業に反映すべき詰めの協議をしていますのでご理解ください。

　　以上、答弁とさせていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　３番、山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　ただいま町長から答弁をいただきました。

　　活力ある上士幌の産業育成ということでありますけれども、今、町である農商工連携

というのは、町長もご存じのように、農産物もしくは独自加工品ですとか、またその町

内の業者にあるものと農業が連携した中で、販売もしくはそういうことを行わなければ

ならないということであります。しかし、それも大変重要な施策でありますけれども、

今現実的に不足しております労働力不足というのはどういうことかというと、特に畑作

においては、町長が受け入れ協議会というものの会長をしていますし、組合長、それか

ら同盟の委員長が副会長ということで、それぞれ行政上げて取り組んでいただいている

わけですけれども、その内容たるものは、年齢が70 歳以上で、80 歳まではいかない

んですけれども、この道何十年のプロの方々が現在６名で畑作に派遣されておるわけで

す。これも日雇いですから、びっちりと毎日のように使うということではなくて、畑作

というのは、ご承知のように、おおむね４月の末から大体11 月の半ば近くという期間

になっておりますので、その方々の給与というんですか、補償というものがなかなか畑

作では年間雇用というものに結びつかなくなっているのが原因だというふうにとらえて

おります。通年雇用ではなくて季節雇用でもあると。そして、日雇いの日給月給制であ

るという問題もあるわけですね。

　　私が聞いたところによると、単価の問題なんですかということになると、今の若い

方々については、単価だけではなくて、農業の仕事の内容の、何というんですか、休み

時間は９時と３時にとるわけですけれども、そういう中でもなかなかなれない仕事で、

単純軽作業というものが難しいというのが出ています。ですから、もうちょっと単価を

上げれば出てくるのかなということも考えられます。なぜかというと、帯広の労働派遣

の会社からも、かなりの人たちが秋に上士幌に来ていますから、そういうことを考える

と、このことを町内の例えば企業、そういう中でも建設業界さんですとか、そういうと

ころを中心としたような、登録をしていただいて、そういう組織ができないかなと。そ

の雇用する場ができるということは、町長の唱えている定住化対策にも結びつくんでは

ないかと。あわせて、町の歳入の安定から人口減に歯どめがかかるんではないかと私は

考えているわけですけれども、その辺のことはいかがでしょうか。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　同じような悩みといいますか、労働力不足ということと、一方ではシス

－34－



テムだとか、本当につくられるといいなという思いはしております。今までのところは、

いろいろなところから派遣なり、体制をつくっていますけれども、みんなそれぞればら

ばらになっているという状況なんですね。今お話ありましたように受け入れに協議会の

会長は町長になっておりますが、実際のところは、そこの同盟が窓口になっております

けれども、そこに働く人方は、今お話あったように高齢化であると。しかも、後継がほ

とんどないということですね。ただ、それで今までどおりに同盟が組織的にそれをやっ

ていけるのかという、受け入れ協議会としても本当にこれでいいのかという疑問は強く

持っておりますし、一方では農商工連携という中では、地元の建設業が農家のほうと連

携をして、それで当初はモデル事業を受けながらやったんではないかと思いますけれど

も、今、着実に、規模は小さいんですけれども、派遣をするような体制になってきたと

いうことであります。ですから、そこの中では、地元の中で農業と建築土木関係のそう

いう連携が実際生まれているわけですね。そういったところを本当は核にしながら、広

く今の組織が立ち上がって広がっていけば、今、各農家が個々に募集に躍起になって、

しかもなかなか思うようにいかないということが随分と改善される余地があるだろうと

いうふうに、常々そういうふうには思っております。

　　国のほうも、これまでも雇用対策の中では、さまざまな緊急雇用対策として制度的に

支援をやってきたという事実はございます。ですから、今それをだれがどのように結び

つけるのかというのが問題であるというふうに思っておりますけれども、今議員から指

摘されたこのことについては、もう既に先駆的にやっているそういった企業等もありま

すので、それに今の中では採算がとれるような状況では多分ないだろうと。ある程度、

労働条件なんかについても、多少何らかの手だてを、日給月給だけではなかなかそうは

いかないということもありますし、いろいろ求めも多様でありますから、すべてに満足

いくような状況ができるかわかりませんけれども、その辺の雇用の条件だとか、地元の

ほうで賄うような体制をつくるための、行政的にも何らかの支援をすることはないのか

ということは、これは十分考えられることではないかなと、そう思っております。

　　農商工連携は、今のところは製造加工だとか、それからそういったたぐいのところに、

いわゆる現物支給といいますか、現物での農業経営から付加価値の高い農業経営をする、

それに商工業もあわせてそこで何らかの経済雇用ができるという意味での農商工連携の

支援策を行っておりますけれども、農商工連携という意味では、この労働力の問題につ

いても両方力を合わせて組織化するということは非常に意味のあることだと、そんなふ

うに思っております。

　　ですから、この答弁の中でも書かせていただいておりますけれども、今すぐというこ
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とはなかなか難しいかもわかりませんけれども、この質問を受けて一歩踏み出すという、

きょうのそういった意味での質問なり、私のほうとしての答弁とさせていただいて、こ

の後これが具体的に何らかになる方法はないものかと、これは十分検討に値する提案だ

と、そのように理解をさせていただいております。

○議長（杉山幸昭議長）　３番、山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　大変町長もそういう形であるということは理解できました。や

はり、私も農商工連携ということで、担当課長含めていろいろ別な分野で話したんです

けれども、やはり規定がある限りは、あの域を課長の立場で抜け出られないんですよね、

その範囲の中の農商工連携と。今町長が答弁したように、加工品の販売とか直接販売だ

とか、その範囲の中ということになりますから、改めて農商工連携の中でどこまではと

いうことは、今までの中の農商工連携と、それが農商工連携という言葉が妥当かどうか

はちょっと私も、そういう言葉を使わせていただきましたけれども、そういう中では、

もうちょっと拡大解釈が農商工連携の中でできるかどうか含めて検討いただきたいと。

　　農商工連携といっても、やっぱり私は基幹産業は農業を中心とした上士幌ができてい

るという考え方を持っておりますので、そこに付随した、そこに関連した運輸ですとか、

整備工場関係ですとか、部品を売っているとか、意外に半分以上が関連しているのかな

というふうに考えております。やはりそこの労働力不足を補うことによっての、今後、

先ほどまた議会で送付されますＴＰＰの問題もあります。どういう展開になってくるの

か、基本的には完全撤廃ですから、そういうものが入ってくると、今までの畑作、酪農

の、牛乳も含めて、非常に窮地に立たされるおそれがあると。どのような施策を国が打

ってくれるかというのは、これからの問題なんですけれども、特にこの畑作の中で４品、

５品を今基軸とした中で、青果イコール野菜ですとか薬草を、上士幌ではおおむね50

町近く、49.4 ヘクタールですね、23 年度では50 町近くあるわけです。これで22

年は１億8,000万ですけれども、通常もうちょっといけば２億前後があるわけですね。

30 億周辺の２億ですから、だんだんこれは面積がふえてきておりますが、いかんせん

この家族労働力という上士幌の農業の実態を示したときに、それと面積がおおむね40

町から 50 町の間で畑作経営が営まれておるとなると、やはり自分の家族労働力の域を

超えちゃうと、労働力不足が起こるんですよと。

　　単価は高くても労働力がないためにこれ以上ふえられないという最大の悩みも持って

いますから、私は今すぐという状況ではないと思いますが、速やかに関係機関、イコー

ル農協、農民同盟、商工会関係はそういうような中で詰めていっていただきたいと。こ

の後、審議される第５期の中長期計画もあるわけですから、具体的にやっぱりそういう

－36－



ものも中に盛り込んだ中で考えるつもりはないか、伺います。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　地場産業としては、議員おっしゃるとおり、農業を基盤にしながら、軸

にしながら林業等々が地元の基幹産業でありますけれども、一方、建築土木も、これも

地域の中になければならない産業の一つであるというふうに思っています。防災時にお

けるこの業界の支援だとか、そういったことも含めてどうしても必要なんですけれども、

今、公共事業というのが非常に圧縮されてきておりまして、このままではこの地域の建

築土木が成り立たなくなってくる危険性もあると。そうすると、これまた地域として非

常に産業がいびつな状況になって、そして地域の基盤整備、これらも危うくなってくる、

そのような心配も片方であるわけですね。そういった意味では、かねてから少なくなっ

た基盤整備、公共事業とあわせて、農業との連携がどうしても必要になるという、そう

いう認識しております。

　　１つには、大型化とそれから基盤の整備ですね。基盤整備については、これからもし

っかりした畑を維持管理をして生産を上げるためには、基盤整備は持続的、継続的にし

ていかなければならないということであります。それから、施設なんかでも、それらを

つくった、そしてそれに伴うメンテナンスだとか、そういったことも出てくるだろうと

いうふうに思います。そこでの農と工との連携なんていうのも、これもまた一つの可能

性としてやっぱりこれからあるのではないかなというふうに思います。そういった意味

で、ますます今お話あったように大型化が進んで、家族だけでは経営できる規模ではな

いということ、それから同じように基盤も生産を上げるために、常にしっかりした基盤

整備をしていくということは、これは求められることでありますから、そこでの関係も

これまた必要になってくるということ。それに加えて、今の家族労働ではできないとこ

ろをどう補完をするのかという意味で、その補完の担い手として、建築土木のところに

受け皿になることはできないかというご提案は、非常に的を射ているというふうに思っ

ております。これはぜひ検討したいと思います。

　　農商工連携の今の要綱の中でできるのか、あるいは新たな要綱が必要なのか、これら

も農商工連携の一つという、僕は理解をしたいなというふうに思っておりますので、こ

の中で救えるような形、あるいはこれの拡大をして、さらに農商工連携の新たなモデル

ケースをつくっていくということもあるのではないかというふうに思っております。そ

の辺については、これからもう一回、内部でも検討させていただきたいと思います。

　　今、コントラも随分と定着をして、あれもまた商工関係、商工というよりも建築土木

の仕事しては非常に大きなウエートを占めてきているということもございます。各農家
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においても、機械を持たないで合理的な経営をするためにも、やっぱりそういう流れに

も片方では必要なんだろうなと、そんなふうに思ったりしておりますから、そういった

ことを含めて、今あるご質問なり、あるいはご提案あったことについては検討させてい

ただこうかなと、そう思います。

○議長（杉山幸昭議長）　３番、山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　私は第５期の総合計画の中にぜひ入れてくれという質問も一歩

入ったわけですけれども、後から答えていただきたいと思います。

　　承知のように、今の農業というのは戸別所得補償制度というものに変わったわけです

ね。より一層の品質とか収量が大きく影響されます。したがって、このものが酪農、畑

作において品質と収量ですから、とればいいというような状況でもないですし、やはり

品質となると、細やかな対応が必要だと。

　　例えば、酪農、畑作においても、後継者のいない農家が結構見受けられます。そうい

う中に、例えば春でも秋でも、仕事でどうしてもトラクターのオペレーターが欲しいと

か、ちょっとロータリーがけをしてほしいとかという具体的なことを言えば、そういう

ような声がかなり聞こえるわけですね。それが、後継者がいない経営者であると、なか

なかその対応ができなくて仕事がおくれたり、酪農家であれば搾乳時間が圧縮されてみ

たり、さまざまな問題が出てくる。畑作も手が回らなくて、適期にまきつけができない

と。ですから、手作業だけではなくて、そういう企業の中には運転にたけた方々もたく

さん見受けられるし、今、農協のコントラの中では、非常にトラクターに乗ったり、い

ろいろな技術を持った方がそれぞれの分野で、運輸関係の方々でしたらたくさんいるわ

けです。それも含めた中で、手作業にかかわらず、そういう人方も欲しいと。

　　これが一方農協の中であれば、コントラ事業の中でやるのがいいのか、人材派遣は農

民同盟で今までのようにやるのがいいのかというのは、これは今後十分協議した中で進

めてもらいたいなというふうに考えております。言ってみれば、このこと自体が町の人

口減ですとか、やっぱり女性であればパートの時間でもいい場合もあるわけですね。野

菜とか、午前中ですとか、例えば子供を送った後に、ちょっと９時ごろから、10 時ご

ろから仕事をして、２時、３時までの間だとかという方策もできるわけですから、それ

に対して行政、それから経済団体、あらゆる立場の中から少しのサポートをしながら、

それを維持して、そこに働く職場を与えていくと。こういうことが本来の農商工連携で

はないかと私は考えております。

　　ぜひ新しい第５期の中長期計画の中で取り込みながら、各課担当含めて関係機関とそ

のことをきちっと今後、三、四年後には今の農民同盟の日雇いの労働者の方々が大体
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80 近くになっちゃうんですよね。聞くところによると、私らもそれじゃ無理なのかも

しらないという声も聞いていますから、別に町長、執行猶予を与えるわけではありませ

んけれども、三、四年以内に方向性を見出さなきゃ、そのときになってからではおそい

かなと思うので、ぜひ今年度ぐらいからそういう関係機関との内部調整をしながら進め

て、やっていただきたいと思いますけれども、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　受け入れ協議会の会長として、なかなか内部の中で新たな組織体に移行

しようかと、この今の高齢化の状況から見て、言いづらい部分があったわけであります

けれども、再編成する、再構築するという意味でのきょうのお話だというふうに思って

おりますので、これは同盟のほうとも腹を割って、同盟だって結構そのために時間的な

ことだとか、費用なんかもかけているだろうというふうに思いますから、話し合いをし

て、場合によっては統廃合することが決して後退することではないと、むしろ新たに生

まれるんだという、その辺のことも含めてちょっと検討してみたいというふうに、話を

させていただきたいと思います。

　　それから、第５期の中にも、それなりにこれの問題だとか、今お話しされたような農

商工連携、いろいろ入っているんだと思いますけれども、それが十分文言として見える

形、より積極的になっているかどうかという、それは議員それぞれの見方もありますの

で、委員会の中で意見を反映をしていただいて、より強くであればそのような取り上げ

方もできるのではないのかなと、こんなふうに思っております。

　　戻りますけれども、この町、人がいなくなるのは働く場所がないというのがかなり意

見が最も多く出ているわけですけれども、本当は働き場所があっても働く人がいないと、

こういうことも事実なんですね。それは何なのかと。やっぱりちょっとつらい、あるい

は恒常的に働く場所があるのかないのかだとか、いろいろあるんだろうと思いますけれ

ども、雇用対策として、今現実の問題として足りないというところがあるわけでありま

すから、それに対してはやっぱり正面に向き合っていく必要があるだろうと。今急に企

業誘致たって、今どきそう簡単にいくものではないだろうと。やっぱり農業だとか林業

だとか、その辺が最も本町の中では労働力の必要とするところでありますので、しかも

生産額も大きいと。それをしっかり支えていく体制をつくるということは、これは大事

なことだろうなと、そんなふうに思っております。

○議長（杉山幸昭議長）　３番、山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　この産業育成対策については理解しましたので、ぜひまた総合

