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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24 年第２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）　議会運営委員会より、本日の議事運営について発言を求めます。

　　議会運営委員長、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、６月４日午前10 時より委員会室において議会運営委員全員の出

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

案の審議方法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10 、承認第２号から日程第11 、承認第３号につきましては、２

件を一括上程及び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。

　　２点目は、日程第18 、議案第32 号から日程第19 、議案第33 号までの財産の取

得についてを一括上程及び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。

　　３点目は、日程第 20 、議案第 34 号から日程第 24 号、議案第 38 号までの平成

24 年度上士幌町一般会計補正予算並びに４特別会計補正予算は、５会計を一括上程及

び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。

　　以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。

　──────────────────────────────────────
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◎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３番山本弘一議員、

４番中村保嗣議員を指名いたします。

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

◎会期の決定について

○議長（杉山幸昭議長）　日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

　　お諮りいたします。

　　本定例会の会期は、本日から６月19 日までの12 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６月 19 日までの 12 日間と決定いたしました。

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

知願います。

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

◎諸般の報告

○議長（杉山幸昭議長）　日程第３、諸般の報告を行います。

　　お手元に平成24 年３月１日から平成24 年５月31 日までの間の議会の諸会議につ

いて報告書を配付しております。内容等の朗読は省略いたします。

　　次に、町外等諸団体からの要望書等の写しを、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。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。

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

◎行政報告

○議長（杉山幸昭議長）　日程第４、行政報告を議題といたします。

　　説明員より報告の説明を求めます。

　　町長。
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○竹中　貢町長　人事発令についてであります。

　　このたび平成24 年４月１日付で、お手元別紙のとおりでありますけれども、上士幌

町事務分掌一覧表のとおり人事発令を行ったので、ご報告を申し上げます。

　　新規採用職員については、一般事務職員２名、保育士２名、合計４名を採用し、保健

福祉課、教育委員会、保育課に配属しております。

　　一般の人事異動については、全体で 21 名の発令を行っております。

　　内訳としましては、町長部局が16 名、議会事務局、監査委員事務局が１名、農業委

員会事務局が２名、教育委員会事務局が２名となっております。

　　異動職員の内容としましては、課長職４名、主幹職４名、主査職７名、担当スタッフ

が６名であります。

　　昇格につきましては、課長職に２名、主幹職に３名、主査職に３名の昇格発令を行っ

ております。

　　また、今年度より２年間、環境省へ職員１名を退職派遣をさせております。

　　なお、今年度より地域おこし協力隊として新たに障がい福祉支援員として保健福祉課

に、地域振興推進員を企画財政課に配属しております。これで地域おこし協力隊、全員

で８名となっております。

　　以上、人事発令についてのご報告を申し上げました。

○議長（杉山幸昭議長）　総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　それでは、５月３日から４日の大雨による被害状況についてご報告

申し上げます。

　　５月３日から４日にかけての気象状況でありますが、低気圧の接近により、５月３日

午後９時16 分に十勝全域に大雨注意報が発令されました。降水量は、５月４日の午前

０時から24 時間で、上士幌アメダス測定値において102.5ミリ、ぬかびら源泉郷測定

値において157.5ミリを記録しました。

　　町の対応ですが、４日早朝から町職員によって道路、水道施設、明渠排水路等の農業

施設などのパトロールと応急対策を実施いたしております。

　　なお、被害に対する復旧経費につきましては、その復旧に急を要したため、既定予算

での対応分を除きまして、補正予算として専決処分いたしております。これにつきまし

ては、後ほどご報告し、ご承認をお願いすることといたしております。

　　この大雨による具体的な被害状況につきましては、別紙資料２をご参照願います。

　　表紙の次の総括表をごらんください。

　　農業被害ですが、明渠排水路の被害４カ所で1,784万円となっており、復旧経費につ
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きましては全額を専決処分で対応しております。

　　詳細は１ページをごらんください。

　　被災箇所、被災状況、復旧内容等につきましては記載のとおりでございます。

　　次に、林業被害は、町有林作業道１路線で被害額26 万3,000円となっており、復旧

経費につきましては既定予算で対応しております。

　　詳細は３ページをごらんください。

　　被災箇所、被災状況、復旧内容等につきましては記載のとおりでございます。

　　被害額合計といたしましては1,810万3,000円となっております。

　　復旧経費の予算措置といたしましては、既定予算での対応が26 万3,000円、専決処

分による予算補正として1,784万円となっております。

　　また、配付している資料には記載しておりませんが、５月６日に発生した落雷により、

居辺浄水場の監視装置に被害がありました。被害額といたしましては、概算で30 万円

となっており、既定予算で復旧対応したところでございます。

　　以上、５月３日から４日の大雨による被害状況についての行政報告といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　建設課長。

○尾形昌彦建設課長　居辺川横断水道管折損事故でございますが、東部地区水道施設にお

いて、居辺川横断部分の水道本管の折損による断水と復旧状況について報告いたします。

　　４月５日午後８時44 分ごろ、水道施設中央監視装置から東部浄水場の配水流量過大

の警報が発せられ、間もなく東居辺地区の住民から、水道水が出ないとの電話が役場に

ありました。

　　建設課職員が午後９時ごろから11 時 30 分まで漏水箇所の捜索を行いましたが、暗

い中での漏水発見が難しいことと、漏水が続くと配水池の水がなくなることから、一た

ん中止をし、漏水している地域への本管の給水をとめて、浄水場の配水池の水位が回復

する６日午前５時から捜索を再開いたしました。６時40 分に居辺東17 線 46 号付近

の居辺川を横断する水道管の断裂を確認しましたが、すぐには本復旧が不可能な状況で

あるため、陸配管により仮水道管を設置し、午後４時45 分に仮復旧の配水管の接続を

完了しました。

　　引き続き水道管の空気抜きと洗浄作業を開始し、午後７時に洗浄作業を終了して配水

を開始し、水質検査のための採水を行い、午後８時５分に帯広市の水質検査センターに

搬送いたしました。検査結果には24 時間を要するため、水質の安全確認ができてから

飲用されるよう住民に注意連絡を行い、７日午後８時５分の異常なしの報告があり、全

域に安全宣言を行いました。
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　　水道管の折損事故の要因につきましては、約40 年前の河川横断布設当時は、河床か

ら2.5メートル下に埋めて布設されていたものが、河川の線形変化とともに河床の洗掘

が進み、水道管が水中に暴露し、今回の事故となったと思われます。　

　　現在、仮復旧の水道管は口径が小さいため、半分程度の量しか供給ができない状況に

あります。本復旧を急ぐところでございます。

　　現在、復旧工事の設計を実施し、河川占用協議を進めております。

　　また、本復旧までの間、仮配水管は河川の増水による流出を避けるため、河川上空に

ワイヤによるつり上げを行っております。

　　断水に伴う給水作業は、上士幌消防署の協力を得ながら、断水している住民19 世帯

に給水活動を実施いたしました。６日は午前４時30 分から午後７時30 分まで、消防

車５台、作業員 18 人、７日は午前９時に作業員 12 人の体制で行いました。

　　事故の再発防止対策といたしましては、今回の事故原因である河川横断管路を、50

メートルほど河川の上流にある町所有の東大橋に転架する方法に変更する形で本復旧い

たします。この方式であれば、橋りょう自体が流出しない限り、機能を損なうことはほ

とんどありません。

　　最後に、このたびの断水につきまして町民の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたこ

とに深くおわびを申し上げ、報告といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　教育長。

○江波戸　明教育長　学校再編の状況における上士幌町立北居辺小学校の閉校に係る行政

報告を行います。

　　このことについては、平成24 年４月２日付、北居辺小学校矢戸ＰＴＡ会長及び福澤

北居辺地区連絡協議会会長の連名により、北居辺小学校の閉校についての報告がありま

したので、その内容について、経過を含め、ご報告いたします。

　　まず、上士幌町教育委員会による地域との主な協議経過等についてでありますが、平

成 17 年６月 21 日において、北居辺地区に対し、島口教育委員長ほか各教育委員が出

席のもと、学校適正規模等に基づく小学校適正配置の考え方及び指針説明と意見交換を

皮切りとして、その後、上士幌町小学校の適正配置計画等に係る説明及び懇談会を延べ

14 回開催し、ＰＴＡ及び地域等との学校再編のあり方について、協議や意見交換を重

ねてまいりました。

　　次に、北居辺地区の主な対応経過でありますが、平成24 年１月 28 日、北居辺地区

連絡協議会役員会はＰＴＡの協議経過や懇談会を開催した結果を参考として、閉校の方

向で総会に提案すべきという確認がなされ、平成24 年３月 27 日、北居辺地区連絡協

－8－



議会の総会において、決議として、平成26 年３月31 日、平成25 年度末をもって閉

校することを正式に決定されました。

　　平成24 年４月２日、このことを受けて、上士幌町立北居辺小学校の閉校に係る地区

の決定報告について、ＰＴＡ会長及び地区連絡会長名により上士幌町教育委員会教育委

員長に対し、文書をもって正式に報告がなされたところであります。

　　次に、北居辺地区からの報告されました主な内容ですが、上士幌町教育委員会の示し

た上士幌町小学校適正配置計画をもとにした地域や有児童保護者・ＰＴＡ会員等による

懇談会などの機会を設けて議論を重ねた結果、閉校決定の趣旨を添えて、平成26 年３

月 31 日をもって閉校することを地区として正式に決定した報告となったところです。

　　この報告にありました閉校の決定に至った趣旨でありますが、１点目は、別紙３の参

考資料の裏面にありますように、北居辺小学校における児童数の予想推移から見て、児

童数の減少化に伴う児童の教育活動や学校教育、ＰＴＡ活動が極めて難しくなることが

予想されていること、２点目は、その後も同様な状況が続くことから、教育環境がより

一層厳しくなることが見込まれたことから、改めて地区内の各種機関会議を経て、苦渋

と英断により閉校と決定したところと示されています。

　　また、スクールバスの運行や教育環境の整備、学校跡地の活用など、検討を要する諸

課題について、今後、地域、関係機関と十分協議し、課題解決を図るべき要望を行うと

するところであります。

　　この報告を受けて、平成24 年４月27 日に開催されました平成24 年第５回定例教

育委員会において、教育委員会の協議案件として、上士幌町立北居辺小学校の閉校に係

る事案について協議を行い、平成25 年度末をもって上士幌町立北居辺小学校を閉校す

ることの確認を行い、公表方法及び今後の対応等について町長部局と調整を行い、平成

25 年度末をもって上士幌町立北居辺小学校の閉校事務を進めることとしました。

　　上士幌町立北居辺小学校は、1918 年、大正７年６月11 日に、中川郡下居辺尋常小

学校北居辺特別教授場として認可を受け、以降、１世紀にならんとする地域の教育のか

なめとなりました歴史を抱えた学校であります。改めて地域の皆様方の苦渋の選択と英

断に対し、心から感謝とお礼を申し上げるところであります。

　　以上、上士幌町立北居辺小学校の閉校に関する経過の報告といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　教育次長。

○綿貫光義教育委員会教育次長　それでは、公用車両の事故についてご報告いたします。

　　別紙４の資料をご参照いただきたいと思います。

　　物損事故の概要でありますが、発生日時は、平成24 年４月17 日火曜日、午後11
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時ごろでございます。

　　発生場所は、上士幌町字上士幌東３線237番地、本町北５丁目通線（Ａコープルピナ

北側）路上でございます。

　　運転者は、給食センター臨時職員、加藤浩代であります。

　　車両は、軽自動車（スズキワゴンＲ）であります。

　　相手方は、上士幌町字上音更東１線275番地、大道喜美子氏でございます。

　　相手車両は、四輪乗用車（ホンダ・ストリーム）であります。

　　事故の状況でありますが、平成24 年４月17 日午前11 時ごろ、加藤運転手が、Ａ

コープルピナと給食賄い材料の打ち合わせのため、ルピナ西側駐車場に車を駐車しよう

と進入いたしましたが、駐車スペースがなかったため、バックで路上に出たところ、路

上に駐車していた相手車両に、後部から右側側面に接触破損させたものでございます。

　　事故発生状況略図は、別紙のとおりでございます。

　　なお、教育委員会全職員に対し、安全運転について注意を促し、再度徹底を図ってま

いりたいと思います。

　　以上、行政報告とさせていただきます。

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

疑はありますか。

　　９番、山本裕吾議員。

○９番（山本裕吾議員）　居辺川の水道管の件についてお尋ねしますが、以前にもお話し

したかと思いますけれども、この居辺川のほうは、上流部にいわゆる北門開パ、北門の

土地改良事業がかつてございまして、明渠、暗渠を切りまして土地改良したわけでござ

います。

　　加えて、昨今のこの国際的な世界的なこの気象条件の変化に伴って、こんなものがい

ろいろな要素が相まってこのような結果になってきたと思いますし、この長年の土石流

の流れによって露出してきたということも、これも考えられるかと思いますが、このよ

うな状況はぬかびら源泉郷の糠平小学校の南側の河川のところも、水道管らしきものが

もう既に露出しているというようなことでして。

これはやはり住民生活、いつも言われているライフライン、家畜等も含めて、大変重

要なものでございますので、抜本的に、今、橋げたですか、活用してということでござ

いますけれども、これは今後、私どもがこの今携わっている行政あるいはこの決断によ

って、後世に脈々とこの施設というものは伝えていかなければならないわけでございま

すので、根本的な抜本的なあり方が現時点でどのように今考えておられるのか。長寿命
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の長く使っていけるような丈夫な施設を構築しなければならないと思いますけれども、

