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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26年第１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。 

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

◎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。 

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

◎議会運営委員長の報告 

○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、２月27日、委員会室において、議会運営委員全員の出席をいただ

き、説明員に副町長の出席を求めて委員会を開催し、本日の議事運営及び議案の審議方

法等について審議いたしました。 

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

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

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

  １点目は、日程第８、議案第１号から日程第13、議案第６号までの平成25年度各会計

補正予算の審議は、一括提案を受け、審査は一般会計についてはページごと、５特別会

計は、会計ごとに一括して質疑を行い、各議案ごとに討論・採決を行うことといたしま

す。 

  ２点目は、日程第17、議案第10号及び日程第18、議案第11号の２件は、関連がありま

すので、一括提案及び質疑とし、各議案ごとに討論・採決を行うことといたします。 

  ３点目は、日程第24、議案第17号から日程第29、議案第22号までの平成26年度各会計

当初予算は、議長を除く議員全員による予算審査特別委員会を設置し、これに付託して

審査を行うことといたしますので、当初予算案に対する質疑は、大綱的な質疑にとどめ

るようご協力をお願いいたします。 

  また、予算審査特別委員会の委員長及び副委員長は、あらかじめ議会運営委員会にお
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いて協議しておりますので、議長の指名により、委員長及び副委員長の選任をいたしま

すので、ご承知願います。 

  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。 

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

◎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、９番、山本裕吾

議員、10番、中島卓蔵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３月20日までの17日間といたしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、会期は、本日から３月20日までの17日間と決定いたしました。 

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

知願います。 

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

◎諸般の報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  お手元に平成25年12月１日から平成26年２月28日までの議会の諸会議等について報告

書を配付しております。内容等の朗読は省略いたします。 

  以上が諸般の報告であります。 

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

いたします。 

  これをもって、諸般の報告を終わります。 

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

◎行政報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第４、行政報告を議題といたします。 

  説明員より報告の説明を求めます。 
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  馬場教育長。 

○馬場久男教育委員会教育長 学校再編の状況につきまして、ご報告を申し上げます。 

  別紙１をごらん願います。 

  平成26年２月21日付で、北門小学校ＰＴＡ会長と北門地区連絡協議会会長の連名によ

り、上士幌町立北門小学校の閉校について報告がありましたので、その内容について、

経過を含めてご報告をいたします。 

  １、町が北門地区等へ対応した主な経過につきましては、平成17年７月14日に教育委

員会から、教育委員全員の出席のもと、「学校適正規模等の指針と適正配置計画策定に

係る考え方」について説明し、意見交換を行ったことを始まりとして、地域の皆さんや

保護者の皆さんとの懇談会や打ち合わせを重ねてまいりました。また、平成19年７月20

日には、「上士幌町小学校の適正配慮計画（案）」について説明し、意見交換を行って

おります。 

  ２、北門地区が対応した主な経過につきましては、平成25年５月23日に開催された有

児童会議において、平成27年度末閉校の意志を固めております。 

  平成25年11月16日に開催された保護者意見交換会において、保育所保護者も同意して

おります。 

  平成26年２月17日に開催された臨時ＰＴＡ総会において、平成27年度末をもって閉校

し、上士幌小学校へ統合することを全会一致で決議しております。 

  平成26年２月21日に、教育委員会教育委員長宛ての文書をもって、閉校の決定をした

ことを正式に報告しております。 

  ３、北門地区からの主な報告内容でありますが、閉校決定の趣旨につきましては、北

門小学校を閉校し、上士幌小学校へ統合したい理由として、平成25年度現在の児童数は

15名で、次年度以降も同程度の児童数が続き、児童数がふえていく見込みがない。児童

が一人もいない学年や児童が一人しかいない学年、同性が１人しかいない学年が今後も

続く。小規模校のよさを認めつつも、それ以上に次の点について、子供たちの環境を改

善したいとのことで、１点目は、今よりも複数の児童と学校生活を送ることにより、豊

かな友達関係を保障してあげたい。２点目は、さまざまな考えに触れたり、切磋琢磨し

たりして、学習等を深める環境を保障してあげたい。３点目は、集団でしかできない活

動や運動等の機会を保障してあげたいという内容であります。 

  なお、スクールバスの運行や統合後の教育環境整備、学校の跡地利用等、残された諸

課題については、今後、地域や各関係機関と十分協議し、解決を図るよう要望いたしま

すと付されております。 
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  次に、別紙１の裏面をごらん願います。 

  北門小学校の児童数及び学級数の平成31年までの予想推移でありますが、現在の児童

数は15名で、今後もほぼ横ばいで推移するものの、平成29年度には欠学年が出る見込み

となっております。 

  教職員等の平成31年度までの予想推移につきましては、現在の教職員数は５名ですが、

今後はおおむね７名で推移する見込みであります。 

  後に、北門小学校の沿革概要についてであります。 

  大正14年５月16日に、東16線51号付近に士幌尋常小学校奥居辺特別教授所として開校

し、昭和３年に現在地に移転、その後、北門尋常小学校、北門国民学校と改称し、昭和

22年４月１日に北門小学校となっております。 

  北門小学校は、開校以来89年近くの間、北門地区の教育・文化・スポーツの中核とし

て大きな役割を果たし、小規模校ならではの細やかな学校運営がなされてまいりました。 

  このたびの北門地区の皆様方の苦渋の選択とご英断に対し、心から感謝し、お礼を申

し上げまして報告といたします。 

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

  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で行政報告に対する質疑を終結いたします。 

  これをもって行政報告を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

（午前１０時１０分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時１０分） 

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

◎町政執行方針・教育行政執行方針 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第５、町政執行方針及び教育行政執行方針の説明を行いま

す。 

  町長及び教育委員長から、平成26年度の町政執行方針及び教育行政執行方針の説明を

行いたい旨の申し出がありますので、順次これを行います。 

  初めに、町長から町行政執行方針の説明を願います。 

  町長、竹中貢君。 



－8－ 

○竹中 貢町長 平成26年第１回上士幌町議会定例会に当たり、町政執行の基本的な方針

と主要な施策について所信を申し上げ、町議会議員並びに町民の皆様のご理解とご協力

を賜りたいと思います。 

  我が国は、長引くデフレと円高からの脱却の兆しが見え、経済もようやく回復基調に

あると言われておりますが、地方には、まだその実感はありません。むしろ少子高齢化

の急速な進行と人口減、地域の農業を中心とした産業や日々の生活に重大な影響を与え

るＴＰＰ交渉の動向、４月からの消費税率の引き上げによる地域経済への影響など、不

安要素が山積しております。 

  このような中、本町としては、「このまちが好きだから みんなで創ろう 元気まち

上士幌」をスローガンに掲げた第５期上士幌町総合計画を着実に推進しております。 

  また、上士幌町が未来にわたって持続的に発展するために、さきの選挙で町民と約束

した「農林業を基軸とした地域経済の振興」、「子育て・教育・少子化対策」、「高齢

者が安心して暮らすことのできる地域包括ケアシステムの構築」、「人口減少や高齢化

する地域社会を見据えたコンパクトなまちづくり」と「世代を超えて学び交流する公共

施設の再編」など、５つの主要施策の具現化に向けた構想や計画づくりを、町民参加の

もと、精力的に取り組んでまいりました。 

  その中で、今年度は認定こども園の整備や法人による医療・介護施設の整備など主要

な施策が、計画から実施へと事業が大きく動き始めます。 

  人口減少は、国力の低下につながるものとして、少子化問題を国の重要施策として論

じられていますが、地方では、人口減少や少子高齢化の流れは、さらに顕著であります。 

  そのような中、全国の皆様から、ふるさと納税制度を通じて、上士幌町を応援する多

額の篤志寄附をいただいております。また、タイ王国からは、上士幌町の先進的な農業

に強い関心が寄せられています。 

  このように上士幌町は、内外からの関心も高く、さまざまな可能性と魅力にあふれた

まちであります。心温まる寄附者のご厚志に報いるためにも、子供からお年寄りまで生

き生きと輝く「元気まち上士幌」の実現を目指して、全力を投入してまいりますので、

町民の皆様並びに議員各位には、さらなるご支援とご協力をお願い申し上げる次第であ

ります。 

  次に、今年度の主要な政策課題と施策について述べさせていただきます。 

  地場産業で地域の活力を生み出すまち。 

  農業。 

  農業を取り巻く情勢は、円安や消費税増税に伴う生産資材や機械等の高騰、本町の地
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域経済を根本から揺るがせかねないＴＰＰ交渉では、いまだ不透明な状況にあります。 

  そのような中ですが、昨年度の本町の農業総生産額は、一昨年の過去 高額とほぼ同

額の見込みであり、安定かつ着実な成長を遂げております。 

  農業は、本町の地域経済を支える普遍的な基幹産業であることから、農業の持続的な

発展のために、今後ともさまざまな施策を積極的に講じてまいります。 

  生産基盤の整備は、将来の農業経営にとって重要な政策課題と位置づけており、積極

的に推進してまいります。 

  国営かんがい排水事業上士幌北地区工事は、早期実現に向けて要望してまいります。

また、道営畑地帯総合整備事業や農地整備事業、草地整備事業、農道整備についても、

計画的に進めてまいります。 

  特に家畜ふん尿の対応については、バイオマスエネルギーや農村環境の改善などから、

喫緊かつ重要案件として、ＪＡとともに共通の認識に立っており、直ちに検討に入って

まいります。 

  農産物の品質向上の対策では、ゴボウの作付支援、また品質低下防止と農地への侵入

防止策として、ストックポイント整備に支援するとともに、有害鳥獣から農作物を守る

ための駆除対策を講じてまいります。 

  地産地消については、各課が連携を図り、食育も含め地産地消の計画策定に着手する

とともに、農畜産物のブランド化など、付加価値を高める取り組みを進めてまいります。 

  家畜伝染病は、徹底した予防対策を推進するとともに、発生時には迅速な対応を図り、

被害の拡大を防止します。 

  農業委員会は、農地法等法令業務の厳正・的確な推進とあわせて、担い手への農地の

利用集積、農地を守る活動などを推進してまいります。 

  次代を担う後継者の育成・確保対策と新規就農では、農業再生協議会を中心に、継続

してその対策を講じてまいります。 

  新しい経営体の育成では、新たに複数戸による畑作法人及び畜産法人が設立されてき

ており、自立のための支援をしてまいります。 

  ナイタイ高原牧場。 

  ナイタイ高原牧場の管理運営につきましては、指定管理者制度によりＪＡ上士幌町に

移行され、２年目を迎えます。酪農畜産のかなめとしての役割や観光資源としても評価

されており、指定管理３年間の中で将来の成長戦略を描くことができるか、大切な期間

であります。町としても、日常的な運営のみならず、将来の事業展開等についても積極

的に協力してまいります。 
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  林業。 

  現在、木材需給は、やや回復傾向にあるものの、木材不足や価格低迷など、依然厳し

い現状にあります。 

  一方、国が定めた森林・林業再生プランに基づき、本町においても、上士幌町地域材

利用推進方針を定めており、町の公共施設等における木材利用を積極的に推進すること

としております。 

  今年度建築する認定こども園は、地元材を中心に木材を 大限に利用する施設となっ

ております。また、木質バイオマスなど再生可能エネルギーの利活用については、具体

的な導入に向けた方策や森林認証制度の導入を検討してまいります。 

  上士幌町は、77％の面積を占める森林資源と、川上（生産）から川中（加工）、川下

（利用）の事業所がそろっており、林産業の振興は、地域経済や雇用の拡充、木材を利

用したまちづくりを推進する上からも、重要な政策課題と認識しており、林業振興に必

要な施策を講じてまいります。 

  商工業。 

  商工業につきましては、少子高齢化に加え、近隣町に大型店が進出したこともあり、

商業環境が一層厳しくなっていると認識しております。さらに、高齢化の進行により、

消費行動の変化や空き店舗による商店街の空洞化などが懸念されることから、商工会と

十分連携を図り、対策を講じてまいります。 

  こうした中、地元商店街では、購買意欲の喚起とまちのにぎわいの創出を図るために、

中元・歳末大売り出し、バルーンフェスティバル開催に合わせたスタンプラリーなどを

行っており、町としても、商店街のにぎわい、活性化が図られるよう支援してまいりま

す。 

  地場産品を活用した農林商工連携による新商品・新サービスの開発、販売促進、起業

化等の意欲的な取り組みに対しましては、積極的に支援してまいります。 

  新しい公共の考えのもと設立された「かみしほろ情報館」につきましては、移住・定

住に関するワンストップ窓口の機能、国の緊急雇用対策事業を契機に立ち上げたインタ

ーネットショップ「かみしほろん市場」、特産品の展示販売や観光情報の発信など、複

合的な情報発信の拠点として運営してきております。特に地元特産品を商品化したネッ

トショップは、ふるさと納税で飛躍的な伸びを見せました。今後も「かみしほろ情報

館」が担う情報発信や特産品の開発、地域貢献活動などに協力してまいります。 

  企業誘致につきましては、引き続き未利用の公共用地や廃校の利活用を初め、企業側

へのアプローチを積極的に進めるなど、粘り強く誘致活動を進めてまいります。 
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  観光。 

  観光につきましては、道東自動車道の全線開通を観光客誘致のチャンスと捉え、上士

幌町・ぬかびら源泉郷魅力発信キャンペーン事業を積極果敢に展開してまいりました。 

  本町には、ぬかびら源泉郷やナイタイ高原牧場、スキー場を中心とした冬季観光の魅

力、十勝の広大な自然空間を利用した熱気球フェス、旧国鉄士幌線コンクリートアーチ

橋関連遺産など、オンリーワンの魅力が潜在していることから、道内外、国外をも含め

て積極的にキャンペーン活動を今後も展開してまいります。 

  昨年５月１日にオープンした「ひがし大雪自然館」については、東大雪地域の自然体

験や環境保全、自然から観光まで幅広く情報収集・発信する案内・情報拠点として、積

極的な宣伝活動と事業運営、体制整備を行ってまいります。 

  鉄道資料館は、旧国鉄士幌線関連遺産と一体的な活用を進めるとともに、「ひがし大

雪自然館」との連携を図りながら、引き続き指定管理に管理業務を委ね、利活用の向上

に努めてまいります。 

  今年は、大雪山国立公園に指定されて80周年を迎えます。ぬかびら源泉郷は、その中

でも観光客が多く集まる集団施設地区に指定されていることから、公園として積極的に

活用を図るべく、景観等の再整備を図るための構想を策定するとともに、早期実現に向

けて、国など関係機関に要望してまいります。 

  健康で安心して暮らせるまち。 

  保健・医療。 

  保健・医療につきましては、生活習慣病予防の重要性を踏まえ、若い世代から生涯を

通じた健康づくり施策を展開してまいります。そのために、各種健診の受診率の向上に

努めるとともに、個々の健康状態に応じた生活習慣改善への取り組みを支援し、健康寿

命の延伸を目指した健康づくりを推進してまいります。 

  また、思春期から高齢期にわたる広い世代に、鬱病や自殺などメンタルヘルスの問題

が深刻化していることから、心の健康づくりや自殺予防について、正しく理解するため

の普及啓発を行ってまいります。 

  母子保健では、妊娠期から親子の健康を確保し、切れ目のない子育て支援を提供する

ために、各種健診や相談支援などを充実するとともに、食育や生教育についても取り組

んでまいります。 

  地域医療につきましては、休日夜間救急医療を含め、町民が安心して町内の医療機関

を受診できるよう、医療機関への支援や医師の維持・確保に対する支援等を実施し、地

域の医療ニーズに対応した第一次医療圏としての役割を充実してまいります。 
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  また、社会医療法人北斗による上士幌クリニックの移転新築につきましては、地域包

括ケアの観点に立った在宅医療の推進や、医療と介護を一体的に提供する施設の整備に

対して支援してまいります。 

  福祉。 

  本年度は、上士幌町三愛計画の見直しの年であり、町民が安心して暮らせる地域づく

りを目指した地域包括ケアシステムの構築に向けた計画を策定してまいります。 

  高齢者福祉につきましては、地域包括ケアを推進すべく、地域福祉連携会議及び地域

ケア会議を有効に機能させることで、地域支援の質の向上と地域のネットワーク化を図

ってまいります。 

  また、介護サービスの充実に努めるとともに、社会福祉法人上士幌福寿協会が整備計

画を進めている、在宅で安心して生活できる場所づくりや、その中核となる介護福祉施

設の整備に対して支援してまいります。 

  障がい福祉につきましては、相談支援体制の強化や、障がいのある方が自立した生活

を営むため、福祉的な就労環境の整備に向けて、具体的な取り組みを進めてまいります。 

  子育て支援。 

  子育て・少子化対策は、乳幼児期から青年期まで長期間、しかも教育・保育、発達支

援、医療、子育て住宅や雇用など多岐にわたる施策が求められますが、地域活性化の観

点からも、 重要課題の一つとして捉え、そのための政策展開を積極的に諮ってまいり

ます。 

  幼保一元化の考えに基づく認定こども園（平成27年開園）に向けては、就学前教育・

保育の一層の充実を図るために、指導体制の充実、子育て窓口の一元化、子育てに係る

家計負担の軽減から、保育料の見直しを検討するとともに、乳幼児期を中心とした総合

的な子ども・子育て支援事業計画を策定してまいります。 

  安全で快適に生活できるまち。 

  防災。 

  防災では、新たに策定した地域防災計画に基づき、人命を守ることを 重視し、地域

社会が一体となった防災体制を構築するとともに、災害時要援護者対策や自主防災組織

の取り組みの充実を図り、防災体制の確立に努めてまいります。 

  消防・救急。 

  消防は、火災その他の災害から町民の生命、身体及び財産を守り、住民生活の安全・

安心を確保する役割を担っております。 

  消防団員は、災害時に備え、日夜、訓練を重ねられ、町民の生命・財産を守るために
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率先して活動しており、女性消防団についても、火災予防等の啓発に積極的に取り組ん

でいることから、団の活動が速やかに行えるよう支援してまいります。 

  幼年消防クラブの設立に伴い、訓練用備品等を整備し、防火・防災思想の普及を図っ

てまいります。 

  消防救急無線整備につきましては、平成28年４月からのデジタル化に向けて、十勝管

内全市町村共同で整備を進めており、高機能指令センターの整備についても、十勝全体

で整備に向けた詳細設計を進めてまいります。 

  消防広域化につきましては、平成28年４月の実現に向けて、十勝広域消防運営計画の

策定計画が進められており、その進行状況については、適宜、情報の提供と共有化を図

ってまいります。 

  消費者保護。 

  全国的に急増している振り込め詐欺や還付金詐欺等の特殊詐欺、悪質商法、多重債務

等の被害に遭わないよう、啓発活動や相談窓口の機能充実を図るとともに、安全・安心

な生活を送るため、消費者協会と連携して消費者保護行政の推進に努めてまいります。 

  住宅・上下水道の整備。 

  公営住宅につきましては、今後の維持計画を明確にするための住生活基本計画及び公

営住宅等長寿命化計画を策定し、適正な維持管理や周辺環境の改善に努めてまいります。 

  一般住宅では、勤労者等の定住化を促すために、民間賃貸住宅の建設や持ち家住宅の

新築・リフォームに対して引き続き支援するとともに、子育て世代に対する支援を新た

に実施してまいります。 

  水道につきましては、市街地浄水場に昨年設置した新しい井戸の活用と水道本管の計

画的な更新で、安全・安心な給水体制の確立を図ってまいります。また、糠平地区浄水

場の監視設備改修など、施設の維持・補修も進めてまいります。 

  下水道につきましては、長寿命化計画に基づき、管理センターの機械設備の計画的な

更新・改修を進めるとともに、下水道の普及・啓発に努めてまいります。 

  道路の整備。 

  町道につきましては、公共施設間を連携する動線となる役場北側のコミュニティーセ

ンター線の拡幅改良工事を実施し、その北側には、多目的利用となる町民駐車場を整備

してまいります。 

  また、市街地の生活に密着した道路の再整備を進めるとともに、寿命や劣化により傷

んだ町道についても、状況を把握しながら、維持・補修に努めてまいります。 

  自然の豊かさと美しさが実感できるまち。 
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  環境保全・環境美化・公園。 

  オフセット・クレジット制度では、本町の森林資源（町有林約85ヘクタール）の認証

登録をし、昨年は４社に販売をしており、今後もクレジットの販売促進に向けた取り組

みを進めるとともに、再生可能エネルギーの住宅用太陽光発電に対する支援を引き続き

行ってまいります。 

  一般家庭から出されるごみにつきましては、収集路線の見直しを行いながら、良好で

快適な生活環境を確保し、環境への負荷を軽減する循環型社会を形成するため、ごみの

分別や減量化に取り組んでまいります。 

  公園につきましては、遊具や芝生の適正管理を行い、安全で安心、楽しく遊べる公園

を整備してまいります。 

  人づくりを大切にするまち。 

  生涯学習につきましては、本町における各種関連事業の体系化を行い、町民が意欲的

に学べる環境づくりや情報の提供を行ってまいります。 

  生涯学習センターの改築については、町民の利便性向上やさまざまなコミュニケーシ

ョンを生み出すことのできる施設として、将来に禍根を残さないよう設計作業を進めて

まいります。 

  学校教育につきましては、学力・体力・たくましく生きる力を育むための教育環境の

充実に努めるとともに、就学前の教育のあり方と幼小中高連携の推進について検討して

まいります。 

  地域とともに歩む上士幌高等学校には、物心両面でしっかりと支援してまいります。 

  自覚を持ち、心が通いあうまち。 

  交流・移住・定住。 

  都市と農産漁村の交流や移住・定住の促進は、人、企業、さらには産地と消費者との

物産の交流など、着実に進展しています。 

  定年退職の世代から就労世代、子育て世代へと広がり、企業のテレワークなど新たな

形でのニーズも含め、移住や田舎暮らしに対して関心が高まっていることから、本町と

しても、受け入れ体制の整備や情報の発信等を積極的に行ってまいります。 

  まちづくり活動・開かれた行政・広域連携。 

  町内のさまざまなボランティア、アダプト、町内会、ＮＰＯなどは、協働するまちづ

くりのパートナーとして大きな役割を果たしており、日ごろの活動を評価するとともに、

必要な支援を行ってまいります。開かれた行政、近隣町との広域連携、行政職員の資質

向上の研修や法令の遵守など、いずれも行政を進める上で重要であることを認識のもと、
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しっかりと対応してまいります。 

  以上、平成26年度の町政執行の基本的な方針と主要な施策につきまして述べさせてい

ただきました。これを具現化するための予算総額は、一般会計で64億4,737万6,000円と

なり、前年度５月補正後予算額と比較して10億1,340万2,000円、18.6％の増額となりま

した。また、５特別会計を加えた６会計の予算総額は81億9,391万8,000円となり、前年

度５月補正後予算額と比較して10億5,416万7,000円、14.8％の増額となりました。 

  歳入のうち、 大の財源である地方交付税につきましては、前年度５月補正後の予算

額と比較して7,840万7,000円、2.9％の増額となる27億9,384万4,000円を見込んでおりま

す。 

  歳出におきましては、時代の潮流と町民のニーズを踏まえるとともに、主要課題に対

する政策に重点的に財源を配分するなど、積極的な予算編成といたしました。 

  今後の財政運営に当たりましては、健全性を確保しながら、効率的かつ効果的な財政

運営に一層努めてまいります。 

  町議会議員並びに町民の皆様の一層のご理解とご協力を心からお願いを申し上げ、町

政執行方針といたします。ありがとうございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 暫時休憩いたします。 

（午前１０時３７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３７分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 次に、教育委員長の教育行政執行方針の説明を願います。 

  教育委員長、西田英豊君。 

○西田英豊教育委員会教育委員長 平成26年第１回上士幌町議会定例会の開催に当たり、

上士幌町教育委員会所管行政に関する主要な方針について申し上げます。 

  教育を取り巻く環境は、雇用・生活不安の増大や少子高齢化の一層の進行、高度情報

化の進展とモラルの低下などを要因として大きく変化しており、子供の学ぶ意欲や学

力・体力の低下、問題行動、家庭・地域の教育力の低下などの課題が指摘されておりま

す。 

  そのような中で、本教育委員会としては、教育環境の変化を踏まえて、関係団体・機

関や家庭・学校・地域との連携を図りながら、人づくりを中心に据えた教育行政の推進

を行います。 
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  このような考えのもと、主要な施策については、以下のように取り組んでまいります。 

  第１、地域総体で取り組む子育て・教育環境の基盤整備。 

  本町で育つ子供たちについては、地域で責任を持って育てていくという意識の醸成を

目指し、各種事業を展開してまいりましたが、平成26年度からは、より一層この機運を

高めていくため、次のとおり抜本的に環境を整備していくための検討を進めてまいりま

す。 

  第１に、本町の教育目標を具現化するため、町民が主役となり、町を挙げて教育環境

を整備していくための上士幌町教育ビジョンを策定してまいります。 

  第２に、幼・小・中・高の連携をさらに進展させる形で、幼小中高一貫教育を確立し、

地域と学校が手を取り合って、子供たちの育ちを支援していくため、町民が学校の教育

活動に積極的にかかわるコミュニティ・スクールの導入を前提とする（仮称）かみしほ

ろ学園構想の策定に向けて検討を進めてまいります。 

  以上のように、平成26年度は、地域を挙げて子育て・教育の環境を整備していくため

の検討をスタートする年と位置づけ、積極的に事業を展開してまいります。 

  第２、生涯学習の推進。 

  生涯学習の推進は、平成25年度より生涯学習推進事業「まなびの森」として、生涯学

習に係る各課部局や関係団体等が実施している事業を体系化し、前期・後期の２回に分

けて、講座ガイドの配布による情報発信を行い、町民の皆さんの学ぶ機会の確保に努め

ているところです。あわせて、受講手帳を配布することにより、町民が意欲的に学べる

環境づくりを図ってきており、今後もさらに充実を図ってまいります。 

  また、町民が自主的に企画運営し、広く一般町民を対象に開催する学習を支援するた

め、マイプラン・マイスタディ事業を創設し、多様化する町民の学習ニーズに対応した

生涯学習活動の推進を図ってまいります。 

  また、生涯学習センターの改築は、平成27年度の建設工事に向け、生涯学習のみなら

ず、まちづくりの中核施設としての機能を発揮できるよう、これまで基本計画の策定作

業を進めてきております。本年度は基本設計と実施設計に着手し、町民の皆さんの意見

を十分に取り入れながら、子供から高齢者までが集える施設づくりを目指してまいりま

す。 

  第３、社会教育の推進。 

  社会教育の推進は、平成24年度に策定しました第７期社会教育中期計画の具現化を図

っておりますが、より効率的に事業を展開していくため、今年度、社会教育委員の手に

よる中間評価を行います。その結果を踏まえながら、全ての計画が実りあるものとする
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ため、事業計画の 終年である平成28年度に向けて事業展開を進めてまいります。 

