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平成 ２５ 年  第 ７ 回  上 士 幌 町 議 会  定 例 会  会 議 録 

招 集 年 月 日  平成 ２５ 年 １２ 月 １０ 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 会 平成２５年１２月１０日 午前１０時００分 議 長 杉 山 幸 昭

散 会 平成２５年１２月１０日 午後 ４時０１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 ７番  角 田 久 和  議 員 ８番  山 本 和 子  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 西 田 英 豊 

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   
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平 成 ２ ５ 年 第 ７ 回 上 士 幌 町 議 会 定 例 会  

 

議 事 日 程（第１号） 

 

平成２５年１２月１０日（火曜日） 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定について 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 所管事務調査報告 産業経済建設常任委員会調査報告 

               公共工事の調査に関すること 

日程第 ５ 意見書案第２６号 利用者本位の持続可能な介護保険制度の確立を求める意 

               見書の提出について 

日程第 ６ 意見書案第２７号 平成２６年度畜産物価格決定等に関する要望意見書の提 

               出について 

日程第 ７ 意見書案第２８号 日本型直接支払制度の創設及び経営所得安定対策等の見 

               直しに関する要望意見書の提出について 

日程第 ８ 一般質問 

日程第 ９ 報 告 第 ５号 専決処分の報告について 

日程第１０ 議 案 第６３号 上士幌町釣魚等制限条例の一部を改正する条例の制定に 

               ついて 

日程第１１ 議 案 第６４号 町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１２ 議 案 第６５号 北十勝障害程度区分認定審査会規約の変更について 

日程第１３ 議 案 第６６号 公の施設に係る指定管理者の指定について 

日程第１４ 議 案 第６７号 平成２５年度上士幌町一般会計補正予算（第９号） 

日程第１５ 議 案 第６８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３号） 

日程第１６ 議 案 第６９号 平成２５年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第５ 

               号） 

日程第１７ 議 案 第７０号 平成２５年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算 

               （第１号） 

日程第１８ 議 案 第７１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２号） 

日程第１９ 議 案 第７２号 平成２５年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第３ 

               号） 
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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７回上士幌町議会定例会を開会いた

します。 

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

ております。 

（午前１０時００分） 

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

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

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

◎議会運営委員会の報告 

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

  議会運営委員長、渡部信一議員。 

○議会運営委員長（渡部信一議員） 議会運営委員会よりご報告申し上げます。 

  議会運営委員会は、12月６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、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たことについてご報告申し上げます。 

  １点目は、教育委員長から就任の挨拶を行いたい旨の申し出がありましたので、日程

第１の前に議長発議をもって許可することとします。 

  ２点目は、日程第14、議案第67号から日程第19、議案第72号までの平成25年度上士幌

町一般会計補正予算並びに５特別会計補正予算は、６会計を一括上程及び質疑を行い、

議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

◎教育委員長就任挨拶 

○議長（杉山幸昭議長） ここで、10月１日付をもって選任されました西田英豊教育委員

長から就任挨拶の申し出がございますので、発言を許します。 
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  教育委員長、西田英豊君。 

○西田英豊教育委員会教育委員長 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、上士幌町教育委員会教育委員長就任に当たり、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。 

  去る10月１日に開催されました第11回教育委員会において、委員長に選任されました

西田英豊でございます。昨年度スタートしました上士幌町第７期社会教育中期計画「学

び響き逢うまち」において設定されました「上士幌の大地をしっかりとふみしめ、きび

しい自然に耐え、豊かな明日の郷土をつくる人」を教育の基本目標とし、「健康で明る

く、知性にとみ、自主的で郷土を愛するたくましい子」を育てることを学校教育目標、

また、「豊かな心情と健康なからだをもち、自らを高め、住みよい郷土をつくりだす

人」づくりを社会教育目標として掲げ、「かみしほろの健やかな育ち」の理念の普及に

努め、地域、町民とともに歩み、信頼される教育委員会の環境づくりのために、浅学非

才の身ではありますが、職責を果たすよう努力をいたすつもりでおりますので、今後と

も町議会議員の皆様並びに町民の皆様のご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げまし

て、教育委員長就任のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。（拍

手） 

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

◎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７番、角田久和議

員、８番、山本和子議員を指名いたします。 

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

◎会期の決定について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から12月20日までの11日間といたしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から12月20日までの11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。 
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 ────────────────────────────────────── 

◎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９月１日から平成25年11月30日までの間の議会の諸会議等につい

て報告書を配付しております。内容等の朗読は省略いたします。 

  以上が諸般の報告であります。 

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

いたします。 

  これをもって諸般の報告を終わります。 

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

◎所管事務調査報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第４、所管事務調査報告、公共工事の調査に関することを

議題といたします。 

  産業経済建設常任委員会が閉会中も調査を行ってまいりました所管事務調査、公共工

事の調査に関することについて、会議規則第77条の規定により報告書の提出がございま

したので、委員長の報告を求めます。 

  産業経済建設常任委員会委員長、角田久和議員。 

○産業経済建設常任委員長（角田久和議員） 毎年実施しております公共工事の所管事務

調査について、産業経済建設常任委員会と総務文教厚生常任委員会の皆さんの参加をい

ただき、公開で実施しましたので、ご報告いたします。 

  調査事項ですが、公共工事の調査に関することであります。平成25年９月17日承認議

決。 

  調査年月日は、平成25年10月22日、11月８日、計２回であります。 

  調査地は、委員会室及び町内一円であります。 

  説明員及び随行員は、建設課からは尾形課長、山崎主査、羽田野主査、杉森主査、農

林課からは松岡課長、菅野主幹、巴主任の協力をいただきました。 

  現地調査工事名等につきましては、１、北門地区農道改良舗装第１から４工区工事、

２、上士幌浄水場建設工事（建築土木・電気機械工事）、３、上士幌小学校校舎改修工

事、４、小学校野外遊具新設及び修繕工事、５、上士幌小学校水泳プール外壁塗装工事、

６、上士幌中学校グラウンド整備工事であります。 

  調査結果の詳細につきましては、お手元に配付の報告書のとおりですが、ごらんいた

だきたいと思います。 
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  平成25年度の調査は、平成25年度発注の公共工事のうち、６件の公共工事の進捗状況

及び完成現場を調査しております。調査した６件の工事については、現地において担当

職員より工事の内容、施工状況等の説明を受け、調査の結果、工事全体としては良好で

した。当初計画に基づき、順調に工事が完了または進捗していることを参加者全員の確

認をいただきました。 

  今後におきましても、産業経済建設常任委員会の所管事務調査として公共工事の調査

に取り組んでいきたいと思います。 

  以上、公共工事の調査報告といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりましたが、所管事務調査報告に対する質

疑は、議会運用例第96条の４の規定により省略いたします。 

  産業経済建設常任委員会の所管事務調査報告、公共工事の調査に関することについて

は、委員長の報告をもって報告済みといたします。 

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

◎意見書案第２６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第５、意見書案第26号利用者本位の持続可能な介護保険制

度の確立を求める意見書の提出についてを議題といたします。 

  意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である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26号利用者本位の持続可能

な介護保険制度の確立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審議をいただき、議会運営委員

全員の賛同を賜り、私が提案するものであります。 

  急激に進展する少子・高齢化社会にあって、持続可能な社会保障制度の確立は 重要

課題であります。しかし、その財源の確保は消費税の引き上げによる社会保障と税の一

体改革を行い、その財源の全てを社会保障の充実に充てるとしていたものであります。 

  政府は、社会保障制度改革国民会議の提言を受け、持続可能な社会保障制度の確立を

図るための改革の推進に関する法律案（プログラム法案）を国会に提出いたしました。

同法案では、介護保険制度について、要支援者に対する介護予防給付を市町村が実施す

る地域支援事業の形に見直すことや、一定以上の所得のある利用者の負担引き上げなど

を盛り込んだ介護保険法改正案を平成26年通常国会に提出を目指すとしています。 
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  少子・高齢化が進展する中、社会保障の機能強化に向けた財源やサービス提供の体制

の確保が一層重要となっています。高齢者が住みなれた地域で生活できる仕組みづくり

と介護労働者が安心して働き続けられるよう、以下６点について強く要望するものであ

ります。 

  １、要支援者を新しい総合事業に移行することは、社会保険の基本的な制度である個

人給付を大きく変容させるものであり、また、給付水準や負担額の格差が自治体の財政

力などによって今まで以上に拡大するおそれがあることや、介護サービスの安定供給に

懸念があるため、現行の予防給付を維持すること。 

  ２、予防給付は、介護の重度化防止という観点から有効であり、自立支援効果の期待

できる予防給付が行われるようケアマネジメントを強化すること。 

  ３、一定所得以上者の介護保険利用料２割負担は、引き上げによって大きな影響が生

じることから、基準の設定については長期的・持続的負担となることを考慮した所得要

件とすること。 

  ４、特別養護老人ホームにおける補足給付の支給要件に資産を追加する際には、実態

を把握した上で資産捕捉の確実性や公平性の確保、さらには保険者における事業負担を

十分に考慮し、検討すること。 

  ５、介護人材の確保は介護サービスを提供するための基礎的な基盤であることから、

働き続けることができるよう介護労働者を安定的に確保するためのロードマップを示し、

処遇改善及び人材育成・確保への財政措置を含めた施策を講じすること。 

  ６、地域包括ケアシステムの推進に当たって、24時間定期巡回・随時対応サービスや

小規模多機能サービスの現状を検証し、改定・改善策を進めること。 

  以上、要望するものであります。 

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

だきますようお願いいたします。 

  以上をもって、意見書案第26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26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26号の採決を行い
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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26号は原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第２７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第６、意見書案第27号平成26年度畜産物価格決定等に関す

る要望意見書の提出についてを議題といたします。 

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

明を求めます。 

  ６番、佐々木守議員。 

○６番（佐々木 守議員） ただいま上程されました意見書案第27号平成26年度畜産物価

格決定等に関する要望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、上士幌町農民同盟の要請を受けて、私が提案者となって

提出し、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、毎年度畜産物価格決定等に関する意見書を議員各位のご理解のもと、毎年提案

をし、可決決定をいただいていることを申し添えておきます。 

  内容については、本町の基幹産業である酪農畜産に関する内容なので、意見書案を朗

読し、提案説明といたします。 

  北海道の酪農・畜産は、厳しい気候・地理的条件の下で、専業経営を主体に展開し、

安全・安心な畜産物を供給するとともに、国土・環境保全など多面的機能の発揮に重要

な役割を果たしており、また、乳業など関連企業とともに地域経済・社会・雇用等を支

える基幹産業として重要な役割を果たしています。 

  こうしたもと、国は「攻めの農林水産業」など農業・農村の発展と所得倍増などを目

指し、各種施策の実施や検討がなされています。 

  しかしながら、酪農・畜産の経営をめぐっては、長引く畜産物需要の減少と価格の低

迷と生産コストの増大による経営の悪化と、生産基盤の縮小など危機的な状況に瀕して

います。 

  加えて、日本が例外なき関税撤廃を原則とするＴＰＰ交渉に参加したことから、酪

農・畜産農家は迫りくる市場開放の動きに大変な不安と危機感を抱いています。 
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  つきましては、国民の基礎的食料の安定供給及び地域経済・社会を支える酪農・畜産

の持続的な発展と家族経営体を核とする多様な担い手の育成と経営の安定に向けて、あ

すにつながる26年度畜産物価格の決定と総合的な酪農・畜産政策を推進されるよう、下

記の事項を添えて強く要望いたします。 

  記。 

  １、例外なき関税撤廃を原則とするＴＰＰ協定交渉において、農産物重要５品目など

の「聖域」を守るとした国会決議を断固堅持するとともに、それができないと判断した

場合は、交渉から脱退すること。 

  あわせて、日豪などＥＰＡ／ＦＴＡ交渉において、我が国の基礎的食料である乳製品

や牛肉、米、小麦、でん粉、砂糖等の重要品目を関税撤廃の対象から除外するなど、現

行の国境措置を維持すること。 

  ２、平成26年度加工原料乳生産者補給金単価については、配合飼料価格や燃油価格の

上昇、電気料金の値上げなど生乳の生産コストの実態を十分に踏まえ、かつ適正な家族

労働報酬が得られるよう、算定方法の弾力的な運用・見直しを図り、再生産確保と経営

の安定に資する単価水準に引き上げること。 

  また、限度数量については、国産乳製品の安定供給・需要の確保に向けた生乳生産基

盤の維持・拡大の観点に立って、適正な水準を確保すること。 

  ３、平成26年度の牛肉及び豚肉の安定価格、肉用子牛保証基準価格等については、配

合飼料価格の高騰など畜種ごとの生産コストの実態を適切に反映し、畜産経営の安定と

再生産の確保が図られる水準に引き上げること。 

  ４、多種多様な畜産経営において、政策価格だけでは経営安定を図ることは困難なこ

とから、現行の酪農経営安定対策や肉用牛・養豚経営安定対策等について充実・強化を

図ること。 

  ５、自給飼料基盤に立脚した酪農・畜産経営を加速的に推進する観点から、地域の特

性を踏まえた自給飼料増産対策を推進すること。あわせて、配合飼料価格安定制度の再

構築を図ること。 

  ６、家族酪農経営における専従者の労働軽減や休日の確保、地域での雇用創出や担い

手育成強化などの観点から、傷病時利用事業の継続拡充や、専任ヘルパー要員の確保・

育成・定着への支援など、酪農ヘルパー利用組合の円滑な運営を図るための支援事業を

継続強化すること。 

  ７、意欲ある酪農・畜産の担い手が、安全・良質な畜産物の安定供給と多面的機能の

発揮に向け、安心して経営に取り組めるよう、再生産の確保と所得の安定を図る新たな
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直接支払制度・経営所得安定対策を確立すること。 

  以上の内容となっております。 

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

だきますようお願いをいたします。 

  以上をもって、意見書案第27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27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27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27号は原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第２８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28号日本型直接支払制度の創設及び経営

所得安定対策等の見直しに関する要望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３番、山本弘一議員から提案理由の説

明を求めます。 

  ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） ただいま上程されました意見書案第28号日本型直接支払制度の

創設及び経営安定対策等の見直しに関する要望意見書の提出についての提案理由につい

てご説明を申し上げます。 

  この意見書につきましては、上士幌町農民同盟から要請があり、さきの議会運営委員

会において、議会運営委員全員のご賛同を得まして、私が提案者となった次第でありま

す。 

  今回、政府が示した農政改革におきまして、農業・農村が果たしている多面的機能に

対する支払制度が創設されたことは、環境保全や地域政策を重視する世界的な農政の潮



 

－12－ 

流に即したものでございます。しかし、地域共同活動の交付要件、地方自治体の財政負

担、都府県に比べて低い北海道の交付単価などの課題も残されており、新年の通常国会

での法制化に向けて、より一層の拡充が求められています。 

  一方、経営所得安定対策及び生産調整見直しでは、５年後の生産数量目標の配分廃止

を初め、米直接支払交付金の大幅削減、米価変動補塡交付金の廃止など強行され、生産

現場に大きな混乱をもたらしています。今回の見直しは関税撤廃を原則とするＴＰＰ交

渉の年内妥結を前提とし、生産現場の実態や米計画生産の達成状況などが反映されてお

らず、生産者の不安を招いております。 

  価格と需給安定のかなめとなる米直接支払交付金の半減は、米価暴落などで米の安定

供給を危うくし、本道など主業的な水田農家の所得減少を招くとともに、十勝において

畑作農家にも多大な影響を与え、地域経済や関連産業等にも極めて深刻な打撃を与える

ことが危惧されます。 

  農業・農村地域の担い手である家族農業経営が将来にわたり安心して営農が続けられ

るよう、下記事項について十分配慮するよう求めます。 

  １、日本型直接支払（多面的機能支払）制度における、地方自治体の財政負担を改め、

全額国費で実施すること。 

  ２、我が国の水田農業の持続的発展を期すため、米の適切な国境措置の堅持、国によ

る需給調整の実施、水田農家の所得確保などに十分配慮すること。 

  ３、国民の主食である米の価格と需給の安定を図るため、主要食糧法の趣旨を踏まえ、

生産調整など適切な需給調整対策の実施などの政府責任を果たすこと。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提案するものであります。 

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

きますようお願いいたします。 

  以上をもちまして、意見書案第28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28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28号の採決を行い

ます。 
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  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28号は原案のとおり可決されました。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで暫時休憩いたします。 

（午前１０時３３分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時３３分） 

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

◎一般質問 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第８、一般質問を行います。 

  一般質問は、３名の議員からお手元に配付のとおり通告を受けております。 

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

いたします。 

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

◇ 山 本 裕 吾 議員 

○議長（杉山幸昭議長） それでは、順次発言を許します。 

  ９番、山本裕吾議員。 

○９番（山本裕吾議員） それでは、私から、大型用地、町内の未使用施設の現況と今後

の方向性についてお尋ねをします。 

  今日、我が町上士幌は広大な大地と自然豊かな環境に恵まれ、先人のたゆまぬ努力と

幾多の創意工夫により築かれ、導かれ、歩んでまいりました。そういった中、未来に向

かって本町の総合計画のもと、子育て施設、生涯学習施設、消防庁舎等、公共施設の改

築計画が進んでおります。一方、町内には旧西保育所や学校統合後の施設、あるいは旧

苗畑、黒石平に保有する大型用地の今後のあり方については、有効利用事業者の全国公

募等取り組みは行ってまいりましたが、いまだ憂慮されているところであります。 

  総体的なまちづくりの観点から、公共施設の新たな適正配置を含め後世に受け継ぐべ

く、さらなる議論展開を深めていく必要があると考えます。 

  そこで、次の点についてお尋ねします。 

  町保有の未利用施設、大型用地の今後の利活用についてをお伺いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 
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○竹中 貢町長 大型用地、町内未使用施設の現況と今後の方向性について、山本裕吾議

員の質問にお答えいたします。 

  町におきましては、公共施設の改築等に向けた検討と並行し、閉校いたしました学校

跡地施設や旧苗畑跡地の有効な利活用、さらには未利用・低利用公共用地の現況と利用

方策などにつきまして、庁内の関係課部局による検討委員会を設置し、その検討を進め

てきているところであります。 

  こうした中、学校跡施設等の公共施設や大型遊休地の利用については、町広報紙やイ

ンターネット、企業へのダイレクトメール等を媒介に町内及び全国的に公募、ＰＲ活動

を展開してきております。適時問い合わせや現地調査等の関心も寄せられていますが、

これまで具体的になったのは旧東居辺小学校で、町内の養蜂業者と賃貸契約を結び、こ

とし４月から施設が活用されております。また、旧水耕関連施設用地と旧太陽光発電跡

地には、国が進める再生エネルギー政策のもとで、新たに 大出力毎時0.55メガワット

の規模の発電会社を誘致し、ことし４月に稼働が開始されているところであります。 

  旧上音更小学校につきましては、現在利活用に関心を示しております会社が諸環境の

確認中であります。旧苗畑跡地についても、時折照会がありますが、具体化には至って

おりません。町民からは、植樹などで環境保全や憩いの場としての利活用などの提案も

ありますが、引き続き有効な利活用に向けた検討とＰＲ活動を行ってまいります。 

  現在、内閣府の特定地域再生計画策定事業により、公共施設の再編・改築を含む、少

子・高齢社会に対応するコンパクトな町なかの再編計画を立てているところであります。

この中でも、町なかにおける公共・民間の空き地や空き家も調査しており、20年、30年

先を見据えた公共施設及び町並みの形成について検討しておりますので、ご指摘の旧西

保育所やその他の未利用地についても一定の方針をお示しすることができると考えてお

ります。 

  また、黒石平用地については、大雪山国立公園エリアに位置していることから、特に

自然環境への十分な配慮のもと、あせることなく中長期の展望を持って、有効な活用方

策を模索してまいります。 

○議長（杉山幸昭議長） 山本裕吾議員。 

○９番（山本裕吾議員） まず、冒頭に申し上げました大型用地の件からお尋ねをしたい

と思いますが、何といっても旧苗畑営林署、現森林管理署ですけれども、私も子供のこ

ろ、そばだったものですから、この北側のほうに作業道路があって、南側のほうに整然

といろいろな樹種の苗が育てられていたことを記憶しております。この近辺も、国有林

も含めて、およそ20年以上前は国のほうも植林に関してはかなり力が入っておるように
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記憶しておりますし、林業作業者の方では月にもう、この植林、育林だけでも請負で50