計画の中で若干の質問をさせていただきたいと。ここはちょっと場所が違うので、それ
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以上は入らないということで考えております。

　　もう一つの畑作輪作体系確立向上対策についででありますけれども、先ほど私の質問

内容について町長が答弁されました。特に秋まき小麦の作付拡大向上対策については、

非常に効果が上がっています。なぜかというと、これは銅と、それから炭カルというん

ですか、ペーハーを上げるアルカリ性のカルシウムが入っておりまして、これは小麦の

みならず一般畑作のものに、ビートあたりにも有効性があると、ペーハーが上がると。

よく言われますけれども、中性というのはペーハー７のことを中性、それ以上はアルカ

リ、それ以下が酸性と呼ばれているわけです。ですから、畑作の場合は弱酸性、5.5か

ら８ぐらいがバレイショにも邪魔をしないと。８を超えちゃうと非常にそうか病が問題

になってくるという問題が起きますので。

　　この事業は３年だということで、畑作は通常４年輪作をとっておるんで、少なからず

とも４年を超えていただきたいんだと。延長して、こういう大事な基幹産業を守るとい

う意味では、こういう基準をもうしばらく様子を見て検証した中でどうなのかというふ

うに考えていただきたいと。３年やったからこれで定着したという考えではなくて、や

はり今町長言われた基盤整備というのであれば、暗渠、明渠、そういう道路ですか、そ

ういうことを言うのかなと思われますけれども、こういう畑作の例えば土地の基盤整備、

これは酪農、畑作、関連するわけですけれども、そういう土壌改良剤を入れて作物が牧

草だろうと作物が育ちやすいようにするのには、やはりこういうものが、町から補助が

あろうとなかろうと、各戸は待望しているわけですね。やはり足腰の強い農業経営を持

っていくということになれば、行政としてもこういうものは当然継続するというのが大

事ではないのかなというふうに考えております。この検討してまいりますという言葉の

私の理解の仕方では、考えてまいりたいということなんですか、その辺をちょっと具体

的にお願いしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　町の制度、一般的には助成をし支援をするというのは、そのことによっ

て背中を押してやって一定の成果が上がるとその事業については完了する、あるいはそ

れぞれ自立して自分たちでやってもらいたいというのが、行政的な支援の基本的なとこ

ろだろうと。新たなものが出てくれば、常にそれが終わったら、また次に新たなものが、

課題というのはどんどん生まれてくるわけでありますから、従来のところだけずっとい

くと、新たなところに対応できないということになりかねないという意味では、一定の

成果が上がったことによって、事業については次のものに取りかかっていくということ

であります。一般的に、その要綱は３年というふうにしているんですね。成果が上がる
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ためには大体３年くらい必要だろうということで３年にしておりますけれども、ただや

っぱり中には継続が必要なものがあるということで思っております。

　　ただ、今回のこの件については、今お話あったように、４年で回しているということ

なので、通常の３年でいわゆる要綱をつくるということと、あと１年どうするのという

意味では、ちょっと僕らのほうもこういったことに対する配慮というか、４年の後、土

壌だとか、あるいはまた一定の努力によって農家さんのほうでやってもらえるか、ある

いは再度必要なんだろうかどうかという検討の余地がありますけれども、とりあえずは

３年でという今までの要綱の制度が、その辺の抑えが強くあったものですからこれでや

らせていただきましたけれども、議員の指摘のように、畑作は４品目で回しているとい

う現実でございますので、それはそういった実態にあわせることが必要であるという意

味での、検討させていただくということであります。ですから、前向きにとらえていた

だいて結構だろうというふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　３番、山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　大変検討してまいりますの言葉が理解できました。よろしくひ

とつ前向きに検討お願いしたいと思います。

　　緑肥対策は、新年度事業に反映するということで書いてありますけれども、この今言

った小麦の作付拡大向上対策だとか緑肥対策というのは、これは畑、それから野菜あた

りの非常に基盤になることなんですよね、基準になることというのか、土づくりの。こ

れに堆肥等を導入したりなんかすることによっての地力対策に結びついていくと。前段

の小麦の作付拡大向上対策というのは土壌改良だと。ペーハーだとか銅だとか、微量有

機物をふやすということでの品質の安定ということになるわけです。この後ろの緑肥対

策だとか堆肥というのは、土壌中の微生物を増大させたりしての団粒化構造、単粒化と

いうんだけれども、やわらかくしたり、それでやわらかくなることによって根の張りが

よくなり、非常に作物の安定した収量が望めるという形になってきますので、一度これ

を断念されて、また新しい事業に反映するということを書いてありますので、ぜひまた

このことを十分、行政の中の農林課長あたりもその辺を検証していただきたいと。

　　ただ数字だけで、農協もしくはそういうところから上がってくるものだけで検証じゃ

なくて、どのようになるのかということを覚えていただければ、なるほどこれは大事な

ものだということがわかると思うんですよ。数字だけだったら、先ほど町長が答弁され

ましたように、３年、４年の時限立法なんですよということになっちゃって、やればい

いというものじゃなくて、基準的なものは継続していかんとならないというものがあり

ますので、だからといって、各農家がおんぶにだっこというわけにもいきませんけれど
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も、ある一定期間というのは、行政、経済団体含めて関係機関としてバックアップをし

て、より一層強い基幹産業に育てていただきたいという要望であります。

　　以上、私からは以上の質問です。何かありましたら、最後の答弁になるかと思います

けれども、よろしくお願いします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　この地力対策につきましては、特に新政権における戸別所得補償制度に

これまた変わったということで、やっぱり品質と収量が大きく経済にかかわるというこ

とで、その手法の一つとしてはこの地力向上、緑肥対策が非常に有効であると、そのよ

うな話を伺っておりましたから、ぜひということでありますし、この緑肥関係について

は、オホーツクのほうはどちらかというと３品目を回しているということで、１年休耕

にしてそこに緑肥の制度を、これは国の制度としてあるということで、ですから国もこ

の緑肥については、地力向上については非常に有効だという、そういう理解、認識のも

とだろうというふうに思っております。

　　本町の４品目がもう確立しているところについては休む暇がありませんので、秋口だ

とかいわゆる耕作終了、収穫後の対応として、これはぜひ進めていく、今日的な意味合

いを持つと。特に新制度下における非常に有効な取り組みの一つであるというふうに押

さえて、再度検討していくと。さらに今回、今事務レベルで詰めておりますけれども、

有機肥料、堆肥だとかその辺とまぜてというか合わせて、合わせ技でより地力の向上を

図るような、そんなようなことを今、両者で検討しているということでありますので、

また具体的に案が出てきたときにはご意見を賜ればと、そんなふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですか。

　　以上で、３番、山本弘一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。

（午後　１時５１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０３分）

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

◇角　田　久　和　議員

○議長（杉山幸昭議長）　次に、７番、角田久和議員。

○７番（角田久和議員）　私は、東日本大震災から学ぶ地域防災について質問いたします。

　　本年３月11 日に発生しました東日本大震災による死者、行方不明者は約２万人に上
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り、地域社会に大打撃を与える災害となり、いまだ地域復興の灯りは見えてきません。

日本列島は災害列島と言っても過言ではありません。地震、風水害、雪害、火山噴火な

ど、自然災害に襲われる危険性が常にあります。本町においても、太平洋沖の海溝や活

断層による震度６強の地震、台風や低気圧による風水害、活火山丸山の噴火による泥流

や土石流の発生など、自然災害の脅威は存在しています。

　　そこで、災害時における対応について、下記の点を質問します。

　　１、上水道、下水道、下水処理場が被害を受け、水洗トイレが使えなくなったとき。

　　２、冬季、停電した場合の避難所での暖房対策。

　　３、町の主要食料の備蓄状況。品目、数量、保管場所。

　　４、町民に対して何日分の食料及び飲料水の確保が妥当として啓発するのか。

　　５、ぬかびら源泉郷地区は、冬季の移動、運搬手段が国道273号線のみであるが、こ

れが不通になった場合。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　角田久和議員の質問にお答えします。

　　東日本大震災から学ぶ地域防災についてであります。

　　本年３月11 日に発生した東日本大震災では、数多くのとうとい人命が失われるなど

甚大な被害が発生し、いまだに数多くの行方不明になられた方の捜索が行われています。

　　地震や風水害等の自然災害は全国的に毎年数多く発生しており、本町においても、毎

年のように台風や集中豪雨により農作物や道路、農業施設等に被害を受けております。

幸いにも人命にかかわるような被害は発生していませんが、日ごろから自然災害に備え

る必要があります。

　　災害発生に備えるため、本町の地域防災計画につきましては、北海道地域防災計画を

踏まえて平成19 年に全面改定しています。その中では、災害発生時における迅速な避

難救助活動はもとより、災害時要援護者に対する対策や予防応急対策などのほか、日ご

ろから防災思想の普及啓発活動を図ることとしています。

　　１点目の上水道、下水道の被害対応ですが、水道、電気などのライフラインについて

は生命にかかわるものであり、その復旧は最優先で行う必要があります。特に水の確保

は不可欠であることから、水道施設に被害が発生し、断水となった際には、給水車によ

る給水を実施するとともに、必要に応じて関係機関等への支援要請を行うこととしてい

ます。

　　断水等により水洗トイレが使用できない場合には、各家庭で携帯用トイレ等での対応

をお願いすることになりますが、町でも必要に応じて簡易トイレの確保等の対策を講じ
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てまいりたいと考えています。また、本町でも下水道の普及が進んでいることから、災

害時における各家庭での非常物品として、携帯用簡易トイレの確保について啓蒙してま

いります。

　　２点目の冬季、停電時における避難所の暖房対策ですが、改築しました中学校の校舎

は近代建築の断熱、保温技術により一両日の保温は可能と考えますが、限界があります。

避難所も多様であり、発電機が必要なところや、ポータブルストーブ等での対応が考え

られますが、避難所それぞれに適したマニュアルの再整備と、毛布等の備蓄についても

進めていきたいと考えています。また、災害時には、町内の石油業協同組合との協力協

定に基づき、燃料の優先供給を受けることとなっております。

　　３点目の食料の備蓄状況ですが、本年度から避難所用として、少量でありますが、食

料備蓄を行っています。現在の食料備蓄は、アルファ米（100グラム）50 袋、クラッ

カー（18 リットル缶× ２缶）１箱、ミネラルウオーター（２リットル）42 本で、

役場庁舎内で保管しています。また、自力で避難、移動等が困難な要援護者には、緊急

時の水、乾パン、笛つきライトなど220世帯分を配布、追加分40 世帯分を確保してい

ます。災害時の町全体としての食料備蓄等については、適正数量の把握を行う中で、今

後も計画的に備蓄することとしています。

　　災害時の食料確保につきましては、町と町内のコンビニとの間で協力協定を締結し、

災害時に供給を受けることとしており、北海道庁においても道内の大手スーパーなどの

企業と協力協定を締結し、道内の市町村での災害時における食料等の供給を行うことと

なっています。

　　４点目の町民の自主防衛に対する食料、飲料水の備蓄についてであります。

　　災害が広域的に発生した場合の国や道など外部から支援が行われるまでの期間は、一

般的に最大で３日間とされているため、各家庭における非常時の食料備蓄は３日間程度

が目安となりますが、本町のような農山村と過去の災害履歴などから、本町に合った家

庭備蓄のあり方について、防災の専門的観点から再検証の必要があるものと考えていま

す。

　　５点目のぬかびら源泉郷地区の冬季間の交通遮断の場合の対応についてですが、仮に

そのような事態が発生した場合には、地域住民の生命にもかかわる問題となることも想

定しなければなりません。ぬかびら源泉郷地区に限らず、人命にかかわるような事態が

発生した場合で町の対応が困難な際には、国や北海道等への緊急支援を要請し、対応す

ることとしています。

　　災害発生時には、避難後の迅速な応急対策が重要であることから、今後も必要な対策
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を検討してまいります。また、大きな災害が発生した場合には、町単独での対応が難し

いために、必要に応じて国や道などの関係機関への協力要請を行い、町民の安全と安心

を確保していきたいと考えています。

　　今後も災害に強いまちづくりを推進していく必要がありますが、みずからの命はみず

から守るという意識も必要であります。町では、防災の重要性について広く知っていた

だくため、本年９月に社会福祉協議会や建設業協会とともに防災フェスティバルを開催

し、防災グッズの展示、住宅の耐震診断の相談、防災に関する講演などを行いました。

一人一人が常日ごろから自然災害に備えるための防災意識を持つことが必要であること

から、今後も防災思想の普及啓発に努めていきたいと考えております。

　　なお、地域防災計画については、平成19 年に改定していますが、このたびの東日本

大震災を教訓に、農山村という地域性、過去における災害の検証、想定される災害、コ

ミュニティー、上士幌町の地域特性を再検証して、避難のあり方、食糧備蓄など地域防

災の抜本的な見直しが必要と認識しています。そのため、新年度には防災専門家のノウ

ハウを入れて、上士幌町新防災計画の策定に着手したいと考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　７番、角田久和議員。

○７番（角田久和議員）　今から16 年前、阪神・淡路大震災が起きたんですけれども、

そのときの死者6,400名のうち、約１割の600名の方が室内家具の転倒による圧死で亡

くなられています。私は何でこれを一番最初にこうやって申し上げたかというと、それ

まで関西では地震が少ない、そういう地域の思い込みがあって、多くの家庭で家具の転

倒防止策がとられていなかった。そのために、こういった家具の転倒による圧死が死亡

者数の１割までふえてしまったと、そういう油断ですね。

　　それと、もう一点、我が町で考えますと、ことし９月７日、台風12 号の大雨で、音

更町の音更川の堤防が一部流出すると、そういう事件がありました。このとき、我が町

も全国ニュースで流れるほど勢いのある水が音更川を流れたと。これも記憶に新しいと

ころですね。それがたまたま幸いにも我が町には被害を及ぼさなかったんですけれども、

我々、災害はいつ起きるかもしれないと、油断大敵だと、そういう心がけをいつもやっ

ていく必要があるんじゃないかな、そういうふうに思っています。

　　これから再質問のほうに入りますけれども、災害時のトイレ、これはどこの災害現場

でも苦労します。今回、東日本大震災で避難所に避難された方に聞くと、トイレについ

ては臭い、汚い、そういった衛生面のほかに、洋式がないとか、段差があって非常に使

いづらい、こういうことを訴えられているんですね。結果、トイレを我慢して、便秘に

なったり体調を壊す高齢者の方が多いと。高齢者ということが一つポイントなんですよ
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ね。上士幌町の地域防災計画、今話にもありましたけれども、平成19 年に作成をされ