  少年教育は、少年会育成委員連絡協議会と連携し、地域の子供は地域で育てるという

認識のもと、地域総ぐるみで子供たちに必要な体験活動の機会を提供してまいります。

特に子供の生きる力の育成を図るため、これまで推進してきております「かみっ子ふる

さと体感塾」を初め、自然体験・生活体験を重視した事業を引き続き展開してまいりま

す。 

  また、本年度より、子供たちが楽しく学びながら、より着実に基礎的な学力を身につ

けるため、土曜学習推進事業を実施し、土曜日における充実した学習機会の提供を行っ

てまいります。 

  青年教育は、青年たちの自主的・主体的な活動を支え、次世代の地域リーダーとして

活躍できる人材の育成を図るため、青年会への指導・助言を引き続き行いながら、さら

に勤労青年が学び、まちづくり活動を行えるよう、昨年度開設しました「はっぴー・ら

いふ・あかでみー講座」を初めとした各種事業を展開してまいります。 

  壮年教育・高齢者教育は、シルバー学級、エーデルシルバーコーラスの開設、連合Ｐ

ＴＡの支援など、地域活動に主体的に参加し、学習する機会の確保に努めるとともに、

リーダーシップを発揮できる人材育成や、ソフト面を中心とした事業の推進に努めてま

いります。 

  家庭教育は、親同士のつながりの強化を推進するとともに、地域総ぐるみの子育てへ

の意識の醸成を図っていくため、親世代への学びの支援を行いながら、各種関係機関と

も連携し、わくわく子育て講座を中心とした事業を展開してまいります。 

  また、平成21年７月に制定した「かみしほろの健やかな育ち」の理念の普及に努め、

家庭・学校・地域・行政が連携・協力して考え、語り合いながら取り組みを進め、子供

が輝く子育てと教育のまちを目指してまいります。 

  第４、社会体育の振興。 

  スポーツを中心とした体力の向上や健康づくりは、家族や地域のきずなを深め、生き

がいのある人生、明るく豊かな生活を送る上で大きな役割を果たしております。 

  町民ニーズに合わせた健康志向型スポーツ活動の推進については、体育連盟を初めと

した関係団体との連携を図りながら、日常生活の中でスポーツに気楽に親しむ環境づく

りを目指し、スポーツレクリエーションの普及・推進に努めてまいります。 

  また、少年団、体育団体及びサークルを支援するとともに、団体等の自主的な活動の

促進を図り、生涯スポーツ社会の実現に向けた意識の啓発や環境の整備に努めてまいり

ます。 
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  社会体育施設は、適正な維持管理と安全で安心な施設の整備に努めるとともに、新た

に照明を配置した町民サッカーグラウンド等を初めとした各施設の利用促進と、ソフト

ボール場移転に伴う体育施設の効率的な配置を検討してまいります。 

  一方、小中学校の体育施設も、学校開放事業として活用し、各地域の健康・体力づく

りや交流の中核施設として、さらなる利用促進を図ってまいります。 

  第５、芸術文化・歴史文化・文化財の保護活用。 

  文化協会を初め、芸術鑑賞会、町民文芸誌「火群」40号の発刊を迎える「火群」編集

委員会、地域の宝さがしの会などの自主的な活動を推進するため、引き続き助成してま

いります。 

  アイヌの伝統的生活空間（イオル）の再生事業は、十勝圏イオル事業の国の予算化に

向けた事業展開計画の策定が進められております。今後もイオル再生事業の実現に向け、

十勝圏誘致促進期成会と連携して取り組んでまいります。 

  図書館は、地域の事情及び利用者の希望に沿うとともに、学校教育を支援することに

も留意し、地域住民に親しまれる施設として、交流の場、憩いの場としての役割を一層

担うように努めてまいります。 

  また、子供の読書を推進するため、巡回文庫・学級文庫等の活動を継続するとともに、

ボランティアグループと協力しながら、図書館を初め小学校や学童保育所での絵本の読

み聞かせ活動の充実を図ります。これらの活動により、子供たちに本と出会える機会を

提供し、本に親しみ、楽しさを知ってもらう活動に力を注いでまいります。 

  埋蔵文化財や天然記念物、郷土資料等、地域に残されている貴重な文化財については、

町民の協力を得ながら保護・保存を図るとともに、周知と活用に取り組んでまいります。 

  第６、学校教育の充実。 

  北海道においては、学力・体力の低下が指摘され、本町でも重要な課題として捉えて

いることから、子供たちの生きる力を育むことを目標として、確かな学力、豊かな人間

性、健康・体力の知・徳・体をバランスよく育んでいくため、社会の変化に的確に対応

した教育を推進し、地域に信頼される学校づくりを進めてまいります。 

  確かな学力の育成。 

  教育委員会としては、児童・生徒の確かな学力の向上を目指すため、全国学力・学習

状況調査及びＣＲＴ検査（目標基準に準拠したテスト）の結果や各小中学校における日

常の取り組みを分析し、上士幌町小中学校改善支援プランを策定して、改善に向けた具

体的な対策を講じてまいります。 

  各小中学校では、学力の二極化現象の解消や、個別の課題を明確にして策定した学校
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改善プランに基づき、学力の重要な要素である基礎的・基本的な知識・技能の一層の定

着を図ってまいります。さらに、思考力、判断力、表現力等を育成し、学習意欲が身に

つくように授業改善を図るとともに、チャレンジテストを取り入れながら、サポート学

習にも力を入れてまいります。 

  学習の習慣化に向けては、望ましい生活習慣の確立を基盤とし、家庭と具体的な課題

を共有しながら、家庭学習の充実を図ってまいります。 

  また、小中高連携教育推進会議では、学力向上対策として、教育講演会の開催や先進

校視察などを行い、教員の資質や指導力の向上を目指し、教育指導の改善を図ってまい

ります。 

  本町の特色ある自然環境教育については、恵まれた地域の教育資源の活用を図り、児

童・生徒が地域素材から課題を見出し、課題解決を図る学習を充実させるため、学校と

ＮＰＯとの連携を図りながら取り組んでまいります。 

  上士幌小学校の低学年などにおける基礎・基本の確実な定着と、個性や能力に応じた

補充・発展的な学習の充実を図るため、学校教育推進支援教員を複数名配置し、ティー

ム・ティーチングによる、習熟度に応じた個別指導を実施してまいります。 

  また、特別支援教育の推進については、特別支援教育コーディネーターを中心とし、

特別支援を要する児童・生徒に対する指導の充実のため、引き続き特別支援教育振興会

や子ども発達支援センター等と連携し、特別支援教育の充実を図ってまいります。特に

支援や介助を要する児童・生徒については、特別支援教育支援員を複数名配置し、生

活・学習活動の支援を行ってまいります。 

  豊かな心と健やかでたくましい心身を育む教育の推進。 

  子供たちを取り巻く社会環境が急激に変化し、全国的にいじめや体罰等が問題となっ

ており、不登校の児童・生徒が増加する中、いじめ防止対策推進法が成立し、関係機関

及び関係者の責務が明確になりました。 

  いじめ等の問題行動や体罰は、子供の健全な発育に重大な影響をもたらすことから、

どこの学校でも起こり得るとの共通認識を持ち、学校と連携して、未然防止を基本とし

ながら、根絶に向けた取り組みを進めてまいります。 

  体力向上については、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果をもとにして、学

校ごとのよさや課題を明らかにし、学校改善プランにおいて、授業改善や運動する機会

の一層の充実を図ってまいります。 

  なお、日常的な少年団活動や部活動が効果的に取り組まれてきており、引き続き支援

してまいります。 
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  子供たちが安心して学校生活を送られるよう、就学援助事業の充実に努めてまいりま

す。 

  虫歯予防については、昨年10月から小学校においてフッ化物洗口を実施しており、今

後も継続して取り組みを進めてまいります。 

  中学校の文化活動の推進として、吹奏楽器の更新を年次計画に基づいて実施いたしま

す。 

  情報化や国際化などの社会の変化に対応した教育の推進。 

  国際化に向けて、国際理解教育や外国語活動教育を進め、言語や文化について体験的

に理解を深めるとともに、積極的にコミュニケーションする能力を育み、社会の変化に

主体的に対応できる能力の素地を養うことが大切であります。 

  ＩＣＴ教育（情報・通信の活用教育）に関しては、学校におけるコンピューターや実

物投影機及び電子黒板などの教育情報機器の活用を推進いたします。 

  また、引き続き外国語指導助手の活用を進めてまいります。 

  地域とともに歩む教育の推進。 

  これからの学校経営は、地域の教育力を積極的に活用しながら、外部評価を学校改善

に生かし、保護者や地域住民の意向が学校の経営に生かされるよう、信頼や協力関係を

築き、「地域とともに歩み、信頼される学校づくり」を推進することが重要であります。 

  特に、事件・事故はいつでもどこでも起こり得るとの共通認識のもとに、家庭・学

校・地域との連携・協力により、子供たちの安全対策を進めてまいります。 

  あわせて、福祉バスの事故を教訓とした「生命（いのち）を大切にする日」について

は、改めて命の大切さ、とうとさを考える日として取り組んでまいります。 

  本町の教育行政のより一層の充実を図るため、引き続き教育専門員を配置し、教育全

般の振興と課題解決に努めてまいります。 

  小中高連携教育推進会議の活動は、授業交流・部活動交流・生徒指導交流の３つの専

門部の事業を中心に、現場教職員の参加・協力のもとに実践・改善が行われるなど、

小・中・高の連携活動が浸透してきておりますので、引き続き活動の充実を図ってまい

ります。 

  学校施設の整備等。 

  学校施設は、適正な維持管理に努めるとともに、各施設の状況を把握し、計画的な改

修・修繕を行ってまいります。 

  上士幌小学校については、本年度の開校100周年に向けて、昨年度から整備事業を実

施しておりますが、本年度はグラウンドの排水改良等整備に向けた調査設計及び体育館
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床面の改修工事を行います。 

  萩ケ岡小学校については、老朽化した暖房設備の更新を行います。 

  学校給食センターは、引き続き衛生管理、施設管理、食材の安全管理に努めてまいり

ます。賄い材料は国内食材を中心とし、食品の安全確保として、厚生労働省が定めた基

準値を採用することとしております。 

  さらに、地域で生産される食材等の活用を念頭に置いた献立の研究等を行い、安全・

安心で低廉なおいしい給食ができるよう努めてまいります。また、地元食材を活用した

給食をふやし、「かみしほろのふるさと給食」として、地場産品の利用促進を図ってま

いります。 

  小中学校への食育や給食指導の実施、「給食だより」の発行及び町のブログによる情

報の提供については、引き続き行ってまいります。 

  小学校再編の推進。 

  小学校再編に向けた取り組みについては、上士幌町小学校の適正配置計画に基づいて

進めております。平成25年度末に北居辺小学校が閉校し、新たに北門小学校が、地域の

皆様の苦渋の選択と英断によりまして、平成27年度末をもって閉校することになりまし

たので、上士幌小学校への円滑な統合を図ってまいります。 

  その他の再編の対象となる学校については、これまでの保護者や地域の方々との協議

経過を十分踏まえて、教育活動や施設・設備、通学体制、放課後対策などの改善・充実

を図り、児童・保護者・地域の方々が納得できる環境づくりに努めてまいります。 

  なお、跡地利用については、企画財政課を窓口とし、町の施策として敏速に進めるこ

ととしております。 

  今後も引き続き、地域の方々との議論を深め、ご理解・ご協力を得られるよう取り組

みながら、計画を推進してまいります。 

  第７、高等学校の充実。 

  北海道上士幌高等学校は、地元中学校卒業者の減少や進路志向の多様化に伴い、２間

口の確保が非常に困難な状況が続いておりますが、今年度も上士幌高等学校振興会・上

士幌高等学校・町が一体となり、生徒募集対策を行った結果、４年連続で２間口を確保

できる見込みとなっております。引き続き上士幌高等学校の魅力の発信や振興策、今後

の学校のあり方等について、検討を進めてまいります。 

  以上、平成26年度の教育行政の推進方針と主要な施策について申し上げました。町議

会議員の皆様並びに町民の皆様の一層のご理解とご協力を心からお願い申し上げ、教育

行政執行方針といたします。ありがとうございました。 



－22－ 

○議長（杉山幸昭議長） 以上をもって、町政執行方針及び教育行政執行方針の説明を終

わります。 

  ここで15分間休憩といたします。 

  再開は、５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前１１時０３分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１６分） 

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

◎意見書案第２９号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第６、意見書案第29号特定秘密保護法の廃止を求める意見

書の提出についてを議題といたします。 

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

明を求めます。 

  ６番、佐々木守議員。 

○６番（佐々木 守議員） ただいま上程されました意見書案第29号特定秘密保護法の廃

止を求める意見書の提出について、提案理由についてご説明を申し上げます。 

  この意見書につきましては、上士幌地区連合を初め、多くの町民の声に応えて提案す

るものであります。 

  なお、同一内容の意見書を伊東議員、山本和子議員も提出を予定されていましたが、

話し合いをしていただき、理解をいただき、私が提案者となった次第であります。 

  この法案は、政府が持つ膨大な情報の中から、事実上は官僚が特定秘密を指定し、

長60年、例外によっては永久に非公開にできる上、秘密を漏らす人、秘密を知ろうとす

る人などを 高10年の厳罰に処するというものであります。 

  何が秘密かも秘密とされ、秘密保護法違反で逮捕された場合、裁判の過程でも特定秘

密は開示されないため、何によって裁かれているのかもわからないまま、重罪にされる

おそれさえもあります。 

  また、秘密を漏らした人、知ろうとした人だけでなく、共謀した人、唆した人、扇動

した人も処罰され、その対象は公務員だけではなく、国民全体に向けられています。ま

た、時の政府が特定秘密の指定をし、政府部内のチェック機能しかなく、国会も十分な

調査権を発動できない状態であります。 

  国家公務員法を初め幾つかの国家秘密保持のための現行法でも、今まで国益が損なわ
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れるような大きな問題は起きていないのは事実であります。 

  国会審議などを通じて、この特定秘密保護法が国民の知る権利と取材の自由を侵害す

るだけでなく、日本国憲法における国民主権の原則、基本的人権の尊重や平和主義を侵

害することも指摘されています。 

  以下、本文を読み上げて提案説明とさせていただきます。 

  多くの国民が、特定秘密保護法案が国民主権と深く関わることから、慎重審議や反対

を求めていたにもかかわらず、安倍政権は数の力を背景に強行採決しました。こうした

政府の国民の声を軽視する姿勢や法律に対する疑念も払拭されていないことから批判も

高まり、各層・各地域から廃止を求める声が相次いでいます。 

  特定秘密保護法案は当初より、「行政機関の長」の判断で恣意的に秘密と指定でき、

公務員が秘密を漏洩した場合は、 高で懲役10年とし、民間人も罰則の対象とするなど、

国民の知る権利や言論や表現、報道の自由が侵害される危険性が指摘されていました。 

  国会での審議が進むにつれて、修正や訂正が繰り返し行われても特定秘密の基準が極

めて曖昧で、期間も 長60年として例外を設けるなど、行政機関の判断で国民の共有財

産である情報が永久に隠匿される可能性も明らかとなりました。罰則の範囲も、秘密の

漏洩にとどまらず、取得行為、それらの未遂、教唆、扇動、共謀、過失による漏洩まで

対象とするなど、社会全体を委縮させ、監視国家となる恐れも生じてきています。 

  第三者機関の設置についても、「独立した公正な立場で検証、監察できる新たな機関

の設置を検討する」として、国会答弁のなかでは内閣府に保全監視委員会や独立公文書

管理監を設置するとしましたが、あくまでも内部機関であり、チェック機関としての機

能は疑わしいものがあります。また、閣僚を指揮・監督する首相が第三者的に関与する

など、その独立性への懸念は、深まっています。 

  特定秘密の取り扱い業務を行う者に対する適正評価についても、本人や家族のプライ

バシーに関することに及ぶなど、人権侵害が危惧されます。また、国会への特定秘密の

提供の是非は政府が判断するとされており、国会による「国政審査権」が機能しない可

能性もあり、三権分立を脅かす恐れもあります。 

  このように特定秘密保護法は、国民の権利を保障し、国家権力を抑制するという立憲

主義や民主主義に大きな懸念があります。強行採決直後の道内報道機関の世論調査でも、

反対・慎重審議を含めると９割にも達し、本法律が国民に支持されておりません。した

がって、衆参両議院で国民に十分理解されないままの強行採決に抗議するとともに、国

民の暮らし・基本的人権・国民主権・平和主義を守るためにも、政府は国民の声を真摯

に受け止め、「特定秘密保護法」を廃止することを求めます。 
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  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。 

  議運にて総務文教常任委員会に付託し、審議との取り扱いとなりますので、十分なる

慎重審議をいただき、ご理解とご賛同を賜り、この意見書を可決いただき、関係者に送

付いただきますようよろしくお願いを申し上げます。 

  以上で意見書案第29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。 

  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特定秘密保護法案の説明でございます

けれども、佐々木議員におかれましては、連合ですとか報道関係ということも言われて

おりますし、この内閣府に保全監視委員会ということが疑わしいということも書いてあ

りますが、ここは上士幌町議会議員の意見書として、議長名をもって、可決されれば出

すわけであります。 

  それで、各議員におかれましても、それぞれの政治信条、個人的な考え、さまざまな

ものがあると思いますが、このものについては、総務文教委員会に付託されて審議され

るかと思いますけれども、佐々木議員におかれましては、私も、内閣府のこういうＱ＆

Ａというものがあるんですよ、内閣官房から出ています、特定秘密保護法施行準備室と

いうのがあるんですけれども、これを読んでみますと、この法律は４つの、第１号から

第４号、第１号に関しては、国民を守るための防衛に関する事項ですね。２号は外交、

それから第３号は、特定有害活動の防止と、第４号はテロリズムというものに限定され

ております。この中においては、国と国民の安全を確保すると。例えば尖閣、中国との

尖閣問題、今ありますけれども、自衛隊を含めた中で、あのような中では、今の法律の

中で守り切れないと。ですから今度、今必要だというのは、我が国の情報保全体制を関

係国―イコール同盟国でありますとか、ＥＵですとか、そういうところから、国際

ルールをつくって守っていくんだという国の考え方であります。 

  ですから、私方は、上士幌町議会において、町民の中で十分審議を尽くしたわけでは

ありませんし、議会の中でも今出たばかりでありますので、そういう考えを持った佐々

木議員の考えとしては、町民とそのことが、私もこのものが出ても、それほど詳しくは

わかっておりません。こういうことを調べて、ある程度わかりましたけれども、佐々木

議員との若干の意見の相違はありますが、意見書においては、私は賛成できるところは

賛成したいと思います。しかしながら、その文面及びその内容につきましても、国に出

すわけですから、町民の意見ですとか議員の意見を十分認識した中で考えたことだった
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と思いますけれども、その辺、いかがですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案者、佐々木議員。 

○６番（佐々木 守議員） まず、なぜ出したのかという質問かというふうに理解をする

ところでありますけれども、一つは、私自身は、国家に国益を守るための秘密保持が必

要でないなどと言うつもりはないんです。現行法で十分守られているし、今までそれで

大きな国益を損ねたという事実があるだろうかということを問いたいということです。 

  今回の法律は、何々を限定するというものがないんです。さっき山本議員が言われた

ように、国防を初めとして４つの部分ですという、秘密保持をするための法律だという

説明はされています。正確には21項目だというふうに理解をしていますけれども、細か

くいろいろ書かれているわけでありますけれども、一つは、今までの法律がなぜ欠陥だ

ったのかという議論は、残念ながら非常に短い審議時間の中で、なおかつ民主党が当時

出した法律案の審議もしているということから、非常に短い審議時間だったというふう

に理解をしておりますが、そういった中で十分議論されていない。もっと言えば、国民

にもっときちっと説明をすべきではなかったのかというふうに思うんです。その説明が

十分でない。 

  それから、今までの現行法、例えば国家公務員法、あるいは自衛隊法、あるいは日米

との関係での秘密保持のための法律等、幾つか、６法ぐらいあるかなというふうに思い

ますけれども、そういった秘密保持のための法律規定がございます。その法律規定の中

で十分ではなかったのかと。 

  今回の部分については、一つは国会の調査権も、今、本文の中にも記載してありまし

たけれども、国会の調査権が及ばない。それはなぜかというと、この秘密についてとい

う形で、時の政府が提出をしなければ、国会もそのことにかかわることができない。こ

れは、三権分立の基本的な要素からも問題だという指摘をする専門家も数多くいます。

さらには、現行でこういった重大な秘密漏えいがあって、国益を大きく損なったといっ

た報道があるのであればまだ、それを改正して厳密な形で、処罰も厳しくしてというこ

とがあるかと思います。 

  それともう一つは、国民の中には、多くの意見として、戦前の治安維持法を初めとす

る軍規秘密法であるとか、そういった法律で、一般民間人が数多く、全く問題のない行

動に対して疑いを持たれて、中には有罪になった方もおられる。そういった実態も、今

回のこの特定秘密保護法の心配の一つになっているのではないかというふうに思います。 

  提案をした政府が安全だと言うのは当たり前であります。その政府が信じられるかど

うかという側面も、この部分ではあるかと思います。政府が全て何の間違いもなく国家
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運営を行うということではなくて、それを抑制するために憲法があり、その中に各種の

規制条項というのがあるというふうに私は理解をするところであります。 

  そういった観点から、要点をまとめれば、今回の秘密保護法は、国民の知る権利、こ

れを大きく委縮させる可能性が非常に高いということと、秘密となった部分については、

永久に国民が知ることができないという現状も見え隠れしているということ、さらには

国益を守るために秘密を保持するということは大切なことですけれども、今までそうい

った事例が存在しているのか、これについても、全くそういった議論は十分なされてい

ないというふうに思いますし、私の知るところ、そういった事実はないというふうに思

っています。 

  もう一つは、特にこういった秘密にかかわる自衛隊等については、規律というものは

きちっと国内では守られていて、今までの自衛隊法の中でも、全くないということでは

ありませんけれども、ほかの法律を破る確率から見れば、秘密を漏えいするという人た

ちは、非常に実は少ないんです。 

  それで、いつも問題になるのは、過去、沖縄返還に伴う西山事件というのは、報道関

係に伴う部分については二、三あります。直近では、中国の漁船が日本の海上保安庁の

巡視船に体当たりをしてきたというのを、海上保安庁の職員がユーチューブに出したと

いうことがあります。しかし、ああいう事実は、国民として率直に知るべきだと思うん

ですね。当時、民主党の政権でしたけれども、あれを秘密として一切国民に見せないこ

とのほうが、国民が国との関係性を考える上で、どうなのかというふうに私は思います。

そういうことを含めて、今回、提出をさせていただきました。 

  もう一つ、非常に心配なことがあって、提出に至った心情があります。 

  それは、ＮＨＫ会長が経営委員という、 高のＮＨＫ公共放送の機関の経営委員の辞

表を事前に取りまとめて運営をしようとしている。これは国の税金も入って、放送法と

いう法律に基づいて、国民から放送料を徴収する。公正・公平でなければならない団体

の長がああいったことをやって、いまだ会長の座に居座っている。もうＮＨＫで真実を

見ることはないのかもしれないと、私は、そういった危機感を感じました。 

  そういった背景もあるということを含めて、今回の部分については、いろいろ異論の

ある方もあるかというふうに思ったんですけれども、提出をさせていただいた次第です。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） 佐々木議員の言うのには、あなたの言うことは、その辺につい

ては、そういう考えであれば理解できますが、この文面の中に、じゃ特定秘密保護法の
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廃止を求めるんだと、 終的にはそういうことなんですよね。じゃ特定秘密保護法が全

く問題があって、例えば防衛・外交・テロ・スパイ、この大きな４つの柱の中で、この

ものを否定するという格好になってしまう。佐々木議員が言ったのは、秘密を知る権利、

国民の知る権利と、それからそういうものが過去の昭和時代の、抑えられるのではない

かとか、チェックされるのではないかという組織・団体、もしくはマスメディア含めて、

その方面にかかわる人たちが、そのような懸念を持っているということは、私は理解で

きますが、しかし、この秘密保護法を知る人は、一部の国会議員と、それから関連する

国家公務員。しかしながら、その中でも適正評価がありまして、その国家公務員の中で

も、例えば犯罪だとかの情報の取り扱い、薬物の乱用だとか精神状態、飲酒、信用その

他と、こういうものをクリアしなければ、その秘密を知ることにならない。適正評価に

値しないということは、秘密を知ることができないんだと。通信衛星を使っても、デジ

タル化された中で一般の人がそれを知り得る状況にはあり得ない。 

  それで、今、佐々木議員が心配するように、公務員だとかそういうことでも、全て地

方公務員を含めた中で、外交・防衛ですとかテロリズムだとか、そういうことは特別で

ない限りは、大きな国民の安全以外は問題ないんだということが書いてありますが、信

用できないという形であって、だから廃止するんだと。 

  私は、そうではなくて、いいところは取り込んで、やはり今まで問題なかったから、

これも外交・防衛で問題ないのか。私ははっきり言ってそうは思いません。やはり自分

の国は自分で守ると。自衛隊法、憲法９条があり、内閣総理大臣、それから内閣の閣議

決定を含めた中で、そういうことがなければ行動ができない、こういう形になっており

ますし、やはりそのことも含めた中で、防衛・外交、それから国際ルールに従った基準

でやるには、日本はそういう法律がないために、外国から重要法案については、危なく

て相談ができないと。そういうことでありますので、十分、佐々木議員も含めて、上士

幌町民、議員でありますが、私も同じであります。私は全てを反対すると言っているわ

けではありません。悪いところを正して、いい方向の法律に仕上げていく、こういうこ

とが町議会議員の本来の姿ではないかと私は思いますので、どうぞ、総文に付託される

という方向でありますので、その中でも佐々木議員、私も佐々木議員も産経であります

から、総文の中では意見を出すことはできませんし、やはり議員全体が参加した中で、

十分な審議と、町民の考えを聞いて、そしてこのものを出すのであれば、いい方向、そ

れから町益になるような方向で考えていきたい。 

  佐々木議員独自の考えで言うのではなくて、それでは全体としてどれほど、このもの

をもうちょっと勉強しながらやっていかないと、こういうものは、今でなければ間に合
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わんというものではありません。法律ですから。 

  そういうことを含めて、佐々木議員にもう一度お尋ねしますけれども、十分、町議会

で審議をし、総文の中の方向性もありますが、含めた中で意見交換を私はしたいと思い

ますが、その件については、佐々木議員、異議ありませんか。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案者、佐々木議員。 

