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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25年第５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、８月30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11、承認第３号から日程第12、承認第４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13、報告第２号から日程第14、報告第３号につきましては、２案を

一括上程及び質疑を行うことといたします。 

  ３点目は、日程第14、報告第３号が終わりましたら全員協議会を開催いたしますので、

ご承知おき願います。 

  ４点目は、日程第16、認定第１号から日程第21、認定第６号までの６件、平成24年度

各会計歳入歳出決算の認定については、議長及び議会選出の監査委員を除く議員全員に

よる決算審査特別委員会を設置し、これに付託し審査を行いますので、ご承知願います。 
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  なお、決算審査特別委員会の委員長及び副委員長は、あらかじめ議会運営委員会にお

いて協議しておりますので、議長の指名により委員長及び副委員長を選出いたしますの

でご承知願います。 

  ５点目は、日程第29、議案第52号から日程第33、議案第56号までの平成25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、質疑を行い、議

案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

◎会議録署名議員の指名 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第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９月17日までの15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９月17日までの15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25年５月１日から平成25年８月31日までの間の議会の諸会議等につい

て報告書を配付しております。内容等の朗読は省略いたします。 

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

いたします。 

  これをもって諸般の報告を終わります。 

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

◎行政報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第４、行政報告を議題といたします。 

  説明員より、報告の説明を求めます。 

  高嶋総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 それでは 初に、８月８日の大雨による被害状況の報告についてご

報告申し上げます。 

  ８月８日の気象状況でございますが、低気圧の接近により、８月８日午後１時38分に

十勝地方北部に大雨警報が発令されました。 

  降水量は、上士幌アメダス測定値において、午後４時から午後６時までの２時間で

29.5ミリ、ぬかびら源泉郷測定値において、午後３時から午後７時までの４時間で23ミ

リとなっておりますが、清水谷に設置されております雨量計では、午後３時から午後５

時までの２時間で84ミリの雨量を記録し、清水谷地区及び萩ヶ岡地区を中心とした局地

的な短時間での集中豪雨となりました。 

  町の対応ですが、集中豪雨直後から町職員によって、道路、水道施設や明渠排水路等

のパトロールと応急対策を実施したところでございます。 

  この局地的な集中豪雨によって、清水谷地区及び萩ヶ岡地区を中心に被害が発生いた

しました。 

  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１をご参照願います。 

  表紙の次の総括表をごらんください。 

  初めに、農業被害でございますが、明渠排水路の被害は、２排水路で784万4,000円と

なっており、全額を専決処分により予算補正をしております。詳細につきましては、１

ページから２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。 

  また、農作物の被害につきましては、一部に装置への冠水及び土砂流入があり、被害

面積は2.5ヘクタール、被害金額は36万2,000円となっております。詳細につきましては、
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３ページから４ページに記載のとおりでございます。 

  次に、林業被害につきましては、林道１路線で、被害額106万6,000円となっており、

復旧経費につきましては、このうち10万円を既定予算で対応し、残りの96万6,000円に

ついて専決処分により予算補正をしております。詳細は５ページから６ページをごらん

ください。被災箇所、被災状況、復旧内容等につきましては記載のとおりでございます。 

  次に、土木被害につきましては、町道19路線で、被害額は455万円となっており、復

旧経費につきましては、全額を専決処分により予算補正をしております。詳細は７ペー

ジから９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。 

  被害金額合計では1,382万2,000円となっております。 

  農作物の被害を除く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10万

円、専決処分による予算補正として1,336万円となっております。 

  なお、８月25日の集中豪雨に係る被害につきましては、その復旧経費の一部を補正予

算として専決処分しておりまして、これにつきましても、後ほどご報告し、ご承認をお

願いすることとしておりますが、被害につきましては、現在調査中のものもあるため、

定例議会の 終日に被害状況をご報告する予定でおります。 

  以上、８月８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） 柚原商工観光課長。 

○柚原幸二商工観光課長 続きまして、第40回北海道バルーンフェスティバル開催結果に

ついてご報告申し上げます。 

  資料のほうは別紙２をご参照願います。 

  ことしは、1974年に５機の熱気球がこの上士幌の地でフライトしてから40年目となる

節目を迎える大会となりました。気球関係者はもちろん、お客様にも多く気球を見学あ

るいは体験してもらうということで、大会期間を８月８日から８月11日の４日間とした

ところであります。 

  会場は航空公園をメインランチサイトとしており、日本気球連盟の公認を受けており

ます。後援・協賛は、記載の各関係機関、企業などにお願いしたところであります。 

  気球の参加状況でありますが、全体で36機、内訳としまして競技参加32機、オフィシ

ャル４機となっており、昨年と比較して６機多く参加し、記念大会ということから社会

人チームも多く参加しておりました。また、今回初めて全国でも熱気球をクラブ活動と

して行っている本町の上士幌高校と佐賀県の北陵高校２校も競技に参加し、交流を深め

たところであります。 
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  また、競技参加者及び競技役員は、合計443名となっております。 

  観客は、土日が天候に恵まれましたことから、昨年を上回る２万4,500人の方々が訪

れたところであります。 

  競技内容は、４日間のうち１日は雨天のためキャンセルとなりましたが、残りの３日

間で記載のとおり４フライト８タスクを行いました。 

  イベント等につきましては、40回大会を記念するバルーンポスター展、ＳＴＶラジオ

の公開放送、アンパンマンショー、第５旅団第５音楽隊演奏、フードバレーとかちと連

携した「食体験コーナー」、牛乳消費拡大キャンペーン、十勝ナイタイ和牛試食会、商

品つき餅まき大会など、関係機関等の協力を得ながら行ったところであります。 

  また、会場内の出店数は町内外で18店舗が参加しております。 

  また、バルーングローにつきましては、22機参加いただきましたが、強風のためバー

ナーのみでの実施となっております。 

  その他イベントあるいは公式競技の成績や事前告知、取材などは記載のとおりでござ

います。 

  以上、第40回北海道バルーンフェスティバル開催結果のご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

疑ありますか。 

  ６番、佐々木議員。 

○６番（佐々木 守議員） 集中豪雨に関する部分でちょっと質問したいというふうに思

います。 

  被害状況等について、あるいはこの後の８月23日ですか、関連の被害については 終

日に報告されるということでありますから、そのことについてはとやかく言うつもりは

ないんです。 

  ただ、一番心配するのは、これだけ雨が続くと、単純にゲリラ豪雨というか、集中豪

雨による被害ではなくて、長期的な雨による農作物の被害というのは相当大きなものが

あるのではないかというような心配がされるところであります。 

  通常冷害等があると、対策本部を立ち上げて、その対応等を含めて、あるいは災害資

金等の対応を考えるというようなところまでいけば、内外にそういった被害の状況をき

ちんと知らしめていくというか、出していくという必要性があるのではないかなと。 

  ここまで来ると、恐らくことしの農作物の状況というのは、今までは非常に豊作傾向

で来たというふうに言われていますけれども、馬鈴薯等を中心に、２番草についてもま

だ全くと言っていいほどの収穫ができていない、通常では終わっている時期ですから。 
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  そういうことを含めて、行政として一定の対策なり対応というものを踏まえる、ある

いは内外にその状況を発信していくという必要性があるのではないかなというふうに思

って、そういったことについて、きょうの行政報告の中で触れられるかなというふうに、

ちょっと期待をしていたところでありますけれども、残念ながら被害報告だけでありま

した。そういったことについては、庁舎内協議をどのようになさっているのか、この際

お聞きをしておきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡農林課長。 

○松岡秀行農林課長 お答え申し上げます。 

  佐々木議員おっしゃるとおり、大変な被害、集中豪雨だけではなくて、これだけ長く

雨が続いているということで、現場といたしましても大変懸念しているところでござい

ます。このことにつきましては、常に農協との連携をとりながら逐一情報交換をしてい

るところでございます。 

  この集中豪雨ということでいきますと、特に今回の芋について、培土が全部落とされ

て芋が出て、今後は緑色化してくるだろうと。それについてはでん粉落ちがやむを得な

くなってしまうというようなことで、大変懸念しているところでありますけれども、農

産、畜産とも連携する中では、今現実の中では、大きな被害はまだまだこうむっている

ということではありませんけれども、今後これが長雨等、長期予報等も非常に懸念され

るところでありますので、その辺のところは情報を常に共有しながら、危機的意識を持

って対応をしていきたいと、そのように考えておりますし、内外への状況報告等も、そ

れにつきましても、必要に応じて発信していく必要があるだろうと、そのように考えて

おりますので、ご理解のほどをよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、佐々木議員。 

○６番（佐々木 守議員） わかりました。 

  集中豪雨、実は芋が流れたということだけ、非常にこれは目につく話で、培土が崩れ

て芋が露出をしたと。実はそれだけではなくて、平たんな土地においても表土が一部軽

く流れてグリーンが非常に多くなる、そうすると選別を含め、あるいは品質管理を含め

て非常に問題になるわけです。 

  だからといって何ができるかと言われれば、そういう側面は確かにあるんですが、関

係機関でどういった事態が予測されるかという、１つは予測も必要ですし、それに対す

る対応というものを今から準備をしていくという必要性もあるのではないかと。 

  通常冷害等であれば冷害対策本部、これであっても、資金対応等の、 終的には対応

しか今までできなかったわけでありますけれども、そういった本部を立ち上げて、でき
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るだけ品質維持であるとか、収穫期の適期収穫だとかということで行うというふうにな

って、今まではいたのではないかなと。そういったことを、これは行政だけが先走って

もなかなか難しいということがあるわけですけれども、農協についてどういうお考えか

はちょっと 近聞いておりませんが、そういったことを含めて適切にというか、後でこ

ういうことをしておけば、あるいはこういったことをしておけばよかったなということ

のないように、ひとつ対応をこの際お願いをして、質問をさせていただきたいと思いま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡農林課長。 

○松岡秀行農林課長 常々連携は、特に農協との連携ですけれども、とってきております

ので、重々後手後手に回らない対策をとってまいりたいと思います。 

  また、農協だけではなくて、関係機関ございますので、情報交換等を常にしていきた

いと思っておりますので、よろしくご理解願います。 

○議長（杉山幸昭議長） ９番、山本裕吾議員。 

○９番（山本裕吾議員） 40回の北海道バルーンフェスティバルについてご報告があった

わけですけれども、まさに40回、「とんでるカントリー」も含めて、長年、夏の北海道

のバルーンといえば上士幌ということで、関係各位、町も含めて精いっぱい今まで観光

の振興の要素も大きく重んじての開催でないかと、こんなふうに思っておりますけれど

も、昨今、一時期の八十数機の来機から見ると半減、半分以下ということでございまし

て、昨今の我が国の国内のこの経済状況が、まさにそれが反映しているのではないかと

いうふうに、私個人では捉えているわけですけれども、40回の節目をことし迎えて、陰

に陽にいろいろな考え方を持っておられる方おられます。 

  そんな中で、町が主導的にやってきたわけでございますけれども、過去には2,000万

という形で予算配分しておりまして、今は1,000万ですが、これを機にもう少し日本気

球連盟、あるいは来場してこの大会に来ていただけて飛んでくれる方の関係者、また、

出店していただいて一生懸命そういう盛り上げとご商売の中でそういう仕組みに参加さ

れている方もおられます。今後この40回を節目に、今回のこの40回大会も踏まえて、今

後の方向性についてをこの際お聞きしておきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 柚原商工観光課長。 

○柚原幸二商工観光課長 山本議員おっしゃるとおり、過去には八十数機、日本選手権と

いうものを開催してきて、いわゆるバブルの時代といいますか、かなり大がかりにやっ

てきた時代も過去に経験してきております。 

  議員おっしゃるとおり、この間、不景気等いろいろ経済状況もなかなか厳しいという
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ことで、社会人の方々がどんどん参加できなくなってきているという状況もありますし、

また、学生等の趣味といいますか、趣向といいますか、といったそれぞれいろいろな趣

味に対する傾向もいろいろ変わってきて、このようにだんだん少なくなってきている状

況は現実的にあります。 

  ただ、その中でも、上士幌町にとっての一大イベントということでございますので、

我々も事務方としても何とか努力して、今回も実は40機を目指して頑張ったわけなんで

すけれども、なかなかやはりそういったことをご理解していただけないような状況も

多々ありまして、何とか形だけは36機ぐらいにはなったんですけれども、なかなか努力

しても追いつかない部分はあるんですけれども、この40回という歴史があることによっ

て、気球競技者あるいは町民の理解等も得られているんじゃないかという反面あります

ので、そういった部分は大事にしながら今後も継続した大会運営を行っていきたいし、

できれば、来ていただいた方が喜べるような内容も、ちょっといろいろ趣向を凝らして

やりたいんですけれども、予算等の絡みもございますので、そこら辺は十分内容を検討

しながら今後とも進めていきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、ありますか。 

  ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） 先ほどの大雨の被害ということで、佐々木議員から農産物関係

にはありましたけれども、私のほうからは、道路その他明渠ですね。そういう暗渠の出

口ですとか、非常にこれだけの長期の多雨ということは、私も経験したことがありませ

んし、佐々木町議も私も農業系ですから、非常に今後の牧草含めて農産物の滞水による

腐敗ですとか、いろいろなことが懸念されるわけであります。それに伴った中で、特に

上音更から萩ヶ岡にかけて、北門にかけてと山沿い、鷹の巣方面、ゲリラ的な豪雨含め

て連続して夜になると渋々と雨が降っていると。やはりいまいち、建設で道路パトロー

ルは常時していると思うんですけれども、北門の中でも、ごみが排水管に詰まって水が

あふれたということも当事者から伝わってきておりますし、これだけの豪雨ですから、

一気に押し寄せてくるということがありますので、いま一度、道路、明渠の点検をして

もらいたいなと。やはりそうでないと、またいずれか上乗せに雨が降るということは、

地表面というのは滞水でたっぷり水がたまっていますから、さらに大きな被害が出る確

率があるということはありますので、その辺の対策というのはいかがなものでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形建設課長。 

○尾形昌彦建設課長 山本議員のお話のとおり、道路パトロールについては、降雨があっ

た時点ですぐに被害の起きそうなところを中心に先に回りまして、全域時間をかけて回
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っている状況でございます。パトロール車につきましては、現在１台役場のほうで保有

しておりまして、黄色いパトロール車ありまして、被害が大きそうな場合につきまして

は、ほかの公用車を利用しまして、もう１班、もう２班というような形でパトロールの

ほうを順次行ってきている状況でございます。 

  また、通常の維持管理におきましては、草刈りだとか側溝の整理、それから倒木、樹

木の伐採等につきましては、順次行ってきているところでございますが、実際は完全に

掃除し切れない部分だとかという、回り切れない部分も現実に 近はちょっとふえてき

ているのかなという状況にございます。今のご指摘どおり、今後さらなる確認の業務、

被害のない時期に特に確認をさせていただきまして、そういうような維持管理をしっか

り進めていきたいなという思いでございます。 

  そういうことで、今後とも被害の起きないような町道の維持管理を進めてまいりたい

と思いますので、ご理解のほうをよろしくお願いをいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、行政報告に対する質疑を終結いたします。 

  これをもって行政報告を終わります。 

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

◎会議案第１２号の上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第５、会議案第12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12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ご賛

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12号は、例年十勝町村議会議長会が主催する十勝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。 

  本年度の十勝町村議会議員研修会は、11月８日に中札内村において、講師に富山国際

大学非常勤講師の中屋一博氏をお招きして、講演会を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
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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12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） 

○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12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で決定されました。 

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

◎所管事務調査中間報告 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、日程第６、所管事務調査中間報告「保育所等の調査に関

すること」を議題といたします。 

  総務文教厚生常任委員会から、所管事務の調査中であります「保育所等の調査に関す

ること」について、会議規則第47条第２項の規定により、委員会の中間報告をしたい旨

の申し出があります。 

  ここでお諮りいたします。 

  総務文教厚生常任委員会の申し出のとおり、所管事務調査の中間報告を受けたいと思

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、「保育所等の調査に関すること」について中間報告を受けることに決定いた

しました。 

  それでは、中間報告の発言を許します。 

  総務文教厚生常任委員長、山本裕吾議員。 

○総務文教厚生常任委員長（山本裕吾議員） 総務文教厚生常任委員会より中間報告を行
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います。 

  １、調査事項、保育所等の調査に関すること。 

  ２、調査期間及び調査地、調査期間平成25年６月28日１日間であります。調査地、札

幌市。 

  ３、調査目的、本町で計画されている認定こども園上士幌町子どもセンター（仮称）

の建設事業に関連し、認定こども園の基本的理念と運営方法のあり方（幼稚園機能、保

育園機能、子育て支援）等、これらの先進地の視察調査を行った。 

  まず初めに、札幌市豊平区にあります「認定こども園まなび」であります。 

  調査地、学校法人西岡中央学園認定こども園まなび、調査月日、平成25年６月28日、

説明者、理事長・園長三井有希子氏、まなび園園長橋本章夫氏であります。 

  調査内容。 

  ①経緯。 

  学校法人西岡中央学園は、30年間幼稚園として運営、平成23年より豊平区で 初の幼

稚園、保育園、子育て支援の３つの機能を備えた認定こども園として新たなスタートを

した。教育目標は「優しいこころをもち、生き生きと活動する子」、保育目標としては

「体力づくり・食育・豊かな遊び」を重点に、新たな幼児期の教育、保育、子育て支援

施設として、また、保護者の就労等の時代背景に即した体制づくりを図り社会に貢献し

ている。 

  ②先進的な取り組み。 

  ２階にある遊戯室（ホール）での「いきいきタイム」と表している、午前の幼稚園児

と保育園児がともに遊び、学ぶ光景を目の当たりにして、保育指針、教育要領に沿った

計画的なカリキュラムと、認定こども園まなびの各クラス全員が一緒に活動し、さらに、

認定こども園の大事な柱の１つである食育の重点項目として、乳・幼児個々の安心安全

にしっかりと対応した自園での給食システム、加えて、未就園児サークル（親子クラ

ブ）１期（３カ月・14回）２歳から３歳児と親を対象として施設を含む受け入れ体制は

学校法人として他に先駆けたものであった。 

  ③視察後の感想。 

  認定こども園を開園する際に園舎を改築されたことは、幼稚園機能・保育園機能・子

育て支援機能をあわせ持つ機能を十二分に発揮するここが必要との観点であったと感じ

る。子ども・子育て支援３法における平成27年からの変化を見据えてのあり方に深く感

銘するとともに、実社会の子育て環境に柔軟に対応していると同時に、学校法人として

運営のあり方、今後の幼保連携型認定こども園（子育て）のあり方に学ぶところが多か
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った。視察に先立ち、本町で開催された「上士幌保育所改築に伴う、幼児教育、保育を

考えるフォーラム」にて「認定こども園まなび」まなび園園長橋本章夫氏の講演に感謝

の意を表したい。 

  次に、２番目の視察地であります札幌市清田区にあります「認定こども園にじいろ」

であります。 

  調査地、札幌市立認定こども園にじいろ、調査月日、平成25年６月28日１日間であり

ます。説明者、園長鈴木ゆみこ氏、副園長三宅加奈子氏。 

  ４、調査内容。 

  ①経緯。 

  札幌市立認定こども園にじいろは、昭和59年市立しんえい幼稚園の名称で開園、平成

21年、市立しんえい幼稚園と札幌市清田区保育・子育て支援センターが併設され、札幌

市立として認定こども園としての開園をした。公設でのこども園の運営に関するあり方

について、本町で計画されているこどもセンター（仮称）の計画に際し、類似性のある

視察場所であったと思われる。 

  ②先進的な取り組み。 

  認定こども園としての幼稚園・保育園・子育て支援の各機能の充実はもちろんのこと、

子供の教育及び保育、子育て支援の行政サービスの一翼として、幼稚園児を対象として

の定員１割を上限とした有料での保育制度が設けられていること。子育て支援施設を常

時開放、子育て中の親子が自由に集まり交流をしている。昼食については幼稚園が弁当、

給食の選択制（保育園は給食）と、こども園の領域が広い。 

  ③視察後の感想。 

  各クラスの少人数の編制が、ゆとりある運営体制だと感じた。今後の子ども・子育て

支援法の行方を鑑みながらさらなる変革が求められるであろう。野外保育（園庭）のあ

り方については、本町についても深く検討する必要を感じた。 

  以上で、総務文教厚生常任委員会「保育所等の調査に関すること」の中間報告を終わ

ります。 

○議長（杉山幸昭議長） 総務文教厚生常任委員会の報告が終わりましたが、所管事務調

査の報告については、議会運用例第96条の４の規定により質疑を省略いたします。 

  本件は、これを報告済みとし、総務文教厚生常任委員会は引き続き継続して調査する

ことといたします。 

  以上をもって、総務文教厚生常任委員会所管事務調査の中間報告を終わります。 

  ここで、暫時休憩いたします。 
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（午前１０時３８分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 再開いたします。 

（午前１０時３８分） 

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

◎意見書案第２２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22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。 

  意見書案の朗読を省略し、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22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、議会運営委員会においてご審議をいただき、議会運営委

員全員のご賛同を賜り、私が提案するものであります。 

  政府は、2013年度の地方財政計画において、国の政策目標のために、地方公務員の臨

時給与減額に係る地方交付税減額を推し進めました。このことは、地方財政制度の根幹

を揺るがすものであります。容認できるものではありません。 

  ことし１月、地方六団体は二度とこのような処置を行わないよう、共同声明で強く求

めているところであります。また、当議会においても２月第１回定例会において意見書

を提出しているところであります。 

  地方交付税は地方の固有財源であり、地方交付税法第１条に規定する「地方団体の独

立性の強化」、「地方行政の計画的な運営」に資するものでなければなりません。この

法の目的を実現するため、地方財政計画・地方交付税については、国の政策方針のもと

に一方的に決めるのでなく、国と地方の十分な協議を保障した上で、そのあり方や総額

について決定すべきです。 

  さらに、被災地の振興、子育て、医療、介護などの社会保障、高齢化社会への対応や

地域振興対策など地方自治体が担う役割は増大しており、地域の財政需要を的確に見積

もり、これに見合う地方交付税総額を確保する必要があります。 

  以上のことから、公共サービスの質の確保と地方自治体の安定的な行政運営を実現す

るため、2014年度の地方財政計画、地方交付税総額の拡大に向けて、政府に下記のとお

り対策を求めるものであります。 
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  １ 地方財政計画、地方交付税総額の決定に当たっては、国の政策方針に基づき一方

的に決するのではなく、国と地方の協議の場で十分な協議のもとに決定すること。 

  ２ 社会保障分野の人材確保、農林水産業の再興、環境対策などの財政需要を的確に

把握し、増大する地域の財政需要に見合う地方財政計画、地方交付税総額の拡大を図る

こと。 

  ３ 被災自治体の復興に要する地方負担分については、国の責任において通常の予算

とは別枠として確保すること。とくに、被災自治体の深刻な人材確保に対応するため、

震災復興特別交付税を確保すること。 

  ４ 地方公務員給与費の臨時給与削減により減額した給与関係経費等に係る財源につ

いては、完全に復元すること。また、地方公務員給与費に係る地方財政計画、地方交付

税の算定については、国の政策方針に基づき一方的に算定方法を決定するのではなく、

地方自治体との協議、合意のもとで算定のあり方を検討すること。 

  ５ 地域の防災・減災に係る必要な財源は通常の予算とは別枠で確保するとともに、

地方交付税などの一般財源と地方債などの特定財源の振替は厳に慎むこと。 

  ６ 地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、小規模自治体に配慮

した段階補正の強化、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握に

ついて対策を講じること。 

  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22号の提案理由の説明を終わります。 

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

質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第22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22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。 
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  よって、意見書案第22号は原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第２３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第８、意見書案第23号義務教育費国庫負担制度堅持・負担