ているんです。これを見ますと、トイレ対策の記載がほとんどないんですよ。もう一回

開いていただければわかるんですけれども、その分、本町では災害時のトイレ対策の研

究とか勉強がしっかりなされていないんじゃないかと。今、町長は私の質問に対して幾

つかの回答をされているんですけれども、我が町は、本町は非常に高齢者が多いと。そ

れで、自宅で介護されている方も多いと。そういった本町の置かれた実情に合ったトイ

レ対策の構築が必要に思うんですけれども、この点について町長の見解を質問いたしま

す。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　このことに限らず、19 年、これまでの防災計画につきましては、北海

道に準じてだとか、大枠での災害計画というふうに、大体そういうふうに考えておりま

す。本当にきめ細かい、うちの町の実態に合ったような、そういった計画がなされてい

たかというと、十分でないと。それはすべて含めて見直しする必要があるというふうに

思っております。この防災計画そのものがかなり画一的な要素でつくられてきたという

ふうなところがあるだろうというふうに思っています。

　　今、高齢者のトイレの問題も個別の話として出てきておりますけれども、避難所だと

か、ある一定のそういったあり方については、ハザードマップなんかも含めて定めてお

りますけれども、本当にそれが実態に適しているのかということを非常に疑問に思って

おります。最終的に、一つ一つ十分か不十分かはともかくとして、現状について答えて

おりますけれども、最後のところでありますように、この地域性の、住宅事情にしても、

高層ビルがないだとか、あるいは農家であれば１軒１軒の農家が離れているということ

だとか、それから耐震化の状況だとか、それらも全部含めて、抜本的に見直しをかける

必要があるだろうなというふうに思っております。

　　そういった中で、今の高齢者の問題、トイレの問題も、僕らもこの道の専門家という

ことではありませんので、いろいろな人方の知恵をかりながら、5,000人の町民が災害

時に安心して避難をできる、あるいは災害時なり緊急時に対応できるような体制という

のはどうとったらいいのかということを、議員も含めていろいろと検討していく課題だ

と、総括的にお話しさせていただきましたけれども、そのように考えております。その

中で、今のトイレの問題なんかについても、どうあったらいいのかということですね。

ここでは携帯用のと言っていますけれども、そういったことだけで十分対応できるもの

と、そのようにも思っておりませんので、それらを含めて見直しが必要だということで

答弁に変えたいと思います。
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○議長（杉山幸昭議長）　７番、角田久和議員。

○７番（角田久和議員）　次、食料の備蓄の件なんですけれども、例えば今回の町の回答

書を見ますと、現在備蓄している水が84 リッターだと。１日１人当たり３リッターで

すから、28 人分の１日分の水しか、水に関しては備蓄されていないと。これが今の現

状なんですよね。災害に関しては、自助、共助、公助という言葉があります。自助とい

う点では、町民各家庭で緊急時非常物資の備蓄をしておくと。それで、町においては一

定量の緊急時非常物資の備蓄をしておくと。ここは自助になると思うんですね。それで、

その上に企業との協力協定ですね。これが私は共助という、それに当てはまるんじゃな

いかなと。それで、公助という点では、道や国に対して支援要請をすると。そういう３

つの段階があるんじゃないかなと、そういうふうに考えます。

　　今回、東日本大震災での経験から、緊急時非常物資の備蓄は大切だと。それはどこの

地域もそれに非常に苦労したと。それで、ライフラインも壊れるということの中で、備

蓄が非常に大切だということを叫ばれながら、現状のように災害時に町として短期間で

さえも耐えられる備蓄をしていなかったと。今なんかもまさにそうなんですけれども、

そういうことになれば、社会環境とかそういう勉強するいい課題があったにもかかわら

ず、それに対応していなかったと。これは何も上士幌だけじゃなくて、道内ほかの市町

村も、同じような予算のことから苦労しているということも聞き及ぶんですけれども、

やはりそういった計画をつくるのもいいんだけれども、実態としてそういうものに予算

措置をしてやっていく必要があるんじゃないかというふうに思うんですけれども、この

点について町長の見解を質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　少量の備蓄、あるいは自立が難しい、困難な、そういった支援者さんに

対する、まずは最低限の対策を講じさせていただいております。今回予算、本当にわず

かでありますけれども、新年度の当初予算ということで、これは震災前の状況でありま

す。今も備蓄のいわゆる耐用年数というか、それが大体５年間と言われているわけです

ね、乾パンだとか。そういった意味では、どういうような整備の仕方がいいのかという

のは内部でも検討しておりまして、一気にやって、そしてまた５年たてばまた一気にや

るのがいいのか、あるいは今のところは計画的に毎年５分の１ずつ用意をして、そして

６年目から、またそれらを今度は防災の啓発事業に資するために使って、そして持続的

に、常に町民の意識を喚起していくというような使い方にしようかと、そんなようなこ

とで予算組みは今考えているとろでありますが、ただやっぱり、それはそれとして、今

考えられることをしていきたいというふうに思っておりますけれども、本当はどれだけ
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この町に備蓄が必要なのかということは、やっぱりもう一度しっかり検証する必要があ

るだろうというふうに思っております。

　　都市部の災害における避難のあり方と、それから上士幌町はどちらかというと農山村

で、特に農山村のほうでは個別に住宅が建っておりますし、それから耐震性の優れた住

宅があると。さらには、商品の食料備蓄ということだけではなくて、日常的に農村地帯

においては備蓄がなされているという資源もあります。それから、農協なんかでも食料

としての資源は持っております。そういう従来の商品を、防災用のグッズ関係を確保す

るということと、それから個々にこの町におけるそういう防災関係の資源も片方では使

っていく必要があるんではないだろうかと。これは、この町が農村地帯だから可能な環

境であるというふうに思っておりますし、それから、住宅も低層住宅であって、意外と

ゆとりを持った建築環境にあるというようなこと、これらも含めて、今備蓄していくと

いう、それはそれとしてやっていかなければならないことと、もう一回地域にあるそう

いったことの資源も含めて、備蓄のあり方だとか対策をやっぱり講じていくということ

の緊急性が今あるというふうに考えております。

　　ややもすると、今までは道の示したやつにあわせて、そういう道に要請する場合の災

害の状況だとか、自衛隊に要請する場合のこういうことだとか、それから職員がマニュ

アルに応じて非常時の緊急体制ということだとか、それらはありますけれども、もっと

もっと地域に合った防災のあり方、それから災害についても、何かあったら大変なのは

それは承知しておりますけれども、果たして三陸海岸と同じような、災害の発生のリス

クが同じなのか、どこがリスクが高いのか、こういったことももっと詰めた体制が必要

になってくるというふうに思います。議員ご存じのとおりでありますけれども、ここは

十勝の直下型地震の震源帯にも入っているということで、特に東居辺、居辺地区のほう

がそういった心配もあると。そういうこの町の中でもいろいろな地域的なリスクの度合

いもありますので、再度、やっぱりその辺のことはしっかりもう一回検討していく必要

があるのかなと、もうやらなければならないというふうに思っております。

○議長（杉山幸昭議長）　７番、角田久和議員。

○７番（角田久和議員）　上士幌の地形から、あるいは置かれた産業構造から考えますと、

やっぱり上士幌でまたオリジナルのそういう災害時の対応を考えないといけないと、そ

ういうふうに私も思います。

　　それと、私、ぬかびら源泉郷のことも１点質問しております。何でぬかびら源泉郷を

こうやって一つ固有名詞を上げたのかというのは、１つは地形的に非常にほかの地域と

比べて、そういった交通路の遮断される可能性があると、１本国道しかないと。冬場は
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また、いよいよ然別からの道が閉ざされますので、それ１本しかないと。もう一つは、

そこは地域の住民だけじゃなくて観光客もいる。地域住民が約100名ですね。それで、

プラスそのときに相当数のお客さんが宿泊していたとしたら、やはりその方たちを巻き

込んで、そしてその人たちにどういう対応をするのか、それも課題になるであろうと。

そういう形で、そういった地区を一つ限定して質問したわけです。

　　今回、東日本大震災で幾つかの観光地が災害に遭いまして、やはりその中で災害対応

が一番高かったというか、評判がよかったのは東京ディズニーランドなんですね。だか

ら、実際に地震が起きたときにお客さんを園内に一晩宿泊させて、そして電車がとまっ

ているから外に出ないようにと、そういう対応をして、その晩は毛布とか食料をみんな

お客さんに与えて、そして次の日帰ってもらったと。それが今のやはり東京ディズニー

ランドが災害に強い観光地だと、そういう評価を得て、また一層観光地としての評価が

高まっていると、そういうことがあります。今申し上げたように、観光地でそういうこ

とが起きますと、もし不手際があった場合に、やはりそれがいろいろな形で、今ネット

社会ですから、手際の悪さはぱっと広がっちゃって、やはり相当観光地のイメージダウ

ンにつながっていくと。だから、そういう意味では、ぬかびら源泉郷地区という地区に

おいては、また燃料とか食料の備蓄、これを官民協同でやはり早急に検討あるいは実施

していく必要があるんじゃないかなと思いまして、ぬかびら源泉郷を上げたんですけれ

ども、この点について町長の見解をお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　災害時における使用道路というのを定めております。そういった中では、

この国道274号線、これも主要幹線道路ということで、たくさんある道路の中でも優先

的に対策が講じられる道路というふうにひとつ理解をしております。寸断されたという

状況になると、これは相当災害の程度が大きいというふうに想定するわけで、町レベル

だけで対応できる状況でない可能性のほうがかなりあるなと。ただ、そういった中でも、

今置かれた環境の中で、どんなふうにみずから、あるいは地域の中で防災対策をとるか

ということもこれまた大事なことでありますから、そういった意味で、特に糠平地域は

よそからの観光客が来ているという現実を踏まえると、独自の防災、あるいは避難体制

というのはその中でマニュアル含めてあるのが望ましいだろうというふうに思います。

　　消防団も糠平にはありますけれども、糠平の消防団としても地域の災害にどう対応す

るかという意味ではやっぱり検討していただいて、一般的には消火するための消防車が

必要だということがありますけれども、糠平地域は糠平地域として必要なものが果たし

てそれなんだろうか、ほかに山における災害だとかいろいろなことを含めて、そういっ
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た装備なんかも必要でないだろうかという議論はいただいております。それらも含めて、

今提起があったことについては、町がということだけではなくて、地域の人方、基本的

には、ホテルの中ではホテルが経営者として一つはしっかりと避難対策だとか講じても

らわなきゃなりませんけれども、そのための町としての支援を片方でしておきながら、

安心して泊まっていただけるような温泉環境というのは、これから源泉郷のほうにも働

きかける必要があろうかなと、そう思います。

○議長（杉山幸昭議長）　７番、角田久和議員。

○７番（角田久和議員）　それと、今回の大震災でまた参考になることなんですけれども、

茨城県の大洗町というのは、高さ４メートルの津波が町を襲ったんですけれども、死者

が１人も出なかったと。そのときに、町の幹部が防災行政無線で「緊急避難命令、緊急

避難命令、大至急高台に避難せよ」と、そういう命令口調で防災無線で呼びかけたんで

すね。それに町民がその口調に反応してみんな高台に逃げて、１人も死者を出さなくて

済んだと、そういう例なんですけれども、ここは町のリーダーとして、やはり的確な判

断と決断が町民の命を救ったと、そういう例だと思うんです。ですから、町長、副町長、

皆さん町のリーダーとして、このとき町の幹部というのは町長じゃなくて、別の幹部の

方がそういう機転をきかせてそういう放送をされているんですけれども、常日ごろから、

そういうことが起きたときにどうするんだと、そういうエマージェンシーのときのこと

を常に考えておく必要があるんだと思うんですけれども、町長の見解、お聞きいたしま

す。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　そういったことについては、訓練なんかを日常的にするのも大切なこと

だというふうに思います。庁舎内での防災訓練、火災発生を想定して毎年訓練をしてお

りますけれども、これから防災のあり方で、例えば消防との関係だとか、あるいは無線

を使って周知するだとか、それから街頭で車での周知の仕方だとか、この町のある状況

の条件の中でどんなふうにするかというのは、それは非常に責任者として大事な判断が

求められると、そのように思います。できるだけやっぱり早目早目の対策というのを講

じることが災害時において必要なことだろうと、後からああすればよかっただとか、そ

のようなことがあっては取り返しのつかないことになりますから、そういった対策は早

目早目に対策が必要だということであります。

　　もう一つは、やっぱり町民全体のほうのいわゆる防災にかかわる取り組みというのは、

全体でやるというのもなかなか難しい状況がありますので、今、各町内会ごとに必要に

応じて防災訓練なんかやっておりますけれども、新たな計画策定とあわせてそういった

－50－



地域における指揮命令のことだとか、そのようなことも体制として整えていく必要があ

るだろうと。多分の町長の命令１回だけでは、この広いところで動き切れるものではな

いだろうというふうに思います。やっぱり地域の中でそれぞれのところでやるべきこと

と、それから全体で号令をかけることと両方が必要になるのではないのかなと、そう思

っております。

○議長（杉山幸昭議長）　７番、角田久和議員。

○７番（角田久和議員）　最後の質問です。今回、東日本大震災を受けて、日本人の考え

方に相当な変化が出てきたんじゃないか。よく最近で言われるのがきずなとか、そうい

う言葉で表現されることがありますし、もう一つは、世の中何が起きるかわからないと、

そういう気持ちが相当あるんじゃないかと。日本人は今、安心・安全、それは住まいに

関してもそうですし、地域全体もそうですし、食べ物に対してもそうです。その中で、

防災に熱心に取り組む町、これもひとつインパクトのある外部へのイメージ発信かなと

私は思います。

　　そういう防災に強い町というのは、もちろん町民の幸せにもよるわけですけれども、

外部に対しても常日ごろそういうことに気配りしていると。それで、我が町はこういう

災害を受けたときにはこんなことをやっていると。さっきのぬかびら源泉郷のこともあ

りますし、また一般の市街地もありますし、そんなことをやれば、外部のイメージ発信

でも相当インパクトがある時代じゃないかなというふうに思います。それを、またマス

コミ等が取材に入ってきて、そしてまた上士幌の知名度がアップすると、そういうこと

も今からの町のイメージ発信になるんじゃないかなと、そういう思いを今しています。

　　先ほど町長も言われていました、国も今回の東日本大震災のことを受けて、防衛基本

計画ですか、それを年内に修正して、それに伴って地域の防災計画の見直しもやりなさ

いということになると思います。それで、今回の回答でも、新年度から新防災計画、策

定着手をやりますよと、そういう回答になっていますけれども、地域防災は、計画書を

つくるんじゃなくて、それが目的じゃなくて、それを実行して初めて意味があるんです。

町長言われたように、それは行政だけじゃできませんし、町民を巻き込まないとできな

いと。だから、もう今からは行政が丸抱えのことは防災でできないんだろうと。町の職

員も正職員100名ぐらいですし、幾らやったって災害時には職員も被災者となるわけで

すから、そのときにやはり地域のそういう防災の足腰を鍛えておくと。そして、先ほど

申し上げました高齢者、要介護者もふえます。そのときにどうするのかと。それなんか

も今からの大きな課題があると思います。そういう意味で、新防災計画の策定に当たっ

て、いろいろなことを考えられると思いますけれども、最後に今私が申し上げたことに
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対して、町長の見解、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　これまでの防災にかかわる上からの計画、いろいろありますけれども、