○６番（佐々木 守議員） これは議会ルールに従って、総務文教厚生常任委員会で付託

審査をされるわけです。その中で十分、慎重審議をしていただきたいなというふうに思

います。 

  ただ、もう一回だけ、繰り返しになるかもしれませんけれども、現行法で十分、今の

国の法律というので守られています。国益も大きく損ねるという指摘を受けたような事

件はありません。つまり秘密保持に関して、法律がないわけではないんです。さっきも

言いましたけれども、国家公務員法の中にもそういう規定がありますし、当然、自衛隊

法の中にもそういう規定があります。それで外務関係の職員に関しても、そういった規

定を持っていますし、日米の武器等についても、その秘密について協定もありますし、

そのため米国から支給された武器について、その秘密を保持しなさいという法律もある

わけです。そういう中で、特別、今回の特定秘密保護法を成立させなければならないと

いう論点が、私はわからない。むしろ国民の知る権利、報道の報道権というもの、ある

いは取材権というものが大きく侵されるのではないかと。逆に言えば、萎縮してしまう

のではないかと。萎縮するということは、正しい報道がなされないで、側面だけを見た

報道になって、国民がそのことによって、国の将来の方向性を決めていくということは、

大きな問題ではないかと。 

  それともう一つは、国会で決めたんですけれども、これどういうわけなのか、私も非

常に理解ができないんですが、国政調査権というのは、立法権の 大の権限だと思いま

すが、それが制限を受けるような法律の内容になっている。 

  もう一つは、先ほども文中にありました、それで説明しましたけれども、こういった

ことにとらわれても、秘密裁判的な要素の非常に高い取り扱いになってしまう。そうい

う部分では、基本的人権に大きな影響が出るのではないかと。 

  それから、先ほど山本議員が言われましたように、この取り扱い者について、取り扱

いをさせるということで、周辺の調査というのは相当厳しく入るのではないかというふ

うに見えます。逆にそれは、いろいろな使いようができるのではないか。されるのでは

ないかという、むしろその危惧さえ起きるわけであります。 

  あとは、担当委員会のほうで、ひとつ勢力的にご審議をお願いしますし、慎重に審議
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をしていただきたいなと思いますし、一つ大事にしなければいけないのは、今の世論が

どう考えているのか。直近の朝日新聞の報道によりますと、今でもそのものの施行では

問題があると。大きな改善が必要だというふうに言っているのが７割だというふうに言

われています。これはたしか２月18日の新聞だというふうに思いますけれども。 

  先ほど山本議員が言われたように、そういうことだったら、いまだに７割の人が疑念

を持っている。それで僕は小さな町の議員として、そういう疑念を持たれている法律案

は、一度廃止をし、もう一度、国会で慎重な審議をすべきだと。それで今、法律がない

わけではないし、今そのことでこうだという危機が迫ったり、秘密漏えいが図られると

いうような状況にはないということは、共有できることではないかというふうに思いま

す。 

  以上申し上げて答弁とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） もう１問ありますけれども、質問ありますか。 

（「よろしいです」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほか質疑。 

  ９番、山本裕吾議員。 

○９番（山本裕吾議員） ちょっとお尋ねさせていただきたいと思いますが、先月、マス

メディア等で政府の決定といたして、この法律は昨年の12月13日に特別国会で公布され

たわけでございますけれども、これには１年以内に施行ということになってございまし

て、この間、先月のマスメディアの発表でも、秋ごろまでにパブリックコメントを再度

とって、国民の方々から意見聴取をして、さらにことしの12月上旬に閣議決定になって

いくということが報道されていたわけですが、まさに当町の議会として意見書というこ

とであれば、やはり町民の真の声というものを、やはり私どもも十二分に受けとめて意

見書として提出しなければならないと、こういうふうに私個人は思ってございますけれ

ども、その辺も含めて、もうちょっと推移を見守ってからというふうな考え方を私個人

は思っているんですけれども、この辺の考え方はいかがでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案者、佐々木議員。 

○６番（佐々木 守議員） まさしく法律ができてからパブリックコメントを求めるなん

ていうのは、通常の法案ではなかなかないことであります。つまりそれだけ世論が非常

に厳しい批判をしているということが事実であります。それにまさしくこの地方自治法

という法律に従って議会を開いている私たちは、慎重に審議をした上で結論を出して意

見を言うべきだと。何もパブリックコメントだから、一人として意見を言うのではなく

て、議会は議会の権能を持って、意見書という地方自治法で定められたルールに従って
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意見を述べるべきだと。残念ながら意見書というだけの意見書です。一つは、そういう

つもりで僕は出しています。 

  もう一つは、もう少し待つべきではないかと。運用までいろいろ協議をするという、

これだけ大事な、憲法にも抵触するというような法律学者もいるわけですが、そういっ

たことを待ったから状況が変化をするというのは、非常に考えにくいと私は考えたとこ

ろであります。一つ、十分チェックができるなどという話を盛んにしていますけれども、

チェックは十分できないということを、まさしく言っている事例があります。これは日

本テレビ系列の２月22日の、たしかインターネット放送だというふうに理解をしていま

すけれども、磯崎首相補佐官がＢＳ日テレの番組の中で、情報保全監視室というのがあ

りますね。ここで十分監視できるのかと言ったら、「これはアメリカだって十分監視で

きてないのだから、日本ではできない」と、こういうふうに発言をしています。そうい

うふうに実態がわかればわかるほど、実はこの特定秘密保護法については、疑念が生じ

る内容になっている。だから、言いかえれば、私は多くの町民の皆さんが、この問題に

ついて十分理解ができていないという気がしますし、関心の高い人は、これは大きな問

題だというふうに、何人かは私にそういうことを直接言われていますし、問題だという

ことも言われていますので、私が出した意見書を通すことは、私は全然問題がないし、

十分、町民の声に足り得る内容だというふうに理解をしています。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ９番、山本裕吾議員。 

○９番（山本裕吾議員） この法律の第１条を見ますと、 後に、我が国及び我が国民の

安全を確保することを目的と、こう書いてございます。これが第１条でございまして、

先ほど山本弘一議員もおっしゃられていましたように、やはりこれだけ世論が、今、

佐々木議員がおっしゃられたようなことで、いろいろな意見が出ていると、この法律は

ということでございまして、やはり我が国の安全保障のことを考えれば、法整備しなけ

ればならないところと、議論が高まっている部分というのは、やはり改善しなければな

らないということは、これは先ほど私、申し上げたように、政府のほうもそういうのを

考えての方向性に行っておりますので、その辺は十二分に本町と、大きく言えば我が国

の国民と我が町の町民に、本当にこの法律が生かされるものかどうかということも含め

て、やはりいいところは取り入れて、改善すべきところは改善すると、こういうふうに

私は思っていますけれども、その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案者、佐々木議員。 

○６番（佐々木 守議員） それは先ほど山本議員にもお答えしたんですけれども、現行
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法で問題があるということをきちっと示すべきだと思うんですよ。そういう議論が十分

ではないんですよ。現行法で問題がはっきりあるのであれば、それは現行法を修正する

という方向で十分ではないでしょうか。私たちが知る限り、テレビ・新聞等のマスコミ

で知る限り、秘密が漏えいして国益が大きく損なったということがあるでしょうか。例

えば中国の漁船問題についても、ああいうことぐらいは、当時、民主党政権でしたけれ

ども、映像があるなら国民に見せてもおかしくはないだろうと。その上で政府として、

どういう対応や外交をするのかということをきちっと説明すべきだ。もっと言えば、今、

秘密は 小限に、行政もそうですけれども、基本的には全て公開をして、住民の意見を

聞いていくという必要性があるのではないか。そういう批判も非常に高いことから、先

ほど言ったパブリックコメントを今さら求めていると。であるならば、私はこの意見書

という形で、地方自治法に基づいて、ぜひこれを、皆さんのご理解のもとに可決をさせ

ていただき、提出をさせていただきたいということをお願いしたいわけであります。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第29号に対する質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております意見書案第29号は、会議規則第39条第１項の規定によ

り総務文教厚生常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、意見書案第29号は総務文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしまし

た。 

  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５０分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

◎意見書案第３０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第７、意見書案第30号地方自治体の臨時・非常勤職員の待
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遇改善と雇用安定のための法改正に関する意見書の提出についてを議題といたします。 

  意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である２番、堂畑義雄議員からの提案理由の

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30号地方自治体の臨時・非

常勤職員の待遇改善と雇用安定のための法改正に関する意見書の提出について、その提

案理由についてご説明申し上げます。 

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

員全員のご賛同を賜り、私が提案するものであります。 

  自治体の臨時・非常勤職員は、いまや３人に１人となり、全国では約70万人にも上り

ます。それらの職員の多くは、年収が約200万円以下であるため官製ワーキングプアと

も言われ、雇止めに不安を感じながら日々の業務に当たっています。 

  臨時・非常勤職員の職種は、行政事務職のほか保育士、学童指導員、学校給食調理員、

看護師、各種相談員、図書館職員、公民館職員、学校教育など多岐にわたります。その

多くの職員が、恒常的業務に就いており地方自治体は臨時・非常勤職員の労働を無くし

て一日たりとも回りません。 

  しかし、臨時非常勤職員にはパート労働法、労働契約法などが適用されないなど待遇

や雇用について保護する制度が整備されておらず、民間労働法と地方公務員制度の狭間

で、法の谷間に置かれた存在となっています。 

  このためパート労働法や改正労働契約法の趣旨を踏まえ、臨時・非常勤職員の待遇改

善、雇用安定に関する法整備を図ることが重要課題となっています。 

  つきましては、行政サービスの質の確保と、臨時・非常勤職員の待遇改善、雇用安定

の観点から、次のことが措置されるよう強く要望するものであります。 

  記。 

  １、非常勤職員に期末手当や退職手当の支給を認めていない地方自治法を改正するこ

と。 

  ２、均等・均衡待遇を求めているパート労働法の趣旨を、臨時・非常勤職員に適用さ

せる法整備を図ること。 

  ３、臨時・非常勤職員の処遇改善、雇用安定をはかるため、任期の定めのない短時間

勤務職員制度の導入について検討を行うこと。 

  以上、要望するものであります。 

  議員各位の満場のご賛同を賜り、この意見書案をご可決いただき、関係者に送付いた
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だきますようお願いします。 

  以上をもって、意見書案第30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30号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより意見書案第30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30号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１号から議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第８、議案第１号平成25年度上士幌町一般会計補正予算

（第11号）、日程第９、議案第２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４号）、日程第10、議案第３号平成25年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第

６号）、日程第11、議案第４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２号）、日程第12、議案第５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３号）、日程第13、議案第６号平成25年度上士幌町介護保険特別会計補正予算

（第４号）、６案を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第１号から第６号までの一般会計並び

に５特別会計の補正予算の内容についてご説明を申し上げます。 

  補正総額は、全会計で329万6,000円の追加補正となっており、補正後の予算総額を83

億9,634万7,000円とするものでございます。 

  それでは、議案第１号、一般会計補正予算（第11号）からご説明をいたします。 

  １ページをお開きください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に9,026万7,000円を追加し、総額を64億7,367
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万6,000円とするものでございます。 

  追加補正の主な内容を申し上げます。 

  ふるさと納税特産品発送事業4,582万6,000円、公共施設整備基金積立金7,886万2,000

円、旧士幌線アーチ橋保存基金積立金581万7,000円、国保会計繰出金126万4,000円、経

営体育成支援事業1,945万8,000円、コントラクター支援事業925万円、牧場管理運営経

費4,217万3,000円、産業振興対策経費422万8,000円、町道等除排雪対策事業1,079万5,000

円でございます。 

  減額補正につきましては、事務事業遂行に伴う執行残の減額補正が主なものでござい

ます。 

  第２条では、地方債の変更に関する補正でございます。過疎債の限度額について、６

ページ、第２表のとおり補正をいたします。 

  変更の主な理由は、事業費の減額に伴うものでございます。 

  次に、特別会計の補正予算についてご説明を申し上げます。 

  １ページの議案第２号、国民健康保険会計補正予算（第４号）でございます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から3,452万1,000円を減額し、総額を８億

529万2,000円とするものでございます。 

  追加補正の主なものは、療養給付費交付金等返還金123万6,000円でございます。また、

減額補正の主なものは、一般被保険者療養給付費1,243万6,000円、退職被保険者等療養

給付費506万2,000円、一般被保険者高額療養費197万3,000円、高額医療費共同事業拠出

金137万円、保険財政共同安定化事業拠出金292万2,000円、特定健康診査等事業116万

5,000円でございます。 

  次に、22ページの議案第３号、水道事業特別会計補正予算（第６号）でございます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から787万9,000円を減額し、総額を３億

4,910万3,000円とするものでございます。 

  減額補正の主なものは、簡易水道施設改良事業585万4,000円でございます。 

  次に、28ページ、議案第４号、後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）でござい

ます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から135万円を減額し、総額を8,411万8,000

円とするものでございます。 

  減額補正の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金135万円であります。 

  次に、33ページ、議案第５号、公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）でござい

ます。 
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  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から632万4,000円を減額し、総額を２億

2,692万7,000円とするものでございます。 

  また、36ページにありますとおり、地方債補正として、下水道事業債の限度額を増額

し、過疎対策事業債の限度額を減額いたします。 

  減額補正の主なものは、個別排水処理施設管理経費280万円、下水道施設整備事業266

万5,000円でございます。 

  次に、44ページ、議案第６号、介護保険特別会計補正予算（第４号）でございます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から3,689万7,000円を減額し、総額を４億

5,723万1,000円とするものでございます。 

  減額補正の主なものは、居宅介護サービス給付事業513万6,000円、施設介護サービス

給付費事業3,494万4,000円、高額介護サービス事業費205万3,000円、特定入居者介護サ

ービス事業費136万9,000円、また追加補正の主なものといたしましては、基金積立金

745万8,000円でございます。 

  以上が補正予算の内容でございます。 

  また、全会計とも第１条の第２項、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、第１表のとおりでございます。 

  また、各会計事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  以上、一般会計並びに５特別会計の補正予算につきまして、ご提案を申し上げました。

よろしくご審議賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより各会計ごとに質疑を行

います。 

  それでは、議案第１号平成25年度上士幌町一般会計補正予算（第11号）から質疑を行

います。 

  初めに、事項別明細書の歳出から質疑を行います。 

  事項別明細書の歳出は、19ページからページごとに一括して質疑を行います。 

  19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。 

  ５番、渡部信一議員。 

○５番（渡部信一議員） ふるさと納税の件について、ここに特産品発送事業というよう

なことで予算が計上されているわけですけれども、このことはいいんですけれども、ご

存じのように爆発的にご寄附というか、納税者が納税いただいて、非常に結構なことだ

と思うんですけれども、この納税の問い合わせですね、申し込みと申しますか、そうい

った中で、これは窓口は総務課になっていると思うんですけれども、特に町長等が出演
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されたテレビの後等には、かなりの申し込みと申しますか、そういう問い合わせがある

と。そういった中で、どうしても土曜日・日曜日が多い中で、そういった対応を、警備

員と申しますか、そういう人にかかってくると。これだけの大きな事業で、これだけ有

名になったわけですから、当然そういったことは予測されるわけですから、ある程度責

任を持った職員と申しますか、説明するなり、あるいは苦情なり、いろいろな問い合わ

せがあるというふうに聞いたわけですけれども、美装さんとの関係で、どういう契約に

なっているかわからないですけれども、考えるに、そこまでのそういった業務まで担わ

せる契約にはなっていないと思うんですね。あわせて、やっぱり責任あるそういったこ

との措置も必要かと思うんですけれども、そういったことは十分なのかどうなのか。あ

わせてしっかり対応したらいいのではないかと思うんです。宣伝ばかりするだけではな

く、そこら辺も含めて、今後まだまだ続いていくわけですから、そこら辺、どのような

ことになっているか。土曜日・日曜日というのは役場は休みで職員も休みというのは、

それはわかるんですけれども、そういった問題点と申しますか、そういったことを聞か

されるわけですけれども、そういったことについての対応なり、あるいは考え方をお聞

きしておきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 今、議員ご指摘のとおり、ふるさと納税につきましては、ある意味

想定外といいましょうか、本当に非常に反響が大きくて、今ご指摘のあったとおり、テ

レビ等で放映された後には、その日の夜から、あるいは翌日の朝には、かなりの電話が

殺到するというような事態が実際に発生をしております。そういう中で、今ご指摘のあ

ったように、土・日の問題につきましては、やはりその辺は、まだ十分徹底ができてい

なかった部分があろうかと思いますが、実際には一部、担当職員が、土・日、あるいは

祝日等にも出勤をしてという状況はありましたけれども、その辺がまだ十分にきちっと

徹底されていなかった部分があるのかなと思います。そういう意味では、当直の、実際

に休みの日に電話が来たときに、十分応対できなかった部分があるのかなと、そんなふ

うに感じております。 

  ただ、今度、新年度からの体制につきましては、現在、寄附等は総務課が実際の担当、

またネット等の関係、情報の発信、あるいはネットの関係で企画財政課もかかわってお

りますし、特産品の発送関係については、商工観光がかかわるということで、３課がま

たがる形で、それぞれが対応しているという状況に、今現在はそういう状況にあるわけ

ですけれども、新年度からについては、そのようなところを、きちっと一本化をして、

体制を整えていきたいということと、そういった土・日・祝日等の対応をどうするか、
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その辺、新年度からについては、十分協議をして対応する体制を考えていきたいという

ことで、今、準備をしているところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、渡部信一議員。 

○５番（渡部信一議員） そういった問題点といいますか、課題を熟知されて、対応する

ということはよろしい、そのように進めていただきたいと思うわけですけれども、やっ

ぱりこれだけのものを、一番納税という形で、寄附という形で、そういった問い合わせ

があったとき、一番そこの大事なところをお粗末に預かっていたのでは、本当にせっか

くのそういった上士幌に納税の希望をいただく人たちに失礼ということもありますし、

あわせて、そういったものが、過去の担当のほうまで十分熟知されていないというか、

担当課の職員は土・日、こういう電話が来たら、このように対応してくれというような

マニュアルまで、その警備員に渡しているというか、だから警備員というのは、そこら

辺までの契約もしていないわけで、ましてやそういった対応というか、それなりに困っ

たことは困ったで、平日にかけてくださいとか、そういったことで答弁しているような

経過はあると思うんですけれども、そこら辺、担当職員もかかわってくるということは

十分想定していながら、警備員にマニュアル等、あるいは対応を任せてしまうというの

は、いかにも無責任甚だしいというか、だから、十分そこら辺を踏まえて、新年度、あ

るいはあしたからでもいいです、そこら辺の対応を、やっぱり十分把握して進めていた

だきたいと思うわけです。 

○議長（杉山幸昭議長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ご指摘の部分、十分私どもも承知をしているつもりでございます。

実際に警備員の方にどこまでさせるかというのはあるんですけれども、ただ現実には、

細かいことを説明させるということではなくて、窓口として、例えば翌日にまたお電話

いただくとか、そういった必要 小限のことでお願いをしている部分があろうかと思い

ますので。 

  ただ、いずれにしても、土・日の問題については、結局は警備員の方だけでは対応し

切れない部分、当然ありますので、その辺をこれからどうするか、まさにここに来て、

そういった問い合わせが、土・日、あるいは夜昼構わず連絡が入るということはありま

すので、その辺は警備員の会社のほうとも、さらに詰めながら、 低限やっていただく

ことも当然出てまいりますけれども、基本的には職員が対応できる部分をどうしていく

かということを含めて、これから検討して、準備をしていきたいというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

  ３番、山本弘一議員。 
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○３番（山本弘一議員） 今の関連なんですけれども、副町長の説明を聞いてわからんわ

けでありますけれども、やはり町長も２回、テレビで放映されて、我が町も非常に全国

にその情報を発信し、またそれによって、ふるさと納税がよりふえてくるという状況で

あります。非常に好ましい形ではありますけれども、先ほど渡部議員が言いましたよう

に、片っ方ではそういうことをコマーシャルで流して、全国に発信して、ふるさと納税

がふえているのはいいんですけれども、やはり納税する方々、町外でふるさとを思い、

納税してくれる方々の心情を考えたときに、やはりきちっとその辺の受け入れ体制、言

葉使いを含めた中で、職員含めて一丸となってこのことに対応していかないと、表には

そういうことが出ていて、その対応が悪ければ、何だ上士幌町ということになっても、

非常に大変なことがあるので、新年度と言わず早急に、例えばよく、各会社にあります

が、土曜・日曜が休みの場合は、自動的に重要なことは伝言してくださいということに

なると、そこから緊急の場合はその担当に回っていくとか、月曜日にかけてくださいと

か、ただ、これふるさと納税ですから、会社の中身ではないので、寄附される、納税を

希望している方というのは、上士幌町に対して、これだけ納税したんだよという自負を

持っていると思うんですよね。その心情を考えたときに、やはり警備員では限界がある

のかなと。やっぱり思いやりのあるような我が町の対応というのが、すごく必要になる

と思うんですよ。これは来年度なんていうことではなくて、もう既に毎日のようにアク

セスが来ていると思うんですし、やっぱり速やかな対応、土・日の対応、特に祝祭日、

それをどうするかというのは内部的に検討されて、部内か役場庁舎内で何らかの方法を

とるべきだと思うんですが、いかがですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 新年度からというふうに先ほど申し上げましたけれども、いずれに

いたしましても、もう３月に入りましたが、できるだけ早くというようなことでござい

ますので。新年度からは、先ほど言いましたように、今は３課にまたがって、かかわっ

てやってきていますけれども、１課に集中して、専門の職員も配置をして進めるという

ことになっておりますので、当然そういった対応をどうするかということは、新年度に

向けて議論をしなければならないと思いますし、今現在の問題も確かにございますので、

その辺はこれから早急に、内部的にまた協議をさせていただいて、対応に向けて検討さ

せていただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

  10番、中島卓蔵議員。 

○１０番（中島卓蔵議員） 関連なんですけれども、現時点ではクレームとか苦情とか、
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そういうのを警備員のほうで受けたときは、担当課に必ず報告をしているということを

聞いているんですね。その時点で担当課から、今後また警備員のほうに対応させている

というのは、そういう話を聞いていますから、それは副町長、内部できちっと精査して、

今後の課題としてきちっとやっていただきたいなと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ちょっとその辺の細かい内容は、私も承知していない部分があるん

ですが、少なくとも警備員の方に、事細かに職員が対応するようなことまでは、これは

求めることは当然できないと思いますので、多分、 低限、窓口で受けたときに、自分

は対応できないけれども、こういったことでというようなことで、 低限それを説明す

る範囲については、マニュアルとしてお渡ししているんだと思うんですね。いずれにし

ても、その後の対応としては、職員のほうからご本人にご連絡を差し上げるとか、そう

いう対応をしていると思いますので、その辺、改めてまた私のほうも内容を確認をして、

徹底をさせていきたいなというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 21ページまで、ほかありますか。 

（「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。 

  ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 子育て推進経費について質問いたします。 

  子ども・子育て会議が、要綱をつくったときには、年度内には二、三回、開催する予

定と。多分２回程度開かれているのかなとは思うんですが、その内容について、まず質

問いたします。 

  それともう１点は、ニーズ調査の関係なんですが、委託しながらニーズ調査を行い、

既に取りまとめの段階に入っているということもお聞きしているんですが、どのような

形でこのニーズ調査を、対象をどこにしたとか、どの程度広げたかとか、その点につい

て質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 並木室長。 

○並木 学子育て支援室長 まず、子育て会議の開催の関係ですけれども、予定では、年

に２回開催する予定となっております。第１回目につきましては、12月に開催しており

ます。第１回目については、この子育て会議の趣旨ですとか、今後の新制度のことにつ
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いて説明をしたということになっております。 

  ニーズ調査につきましては、今現在、業者のほうに委託中ということで、子ども・子

育て計画で求められております保育・教育・子育て支援事業の見込み量に関する調査と

いうことで、未就学の児童、それから義務教育の対象となっている保護者の方々に、抽

出という形で実施しております。 

  あともう１点は何ですか。 

○議長（杉山幸昭議長） いや、２点でよかったのではないですか。 

○並木 学子育て支援室長 ２点でよろしいですか。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） そうしますと、年度内には、まだ１回しか開かれていないとい

うことでいいですね。 

  それと、これ予算にもかかわってくるのですが、私が前にも委員会の中で、この要綱

をつくるときにも指摘したんですが、子育てにかかわる方のサークル等、例えば保育所

の保護者の会と学童保育とか、よちよち・ひよこサークルも含めて、年度で会長さんが

かわるんですよね。ですから、それは別にかわった方がまた申請すればいいというふう

になってはいるんですが、ほとんどかわりますので、多分、新年度になって、またきち

んと趣旨から説明していかないと、また新年度も二、三回するとしましても、その辺は

きちんと徹底していかないと、難しいのかなという気がいたします。 

  それと、アンケートについては、未就学児童と、それから小・中学生を含めた親に抽

出でアンケートをとったとあるのですが、抽出というのは、どの程度の抽出なのか。実

際に大事な計画ですので、その調査結果をもとに、多分、来年度、子ども会議にかける

案をつくるんだろうと思うんですよ。人数がこれぐらいだろうから定員をどうするかと

か、その点について、抽出しただけの調査でいいのだろうかというふうな気持ちがいた

します。その点について、どのようにお考えか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 並木子育て支援室長。 

○並木 学子育て支援室長 まず、子育て会議の関係ですけれども、年度当初、会議の開

催は、一応、年度内に２回ということで予定しておりまして、そのうち１回終わったと

いうことで、本来であれば、今月中に第２回目ということも考えているんですけれども、

先ほど話しましたニーズ調査の結果が出まして、業者に委託している結果が出て、その

ことについて報告するということになっておりますので、まだちょっとニーズ調査の結

果が出てきていないということで、第２回目を年度内に開催できるかについて、現在、

検討中ということになると思います。 
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  それと、先ほど指摘がありましたサークル等の方の代表の方が、代表という形で出席

されるということで、当初から年度ごとに、毎年その代表の方がかわるという話を聞い

ておりますので、またかわった時点で、新たに委員に任命いたしまして、また当然その

都度、会議の趣旨については説明していきたいというふうに思っております。 

  それと、アンケート調査の関係なんですけれども、一応、調査対象につきましては、

結構、国の項目が多いということを考慮いたしまして、考え方としては、小学校以下の

子供さんに対して、一番下の子供さんに対して、調査するということにいたしました。

それで、未就学児童の方につきましては、一応、12月の時点で対象児童が240名に対し

て、調査を行ったのは172名ということで、71.1％の調査率となっています。就学児童

につきましては、252名中116名ということで、46.1％の対象というふうなことになって

おります。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） わかりました。これはまた予算のときに質問させてもらいます

ので、これで終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、佐々木守議員。 

○６番（佐々木 守議員） 同じ部分なんですけれども、この第１回の子ども・子育て会

議の中の主な議題について、お知らせを願いたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 並木子育て支援室長。 

○並木 学子育て支援室長 第１回目の子ども・子育て会議の議案につきましては、子ど

も・子育て支援新制度の概要についてということと、この子ども・子育て会議のことに

ついてということと、子ども・子育て支援事業計画についてということ、それからニー

ズ調査についてという項目、それから今後の子育て支援計画の進め方についてというこ

とで議題にさせていただいております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいですか。 

  ほかありますか。 

  ７番、角田久和議員。 

○７番（角田久和議員） 25ページの報償費、まちづくりアドバイザー謝礼ですね、これ

が24万2,000円減額になっております。減額要因について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 早坂企画財政課長。 

○早坂清光企画財政課長 ご説明いたします。 
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  町のアドバイザーということでは、年間ということで、定額で３万円ということでア