万を下らないくらい仕事をされていたということも私も記憶しております。 

  そういった中、国の方向性なのか何なのか、 近植林のことに対しては非常に希薄に

なったとしか言いようがないような感じで、道内にも36件の育苗業者があるらしいです

けれども、それでもなかなか植林が追いつかない状況だと、こんなふうに思っておりま

す。 

  そんな中で、この土地を我が町が購入されたわけでございますけれども、よかったこ

とはやはりいち早く竹中町長が、約５年置きほどに苗畑の南側が大水が出て、かなり水

害がありまして、私も父祖の代から聞いていましたけれども、かなり昔はもう池ができ

るくらい水が出ていたと、こちらの木工所のほうも含めて、旧駅舎のところも含めてね。

これをいち早く竹中町長は手をつけていただいて、暗渠を整備等やっていただいて、ま

た雑木等もいち早く整理していただく、これはもう本当高く評価をさせていただきたい

と、こんなふうに思っておりますが、もう一方では、他方では国の用地の件について、

用地といったことで長年町なかで南北に分断されていたということも、これは紛れもな

い事実でありまして、これの活用のあり方として、まずは真ん中に南北に道路でも新設

して、先ほど冒頭で申し上げて質問させてもらったように、新たなまちづくりの展開と

して本町の町なかの絵図面というものを新しくまた描き直すことが必要でないかなと、

こんなふうに思っておりますけれども、まずはこの大型用地の件について、今まで企業

誘致等、ＰＲ等されてきたとご答弁でございましたけれども、その辺も含めてご見解を

賜りたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今の用地の取得後の話もありましたけれども、もう一度、用地の取得に

ついての経過を確認しておきたいなと、そんなふうに思います。かなり以前から国有林

の立場では、育苗のほうを終了したということから、国の財産処分ということで幾度と

なく入札や、あるいは町に打診をしてきたという経緯もございました。町としても、か

ねてから町なかの大きな施設ということで、別に私の町長以前から関心を持たれていた

んでありますけれども、まず、料金面で折り合いがなかなかつかなかったというような

ことも聞いております。私のほうになりまして、かなり財務省の関係から林野地の林野

の財産について、国の財源確保の観点からも処分をするようにという強い指導があった

というふうにお聞きしておりますけれども、それらを踏まえて、地元の営林署としても

競売にかけるような、そのような対応もしてきたところであります。 

  そういった過程の中で、常に町に対しても優先的にそういった打診があったわけであ
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りますけれども、町としてはなかなか、あの跡地の利用も含めてそう簡単にいかないと

いうことで平行線をたどってきたわけでありますけれども、いよいよ詰まってきた１つ

が、民間の町外でありますけれども土木関係のところがかなり関心を持っているという

話が出てまいりました。そこでは、資材置き場だとか、あるいは砂利の置き場だとか、

そのようなことを計画されているというお話がありました。もう一つは、いろいろ町内

で行方不明だとか、そのような事故があったときに、あの場所が常に捜索の大きなポイ

ントの一つになって、非常にうっそうとした状況については町民が非常に不安な状況で

もあったということありましたですね。 

  もう一つには、今お話しあったように災害において、あれからの南のほうの団地が地

下における浸水だとか、もうそういった災害も起きていたりということがありました。

これらを含めて、いよいよ対応しなければまずいというような判断から、あわせて、近

隣は当時移住定住という政策のほうもありましたけれども、決断をさせていただいたと

いうことであります。 

  まず、課題となっておりました災害時の大雨のときの災害防止のための明渠とそれか

ら雑木と、それからうっそうとした状況を改善すべく整地をさせていただきました。随

分すっきりとして、あの後いろいろ不安もありましたけれども、相当の過去に行方不明

になった方々がひょっとするとというような話もありましたけれども、幸いなことにそ

のようなこともなく済んだわけでありますけれども、そういったことから今一望できる

ようになりましたし、いろいろな不審の解消だとか、そういう意味では改善をされてき

ているなというふうに思っています。 

  今もあれだけの１枚の土地があるということについては、これを有効に活用できる方

法がないものか、町内だけではなかなか難しいということもあって、町外も含めて情報

発信をさせていただきました。直近では、特に太陽光の発電の場所として数社関心を持

たれたのでありますけれども、それらについては北海道電力のほうの電力を受けるキャ

パがないと、容量がないというようなことから断念したという経過がありますが、この

不動産の関係の利活用については時の経済とも密接に関連することでありますから、引

き続き経済に結びつくような形であれば もいいなと、こんなふうに思ったりもしてお

りますし、それから、あの地域を町民が何らかの形で利活用することもできないのかと、

そんなことも今先ほど答弁でも申し上げたように提案をさせていただいて、そういう声

も聞いております。カラマツ等の結構しっかりしたものもありますから、それらについ

ての整理をして、もっと環境のいいようにしたらどうだろうと、そんなようなお話も聞

いております。 
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  今お話しされました南北に道路ということでありますけれども、町全体の計画が今、

内閣府の事業の中でやる少子・高齢化の時代の中における町の再整備、今までは人口の

増とそれから世帯の増にあわせて町がどんどん広がっていきました。住宅が郊外のほう

までどんどん延びていったわけでありますけれども、これからどんな雇出しても人口が

なかなかふえるということは想定しづらいということでありますし、高齢化が進んでく

るということがあります。そういった意味で、町民がこの町で安心して買い物ができた

り、あるいは文化活動やスポーツ活動ができるための、そのような町の再編が今必要だ

ということで今整備しておりますけれども、そういった視点から見たときに、あの場所

が果たしてどのように利活用されるのかというのはよくよく考えてみる必要があるだろ

うなというふうに思っております。 

  いわゆる、膨らんでいった、肥大化していった町並みをもう一回スリム化するという

大きな流れを今考えておりますので、そういった観点からいくと、やや郊外に位置する

あの場所について果たしてどのような形がいいのかというのは、これからも議員含めて、

よくよく議論を深めた上でいろいろな利活用について考えていく必要があるかなと、そ

んなふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 山本裕吾議員。 

○９番（山本裕吾議員） 今、町長から今後の産業というか、それに結びつく活用という

ことでおっしゃられましたけれども、早速お言葉をおかりするようですけれども、ご提

案をちょっとさせていただきたいと思います。まず、基本的には先ほど申し上げている

苗畑事業をもう一度町でやられたらどうかなということですね。本町も町有林が膨大に

ありますので、昨年から商工会、町とバルーンスタンプ組合と林業対策協議会と共同で

やっている植林等もありますし、まずその検討をされたらどうか。 

  それと、何といっても、きょう折しも道産材チップの追い風と道新にきょう出ていま

して、私も思わず目をみはったわけですけれども、やはりこの間、先月の末でしたか、

27日だったか28日でしたか、町でこの木質バイオマスの件について協議会が立ち上がっ

て、関係者がまた再び下川町に訪れている。６年前に町長にご同行いただいて私も下川

町を訪れたわけでございますけれども。何といっても化石燃料のこれからの高騰も懸念

される中、かつての農業に次ぐ基幹産業であった林業でございますので、膨大な国有林

もまだまだ育成林とはいえ、林地残材等と、要するに木を切った後の不用な材木、これ

をやはり活用する手はないんじゃないかと。町長がもう先頭になってこの件については

協議会を立ち上げられて、今始まったわけでございますから、よりよき結果をもたらせ

ることでないかなと、私はそう信じておりますけれども。 
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  そういうようなことで、これは燃料に限らず、畜産業の敷きわら等にも使われており

ますので、多方面にわたってのいわば６次産業に近いぐらいな事業だと私は思っていま

すので、この辺はひとつしっかりと事業を進めていただきたいですし、それともう一つ

は、先ほどちょっと町長もお触れになっていました。もしこのような状況に至らないと

いう状況であれば、もう一つの考え方としてはやっぱり町民の憩いの場としての遊歩道

だとか、あるいは野菜畑なんかを分譲した、そういうようなものを町民に場所としてご

提供申し上げてコミュニティーの場にする。あるいは、小学校、高校が近いですし、当

町のテニスコートも老朽化しておりますので、そういったスポーツ施設を半分だけ使っ

て、半分はそういう野菜畑をするとか、いろいろな方法があるんでないかと思います。 

  そういったことを含めて、いろいろな考え方が用いられるかと思いますので、殊に先

ほど冒頭に申し上げた苗畑事業ですと若干の雇用に結びつくんでないかと。日銭で

3,000円あるいは2,000円であっても、おかずの１つや２つ買える、労働に意欲を出して

１日の疲れを夜癒せると、そういったやはり高齢者とか、あるいはそういう林業経験者

の知恵の活用ということも結びつくんでないかと思いますので、これは生涯学習的観点

ですから、どうぞひとつ、新しい委員長もひとつ頑張ってお願いしたいと思います。 

  そういったわけで、方法論をご提案させていただきたいと思います。きょうはちょっ

ともう11時に近いので、短くという話もありますが、端的に町長のほうからもご答弁い

ただきたいと思いますが。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今何点かご提案いただきました。それらも検討の材料にさせていただき

たいというふうに思いますが、せっかくのあれだけの用地でありますので、本当に新た

な、何といいますか、活用が町民にとってもいいなと思えるような、そのような内容に

しなきゃならないと、そんなふうに思っております。苗畑の件だとか野菜の件だとか、

いろいろありますけれども、見通しがしっかり立つのかどうかということだとか、ある

いはそこにどんな意味づけや価値づけをしていくのかだとか、そのようなことを考えて

いきたいなと。 

  いずれにしても、拙速にする必要ないだろうと、不動産ですから、別に逃げもしない

し、荒れ野については場合によっては魅力を感じてくれる人もいるかもわかりません。

いろいろアンテナを張りながら、そしてまた町民の意見を聞きながら、いいなと思える

ようなことを模索していきたいと、そんなふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 山本裕吾議員。 

○９番（山本裕吾議員） 次に、学校施設のお話をちょっとさせていただきたいと思いま
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すが、先ほど町長のご答弁にあったように旧東居辺小学校については、地元の業者が多

角的な面も含めて入られて活用していただいているわけでございます。昨年の９月の定

例会の折に、静岡県の島田市のスポーツ合宿の話を町長にお尋ねしているわけでござい

ますけれども、ことしは隣町の士幌町が全日本の女子バレーチームがスポーツ合宿とい

いますか、誘致されて行っているところでございまして、今後いろいろご論議で来年閉

校されるであろう北居辺小学校のありようについても新しい展開が今出てきているとい

うお話でございますが、上音更にいたしましてもこれから統廃校が進む中で、やはり短

期ステイ、町長がやられておられる移住、定住、居住の部分で短期ステイですね、この

意味でもやはりもう一回申し上げておきますが、島田市では旅費の5,000円の補助、そ

して滞在費１人2,000円と、こういうことでなっておりますので、こういう検討も含め

て、ぜひとも中央に行った折あるいはいろいろな会議等の折、うちの魅力を十二分にＰ

Ｒしていただきまして、短期的にも町においでいただくようにひとつご努力いただきた

いなと、こんなふうに思っております。 

  それと、学校施設の次に旧西保育所の件ですが、これは今月の１日でしたか、私は静

岡県の菊川市にちょっと参っていたわけでございますけれども、ここでコミュニティ協

議会というのをやっているという、市長にちょっとお尋ねして調べさせていただきまし

た。このコミュニティ協議会というのは、自治会のいわゆる町内会の活動とは別にお祭

りだとかスポーツだとか、こういったものを自治会組織とは別に、町内会長さんの組織

とは別につくってやられているんですね。しかも、この協議会が立ち上がることによっ

て各地区６地区でしたか、ありますけれども、市に申請すれば100万程度の補助が出て

くるそうです。 

  これは、やはり町長が長年推し進められてきた生涯学習的な観点から、町内の活動を

活発にして、あるいは西保育所が活動の拠点となり得る先見例になるとすれば、やはり

コミュニティー施設として改築して、避難場所だとか、あるいは今申し上げたコミュニ

ティー、町内会の有効な活動ができるような拠点にするべく、まず実験的といったらご

無礼ですけれども、そういうような形の施設の方向性はどうなのか、そういうような形

も私はご提案しておきたいと思いますけれども。 

  以上、学校施設と西保育所の件についてお尋ねします。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで15分間休憩といたします。 

  再開は、５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前１０時５８分） 

 ────────────────────────────────────── 
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○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１０分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 休憩前の質問にお答えさせていただきます。 

  学校跡地の利用あるいは施設の利用についてでありますけれども、遊休地の利活用も、

これももちろん課題でありますけれども、もっとやっぱり急がなければならないのは施

設のほうの利活用なんですね。特に、施設関係については利用しないと非常に劣化が進

むということなので、特に廃校になった後なんかについては、できるだけ早く新しい利

活用者を求めて、そして有効に活用してほしいなと、そんな思いを強く持って積極的に

誘致活動あるいは情報提供をしているということであります。 

  今のところ、上音更については調査をする、会社が今冬の間調査しているところであ

りますけれども、北居辺小学校についても地元のほうからは閉校後時間を置くのではな

く、できるだけ早く新しい利活用があるといいなと、それは地域のまた活力といいます

か、物によってはコミュニティーのまた拠点になる可能性もある、そんなことを含めて

相談を受けているところでもありますし、新しいうちにできるだけ新鮮なうちに利活用

してもらいたいと、その情報提供等は積極的にやっていきたいなと、そう思っておりま

す。 

  北居辺なんかについても、今、公共施設の利用の関係で町としても誘致の手を挙げて

おりますけれども、なかなか厳しい状況にもございます。いずれにしても、あきらめる

ことなく積極的に進めてまいりたいというふうに思います。 

  それから、西保育所の関係の話で地域のコミュニティーの拠点としてどうなんだろう

とお話がありました、まちづくりの協議会のお話がありましたけれども、町としてもま

ちづくり支援事業ということで地域住民が活動するために、ただ自分たちの財源だけで

はなかなか難しいと、そういったときに町としても支援をしております。ぜひ、そうい

った活動も利活用してほしいなというふうに思いますが、今、11区のお話でございます。 

  もう一つは、西地区集会所もありますし、それから今の西保育所もあります。施設を

利活用するということになれば、その後のランニングコストの問題だとか、また維持管

理の問題だとか、どうするのかという課題もありますので、地域の方々と十分話し合う

必要があるだろうなというふうにも、活用するとすればやっぱり日常的にそこでいろい

ろなコミュニティーとしての活動が展開されるような、そのようなことがなされること

が大事なんだろうなというふうに思いますが、このことについてはこれから特に高齢化
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が進む中で夫婦世帯あるいは独居老人が多くなる中で、非常にそこに住まわれている

方々も隣近所の交流がなければ孤独感だとか、非常に不安が高まってくるということも

ございます。 

  そういった意味では、地域の中でお互いに交流をするということの手立てというのは、

これは必要になってくるだろうというふうに思っていますが、それがそういったあいた

施設が有効なのか、あるいは違った方法がいいのか考える必要があると思いますけれど

も、ただ、今の西保育所の跡でもう一回再生をさせるというのは、相当のまた改築等に

費用もかかる可能性があるなというふうに思っております。果たしてそれが実現可能か

どうかというのはよくよく検討する必要ありますけれども、ただ、今申し上げたように

地域の人方が寄り添って、集まってお茶を飲んだり、健康の話をしたり、近況を話し合

ったりするような、そのようなコミュニティーの場所というのは何らかの場所としては

必要になることはあるなというふうに思っております。 

  これがその地域の中にあればいいのか、今新たには地域密着型のホームも社会福祉協

議会のほうでつくりますし、それから、小規模多機能施設としてデイケアのことだとか、

そのようなことが可能な施設もできることになっております。そういう意味では、足の

確保をすることによってそれが可能になるのかどうか、いろいろな総合的に地域のコミ

ュニティーの確保をどうするかと。特にお年寄りの皆さん方が老後を安心して日々生活

するための手立てを講じるときに、そのような施設も必要かどうかというのは含めて検

討はさせていただきたいというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 山本裕吾議員。 

○９番（山本裕吾議員） 前向きなご答弁を今いただきました。 

  この間、実は本州に行ったときに空港等でお土産等を見ていますと、ホタテのフリッ

ターというのが物すごく売れている、これをいろいろ調べてみると小清水町で古い学校

を２校買い上げて九州の企業がやっているそうなんですね。そういうことやら、あるい

は、この間電車に乗っていますと、旭川市で２億5,000万助成補助してくるから企業来

なさいよなんて中づりもありました。 

  上士幌もことしもあと20日余りで平成25年も暮れるわけでありますけれども、いろい

ろなことが事件・事故ありまして、商店街も非常に厳しい状況というふうに私も含めて

なっております。そういった中、大型用地の活用ですとか、あるいは既存の施設の活用

で企業誘致、雇用の場の確保というのは、こういうものも含めて非常に大事なことでご

ざいますし、ことしはアベノミクス、アベノミクスという話がありましたけれども、東

京では250円の弁当が都心で売られていたんです。これがそうですけれども、何も景気
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が回復しているなんていう実感はありません。 

  うちの町も基幹産業の農業、そして林業、商工観光業含めて、今まで冒頭に質問でさ

せてもらったように歩んでまいりました。どうかひとつ、これらの既存の、大型施設も

購入されたわけでございますし、これから新たな段階を踏み入れるであろう統廃合後の

施設の活用も含めて、雇用の場の確保、そして経済の活性ということを含めて、力強い

ご決意と申しますか、お約束いただけるかどうか分かりませんが、今後の我が町の行く

末に向かってご答弁いただいて、私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 雇用の問題についてはまた別な機会にでも議論をさせていただければな

と、そんなふうに思いますけれども、今の大型施設の用地あるいは未利用施設の現況と

いうことが今回質問の中心になっているということでございますので、それらの視点か

らお答えをさせていただきたいと思いますけれども、いずれにしましても町全体がもう

一回、未利用施設それから遊休施設、そしてまた少子・高齢という時代の流れの中で、

町をどんなふうにして形づくっていくのかというのが今大きなテーマとして内部でも検

討をさせていただいております。 

  遊休地につきましては、今お話あったような、あるいは施設にしてもそうですけれど

も、それだけではなくて、町の真ん中にも町有地あるいは民間の空き地、それから空き

店舗、空き家、こういったことがあるんですね。こういったところの活用というのは非

常にもっと深刻に受けとめていかなければならないというふうに思います。特に、商店

街の関係でも、道路の整備はしましたけれども残念ながら廃業するといった状況がござ

います。しかし、それは１つには近隣に大型店舗が建って、大型スーパーのそういった

ところから競争をする上では非常に厳しい状況になっておりますけれども、地域の中に、

町の中にやっぱり商店はどうしても必要なのであります。 

  特に、お年寄り、高齢になった方々は車で遠くまで移動するというのは非常に厳しい

話でありますから、そういった意味では町内の中にどんなふうにして人が寄り集まって、

そしてお店に行く、あるいはお互いに交流を図って元気に過ごしていくかという、そう

いったまちづくりの大きな変革期に今置かれているということであります。 

  そのために、さまざまな今計画をしているところでありますので、ぜひ、今住まわれ

ている方々、それから新たにこの町で住んでいくためにも将来に向けた構想が実現する

ように、議員の立場からも応援をお願いをしたいなというふうに思いますし、雇用の関

係でありますけれども、これは特に本町の農業、基幹産業であります農林業を中心にし

たそこの産業振興というのが何としても一番大きな経済の母体であるというところを軸
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にしながら、裾野の広い経済活動についてもこれから十分可能性を探る、あるいはいろ