どちらかというと行政が何をすべきかみたいな、体制整備の問題だとか、いわゆる備蓄

のことだとかというハードの面、どちらかといえばそれが中心になっていますけれども、

まずは災害が起きたときに自分たちの命は自分たちで守るという、このことも今回の東

日本の震災の中では大きな教訓と、それからいわゆる安全が確保された多くが自分のこ

とは自分で守るんだというのが結果的に災害から身を助けることになったということも

あります。

　　そういうことを考えますと、自分たちの身の回りの中でもう一回何ができるか、小さ

なコミュニティーの中でお互いに助け合う関係だとか、そんなようなこともこの際、再

度検討する必要があるだろうと。今、町内で古い住宅もありますけれども、地域の中で

それぞれ新しい住宅については相当耐震性の優れた住宅がございます。そんなところの

個々の家々でありますけれども、そんなところの役割もあるのではないかなと、こう思

ったりしておりまして、今までのこの防災計画のあり方を、もっと住民一人一人の行動

だとか役割だとか、そういったところに視点を置いて見直しをかける必要があるのでは

ないかなというふうに思っております。それと同時に、今町全体としてやるべきことも

片方ではやっていかなければならないということでありますが、そんなようなことを通

しながら、防災に強い町、やっぱり一人一人が防災にどう関心を持ってどう取り組むか

というのが一番大きな力になるというふうに考えております。

　　それと同時に、もし災害があったときには、よそからの助けもかりることがあるかと

いうふうに思いますし、それから一方では、災害に準備するということと同時に、まだ

まだリスクの高い首都圏だとか、あるいは東海、さらには東日本等々のことを考えます

と、私どもがしっかりと防災体制をつくると同時に、それらの方々を受け入れるような

食料基地としての受け皿として、何も平時のときには少しでもお手伝いできるような、

そういう都市と農村地域の関係をつくっていくということも、この防災計画を見直す中

で発展的にそのような広がりもできるといいなということも考えているところでござい

ます。先ほど議員がおっしゃられた、それが町の魅力として発信できるということにも

つながっていくことではないのかなと、そう考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　以上で７番、角田久和議員の一般質問を終わります。

　　これをもって、一般質問を終わります。

　　ここで暫時休憩いたします。
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（午後　２時４５分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。

（午後　２時４６分）

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

◎議案第５５号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第９、議案第55 号上士幌町税条例等の一部を改正する条

例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　石王町民課長。

○石王良郎町民課長　ただいま上程されました議案第55 号上士幌町税条例等の一部を改

正する条例の制定につきまして、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。

　　町例規類集は3,201ページからでございます。

　　お手元の議案第55 号関係、上士幌町税条例等の一部を改正する条例の内容をごらん

ください。３ページ以降に新旧対照表をつけておりますが、提案説明につきましては、

概要を記載した１ページから２ページの資料に基づいて説明をいたします。

　　今回の改正の趣旨でございますが、現下の厳しい経済情勢及び雇用情勢に対応して税

制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律（平成23 年法律第83 号）が、

平成 23 年６月30 日に公布、同日施行されたことに伴い、上士幌町税条例等の一部を

改正しようとするものでございます。

　　２、改正条例の構成でございますが、第１条は、上士幌町税条例の一部改正でありま

す。新旧対照表の３ページから19 ページがそれであります。第２条は、上士幌町税条

例の一部を改正する条例、平成20 年度条例第15 条の一部改正でございます。新旧対

照表の20 ページから22 ページになります。第３条は、上士幌町税条例の一部を改正

する条例、平成22 年度条例第５条の一部改正であります。新旧対照表23 ページとな

っております。そして、最後に附則をもって構成をされております。

　　３、改正の概要でございますが、（１）改正条項第１条について説明をいたします。

　　①寄附金税額控除の見直しです。町税条例第34 条の７の改正であります。内容とし

ましては、個人の町民税に係る寄附金控除の適用下限額を5,000円から2,000円に引き

下げるものでございます。

　　②不申告による過料の上限額を３万円から10 万円に引き上げるものでございます。

町民税、固定資産税、軽自動車税、鉱産税、特別土地保有税、それぞれ記載をしており
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ます条項を改正するものでございます。

　　③不申告による過料10 万円以下を新設するものであります。たばこ税、鉱産税、特

別土地保有税、それぞれの条項を追加するものであります。

　　④入湯税の帳簿記載の義務違反の罰金の上限額を３万円から10 万円に引き上げるも

のであり、これは第151条を改正するものとなっております。

　　⑤肉用牛の売却による事業所得の課税特例を規定しております附則第８条を改正する

ものです。免税対象飼育牛の売却頭数を現行2,000頭から年間1,500頭に変更しまして、

適用期限を現行24 年までのところを平成27 年度までの３年間延長するものでありま

す。

　　⑥その他につきまして、法改正等に伴いまして字句を整理するものでございます。

　　次に、（２）改正条項第２条について説明いたします。

　　①上場株式等の配当所得等に係る町民税の課税の特例を規定しております附則第２条

第８項を改正するものです。改正内容は、平成21 年１月１日から23 年 12 月 31 日

までの間の上場株式等の配当所得等に対する３％軽減税率の特例を２年延長するもので

ございます。

　　②上場株式等の譲渡所得等に係る町民税の課税の特例を規定しています附則第２条第

15 項を改正するものです。今説明した①が配当所得に対する課税特例の改正でありま

したが、今度②のほうは譲渡の所得等に対する課税特例の改正でありまして、内容は同

じく特例期間を２年間延長するものであります。

　　③条約適用利子等及び条約適用配当等に係る町民税の課税の特例を規定しております

附則第２条第20 項を改正するものであります。改正内容としましては、平成21 年１

月１日から23 年 12 月 31 日までの間の個人に対して支払われる条約適用利子及び配

当等の３％軽減税率の特例を２年延長するものでございます。

　　続きまして、（３）改正条項第３条について説明いたします。

　　第３条は１点のみの改正であります。非課税口座内上場株式等の譲渡に係る町民税の

所得計算の特例を規定しております附則第19 条第３項を改正するものであります。改

正内容は、平成24 年から実施される予定の上場株式等に係る本則税率化（20 ％）の

実施時期が、先ほど提案しました上記（２）の①及び②の改正に伴いまして２年間延長

するために、あわせて創設されていました非課税口座内の少額上場株式等に係る配当・

譲渡所得等の非課税措置の施行日を２年延長し、平成27 年１月１日とするものでござ

います。

　　（４）施行期日でございます。
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　　公布の日から施行適用いたします。ただし、附則第１条に掲げる各号の改正につきま

しては、それぞれに定めている日から施行するものです。附則の第１条第１項、過料や

罰金の租税罰則に係る改正規定につきましては、公布の日から起算をして二月を経過し

た日から施行いたします。同条第２号、附則第８条の改正規定、肉用牛課税特例関係に

つきましては、平成25 年１月１日から施行いたします。同条第３号、附則第10 号の

２第３項の改正規定、これは固定資産税関係でございますが、これにつきましては、高

齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律（平成 23 年法律第 32

号）の施行の日からといたします。

　　以上、議案第55 号上士幌町税条例等の一部を改正する条例の制定につきまして、そ

の提案理由と内容についてご説明申し上げました。ご審議の上、ご可決くださいますよ

うよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第55 号について

質疑を行います。質疑はありますか。

　　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　２点にわたり質問したいと思います。国の地方税法改正による

改正ですので、町がどうのこうのできないということは十分承知もしているんですが、

２点質問いたします。

　　今回の町条例の改正の町民税の関係なんですが、説明の２ページの株式譲渡等の関係

ですが、②ですか、（２）のほうは、これは本来なら町民税として６％徴収するところ

を1.8％に軽減するという内容なのか確認したいのと、それから（３）のほうは、本則

20 ％なんですが、これを10 ％に国のほうが延長するということで、これが10 にな

るのかということの確認です。

　　それと、国は国なりの言い分がありますので、それはそれとしてここでどうのこうの

は言えないんですが、要するに株を持っている方の配当金だとか譲渡金どうのこうのを

下げたから経済が活性するかどうかというのは、町の判断がちょっと難しいかと思うん

です。その名目で多分また２年間延長するんだろうと思うんです。その点についてどの

ようにお考えか聞きたいと思います。

　　それから、前のページに戻ります。１ページに戻りまして、さまざま不申告による罰

金だとか、入湯税の帳簿記載等の罰金を強化すると。そのことによって税収がふえると

いう判断、これも国のことですので難しいかと思うんですが、罰金を強化したから税金

を払うかどうかということについて、町としてはどのようにお考えかどうか質問いたし

ます。
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○議長（杉山幸昭議長）　石王町民課長。

○石王良郎町民課長　ただ今の質問にお答えいたします。

　　まず、株式の配当等の関係の税制改正の内容であります。

　　本則課税20 ％というのは、現状、本来の税率上、基づいて課税されるとしたら所得

税が 15 ％、道民税が２％、町民税が３％、合わせて20 ％が本則課税になりまして、

これを今10 ％に軽減しているということは、所得税が７％、道民税が1.2％、町民税

が1.8％、合計10 ％ということになっておりますので、その部分についてはそういう

ことでご理解をいただきたいと思います。

　　あと、上場株式等の税率を下げたからどうなのかということのご質問もありましたが、

基本的には税制改正というのは、国のそのときの経済情勢なり、今回雇用情勢というの

もいろいろ反映した中で、その時々に考え方が決められて、その時々の税制が国のほう

で決められて、それに基づいて地方税が変わると、そういうような仕組みになっており

ますので、そういう部分で申し上げますと、そういう国の流れに沿って町のほうも改正

をする中で、当然その改正の中身によって、納税義務者にとっては税率が軽減されてよ

くなったという中身であったり、また重たくなったとかいろいろな状況がありますけれ

ども、それはそれできちんとその時代なり状況を反映した改正ということになっており

ますので、町のほうは粛々とその改正の中身につきましては同じように、当然上が、地

方税法が変われば、町のほうも変えなきゃならないと、そういうような仕組みになって

いるということであります。

　　あと、不申告の際の過料とか罰金が強化されたということでありますが、これは地方

税法は、実は不申告の罰金とあわせまして、脱税のほうの罰金もかなり重たく改正をさ

れたという状況がありまして、町の独自財源も基本的にはやっぱりこの税金で賄われて

いる、国も同じように税金ということでありますので、この税金を適正に公平にやっぱ

り課税をしてきちんと徴収をすると、そういう体制という部分で言えば、そういう脱税

行為をきちんとさせないような制度改正なり、また今回不申告も、罰金がふえたから不

申告がなくなるのかどうなのかということもありますけれども、きちんとそういう改正

をすることによって、やっぱり不申告をしないできちんと皆さんに申告をしていただい

て適正に徴収をすると、そういうような仕組みをつくるということが非常に意義がある

のかなというふうにとらえております。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　全体的に20 ％を軽減するというのはわかったんですが、町民
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税との関係はどうしてもちょっとわからなかったものですから、道町民税は10 ％です

ね。そして、町民税が６％、道民税が４％、合わせて10 ％なのに、私が把握したのは、

全体的には本則20 ％あるかもしれませんが、町として本来取るべき町民税６を1.8に、

今回条例改正といいますか、条例上はそういうふうに取るのかなというふうに判断した

んですが、そういう判断ではないのか。全体の中で下げたから、道町民税が10 になっ

て、縮めていけば町民税が1.8になるんだという説明、思ったんですが、私が知りたい

のは国の所得税が、道民税は別なところで決めますので、町が決める町民税の関係では、

本来なら６なのに1.8なのかなというふうにとられたんですが、そうではないのか。確

認で、私も勉強不足で、私はそうとったものですから、その点は違うなら違うと、そう

ならそうというふうにちょっと説明お願いしたいと思うんですが。

○議長（杉山幸昭議長）　石王町民課長。

○石王良郎町民課長　道町民税ということで考えますと、道民税と町民税、合わさった税

目になりますけれども、本則税率でいえば、合わさった金額は５％が本則の税率で、今

軽減している税率が３％ということになっております。これですね、今言っているのは

上場株式であるとか非課税口座内の少額の関係の部分であるとか、そういうような中身

の部分の税率ということになっておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですね。

　　ほかありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 55 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますから。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありますので、これより討論を行います。

　　先に本案に対する反対の討論を行います。ありますか。

　　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　上士幌町税条例等の改正について反対討論を行います。

　　今回の改正につきましては、いわゆるお金持ちを優遇する反面、税金を払えない方の

罰金をふやすなど、不公平税制の改正であるために反対いたします。

　　①上場株式等の税の軽減についてです。

　　全体的な税は、今の答弁の中ではもともと軽減されているように思うんですが、全体

的に今回の条例改正の中でさらにこれを延長すると。経済を活性化するとの言いわけで

大企業、大資産家を優遇するものです。今、東日本大震災の復旧復興など、財政面も含
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め厳しい経済情勢であると私も判断しています。むしろ大金持ちから当たり前の税金を

取るべきです。最近見たニュースの中では、野田首相もことし11 月 29 日の参議院の

財政金融委員会では、公平性とか金融商品の中立性からの観点からは本則税率に戻すべ

きだと言い、 2014 年以降は税率をもとに戻す考えを明らかにしております。

　　２点目、罰則の強化について。

　　不申告だったり帳簿の記載の違反など、罰金を３万円から10 万円に引き上げるもの

です。このような違反を認めるものではありませんが、今、税金の徴収では人権を無視

した滞納処分、差し押さえなどが乱暴なやり方で横行していると思います。罰金の強化

は、このような乱暴なやり方を一層拡大するものになります。

　　以上の理由で反対いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　次に、本案に対する賛成の討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ほかに討論ありませんか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ほかに討論がありませんので、これをもって議案第55 号に対