ドバイザーになっていただいている方は、小山先生と松井さんという方、お二人なんで

すけれども、これ以外に、公共施設の整備に係りまして、北大の森先生に計画のアドバ

イザーということになっていただいていまして、その分の予算を当初計上していたわけ

ですけれども、年度途中から内閣府の特定地域再生の事業が採択となりましたので、そ

ちらのほうの予算で、森先生のほうに来ていただいて、いろいろアドバイスいただく部

分は、そちらの経費で執行をしましたので、こちらの予算は使わなくてよかったという

ことで、こちらの予算について、今回、減額補正をさせていただくということになりま

す。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、角田久和議員。 

○７番（角田久和議員） それで、小山さんと松井さん、２名、まちづくりアドバイザー

ということなんですけれども、今年度、何か具体的にアドバイス、いただきましたか。 

○議長（杉山幸昭議長） 早坂企画財政課長。 

○早坂清光企画財政課長 小山先生につきましては、昨年の春、４月の時点で生涯学習セ

ンターの整備事業が始まるというようなことでの打ち合わせといいますか、関係者の集

まり、役場内も含めて集まりがありましたとき、そのとき一度来ていただいているのと、

秋口に教育委員会のほうで、教育委員会の職員の研修と社会教育委員さんの研修という

ようなことを行っておりまして、そのときにアドバイスをいただいているということに

なります。 

  松井さんにつきましては、昨年、こちらのほうに別荘をお持ちですので、年間何回か

行ったり来たりされていらっしゃる方ですので、そんな中で、一度情報交流というよう

なことで、意見交換をさせていただいたことが具体的にございますことと、あと役場の

管理職の研修会のときに、いろいろ管理職の資質の向上というようなことでのアドバイ

スといいますか、研修の場に講師として来ていただいたような経過がございます。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

  １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） まちづくり活動支援事業、当初2,600万円の予算でありました

が、平成25年度につきましては何件で、どのような事業を行ったのかお聞きいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 早坂企画財政課長。 

○早坂清光企画財政課長 お答えいたします。 
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  平成25年は、2,600万円とおっしゃいましたけれども、260万円ということで当初予算

を。それで、この事業については、３つの大きな区分けの事業になっていますけれども、

１つ目に、公共施設等の整備活動支援事業ということでの事業ということで、これにつ

いては、２件で19万675円ということになっております。 

  ２つ目として、地域活性化支援事業ということで、これにつきましては、１件で10万

円ということになっています。 

  ３つ目として、除雪機器等の整備支援事業ということで、町内会等で除雪機器を購入

される場合に支援をするということで、これについては、１件で50万2,000円というよ

うなことになっております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 除雪機を購入した地域というか、そこの行政区名を教えていた

だきたい。 

○議長（杉山幸昭議長） 早坂企画財政課長。 

○早坂清光企画財政課長 ぬかびら源泉郷の町内会です。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 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。 

  ５番、渡部信一議員。 

○５番（渡部信一議員） 指定寄附金の592万2,000円ですね、この内容についてお尋ねし

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 財源補正のところだと思いますが、旧士幌線アーチ橋保存対策費の

中で、指定基金592万2,000円ということで計上しておりますが、これは町外の方から、

アーチ橋の保存対策経費に充ててほしいということで指定寄附を受けておりまして、そ

のままアーチ橋保存基金に積み立てる財源として充当しているものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、渡部信一議員。 
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○５番（渡部信一議員） これはふるさと納税における指定寄附という、そういうふうに

捉えて、そういう形の中で入ってきているものだと思うわけですけれども、第三橋梁の

修復ですね、当初、町とＮＰＯが協働して第三橋梁の修復に取りかかるというようなこ

とで、寄附を募って、9,000万円ほどかかるというようなことで説明があって、そうい

うことを目標にしながら、寄附を求めていたと思うんですけれども、その第三橋梁の基

金の総額は、これは町のほうへ入ってきて、町が預かっていると申しますか、積み立て

ていると思うんですが、その総額はどのくらいになっているのか。今の保存基金という

のは、ここの基金に積み立てられているのと、また別なのか、そこら辺の関係について、

いま一度お尋ねしておきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 柚原商工観光課長。 

○柚原幸二商工観光課長 ただいま渡部議員からご質問がございましたアーチ橋の関係の

音更川第三橋梁の基金の関係ですけれども、ご質問のあったとおり、この目的基金とし

まして、平成21年度からこの募金を集めておりまして、議員おっしゃるとおり、相当お

金がかかるということで、9,000万円相当、官民両方でやりましょうということで、今

現在、ことしの２月末現在までで、トータルで262件、約1,820万円ほどこの基金の中に

積んでいる状況でありまして、まだまだ不足しているような状況でございます。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、渡部信一議員。 

○５番（渡部信一議員） 当初、３年間を目標に修復というか、集めてやると言ったわけ

ですけれども、9,000万円から言えば、ほど遠いものだと思うんですけれども、そこら

辺の具体的な、この基金に基づいて、基金と申しますか、そういったものを募って、寄

附された方もいるわけですから、9,000万円集らなければやらないというのか、あるい

はいつの時点でやるのかというのは、やっぱりある程度、集めた以上、そういった説明

責任なり、あるいは計画したもの、あるいは集まった基金の範囲内で、やれる範囲内で

やるとか、何らかの形で、そういった説明責任と、あと計画みたいなものが必要かと思

うわけですけれども、そういったものがさっぱり、当初の官民一体となってやるという

ような華々しい打ち上げと裏腹に、さっぱり見えないわけですけれども、そういった具

体的な計画なり、あるいはそういったものは、どういうふうに考えておられるか、この

際、お尋ねしておきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 柚原商工観光課長。 

○柚原幸二商工観光課長 確かに当初の目標でございました３年で9,000万とは、かなり

ほど遠い金額でございまして、平成23年からの３年間で、なかなか思った寄附が集まら



－45－ 

ないということで、24年度も継続、また25年度も今継続している 中でございまして、

確かに議員おっしゃるとおり、ある程度目標を持つ、集まった額でどこまでできるかと

いうことも、検討の素材に必要なんですけれども、なかなかこの1,820万円でどのくら

いできるかという部分でいけば、極端な話、足場で終わる可能性も、なきにしもあらず

というような金額なものですから、この辺は、友の会さんもいらっしゃるし、関係団体

ともいろいろ協議しながら、そういった部分は今後検討していかなければならない状況

だと思っております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） いいですか。 

  ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、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。 

（「なし」の声） 

○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。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、34ページから35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、36ページから37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、38ページから39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） 健康診査経費の関係で質問したいと思っていますが、これは40

歳健康づくりスタート事業につきましては、平成25年度、どの程度、パーセンテージ、

どれぐらいの見込みがあるのかと。 

  それから、健康診査経費の中で、多分、平成25年度からの増進計画の中で、30歳以下

の方の経費をどうするか議論になったと思うんですが、その点について、20代・30代の

健診について、述べたのかどうか質問いたします。 
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○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 40歳の健康づくりスタート事業についてでございますけれども、

平成25年度につきましては、40名の申し込みということで、当初、37名ほどしか見てお

りませんでしたので、３名分の増額補正をさせていただいたところでございます。 

  それから、もう１件の30歳以下の……申しわけございません、ちょっと聞き逃してし

まいましたので、再度お願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 40歳の健診、無料化に向けて取り組まれて、その中で、増進計

画の中で、40歳になる前の20代・30代を、これからは重視して取り組まなければいけな

いというふうに課題があったわけですが、平成25年度から始まりましたこの増進計画に

基づいて、20代・30代の受診率がふえたかどうかということで質問させてもらいました。 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいですか。 

  暫時休憩いたします。 

（午後 １時４７分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） それでは、再開いたします。 

（午後 １時４８分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） ほか質疑ありますか。39ページまでですね。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、40ページから41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、42ページから43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、44ページから45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、46ページから47ページまで質疑を行います。質疑ありま

すか。 

  ３番、山本弘一議員。 
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○３番（山本弘一議員） ここの林業振興費の中で、有害鳥獣駆除費で132万3,000円の減

になっているわけですけれども、これは昨年度、平成25年度ですか、出動が少なくて、

こういう132万円も、そういう有害鳥獣駆除がなかったのか、それで減額になったのか。 

  それで、今、上士幌町有害鳥獣防除対策要綱を見ているんですけれども、専門ハンタ

ーは町が委嘱するとなっておりますけれども、町の委嘱というのは、上士幌町内に住ま

われているハンターというのは、みんな委嘱されているのか。それで人数はどのくらい

いて、そういう人たちがいて、要綱に書いてありますけれども、その中では、ハンター

に委嘱された場合は１日6,900円と。それで自家用車は１日600円と、こうなっています

けれども、特に132万3,000円についての減額というのは、出動回数が少なかったのか、

ちょっとその辺の内容をお知らせください。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡農林課長。 

○松岡秀行農林課長 お答え申し上げます。 

  これだけの130万円ほどの減額の主な理由は、特に鹿の捕獲につきましては、昨年は

328頭おりましたが、今年度は182頭ということで、昨年の55％ほど、45％減ということ

で、とれた頭数等に、今、山本議員がおっしゃったような、その数に比例するものです

から、主にそういったことでの不用減ということになります。 

  あと、町内委嘱のメンバーでございますけれども、猟友会の方たちにお願いしている

ということでございます。人数につきましては、現在40名ほどにお願いしているという

ことでございます。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） わかりました。鹿の減が主な要因だということで。 

  それで、今、答弁のありました日当についてはいいんですけれども、自家用車が１日

600円というのは、この中でも相当、平成21年度、その前から見たら、平成10年度から

決めてある要綱なんですけれども、その当時のガソリン代ですとか、そう考えると、非

常に安い時期ではなかったのかと。やはり一日、鹿であろうと何であろうと、動くとき

の距離数によっては、相当、時と場合によっては、走るのではないかと思うんですけれ

ども、600円といったら、安い弁当代かなと思われてしまうんですけれども、実質的に

町の１キロ40円というのが、ほかはあるわけで、そこまでしろとは、私、言いませんけ

れども、もう少しこの600円の、自家用車を一日出したとき、丸一日ですから、山の中

まで入っていってということを考えたときに、報酬とは別に、やっぱり直接燃料費に相

当するぐらいの額というのは必要ではないかなと。この一日600円と決めるのが妥当か
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どうか、それとも、距離だとかいろいろありますけれども、その辺は今後、猟友会のメ

ンバーも、顔ぶれを見ますと結構年齢が上がってきているわけですね。新しい人が入ら

ないんだという悩みもあるみたいなので、この燃料代というんですか、車代600円とい

うのを、少し検討したらいいのではないかと思いますけれども、その辺の見解はいかが

ですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡農林課長。 

○松岡秀行農林課長 かなり強力な後押しだということで認識させていただきたいと思い

ますけれども、現在、国のほうにつきましても、この有害鳥獣の駆除につきましては、

かなり本腰を入れていかないことには、継続も無理だろうということで、今年度、報酬

等も、１頭につき、とるけものによって違うんですけれども、かなり加算されてきてい

るものがございます。ここで出ておりますのは、林業費で出てきておりますけれども、

もう一方では、農産のほうでの予算化もされて、国からの補助もいただきながら、かな

り厚手になってきているということも、ひとつご理解いただきたいと思います。 

  この600円につきましては、全体を鑑みる中から、どの辺が妥当なのか考えていきた

いと思いますけれども、いずれにいたしましても、出役される方たちに不利益、負担に

ならないような形での考えは、常日ごろ持っていたいと、そのように考える次第でござ

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。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、48ページから49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、50ページから51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、52ページから53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、54ページから55ページまで質疑を行います。質疑ありま

すか。 

（「なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） 次に、56ページから57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、58ページから59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、60ページから61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、62ページから63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、64ページから65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、66ページから67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、68ページから69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、70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） それでは、先ほどの保留の回答を行いたいと思います。 

  野中保健福祉課長。 

○野中美尾保健福祉課長 大変失礼いたしました。 

  増進計画の中では、目標率とか数字というところではなくて、若いうちからの動機づ

けが必要だというところで、理念として書かせていただいているところでございますけ

れども、30代では平成24年度が18名、25年に至っては39名ということで、30代に関して

は、ふえてきていると、受診率が上がってきているというところでございます。これは

健康診査でございますが、がん検診については、まだちょっと数字を拾っていないとい

うところなので、今はちょっと申し上げることができません。 
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  それから、20代に関しましては、やはりなかなか受診をしてくれていないというとこ

ろで、実際には今の段階では、一桁数というところの段階になっているようでございま

す。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいですか。 

  ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 質問ではないんですが、40代につきましても、前年に比べて、

今、補正予算も組みながら伸びていると。30代につきましても伸びていると。これは保

健福祉課のこれからの課題も含めつつ、評価できる点なのかなと思って質問させてもら

いました。答弁はよろしいです。 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいですね。 

  それでは次に、給与費明細書は71ページから72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73ページ、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ページからページごとに一括

して質疑を行います。９ページ、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 10ページから11ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、12ページから13ページまで質疑を行います。質疑ありま

すか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、14ページから15ページまで質疑を行います。質疑ありま

すか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、16ページから17ページまで質疑を行います。質疑ありま

すか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、18ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） 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１号平成25年度上士幌町一般会計補正予算（第11

号）の質疑を終わります。 

  ここで15分間休憩といたします。 

  再開は、５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午後 １時５８分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時１０分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 次に、特別会計補正予算の質疑を行います。 

  特別会計の質疑は、会計ごとに歳入歳出一括して質疑を行います。 

  初めに、議案第２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４号）は、

１ページから21ページまで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） 特定健診の受診率について、平成25年度の見込みについて、ど

れくらいいっている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 特定健診の受診率ということで、平成25年度、まだ確定値は出

ておりませんけれども、今段階では平成24年度と同じ41％強というところの状況でござ

います。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいですか。 

  ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいですか。 

  以上で議案第２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４号）の質
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疑を終わります。 

  次に、議案第３号平成25年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第６号）は、22ペ

ージから27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３号平成25年度上士幌町水道事業特別会計補正予

算（第６号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第４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２号）は、

28ページから32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４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２号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第５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３号）は、

33ページから43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５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３号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第６号平成25年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第４号）は、44ペ

ージから56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６号平成25年度上士幌町介護保険特別会計補正予

算（第４号）の質疑を終わります。 

  次に、各会計補正予算に対する質疑が終了いたしましたので、これより理事者に対す

る総括質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 質疑がございませんので、町理事者に対する総括質疑を終了い

たしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、町理事者に対する総括質疑を終わります。 

  以上をもって、議案第１号から議案第６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。 
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  初めに、議案第１号平成25年度上士幌町一般会計補正予算（第11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１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１号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第２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４号）の討

論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第２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２号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第３号平成25年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第６号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第３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３号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第４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４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４号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第５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、議案第５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５号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第６号平成25年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第４号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第６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６号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第７号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第14、議案第７号上士幌町ふるさと納税・子育て少子化対

策夢基金条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  並木子育て支援室長。 

○並木 学子育て支援室長 ただいま上程されました議案第７号上士幌町ふるさと納税・

子育て少子化対策夢基金条例の制定につきまして、その提案理由と内容についてご説明

いたします。 

  まず、お手元に配付の議案第７号関係資料「上士幌町ふるさと納税・子育て少子化対
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策夢基金条例の制定について」をごらんください。 

  条例制定の目的についてですが、次世代の上士幌町を担う子供たちの健やかな成長を

願い、子供の明るい未来を目指したまちづくり及び少子化対策を推進することを目的と

しまして、この基金を設置するものであります。 

  基金原資についてですが、ふるさと納税寄附金の一部を主な財源としまして、ふるさ

と納税寄附金から指定寄附金及び感謝特典に要した経費等を除いた範囲内の額を、この

基金の原資としております。いわゆる指定のない一般寄附金を有効に活用するというこ

とです。 

  対象となる事業についてですが、本町として特色ある先駆的な子育て支援及び少子化

対策に資する事業ということで、福祉・保健・教育分野等に広くかかわる事業が対象と

なります。 

  基金の積み立て時期についてですが、ふるさと納税寄附金を財源とすることから、当

該年度の３月補正予算にて積み立てを行うこととしております。今年度につきましては、

今条例案が可決された場合は、その後の 終補正予算にて、直近の寄附金の実績額をも

とに、別途計上することとしております。 

  具体的な内容につきましては、条例の案をごらんください。 

  第１条では、本条例の設置を規定しております。ふるさと納税の寄附金の一部を財源

として、子供が健やかに生まれ育つ環境づくり及び少子化対策の推進を図るため、同基

金を設置することとしております。 

  第２条では、基金の積み立てについて、第３条では、基金の管理について、第４条で

は、基金の運用益金の処理について、それぞれ定めております。 

  第５条では、基金は、子育て支援及び少子化対策の事業に要する経費に充当する場合

に限り、処分することができることと定めております。 

  第６条では、繰替運用について、第７条では、委任について、それぞれ定めておりま

す。 

  この条例は、交付の日から施行するものでございます。 

  以上、議案第７号条例の制定につきまして、その提案理由と内容についてご説明申し

上げました。ご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第７号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  ６番、佐々木守議員。 

○６番（佐々木 守議員） これ議員運営で付託案件になっておりますので、細かくは付
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託委員会の中で十分審議いただきたいというふうに思いますけれども、この子育て支援

対策というのは、どこまで入るのかというのが、非常に不明瞭な部分があるので、この

際、ちょっとその確認だけさせていただきたいと思います。 

  平成26年度予算の中で、少子化対策の一環として、住宅支援対策が入っていますが、

こういったものも含まれるというふうに考えておいていいのかどうか、この際お聞きし

たいと思いますし、ここで言っている基金の対象の範囲というのを、どういうふうに担

当課としては捉えているのか、その説明をもう少ししていただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 並木子育て支援室長。 

○並木 学子育て支援室長 お答えします。 

  具体的には、来年度以降の事業に対して、この基金が充当されるということになって

きますので、ちょっと今の現時点で、具体的にどの事業というのは、なかなか言いづら

い部分はあるんですけれども、基本的には、先ほどお話ししましたように、子育て事業

というのは、非常に広範囲にわたることとなっております。福祉・教育・保健関係、そ

れから先ほどの子育て住宅関係も、広い意味でいくと子育て支援になってくると思いま

すので、一般的には、そこら辺含めた大きな範囲の中で子育て事業というふうになって

くるものと思われます。 

  ただ、実際には、この基金としてどういった事業が適切なのかということにつきまし

ては、やはり地域性があったりだとか、非常に特色があるとかというようなところで、

また寄附金が原資ということなので、寄附された方の理解も得られるような事業を、今

後、実際に実施する上で、検討しながら進めていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいですか。 

  ほかありますか。 

  ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） 同じく、今は福祉・教育・保健ですか、子育てのためのことに

この基金を使いたいと。詳細については、今後検討したいということはありますが、や

はり子育て支援住宅だとか、私が個人的に考えるには、認定こども園ですとか学校教育

とか、そういう類いのものかなというふうに思いますけれども、やはりこの基金の性質

上、もうちょっと、条例をつくるのはいいんですけれども、ちょっとこの骨子ぐらいは

説明できるぐらいのことにしておいてほしいなと。でないと、今、佐々木議員が言った

ように、どこまでの範囲なんだということを言ったときに、我々も時と場合によっては、

こっちで考えておること、個人的に私が考えることと町の考えと、どこまでの、おおむ
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ね４つの柱ぐらいあるとか、５つぐらいの範囲で検討したいというのが筋であって、今

後、新しい新規条例として提案し、審議してもらうということでありますから、私はそ

れ以上言いませんけれども、私が言った支援住宅だとか認定こども園、小中高、そうい

うものも含まれているという考え方で認識していいのかどうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ご指摘のように、一定程度枠はめをするということも、一方では考

えられるんですけれども、そうではなくて、やはり広い範囲で子育て、そして少子化対

策ということで区切っておりますので、山本議員がおっしゃるようなことも、該当する

ことは十分考えられますし、その辺は、ある意味、余り範囲を狭くしない形で進めたい

というのが、基本的なこの条例の考え方です。 

  ただ、先ほど推進室長から申し上げたとおり、既存の事業にそのまま充当するという

ことではなくて、寄附者の意向を考えたときに、単に既存の事業ではなくて、やはり新

たなそういった事業、あるいはソフト事業を含めて、そういった特徴ある、地域がまさ

に活性化するために必要な、そういった地域が元気になるような、そういった施策に対

して、基本的には充当していくということが基本になっていくと思いますので、単に、

繰り返しますけれども、既存の事業にただ財源として充当するというやり方ではないと。

そういった新たな取り組み、事業等に使っていきたいというのが、基本的なベースにあ

る考え方だというふうに捉えていただければと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） わかりました。そのとき質問させていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ありませんか。 

  これをもって、議案第７号に対する質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案第７号は、会議規則第39条第１項の規定により、

総務文教厚生常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第７号は総務文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。 

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

◎議案第８号の上程、説明、質疑、委員会付託 
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○議長（杉山幸昭議長） 日程第15、議案第８号上士幌町地籍調査推進委員会設置条例の

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。 

  馬場農業委員会事務局長。 

○馬場俊之農業委員会事務局長 ただいま上程されました議案第８号上士幌町地籍調査推

進委員会設置条例の制定につきまして、その提案理由と内容についてご説明いたします。 

  まず、お手元に配付の議案第８号関係資料をごらんください。 

  地籍調査推進委員会設置の根拠についでございますが、国においては国土調査事業事

務取扱要領により、事業実施市町村には専任の職員を配置させるほか、事業の強力な推

進を図るため、これら関係機関及び学識経験者等で構成する委員会を設置させると定め

ております。 

  北海道においても、国に準じて北海道国土調査事業実施要領において、同様の内容を

定めております。 

  資料の裏面をごらんください。 

  次に、管内地籍調査実施町５町における推進委員会設置状況ですが、浦幌町と池田町

は条例による設置、足寄町と音更町は規則による設置、幕別町は未設置となっておりま

すが、本町は、報酬・費用弁償の支出を伴うため、条例委員として位置づけていきたい

と考えております。 

  推進委員の具体的な用務ですが、会議は年２回程度、事業計画の承認、進捗状況の確

認等、そのほかに地籍調査推進に関する打ち合わせと土地所有者との協議等を予定して

おります。 

  推進委員会設置に係る関連予算の計上ですが、平成26年度当初予算に、委員長１名、

委員３名分の委員報酬と、委員４名分の費用弁償を計上しております。 

  委員数の考え方ですが、実施地区ごとに４名以内とし、 大で３地区重複実施となる

場合には、合計で12名を上限として委嘱していきたいと考えております。 

  所管委員会との協議ですが、平成25年11月25日開催の総務文教厚生常任委員会にお諮

りをしております。 

  具体的な内容につきましては、条例の案をごらんください。 

  第１条では、上士幌町地籍調査推進委員会の設置について定めております。 

  第２条では、所管事務を定めております。 

  第３条では、委員は当該実施地区の地理に精通した者の中から12名以内をもって組織

し、町長が委嘱するものとしております。 
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  第４条では、委員長及び副委員長について定めております。 

  第５条では、委員の任期を、事業を完了するまでと定めております。 

  附則としまして、この条例は公布の日から施行するものであります。 

  以上、議案第８号上士幌町地籍調査推進委員会設置条例の制定につきまして、その提

案理由と内容についてご説明申し上げました。ご審議の上、ご可決くださいますようよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第８号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） 現在、提案理由の説明が農業委員会局長からありましたけれど

も、これは当然、行政のほうで、企画、総務だとか、あらゆるものが関係すると私は認

識するんですけれども、提案したということは、これは立ち上げるまで、農業委員会が

主体性を持って立ち上げまで持っていくとかいうことなのか、その辺どうですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 馬場農業委員会事務局長。 

○馬場俊之農業委員会事務局長 この事業につきましては、準備段階から農業委員会が担

当して、立ち上げまでは農業委員会が担当して進めていくということで、実施につきま

しては、またちょっと別のセクションになっていくかと思いますけれども、その辺につ

いては、もし理事者のほうで説明があればお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 今、農業の局長のほうからお話もありましたけれども、今年度中ま

では、この関係については、農業委員会所管ということで、これまで関係機関との調整

を含めて、準備作業を進めてきていただいております。 

  新年度からについては、具体的な調査事務に入ってまいりますので、かなり長期にわ

たる調査にもなってまいりますし、いわゆる専門的な作業が伴ってくるということで、

今現在、新年度に向けては、専門の体制で推進していくと、そういうことで、今、準備

をしている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） これできるのが遅かったなと。もうちょっと早目にやってほし

かったということは、私、農業委員時代にも、この地籍というのは、人間で言えば戸籍

と同じようなものでありまして、地区で言えば北門地区の居辺、居辺番地ってあるわけ

ですけれども、東何線何番地までは地籍が入っているわけですけれども、学校から東側

の地区ですとか、萩ヶ岡の一部、それから勢多の一部というのは、地籍がないんですよ
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ね。それで、補助事業をかけるときに、非常にそれが、境界等を含めた中で、今の精度

の高いＧＰＳのものを使っていることによって、境界あたりが数メートルから10メート

ルもずれてしまうというおそれがあって、農業委員会とすれば、多分、争議というのか、

争いのもとになってしまって苦慮しているのではないかと私は想定できるわけです。 

  いずれにしても、立ち上げまでは農業委員会でやるということでありますから、行政

の企画・総務を含めた中で、当然、町としてこのものをきちっとつくって、補助事業あ

たりも速やかに、土地の権利移動から含めて、境界を含めた中で、相当な金、国の事業

かなんか入れるのかなと思いますけれども、そのことをきちっとやっぱり行政のほうと

してもやっていただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 山本議員おっしゃるとおり、非常に重要な事項でございましたけれ

ども、なかなか本格的な調査に至らないで今日まで来たということで、数年前から町と

して調査を実施するということで方針を固めまして、それから今日まで農業委員会が、

数年にわたって細かな北海道等との準備を含めて進めてきたということで、いよいよそ

ういった事前の準備がほぼ終了して、次年度から本格的な調査事業に入るということで

ありますから、ご指摘のように遅かったというご指摘もあろうかと思いますけれども、

できるだけ速やかに、この事業を進めてまいりたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいですね。 

  ほかありますか。 

（「なし」の声） 

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

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案第８号は、会議規則第39条第１項の規定により、

総務文教厚生常任委員会に付託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、議案第８号は総務文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。 

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

◎議案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第16、議案第９号上士幌町農業法人支援促進対策条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 
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  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  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９号上士幌町農業法人支援促進対策

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

し上げます。 

  町例規集につきましては、第８編、３行、第２章、農林、18・19であります。 

  本条例につきましては、農業経営者、または新規就農希望者の複数が農業法人を組織

し、経営規模の拡大による生産施設の新増設と雇用の創設を図ろうとする者に対し、支

援及び助成を行うことにより、活力ある農業振興を実現することを目的として、平成９

年10月に制定されたものであります。 

  続きまして、提案理由であります。 

  現行条例に基づく支援内容につきましては、生産施設の新設、または増設に係る固定

資産税相当額と規定されておりますが、この間の町内農家形態の変化に対応するための

支援を、より広めることが必要であると判断し、農業法人設立に係る経費を設けるもの

であります。 

  次に、内容についてでありますが、お手元の資料、議案第９号関係の新旧対照表をご

参照願います。 

  第２条第３号を、「農業法人設立に係る経費 次のいずれかに該当するもの ア、イ、

ウ」とし、３号以下を１号ずつ繰り下げ、第３条を「農業法人設立に係る経費を要した

もの」を加えるために改訂し、第４条を「農業法人設立に係る経費として支払った額を

交付する」ことを示すために改訂するものであります。 

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

成25年４月１日から適用し、同日前に設立した法人については、従前の例によると規定

しております。 

  以上、上士幌町農業法人支援促進対策条例の一部を改正する条例の制定につきまして、

その提案理由と内容についてご説明申し上げました。ご審議いただき、ご可決ください

ますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第９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９号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 
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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９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９号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１０号及び議案第１１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第17、議案第10号上士幌町ひがし大雪博物資料館条例の一