いろな支援策を講じてまいりたいと、そんなふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、９番、山本裕吾議員の一般質問を終わります。 

  暫時休憩します。 

（午前１１時２２分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 再開いたします。 

（午前１１時２２分） 

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

◇ 山 本 和 子 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 私は、大きく３点にわたり一般質問を行います。 

  １点目、生活保護費の削減への影響に対する対応は。 

  ことし８月より生活保護費の扶助費の削減が行われ、保護を受けている多くの方に影

響が出ました。しかし、この生活保護費を基準に決めている各種制度への減免の影響は、

平成25年度は余りありませんでしたが、26年度以降大きく出てきます。例えば、保育料、

就学援助、介護保険料、介護保険利用料の減免、障害者自立支援利用料、国民健康保険

一部負担金の減免、医療費の負担限度額、住民税などなど大きく影響いたします。この

ような制度への影響をどのように把握をしているのか、また、その対応はどうなってい

るのかお聞きいたします。 

  平成26年度における対応につきましては、厚生労働省より来ているのかどうか。また、

非課税の基準となる住民税については、総務省は平成26年度以降の税制改正で検討した

いとしていたが、具体的に情報が来ているのか。国からの指示等があれば、そのことを

優先すべきですが、もう既に予算編成に入っており、町独自で判断することも迫られて

いると思います。今までサービスを受けてきた方々が、従来どおりのサービスを受けら

れるようにすべきと思います。具体的な手立てについてお聞きをいたします。 

  ２点目、胃がんをなくすためにピロリ菌検診を。 

  胃がんは、毎年約25万人が発症し、約５万人の方が亡くなっています。このうち、

99％がピロリ菌が関与していると推測されています。このピロリ菌は、５歳ころまでに

口から感染すると考えられていますが、除菌しない限り胃の中からはなくならず胃炎や

胃がんの原因になります。このため、平成25年２月からは、内視鏡検査でピロリ菌感染

胃炎と診断された方は、検査・除菌は保険適用になりました。 
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  しかし、一般的には保険適用にならず、検査方法や除菌方法にもよりますが、１万円

以上かかります。そこで、自治体独自で検査や除菌に全額または一部助成したり、検診

項目に入れている自治体もあります。道内では、３カ所がピロリ菌検診を実施していま

す。また、道も情報提供を行い、除菌を推奨しています。 

  全国的には、青森県西目屋村では胃がん撲滅大作戦と称しまして20歳から49歳の検

査・除菌費用を全額助成、岡山県真庭市ではことし８月から中学校２年、３年生を対象

に無料検査を実施、除菌も助成して自己負担1,000円にしています。また、ユニークな

取り組みでは、長野県飯島町では成人式の参加者に無料で検査を実施し、参加者のほぼ

100％が受診、また、一般向けには平成19年から19歳から69歳を対象に助成しておりま

す。 

  このような情報を知っていても、独自で病院に申し込んだり、また金額も高いことか

ら検査や除菌に足踏みしてしまう方が多いと思います。ぜひ、検診項目に入れて、受け

やすくし、助成の対象にするべきです。 

  ３点目、後期高齢者医療制度の料金引き上げ反対を。 

  後期高齢者医療制度が導入されて６年たち、来年３回目の見直しが行われます。さら

なる料金引き上げになるのではないかと心配されます。年金引き下げ、消費税引き上げ、

その上、病気になっても病院に行けない状況になってしまいます。 

  この制度を運営する北海道連合議会は、独自の予算を持っているわけではありません

ので、北海道や国に対して予算の確保や改悪反対を強く要望することが必要です。 

  １点目、保険料引き上げに反対を。11月８日に開かれた北海道連合議会に、平成26年、

27年度の保険料の試算が示されました。軽減後の平均保険料は年間７万4,675円で、現

行の６万8,720円と比較しますと約11％もふえることになります。道・国に対して、財

政安定化基金を上積みし、保険料の軽減に生かすように要望するべきです。 

  ２点目、特例軽減措置の廃止をやめることを要望すべきです。現在、均等割、１人当

たりの軽減の２割、５割、７割のうち、７割軽減を特別に９割、8.5割軽減にしていま

すが、これを廃止するとしています。今後もこの軽減策を行うよう要望するべきです。 

  ３点目、滞納者への対応について。自治体によりましては、差し押さえや短期保険証

を配付しているところもあります。全ての高齢者にきちんと保険証を届けるべきですが、

上士幌町での状況と対応はどうなっているのか、お聞きをいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 ３点にわたっての質問でありますけれども、お答えさせていただきます。 

  まず、生活保護費削減への影響に対する対応についてであります。 



 

－25－ 

  昨年８月、税と社会保障一体改革法が成立し、あわせて社会保障制度改革推進法が成

立しましたが、その附則の中で生活保護制度の見直しが掲げられました。そして、その

内容として、生活扶助、医療扶助等の給付水準の適正化が明記され、国は生活保護法に

よる保護の基準を一部改正し、平成25年８月１日に生活扶助基準の見直しを行いました。 

  本町に住所のある生活保護受給世帯の保護費の算定は、北海道において個別に決定さ

れておりますので影響につきましては一概に申し上げることはできませんが、高齢者世

帯ではその引き下げ額が抑えられ、子育て世帯では引き下げ額が多くなっております。 

  なお、本町の生活保護受給世帯の状況を見ますと、比較的影響の少ない60歳以上の世

帯が43世帯、影響があると言われている子育て世帯が３世帯となっております。なお、

このたびの生活扶助基準の見直しに伴い、保護が廃止または停止となった世帯はありま

せんでした。 

  １点目の生活扶助基準の見直しに伴う他制度に生じる影響についてのご質問でござい

ますが、対象者や金額の設定に生活保護基準を参照している制度、例えば保育料、就学

援助、町独自制度における自己負担の免除などにつきましては、本町においては見直し

により保護が廃止または停止となった世帯がなかったため、その影響は生じておりませ

ん。 

  また、介護保険料や介護利用料の負担軽減措置、障害者自立支援利用料、国民健康保

険の一部負担金の減免措置、医療費自己負担限度額など、個人住民税の非課税限度額や

非課税限度額を参照する制度につきましては、平成25年度については影響はありません。 

  ２点目の平成26年度における対応について、厚生労働省から来ているのかというご質

問でございますが、生活扶助基準は住民税非課税限度額の算定、就学援助などさまざま

な制度の基準になっていることから、住民税課税限度額が下がれば非課税とされている

所得者の一部が課税となる影響はあると思われます。国では、住民税の非課税限度額等

については26年度以降の税制改正において対応するとしておりますし、生活扶助基準の

見直しに伴う就学援助、保育料の免除など、他の制度への影響については、それぞれの

制度の趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、できる限りその影響が及ばないよう対応

することを基本的な考え方とするような説明がなされております。 

  いずれにしましても、現時点でまだ税制改正の詳細が示されておりませんので、今後

の国の動向や今後の影響度合いを見据えながら、その生活実態を十分に考慮し、状況に

応じたきめ細やかな支援対応に努めてまいりたいと考えております。 

  次に、胃がんをなくすためにピロリ菌検診をであります。 

  平成24年度における我が国のがん死亡者数のうち、胃がんによるものは肺がんに続き
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２番目に多い状況で、本町におきましても同様の順位となっており、がんの予防や検診

による早期発見、早期治療などの対策が重要であると考えております。 

  現在、胃がんの発生要因につきましては、ヘリコバクター・ピロリ菌の感染が大きく

かかわっていることがわかってきておりますが、一方で、喫煙や塩分の多い食事の摂取

などの生活習慣、ストレスなども原因の一つと考えられているところであります。 

  平成24年６月に改正された国のがん対策推進基本計画では、ピロリ菌の除菌の有用性

について内外の知見をもとに検討するとしており、国でもその効果を認めていると認識

しております。また、道においてもパンフレットによりピロリ菌検査の推奨をしている

ことは承知しております。 

  ご質問のピロリ菌の検査及び除菌費用の助成についてでありますが、胃がん検診につ

きましてはピロリ菌の検査法のほか、エックス線（バリウム）検査、血液検査、内視鏡

検査などの検査方法があります。本町の胃がん検診の方法は、健康増進法に基づき国が

定めるがん検診指針に従って、エックス線（バリウム）による検査を有効なものとして

採用し、実施しております。 

  ピロリ菌は胃がん発症にかかわる要因の一つとして、現在、厚生労働省ではがん検診

のあり方に関する検討会を設置して、市町村で実施する科学的根拠のあるがん検診の方

法等や受診率向上施策などを検討しておりますが、検診指針において除菌が胃がん死亡

率を低下させる効果実証が不十分とされ、個人判断による任意型検診の方法として位置

づけられております。ことし２月からは、内視鏡検診において胃炎の確定診断がなされ

た場合、健康保険を使ってピロリ菌の除菌治療ができるようになりました。 

  そのようなことから、本町におけるピロリ菌の検査及び除菌費用の助成につきまして

は、国の動向を注視しながら胃がん予防対策に取り組んでまいりたいと考えております。 

  なお、胃がんを初め、がん全体の予防対策といたしましては、上士幌町健康増進計画

において検診受診による早期発見、早期治療に努め、重症化予防を図るとともに、がん

発症の原因として関係の深い喫煙や塩分の過剰摂取など生活習慣の改善が重要であると

位置づけて、総合的な予防対策を推進してまいりたいと考えておりますので、ご理解を

いただきたいと存じます。 

  ３点目の後期高齢者医療制度の料金引き上げに反対をという質問であります。 

  平成20年４月から後期高齢者医療制度がスタートして６年がたとうとしております。

ご承知のように、北海道後期高齢者医療制度の保険料率につきましては北海道後期高齢

者医療広域連合が決定することになっており、このたび平成26年、27年度における見直

しが行われることになります。 
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  １点目の道・国に対して財政安定化基金を上積みし、保険料の軽減に生かすよう要望

すべきとのことですが、11月８日に開かれた広域連合議会において示された平成26、27

年度の新保険料率につきましては、現時点での試算によるものであり、今後の状況によ

り大きく変更になること、また、財政安定化基金の活用額につきましても、北海道との

協議において今後変更になる場合があるとの情報を得ております。 

  いずれにしましても、平成26、27年度の北海道後期高齢者医療制度の保険料率は、広

域連合において医療費、被保険者の負担等の状況を鑑み適切に算出されるものと考えて

おります。また、保険料の決定に当たりましては、広域連合議会の議決により条例が改

正されるものであり、道内市町村議会において選挙した市町村長及び市町村議会議員の

代表者が広域連合議会議員になっていますので、広域連合議会においてさまざまな観点

から慎重に審議、決定されるものと考えております。 

  ２点目の今後も保険料軽減の特例措置を行うよう要望すべき、このことについてであ

りますが、現時点では当該特例措置に関して広域連合から正式な通知は来ておりません。

しかしながら、後期高齢者医療制度運営の安定化を図る観点から、全国町村会では本年

度の全国町村長大会において、現行の制度創設後に講じられた保険料の軽減等を継続す

るのであれば、平成26年以降も国の責任において万全の措置を講じることとの要望を採

択しております。 

  また、全国後期高齢者医療広域連合協議会では、本年度、厚生労働省に提出した要望

書の中で、現行制度における保険料軽減措置については、安定化を図る観点から恒久的

な制度とし、財源についてもこれまでと同様、全額国費とすることなどの項目を掲げて

要望しているところであります。 

  ３点目の滞納者への上士幌町での状況と対応についてでありますが、未納者に対して

は督促状の送付や電話による納付依頼、分割納付相談などの対応により滞納額の解消を

図ってきております。現時点におきましては、上士幌町の全ての被保険者に被保険者証

を交付しておりますし、今後も滞納額がふえないよう納付相談を行いながら丁寧な対応

に努めてまいりたいと存じております。 

  以上、お答えといたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 初めに、生活保護費の削減に対する影響について質問いたしま

す。 

  大きく２つに分けて質問したいと思っていますが、まず１つ目は生活保護費を基準に

している実例と、それから非課税から課税になった場合の影響について大きく２つに分
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けて質問したいと思います。 

  １点目のほうの生活保護基準を、例えば就学援助が生保の上士幌は1.3倍と、それに

対する影響はどうかと。この具体的な率がどうのこうのは教育委員会のほうになります

ので、今回はそのことについては質問はいたしません。ただ、影響的にどれくらい影響

が出るんだろうかというのを試算をしてみたんですが、帯広市の例を参考にして約７％

程度が影響を受けるんではないかというふうな情報があり、推定してみました。毎年、

多分小・中合わせて50人くらいが就学援助を受けているかと思うんですが、そうします

と、約三、四人くらいは26年度以降について影響は出るんではないかと、これは私の推

測です。ゼロではないと思います。 

  その点について、教育委員会が率を考えるわけですから、1.3から1.4にするか1.5に

するか、それはまたいずれ質問したいと思うんですが、その前につきまして、例えば予

算上の問題、財源の問題で多分いろいろ苦慮するかと思います。その点について、町長

にお聞きしたいのは、もしそういう場合に就学援助で影響が出るという場合に、生保関

係の1.3、1.4に上げることも、もし教育委員会が判断した場合については財源的にはき

ちんと任せなさいという態度になるのかどうか、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 今の生保の額の基準が変わったということによる影響でありますけれど

も、現状では影響はないということで教育委員会のほうから報告を受けております。 

○議長（杉山幸昭議長） 山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 現状というのは、多分25年度はもちろん影響はないんですよ。

住民税は前年ですので、住民税と変わってくるのは、今年度25年度によって26年度の変

わるので、多分それにより影響が出てくるんではないかというふうに思います。それは

推測ですので、26年度以降も全く影響する方がないんであれば、それはそれとして構い

ませんので、それは今後の課題にしたいと思います。 

  次の質問なんですが、非課税から課税になった場合の対策について質問いたします。 

  いろいろ保育料から介護保険料、利用料の減免、数々あるわけですが、例えば介護保

険料で見ますと非課税世帯が主に中心になっておりますので、非課税段階で見ますと２

と３になると思うんです。その方々がもし課税になった場合については、料金は多少違

いますので月額で言いますと1,570円から3,525円なのか、約２倍以上になるというふう

に私は推測しています。 

  その方々がどれくらい影響が出るかというのは、帯広市の例で言いますと例えば

1.7％くらい影響が出るんではないかと。それでざっと計算しましたら、24年、25年度
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の介護保険料を決めるときの推定の人数を足してみたんですが、それで計算しますと約

40人前後影響が出るんではないかと、これは私の推計ですので、全くゼロではないと思

っています。その方が非課税から課税になって、介護保険料が26年度以降上がるんでは

ないかという、これは私の推測です。それについて、国のほうは何らかの対策をとると

言っていますが、そういう例もあると。 

  それから、それによって、あと非課税から課税になりますとさまざま、医療費の限度

額については普通の料金になります。それも金額を言ったら切りがありませんので、そ

ういう場合に国から来る、いろいろな税制の問題が来るのは来年の３月だと思うんです

よ、多分ね。それまで町は何もしないで様子を見るのかと。介護保険料の徴収は４月か

らもう、４月に多分４、５と払うんだと思うんです、先へ先へと。そうなると、対策を

それまで待つのかどうか、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 課税、非課税の額が変更になるということによって、さまざまな料金設

定に影響するということは想定されます。保育料もその１つでありますし、それから介

護保険料も多分いろいろと関係するということでありますけれども、ただ、今時点で税

制が改正された状況あるいは情報が全く入っていない中で検討するような状況にはなか

なかなっていないということであります。 

  ４月からと言いますけれども、これは１月が一つの基準になっていきますから、12月

の後半から１月にかけていろいろ情報が入ってくるだろうというふうに思いますので、

そういったことを踏まえて、各課にまたがっていく可能性が出てくるわけですね、保育

もそうですし、それから保健福祉の関係だとか、いろいろなところに出てきますので、

そういった意味では全体的にこの費用負担がどうなっていくのか、そしてまた、どんな

ふうにして対応ができるか、できないのかということがありますけれども、町独自にそ

の対応がやってくれというような場面もありますから、それらについてはまた十分検討

していきたいと思いますし、国のほうからもできるだけ影響は少ないようにということ

で、いわゆる自治体の裁量権のあるところもありますので、その辺はそれぞれ個別に判

断をして対応策を決定していくということになろうかと思いますけれども、今時点では

全く情報がありませんので、検討のする状況ではないということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 先ほど、例えば介護保険料の例だけ言ったんですが、例えば障

害者自立支援でしたら非課税世帯の利用料はゼロですね。そうすると、非課税になると

料金がゼロから言ったら何倍と計算できないんですが、もう9,000円だ、３万円だとい
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う負担がふえます。だから、本当に、保育料もそうです。保育料も非課税世帯はちょっ

と料金少ないんですが、それが課税になるといきなりふえると。いろいろなそこそこの

課題は全部料金の変わり方も料金設定もいろいろ課題がありますので、一律ではないと

思います。 

  それから、国のほうから来る税制改正の問題では何が税的に、税ですから介護保険料

は税ではありませんし、どういうふうに来るのか私も全くわかりません。それから、自

立支援の関係についても税ではありませんので、それはわかりません。個別に多分いろ

いろな省のほうから、厚生労働省、総務省から出てくるものかどうか。一般的には、税

制改正は総務省から３月くらいに出るんだろうと思うんです。そうなると、それを待っ

ていては遅いんではないかと。 

  ですから、例えば個別によっては税制改正で補えるものもあるし、例えば個別にやる

課題も出てくると、それを分けなきゃいけないと私は思っています。そのときに、もし

国から来る改正によって救われないことが絶対あります。であれば、みんなが救われる

んであれば、その非課税から課税にする必要は全くありませんので、絶対救われない方

が出てくるはずです。それについて何らかの対応をすべきという点と、もう１点は、町

独自でやっていることがあります。例えば、今回の福祉灯油、福祉灯油は町独自ですの

で、一般的には非課税世帯を対象にしますが、非課税世帯にするのか、それとも来年度

以降もこれを実施するとすれば非課税世帯の、それを1.1にするかとかいう対応も迫ら

れると。 

  それから、町独自の例で言えば介護保険利用料の減免もあります。それも町独自、全

く町独自のものについては町独自で非課税世帯にするのか、非課税掛ける1.1にするの

か２にするのか、全く町独自の問題ですので、絶対に非課税世帯から課税になる方はゼ

ロではないと思います。その基準を、対象になる基準を上げない限り、上げるといいま

すか、要するに利用しやすくするために町が対応しなきゃいけないと。それは国の制度

がどう変わろうと、国が税制改正をどう変えてこようと全く別の問題ですので、その点

についてどのように考えるのか、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 この税制に伴うところの料金の変更だとか、これらについては本町だけ

の問題ではないんですね。全国全ての自治体にかかわる課題であります。同じようなこ

とで悩み、見通しをどう立てていこうかということで検討しているということでありま

すけれども、町独自のさまざまな軽減策等もあります。それらもこの際見直しをすると

いうことになろうかというふうに思いますけれども、今段階で何をどうするかというの
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はちょっとたくさんありますし、全体像が全く見えていないという状況でありますから

答弁は差し控えさせていただきたいなと思います。 

  特にやっぱり心配なのは、非課税世帯のそこがどうなるかという税制の改正がこれは

極めて大きな影響を及ぼすということであります。生活保護法、生保の基準については、

全体的に見ると年配、高齢者のところの削減率が多くはないということであります。若

い世代、特に子育てをしている中でも、お子さんが多いところは余り影響はないんです

けれども、１人、２人のところには影響が少し大きいというような状況であります。全

く個別によってそれぞれ事情が違いますので、その辺については慎重に状況を把握をし

ながら、総合的な判断をとっていきたいというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） この件、 後の質問にしたいと思うんですが、国から来ること

をまず 優先すると、それからこの場所ではいろいろ個別には言えませんが、町独自の

政策も十分検討すると、それは個別に全て違いますので何が一番いいのか、率を変える

のがいいのか、料金を下げるのがいいかわかりません、その件について検討するという

ことでいいのかどうか、まず確認いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今までも独自の軽減策をしておりますから、それらについても個別にど