この辺の現時点の考え方についてお尋ねしておきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　建設課長。

○尾形昌彦建設課長　今の山本議員の質問でございますけれども、水道施設につきまして

は、やはり今一番重点的に進めておりますのは、地震対策といたしまして、水道本管の

石綿を地震に強い管に改修していくということで、ポリ管とダクタイル鋳鉄管等に交換

をしている状況でございます。

　　また、施設につきましても、相当古くなって老朽化している施設がございますので、

年次的に計画的に施設のほうの改修を進めている状況でございます。

　　そのような中で、今回のような災害的な部分につきましては、やはり予想していなか

ったという部分もございますけれども、もし起きた段階では、即時対応できるような形

で、住民並びに理事者等の協議の中で進めてまいりたいなというふうに考えてございま

す。

　　また、河川の洗掘等も気象状況の影響で進んでいるというようなお話もございました

けれども、この部分につきましても、被害が及ぶような場所が確認できた状況の中で、

どのような対応ができるかという部分についても、河川につきましては町有地でない部

分がほとんどでございますので、その辺の土地所有者の方の関係、それから隣接者等の

対応等も含めまして、あわせまして総合的な対応を進めさせていただきたいというよう

に考えてございます。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかありますか。

　　３番、山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　水道管の本管の今40 年近くたっていると、東部地区でありま

すけれども、それで、たまたま北門地区というのは湿地が多くて、暗渠排水が結構、道

営事業等を含めてやっているわけですけれども、その起点となる水道の埋設してある場

所を特定することが、水道工事関係の人であれば、ダウジングというんですか、ああい

うものを使ったりして。正確な位置が、暗渠を拾うときに引っかけてみたり、あるいは

漏水の原因になるというおそれがあるわけです。

　　特に明渠の周辺であれば、明渠の内側とか、ああいうところで、そういう起点となる

何かのものを立てておけば、大体この地区、道路から何メートルぐらいのところにポー

ルもしくはくいでもいいですから、そういうものが線形として、農業委員会だったら地

積図が出ているわけですけれども、そのものがよく帯広市の業者、町内の業者であって

もわからないという状況がありますので、その辺をもうちょっとわかるようにしておい
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たほうがいいのかな、なるべく経費のかからないような方法で。

　　それとあわせて、そういう塩ビ管ならいいんですけれども、本管を切りかえたときに、

そのものを土中の中に残していくということになるんでしょうか。私のところも残って

いるんですけれども、それが水が中に入ってしまって、しけるような状況があるんです

けれども、その辺の考え方というのはどうなんですか。

○議長（杉山幸昭議長）　建設課長。

○尾形昌彦建設課長　まず、水道管本管の管理といいますか、位置の確認等でございます

けれども、大もとにつきましては管路図という形で建設課のほうで図面をつくっており

まして、大まかな管路図は１枚の紙で見渡せるようにという形になってございます。

　　また、あと特定の細部の場所の確認でございますけれども、現在、農業の関係のほう

とも連動いたしまして、図面、配管路の電子化を進めてございまして、その電子化をす

る中で特定の位置を、かなり精度の高い形で、どこに埋まっているかというものがわか

るような形でできるシステムを現在構築中でございます。

　　しかしながら、昔の資料をもとにという形になりますので、若干の誤差は許容せざる

を得ないのかなという状況でございます。

　　また、塩ビ管の切りかえでございますけれども、残りました石綿管等につきましては、

やはり相当な距離が入っているということでございまして、撤去するに当たりましては

相当な費用がかかるという判断のもと、現在は埋め戻しさせていただいているような形

で施工しているところでございます。どうぞご理解のほうをよろしくお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　３番、山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　行政、建設課のほうでご理解を賜りたいということなんですけ

れども、私が言ったように、特に北門ですとか、湿地を持っているところというのは、

あれは空洞になっているわけです。ふたでもしてくれればいいんです、前と後ろに。水

道管ですから、中へ水が入ってしまうと、そのものが水が出なくなってしまうんです、

中に。だから、入り口と出口に完全にふたして、そのまましておけばいいんですけれど

も、ただ切りかえたときに入り口と出口がそのままになっておると。

　　それで、状況によっては、切りかえた後で土を埋め戻してしまうと、その中に水がた

まってしまうわけです。それがにじみ出たりして、旧埋設管の周りがどう考えてもしけ

ったり、いろいろな問題が出てくるわけです。暗渠工事屋さんに掘ってもらうとそうい

う状況なんです。

　　だから、入り口、出口に、掘り起こせとは言いませんけれども、ふたをしてしまって、

水が入らないようにしてもらえれば、大変ありがたい。そんな難しい話ではないと思う
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んですけれども、今後そんなようなことが可能かどうかお尋ねします。

○議長（杉山幸昭議長）　建設課長。

○尾形昌彦建設課長　今度のこれからの工事につきましては、その辺もちょっと検討して

まいりたいというふうに考えます。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、中島議員。

○１０番（中島卓蔵議員）　公用車両の事故報告を受けたんですが、非常に町の公用車両

の事故が多いように思われますけれども、町として事故管理の指導というのはどういう

ふうになっているのか、また、事故によって本人から町に対しての対応というのはどう

いうふうになっているのか、その辺の指導、対応についてちょっとお尋ねしたいと思う

んですが。

○議長（杉山幸昭議長）　教育次長。

○綿貫光義教育委員会教育次長　事故の対応でございますけれども、本人からは事故が発

生した場合は速やかに電話をいただくと、連絡していただいて対応するということにな

っていますけれども、今回の場合につきましては、直接建設課が管理している車両でな

いと。管理は車両担当でしているんですけれども、教育委員会で管理保管していますの

で。そういった部分で、本人は建設課のほうに連絡を入れて、教育委員会のほうには後

になったということでございます。

　　その部分については、本人に速やかに連絡を入れるようにということで注意をしてお

りますし、相手側に対しても、教育委員会のほうから即座に対応させていただいており

ます。

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですか。

　　中島議員。

○１０番（中島卓蔵議員）　この車両の事故に対する管理、指導というのはどういうふう

になっているのか、その辺、徹底されているのか。

　　それから、もう１点、これは本人が事故を起こした場合は、町として、やはり始末書

ぐらいとるくらいの厳しさがあっていいと思うんですが、その点、どうですか。

○議長（杉山幸昭議長）　副町長。

○千葉与四郎副町長　通常、事故が起こった際には、事故報告書というのを提出をさせる

わけでありますけれども、以前にも何件か続いて公用車両の事故が発生をいたしました。

その際にも、全体に対する注意喚起はさせていただいているんですけれども、今回の場

合も、非常に十分注意をすれば起き得なかった事故という部分がございまして、その部

分では非常に注意喚起も十分ではなかったのかなというふうに私も反省をしているとこ
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ろでありますけれども、改めて、この辺はまた全体に対して、きちっと事故に対する注

意喚起を図るようなことで作業を進めたいと思っています。

　　始末書の形については、改めてまたその辺は検討させていただきたいと思いますけれ

ども、よろしくお願いします。

○議長（杉山幸昭議長）　ほか質疑ありますか。

（発言する声なし）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で行政報告に対する質疑を終結いたします。

　　これをもって、行政報告を終わります。

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

◎意見書案第１２号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第５、意見書案第12 号 2013 年度国家予算編成における

教育予算確保・拡充に向けた意見書の提出についてを議題といたします。

　　意見書の朗読を省略し、直ちに提案者である６番、佐々木守議員から提案理由の説明

を求めます。

　　６番、佐々木守議員。

○６番（佐々木　守議員）　ただいま上程されました意見書案第12 号 2013 年度国家予

算編成における教育予算確保・拡充に向けた意見書の提出についての提案理由について

ご説明を申し上げます。

　　この意見書につきましては、さきの議会運営委員会におきまして、議会運営委員の賛

同を得まして提案をするものであります。

　　なお、同一内容の意見書を議員各位の理解のもとに毎年提案をし、ご議決をいただい

ておりますし、昨年は９月定例議会において可決決定をいただいていることを申し添え

ておきます。

　　義務教育国庫負担制度は、標準的な教職員数の確保について、国の責任を果たすもの

であり、へき地校などが多い北海道においては、教育の機会均等を保障する重要なもの

となっています。この制度は、地域主権を脅かすものではなく、むしろ地域主権を保障

する制度であり、義務教育には必要不可欠なことから、この制度の堅持と「三位一体改

革」で削減された負担率を２分の１へ復元するなどの拡充が必要であります。

　　文部科学省は40 人学級を見直し、35 ・ 30 人学級の実現をめざした「新・教職員

定数改善計画」を策定し、2011 年度から小学校１年生の35 人学級を実現しています。

また、2012 年度に向けては、法改正は見送ったものの事実上の小学校２年生の35 人

学級の実現のため、教職員加配定数の増加を閣議決定しております。学校現場において
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は教職員の拡充は喫緊の課題となっており、子どもたちに行き届いた教育を保障するた

め、「新・教職員定数改善計画」の確実な実施と学級基準編制の制度改正並びにそれを

上回る「 30 人以下学級」の早期実現が不可欠であります。

　　今年度の政府予算においても、「高校授業料無償化」などが引き続き計上されました

が、教育現場においては、給食費、修学旅行費、教材費などの保護者負担が存在してお

ります。地方交付税措置されている教材費や図書費についても都道府県や市町村におい

て、その措置に格差が出ており、住む地域に関係なく子どもたちの教育を保障するため

には、国による教育予算の拡充が必要であります。

　　これらのことから、国においては義務教育費無償、義務教育費国庫負担制度の堅持、

当面負担率２分の１への復元など、下記の項目について、教育予算の確保・拡充をする

よう求めるものであります。

　　１として、義務教育費国庫負担制度の堅持と負担率を２分の１に復元すること。

　　２、文科省「新・教職員定数改善計画」の確実な実施及びそれを上回る「30 人以下

学級」の早期実現と教職員定数の改善を早期に実行すること。当面、小学校２年生～中

学校３年生の学級編制基準を順次改定すること。

　　また、住む地域に関係なく子どもたちの教育を保障するために、複式学級の解消に必

要な教職員定数の改善及び必要な予算の確保を図ること。

　　３として、子どもたちや学校、地域の特性にあった教育環境を整備し、充実した教育

活動を推進するために、教頭・養護教諭・事務職員の全校配置を実現すること。

　　４、給食費、修学旅行費、教材費など保護者負担の解消、就学保障の充実、図書費な

ど国の責任において教育予算の十分な確保・拡充を行うこと。

　　以上の内容となっております。

　　子供たちの教育環境充実ために、議員各位の満場のご賛同を賜り、この意見書案をご

議決いただき、関係者に送付をいただきますよう、よろしくお願いをいたします。

　　以上をもって、意見書案第 12 号の提案理由の説明とさせていただきます。

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

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 12 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより意見書案第12 号の採決を行
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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 12 号は原案のとおり可決されました。

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

◎意見書案第１３号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第６、意見書案第13 号地方財政の充実・強化を求める意

見書の提出についてを議題といたします。

　　意見書の朗読を省略し、直ちに提案者である２番、堂畑義雄議員から提案理由の説明

を求めます。

　　２番、堂畑義雄議員。

○２番（堂畑義雄議員）　ただいま上程されました意見書案第13 号地方財政の充実・強

化を求める意見書の提出について、その提案理由についてご説明申し上げます。

　　この意見書につきましては、さきの議会運営委員会においてご審議をいただき、議会

運営委員全員の賛同を賜り、提案するものであります。

　　急速な高齢社会が到来し、国の歳出に占める社会保障関係費の割合は５割を超え、社

会保障の機能強化と持続可能性の確保が一層重要となっています。

　　社会保障においては、子育て、医療、介護など、多くのサービスを提供する地方自治

体の役割が高まっており、安心できる社会補償制度を確立するためにも、安定した財源

の確保が重要であります。また、全国の経済状況は依然として停滞しており、地域の雇

用確保、社会保障の充実など、地域のセーフティネットとしての地方自治体が果たす役

割は、ますます重要となっています。

　　特に、地域経済と雇用対策の活性化が求められている中で、介護・福祉施策の充実、

農林水産業の振興、クリーンエネルギーの開発など、雇用確保と結びつけ、これらの政

策分野の充実・強化が求められています。2012 年度政府予算では地方交付税について

総額 17.5 兆円を確保しており、2013 年度においても、2012 年度と同規模の地方財

政計画・地方交付税が求められます。

　　このため、2013 年度の地方財政予算全体の安定確保に向けて、政府に次のとおり対

策を求めます。

　　１、被災自治体に対する復興費については、国の責任において確保し、自治体の財政

が悪化しないよう各種施策を十分に講ずること。また、復旧・復興に要する地方負担分
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は、通常の予算とは別に計上すること。

　　２、医療・介護、子育て支援分野の人材確保など、少子・高齢化に対応した一般行政

経費の充実、農林水産業の再興、環境対策など、今後増大する財政需要を的確に取り入

れ、 2013 年度地方財政計画を策定すること。

　　３、地方財源の充実・強化をはかるため、地方交付税の総額確保と小規模自治体に配

慮した再分配機能の強化、国税５税の法定率の改善、社会保障分野の単位費用の改善、

国の直轄事業負担金の見直しなど、抜本的な対策を進めること。

　　以上、要望するものであります。

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

だきますようお願いいたします。

　　以上をもって、意見書案第 13 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 13 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより意見書案第13 号の採決を行

います。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○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 13 号は原案のとおり可決されました。