率１／２への復元、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、就学保障充実な

ど2014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、佐々木守議員からの提案理由の

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23号義務教育費国庫負担

制度堅持・負担率１／２への復元、「30人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善、

就学保障充実など2014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、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、同一の意見書案を議員各位のご理解のもと毎年提案し、ご議決をいただいてお

ります。昨年は12月定例議会において可決決定をいただいたことを申し添えておきます。 

  意見書案を朗読し、提案説明とさせていただきます。 

  義務教育費国庫負担制度は、標準的な教職員数の確保として国が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。また、これは地域主権を脅かすものではなく、義務教育費国庫負担制度

は地域主権を保障する制度であり、義務教育に必要不可欠であることから、制度の堅持

と「三位一体改革」で削減された負担率を１／３から１／２へ復元するなどの制度改善

が極めて重要です。 

  今年度の政府予算では、地方公務員の給与を2013年度までの措置である平均7.8％削

減の国家公務員の給与に準じて引き下げるよう各地方自治体に要請し、地方交付税・義

務教育費国庫負担金の削減を決定しました。このことは、地方自治の根幹にかかわる問

題であるとともに、地方分権の流れに反するものです。 

  教育予算では、昨年に引き続き「高校授業料無償化」など保護者負担軽減の予算が計

上されましたが、教育現場においては、給食費、修学旅行費、テストやドリルなどをは

じめとする教材費など、保護者の負担が大きくなっています。地方交付税措置されてい
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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います。

また、国庫負担率が１／２から１／３になったことで、定数内期限付採用や非常勤教職

員が増加し、教職員定数の未充足などの状況も顕著になっています。教職員定数の拡充

は喫緊の課題であり、住む地域に関係なく子どもたちに行き届いた教育を保障するため

には、「教職員定数の改善」と「学級編制基準の制度改正」及び「30人以下学級」の早

期実現が不可欠です。 

  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１／２への復元など、下記の項目について要請します。 

記 

  １ 義務教育費国庫負担制度の堅持と負担率を１／２に復元すること。 

  ２ 「30人以下学級」の早期実現にむけて、小学校１年生～中学校３年生の学級編制

標準を順次改定すること。当面、「新たな教職員定数改善計画」を早期に実施すること。 

  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 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のために、議員各位の満場のご賛同を賜り、この意見書をご

可決いただき、関係者に送付いただけますようお願いを申し上げ、以上をもって意見書

案第23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23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23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） 
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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、意見書案第23号は原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第２４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第９、意見書案第24号道教委『新たな高校教育に関する指

針』の見直しと地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現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24号道教委『新たな高校教

育に関する指針』の見直しと地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める意

見書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。 

  上士幌高校については、近年募集定員数の入学希望があり、定員を満たす形で推移を

しています。これは、高校振興会を初め、関係機関の物心両面の努力のたまものだと高

い評価をするところですし、行政施策の結果だと高い評価をしておりますが、少子化の

傾向は変化がなく、実情として、今後も定員数を下らないで推移するとはなかなか言い

がたい状況にあります。高校は地域の教育文化のかなめと考えておりますし、この意見

書案第24号を提出した次第であります。 

  朗読し、提案説明とさせていただきます。 

  道教委は、「新たな高校教育に関する指針（2006年）」にもとづき、毎年度「公立高

等学校配置計画」を決定し、高等学校の募集停止や再編・統合を行ってきました。これ

によって、全道では、現在までに19校が募集停止（または募集停止予定）、17校が再

編・統合によって削減（または削減予定）されています。 

  「配置計画」で再編・統合、募集停止の対象とされた高校では入学希望者の激減する

現象が生じています。さらに子どもの進学を機に地元を離れる保護者も現れ、過疎化を

加速させ、経済や産業、文化などに影響を及ぼすなど結果的に地域の活力を削ぐことと

なっています。地元の高校を奪われた子どもたちは、遠距離通学や下宿生活等を余儀な

くされ、精神的・身体的な負担は増大し、保護者の経済力によっては通学断念にまで追

い込まれかねないといった実態も報告されています。 
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  2011年度の「公立高等学校配置計画」では、「他の高校への通学が困難である」とし

て残してきた地域キャンパス校の熊石高校を地元からの入学者が20名を切っていること

を理由に「募集停止」としました。このことは、「教育の機会均等」を保障すべき道の

責任を地元に転嫁するものであり、キャンパス校や小規模校のある地域に不信と不安を

もたらしました。 

  このように、「新たな高校教育に関する指針」にもとづく「配置計画」がすすめば、

高校進学率が98％を越える状況にありながら、北海道の高校の約44％がなくなることに

なります。これはそのまま「地方の切り捨て」、ひいては北海道地域全体の衰退につな

がります。 

  したがって、広大な北海道の実情にそぐわない「新たな高校教育に関する指針」を抜

本的に見直し、中学卒業者数の減少期だからこそ、学級定数の見直しを行うなど、地域

に高校を存続させ、希望するすべての子どもにゆたかな後期中等教育を保障していくべ

きです。そのためには、地域の意見・要望を十分反映させ、地域の経済・産業・文化の

活性化を展望した新たな「高校配置計画」「高校教育制度」を創り出していくことが必

要です。よって、下記の事項を強く要望します。 

記 

  １ 道教委が2006年に策定した「新たな高校教育に関する指針」は、広大な北海道の

実情にそぐわず、地域の教育や文化だけでなく、経済や産業など地域の衰退につながる

ことから、抜本的な見直しを行うこと。 

  ２ 「公立高校配置計画」については、子ども・保護者・地元住民など、道民の切実

な意見に真摯に耳を傾け、一方的な策定は行わないこと。 

  ３ 教育の機会均等と子どもの学習権を保障するため、「遠距離通学費等補助制度」

の５年間の年限を撤廃するとともに、もともと高校が存在しない町村から高校へ通学す

る子どもたちも制度の対象とすること。 

  ４ 障がいのある・なしにかかわらず、希望するすべての子どもが地元の高校へ通う

ことのできる後期中等教育を保障するための検討をすすめること。 

  以上の内容となっています。 

  いつまでも地元高校が存続し、子供たちの教育環境を充実するために、議員各位の満

場のご賛同を賜り、この意見書を可決いただき、関係者に送付をいただけますようよろ

しくお願いをいたします。 

  以上をもって意見書案第24号の提案説明とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
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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24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24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24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。 

（午前１１時０１分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１３分） 

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

◎一般質問 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第10、一般質問を行います。 

  一般質問は、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点質問いたします。 

  １点目、町民の命・くらしを守る「有効的な財政運営」のために。 

  ことし８月より、生活保護費の削減が実施され、また、来年から消費税引き上げ予定

とされています。さらに、ますます痛みを押しつける社会保障の改悪案が閣議決定され

ております。想像もつかないような痛みが待ち受けているような気がしてなりません。

このような中、町として、財源を有効に活用して、町民の命・暮らしを守るべきと考え
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ています。 

  ２点、質問いたします。 

  １点目、平成25年度の財政運営について。 

  平成25年度の国から交付される普通地方交付税と臨時財政対策債の金額が決定し、そ

の合計は31億8,219万円となっています。当初予算と比較しますと約６億円多く、この

お金を有効に活用するべきです。 

  当初予算、その後の補正においても、基金（財政調整基金と公共整備基金）は崩して

いませんので、平成25年度末には基金はさらにふえると予想されます。平成25年度の財

政運営についてお聞きいたします。 

  ２点目、今後の財政運営について。 

  平成22年度より、国の臨時の交付金が億単位で交付されたり、また、減ると予想され

た普通地方交付税も一定確保されてきました。しかし、このふえた分のお金は活用され

ることなく基金に積まれ、毎年基金はふえ続け、財政調整基金と公共施設整備基金の合

計は、平成24年度末は平成21年度末と比較すると約18億円ふえています。基金はあれば

あるほど安心かもしれませんが、片や生活に苦しんでいる方が、多くの町民がいるとき

に、今こそ活用すべき課題もあるはずです。今後の公共事業の見通し、福祉施策につい

てお聞きいたします。 

  大きな２点目、質問いたします。 

  町民の健康・命を守るために。 

  町民の健康や命を守る施策の充実は、町を元気にするだけでなく、財政的にも大変効

果的です。 

  次の２点、質問いたします。 

  １点目、医療費の無料化を高校卒業まで拡大を。 

  上士幌町は平成20年８月から中学卒業までの医療費の無料化を行い、当時は管内でも

評判となり、他市町村へ影響を与えて無料化が大きく広がりました。ぜひ、「子供の医

療を守る施策は管内一番」との精神で、今度は高校卒業までの無料化を行うべきです。 

  道内では既に、2012年４月１日現在、通院・入院の無料化は７自治体、入院のみは２

自治体で、合計９自治体が行っています。さらに南富良野町では、親の住民票があれば

22歳学生まで無料です。 

  ２点目、高齢者への成人用肺炎球菌ワクチンの予防接種費用への助成を。 

  2012年の肺炎による死亡率は、がん、心筋梗塞に次いで３番目となっています。肺炎

球菌ワクチンは、接種することにより、肺炎による重症化や死亡を予防することができ、
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１回接種で５年程度は有効とされていますが、ワクチンの存在も余り知られておらず、

接種費用も7,000円から8,000円程度と高額です。 

  そこで、高齢者の健康増進のために費用を助成する自治体がふえており、平成23年４

月１日現在、道内では68市町村、管内では７町村となっています。ぜひ、国や道の責任

において接種制度の創設を要望すると同時に、制度化されるまでの間、町独自で助成を

行うべきです。 

  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 町民の命・くらしを守る「有効的な財政運営」のために、山本議員の質

問にお答えいたします。 

  平成25年度の財政運営並びに今後の財政運営についてということでありますが、初め

に、平成25年度の普通交付税については、７月23日に総務大臣から閣議報告がなされ、

各地方公共団体に対する交付額が決定したところであります。全国総額で16兆387億円、

前年度と比較しますと3,686億円の減少、2.2％の減となっております。このうち市町村

分については７兆6,136億円で、前年度に比べ1,005億円、1.3％の減となっております。 

  本町の交付税決定額は29億5,415万1,000円で、0.9％の減、地方財源の不足に対処する

ための臨時財政対策債の発行可能額は２億2,563万6,000円、前年度比で1.3％の減とな

り、普通交付税と対策債を合算した実質的な交付税総額は31億7,978万7,000円で、前年

度に比べ3,102万2,000円、1.0％の減となったところであります。 

  国の地方税総体が2.2％の減という中で、本町の減少が少なく済んだ要因は、基準財

政需要額算定における個別算定経費の単位費用が減少しています中で、昨年からの地域

経済・雇用対策費の継続、地域の元気づくり推進費が新設されたことなどが減少幅を抑

えた要因でありますが、これらが今後も継続して算定される保障はありません。また、

地方税や交付税の原資となる国税の収入が大幅に伸びることは期待できませんので、先

行きは非常に不透明な状況にあり、歳入全体として厳しい状況はなお続くものと見込ん

でおります。 

  このようなことから、地方交付税を初めとする国の動向を注視しながら、自主財源の

確保と効率的な行政運営に努め、持続的なまちづくりに向けて健全財政の維持を図って

いく必要があります。 

  今年度の財政運営でありますが、今回も予測しない８月の２度にわたる集中豪雨被害

に対処する補正予算の専決処分についてご承認を求めることにしておりますが、町民生

活の安全安心の確保や経済活動の動向、緊急性などを見きわめながら、適切な財政運営
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に努めてまいりたいと考えております。 

  また、今後の財政運営、来年度以降に向けた考え方も、今申し上げた考え方と大きく

変わるものではありませんが、26年度には認定こども園の建設、27年度には生涯学習セ

ンター旧児童会館部分の改築、さらにこれらに附帯、関連する環境・施設整備、また、

スポーツ施設の整備、消防庁舎の対応、役場庁舎の耐震化など、将来を見据えた大型公

共施設の再整備が予定されております。 

  次に、福祉施策については、子供から高齢者まで広範囲な施策が求められます。児童

福祉では、幼児教育・保育の拠点として、平成27年度の開園に向け認定こども園基本設

計に着手しており、さらに、発達支援、学童保育、子育て支援センター、子育て住宅な

どのほか、子育て関連の施策をソフト及びハードの両面にわたり総合的に講じてまいり

ます。高齢者や障害者などの福祉施策としては、医療、介護、生活支援、保健、高齢者

住宅等、地域の中で安心して暮らすことのできる、地域包括ケアの体制を整えます。そ

のために、各機関や団体の役割を明確にするとともに、行政としても地域包括ケア体制

の確立に向けての調整や財政支援等、必要な施策を講じてまいります。 

  このように、今後、大型公共施設の整備が年次的に計画されていることと、少子高齢

社会に対応するため、多額の財政負担が伴ってきます。これらを実行に移すための財源

は、これまで積み立ててきた基金に頼ることとなります。基金が余っているのではなく、

健全で計画的な財政運営を行うために必要な基金であることにご理解を賜りたいと存じ

ます。 

  失礼しました。もう１点ございました。 

  町民の健康・命を守るためにであります。 

  １点目の医療費の無料化を高校卒業まで拡大ということでございますが、議員からご

指摘がありましたとおり、本町は平成20年８月より、北海道の事業として実施してきた

乳幼児医療費助成事業につきまして、町単独で中学卒業までを対象に拡大し、所得制限

を設けないこととした、子ども医療費助成事業として実施してきております。 

  本事業につきましては、開始から５年が経過し、助成額の実績では、通年で制度が実

施された平成21年度から23年度までの４年間で6,377万円、年平均1,600万円を支出して

おり、義務教育期間までの子供の保健向上と子育て家庭への経済的負担軽減により子育

て環境の向上を図ってまいりました。 

  子供への医療費助成につきましては、特に抵抗力が低いためさまざまな病気にかかり

やすく重症化しやすい乳幼児を中心に据え、乳幼児に比べ病気のリスクは小さくなりつ

つも精神的肉体的に発達の途中にある小中学生まで対象としている範囲で、事業効果は
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十分に得られていると考えておりますので、高校生までの助成拡大につきましては、現

状では困難と考えております。 

  ２点目の高齢者への成人用肺炎球菌ワクチン予防接種費用の助成につきましてお答え

いたします。 

  肺炎は死因の第３位で高齢者に多く、成人用肺炎球菌ワクチンを接種することで高齢

者の肺炎の発症及び重症化を予防し、死亡率の低下に効果があることはご指摘のとおり

でございます。接種費用も約8,000円近くと高価でありますので、その有効性、必要に

ついては理解するところで、前向きに検討させていただきたいと考えております。 

  以上、ご質問に答え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、財政問題について質問いたします。 

  答弁の中では、国との関係で交付税が多少減ったけれども、それなりに交付されたみ

たいなようなことの答弁があったんですが、私はそういうことを踏まえまして、25年度

におきまして、実際これから、今回補正もありますが、それはこれから議論になります

けれども、25年度においてどれぐらいの留保財源、財源があるのかと。それを具体的に

活用するのかどうか、その点について深く質問したいと思うんですが、私がいろいろな

資料を参考に試算した結果、平成25年度の財源、これから補正します、補正を済んだの

も入れまして、約４億円ほどまだ活用できる財源があると私は思っています。要するに、

予算化されていないで留保されている財源が４億円ほどあると私は試算しております。 

  これは補正の中のときにまた質問したいと思うんですが、１点目が、繰越金が前年度

の繰越金、まだ使い切っていませんので約6,600万ほど残っていますし、交付税もまだ

全部出していませんので、残が約３億円まだ留保されています。それから臨時財政対策

債も２億円以上交付されていますが、当初予算で組んだ分だけしか今見ていませんので、

約4,000万ほど留保されています。それを合計しますと、約４億円がまだ財源としてあ

るのではないかと。その点について、これからどう活用するのか。４億円が３億円、多

少数字は変わるかもしれませんが、４億円ほど財源はある、その点について、今後補正

するとしても12月途中もありますが、その点についてどのように活用するのか、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 25年度の事業方針等については、今回選挙がございましたので、５月の

議会の中で示させていただきました。これが基本的に25年度の事業並びにそれに伴う予

算的な裏づけということでありますから、財源が出てきたから、その都度それを万度に
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使うための事業を起こすというのは、これはやはり総合的な予算編成の精神、あるいは

年度当初に執行方針と掲げた今年度の事業、そしてまたそれに伴う裏づけとなる財源と

しての予算組みさせていただいたわけでありますから、基本的にはこれらを的確に進め

ていくということがまずは大事だと、そんなふうに思っております。 

  もう一つは、今回さまざまな事業を組んでおりますけれども、結果的にかなり見込み

よりも大きな財源確保をすることができたということであります。 

  例えばスポーツセンターの改修、これについては２億数千万かかる事業であります。

しかし、国の補正の絡みで、この大方がその制度に乗ることができたということもあり

ますし、あわせて大型のところでは小学校の改築なんかもございました。これらについ

ても、３月の補正を含めて私ども想定外の財源を確保することができたということであ

ります。これについては、備えがしっかりあったからということもありますが、想定を

した以外の財源を残すことができたということでありますので、当初予算を減らして、

あるいは事業を減らして今回の予算を組んだということではありませんし、それから執

行方針並びにそれに伴う事業については、議会の皆さん方のご了解も得たものでありま

す。それらを着実にまずは進めていくということであります。 

  あわせて、先ほど申し上げたように、今回の災害につきましては、大体１億ほどの新

たな財源が、持ち出しとして予期しない状況の中で出てくるということであります。こ

れらについては、想定外として新たな支出が伴うことであります。特別、どうしても必

要なもの、これについては補正をということがありますけれども、基本的には総合的な

予算編成を年度通して組んでおりますから、それらを着実に進めていくということでご

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） 今年度、25年度につきましては、緊急の災害等を含めた、先ほ

ど１億円という、これから出てくると思いますが、緊急、災害等の予算と、それから緊

急性のあるものについて留保財源を使っていく、政策的な新たなものはないということ

で確認いたしました。 

  それと、先ほど町長が答弁いたしましたように、国からの補助金が急遽来たという点

で、いろいろな意味で、過去にもそうなんですが、財源を、要するに建物を建てるため

の財源が国から来たと。それを使うことによって一般財源がちょっと浮いた、余剰がで

きた、その結果ここ数年基金がふえたと私は判断いたします。その点につきまして、今

年度については、新たな政策的な予算については予定していないということで確認いた

しました。 
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  そうしますと、災害等について、これからもし予算を組んだ場合に、それは特別交付

税になるのかわかりませんが、それはこれからの課題として、それでもなおかつ財源的

には億単位残ると。それは 終的には３月の末には不用減もありますので、不用減も含

めれば、また基金に積みますので、それから24年度の決算後の積み立てもありますので、

25年度の末でおおよそさらに２億円ほどふえるのかなと、私の大ざっぱな感じでありま

す。そうしますと、来年度以降について基金はふえるというふうに想定いたします。 

  それで次年度以降、26年度以降について取り上げて質問したいと思うんですが、先ほ

ど25年度はちょっとないというので、また12月でも新たな政策的な質問をすると思うん

ですが、とりあえずここは置いておきまして、26年度以降について質問いたします。 

  財政の、これが24年から28年度のこれは見込みですので、これをいつも眺めているん

ですが、その中での大型な公共事業を拾ってみて、これは前にも参考に質問をしたこと

があるんですが、保育所、消防署、学習センター、ビジターセンター、いろいろありま

すが、既に終わった事業もありますし、予算の大体見込みがついたもの、保育所は一般

財源が4,000万ほどというふうに大体見込みがつきました。それからスポーツセンター

も小学校も終わりました、ビジターセンターも終わりました。あと学習センターが残っ

ていますが、これも約４億円ほどとありますが、地方債を借りるなり、補助金も今探し

ていると。この中では約3,000万円ほどあります。これをトータル的に見込みでトータ

ルしますと、大きな事業、公共事業を拾ってみましたら、一般財源が約６億円ほど、上

限でいいのではないかと。これは私の考えですので、これからさらに予算規模がふえる

ものか、国からの補助金なりいろいろなものを利用すれば一般財源の持ち出しが少なく

て済むのか、多分少なくて済むんだろうと思うんですよ。その点含めて、公共事業に対

する基金を崩して使うという想定がどれぐらいあるのか、今、財政調整基金と公共整備

基金合わせますと24年度末では約35億円基金あります。その点について、まず質問いた

します。公共事業にどれだけ投資しなきゃいけないという考えがあるのかどうか、まず

質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まだ個別に詳細はトータル的に出しておりませんので、今、具体的にお

答えすることはちょっとできません。 

  状況の変化によって、新たな公共投資、公共事業が出てくることも想定されます。公

共施設の全体的な再編、この町の20年後、30年後に向けた新たな町なかの整備も今進め

るというような計画も立てております。 

  それから学習センターの、今４億円というふうにお話がありましたけれども、この４
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億円で済むのかどうかというのは、これはまだ相当議論の余地があるだろうと思います。

これらについても議員の皆様方の意見を伺うということになりますが、この学習センタ

ーも、従来の社会教育施設あるいは生涯学習センターという機能だけではなく、そこに

いわゆる発達支援だとか、さらに学童保育の統合だとか、こういったことを考えますと、

かなり膨らんでいくのではないだろうかなということ、それからスポーツ施設について

も、新たにこれから整備の必要が出てくる可能性があるということであります。これら

については、非常に状況が刻々と変わってきているようなところもございますので、も

う一回、公共施設の施設整備が具体的にどんな施設があるのか、あるいはそのためにど

れだけの費用負担がかかるのか、再度検討が必要になってくるということであります。

少なくとも従来の想定よりも総額としてはふえていくということが、私どもとしては今

想定をしているということであります。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 28年度までの公共事業については、予定がありますので想定さ

れます。28年度以降については、議員さんもほかの方も知りませんので、新たな事業が

展開されるかどうか、ここでは私は質問できませんが、事業の規模については大きくな

ることもあり得ると、それは当然です。 

  終的に予算の中で何が言いたいかと申しますと、町長も答弁しましたように、これ

から公共事業は、ある程度予算の見込みが立つとすれば、これからは福祉の関係にかな

りお金かかると私は想定いたします。介護保険の関係、それから子供の保育の関係もそ

うですが、いろいろ福祉関係の施策についてかなり力を入れていかないといけないと。

町長は、そのために基金をこれから崩して活用したいという答弁があったと私は把握い

たします。その点について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 今までは公共施設のこれからの見通し等々についてのやりとりだという

ふうに思っておりますけれども、もう一つは、この町で安心して暮らすという観点から、

ハードだけでは豊かさを実現することはできないということであります。 

  そういった意味で、福祉のことでありますが、福祉といっても非常に幅広く、乳幼児

から、それから高齢期まで各年代、世代にまたがることでございます。特にこの後、本

町も少子高齢の社会になるということは、これは大体想定をされることであります。そ

こで、安心してこの町で子育てができる、そして老後も安心して暮らせるという、この

町のあるべき姿を実現するためには、先ほどのハードに加えて、そこにどんな魂を入れ

るかということが必要になってくるというふうに理解をしております。 
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  本当にここで子育てさせてよかったな、あるいは教育を受けさせたいなと、こういう