うするかというのは当然検討していかなければならないというふうに思います。 

  ただ、また一方ではやっぱり何もかにもというわけにいきませんから、いわゆる支払

いの能力に応じた応分の負担についても、これはこれまで同様にお願いをしなければな

らないというふうに思います。特に、福祉の対象になるといいますか、生活困窮すると

ころについての対応というのは、本町のみならずどこの自治体においてもしっかり手立

てをしていかなきゃならないということだろうというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 質問ではないんですが、それなりの負担をと言われると若干何

か曖昧にされた気がして、きちんと対応するという答弁でいいと思うんですが、それな

りに対応というと税は払うのが当たり前みたいに若干とれるものですから、それは私の

余計な感想かもしれませんが、十分対応をとるという答弁を受けて、私は把握いたしま

した。 

  次に、ピロリ菌の関係なんですが、厚生労働省のほうではなかなか胃がんの関係とピ

ロリ菌の除菌の関係が確実に証明できないと。それで、町の検診項目に入れることにつ

いてはまだ足踏み状態だというふうに答弁がありました。ただ、北海道のほうでもいろ
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いろな新聞報道、テレビ報道でも、ピロリ菌と胃がんの関係はいろいろな例からすると

影響していると推測されるというのがほとんどです。北海道のほうのリーフレットの中

にもあります。胃炎は通常自覚症状ありませんが、ピロリ菌に感染していると胃がんに

かかりやすいことがわかっていますと。除菌をし、胃炎の進行を予防することで胃がん

の発症を抑制することができることが可能性がありますというふうに推奨しています。 

  その点について、防げるものであれば防ぐと。予防接種するわけでありませんので、

菌をとるだけです、そんな菌をとること自体別に薬を飲んだり、薬を飲めば除菌できま

すので、その検診をやって防げるものなら防ぐというふうに先へ先へとやるべきだと思

うんですが、その点について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 医学的なことはよくわかりませんけれども、道のパンフレットによりま

すとピロリ菌にかかっている方というのは大体3,000万人くらいだとか言われています。

それから、ほかの学会から出されているデータを見ますと5,000万人だとか言われてお

りますから、２人に１人だとか３人、４人に１人がピロリ菌にかかっているということ

で、しかもこれは随分子供のころにかかってずっと長い間持ち続けているということで、

その間に胃炎もそのことによる影響なのかわかりませんけれども、確かにピロリ菌を持

っている方々のがんの発症率は、ない人から見ると多いと。ない人は、一定の割合での

人数の調査結果によりますと、ピロリ菌のない人方はゼロで、あった人が2.何％ががん

だったということであります。 

  ただ、この可能性は極めて高いということと、しかし、それが全てということでもな

いということも、またこれも事実なんで、ですから、そこに3,000万人、5,000万人かか

っているところにどのような公的費用負担をしたらいいのかどうかというのは、それが

優先されることなのか、いろいろとやっぱり考えるところがあるなということと、そ

れからやっぱり厚生労働省がまだ確かな方針を打ち出していないということであります。

専門的な立場の見解がそうでありますから、自治体の１、私どものようなところでその

辺をどんなふうに認識したらいいのか非常に悩ましいところで、国の方針に基づいてと

いうところがやっぱり原則、その辺を大事にしていかなきゃならんなと、そんなふうに

も考えているところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 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５８分） 

 ────────────────────────────────────── 
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○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 先ほどの町長の答弁の中に、全体的にピロリ菌の感染者が

3,000万とか5,000万とかいうのを数が十分把握できない、それはなかなか全員調べてい

るわけでありませんのでそういう実態があります。しかし、国のほうでもこの２月から

胃カメラを飲んで胃炎の症状があるときに、胃カメラを飲んだ場合については保険適用

になり、そこそこの３割負担なり保険適用になりました。そういうことを含めて、前向

きに厚生労働省は検討しているんだと思います。 

  じゃ、ピロリ菌がなければ100％がんが防げるか、それはそこまでの実証は確かにな

いと思います。ですから、ピロリ菌をとっても、除菌しても必ずがん検診は受けなさい

と、それがたばこなのか食生活かわかりませんが、それは確実なせいではないと思いま

すが、それごと含めても全国的にピロリ菌検査の状況はどんどん進んでいます。特に25

年度から国が保険適用したせいもあると思うんですが、検査費用の負担とか、検診項目

に入れているのがどんどんふえています。 

  先ほど、すごく難しい字で調べたら西目屋村という青森県にそういう村があるそうな

んです。その例を、これが一番いい例だなと思って紹介したわけですが、全戸配布にき

ちんと配って、わざわざご丁寧に配って、ピロリ菌をなぜいけないのかと、それから除

菌の仕方はどうかと。これも、私もこういう方法があるのかと思ったんですが、調べ方

がいろいろあるんですが、このまちの調べ方は大腸がんと同じようにキットを配って、

それに１回だけ、大腸がんは２回ですが、１回だけ便を入れて指定する病院に持ってい

くと。そうすると、一、二カ月後ですか、その後ピロリ菌があるかないかを来ると。そ

れはすごく私は楽だなと思うんです。病院に行けば、必ず予約をして、それなりの検査

をしなきゃいけないんですが、大腸がんと同じように持っていくんであれば、もう気軽

でいいなという、そういう検査方法もあるんだということをこれでわかりました。 

  それからおもしろいのは、もし胃がん検診費用は誰でも無料ですというのは、これは

子供たちに年齢制限がありますが、二十から49歳、年齢制限あるんですが、胃がん検診

は無料ですと、ピロリ菌検診だけでない、胃がん検診は無料ですというふうに、この村

では胃がん検診をなくそうと、ピロリ菌は除菌しようと、それから胃がん検診は無料で

すというふうにして、とにかく胃がんをなくそうという取り組みを行っています。 

  北海道では、私が調べた中ではまだ３自治体くらいしかないと、まだあるかもしれま
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せんが、多分これからどんどんそれが広がっていくんだろうと思います。私たちは、北

海道のほうでもしやっているんであれば、党としてやっている自治体に補助しなさいと

いう運動を今進めています。多分これからどんどんふえていくんだろうと思うんですが、

その点について、国が制度化する前に先駆けてやることも私は必要かなと思っています。

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 がんを予防するということについては異論のないことでありますけれど

も、議員の質問の中にも予防の仕方といいますか、検査の仕方、あるいは支援の仕方、

それぞれいろいろな町村によって違いがあるようであります。とにかく、かなり１回こ

の菌が、発症するといったらいいのか、胃にすみつくと、もうずっと除菌しないとその

ままずっと何十年もということのようであります。その間に胃炎になったり、あるいは

胃潰瘍になったり、さらには発展してがんになるという、そんな事例もそのピロリ菌が

原因になっているという事実もあるんだろうというふうに思っておりますが、どのよう

な形でこれを撲滅するのかというのは、要望の中でもこれが 優先されるのかどうかと

いうのはそれはありますけれども、ただ、やっぱり12歳あるいは15歳までに感染をする

と、それ以降は感染しないという、そのような学術的な評価もされているようでありま

すから、児童期といいますか、学童期に 初にしっかり調べてなくしておくという、そ

れも一つ考えられることなのかなと、そんなふうにも思ったりしておりますけれども、

すべからく今一気にそのために政策的にやれるかどうかというのは、まだまだこれは調

査の余地があるだろうというふうに思いますが、いずれにしても特殊なといいますか、

そういう年代によって、それ以降であれば起きないということもありますので、感染の

仕方なんかもだんだん衛生的になってきて少なくなっているような話も聞いております

けれども、これらについては調査の必要があるなと、そんなふうに思います。 

  ただ、全体としてがんを撲滅するための政策というのは非常に大事だということはお

話をさせていただきたいなと、そんなふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 胃がんかどうかというのは、町の検診ではバリウムを飲んだり

とか胃カメラを飲んだり、それはすごく大事な問題なんですが、なかなか、私はことし

は胃カメラを飲んだのでバリウムは飲んでいないんですが、去年は胃カメラとバリウム

両方飲んで大丈夫だと言われたんですが、バリウム飲むのも物すごい、私はめまいして

めまいして大変だったので、バリウムはもうやめようと自分で決めたんです。それで胃

カメラに１本に絞っているんですが、がん検診に行って、それ自体、３割程度ですか、
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そんなにいないだろうと、受ける方は毎年受けるんです。毎年受けて、がん検診、胃が

ん検診を受ける方はある程度決まっていると、裾が広がらないんですね。特に、このご

ろちょっとわかりませんが、昨年からバリウムの検査方法が変わりまして、とにかくひ

っくり返り、めまいしてもう、私も血圧高いもんですから、ちょっときついなというこ

ともあります。 

  その点、例えば先ほど言いましたように、ピロリ菌をとったからがん検診を受けなく

ていいというわけじゃないんですが、菌を除菌すること自体は苦しい話でありませんの

で、検査を受けることも別に苦しい話でもないし、除菌することも全然苦しい話でない

ので気軽に受けられるんです。ただ、その機会がなくて、受け方がわからないので、そ

の菌をとっておけばがんになるリスクが減って、もしかしたら検査に行かないかもしれ

ない、行かなくていいというわけではないんです、行かないかもしれないけれども、胃

がんになるリスクはかなり下がると、そういうふうに考えたら、必ずしもがん検診、が

ん検診じゃなくても、がんをなくす方法として私は検査をして除菌することはすごくい

いんではないかというふうに思っていますが、再度、これは先ほど町長が言いましたよ

うにがんの問題もいろいろ課題がありますので、肺がんなり、それから男性の前立腺だ

とか、女性で言えば乳がん、子宮がん、もういろいろがんの原因はあります。でも、防

げるものであれば、わかっているんであればやっぱり先手を打って、それから楽に防げ

るんであればその方法をやっぱり推奨すべきと私は思っていますが、どうでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 がんをなくすると、少なくするというための方策として、今のピロリ菌

の胃がんを防ぐということの有効だという話でありますけれども、まだまだ庁内的にも

保健指導の立場からだとか、そんなところも相談をさせていただいて、今すべきことは

何なのかというのの中に、このピロリ菌の対応についても考えてみたいなと、そう思い

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） 山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） ここでどうのこうのすぐに結論は出ないと思いますが、いずれ、

この検診、除菌に対する考え方はどんどん広まっていきますし、多分各自治体の支援が

広がっていけば、道でも、もちろん国でも制度化する方向にいくんだろうと思います。

それで、ここでこれ以上やりとりしても進まないと思いますので、この件に関しまして

はここで質問を終わります。 

  次に、後期高齢者医療制度の関係について質問いたします。 

  この後期高齢者医療制度は北海道連合会で主に議論することになっていますので、こ
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こで料金が上げるな、下げるとか、そういう議論の場ではないというのはよくわかって

います。それから、保険料の決め方は、保険給付総額の１割負担を保険で見ると、そし

て北海道は特に１人当たりの医療費も高いですし、年間約２万人くらい高齢者、75歳以

上の被保険者が増えているという実態があります。単純に１割の給付、１割をその高齢

者で負担するとなると、医療費が上がるとなると、単純に考えても保険料が上がるとい

うのは確実に見える話です。 

  それで、過去２回の保険料改定の中では、残したお金を入れながら、それから国と道

と高齢者連合会が負担をする、もしかのときに使うための基金を積んでいます。それを

崩しながら、保険料に入れることは本当は想定外なんですが、入れることを国が認めて、

前回もその前も保険料を下げることに使ってきました。前回で言えば約81億円ほど安定

化基金を崩して料金設定に使いました。ところが、今度26年、27年の料金設定の中で、

この基金がどれくらいあるかといいますと約20数億円しかないというふうに私は把握し

ています。 

  そうすると、料金を下げるための、今この制度自体はもう廃止するとか、そういう問

題で今すぐできませんので、保険料を下げる手立てというのは、安定化基金にどれだけ

国や道がお金を出してくれるしか今のところないと思うんです。それで、多分市町村長

会とかいろいろ連合会のほうでも国や道のほうに要望しているんだと思います。その点

について、うちは要望するしか、うちの町が高齢者連合会にお金を出すわけにいきませ

んので、国と道がきちんと安定化基金に積むように機会があれば、市町村会含めて要望

すべきと思います。質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 答弁でも申し上げておりますけれども、先般の全国の町村会の大会の中

でもこの件については全会一致で採択をして国のほうに要望を上げておりますし、それ

から全国組織の連合会のほうでもっても厚労省のほうに要望を出しているということで、

さらには北海道の連合会のほうも承知のとおり、町村長とそれから議会のそれぞれの代

表が出て、代議制みたいな形でありますけれども料金設定の適正化について議論しても

らっているということであります。いずれも、その出身母体が町村の立場でありますか

ら、十分医療費の高騰に伴って費用負担が増加するということは望ましいというふうに

は認識していないはずでありますから、精いっぱいそれらについては議会の中で、北海

道レベルの議会あるいは全国レベルのそういった組織もありますので、その中で議論を

しながら国のほうに要望していくということであります。 

  これは、わかり切っていることでありますけれども、町村会の中でもそのような機会
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があればお話をさせていただい、代議員には発言をしてもらうような、そのようなこと

で対応してまいりたいと、それも考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 道の連合議会の中には、要するに市町村長の代表それから市議

会の代表、議員の代表、町村議員の代表等入っているんですが、私は直接、中橋友子議

員が行っていますので、よく情報をもらいながらわかるんですが、なかなか情報が見え

ないと。そこで、本当に町村会の会長さんが差し迫った町民の意見を出せるかといった

ら、それもなかなか把握できないと思うんです。ですから、その点踏まえてきちんと見

えるといいますか、町村長会含めて情報をきちんと町長自身が把握をすると。私は知り

得た情報はこのように質問しながらいろいろ質問している、そのように努めてほしいな

と思っています。 

  今回、保険料のほかに特別軽減について、普通は２割、５割、７割の軽減があるんで

すが、７割のところを特別に９と8.5に設定したんですが、これをなくすというふうに

もう決まったとか、提案はあるんですが、決まったとか何かそういう情報もあるんです

が、そうなると保険料がもう２倍、３倍になるかと私は思っています。その点も含めて、

これが廃止になると全国的には６万人以上影響を受けるんではないかと。９割、8.5割

が廃止になると、保険料が５倍になるんではないかという情報もあります。 

  その点含めて、きちんと要望してほしいなと思うのと、それから、これで 後にした

いと思うんですが、町がいろいろな業務を、保険料の徴収だとか、先ほど言いました保

険証を渡す、渡さない含めていろいろ委託を受けて義務を負っているわけですが、高齢

者の方が保険料の問題、いろいろな問題を言うときにやっぱり役場のほうに言うと思う

んです。連合会だなんていっても言えるわけありませんので、役場の担当課のほうにい

ろいろあると思うんです。そのときに、やっぱりきちんと対応して、連合会だからじゃ

なくて、対応して、できることはやると、要望することは要望するできちんとしていか

ないと、連合会、75歳以上の会は向こうだから何言われても自分たちはなかなか組織が

違うからではなくてきちんと対応すべきと、それは当然やっているとは思うんですが、

その点について確認したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 確かに連合会に声を届けるというのは、こういう地方議会のように直接

議論するということではありませんから届けづらいという事実はあるかと思います。た

だ、今ここに後期高齢者の医療問題で町村議会の中で議論のやりとりをしているという

のが、こういったことが結果として上層のほうにも伝わっていくことになるんだろうと
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いうふうに思いますから、非常に無駄なことではないだろうと、今はそんなふうに思い

ます。 

  もう一つは、北海道レベルでいろいろなものを決めていくということはありますけれ

ども、地元の住民は一番間近に接するのは基礎自治体の私どもでありますから、そうい

ったときにはしっかり同じ立場に立って要望を聞く、あるいはそれらを受けとめて要望

を反映をしていくということは、それは必要なことだろうというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 後に、先ほど 後と言いながらまた 後になりますけれども、

後期高齢者医療制度が導入されるときには、各行政区単位で物すごい説明会を開いたん

です。その後については、道のほうになったものですから、料金改定が過去２回、今回

３回目になるんですが、説明会は道のほうの連合会が主催で、せいぜい十勝で１カ所ぐ

らい、多くて２カ所ぐらいしか説明会がないんです。でも、要望すれば連合会のほうは

来て説明会をしますよと言っていると思うんですが、町主催で連合会の人をお呼びして、

料金設定どうなるのかと、医療費どうなのかという説明をやっぱりきちんと町民に見え

る形ですべきだと思うんです。来年変わるんであれば、２月、３月ぐらいには多分連合

会主催のほうの説明会が各市町区単位で開かれるんだろうと思います。その点含めて、

高齢者の方々は自分たちが説明会開いてくれとなかなか言いませんので、要望を聞きな

がら説明会を開くべきと思いますが、その点について 後質問して終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 そういった要望が地域の中にあるとすれば、何らかの形で説明会を開催

するということは、それは可能だろうというふうに思います。現場のほうも、値上げの

経緯だとか、そのことについてはそれなりに学習しているはずだろうというふうに思い

ますから、まずはそんなところでの対応が も先にすべき、できることであればそんな

ことで対応し、どうしてもわからないというようなことがあれば来てもらうということ

もあるだろうというふうに思いますが、その辺については、そのやり方については多様

なやり方がいいんじゃないかな、あっていいだろうと、そんなふうに考えます。 

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

  暫時休憩します。 

（午後 １時２０分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 再開いたします。 

（午後 １時２０分） 
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 ────────────────────────────────────── 

◇ 角 田 久 和 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、７番、角田久和議員。 

○７番（角田久和議員） 初に、公共施設維持管理費の将来負担について。 

  近年、町内の小・中学校、ひがし大雪博物館など、公共施設の整備が進んでおり、今

後は認定こども園や生涯学習センターの改築が計画されています。 

  平成25年度の当初予算において、町有施設21カ所、これは役場庁舎、健康増進センタ

ー等ですけれども、その燃料・光熱水費は１億7,200万、点検・修繕・清掃費は約4,500

万が計上されています。今後は燃料や電気料金の値上がりにより、維持管理費の負担が

多くなることが予想されます。 

  建物の建設時には国等からの補助がありますが、建物の維持管理費は町の負担です。

建物の寿命が来るまでの維持管理費は、建物建設費の４倍が必要とされています。今後、

国の財政規模の維持や本町の人口減により地方交付税等の減少が見込まれ、町の歳入は

減少するが公共施設の維持管理費は増大するという懸念があります。公共施設の維持管

理費に耐え切れず、施設を減らすという自治体も出てきています。 

  公共施設の整備に当たって、維持管理費の将来負担についてどういう姿勢で臨むのか、

町長の見解を質問いたします。 

  次に、町なかの景観形成について。 

  健康・環境・観光は本町のまちづくりのキーワードです。第５期上士幌町総合計画で

景観の施策において、美しい地域景観の形成を進めます、空き地等の適正管理の推進と

記載されています。しかし、町内においては下記のような現状が見られます。 

  夏場、空き地に雑草が繁茂して、景観・衛生上好ましくない。 

  商店街の街路樹カエデが大きくなり、美しい景観形成の役目を果たしているとは言い

がたい。街灯の照明を遮り、歩道が暗い。交通標識や商店の看板、位置がわかりづらい。

秋になると葉が落ちて、風によって商店のみならず、一般家庭まで侵入して町民を困ら

せている。このまま街路樹が大きくなると、根が舗装のインターロッキングを浮かせて

しまうおそれがある。 

  美しい景観形成を進めますとは言いがたい状況に関して、町長はどのような認識を持

っておられるのか、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず、公共施設維持管理費の将来負担について、角田議員の質問にお答

えいたします。 
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  少子・高齢社会の進展と人口の減少が推計される中で、健全財政を維持した上で次世