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

◎意見書案第１４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14 号北海道地域最低賃金の大幅な改善

を求める意見書の提出についてを議題といたします。

　　意見書の朗読を省略し、直ちに提案者である２番、堂畑義雄議員から提案理由の説明

を求めます。

　　２番、堂畑義雄議員。

○２番（堂畑義雄議員）　ただいま上程されました意見書案第14 号北海道地域最低賃金

の大幅な改善を求める意見書の提出について、その提案理由についてご説明申し上げま
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す。

　　この意見書につきましては、さきの議会運営委員会においてご審議をいただき、議会

運営委員全員の賛同を賜り、提案するものであります。

　　非正規労働者の増大とそれに伴う低賃金層の増加に対して、賃金の最低限を保障する

セーフティネットを強化する最低賃金制度の役割は、ますます大きくなってきています。

　　 2007 年度に「成長力底上げ戦略推進円卓会議」の合意、2008 年の改正最低賃金法

による「生活保護施策との整合性に配慮する」などの経過、2010 年は雇用戦略対話に

おける「早期に全国最低800円を目指す」との政公労使合意などにより、この５年間で

61 円の引き上げが行われ、北海道の最低賃金は705円となっています。

　　全国的にも、昨年、生活保護費との乖離解消が６都道府県で進められましたが、依然、

３道県で乖離額が残されています。特に乖離額（現行17 円）が最大である北海道とし

ては、働くことのインセンティブを高めるためには、その乖離を速やかに解消すること

が、喫緊の課題であり、その実現を通じて安心して生活できる賃金を約束しなければな

りません。

　　法定労働時間フルに働いても、税込み月額12 万円程度、年額でも140万円程度にし

かなりませんが、昨年度の14 円引き上げ改定に伴う影響率は10.1 ％、パートに至っ

ては 26.7 ％となっており、北海道の非正規率の高さ、最低賃金に張り付く低賃金体系

となっていること、生活困窮の度合いが深まっていることが明らかとなっています。

　　特に北海道は、非正規労働者比率が４割と高く、低賃金・最低賃金に張り付く賃金体

系が多い地域であり、地域経済の活性化と所得税収の確保、社会補償制度の維持・充実

に向けて、納税を果たせる賃金の確保と、全体の底上げは重要な課題であります。

　　以上の趣旨に基づき、次の事項について要請します。

　　１、今年度の北海道地域最低賃金の改定に当たっては、生活保護費との乖離解消は喫

緊の課題であることから、働く者が経済的に自立可能な水準への改定を行うこと。

　　以上、要望するものであります。

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

だきますようお願いします。

　　以上をもって、意見書案第 14 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 14 号に対する質疑を終結いたします。

－18－



　　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14 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 14 号は原案のとおり可決されました。

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

◎会議案第５号の上程、説明、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第８、会議案第５号議員の派遣についてを議題といたしま

す。

　　会議案の朗読を省略し、直ちに提案者である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）　ただいま提案されました会議案第５号の提案説明を申し上げ、

議員各位のご理解とご賛同を賜りたいと思うものであります。

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

同を得まして、委員長であります私が提案者となった次第であります。

　　会議案第５号は、例年北海道町村議会議長会が主催する北海道町村議会議員研修会に

議員全員が参加すべく、ご提案申し上げるものであります。

　　本年度の北海道町村議会議員研修会は、７月３日に札幌市札幌コンベンションセンタ

ーにおいて、講師には明治大学経済学部教授の牛山久仁彦氏と慶應義塾大学教授の手嶋

龍一氏をお招きして講演が実施される予定であります。

　　議員各位の満場のご賛同を得て、会議案をご可決いただき、議員全員が参加をし、研

修を深めていただきたいと思うものであります。

　　以上をもって、会議案第５号の提案説明といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　本件については、質疑及び討論を省略いたします。

　　これより直ちに採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）
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○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、会議案第５号は原案のとおり可決されました。

　　なお、この際、お諮りいたします。

　　ただいま議決した議決事項について、諸般の事情により変更する場合は議長に一任願

いたいと思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、諸般の事情により変更される場合は、議長に一任することに決定されました。

　　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。

　　気温が上がってまいりましたので、暑い方は上着を脱いでいただいて結構でございま

す。

（午前１１時０４分）

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

◎一般質問

○議長（杉山幸昭議長）　日程第９、一般質問を行います。

　　一般質問は、８番、山本和子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、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、だれもが安心して医療を受けられるようにということで

質問いたします。

　　今、年金が下がったり、年収が減ったりする中で、税金を払うのも大変、病気しても

病院代を払うのも大変という方がふえております。こういう中で、町の国保会計も火の

車状態です。その一番の原因は、国保会計への国庫負担の大幅な負担減や道支出金の減

（平成21 年度からはゼロとなっています）このことが原因となっています。国は、さ

らに国の負担を減らすために、都道府県単位の広域化を進めております。
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　　このままでは、税金は上がる一方だが、十分な医療が受けられないことになってしま

います。

　　次の５点、質問いたします。

　　１点目、広域化は町、町民の負担がふえるため反対するべきです。

　　平成18 年度より、広域化を推進するために保険財政共同安定化事業（レセプト１件

30 万円以上を対象）、高額医療費共同事業（80 万円以上を対象）、この２つの事業

が導入されました。市町村がお金を出し合い、基金をつくり、この基金からかかった医

療費を一定の計算方式で各市町村に交付するものです。しかし、これは大都市には有利

だが、小さい市町村には負担がふえるだけとの資料もあります。

　　上士幌町の拠出金と交付金の関係はどうか。また、平成27 年度より、保険財政共同

安定化事業をレセプト１円以上に広げると、町の負担はさらにふえることになるのでは

ないかと思います。町として広域化のメリットはあるのか、質問いたします。

　　２点目、町の国保会計状況について。

　　３点目、平成23 年度の滞納状況、短期保険証の発行、差し押さえ、保険証のとめ置

き状況についてと、平成24 年度の短期保険証の発行、とめ置き状況について質問いた

します。

　　４点目、一部負担金の減免及び徴収猶予要領が平成21 年度に制定されましたが、そ

の活用状況について。

　　さらに、ほかの制度も周知し、お金がなくて受診ができないことのないようにするべ

きです。

　　５点目、自治体独自の国保税減免がふえておりますが、町独自の減免の制定をするべ

きと考えます。

　　以上、質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　だれもが安心して医療が受けられるように。

　　山本議員の質問にお答えします。

　　１点目の高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業についてでありますが、こ

の事業に係る拠出金及び交付金は、毎年度の医療費の増減により、拠出金が超過する年

度もあれば、交付金が超過する年度もあります。高額医療費共同事業拠出金に対しまし

ては、国と北海道から４分の１ずつ負担金が交付され、拠出金の超過額が交付金額の

３％を超える場合には、北海道の特別調整交付金が交付されるため、負担が大きくなら

ないような仕組みとなっております。
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　　また、保険財政共同安定化事業の対象医療費を１円以上に引き下げた場合の影響額で

ありますが、北海道が平成23 年度の事業をベースにしたものよりますと、上士幌町の

拠出超過額は減る見込みとなっております。しかしながら、各年度の医療費の状況によ

り金額が変動する場合もあることや、拠出方法が変更されれば、拠出額も変わってくる

ものと思われます。

　　広域化につきましては、一昨年、国の高齢者医療制度改革会議の最終とりまとめにお

いて、高齢者医療制度の見直しを機に、保険財政の安定化、市町村間の保険料負担の公

平化等の観点から、国民健康保険の財政運営の都道府県単位化を進めていくことが不可

欠とされました。

　　当初、平成25 年３月から75 歳以上の被保険者を、その５年後には、全年齢を対象

とした都道府県単位の財政運営を目指しておりましたが、今国会においても法案の上程

が行われていない状況となっております。しかしながら、国民健康保険は、構造的な問

題により市町村が個別に運営することは限界に来ていると思われ、広域化については、

市町村間の医療費及び保険税の格差を是正し、負担の不公平感の解消が図られると考え

られます。さらに、財政規模の拡大に伴い、急激な医療費の増嵩への対応や事業共同化

による人件費、事務費の縮減が図られるものと思われます。

　　町としましては、今後も国や道の制度改正等の動向を注視しながら、適切に対応して

まいりたいと考えております。

　　２点目の本町の国民健康保険特別会計でありますが、他の自治体同様に厳しい財政運

営が続いております。平成24 年度の財政状況としましては、前期高齢者交付金が前年

度と比較して大きく減っていることや、後期高齢者支援金及び介護納付金がふえてきて

おり、厳しい状況となっております。

　　なお、医療費の支出額や調整交付金等が最終的に確定するのは年度末になりますし、

療養給付費等負担金の返還額が大きくなることも予想され、国保事業の運営に大変苦慮

しているところであります。

　　３点目の平成23 年度の未納状況、短期被保険者証の発行、差し押さえ等であります

が、平成23 年度現年課税分の未納額は749万6,178円、調定に対する未納額の割合は

3.34 ％となっており、平成 22 年度と比較して微減となっております。

　　短期被保険者証の交付は、国民健康保険法に基づき、滞納世帯との接触の機会を設け

るために行っております。平成23 年度は、年度途中の資格喪失や滞納状況の改善によ

り対象者が減り、最終的に32 世帯に交付しております。これらの世帯に対し、何度も

電話や文書連絡を行っておりますが、納税相談に応じない世帯もあり、やむを得ず15
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世帯が保留状態となっております。

　　また、平成24 年度５月末で38 世帯が短期被保険者証の対象世帯となっております。

これらの世帯で納税相談に応じず、やむを得ず保留しているのは24 世帯となっており

ます。

　　いずれにいたしましても、納税相談を行っていただければ、必ず被保険者証を交付し

ているところであります。

　　税負担の公平・公正のためにも、滞納世帯との接触機会を設けることにご理解をいた

だきたいと思います。

　　次に、平成23 年度の国民健康保険税滞納に係る差し押さえにつきましては、国税還

付金や預貯金の差し押さえを実施しており、15 件、 50 万4,670円の実績となってお

ります。

　　４点目の一部負担金の減免及び徴収猶予要領の活用状況でありますが、農作物の不作

や、その他これに類似する理由により収入が著しく減少したときや、災害により重大な

損害を受けたとき等の特別な理由がある場合に、一部負担金を支払うことが困難と認め

られた者に対して適用できることとなっております。これまでにも、被保険者から何件

か相談を受けておりますが、預貯金調査による支払い能力があると判断され、認定され

なかったケース、生活保護に該当するケース等により、減免や徴収猶予の該当となった

者は現在のところいない状況にあります。

　　また、相談内容によっては、関係部署などとも連携し対応しているところであります。

　　制度の周知につきましては、国民健康保険加入世帯に「こくほハンドブック」を配布

したり、町の広報紙やホームページに掲載し、周知を行ってきているところであります。

　　５点目の国民健康保険税の減免制度についてでありますが、災害その他特別の事情に

より保険料の負担が過重となり、徴収猶予や納付期限の延長によっても、納付が困難で

あると認められる場合に限り適用できることとなっております。

　　保険税の減免は、単に所得金額などが一定額以下の者という基準で、減免範囲を指定

することはできないとされており、収入が著しく減少した場合であっても、預貯金や資

産等により判断されることとなっております。これまでも条例に基づき減免を行ってき

ておりますが、個別具体的な事例により、納税が困難であると認められるかどうか判断

することとしておりますので、ご理解を賜りたいと思います。

　　以上、山本議員の質問にお答えさせていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　初めに、広域化の問題について質問いたします。
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　　なぜ各市町村の国保会計が大変なのかという点について、まず資料をつくってきまし

たので、それに基づいて説明してから質問したいと思います。

　　国の全医療費に対する負担割合が年々下がってきました。 1980 年のときには

57.5 ％、それがずっと下がってきまして、2007 年、平成19 年度は全医療費に対す

る国の負担金が25.0 ％まで下がりました。これはいろいろ計算が、事務負担金が出な

くなったとか、いろいろな理由がありますが、これだけ下がりました。

　　では、道の拠出金はどうかといいますと、道のほうは1984 年は北海道全部で９億円

ありました。ところが、一回12 億円まで上がったんですが、どんどん下がってきまし

て、 2007 年、平成19 年は431万円まで、これは全道でこれだけ下がりました。そし

て、 2008 年、平成 21 年度からは、この拠出金がゼロになりました。なくなりました。

　　としますと、当然保険税はどんどん上がりますので、ずっと上がって、1984 年は３

万9,020円だったものが、平成19 年には８万4,367円、約２倍、今、平成24 年度に

入りましたので、多分全国平均９万円を超えているのかなと思います。

　　こういう制度的な中身があり、どんなに町がやりくりしたりとか、予防に一生懸命取

り組んだり、病院に行かないように努力しても、こういう国のほうの負担なり、道の支

出金がどんどん減っているということが各町村の国保会計を圧迫している状況になって

いると思います。

　　これは町長にどうのこうの質問することではないので、そのことを私は押さえて、町

長もぜひその点について確認してもらいたいなと思っているんですが、では、これが広

域化になったら解決をするのかという問題です。

　　広域化というのは、各町村がお金を出し合って、それぞれの町を見るのが広域化です

ので、かといって、国からそのために支援金なり負担金がふえるわけではありませんの

で、大変なところが寄り集まっても解決はしないと。どうなるかというと、それぞれ医

療費を抑えると、町レベルじゃなくて道レベルで各指導が入ったりする中で、どうやっ

て医療費を抑え、保険税が上がるのか知りません。そういうふうな中でやっていくとい

うのが広域化だと思っています。

　　その点について、実際には町の会計が楽になるとか、一般的には事務負担金が減るか

ら、少しは減るんじゃないかという考えもあるかと思いますが、0こういうやり方で、

町の会計なり町民の医療をきちんと守ることができるのか、まず質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　国保料については、どこの自治体も年々上がって、相当のところで赤字