する討論を終結いたします。

　　これより議案第 55 号の採決を行います。

　　本案は起立により採決を行います。なお、起立しない議員は反対とみなします。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（杉山幸昭議長）　起立多数であります。

　　よって、議案第 55 号は原案のとおり可決されました。

　　ここで 15 分間休憩といたします。再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午後　３時０７分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き、会議を開きます。

（午後　３時１９分）

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

◎議案第５６号の上程、説明、質疑、委員会付託

○議長（杉山幸昭議長）　日程第10 、議案第56 号第５期上士幌町総合計画についてを

議題といたします。
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　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　野中企画財政課長。

○野中美尾企画財政課長　ただいま上程されました議案第56 号第５期上士幌町総合計画

について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。

　　前期の総合計画は、平成14 年度から平成23 年度において、まちづくりの第４期総

合計画として、「人が輝き町が輝く北の元気まち」を将来像として掲げ、本町における

行政運営を自主的かつ総合的に実施してまいりました。この計画については、今年度を

もって計画の完了年度を迎えることから、改めて今後10 カ年にわたる総合計画を策定

するものです。

　　なお、本総合計画は、平成23 年 10 月に制定された上士幌町議会の議決に関する条

例第２条第１号の規定により、総合的かつ計画的なまちづくりを推進するための基本構

想について議会の議決を求めるものであります。

　　町は、このたびまちづくりの最上位に位置づける計画として、また長期展望に立った

計画的、効率的行政運営を進めるまちづくりの指針を示し、総論、基本構想、基本計画

をもって第５期上士幌町総合計画を定めたく上程するところであります。

　　総合計画の内容は、まちづくりの将来目標を、「このまちが好きだから　みんなで創

ろう　元気まち上士幌」とし、基本目標が示す将来の姿として見据えたまちづくりを行

うこととしているところです。

　　総論は、１、総合計画とは、２、まちの課題を考えるの２つで構成いたしました。

　　基本構想は、１、まちづくりの将来目標、２、施策の大綱で構成いたしました。

　　また、基本構想の施策の大綱を受け、基本計画では、第１章、地場産業で地域の活力

を生み出すまち、第２章、健康で安心して暮らせるまち、第３章、安全で快適に生活で

きるまち、第４章、自然の豊かさと美しさが実感できるまち、第５章、人づくりを大切

にするまち、第６章、自覚を持ち心が通いあうまちの６つの基本目標で構成しており、

大きく44 項目の分野において、中長期的な視点を踏まえた施策を計画に盛り込んでお

ります。なお、施策の実施に向けた具体的な実施計画を参考資料として添付していると

ころです。

　　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。慎重なご審議の上、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）　提案の説明が終わりましたので、これより大綱質疑を行います

が、特別委員会を設置し、これに付託して審査をしたいと思いますので、総合計画案に

対する質疑は大綱的な質疑にとどめ、詳細な質疑は特別委員会にて行うようご協力願い
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ます。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上をもって質疑を終結いたします。

　　ここでお諮りいたします。

　　ただいま議題となっております議案第56 号は、地方自治法第110条及び委員会条例

第５条に基づく議長を除く議員全員をもって構成する第５期総合計画調査特別委員会を

設置し、これに付託し審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第56 号は、議長を除く議員全員をもって構成する第５期総合計画調査

特別委員会を設置し、これに付託し審査することに決定いたしました。

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

◎第５期総合計画調査特別委員会委員長、副委員長の互選につい

て

○議長（杉山幸昭議長）　ただいま設置されました第５期総合計画調査特別委員会の委員

長及び副委員長は、委員会条例第８条第３項の規定により、委員会において互選するこ

とになっておりますが、議会運用例第113条の１の規定により、あらかじめ議会運営委

員会において協議いたしました。

　　ここでお諮りいたします。

　　この際、第５期総合計画調査特別委員会の委員長及び副委員長の互選の方法は、議長

の指名推選によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、第５期総合計画調査特別委員会の委員長及び副委員長は議長において指名す

ることに決定いたしました。

　　それでは、指名いたします。

　　第５期総合計画調査特別委員会の委員長に６番、佐々木守議員を、副委員長に５番、

渡部信一議員を指名いたします。

　　お諮りいたします。

　　第５期総合計画調査特別委員会の委員長に６番、佐々木守議員を、副委員長に５番、

渡部信一議員を選任することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）
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○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、第５期総合計画調査特別委員会の委員長に６番、佐々木守議員を、副委員長

に５番、渡部信一議員を選任することに決定いたしました。

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

◎議案第５７号から議案第６２号の上程、説明、質疑、討論、採

決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第11 、議案第57 号平成23 年度上士幌町一般会計補正

予算（第７号）、日程第12 、議案第58 号平成23 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13 、議案第59 号平成23 年度上士幌町水道事業特別

会計補正予算（第２号）、日程第14 、議案第60 号平成23 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15 、議案第61 号平成 23 年度上士幌町公

共下水道事業特別会計補正予算（第１号）、日程第16 、議案第62 号平成23 年度上

士幌町介護保険特別会計補正予算（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57 号、議案第58 号、議案第59

号、議案第60 号、議案第61 号、議案第62 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3,039万9,000円の減額補正となります。補正後の予算

規模は、一般会計と５特別会計の総額で 76 億1,455万5,000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57 号一般会計補正予算（第７号）でございます。１ページをごらんいただき

たいと思います。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ2,838万3,000円を減額し、総

額を 57 億7,312万7,000円とするものでございます。補正の款項の区分及び当該区分

ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページから４ページの第１表のと

おりでございます。

　　第２条では、地方債補正といたしまして、過疎対策事業の限度額を４億6,640万円か

ら４億4,710万円に変更補正するものでございます。

　　歳出補正のうち、減額補正の主なものといたしましては、後期高齢者医療経費1,062

万9,000円、子ども手当支給事業1,818万9,000円、道営担い手支援畑地帯総合整備事
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業2,000万円、ふるさと農道緊急整備事業985万5,000円であります。また、追加補正

の主なものといたしましては、財政調整基金積立金3,466万5,000円、介護保険会計繰

出金589万5,000円、健康増進センター管理運営事業360万9,000円、道道上士幌士幌

音更線整備事業294万5,000円でございます。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略をさせていただきます。

　　次に、各特別会計の補正予算についてご説明を申し上げます。

　　 26 ページの議案第58 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462万円を追加し、総額を７億

7,371万5,000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 27 ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出における追加補正の主なものといたしましては、退職被保険者等療養給付費316

万8,000円、高額医療費共同事業拠出金133万5,000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、31 ページ、議案第59 号水道事業特別会計補正予算（第２号）をごらんくだ

さい。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から 12 万6,000円を減額し、総額を２億

3,357万1,000円とするものでございます。補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額

並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 32 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、簡易水道施設維持管理経費12 万6,000円を減額補

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、35 ページの議案第60 号後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）をごら

んください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ16 万5,000円を減額し、総額

を7,747万8,000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16 万5,000円の減

額補正をいたします。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略いたします。

　　次に、40 ページの議案第61 号公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）をごら

んください。
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　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から344万8,000円を減額し、総額を２億

4,113万7,000円とするものでございます。補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額

並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 41 ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出の補正内容につきましては、下水道施設管理経費42 万円、下水道施設整備事業

302万8,000円をそれぞれ減額補正をいたします。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略いたします。

　　次に、45 ページの議案第62 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から289万7,000円を減額し、総額を５億

1,552万7,000円とするものでございます。補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額

並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、46 ページから47 ページ、第１表のとおりで

ございます。

　　歳出の主な補正内容につきましては、介護保険システム更新事業710万3,000円、居

宅介護サービス給付事業費2,260万円、居宅介護サービス計画給付事業148万2,000円

をそれぞれ追加補正をいたします。また、施設介護サービス給付事業3,473万5,000円

の減額補正をいたします。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。

　　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、これより各会計ごとに質疑を行

います。

　　それでは、議案第57 号平成23 年度上士幌町一般会計補正予算（第７号）の質疑を

行います。

　　初めに、事項別明細書の歳出から質疑を行います。

　　事項別明細書の歳出は、 12 ページからページごとに一括して質疑を行います。

　　 12 ページから 13 ページについて質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、 14 ページから 15 ページまで質疑を行います。

　　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　何点かあるんですが、まず１点目は、地域活動支援センター広

域利用負担金がふえていますが、この理由についてまず１点質問いたします。

　　その次が、高齢者医療費の給付が減額になっていますが、この主な理由について。
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　　それからもう一点、まだあるんですけれども、３点目が子ども手当、今回法改正によ

り減額になっていますが、結局中学生等についてはもらえる金額が減っていますが、今

年度はこれで補正で減額していますけれども、来年度以降、これについて町としてどの

ように補うとか、そういう方針はないのかどうか質問いたします。

　　最後なんですが、地域づくり総合交付金についてなんですが、発達支援センター事業

として75 万2,000円、道から事業を受けていますが、これは私もインターネットで調

べましたら、総額の半分を道が補助する事業というふうに見たんですが、これは新たに

町として発達支援センター事業を起こしたというふうに考えるのかどうか、その点につ

いて質問いたします。

　　全部で４点か５点あるんですけれども、よろしくお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　柚原保健福祉課長。

○柚原幸二保健福祉課長　まず、１点目の障害者福祉費の障害者地域生活支援事業の地域

活動支援センターの広域利用負担金のお話だと思いますけれども、これは管内の町村が

それぞれ協定書を締結しておりまして、どこでも利用できるようにしております。それ

で、利用者が居住する町村が利用した施設を負担することになっておりまして、今年度、

帯広市と音更町で本町の住民がそれぞれ利用しております。当初１名分程度しか見てい

なかったんですけれども、この間、請求行為を見ますと３名ほどふえましたので、その

負担金として43 万円を今回補正するものであります。この内容は、うちの町にＮＰＯ

の白樺があるんですけれども、ああいったような施設が十勝管内に何カ所かありまして、

たまたまうちの町民も帯広と音更の施設にそういうふうに通っている方がいらっしゃる

ので、それを負担しているというような内容です。

　　それと、後期高齢者医療の医療費経費1,062万9,000円の減額ですけれども、これは

平成 22 年度の医療費の額が確定したために、ここの負担は想定の医療費の12 分の１

を町が負担するという決まりになっておりますので、この平成22 年度の額が確定した

ために、この額を減額しております。当初6,571万6,000円を支払っているわけなんで

すけれども、給付費が６億6,100万程度に確定になりましたので、それの12 分の１と

いうことで5,508万6,000何がしという数字で、その差額1,062万9,000円が減額とな

っております。

　　それと、子ども手当の関係でありますが、これは毎度毎度制度が変更になっておりま

して、私どももちょっと苦労しているわけなんですけれども、この子ども手当、当初こ

の 23 年度予算計上をする段階におきましては、３歳未満は２万円という方針でありま

したし、３歳以上、中学生まで１万3,000円という予算組みを当初計上しておりました
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が、３月の末ごろに、３歳未満を１万3,000円、半年間、それと３歳以上を第１子、第

２子を１万円、第３子を１万円ですね。それと、中学生も１万円、そして10 月以降に

つきましては、３歳未満を１万5,000円にまた額が変更になりまして、その差額が今回

減額する額となっておりまして、来年度以降につきましても今まだ国のほうで、11 月

28 日に地方六団体と国のほうでまだ協議しておりまして、具体的な額が今のところま

だ決定されておりません。それで、一応従来の児童手当方式にしようというお話がある

んですけれども、そこには所得制限が当然ありますから、そういった部分がまだ最終的

に決定されていないような状況であります。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　山口保育課長。

○山口準二郎保育課長　発達支援センター事業にかかわる財源の補正の関係でございます

けれども、これは既に実施している療育部門に対して交付される補助金でございます。

昨年も実は補正をさせていただいているんですが、確定が若干おそくなっていますので、

補正ということで対応させていただきました。次年度以降は当初でできるだけ見るよう

に予算組みをさせていただきたいというふうに思っています。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　地域活動支援センターと後期高齢者については前年度分だとい

うことで把握いたしました。

　　それから、子ども手当なんですが、ころころ変わって町も対応が大変だと思うんです

が、要望といいますか、答弁があればですが、特に中学生がかなり金額的には、10 月

以降、今と比べますと、来年度そのまま１万3,000円から１万円に減るとか、減ってい

るところが結構ふえて、結局結果的に減額補正になっております。その点について、町

の方針もきちんと持ちながら、国のとおりにすると多分減るんだろうと思います。それ

は町としての考えとして、従来の子ども手当プラスアルファ分を見るとか、その点につ

いて考えがあればお願いいたします。

　　それから、児童発達支援センター事業については、これは道の事業がずっと続くのか

どうか、補助金が出ようと出まいと町がやることには変わりないと思うので、その点に

ついて質問して終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　柚原保健福祉課長。

○柚原幸二保健福祉課長　子ども手当の町の考え方という今質問ございましたが、もとも

と子ども手当の前は児童手当ということで、国の制度で３歳未満１万円、３歳以上は

5,000円、就学前まで、小学校までということであったんですけれども、民主党さんの
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政権になりましてから、控除から手当というふうなことで、国は社会的に子供の面倒を

見るということで、当初２万6,000円というお話もあったんですけれども、実際には１

万3,000円を全員にということで、所得制限なしということで、国の制度として実施し

ておりまして、また今回、先ほど説明したとおりに二転三転の変更がありまして、24

年度以降もどうなるか今のところはっきりしませんが、その子ども手当、あるいは児童

手当なんですけれども、もともと国の制度で進めている制度でございますので、町の考

え方としましても、その制度に乗ってというか、その制度の範囲内で対応していこうと

いうような考えでおります。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　山口保育課長。

○山口準二郎保育課長　発達支援センター事業に関してですが、実は来年４月１日から法

改正の施行が行われます。障害児童については、今まで障害者自立支援法に基づいた児

童デイサービス事業で実施をしてきておりますけれども、来年４月以降につきましては、

児童福祉法に改正になるということで、若干内容についても、事業内容のボリュームが

ふえてきていると。当然、児童福祉法に基づきますので、対象年齢が18 歳までという

ふうに法改正になりますので、児童デイと発達相談事業についても多少事業の中身が変

わってくるように、詳細についてはまだ私どものほうに届いてはおりませんけれども、

そういったことでの事業の強化について今回うたわれてきております。

○議長（杉山幸昭議長）　次に、 16 ページから 17 ページまでの質疑を行います。

　　１番、伊東久子議員。

○１番（伊東久子議員）　健康増進センターの燃料費が280万ほどかかっておりますが、

本当に灯油だとか重油が値上がりしておりますが、いろいろな高齢者の方たちから話を

聞くんですけれども、上士幌町は福祉灯油事業もやっておりませんし、70 歳以上の高

齢者の方のおふろの介添えについては１回100円の月８回までということなんですけれ

ども、これを同じ重油をたいているんだから、１年間のパスポートというんですか、１

回800円で、 12 回で9,600円ですか。それ１万円ぐらいのパスポートを買っていただ

ければいつ入っていもいいよというような、そういう来年度予算、多分今審議中だと思

うんですけれども、そういうことができないかどうか、多くの希望がありましたので、

ここで担当課長に言っていいのか、町長に言っていいのか、町長のほうが早いと思うん

ですけれども、そういうことはできないかどうか、そういう希望が多くありましたとい

うこと。そして、今年寄りは、燃料が高いので、すごく節約して寒いところに結構いる

んですよね。ですから、せめておふろぐらい入れてあげたらどうかなと思い、質問した
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んですけれども。これは反対はしません。もし答弁……