ふうに思ってもらえること、それから、お年寄りになったら医療それから介護、あるい

は保健、さらには生活支援といった、それぞれのお年寄りの立場から見て、この町でさ

まざまなサービスを受けられるような、そういうシステムをつくり上げるということが、

これからは私にとって非常に大事な仕事の一つだと、そのように思っております。それ

に伴って、多分に財政の出動も出てくるというふうに考えております。 

  この政策については、これから各世代にまたがることですから検討させていただきた

いと思いますけれども、そのようにして、持続的にこの町で住んで、そしてまた20年、

30年含めて発展するという基盤にするためにも、ここ数年が大きな転機になるのではな

いだろうかなと、こう考えております。そのための財政計画もしっかり立てながら、

後々に不安のないような財政運営をするということと、それから町政執行をしっかりや

っていくという考えでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） わかりました。 

  長期計画の中にはソフト面の計画はありませんので、多分これから、消費税は今国会

で議論していますけれども、生活保護削減に対する影響と、それから今度介護保険見直

しがあります。それからいろいろな国民健康保険の道の連合化の問題もあります。いろ

いろな課題が、福祉関係、生活を守る上での課題がかなり厳しく出てくると私は思って

います。 

  それについて、町長が前回の答弁で言いましたように、きちんと効果的な財政運営、

効果的な投資ができるような、町民の命を守るような予算化をこれから多分考えていか

なければいけないと。そのために私は、今までの財政運営かなりいろいろ言ってきまし

たが、とりあえず基金を町長はいろいろな財政を工面しながら積んできた、それは宝と

して私は評価する面もあります。 

  その点について、次の質問で、今回は２つほど質問させてもらいます。 

  医療費の問題なんですが、子供の医療費、中学卒業までというのは本当に町民の方に

喜ばれて、それが管内的には結構私もよく言われて、「上士幌は」「上士幌は」と言わ

れながら、ほかの町村で政策的に盛り込まれて、どんどん広まりました。今回町長の執

行方針、それから町政の町長の方針にもありますように、子育てに力を入れたい、この

町に住んでよかったと言えるような教育条件を整備したいということがありました。そ

のときに、多分当面まだ保育所の問題、それから小中学校の問題を含めた課題があるん

だろうと思うんですが、やはり高校まで見据えた子育てについて考えをするべきだと私
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は思っています。 

  高校の問題もそうですが、そこまで含めて、大学はまた別問題になりますので、一応

高校まではほとんどの方が行く、高等教育を受けると。そういう権利を含めて、そこま

での視点を持つのかどうか、まず質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 おっしゃるとおりであります。 

  先ほどの意見書の中でも、高校の存続等のことが決議されたわけでありますけれども、

子育てという意味では、高校卒業まで一つの区切りとして、そこまでを子育ての範疇に

として押さえたいなというふうに考えております。 

  したがって、高校生、高校振興、これらについても重要な課題である、子育ての視点

からも、それから教育の視点からも大切であると、そのような認識は持っているところ

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） それも踏まえまして、それではここで、答弁の中では中学卒業

までやって、それで政策的な評価はあった、高校までは厳しいという、その根拠がちょ

っといまいち私にはわからないんですが、多分これから高校までの医療費の無料化につ

いては、ここ数年道内でもどんどん広がっています。多分中学の卒業までの無料化は、

むしろやっていないほうがおかしいと私は思うぐらい、管内ではそうです。道内ではま

だまだしていないところがありますが、これからどんどん広がっていくと私は思ってい

ます。 

  高校までの医療費の無料化を実現したとしても、多分中学校ほど広げたほどはかから

ないのではないかと。あとかかるとすれば、高校の部活等でけがをした場合に、かかる

方は物すごくかかるかもしれません。みんなが、百何人いたら百何人じゃなくて、部分

的にかかる方もいるかもしれません。その点含めて、高校までの医療費の無料化という

のはこれからどんどん広がる、そう考えれば、先へ先へと政策を伸ばして無料化するべ

きではないかと私は思っていますが、その点について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 議員がおっしゃる高校までの医療費の無料化も、これも子育て支援の一

つだと、そのように思いますけれども、もっと幅広に、子育てにとって何が今優先的に

支援すべき課題なのかということは、まだまだ検討すべき余地があるなというふうに思

います。 

  １回目の答弁でも申し上げたように、疾病の状況については、どうしても弱い乳幼児
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期から、だんだん抵抗力がついて、免疫力がついて健康になっていくということであり

ます。そういった意味では、高校生になると、かなり一般の疾病については少なくなる

という知らせも受けておりますし、それから、もしあるとすればけがということになる

のかもわかりませんが、それらについてまた学校のそういったけがに対する対応等々が

片方であるということであります。そんなことから、今これが子育てあるいは教育振興

上も、優先的に直ちにやることが一番なのかなということは考える余地があるなという

ふうに思います。 

  いずれにしましても、例えば高校の関係でいうと教育でありますけれども、結果的に

子育てにつながってくるわけでありますが、高校振興のための支援のことだとか、それ

らも含めて、全体として子育てに対する支援の方策については検討をしていきたいとい

うふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） わかりました。 

  ここでどうのこうの、また質問しても同じ答弁になると思いますが、要するに子育て

の範囲は、安心できる町をつくるためには高校まで視野に入れると。今回医療費の問題

を質問いたしましたが、ほかの面でも、そこまで視野に入れた政策をこれから考えてい

きたいという、医療費をするという意味じゃなくて、そういうふうに私は捉えました。

また再度いろいろな意味で質問させてもらいます。 

  後になりますが、肺炎ワクチンについては、前向きに検討するということは、多分

やるというふうに捉えて質問させてもらいたいんですが、今回質問して、すぐに打つと

いうことはならないと思うんですが、できれば今年度内にできないのかという問題と、

それから、これは本当に効果的な政策だと私は思っております。それは、国立感染研究

所がチームをつくりまして、いろいろな試算をいたしました。その中で、ワクチンを受

けた場合と、ワクチンを受けなかった場合の肺炎になったときの医療費の試算が出てい

ます。 

  その結果、65歳以上でしたら、ワクチンを受けたら５万7,000円ほどなんですが、ワ

クチンを受けないと14万、その差が約７万6,000円ほど、受けた方のほうが医療費が少

なかったと。75歳以上につきましては、ワクチンを受けた方は６万8,000円、受けない

方は20万、その差が12万円と。それから歩行困難と障害を持っている方はさらに差があ

りまして、ワクチンを受けたら約14万ほどですが、受けないと61万、その差が28万とい

うふうに、要するに高齢になればなるほど、障害を持っていろいろなリスクを背負って

いる方ほど、肺炎になったときにワクチンを受けていると医療費が、医療費だけで言う
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のは失礼なんですが軽く済んで、 終的には医療費を安く抑えることができるという結

果が、これは出されております。その点を含めて、多分国のほうでも、これからことし

の小児用のヒブワクチンもそうなんですが、これからきちんと議論されていって、来年

か再来年には、これは国のほうの予防接種の中には多分組み込まれていくんだろうと思

います。 

  その点を含めて、できれば今年度内、早期に実現すべきと思いますが、その点につい

て質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 このワクチンについてはおっしゃるとおりでありまして、本町でも死亡

率の第３位以内に入っているということでございます。絶対数は、この人口規模ですか

ら少ないんですけれども、そういう状況で、かなり肺炎による死亡率が高いということ

と、あわせてこのワクチン接種によってその何分の１かは未然に防ぐことができるとい

うことと、おっしゃったとおり、肺炎になったときの医療費の問題については、結果的

にワクチンの接種よりも大きな負担になっているというデータも出ていることは承知し

ております。 

  年度内ということでありますけれども、これらについてはいろいろと手続等も含めて

３月まででなければならない、早いほうがいいだろうと思いますけれども、新年度の基

本的には予算の中で年度当初から実施していく、そういった考え方で進めさせていただ

きたいなと思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） きょう質問して、即今年度というのも確かに厳しいかと思いま

すが、十分担当の課と相談しながら早期に実現してほしいなと思っています。 

  それと、年齢と回数が問題で、管内の状況を見ましてもばらつきがありまして、65歳

以上という方が新得町だけで、あとは75歳以上となっています。回数につきましては、

音更町が一、二回と、あとは１回というふうになっています。これは５年間有効ですか

ら、65歳で受けた方は確かに70歳でも有効が薄くなりますけれども、75歳のときに受け

た方は80歳と。１回受けたらいいというものではありませんので、有効的な回数と受け

る時期をやっぱり決めなければいけないと私は思っていますが、その点、これから検討

されるとするんであれば、私は65歳以上として、回数を 低２回、多ければ多いのか、

ちょっと私もわかりませんが、２回ほど受けないと、75歳で受けて80歳でもし切れた場

合に、80歳になって肺炎になったら結局同じことですので、２回するとかなり管内的に

も恵まれた状況になるのかなと思って質問させてもらいます。できればよりいいものと
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して、政策的にも打ってほしいなと思っていますが、その点について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 肺炎については、罹患率も年齢によって随分違ってくるということであ

ります。65歳ころの年齢でいきますと、かなりパーセンテージとしては低いということ

でありますから、大体75歳以上になると急激にふえてくるということがあります。 

  そういった意味では、有効な年齢層に適切に対応するということは、これが大事なこ

とだと、そんなふうに思いますので、十分今後この年齢についてもこれからは検討をさ

せていただく事項になろうかなと、そんなふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） これ以上質問しても、これ以上の答弁がないと思いますので、

ぜひ有効的な回数と、65歳以上とするのも一般論ではなくて、65歳の方についても、か

なりいろいろな障害を持っているとか疾病を持っている方がいれば、その方を対象にす

るとか、いろいろなパターンが出てくるかと思います。その点を含めて十分検討しても

らえればなと思っています。 

  以上で質問を終わらせてもらいます。これ以上聞いても多分平行線になると思います

ので、これで質問を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 答弁はよろしいですね。 

  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時といたします。 

（午前１１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。 

（午後 １時００分） 

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

◇ 伊 東 久 子 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、１番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 私は、地域医療の現状と課題ということで質問をさせていただ

きます。 

  竹中町長は平成13年より町政を担ってきました。政策的には、医療について、不妊治

療、それから妊婦健診、中学生までの医療費の無料化等、道内でも先進的な取り組みに

は評価をいたします。 



－35－ 

  上士幌町で生活するため一番重要である病院存続については、民間法人病院であるた

めに十分議論がされなかったような気がいたします。今、町民の大きな関心は、病院が

どう継続するか不安でいっぱいです。うわさ話がひとり歩きをしている状況です。 

  ７月12日、地域包括ケア講演会で、町長ほか２名の講演を聞きました。地域医療につ

いては現状の話はしませんでした。民間病院が11月１日より入院施設が２年間なくなる

こと、病院から診療所になり、老健施設に変わること、町民には周知されていません。

民間法人病院とはいえ、町民にとっては命にかかわる大変な問題です。時間がない中で、

現状はどうなっているのでしょうか。町民が安心して上士幌町に住み続けられるように、

早急に住民周知をしなければならないと思います。町長の地域医療に対する考え方をお

聞きいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 地域医療の現状と課題について、伊東久子議員のご質問にお答えいたし

ます。 

  １点目の、病院存続について民間法人であるため十分議論がなされていなかったので

はということについてでございますが、病院については、民間の主体性をもって進めら

れてきており、町は地域医療を守るという立場として、これまで側面的な支援をしてき

たところでございます。今後は、地域包括ケアを推進していく観点からも、十分連携を

とりながら進めてまいりたいと考えております。 

  ２点目の現状についてでありますが、今、国では、社会保障・税の一体改革大綱にお

いて、高齢化社会に対応すべく2025年を見据えた医療・介護のサービス提供体制につい

て、療養病床全体の再編、介護療養病床の廃止、できる限り住みなれた地域で在宅を基

本とした生活の継続を目指す地域包括ケアシステムの構築を掲げています。国の方針の

流れの中で、今後の地域医療のあるべき姿とあわせ、本町における社会医療法人北斗十

勝恵愛会病院施設の老朽化に伴う建てかえに関する要望が出されており、昨年、委員会

にもご報告させていただいたところであります。 

  町といたしましては、町民が身近なところで安心して医療が受けられる１次救急医療

機能の役割は大変重要と認識しており、これまでの医療・介護事業の継続を大前提に、

地域のニーズに合った本町の地域医療の方向性について、十勝恵愛会病院との協議を進

めてまいりました。ことしに入り、十勝恵愛会病院より、施設設備の老朽化に伴い、施

設故障時のリスクを 小化すべく、年内の療養病床の一時移転及び今後の施設整備に関

する方向性について示され、協議をしてきたところであります。施設設備の老朽化によ

る病床の一時移転につきましては、これまでの外来及び１次救急などの医療機能の継続
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維持を前提に、町としても理解を示してきたところであります。 

  今後の十勝恵愛会病院のあり方につきましては、国の介護療養病床廃止の流れを受け、

本町の地域ニーズに合った急性期、回復期の医療から介護へつなぐ中間施設として、長

期療養に対応した老人保健施設への転換について方向性が示され、その方向性につきま

しては町も共有してきたところであります。 

  いずれにしましても、医療・介護事業の継続を大前提に、これまでの外来機能、１次

救急医療の継続はもとより、一時的入院可能な病床の確保、24時間訪問看護、医師の訪

問診療、機能回復リハビリや認知症に対応したリハビリなどの、在宅でも安心して医療

が受けられる在宅医療機能など具体的な機能のあり方につきましては、今後も継続して

協議をしてまいりたいと考えております。 

  ３点目について、病院がどう継続するのか、早期に周知すべきとのご指摘がありまし

た。 

  施設設備の老朽化に伴う病床の一時移転及び今後の病院の方向性についての町民への

周知につきましては、まず入院患者さん及びご家族などへの説明に 大限配慮しなけれ

ばならなかったこと、また、保健所を初めとする関係機関への調整も必要となることか

ら今日に至ったということで伺っており、ご理解をいただきたいと思います。今後、町

民へのご説明につきましては、社会福祉法人による地域密着型福祉施設の整備内容とあ

わせ、町民説明会を開催させていただきたいと考えております。 

  ４点目の地域医療に対する考え方についてですが、 も身近な医療機関として第１次

医療圏機能の役割は大変重要と考えておりますし、公益性が求められる社会医療法人と

しての役割は大きいものと考えております。 

  町民の皆さんが、身近なところで安心して医療を受けられ、また安心して在宅復帰で

き、安心して医療から介護へつながるサービス提供ができるよう、今後も積極的な支援

をしてまいりたいと考えております。 

  さらに、医療、福祉、介護との機能分担・連携により、切れ目ないサービス提供がで

きるよう、医療機関、社会福祉法人、事業者、地域住民が連携した地域包括ケアシステ

ムの構築に向け、取り組んでまいりたいと考えております。 

  以上、伊東議員のご質問にお答えさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 再質問させていただきます。 

  昨年委員会に報告されましたが、具体的には協議中でありますということで、そんな

ことから詳しい説明は受けておりませんでした。ことし11月から入院施設がなくなるこ
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と、これについても知らされておりませんでした。議員として、もっともっと詰めて聞

かなかったことに私も反省をしているところです。 

  町民はつい 近まで知らない人が多いし、まだ病院がこういう状況になるということ

も知らない人が大方です。特に現在入院している本人、家族は、困惑して私のところに

も相談に来られますが、返事に困ってしまうという状況です。 

  ８月12日に、入院している本人、家族に説明されたようですが、病院から説明される

と、北斗は遠いな、仕方ないな、わかりましたとしか、これは多分言えないと思います。

本当はもっともっと不満があるんだと思います。遠くに入所すると面会に家族の方がな

かなか行けない、車もない、そういう不満がたくさんあるようです。改築の話が出てき

たころ、担当課内部で何度も打ち合わせ、協議をしてきたと言いますが、民間病院であ

るために、町民には知らされないまま、町民の要望も聞かないままに進めてこられたの

ではないでしょうか。私は、町民の要望を聞くことなく、担当課と病院だけで、国の方

針に従って進めてきたのではないかと思います。 

  2017年には療養型施設を廃止し、在宅療養に切りかえようとしています。そのために

も地域包括ケア、これは大事なことであるということは私もわかりますが、日本中同じ

でなくても、上士幌に合った医療、福祉でなければならないと思いますが、町長はどの

ようにお考えでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まずは、上士幌に合った医療、福祉制度体制があるべきだと、全くその

とおりでございます。それを目指して、これからそれぞれの役割、医療機関あるいは福

祉法人、行政、お互いに連携をとりながら、この地域に合った 善の医療福祉がどうな

のかというのは、今議論をさせていただいているところでございます。全くおっしゃる

とおりでございます。 

  それと、今、恵愛会病院の改築のことについて、住民と合意形成というお話もありま

した。病院としては、老朽化した施設を 善の方策で建てかえをし、新たな医療体制を

組みたいというのが基本的な考えとして持っておられます。もう一つは、この改築によ

って、さまざまな今入院されている方々、いろいろな人方にさまざまな影響を与えると

いうことも重々承知をしていることであります。 

  そういった中で、 も有効に、初めから動揺を与えることなく、この改築、さらなる

新たな医療体制を組むためにどんなスケジュールでいったらいいのか、あるいは将来的

に、本町における地域医療に合った医療体制というのは、どういう形が一番いいのかと

いうのは、これは真剣に考えていただいたことであります。まずは、このことについて
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はご理解を賜りたいなと、そんなふうに思います。 

  その上でありますけれども、この改築の問題については昨年４月、５月、内々に、あ

と二、三年後に老朽化に伴って改築をしたいという打診がございました。しかし、それ

は具体的にどのような形で改築をするのか、どういう医療をこれから進めていくのか、

まだその段階では具体的に詰まっていなかったということであります。 

  それ以上に、その段階では老朽化、特に設備関係が非常に危機的な状況にあったとい

うことであります。まだその段階でも、ぎりぎりまでもつのではないだろうかなと、こ

のような判断をしていたんだろうと思いますけれども、ことしに入って、いよいよこと

しの冬を越すことができないという、多分いわゆる業者からの専門的な指摘を受けたこ

とも含めて、その対応が急がれたということであります。そのときに、患者さんにとっ

て もリスクの少ない方法は何なのかということを重々検討し考えた上で、この10月に、

冬を迎える前に新たな受け入れ先のことも含めて準備をしていただいて、そしてまた、

ご家族、もちろん当事者も含めてご理解を得てきたということであります。 

  もう一つは、これから医療体制については、従来に増してしっかりした医療制度体制

を組んでいきたいということでありますし、その状況が、この６月の段階でも、内々に

議員の皆さん方に説明があった６月の段階で、まだ具体的にどうするかというのは決ま

っていなかったというふうに思っております。どういう病床を残すかというところまで

も決まっていなかったというふうに思いますが、さらに短い間の中で 終的な判断と、

そしてその間に家族や入院患者さんの皆さん方にご理解いただいた、あるいはそこにい

る職員の方々にもご理解をいただいて、新たに生まれ変わるために、今は申しわけない

ですけれども、しばらくの間ご辛抱いただきたいと。これは非常に病院側としても忍び

ない思いをしながら、その施設の緊急な状況に対応するために、スケジュールとしては

ぎりぎりのように思われるかと思いますけれども、そのタイミングが も適切だという

判断の上でなされたというふうに伺っておりますし、私どもとしても、常々患者さんや、

あるいは家族の方に心配のないように、十分配慮するよう申し上げてきたところでもご

ざいます。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 町として考えなければならないのは、私は医療と介護のすみ分

けだと考えております。 

  今現在、福祉の核につきましては、現在福寿協会、あとは社会福祉協議会が担ってく

れていますが、医療については北斗恵愛会だと思っております。病院の方針を伺ったと

ころですが、入院５床、老健が50床を考えているということの説明を受けました。本当
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にそれでいいでしょうか。福祉サービスの中には、福寿協会と重複しているようなもの

もあるように思います。5,000人の町、 低診療所並みの19床は必要ではないでしょう

か。 

  今後、27年に完成の地域密着型特別養護老人ホーム20床が完成するはずです。町の特

別養護老人ホームの待機者は、町民が約40名、グループホームでは15名だそうです。国

の推計では2025年超高齢化になると言われていますが、上士幌ではそれより少し早目に

なるのではないかと思います。その後は減少するのではないかと思っておりますが、老

健が50床になると、すずらん荘との重複で双方の赤字財政が心配されませんか。 

  老健というのは、本来、自宅介護になるまでの６カ月間しか入れない施設のはずです

が、現状は長期に入っているようです。どうしてだと思いますか。在宅介護が無理だか

らだと私は思います。 

  また、第５期介護保険の見直しの算定時については、老健施設がないために算定基準

に入っておりません。計画もありませんでした。第６期には、サービスの内容によりま

すが、当然老健施設も加算され介護保険料が高額になるのではないかと危惧されますが、

その点についていかがでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まずは、社会福祉法人の経営する介護施設と、それから医療法人が経営

する十勝恵愛病院、老健によってそれが重複して、お互いにマイナスになるのではない

だろうかというご心配だと思いますけれども、現実の問題、今、恵愛会病院のほうも療

養型の病床と介護の病床であります。介護度のある方々がほとんど入所をされ、入院さ

れているということでありますから、同じような延長でこの老健のほうも受け入れして

いくという、そういう形になるだろうというふうに考えます。 

  したがって、今までの形と大きな変化はないということでありますから、重度化され

ていった方々については、いわゆる施設のほうで受け入れてもらえるという、その関係

については従来と全く変わらないと。むしろ、今までは長期入院をしているというその

役割からもう少し前に踏み込んで、リハビリの問題が今真剣に考えられてきていただい

ております。そのリハビリは、単に整体、体の骨折をしたのでそれをリハビリするとい

うことではなくて、新たに認知症等のリハビリ対策、これは生活習慣の云々だけの問題

でなくて、極めて科学的に治療する、リハビリすると、認知症をおくらせることができ

る、あるいは進度をとめることができる、そのようなお話もされておりました。 

  さらには、今まで患者さんを病院だけで受け入れるということから、在宅医療、それ

からさらには在宅の看護、これらについてもさらにサービスが向上し、24時間の医療シ
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ステムはしっかりと守っていきたい、むしろそれらを充実・発展させていきたいという

のが、十勝恵愛会病院、北斗病院の考え方でございます。そう考えますと、今までの病

院の経営のあり方から、さらに地域のニーズに合った、高齢化が進む本町でありますか

ら、そういったところに対応する医療サービスが充実されるものと、そんなふうに思っ

ております。 

  介護の関係では、議員も肉親の介護に大変苦労なされたという話を聞いております。

問題なのは、やがて誰もが介護を受けるか、あるいは同じように加齢とともになり得る

ということは予測されるわけであります。それを家庭の中でできる範囲、あるいは社会

的なところでやれるところだとか、さまざまな役割を担って、できるだけ在宅で元気に

過ごしてもらうというのが、本来望ましい姿であろうというふうに思っております。現

状では、なかなかそういうシステムもできておりませんから、勢い病院がその全ての受

け皿になっておりますけれども、これから高齢化がどんどん進んでいくということにな

ると、さらに在宅での終末の迎え方、これらについても積極的に支援をしていきたいと

いうことは、理事長じきじきにお話をされていることでございます。 

  特に、終末になったときに２つの不安があるというお話をされておりました。１つは

死に対する苦痛であります。精神的な苦痛、それから痛みに対する苦痛、これはこれか

らの医療のメンタル面でのケアだとか、あるいは看護、それからお医者さんのケアを含

めて、そういったことについても、十分そのような体制をこの町の中でつくり上げてい

きたいなという話をしております。 

  できれば、入院したら、そして回復をして、もう一回自宅に帰ってもらうと。どうし

ても、だんだん病気が進んでくると、それは施設のほうにお願いしようというふうに、

病院から施設へしっかりキャッチボールができて、それぞれの役割が十分果たせるよう

な環境を整えることが、この町にとっての医療福祉のあり方として大事なことであると

いうことでもありますし、私どもとしてもその方向として、地域包括ケアについて、こ

れを何とか実現をしたいなという思いで、今、緒に取りかかっているということでござ

います。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 先日、恵愛会の事務長のほうから示されたこの計画書ですか、