経営を余儀なくされているという実態を伺っております。まずは、保険そのものは相互
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扶助というのが原則だと、そんなふうに思っております。

　　国が、あるいは道の拠出金が、あるいは交付金が減ったということが自治体の国保会

計に大きな影響を与えていると、これも一つは事実だろうというふうに思いますが、一

方では、町単独でその国保会計を維持していくということについては、特に小規模自治

体においては、その年その年の医療費の増減によって非常に会計が不安定な状況にある

ということであります。小さければ厳しいほど、そのリスクというのは大きいというこ

とでありまして、まず保険制度という意味から相互扶助ということを考えますと、お互

いに助け合うためには、みんなが協力し合うということは、これは基本的に流れとして

は、その方向が正しいだろうというふうに思います。

　　ただ、国や道の交付金等が減っているということについては、それはそれとして、国

がどんなような形で国民の健康をしっかり担保するかという制度の問題として、それは

それとして私どもとしては声を上げていくということでないのかなと、そう考えており

ます。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　実際に、この広域化に向けてはもう着々と進められておりまし

て、この４月には国保法が改定されまして、国会では通ったという情報もあります。

　　実際には、平成18 年からその準備段階として、保険財政共同安定化事業を進めてお

ります。それは要するに、30 万円以上の医療費にかかったものについて、全市町村が

保険者でありませんので、市町村と保険者の数、ちょっと違うんですが、それが全部拠

出金を出し合って貯金をすると、そこから一定の計算によって各市町村に交付金を払う

という仕組みです。

　　ですから、出した分と戻った分がプラス・マイナス・ゼロだったら、それはいいと。

出した分が多いけれども、来る分が少なければ、町は損をすると。その逆だったら、町

はもうかると言ったら変ですが、財政的には楽になるという仕組みだと思うんです。

　　平成18 年からはちょっと調べていないんですが、この３年間だけ、決算書なり、予

算の最終補正を見て調べてみました。平成21 年度は拠出金が7,977万円出しまして、

交付金、もらったものが7,598万円で差し引き379万円、町が持ち出ししました。平成

22 年は、数字を省略しまして996万円、町が持ち出ししました。平成23 年は7,974

万円拠出して、交付金でもらったのが4,356万円で、差し引きしますと、3,617万円出

したことになるんですが、道のほうはちょっとあめとむちで、特別調整交付金あげるよ

といって3,522万円くれましたので、差し引きしますと、出した分が65 万円で済みま

した。この交付金がなければ、３年間だけでも4,992万円、5,000万円町が持ち出しし
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たことになります。

　　それで、この調整交付金というのは必ず来るお金じゃありませんので、この平成18

年から始まった制度の中で、平成23 年度に初めて特別調整交付金をもらったんだろう

と私は思います。以前についてはわかりませんが。

　　それで、先ほど町長が、小さい市町村ほど助かる制度だというお話をしましたが、実

はそうではないというデータが、道のほうのこの支援化計画の中に載っていました。こ

れは北海道が出した資料で、その中に載っています。

　　その中で、平成21 年度で限って見ますと、お金を出したほうが多いです。うちの町

も含めて多いのが全体で118で、少ないのが40 、十勝では17 市町村が出し過ぎたと、

うちの町も入っています。逆に、もらったほうが多いのが全体では40 市町村、40 保

険者、もらったのが多いのは管内では１、市か町かわかりませんが。ですから、逆に考

えれば、各小さい町のほうが不利なんではないかということも私は考えられます。

　　そのことが、１円以上ということは、全医療にかかわってそういうふうに拠出金を出

し合って交付金をもらうと、財政的に北海道全部を見るとなった場合に、不利か得かと

いうのは、それは全然わかりません。わかりませんが、そういう制度の中でやるという

のは、逆に各町村についてはものすごく大変で、どこかの町がものすごい医療費がかか

ったと、うちの町がどんなに一生懸命予防をやって医療費を抑えても、そのかかった医

療費を町が負担をするとなります。

　　その中で、狭い中でやりくりをするというのは、逆にものすごく負担がふえるんでは

ないかと。これは実際に、反対されていたんですが、４月に国会を通ったという情報も

ありますので、そのことを踏まえて、こういうやり方で、本当に広域化で町の医療が守

れるのかどうか、再度質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　今、数字を挙げてお話しいただきましたけれども、若干手元にある資料

と相違があるというふうに思っております。

　　医療費の交付金と、それから拠出金、最後の平成23 年度の関係で7,900万円何がし

かの拠出金に対して、交付金が3,600万円ということですから、それはそのままでいき

ますと、3,000万円ほどのマイナスになるということでありますけれども、それに道の

調整金ということですから、これは全体でやるということは、保険のための保険という、

そういった意味を持っていると。

　　上士幌町の場合は、国保医療費の関係は非常に頑張って少ないほうであります。そう

いった意味で、交付金は少ないということであろうというふうに思いますが、そういっ
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たことに対しては、しっかりとその調整金でカバーするという、こういう性格のものだ

ろうというふうに思っておりますし、この５年間の町の実質的な負担の関係でいきます

と、平成19 年度は約940万円、約1,000万円の町がプラスになっているということで

あります。平成20 年で200万円の町が持ち出し、平成21 年度で500万円の町がプラ

スになっている。それから、平成22 年度が280万円、平成23 年度が140万円くらい

ということですから、この間のトータルでいきと、上士幌町は持ち出しよりも、何らか

のいろいろな交付金でカバーされているということが一つ挙げられております。

　　最終的に、やはりお互いに助け合うという、このことは、いわゆる例えばインフルエ

ンザが流行したときなんていうのは突然2,000万円、3,000万円という大きな医療費が

かかってくるということでありますから、これはみんなで負担し合うというのは当たり

前の話で、それから国民の健康というのは、基本的にはやはりある程度等しくカバーさ

れるべきだというふうに思っております。そういったことを考えると、全体でお互いに

助け合うということが必要だというふうに思います。

　　ただ、先ほどの国がこれらに対してどのようにどれだけの交付金等々が拠出するかと

いうことについては、これはまた別の問題として、しっかり国のほうに訴えていく必要

があるというふうに思います。

　　国民健康保険の関係でいうと、医療費がかかっておりませんけれども、これが後期高

齢者の場合をとってみると、上士幌町のいわゆる納付額に対して、医療費のほうが相当

全道平均よりも上回っているという現実もございます。これもまたみんなでカバーし合

うということで、いずれにしても、最終的に大きな保険料が増減するようなことを避け

るという意味で、そういった考え方のもとで、この国保会計というのはこれからも進め

られていくべきだろうと、そんなふうに思います。

　　そういった意味では、都道府県単位で国保会計を担っていくということは、これは望

ましい方向だなと、そんなふうに思っております。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　多分数字が違うのは、高額医療共同の関係は国や道の負担金も

ありますので、それは拠出金よりも交付されている額のほうが多い自治体のほうが多い

です。ですから、それも全部ひっくるめればそうかもしれませんが、私が町の予算書、

最終的な３月の補正予算で調べた中では、平成21 年度、平成22 年度、平成23 年度

は町が持ち出しているほうが多かったと、私はそれをデータに調べました。

　　それで、広域化になって得をするところもあれば損をするところもある。それはそう

いう話は変なんですが、やはり全体的に医療を守ると、では町がどうやって医療を守る
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かという点について、やはりきちんと考えを持たなければいけないと思います。

　　先に国保会計と減免の関係について質問したいと思っているんですが、基金の状況は

この３年間で、平成20 年は4,890万円、これは後期高齢者が入りましたのでふえまし

た。ところが、平成21 年が、これは年度末ですが57 万円、平成22 年は1,000円と

いう単位がちょっと不思議なんですが、ほとんど底を突いたと。それで、平成23 年度

に大幅な引き上げが行われました。

　　その結果、かつてからずっと滞納の世帯が多いんですが、滞納世帯、平成23 年度は、

世帯ではなくてお金で答弁されましたので世帯数がわからないんですが、平成20 年、

平成 21 年、平成22 年度では、世帯数で言えば14.69％、平成23 年度も世帯数で言

えば多分ふえているんではないかと思うんですが、そんなふうにふえてまいりました。

　　それをどうやって保険料を下げるかという点について、一般会計から繰り入れるなど

して保険料を下げる方法がないのか、まず質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　この会計の趣旨は特別会計ということで、基本的にはその会計の中で収

支経営をするという方針であります。したがって、お互いにその中で、自分たちでお互

いに支え合うという関係で処理をしていきたいと。

　　それと、国民健康保険関係でありますけれども、それも町民のすべてということであ

りませんし、いろいろな社会保険等々に係っておりますから、その辺についてはより慎

重であるべきだなと、そう思います。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　国保会計の一般会計からの繰り入れにつきましては、全国的に

も全道的にもどんどんふえている状態です。全道的には、法定外の繰り入れについては

108保険者、１人当たりの金額が全道的に6,819円、これは平成 22 年度です。平成

20 年度の管内では、中札内村が１人当たり３万8,904円と断トツに高いです。上士幌

町は774円と、支援している中では一番下のほうに近いという状況です。繰り入れをし

ながらでも保険料を下げるとかいうやりくりをしながら、何とか保険料を抑えていると

いう、そういう状況があります。

　　それと、もう１点は、一番最後となっているんですけれども、減免についてです。

　　こういう保険をもらって、税の納付書をもらって払えないという滞納の方、それで払

えない方は事情があり相談に来ない方は短期保険者証を配布しているという状況もあり

ます。それをきちんと、例えば減免制度をつくる中でそれが解消できないのかという問

題について、まず質問いたします。
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　　繰り入れの問題と減免制度の問題について質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　一般会計からの繰り入れについては、かなりの自治体で実施していると

いうことは承知しております。そういった意味でいくと、国保会計そのものが、特別会

計そのものが非常に厳しい状況、ある種、何といいますか、単独では維持できないよう

な状況、国保会計の体を成さないというふうな状況に、今全体的にはあるような気がし

ております。

　　そんな中で、上士幌町としては非常に頑張って、ぎりぎりのところでありますけれど

も、その歳入をもって歳出を賄うというような今やりくり、非常にまだ今年度は特にま

た厳しいという状況が持続されております。そんな今経営をさせていただいているとい

うことでございます。

　　もう一つ、減免の関係でありますけれども、これはやはり保険でありますので、お互

いに支え合うということと、それから、やはりそれなりの能力に応じて、あるいは資産

に応じて保険料を決めておりますけれども、どうしてもこの納税者が病気になっただと

か、あるいは事故に遭った、災害に遭ったということで支払いは困難だと、明らかに困

難な状況があるとすれば、それはやはり福祉という視点を持って支えるということは、

これは大切なことだろうと、そんなふうに思います。

　　それをどんなふうにするかということについては、条例の中でも、一応１項目を設け

ております。現状でも、そういった本当に困っている人だとか、そういった相談があれ

ば、窓口のほうは親切に対応しているというふうに思っております。その中間の関係で

は、民生委員さんだとか、あるいは町内会の区長さんだとか、きっと相談に応じながら、

それについては役場へ行って相談したらいいんじゃないだろうかと、こういう、何とい

いますか、指導をされていたり、そしてそれを受けて役場のほうに来ているというふう

に思っております。役場のほうについても、そういった事例については、一緒になって

どんな方法があるのか相談に乗っていると、そんなふうに考えております。

　　特に、本町のように小さな自治体、顔の見える、住民と、それから行政と、それから

そこに介在するいろいろなボランティアの方々だとか、非常に近い関係にあるという町

では、条例は１項目でありますけれども、相当親切にそういったことには対応していけ

ているのではないだろうかなと、そう考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　条例上は減免できるとありますけれども、詳しい規定なり要綱

がありませんので、個別対応になると思うんです。その中で、実際に例えば冷害とかの
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ときには、新たな要綱、条例をつくりました。ここ最近では、１例だけ減免があったよ

うな気がするんですが、正式な申請があった減免というのはないと思うんです。去年は

収入があっても、ことし仕事がないとか、病気したとかという場合には、お金がなくて

も、税金は前年で来ますので税金は払わなくてはいけません。

　　そのために、後で質問したいと思うんですが、例えば音更町の例の要綱、これは平成

22 年４月に新しくつくった改定されたと思うんですけれども、例えば災害を受けた場

合とか、生活に困窮した場合、病気とか失業とか事業を廃止した場合に、最高全額、そ

れから最低でも10 分の１とか、２分の１とか、いろいろありますが、それぞれの状況

に応じて減免できるという規定があります。ですから、相談を受けた場合については、

この規定に合うかどうかを審議すれば受けられますので、そういうものがないと、私は

なかなか相談を受けたら、じゃ、福祉だ、あっちだ回されて、結果的にはなかなか受け

る状況にないのかと私は思います。

　　その点と、あと具体的に全国的な例でいいますと、平成22 年度では全国で、厚生労

働省の資料のコピーなんですが、63 万4,208世帯が独自減免を受けたという資料もあ

ります。それから、北海道全体では平成21 年、直近では平成21 年しかないんですけ

れども、127自治体で３万567世帯が減免を受けたという資料もあります。それから、

帯広市の例でいいますと、平成22 年度に1,805世帯が独自の減免を受けたという例も

あります。

　　これはやはり独自の減免をつくりながら、何とか保険料を払えるようにしてあげて、

きちんと保険証を渡すという形をとっているのかと思います。その点について再度質問、

要綱等をつくり、基準をつくることが必要と思いますので、それについて質問いたしま

す。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　条例の中では減免の措置についてうたっておりますけれども、具体的な