代に引き継ぐことは、今日まちづくりを担う者の責務と考えております。そのため、公

共施設の建設に当たっても、将来にわたって維持管理費等のコストパフォーマンスをし

っかりと計算した上で事業の推進を図ることが肝要と認識しております。 

  現在、老朽化等で改築計画を進めております公共施設の再編整備に当たりましては、

少子・高齢社会を見据えて、コンパクトな町並みの形成や公共施設の整備では、従来の

機能を維持しつつ施設の集約化を図るなど、費用対効果の 大化を意識して計画を立て

ているところであります。 

  長年の懸案でありました環境省のぬかびら源泉郷ビジターセンターについては、町に

おける昭和44年建設ひがし大雪博物館の代替施設ひがし大雪博物資料館と過去に例を見

ない合築という形で建設され、通称ひがし大雪自然館としてことし５月にオープンいた

しました。合築により、利用者へのサービスの向上はもとより、電気・暖房、水道設備

など一体化が可能となり、建築コストの削減、効率的な施設管理とランニングコストの

低減が図られるものと思っております。 

  現在、設計中の認定こども園につきましては、北海道大学や札幌市立大学、北海道立

総合研究機構建築研究本部などから専門家の応援を得て、熱源確保や施設構造などライ

フサイクルコストを考えた視点でアドバイスをいただいております。 

  また、農林課を中心に取り組んでいる木質バイオマス燃料の導入の可能性については、

地域経済のことも勘案した上で、資源の確保、管理運営コストの低減の実現性について

調査検討を進めているところであります。 

  また、今後予定されている生涯学習センターの改築等についても、機能の充実や快適

性を求めつつ、ライフランニングコストを意識した建設並びに管理運営を図っていくこ

とが肝要と考えております。 

  なお、昭和40年代から50年代の高度経済成長期に建てられた公共施設や道路、橋梁、

水道管等の社会インフラにおいても経年劣化が進んでおり、これらの老朽化対策や長寿

命化対策が急務になってきております。更新や修理には多額の費用が必要になることか

ら、議会には随時報告と協議をさせていただきたいと思っております。 

  続きまして、町なかの景観形成についてであります。 

  例年、近所の土地に雑草が繁茂し、景観上好ましくない、あるいは害虫が発生するよ

うなうっそうとした状況で、ごみのポイ捨てをされて困っているので指導してほしいな

どという問い合わせや苦情が数件寄せられております。 

  具体的な内容としましては、町内に家族や親戚がいなくなってしまった空き地や空き
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家に雑草が繁茂し、お盆までに草刈りしてほしい、あるいは敷地内の木の剪定や雑草の

草刈りも一切されずに隣人として困っているがどこに相談してよいかわからないといっ

た内容のものとなっています。このような苦情や相談があった場合には、現地の状況を

確認した上で、土地の所有者やその家族に対して、上士幌町環境基本条例に基づき指導

しております。このように、原則的には土地所有者の責任で草刈り等の環境整備は実施

していただいております。 

  住宅地については、各行政区において環境美化運動として道路の清掃やごみ拾い等に

ご理解とご協力をいただいて実施しております。さらに、アダプト・プログラムには現

在33団体11個人の1,560名の方に登録をいただき、公共施設や道路等の環境美化活動に

ご参加いただいております。特に、交通の要衝である国道273号沿いの花壇については、

少しでも上士幌町を訪れる皆さんに美しい景観をという思いにご理解をいただいた各団

体や個人、行政区の皆さんにアダプト・プログラム事業にご参加いただき、花壇の整備

や日ごろの草取り等の管理を行っていただいております。 

  今後も地域の皆様のご理解とご協力をいただきながら、美しい景観を維持していきた

いと考えておりますので、ご理解とご指導をお願いいたします。 

  次に、商店街の街路樹が大きくなり、景観や利便性が低下しているとのご質問に対し

てお答えいたします。 

  商店街の街路樹は、道道の道路拡幅整備工事の際に商店街の雰囲気づくりのために連

合商店会からの要望を受け、北海道に植樹帯をつくっていただくよう要請し、実現した

ものであります。植樹の工事は、上士幌停車場線（３・４・５・８・９区商店街）につ

いては北海道が実施し、士幌上士幌線（７区商店街）については上士幌町が植樹し、財

産は北海道のものとなっております。 

  樹種については連合商店街と協議をし、落葉樹で高木とならないギンカエデに決定し

ております。樹高は８メートルとなる園芸改良種であります。 

  維持管理については、簡易的な枝払いは各商店会で実施してきており、町のアダプ

ト・プログラムに参加して実施している商店会もあります。また、地域住民の手で補い

切れない管理については北海道に要請して実施しております。 

  商店街の街路樹については、商店街の環境美化の観点から北海道に要望し実現したも

のであり、今後の維持管理についても地元商店街や商工会と相談の上、必要に応じ北海

道にも協力要請するなど適正な維持管理に配慮してまいりますので、ご理解いただきた

いと思います。 

  以上でございます。 
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○議長（杉山幸昭議長） 角田久和議員。 

○７番（角田久和議員） 初に申し上げたいのは、公共施設維持管理費の将来負担の件

なんですけれども、この回答書を見ますと、コストパフォーマンス、ランニングコスト、

ライフサイクルコスト、ライフランニングコスト、社会インフラ、こういった片仮名言

葉が使われているんですね。こういったことは、普通の町民あるいは議員の方でも、こ

れはどういう言葉の意味なんだろうと、そういうふうに思われる方も多いと思うんです

ね。ですから、言葉の意味の説明が必要な片仮名言葉を使うより、普通の町民とか議員

が理解しやすい普通の日本語を使って、この回答書はもとより、町から出る報告書等に

もちょっと首をかしげるような用語の使い方がしてありますので、それについてはやは

り一般町民の目線で用語の使い方を気をつけていただきたいと思います。 

  それと、認定こども園の件なんですけれども、財源確保などについては町外の専門家

から助言を受けているとのことなんですけれども、専門家から助言を受けても、将来に

わたって使いやすさの享受や維持管理費を負担していくのは我々上士幌町民ですよね。

それで、竹中町長は以前、町の総意として議会と意見交換をして議員総意のもとで事業

に結びつけていくと発言されていますので、事業推進に当たっては丁寧に議会と意見交

換をすると、そういうことをしっかり守っていただきたいと、ここで申し上げたいんで

すけれども、町長の見解を質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 議会改革という流れの中で、議会としてはさまざまな政策について提案

をさせていただくという一つの柱というふうに受けとめております。そういった意味で

は、今、認定こども園ということが出ましたけれども、それ以外のことについてもかな

り情報については早目早目に提供させていただいて、そして議員の皆さん方のご意見を

聞いているなと、そんなふうに理解をしております。もし、そういった意味ではこのこ

とについてもっと議論を深めたいんだということであれば、それはもういつでもそうい

った準備はさせていただきます。特にまた、委員会の中でもみずからこの件について行

政の進め方等々に聞きたいという意見等が出された経緯もありますし、それらについて

も行政側とのやりとりをさせていただいていると、そのように考えております。 

  特に、物事を決めるに当たってはさまざまな角度から意見を聞くということは大事な

ことだろうと、そんなふうに思っております。今、特に大きなプロジェクトとして動い

てきましたのは、例えば防災計画の策定、２年間ほどかけておりますけれども、相当町

民の方々との直接実習といいますか、研修をしたり、それから議会にもその都度報告を

させていただいて意見をいただいておりますし、それから認定こども園の関係について
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も、これは町民の各層、各団体からかなり従来にない聞き方をしているというふうに思

っております。 

  今、ご指摘にありました議会との総意という意味では、私どもとして当然それらを踏

まえているつもりでありますし、もしその辺に不十分だということがあれば、その都度

申し入れしていただければいいのではないだろうかと、結果としてよりいいものができ

ていくことにつながっていくと、この件については共通の認識を持っているということ

でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 角田久和議員。 

○７番（角田久和議員） 承知しました。 

  次に、本町では建設から30年以上経過した公共建築物が45％、橋は40％になっていま

す。以前、ほかの議員がある公共施設を解体する予算案が出たときに、公共施設の解体

年次計画はあるんですかと、そういう質問をされました。そのときに町側から、それは

つくっていないんだという回答でした。下水道の施設については既に長寿命化計画は作

成済みですし、橋梁については本年度橋梁長寿命化修繕計画が策定されていると、こう

いう予算が組まれているわけですけれども、公共施設の整備構想とあわせて、解体年次

計画とか公共維持費の将来負担とか、そういったものも一緒に作成すべきと私は思うん

ですけれども、町長の見解を質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 おっしゃったとおり、公共施設でかなり老朽化しているのが見受けられ

ます。早く整理をして、環境保全という立場からもその必要性は認識をしております。

ただ、残念なのは下水道あるいは橋梁等については解体する、あるいは長寿命化、解体

というよりも長寿命化の中で整備をしていくということが多いわけでありますけれども、

それらについては何らかの財源補塡というのが結構あるんですね。ところが、公共施設、

建物については全く今のところはないという状況で、一般財源を丸々持ち出しするとい

うのはかなり財政上厳しいということがあって、その辺の課題が大きなネックになって

いたということが事実の一つであります。 

  ただ、ここへ来て、これまでも町としても、あるいは私自身が老朽化した施設の解体

にかかわる助成、いわゆる国の制度を新たに設計してほしいと、機会あるごとにそうい

った要望はさせてきていただいておりますが、少し光が見えてきたのは、公共施設につ

いても補助制度について、あるいは過疎債だとか、そういった財政支援について考えた

いというような動きが今出てきております。今回の内閣府の特定地域再生事業でありま

すけれども、その中でもそういったメニューがその項目の中にあるところであります。
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従来はなかったのでありますけれども、新たなまちづくりをする際にそのように公共施

設が解体しなければならないときに、これまでのところ各省庁、解体する際の支援制度

というのは全くないんですけれども、今回の内閣府の中では解体する際の財源手当てに

ついても検討されるような、そのような内容になっております。 

  こういった後方からの支援があれば随分これはやりやすいということになってきます

ので、そういった見通しが立てば、今の本当に老朽化施設、いわゆる危険物に近いよう

な施設の解体計画については非常に速やかに進むものではないだろうかなと、そんなふ

うに期待しておりますから、今は国会のほうでもそういった議連も立ち上がったという

ことでありますので、もう少し推移を見る等に私どもとしても柔軟に対応できるような

体制は整えていきたいなと、そう考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 角田久和議員。 

○７番（角田久和議員） そういった地方債が解体撤去に使ってもいいと、そういう流れ

も来年度以降出てきそうなので、そういった解体撤去と年次計画とあわせて、そういっ

たものを、法制度も注視していく必要があるんじゃないかなと、そういうふうに思って

おります。 

  それと、きょうも先ほど竹中町長の発言に出ていましたけれども、やはりこの町で使

用されなくなった公共施設で、大きな課題は学校だと思うんです。閉鎖したままの建物

は傷みが進んでいくし、それもお金がかかる。うまく利用者が出てくれればいいんだけ

れども、今の社会情勢とか上士幌の置かれた地理的条件を考えると楽観的にもなれない。

この課題を放置しておくと、子や孫の世代に財政負担とか老朽化した危険な資産を残す

ことになる。これは我々今、現役世代がやってはいけないことだとは思うんです。 

  それで、そういった学校がふえていますので、現状維持ですね、あるいは活用、ある

いは解体、こういった幾つかのそういう選択肢を選んで、今のうちからシミュレーショ

ンなり、そういう計画をつくっておいたほうがいいんじゃないかと。それがどういう方

向に転んだとしても、その中から計画から選んでいけばいいんだと。そういう先ほどの

解体年次計画ともあわせて、やはりそういった現実は刻々と我々に迫っておりますので、

いろいろなそういう考えの選択肢を持つ意味で、そういったシミュレーションをつくっ

ていく必要があるんじゃないかと思うんですけれども、竹中町長の見解を質問いたしま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 特に大型の公共施設ということになりますと学校がそれに該当すると思

いますけれども、この学校の統廃合についてはもう全国でいくと山ほどあるわけですね。
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ですから、上士幌が閉校になったから、すぐ、じゃ誰かが手を挙げて、すぐその施設を

利用できるかというと、それもまた相当難しい、現実的には難しいということもやっぱ

りしっかり直視しなきゃならん話だろうというふうに思います。 

  今、議員がおっしゃったように、いろいろと施設の紹介をして、それは総務省、文科

省のほうなんかでも学校の廃校のそういうホームページも立ち上げていると思いますけ

れども、いろいろなところでやっていますけれども、現実の問題は相当苦慮していると

いうのが各町村の実態であります。ですから、すぐにそれが新しい利用者がそこに入っ

てくるというのを甘く見るということはできない現実があるということであります。 

  そんなんでは、そういった現実に対してやっぱり直視するとともに、当然いろいろな

働きかけはより以上にしなければならないという思いを持っておりますけれども、地域

の方々の理解や意見もしっかり踏まえた上で、多様な後々の選択肢があるということは

お互いに認識をしておくということが必要なんだろうなと、そんなふうに思います。 

  やっぱりその辺のことというのは、本町は残念といいますか、やむなく既に２校閉校

しておりますし、来春１校が閉校ということでありますが、本当に１回閉校して１年置

くと、施設だけではなくて周辺のグラウンドだとか非常に荒廃をしていくということで

あります。ですから、そういうことを踏まえて、来年の春の予定される学校については、

地域の人方も今から町として情報があるんであればいろいろなところに動いてほしいと

いうふうに言われて動いているわけでありますけれども、なかなかそれとても難しいと

いう状況があります。 

  改めて、そう簡単ではないという現実を地域の方々にも理解をしていただくというこ

とも必要でありますし、しかし、私どもとしてはせっかくの過去の歴史のある建物を、

違った形でも何か使えるようにいろいろなところに情報提供していくというのはこれま

た大事なことだと、そんなふうに思います。精いっぱい再利用されて、そこでまた新た

な息吹が起きるというのが一番望ましいわけでありますから、まずはそこに向かって努

力をするということが一番だというふうに思います。 

  あとは、それらも踏まえて、そこだけではなくてたくさんのところがありますから、

後々の将来にわたる、５年先、10年先になったらどうなのかというところも、つらいで

すけれども現実を踏まえた上での対応についても考えていく必要があるというご指摘に

ついては大変理解をさせていただくというところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 角田久和議員。 

○７番（角田久和議員） 公共施設維持管理費の将来負担については以上とします。 

  次に、町なかの景観形成についてですけれども、私は質問の中で町にこうすべきとか、
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こうしてくださいとかいう、そういう質問の仕方はしていないんです。私は美しい景観

とは言いがたい状況が町なかに見られる。それが雑草の茂る空き地であるとか、葉の茂

る街路樹であるとか、あるいは、伊東副議長は第３回で定例会で質問されていた町なか

の廃屋であるとか、こういったところが残念ながら見受けられると。竹中町長が第３回

の定例会で、町の施策として取り上げる方法の一つとして、自分が町を歩いていて例え

ば道路の傷みぐあいとか自分で発見して、それで担当に問い合わせたり、指示するのも

一つの方法だと、そういう発言をされています。 

  多分、竹中町長も町なかをよく歩いておられますから、そういった現象を目にされて

いると思うんです。それで、そのときにこれは美しくないなとか、何とかしなければな

らない、あるいはこんなものかとか、そういう、どういう認識をお持ちになったのか。

やはり、問題解決のスタートはその状況をどのように把握するのか、どういうふうに認

識するのか、それがスタートだと思いますので、この回答書を見る限りはちょっとその

辺が触れていないんで、その点の認識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 地域の景観に対して町民の方々も非常に関心を持って、日常的にはみず

から自分の家の周りだとか、その辺あたりについても整理をしていただいておりますし、

さまざまな形で町内会なんかでも関心を持って、それは以前とは違ってきているという

ふうに思っております。そういう景観に対する認識、あるいは雑草に対して、これが野

火でもあったら大変だなと、そんなことだとか、そのような大きな空き地なんかもあり

ますから非常に気になるところもございます。 

  もう一つは、今カエデのところが出てきました。多分、これに対する見方もこれはい

ろいろあるんじゃないだろうかなと。空き地の繁茂する雑草だとか、それから雑木みた

いなところと、それから商店街を中心にして街路樹をつくってきた経過でありますけれ

ども、あれはまたこの町、山沿いでありますけれども、基本的には市街地には十分な並

木があるというふうには思いがたいなというふうに思います。そういった中で、商店街

の皆さん方も街路樹に潤いということと、それ以外のことも含めて停車場の整理にあわ

せて植樹をしたいというのがあったというふうに思います。 

  あとは、広葉樹でありますから、落葉、秋になったら落ちるわけでありますけれども、

そこに春の若葉、緑、そしてまた秋の紅葉と、落葉になるわけでありますけれども、そ

ういった季節の移ろいをどう考えるかというのも、これはまた非常に大切なことだなと、

そう思いますが、その一方では落ち葉が歩道や車道に落ちるということであります。場

合によっては落ち葉をかみしめて歩くというのも、これもないわけでないわけでありま
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すけれども、その辺については上士幌町は歩道なんかについては地域の人方含めて整理

していただいているというふうに思いますけれども、そういう緑があって四季折々の季

節感を感じるための並木というのも、それは非常に必要なことではないだろうかなと、

そんなふうには認識をしております。 

  あと、落ちた葉をどうするかというのは、これは自然に返るというふうなことを待つ

のか、あるいは一刻も掃除をしてきれいにすべきだというふうになるのか、それはそれ

ぞれ対応の仕方はあるかと思いますけれども、そのような緑豊かな町並みであるという

ことは望ましい、決してまずいことではないと、そのように認識しております。 

○議長（杉山幸昭議長） 角田久和議員。 

○７番（角田久和議員） 確かに、景観というのは人によって、それでよしとする見方も

あるでしょうし、逆に、もう逆の見方をされる方もおられると思います。 

  街路樹の件は、商店街の近代化から10年以上経過しました。その間、空き店舗が発生

したり、商店主の高齢化が進んで商店街を取り巻く環境が変化してきています。こうい

った環境の変化から、街路樹の面倒を見切れなくなった、こういった地域も出ています。

我々商店街の集まりなんかしますと、もっと管理しやすいほかの樹種に変えられないも

のだとか、あるいは花壇のほうがまだいいんじゃないかとか、そういった意見も出てき

ています。 

  それで、この街路樹の件は単に商店街だけの問題ではもうなくなってきているんです。

だから、商店街って、もう行政区単位で考えないといけないとか、そういった地域もあ

るわけですし、町なかの景観形成にかかわる問題です。商店街だけの問題としてとらえ

られるのはちょっともう違ってきているんじゃないかと。 

  それで、この街路樹の件は確かに商店街だけじゃなくて、十勝総合振興局とか、ある

いは商工会とか、そんなふうにいろいろな関係者がいます。１つの団体とか組織とかが、

ああだこうだといってもなかなか方向性が見えないと思いますので、やはりそういった

諸団体を集めて１つの場に持っていくのは、やはり町の景観形成から、そういう物の考

え方からしたら、町がとりあえず主導して十勝総合振興局、商工会、それで商店街です

ね、商店、こういった関係者を１つのテーブルに集めて、そして現状の認識とこれから

の方向性と出していくべきじゃないのかと。 

  先ほど申し上げましたように、商店街もだんだん高齢化が進んでいます。ほっておけ

ばことしよりも来年、来年よりも再来年、だんだんつらくなってくるのは現状だと思い

ます。今のうちに、当初のいきさつはいろいろありますけれども、やはり時代の変化、

環境の変化がありますので、その辺は現実的に町の環境形成という点で、そういったこ
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とを提案しますけれども、町長の見解をお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今、議員もお話あったように街路樹の並木道ですね、それをつくるため