この配置図を見せていただいてちょっと疑問に思ったのは、やはり老健、それに通所、

大浴場、事務部分という、この通所の部分なんですけれども、先ほど町長が言われまし

たけれども、リハビリあるいは認知症に対する通所だと思うんですけれども、これと同

じようなことは、リハビリはやっておりませんが、デイサービスへ行っている方が、今、
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特老のほうで25人ですか、それから新しくできるデイサービスにつきましては多分12名

予定していると思うんですけれども、この人たちがここに通所されると、多分すずらん

荘のほうではこの人数がいなくなる、病院のほうに来てしまうからいなくなるのではな

いかと、そういう点でちょっと心配はあることはあります。この点もしっかり介護は介

護、医療は医療という形で守っていただければいいのかなと思っております。 

  また、先ほども話しましたけれども、介護はこれでいいとしても、一般の病棟が５床

であるということについては、5,000人の町で５床で本当にいいのかどうかというのは、

十分論議しなければならないと思います。私は診療所として19床は、これは今の5,000

人の町では仕方がないなとは思っておりますけれども、この点も十分検討しながら数字

を出していただきたいなと思います。 

  また、町としても、民間病院だからではなくて、上士幌町には町立病院がないのだか

ら、地域医療を守るという点では、当然金銭的な支援というのは、これは必要でないか

と思います。先日の病院の方針説明でも、入院ベッドを多く置くと赤字になる、赤字に

なるという話を言われていました。地域医療は、町民が安心して生活するために、医療

サービス、また一般病棟の19床、もうこれは数がふえても仕方がないと思いますので、

町長の考え方をお聞きいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず、医療と介護がいわゆるリハビリ等で競合して大変でないかという

不安があるということであります。 

  そういったことをなくすることを含めて、この６月に法人、それから医療機関等々を

含めたいわゆる代表者による連携会議を設立させていただいております。そこのすみ分

けもしっかりしなければならないということは、医療法人のほうも十分認識しているこ

とであります。 

  この中でお客さんを奪い合って経営がマイナスになるような、そのようなことがある

とすれば、ある意味ではどこか無駄なことというか、多分新しい仕事なり、それぞれの

役割というのは、きっとあるはずだというふうに思います。もし、ここに同じように福

寿協会等、いわゆる法人と同じような社会法人がもう一つ来たとすれば、多分そこでは

奪い合って大変なことになるのかなというふうに思いますけれども、医療機関と介護機

関では、これはそこのすみ分けは十分できて、なおかつ今より非常に住民にすばらしい

医療介護のサービスができるということであります。何たって、やはりそれは住民にと

って本当にすばらしい、いい医療なり、あるいはその中での医療におけるリハビリ、そ

れから法人におけるリハビリ、それぞれの役割があるものということで、そのことにつ
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いては十分これからも議論していくことでありますし、私どもとしても必要に応じて調

整させていただくこともあるのではないだろうかなと考えております。 

  それから、病床でありますけれども、これもいろいろな過去の実態を踏まえて、今の

ところはそういうふうに出してきたのだろうというふうに思っております。しかし、今、

議員からあったように、心配されているところもありますから、そういった意味で、住

民にしっかり理解してもらえるような、そういう説明も必要でありますし、必要に応じ

て病床についてもこれから議論させていただくということであります。 

  今、とりあえず過渡的な、いわゆる次に新設するまでの間の関係で５床ということで

ありますけれども、新たに生まれたときにはこれからの議論になっていくということと、

それからもう一つは、北斗恵愛会病院については、別な病院ということではなくて、同

じ経営の傘下にありますから、一心同体であるということであります。したがって、必

要に応じて、入院が必要であれば、十分それについては配慮していただけるものだと、

そんなふうに思っておりますし、そこでの医療における不自由だとか、あるいは後退は

ないものと考えております。 

  この間の説明の中でもお話ありました、いろいろなことはありますけれども、いわゆ

る医療法人が考えている中で、上士幌町の基本政策である、地域包括ケアの推進の一翼

を担うという視点で、上士幌町における医療介護の継続、そして拡充と言っております。

拡充が本検討の一貫したゴールということを、私たちはその重みをしっかり受けとめさ

せていただきたいというふうに思います。 

  それから、これまでも理事長も、連携会議の際あるいは４月12日の講演会の際にお話

をしていただきました。これからの北斗病院の医療のあり方、そしてまたその傘下であ

ります上士幌町の北斗恵愛会病院のあり方についても、非常に明解なメッセージを発信

していただいたと、そんなふうに思っております。それを具体的にするのが、今これか

らの事務レベルの作業としてなされているというふうに考えておりますので、これから

も９月、10月と矢継ぎ早にそのような機会も出てくると思います。 

  今、包括ケアの関係では、町民500人に対して高齢者の500人、65歳以上ですけれども

独居老人、あるいは介護認定者だとか、いろいろな階層、階層というか、立場の方々に

今聞いております。どんなことが不自由なのか、これから求められる福祉だとか、ある

いは老後のあり方なんかについて聞いております。今の時点でも七十数％の回収率があ

るということで、これらは非常に参考になることだと思います。その中で、本町の医療

はどうあったらいいのか、あるいは介護だとか、在宅の問題だとか、地域の中における

お互いの見守りの問題だとかさまざまなことが、これから課題が明確になってくると思
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います。それを包括ケアの中で、どれが、どこが、どのような役割を担うか、これを十

分議論をして、それを政策の中に反映をさせていきたいなと、そう考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） もう一度、先ほど十勝恵愛会からの出された方針の中に、救急

医療患者の受け入れの実績と必要病棟数というのが出ておりました。これは25年１月か

らなんですけれども、24年４月からお医者さんが４名から２名に少なくなりました。そ

のときから患者数は多分すごく減っているんだと思うんです。それで、それから計算し

て多分５床となったんだと思うんですけれども、やはりお医者さんも少ないのもありま

すけれども、外来へ行って見ていると本当に待ち時間が長いんですね、２時間から２時

間半、下手をしたら３時間という、１人の先生の中では。ですから医者の確保も十分、

これから町のほうからも要請していただきたいと思いますし、19床残していただくよう

に、これから、そして町民の意見も十分聞いてほしいと思って質問いたしました。 

  以上で終わりたいと思います。答弁があればお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 お医者さんが減った、退職等によって、退院されたということでありま

す。これは病院のほうからもその旨を聞いておりまして、できるだけ町民の方々に迷惑

をかけないようにということで、定期的に専門医が診療に来ていただいたということで

あります。理事長みずから来ていただいているという事実もございます。 

  そのことによって、４人が２人になったので患者数が減ったかどうかというのは、そ

の調査はこれからする必要があるだろうというふうに思いますが、ここで出ていますこ

のデータはデータとしてわかりました。しかし、今お話しあった、その前の４人いたと

きの状況が、もしそのことによって、随分今とデータが違うということであれば、これ

からの病院との協議の中で、十分そういったことも含めて申し入れをさせていただきた

いなというふうに思います。 

  そしてまたこの地域医療、僻地の医療でございますから、採算の関係でも非常に厳し

いということでございます。しかし、私どもとしては地域医療を守るという視点から、

先ほど財政的な支援のお話もありましたけれども、この町にとって、町民にとって必要

な医療ニーズの確保をどうするかということについては、それらのことも含めて十分検

討し、そしてまた皆さん方のご意見も伺いながら、さらに従来に増した医療福祉、ある

いは在宅も全て含めて、今よりもよくなるということに私どもとしては力を注いでいき

たいと。今、いろいろな意味での不安と、それから申しわけないですけれども、入所さ

れている方々については、このような事情で一時転院してもらわなければならないとい
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う事情がありますけれども、新しく今これからの医療制度が、地域医療が変わるという

ことで、ぜひご理解をいただいて、そしてさらにいい上士幌町の医療福祉体制をつくる

ために、皆さん方のお力添えもいただきたいなと、そんなふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、１番、伊東久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。 

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

◎承認第３号及び承認第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第11、承認第３号専決処分の承認について、日程第12、承

認第４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。 

  早坂企画財政課長。 

○早坂清光企画財政課長 ただいま一括上程されました承認第３号専決処分の承認につい

て並びに承認第４号専決処分の承認について、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、承認第３号専決処分の承認についてでありますが、今回承認をお願いします

専決処分は、専決処分書をご参照願いますが、８月８日の集中豪雨により被災した町道

及び林道、農業用施設の復旧作業に急を要し、予算補正を必要といたしましたが、町議

会を招集する時間的余裕がないために、地方自治法第179条第１項の規定に基づき、８

月９日付をもって補正予算の専決処分を行いましたので、同条第３項の規定に基づき議

会に報告し、承認を求めるものであります。 

  被害状況につきましては、行政報告の中で報告説明のあったとおりでございますので、

ご理解を賜りたいと思います。 

  専決した予算の内容でございますが、平成25年度上士幌町一般会計補正予算（第４

号）をご参照願います。 

  第１条第１項で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,336万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を56億7,302万2,000円としたものであります。第２項で、歳入歳出

予算補正の款項の区分及び金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額を、第１表歳入歳出

予算補正によるとしたものであります。 

  事項別明細書は、４ページをご参照願います。歳入は、普通交付税を1,336万円増額

補正したものであります。 

  歳出につきましては５ページになりますが、８款土木費の道路橋梁維持費、町道等維

持管理事業で455万円、13款災害復旧費の農業施設災害復旧費、新誠・清水谷排水路災
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害復旧事業で784万4,000円、さらに林業施設災害復旧費オソウシナイ線林道災害復旧事

業で96万6,000円、合わせまして1,336万円増額補正したものであります。 

  次に、承認第４号専決処分の承認についてご説明申し上げます。 

  今回承認をお願いします専決処分は、専決処分書をご参照願いますが、８月24日から

25日にかけての集中豪雨により被災した町道及び林道、農業用施設の復旧作業に急を要

し、予算補正を必要といたしましたが、町議会を招集する時間的余裕がないために、地

方自治法第179条第１項の規定に基づき、８月26日付をもって補正予算の専決処分を行

いましたので、同条第３項の規定に基づき議会に報告し、承認を求めるものであります。 

  専決した予算の内容でございますが、平成25年度上士幌町一般会計補正予算（第５

号）をご参照願います。 

  第１条第１項で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,160万2,000円を追

加し、歳入歳出予算の総額を57億2,462万4,000円としたものであります。第２項で、歳

入歳出予算補正の款項の区分及び金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額を、第１表歳

入歳出予算補正によるとしたものであります。 

  事項別明細書は、４ページをご参照願います。歳入は、普通交付税を5,160万2,000円

増額補正したものであります。 

  歳出につきましては５ページをごらん願います。８款土木費の道路橋梁維持費、町道

等維持管理事業で1,812万2,000円、13款災害復旧費の農業施設災害復旧費、北門地区第

１号幹線排水路ほか６件災害復旧事業で2,498万円、さらに林業施設災害復旧費ナカセ

ップ線林道ほか４件災害復旧事業で850万円、この３事業合わせまして5,160万2,000円

を増額補正したものであります。 

  以上、提案理由と内容についてご説明をさせていただきました。ご審議を賜り、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３号及び承認第

４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３号及び承認第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。 

  初に、承認第３号の討論ありますか。 

（「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。 
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  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。 

  次に、承認第４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２号及び報告第３号の上程、説明、質疑 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第13、報告第２号平成24年度上士幌町財政健全化判断比率

の報告について、日程第14、報告第３号平成24年度上士幌町公営企業資金不足比率の報

告について、以上２件を一括して議題といたします。 

  報告書の朗読を省略し、直ちに報告の説明を求めます。 

  早坂企画財政課長。 

○早坂清光企画財政課長 ただいま上程されました報告第２号平成24年度上士幌町財政健

全化判断比率の報告について、報告第３号平成24年度上士幌町公営企業資金不足比率の

報告について、一括してその内容をご説明申し上げます。 

  財政健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率は、平成19年度決算から公表される

こととされたものであり、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び

第22条第１項の規定により報告するものであります。 

  初めに、報告第２号平成24年度上士幌町財政健全化判断比率の報告についてご説明い

たします。 

  報告第２号の２ページ目をご参照願います。 

  括弧書きは、それぞれの指標の早期健全化基準を表示しています。参考欄につきまし

ては、黒字であったため比率が算定されなかったものの、計算結果を参考として記載し

たものであります。 
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  財政健全化判断比率は、４つの比率から成っています。 

  実質赤字比率につきましては、普通会計の赤字の程度を指標化したものであります。

本町の場合、一般会計が対象となりますが、黒字決算となっておりますので数値が算出

されなかったものであります。 

  次に、連結実質赤字比率につきましては、特別会計及び公営企業会計を含めた全ての

会計を対象にし、町全体としての赤字の程度を指標化したものであります。本町の場合、

一般会計及び５特別会計をあわせたものが対象となりますが、黒字決算となっておりま

すので数値が算出されなかったものであります。 

  次に、実質公債費比率につきましては、全ての会計における地方債元利償還金と一部

事務組合の償還金負担分、公債費に準ずる負債の償還金を合わせたもので、町の経常的

な収入に対する借金の割合を指標化したものであります。比率には、平成22年度から３

カ年の平均数値が用いられ、平成24年度は7.4％となっており、昨年度の8.7％に比較し

て1.3％減少しております。この減少の主要因としましては、普通交付税が見込みより

も多く交付になったことによるものであります。 

  次に、将来負担比率につきましては、全ての会計と、加入している一部事務組合、第

三セクター等が将来負担すべき実質的な負担の標準財政規模を基本とした額に対する比

率であります。すなわち、町の支払わなければならない借金や負担金等の残高の程度を

指標化し、将来的に財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものであります。本町

においては、負債が標準財政規模を基本とした額を下回っていることから、数値が算出

されなかったものであります。 

  以上の４つの指標全てにおいて、括弧書きに記載しております早期健全化基準を下回

っております。 

  また、指標の財政健全化判断比率につきましては、その算定の基礎となる資料を付し

て監査委員の審査に付し、別紙のとおりのご意見をいただいておりますので、ご参照を

お願いします。 

  なおまた、平成24年度以降の比率の推移につきまして、参考資料として配付させてい

ただいておりますので、ご参照願います。 

  次に、報告第３号平成24年度上士幌町公営企業資金不足比率の報告についてご説明申

し上げます。 

  報告第３号の２ページ目をご参照願います。 

  公営企業の資金不足比率につきましては、水道事業会計、公共下水道事業会計の２会

計とも黒字決算となっていますことから数値が算出されなかったものであり、資料の右



－48－ 

側に記載しております経営健全化基準を下回っております。 

  また、指標の資金不足比率につきましては、その算定の基礎となる資料を付して監査

委員の審査に付し、別紙のとおりのご意見をいただいておりますので、ご参照願います。 

  以上、報告第２号並びに報告第３号を一括してご説明させていただきました。ご審議

の上、ご承認を賜り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２件を一括して質疑

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、報告第２号及び報告第３号に対する質疑を終結

いたします。 

  以上で、報告第２号及び報告第３号を報告済みとし、報告を終わります。 

  ここで休憩といたします。 

  休憩中に議会全員協議会を開催いたしますので、理事者及び議員の皆さんは委員会室

にお集まり願います。 

  なお、再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午後 １時４７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０２分） 

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

◎同意第２号の上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第15、同意第２号公平委員会委員の選任についてを議題と

いたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに町長から提案理由の説明を求めます。 

  竹中町長。 

○竹中 貢町長 公平委員会委員の選任について提案を申し上げます。 

  公平委員会委員中１名が平成25年10月８日をもって任期満了となるため、次の者を後

任委員として選任したいので、地方公務員法第９条第２項の規定により、議会の同意を

求めるものであります。 

  住所、河東郡上士幌町字上士幌東３線242番地。氏名、佐藤正彦。生年月日、昭和17

年７月２日でございます。 

  以上でございます。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



－49－ 

す。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたが、本件は人事案件でありますので、

質疑及び討論については議会運用例第105条の２の規定により、これを省略いたします。 

  これより直ちに同意第２号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は、原案に同意することにご異議ありませんか。 

（「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、同意第２号は原案に同意することに決定いたしました。 

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

◎認定第１号から認定第６号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第16、認定第１号平成24年度上士幌町一般会計歳入歳出決

算の認定について、日程第17、認定第２号平成24年度上士幌町国民健康保険特別会計歳

入歳出決算の認定について、日程第18、認定第３号平成24年度上士幌町水道事業特別会

計歳入歳出決算の認定について、日程第19、認定第４号平成24年度上士幌町後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第20、認定第５号平成24年度上士幌町

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第21、認定第６号平成24年

度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、以上６件を一括して議題と

いたします。 

  初めに、認定案について理事者から提案理由の説明を求めます。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました認定第１号から認定第６号、平成24年度上

士幌町一般会計歳入歳出決算の認定ほか５特別会計の歳入歳出決算の認定について、そ

の決算の概要をご説明申し上げます。 

  まず初めに、平成24年度決算総括及び決算収支の状況につきましてご説明申し上げま

す。 

  附属資料の平成24年度決算に係る主要な施策報告書１ページ及び２ページにまとめて

おりますので、ご参照願います。 

  一般会計及び５特別会計を合わせた全会計の予算総額は89億3,622万2,000円で、平成

23年度と比較いたしますと５億3,695万4,000円の増額となってございます。この予算の

執行結果につきましては、歳入においては85億9,860万9,000円の決算額となり、予算総

額と比較して３億3,761万3,000円の減、収納率は96.2％となってございます。 
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  一方、歳出におきましては、決算額は81億4,508万3,000円で、予算総額と比較して７

億9,113万9,000円の執行残、予算執行率は91.1％となったところでございます。 

  このような歳入歳出の決算額における形式収支は、一般会計及び５特別会計の全てに

おいて黒字となり、その黒字総額は４億5,352万6,000円で、翌年度へ繰り越すべき財源

を除いた実質収支も３億2,491万3,000円の黒字となってございます。 

  一般会計、国保特別会計及び介護保険特別会計においては、実質収支の黒字額から総

額１億6,031万円を条例の規定によって基金に繰り入れたところでございます。 

  次に、各会計の決算の状況を申し上げます。 

  一般会計であります。 終予算額71億5,282万1,000円に対し、歳入決算額は68億3,615

万7,000円、予算額に対して３億1,666万4,000円の減、収納率で95.6％になりました。歳

出の決算額は63億9,803万8,000円、予算額との比較で７億5,478万3,000円の執行残、執

行率において89.4％となり、歳入歳出差引額で４億3,811万9,000円の黒字決算となりま

した。また、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は３億950万6,000円の

黒字決算となってございます。 

  次に、国保会計でございます。 終予算額７億5,302万8,000円に対しまして、歳入決

算額は７億5,036万1,000円となり、予算額との比較で266万7,000円の減、収納率で

99.6％となってございます。一方、歳出決算額は７億4,700万9,000円、予算額との比較

で601万9,000円の執行残、執行率は99.2％となり、歳入歳出差引額及び実質収支額で335

万2,000円の黒字決算となっております。 

  次に、水道会計でございます。 終予算額１億9,837万1,000円、歳入決算額１億9,765

万6,000円、予算額との比較で71万5,000円の減、収納率で99.6％となってございます。

歳出決算額は１億9,704万4,000円、予算額との比較で132万7,000円の執行残、執行率は

99.3％、歳入歳出差引額及び実質収支額で61万2,000円の黒字決算でございます。 

  次に、後期高齢者医療会計につきましては、 終予算8,093万円、これに対して歳入

決算額は7,939万5,000円、予算額との比較で153万5,000円の減、収納率98.1％となって

ございます。歳出決算額は7,500万3,000円、予算額との比較で592万7,000円の執行残、

執行率92.7％となりました。歳入歳出差引額及び実質収支額で439万2,000円の黒字決算

でございます。 

  次に、下水道会計につきましては、 終予算額２億8,660万2,000円、これに対して歳

入決算額２億8,280万7,000円、予算額との比較で379万5,000円の減、収納率98.7％とな

りました。また、歳出決算額は２億8,235万7,000円となり、予算額との比較で424万

5,000円の執行残、執行率で98.5％、歳入歳出差引額及び実質収支額で45万円の黒字決



－51－ 

算となってございます。 

  後に、介護保険会計の決算状況についてご説明を申し上げます。 終予算額４億

6,447万円、これに対して歳入決算額４億5,223万3,000円、予算額との比較で1,223万

7,000円の減、収納率で97.4％となってございます。一方、歳出決算額は４億4,563万

2,000円、予算額との比較で1,883万8,000円の執行残、執行率95.9％、歳入歳出差引額及

び実質収支額で660万1,000円の黒字決算となってございます。 

  以上、平成24年度各会計の決算状況についてご説明をいたしました。 

  ご審査の上、ご認定賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議会運用例第60条の規定により、監査委員より決算審査

の意見を求めます。 

  新田勝幸代表監査委員。 

○新田勝幸代表監査委員 平成24年度上士幌町一般会計及び５特別会計の歳入歳出決算並

びに基金運用状況につきまして、代表監査委員の私と中島監査委員によりまして、実質

29日間を要し、必要に応じて各課部局の担当職員から事情聴取をするなど、慎重かつ厳

正に審査をいたしました。審査の結果につきましては、別紙平成24年度決算審査意見書、

決算審査の概要のとおりでございますので、ごらんいただきたいと存じます。 

  第１、審査の対象、（１）上士幌町一般会計、（２）上士幌町国民健康保険特別会計、

（３）上士幌町水道事業特別会計、（４）上士幌町後期高齢者医療特別会計、（５）上

士幌町公共下水道事業特別会計、（６）上士幌町介護保険特別会計でございます。 

  ２として、審査の期間でございますが、平成25年７月16日から８月30日まで、実質29

日間を行いました。 

  ３として、審査の場所は、監査委員室でございます。 

  ４として、審査の方法、１つ、平成24年度上士幌町一般会計及び５特別会計について

は、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関

する調書に基づき審査を行いました。２、審査に当たって、①として、決算の計数は、

証書類及び関係諸帳簿と符合し、正確であるか。②として、予算が議会の議決の趣旨に

沿って執行されているか、基金については、基金条例の趣旨に沿って運用されているか。

③として、収入、支出、財産の管理及び基金の管理運用等の財務に関する事務等が、地

方自治法その他関係法規に準拠し、適正に処理されているか。以上３項目に重点を置き、

例月出納検査の結果も考慮し、関係職員から事情聴取する等により慎重に審査をいたし

ました。 

  ５として、審査の結果でありますが、審査の結果、平成24年度上士幌町一般会計及び
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５特別会計歳入歳出決算額は、証書類及び関係諸帳簿と照合し、相違ないことを確認し、