内容、程度の問題だとか、そういったことには、その中ではなかなかわからないという

ことがあります。今の指摘のように、その判断が担当の恣意的なものであったりすると

いうことは決していい話ではないだろうというふうに思います。

　　今の要綱と、それは非常に、調べると結構やっているところがあるというのも、これ

もまた知っております。近場では音更町の例も、それも資料として持っておりますけれ

ども、その辺の詳細をどのように詰めるのかというのは、非常に悩みどころがいっぱい

あるなというふうに思っておりますけれども、ただやはり余りにも抽象的であってもま

ずいなという気がしますので、それらについてはこれから少し検討をさせていただきた

－30－



いなと、そんなふうに考えます。

　　それから、減免の関係では、最近では去年の東日本の震災にかかわって、被災地のほ

うから来た方、当時は減免の措置を行っているという事例はございます。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　減免の事例が最近１つあったなと、担当課に聞きに行きました

ら、その震災の関係だということはわかりました。それはそれとして、実際に減免でき

るわけですから、したわけですから、きちんと整理をして、どういう場合に減免できる

かと整理すれば、該当する方がいたら減免できるんだと思うんです。

　　個別に相談されても、担当課でああでもないこうでもないとなると、町長判断と言え

ば、町長判断も必ず自分の判断というわけにいきませんので、その辺きちんと整理して

検討課題にしてほしいなと思っています。

　　最後になりますが、一部負担金の関係について質問いたします。

　　一部負担金の関係は、これも一部負担金を減免できるとあって、平成21 年に要領を

つくってもらいました。大変そこまではよかったんですが、なかなか実際に活用された

かといいますと、活用している例が、相談件数はあったけれども、実際には医療費の一

部負担金、医療費の減免については実際にはなかったというふうに答弁がありました。

　　その点について、国も道もそうですが、一部負担金の減免については進めなさいとい

う方針を出していますので、その周知方法等についてまだまだ足りないのではないかと

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　たまたまそれは該当する人がいたにもかかわらず該当させなかったとい

うことではないだろうというふうに思っております。相談件数はそれなりにあって、そ

れはたまたま納税の、あるいは負担の能力のある人という判断のもとで、正確にジャッ

ジをしていると、そんなふうに思います。

　　それ以外にどれだけあるのかということについては、なかなか読み切れないわけであ

りますけれども、今の中では、直接だれかれにお話をするという、これは極めて困難な

話でありますから、町としては広報が一つ大きな頼りになるというふうに思っておりま

すので、そんな広報だとか、あるいは国保の加入者に対するハンドブック、これはいっ

ておりますので、そんなところで自分で判断をしてもらわなければ、なかなか難しいこ

とだなというふうに思います。

　　あと、生活の困窮者等については、先ほどから申し上げているように、生活保護者は

それはそれとして減免の対象になっているんだと思いますけれども、それに近いような
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ところで我慢している人、こんな人も中にはいるかもわかりませんから、それはやはり

周りでみんなで気配り、気遣いをしてやれるような、そういった町であってほしいなと、

そんなふうに思っております。

　　これ以上に、何といいますか、的確な広報の方法があれば、それはお話を伺いながら、

対応できるものは対応していきたいというふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　私も広報を見ました。こういう欄に２回ほど見ましたが、なか

なかそれを見て、ああ、医療費が減免されるんだというところまでわかる方はなかなか

いないんじゃないかと、ちょっと難しい表現かなと私は思っています。

　　なかなかこれは要綱をつくった市町村がどんどんふえまして、平成21 年度には道内

でも結構ふえました。148自治体というふうに平成21 年度はなっていますが、2010

年には、これを実際に活用した方が７市町村で137あります。それから、帯広市ではど

うかといいますと、帯広市では相談件数15 件ありましたが、その中で減免になった方

が４件と、それから生保になった方が１名と、それから無料低額診療という、この制度

もあるんですが、それを利用した方が１件というふうに活用されています。

　　これはなかなか広報に載せたから、ハンドブックに載せたから、それで町民がわかっ

てくるかというものではなくて、何らかの機会でやはり周知しながら、相談に乗りなが

ら、こういう制度があるよというふうに広める努力をしなければいけないと思っていま

す。

　　それと、差し押さえ状況、短期保険証、とめ置き状況を調べてもらったんですが、

年々ふえています。短期保険者証も平成20 年は 19 と、平成24 年は５月現在38 と、

とめ置き状況も平成24 年は 24 件と、その方、いろいろな事情がありますので、単な

る保険料が払えないとか、そういう理由ではないかもしれませんが、その方は今時点で

無保険状態です。そのほかに、もしかしたら保険にも手続しなくて無保険の方もいるん

ではないかと、そういう方はどうやって病院に行くんだろうと、私はものすごく不安に

思います。多分行かないんだろうと思うんです。

　　そういう方を含めて、一部負担金の減免制度、それから、さっき説明しました低額無

料、こういう制度もあります。これは帯広では２カ所やっていますが、全道でも何カ所

かやっています。お金がない方が、ここに行けば無料になったり減免できる制度もあり

ます。これは一部負担金の減免要綱じゃなくて、国・道の制度ですので、そういう方法

もありますので、とにかくいろいろな制度を活用してもらって、病院に行けなくて亡く

なるとか、病気を悪化することがないように、それを特に町の方針として、お知らせし
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たけれども見ないではなくて、いかにお知らせをしながら医療を守るかと、町民の命を

守るかという点について努力すべきと考えています。

　　これで質問、答弁してもらって終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　本当に生活が、経済が厳しくて病院に行けないというようなことは、そ

れはやはり行政として避けなければならないことだと、大事な役割の１つだと、そんな

ふうに思っております。

　　一方で、今までも議論の中にされておりますけれども、現実問題として、やはり国保

税が年々のように上がらざるを得ないということ、国民健康保険だけではなくて、介護

保険でも相当今厳しくなってきております。介護保険関係で、今回、上士幌町は3,000

円台で何とかおさまりましたけれども、もう管内では4,000円以下のところも、３町か

４町の程度でないかと、そんなふうに思っております。

　　上のほうへいくと6,000円台からということで、介護保険もさらにこれから削減され

るといいますか、減額される要素というのは、それはなかなか今の状況、制度の中では

難しくなってきているということであります。

　　そういったことを考えますと、この国民健康保険もそうですし、それから介護保険も

そうですけれども、制度そのものの抜本的な見直しがなされなければ、本当に安心して

医療にもかかれない、あるいは介護にかかれないというようなことがこれから近いうち

に起きるのではないだろうかと、こういう危惧を今すごくしているところであります。

　　そういう意味での今回の後期高齢者の関係で、平成25 年からという改正が延びてい

るようでありますけれども、本当に国民が安心して病院にかかれる、安心して介護にか

かれると、このような制度にするためにどうあったらいいのかというのは、もうこの町

だけの問題ではないと、国レベルで、国民レベルでみんなで考えて、サービスと、それ

からいわゆる保険税の関係と、総合的に考えていかなければならない今切迫した状況に

来ているのではないだろうかな、そう考えております。

　　特に、今私どもとしては、身近な住民の中に、もしこの経済的な負担がたえられなく

て病院に行けない、あるいは介護にかかれないと、このようなことのないように、最善

の気配りと、それから手だてを講じていくというのは、それはもう大事なことだと、そ

んなふうに思います。

　　単に１回、２回流してからということではなくて、場合によっては相談会を開く、そ

んなこともあってもいいかなというふうに思いますが、この一部負担金の関係について

は、そのときにならなければ、計画の入りに病院にかかるという、そういった問題でな
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いものですから、ですから当事者そのものがなかなかそういった制度があるということ

を認識しづらいというのも、これまた現実問題としてあるのかなと、そんなふうに思い

ます。

　　そういった意味では、それを行政、それから社会福祉にかかわる人方、民生委員さん

も含めて、より連携をとりながら配慮を徹底していく必要があるかなと、そう思います。

○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。

（午前１１時４９分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午前１１時４９分）

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

◎承認第２号及び承認第３号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第 10 、承認第２号専決処分の承認について、日程第

11 、承認第３号専決処分の承認についての２件を一括して議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　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承認第２号専決処分の承認について、

承認第３号専決処分の承認について、一括して、その提案理由と内容をご説明申し上げ

ます。

　　初めに、承認第２号専決処分の承認についてご説明いたします。

　　今回承認を願う専決処分は、４月５日に発生した居辺川横断部水道管断裂の本復旧工

事に係る設計委託に急を要し、予算補正を必要といたしましたが、町議会を招集する時

間的余裕がないために、４月９日付をもって専決処分を行ったので、議会に報告し、承

認を求めるものであります。

　　当日の状況でありますが、居辺川を横断している水道管が永年にわたる河床洗掘によ

り露出し、管が折損、東居辺の一部の地域で断水となる事故が発生しました。現在は応

急的な対応により仮給水を行っており、早期本復旧工事の設計を実施したものでありま

す。

　　専決処分の内容につきましては、専決処分書及び平成24 年度水道事業特別会計補正

予算（第１号）をご参照願います。
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　　第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ420万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を１億8,764万4,000円とするものです。

　　第２条で、補正の内容は第１表歳入歳出予算補正によるとしたものであります。

　　事項別明細書の３ページをご参照ください。

　　歳入は、繰越金を420万円増額補正するものであります。

　　歳出は４ページをご参照ください。

　　水道施設費の簡易水道施設改良費の中で委託料を420万円増額補正するものでありま

す。

　　次に、承認第３号専決処分の承認についてご説明いたします。

　　今回承認を願う専決処分は、５月３日から４日の大雨により被害を受けた農業用施設

の災害復旧に急を要し、予算補正を必要といたしましたが、町議会を招集する時間的余

裕がないために、５月７日付をもって専決処分を行ったので、議会に報告し、承認を求

めるものであります。

　　内容につきましては、専決処分書及び平成24 年度一般会計補正予算（第１号）をご

参照願います。

　　第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ1,784万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を 56 億4,234万円とするものであります。

　　第２条で、補正の内容は第１表歳入歳出予算補正によるとしたものであります。

　　事項別明細書の４ページをご参照ください。

　　歳入は、普通交付税544万円、繰越金を1,240万円、それぞれ増額補正するものであ

ります。

　　歳出は５ページをご参照ください。

　　災害復旧費の農業施設災害復旧費の中で工事請負費として1,784万円の増額補正する

ものであります。

　　以上、承認第２号と承認第３号の提案理由と内容について一括ご説明させていただき

ました。ご審議の上、ご承認いただきますよう、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、これより承認第２号及び承認第

３号に対する質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって、承認第２号及び承認第３号に対する質疑を終結

いたします。

　　これより討論を行います。
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　　最初に、承認第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、これより承認第２号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　本件は承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、承認第２号は承認することに決定いたしました。

　　次に、承認第３号に対する討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより承認第３号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　本件は承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、承認第３号は承認することに決定いたしました。

　　ここで休憩といたします。再開は午後１時といたします。

（午前１１時５５分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　１時００分）

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

◎承認第４号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第12 、承認第４号専決処分の承認についてを議題といた

します。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　町民課長。

○石王良郎町民課長　ただいま上程されました承認第４号専決処分の承認につきまして、

その提案理由と内容についてご説明申し上げます。

　　町例規集は3,201ページからでございます。

　　お手元の承認第４号関係、上士幌町税条例の一部を改正する条例の専決処分について

をごらんください。
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　　今回の改正の趣旨でございますが、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一

部を改正する法律等が、平成24 年３月 31 日に公布されたことに伴い、上士幌町税条

例の一部を改正する条例の制定に急を要し、町議会を招集する時間的余裕がないため、

地方自治法第179条第１項の規定に基づき専決処分したので、これを報告し、議会の承

認を求めるものでございます。

　　２、改正の概要の（１）町民税関係でございます。

　　①公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦（寡夫）控除を受けよう

とする場合の申告書の提出を不要にしたものでございます。

　　②と③は、東日本大震災に伴う居住用敷地や家屋にかかわる特例措置を拡充したもの

でありまして、現在、本町で該当する事例はございません。詳細は資料記載のとおりと

いうことで省略をさせていただきます。

　　（２）固定資産税関係です。

　　①公共下水道の使用者が除害施設を設置した場合の償却資産課税標準額を、特例措置

として４分の３にするものでございます。

　　現在、本町における該当する施設はございません。

　　②平成 24 年度固定資産税の評価がえに伴う規定を整備するものです。

　　③平成24 年度から平成26 年度までの負担調整措置等の見直しをするものでござい

ます。

　　商業地等につきましては、平成21 年度から平成23 年度までの仕組みを継続するも

のでございます。

　　住宅用地に係る変更点につきましては、２点ございます。

　　ここで負担水準と記載をしております。この意味につきましては、前年の課税標準額

が今年度の評価額に対して何％の水準に達しているかという意味でございます。

　　それで、改正の１点目につきましては、負担水準90 ％以上の住宅用地の課税標準額

を、前年度課税標準額に据え置く措置を今回廃止するものでございます。

　　２点目は、負担水準90 ％以上の住宅用地の特例を、平成26 年度より廃止するもの

でございます。

　　④特例民法法人から移行した一定の一般社団法人または一般財団法人が、平成20 年

12 月１日前から設置している図書館、博物館、幼稚園の固定資産について、固定資産

税の非課税措置を講ずるものでありまして、本町の該当する施設はございません。

　　（３）その他。

　　法改正等に伴う字句の整理をしております。
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　　（４）施行期日でございます。