（「予算のとき」の声）

○１番（伊東久子議員）　予算のときじゃ間に合わないんです。すみません、来年度予算

ではちょっと間に合わないので、今質問しておきます。

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩します。

（午後　３時４６分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き、会議を開きます。

（午後　３時４７分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　今ご質問がございました。実態としてのそういったニーズがあると

いうことも今お聞きしました。ただ、この件については、これまでそういった内部で検

討した経過がございませんので、そういったニーズが多いということも踏まえて、来年

度からやるかどうか、ちょっと今個人では言明できませんけれども、検討はさせていた

だきたいというふうに思います。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですか。

　　６番、佐々木守議員。

○６番（佐々木守議員）　農業振興費の中の農業体験者宿泊施設が増額になっているんで

すけれども、歳入のほうについても７万3,000円の歳入を見込んでいるということで、

利用者がふえたのかどうかということと、この際ですから、利用事業所、あるいは利用

農家というのは固定しているという話もちらっと聞くんですが、その辺についてはどう

なのか、話せるところでの実態と、今回の予算についての説明をお願いします。

　　以上。

○議長（杉山幸昭議長）　松岡農林課長。

○松岡秀行農林課長　ご説明申し上げます。

　　利用者につきましては、おかげさまであくことなく、間断なく使っていただいている

というところでございます。

　　利用者、利用農家の固定というところでございますけれども、これにつきましても、

１カ所、２カ所ということではございませんけれども、ややそれに近いような傾向とい

うのがございます。いずれにしましても、方針としましては、やはりあけておくよりは
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一定の要綱を設けて、その規定の中でお貸しするということでございますので、その範

囲内でお貸ししているということでございます。

　　この予算につきましては、費用がふえたことに伴う補正ということでご理解いただき

たいと思います。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　佐々木守議員。

○６番（佐々木守議員）　１つは、レディースセンターをなぜつくったのかという部分で

は、農業後継者対策、平たく言えば花嫁対策の一環でもあるというふうに、当初これが

できたときにはそういう方向性で話をしたと。一部、その花嫁対策については専門委員

を配置するとかということがあって、なかなか未婚者に対しての情報の提供というのが

十分行っているかどうかという疑問は、僕もその一翼を担う者としては少し力不足かな

というふうに思っているんですが、そういった部分での企画、例えば交流会等の企画と

いうのは、こういうせっかく利用者が多いということであれば、行われているのかどう

か、その辺はむしろ所管は農業委員会のほうになるのかもしれませんけれども、当初の

そういった内容ができているのかどうかというのは、ちょっと確認を今したいなという

ふうに思います。

　　それから、男性はだめだというために、男性の従業員を入れるというのが非常に実は

苦労があるわけです。私自身も経験があることですけれども、事前に公営住宅の入居申

し込み等をして、その準備をしてというふうなことを相当しなきゃならないという部分

から言えば、利用頻度が非常に高いということであれば、もう少しニーズを広げて、男

性用のそういった簡易宿泊施設というふうなことも含めて考える必要があるのではない

か。そういうことが、先ほど一般質問で山本議員が質問されていましたけれども、農業

関連の従業員、あるいは従業員労働者という部分での対応の枠を広げるんではないかな

という考え方を持つわけでありますけれども、その辺についての見解があれば、この際

お聞きをしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　松岡農林課長。

○松岡秀行農林課長　まず、１点目のレディースセンターを使って、今いる方たちの改め

て交流会的なものが行われているのかということでございますけれども、議員おっしゃ

るような、やはり当初の目的からしますと、少し軌道修正しなければならないのかなと、

それが現実なのかなというふうに考えるところでございます。本来の花嫁対策的なとこ

ろから、先に施設ありきと、これを遊休、遊ばせることなく活用するほうが有効である

だろうというのが今現状の取り組みということでございますので、そういった意味から

－68－



すると、花嫁対策的な有効的な使われ方ですね、それについてはもう一度仕切り直し的

なところが必要なのかなと、それが現状なのかなというふうに考えてございます。

　　それと、男性従業員等の施設ということでございますけれども、これにつきましては、

今後に向けました政策的なこと、先ほどの山本弘一議員の一般質問との関連がございま

したけれども、そのこととの関連も出てくるかと思いますので、その辺は理事者等とも

相談しながら、今後の方向性として一定の考え方を整理しなければならないと、そのよ

うに考えるところでございます。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　次に、18 ページから19 ページまで質疑を行います。質疑あ

りますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、20 ページから21 ページまで質疑を行います。質疑あ

りますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、22 ページから23 ページまで質疑を行います。質疑あ

りますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、 24 ページの質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、地方債調書は25 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、７ページからページごとに一括

して質疑を行います。７ページ、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、８ページから９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、10 ページから11 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、事項別明細書の総括表、５ページから６ページまでを一
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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４ページまでを一括

して質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、議案第57 号平成23 年度上士幌町一般会計補正予算

（第７号）の質疑を終わります。

　　次に、特別会計補正予算の質疑を行います。特別会計の質疑は、会計ごとに歳入歳出

一括して質疑を行います。

　　初めに、議案第 58 号平成 23 年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第４

号）は、 26 ページから 30 ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、議案第58 号平成23 年度上士幌町国民健康保険特別

会計補正予算（第４号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 59 号平成 23 年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第２号）は、

31 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59 号平成23 年度上士幌町水道事業特別会計

補正予算（第２号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 60 号平成 23 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、 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60 号平成23 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 61 号平成 23 年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）は、 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。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、議案第61 号平成23 年度上士幌町公共下水道事業特

別会計補正予算（第１号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 62 号平成 23 年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第３号）は、

45 ページから 54 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、山本和子議員。
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○８番（山本和子議員）　２点質問します。

　　介護保険システム改修事業について、どういう内容についての改修業務委託なのかど

うなのか質問いたします。

　　もう一点目は、次のページの施設介護サービス給付費が約3,500万ほど減額になって

います。その内容について質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　柚原保健福祉課長。

○柚原幸二保健福祉課長　まず最初に、介護保険システム更新事業でありますが、710万

3,000円の内訳でございますが、機械のほうの機器なんですけれども、これが平成18

年に購入して６年たちますが、Ｗｉｎｄｏｗｓ2003 というシステムを使っているわけ

なんですけれども、これが既に出荷停止というか廃止になりまして、そのサポート体制

が受けられないというような状況があるのと、あとサーバーの保守期限も満了するとい

うことで、部品がなく保守できない状況が考えられるということで、まず保守の更新経

費としまして493万5,000円を計上しております。それにあわせまして、今年度、来年

度以降３年間の介護保険の改定がございますので、それの介護報酬改定のシステム経費

としまして216万7,200円を計上しております。

　　それと、施設介護サービス給付費の3,473万5,000円の減額なんですけれども、これ

の大きなものは、特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型の施設がこの施設費

に入っているわけなんですけれども、大きなものは本町の介護療養型の施設が45 床と

いうことで、そのうち23 年度は 35 床ぐらい、利用者が町民としているだろうという

予算組みをしていたんですけれども、実際７カ月たちまして、実態を見ますと、約26

床に減っていますので、その分が総体的に3,473万5,000円を減額した理由であります。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　システム更新の大きな理由はわかったんですが、新たな24 年

度以降の改定について、雑駁でいいんですが、どういうシステム更新があるのか、難し

いなら予算でもいいんですけれども、一般的に改修されるということは悪くなるんじゃ

ないかという想像をしますので、その点について、わかる範囲で答弁があればお願いい

たします。

　　それと、介護施設給付の関係なんですけれども、多分これは恵愛会病院の関係だと思

うんですが、45 床ふやしたのはもちろん結構なことなんですが、利用がそれほど少な

かったということで見ますと、予想されるのは基金の関係ではそれほど基金の減りがな

いんではないかなと予想されて、来年度以降の保険料の算定にちょっと何となく今頭の

－71－



中で計算しているんですが、ぜひその辺も保険料への影響がないように、今の見通しで

はそれほど、45 床埋まるだけのニーズがないのか、それとも遠慮しているのかわかり

ませんが、その辺についての保険料への影響について質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　柚原保健福祉課長。

○柚原幸二保健福祉課長　まず、介護保険システムのほうの話ですけれども、国のほうの

制度改正は、そんなに大幅な改正はないようには聞いておりますが、一部、まだ未確定

な部分が多々ありまして、現在のところ、このシステム改修の部分については各種帳票

関係、用紙関係が変更になるというふうなお話も受けていますし、あとちょっとまだわ

からないですけれども、高額所得者は２割負担だとか、低所得者は若干軽減する制度を

つくろうかというまだ論議している最中なようなので、大きなシステムの改修について

は、まだちょっと具体的な部分、見えない部分もあるんですけれども、今のところそん

なに大きな改正はないというふうなお話を伺っております。また新しい情報が入れば、

委員会等で逐次ご報告させていただきたいと思います。

　　それと、次期介護保険料の話、総体含めて基金の話だと思うんですけれども、現在策

定委員会を開催しておりまして、先般２回目終わりまして、今論議している最中であり

ます。それで、先ほど施設、3,400万ぐらいたしか三角にしたんですけれども、昨年度

と比較しまして、介護療養型は3,000万円以上実はふえているんですよ。ここでは23

年度は減らしてはいるんですけれども、実際は22 年度と比較して三千何百万、4,000

万近くがふえているというような状況がありますので、ただ毎月の増減がいろいろあり

ますので、必ずしも35 床ぴったり入るとか45 床ぴったり入るというのはないですけ

れども、平均してさっきの話で26 床ぐらいという話なんですけれども、いずれにして

も、ちょっと触れていないんですけれども、上の居宅介護なんかも、ホームヘルパーと

かデイサービスとか短期入所生活施設だとか、これが今伸びてきているんですね、居宅

介護のほうが。2,200万円ほど補正させてもらっているんですけれども、総体的に見ま

すと、前期と比較して、次期は保険料的にいけば給付費が上がってきている状況がある

ので、どの程度上がるかはわからないんですけれども、21 年から 23 年と比較すると、

24 年から26 年は若干上げざるを得ないのかなというような今の状況であります。ま

だ具体的に最終的な詰めをちょっとしていませんけれども、そういうふうな状況で、あ

とはまた委員会等でそういった内容もご報告できればと思っています。

　　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）

－72－



○議長（杉山幸昭議長）　以上で、議案第62 号平成23 年度上士幌町介護保険特別会計

補正予算（第３号）の質疑を終わります。

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

する総括質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　質疑がありませんので、総括質疑を終了いたしたいと思います

が、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、町理事者に対する総括質疑は終わります。

　　以上で、議案第57 号から議案第62 号までの平成23 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57 号平成23 年度上士幌町一般会計補正予算（第７号）の討論を行

います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第57 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 57 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第58 号平成 23 年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

の討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第58 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 58 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第59 号平成 23 年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第２号）の討

論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第59 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 59 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 60 号平成 23 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60 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 60 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 61 号平成 23 年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）の討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第61 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 61 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第62 号平成 23 年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第３号）の討
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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62 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 62 号は原案のとおり可決されました。

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

◎散会の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、本日の議事日程はすべて終了いたしましたので、本日

の会議を終わります。

　　明日からは休会とし、本会議の再開は12 月 22 日木曜日でありますので、ご承知願

います。

　　本日はこれにて散会といたします。

（午後　４時０７分）
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　──────────────────────────────────────

◎開議の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　定刻となりましたので、ただいまより本日の会議を開きます。

　　議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

（午前１０時００分）

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

◎議会運営委員会の報告

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

す。

　　議会運営副委員長、角田久和議員。

○議会運営副委員長（角田久和議員）　議会運営委員会よりご報告申し上げます。

　　委員長が身内の不幸により欠席しておりますので、副委員長の私から報告いたします。

　　議会運営委員会は、12 月 16 日午前 10 時より委員会室において議会運営委員全員

のご出席をいただき、説明員に副町長の出席を求め委員会を開催し、本日の議事運営及

び議案の審議方法等について審議いたしました。議会運営委員会の審議の結果、本日の

議事日程及び議案の審議方法については既にお手元に配付のとおり決定いたしましたの

で、ご報告申し上げます。

　　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、この後の日程第１、選挙第７号の前に休憩とし、休憩中に全員協議会を開

催いたしますのでご承知おき願います。

　　２点目は、日程第８、議案第66 号から日程第13 、議案第71 号までの６件につき

ましては、一括上程し、審議を行い、各議案ごとに討論及び採決を行います。

　　以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　ここで休憩といたします。

　　休憩中に全員協議会を開催いたしますので、議員及び理事者は委員会室にお集まりく

ださい。

　　なお、再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午前１０時０３分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１０時１２分）

　──────────────────────────────────────
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◎選挙第７号　選挙管理委員及び補充員の選挙

○議長（杉山幸昭議長）　日程第１、選挙第７号選挙管理委員及び補充員の選挙を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定により、指名推選によ

りたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。

　　お諮りいたします。

　　指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、指名の方法は議長において指名することに決定いたしました。

　　それでは指名いたします。

　　選挙管理委員に新木正巳さん、齋藤勝英さん、丹羽義德さん、柏川秀明さんを指名い

たします。

　　選挙管理委員補充員に、児玉孝さん、嶋木篤麿さん、泉田耕作さん、佐々木恵さんを

指名いたします。

　　お諮りいたします。

　　ただいま議長において指名いたしました選挙管理委員４名及び補充員４名の方を選挙

管理委員及び補充員の当選人と定め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、ただいま指名いたしました選挙管理委員として新木正巳さん、齋藤勝英さん、

丹羽義德さん、柏川秀明さんが選挙管理委員として当選いたしました。

　　選挙管理委員補充員して児玉孝さん、嶋木篤麿さん、泉田耕作さん、佐々木恵さんが

当選されました。

　　次に、補充員の順位についてお諮りいたします。

　　補充員の順位は、ただいま議長が指名いたしました順序にいたしたいと思いますが、

これ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、補充員の順位は、ただいま議長が指名いたしました順序に決定をいたしまし