部を改正する条例の制定について、日程第18、議案第11号上士幌町鉄道資料館条例の一

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10号上士幌町ひがし大雪博物資

料館条例の一部を改正する条例の制定について、並びに議案第11号上士幌町鉄道資料館

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10編、教育、第４章、社会教育をご参照願います。 

  提案の理由でありますが、別紙議案第10号・第11号関係資料をご参照ください。 

  ひがし大雪自然館は、平成25年４月より、環境省及び町との合築で建設し、運営して

おります。現状この施設は、旧博物館と同様に、東大雪地域の情報発信と調査研究を行

う博物館機能と、さらに観光情報などの地域情報発信拠点としての観光機能を持たせて

いくために、教育委員会と商工観光課の２課が連携する形で施設全体の運営管理を行っ

ているところであります。 

  下段の今後は一本化する中で、博物資料館機能と観光機能の向上を図るために、職員

のスムーズな連携や各業務の充実に向け、商工観光課へ所管がえし、運営の効率化を図

るものであります。 

  またあわせて、鉄道資料館も商工観光課へ所管がえするものであります。 

  なお、文化財保護、アイヌ文化などは、従来どおり教育委員会が所管することとなり

ます。 

  次に、別紙、議案第10号関係資料、新旧対照表についてご説明申し上げます。 
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  第６条、「教育委員会規則」を「規則」に改正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４月１日から施行するものであります。 

  次に、別紙、議案第11号関係資料、新旧対照表についてご説明申し上げます。 

  第10条、「教育委員会規則」を「規則」に改正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４月１日から施行するものであります。 

  以上、議案第10号上士幌町ひがし大雪博物資料館条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、並びに議案第11号上士幌町鉄道資料館条例の一部を改正する条例の制定につい

て、その提案理由と内容についてご説明申し上げました。ご審議いただき、ご可決くだ

さいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより２案について、一括し

て質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、２案に対する質疑を終結いたします。 

  これより議案ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、議案第10号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第10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10号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第11号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第11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11号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１２号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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○議長（杉山幸昭議長） 日程第19、議案第12号上士幌町社会教育委員に関する条例の一

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。 

  石王教育委員会次長。 

○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12号上士幌町社会教育委

員に関する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。 

  上士幌町例規類集につきましては、第10編、教育、第４章、社会教育をご参照願いま

す。 

  初めに、提案理由でありますが、国において、地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が、平成25年６月14日に公布さ

れ、平成26年４月１日から施行されることとなりました。これに伴い、社会教育法の一

部改正が行われました。 

  この社会教育法の改正では、社会教育委員の委嘱基準を定めている規定が削除されま

して、社会教育委員を設置している各自治体が、条例の中で基準を定めることとなりま

した。 

  その具体的基準については、文部科学省令で定められました社会教育委員の委嘱基準

を参酌することになったことから、今回、上士幌町社会教育委員に関する条例の一部を

改正するものです。 

  次に、改正の内容ですが、議案第12号関係、上士幌町社会教育委員に関する条例の一

部を改正する条例新旧対照表をごらん願います。 

  条例の第１条の目的に、「委嘱の基準」を加え、条例の第１条の次に「委嘱の基準」

として「第２条 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に

資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。」の１条を加えます。 

  以降、旧条例の第２条から第５条までを１条ずつ繰り下げいたします。 

  なお、附則として、この条例は平成26年４月１日から施行するものです。 

  以上、上士幌町社会教育委員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した。ご審議いただき、ご可決くださいま

すようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第12号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） これをもって、議案第12号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第12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12号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第20、議案第13号上士幌町野外スポーツ施設条例の一部を

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。 

  石王教育委員会次長。 

○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13号上士幌町野外スポー

ツ施設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。 

  上士幌町例規類集につきましては、第10編、教育、第５章、体育をご参照願います。 

  提案理由でありますが、このたびの町内の民間病院移転に伴い、現在の町民ソフトボ

ール場を撤去することになりますが、正式なソフトボール場を移転整備するまでの間、

本条例から一時的に削除するものです。 

  また、中学校北側のサッカーグラウンドについては、これまで野外スポーツ施設とし

て位置づけしておりませんでしたが、現在工事中のサッカーグラウンド照明施設の整備

に伴い、野外スポーツ施設に位置づけていくものであります。 

  次に、改正の内容ですが、議案第13号関係、上士幌町野外スポーツ施設条例の一部を

改正する条例新旧対照表をごらん願います。 

  条例第３条の表中の「町民ソフトボール場」の項を削り、「町民サッカーグラウン

ド」と、その位置として「上士幌町字上士幌東４線245番地」を加えるものです。 

  なお、附則として、この条例は平成26年４月１日から施行するものです。 

  以上、上士幌町野外スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について、その提

案理由と内容についてご説明申し上げました。ご審議いただき、ご可決くださいますよ
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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13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13号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第13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13号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第21、議案第14号上士幌町バルーンカレッジ・パーク条例

を廃止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14号上士幌町バルーンカレッ

ジ・パーク条例を廃止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。 

  例規類集は、第８編、３行、第１章、商工・観光の章をご参照願います。 

  上士幌町バルーンカレッジ・パーク条例につきましては、昭和61年に移転新築されま

した北海道上士幌高等学校の跡地、役場庁舎北側の用地を、公共用地として北海道から

取得するため、バルーンの普及・発展及び地域住民の健康の保持・増進を図ることを目

的としたバルーンカレッジ・パークとして、その利活用を図ることとし、昭和63年３月

の町議会におきまして、条例案をご可決いただき、制定したものであります。 

  条例制定時の利活用としましては、熱気球振興への活用を初め、スポーツなどの多目

的広場、町民の親睦交流広場などとして計画されておりましたが、現在は町民ソフトボ

ール場、格技場として利活用されているところでございます。 

  このような中、既に議員の皆様ご承知のとおり、現在の社会医療法人北斗上士幌クリ
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ニック施設が老朽化から移転新築され、あわせて介護老人保健施設も併設された施設整

備が予定されております。この移転新築場所としましては、この間の町と社会医療法人

北斗との協議により、本条例で定めます敷地内に建設されることが合意され、あわせて

町の駐車場も整備される予定となっております。 

  今回の利活用されます敷地以外につきましても、今後、新たな視点での利活用となり

ますことから、本条例につきましては、その目的を終了しますことから、今年度をもっ

て廃止するものであります。 

  以上、上士幌町バルーンカレッジ・パーク条例を廃止する条例の制定についての提案

理由と内容についてご説明申し上げました。ご審議を賜り、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14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14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14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14号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第22、議案第15号町道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。 

  尾形建設課長。 

○尾形昌彦建設課長 ただいま上程されました議案第15号町道の変更について、その提案

理由と内容についてご説明申し上げます。 

  配付させていただきました、別添の議案第15号関係の町道変更路線位置図をご参照願

います。 

  本町の道道上士幌士幌音更線の整備事業が、南側の国道241号から道道上音更上士幌
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線の41号の通りまで完了したことにより、関係する町道の変更整理が必要となりました。

道路法第10条第２項の規定に基づき町道の路線を変更したいので、同条第３項の規定に

より議会の議決を求めるものであります。 

  町道の変更につきましては、４路線であります。 

  １つ目ですが、町道番号45番、本町中央通線について、起点はそのままとし、終点を、

図面中、緑矢印で示した旧道道交点であったものから、赤矢印で示した新たな終点まで

とすることで、延長を1,144.9メートルであったものを968.7メートルに短縮するもので

あります。 

  ２つ目は、路線番号255番、若草団地５号線、上士幌39号です。起点はそのままとし、

終点を、図面中、緑矢印で示した旧道道交点であったものから、赤丸で示した道道上士

幌士幌音更線の交点までに短縮する変更で、延長を961.0メートルであったものを233.8

メートルとするものであります。 

  ３つ目ですが、町道番号261番、１区北１号線について、起点はそのままとし、終点

を、赤矢印で示した新たな道道交点までとすることで、延長を381.3メートルであった

ものを430.6メートルに延長するものであります。 

  ４つ目は、路線番号340番、本町北通線です。起点は道道上士幌停車場線からであり

ましたが、41号までの道道の改良整備が完了したことから、この部分について、町道は

道道上士幌士幌線に変更となります。新たな起点を41号からとし、終点はそのままで、

延長を367.8メートルであったものを217.6メートルとするものであります。 

  以上、議案第15号町道の変更について、その提案理由と内容についてご説明申し上げ

ました。どうぞよろしくご審議の上、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15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15号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「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15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15号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第23、議案第16号権利放棄についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  尾形建設課長。 

○尾形昌彦建設課長 ただいま上程されました議案第16号権利放棄について、その提案理

由と内容についてご説明申し上げます。 

  権利放棄の内容につきましては、平成25年４月10日に破産廃止が確定し、６月25日に

破産法第253条による免責許可決定が確定した、平成20年度から平成24年度分の水道使

用料の未納額について、権利放棄の議決をいただき、不納欠損処分するものであります。 

  不納欠損処分につきましては、時効による債権の消滅、または権利放棄等により徴収

不能となった徴収事務を終了させる決算上の処分であります。 

  水道使用料につきましては、平成15年の裁判所の判決により司法上の債権になったこ

とから、消滅時効は民法第173条１号の適用で２年となりましたが、時効の確定には債

務者側の時効の援用がなければ、債務債権関係が永久に残ることになります。本件につ

いては、債務者の時効の援用がなく、この徴収事務の終了には、債権放棄の議決を得て

債権を放棄することが必要なことから、地方自治法第96条第１項第10号の規定により、

議会の議決を求めるものであります。 

  権利放棄の内容ですが、権利の内容は水道使用料です。年度及び期別は、平成20年６

月分から平成24年11月分でございます。金額は13万7,180円です。債務者住所氏名は、

記載のとおりであります。放棄の理由は、破産手続廃止決定及び免責許可決定確定によ

り徴収不能となったものであります。 

  以上、議案第16号権利放棄について、その提案理由と内容についてご説明させていた

だきました。どうぞご審議の上、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16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16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16号の採決を行います。 
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  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１７号から議案第２２号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第24、議案第17号平成26年度上士幌町一般会計予算、日程

第25、議案第18号平成26年度上士幌町国民健康保険特別会計予算、日程第26、議案第19

号平成26年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算、日程第27、議案第20号平成26年度

上士幌町介護保険特別会計予算、日程第28、議案第21号平成26年度上士幌町水道事業特

別会計予算、日程第29、議案第22号平成26年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算、

以上６案を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに理事者からの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17号から22号までの平成26年度一般

会計並びに各特別会計予算の内容を申し上げます。 

  初めに、予算編成方針の要点でございます。 

  国は、平成26年度、概算要求時において、地方の安定的な財政運営に必要となる地方

の一般財源の総額について、平成25年度地方財政計画の水準を下回らないように確保す

るとしておりますが、地方交付税総額については、平成25年度と比較し、1.8％、3,000

億円の減としております。 

  本町におきましては、平成19年度以降増加傾向にあった普通交付税が、平成25年度に

対前年度比0.9％、2,800万円減の29億5,415万円となり、平成26年度以降も減少傾向にあ

ると予想され、現下の情勢では、慎重な財政運営がより一層求められております。 

  しかしながら、平成26年度は第５期総合計画前期の中間年として、新たな財政需要が

明確となり、大型建設事業が実際に目に見えて進んでいく重要な年でございます。 

  このような中、第５期総合計画における「5,000人のまちづくり」を目指すための６

つの目標の実現に向け、平成26年度は、「子育て・少子化対策」、「教育」、「地域包

括ケア」の３つを重点テーマとし、係る施策を積極的に推進することを方針としたとこ

ろでございます。 

  それでは、平成26年度各会計予算編成の概要についてご説明申し上げます。 
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  平成26年度の予算規模は、一般会計及び５特別会計で総額81億9,391万8,000円となっ

ております。前年度、５月補正後予算と比較いたしますと、10億5,416万7,000円、

14.8％の増となっております。 

  一般会計につきましては、64億4,737万6,000円、前年度対比で10億1,340万2,000円、

18.6％の増額であります。 

  歳入のうち町税につきましては、６億4,014万2,000円、前年度対比2,030万5,000円、

3.3％の増額でございます。 

  地方交付税につきましては、27億9,384万4,000円、前年度対比7,840万7,000円、2.9％

の増額でございます。 

  国庫支出金につきましては、２億3,238万4,000円、前年度対比8,022万9,000円、

52.7％の増額、同支出金につきましては、２億114万6,000円、前年度対比1,743万3,000

円、8.0％の減額でございます。 

  繰入金につきましては、１億21万9,000円、前年度対比7,946万4,000円、382.9％の増

額でございます。このうち財政調整基金からの繰り入れは500万円、公共施設整備基金

からの繰り入れが5,000万円でございます。 

  町債につきましては、12億8,223万2,000円、前年度対比６億3,705万7,000円、98.7％

の増額でございます。このうち臨時財政対策債は１億9,923万2,000円でございます。 

  歳出につきましては、基幹産業である農業の基盤整備を初めとする地域産業の活性化

対策や、乳幼児医療給付事業の制度を拡大した子ども医療費助成事業、定住促進と町内

における住宅確保に向けた定住促進賃貸住宅建設費助成事業などを継続して計上すると

ともに、新規事業として、介護老人福祉施設等整備費助成事業、介護医療施設建設費助

成事業、子育て住宅建設費等助成事業、生涯学習センター改築事業などを計上してござ

います。 

  次に、国民健康保険特別会計につきましては、７億8,984万4,000円の予算規模で、前

年度対比3,687万9,000円、4.9％の増額でございます。保険給付費や後期高齢者支援金

などの経費を計上してございます。 

  次に、後期高齢者医療特別会計につきましては、9,386万9,000円の予算規模で、前年

度対比1,098万1,000円、13.2％の増額でございます。後期高齢者医療広域連合納付金が

主な経費でございます。 

  次に、介護保険特別会計につきましては、４億3,268万3,000円の予算規模で、前年度

対比5,710万4,000円、11.7％の減額でございます。居宅介護及び施設介護サービス給付

費などを計上してございます。 
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  次に、水道事業特別会計につきましては、１億9,049万2,000円の予算規模で、前年度

対比4,561万7,000円、31.5％の増額でございます。簡易水道施設改良に係る経費などを

計上してございます。 

  次に、公共下水道事業特別会計につきましては、２億3,965万4,000円の予算規模で、

前年度対比439万2,000円、1.9％の増額でございます。下水道施設整備に係る経費など

を計上しております。 

  以上、平成26年度一般会計並びに５特別会計の予算編成内容を申し上げました。詳細

は、別途配付の当初予算資料のとおりでありますので、説明は省略をさせていただきた

いと思います。ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより質疑を行いますが、平

成26年度各会計予算６案を一括して、予算審査特別委員会を設置し、これに付託し、審

査したいと思いますので、各会計の予算案に対する質疑は、大綱的な質疑にとどめ、詳

細な質疑は、予算審査特別委員会において行うようご協力願います。質疑ございますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上をもって、質疑を終結いたします。 

  ここでお諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案第17号から議案第22号までの平成26年度各会計予

算案の６案は、議長を除く議員全員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、こ

れに６案を一括して付託して審査することにしたいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第17号から議案第22号までの平成26年度各会計予算案の６案は、議長を

除く議員全員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに６案を一括して付

託し、審査することに決定いたしました。 

  ただいま設置されました予算審査特別委員会の委員長及び副委員長は、委員会条例第

８条第３項の規定により、委員会において互選することになっておりますが、議会運用

例第113条の１の規定により、あらかじめ議会運営委員会において協議いたしました。 

  ここでお諮りいたします。 

  この際、予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選の方法は、議長の指名推選

によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、予算審査特別委員会の委員長及び副委員長は、議長において指名することに

決定いたしました。 

  それでは、指名いたします。 

  予算審査特別委員会の委員長に、９番、山本裕吾議員を、副委員長に、３番、山本弘

一議員を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  予算審査特別委員会の委員長に、９番、山本裕吾議員を、副委員長に、３番、山本弘

一議員を選任することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、予算審査特別委員会の委員長に、９番、山本裕吾議員を、副委員長に、３番、

山本弘一議員を選任することに決定いたしました。 

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

◎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、３月17日月曜日、午前10時でありますので、

ご承知願います。 

  本日は、これにて散会といたします。 

（午後 ３時１１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、３月４日午後３時30分より、委員会において、議会運営委員全員

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

び議案の審議方法等について審議いたしました。 

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

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

  以上をもって議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

○議長（杉山幸昭議長） ここで暫時休憩いたします。 

（午前１０時０２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０４分） 

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

◎一般質問 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、一般質問を行います。 

  一般質問は４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。 

  それでは順次発言を許します。 

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

◇ 山 本 和 子 議員 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 私は大きく２点にわたり一般質問を行います。 

  １点目は学童保育の充実のために。 
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  上士幌町の学童保育は、平成10年に国が法制化する前から父母の会の自主的な運営で

行われ、平成12年度からは町立と位置づけて、社会福祉協議会に委託する形で運営され

ています。そのことにより、指導員の確保や身分など、町が責任を持ち、一定保障され

ました。しかし、親が安心して働き、子供たちが充実した放課後を過ごせるようにとの

全国の運動の中で、平成27年度からは国の基準も変わり、さらに充実させることが必要

です。 

  次の点、質問いたします。 

  １、学童保育が今後策定される地域子ども・子育て支援事業計画の中で検討されるこ

とになるが、保護者の声をどう反映させるのか。 

  ２、現在担当する課は保育課で、事業は社会福祉協議会に委託しているが、教育委員

会で責任を持ち、直営にするべきではないか。 

  ３、開設時間は現在は午後５時半までだが、６時以降まで広げるべきである。 

  ４、今後入所が６年生まで広がるため、現在の定員60人をふやす必要がある。そのこ

とにより２クラスにし、障害を抱えた子もいるので指導員も現在の４人から６人以上に

ふやす必要がある。また、国の法律の附則に、指導員の待遇完全等が盛り込まれたが、

よりよい保育を目指して、身分を一層保証するべきである。 

  ５、生涯学習センターの建てかえにかかわり、保護者、指導員等の声を十分反映させ

るべきである。 

  ２点目は、高齢者の介護事業の充実のために。 

  介護保険制度は、平成27年度から６回目の改正が行われますが、改正されるたびにサ

ービスの内容が悪くなる一方です。既に６期目の改正案が今国会に提出されました。主

な内容は、要支援１、２の方のホームヘルプサービスとディサービスを介護保険から外

し、市町村などの事業に移す。特別養護老人ホームの入所対象者を原則要介護３以上に

限るというものです。 

  また、保険料の改定も行われ、全国平均１人当たり月5,273円との見込みの報道もあ

ります。国の制度改悪により、町の負担、何よりも町民の負担が大きくなります。この

ような中、町の施策で町民の負担を軽減し、より充実した介護保険になるように次の点、

質問いたします。 

  １、要支援１、２向けのホームヘルプサービスとディサービスが町の事業に移った場

合、従来のサービスが受けられるような体制をとるべきです。 

  ２、次期介護保険料について、見込み額は幾らになるのか。また引き上げにならない

ための手だてをとるべきです。また、生活保護費削減による影響の対策はあるのか。 
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  ３、保険料の減免について。災害等により、生活が著しく困難になった場合、または

特別な事情のある者に対し減免できるとありますが、具体的な基準を明確にし、生活の

困難な方に適用させるべきです。 

  ４、利用料の減免について。現在住民税非課税世帯の居宅と介護予防サービスに対し、

自己負担10％のところを町が補助して7.5％に減免しています。３％にするなど、減免

をふやすべきです。 

  ５、町独自の三愛サービスについて。高齢者の要望を聞き、さらに充実するべきです。 

  以上、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 山本和子議員のご質問にお答えします。 

  まず、学童保育の充実のためにであります。 

  １点目の学童保育所に係る保護者の意見反映についてですが、子ども・子育て支援事

業計画では、保護者に対するニーズ調査に基づきまして、学童保育も含めた地域子ど

も・子育て支援事業等についての利用希望も含めた量の見込みと、その確保の方策を記

載することとなっております。計画の策定に当たりましては、保護者の方も委員として

参画している子ども・子育て会議において、審議をしていただくとともに、パブリック

コメントの実施により、保護者の意見を反映してまいりたいと考えております。 

  ２点目の、学童保育所を所管する担当課と運営方法についてでありますが、現在子育

て業務の一元化に向けた組織の再編成について検討を進めており、学童保育所について

は子育て業務の担当課に集約していくことになると考えております。 

  また、運営方法につきましては、直営化する方法で検討を進めてまいりたいと考えて

おります。 

  ３点目の開設時間でありますが、保護者からの要望もあり、改善が必要と認識してお

ります。開設時間の延長につきましては、指導員の勤務条件や人員の配置の問題もあり

ますので、直営化に合わせて見直しを図ってまいりたいと考えております。 

  ４点目の学童保育所の定員と指導員の人数及び身分保障でありますが、定員やクラス

分けにつきましては、子ども・子育て支援事業計画で示される量の見込みをもとに検討

することとなっておりますが、現在進めております国の検討部会の報告や放課後児童ク

ラブガイドラインも参考としながら、検討してまいります。 

  なお、放課後児童健全育成事業の設備及び運営につきましては、新たに自治体で基準

を定めることとなっておりますので、平成26年度中に国が示す一定の基準に従い、条例

を制定することとなります。 
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  指導員の人数につきましては、個別の対応が必要な児童の人数により増減が必要と考

えておりますので、状況に応じた適宜配置をしてまいります。また、指導員の処遇につ

きましては十分配慮してまいります。 

  ５点目の生涯学習センターの建てかえにかかわっては、保護者や指導員のほか、広く

町民の意見を伺いながら進めてまいります。 

  次に、高齢者の介護事業の充実のためにであります。 

  １点目の介護保険に係る要支援１及び要支援２の認定を受けられた方に対する訪問介

護、訪問ヘルプサービスと通所サービス、ディサービスについてでありますが、これま

では介護予防給付として全国一律の基準による保険給付とされておりましたが、平成27

年４月より市町村が独自に実施する地域支援事業に移行し、新たな介護予防、日常生活

支援総合事業として実施することとなります。介護予防給付も地域支援事業も介護保険

制度内のサービスの提供であり、財源構成も変わりませんが、介護予防給付を地域支援

事業の形式に見直すことで、市町村が地域の実情に応じ、必要な支援を身近な地域で提

供する体制とし、地域における互助の構築を図りながら、これまで以上に柔軟に推進す

ることが可能となります。 

  これにより、これまでのサービスが受けられなくなるわけではなく、介護事業所が提

供する身体介護や生活支援、機能訓練等の専門的なサービスの利用はもとより、これに

加え、町や民間団体、町内会、住民ボランティア等による生活支援サービスや介護予防

の取り組み、また配食サービスや見守り、さらには住民主体の交流の場など、多種多様

なサービスを組み合わせることで、地域包括支援センターが行う適切なケアマネジメン

トのもとで、利用者がこれまで以上に自分にふさわしいサービスを選択し、利用するこ

とができるようになります。 

  当事業の実施については、平成27年４月からとなっていますが、市町村の準備期間を

考慮して順次着手することとし、平成29年度末までには予防給付の訪問介護、通所介護

を全て当事業に移行し、平成30年度には全ての市町村で実施するとされております。 

  本町における事業内容や実施時期については、第６次介護保険事業計画に盛り込むこ

ととなり、具体的な内容につきましては、今後昨年実施した日常生活圏域ニーズ調査や

計画策定委員会等の意見を踏まえながら検討してまいります。 

  ２点目の次期第６次介護保険事業計画期間における介護保険料についてでありますが、

平成27年4月以降の介護保険制度改正について、現在国において検討されているところ

であり、大幅な制度改正となるものの、その詳細については不明な部分も多く、また本

町における介護保険事業の内容につきましても、今後第6期介護保険事業計画の策定に
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おいて検討することとなっており、現時点での詳細な保険料試算は困難な状況にありま

す。 

  本町におきましては、既存の介護保険サービスの利用は年々増加の傾向にあり、介護

保険サービスの提供は高齢者の生活を支える重要なものとなっております。また、平成

27年３月から新たなサービスとして地域密着型介護老人福祉施設及び小規模多機能型居

宅介護のサービス提供が開始される予定であり、さらに平成27年４月からは介護老人保

健施設及び通所リハビリテーションのサービス提供を実施する予定であります。 

  これにより、本町における介護保険サービスの充実を図る一方、新たなサービス提供

に係る保険給付費の増加による保険料の上昇は、避けられないものと考えております。

国では、低所得者に対する保険料負担の軽減につきましては、所得水準に応じてきめ細

かな保険料設定とするために、さらなる多段階化を行うとともに、介護保険法の改正に

より、新たな公費を投入して低所得者の保険料軽減を行う予定であるとしております。 

  本町におきましては、１人当たりの平均保険料額基準額は第５期介護保険料と比較し

て上昇は避けられないものの、保険料上昇をできる限り抑えることとし、過度の負担と

ならないよう十分に検討し配慮を行った上、保険料設定を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

  生活扶助支援の見直しに伴う影響につきましては、生活保護受給者の介護保険料は生

活保護費の介護保険料加算としてその全額が支給されており、基準の見直しにより保険

料負担に影響を受けるものではありません。 

  ３点目の介護保険料の減免につきましては、上士幌町介護保険条例において、町長は

災害等により生活が著しく困難となった者、もしくはこれに準ずると認められる者、ま

たは特別の事情がある者に対し保険料を減免することができるとされており、災害等の

特殊な事情がある場合のみ減免することが可能となっております。 

  介護保険料額の設定に当たり、制度の趣旨に沿った低所得者への配慮を行っているた

め、収入のみに着目した一律の減免や保険料の全額免除、保険料減免分に対する一般財

源の投入により、単独減免を行うことは適当でないとされております。本町におきまし

ても、低所得者に配慮した保険料設定としており、この上さらに単独減免を行うことは

他の被保険者の保険料負担の増加を招き、介護保険制度への被保険者の理解を失するこ

ととなるため、介護保険事業の安定的運営に影響を及ぼすものと考えられます。 

  以上のことから、災害等の特殊な事情がある場合を除き、保険料の単独減免を行うこ

とは困難であると判断しております。 

  ４点目の利用料の減免についてでありますが、本町の独自事業として、平成13年10月
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より上士幌町介護保険利用者負担額軽減措置対策費支給要綱に基づき、低所得者の方に