　　この条例は公布の日、平成24 年５月１日から施行し、平成24 年４月１日から適用

するものです。ただし、第36 条の２第１項ただし書きの改正規定は、平成26 年１月

１日より施行するものです。

　　別紙新旧対照表の説明につきましては省略をさせていただきます。

　　以上、承認第４号専決処分の承認につきまして、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、ご承認くださいますよう、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、これより質疑を受けます。質疑

ありますか。

　　６番、佐々木議員。

○６番（佐々木　守議員）　１点だけお伺いをしたいというふうに思います。

　　なぜ専決処分をしなければならなかったという理由が、今の説明ではちょっと理解が

できないので、もう少しその部分について説明をお願いしたいと思います。

　　例えば、公布の日が本日であっても、平成24 年４月１日からの適用ということであ

れば、法的には成立するのではないかと。そうならないという理由についてご説明をお

願いしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　町民課長。

○石王良郎町民課長　実は、過去にも、平成20 年にも専決処分、別のケースですけれど

も、しているものがありまして、それは不利益不遡及ということで、どういうことかと

いうと、法律が成立する以前の事実については、そのことに対して新しい法が適用され

ないという原則がありまして、それに基づいて、今後もケースがあれば、町税の改正に

つきましても専決処分をさせていただきたいと、そういうお話も当時しているところで

ありますが、今回につきましては、固定資産税の関係の改正がありまして、実は固定資

産税の納期はもう第１期が今月末ということで、納付書が５月上旬にもう発送されてお

ります。

　　そういうことで考えますと、議会を招集する期間がなく、早急に専決処分をしなけれ

ばならなかったという事情がありますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　佐々木議員。

○６番（佐々木　守議員）　固定資産税の関係についても、この①については、当該する

施設はないということですから、事実的に問題はないのではないかなと。②についても、

評価がえに伴う規定を整備するものということですから、詳しい条文まではちょっと見

ていませんけれども、影響がないんではないかなとちょっと思ったものですから、そう
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ではないという部分の説明を、ちょっともう少しお願いをしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　町民課長。

○石王良郎町民課長　うちの町税条例の中では、固定資産税の関係の負担調整措置の関係

での年度が、平成21 年から平成23 年度までというような表示をしておりますし、あ

とこの改正の中身の住宅用地の負担調整率も、現状が負担水準の80 ％以上については、

前年の課税標準額を据え置くという規定だったんですけれども、今回は90 ％というこ

とで、そのパーセント率も引き上げられていると、そういうようなことも要因にありま

して、うちの町税の条文の中では、やはり改正をしないと、新しい平成24 年度からの

評価がえに対応できる固定資産税の納付ということにはならなかったということでご理

解をいただきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　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、承認第４号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより承認第４号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　本件は承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、承認第４号は承認することに決定いたしました。

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

◎報告第１号の上程、説明、質疑

○議長（杉山幸昭議長）　日程第13 、報告第１号専決処分の報告についてを議題といた

します。

　　報告書の朗読を省略し、直ちに報告の説明を求めます。

　　教育次長。

○綿貫光義教育委員会教育次長　ただいま上程されました報告第１号専決処分の報告につ

いて、その理由と内容について報告いたします。

　　地方自治法第180条第１項の規定に基づき、平成24 年４月17 日に発生した車両事

故に係る損害賠償の額の決定及び和解について、別紙専決処分書のとおり、平成24 年

５月９日付で専決処分を行いましたので、同条第２項の規定に基づき報告するものであ
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ります。

　　専決処分の内容ですが、まず賠償の相手方ですが、河東郡上士幌町字上音更東１線

275番地、大道喜美子氏です。

　　事故の概要ですが、平成24 年４月17 日午前11 時ごろ、給食センター臨時職員、

加藤浩代が、Ａコープルピナと給食賄い材料の打ち合わせのため、ルピナ西側駐車場に

車を駐車しようと進入したが、駐車スペースがなかったため、バックで路上に出たとこ

ろ、路上の駐車している相手車両に後部から右側側面に接触破損させたものでございま

す。

　　次に、和解の内容ですが、損害額についてですが、町の損害額は０円とする。

　　相手方の損害額は 14 万3,241円とする。

　　内訳ですけれども、車両修理代として 14 万3,241円です。

　　次に、過失の割合ですが、町の過失割合は100％とする。

　　損害賠償額は、相手方の損害額の100％である 14 万3,241円を支払う。

　　その他といたしまして、今後本件に関しては、異議を申し立てないこととする。

　　以上の内容により、車両事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について専決処分を

行いましたので、地方自治法第180条第２項の規定に基づき報告するものでございます。

　　以上、報告第１号専決処分の報告について、よろしくお取り計らい願います。

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

疑ありますか。

　　３番、山本弘一議員。

○３番（山本弘一議員）　質疑なんですけれども、先ほど中島議員が、こういう状況にな

れば、これで対応することに私はやぶさかではありません。やはり各課においてでも、

かなりの車両で町内外を出て歩いたりするということがありますから、これにかかわら

ず、各課においては、管理職においては事故には徹底するよう、やはり町長含めて今後

極力こういうことがないように努力していただきたい。

　　起きたことは結果論としては、私は認めていきたいという考えでありますので、今後

についてはやはりこういう事故が極力起きないように最大努力してほしいということで

あります。

○議長（杉山幸昭議長）　副町長。

○千葉与四郎副町長　先ほど中島議員のご質問の際にもお答えをさせていただきましたけ

れども、改めて、この件については職員全員に周知徹底を図りまして、今後このような

ことのないように改めて徹底をしたいというふうに考えているところでございます。
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○議長（杉山幸昭議長）　ほかありますか。

（「なし」の声）

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

　　以上で、報告第１号については報告済みといたします。

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

◎報告第２号の上程、説明、質疑

○議長（杉山幸昭議長）　日程第14 、報告第２号平成23 年度上士幌町一般会計繰越明

許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。

　　報告書の朗読を省略し、直ちに報告の説明を求めます。

　　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報告第２号平成23 年度上士幌町一般

会計繰越明許費繰越計算書の報告についてご説明申し上げます。

　　当該繰越明許費は、平成23 年度一般会計補正予算においてご可決をいただきました

事業について、繰越明許費繰越計算書を調整しましたので、地方自治法施行令第146条

第２項の規定により報告するものであります。

　　具体的内容につきましては、報告第２号平成23 年度上士幌町一般会計繰越明許費繰

越計算書をご参照願います。

　　当該繰越明許費のうち、地上デジタル放送新たな難視対策事業につきましては、平成

23 年 12 月 22 日、その他の４事業につきましては平成24 年３月６日の定例会にお

いて議決をいただいております。

　　事業ごとの翌年度繰越額の予算科目及び財源内訳は、繰越計算書に記載のとおりであ

ります。

　　また、平成24 年度への繰越額の合計額につきましては、議決された予算と同額の５

億3,821万8,000円となっております。

　　以上、報告第２号についてご説明させていただきました。ご審議いただきますよう、

よろしくお願い申し上げます。

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

疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって、報告第２号に対する質疑を終結いたします。

　　以上で、報告第２号を報告済みとし、報告を終わります。

　──────────────────────────────────────
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◎議案第２９号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第15 、議案第29 号住民基本台帳法の一部を改正する法

律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　町民課長。

○石王良郎町民課長　ただいま上程されました議案第29 号住民基本台帳法の一部を改正

する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関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。

　　お手元の議案第 29 号関係資料をごらんください。

　　１、経過でございますが、住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成 21 年７月

15 日に公布され、本年７月９日に施行されます。この改正に伴い、外国人登録法が廃

止されることから、当該制度について規定されている関係条例を改正するものでござい

ます。

　　２、概要でございますが、我が国の入国・在留する外国人が年々増加していることか

ら、市町村が日本人と同様に外国人住民に対して基礎的行政サービスを提供する基盤と

なる制度の必要性が高まっており、そのため、外国人住民についても、住民基本台帳法

の適用対象に加え、利便性の増進と市町村等の行政の効率化を図るものでございます。

　　３、改正のポイントでございますが、（１）外国人住民にも住民票が作成をされます。

　　以下、（４）まで、記載の内容の利便性が今後図られることになります。

　　４、条例の改正につきましては、記載のとおり８本の関連する条例の一部を改正する

ものでございます。

　　５、施行日につきましては、平成 24 年７月９日からとなります。

　　別紙新旧対照表の説明については、省略をさせていただきます。

　　以上、議案第29 号住民基本台帳法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の

整備に関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29 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 29 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）
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○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第29 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 29 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第３０号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第16 、議案第30 号上士幌町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の制定について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。

　　保健福祉課長。

○柚原幸二保健福祉課長　ただいま上程されました議案第30 号上士幌町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容についてご説明申し上

げます。

　　町例規集は5,401ページをご参照願います。

　　提案の理由でありますが、地方税法の一部改正が公布施行され、東日本大震災に係る

被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例が設けられたことに伴い、当該特例

の適用を受ける場合の国民健康保険税の所得割の計算における長期譲渡所得及び短期譲

渡所得からの特別控除について、国民健康保険税条例の規定を読みかえて適用するため、

一部改正するものであります。

　　災害などにより、その所有している土地や家屋などを失ったことにより、居住用に使

用することができなくなった個人が、その土地または土地の上にある権利の譲渡を行っ

た場合に、租税特別措置法では３年間の譲渡所得等の課税の特例が規定されておりまし

たが、東日本大震災により、その土地等を使用できなくなり、土地またはその土地の上

にある権利を譲渡した場合は、譲渡所得等の課税の特例として７年間と定められました。

　　別紙議案第 30 号関係新旧対照表についてご説明申し上げます。

　　今ご説明いたしました内容により、附則第15 項として、東日本大震災に係る被災居

住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例として、東日本大震災の被災者等に係る国

税関係法律の臨時特例に関する法律第11 条の６第１項に読みかえることを規定するも

のであります。
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　　附則としまして、この条例は、公布の日から施行し、改正後の上士幌町国民健康保険

税条例の規定は、平成 24 年４月１日から適用するものであります。

　　以上、国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、その内容について

ご説明いたしました。ご審議いただき、ご可決くださいますよう、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30 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 30 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30 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 30 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第３１号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第17 、議案第31 号上士幌町農業後継者奨学資金支給条

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。

　　農林課長。

○松岡秀行農林課長　ただいま上程されました議案第31 号上士幌町農業後継者奨学資金

支給条例の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由と内容についてご説

明申し上げます。

　　町例規集につきましては5,811ページであります。

　　本条例につきましては、将来本町において農業に従事しようとする青少年で、高等学

校以上の学校に在籍する者に対し、奨学資金を支給して、その就学を助け、有用な人材

を育成することを目的に、昭和 49 年３月に制定されたものであります。

　　提案理由でありますが、今回の改正につきましては、昨年９月の変更に引き続き、北
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海道における関係団体が、財団法人北海道農業開発公社から公益財団法人北海道農業公

社に変更されたことによるものであります。

　　次に、内容についてでありますが、お手元の資料の議案第31 号関係の新旧対照表を

ご参照願います。

　　条例の第２条の規定につきまして、関係団体の変更に伴い改正するものであります。

　　なお、この条例につきましては、附則で規定しているとおり、公布の日から施行し、

平成 24 年４月１日から適用するものであります。

　　以上、上士幌町農業後継者奨学資金支給条例の一部を改正する条例の制定につきまし

て、その提案理由と内容についてご説明申し上げました。ご審議いただき、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31 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 31 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31 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 31 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第３２号及び議案第３３号の上程、説明、質疑、討論、採

決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第18 、議案第32 号財産の取得について、日程第19 、

議案第 33 号財産の取得について、以上２案を一括して議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　ナイタイ高原牧場長。

○佐藤桂二ナイタイ高原牧場長　ただいま一括上程されました議案第32 号並びに議案第

33 号財産の取得について、その提案理由と内容について御説明申し上げます。
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　　先に議案第 32 号からご説明申し上げます。

　　現在、ナイタイ高原牧場の飼料調整作業、除ふん作業等につきましては、ショベルロ

ーダー４台で行っておりますが、うち１台の低床仕様のショベルローダーにつきまして

は平成８年に導入された機械で、主に出入り口の低い畜舎の除ふん作業を行っています。

　　しかし、年式も古く、目安とされている使用耐用時間の１万時間を超え、３万時間以

上使用していることから、出力やトルクが不足し、また故障が頻繁となってきているこ

とから、日常の基地管理作業に迅速に対応できない事態も生じてきている現状でありま

す。

　　今回取得する財産につきましては、さきに述べたショベルローダーを更新して、新た

に購入するものでありますが、1,000万円以上の財産の取得につきましては議会の議決

が必要となっておりますので、提案させていただくものであります。

　　財産の種類は物品（車両）、財産の内容は、ショベルローダー（2.3立方メートルバ

ケット、低床キャビン仕様）１台、取得金額は1,207万5,000円で、契約の相手方は、

帯広市西24 条北１丁目３番４号、コマツ道東株式会社帯広支店支店長、清永和廣であ

ります。

　　見積もり合わせ執行日は５月30 日、十勝管内の取り扱い業者４社を選定し、行って

おります。

　　物品の納入期限は 12 月 28 日であります。

　　続きまして、議案第 33 号をご説明申し上げます。

　　ナイタイ高原牧場の草地管理作業、堆肥散布作業等につきましては、保有するトラク

ターで現状行っておりますが、建築中の牧場新基地が供用されることに伴い、菜食用通

路より液状のふん尿が排出されることとなります。このため、今年度購入を予定してい

るスラリータンカーでこのふん尿を基地内の地下ふん尿タンクに貯蔵し、後にこれを牧

場の採草地に液肥として散布する作業を新たに行わなければなりません。

　　しかし、保有するトラクターではこのスラリータンカーを牽引し、傾斜地に散布する

には馬力が足りず、作業に支障を来すことから、大型トラクターを導入して適切なふん

尿処理作業を行う必要があります。

　　また、堆肥散布作業等につきましても、より効率的に作業することが可能になること

で、寒肥肥料の削減ができ、より経費の縮減が図られると考えています。

　　今回取得する財産につきましては、さきに述べた作業を主に行うために必要なトラク

ターを購入するものでありますが、1,000万円以上の財産の取得につきましては議会の

議決が必要となっておりますので、提案をさせていただくものであります。
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　　財産の種類は物品（車両）、財産の内容はトラクター（260馬力、無段変速）１台、