に当時は予定に、計画になかったのを、本当に商店連合会あるいは商工会の強い要望が

あって北海道を動かしてあのますをつくっていったという経過があるということは、こ

れはまず大事にしなきゃならんところだろうというふうに思っております。商店街の

個々のところで高齢化があるとすれば、それらを束ねるところの商工会があるわけであ

りますから、商工会全体として今の街路樹がこれをどんなふうに認識をするのか、町は

当然相談に乗りますけれども、町が先んじて、今そういう経過の中で振興局、当時は土

木現業署ということになるんだろうと思いますけれども、そこに来てもらって、この景

観を何とかしようやというのは、少なくとも自分たちのところのスタンスを決めて、そ

の上で改めて道のほうに要請をしなきゃならんものなのか、自分たちでやれることなの

か、あるいは町がしなきゃならんことなのか、そのような順番としてはあるのではない

だろうかと。 

  当初、下からの積み上げでいったものですから、これからもう一回下からの積み上げ

の中で、樹種あるいは並木をどうしていくのか、手余したからもう要らないよと、こう

言うのか、あるいは俺たち年とったからあとはみんな道でやってくれというふうになる

のか、これはやっぱりいろいろと考えどころなんじゃないだろうかなというふうに思い

ます。 

  もう一つは、自分たちでできることは何なのかと、これはもう今のことだけではなく

て、まちづくりを進める上でやっぱりお互い補完の関係といいますか、自分たちででき

ることは自分たちでやってもらいながら、そしてまた、難しいことであれは町内会でみ

んなでやろうかだとか、あるいは行政でやろうか、こんなふうにそこのお互いに助け合

っていかなければ、まちづくりそのものが非常に乾燥したものになるのではないのかな

と、そんなふうに思います。 

  ですから、この問題についてももう一回自分たちの足場の中から、一体どうしたらい

いのかということを議論をした上で、じゃ町も一緒になって考えましょうといくのが順

序ではないだろうかなというふうに思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、７番、角田久和議員の一般質問を終わります。 

  これをもって一般質問を終わります。 

  ここで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 ２時０１分） 
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 ────────────────────────────────────── 

○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１２分） 

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

◎報告第５号の上程、説明、質疑 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第９、報告第５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。 

  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報告第５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10月17日に発生しました町道居辺東14線道路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11月12日取り交わしたところであります。 

  損害賠償の額の決定及び和解については、地方自治法第180条第１項の規定により、

11月12日同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。 

  賠償の相手方は、記載のとおりでございます。 

  事故の概要でありますが、平成25年10月17日午後６時10分ごろ、軽乗用車で町道居辺

東14線を北上中、水たまりとなっていた舗装路の陥没部分を通過した際に、左側前後の

タイヤ及びホイールが損傷したものであります。 

  なお、陥没部分につきましてはすぐに応急修理を実施してございます。 

  次に、和解の内容でございますが、（１）損害額、相手方の損害額は５万3,760円と

する。内訳は、車両修理代５万3,760円でございます。 

  （２）損失割合、町の損失割合は80％とする。相手方の損失割合は20％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80％である４万3,008円とす

るものです。 

  （４）決裁の方法、町は相手方に４万3,008円を支払うものとする。 

  （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５号をご説明させていただきました。ご審議いただき、ご承認いただき
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ますようよろしくお願いいたします。 

○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

疑ありますか。 

  ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） 今この内容を理解して、これは北門地区の道路だと認識してお

りますが、確かにこの14線というのは当初北門開パの簡易舗装で、通行帯は１車線とい

うんですか、中央のセンターラインがない狭い道路だと認識しておりますが、この道路

は承知のように非常に交通量も酪農家のミルクローリー含めて、餌ですとか通行量が多

くて、ここ以外にもかなり陥没はしておりませんけれども道路の状況は悪いということ

は認識しております。 

  幸いにホイールだけだということでありましたからよかったんですけれども、やはり

ひとつ聞きたいのは町の過失は80％、相手方の過失は20とするということは、これは査

定とか、そういう損害保険の担当者が入って和解をしたものなのか、その辺はいかがで

すか。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形建設課長。 

○尾形昌彦建設課長 ただいま山本議員おっしゃいましたように、当方の保険会社のほう

での査定の率がこの割合というふうになってございまして、何分ここにも書いてござい

ますが、時間的に暗い時間帯であったということ、それから水たまりの中で路面状況が

的確に見えなかったということで、通常よりも過失の割合が町のほうが高くなっている

という状況の判定になったというところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） 状況によっては、過失割合が100だとか、100、ゼロということ

も状況によってはあるとか、50、50ということもあるということが考えられますけれど

も、いずれにしても応急処置をしたということでありますが、町としても専決処分とい

うことでありますから、この道路の状態を含めた中で周辺道路含めて、担当としても今

後事故のないような道路の補修を含めた中で検討するように、なるべくこういう状況が

起こらんように、パトロールカーもしょっちゅう走っているようですけれども、道路パ

トロールですね、こういうことがたびたび古い道路では起こり得ることもあるというこ

とで、このことも含めた中で担当としても検討していただきたいと思います、いかがで

すか。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形建設課長。 

○尾形昌彦建設課長 山本議員さんにはいろいろ毎回、この町道の関係ではいろいろご指
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摘なり、ご指導なりいただいているところでございますが、今後とも道路のほうは大変

やはり傷みが激しくなってきているという実態であるというふうに私も認識してござい

ます。十分な修理のほうを努力していきたいというふうに考えてございますので、修理

につきましても早急に修理できるような常温合材と申しまして、職員がすぐ直せるよう

な材料も用意して至急の対応も今進めているような実態にございますので、そういうよ

うな道路の情報だとかもございましたら、ぜひお教えいただくこともお願いしたいと思

いますし、今後ともパトロールをしながら維持管理に努めてまいりたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） そのことも十分理解します。ただ、地域住民のほうからもかな

り危ないと以前から私も直接言われておりましたので、たまたまこういうことになった

という経過でありますから、このことについては状況によってはやむを得ないのかなと

いうふうでありますけれども、ひとつそういう今後の先に向けて住民の安全だとか、特

にこれはまた軽乗用であったらよかったんですけれども、農作業機の大型ですとか、い

ろいろな状況が想定されますので、早急に次年度については何らかの対応を検討してい

ただきたいと思います。 

  以上、終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 答弁いいですね。 

  ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、報告５号に対する質疑を終結いたします。 

  以上で、報告第５号を報告済みとし、報告を終わります。 

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

◎議案第６３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第10、議案第63号上士幌町釣魚等制限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。 

  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議案第63号上士幌町釣魚等制限条例の

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

  町例規集は、第８編産業、第３章水産をご参照願います。 

  提案の理由でありますが、まず経過としてご説明いたします。町は、糠平湖の区画漁
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業権免許を取得し、釣魚料の徴収及び増殖事業を行っておりますが、本年12月31日で５

年間の期間が満了することとなっております。このため、区画漁業権を平成26年１月１

日から平成30年12月31日までの５年間継続に向け、北海道並びに内水面漁場管理委員会

との協議や公聴会の開催等、免許切りかえの作業を進めてきたところであります。これ

につきましては、本年９月６日に区画漁場の免許及び漁場契約について北海道知事の告

示がなされ、町は10月に区画漁業権免許申請を行っており、予定では平成26年１月１日、

免許状の交付を受ける予定であります。 

  続きまして、別紙、議案第63号関係資料、新旧対照表についてご説明申し上げます。 

  第２条及び第４条の、「コイ等」を「ヤマベ」に改正するものであります。コイにつ

いてはウイルス性の病気、コイヘルペスを蔓延させるおそれがあるため、外部からの移

入を現在も行っておりません。そのため、今回の免許申請の際、除外しております。ま

た、ヤマベは増殖事業の魚種として申請しておりますので、今回の改正で明示するもの

であります。 

  第３条は、北海道内水面漁業調整規則に基づき文言の改正を行うものであります。 

  第５条は、北海道内水面漁業調整規則に基づき、魚族保護増殖のためのワカサギのほ

か、ヤマベについても禁止する期間を追加するものであります。 

  附則としまして、この条例は平成26年１月１日から施行するものであります。 

  以上、上士幌町釣魚等制限条例の一部を改正する条例の制定について、その内容につ

いてご説明いたしました。 

  ご審議いただき、ご可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第63号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第63号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第63号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。 
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 ────────────────────────────────────── 

◎議案第６４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第11、議案第64号町立学校設置条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  石王教育次長。 

○石王良郎教育委員会教育次長 ただいま上程されました議案第64号町立学校設置条例の

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

ます。 

  平成25年度末をもちまして北居辺小学校を閉校し、上士幌小学校に統合することにつ

きまして、ＰＴＡを初めとした地域の皆様の苦渋の選択によりましてご英断をいただき、

決定したところでございます。この北居辺小学校の閉校に当たりまして、町立学校設置

条例の一部改正が必要となりますので、今回提案させていただくものであります。 

  内容につきましては、お手元の議案第64号及び関係資料の新旧対照表をごらんくださ

い。 

  町立学校設置条例の別表第１の中の北居辺小学校の名称及び位置を削るものでありま

す。 

  附則としましては、この条例は平成26年４月１日から施行するものであります。 

  以上、町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由と

内容についてご説明申し上げました。 

  ご審議いただき、ご可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第64号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第64号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第64号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 
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  よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第６５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第12、議案第65号北十勝障害程度区分認定審査会規約の変

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65号北十勝障害程度区分認定審

査会規約の変更につきまして、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  北十勝障害程度区分認定審査会は、平成17年度に障害者自立支援法が成立されたこと

に伴い、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町の４町の構成により平成18年４月から共同

設置の規約を施行し、認定審査を開始しております。 

  このたびの規約の変更は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律、障害者総合支援法の一部改正が平成24年６月20日に成立、同年６月27日公布され、

その中で障害支援区分に関する規定が平成26年４月１日施行されることに伴い、規約の

一部変更をしようとするものであります。 

  北十勝障害程度区分認定審査会規約の変更につきましては、地方自治法第252条の７

第３項の規定により、共同設置している関係する町に協議し、同法第252条の２第３項

本文の規定により議会の議決を経ようとするものであります。 

  議案第65号関係の新旧対照表をごらんください。 

  変更の内容は、障害程度区分を障害の程度、重さではなく標準的な支援の必要の度合

いを示す区分である障害支援区分への名称変更するもので、題名、第１条及び第２条の

下線部分の変更となります。 

  なお、この規約は平成26年４月１日から施行するものです。 

  以上、北十勝障害程度区分認定審査会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65号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第65号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 
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（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第65号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第６６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第13、議案第66号公の施設に係る指定管理者の指定につい

てを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  松岡農林課長。 

○松岡秀行農林課長 ただいま上程されました議案第66号公の施設に係る指定管理者の指

定について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  公の施設に係る指定管理者の指定につきましては、上士幌町公の施設に係る指定管理

者の指定手続等に関する条例に基づき、上士幌町営ナイタイ高原牧場を、当該条例及び

規則に基づき指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の２第６項の規定によ

り、議会の議決を求めるものであります。 

  １つ、指定管理者の名称は上士幌町農業協同組合であります。 

  ２つ、管理を行わせる施設の名称及び所在地は、上士幌町ナイタイ高原牧場、河東郡

上士幌町字上音更85番地２ほか。 

  ３つ目でございます。管理を行わせる期間は、今年度に引き続き平成26年４月１日か

ら平成28年３月31日までの２カ年とするものであります。 

  ４つ、管理業務の範囲は、（１）牧場の利用承認に関する業務ほか、（５）までの業

務であります。 

  続きまして、お手元の資料、議案第66号関係をご参照願います。 

  １ページ目、２ページ目は、上士幌町営ナイタイ高原牧場の指定管理者の指定に至る

経過であります。平成25年10月17日に開催されました第１回指定管理者選定委員会にお

きまして、審査の結果、これまでの経過、実践等を踏まえ、引き続き公募によらず、上

士幌町農業協同組合を指定管理者として選定されたものであります。 

  10月18日には、農業協同組合に対し、町の考え方の説明と関係書類の提出について依
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頼しており、11月11日に指定管理者の申し込み及び事業計画書等の提出及びほか必要書

類一式の提出がありました。 

  11月21日には、第２回の選定委員会が開催され、事業計画や予定管理費用の審査の結

果、内容について承認されております。 

  ３ページ目、４ページ目は、選定委員会における審査資料であります。 

  上士幌町農業協同組合から提出された事業計画書より抜粋しております。 

  １、施設の管理に関する基本方針、２、事業計画、３、運営時間、人員体制が記載さ

れておりますが、説明は省略させていただきます。 

  ５ページ目は、管理に係る収支計画書の総括表であります。平成26年度の収支見込み

額は、収入支出それぞれ同額の４億6,194万8,000円、平成27年度は４億6,367万8,000円

となっております。この２カ年におきましても、利用料金制度ではなく今年度同様、町

費において歳入歳出を行う精算方式のものであります。 

  ６ページ目、７ページ目の収支計画の内訳書でありますが、先ほどの総括表を項目ご

とに区分したものですので、説明は省略させていただきます。 

  これらの内容につきましては、第２回の選定委員会において承認されているものであ

ります。 

  以上、議案第66号公の施設に係る指定管理者の指定についての内容と提案理由につい

てご説明申し上げました。 

  ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第66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66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66号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。 

 ────────────────────────────────────── 
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◎議案第６７号から議案第７２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67号平成25年度上士幌町一般会計補正予算

（第９号）、日程第15、議案第68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３号）、日程第16、議案第69号平成25年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第

５号）、日程第17、議案第70号平成25年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）、日程第18、議案第71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２号）、日程第19、議案第72号平成25年度上士幌町介護保険特別会計補正予算

（第３号）、６案を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第67号、議案第68号、議案第69号、議

案第70号、議案第71号、議案第72号の提案理由と内容についてご説明を申し上げます。 

  このたびの補正予算につきましては、一般会計並びに５特別会計について補正を行う

ものでございます。 

  補正総額は２億5,433万2,000円の増額補正となります。補正後の予算規模は、一般会

計と５特別会計の総額で83億2,903万8,000円となります。 

  それでは、各会計の内容を申し上げます。 

  議案第67号一般会計補正予算（第９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２億5,762万9,000円を追加し、総

額を63億1,939万6,000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４ページの第１表のとおりでございます。 

  第２条では、繰越明許費について、５ページ、第２表のとおり設定をいたします。事

業は、北十勝消防事務組合負担金１億1,760万9,000円でございます。 

  第３条では、地方債補正といたしまして緊急防災・減災事業、限度額１億2,000万円

を追加をいたします。また、過疎対策事業の限度額を５億948万円から５億2,268万円に、

臨時財政対策債を１億7,327万5,000円から２億2,563万6,000円に、それぞれ変更補正す

るものでございます。 

  歳出補正のうち、減額補正の主なものといたしましては、後期高齢者医療経費411万

3,000円、児童手当支給事業327万円、地域医療振興対策事業300万円、町有林整備事業

958万円であります。 
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  また、追加補正の主なものにつきましては、財政調整基金積立金8,450万4,000円、福

祉灯油等支給事業430万6,000円、認定こども園建設事業1,979万4,000円、牧場管理運営

経費5,207万5,000円、消防救急無線デジタル化に伴います北十勝消防事務組合負担金１

億1,283万5,000円、町民サッカーグラウンド照明設置事業2,577万8,000円であります。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略をさせていただきます。 

  次に、各特別会計の補正予算についてご説明を申し上げます。 

  議案第68号国民健康保険特別会計補正予算（第３号）をごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ26万8,000円を減額し、総額を

８億3,981万3,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２

ページ、第１表のとおりでございます。 

  歳出における減額補正につきましては、人件費36万9,000円を減額いたします。 

  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、８ページの議案第69号水道事業特別会計補正予算（第５号）をごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から607万2,000円を減額し、総額を３億

5,698万2,000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、９

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、人件費392万1,000円、簡易水道施設維持管理経

費220万円を減額いたします。 

  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、18ページの議案第70号後期高齢者医療特別会計補正予算（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にそれぞれ258万円を追加し、総額を8,546万

8,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、19

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、後期高齢者医療広域連合納付金292万円を追加

補正をいたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略をいたします。 

  次に、25ページの議案第71号公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）をごらんく

ださい。 
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  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ17万7,000円を追加し、総額を２

億3,325万1,000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、26

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、下水道施設整備事業27万8,000円を追加補正を

いたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略をいたします。 

  次に、31ページの議案第72号介護保険特別会計補正予算（第３号）をごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ28万6,000円を追加し、総額を４

億9,412万8,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、32

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、事務管理経費18万円、介護認定審査会経費17万

8,000円、住宅改修費事業32万9,000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、説明を省略をいたします。 

  以上、一般会計並びに５特別会計の補正内容についてご提案を申し上げました。 

  よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。 

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

ます。 

  それでは、議案第67号平成25年度上士幌町一般会計補正予算（第９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、13ページからページごとに一括して質疑を行います。 

  13ページについて質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、14ページから15ページまで質疑を行います。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。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、18ページから19ページまで質疑を行います。質疑ありま
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すか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、20ページから21ページまで質疑を行います。質疑ありま

すか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、22ページから23ページまで質疑を行います。質疑ありま

すか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、24ページから25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、26ページから27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、28ページから29ページまで質疑を行います。質疑ありま

すか。 

  ６番、佐々木議員。 

○６番（佐々木 守議員） デジタル無線の消防費にかかわるデジタル化についてですけ

れども、今回デジタル化についての部分については、高機能指令室との関係はどうなっ

ているのか、まずお聞きをしたいというふうに思います。 

  今回はデジタル化だけの予算だというふうに説明を受けていますけれども、高機能指

令室という、いわば組織的な合併はしないという方向性になったときには、このデジタ

ルというのは無線通信だけの問題だから別にかかわりはなくなるのかどうか。いや、そ

うではなくて、今回の予算はデジタル無線の費用だけれども、これは高機能指令と合体

するもの、組み合わさるものだという認識でこの予算を見るべきかどうなのかをまずお

聞きをしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 高嶋総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 ただいまのご質問でございますが、今回北十勝消防事務組合への負

担金ということで予算計上させていただいている部分につきましては、デジタル化関係

の予算のみということになります。今回計上させていただいているのは、国の有利な起

債を活用するということで平成25年度内に予算化するわけですけれども、基本的には、

実施設計は既に平成25年度終了いたしておりますけれども、整備事業のうち、共通波部
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分につきまして本年度予算計上をして、基本的には全額翌年度に繰越明許で繰り越して

26年度に実際の工事は行うということでございます。 

  デジタル化につきましては、もう一つ活動波の部分もございますが、その部分につき

ましては起債の関係もございまして、来年度平成26年度に予算化をして、ちょっと起債

の状況によって対応異なるんですけれども、今の予定で聞いておりますのは平成26年度

中に年度途中で補正をかけて、平成27年度に事業実施をするという予定になっておりま

す。 

  高機能指令センターの関係につきましては、今回の予算には入っておりませんで、現

在のところ来年度平成26年度当初予算で設計費を予算計上して、これも起債の関係でち

ょっと変わるんですけれども、有利な起債が可能になれば平成26年度途中で高機能指令

センターの整備費の負担金を予算計上するという予定になっております。その場合も、

実際の事業実施は平成27年度に繰り越すというふうに現在のところなっているというこ

とでございます。 

  高機能指令センターとの関係でございますが、今回はあくまでもデジタル化というこ

とで、基本的には現在のところ、高機能指令センターにつきましても共同で実施をする

というふうなことで計画されております。高機能指令センターとデジタル化を一体的に

整備することによって、実際の活用が円滑に進むということでなるというふうになって

おります。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、佐々木守議員。 

○６番（佐々木 守議員） 議会側として、認識として、今回のデジタルの予算は財源を

有効に使う、いわば起債等の関係を有効に使いたいから繰越明許費でこの12月の議会で

予算化をしたい、しかし、事業そのものは高機能指令センター、いわばその部分も一緒

のものだという認識なのか。言い方を変えれば、この次に出てくる指令センター等の予

算については、うもすもなく認めなきゃだめですよという内容のものなのかどうなのか

ということをまず確認したいだけなんです。 

  今回、事前に説明があった時点で、今回はあくまでデジタルだと言っているけれども、

理解の仕方としては、有効な財源確保のために今回やるだけであって、消防の広域化は

デジタル無線の関連と高機能指令室の関連、これをやるとすれば人員から組織、全部変

わるということですよね。それが一緒のもののうち、財源を有効活用するために今回予

算化しましたということなのか、いや、それは基本的には別予算と考えてくださいとい

うのか、どちらなのかということをまずお聞きをしたいんです。 
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○議長（杉山幸昭議長） 高嶋総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 消防無線のデジタル化と高機能指令センターについての予算自体は