対する利用者負担の激変緩和並びに及び在宅サービスの利用促進を図るため、介護保険

サービス利用時の自己負担の軽減を行ってまいりました。軽減率につきましては、本来

の利用者負担10％のところ、平成13年10月から町独自の軽減を行っており、現在平成27

年３月までの時限で４分の１軽減、自己負担利率7.5％としております。制度開始から

総統年が経過していますが、軽減率の一定の見直しを行いながらも、低所得者に配慮す

べく今日まで事業を継続してきたところであります。 

  平成27年４月以降の、事業継続の有無や継続を行う場合の対象サービス及び軽減率に

つきましては、社会情勢や本町における介護保険サービスの利用状況等を勘案しながら

総合的に判断してまいりたいと考えております。 

  ５点目の町独自の三愛サービスにつきましては、現在も給食サービスを初め通院サー

ビスや入浴サービスを実施しておりますが、今後におきましては昨年実施した日常生活

圏域ニーズ調査の結果などを踏まえながら、地域で安心して生活ができるよう第６期計

画策定の中で検討してまいります。 

  以上、山本議員のご質問にお答えさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本和子委員。 

○８番（山本和子議員） 初めに学童保育のほうから、項目が結構多かったものですから、

なかなか答弁も長くて時間かかって申しわけありませんでした。手短に答弁の方もよろ

しくお願いします。 

  学童保育の最初の１番、意見反映の問題についてなんですが、既にアンケート調査を

行って、平成26年度につきましては子育て会議を４回開いて、９月ごろまでにまとめた

いという答弁を予算質疑の中でいただきました。それで具体的に、今回学童保育に限っ

ての質問ですので、学童保育へのアンケートをとって、学童保育の方も会議の中のメン

バーですので、具体的にどんなふうに、例えばパブリックコメントで示しましたと言い

ましても、なかなかそこに見に行くわけでもありませんので、具体的にどんなふうに情

報提供しながらアンケートをまとめて意見を反映するのか、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 これからのことでありますので、その手法についてはいろいろとアンケ

ート等や日常的な保護者の意見を伺うと。これは5,000人規模の町でありますし、お母

さんやお子さん方の顔の見える、そのような行政ができるというふうに思っております

から、直接面談をしながらだとかさまざまな形で、それは深く保護者の意見等々を伺う

ことができるというふうに思っております。 
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  今までも現実に、生涯学習センターの改築に伴う移設等の懸案事項もありますけれど

も、そういった中でもさまざまな意見は保護者のほうから伺っておると。そのように聞

いておりますので、十分保護者の意見は伺うことができるだろうと思います。 

  ただ、それぞれ多様な意見がありますから、それをどのように集約して、収れんして、

一つの形として政策反映していくかというのは、これは十分検討の余地があるだろうと

いうふうに思いますが、広く耳を広げて伺うということは大事なことだろうと、そのよ

うに思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） わかりました。 

  保護者の方にもいろいろな意見があり、それから町の方針もそれをまとめながら、具

体的にはやはり一致する方向でいくのがいいんだと思うんです。全部聞いてもなかなか

うまくいきませんので、それは十分意見を反映し、町の計画に生かされたという思いが

あれば、保護者の方も多分納得するんだろうと。それはこれから十分されるという思い

で判断いたしました。 

  次に、学童保育の担当の課なんですが、答弁の中で子育て担当課に集約すると、それ

は新たな課を設けるということなのか、まずそれについて質問したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今、子育てに関しては福祉、あるいは教育等、さまざまな各課にまたが

っているという状況にございます。保護者にとっても、その施策がどこでどのように行

っているのかと、非常にわかりやすい形で町民に接するということ、あるいは子育ても

総合的な視点で政策化をしていくというためには、集約化していくというのが望ましい

というふうに考えております。そういった意味では、子育て、名称はともかくとして、

子育てにかかわる担当課を軸にして一元化を図っていくと、その方向で新年度具体的に

検討に入りたいというふうに考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本和子委員。 

○８番（山本和子議員） そうしますと、保育と教育と関わった新たな顔をつくるという

ことになるのか、今、何となくぎくしゃくしているのは国も今一緒に行く方向で進んで

いますので、大分変わると思うんですが、今度変わりますので、学童保育と言えばどち

らかといえば、保育ではありますが教育の分野がすごく広いと思うんです。ですから、

もちろん課を新しくすれば子ども認定園のこともありますので、保育と教育とまたがる

ことではあるんですが、学童保育に関して言えばやはり教育の分野をすごく重要視して

ほしいと思って、その点についてお願いいたします。 
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○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 子育てに関わって福祉とそれから教育が大きな領域といいますか、ある

と思いますけれども、全てが教育的な視点というのは非常に大事だというふうに思って

おります。保育も単なる預かりではなくて、せっかく大事な時間を一定の場所で過ごす

わけでありますから、教育的な意図を持って子育て、お母さん、お父さんのかわりに預

かるということは非常に大事だということでありますから、今まで学童保育所がどちら

かというと、厚生省というサイドで預かって、それを軸にやってまいりました。生活の

経験だとか、そのようなことも大事なことであるということはありますけれども、一方

では放課後の対策という、そういう視点もありますので、従来に増して教育的な要素を

十分取り入れていく必要があるというふうに思います。学童保育所のみならず、今これ

から開始されます認定こども園についても預かりだけではなく、教育的視点が大事だと

いうことであります。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 保育所のあり方、学童保育のあり方はちょっと今ここで論ずる

場じゃありませんので、なかなか保育所から学校まで学童保育一緒ではあるんですが、

やはりそれぞれの分野がありますので、一概に教育で統一するというのもちょっと無理

があるのかなという気がいたします。ただ、新たに教育の視点で学童保育を見ていくと

いう点では一歩前進なのかなと思っております。 

  次に、定員とそれから人数の問題なんですが、今アンケート調査を行っていますので、

具体的にどれぐらい６年生まで含めて要望があるかと。今定員60名なので、それよりは

定員をふやさなければいけないと私は思っていますが、80人にするものか、70人にする

のか、そうすると当然今の国の今の指針、新しい指針が６年生以下にしましても、１ク

ラスは40人以下と。そうすると２クラス以上必要だということになります。２クラス以

上で先生が２人以上と。ただ、上士幌町は現在障害持った方もおりますので、それより

もかなり多目に配置していると思います。その点について国の基準どおりではなく、プ

ラスアルファ、学童保育連絡協議会の中では30人以下を１クラスにし、３人以上を指導

員を確保してほしいというような要望もありので、その点について国の基準プラス町独

自の施策で指導員をさらに配置す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 今でも学童保育に対する指導体制というのは国の基準よりも相当充実し

ているというふうに思いますし、さまざまなサービスも基準を超えて手厚く学童保育な

されているというふうに思っております。 
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  今回、いろいろな国の基準ありますけれども、そもそも子育ての新しい新制度という

のは、待機児童の問題だとか、それから無許認可の問題だとか、都市の保育に欠ける、

あるいは都市部の保育の課題がそれをどう解決するかというのが軸だろうというふうに

思っております。そういった意味では上士幌町が行っています学童保育にかかわるさま

ざまな支援、あるいは運営については相当充実しているというふうに思っております。 

  ただ、今後さらにこの子どもたち、学童保育所にいる子供たちだけではなくて、場合

によっては、放課後の子供たちの対応なんかについても、十分地域社会としてしっかり

考えていかなければならんというふうに思っておりますので、そういった意味ではその

指導員の配置の問題だとか、あるいはそこで行われる活動についても、国の基準等を見

ながらどうこうするということではなくて、うちの町にとってどんな課題があって、子

供たちにどんなサービスが必要なのかというところをしっかり踏まえて、充実した学童

保育の活動並びに運営はしていく必要があるだろうというふうに思っております。 

  既に、障害児の問題というのは具体的にもう動いております。これはもう今までは、

なかなか学童保育所に受け入れるような状況ではなかった時期もありましたけれども、

昨今はそういった障害持つ子供たちも受け入れて、そして親御さんが安心して働けると

いう体制をつくっておりますし、そのための指導体制についても新年度もそのように考

えております。ただ、障害児もそのときによっているときといないときといろいろあり

ますから、恒常的に人員の確保ができるかどうかというのは、これは財政の問題もあり

ますので、課題ありますけれども、障害児に向けても充実したような保育体制をとって

いきたいというふうには、考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 私もここ数年、学童保育にかかわる町の姿勢がすごく前向きに

なってきたなとは思っています。社協へ委託するときには、かなり議会でももめて父母

会でもめたんですが、直営にすべきじゃないかとずっと思いながら来て、今回直営にす

ると、定員の問題も含めて指導員の問題も含めて物すごく私は前向きに答弁されました

し、今既に進んでいると思っています。 

  今度、指導員の問題なんですが、直営にした場合の指導員のあり方が、微妙に立場が

どうなるのかなというふうに不安を抱えています。現在の体制は、社協に委託していま

すので、社協の職員としての扱いです。ただ、町が補助金と委託費を払いますので、そ

れは町の臨時職員の中級単価で支給するという形で支給をして、社協の職員として働い

てもらっているんですが、直属になりますと町の職員扱いになります。そうすると、全

くの職員になるのか、例えば保育課と一緒になると保育所の先生が学童保育の先生も兼
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ねる方になるのか、微妙にちょっと指導員の立場がどうなるのかなと、私は不安に思っ

ています。 

  学童保育というのは、私はどちらかというと教育的な感とありますので、保育所の先

生と学童保育を行ったり来たりするんではなくて、むしろ先生の立場、あと社会教育と

いう観点を持って同じ人がずっと継続できる限りするべきだと私は思っています。その

点についてどのように検討していくのか、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 指導体制については、これからまだまだいろいろと充実させる必要があ

るだろうというふうに思っております。それは単に指導員の数をふやすだとかというこ

とだけではなくて、その活動で何を求められているのか、その活動に対してどういう指

導者が必要なのかということであります。それが単に養教職員だとかということではな

くて、地域の指導者といいますか、そういった経験を持つ指導員にお願いするというこ

とだとか、多様な体制で子供の保育、あるいは保育時間の中における教育的な配慮での

指導を行っていくということになっていくべきだなと思っています。 

  今の状況はそうではありませんけれども、町全体で指導者を確保するだとか、そのよ

うにしてお子さんのさまざまな活動に対して答えていく必要があろうと。生活指導をす

る指導員、あるいは運動に対して場合によっては得意な指導者を確保するだとか、それ

はいろいろな形があるだろうと思っています。一律的に職員として採用するという、そ

れだけが方法ではないだろうというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと

思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 職員のこと、今どうのこうの、これからの課題になりますので、

学童保育は学童保育にかかわっている子供たちだけじゃなくて、結構つながっている学

年、今４年生、４学年ありますから結構いろいろな意味でいい影響を与えます。学童保

育の中でこういう遊びを広めていくとまた広まるというふうに、そういう意味では学童

保育、学校とはまた別のいろいろな形での影響力のある教育の場なのかなと思っていま

す。ですから、今、答弁がありました多様な体制、教育の問題、遊びの問題、地域の問

題含めてそういう指導員を配置していきたいという答弁いただきました。それはそれと

して、前向きな答弁というふうに捉えております。 

  次に、具体的に建てかえが行われますので、建てかえについて学習センターの中に入

るということで一致したときいておりますが、具体的な建築に関してこれからですので、

全て聞き入れるかわかりませんが、具体的などういう使い勝手がいいかも含めて父母会、
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それから指導員の方も含めて、先生含めてぜひ要望を入れてほしいと思っていますが、

その点について答弁お願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 ご承知のとおり、生涯学習センターは複合施設であります。学童保育所

もありますし、それから一般の文化活動やあるいは集会活動等々さまざまな活動をされ

るということでありますし、さらにその中にも高齢者からそれから幼児まで含めて、い

ろいろな世代の人方も集う場所でもあるということであります。そんなんでは、さまざ

まな各層各界からの意見を聞いていきたいというふうに思っておりますし、そしてまた

お互いに譲り合うところは譲り合っていかなければならないというふうに思っておりま

す。 

  ただ、全体的に、複合化することによって、相乗効果でプラスにされるというような

施設のあり方、あるいは運営のあり方が望ましいということであります。十分学童保育

の関係者はもちろんでありますし、それ以外の方々も含めて意見を聞きなから、最善の

最良の施設の建設並びに運営に留意してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 次に、介護保険のことについて質問いたします。 

  項目が結構多かったものですから、手短に質問していきたいと思います。 

  最初の、国の制度の要支援１、２を介護保険から外す問題なんですが、サービスその

ものがなくなるわけではありませんので、従来どおりサービスは続くと思うんですが、

それを従前どおり充実し、なおかつより前向きにサービスが提供できるかどうかについ

て質問したいと思っています。 

  今の介護保険の中では一定の基準がありますので、人の配置とか、人数、サービスの

ことがきちんと提供できて、今社会福祉法人に委託していますので、その報酬もきちん

と払われています。それが町のほうの事業に移されますと、基準はどうなのかと。ボラ

ンティアとか、例えば社協がやっていますようなサロンなどに移行されるんではないか

と。そうしますと、きちんとサービスが受けられるかどうかと。もしそうなると、町が

ある程度持ち出しもしながらサービスが従来どおり、もしくはさらに充実できる方向で

いくのかなと思っていますが、その点について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 介護保険制度についての大きな視点は国から示されておりますけれども、

具体的なところはこれからということであります。したがって、その辺の推移を見なけ

れば、事業をやるときの財源が国からどんな形で町村に配分されるのか、その辺も不明
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瞭なところがありますので、そういったところも見ながら、サービスの提供の仕方が出

てくる要素も多分にあるだろうというふうに思っておりますが、ただ従来以上に、きめ

細かな介護支援をしていくというのがこれからの制度の改正の方針だというふうに、理

解をしたいというふうに思っております。 

  今までは、特定のサービスに対して特定の事業所が行っているということであります

けれども、そうではなくて、いつまでもその地域の中で元気に生活する。あるいはもっ

と改善するというようなところにも、相当これから力の配分を注ぐ、あるいは国の予算

も踏襲をするというようなことだろというふうに思っておりますから、そういった意味

で従来に増したサービスの提供がなされるという前提であります。 

  これも、もう既に本町では地域包括ケアのシステム化を目指すということで、介護事

業者は、あるいは医療機関、そして町や社会福祉法人等々、それぞれのその会合にかか

わる機関や団体と連携をとって進めておりますので、住民のお年寄りにとって、自分の

置かれている立場から十分にサービスを受けられるようなシステムと、その体制は図っ

ていきたいということでございます。 

  改正によって、停滞する、あるいはサービスが削減させるというふうなことのないよ

うには、あるというふうには考えておりません。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） サービスのメニューそのものは多分多様化するかもしれません

し、体制をきちんと図っていきたいという答弁というふうに承りました。 

  これは、国の制度との関係もありますので、なかなか町独自でどうのこうのできない

問題ですが、次に、町独自の問題について何点か質問いたします。 

  最初に、介護保険料の問題で、基準額をどういうふうに抑えるのかと。多分基準額は

上がるだろうと、全国的には5,273円、今の町の基準は3,927円ですので、多分上がるか

なと、誰しもがそういうふうに心配されていると思うんですが、その点について質問し

たいと思うんですが、前回の３年前のときには基金が8,000万円ありました。それで

4,000万円繰り入れて本来だったら4,710円になるところを基金を入れたことにより3,927

円に基準額をより引き上げを抑えました、どっちにしろ上がりましたけれども、引き上

げを抑えました。 

  でも、今回予算書を見ましたら基金の残額がそれほどありません。26年度末見込み額

が約4,000万円と、これを全部基金に入れるわけにもまいりませんので、どうやって保

険料を抑えることができるかといろいろ考えてみたんですが、一般会計から繰り入れる

ことはできないのかというご相談といいますか、提案なんですが、それについてまず質
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問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 基本的には、保険料の中で収支をとるというのが原則だろうというふう

に思っております。したがって、一般財源を投入するということについては、現時点で

は考えておりません。やはり、介護報酬だとか、高額にならないようにどうするかとい

うところが、もう一つ大事なところだろうというふうに思うんです。 

  本町の、例えば福祉法人のところなんかの努力は、非常にすばらしいものがあって、

介護度が入所して普通は現状からもっと厳しくなるというのがそうでありますけれども、

中には介護度が軽減されているというような事例、それは不断の施設の努力が相当なさ

れているというふうに思います。そういうことが本来いろいろなところで行われていく

と。それは医療機関でもあるいは介護施設のところでも行われていくと。最終的にその

ことによって、いわゆる介護報酬、介護保険が余り負担のかからないようにするという

のは、努力目標としてそういった視点でやっていくべきだろうというふうに思うのであ

ります。 

  ただ、一方ではご承知のとおり、新たな施設ができてまいりますからサービスがまた

多様化していくということもあります。そういった中では、負担も広がっていくという

ことでありますので、負担軽減を図ることは難しい。どれだけ抑えることができるかと

いうことでありますけれども、最終的にやはり、元気なお年寄りがどれだけこの町にい

るかというところが、番抑えることにつながっていくのではないだろうかというふうに

思っております。 

  そういう意味では、今新たな医療機関も考えているのは、おむつゼロを目指していき

たいというその経営の方針であります。そのようなことによって、全体の介護保険料の

節減を図っていって、全体で保険料を抑えるということだろうというふうに思いますが、

これまでも介護保険料は管内でも最も安い方の部類に入っております。皆さん方、町民

の方々も含めて健康で努力されているという裏づけだろうというふうに思いますけれど

も、そのような町を目指していくことが結果的に介護保険料の上昇率を下げることにつ

ながっていくのではないかだろうかなと、そういう視点での政策は打っていきたいと考

えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 個々人のいろいろな要望対策をとりながら、町も対策とりなが

ら介護保険の給付費を減らすというそれはもちろん大事なんですが、具体的に施設が建

ちますので、多分結構かかるだろうという判断に立ちます。一般財源繰り入れはなかな
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かそう簡単に、国のほうでもなかなか認めないということもありますので、難しいと思

うんですが、それでは介護保険料の改定がこれから行われます。一般的には１から５段

階、町はさらに階級をふやして、従来なら階級、忘れました。それを町は７段階、９区

分にふやしまして、減免の軽減率をより下げています、町独自で。それを行ってきたん

ですが、国のほうでは新たな低所得者の対策として、１段階、２段階、３段階まで、軽

減の率を0.5を0.3に下げるとかというふうにするというふうに方針が出されていますが、

それも含めて町として今７段階９区分、正式に９段階ぐらいあるんですが、その軽減率

をさらに下げるように検討するのかどうか、それについて、それでかなり所得の１段階、

２段階、３段階ぐらいまでは軽減されると思うんですけれども、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 今回の介護保険制度の改正についても、国のほうとしてもその辺の低所

得者に対する対応というのを十分考えているという動きであります。保険料についても、

低所得者に対する支援策といいますか、ということとあわせて、逆に収入のあるところ

から応分の負担をお願いしなければならんというふうなことも出ておりますし、さらに

は今回の消費税の値上げは値上げの背景というのは社会保障と税の一体改革ということ

であります。基本的には消費税の３％アップ分については社会保障のほうに全て回すと

いうのが当初の狙いでありますから、そのとおりに行くといわゆる低所得者に対する支

援というのがなされていくものというふうに考えます。 

  国の制度の中で、低所得者の方々も安心して介護サービスを受けられる。あるいは費

用負担も軽減をされるというのが本来望ましいというふうに考えております。 

  今までは、なかなかそれだけでは満足し切れないといいますか、地方においては、い

ろいろもっと厳しい状況があるものですから、町独自での支援策を講じているわけであ

りますけれども、国の制度の中でそれらのところが問題点が解決されるのであれば、そ

れはそれとして結構なことだろうというふうに思いますので、この辺の具体的などのよ

うに改善され、改革されるのかが今回の３％とそれから最終的には来年の10月までの

10％ということもあわせて社会保障の一体改革となるのでありますけれども、どうもそ

の辺の具体策がまだ見えていないというところに私どもとしても不安を持っているとこ

ろでもあります。 

  十分その辺を推移を見ながら、安心できる体制を構築していきたいというふうに思い

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本和子議員。 
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○８番（山本和子議員） 私もいろいろな新聞の記事を見ながら、勉強しながら進めてい

るものですから、具体的な国の方の制度がどんなふうに変わっていくかというのが、な

かなか見えない状況にあるかと思います。 

  国のほうは低所得者の第１段階、第２段階、第３段階までは保険の１、第４段階が１

ですので、それに対する0.5を0.3にするとか、下げる方向でいます。ただし、それはそ

れで多分町もこれから段階決めるときに、それによって今0.4のところを0.3に下げると

かというふうに変えていくんだろうと、多分ちょっとそこまで、なかなか制度が私自身

最近知ったばかりなのでわかりづらいと思う。そういうふうに１段階、２段階、３段階

までは多分これから率が変わるんだろうと。 

  それで、基本的な基準の１とされます４段階が軽減の率がないんです、１で。でも軽

減がない４段階でも、非課税世帯とか税金払っていない方が基準だと言われて、物すご

く負担に思うと思います。それで、例えば帯広市の例で言いますと、保険料の段階が３

または４段階に対して、市独自の軽減を持っています。所得制限を単身者で収入が130

万円以下と２人世帯が190万円以下と、その他１人ふえるごとに60万円加算した額より

も低いところは第３段階、第４段階については保険料を軽減をし、第２段階まで実質的

にはなるように軽減策を持っています。 

  また、私も都道府県の中でいろいろな政策があると思うんですが、私が最近知り得た

情報では、和歌山県の葛城町では生活困窮者対策ということを条例の中にきちんと入れ

まして、１人世帯が90万円以下、その後１人ふえるごとに48万円加算しまして、減額す

ると税額免除というふう書かれていました。 

  ですから、低所得者対策ももちろん国がしますので、それはもちろん町もすると思う

んですが、中心となるというか、１といわれる基準となる４段階のところについては町

独自の減免をしているところありますので、その点についてどうな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 個別のサービスといいますか、減免について今ここで申し上げるのはち

ょっといろいろな資料不足でもありますし、まだいろいろと検討する余地があるという

ふうに思います。ただ、全体的な流れとしては、低所得者に対しての軽減策と、一方で

は全てそのことによって財源が生まれるわけではありませんので、利用料のいわゆる所

得に対する過重だとか出てくるということであります。抜本的にその辺が見直しされて

いくんだろうというふうに思いますから、そういったことを踏まえて、本町の生活実態

に合った保険料がどうあるべきかは今後の課題にさせていただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本和子議員。 



－94－ 

○８番（山本和子議員） 減免制度につきましても、今、町独自の具体的な例がありませ

んので、それはこれからの課題といたしまして、検討してほしいと思っていますが、そ

れでは利用料の減免について最後になりますが、質問いたします。 

  これは町独自の利用料の減免を、制度ができたときからずっとやってきています。そ

の当初は、本人負担が10％のところを３％にするために、７％町が補助しました。平成

17年までそれが続きまして、18年から５％に町の負担が下がって、平成19年から2.5％

に下がって、ずっと今まで26年もことしもそうですが、2.5％に下がりました。それに

よって、対象者は大体60人から69人と同じなんですが、それに町の負担の率を下げたこ

とにより、もちろん町の負担額が下がりました。平成17年では474万円が町の負担でし

た。平成18年は７％から５％減らしましたので220万円、約半額に町の負担は減りまし

た。平成19年は2.5％に下げましたので112万円とさらに半分に減りました。そのほかは

対象者がいろいろ移動しますので、59万円から今年の予算書を見ますと132万円と、大

体100万円台に町の負担が減りました。ではこれが、もしあと100万円、200万円出せる

んであれば、負担の軽減をゼロにとは、なかなか10％までというのは難しいと思います

が、もともと始めた３％、町が７％負担して、本人負担が３％にできるんではないかと、

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 当初、この考え方の中には、10％ではなかなか介護保険、介護サービス

を受けられないと。あるいは少なかったというようなこともあって、できれば受けるこ

とによっていわゆる元気を回復する。あるいは予防になるというような奨励の意味も含

めて、軽減をしたというのがそもそも始まりのことであります。随分今、こういったサ

ービスも受けるのも浸透してきておりますし、余りいろいろな制限もかけていないとい

うのも本町の実態でございます。 

  各町村によっては、サービスの中身についてはだめだったとかいろいろ制限あります

けれども、その辺についても非常に柔軟に行っておりますから、使い勝手のいいサービ

スの一つになっているのではないだろうかなというふうに思います。当初の７％をベー

スにして、全てということではなくて、この介護サービスの普及のことだとかいろいろ

考えた上で、現状にとって決して受益者、介護者からいろいろと問題というようなこと

もそれほど聞いておりません。これでも十分便宜を図っていただいているというような

ことのようでありますので、とりあえずは当面やりますけれども、これも27年で見直し

になりますので、果たしてこのままであったほうがいいのか、あるいはもう所期の目的

は達成したので、違ったほうに今度財源を充てるということもあり得るのではないだろ
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うかなと、こんなふうに思っておりますので、さらに今よりもこの軽減率を高めるとい

うのはいかがなものかなというのが、現時点の考え方であります。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） ちょっと詰まってしまいました。介護保険料は多分上がると思

うんです。それと、来年度から消費税が上がると、そういう中で、このサービスを受け

られる方は非課税世帯の方ですので、収入はふえないのに、保険料は取られます。取ら

れて、サービスを受けても利用料かかるというときに、本当に大変なのではないかと、

普及徹底のために３％に下げて利用してもらったと、それで大体60人前後ずっと、69人

までずっと推移しているんですが、私は十何年前にさかのぼってそういうことがあった

けれども、今の時点で26年、27年からの新たな制度というのは大きく見直さなければい

けないと、私は思っています。 

  町の政策として、いろいろな政策があります。今回の議会で問題になった子育て対策

に対する住宅の問題、100万円、200万円、300万円という問題とか、あとアパートつく

った場合の補助の問題も。あれは年間町の補助は1,600万円、1,600万円で約3,000万円以

上の補助です。ですけれども、今回の利用者負担軽減は100万円から200万円と、それが

もう見直しして、なくなってもいいということにならないと私は思っています。 

  私が、総括質疑の中でどういうふうにするんだと、新たな政策はあるのかといったら、

余りないんではないかという私質問いたしました。そのときには具体的な政策をしっか

りやっていきたいという私メモ書きがありまして、それをそうなんだというふうに捉え

ました。新たに何百万円というわけではありませんが、100万円、200万円出すんであれ

ば、本当に困っている非課税世帯の方々がサービスを受けられると、わずかな金額の補

助、失礼な申しわけないですけれども、かもしれませんが、その方の生活を支えること

に、サービスを受けてもらうことを支えることになるんではないかと私は思って、ぜひ

なくさないでほしいと思いますし、来年度に対する今これから見直しを図ると思います

が、ぜひ町の負担をふやし、７％負担をし、本人負担が３％にするように努力してほし

いなと思っていますが、答弁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 先ほどから申し上げているように、国全体で社会保障のあり方を見直し