た。

　　ここで暫時休憩いたします。

（午前１０時１５分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１０時１７分）

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

◎所管事務調査報告

○議長（杉山幸昭議長）　次に、産業経済建設常任委員会調査報告を行います。

　　日程第２、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、角田久和議員。

○産業経済建設常任委員会委員長（角田久和議員）　産業経済建設常任委員会では、総務

文教厚生常任委員会の皆さんのご参加をいただき、公開で行いました公共工事の所管事

務調査についてご報告いたします。

　　調査事項は、その他、産業経済建設の事項に関すること、平成23 年９月27 日、承

認議決。平成 23 年度公共工事の調査に関することであります。

　　調査年月日は、平成23 年 11 月４日、11 月 17 日、 12 月 15 日、計３回であり

ます。

　　調査地は委員会室及び町内一円であります。

　　説明員及び随行員は、千葉副町長、建設課からは高橋課長、尾形主幹、名波主査、羽

田野主査、渡部主査、杉森主査、平岡主任、農林課からは松岡課長、菅野主査、有賀主

査、また新田代表監査意見のご参加をいただきました。

　　現地調査工事名等につきましては、１、１区北１号線改良舗装工事、２、居辺原野線

歩道改修工事、３、本町東仲通線道路改良舗装工事、４、交通公園交流施設新築工事、

５、東部地区第２取水ポンプ場新築工事（その１・その２）、６、北門地区農道改良舗

装工事、７、上士幌地区ふるさと農道緊急整備事業道路新設工事であります。
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　　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ありますので、ご

覧いただきたいと思います。

　　平成23 年度の調査は、平成23 年度発注公共工事のうち、７件の公共工事と道道事

業で実施中の７区から小学校に向けました改良工事や字居辺東８線53 号角で工事が行

われております農協施行のＴＭＲ造成工事場所についても実施状況をあわせて視察いた

しました。

　　今回、調査した７件の工事につきましては、現地において担当職員より工事の内容、

施工状況の説明を受け、調査した結果、良好でした。一部工事中のものもありましたが、

当初計画に基づき、順調に工事が完了または進捗していることを議員全員の参加をいた

だき確認いたしました。

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

取り組んでまいります。

　　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）　暫時休憩いたします。

（午前１０時２２分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午前１０時２３分）

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

○産業経済建設常任委員会委員長（角田久和議員）　ただいまの報告で、一部訂正させて

いただきます。

　　説明員及び随行員のところで、農林課から松岡農林課長の出席を申し上げましたけれ

ども、松岡農林課長はほかの公務により出張しており、欠席でありますので、この件報

告訂正いたします。

○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し、調査を終了いたします。

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

◎議案第５６号の上程、説明、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　次に、第５期総合計画調査特別委員会審査報告を行います。

　　日程第３、議案第 56 号上士幌町第５期総合計画についてを議題といたします。
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　　第５期総合計画調査特別委員会の審査報告を求めます。

　　第５期総合計画調査特別委員会委員長、佐々木守議員。

○第５期総合計画調査特別委員会委員長（佐々木　守議員）　第５期総合計画調査特別委

員会よりさきの12 月６日開催の定例会におきまして、上士幌町議会の議決にすべき事

件に関する条例第２条第１号の規定により上程されました上士幌町第５期総合計画の審

議につきましては、特別委員会が設置され、竹中町長を初め、理事者及び説明員の出席

をいただき、審議を行いました。

　　審査事項は、平成23 年 12 月６日に付託されました議案第56 号上士幌町第５期総

合計画についてであります。

　　調査年月日は平成 23 年 12 月８日、 12 月9日の２日間であります。

　　審査場所は、上士幌町議会議場におきまして開催いたしました。町の10 周年の総合

計画であり、より多くの町民の皆様にご覧いただきたく、新たに導入されましたインタ

ーネットのライブ中継や録画配信により公開の中で特別委員会を開催いたしました。

　　説明員は理事者から竹中町長、千葉副町長、江波戸教育長を初め、各課部局長、担当

主査の多くの皆様の出席をいただき、審議をいたしました。説明員については報告書の

とおりであります。また、新田代表監査委員にもご参加をいただきました。

　　審査結果は、採決の結果、反対者がなく、原案可決すべきものと決定をしたところで

あります。

　　今回の審査は、今後10 年間の総合計画であり、２回の特別委員会を開催し、基本構

想（案）や基本計画（案）について審議いたしました。第５期総合計画の策定において

は、各種アンケートによる調査や地域別、団体別の懇談会の意見、まちづくり委員会の

10 回にも及ぶ総合計画策定審議会の慎重審議の内容、23 回開催された住民主体のま

ちづくり委員会での議論結果、策定された提言が 12 月定例会に上程をされました。

　　議員協議会や関係常任委員会の中での経過報告で、構想案や計画案の素案について資

料として事前の提供を受け、議員各位においては事前に審査資料の検討に取り組むなど

の効率的な審査を行ってまいりました。

　　審議は、構想（案）の各章及び基本計画（案）の44 区分の区分ごとについて、課題

や実態を含めた慎重な審査が行われました。資料として提出された実施計画や財政収支

試算を参考に、今後10 年間の基本構想及び基本計画を審議し、委員会の総意で可決す

べきものと決定をいたしました。

　　なお、具体的な審査の内容については、議長を除く議員が委員であるため省略をさせ

ていただきます。
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　　今後の実施において、所管の委員会での協議や予算審議の中で十分に検討し、取り組

んでいきたいと思います。本特別委員会に、理事者及び説明員並びに委員各位のご理解

とご協力に感謝を申し上げ、特別委員会の審査報告といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩いたします。

（午前１０時２８分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午前１０時２９分）

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

○第５期総合計画調査特別委員会委員長（佐々木　守議員）　報告の中で、10 年間の計

画を 10 周年と申し上げたと思いますので、その部分をおわびを申し上げて、訂正をさ

せていただきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　委員長の報告が終わりました。第５期総合計画調査特別委員会

は、議長を除く議員全員で構成されております。したがって、委員長報告に対する質疑

は、議会運用例第 96 条の５の規定により、これを省略いたします。

　　これより議案第56 号上士幌町第５期総合計画についての討論を行います。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、討論を終結いたします。

　　これより議案第 56 号上士幌町第５期総合計画についての採決を行います。

　　本件について委員長は原案可決すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 56 号は委員長の報告のとおり可決されました。

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

◎監報告第６号の上程、説明

○議長（杉山幸昭議長）　日程第４、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。
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○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23 年８月分、９月分、10 月分の例月出納検査結果を報告する

ものでございます。検査の対象は、一般会計及び特別会計の現金の出納状況及び基金管

理の状況でございます。

　　提出された各会計、各月ごとの収支状況などの資料を参考としながら、収入・支出伝

票、預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。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。

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

◎議案第６３号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第５、議案第63 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。

　　総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　ただいま上程されました議案第63 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、その提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　例規集は2,301ページをご参照願います。

　　本年９月に行われた国家公務員給与に対する平成23 年度の人事院勧告において給与

の引き下げ勧告がなされましたことから、この勧告に準じて職員の給与について改正す

るものであります。

　　条例につきましては、国家公務員給与の人事院勧告に基づき、行政職給料表について、

平均0.2％を引き下げることとしておりますが、引き下げにつきましては、若年層を据

え置き、50 歳代の職員が在籍する号俸に重点を置いて、最大0.5％引き下げ、40 歳

代前半層が在籍する号俸までを引き下げの対象としています。

　　具体的な改正内容についてご説明いたします。
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　　議案第 63 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。行政職給料表を別表第１のよう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 24 年１月１日から施行するものでございます。

　　以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。ご審議の上、ご可決い

ただきますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第63 号について

質疑を行います。質疑ありますか。

　　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　人事院勧告による引き下げということですが、50 歳代を中心

にということですが、町全体ではどれぐらいの金額になるのかという点と、それから職

員の方の了解を得ながら進めなければいけないと思うんですが、その点について職員、

組合等との関係についてどうかと。

　　それから、この間ずっと人件費が削減されたりとか人の配置が削減されている中で、

かなり職員の方々も苦労されて仕事していると思います。その点について、職員が生き

生きと仕事をしながらまちづくりをしなければいけないと思う。その点について、人は

減らす、給料は下げるという点について、職員の環境整備について、どのようにこれか

ら進めていくのか、この点について３点質問をいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　高嶋総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　ただいまのご質問の件でございますけれども、引き下げは先ほど申

し上げましたとおり、40 歳代前半層から上の世代を平均0.2％全体で引き下げるとい

うことになっております。引き下げ額自体は若年層は据え置きますけれども、大体金額

にして月額300円から最大2,000円程度まで引き下げるということになります。

　　おおよその金額ですけれども、年間といたしましては、100万円前後、全体で引き下

げ額になるのかなというふうに考えております。

　　それから、職員組合との協議等につきましては、昨年度も引き下げになりましたが、

本年度も級号等の勤務条件につきましては、職員組合とも協議をして、合意を得て実施

をするというふうにしてございます。

　　それから、職員数の削減と職場環境の問題でございますけれども、この間職員数はか

なり削減をして対応をしてきているという状況でございますけれども、削減と同時にス

タッフ制も導入をして、職員の勤務が過重にならないような対応もこの間とってきてお

ります。
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　　この辺につきましては、業務量も含めて今後も状況を見ながら対応していきたいとい

うふうに考えてございます。

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですか。

　　ほかにありますか。

　　３番、山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　これは地方公務員法給与の規定ということで決まっておるわけ

ですけれども、今後、町の歳入が厳しくなる中で、やはり民間を考えたような形の給与

体系を構築していかなければならないかなというふうに考えております。

　　いずれにしても、確かにそれぞれ公務員の方は給与が下がるということは仕事に弊害

になるかなと私も理解できますけれども、あくまでも上士幌町の行政の地方公務員の職

員として、町の歳入を上げながら、また歳出を抑えていくという考えになれば、私ども

含めてみずからがその責務を果たしながら、その給与を含めて、町民のために検討して

いかなければならないと、私はそう考えるわけであります。

　　いずれにしても、これ国家公務員の人事院勧告に基づいたということがありますけれ

ども、将来においては人事院勧告以外にもこのことを十二分に検討して、少ない人数の

少数精鋭型という形でやっていかなきゃならないと、そのことも検討に入れていかなけ

ればならないと思うんですけれども、その辺の考え方は持っていますか。

○議長（杉山幸昭議長）　高嶋総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　給与の決め方という形になると思いますけれども、これまでも職員

の給与につきましては、人事院勧告を基準に給与改定をしてきているという状況でござ

います。

　　ただ、これまでも町の財政状況が厳しい状況にありました平成16 年、 17 年、 18

年度につきましては、２％から最大６％、給与の号俸にもよるんですけれども、給与削

減を独自削減もしてきた経過はございます。

　　それから、現在の人事院の給与制度につきましても、平成19 年度に給与構造改革が

行われまして、地域給与制という形で引き下げも行われております。このときには、全

体として4.8％程度の引き下げ、最大、号俸によっては７％の引き下げも行われており

まして、給与の決定の考え方も変わってきております。

　　これにつきましては、一定の基準に基づきまして給与は決めていきたいというふうに

考えておりますので、現在のところは人事院勧告ないし道の人事委員会の勧告に基づき

まして給与を決定し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。
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○議長（杉山幸昭議長）　ほかよろしいですか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 63 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第63 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 63 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第６４号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第６、議案第64 号工事請負契約の変更についてを議題と

いたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　高嶋総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　ただいま上程されました議案第64 号工事請負契約の変更について、

その提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　別紙議案第 64 号関係資料をご参照願います。

　　このたび議決を求める工事請負契約の変更は、平成23 年 10 月４日に議決いただき

ました町道ナイタイ・幌鹿線（ナイタイ高原地区）改良工事であります。

　　契約変更の理由でありますが、構造物撤去量及び産業廃棄物処理量の減による減額と、

水道管移設延長の増加及び改良工事延長が当初予定より22.42 メーター増加し、

404.32 メーターとなったことから、増額になったものであります。

　　工事請負契約の変更内容でありますが、契約金額について307 万6,500円増額し、

5,967万1,500円とするものであります。

　　以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。ご審議の上、ご可決い

ただきますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第64 号について

質疑を行います。質疑ありますか。
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（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 64 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第64 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 64 号は原案のとおり可決されました。

　　ここで暫時休憩といたします。

（午前１０時４５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４５分）

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

◎議案第６５号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第７、議案第65 号公の施設に係る指定管理者の指定につ

いてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　綿貫教育次長。

○綿貫光義教育次長　ただいま上程されました議案第65 号公の施設に係る指定管理者の

指定について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。

　　初めに提案理由でございますが、上士幌町鉄道資料館につきまして、入館者に対する

サービスの向上、民間活力の向上及び観光振興を図るため、地方自治法第244条の２第

３項及び上士幌町鉄道資料館条例第３条の規定に基づき、その管理及び運営について平

成 21 年度から平成23 年度までの３年間、指定管理者を指定し、管理運営を行ってま

いりました。

　　今回の提案は、平成24 年度から平成26 年度までの３年間について、上士幌町鉄道

資料館に係る指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の２第６項の規定によ

り議会の議決を求めるものであります。
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　　次に、内容についてでありますが、指定管理者の名称は特定非営利活動法人ひがし大