基本的には別という形になります、あくまでも別という形になります。消防無線のデジ

タル化につきましては、これまでも委員会等でご説明していますとおり、消防無線のア

ナログ無線が使用期間が平成27年に来るということで、全国的に必ず実施しなければな

らないということで計画を進めているものでございまして、それに間に合わせるスケジ

ュールでこの間、基本設計、実施設計を行い、整備費を今回予算計上して進めていると

いうことでございます。 

  高機能指令センターにつきましては、デジタル化とはまた別な形で、より一層指令業

務を円滑に進めるということで、消防無線デジタル化にあわせて高機能指令センターも

同時に整備をすると。消防広域化ともかかわってきますけれども、そういう形で整備を

するということですので、予算的にも全く別物ということで来年度予算計上する予定で

進めているということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、佐々木守議員。 

○６番（佐々木 守議員） 僕が理解力がないのかもしれないんですけれども、いまだに

わからないのは、デジタル化は法律でその方向性を決められているということなんです。

ですから、これは町単独であっても、広域化であっても、一部事務組合であってもやら

なきゃいけない、これはまずわかりますよね。それをなるべく費用の安い方法で広域的

に対応しようというふうになりました。それはまさしく、この予算でそれが決定をされ

るわけです。そこまではいいんです。 

  その後、帯広に高性能指令というか、高機能の指令室を置くということは、人員配置

から全て全部その方向で組みかえをしなきゃならないと。それで、費用的には少し安く

なるという説明をずっと受けていて、いつもその部分が上下段の進行表として説明を僕

たちは受けてきているんです。僕は、それが妥当性があるのかどうか、つまり広域化と

いうことを費用の側面だけで見るべきなのかどうかという疑問をいまだに払拭できてい

ないんです。それはなぜかというと、今度は採用が 終的には町村ではなくて広域組織

で新しい議会ができ、執行組織ができるわけですから、そこで得る。つまり、都市集中

型にしかならないという方向を持っているからです。 

  そういうことが妥当かどうかということをもう少し僕は詳しく検討すべきだというふ

うに思っているのでお聞きをするんですが、今度のデジタル化というのは、広域化が前

提で必然性を持っているのかどうか。いや、そうではなくてデジタル化だけをしても、

今の無線がデジタル化して、視聴エリアが大きくなって、より活動が機能的になるんだ
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ということだけで考えて、この予算を認めていいのかどうか。 

  僕はほかの議員さんはどういうふうに考えているのかなかなかわかりませんし、残念

ながら僕は消防議員を一度も経験をしていないので、従来の形を具体的に十分理解して

いるかと言われると、なかなかそうではないということがあるんですけれども、その辺

をもう一度はっきり説明していただきたいんです。 

○議長（杉山幸昭議長） 高嶋総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 消防のデジタル化につきましては、消防の広域化も現在検討されて

おりますので、より効率的に運用を図りたいという、財政負担の軽減も含めてというこ

ともあって共同整備をするということで、この間進んできているものでございます。 

  広域化自体も、これまでいろいろな経緯がありまして、広域化の目標も平成25年１月

１日から平成28年４月まで延期になった経過もございますが、これまで自賄いを解消す

るという目標でこれまで広域化の検討を進めてきたわけですけれども、各町村のそれぞ

れの事情もございまして、自賄いについては当面維持をしながら進めていくというふう

になってきております。 

  職員の採用の関係につきましても、各町村のそれぞれの意見もございまして、各町村

の意向が反映できるような職員採用のシステムを行うということで決定をされておりま

して、採用された職員はその町村に居住をして勤務をするというようなことになってお

ります。 

  消防の高機能指令センターの関係につきましては、消防のデジタル化は当然法律で規

定がありますので使用期限までにデジタル化しなければならないということで、これに

つきましても単独整備するか、共同整備するかということで長い間議論してきたわけで

ございますけれども、経費が大幅に削減できるということで、それから通信のエリアカ

バー率も単独整備よりも向上が期待されるということもございますし、効率化も期待で

きるということで共同整備になってきたものでございます。 

  高機能指令センターにつきましては、無線デジタル化とは別に各町村とも指令委託等

の整備に多額の経費もかかるということがありますし、運用についても多額な経費がか

かるということで、これにつきましても共同で実施をしようということで進めてきたも

のでございます。当然、高機能指令センターが共同で実施できないということになれば

それぞれ職員の広域化とも関連しますけれども、職員の削減ができないということも関

連はしますけれども、独自整備ということに、その部分はもしできなければ独自整備と

いう選択肢も残っているということになります。 

○議長（杉山幸昭議長） 佐々木議員、質問回数がちょっと終わったんですけれども、ど
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うですか、まだちょっと納得できませんか。できなかったら、この後、理事者への総括

質疑があるんですけれども。 

  暫時休憩します。 

（午後 ２時５９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００分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） ６番、佐々木守議員。 

○６番（佐々木 守議員） 申しわけありません。答弁回数が来たということで、ちょっ

と僕の勘違いもありまして、もう一度確認ですけれども、デジタル化は基本的に、ある

いは機能的に高機能指令センターとのかかわりはないと考えても問題が起きないという

理解でよろしいでしょうか。それだけ確認をさせてください。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで15分間休憩いたします。 

  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００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１２分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 高嶋総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 高機能指令センターと消防無線のデジタル化の関係でございますけ

れども、先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、消防無線デジタル化につきまし

ては法に基づいて全国的にデジタル化に移行するということで進めているものでござい

まして、高機能指令センターにつきましては大きな意味ではデジタル無線を有効に活用

するためには高機能指令センターで運用するのが一番望ましいということですけれども、

その部分については消防無線デジタル化とは別に、極端に言えば、今までどおり、従来

どおり各署の中で指令をするということもそれは可能という形になります。 

  高機能指令センターを整備する前提というか、そういうことも含めて消防広域化の中

では検討されておりますけれども、もし仮に高機能指令センターを整備しなければ、現

在消防の広域化の中では集約化することで人員を大幅に減員をして人件費等の負担を大

幅に減らすというふうになっておりますけれども、それができないという形での広域化
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の検討になっていくということになると思います。 

  それから、予算的にも先ほど申し上げたとおり、高機能指令センターは十勝で共同で

整備したいということで、この後、委員会のほうでも説明する予定でおりますけれども、

予定としては先ほど申し上げたとおり高機能指令センターの実施設計を平成26年当初予

算で計上させていただきたいということで、ご協議申し上げる予定で進めております。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、質疑ありますか。 

  ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） ということは、議会としては説明は随時受けていますけれども、

小出しみたいな格好になって、デジタル化は今、総務省の関係でやらねばならんという

ことなんですよね、これは私も理解できますけれども。要は、広域化ということを前提

に置いてのデジタル化だと、それでないと余り意味がないと課長は今説明しましたけれ

ども、十勝、帯広を中心とした広域化を前提としながらも、各町村でやるということは

ないんだと。 

  ただ、私も心配するように、我が町のデジタル化によってテレビの難聴地域ですか、

携帯電話も同じですけれども、特に糠平方面ですとか、そちらのほうの電波が消防が飛

んだとしても、通報する、デジタル化になって例えば交通事故だとかいろいろなものが

入るわけで、火事だけとは限らない。糠平は承知のように、ドコモ等のアンテナが建っ

ていますけれども、ちょっと過ぎると三股方面は一切通じないような状況で、そういう

方面から、一般町民からの難聴というんですか、電波の届かないところのデジタル化と

いうことの対応というのは、ここで予算計上しているわけですけれども、その辺につい

て各議会の中で話し合ったことというのは取り込められてこの予算の計上は上げている

のかどうか、その辺いかがですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 高嶋総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 消防無線のデジタル化は、あくまでも消防車両とか消防の間の通話

のデジタル化ということでございますので、火事とか救急とか、そういった場合の消防

の中での無線の方式をアナログからデジタル化するということでございます。 

  その部分のエリアカバー率は、先ほど申し上げたとおり、面積カバー率でも単独で整

備するよりも十勝全体では14％ほど向上しますし、上士幌町で言えば面積カバー率では

単独で整備するよりも12％ほど向上するというふうに結果が出ております。 

  山本議員さんおっしゃる通報者の関係は、またこれは別な問題、消防無線デジタル化

とは別の話になりまして、携帯電話とかの話だと思うんですが、その部分については消
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防無線とはまた別の話になりますので、携帯無線のエリアの拡大等については別途携帯

電話会社等々に要望していくということになっていくようなことになると思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） 課長が言われるのは私も当然理解できますけれども、それは内

部的な話で、私も以前委員会のときに申し上げましたけれども、並立してそういうこと

をやらないと、デジタル、ただ電波が消防署内部がなっただけで何の意味もないんです

よね、はっきり言って。アナログだって十分通じて、デジタルになったら逆にテレビと

同じ、難聴地帯だとか、極超電波ですから、直進波ですから山を越える能力がない。し

かし、その電波の中にはデータを送ったり、送受信ができるとか、非常に便利なものは

あるわけですけれども、アナログと違って１電波一つではないですから、４つも５つも

中に送れると、データでも何でも。 

  だから、こういうデジタル化になれば、どう考えているかわかりませんけれども、や

はり消防車の、例えば将来広域化になるという前提としたならば、町内であってもやは

りナビゲーション、救急消防のナビゲーションとか、そういうこともデジタル化だった

ら多分どう考えているのか私は聞いたことありませんけれども、当然そういうことも今

後取り込んでいくような形にしないと、ただ無線だけで、時には通じないときは衛星電

話がありますという話も聞きましたけれども、内部だけはよくても通報する人だとか、

救急に対応できるような広域化もしくはデジタルでなければ、余り金かける意味がない、

そういうことだと思うんですけれども。 

  含めて、北十勝どころか広域化に向けてのことを進めるということであれば、ただ、

分割してデジタルだけ認めてくださいということなのか、それとも将来は広域化に向け

て私はやっているという考え方、認識しているんですけれども、その辺はどうなんです

か。 

○議長（杉山幸昭議長） 暫時休憩します。 

（午後 ３時１９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２４分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） ほか、質疑ありますか。 

（発言する声なし） 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいですか。 
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  次に、30ページから31ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

  ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 水泳プールの委託の関係についての減について質問いたします。 

  それと、当初予算では午前の開放はなかったんですが、夏休み中に１週間ほど午前の

開放をしていると思うんで、その確認と、そうすると委託費の関係での増減はないのか、

確認いたします。 

○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 まず、プールの委託料の減の中身でありますが、これは

実際に当初予算と契約した金額の差額ということで、不用減でそれぞれ落しているとこ

ろであります。 

  夏休み中に１週間くらい、午前中の開放ということで実施をいたしております。状況

的には、利用者はそれほど多くはなかったという話は聞いているところであります。 

  それと、午前中の利用した部分での委託料のはね返りというのは、計算に基づいてプ

ラスをしているところでございます。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） そうしますと、多分委託されている方の業務自体は時間的に結

構早い時間から、午前中から行っていますので、さほど時間的には１時間弱くらいのプ

ラスになるのかなと思うんです。その程度で、結果的に差し引きすると委託の関係では

この６万9,000円減ったという把握をいたしました。 

  それと、人数がそれほどなかったというんですが、私はたまたまプールにちょっと様

子を見に行ったときに、監視員の方から午前中開放するんだよという話を聞いて教育委

員会に確認に行ったんですが、いつ広報、知らせるんですかといったら、７月付の広報、

それは25日ですね。ということは、25日か26日から１週間あけるとなると、広報は必ず

しも25日に届かないときもあるので、知ったときにはもう既に開放していると。小学校

については事前に配られているのかと思うんですが、一般町民、それから幼児向けにつ

いては全く知らない状態で、もう１週間過ぎてしまうこともあり得るという点について、

次年度、来年も多分やる方向で検討すると思うんですが、その点について広報の仕方と

それから次年度以降について、答弁があればお願いいたします。 

○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 周知の仕方につきましては、各小・中学校については学

校を通して連絡をしておりますし、あと、プールのそこの場所のところに張り紙をして



 

－68－ 

表示はしているところでありますけれども、確かに広報ということではちょっと周知が

やはりうまく早い時期に行き届かなかったかなということがありまして、その部分につ

いては反省しまして、次年度以降対応を改めて考えていきたいと思いますけれども、こ

の試験については来年度も、ちょっとまだ期間とか時間とかはこれからになりますけれ

ども、次年度も試験的に進めていく中で、改めて今後開館時間とか時期とかどうするか

というのは、また検討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） ほか、ありますか。 

（発言する声なし） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、32ページから33ページまで質疑を行います。質疑ありま

すか。 

（発言する声なし） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、33ページまで、よろしいですか。 

  次に、給与費明細書は35ページから41ページまで一括して質疑を行います。質疑あり

ますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、地方債調書は42ページを一括して質疑を行います。質疑

ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の歳入は９ページから12ページまで一括し

て質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

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

して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、一般会計補正予算書の１ページから６ページまでを一括

して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第67号平成25年度上士幌町一般会計補正予算（第

９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。 
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  初めに、議案第68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３号）は、

１ページから７ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

  ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） ５ページの特定審査検査事業の中の国保連合会サーバアクセス

ライセンス料というのは、私は当初予算を見たんですが、こういうのがなかったもので、

どういう関係でこういう負担金を払うのか質問いたします。 

○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 お答えいたします。 

  このシステムの国保連合会サーバアクセスライセンス料と言いまして、特定健康診査

等のデータ管理につきましてシステムの端末に係るマイクロソフトライセンス料という

ことで、国保連合会と業者で契約しまして、国保連から各保険者へ請求する方式である

ため、国保連への負担金としてこのライセンス料が契約期間、端末設置日から平成27年

度６月27日までということでライセンス料がかかるということで、このたび計上させて

いただいたということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） そうしますと、これは国保ですのでいろいろなデータ等につい

て特定検査が単独じゃなくて道全体で取り組んでいることもあるかと思うんです。そう

いう点について、総合的に道全体で情報を得ながら進めていくということなのかどうか、

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 おっしゃるとおりでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第68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３号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第69号平成25年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第５号）は、８ペ

ージから17ページまで一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第69号平成25年度上士幌町水道事業特別会計補正

予算（第５号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第70号平成25年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、

18ページから24ページまで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70号平成25年度上士幌町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第71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２号）は、

25ページから30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71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２号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第72号平成25年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第３号）は、31ペ

ージから38ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第72号平成25年度上士幌町介護保険特別会計補正

予算（第３号）の質疑を終わります。 

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

する総括質疑を行います。質疑ありますか。 

  ６番、佐々木守議員。 

○６番（佐々木 守議員） 先ほどの部分について、基本的なことをもう一度お伺いをし

たいと思います。 

  これは、事前の説明の中でも、例えば足寄町と比べて上士幌の負担割合が非常に高額

ではないかと、こういった質問をした経緯がございます。そのときには、本町が持つ消

防施設等の関連施設が大きな費用負担になっているというふうに説明を聞きました。本

来であれば、こういう広域化を前提として、さっき答弁の中では関連はしていないけれ

ども、相関関係に高機能指令室とデジタル化はあるというふうに理解をするのが一般的

だと考えます。 

  僕は、それだけではなくて、機器等の運用上の問題やメーカーの見積もり入札等では

恐らくメーカーを変更して高機能指令室の指令機器等、デジタル無線のメーカーや機器

が違うということになれば、これは保守管理でまたいろいろ問題が起きるんだろうとい

うふうに実は思って、その辺も含めて質問したかったわけですけれども、私の特別委員

会での手違いでちょっとそこまで詰め切れなかったんですが。 

  １つは、上士幌の負担率が高い、これから町財政は決して楽な時代ではなくて非常に

厳しい時代を迎えるという認識が私の認識で、なおかつ、こういった消防は人の命を預

かる部署だからお金は幾らかかってもいいということではなくて、むしろこの広域化と
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いうのはそれをより効率的に行って、安全性を落とさずに人員はなるべく、経費はなる

べく縮小しようというのが考え方だというふうに思います。 

  そういうことであれば、費用もうちの町にとっては今後10年、15年、20年と先を見通

して方向性を考えなければならない。うちの町の例えばサイレンの基数がほかの町村に

比べて異常に多いということであれば、ほかの町村はサイレンが必要ないのかどうかと

いう調査をした上で、その機能性、それほど高い必要性を感じないんであれば、廃棄を

してでも全体的な費用を抑えていくという必要性があると思います。 

  それから、先ほど少し山本議員が触れましたけれども、デジタル化のカバーエリアが

幾ら広がっても、携帯が届かないようでは事故を起こした通報者が通報をできるという

手段をまず考えるというのが安全性上は実は一番大切なことだというふうに思っていま

す。山に入った人が、例えば遭難事故を起こした、そういうときに連絡をするのは大体

ニュースを見ていても携帯です。ですから、北海道の山が安全だということは、携帯の

エリアがより広くするということを別な形で、これは総務省の系列ですけれども、この

広域化にあわせて徹底的にやるというような姿勢が必要ではないのか。 

  それから、もう一つお聞きをしたいのは、十勝一円でこういった広域化を進める、上

士幌もそれに逆らって単独で高い費用を出すわけにはいかないという考え方については

十分な理解をします。ただし、広域化になったときに、うちの町だけが特別な費用負担

を求められたり、不公平感を感じることのないように、本町の広域化に臨む基本的姿勢

や対応というものが必要ではなかったのかというふうに思っています。 

  きょう、これから予算を今度決めてから広域化の説明を受けるという議会の立場をち

ょっと考えてほしい。それであれば、きょう、その部分の予算を除いて 終日に補正予

算で出すことだって可能です。なるべく議会ときちっと意見のすり合わせをして進める

という姿勢に、ちょっと欠けているのではないかと心配を私はしたところです。 

  それともう一つは、上士幌だけで言いたいことを言っていてはまとまる話ではありま

せん。十勝全体の動きも見ながら、うちの町は今後広域化の中でどういった消防の機能

性を高めていくのかという戦略戦術を持っていないとだめだと。その上士幌の戦略戦術

を、残念ながら説明の中ではなかなか理解できるような形では説明を受けなかったとい

うふうに私は感じています。そういう認識を持った上で、この予算については私は反対

をするものじゃありませんけれども、そういう疑念も心のどこかで持って対応しなきゃ

ならないというふうに考えているんですが、町長のその辺のそういった心配に対しての

答えはどうなのか。 

  簡単に言えば、足寄より、あんな広い町より上士幌は7,000万も高い設置費用を払う
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というんだけれども、それはどうしてかと問われたときに、行政執行責任者として簡単

明瞭にわかりやすく説明をまずしていただきたい。そういった説明責任を果たすことが

僕は重要ではないかというふうに思いますし、議会としてもできれば住民に対してはそ

ういう形で質問に対してはお答えをしていきたいと思いますので、この際、それも含め

て、私の前段申し上げた、そういった心配はないのかどうか、そういうことは十分でき

たと言えるのかどうかも、つまり事前の庁舎内協議は十分できているのかどうかも含め

て、この際お聞きをしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず、広域化の関係でありますけれども、議論して随分たちました。当

初は、先ほど話があったように25年からということでありますけれども、それぞれの町

村の事情があるということで随分延びたわけでありますけれども、基本的には一貫して

この広域化の問題についての基本的な考え方としては、広域化によってサービスが低下

しない、向上するということとあわせて費用軽減を図ると、この１点のみが全てのこの

決定をするといいますか、広域化に対する合意を得る、あるいは広域化するための基本

的なスタンス、基盤にすべきものとして考えてやりとりをしてきているということであ

ります。 

  個別の足寄町とどうだとか、ほかには浦幌とどうだとか、いろいろあると思いますけ

れども、それらについては副町長のほうからお答えします。 

○議長（杉山幸昭議長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 今、後半のほうで足寄町の面積の関係等々お話がございましたけれ