するということであります。特に、その中でも低所得者の対応というのも十分含まれて

おりますから、そういった中で、今までの課題についても解決できるようなそういった

具体策が出されてくるものと、そんなふうに考えております。 

  その上で、町として何をすべきかは、その段階でまた再度検討をさせていただきたい
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というふうに思います。 

  特に、介護関係、医療も含めてでありますけれども、今いろいろなサービスが上士幌

町の中で行われるということでありますので、そういった意味では財政的にはかなりふ

えてくると。これが100万円でこっちも100万円だとかと、そういうことを重ねていくと、

大変大きな額になるんで、町全体としては社会保障にかかわる費用負担というのは、こ

れから従来に増して出ていくものというふうに思っておりますので、サービスが低下す

るというふうに考えないでいただきたいとそう思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） いろいろなことをしていかなければいけませんので、どこにお

金をかけるかというのはやはり大事な問題だと思うんです。町の政策として、これをや

ったら町の活性化になるかもしれないという方法もありますし、また本当に今回では60

人、70人の人数ですが、本当に困っていると。そういう方を100万円、200万円、本人に

すれば数万円かしりませんが、それを補助するのも町の政策だと私は思っていますが、

その点についてやはりバランスよく政策見てほしいと私は思っています。これで最後の

質問といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 おっしゃるとおり、バランスを持って町民が安心して暮らせるような政

策を打つということでありますし、そしてまたお話あったように、将来に向けて、この

町がどう元気をつくっていくのかという施策も必要だと。さまざまな施策をバランス持

ってやっていくというのが必要だというふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で８番、山本和子議員の一般質問を終わります。 

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

（午前１１時０１分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます 

（午前１１時１２分） 

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

◇ 伊 東 久 子 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、１番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 私は平成26年度竹中町長の執行方針、低所得者対策等について

お聞きいたします。 

  第５期上士幌町総合計画が着々と進められており、今年度からは診療所、老健施設、
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認定こども園、地域密着型特別養護老人ホーム、小規模多機能、生涯学習センター改築

基本計画案等、ハード面、資金面においてもあらゆる制度の活用をして、より竹中町長

の手腕に期待をし、評価をしております。 

  一方、町民がこの町で住み続けるために、小さな目配り、気配り、心配りが欠けてい

るように思います。 

  まず１点目、福祉については、昨年上士幌町だけでも５名から６名、いや６名から７

名がみずから命を絶ちました。本当に残念でなりません。３月は自殺防止対策強化月間

です。昨年もゲートキーパーの報酬、それからパンフレット、広報にも掲載されていま

したが、それでもなかなか減らなくてふえています。早急に命の電話等設置をしなけれ

ばならないと思います。担当課だけでは難しいと思いますが、要因はどこにあるとお思

いでしょうか、お尋ねいたします。 

  ２つ目、町長は子育て住宅建設に３カ年限り子供１人につき100万円の補助金を政策

としています。人口増には少しは効果があると思いますが、現在上士幌町で生活してい

る高齢者、低所得者の実態は厳しいものがあります。 

  ４月からの消費税アップ、年金減額と国からの１回限りの１万円の給付がありますが、

恒久的ではありません。この方たちへ福祉のあり方をどのように考えているのか、お尋

ねをいたします。 

  ３点目、４月からの消費税８％で町の財政はどう変わるのか、使用料、給食等に影響

は出てその分転嫁されるのか、お尋ねいたします。 

  ４点目、昨年暮れからの還付加算金の未払い及び国民健康保険国庫負担金等の過大交

付の返還金の問題が大きく報道されました。上士幌町も早い時期でしたから町名も大き

く報道されました。その後も続々と全道市町村が発表されましたが、これは上部官庁の

通達に問題があったのではないかと思います。職員は時間外をして時間外手当の支給を

受け訂正したのかと思います。今までもこのような事案はあったのか、北海道庁に抗議

をすべきですが、どうでしょうか。 

  庁舎内のスタッフ制の効果がなかったのか、管理職会議が末端の職員まで周知されて

いるかと思いますが、スタッフ制の現状はいかがでしょうか、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 平成26年度竹中町長の執行方針、低所得者対策等について伊東議員のご

質問にお答えいたします。 

  １点目の自殺の要因についてでありますが、平成23年における国の自殺の原因動機別

統計を見ますと、健康問題が最も多く、次に経済生活問題、家庭問題の順となっており
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ます。自殺者数についてはさまざまな対策により平成21年度を境に減少してきてはおり

ますが、まだまだ多い状況にあると認識しております。本町におきましても、昨年に町

民のとうとい命をみずから断たれたことは、まことに痛ましいことと受けとめておりま

す。 

  本町では、過去５年間の平均自殺者が2.2人となっており、特に40歳から60歳代の働

き盛りの男性に多い現状です。自殺には健康、経済、家庭問題などの複数の要因が連鎖

しております。その要因を特定することは困難であります。しかし、自殺者のほとんど

が鬱病などの精神疾患を抱えているにもかかわらず、治療を受けている人が少なく、早

期に適切な精神科医療を受けられることが必要と考えております。そのためには、鬱病

などの精神疾患や自殺との関連性についての正しい知識を得ることや、本人や周囲の人

が心の不調に早目に気づき、相談できることが不可欠であります。 

  身近な相談場所としては、町が開設しております心の相談日のほか、保健所が実施す

る専門家による相談、道内２カ所にある24時間対応の命の電話などの多様な相談機関が

あり、早い時期に利用できることが必要であります。平成24年度からスタートした心の

健康づくり支援事業により、今後も自殺の現状、自殺に至る要因や心理、対応方法など

について正しく理解する機会や、誰もが気軽に相談できる相談体制整備や情報提供をす

るとともに、住民みずからが心の健康づくりに取り組むことを支援することで、住民の

大切な命を守ることを目指してまいりたいと考えております。 

  ２点目の低所得者に対する福祉的対応についてでありますが、高齢者や障害のある方、

子育て世代など、個々の事情に応じた生活支援が必要と考えており、相談体制の充実を

図りながら必要な支援を講じるとともに、燃油の急騰のように日常生活に著しい影響を

及ぼすような事態には適切な支援を行い、誰もが安心して生活できる地域づくりを進め

てまいりたいと考えております。 

  ３点目の消費税の増税分の取り扱いでありますが、平成26年度の予算編成に当たりま

しては、庁内での十分な検討や町民のご理解をいただく説明の時間が限られる中で、性

急な消費税増税分の転嫁は町民生活に不安を描くものと判断し、各種使用料や給食費な

どの料金改正は行わなかったところであります。 

  なお、27年度以降の取り扱いにつきましては、町民生活に配慮した中での検討を各関

係部局に指示しているところであります。 

  ４点目の還付加算金の未払いについては、法令の解釈がわかりづらいと言いながらも、

関連法令を確認することで防げたのではないかと考えております。改めて関係法令の確

認を徹底するとともに、再発防止に向け適正な事務処理に努めてまいりたいと思います。 
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  また、国民健康保険国庫負担金等の過大交付の返還等について、今までにこのような

事案がなかったかというご質問ですが、近年においては北海道による制度の取り扱いの

誤りによって全道規模での影響を生じるという例はありません。 

  また、北海道庁に抗議すべきということに関してですが、このたびの国民健康保険国

庫負担金等の過大交付につきましては、会計検査院からその発生原因は、厚労省におい

ては、具体的な算定方法について道を通じて周知を十分に行っていないこと、また道及

び市町村においては、算定方法の理解が十分でないことなどによるとして、平成25年10

月10日付で是正改善処置を厚労省に求めています。今後は、厚労省において算定方法を

具体的に示し、道を通じて市町村に対して周知し、技術的指導、助言を行うよう改善の

処置を求めるとしています。 

  また、道からは、各市町村及び関係広域連合に対し、平成25年10月31日付保健福祉部

長名で、経緯とおわびが書かれた文書が送付されております。今後、本町においても、

改めて示された算定方法について十分理解するとともに、道との連携のもと、適切な事

務処理に努めてまいりたいと考えております。 

  今回の、還付加算金の未払い等の原因がスタッフ制とは直接関係していないと考えて

いますが、従来から課長会議や課内のスタッフ会議などを通じて職員間の情報共有を図

る必要性は認識しており、今後もできるだけ情報共有を図るよう努めてまいります。 

  以上、伊東議員のご質問に答えさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） それでは、再質問をさせていただきます。 

  ３月、今月なんですけれども、これは自殺防止対策月間、上士幌町では、心の相談日、

そういうのはあることは知っておりますが、件数は多分少ないんではないだろうかと、

みずから命を絶つ人が多い、こういうことについては利用しにくい体制になってはいな

いだろうか。 

  この時期に、行政として、３月は自殺防止対策月間ですよと、町民向けに周知をされ

てこなかったように思われます。予算が多ければいいというわけではありませんが、昨

年は道の補助金34万円、ことは22万7,000円の補助ではあるが、この金額の範囲内だけ

でチラシ、講演等行っておりますが、それで自殺者が減るとは思っておりませんが、町

長は過去に５年間で2.2人といいますが、昨年だけでも６名から７名の自殺者が出たと

思います。これ以上ふやさないために、どうしたらいいか、これはみんなで考えなけれ

ばならないことだと思っておりますが、昨年も私、この３月か６月に同様の質問をいた

しましたが、さっぱり改善が見られないということがあります。 
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  そこで、第１点目、精神的な問題は、保健師さんがレセプトというんですけれども、

医療明細書の中から病名を見つけて、例えば欝だとか、精神的な病名であれば、それを

拾い出して家族や本人に悩み、相談を聞いてあげる、そういう優しさがあってもいいん

ではないかと思いますし、２点目については、これは行政ではないかもしれません。町

民の一人一人が気づいてあげて、気がついたら担当課に相談をしてあげる。つないであ

げるということが大事だと思います。昨年、私も経験いたしまして、ある町民が夜中じ

ゅう留守番電話が入っていると。そういうことでその留守番電話を聞かせていただきま

したが、やはり死にたいという、そういう声が一晩中入っておりました。私もびっくり

しまして、すぐ保健師さんに相談したところ、保健師さんはすぐそこのお宅にお邪魔し

て、その人に会って未然に防げたということもありました。 

  それから３点目、これは命の電話、24時間対応の留守番電話なんですけれども、この

番号が町民に周知されているかどうかということです。そういうちょっと精神的な人と

いうのは、ただ話を聞いてもらうだけでも改善するというか、落ちつくということがあ

ると思いますので、その点についてお聞きします。 

  また、帯広市役所では、ちょっと前に新聞に出ておりましたが、やはり自殺リスク分

析、これは分析をしたそうです。背景を含めて判断することが大切であると言っており

ます。地域分析をしたら、全国では自殺者は減少しておりますが、帯広では増加してい

ることがわかったようです、上士幌でも地域分析というか、内容分析というのはこれは

必要ではないかと思います。そして、関係機関の連携が一番大事でないかと思います。

例えば民生委員、福祉協議会、あと町内会だとか、それからそういう関係する人たちで

相談をすると、いろいろ相談窓口を設けると、気がついたらすぐ保健師さんのほうに知

らせると、そういうような状況が早急に必要ではないかと思いますが、町長のお考えを

お聞きいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まずは、昨年、今までにないような方がみずから命を絶ったと。非常に

残念でならないということであります。原因については、なかなかこれだと限定すると

いうことはできない、非常に複雑な要因が絡んでいるということであります。 

  ただ、人はみんな悩みは抱えている動物であります。人間そのものが悩みを持つとい

うのが人間の特性でありますので、それは誰しもがあることでありますけれども、せっ

かく与えられた命をみずから断つというのは、これは非常に残念でありますし、できる

だけそれは食いとめる必要があるだろうというふうに思います。 

  一時期、日本全体で３万人を超えるような自殺者がいて、その多くは経済的な理由が
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あったというふうに言われておりますけれども、なかなかそれだけに断定するというこ

とはできない複雑な要因があるというふうに思います。本町でありますけれども、自殺

予防に対しては非常に早くから各町村に比べて取り組んできた経緯がございます。それ

ほどまでに、少なくとも保健師を中心にしながら関心を持って、一人でも不幸な事故を

起こしてはならないということで進めてきたのでありますけれども、それは本当に申し

わけありませんけれども、昨年度といいますか、今年度、こういう状況になっていると

いうことであります。 

  これをどうするかということでありますが、単純に一朝一夕にすぐ答えが出るもので

はありませんけれども、粘り強く命の大切さ等については町民に働きかけていく必要が

あるだろうというふうに思いますし、それなりの前兆のある方々については今ほどあっ

たように、早期に発見をして適切な治療なり、措置をするということが必要だというふ

うに思います。 

  先ほど出されました医療レセプトを通しながら、そういった精神疾患だとかについて

も早目にというお話もありました。それがどのように可能なのかどうかということも含

めて、非常にこういう問題というのはデリケートな問題がありますので、それらも一つ

の方策としてあるのであれば、保健師のほうにも積極的に活用して病気であれば重症に

ならないように、改善するように対応する、それも一つの方策だろうと思いますし、同

じように、一人一人が気づくと、これもまたゲートキーパーなんていうのは、多分そう

いうことで始めた事業でありますけれども、１年に１回や２回、その程度でなかなか難

しい面もあるだろうというふうに思います。 

  ただ、そういう動きをもう既に行っておりますから、これらをいかに充実していくか

ということが必要であるというふうに思います。そのときに、もし予算が足りなくて、

できないというようなことは私どもとしてはあってはならないというふうに考えます。

もちろん、道の補助金なんかも使うということもそれも大事でありますけれども、その

ことによって解決できるものではないと。もっともっと幅広な活動なり、事業が必要で

あるということであれば、それは当然町の財源をもってそれらに手当てを講じていくと

いう必要がありますので、具体的なその辺の事業だとか、あるいは啓発活動だとか、そ

れらがあるとすれば、今後ぜひ速やかに対応していきたいというふうに考えます。 

  これは、議員からも今提案ありましたけれども、それらを含めて担当の者と、専門的

な職場にいる者と、十分意見を聞きながら対応してまいりたいということでご理解を賜

りたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 
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○１番（伊東久子議員） とても難しいと思いますが、広く町民に協力をしてもらうとい

うような形をとられれば一番いいかなと思います。 

  あと、新聞等に載っておりましたけれども、上士幌町で精神的なことを専門とする保

健師募集をしておりましたけれども、その方が採用されたのかどうか、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 総合的に保健業務、幅広な業務になっております。改めてまた４月から

は職員を採用をしておりますので、それとそれからこれだけではありませんけれども、

精神疾患だけではなくて、発達障害だとか含めて、かなり人材的にも体制を整えて充実

していくというようなことで、新年度からまた動き出していこうというふうに考えてお

ります。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 個人情報もあるものですから、とても難しい問題なんですけれ

ども、病院にかかっている、かかっていないは別として、レセプトを見るというのは保

健師さんしかできない、ほかの誰もできないことなので、ぜひ保健師さんに忙しいかも

しれませんけれども、努力をしていただきたいと、そのように思います。 

  それで、次の質問なんですけれども、町が行っている福祉灯油、これは低所得者の方

本当に大変喜んでおります。でもちょっと気遣いがないのかなという気はいたしました。

というのは、期間がすごく短いんです。要するに、多分12月24日から１月17日までの申

請期間であると。今後も化石燃料が枯渇している状況ですから、そんなに灯油は安くな

ることは考えられませんので、これは当初予算で福祉灯油を私は計上していただきたい

なと。そして低所得者でいる、生活保護世帯以下で生活している人たちが大勢いるとい

うことを、町長にもわかっていただきたいし、そしてその方たちに安心をしていただき

たいなと。12月になったら12月では遅過ぎるかな、10月ごろになったら福祉灯油が出ま

すよということで言っていただければ、本当に安心してもらえるのかなと思います。 

  介護を受けている方だとか、障害を持っている方だとか、それぞれ上士幌町は軽減を

受けています。でも年金がすごく下がっていますし、健康な人でも想像以上に生活が厳

しい状況にあります。特に一番大切である食料品の値上げに本当に困っています。４月

から消費税アップのはずなんですが、じわじわと値上がりしているというか、値上がり

していなければ、グラム数がすごく減っているというか、そんな状況です。たまに町長

もお店へ行って値段を見てください。そんな本当にちょっとした目配り、気配りという

か、心配りというのか、それはとても大切だと思います。 
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  上士幌町は福祉のサービスについてはほかの町村に負けないぐらいのサービスの項目

はありますけれども、そういう気配り目配りがないために、せっかくのサービスを使い

切れないで、不便な使い方をしているというのもあります。 

  例えば、昨年も私この質問しましたけれども、循環バスについても利用者が不便を感

じているのに改善されていないと。サービスはありますではなくて、私はやはり利用者

の立場になって気配りをしていただきたいと。例えば買い物に行くのに10分間しかない

んです。ルピナの前でおろしていただけるんですけれども、足が痛かったり、腰が痛か

ったりしている人が10分間で買い物ができないと。そういうことも昨年も言いましたが、

それがさっぱり改善されていないと。そういうことで町長の考えがあればお聞きをいた

します。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 せっかく福祉サービスが制度事業化していてもそれを十分に有効に使え

ないような、そのようなことが多々あるということであります。これは新たな財源が必

要だということではなくて、おっしゃられたように、気配り、目配りをすることによっ

てできること、バスの問題なんかについてもお話ありましたけれども、非常にその辺に

ついてまたせっかく今随分利用者がふえているという、これは当初の運行から比べると、

随分一般に普及してきたという事実はありますけれども、そういった中で、買い物が十

分とれないと。この実態はどういう状況なのかということも調べながら、しっかりした

対応をさせていただきたいなとそんなふうに思います。 

  食料品の消費税分がもう既に上がってきたという、これはまた特に女性感覚で、非常

にシビアにその辺は認識されているんだろうというふうに思います。そういうことを含

めて、今回の実は緊急の給付というのは消費税のアップ分だという背景がございます。

ただ、これは緊急ということですから、今年度１年限りということになるわけでありま

すが、恒久的にというのはこれまた今検討をしているところでもございます。 

  ただ、それが来年の10月に10％アップするということになったときの、そのいわゆる

消費税で入ってくる分のいわゆる使い方でありますけれども、低所得者に対する支援策

だとか、それらを本来は社会保障と税と一体改革の中ではそこに組み込まれているはず

なんです。果たしてそういうふうにいくかどうかもまだ見えないんです。これは経済動

向によって来年上げるかどうかもわからないという状況でありますし、それからそうい

ったことを考えると、非常に不透明な要素ありますけれども、この社会保障と税の一体

改革という、これは現政権以前からの大きな課題として、財源の確保とそれから社会福

祉を充実させるという、日本の将来ビジョンを描いた上での消費税のアップということ
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でありますから、それがしっかり社会保障のほうに回されて、しかも低所得者に対して

安心して暮らせるような、そのような施策がしっかりとられるかどうかという、これは

私どもとしても、しっかり点検をしていく必要があるだろうというふうに思っておりま

す。 

  いずれにしても、当面の生活にかかわる食料品の値上げ相当分については、今回の１

万円というのはそれは低所得者に対する対応ということでありますけれども、それをも

って解決するということでないことは十分承知しているところであります。 

  それから、灯油関係の話も出されました。これも一つの原則的に高いなと、こう思わ

れるのがリッター100円を超えるという状況と、これは通常の年金生活、低所得者に対

しては非常に圧迫させるということでの、判断の基準をそこに置いているということで

あります。何もかにも全部とっぱらってということになると、これまたそうもいかない

ところあるかと思いますので、しかも多分100円を切るということもこれまたこの先、

今のいわゆる資源の状況だとか、エネルギー状況から見ると、さらに国際的な政治的な

背景から考えると、そう簡単でないだろうなというふうに思います。 

  そこで、お話あったように、多分そういったときには使い勝手どうよくするかという

ことについては、これも担当のほうに速やかに指示をしたいなと、そんなふうに思いま

す。 

  何年かがいわゆる命の関係でもそうでありますけれども、町民に対する情報の提供、

それから啓発活動の徹底した啓発活動だとか、この情報の提供の仕方というのは、やは

りその辺のことも指摘にあるんだろうというふうに思いますので、十分住民の隅々まで

行き渡るような方策を全てとはいきませんけれども、最大限努力をする必要があるとい

うふうに思いますので、また何かを気遣いの点がありましたら、御指摘を賜ればと、そ

のように思います。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 本当に生活困窮者に対しては430世帯の430万円昨年委員会のほ

うに報告されました。時期もずっと遅かったということもありまして、町民からの不満

もありましたし、そのことについて質問させていただきましたけれども、これは町長が

町長でいる間はぜひ９月ぐらいの議会で補正、あるいは当初予算に計上していただきた

いと。そして生活保護の方については多分国のほうから灯油代が出ると思うんですけれ

ども、国民健康保険の本当の低額な人については、隣のうちでぼんぼん火をたいても、

オーバーを着ている状況にあると。それは実態ですので、この福祉灯油の給付をぜひや

っていただきたいと、継続してやっていただきたいなと思います。 
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  それと、あと国の動向、私はテレビでしかわかりませんけれども、この３％の消費税

の値上げの分の２分の１は経済対策に使うような話も出ておりましたので、全部が３％

が全部社会保障の中には入っていかないのかなという危惧をして、私はテレビを見てお

りました。 

  またこの次に、消費税分を料金に転嫁しないということはこれは予算委員会の中でわ

かりました。私が一般質問の通告をしたのが予算委員会の前でしたからこの質問になり

ましたけれども、いつまでも転嫁しないわけには多分行かないだろうと。来年になった

ら10％になるということですから、今後上乗せしなくならなくなったときには、町民に

十分説明をしながら意見を聞いて進めていただきたいと思います。 

  次に、還付加算未払い金、これはスタッフ制とは関係ないとは言いますが、大きく報

道されたものですから、職員が多分間違えたんだろうと、行政のプロが何をしているか

と。私も多くの町民から言われました。でも、だんだん調べていくうちに、これは上部

官庁からの通達がわかりにくいということだったんではないかと思います。でなければ

全道で多くの市町村が漏れることはないと思います。職員の名誉を守るためにも、行政

のトップである竹中町長は私は抗議をするべきでないかと思います。そして、町長の考

え方を聞いて質問を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 福祉灯油のいわゆる政策判断、今お話あったように、寒冷期になって震

え上がるようなときにということではなく、しかもその期間も短いというご指摘があり

ました。その辺については、価格の動向を見ながら少しでも早目に判断をするというの

は、それは検討させていただきたいと、そんなふうに思います。 

  それから、今、全体に景気がかなり浮揚しているということでありますけれども、地

方ではやはり厳しいという状況がございます。特に、今回の景気浮揚策の中では大企業

だとか、あるいは都市部のほうではそれなりの収入がふえておりますけれども、地方、

特に農山村においてはむしろ輸入品が高騰して、特に基幹産業であります第１次産業、

農林業等の地域ではいわゆる飼料だとか、そういうコストが相当高くなってきていると

いうこと、これはそう簡単に改善するような状況でないだろうなというふうに思います

し、給与所得者、低所得者の話ありましたけれども、給与所得者も含めてこれは都市部

と比べて相当格差あるだろうというふうに思っております。そんな意味では税の配分な

んかについても、地方に手厚くしなければならないというふうに考えているところでも

ございます。 

  そのような状況にありますので、生活実態なんかも、十分つぶさに判断をしながら、
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困窮者に対する対応等についても十分気配りをしていく必要があるだろうというふうに

思います。 

  それから、今回の国とそれから道と町村の関係でありますけれども、そのもともとの

ところへいくと、国のほうから十分なわかりやすい説明がなされていないということが

あって、それを北海道がまたそういった状況の中で判断したことが違っていたと。それ

で自治体が実践するということであります。 

  やはりその役割分担ということを考えますと、基礎自治体の5,000人の町の役場の職

員、非常に限られております。現場と一番向きあっているのは基礎自治体の私どものと

ころであります。制度をどう実行するかというのが現場のほうであって、そういう意味

では上部からの指導に基づいて事業を実施するという現実であります。 

  したがって、ここでは、答弁の中では、十分その中身を精査すれば、関係法令を見れ

ばわかっただろうという答弁をさせていただいておりますけれども、その辺はわかりや

すい指導は、北海道の方でしっかりすべきであるというふうに思います。北海道は現実

の問題、その事業を実施するという機関ではないと。国の制度を受けて、それをわかり

やすく自治体のほうに示してもらうというところであります。それを受けて自治体のほ

うが住民に対してサービスを行うと、こういうそれぞれの役割があると。 

  国のほうが政策をつくり、そしてそれを道はそれを解釈して自治体のほうに流してい

くという、全てではありませんけれども、大体おおよそそのような関係でありますので、

その法令の全て国の出されたものを背景だとか、何から何まで自治体の職員に求めるよ

うなその体制にはないということと、役割分担の中でやっているということですから、

私どもとしては今回のいわゆる国保の会計の返還にしても、それは国のもともとのとこ

ろに問題があって、それを道がまた判断の問題があって、それを忠実にやったのが自治

体だということであります。 

  そういう意味では、委員からご指摘いただいて、反省すべきは反省するということと、

それから国や道のほうにはもう既に会計検査院から指摘をされて改善をされているとい

うことと、それなりにおわびの文書が来ているということでありますから、それをもっ

てこの後再び起きないように、いろいろなこのことだけではなく、いろいろな機会ある

だろうと思いますから、わかりやすいように、そしてなおかつ具体的に提示をするよう

に、お話はさせていただきたいとそんなふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で１番、伊東久子議員の一般質問を終わります。 

  暫時休憩します。 

（午前１１時４９分） 
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 ────────────────────────────────────── 

○議長（杉山幸昭議長） 再開いたします。 

（午前１１時４９分） 

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

◇ 山 本 弘 一 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） 私は、認定こども園上士幌町子どもセンター（仮称）の園児徴

収金と現上士幌保育所条例についての質問をさせていただきます。 

  本年、26年建設される認定こども園上士幌町子どもセンター（仮称）において、園児

１名当たりの徴収金の設定については、どのような金額を考えているのか、現上士幌保

育所条例にはＡ階層からＤ階層まであり、３歳未満児と３歳以上に区別され、Ｃ階層に

より10段階に区別されています。所得税が41万3,000円以上になると、未満児には月額5

万7,960円にもなり、２人、３人となると保護者の負担も多額になり安心して子育てが

できなくなるおそれもあります。これからの上士幌を担う若い世代が安心して子育てが

できるように、町内にある私立保育所の園児を含めて上士幌子どもセンター（仮称）に

通園できるように、保護者の立場に立ち、負担の軽減等環境を整えるべきだと考えます

が、ご見解を伺います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 認定こども園上士幌子どもセンター（仮称）の園児徴収金と現上士幌保

育所条例について、山本弘一議員のご質問にお答えいたします。 

  現在の上士幌保育所の保育料につきましては、国から示された基準額を限度として保

護者の世帯の所得の状況とその他の事情を勘案して定めており、国の基準額より低く設

定しております。 

  平成27年度開設の認定こども園の保育料につきましては、現在国において、子ども・

子育て新制度の施行に伴う利用者負担のあり方が検討されており、今年の４月ごろには

新制度における基準額が示されることから、その基準額を踏まえて、町が定めることと

なります。 

  認定こども園の保育料につきましては、幼稚園型と保育型に区分されることとなり、

保護者の就労状況に応じた認定区分と世帯の所得状況に応じた保育料が適用されること

になります。保育料の算定に当たりましては、町政執行方針でも述べさせていただきま

したとおり、子育てに係る家計負担の軽減という視点で、見直しを検討してまいりたい

と考えております。 
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  なお、保育料につきましては、来年の認定こども園の入園募集に間に合うよう算定す