予算の執行及び収入、支出等の財務に関する事務等について、適正に執行されたものと

認めるものであります。 

  以上、平成24年度決算審査結果とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 認定案件６件の提案説明及び監査委員の決算審査意見が終わり

ましたので、これより質疑を行いますが、認定案件６件に対する質疑は、議会運営委員

長の報告にありましたように、決算審査特別委員会を設置して、これに付託の上、審査

したいと思いますので、認定案件に対する詳細な質疑は決算審査特別委員会において行

うようご協力願います。 

  また、監査委員の決算審査意見に対する質疑は、議会運用例第58条の３第２項の規定

により、決算審査特別委員会において行うことができますので、大綱的な質疑にとどめ、

詳細な質疑は決算審査特別委員会において行うようご協力願います。 

  それでは、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） 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認定第１号から認定第６号までの平成24年度一般会計

ほか５特別会計の決算認定の審査については、議長及び監査委員を除く９名の委員をも

って構成する決算審査特別委員会を設置し、これに６件を一括して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、認定第１号から認定第６号までの平成24年度一般会計ほか５特別会計の決算

認定の審査については、議長及び監査委員を除く９名の委員をもって構成する決算審査

特別委員会を設置し、これに６件を一括して付託し、審査することに決定いたしました。 

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

◎決算審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決算審査特別委員会の委員長及び副委

員長は、委員会条例第８条第３項の規定により委員会において互選することになってお

りますが、議会運用例第113条の１の規定により、あらかじめ議会運営委員会において

協議いたしました。 

  ここでお諮りいたします。 
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  この際、決算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選の方法は、議長の指名推選

によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、決算審査特別委員会の委員長及び副委員長は、議長において指名することに

決定いたしました。 

  それでは指名いたします。 

  決算審査特別委員会の委員長に７番、角田久和議員を、副委員長に９番、山本裕吾議

員を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  決算審査特別委員会の委員長に７番、角田久和議員を、副委員長に９番、山本裕吾議

員を選任することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、決算審査特別委員会の委員長に７番、角田久和議員を、副委員長に９番、山

本裕吾議員を選任することに決定いたしました。 

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

◎議案第４５号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第22、議案第45号上士幌町子ども・子育て会議条例の制定

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。 

  並木子育て支援室長。 

○並木 学子育て支援室長 ただいま上程されました議案第45号上士幌町子ども・子育て

会議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いたします。 

  まず、お手元に配付の議案第45号関係資料、上士幌町子ども・子育て会議条例の制定

についてごらんください。 

  本条例制定の背景でありますが、就学前の子供の教育、保育のための施設や、地域の

子ども・子育て支援事業の充実を目的とした新たな子ども・子育て関連３法が平成24年

８月22日に公布されました。その中の１つであります子ども・子育て支援法第77条で、

市町村は、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を設置するという

努力義務が規定されているところであります。 

  また、本会議では、主に法第61条で策定が義務化されている市町村子ども・子育て支
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援事業計画の答申や、本計画の進捗状況などについて審議を行うこととしております。 

  本町にありましては、市町村子ども・子育て支援事業計画の策定を初め、今後の子育

て施策全般に係る諮問機関としての位置づけとして、本会議の設置を図るところであり

ます。 

  具体的な内容につきましては、条例の案をごらんください。 

  第１条では、上士幌町子ども・子育て会議の設置について定めております。 

  第２条では、所管事項を定めております。 

  法第77条第１項各号に掲げる事務に関する事項ということで、その内容につきまして

は、関係資料の２ページ目をごらんください。 

  特定教育・保育施設の両定員の設定に関し、法第31条第２項に規定する事項を処理す

ることなどの４項目となっております。そのほかに、第２条第１項第２号として本町に

おける子ども・子育て支援施策について、町長が必要と認める事項としております。 

  第３条では、委員の定数を20名以内とし、委員については国の子ども・子育て会議に

準じて、子供の保護者、事業主を代表する者、労働者を代表する者、子ども・子育て支

援に関する事業に従事する者、子ども・子育て支援に関し学識経験のある者、その他町

長が必要と認める者のうちから町長が委嘱する者と定めております。また、委員はその

一部を公募することができると定めております。 

  第４条では、委員の任期を２年と定めております。 

  第５条では、会長、副会長について、第６条では会議の招集についてそれぞれ定めて

おります。 

  この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

  以上、議案第45号上士幌町子ども・子育て会議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、ご承認くださるようよろしくお

願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第45号について質

疑を行います。 

  ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） この今提案された45号なんですけれども、ちょっと私も認識不

足かと思うんですけれども、教えていただきたいと思うんですけれども、この子育て支

援法に基づいて条例を上士幌町でつくるということなんですけれども、これは支援法の

中に抜粋で書いてあるように、各市町村の特定教育・保育施設の利用定員だとか、その

ほか運営定員だとか、支援計画だとか、この条例をつくった場合、保育所を含めて、あ
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らゆるまた小学校だとか保育所を含めた中で、これでいろいろな利用だとか、その内容

を具体的にこの条例の中の委員の中で決めていくという考え方で、そういうことで認識

していいのかどうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 並木子育て支援室長。 

○並木 学子育て支援室長 この条例の中で処理する内容については、基本的には幼稚園、

保育所関係の定員に関することというふうになっておりまして、子育て会議に、諮問機

関としてそこに諮って、その上で町として、 終的に議会提案等をして決めていくと。

そういう諮問機関としての位置づけとして設置しているというところになっております。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） ということは、この条例をつくって、この委員になられた方々

は、20名以内ということになっていますけれども、この中で、例えば保育料ですとか、

その定員、そのほか幼保、幼稚園、保育所の関係、小学校だとかそういうことはこの中

では検討しないと、こういうことでもよろしいんですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 並木子育て支援室長。 

○並木 学子育て支援室長 定員に関しましては、小学校の定員というのは含まれており

ません。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） その前の私の質問に答えていただきたいんですけれども、いわ

ゆる今小学校の中の定員は別だということがありますから、じゃ、幼稚園、保育所、幼

保で今度建てる施設だとか、このことについてこの条例を当てはめていくと、こういう

考え方でいいのか。 

  それともう一つ、中の、入っている子供たちの１人当たりの金額だとか、こういうこ

ともこの条例、委員の中で決めるかどうか、いかがですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 並木子育て支援室長。 

○並木 学子育て支援室長 基本的に決められている項目については、この条例の４つの

項目のことということになってきておりますので、まず定員以外のことについては、子

育て支援全般に係ることということで、場合によってはここに諮ってくることになるか

もしれないです。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） いいですか、３問やったんですけれども、まだちょっと答弁漏

れ…… 

（「説明がね」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） じゃ、暫時休憩いたします。 

（午後 ２時２８分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き再開いたします。 

（午後 ２時３４分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 並木子育て支援室長。 

○並木 学子育て支援室長 この会議につきましては、あくまでも諮問機関としての位置

づけということになりますので、町のほうで、当然事前に関係者等といろいろ意見を聞

きながら原案をつくって、この諮問委員会に諮ると。諮問委員会のほうで答申を受けて、

終的には町の意見ということで議会に諮って決定していくということですので、決し

てここだけで決めるということではありませんし、逆にこの会議の中で子供の一般の保

護者等も含めて、いろいろな方々に入ってもらって広く論議してもらうという場になっ

ておりますので、ご理解願いたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 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45号に対する質疑を終結いたします。 

  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45号は、会議規則第39条第１項の規定により、

総務文教厚生常任委員会に付託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45号は総務文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。 

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

◎議案第４６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第23、議案第46号上士幌町営住宅条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  尾形建設課長。 

○尾形昌彦建設課長 ただいま上程されました議案第46号上士幌町営住宅条例の一部を改

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。 

  町例規集は例規集目次第９編建設、第２章建築・住宅、上士幌町営住宅管理条例をご
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参照願います。 

  今回の改正につきましては、福島復興再生特別措置法の条例、条項改正に伴い、その

条項を参照している町条例の条文について変更するものでございます。 

  主な改正内容でございますが、お手元の議案第46号関係、上士幌町営住宅条例の一部

を改正する条例新旧対照表をごらんください。 

  第５条につきまして、入居者の資格についての規定でございますが、福島復興再生特

別措置法第29条第１項に規定する居住制限者について、町営住宅の入居基準のうち、収

入基準について適用除外とし、入居条件を緩和することとしています。この参照条項が

福島復興再生特別措置法の条例改正に伴い第20条から第29条に変更となることから、上

士幌町営住宅管理条例においても、参照条文の番号の変更をするものでございます。 

  改正条例の施行期日につきましては、公布の日から施行することといたします。 

  以上、議案第46号上士幌町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、その提

案理由と内容についてご説明申し上げました。ご審議の上、ご可決くださいますようよ

ろしくお願いを申し上げます。 

○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46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46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46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46号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第４７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第24、議案第47号権利放棄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47号権利放棄についての提案理由と
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内容をご説明申し上げます。 

  株式会社大雪グランドホテルに係る平成14年度分の町有地の土地貸付料につきまして、

地方自治法第96条第１項第10号の規定により権利放棄の議決をいただき、不納欠損処分

するものであります。 

  不納欠損処分につきましては、時効による債権の消滅または権利放棄により徴収不能

となった徴収事務を終了させる決算上の処分であります。 

  普通財産の使用料につきましては、私法上の債権でありますことから、民法第167条

第１項の規定により消滅時効が10年となっており、本債権については10年の時効期間が

経過いたしました。ただし、時効の確定には債務者側の時効の援用が必要であり、債務

者が存在しない本件については権利放棄の議決が必要となることから、地方自治法に基

づき権利放棄を求めるものであります。 

  内容ですが、権利の内容につきましては土地貸付使用料、年度及び期別につきまして

は平成14年４月１日から平成15年３月31日分であります。 

  金額につきましては13万8,200円で、債務者は河東郡上士幌町字糠平番外地、株式会

社大雪グランドホテル、放棄の理由、時効により徴収不能であります。 

  なお、法人の住所につきましては、貸し付け当時の法人登記上の住所であります。 

  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47号について質

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） ただいま、この内容については、時効により徴収不能だから土

地貸付料の使用料は権利放棄するという理解はできます。このことは、14年４月１日か

ら15年３月31日分ということは、毎年このことが同じことが起きるのか、時効によって

徴収不能ということはわかっておると。土地貸付使用料ということになりますけれども、

この辺は、現在土地はこうやって貸付使用料ということは町の土地だろうと、この分野

については。これは国からの代弁としてやっているものか、町の使用料を時効により徴

収不能なものをいつまでこのように続けるのか、どのようにしていく考えなのか、その

辺を答弁願います。 

○議長（杉山幸昭議長） 高嶋総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 この貸付使用料でございますけれども、今回権利放棄いたしますの

は、平成14年４月１日から15年３月31日分ということで、実際の貸し付けはそれ以前か
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ら行っておりましたけれども、大雪グランドホテルに貸し付けしておりました 終年度

の貸付料が、滞納という形で残っておるということで、これ以外の貸付使用料の滞納分

はございません。 

  この土地につきましては、現在の旧大雪グランドホテルの隣接地のもともと駐在所が

あったところがあるんですが、そこと建物の間の部分の貸し付けでございまして、町有

地として保有しているものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） いいですか。 

  ほか、ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第47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47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47号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第４８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第25、議案第48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。 

  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48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。 

  別紙議案第48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締結は、上士幌浄水場建設工事（電気機械）で

あります。 

  本事業は、老朽化した上士幌浄水場更新工事のうち、電気機械設備の更新工事であり、

国の補助事業採択を受け、本年６月７日開催の臨時議会において補正予算の議決をいた
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だいたものであります。 

  工事の概要ですが、深井戸水中ポンプ、次亜塩素貯留槽２槽、塩素拡散ポンプ２台の

ほか、自家発電設備、配水池水位計、濁度計、残留塩素濃度計、取水流量計、監視制御

設備等を整備するものであります。 

  工事入札につきましては、平成25年８月28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8,085万円、入札予定価格は8,425万2,000円で、落札率は

95.96％であります。契約の相手方は、大昭・スズキ経常建設共同企業体、代表者、帯

広市西９条北３丁目３番地、大昭電気工業株式会社代表取締役、出村行敬氏であります。 

  また、当該工事の工期は、契約締結の日から平成26年３月10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48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48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48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48号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第４９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第26、議案第49号財産の取得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49号財産の取得について、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財産の取得については、職員事務処理用パソコン等一式であり
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ます。事務のＯＡ化に伴い、事務処理に使用するパソコンを職員に配置しておりますが、

機器の老朽化と基本ソフトであるウインドウズＸＰのサポートが平成26年４月９日で終

了するため、更新するものであります。 

  このウインドウズＸＰのサポート期間の終了によって、パソコンのセキュリティー面

での問題が発生するおそれがあることから、基本ソフトの更新については、総務省から

各自治体に対して速やかな対応を行うよう通達がされているため、サポート期間終了前

にパソコンの更新を行うものであります。 

  財産取得の概要ですが、職員用パソコンのうちノート型パソコン141台、デスクトッ

プ型パソコン７台の合計148台を更新するものであります。 

  見積もり合わせにつきましては、平成25年８月28日午前10時に４業者で実施いたしま

した。 

  財産取得の内容につきましては次のとおりです。 

  財産の種類は備品（物品）、財産の内容は職員用パーソナルコンピューター等一式で

あります。取得金額は1,543万5,000円、予定価格は1,606万5,000円で、落札率は96.08％

となっております。取得の相手方は、帯広市西20条南６丁目３番20、アートシステム株

式会社帯広支店帯広営業部長、澤見正興氏であります。 

  また、納入期限は平成25年10月31日の予定としております。 

  以上、提案理由と内容についてご説明を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49号について質

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） 148台で1,543万5,000円なんですけれども、ちょっと聞き取れ

なかったけれども、95だか６だかと言いましたか。これ、どこのメーカーで、ウインド

ウズ７なのか、８なのか、ちょっとその辺教えてください。 

○議長（杉山幸昭議長） 暫時休憩いたします。 

（午後 ２時５１分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 再開いたします。 

（午後 ２時５１分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 高嶋総務課長。 
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○高嶋幸雄総務課長 パソコンのメーカーはＮＥＣを予定しておりまして、基本ソフトに

つきましては、ウインドウズ７を予定しております。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第49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49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49号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第５０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第27、議案第50号財産の交換についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  尾形建設課長。 

○尾形昌彦建設課長 ただいま上程されました議案第50号財産の交換について、その提案

理由と内容についてご説明申し上げます。 

  配付させていただきました議案第50号関係の資料をご参照願います。 

  町道の除雪について、現在企業体に業務委託を行い、除雪車両31台で業務を行ってお

ります。うち７台については町が企業体に貸与しております。この７台のうち５台につ

いては、国の雪寒建設機械の補助を受けて購入してきました。今回交換に供する車両は、

平成11年式日産ディーゼル製の除雪トラック10トンダンプ車アングリングプラウつきで、

購入後13年が経過し、走行距離は約５万9,000キロであります。 

  年々馬力の低下や老朽化による作業能力の低下が見られること、除雪が片方向限定で

あり、路肩の雪を落とす作業ができないなど、非効率な車両となってきました。効率的

な除雪を進めるため、今回更新をするものであります。 

  交換により取得する車両は、除雪トラック10トン専用車１台で、仕様については左右

どちらにも除雪可能であるアングリングプラウ、路面の削り作業を行う路面整正装置、

歩道部分や車道の雪を路肩に落とす油圧式ワンウエーサイドウイングつきであります。 
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  見積もり合わせは、８月７日に、十勝管内の除雪専用車両取扱業者３社を選定し行い

ました。 

  交換の相手方は、帯広市西19条北１丁目７番６号、東北海道日野自動車株式会社帯広

支店取締役支店長、鹿嶋彰氏であります。交換の差額金は4,084万5,000円であります。 

  添付の資料の１枚目は、現在町で所有しています建設機械の一覧であります。今回の

更新車両は、表の１番目の車両です。２枚目は契約内容の内訳と交換車両の財源の内訳

であり、国の交付金、過疎債を充当する事業となっています。３枚目は車両の設計図面

であります。 

  以上、地方自治法第96条第１項第６号の規定により、財産の交換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、これより議案第50号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  10番、中島卓蔵議員。 

○１０番（中島卓蔵議員） 今説明を受けましたが、これ交換内容の差額の補足というこ

とで4,084万5,000円と出ていますけれども、じゃ、これ、除雪トラックの交換する物品

の金額というのはないんですか、ゼロなんですか。ちょっとその辺を説明いただきたい

と思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形建設課長。 

○尾形昌彦建設課長 資料のほうの２ページ目に、契約の内訳と書いてございます。こち

らの（１）番が新しい車両の価格でございます。それの納入する、工場から上士幌に持

ってくるための経費といたしまして40万円、さらに今度は差し引き、交換に要する車両

の価格ということで、60万を差し引いた金額で差し引きの契約金額になりまして、それ

に消費税を加えたものが今回の総額という形になってございます。 

○議長（杉山幸昭議長） いいですか。 

  ほか、ありますか。 

  ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） これは、この内訳の中に輸送費40万って、どこまで持っていく

んですか。トレーラー代って、異常な価格なんですが、それと、今車検がないんですか、

これ。あるとしたら、交換時期なんですけれども、持ってきて、持っていってもらうと

か、逆に。今は夏ですから使っていないと思うんですが、持っていって、その会社で

─日野で、そういうことは考えられないものなんですか、どうですか、これ。 
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○議長（杉山幸昭議長） 暫時休憩いたします。 

（午後 ２時５７分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時５８分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 尾形建設課長。 

○尾形昌彦建設課長 お待たせして申しわけございません。 

  内訳のこの輸送費でございますが、こちらは本体の製造工場が埼玉にあるということ

で、埼玉からまず東京を経由しまして札幌に搬入いたしまして、札幌のほうで装備品等

の装着を行い、それから帯広を経由して上士幌に納品していただくための経費だという

内容でございます。 

  あと、売却するほうの古い車両につきましては、輸送費込みでこの価格という形での

見積もりの価格になってございますので、そういう形でご理解をいただきたいと思いま

す。また自分で持っていくという部分については、ちょっと役場等の性格上、そういう

部分の考えには至っていなかったということで、あくまでも見積もり合わせの行為の中

で、より有意な競争をさせるための契約の方法であるという形でご理解をいただきたい

と思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） 言っていることは理解できます。ただ、今言っているのは、多

分埼玉の本社から車体を持ってきて、特殊車両ですから、グレーダーをつけたりいろい

ろなことをやると。普通だったらそういう分割的な考え方で、これ何ぼ、あれ何ぼとい

うやり方というのは理解できるんですけれども、通常だったら込み込みで何ぼだとかっ

て、だから輸送費というのを別途でこっちが払わなきゃならないならない、どこのメー

カーもこういう形で見積もりを出しちゃったのかどうかわかりませんけれども、今後、

やはりその輸送費というのは、会社の責任において買うわけですから、込み込みという

方法もいいんじゃないかなと。別に、交換する車両を役場の職員が持っていけじゃなく

て、せっかく来るときに向こうの会社でやってもらう、サービスとして、そのくらいち

ょっと課長頑張ったらいいのではないかなと。言っておくのは答弁は要りませんが、そ

のぐらいです。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形建設課長。 
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○尾形昌彦建設課長 本事業につきましては、同じ20ページ目に財源内訳がございますよ

うに、社会資本整備総合交付金の雪寒補助の、そちらの事業を使って国費をいただいて

おります。国費をいただく上で、入札の方法、見積もり合わせの内容といたしまして、

必ず購入費、輸送費、下取り車の金額を入れた形で、札を入れるような形で事務処理を

しなさいという通達が出ておりまして、それに沿って事務処理を行っておりますので、

こういう形での提案にさせていただいております。よろしくお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第50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50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50号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第５１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第28、議案第51号北海道後期高齢者医療広域連合規約の変

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。 

  野中保健福祉課長。 

○野中美尾保健福祉課長 ただいま上程されました議案第51号北海道後期高齢者医療広域

連合規約の変更について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  平成24年７月９日に施行された住民基本台帳法の改正及び外国人登録法の廃止に伴い、

これまでの外国人登録原票への登録者が住民基本台帳法の適用対象に加えられるため、

北海道後期高齢者医療広域連合規約、別表第２にある共通経費の人口割については、外

国人登録原票に基づく人口による必要がなくなったことから、規約の一部を変更するも

のであります。 

  規約の変更については、地方自治法第291条の３第３項の規定により構成市町村の協

議によりこれを定め、北海道知事への届け出が必要となるため提案するものであります。 
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  なお、この改正は平成26年度以降の共通経費の算出について適用し、平成25年度まで

は従来の算出方法で行うものとしております。 

  別紙に議案第51号関係資料として、北海道後期高齢者医療広域連合規約新旧対照表を

添付していますのでご説明いたします。 

  別表第２の備考２の文言中、下線部分の「及び外国人登録原票」を削除するものであ

ります。 

  この規約は、北海道知事への届け出をした日から施行するものであります。 

  以上、北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更について、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51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51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51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51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  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０６分） 

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

◎議案第５２号から議案第５６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第29、議案第52号平成25年度上士幌町一般会計補正予算

（第６号）、日程第30、議案第53号平成25年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）、日程第31、議案第54号平成25年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第

３号）、日程第32、議案第55号平成25年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算
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（第１号）、日程第33、議案第56号平成25年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第

２号）、５案を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第52号から56号までの平成25年度一般

会計並びに各特別会計補正予算の内容を申し上げます。 

  補正総額は３億2,389万1,000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79億7,200万円となります。 

  それでは、予算補正を行う各会計の内容を申し上げます。 

  議案第52号一般会計補正予算（第６号）であります。 

  １ページをごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２億3,695万7,000円を追加し、総

額を59億6,158万1,000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、２

ページから４ページ第１表のとおりでございます。 

  第２条では、地方債補正といたしまして、過疎対策事業債の限度額を４億7,190万円

から５億948万円に変更補正をいたします。 

  歳出のうち、増額補正の主なものといたしましては、ふるさと納税特産品発送事業

4,331万6,000円、住宅用太陽光発電システム導入支援事業115万1,000円、常設保育所管

理運営経費304万5,000円、合併処理浄化槽整備費助成経費104万円、経営体育成支援事

業861万円、強い農業づくり事業7,559万6,000円、農業体質強化基盤整備促進事業623万

2,000円、上士幌東部地区道営経営体育成基盤整備事業813万6,000円、上士幌西地区道

営草地整備事業725万5,000円、上士幌南西部地区道営経営体育成基盤整備事業1,062万

2,000円、町有林管理経費375万6,000円、木質バイオマス導入可能性調査事業485万2,000

円、ナイタイ高原牧場運営安定化基金積立金3,747万2,000円、定住促進賃貸住宅建設費

助成事業1,888万円、定住住宅建設等促進奨励事業144万3,000円、小学校開校記念事業

協賛経費361万3,000円を追加補正いたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、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、議案第53号国民健康保険特別会計補正予算（第２号）をごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ8,620万2,000円を追加し、総額を

８億4,008万1,000円とするものでございます。 
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  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、27

ページから28ページ第１表のとおりでございます。 

  歳出の主なものにつきましては、一般被保険者療養給付費6,831万7,000円、一般被保

険者高額療養費1,772万9,000円、後期高齢者支援金350万8,000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、説明を省略させていただきます。 