取得金額は2,205万円で、契約の相手方は、河西郡芽室町東芽室基線５番地３、エム・

エス・ケー農業機械株式会社十勝支社長、西野秀樹であります。

　　見積もり合わせ執行日時は５月30 日、十勝管内の取り扱い業者３社を選定し行って

おります。

　　物品の納入期限は、平成 25 年３月 29 日であります。

　　以上、地方自治法第96 条第１項第８号の規定により、財産の取得についての提案理

由と内容についてご説明申し上げました。ご審議をいただき、ご可決くださいますよう、

よろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより２案を一括して質疑を

行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって、２案に対する質疑を終結いたします。

　　これより議案ごとに討論、採決を行います。

　　初めに、議案第 32 号に対する討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第32 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 32 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 33 号に対する討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第33 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 33 号は原案のとおり可決されました。
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　──────────────────────────────────────

◎議案第３４号から議案第３８号の上程、説明、質疑、討論、採

決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第20 、議案第34 号平成24 年度上士幌町一般会計補正

予算（第２号）、日程第21 、議案第35 号平成24 年度上士幌町国民健康保険特別会

計補正予算（第１号）、日程第22 、議案第36 号平成24 年度上士幌町水道事業特別

会計補正予算（第２号）、日程第23 、議案第37 号平成24 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24 、議案第38 号平成 24 年度上士幌町介

護保険特別会計補正予算（第１号）、５案を一括して議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　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34 号一般会計補正予算（第２号）、

議案第35 号国民健康保険特別会計補正予算（第１号）、議案第36 号水道事業特別会

計補正予算（第２号）、議案第37 号公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）、議

案第 38 号介護保険特別会計補正予算（第１号）の内容をご説明をいたします。

　　補正総額は１億492万8,000円の追加補正となります。補正後の予算規模は、一般会

計並びに５特別会計の総額で 75 億7,496万1,000円となります。

　　それでは、各会計の内容をご説明を申し上げます。

　　議案第 34 号一般会計補正予算（第２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にそれぞれ9,457万円を追加し、総額を57

億3,691万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総額は２ページから４ページ、第１表のとおりでございます。

　　第２条は、地方債の補正でございます。

　　４ページ、第２表をごらんください。

　　過疎対策事業債の限度額を６億5,010万円から６億7,120万円に変更するものでござ

います。

　　次に、歳出の主な補正内容につきましては、地上デジタル放送新たな難視対策事業

2,657万4,000円、緊急通報用電話機設置事業477万9,000円、合併処理浄化槽整備費

助成経費165万円、畜産管理経費150万円、新田地区道営草地整備事業1,250万円、農

地・水保全管理支払交付金事業422万円、森林整備地域活動支援交付金事業544万円、

定住促進賃貸住宅建設費助成事業2,808万円、上士幌高等学校振興会助成事業370万円
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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、28 ページの議案第35 号国民健康保険特別会計補正予算（第１号）をごらん

ください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算にそれぞれ 39 万3,000円を追加し、総額を７億

4,896万2,000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29 ページから30 ページ、第１表のとおりでご

ざいます。

　　歳出の主な内容につきましては、高額医療費共同事業拠出金134万7,000円を減額、

保険財政共同安定化事業拠出金192万3,000円を追加補正するものでございます。

　　次に、40 ページの議案第36 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にそれぞれ1,598万7,000円を追加し、総額を２億

363万1,000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 41 ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出の主な内容につきましては、簡易水道施設改良事業1,555万4,000円を追加補正

するものでございます。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略をさせていただきます。

　　次に、45 ページの議案第37 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。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算からそれぞれ103万3,000円を減額し、総額を３億

3,526万3,000円とするものでございます。補正の款項の区分及び当該区分ごとに金額

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。

　　歳出の主な内容につきましては、下水道施設管理経費100万8,000円を減額補正する

ものでございます。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略をさせていただきます。

　　次に、50 ページの議案第38 号介護保険特別会計補正予算（第１号）をごらんくだ

さい。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算からそれぞれ498万9,000円を減額し、総額を４億

6,675万5,000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 51 ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出の主な内容につきましては、人件費496万3,000円を減額補正するものでござい
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ます。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略をさせていただきます。

　　以上、一般会計並びに４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34 号平成24 年度上士幌町一般会計補正予算（第２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 10 ページからページごとに一括して質疑を行います。

　　 10 ページから 11 ページまで質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、 12 ページから 13 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）　緊急通報システムの電話の設置の関係で質問いたします。

　　事業の概要につきましては、委員会で資料をもらって説明を受けていますので、内容

については把握しているんですが、今回も新たにいろいろ機能を取り入れて設置すると

いうことで予算を組んでいると思いますが、この要綱を見まして、今、委員会の中で

53 台設置しているという報告を受けたんですが、なかなかその後普及されていないん

ではないかというふうに思っています。

　　その中で、例えば、該当する方は65 歳以上のひとり暮らしの高齢者を含めて何人か

世帯があってもいいかというふうに説明を受けているんですが、３名の協力者が必要と

いうところで、なかなか申請なり、相談を受けても受けづらい方もいるんではないかと

いう気もするんですが、その点について、協力者はやはり町外とか、遠くじゃだめです

ので、やはり身近ですぐ行ける方ですので、その点についてどういう状況になっている

のか、説明してほしいと思っております。

○議長（杉山幸昭議長）　保健福祉課長。

○柚原幸二保健福祉課長　ただいまの緊急通報の設置する際の協力者の関係でございます

が、議員おっしゃるとおり、３名の協力者ということでありますが、基本的には３名な

んですけれども、どうしてもやはり近くに家族の方がいらっしゃらない、あるいは知り

合いが少ないということで、１名の場合も今現在もありますし、がんじがらめの３名と

いうのは体制ではとっていないんですけれども、でも、できれば１名より２名、２名よ
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り３名いたほうが、もし１名の人がいなければ連絡しようがないということもあり得る

ので、１名でもいいんですけれども、できれば３名いたほうがいいということで今のと

ころやっています。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　わかりました。なかなか受けたいという方が近所にもいらっし

ゃるんですけれども、息子さんは帯広市だ、あちらだとなかなかいないと、では、協力

してもらえる人が近所にいるのかといったら、通報するだけですから、そんなに負担が

ないと思うんです。でも、そういう人間関係をつくりながら、隣近所でやはり全責任を

負うわけじゃありませんので、通報を受けたら行ってみると、役場に行くというような

感じの本当の協力です。私も１人なっているんですけれども、そんなふうに相談に来た

ら、ケース・バイ・ケースで受けられるように対処してほしいなと思って質問いたしま

した。

　　以上、答弁があればお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　答弁要りますか。

　　保健福祉課長。

○柚原幸二保健福祉課長　原則は原則であるんですけれども、なるべく柔軟な対応をして

いきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　９番、山本裕吾議員。

○９番（山本裕吾議員）　ただいまの山本和子議員と同じように、委員会でもこの話は出

たんですけれども、やはりこのシステムを知らないか忘れているのか知りませんけれど

も、そういう方も現実にはおられまして、保健師さんなり、これは保健福祉課のみなら

ず、いろいろ民生委員さんだとか、町内会だとかいろいろな形が相互に絡み合って進め

ていくものが本当の形かなと思いますけれども、53 台、これから高齢化社会に向けて

いろいろな形、あるいは核家族ということも含めて出てくるでしょう。

　　やはり行政側も、もう少しこういうシステムがあるんだと、今回この新たなシステム

ということは、人間の日常の動作の中でというようなことも、この機器的には含まれて

いて、そういう動作が感じられないような場合は事情通報するやに聞いていますし、そ

ういうような新しいシステムをよくよく理解してもらうことと、このシステム自身がや

はりわからないという方が、忘れたのかわからなかったのか、その辺のこともあるかと

思いますけれども、これからの啓蒙活動も含めて、このいいシステムがありますので、

今後の利活用の部分も含めまして、町民周知の部分はどのようにお考えになっているか、

この際お伺いしておきたいと思います。
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○議長（杉山幸昭議長）　保健福祉課長。

○柚原幸二保健福祉課長　ただいまのご質問でありますが、周知方法等はケアマネージャ

ーだとか、保健師さんだとか、民生委員さん、そういった人的なつながりの中で第一次

的にはやっているわけなんですけれども、ただなかなかそうお話ししても全体には周知

できないということもままありますので、これから広報等あるいはほかの手段を通じま

して、町民にはできるだけ広く周知していきたいなと思います。

　　ただ、やみくもにだれでも該当になるということではございませんので、そこら辺は、

つける際にはうちの担当職員が実際に訪問して、状態がどうなのかということは当然確

認させていただくという状況になりますので、ご理解願いたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　次に、14 ページから15 ページまで質疑を行います。質疑あ

りますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、16 ページから17 ページまでを質疑を行います。質疑

ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、18 ページから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、給与費明細書は20 ページから26 ページまでを一括し

て質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、地方債調書は27 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）　次に、８ページから９ページまでを質疑を行います。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34 号平成24 年度上士幌町一般会計補正予算

（第２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 35 号平成 24 年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）は、 28 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。

　　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　今回、高額医療の共同基金の関係、その関係について両方とも、

片方は減額されて、別な方はふえていると。さっきチェックしたんですが、今ちょっと

ページがわからないものですから。その理由について、高額医療共同負担金の関係と、

もう片方のほう、その辺について説明をお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　保健福祉課長。

○柚原幸二保健福祉課長　恐らく、言わんとしているのは保険財政共同安定化事業拠出金

と高額医療費共同事業医療費拠出金のお話だと思うんですけれども、これは過去３年間

の実績に基づいて、それぞれ平成24 年度なら平成24 年度、幾らですよと年度当初に

来るわけなんですけれども、今回、厚生省のほうで算出根拠の一部を改正されたことに

よりまして、その再計算をやった結果、この両事業の拠出金が減るのとふえるのととい

うふうな状況になっていますので、単純に、今医療費がどうのこうので動いたんじゃな

く、過去の３年間の算出根拠から計算する計算式が変わって、このような状況になった

ということでご理解願いたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　そうしますと、計算方法というのは、平成24 年度については

それでいいんですが、また来年計算方法が変わるとか、そういうことがあり得るのか、

計算方法が変われば拠出金の額がかなり減ったりふえたりすると思うので、その辺は、

何といいますか、できるだけ国のほうがお金を出したくないと思っているのか、その辺

の関係について質問したいのと、最終的にはこの出し入れの関係は３月の補正等に多分

決定するんだろうと思うので、その点について確認したいと思います。
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○議長（杉山幸昭議長）　保健福祉課長。

○柚原幸二保健福祉課長　その厚生省のほうの通知文が毎年変わっているかというと、毎

年は基本的は変わっていないんですけれども、今回改正されたということで、その改正

がそんなに極端に大幅に変わるということはないと思います。

　　これはそれぞれ保険者ごとというか、各都道府県連合会にそれぞれ納めたりもらった

りするというルールがございますので、全国同じような扱いになっていると思うので、

そんな極端に上げ下げはないとは思っております。

　　それと、３月の補正というお話ですが、もちろん実績額によって動く場合があります

ので、今回１期から３期はもう既に納めていますので、今４期から９期の分を、数値が

変わっているということで今回補正させてもらっていますので、あと１期から３期の分

が多く払ったり少なく払ったりしている部分は、 10 、 11 、 12 期の後期のほう、

12 カ月で12 回払いなものですから、最後の３回払いで調整するということでありま

すから、当然補正は出てくると思います。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、議案第35 号平成24 年度上士幌町国民健康保険特別

会計補正予算（第１号）の質疑を終わります。

　　次に、議案第 36 号平成 24 年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第２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36 号平成24 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 37 号平成 24 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、 45 ページから 49 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37 号平成24 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 38 号平成 24 年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第１号）は、

50 ページから 60 ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　歳入のところで、介護保険料が補正額767万1,000円あります
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が、これは３月末に条例改正しまして、保険料を上げた分がここに含まれているのか、

確認いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　保健福祉課長。

○柚原幸二保健福祉課長　介護保険料の歳入見積もりでありますが、議員おっしゃるとお

り、平成24 年度から平成26 年度、３年間保険料を改定しておりますので、平成24

年度での見込みとして今回補正させていただいております。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、議案第38 号平成24 年度上士幌町介護保険特別会計

補正予算（第１号）の質疑を終わります。

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

する総括質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

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

たしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「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34 号から議案第38 号までの平成24 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34 号平成24 年度上士幌町一般会計補正予算（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34 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 34 号は原案のとおり可決されました。
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　　次に、議案第35 号平成 24 年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（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35 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 35 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第36 号平成 24 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36 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 36 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 37 号平成 24 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37 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 37 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第38 号平成 24 年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第１号）の討