雪アーチ橋友の会、管理を行わせる施設の名称、上士幌町鉄道資料館、管理を行わせる

期間は、平成 24 年４月１日から平成 27 年３月 31 日までの３年間であります。

　　管理業務の範囲は、施設の維持管理及び運営業務、施設の利用許可、利用料金の収受

並びにこれらの業務を遂行するために必要な業務であります。

　　続きまして、お手元の資料の議案第 65 号関係をご参照願います。

　　まず最初に、上士幌町鉄道資料館の指定管理者の選定経過についてであります。

　　上士幌町公の施設に係る指定管理者選定委員会を平成23 年 10 月 19 日に開催し、

指定管理者候補者の選定について協議をいたしました。

　　協議結果ですが、ＮＰＯ法人の育成による民間活力の導入、アーチ橋保存活動と連動

した観光振興策への寄与、平成21 年度から鉄道資料館の管理を受託しているなど、事

業の継続性等を考慮する中で、公募によらず既存の委託先であるＮＰＯ法人ひがし大雪

アーチ橋友の会を選定いたしました。

　　その後、ひがし大雪アーチ橋友の会に対し、町の考え方の説明と関係書類の提出につ

いて依頼をし、提出された申請書及び事業計画書等をもとに選定委員会におきまして審

査を行い、上士幌町鉄道資料館の指定管理者としてひがし大雪アーチ橋友の会を選定い

たしました。

　　裏面の別紙につきましては、指定管理者選定委員会における指定管理者としての適否

の審査資料であります。

　　１の施設の管理に関する基本方針では、「魅力ある施設のために」として、鉄道資料

館は、旧国鉄士幌線が廃線後、思い出を後世に語るために建設された資料館で、平成５

年に2,500名であった入館者は、民間ならではの柔軟な発想により、鉄道資料のみの展

示ではなく、来館者に対して接客態度の向上、アーチ橋ガイドセンターとしての役割、

写真展の企画によるリピーターの増、ホームページを利用してのＰＲなどにより、平成

21 年には7,800名近くになった。また、資料館の建物だけを対象とせず、旧糠平駅の

敷地全体を鉄道遺産と位置づけ、線路や信号機などの再生を行っているほか、期間限定

で鉄道トロッコの運行を行っている。指定管理者の指定を受けた場合、従来の取り組み

を継続するほか、周辺敷地や線路跡地も含めた一体的な事業展開により、魅力ある施設

利用による集客力増に取り組んでいきたいということであります。

　　以下、住民の意見反映、事業の広報、２の事業計画、３の人員体制などの計画が記載

されております。

　　次のページの様式４の１は、管理に係る収支計画書の総括表であります。平成24 年、
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25 年、 26 年度ともに同額となっておりますので、 24 年度のみご説明申し上げます。

　　まず、（１）の施設管理業務に要する経費の収支ですが、収入として町からの施設の

管理費用の見込みは115万6,000円、利用料金の収入見込み額は65 万7,000円で、管

理業務の収支合計額は181万3,000円となっております。

　　支出の部では、管理業務の支出合計は収入合計と同額の181万3,000円となっており

ます。

　　（２）の自主事業に要する経費の収支につきましては、収入の部として、グッズ事業

の収入合計が 40 万円、支出の合計が 25 万円となっています。

　　（３）の指定管理業務総体の収支につきましては、収入の見込み額221万3,000円、

支出の見込み額206万 3,00 ０円で、収支の見込み額は15 万円の収益となっておりま

す。

　　次のページの様式４の２は、施設管理業務の収支内訳でありますが、３カ年とも同額

ですので、平成24 年度のみの費用として提出しておりますので、ご承知願いたいと思

います。

　　なお、この収支内訳につきましては、先ほどの総括表の項目ごとの算出根拠について

記載されておりますので、説明は省略させていただきたいと思います。

　　以上、公の施設に係る指定管理者の指定について、その提案理由と内容についてご説

明申し上げました。ご審議いただき、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げ

ます。

○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65 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 65 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65 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 65 号は原案のとおり可決されました。
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　　ここで 15 分間休憩といたします。再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午前１０時５４分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１１時０６分）

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

◎議案第６６号から議案第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66 号平成 23 年度上士幌町一般会計補正予

算（第８号）、日程第９、議案第67 号平成23 年度上士幌町国民健康保険特別会計補

正予算（第５号）、日程第10 、議案第68 号平成23 年度上士幌町水道事業特別会計

補正予算（第３号）、日程第11 、議案第69 号平成 23 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12 、議案第70 号平成23 年度上士幌町公共下

水道事業特別会計補正予算（第２号）、日程第13 、議案第71 号平成23 年度上士幌

町介護保険特別会計補正予算（第４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66 号、議案第67 号、議案第68

号、議案第69 号、議案第70 号、議案第71 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799万4,000円の増額補正となります。補正後の予算規模は、一般会計と

５特別会計の総額で 76 億2,254万9,000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 66 号一般会計補正予算（第８号）でございます。

　　１ページをご覧ください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,277万1,000円を増額し、総額

を 57 億8,589万8,000円とするものでございます。補正の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページから３ページの第１表のとお

りでございます。

　　第２条繰越明許費の補正についてご説明を申し上げます。
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　　４ページ第２表にありますとおり、地上デジタル放送新たな難視対策事業につきまし

ては、年度内に完了することが困難でありますことから、翌年度に繰り越して使用する

ものでございます。

　　歳出補正のうち増額補正の主なものといたしましては、人件費としてトータルで278

万8,000円の追加補正をいたします。また、地上デジタル放送新たな難視対策事業150

万4,000円、ビジターセンター連携施設整備事業1,320万7,000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、各特別会計の補正予算についてご説明を申し上げます。

　　 17 ページの議案第 67 号国民健康保険特別会計補正予算（第５号）をご覧ください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ77 万7,000円を追加し、総額を

７億7,449万2,000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、 18 ページ第１表のとおりでございます。

　　歳出における追加補正の内容は、人件費として 77 万7,000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、24 ページの議案第68 号水道事業特別会計補正予算（第３号）をご覧くださ

い。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に９万9,000円を追加し、総額を２億3,367

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、 25 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、人件費として９万9,000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、説明を省略いたします。

　　次に、32 ページの議案第69 号後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）をご覧

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11 万4,000円を追加し、総額を

7,759万2,000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、 33 ページ第１表のとおりでございます。

　　歳出の補正の内容につきましては、人件費として11 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、説明を省略いたします。

　　次に、38 ページの議案第70 号公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）をご覧

ください。
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　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に 39 万5,000円を追加し、総額を２億

4,153万2,000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、 39 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、人件費として 39 万5,000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、説明を省略いたします。

　　次に、45 ページの議案第71 号介護保険特別会計補正予算（第４号）をご覧くださ

い。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から616万2,000円を減額し、総額を５億

936万5,000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、 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、人件費として616万2,000円を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、これより各会計ごとに質疑を行

います。

　　それでは、議案第66 号平成23 年度上士幌町一般会計補正予算（第８号）の質疑を

行います。

　　初めに、事項別明細書の歳出から質疑を行います。

　　事項別明細書の歳出は７ページからページごとに一括して質疑を行います。

　　７ページについて質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、８ページから９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、10 ページから11 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、 12 ページの質疑を行います。質疑ありますか。

　　６番、佐々木守議員。

○６番（佐々木　守議員）　１点だけお伺いしておきたいと思います。

　　ビジターセンターの関連施設の実施設計が今回出ているんですけれども、委員会で説
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明が前回されておりますけれども、その中で人員配置等についてはまだ見通しが十分立

っていないという話だったんですが、逆に言いかえれば、従来博物館にかかっている管

理経費、これを上回らない範囲で今後の施設というのは運営が可能なのかどうかという

見通しはどのように見通しているのかどうか。建物が建ってしまってからお金がかかる

という話をされても、これなかなか難しい問題ですから、その辺の一定の見通しは必要

ではないかというふうに思うんですが、その辺についての検討状況や見通しについてご

説明をお願いします。

○議長（杉山幸昭議長）　江波戸教育長。

○江波戸　明教育長　今後、この建物ができた後のアフターケアを含めての管理という部

分ですけれども、今、博物館についてご承知のとおり学芸員と、また地域おこし協力隊

等含めて人的な対応をさせてもらっていますし、施設についてもそのような形の中で対

応させてもらっているかと思っています。

　　今回の施設については、環境省が整備しますビジターセンター、あわせまして、本町

が対応します連携施設という２つの施設が重なる部分があります。そんなことを含めて、

今具体の予算配分、また管理に係る経費等について環境省の持ち分と本町の持ち分につ

いて、まだ最終的な具体の設計ができ上がっていない部分を含めて、まだ最終的に決定

していないというふうになっております。

　　ただ、基本的には、今、人的な配置等については、博物館の人的な部分を上回るよう

なことは基本的にないだろうというふうに認識しながら、改めて環境省のビジターセン

ターの人的な部分をどういうふうに対応するか、それからまたこの施設については地域、

特に東大雪地域のインフォメーションという大きな役割をもう一方では改めて観光資源

の出発点として担う部分がありますから、そこら辺に対応する観光的な配慮の部分、こ

ういうところも今後積み重なると思います。

　　そんなことを含めて、効率よい経費の対応をしていかなければならんと考えています

ので、管理、人的な部分を含めまして、我々については十分に効率的な部分を目指して

いきたいというふうに考えているところであります。

　　また、具体については、また都度ご説明する機会があるかと思いますので、ご承知お

き願いたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　６番、佐々木守議員。

○６番（佐々木　守議員）　基本的な考えとしては、博物館の管理経費が年間約500万ぐ

らいかかっているんですが、それを超えないという見通しを持った上で実施設計してい

くというのが妥当なことなんだろうなというふうに思います。
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　　それともう一つは、なかなか議題に上っていないけれども、旧博物館をどうするのか、

できた後。これはもう今から考えておかなきゃならない。できた後、そのまま使用はし

ない、また廃屋に近い状況で置くということについても、これは問題が残る話ですけれ

ども、次のことを考えておかないといけないんですが、その辺については説明を受けた

記憶がちょっとないものですから、旧博物館、できた暁には、再来年には恐らく使用し

なくてもいい状況になるんだろうと思うんですが、その後の方向性をどういうふうに考

えているのか、それについても考えがあればお聞きをしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　江波戸教育長。

○江波戸　明教育長　この改めた施設が完了した段階では、円滑に移行し、オープンに向

けていきたいという部分でありますが、今言われたように旧施設もかなり大きな施設で

ありますし、また糠平地区にとってもある程度、今までシンボル的な施設だったと思い

ます。

　　この後釜については、我々は教育財産から普通財産の取り扱いになるかと思っていま

すが、その後、町として、また地域の意見等含めて、今後の活用についてできるかどう

か、施設自身がかなり老朽化しているという段階でありますから、その活用を含めてま

た今後の将来的な活用ができるかどうか、こんなことを検討して、最終的に決定してい

きたいと思います。もう少し時間をいただきたいなと、そう思っているところでござい

ます。

○議長（杉山幸昭議長）　６番、佐々木守議員。

○６番（佐々木　守議員）　その辺も総合的に考えていかないと、結果として使用した後

のものが残っていくという問題になると思うんですよ。学校の統廃合等のときに旧学校

施設についても、今いろいろ応募かけていてもなかなかその方向性が定まらない。特に

古い建物については、時間をかけて全く人が利用、使用しなければ、どんどん傷みが進

んでいって、結局廃屋化してしまうという問題がありますので、その辺も含めて今から

次のことを踏まえていくという必要があるのではないかというふうに思います。

　　検討していきたいということですから、これで理解をするところですけれども、そう

いった部分も含めて総合的な事業運営をしなければ、あのときにしておけばよかったと

いうことが残っていくという心配がありますし、建てる前に一定の方向を見定めておく

というようなことをしておかなければ、経費についてもこんなにかかるのかというふう

な話になる可能性というのはないわけじゃないと思うんです。

　　ですから、一定の上限枠であるとか、一定の方向性というのは、今からできれば議会

でも十分な協議をしていただきたいと思いますし、そういう説明をお願いしておきたい。
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今の段階では理解をしますけれども、今後、そういった部分について詰めていない部分

については早急に対応していくお考えがあるかどうか、最後に確認をして終わりたいと

思います。

○議長（杉山幸昭議長）　江波戸教育長。

○江波戸　明教育長　私ども町含めて、この問題についてはそういう課題がまだ残ってい

るということを十分に認識しておりますので、言われた意見等を含めまして、早期にこ

の対応を図っていきたいなと、そう思いますので、よろしく取り計らいお願いしたいと

思います。

○議長（杉山幸昭議長）　 12 ページまで今質疑入っておりますので、その他12 ページ

までありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、給与費明細書は13 ページから16 ページまでを一括し

て質疑を行います。質疑ありますか。

　　３番、山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　 14 ページの総括の中、先ほど報告された給与費あたりは222

万3,000円の減額と。この中で共済費というのが463万3,000円ということで補正がか

かっているわけです。差し引き216万8,000円の増と補正がかかっているわけですが、

この共済費というのは何か特別のことがあったんですか、教えてください。

○議長（杉山幸昭議長）　高嶋総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　ご質問の件でございますが、共済費につきましては、一応基礎年金

の拠出金の部分に関しまして、国民年金法の一部を改正する法律が国会で審議されてお

りました。この法律が12 月７日に国会で通過したということで、12 月 14 日に公布

されたという通知が来ております。この関係で、基礎年金の拠出金に係る部分につきま

しての公的負担金の部分につきまして、４月にさかのぼって徴収されるという通知が来

ておりますので、この部分につきまして、今回の補正で増額をさせていただいておると

いうことでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですか。ほかありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、事項別明細書の歳入は６ページからの質疑を行います。

質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、事項別明細書の総括表５ページの質疑を行います。質疑
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ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、一般会計補正予算の１ページから４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66 号平成23 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。

　　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 67 号平成 23 年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第５

号）は、 17 ページから 23 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67 号平成23 年度上士幌町国民健康保険特別

会計補正予算（第５号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 68 号平成 23 年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第３号）は、

24 ページから 31 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68 号平成23 年度上士幌町水道事業特別会計

補正予算（第３号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 69 号平成 23 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）は、 32 ページから 37 ページまで一括して質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、議案第69 号平成23 年度上士幌町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第３号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 70 号平成 23 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、 38 ページから 44 ページまで一括して質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、議案第70 号平成23 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、議案第 71 号平成 23 年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第４号）は、

45 ページから 53 ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）
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○議長（杉山幸昭議長）　以上で、議案第71 号平成23 年度上士幌町介護保険特別会計

補正予算（第４号）の質疑を終わります。

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

する総括質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、町理事者に対する総括質疑を終了いたしたいと思いま

すが、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。

　　以上で、議案第66 号から議案第71 号までの平成23 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66 号平成23 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）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第66 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 66 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第67 号平成 23 年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第５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67 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。
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　　よって、議案第 67 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第68 号平成 23 年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第３号）の討

論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第68 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 68 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 69 号平成 23 年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）の討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第69 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 69 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 70 号平成 23 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70 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 70 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第71 号平成 23 年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第４号）の討
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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。

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

◎閉会中の継続調査の申出について

○議長（杉山幸昭議長）　日程第14 、閉会中の継続調査の申出についてを議題といたし

ます。

　　各委員会の委員長から、会議規則第75 条の規定により、お手元に配付の申し出書の

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すべて

終了いたしました。

　　お諮りいたします。

　　平成23 年第９回上士幌町議会定例会を閉会したいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。
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　　これで本日の会議を閉じます。

　　今定例会が12 月６日から17 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 23 年第９回上士幌町議会定例会を閉会いたします。

（午前１１時３０分）
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上記、会議録の経過は、その内容が相違ないことを証するため、ここに署名する。

　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　議　　　　　長

　　　　　　　署　名　議　員

　　　　　　　署　名　議　員
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