ども、これまでもご説明申し上げた経過がございますけれども、今回のデジタル化につ

いては現状の状態、どうデジタル化するということが前提での計画づくりでございます

ので、整備でありますから、ですから、例えば町有面積が広いからエリアが広いという

ことではないですね。ですから、足寄は例えば例に出せば山間がありますから、そうい

うところは実際には今エリアとしては入っておりません。ですから、その辺は単に町有

面積が狭いからエリアが狭いとか、面積が広いからエリアも広いんだということではな

いということをご理解いただきたいんです。 

  ですから、上士幌町の場合はたまたまなぜ負担が高くなるかといいますと、特に基地

局の問題が言われております。上士幌の場合は基地局が多いと、それは糠平という地が

ございますけれども、そういった形でどうしても基地局が多く設置をしなきゃならない

町村についてはどうしても現状経費がかかると。それは単独であっても当然かかります

けれども、その意味では、そういった 終的に計算を出すときには、現状それぞれ単独
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で町村がやった場合の経費を全部出して、十勝の合計で割り返して上士幌町のパーセン

テージが出てきます。その割合で、今度共同整備した場合には、場所によっては、町村

によっては基地局も要らない町村も出てくるんですね。それは要らないからかかりませ

んということになってしまうんではまずいというか、それは公平感に欠けるという議論

になっています。 

  ですから、あくまで基本的に単独で整備した場合の経費の負担率、かかる全体の割合

を出して、それを共同整備した場合に同じようにその率を掛けるということが、結果的

には全体の公平性になるんでないかという判断をしたということでありますので、その

辺、佐々木さんがおっしゃるように面積云々というのは確かにわかるんですが、実際に

は全体的には無線のエリアがどれだけ広いか狭いか、あるいは山間地であるか、そうい

ったことによって、いろいろな条件によってその辺の経費が、整備費が変わってくると

いうことでの割合というのがありますので、そういうことでご理解をいただければとい

うふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、佐々木守議員。 

○６番（佐々木 守議員） これは技術的な問題なので、ここで議論をしてもやむを得な

いのかもしれないんですが、独自で、つまり本町だけで整備したときの整備金額、それ

と共同で整備した整備金額の差額というのが減額になると。そういう比率に基づいて各

町村で減額したというのは何回も説明を聞いているんだけれども、そのときに先ほども

ちょっと触れましたけれども、広域化あるいはデジタル化にかかって、もう一度消防の

無線、システムも含めて検討する。 

  というのは、どうしようもないところでは、衛星電話も持つ町村ができるわけですね。

その根源が何になっているのか、１つは法律でデジタル化をするという方向性について

は、これは言い方を変えれば国の強制ですけれども、そういった時代の変化に対してう

ちの町は今後の財政状況も含め考えていくということをしなきゃならないと。そのとき

に、単独整備で今のやつをただデジタル化するという考え方だけでいいのかどうか、そ

ういう検討をこういう形でして、やはりこれは守らなきゃならないということですとい

う説明を受ければ僕は理解できるんです。 

  そういう内部の協議が全く聞くことができなかったんです。十勝の会議の内容は何度

もお聞きさせていただきました。これは、議長会等の講習会等でもその説明を受けた経

緯がありますが、しかし、本町はそれに臨む姿勢としてどうするのか、これはもう長い

期間かかっているわけですから、そういうことが十分協議されたのかどうかということ

をちょっと心配をするわけです。ですから、今さらと言われる部分はあるかもしれませ
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んけれども、今後を考えれば厳しい財政状況になることは間違いないと予測をしますの

で、お聞きをしているんです。 

  もう一度お聞きをしたいと思います。こういった十勝に行く前提として、上士幌内部

協議というのはどのくらいやったのか。消防署の場合は一部事務組合、その事務組合に

議会もあって、議会からも代表者が出ているという、組織の通常の形でなくてちょっと

特殊な形になっているということもなかなかこの話を進めにくかったという部分もある

のかもしれませんけれども、上士幌の防災あるいはこういった消防署の設置についての、

言い方を変えれば戦略戦術を持ってかかわってきたのかどうかということについて、も

し考え方があればこの際お伺いをしたいというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 議論については随分早くからやってきておりますから、逐一、もう記憶

から薄れているところもあるだろうと思いますけれども、本町にとってこの消防の問題

というのは火災の消火だけではなくて、むしろこれからは救急救命のことだとか、しか

も、帯広から遠いといったこともありますので、そういった意味での生命・財産をどん

なふうに守るか、しかも速やかな対応をどうするかというのが広域化、なる、ならない

にしても大きな課題であったことであります。 

  それから、消防についても消火の体制についてもそれぞれの境界がありますから、芽

室に、足寄に接するところだとか、あるいは士幌に接するところだとか、そういったこ

とも含めて、もういずれにしても広域的な連携、これは一部事務組合の中でもある種広

域的な連携でやっていますけれども、そういったことの機能がより充実されるだとか、

そのようなことについて、さらには広域化することによって、今まで申し上げたように

サービスの向上、速やかな救急救命の搬送体制が図られるだとか、消火の体制が組める

だとか、それから、もちろん広域化によって費用の軽減というのをどう図れるかという

ことは常に第一義に考えながら、これらについては私の立場であると町村会の中で意見

を反映をさせてもらっているということでございます。 

  そのようなことでは、いろいろと紆余曲折があって、お互いに妥協もしなきゃならな

いことも出てまいりますので、その辺ではある種玉虫色のところもありますけれども、

少なくても単独で消防を運営するよりも、広域化することが町民の安全・安心、それか

ら防災、消火に寄与するという判断であります。これはもう、個別の中だけではなくて、

ある種、そういった町村会だとか、あるいは副町長の会議だとか、その前の会議だとか、

いろいろなところを経て、そして本町の議会のほうにも情報の提供なり、あるいは意見

をいただいてきたということでありますから、直接理事者と議会のほうとの完結する話
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でもないもんですから、やりとりはしていないということであります。どちらかという

と、そういった経過を踏まえて意見を聞くということですから、ある種、議員さんにと

ってみると消化不良みたいなところがあるかもわかりませんけれども、そういったいろ

いろな会議、いろいろな場所で、うちの町にとってのこの課題等についてはお話をして、

そして意見反映をするものはしてきているということだと思います。 

  例えば、自賄いの問題にしても急に変えられるものではないだろうということから、

あるいは人口規模によって車両が３分の１でいいだとか、そのようなことはなりません

から、少なくとも今私どもとして守るべきものは守りながら、なおかつこの町にとって

十分なサービスを得るような、そういう意見を反映をしてきた、そういった結果といい

ますか、経緯が今の広域化の 終段階の議論のところに来ておりますけれども、そのペ

ーパーの中に盛り込まれているというふうに考えております。 

  人事の問題も、広域的になるかといったらそうはならないですよと、地元は地元の事

情をよく知り尽くした人材も必要になってくるということもあります。ただ、しかし本

町の場合を見てみますと、今度は職員の年齢構成でベテラン、それから中堅、若手とい

うふうにうまくなっているといいんですが、どちらかというと今、ベテランのほうが少

なくて中堅以下の若いところがいると。そうすると、組織としてこれらについてはこう

いう形がいいかどうかというのは課題に残ってまいりますから、この後、場合によって

はベテランの消防士に来ていただくということもあるだろうというふうに思います。そ

のように、足らざるところについては広域化の中で十分本町にとってもプラスになるよ

うに、それはお互いの町にとってそういうことだろうというふうに思いますけれども、

そのようにしながら 終的に広域化になることがよかったなと。あとは、心配なところ

はいろいろあるだろうと思いますけれども、結果で示すしかないだろうなと、そう思っ

ております。 

  そういったことに私どもとしては十分なっていける、そういうふうに思っていますし、

そういう議論を尽くしてきたというふうに思っていますが、そのことを逐一、一から十

まで、その議論の場面だとかそのことまで議員の皆さん方に承知していく場面がないと

いうことからの不安感もあるんだろうと思いますけれども、相当内部ではいろいろと議

論を進めながらやってきているということであります。これからも十分説明はしていか

なければならないだろうと、そんなふうに思っておりますけれども、ようやくいろいろ

な課題を踏まえて一つになっていこうかという段階だということであります。 

  まだまだ心配事があるかと思いますけれども、その辺については十分お聞きした上で、

対応策等についてもお答えできるものはお答えさせていただいて、不安を払拭しながら、
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終的にはいい形でこの消防の機能がより充実していくと、しかも、費用負担も軽減さ

れるような形でということで進めてまいりたいというふうに思いますので、これからも

どうぞいろいろとお願いをしたいなと、そんなふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、ありますか。 

  ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） そのことは理解したけれども、今は町長は広域化もある程度含

んでいるんだということで、私もそのような理解の形でいっているわけですけれども、

課長の説明によると現状の基地局を、それぞれの町村の現状の基地局によってのデジタ

ル化なんだと。せっかくデジタルにするんであれば、各町村によって基地局の数が違う、

町民のサービス、メリットが上がるということも町長は今言っておりましたけれども、

そうであれば、例えば私方の町というのは本当に幌加の三国峠までエリアに入って、山

岳含めた中で山林も結構広いと。 

  一方、隣接町の士幌ですとか足寄町が隣接、本別も一部すると思うんですけれども、

デジタル化の基地局に向けての隣町、例えば音更とか士幌あたりは意外に平たんですか

ら、上士幌の基地局をいいところへ建てれば意外に電波がデジタルで飛んでいくという

ことも可能なんですよね。上士幌は、一番北十勝だとか、足寄も陸別の向こうまであり

ますけれども、例えば足寄町の芽登と上士幌の北門というんですか、奥をカバーするの

は場所のデジタルの鉄塔、それとか士幌との町境がいいのか、どこか高いところがいい

のかちょっとわかりませんが、そういうことはそれぞれの町村を超えてデジタル化に向

けてやったのか。ただ、それぞれの基地局を算定して、そういうことでこれを出してき

たのか、そういうことは町長は担当者ではないから、ちょっと町長に聞くのはどうかな、

副町長、よろしくお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 その関係については、デジタル化に向けては広域的に電波伝搬調査

というのをやっております。これは、専門業者が現場に入りまして、デジタル化によっ

てどういった状況になるかということを全部調査を済ませて、その上で、例えばこの地

区に基地局をここに置けば、今、議員がおっしゃったように、例えば町によっては、今

までは単独でしたから、その町に例えば１基基地局があったけれども、広域化すること

によって電波伝搬調査の結果、ここでなくても例えば上士幌町にあれば士幌ですとか、

そういうところも含めてエリアカバーできるということが出てまいりますから、結果的

に前に資料をお示ししたかと思いますが、今現状31局あるんですが、それがこの広域化

によって、共同で整備することによって18局だったと思いますけれども、それくらい基
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地局を減らすことができるんです。 

  その減らすことができたということは、イコール整備費が大幅に削減することができ

たと。エリア率も今まで以上にふえる、あるいは各戸の戸別のそういったところのカバ

ー率も広がって、なおかつ基地局は大幅に減らすことができたということですから、今

回の共同整備というのはコスト的に考えれば非常にそういう意味では大きな成果をもた

らしているということでありますから、その電波の状況については専門業者が正式に私

ども自治体側が委託をして、調査をかけて、その上で基地局の数も決めてきたというこ

とでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、ありますか。 

（「なし」の声） 

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

終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、町理事者に対する総括質疑を終わります。 

  以上で、議案第67号から議案第72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。 

  これより議案ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、議案第67号平成25年度上士幌町一般会計補正予算（第９号）の討論を行いま

す。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第67号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第68号平成25年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）の討

論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第68号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 
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  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第69号平成25年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第５号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第69号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第70号平成25年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（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70号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第71号平成25年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）の

討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第71号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第72号平成25年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第３号）の討論を
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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72号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。 

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

◎散会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で本日の議事日程は全て終了いたしましたので、本日の会

議を終わります。 

  あすからは休会とし、本会議の再開は12月20日金曜日午前10時でありますので、ご承

知願います。 

  本日はこれにて散会いたします。 

（午後 ４時０１分） 
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 ────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 定刻となりましたので、ただいまより本日の会議を開きます。 

  議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

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

◎議会運営委員会の報告 

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

  議会運営委員長、渡部信一議員。 

○議会運営委員長（渡部信一議員） 議会運営委員会よりご報告申し上げます。 

  議会運営委員会は、12月17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、議案第75号平成25年度上士幌町一般会計補正予算（第10号）の

審議が終了しましたら、全員協議会を開催しますので、ご承知願います。 

  ２点目は、日程第４、諮問第１号から日程第５、諮問第２号の２件は関連があります

ので、一括提案を受け、議案ごとに採決を行います。 

  以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

◎議案第７３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、議案第73号公法上の収入徴収に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  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73号公法上の収入徴収に関する

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

上げます。 

  例規類集は、第６編財務、第４章税外収入の章をご参照願います。 

  今回の一部改正につきましては、公法上の収入金に係る延滞金の割合等の特例の規定

を設け、延滞金の利率を引き下げる一部改正であります。 
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  国におきましては、平成25年度税制改正におきまして、長引く市中銀行等の低金利状

況に対応し、納税環境の整備のためとして、国税、地方税に係る延滞税、延滞金の利率

の引き下げが平成26年１月から施行されることとなっております。 

  本町におきましても、５月に地方税法の一部改正に伴う上士幌町税条例の一部改正が

なされ、町税に係る延滞金規定を改正し、26年１月１日から施行することとしておりま

す。こうしました経緯を踏まえ、公法上の収入金の取り扱いを定めます本条例におきま

しても、延滞金につきまして同様の対応として改正しようとするものであります。 

  具体的改正内容でありますが、議案第73号関係資料新旧対照表をご参照願います。 

  附則の前段につきましては、改正内容の規定です。 

  延滞金につきましては、本則第４条に規定しておりますが、この附則第２条におきま

して、延滞金の割合等の特例としまして、当分の間として延滞金引き下げ内容について

規定するものであります。この規定内容により、租税特別措置法第93条第２項に基づき、

財務大臣の告示する利率が、さきの12月12日に年0.9％と告示されたことから、特例割

合は年１％を加えた1.9％となります。現時点ということで申し上げますと、納期後１

カ月を超えるときは、年14.6％の延滞金が9.2％に、納期後１カ月以内は7.3％が2.9％

に引き下げとなります。 

  後段の附則１におきまして、この条例を平成26年１月１日から施行することを、２に

おきましては、この条例の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例によ

ることを規定しております。 

  以上、提案理由と内容についてご説明申し上げました。 

  ご審議を賜り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73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73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73号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 
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  よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第７４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、議案第74号上士幌町後期高齢者医療に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  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74号上士幌町後期高齢者医療に

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

申し上げます。 

  例規集は、第７編民生、第３章国民健康保険の章をご参照願います。 

  今回の一部改正につきましては、上士幌町後期高齢者医療制度の保険料に係る延滞金

の割合等の特例規定の一部改正であります。 

  国におきましては、平成25年度税制改正におきまして、長引く市中銀行等の低金利状

況に対応し、納税環境の整備のため、国税、地方税における延滞金の利率の引き下げを

決定しているところであります。本町におきましても、５月に地方税法の一部改正に伴

う上士幌町税条例の一部改正がなされ、町税に係る延滞金規定を改正し、平成26年１月

１日から施行することとしております。こうした対応を踏まえ、上士幌町後期高齢者医

療に関する本条例におきましても、延滞金につきまして同様の対応として改正しようと

するものであります。 

  具体的改正内容ですが、議案第74号関係資料新旧対照表をごらん願います。 

  延滞金につきましては、本則第６条で規定しておりますが、この附則第３条におきま

して、延滞金の割合等の特例としまして、当分の間、延滞金引き下げ内容について規定

するものであります。 

  この規定内容につきましては、租税特別措置法第93条第２項に基づく財務大臣の告示

する利率が、さきの12月12日に年0.9％と告示されたことから、特例基準割合は年１％

を加算した1.9％になります。納期後１カ月を超えるときは、年14.6％の延滞金が1.9％

に7.3％を加算した9.2％に、納期後１カ月以内は1.9％に１％を加算した2.9％に引き下

げとなります。 

  なお、このたびの改正は平成26年１月１日から施行するものであり、それ以前の期間

に対応するものは従前のとおりとなります。 

  以上、提案理由と内容についてご説明申し上げました。 
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  ご審議を賜り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74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74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74号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第７５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第３、議案第75号平成25年度上士幌町一般会計補正予算

（第10号）を議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  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75号平成25年度一般会計補正予算の

内容を申し上げます。 

  補正総額は6,401万3,000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83億9,305万1,000円となります。 

  それでは、予算補正の内容を申し上げます。 

  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6,401万3,000円を追加し、総額を

63億8,340万9,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２

ページ、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、議会議員経費28万4,000円、ふる

さと納税特産品発送事業5,587万4,000円、国際交流推進経費43万1,000円、中学校グラウ

ンド照明設置事業49万4,000円、財政調整基金積立金693万円を追加補正いたします。 



－89－ 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  以上、一般会計の補正内容についてご提案を申し上げました。 

  よろしくご審議を賜りご承認くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第75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75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75号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり、決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第75号は原案のとおり可決されました。 

  ここで、休憩といたします。 

  休憩中に、全員協議会を開催いたしますので、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１３分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時１９分） 

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

◎諮問第１号及び諮問第２号の上程、説明、採決 

  日程第４、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について、日程第５、諮問第２号人

権擁護委員候補者の推薦について、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、直ちに竹中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諮問第１号及び諮問第２号人権擁護委員候補者

の推薦について、一括してその提案理由を申し上げます。 

  人権擁護委員は、住民の基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を推進してい
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くことを使命としております。その活動をより推進していくために、昨年１名を増員し

３名体制としておりました。 

  現在、１名が転出により退任され、１名が平成26年３月31日をもって任期満了となる

ことから、次の２名を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第

６条第３項の規定により議会の意見を求めるものであります。 

  最初に、諮問第１号人権擁護委員の候補者として推薦する者。 

  住所、河東郡上士幌町字上士幌東２線240番地、氏名、國光義信、生年月日、昭和27

年12月１日。 

  次に、諮問第２号人権擁護委員の候補者として推薦する者。 

  住所、河東郡上士幌町字上士幌東２線230番地115、氏名、佐々木幸枝、生年月日、昭

和28年12月13日。 

  任期につきましては、それぞれ平成26年４月１日から平成29年３月31日までの３年間

の予定であります。 

  以上、諮問第１号及び諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦について、その推薦理由

を申し上げました。ご審議賜り、ご意見をいただきますよう、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。 

  これより直ちに採決を行います。 

  初めに、諮問第１号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  諮問第１号は、原案について適任であると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、諮問第１号は、原案について適任であるとすることに決定いたしました。 

  次に、諮問第２号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  諮問第２号は、原案について適任であると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、諮問第２号は、原案について適任であるとすることに決定いたしました。 

 ────────────────────────────────────── 
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◎監報告第５号の上程、説明 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第６、監報告第５号例月出納検査報告についてを議題とい

たします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに代表監査委員より報告を求めます。 

  新田勝幸代表監査委員。 

○新田勝幸代表監査委員 監報告第５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８月分、９月分、10月分の例月出納検査の結果を報告するも

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５号の監査結果報告といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 代表監査委員より提出された例月出納検査報告書の収支状況等

は添付を省略しておりますので、必要な場合は事務局で閲覧を願います。 

  以上で、監報告第５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７、閉会中の継続調査の申出についてを議題といたしま

す。 

  各委員会の委員長から、会議規則第75条の規定により、お手元に配付の申出書のとお

り閉会中の所管事務調査の申し出がございます。 

  お諮りいたします。 

  各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査はこれを承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査はこれを承認することに
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決定いたしました。 

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

◎閉会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上をもって、本定例会の会議に付された案件の審議は全て終

了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  平成25年第７回上士幌町議会定例会を閉会したいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  今定例会が12月10日から11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７回上士幌町議会定例会を閉会いたします。 

（午前１０時２６分） 
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