論を行います。討論ありますか。

－56－



　　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。

　　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　議案第38 号上士幌町介護保険特別会計補正予算に対する反対

討論を行います。

　　介護保険制度は平成12 年に始まりましたが、サービスが充実すればするほど料金に

跳ね返り、またサービスを利用しない人には大きな額の掛け捨て保険のようなものです。

年金は下がるのに、後期高齢者保険料や介護保険料がどんどん上がると本当に大変です。

一般会計からの繰り入れも検討するべきです。何よりも国の負担割合をふやすことが最

重要課題となっています。

　　平成24 年度からの第５期計画では、基金4,000万円を崩して、何とか引き上げにな

らないように努力したと思うんですが、それでも基準額では以前の3,424円から503円

上がり、3,927円になりました。

　　３月の当初予算にはこの引き上げ分は含まれていないという理由で当初予算には賛成

いたしました。今回の補正予算にこの引き上げた分が含まれているという理由で、今回

の補正には反対いたします。

○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）　次に、本案に対する反対の討論ありますか。

（「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38 号に対

する討論を終結いたします。

　　これより議案第 38 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 38 号は原案のとおり可決されました。

　──────────────────────────────────────
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◎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。

　　あすからは休会とし、本会議の再開は６月19 日火曜日、午前10 時でありますので、

ご承知願います。

　　本日はこれにて散会といたします。

（午後　２時０１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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　──────────────────────────────────────

◎開議の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　定刻となりましたので、ただいまより本日の会議を開きます。

　　議事日程はお手元に配付のとおりであります。

（午前１０時００分）

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

◎議会運営委員会の報告

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

　　議会運営委員長、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、６月14 日午前10 時より委員会室において、議会運営委員全員

の出席をいただき、説明員に副町長の出席を求めて委員会を開催し、本日の議事運営及

び議案の審議方法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。

　　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。

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

◎意見書案第１５号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第１、意見書案第15 号森林・林業・木材産業施策の積極

的な展開に関する意見書の提出についてを議題といたします。

　　意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である６番、佐々木守議員から提案理由の説

明を求めます

　　６番、佐々木守議員。

○６番（佐々木　守議員）　ただいま上程されました意見書案第15 号森林・林業・木材

産業施策の積極的な展開に関する意見書の提出について、提案理由についてご説明を申

し上げます。

　　この意見書につきましては、北海道森林・林業・林産業活性化議員連盟協議会から、

さらに十勝地方の林活議連からも議長並びに本町の林活議連会長に要請があり、さきの

議会運営委員会におきまして議会運営委員のご賛同を得まして、林活議連会長でありま

す私が提案者となった次第であります。

　　地球温暖化問題が深刻な環境問題となっている中、二酸化炭素を吸収、固定する森

林・木材に対し、大きな関心と期待が寄せられています。
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　　しかし、森林・林業・林産業を取り巻く状況は、長引く経済の低迷により、経営基盤

の脆弱な林業・木材産業に深刻な影響をもたらしています。

　　このような中にあって、森林・林業基本計画などに基づき、森林施業の集約化や路網

の整備、人材の育成等を積極的に進め、道産材の利用促進や森林・林業の再生を図る必

要があります。

　　また、昨年３月に発生いたしました東日本大震災の被災地において、本格的な復興を

早期に図るためにも、必要な木材を安定的に供給できるよう取り組むことが必要であり

ます。

　　具体的な１つ目として、地球温暖化防止に向けた森林吸収源対策を促進するため、間

伐材等促進法を平成25 年度以降も延長し、間伐や植林などの造林補助事業に対する都

道府県や市町村の負担を軽減するための地方債の特別措置を引き続き継続すること。

　　２つ目として地球温暖化防止、特に平成25 年度以降の森林吸収源対策の推進や木材

利用促進を図るため、地球温暖化対策のための税の用途に森林吸収源対策を追加するな

ど安定的な税、財源を確保すること。

　　３つ目として、安定的な森林経営の確立に向け、直接支払い制度による搬出間伐の促

進、路網整備等経営基盤の整備、フォレスター・現場技能者などの人材の育成確保対策

の強化を図るとともに、森林施業の集約化や機械化の推進など効率的施業の推進と助成

の拡充を図ること。

　　４つ目として、環境貢献に着目した住宅・土木用資材及び建築物への国産材利用の推

進、特に公共建築物等木材利用促進法を踏まえ、木造公共施設等の整備への助成の拡充

を図ること。また、固定買い取り制度などを積極的に活用した木質バイオマスなど再生

可能エネルギーの利用を促進すること。

　　５つ目として、地域の安全・安心の確保に向けた治山対策の推進、また、津波対策な

ども踏まえた海岸防災林の整備を促進すること。

　　６つ目として、森林・林業再生にとって不可欠な、森林所有者みずからが災害に備え

る唯一のセーフティーネットの手段である森林の損害を補償する保険の仕組みを確保す

ること。

　　最後に、国有林の一般会計化による公益的機能の一層の発揮、森林・林業再生に向け

た貢献及び現場管理の実情を踏まえた安定的な管理運営体制の確立を図ることを求めた

ものであります。

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

だきますようお願いを申し上げます。
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　　以上をもって、意見書案第 15 号の提案理由の説明とさせていただきます。

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

質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって意見書案第 15 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。討論はありますか。

（「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15 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 15 号は原案のとおり可決されました。

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

◎監報告第３号の上程、報告

○議長（杉山幸昭議長）　日程第２、監報告第３号例月出納検査報告についてを議題とい

たします。

　　報告書の朗読を省略し、直ちに代表監査委員より報告の説明を求めます

　　新田勝幸代表監査委員。

○新田勝幸代表監査委員　監報告第３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24 年２月分、３月分、４月分の例月出納検査結果を報告するも

のでございます。

　　検査の対象は、一般会計及び特別会計の現金の出納状況でございます。提出された各

会計、各月ごとの収支状況などの資料を参考としながら、収入・支出伝票、預貯金通帳

等の検査を実施いたしました。

　　検査の結果、計数などは正確であり、諸帳簿などと相違ないことを確認いたしました

ことをご報告申し上げます。

　　以上、監報告第３号の監査結果報告といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　代表監査委員より提出された例月出納検査報告書の収支状況等
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は添付を省略しておりますので、必要な場合は事務局で閲覧を願います。

　　以上で、監報告第３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３９号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第３、議案第39 号工事請負契約の締結についてを議題と

いたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます

　　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39 号工事請負契約の締結について、

その提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　このたび議決を求める工事請負契約の締結は、上士幌下水道管理センター電気設備改

築工事であります。本事業は、下水道管理センターの機器更新のために策定した下水道

長寿命化計画に基づき、電気設備改築工事を実施するものであり、国の補助事業採択を

受け、平成 24 年度当初予算において関係予算の議決をいただいたものであります。

　　工事の概要は下水道管理センターの中央監視装置、非常通報装置、無停電電源装置の

更新等を実施するものであります。

　　なお、別紙のとおり議案第 39 号関係資料を添付しておりますので、ご参照ください。

　　工事入札につきましては、平成24 年６月15 日午前９時30 分に執行し、町内業者

を含む２共同企業体と町外２業者の合計４業者での指名競争入札の結果、１回の入札に

より落札されました。契約の金額は5,265万7,500円。入札予定価格は5,583万9,000

円で、落札率は94.30％であります。

　　契約の相手方は、横山・宮内・スズキ経常建設共同企業体、代表者、足寄町南２条２

丁目３番地、株式会社横山電気商会、代表取締役横山協司氏であります。

　　また、当該工事の工期は、契約締結の日から平成25 年２月28 日までとしておりま

す。

　　以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。ご審議の上、ご可決い

ただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

○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39 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 39 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。
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（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第39 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 39 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第４０号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第４、議案第40 号平成 24 年度上士幌町一般会計補正予

算（第３号）を議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます

　　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40 号平成24 年度一般会計補正予

算（第３号）の内容を申し上げます。

　　補正総額は510万8,000円の追加補正となります。補正後の予算規模は、一般会計並

びに５特別会計の総額で 75 億8,006万9,000円となります。

　　それでは、補正予算書の１ページをごらんください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ510万8,000円を追加し、総額

を 57 億4,201万8,000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につきましては、家畜伝染病清浄化支援対策互助事業と

して 60 万5,000円、地産地消推進事業として409万7,000円、東日本大震災罹災者・

避難者支援対策経費として 40 万6,000円でございます。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。

　　以上、一般会計の補正内容についてご提案を申し上げました。よろしくご審議を賜り、

ご承認くださいますようお願いを申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第40 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）　地産地消推進事業について、報償費とありますので講習会、講
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演会等するのだと思いますが、具体的な内容について説明をお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　商工観光課長。

○早坂清光商工観光課長　今回、補正をさせていただきました地産地消推進事業の内容で

ございますけれども、総務省の外部専門家アドバイザー制度を活用しまして、総務省の

外部専門家地域人材ネットに登録をされております方の中から本町の地産地消の目指す

取り組みにふさわしい専門家の方を招聘いたしまして、豊富な経験とノウハウの提供を

いただき、事業者の掘り起こしをしながら、地場産品の商品の開発あるいは販売促進と

いうようなことのアドバイスをいただくものでございます。そのようなことでのアドバ

イザーの謝礼、旅費等の経費を報償費というようなことの中で組まさせていただいてお

ります。

　　外部アドバイザーにつきましては、ことし３月に教育委員会のほうで開催をしました

未来づくりフォーラムということでの講師として来町いただきました金丸弘美さんとい

う方を予定をしております。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本和子議員。

○８番（山本和子議員）　そうしますと、今回は講演会の予算ということでわかりました

が、今後について前回の教育委員会の中での講演会、私も拝見いたしました。大変すば

らしいなと思ったんですが、具体的な地域の方と一緒になって事業に取り組んだりとか、

地域の方の地場産品を活用した事業だとか、あと地域の方々が本当に生き生きと活動さ

れることに具体的な計画がこれから進められるかと思いますが、その点について講演会

のみに終わらずに具体的に進めてほしいなと思って、質問させてもらいました。

　　答弁あればお願いします。

○議長（杉山幸昭議長）　商工観光課長。

○早坂清光商工観光課長　ちょっと舌足らずですみませんでした。今回の外部専門家を招

聘して行うという事業は、地域の中で商品を、何か物をつくりたいという方、そういう

商業者や農業者の方で、広く町民の方、ほかにもいらっしゃると思いますけれども、何

か地場産品を活用して商品を開発したいというような方にお集まりをいただいて、この

アドバイザーを交えて、いろんな情報やノウハウの提供をいただいて、商品開発を具体

的にやっていこうということでのアドバイスをいただくということで、そういう事業を

やるプレーヤーの方にお集まりいただいて具体的な事業展開をしていこうということの

内容のものでございまして、山本議員おっしゃられたように、その中には、例えば地場

産品を使った試食会をやるとか、あるいは先生にそういう事業の中で講演会を開催する

というようなことも考えておりますけれども、主体はそのようなことで、プレーヤーの
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方々に商品開発とか、そういうことをしていくときのアドバイスをしていただく事業だ

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）　８番、いいですか。

　　９番、山本裕吾議員。

○９番（山本裕吾議員）　今の関連でお尋ねしますけれども、地産地消というのは、もち

ろん地域の経済の活性も含めて、あと化石燃料、いわゆる輸送費なんかも、この農産物

も主体的にですけれども、そういうコスト削減というようなことも含めて、地産地消と

いうのは僕はあるというように感じているんですけども、今回こういうふうな形で、た

だいま商工観光課長がおっしゃられたように勉強するんだと、関係者にお集まりいただ

いてと、その後に、我が町の農業を主体とした、あるいは林業・観光を含めて、その後

の継続的なあり方というのは現時点でどんなふうにお考えでしょうか。

○議長（杉山幸昭議長）　商工観光課長。

○早坂清光商工観光課長　お答えいたします。

　　地産地消ということでは、農産物だけでなくて、林業ということでいえば地場のカラ

マツ材をどう活用していくかということもございます。そういうことで幅広い意味があ

るというふうに理解しております。そんなことで、今回のこの事業では予算の提案の部

分では、そういう外部のアドバイザー事業に、いろんなアドバイスにノウハウの提供を

いただいて、プレーヤーの方にお集まりをいただいてやっていくということですけれど

も、また、食育なり健康というようなことの地場産品とのそういう部分との兼ね合いと

いうのも地産地消という分ではあるというふうに思っておりますので、この事業と並行

して、食育だとか健康というのは切り口の部分でも、役場内の関係部局が連携をして取

り組みを進めていくというようなことで考えております。そのようなことで推進をして

いきたいということでございます。

　　なお、この事業についてはことし単年度で終わるということではなくて、３年間継続

してできる事業というようなことになっておりますので、そうした中で進めていきたい

ということで考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 40 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40 号の採決を行いま
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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 40 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５、閉会中の継続調査の申出についてを議題といたしま

す。

　　各委員会の委員長から、会議規則第75 条の規定により、お手元に配付の申出書のと

おり閉会中の所管事務調査の申し出がございます。

　　お諮りいたします。

　　各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査は、これを承認することにご異議

ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査はこれを承認することに

決定いたしました。

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

◎閉会の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　以上をもって、本定例会の会議に付された案件の審議はすべて

終了いたしました。

　　お諮りいたします。

　　平成24 年第２回上士幌町議会定例会を閉会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、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。

　　これで本日の会議を閉じます。

　　今定例会が６月８日から12 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。
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　　以上をもって、平成 24 年第２回上士幌町議会定例会を閉会いたします。

（午前１０時２４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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