  次に、40ページ、議案第54号水道事業特別会計補正予算（第３号）をごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から113万5,000円を減額し、総額を３億

6,053万4,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、41

ページ第１表のとおりでございます。 

  歳出につきましては、簡易水道施設改良事業116万4,000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、説明を省略いたします。 

  次に、45ページ、議案第55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の総額から218万8,000円を減額し、総額を２億

3,307万4,000円とするものでございます。 

  第２条では、地方債補正といたしまして、下水道事業債の限度額を550万円から520万

円に変更補正いたします。 

  また、過疎対策事業債の限度額を530万円から510万円に変更補正をいたします。 

  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。 

  歳出につきましては、下水道施設管理経費106万円、下水道施設整備事業112万8,000

円をそれぞれ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、説明を省略いたします。 

  次に、53ページ、議案第56号介護保険特別会計補正予算（第２号）をごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に405万5,000円を追加し、総額を４億9,384

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、54

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、介護給付費等負担金返還金405万5,000円を追加
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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52号平成25年度上士幌町一般会計補正予算（第６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ページから13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、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） 木質バイオマス導入可能性に関する事業に対する質問なんです

が、今回いろいろ調査研究しているんだと思うんですが、実際にはいろいろな方と協働

しながら進めていると思うんですが、どれだけ実現可能に向かっているのかどうか、ま

ず質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡農林課長。 

○松岡秀行農林課長 お答え申し上げます。 

  昨年１年間かけまして、内部協議、研修会等を開いてきたわけなんですけれども、い

よいよ今年度に入りまして、そのことが実現可能なのかということを調査する必要があ

るということで、今回の導入可能性調査ということで、この調査を実施して初めてでき

るかできないかがわかっていくということで、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、ありますか。 
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  ９番、山本裕吾議員。 

○９番（山本裕吾議員） 同じくこの木質バイオマスの関係ですが、調査研究されて、民

有林、町有林、ひいては我が町は膨大な国有林があるわけでして、林野庁の関係でもこ

れからそういう話が深くされていくかと思いますけれども、きのうお聞きした話なんで

すが、農家の方の農地の関係と申しますか、いわゆる通称伐根と言われる、これが洗浄

されて敷きわらに持っていくんだと、そういう話をきのう聞いたばかりなんです。やは

り町内、殊に本町は山間といいますか、山沿いの地域ですから、そういう部分も、防風

林だとか、そういう関係の部分でのやはり更新にあっては、そういうものが出てくるわ

けですね。 

  ですから、その木質バイオマス、いわゆる燃料にしてということもさることながら、

これは当然至極、１年間もご研究されているわけですから、あらゆる多方面に向かって、

この木質のあり方についてはご研究されているとは思いますが、こういったところまで

幅広く、この際きちんと、そういうことで現実論として、現実としてもう出ているわけ

ですから、ですから、そういうような形も含めて幅広く研究、調査を本格的にされるべ

きだと思いますけれども、その辺を含めて方向性をお尋ねしておきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡農林課長。 

○松岡秀行農林課長 おっしゃるとおり、所管の産建委員会の場面でも、委員さんのほう

からその辺の調査、広くやはり突っ込んでいくべきだろうという貴重なご意見もいただ

いておりますので、その辺のところは重々承知しながら進めてまいりたいと、そのよう

に考えてございます。 

  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。 

  ６番、佐々木守議員。 

○６番（佐々木 守議員） 定住促進賃貸住宅の助成事業でありますけれども、当初予算

でも4,000万弱、今回また補正をして、5,800万の事業内容になっていくんだというふう

に思いますけれども、つくることについて何ら異論を申し上げるつもりはありません。

問題は、例えば公営住宅に入居をする場合には、入居資格から、あるいは入居料の滞納

についてはこういった対応をします、厳しくは差し押さえ等も含めてできるという仕組



－71－ 

みになっています。 

  問題なのは、この補助事業は町単独事業ですから、そういったものはないんですけれ

ども、今まで相当数、恐らく60戸を超える戸数が実際に運用されているというふうに思

うんですが、当初決めた決め事、いわば三等親以内の者はだめですよとかという、そう

いった基準をきちっと満たしているのかどうか、そろそろ心配になるころではないのか、

旧年以降は自由に使われることは問題ないんですけれども、そういったことがきちっと

検証されているのかどうかというのはちょっと疑問に思いますし、その罰則規定という

のはどういうふうになっているのか。そういえば、こういった事業をやらなきゃならな

いということについては、私も全く賛成で、当時賛成をした１人ですけれども、きちん

とした決め事がもし守られていなかった場合にはどうなるのか、補助金等の返還方法だ

とか返還基準だとかということがきちんと決められているのかどうか。 

  片方では、条例で相当厳しくきちっと決まっています。片方は、要綱処理という形に

なっているんですが、この際これだけ多くなれば、ある種条例が必要かどうかはもう少

し検討が必要かと思うんですが、その運用、運営の内容が適正かどうかということをき

ちっと対応しなきゃいけないのではないかというふうに考えるところでありますけれど

も、そういった検証は十分にされているのかどうか、それは年何回ぐらい行っているの

か、あるいはそういう内容について、この際、実行行為があればそれも含めてご説明を

お願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形建設課長。 

○尾形昌彦建設課長 佐々木議員の質問でございますけれども、現在、賃貸住宅が建てら

れた以降の調査といたしまして、基本的に年１回事業者の方に、入居者の方の年齢だと

か、どこからいらしただとかということにつきまして、調査を年１回実施してきている

ところでございます。昨年が引き継ぎの関係がありまして、ちょっとできなかったとい

う経過があるんですが、ことしまた実施を行いまして、入居者の動向についてはそうい

う形でつかんでまいりたいということで考えてございます。 

  なお、おととしの経過で、町外からいらした方が相当数その調査の結果で入ってきた、

たしか７割か８割だったと思うんですけれども、そのぐらいいらしていただけていると

いうような調査の実態もございます。 

  次に、罰則の規定でございますけれども、要綱の中で三等親、これは個人の事業者で

あれば親戚、それから法人であれば役員の三等親は入れませんよといううたい文句がご

ざいますし、それからあと、賃貸住宅として何年以上使わなければならないという条件

がございます。これが破られた場合には補助金の返還になりますよということで要綱の
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ほうにも明記してございますし、事業を着手するに当たりまして、事業者の方と直接面

談をいたしまして、そのお話を申し上げているところでございます。さらに完成時には、

もう一度事業者の方と面談をいたしまして、その旨もう一度ご確認の意味でお話をさせ

ていただいているという状況でございます。 

  あと、その辺の後々の事務手続については、その都度ちょっと対応をさせていただき

たいかなというような考えでございますので、ご理解をお願いいたします。 

○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） 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。 

  ６番、佐々木守議員。 

○６番（佐々木 守議員） これは予算に出ていないんですけれども、当初予算等につい

てもちょっと調べがつかなかったので、この際お聞きをしたいと思います。 

  学校管理費の中で、つい 近、各小学校でフッ素によるうがいの説明会を行ったとい

うふうに聞いております。そのフッ素の、１つは経費がどこにあるのかというのをちょ

っと見たんですが、当初予算、６月補正でなっているのかどうか、そこまで調べ切れな

かったんですが、予算的にはどういうふうになっているのか、今どういう取り扱いにな

っているのかを含めて、この際お聞きをさせていただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 暫時休憩いたします。 

（午後 ３時３４分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時３５分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） このページまで、ほか、22から23ページまでありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） それでは次に、給与費明細書は24ページを一括して質疑を行い

ます。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、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。 
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（「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ページまで質疑を行います。質疑ありま

すか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の総括表６ページ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） ページ数、どこで質問したらいいか、なかなか難しかったんで

すが、歳入の問題で、一般質問で質問いたしました留保財源がどのくらいあるかという

ので質問したいと思うんですが、先ほどの一般質問の中では、専決処分の分の補正を、

私、入れていませんでしたので、先ほど言った金額からはちょっと減るかと思うんです

が、どれぐらい平成25年度現時点で留保財源があるのか、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 早坂企画財政課長。 

○早坂清光企画財政課長 お答えいたします。 

  ただいまの提案させていただいております補正予算（第６号）をご承認いただいたで

のということで申し上げますけれども、普通交付税につきましては２億5,908万2,000円

です。繰越金につきましては9,225万2,000円になります。 

  それから、臨時財政対策債、あくまでも発行可能額全てを予算化して使うという意味

のことでの言い方になりますけれども、留保ということでいえば5,236万1,000円という

ことで、この３つを合わせまして４億369万5,000円ということになります。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 私の計算が、プラスマイナスはありますけれども、大体合って

いるということがわかりました。それで今回、これから多分災害の関係の 終日の補正

が出てきますので、それも含めて多分億単位で出るのかわかりませんが、それを含めて

確認させてもらいました。これは質問というか、一般質問しましたので、ここで確認だ

けさせてもらいました。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、ありますか。 

（「なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） 次に、一般会計補正予算書の１ページから５ページまでを一括

して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第52号平成25年度上士幌町一般会計補正予算（第

６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53号平成25年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、

26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） 32ページの共同事業交付金の関係なんですが、高額医療それか

ら保険財政共同含めて、昨年度に比べても多いですし、当初予算に比べてもかなりふえ

ていますが、この主な要因について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 野中保健福祉課長。 

○野中美尾保健福祉課長 山本和子議員のご質問にお答えいたします。 

  この共同事業交付金につきましては、なぜ大きくふえているのかというところでいく

と、今年度の医療費が大幅に増額したということが大きな要因でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 高額医療のほうは多分80万円以上、それから次の保険財政安定

化のほうは30万円以上ですので、かなりの大がかりな手術なのか、いろいろかかったん

だろうと思います。その点について国から交付をされると。当初予算の、差し引きすれ

ばまだ出しているほうが多いんですが、そうすると、これによって町の、北海道全域で

ありますので、今回は病気をした分は交付されますけれども、逆に病気をしなければ交

付されないと。いろいろな、いい面と悪い面とあるんですが、その点を含めて、総合的

にいえば、こういう高額な医療費がかからないような予防をやはりすべきだと私は思っ

ています。必ずしも高額医療で80万を超えて「全道で見てもらえるからいい」じゃなく

て、たまたま今回はかなりかかりましたので、全道から給付してもらったというメリッ

トがあるかもしれませんが、 終的には予防しながら、高額医療費かからないようにし

なければいけないと思います。その点について、予防対策があれば質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 野中保健福祉課長。 

○野中美尾保健福祉課長 山本議員さんがおっしゃるように、高額医療費、予防というこ

となんですが、実際高額医療費につきまして、特に推移を見てみますと、レセプトの関
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係でいきますと、高額医療費の共同事業交付金、これは医療費の実績に応じて交付され

るものでございますけれども、１カ月１人当たり80万円を超える医療費に対して交付が

されるということなんですけれども、平成22年度が51件、平成23年度が３件、平成24年

度が４件ということで、平成25年度が、実は24年が４件だったのが、今年度11件という

ところになっております。 

  それから、保険財政共同安定化事業交付金、これは１カ月30万円から80万円以下の医

療費ということで、超えた分に対しての交付ということなんですが、これが、平成22年

度が18件、23年度が20件、24年度が23件、25年度が29件ということで、１人当たりの高

額医療のレセプト件数が非常にふえたということと、主な疾病としては、実はがん治療

の患者さん、それから膝関節の手術をなさったということで、そこで非常に昨年の徐々

に12月診療からということでふえてきているということで、当初予算の段階では24年度

の実績を踏まえて見ていたんですが、その医療費の動向がずっと下がらない状態で今も

推移してきているということで、今回の予算につきましては、その実績に準じて見込ま

せていただいたところでございます。 

  いずれにしましても、これから後期高齢者の方も、少子高齢化といいまして高齢者の

方が非常にふえていくということもありますし、なるべくそういった病気にならない。

がん治療の場合も、実は検診予防がしっかりされてきていて、がんの早期発見ができた

ということで、早期に治療ができるというケースもございますが、そういったところで

検診の受診率の向上、健康づくりのための講座だとか、それから保健指導、そういった

ところにも力を入れていかなければならないかなというふうに思いますし、特に生活習

慣病に対する予防策というところで、やはり町民の皆さんにも、そういう健康でいられ

るという意識の啓発ということで、あわせて医療費の適正化も含めて、国保財政運営非

常に厳しい中で進めてまいりたいというふうに思いますが、とにかく大きな病気をしな

いような形の健康づくりの取り組みというのを、保健福祉課だけではなくて、町ぐるみ

で全課横断的に取り組んでいきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 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53号平成25年度上士幌町国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第54号平成25年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第３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。 
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（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第54号平成25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55号平成25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52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55号平成25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56号平成25年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、53ペ

ージから57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56号平成25年度上士幌町介護保険特別会計補正

予算（第２号）の質疑を終わります。 

  それでは、先ほど佐々木議員の一般予算の保留の分の答弁をさせたいと思います。 

  石王教育次長。 

○石王良郎教育委員会教育次長 すみません、大変お待たせをしました。 

  先ほど佐々木議員のほうからご質問のありましたフッ化物洗口に係る当初予算の状況

をご説明いたしたいと思います。 

  科目としては、教育費の小学校費の中の教育振興費12になります。その中でまず委託

料がありまして、その委託料の中で、学校薬剤師さんのほうに、いろいろフッ化物洗口

するための希釈をする希釈液を各学校に配布していただいたり、つくっていただいたり、

そういうような業務を担っていただくということがありますので、それに関連する委託

料として18万円、当初予算に計上をしております。 

  それと、フッ化物洗口に係るその資材、フッ化ナトリウム試薬、それであるとか、希

釈をするときに使うタンクとかボトル、あと布巾とかカップとかそういう消耗品関係、

需用費関係につきましては、当初予算で４万円計上しております。 

  あと、具体的に足りないような部分が出てきた場合、あとごみ袋とかも用意しますの

で、そういうことを含めまして既存の予算の中で対応させていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 馬場教育長。 

○馬場久男教育委員会教育長 小学校でのフッ化物洗口の実施につきまして、実施経過を

若干ご説明申し上げておきたいと思います。 
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  保育所につきましては、町立それから私立含めて、昨年６月から町内で実施をされて

います。小学校につきましても、保健福祉課の指導のもとに教育行政執行方針に明記を

して取り組みを進めてきております。 

  各学校の学校保健担当者会議あるいは教職員の研修会を２回、それから各学校ごとに

教職員の実技研修会、保護者の説明会ということで、８月まで、この間進めてきており

ます。現在、実施希望の取りまとめを各小学校の保護者に行っておりまして、希望され

るお子さんについては10月から全小学校で実施するという方向で現在進んでおりますの

で、ご了承のほうをよろしくお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、佐々木守議員。 

○６番（佐々木 守議員） 状況についてはわかりました。 

  各小学校の保護者に説明会をしたときに、これは萩ケ岡小学校の保護者の説明会のと

きだというふうに聞いていますけれども、インターネット等を調べると、フッ化物につ

いては毒性も実際はあって、健康に問題もあるというような書き込みもたくさん実はあ

ります。それを称して、歯科医師が、患者が少なくなるからそう書いているんだろうと

いうふうな話もないわけではありませんけれども、今インターネット等を見ると、賛否

両論というのは現実の状況であります。 

  それで、ある保護者から、つい先日こういう話がありました。萩ケ岡で説明会があっ

たときに、そういうことをいろいろ聞いているんだけれども、そういうことについて十

分お知りですかという、説明会に説明に行った歯科医師かもしくは歯科衛生士かちょっ

とはっきりわからなかったんだけれども、その人は「私はよく知りません」という形で

終わってしまったと。専門家がわからないというようなことで学校が進めるのは、それ

はおかしいのでないだろうかというふうに、僕のところに実は相談に来ました。僕はど

のように言ったのかというと、例えばワクチン接種、きょうもいろいろ一般質問でワク

チンに助成をしてという話がありました。ワクチンにもワクチンショックというのがあ

って、数十万人か数百万人かわかりませんけれども、中の１人についてはひどい後遺症

が残るような実態が起きるということは現実です。フッ素についても、絶対安全なのか

どうかということについては、ある種の疑問が残っている。僕も、短い時間でしたけれ

どもインターネットを調べてみると、例えば日弁連なんかが危険性を指摘するような形

で意見書を出しています。そういうことを考えると、学者にも、その希釈度によっては

全く心配ないと言う人もいるし、いや、それでも長期的な展望から見れば危険性はある

というふうに言う学者もいるように、僕はインターネットを見させていただきました。 

  行政がどういう立場をとるかということで、この際質問させていただきたいと思いま
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す。 

  １つは、専門家という形で招聘をして、説明に行ったら、専門家が答えられなかった

ら、後で徹底的に調べても、その方に答えをちゃんと出してあげるということが必要で

はないだろうか。これは決して強制でうがいをさせるということではないわけですから、

今も希望する者についてはフッ化物のうがいをさせるということですけれども、それも、

どうも日本の学校、特に小学校などは、１人だけ親が「そいつは危ないという話もある

から、水でうがいしなさい」みたいな話をすると、何々ちゃんだけ水でうがいをしてお

かしいみたいなことが、また教室の雰囲気になるという心配もあるので、そういうこと

を行うときには、徹底した教室内の雰囲気というものをきちっと見ながら適正な指導を

していかなきゃならないというふうに考えておるところです。 

  そういうことと、もう一つは、親が安心してそういうものに対応していけるためには、

専門家と称する人間が行って「わからない」という答えを、僕はすべきでないと。そう

すべきだったら、教育委員の担当の方については、それはきちっとやはり言った、恐ら

く十勝教育局の関係の歯科医師の関係者だと思うんですけれども、萩ケ岡でのお話だと

いうふうに僕は聞いているんですが、そういうことで説明をきちっとするというのがま

ず大前提だと思います。 

  何事にも両論がある、そういう中で、ほかの県では、一定の条件でフッ化物における

うがいをしたら大きな虫歯がなくなったという成果が出ているということも報告をされ

ているわけです。 後は保護者と本人が考えて、どうするかという結論を出すというこ

とについては理解するんですが、専門家が行って説明ができなかったというか、きちっ

と答えられなかったというのを、教育委員会の関係者の皆さんが一緒に行っているわけ

ですから、帰ってきて、「ああいう答えでは困るよ」「何のために来ているんですか」

というふうに問い詰めをして、相手が了承するんだったら、個人に伺ってでもきちっと

説明するのが筋でしょうという話をするのが、僕は行政の役割だと思うんです。健康等

にかかわる問題というのは、親御さんも非常に敏感だというふうに僕は思いますので、

そういった丁寧な対応が僕は求められる。 

  ただ、心配するのは、厚生労働省が安全だからと言っているから安全なんだというの

は、非常に今危険な発想です。あの福島の原発は、収束宣言が出て、いまだにどうにも

ならないでいます。国もそういう過ちや政策な意図で情報管理をするという側面があり

ます。ただ、この町の、せめて行政だけは、住民の側に立った、町民の側に立った姿勢

で対応すべきだというふうに考えるんですが、そういった事実はなかったのかどうかと

いうことと、もしあったとすれば、今後の対応をどうするのかということをお聞きした
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いと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 石王教育次長。 

○石王良郎教育委員会教育次長 ただいまのご質問にお答えしたいと思います。 

  萩ヶ岡小学校のほうで、歯科医師の方と一緒に行って、そういう質問を受けた中で、

よくわからなかった部分があったということだと思うんですけれども、それについては、

私もその場にいて確認をとらさせていただきましたけれども、その質問は「インターネ

ットで賛否両論がある。いろいろな情報があって、危険性を危惧されるような情報もあ

る、そういう部分をご存じですか」というご質問に対して、そこまでは認識がないとい

うか、ネット上の状況については確認をしていないという、そういう答弁だったかと思

います。 

  ですから、安全性に対して自信を持って答えられないとか、そういうことでないとい

うことを、まずご認識をいただきたいと思いますし、過去、フッ化物につきましては、

こちらのほうでも説明しているのは、日本で初めてフッ化物洗口が始まったのが1970年

ですから、43年ぐらい前に新潟で始まって、道内も登別で30年以上の歴史があるという

ことですね。そして今、北海道では６万人を超えるような子供たちがフッ化物洗口を実

施しているところでありますけれども、過去そういう歴史ある状況の中で、フッ化物洗

口に起因をして、例えばアレルギー症状を起こしたとか、ほかの疾病に結びつくような

原因になったとか、そういうような事故の報告については１件もないということの報告

もありまして、またそれも１つの事実なのかなというふうに思っております。 

  ですから、厚生労働省が安全だけということでなくて、そういうようなアレルギーに

は結びつかないとか、いろいろなそういう過去のデータというか、そういうような状況

の中で安全だということで確認をしてやっているところでありますので、ですから、薬

もそうだと思うんですけれども、適正な濃度にして、適正な量をすることによって、体

には非常にいい効果をあらわしますけれども、それを一歩間違えて、適正じゃない飲み

方をしたら害があるとか、役に立たないとか、そういうようなことと同じように、フッ

化物洗口についても問題はないという認識でありますし、また、中毒になる場合のケー

スについては、例えば子供たち、１回の洗口に10ミリグラムずつを入れて、うがいをし

て吐き出すということなんですけれども、今言われているのが、中毒になる場合は、例

えば６倍とか７倍ぐらいの量を一度に飲んだ場合に中毒の症状、吐き気とか、おなかが

痛くなったり、そういうような症状があるということは言われていますけれども、１回

は10ミリグラムということですから、そういう部分では安全性があると。 

  新潟は過去43年の歴史の中で、過去統計をとってから10年以上、全国でトップの虫歯



－80－ 

がない県ということになっておりますので、そういう部分では危険性がある、そういう

ような認識でお伝えしているわけでは、そういう現状があるという認識はとっておりま

せんし、希釈のほうも学校薬剤師に委託をして、問題なくきちんとしたルールにのっと

って希釈をしているという部分の範囲では、そういう安全性というのは保たれるという

ふうに考えておりますので、そういう部分では、町教育委員会の方針として、フッ化物

洗口することによって、上士幌は道内でもちょっと虫歯が多い地域というか、そういう

調査結果もありますので、それをよりよく改善していこうという、歯の健康は体の健康、

心の健康にも結びついていくということがありますので、そういうことで、10月からの

実施に向けて進めさせていただきたいと思いますので、ご了解いただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、佐々木守議員。 

○６番（佐々木 守議員） 今の答弁は十分理解するんです。ただ、言い方を変えれば、

「たった６倍で中毒症状が起きるの、その薬は」と、こういうことになるんです。つま

り全て100％ではない、そう考える人たちもいますよということを、どう念頭に置いた

説明をするかなんです、進める側としては。ですから、その歯科医師はインターネット

も見ていないんだろうか、反対論もあるということを全然考えていないんだろうかって、

そういう人たちもいますということについては、教育長が後で補足の説明に立ったとい

うふうに僕は聞いています。ですけれども、僕はやっぱり専門家は専門家、それは教育

委員会がお願いして行ったとしたら、ああいう説明ではなくて、何を言わんとしている

かということも含めて聞かないと、その差異が生まれてくるということだと思うんです。 

  行政の姿勢は、わからないということではなくて、徹底的に説明をするということを

やっぱり念頭にしていかなきゃならない。見ていないんだったら、後で見て、いや、こ

れについては、私はこう思いますよということを答えればいいだけの話だと思うんです。

そういうふうな側面を、特に教育委員会、独立の委員会ですから、そういう姿勢を日ご

ろからぜひ持っていただきたい。今回の部分については、直接上士幌教育委員会云々で

はないんですけれども、強いて言えば道教委といいますか、十勝教育から派遣されたの

か、町からお願いして行ったのか、ちょっとわからないんですけれども、専門家と言わ

れる人がやはり自信を持って、自分の知識に基づいて、きちっと説明をするという必要

性があるし、それに予測しない質問が飛んでも、後で答えるということは十分できるし、

文書回答もできるんだというふうに思うんです。そういう手間暇をかける側面はあるん

ですけれども、そういった姿勢が僕は必要ではないかと。 

  僕にそういうことを聞いた人は、どうせ行政なんて、条例でこれ推奨することになっ

ているから、無理くりやるんでしょうと。うちの子に、そういうことをやらんと言った
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ら、異端児扱いされるのではないかと、この次の心配になっていくわけです。そういう

ことの起こらないようにひとつ対応をお願いして、これは質問というよりはお願いをし

て、終わりたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 答弁要りますか。いいですか。 

  教育長、ありますか。 

  馬場教育長。 

○馬場久男教育委員会教育長 今、佐々木議員さんからご指摘のとおり、しっかりと進め

ていきたいというふうに思います。 

  教育委員会としては、昨年の春から丁寧に進めてきたつもりでいますけれども、なか

なか理解の得られない方も当然おりますので、その辺はこれからもしっかりと対応して

いきたいというふうに思っています。 

  この後、９月下旬には、実際水を使ってうがいの練習もしますので、しっかりと教育

委員会のほうも実際に学校に行ってそういった場面も見てきたいというふうに思ってい

ますし、また10月の実施段階でも、できる限り各学校の状況を把握したいと。それから、

実施する子としない子というのは当然出てくるかと、それは今、希望調査中ですのでわ

かりませんけれども、そういった実施しない子がいる場合については、その辺の対応は

しっかりするように、校長、教頭には既に指示はしてありますけれども、さらにその辺

の徹底はしていきたいというふうに思っています。よろしくお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいですね。 

  暫時休憩させてください。 

（午後 ４時０２分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 再開いたします。 

（午後 ４時０３分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 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

たします。 

  以上で、議案第52号から議案第56号までの平成25年度各会計補正予算に対する質疑を

終結いたします。 
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  これより議案ごとに、討論、採決を行います。 

  初めに、議案第52号平成25年度上士幌町一般会計補正予算（第６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52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52号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第53号平成25年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の討

論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第53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53号は原案のとおり可決いたしました。 

  次に、議案第54号平成25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54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54号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第55号平成25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55号の採決を行います。 
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  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55号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第56号平成25年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第２号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第56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56号は原案のとおり可決されました。 

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

◎散会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で本日の議事日程は全て終了いたしましたので、本日の会

議を終わります。 

  あすからは休会とし、本会議の再開は９月17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 ４時０６分） 



－85－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

９ 月  1 7 日 



－87－ 

平成 ２５ 年  第 ５ 回  上 士 幌 町 議 会  定 例 会  会 議 録 

招 集 年 月 日  平成 ２５ 年 ９ 月 ３日 

招 集 の 場 所  上 士 幌 町 議 会 議 場 

開 会 ・ 閉 会 

日 時 及 び 宣 告 

開 議 平成２５年 ９月１７日 午前１０時００分 議 長 杉 山 幸 昭

散 会 平成２５年 ９月１７日 午前１１時３７分 議 長 杉 山 幸 昭

応（不応）招議員並びに  

出 席 及 び 欠 席 議 員 

 

出 席 １１名 

欠 席  ０名 

欠 員  －名 

 
○   出  席 
△   欠  席 
×   不 応 招 
△公  公務欠席 
遅   遅  刻 
早   早  退 

議席 

番号 
氏    名 

出欠

の別

議席

番号
氏    名 

出欠

の別

議席 

番号 
氏    名 

出欠

の別

１ 伊 東 久 子 ○ ７ 角 田 久 和 ○    

２ 堂 畑 義 雄 ○ ８ 山 本 和 子 ○    

３ 山 本 弘 一 ○ ９ 山 本 裕 吾 ○    

４ 中 村 保 嗣 ○ １０ 中 島 卓 蔵 ○    

５ 渡 部 信 一 ○ １１ 杉 山 幸 昭 ○    

６ 佐々木   守 ○       

会 議 録 署 名 議 員  ３番  山 本 弘 一  議 員   ４番  中 村 保 嗣  議 員 

本会議に職務のため 

出席した者の職氏名 
議 会 事 務 局 長 斉 藤 明 宏 議会事務局主査 櫻 井 淳 史 

地方自治法第１２１条

の規定により説明のた

め出席した者の職氏名 

町 長 竹 中   貢 建 設 課 長 尾 形 昌 彦 

副 町 長 千 葉 与四郎 子 育 て 支 援 室 長 並 木   学 

会 計 管 理 者 綿 貫 光 義 教育委員会教育長 馬 場 久 男 

総 務 課 長 高 嶋 幸 雄 教育委員会教育委員長 島 口 重 一 

企 画 財 政 課 長 早 坂 清 光 教育委員会教育次長 石 王 良 郎 

町 民 課 長 （会計管理者兼務） 農 業 委 員 会 会 長 兼 子 義 雄 

保 健 福 祉 課 長 野 中 美 尾 農業委員会事務局長 馬 場 俊 之 

保 育 課 長 高 橋   智 代 表 監 査 委 員 新 田 勝 幸 

農 林 課 長 松 岡 秀 行   

商 工 観 光 課 長 柚 原 幸 二   
 



－88－ 

平成２５年第５回上士幌町議会定例会  

 

議 事 日 程（第２号） 

 

平成２５年９月１７日（火曜日） 

 

日程第 １ 行政報告 

日程第 ２ 議 案 第４５号 （総務文教厚生常任委員会審査報告） 

                 上士幌町子ども・子育て会議条例の制定について 

日程第 ３ 認 定 第 １号 （決算審査特別委員会審査報告） 

            平成２４年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第 ４ 認 定 第 ２号 （決算審査特別委員会審査報告） 

                   平成２４年度上士幌町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定について 

日程第 ５ 認 定 第 ３号 （決算審査特別委員会審査報告） 

                   平成２４年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第 ６ 認 定 第 ４号 （決算審査特別委員会審査報告） 

                   平成２４年度上士幌町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定について 

日程第 ７ 認 定 第 ５号 （決算審査特別委員会審査報告） 

                   平成２４年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

日程第 ８ 認 定 第 ６号 （決算審査特別委員会審査報告） 

                   平成２４年度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第 ９ 所管事務調査中間報告 議会運営委員会調査報告 

                  （１）議会改革の調査に関すること 

日程第１０ 意見書案第２５号 道州制導入に反対する意見書の提出について 

日程第１１ 報 告 第 ４号 専決処分の報告について 

日程第１２ 同 意 第 ３号 教育委員会委員の任命について 



－89－ 

日程第１３ 同 意 第 ４号 教育委員会委員の任命について 

日程第１４ 議 案 第５７号 工事請負契約の締結について 

日程第１５ 議 案 第５８号 上士幌町過疎地域自立促進市町村計画の変更につい 

                て 

日程第１６ 議 案 第５９号 平成２５年度上士幌町一般会計補正予算（第７号） 

日程第１７ 議 案 第６０号  平成２５年度上士幌町水道事業特別会計補正予算 

（第４号） 

日程第１８ 監報告 第 ４号 例月出納検査報告について 

日程第１９ 閉会中の継続調査の申出について 
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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、９月13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、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３、認定第１号から日程第８、認定第６号については６件を一括報

告、認定第２号から認定第６号までの５件は、議長及び監査委員を除く議員全員による

特別委員会において討論がありませんでしたので、討論を省略し、採決を行いますので、

ご承知願います。 

  ２点目は、日程第10、意見書案第25号が終わりましたら全員協議会を開催いたします

ので、ご承知おき願います。 

  ３点目は、日程第12、同意第３号から日程第13、同意第４号につきましては、２案を

一括上程し、議案ごとに採決を行うことといたします。 

  ４点目は、日程第16、議案第59号から日程第17、議案第60号までの一般会計及び水道

事業特別会計補正予算についての２案を一括上程及び質疑を行い、議案ごとに討論、採

決を行うこととします。 

  以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

◎行政報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、行政報告を議題といたします。 

  説明員より、報告の説明を求めます。 
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  高嶋総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 初めに、８月24日から25日の大雨による被害状況についてご報告申

し上げます。 

  ８月24日から25日の気象状況でございますが、低気圧の接近によりまして、８月24日

午後１時36分に十勝地方北部に大雨警報が発令され、午前11時から午後２時ごろまでと、

午後11時から午前０時ごろまでに町内の一部で局地的に雨量を記録し、10ミリから20ミ

リの集中豪雨がありました。 

  また、翌８月25日午後１時８分には、十勝地方北部及び十勝地方中部に大雨警報が発

令されました。降水量は、上士幌アメダス測定地におきまして午後３時から午後４時ま

での１時間で40.5ミリ、糠平源泉峡測定地におきまして午後５時から午後６時までの１

時間で19ミリ、清水谷に設置されております雨量計では、午後１時から午後３時までの

２時間で57ミリ、ナイタイ高原牧場内に設置されております雨量計では、午後０時から

午後２時までの２時間で63ミリの雨量を記録し、局地的な短時間での集中豪雨となりま

した。 

  25日の町の対応ですが、集中豪雨直後から町職員及び消防職員によりまして、道路、

水道施設や明渠排水路等のパトロールと応急対策を実施したところでございます。 

  この局地的な集中豪雨によって、人的被害、住家被害を初め、道路、明渠排水路、水

道施設及び農作物等に被害が発生しております。 

  なお、被害に対する復旧経費につきましては、その復旧に緊急を要する分について、

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、既に９月３日開催の本議会においてご報告し、ご承認をいただ

いております。 

  また、既定予算の対応分及び専決処分での予算補正以外の復旧経費につきましては、

補正予算として本日提案をすることといたしておりますので、ご理解をお願いいたしま

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１をご参照願います。 

  表紙の次の総括表をごらんください。 

  初めに、人的被害でございますが、ご承知のようにナイタイ高原牧場内において、急

激な出水により１名の方が死亡されました。 

  次に、住家被害ですが、萩ヶ岡地区で床下浸水等となっております。 

  詳細につきましては、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が、復旧
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につきましては、隣接する排水路を帯広開発建設部の発注により工事中でありますこと

から、その工事の請負業者において対応をしております。 

  次に、農業被害ですが、明渠排水路の被害は、９排水路で2,605万4,000円となってお

り、復旧経費につきましては2,498万円を専決処分で対応し、残りの107万4,000円につ

いて予算補正をしております。詳細は２ページから３ページをごらんください。被災箇

所、被災状況、復旧内容等につきましては記載のとおりでございます。 

  また、農作物の被害につきましては、一部に農地への冠水による農作物の露出、流出、

土砂流入等があり、被害面積は92.91ヘクタール、被害金額は4,006万4,000円となってお

ります。詳細につきましては４ページに記載のとおりでございます。 

  次に、林業被害ですが、林道は４路線で被害額2,281万6,000円となっており、復旧経

費につきましては741万3,000円を専決処分で対応し、既定予算での対応分7万5,000円を

除いた残りの1,532万8,000円について予算補正をしております。 

  治山施設は１カ所で被害額97万7,000円となっており、復旧経費につきましては、全

額を専決処分で対応しております。林業被害のその他として、作業道の２カ所で被害額

496万3,000円となっており、復旧経費につきましては、11万円を専決処分で対応し、残

りの485万3,000円について予算補正をしております。詳細は５ページから６ページをご

らんください。 

  被災箇所、被災状況、復旧内容等につきましては記載のとおりであります。 

  次に、土木被害につきましては、町道86カ所で被害額は7,257万5,000円となっており、

復旧経費につきましては、1,812万2,000円を専決処分で対応し、残りの5,445万3,000円

を予算補正しております。詳細は７ページから16ページをごらんださい。 

  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、水道被害につきましては、３カ所で被害額は267万5,000円となっており、復旧

経費につきましては、15万5,000円を既定予算で対応し、残りの252万円を予算補正して

おります。詳細は17ページから18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。 

  被害金額合計では１億7,012万4,000円となっており、このうち、農作物の被害を除く

被害額としては、１億3,006万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23万円、専決処分による予算補正として5,160万2,000円、補

正予算での対応が7,822万8,000円となっております。 

  以上、８月24日から25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） 松岡農林課長。 
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○松岡秀行農林課長 私のほうからは、平成25年８月25日に発生した町準職員ナイタイ高

原牧場勤務、研修派遣職員の死亡事故について行政報告を申し上げます。 

  お手元の別紙２をご参照願います。 

  まず、１の事故内容等についてであります。 

  このことは指定管理者であります、上士幌町農業協同組合から上士幌町ナイタイ高原

牧場の管理に関する指定管理者基本協定書、第３章本業務の実施、第14条、及び上士幌

町ナイタイ高原牧場指定管理業務に関する仕様書、５その他の業務基準（６）事故処理

等の規定により提出されたものであります。 

  事故遭遇者は、昭和46年12月５日生まれ、牧場採用は平成６年４月16日の吉田努準職

員、ナイタイ高原牧場勤務研修派遣職員、41歳であります。 

  事故発生日時は、平成25年８月25日、13時30分ごろと推察されています。 

  事故状況、原因につきましては、牧場内放牧監視で４輪バギー車を運転中、誤ってシ

リクニ川支流に落ち、流されたものと推察されておりますが、現在、警察において調査

中であります。 

  遺体発見時刻は、同日19時59分、場所は上士幌町字上音更118番地３シリクニ川支流

であります。位置等は、５ページ、６ページをご参照願います。死因は窒息死でありま

す。 

  当日の経過でありますが、吉田準職員は放牧監視を担当し、午後の昼食休憩後も放牧

地に出向き、継続して同業務を担当しておりました。 

  当日、牧場は大雨で出勤中の職員の報告から、状況確認のため午後２時10分ごろに牧

場長が出勤しています。午後２時30分ごろと午後３時50分ごろに現場職員が吉田準職員

の携帯電話に連絡を入れておりますが、つながらない状態でありました。午後５時の業

務終了時刻になっても、吉田準職員が管理事務所に戻ってこないことから、午後５時15

分ごろに出勤職員から、牧場長に戻らない旨の連絡と、現場職員から、24授精場に吉田

準職員運転の牧場監視車があるとの連絡がありました。午後５時20分ごろ、牧場長の指

示で出勤中の現場職員２名で放牧地を見回りましたが、発見できないことから、牧場長

から休暇中の職員に連絡しています。午後５時30分ごろから５人が参集し、出勤中の４

人と合流し、午後６時ごろから９名で約30分間行動範囲と思われる牧区、牛道を捜索し

ております。発見できないことから、午後６時30分ごろにご家族、消防署、警察に連絡

し、午後７時20分ごろに上士幌消防署とナイタイ高原牧場現場職員の混成で２班体制を

作り、発見されたシリクニ川支流の上流側と下流側から捜索を開始しております。混成

捜索開始から約40分後の午後７時59分、吉田準職員を発見し十勝恵愛会病院に搬送しま
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したが、死亡が確認されております。 

  詳細につきましては、６の経過報告をご参照願います。 

  事故後の対応でありますが、まず次の５点を実施確認しております。 

  １点目として、朝の始業時安全対策の啓発、昼食時、職員の安全の再確認、終業時職

員の安全の再確認をする。異常気象時は、現場へ出ないことの徹底を職員へ指示する。 

 放牧地等に作業で入る場合の携行品の再確認をする。無線等により午前10時、午後３時

に放牧地での業務担当者への安全の呼びかけを実施する。 

  ２点目として、牧場内のハザードマップの作成及びそれをもととした立入禁止箇所や、

放牧ルート見直し、危険時の回避ルートの作成を行うこととする。 

  ３点目として、牧場内放牧地の携帯電話の通信できないエリア及び無線の通じないエ

リアの特定を行い、さらにアンテナを高くしたハンディ無線によるテストを実施中。テ

スト結果に基づき、早急に購入を検討をする。 

  ４点目として、緊急時の農協、役場への連絡体制の再整備を行う。 

  ５点目として、現状を踏まえ、管理者との引き継ぎで、場内の危険度の高いポイント

に関する事項について十分とは言えず、早期に指示等の意見交換を行うというものです。 

  次に、２のこれまでの主な行政対応でありますが、８月26日は弔問、現場検証立会、

発見現場弔問、葬儀打ち合わせ、27日は弔問、課長会議、28日、29日は上士幌町役場、

上士幌町農業協同組合合同葬として、音更町の野村斎場にて葬儀を挙行しております。 

  葬儀役員等、その他の対応に関しましては、別紙参照願います。 

  特に、事故後、管理運営に関して農協との情報、意見交換、確認は頻繁に行ってきて

おります。  

  次に、３の今後の行政対応でありますが、最重要な点は事故再発防止であります。指

定管理者の農協と管理運営のあり方に関して、常に、情報、意見交換、確認を深めてお

くことが不可欠であり、継続していく必要があります。その他、各種共済補償制度等の

手続がありますので、しっかり取り組んでまいることとなります。 

  事故発生から本日で24日になります。牧場は休むことなく動き続けています。この間、

各職員の家畜管理の様子、牧草収穫の様子、勤務の実際を見るたびに、吉田準職員の姿

が思い出されます。大事な中堅職員を失ってしまったことの重大さを改めて感じる次第

です。 

  心からお悔やみとご冥福をお祈りしつつ、二度とこのような事故を発生しないことを

肝に銘じ、行政報告といたします。 

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

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で行政報告に対する質疑を終結いたします。 

  これをもって行政報告を終わります。 

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

◎議案第４５号の上程、報告、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、総務文教厚生常任委員会審査報告を行います。 

  議案第45号上士幌町子ども・子育て会議条例の制定についてを議題といたします。 

  本案について、総務文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

  総務文教厚生常任委員長、山本裕吾議員。 

○総務文教厚生常任委員長（山本裕吾議員） 総務文教厚生常任委員会より、付託事件審

査についてをご報告申し上げます。 

  本委員会に付託されました事件については、慎重審査の結果、次のとおり決定いたし

ましたので、上士幌町議会会議規則第77条の既定により報告をいたします。 

  １、審査事項、議案第45号上士幌町子ども・子育て会議条例の制定について（平成25

年９月３日付託） 

  ２、審査年月日、平成25年９月12日、計１日間であります。 

  ３、審査場所、委員会室 

  ４、説明員、竹中町長、千葉副町長、並木子育て推進室長、関主幹 

  ５、審査結果、当委員会は議案第45号の審査に当たり、町長、副町長、担当室長、担

当主幹の出席を求め、質疑聴取による審査の結果、全会一致をもって原案を可決すべき

ものと決定したことをご報告申し上げます。 

  以上で、総務文教厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりましたので、これより委員長の報告に対

する質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

  これをもって委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 

  これより議案第45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、これをもって議案第45号に対する討論

を終結いたします。 

  これより議案第45号の採決を行います。 
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  議案第45号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第45号は委員長の報告のとおり可決されました。 

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

◎認定第１号から認定第６号の委員長報告、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、決算審査特別委員会審査報告を行います。 

  日程第３から日程第８ 認定第１号から認定第６号までの平成24年度上士幌町一般会

計ほか５特別会計の歳入歳出決算の認定について、６件を一括して議題といたします。 

  ６件について、決算審査特別委員会の報告を求めます。 

  決算審査特別委員会委員長、角田久和議員。 

○決算審査特別委員長（角田久和委員長） 平成25年９月３日に本委員会に付託されまし

た平成24年度各会計の歳入歳出決算の認定についての審査報告を、上士幌町議会規則第

77条の規定により報告いたします。 

  審査事項は、認定第１号平成24年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定について、 

 認定第２号平成24年度上士幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認

定第３号平成24年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第４

号平成24年度上士幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第５

号平成24年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第６

号平成24年度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてなど、一般会計と

５特別会計です。 

  審査年月日は、平成25年９月５日の１日間です。 

  審査場所は議場で行いました。 

  説明員に、竹中町長、千葉副町長、馬場教育長、各課部局長、主幹及び主査の出席を

いただき、審査をいたしました。 

  審査の結果ですが、認定第１号から認定第６号までの平成24年度上士幌町一般会計及

び５特別会計の決算認定議案が、平成25年９月３日開催の第５回議会定例会において提

案されました。この決算認定議案の審議に当たり、議長及び監査委員の議員を除く９名

による決算審査特別委員会が設置され、審査を行いました。 

  当特別委員会に付託されました認定第１号から認定第６号までの平成24年度各会計歳



－97－ 

入歳出決算の認定案件については、町理事者を初め各課担当職員の出席を求め、各会計

歳入歳出決算書及び主要な施策報告書の提出をいただきながら委員会を開催し、熱心な

質疑を重ね審査いたしました。 

  慎重審査の結果、認定第１号平成24年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定につい

ては、反対討論があり、起立採決の結果、賛成７、反対１の起立多数により認定すべき

ものと決定いたしました。 

  また、認定第２号から認定第６号の各特別会計歳入歳出決算の認定については、全会

一致をもって認定すべきものと決定いたしました。 

  認定案件の質疑及び討論の内容については、議長及び監査委員の議員を除く議員全員

が特別委員会の委員でありますので、省略させていただきます。 

  以上をもって、決算審査特別委員会に付託されました認定審査の経過と結果について

ご報告を申し上げ、決算審査特別委員会報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりました。 

  決算審査特別委員会は、議長及び議選の監査委員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。 

  また、特別会計決算の認定第２号から第６号の討論については、議会運用例第100条

第３項の規定により、これを省略いたします。 

  これより案件ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、認定第１号平成24年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定について討論を

行います。討論ありますか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。先に、認定に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） 平成24年度一般会計歳入歳出決算の認定に対する反対討論を行

います。 

  政権がかわって、一層、国民の思いとは反する国民いじめともいえるような政治が続

いております。今まで築いてきた福祉や農業、平和についても根本から壊すものです。

そのことによって、町民の営業や生活へ大きく影響を与えています。直接、町民の生活

を守る立場にある町は最大限努力をし、町民の暮らし、福祉を守らなくてはなりません。

その立場に立ち切れていないと判断し、２点にわたり反対いたします。 

  １点目、財源を活用し切れていない問題です。 

  平成24年度は、国においては新たな借金をつくりながらも、地方の大きな運動で、地
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方交付税を従来どおり交付しています。上士幌町では、23年度より約３億円ふえていま

す。また、ここ数年、そして24年度末においても、国の臨時交付金で対応できる事業が

ふえたことにより、一般財源の支出が減っています。しかし、当初予算においても、そ

の後の補正でも十分予算化せず、また基金はほとんど繰り入れていませんので、最終的

には、決算では財政調整基金約１億5,000万円、公共施設整備基金約５億円、計６億円

ふやしています。今後、26年度以降に生活保護費引き下げによる影響に対する施策やさ

まざまな福祉、教育面での活用に期待するところですが、24年度におきましては財源を

有効に活用し切れていないと判断し、反対いたします。 

  ２点目、平和の問題です。 

  いまだに、普天間基地の移転を沖縄に押しつけ、危険なオスプレイの配備など、ます

ますアメリカ言いなりの政策が続いています。 

  また、集団的自衛権の行使として、アメリカの侵略的な戦争にも参加し、侵略のため

の軍隊になるのかと危惧されています。 

  安倍首相以前、削減されてきた軍事費は、2013年度では約400億円ふやし、2014年度

の予算要求では、さらに1,390億円多く要求しています。国民の生活を守る予算は減ら

す一方、戦争をするための予算をふやし続けております。このような中、自衛隊のあり

方は根本的見直されなくてはなりません。 

  以上の理由で、自衛隊協力会への補助金を含むため、反対いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、認定に賛成の討論を行います。 

  ４番、中村保嗣議員。 

○４番（中村保嗣議員） 私は、平成24年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定に賛成

するものであります。 

  平成24年度上士幌町一般会計歳入歳出決算は、今後の大変厳しい財源を見据え、無駄

を省き、福祉対策等、町民が健康で安心して暮らせるまちづくりを基本に、そして第一

次産業を基幹産業とする上士幌の実態を踏まえ、子育て支援や商工観光の振興、市街地

中心部への道路整備等、幅広い予算の執行及び収入支出の財務に関する事務、そして施

策は適正に執行されたと理解するものであり、認定に問題ないと考え、平成24年度上士

幌町一般会計歳入歳出の決算認定に賛成いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、認定に反対の討論を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、認定に賛成の討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） 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、これをもって認定第１号に対す

る討論を終結いたします。 

  これより認定第１号の採決を行います。 

  本件は起立により採決を行います。なお、起立しない議員は反対とみなします。 

  本案について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は認定すべきものと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８、着席１でございます。起立多数であります。 

  よって、認定第１号は認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、認定第２号平成24年度上士幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて採決を行います。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件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、認定第２号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。 

  次に、認定第３号平成24年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

採決を行います。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件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、認定第３号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。 

  次に、認定第４号平成24年度上士幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて採決を行います。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 
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  本件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、認定第４号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。 

  次に、認定第５号平成24年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて採決を行います。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件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、認定第５号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。 

  次に、認定第６号平成24年度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

採決を行います。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件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、認定第６号は委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。 

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

◎所管事務調査中間報告 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、日程第９、所管事務調査中間報告、議会改革の調査に関

することを議題といたします。 

  議会運営委員会から、所管事務調査の調査中であります議会改革の調査に関すること

について、会議規則第47条第２項の規定により委員会の中間報告をしたい旨の申し出が

あります。 

  ここでお諮りいたします。 

  議会運営委員会の申し出のとおり所管事務調査の中間報告を受けたいと思いますが、

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。 
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  よって、議会改革の調査に関することについて、中間報告を受けることに決定いたし

ました。 

  それでは、中間報告の発言を許します。 

  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所管事務調査中間報告をいたし

ます。 

  調査事項でありますが、議会改革の調査に関すること。 

  ２番目、調査期間及び調査地は、平成25年７月24日から26日までの３日間であります。 

 調査地は、登別市、豊浦町、北海道町村議会議長会であります。 

  ３番目、調査結果、登別市でありますけれども、調査地は登別市議会、調査日、平成

25年７月24日であります。説明者に登別市議会天神林美彦議長ほかであります。 

  ４番目、視察内容でありますけれども、開かれた議会を目指して、登別市議会の議会

改革であります。 

  市の現況でありますけれども、登別市の人口は約５万1,000人、有名なのは、年間350

万人を超える観光客が訪れる登別温泉であります。 

  市議会の現況でありますけれども、議員数は20名、委員会は議会運営委員会、総務・

教育委員会、生活・福祉委員会、観光・経済委員会、議会だより編集委員会、予算・決

算委員会で構成されています。 

  調査の内容でありますけれども、議会のパソコン利用についてであります。 

  各議員にパソコンを貸与しております。 

  ２つ目に、議場でインターネットを活用しての質問が可であります。ペーパーレスを

目指して、会議録、例規集のＣＤ配布、予算・決算のデータ配布などを行っているとい

うことです。議場へ個人所有のパソコンの持ち込みは可であります。特に規定は設けて

いないということであります。 

  一般質問のときに、モニターを利用することを認めている、操作は自分で行うという

ことです。 

  ２番目に、「議会フォーラム」の開催でありますけれども、議会基本条例第２条にお

いて市民との協働による議会活動の展開を図るための「市民との議論の場」として、定

めている。 

  各年度１回、２月に実施している。議員は自分の意見で発言する。参加者は減少して

いる。（テーマの選び方の難しさ、マンネリ化）などが言われていました。 

  しかしながら、続けていくことが大切だということと、会場の席は参加市民が向き合
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う配置にしているそうです。 

  続きまして、豊浦町であります。 

  調査地は、豊浦町議会、調査日は平成25年７月25日であります。説明員に豊浦町議会、

村井洋一議長、世戸宏造副議長、工藤敏和委員長ほかであります。 

  視察内容でありますけれども、議会報告会の実施状況について。 

  豊浦町の町の現況でありますけれども、豊浦町の人口は約4,500人、基幹産業はホタ

テ養殖を中心とした漁業であります。 

  町議会の現況でありますが、議員数は８名、委員会は、議会運営委員会、総務文教常

任委員会、産業建設常任委員会、広報広聴常任委員会で構成されています。 

  議会の報告会の実施についてでありますけれども、議会基本条例第４条において、

「議会報告会を少なくとも年１回開催して議会の説明責任を果たすとともに、これらの

事項に関して町民の意見を聴取して議会運営の改善を図るもの」として定められていま

す。 

  主催は、全議員参加の広報広聴常任委員会、年４回開催しています。 

  ２つ目に、懇談会で町民から出た要望は、まとめて担当課へ連絡するということであ

ります。 

  ３つ目に、町民の参加者数は減少しているということ。 

  ４つ目に、周知方法はポスターの掲示、インターネット等である。 

  ５つ目に、町民、特に農家、漁師、会社員の日程調整が大変だということが言われて

いました。 

  ６つ目に、課題としての開催方法でありますけれども、会場数、日数、時間帯など議

題とする内容、運営方法、意見・要望等の精査とフィードバックなどが言われていまし

た。 

  続きまして、札幌市。 

  調査地は北海道町村議会であります。 

  調査日は、平成25年７月26日、説明員に北海道町村議会、村川事務局次長であります。 

  視察内容でありますけれども、議会改革の課題と今後の方向性についてであります。 

  事例として、北海道町村議会の問題点でありますけれども、１つ目に、議員のなり手

がいなくなってきている、解決策として議員報酬をふやす、そういったことも必要では

ないかということが指摘されました。 

  ２つ目に、議会の活性化が町民の生活アップにつながるのか。議会の役割が町民に評

価されづらい。 
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  ３つ目に、議会報告会でありますけれども、当初は陳情型が多いが、建設的な話し合

いの場に成長していく必要がある。継続が大切。当初は、町民からの追及を受けること

もあるということです。 

  ４つ目に、議会運営の問題点でありますけれども、討論する必要がある、議員の発言

が長過ぎる、簡単、明瞭に発言する能力を持つ必要がある。 

  まとめでありますけれども、議会広報広聴会について、テーマの選定が大切である。

議会からの一方的な報告ではなく、町民と一緒に建設的なまちづくりとしての場を目指

す必要がある。会場の席の配置を工夫して話やすい雰囲気づくりをする。あわせて、継

続して実施することが大切だということ、議会基本条例を制定したことが議会活動に制

約を与えることがあるので、条例の制定より、実際の議会活動の充実を進めることが大

切であるということです。 

  以上、議会運営委員会所管事務調査中間報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 議会運営委員会の報告が終わりましたが、所管事務調査の報告

については、議会運用例第96条の４の規程により質疑を省略いたします。 

  本件はこれを報告済みとし、議会運営委員会は引き続き継続して調査することといた

します。 

  以上をもって議会運営委員会所管事務調査の中間報告を終わります。 

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

◎意見書案第２５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第10、意見書案第25号道州制導入に反対する意見書の提出

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25号道州制導入に反対する

意見書の提出についての提案理由について、説明申し上げます。 

  この意見書につきましては、北海道町村議会議長会から議長に要請があり、さきの議

会運営委員会において議会運営委員のご賛同を得まして、議会運営委員長であります私

が、提案者になった次第であります。 

  道州制に関しては、平成20年以来、町村議会議長全国大会において「住民自治の推進

に逆行する道州制は行わないこと」を決定し、本年４月14日には、「町村や国民に対し

て丁寧な説明や真摯な議論のないまま、道州制の導入が決定したかのごとき法案が提出
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されようとしていることは誠に遺憾である」とする緊急声明を行った。さらに、7月18

日には、「道州制は絶対に導入しないこと」とする要望を決定し、政府・国会に対し要

請してきた。 

  しかし、与党においては、道州制導入を目指す法案の国会への提案の動きが見られ、

野党の一部においては、既に「道州制への移行のための改革基本法案」を国会へ提出し、

衆議院内閣委員会において閉会中審査となっており、我々の要請を無視するかの動きを

みせている。 

  提出された法案は、導入後の国の具体的なかたちを示さないまま、期限を区切った導

入ありきの内容となっており、事務権限の受け皿という名目のもと、町村において事実

上の合併を余儀なくされるおそれが高いうえ、再編された「基礎自治体」は、住民と行

政との距離が遠くなり、住民自治が衰退してしまうことは明らかである。 

  町村は、国民生活を支えるため、食料供給、水源涵洋、国土保全に努め、伝統・文化

を守り、自然を活かした地場産業を創出し、個性ある地域づくりを進めてきた。にもか

かわらず、効率性や経済性を優先し、地域の意思を無視してつくり上げようとしている

大規模な団体は、到底地方自治体と呼べるものではない。多様な自治体の存在を認め、

個々の自治体の活力を高めることが、全体としての国力の増強につながるものである。 

  よって、我々上士幌町議会は、道州制の導入に断固反対する。 

  以上、地方自治法第99条の規定によって意見書を提出する。 

  議員各位の満場のご賛同を賜り、この意見書をご可決いただき、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案第25号の提案理由の説明を終わります。 

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

質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第25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25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。 
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  よって、意見書案第25号は原案のとおり可決されました。 

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

◎報告第４号の上程、説明、質疑 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第11、報告第４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。 

  柚原商工観光課長。 

○柚原幸二商工観光課長 ただいま上程されました報告第４号専決処分の報告について、

その提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  平成25年８月７日に発生しました町有施設敷地内における車両物損事故に係る示談に

ついて、平成25年９月11日取り交わしたところでありますが、損害賠償の額の決定及び

和解について、地方自治法第180条第１項の規定により、９月11日付で専決処分を行い

ましたので、同条第２項に基づき議会に報告するものであります。 

  専決処分の内容につきましては、専決処分書をご参照願います。あわせて、事故発生

状況略図もご参照ください。 

  損害賠償の相手方は、記載のとおりであります。 

  ２として、事故の概要でありますが、平成25年８月７日午前10時30分ごろ、糠平温泉

文化ホールへ郵便物配送のため自動車を運転し敷地内に左折進入した際、町道との境目

にあるグレーチングが跳ね上がり、車の底部に当たりミッション等を破損したものであ

ります。 

  ３、和解の内容でありますが、（１）損害額 相手方の損害額は、42万2,478円とす

る。内訳は、車両修理代等42万2,478円であります。 

  過失割合であります。町の過失割合100％とするものであります。 

  ３、損害賠償額、町の損害賠償額は、相手方の損害額の100％である42万2,478円とす

るものであります。 

  ４、決済の方法、町は相手方に42万2,478円を支払うものであります。 

  ５、その他、今後、本件に関しては異議を申し立てないこととするものであります。 

  以上、報告第４号をご説明させていただきました。ご審議賜りまして、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） 報告の説明が終わりましたので、これより質疑を受けます。質

疑ありますか。 

  ３番、山本弘一議員。 
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○３番（山本弘一議員） この件については、私もそういう状況であったということあり

ますけれども、たまたま町道の中には、そこら中に結構グレーチングってあるわけです

けれども、やはりこの42万2,478円というのは、ミッションまでかえるとは、相当グレ

ーチングがないような、ミッションが使えないような状況だったのかなというふうに想

定されます。やはり、町道の中にもこのグレーチングが結構入っているところがありま

すので、今後において、こういう調査だとかそういうものが、似たような事故が起こら

ないように検討するとかということは、これは報告事項でありますけれども、この事故

について今後その辺の対応というのは、どう考えているのか。このことについては、私

は問題ないんですけれども。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形建設課長。 

○尾形昌彦建設課長 たまたま今回は、観光施設のグレーチングが原因となったものでご

ざいます。今、ご質問の町道のグレーチング等につきましては、現在もパトロールの中

でゆがんでいる部分、跳ねやすそうな危険な箇所については、随時見回って対応してい

るところでございます。 

  そのようなことで、今後も同じような取り組みで点検、調査、修理を行ってまいりた

いと思います。なお、施設につきましては、建設課のほうで調査をしてくれという依頼

があれば対応させていただきまして、修理方法等については、担当課のほうと一緒に検

討していくというような体制で、今後とも取り扱っていきたいと思いますので、よろし

くご理解をお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

  これをもって、報告第４号に対する質疑を終結いたします。 

  以上で、報告第４号を報告済みとし、報告を終わります。 

  ここで休憩といたします。 

  休憩中に、議会全員協議会を開催いたしますので、理事者及び議員の皆さんは、委員

会室にお集まり願います。なお、再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前１０時５７分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１３分） 

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

◎同意第３号及び同意第４号の上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第12、同意第３号教育委員会委員の任命について、日程第
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13、同意第４号教育委員会委員の任命について、以上２件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに町長から提案理由の説明を求めます。 

  竹中町長。 

○竹中 貢町長 ただいま上程されました同意第３号並びに同意第４号教育委員会委員の

任命について、一括して提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  初めに、同意第３号について、教育委員会委員であります松岡聡美氏が平成25年９月

30日をもって任期満了となるため、引き続き同氏を後任委員として任命したいので、議

会の同意を求めるものであります。 

  住所 河東郡上士幌町字居辺東15線277番地 

  氏名 松岡聡美氏 

  生年月日 昭和33年９月17日であります。 

  次に、同意第４号について、教育委員会委員であります島口重一氏が平成25年９月30

日をもって任期満了となるため、後任委員として、次の者を任命したいので議会の同意

を求めるものであります。 

  住所 河東郡上士幌町字上士幌東２線228番地26 

  氏名 斉藤博子氏 

  生年月日 昭和28年４月30日であります。 

  以上、同意第３号並びに同意第４号教育委員会委員の任命について、一括して提案理

由のご説明を申し上げました。ご審議の上、ご同意くださいますようよろしくお願いを

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が、本件は人事案件でありますので、

質疑及び討論については、議会運用例第105条２の規定によりこれを省略いたします。 

  これより、直ちに採決を行います。 

  初めに、同意第３号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は、原案に同意することにご異議ありませんか。 

（「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、同意第３号は原案に同意することに決定いたしました。 

  次に、同意第４号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は、原案に同意することにご異議ありませんか。 
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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、同意第４号は原案に同意することに決定いたしました。 

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

◎議案第５７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第14、議案第57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。 

  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57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。 

  別紙、議案第57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締結は、上士幌町スポーツセンター耐震改修工

事であります。 

  本事業は、スポーツセンターについて耐震診断の結果、耐震補強工事が必要とされた

ことから耐震補強を実施するとともに、耐震補強にあわせ、施設内部の改修を実施する

ものであり、国の補助事業採択を受け、本年３月26日開催の臨時議会において補正予算

の議決をいただき、平成25年度予算へ繰越明許したものであります。 

  工事の概要ですが、耐震補強工事として、壁及び屋根の補強を実施し、耐震補強工事

に伴い必要となる内部改修工事として、トイレ、更衣室、ボイラー室等を改修、また、

利便性及び機能向上のための改修として、小体育館改修、アリーナ床改修、照明器具更

新等を実施するものであります。 

  工事入札につきましては、平成25年９月11日、午前９時30分に執行し、町内業者を含

む５共同企業体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。 

  また、本工事の入札においては、適正な工事の執行を担保するため、最低制限価格制

度を実施要領に基づき最低制限価格を設定し、執行いたしましたが、最低制限価格を下

回った入札はありませんでした。 

  契約の金額は２億2,995万円、入札予定価格は２億3,495万2,200円で、落札率は

97.87％であります。 

  契約の相手方は、萩原・森岡経常建設共同企業体、代表者、帯広市東７条南８丁目２

番地、萩原建設工業株式会社、代表取締役社長、萩原一利氏であります。 

  また、当該工事の工期は、契約締結の日から平成26年３月20日までとしております。 
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  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57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57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。 

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

◎議案第５８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58号上士幌町過疎地域自立促進市町村計画の

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。 

  早坂企画財政課長。 

○早坂清光企画財政課長 ただいま上程されました議案第58号上士幌町過疎地域自立促進

市町村計画の変更について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  上士幌町過疎地域自立促進市町村計画につきましては、過疎地域自立促進特別措置法

第６条第１項の規定に基づき町議会の議決を賜り、平成22年度から平成27年度までの６

ヵ年の計画を策定しているところでございます。 

  この計画の変更に当たりましては、法第６条第４項に基づき事前に北海道知事との協

議を終えた後、第６条７項に基づき市町村議会の議決を得ることとされております。 

  今回の計画変更につきましては、過疎計画策定時に児童福祉施設の保育所について、

保育所の施設整備等々として計画に登載しておりましたが、新規事業として今年度、基

本設計及び実施設計を行い、平成26年度に建設を予定しています認定こども園につきま

して、過疎対策事業債の活用を予定していますことから計画に必要な期日を追加し、変

更を行うものであります。 
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  具体的には、議案２ページ目の上士幌町過疎地域自立促進市町村計画、平成22年度か

ら平成27年度を次のとおり変更する、をごらん願います。 

  左側から、区分変更前、変更後であります。 

  区分５、高齢者の保健及び福祉の向上及び増進の項目の中で、変更後の40ページ上段

に下線を引いた部分となりますが、認定こども園、認定こども園の施設整備を図る、幼

稚園教諭の計画的採用及び資質向上のための研修等を推進するを加えますとともに、下

段41ページの表に、事業名に（４）認定こども園、事業内容に、認定こども園建設事業

を追加するものであります。 

  以上、上士幌町過疎地域自立促進市町村計画の変更について、その提案理由と内容を

申し上げました。ご審議をいただき、ご可決賜り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58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58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。 

  よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第５９号及び議案第６０号の上程、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第16、議案第59号平成25年度上士幌町一般会計補正予算第

７号、日程第17、議案第60号平成25年度上士幌町水道事業特別会計補正予算第４号、以

上２案を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第59号並びに議案第60号の平成25年度

一般会計補正予算並びに水道事業特別会計補正予算の内容を申し上げます。 

  補正総額は、8,165万5,000円の追加補正となります。補正後の予算規模は、一般会計
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並びに５特別会計の総額で、80億5,365万5,000円となります。 

  それでは、予算補正を行う各会計の内容を申し上げます。 

  議案第59号一般会計補正予算第７号であります。１ページをごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ7,913万5,000円を追加し、総額を

60億4,071万6,000円とするものでございます。補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページから３ページ第１表のとおりでござ

います。 

  歳出のうち、増額補正の主なものといたしましては、子育て推進経費193万5,000円、

十勝大雪森林組合出資経費106万9,000円、北門地区第８号排水路他１件災害復旧事業

107万4,000円、オソウシナイ線林道他２件災害復事業2,018万1,000円、上士幌鉱山線他

10路線災害復旧事業5,445万3,000円を追加補正をいたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略をさせていただきます。 

  次に、水道事業特別会計の補正予算についてご説明を申し上げます。 

  10ページの議案第60号水道事業特別会計補正予算（第４号）をごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ252万円を追加し、総額を３億

6,305万4,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、11

ページ第１表のとおりでございます。 

  歳出につきましては、簡易水道施設改良事業252万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。 

  以上、一般会計並びに水道事業特別会計の補正内容についてご提案を申し上げました。

よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第59号並びに議案

第60号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） これをもって議案第59号並びに議案第60号に対する質疑を終結

いたします。 

  これより議案ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、議案第59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59号の採決を行います。 
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  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。 

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

◎監報告第４号の上程、報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第18、監報告第４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 監査報告第４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25年５月分、６月分、７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４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４号を報告済みとし、監査委員からの報告を終わります。 

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

◎閉会中の継続調査の申出について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第19、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。 

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

◎教育委員長退任挨拶 

○議長（杉山幸昭議長） ここで、９月30日付をもって任期満了となり、退任することに

なりました島口重一教育委員長から、退任挨拶の申し出がございますので、発言を許し

ます。 

  教育委員長、島口重一君。 

○島口重一教育委員長 議長さんのご配慮と、そして議員の皆様のご理解をいただき、退

任に当たり挨拶の機会を与えていただきましたことについて、心から感謝を申し上げま

す。 

  平成13年10月、教育委員として選任同意をいただき、３期12年間、その間、15年10月

から10年間にわたり、微力ながら委員長として務めさせていただきました。 

  任期中は、理事者を初め議員の皆様方には、ご指導とご支援をいただき、感謝の気持

ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。 

  平成15年、就任挨拶に小学校再編計画に係る適正規模指針づくりを課題としてお話し

した記憶がございます。指針づくりから始まった小学校再編計画は、地域の皆さんの苦

しいご判断により上音更小学校、東居辺小学校が閉校となり、北居辺小学校が明年、長

い歴史を閉じることになりました。 
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  また、長年教育関係者の強い思いでもありました上士幌中学校改築工事が行われ、子

供たちも、今は新しい環境の中でのびのびと勉学に励んでおります。 

  そして、上士幌小学校、スポーツセンター耐震工事の実施、また社会教育の中心的施

設として期待されている生涯学習センター改築計画等などなど、それらの歴史的な事業

に立ち会うことができましたことにつきましても、閉校に伴う地域の皆さんのご理解と、

厳しい町財政の中、ご配慮をいただきました理事者を初め議会の皆様方のおかげと、深

く感謝を申し上げるところでございます。 

  ソフト事業といたしましても、上士幌の健やかな育ちの制定、学力向上対策、生涯学

習の推進、上士幌高校の２間口確保に向けた振興会対策などの取り組みもありました。 

  現場の先生方のご苦労も多くあったと思いますが、上士幌の子供たちも確実に、そし

て心身とも健康に育ちつつあると思っております。 

  これらの事業に携わった吉川元教育長、江波戸前教育長、馬場教育長を初め、職員の

皆様の地道な努力に感謝するとともに、理事者を初め議会の皆様方のご指導、ご支援に

対し、重ねてお礼を申し上げます。 

  教育委員会は、創造的で人間性豊かな人材を育成するため、生涯学習の推進を初め教

育、文化、スポーツの振興等など、幅広い分野において教育行政を一体的に推進してい

く役割を担っているところでもあります。これらのまちづくりに欠かせない人材育成の

源でもあります。 

上士幌の全ては子供たちのために、また生涯学習の推進を含めた社会教育にも、今後

とも変わらぬお力添えをお願い申し上げ、最後になりましたが、今後ますますの本町の

ご発展と議員の皆様のご健勝を心からご祈念申し上げまして、長い間お世話になったお

礼の言葉とさせていただきます。 

本当に長い間ありがとうございました。 

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

◎閉会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上をもって、本定例会の会議に付された案件の審議は全て終

了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  平成25年第５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。 
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  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９月３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25年第５回上士幌町議会定例会を閉会いたします。 

（午前１１時３７分） 
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