る必要があることから、国の新制度における基準額が示された段階で早急に手続を進め

てまいります。 

  次に、多子世帯の保護者負担の軽減でありますが、現状は同一世帯から複数の子供が

保育所を同時に利用している場合は年長の子供から順に２人目については半額、３人目

以降については無料となっておりますので、今後におきましても同様に軽減してまいり

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時から問います。 

（午前１１時５３分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） それでは、町長の答弁に基づきまして、再質問いたしたいと思

いますけれども、現在の上士幌町保育所条例は所得割ということになっておりまして、

特に先ほど私申しましたＤ階層以上のことなんですけれども、その中で、例えば一般事

業主、それから農業を含めてそうですけれども、上士幌の中小企業含めてそういう中に

は経営委譲というんですか、親から子、もしくは社長交代という状況に伴いまして、給

料から、従業員であれば給料なんですけれども、それが経営の事業主になることによっ

ての経営所得に対しての課税ということで保育所が算定されています。このことが、ち

ょうど子供を産む、育てるということの20歳からおおむね30歳ぐらいの大きな負担とな

っています。 

  その辺が今後、町長は答弁の中で27年度開設の認定こども園の保育料は幼稚園型と保

育型ということに分かれるため、新制度の基準を見極めた上で設定したいと考えている

ということでありますが、町立保育所と私立保育所との、保育料の格差が大変大きく抜

本的な引き下げが必要と考えるが、その辺の考え方を伺いたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 保育所の基準については、この考え方についてはもう国のほうで示して

いる、所得税に基づいて基準額を示しているということであります。これを踏まえて各

自治体がどのような料金設定をするかということでありますので、それから見ると減免
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はされている現況にはございます。 

  問題なのは、これまでの中では特に無認可のほうの地域における自主運営の保育所で

ありますけれども、自分たちが運営しているということもありますし、それから最大限

の指導員の配置等については、町のほうでその辺は応分の負担をしているということか

ら、経費は最小限というか、節減して保育所運営ができていたということだろうという

ふうに思います。 

  一方、町のほうについては、認可された公式の保育所ということで、これはまたいわ

ゆる基準に準じて料金を設定しているということでありますので、そういう意味では僻

地のほうと町場のほうの料金設定が随分違うということは、おっしゃるとおりだという

ふうに思っております。 

  問題なのは、これからであります。今、認定こども園をつくるということで、幼保一

体が言われておりますけれども、就学前の教育と、それから保育に欠ける児童の世話と、

両方この認定こども園が担っていくということになってまいります。そうしてみると、

多分幼稚園というのは今まで幼稚園教育というのは僻地の町の中にはなかったことであ

りますけれども、学校教育にのっとってしっかりした教育プログラムを組んで、以前よ

りも増して計画的な幼稚園教育がなされているということになると、僻地で今子供を預

けているのと、町場で預けている内容というのはそう変わらないだろうと思いますけれ

ども、内容もかなり変わってくる可能性があるというふうに思っております。 

  そういったときに、従来どおり、何と言いますか、僻地の方も、普通であればこの際

町のほうにせっかく新しく建つ機会でもありますので、集団になれるということだとか、

社会性も含めてそういう動きも想定をされます。 

  それから、町は町としても今料金設定しておりますけれども、この課題というのは、

都市部とまた地方と幼児保育、あるいは教育に対する課題というのも違って、都市部の

ほうはもう受け入れ施設がなかったり、指導者がいなくて非常に待機児童が相当多いと

いうことがありますが、一方、地方のほうにおいては、基本的には本町では、まんどに

希望者を受け入れるような環境をつくるために努力をしているという状況もございます

し、指導者の問題も基準に沿ってしっかりそこそこできるということはありますが、こ

れからそういったときに、町全体の所得の話をされましたけれども、町全体の給与所得

者が本当に裕福なのかということを考えると、都市部の給与所得者の平均とそれから地

方の給与所得者、これは農業に従事する者、あるいは商工業に従事する者、その他含め

て決して高いとは言えないという状況があるというふうに思っております。 

  そうしてみると、幼児教育、あるいは保育の大事さ等を考えると、この認定こども園



－110－ 

を契機にしてこの町の子育てを抜本的に見直しをし、そしてまた保育料なんかについて

もできるだけ負担をかけないように、努力する必要があるだろうというふうに思ってお

ります。ですから、一定の基準は参考にしながらも、僻地の方々もそれから町場の方々

も安心して預けて、そしてなおかつよかったと思えるような料金設定にしたいというの

は、基本的に今考えていることであります。 

  いずれにしても、答弁書で申し上げているように、とりあえずは国がどんなふうにし

て指針を出すのか、幼稚園と保育所という２つの運営が一緒になっていくということは、

その辺の考え方なんかどう出てくるのかわかりませんけれども、町は町として独自の考

え方に基づいて、今お話しさせていただいたような前提のもとで、料金の設定をさせて

もらいたいと、そんなふうに考えているところであります。 

  いずれにしても、ここで育つ子供たちが育ってよかったと、こう思えるような対応は

できるだけ努力してまいりたいというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） 今、町長が言われたことは、我が町においては前回の定例会の

ときも言いましたけれども、子育て支援、少子化対策住宅、それから定住化対策含めて、

非常に福祉含めて他町村から見たらその方面については多額な支援をしているというこ

とは私も認めるところでもあります。 

  いずれにいたしましてもこの中で私が申し上げたいことは、子育てというのは上士幌

の現在の子供たちが将来上士幌を担っていくと、それと今の親御さん、20代から40代含

めた中、その方々が上士幌を現在、今後を担っていくということの連動しているもので

あります。ですから、定住化対策だとか支援対策を進めることによって、このことが上

士幌の人口減もしくは老人化に歯どめをかけていくんではないかということを、私は申

し上げたいわけであります。 

  したがって、その親御さんたち、保護者たちが安心して暮らせる、子育てができる町、

支援、ということが必要であると。また４月になってからでないと、国のそういうはっ

きりした形が見えてこないということがありますから、数字的には多分答弁はできない

ものかなと私も理解しておりますので、その辺は特に農村地区には承知のように各小学

校においては、随時閉校の道を進みつつあります。したがって、保育所の園児減少に伴

った、昔は以前までは僻地の保育所でありましたが、その減少に伴い私立の私立保育所

になっていったという現象があります。 

  私も北門でありますから保育所がない時代は私立から始まって、町に要望して僻地を

組み立て、それがまた減少に伴って私立に戻ったという経過をたどっております。やは
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り地域においてはどうしても子供たち、少ない子供たちでありますので、その保護者も

含めた中で保護者方が力を合わせてつくらざるを得ないと。なぜそういうことになるか

ということはやはり町の中に通うという時間的な問題もあります。それから少なくとも

町なかへ園児を送ってきて帰るという時間だけでも最低30分以上はかかるだろうと想定

されますし、そのことがそれぞれの経営者含めても、なかなか時間的な余裕がないのと、

先ほど申し上げました保育所条例の中では、そういう金銭的な余裕がないという方も多

分見受けられます。そのことをやはり抜本的な引き当て必要だろうということを言った

のがそのためであります。 

  もう一つ、どうするのかなと考えておりますけれども、認定こども園が27年度、今年

度建設をし、27年度からオープンをするということがありますが、このこども園の基本

計画を見ますと、定員数は120名となっております。現保育所も120名であります。その

床面積は認定こども園がはるかに、５割増し以上大きいと思うんですけれども、私が調

べた結果によりますと、26年の概要によりますと、町立の保育所に通っている園児たち

は113名と、私立の園児が４私立保育所で32名、合計145名となりますが、この認定こど

も園の入所定員を120名と定めて、このことが十分将来の町内の園児を受け入れるとい

う体制に立った考え方になっているかどうかと、その辺をご答弁願いたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず定員の関係ですけれども、今の施設の規模、多分国が示す１人当た

り何平米という面積要件があるだろうと思いますけれども、それから見るとかなり弾力

性を持って余裕を持っているということでありますから、上士幌町の今の子供たち受け

入れるキャパはあるというふうに思っております。 

  むしろ、今の政策が子育てをしっかりやることによって、少子化対策にもつながって

いくと。若い世代がここで住むような人方がふえるということを一方では結局目指して

いるわけでありますので、この定員が120名ではなくて、それは条例改正をするという

ことも伴ってくると思いますけれども、ふえるというためにむしろこちらのほうとして

も努力したいし、そのための受け皿の施設も十分対応できるというふうに思っています

し、万が一、150人でもなると。あるいは160人になると。これはうれしい話で、さまざ

まな増設なんかというものを考えていく必要があるだろうと思います。 

  いずれにしても、本町の経済実態、町全体の給与所得者等の給与実態からいくと、こ

こで５万円からの保育料を支払うと。それでなくても、相当厳しい話だなと人材、ここ

のやがて子育てだとか、あるいは教育を重視することによってここに世帯として住んで

もらいたいということを考えたときには、間接的になりますけれども、足りない分が行



－112－ 

政的に子育てであるいは教育に手厚い支援することによって、いわゆる多少の所得の少

ない分を補って、そしてここで住むという人が一人でもふえてくるような、そのような

政策のための認定こども園も、そういう視点の中の政策として取り扱っていきたいとい

うふうに考えています。 

  先ほど、子育て住宅の話もありましたし、そういういろいろな子育てに関する福祉だ

とか住宅だとか、講じることによって都市部から若干低い所得の部分を補填をして、そ

してここで伸び伸びと育てると、家族が住んでもらうと。人口の減少を歯どめをかける。

あるいは商店街の活性化に結びつけていくというようなところも視野に入れての認定こ

ども園の料金設定についてもできる限り思い切った支援策を講じていきたいと。 

  国がどう出しても、町としての考え方をそういった視点に立った町としての料金設定

をしっかりやっていきたいというふうに思っております。 

  特に農村部からも先ほどいわゆる保育料の格差の問題ありましたけれども、その辺は

前のとおりまではいくかどうか、それはちょっと難しい話だと思いますけれども、安心

してこちらのほうに育てて、認定こども園のほうに預けてよかったとこう思えるような

施設の運営なり、あるいは保育、さらには幼稚園教育のほうしっかりやっていって、お

金に見合う、それよりもさらに喜んでもらえるような、そういう運営等についてもしっ

かりやっていきたいというふうに思っております。 

  ただ思うのは、保育に欠ける子供とそれから奥さん、お母さんが自宅にいて、幼稚園

だけでいいという人も多分いるだろうと思います。いずれにしても、子育てでもう一つ

大事なのはやはり親子の関係というのは非常に大切なところがありますから、そういっ

た意味では親子のきずなを深める、信頼関係をつくるようなそのような家庭教育なり、

あるいは日ごろの親子のスキンシップなんかも、一方では大切にしてほしいと、そうい

う問いかけも一方ではしていって、いい子供たちを育てていきたいと、そのように考え

ております。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） 前向きな答弁をもらいましたけれども、いずれにしても、私が

このような質問をするということは、地域含めてそういう各私立の保育所の方々の保護

者の方々からどうなるんだと、認定こども園は広報紙等々で理解しているけれども、ど

のような設定金額になるのかと。 

  その私立の保護者たちは自主運営やっているわけですから、これはやはり町立保育所

との保育料金というのは比べても格差ができて当たり前だというふうに考えております。

無駄を省いて最少必要限度で運営しているということでありますから、それと、今の上
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士幌保育所の条例にある金額とは、一致しないのは当たり前でございますけれども、や

はりそれ以上の負担が出てくるということに対しての、認定こども園がどれほどの金額

に対しての私立と違うんだろうという不安と、それから園児の送迎時間という大きな問

題がそこにあるわけです。やはり、遠いところであれば、14キロ以上辺地からあります

し、町の中の方々は何らそのことが認めた中で通園されているわけで大きな影響はあり

ません。 

  だから、小学校等々含めた中で、農村含めた中の一極集中型と、町の中に全てがそう

いうものが集まってしまうという、農村部あたりの不安感というんですか、保護者の不

安感あたりを町長あたりはどう払拭して、それを認定こども園に吸収していくのかとい

うが私は大きな課題だと、そういうぐあいに考えております。 

  そんな中で、やっぱりそういう不安をどうとる、それは当然保育所料金も１番であり

ますけれども、当然送迎については園児の送迎は、これは保護者の責任だというふうに

考えておりますし、小学校のように全てをバスで送り迎えすることが可能であればいい

んですけれども、それも多分経費かかることであるから、その辺が、またその送迎あた

りもこの認定こども園になってくると、多分原則的には親御さんが送迎しなければなら

ないんだろうというふうに考えておりますが、もしそういう考えがあれば、伺いたいと

思います。いかがですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 足の確保の問題でありますけれども、受け入れるとなると未満児から５

歳児まで受け入れるということになるだろうと思います。通常幼稚園なんかは施設で送

迎をするという、そういう事例はよくありますけれども、未満児や１歳児、２歳児、１

歳児、ゼロ歳児、これを公的に送迎するというのはとても責任持てるような状況ではな

いだろう。やっぱり親御さんがベビー何というんですか、こども用のちゃんとしたそう

いった椅子に安全管理をしながらやらなければだめだろうし、そういった意味では全て

送迎をするというのは難しいということと、もう一つは、できれば先ほど申し上げまし

たけれども、親子のスキンシップ、幼児期少なくとも小学校ぐらいまでは思い切り信頼

関係、愛情を注ぐ、そういった意味での送迎時間なんかもあってもいいのではないだろ

うかなと。親御さんだけではなくて、おじいちゃん、おばあちゃんの役割でもそういっ

たことも望ましいことではないだろうかというふうに考えます。 

  ただ、14キロのところの足の経済的な負担の問題です。これをどうするかという問題

があるとすれば、それは少し検討する余地はあるだろうというふうに思っております。

どういうふうにしてその辺のところは整理するかというのはちょっと課題になりますけ
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れども、乳幼児から全て公的な場所で送迎するというのは現実的な問題として難しい話

だろうと、そう思います。 

  それから、地域で私立、自分たちで運営するという意味では、親御さんもお互いに理

解し合って、信頼関係のもとで、少人数であっても非常に心豊かな保育がなされるとい

う意味で、安心もしているところもあるだろうというふうに思います。そういった意味

で、今度は大勢になる中でのお子さんがどんなふうにして過ごすのか、不安もあるだろ

うというふうに思いますが、いずれにしても、認定こども園に入ることがよかったと、

多少お金はふえたけれども、それに増して、お子さんのためにだとか、あるいは家族に

とっても非常によかったと、こう思えるような答えはしっかり出していかなければなら

ないだろうというふうに思います。 

  その辺の不安があるとすれば、不安についても、事前に意見交換をすることが必要だ

ろうというふうに思っております。 

  特に、直近のところでは、北居辺小学校が閉校になったということで、それに合わせ

て保育所をどうするというのが、去年の段階から親御さんが私のところにも来て、どう

なんだろうという話ありました。認定こども園はどんな運営されるのか、あるいは保育

料がどうなるのか、そういった不安が確かにあるというのは現実だというふうに思って

います。 

  そのためにも、早目に運営の体制です、27年度以降の運営のあり方だとか、保育や教

育の内容のことだとか、それから料金の設定の問題だとか、そういう一つ一つを丁寧に

説明できるようにするためにも、４月に入った段階でやるべきことは早目に具体化をさ

せてもらいたいと。そして関係する保護者の皆さん方と膝詰めで説明をし、あるいは意

見交換をしてどう判断をするのか、そのままでまた行くのか、あるいはこの際に認定こ

ども園、27年ですから、それに合わせて一緒にするという判断をするのか、きめ細かい、

そしてまたしっかりした意見を聞きながら、対応をしてまいりたいというふうに思って

おります。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） 今、町長が言われたように、北居辺の閉校記念行った暁には同

じようなことも、どうなるだろうと山本さんということを聞かれました。そういう中で

やはり今の園児の保護者あたりがどうしたらいいんだと。北居辺さんには東居辺からも

１名来ていると認識しております。ですから、そういう東居辺には小学校がもう既に廃

校しまして、保育所も同時に閉園したという状況の中では、その親御さんが今度は北居

辺から今度どこへ行くだろうという当然認定こども園なのか、その金額、入園料、保育
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料含めた中、すごい不安を持っているわけです。 

  私が言いたいことは、ここに私も私立北門保育所の運営委員会の総会の決算資料を見

ておりましたけれども、この中で町助成金が私立にそれぞれ行っているわけです。北門

であれば413万8,480円、これは24年度決算です。ですから、維持管理費、人件費、通勤

費は別途にまた９万8,400円行っておりますけれども、そういう私立の保育所の助成金

というものを町の今度認定こども園にもし入れた場合、その分がまた人数がふえて総合

的に１人当たりの園児の保育料が減額できるんではないかなと、私想定するわけです。

これは私立ですから、この運営についてはそれぞれの北門であれば北門保育所の運営委

員がどうするかというのはこれから保護者の問題であります。この辺を今後、町の保育

課含めて、町長部局サイドで十分にやはりコミュニケーション図っていただきたい。 

  やはり、そういう不安を払拭するというのが行政の一番の大きな役割でありまして、

やはり不安を含めた中で、認定こども園を運営していくという状況には私はあり得ない

と。 

  国のほうから来ると言っておりますけれども、おおむねのところか決まったら早急に

やっぱりそれを各私立の私立保育所のほうに赴いて、もしくは来てもらった中で、それ

ぞれの運営している運営院長を初め委員がいるわけです、保護者の、それぞれを丁重に

認定こども園の中の内容、保育料を含めた中の、条件含めた中で、きちんと話し合いを

して、できる限り認定こども園に27年度が通園できるようなシステムをとるというのが、

本来の町の役目ではないかというふうに考えております。 

  そう含めた中では、町長はそのことについてきちんと保育課含めて、早急に国の制度

でありますから、これは４月以降と答弁書の中で書いてありましたけれども、それ以降

速やかに27年度が認定こども園が開園予定ですから、それまでの期間というのがまだ若

干あるわけですから、私立保育所にできる限り入りやすいようなシステムと保育料、そ

の内容を詳細につくっていただき、それをもって私立保育所のそれぞれの今北居辺、北

門、萩ケ岡、糠平、そういう運営委員との話し合いをする気がありますか、いかがです

か。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 もう既に、子ども・子育ての会議を設置をして、就学前の保育や教育は

どうあったらいいのかというのは、動き出しているというのは承知のとおりであると思

います。来年度がより具体的にサービスのあり方を検討することになりますが、その中

で当然認定こども園のあり方なんかについても意見が出されると、そんなふうに思って

おります。それは僻地のほうの代表の方にもメンバーとして入ってもらっております。
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加えて必要があれば、保護者のところでもいろいろとお話を聞いたり話をするというこ

とは、これは当然のことだと、そんなふうに思っております。 

  ただ問題になるのは、スピード感が求められると。今、議員がおっしゃられたように、

ぎりぎりになってこうなりましただけでは、もう私どもの準備はこういうふうに決まっ

たので、それは今さらどうもならないと、こういうふうにならないようにできるだけい

ろいろな選択肢が早目に、こちらのほうから多様な保護者側の選択肢を持てるように、

こちら側のほうとしては、認定こども園の運営や料金設定その他含めて提案できるよう

にしてまいりたいと、そんなふうに思っております。 

  いずれにしても、新しい就学前のあり方なものですから、現時点では保護者にとって

みれば不透明なところがあって、不安なところがあるかと思いますけれども、私どもと

しては安心してよりいい保育やあるいは就学前の教育受けるために胸を張ってお勧めで

きるような、そういった内容を皆様方に提案をして理解を得て、そして上士幌ならでは

の幼児、就学前の教育幼児保育をやりたいと、こんなふうに思っております。 

  いずれにしても、最終判断はそれぞれ保護者のほうになりますので、お任せしたいと

思いますけれども、せっかくの機会であります。議員さんも各施設を視察に行っていた

だいたりして、それぞれの高いレベルの視察研修をされてきたというふうに思っており

ますから、それらに負けないように、いい内容で運営をしていきたいということと、安

心して預けるというふうに思ってもらえるようなそういうような体制をしっかりやって

いきたいと、そういうふうに思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、山本弘一議員。 

○８番（山本和子議員） 先日、ちょっと聞いた話なんですけれども、保育課からは認定

こども園に入る意思がありますか、アンケートは来ているらしいんです。ただアンケー

トは来ておっても、保育料を含めてどうなるのかというのがわからないんで、現在のま

まであれば多分私立を継続しなければならないと。北門の場合は、今13名、未満児もい

ますから14名ぐらいになると思うんですけれども、あと残りが６名、５名だとかと各私

立にあるわけです。だから、私の地区においては非常に郡部においては子供が多いとい

う現況がしばらくの間続きます。 

  これだけの子供と町からの助成によって、保母さんあたりも来ていただいてしっかり

した保育所の運営をされているし、また私方の孫においても非常に行くのが楽しいとい

う状況があります。だからその辺の小さな私立の保育所において大きな町立の保育所と

の格差というんですか、子供たちの大きければいいという利点と小さければまた細やか

な小回りができると。やはり山においては参加型なんです。保護者の親御さんだけでは
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なくて、じいちゃん、ばあちゃんまで一緒に行って餅つきやってみたり、いろいろなこ

とを日程、年間行事の中に餅つきだとかそういう発表会ですとか、学芸会に出た、発表

会ですとかそういうところがすごくいいところだと思っておりますし、一方町立保育所

になると、そこまではやはり細やかな対応は難しいだろうということもあります。 

  ですから、やはり僻地においては、地域参加型の小学校であったり、また保育所であ

ったりという状況ですから、孫だとか園児たちはすこぶる大きな気持ちの中でじいちゃ

ん来た、ばあちゃん来たとかという状況の中で今すくすくと育っています。 

  ですから、そういうような私は現場主義というんですか、現地を大事にする性格です

から、町長を初め、やはり地域のいいところ取り入れた認定こども園の方向にいいとこ

ろは取り入れてそれをできる限り実行してもらうと。じいちゃん、ばあちゃん参観日で

もどういうことでもいいか、できればそういうことも孫が大きくなっていくのがすごく

楽しみなんです。じいちゃん、ばあちゃんというのは自分の子育て終わっていますから、

その辺は町長もお孫さんいられるからわかると思うんですけれども、そういうことがや

はり地域を発展させるし、その後については町が発展するということであります。 

  私は、この認定こども園を境に、これをきっかけにやはり上士幌は定住化対策もやっ

ているわけです。定住化対策イコール子育て支援住宅、認定こども園、こういうことを

含めたらやはり将来の上士幌から隣町、他町村、であっても保育所は上士幌へとか、定

住は上士幌へということの人口減にこの認定こども園含めた中で、総合的に定住化対策

をしてやはりやっていただきたいと。これが私としても、高齢者がふえてくる中で歯ど

めをかける一因になるんじゃないか。 

  福祉の町と、子育てが十分できる町ということであれば、定住化対策もやっています。

子育て支援住宅もありますと。認定こども園もありますと言ったら、これは１つずつぶ

つぶつにあるんじゃなくて、連動した形の中で支援対策なりをやっていると。十勝管内

の中では北十勝の中でもどうぞ上士幌へお越しくださいというような形の中で、結びつ

けた各課の連携が必要ではないかと思うんですけれども、いかがですか、町長。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 目指すところはそこだというふうに思っております。 

  特に、少子化問題というのは、本町だけではなくて、もう国の問題なんです。それを

どうするかというのは、もう子育てとその辺の視点から対策から少子化対策をどう講じ

ていくかというのが今国を挙げての大きな課題になっているというふうに思っておりま

す。 

  それをある意味では、町村のいわゆる小回り利く自治体がそれは積極的に行って、そ
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の答えを出すというぐらいの覚悟でこの問題というのは意味のある子育て、いわゆる教

育というのが意味のあるテーマだというふうに思っております。 

  言ってみれば、経済を動かすのにも、あるいは地域の農業やいろいろな工業含めてそ

れらを元気にさせるためにも、子供たちがいる家族がここに住んで、優良な従業員が確

保できて、地域経済のほうにも回っていく。それから子供たちのほうもそこで安心でき

るとなれば、このある種諦めに似たところが、人口は減るものだという前提が、少しで

も減らさないためにどうするかというその政策の大きな柱が子育て、そして教育の進行

が少子化対策に歯どめをかけると。 

  そのためにはこども園もそうだし、それから住宅もそうだし、それから医療もありま

す。それから発達障害のことだとか、今おっしゃったように総合的な対策というのをこ

こでとることによって、ここで住もうかと。大方、単身赴任というのは、知ってのとお

り、大体家族を札幌に残して単身で帯広に来ているというような事例がたくさんありま

すけれども、その大方の理由の一つは子育てに対する不安というのがあるという調査も

出ております。 

  親御さんにとって大事な仕事というのは、子供さんをいかにしっかり育てるかという

のが、これはきっと親としての大きな使命だというふうに思っておりますから、その使

命にこの町が応えられるような環境を整えると。そのことによって、ここに家族が住ん

でもらえると。そして、またしっかり仕事してもらえるということにつながっていけば、

やがてこの人口減少に少しでも歯どめをかけることができるのではないだろうかとそう

思います。 

  以前の国勢調査も、あれも当初の国の想定以内で、かなり少ない分で人口が減少がと

まりました。これもやはり定住住宅の確保のことによって、直接住宅対策を側面から支

援することによって、従業員が確保されて、そしてまたそれが経営にもプラスになって

いったと、そんなふうにも思っております。そういう循環性を考えて、子育てからそし

てまた地域経済、産業の発展と、そういう連関があるというふうに踏まえながら、この

問題も重要な柱の一つとして取り上げていきたいというふうに思っております。 

  もちろん、産業の基盤はそれはもう確かなものにしていかなければならんというのは

それはもう当たり前の話で、それをさらに安定的に発展させるためにも、子育てという

のは側面から直接私どもが従業員に給料を払うことはできませんので、間接的になりま

すけれども、そのどこにいてもかかる子育てに係る費用、あるいは教育に係る費用、医

療にかかる費用、福祉に係る費用、これを全体の中で支援することによって、給料の足

りん分を十分補填しても余りあるようなそのようなまちづくりができれば、きっとそこ
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はいい町だというふうに思ってもらえるだろうと、そういう確信を持ってこれからの政

策も進めてまいりたいと、そんなふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） 今、町長から総括的な答えが聞き出せました。よって、私は今

後27年の開園に備えての認定こども園については、十分私立の保育所の運営委員、保護

者の方々、それから現保育所に通われている保護者の方々の意見を十分に聞きながら、

この認定こども園が納得できるような認定保育園にしていただきたいということを最後

に念願いたしまして、質問を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 答弁いいですか。 

○３番（山本弘一議員） 答弁あればお願いします。なければよろしいです。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、３番、山本弘一議員の一般質問を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

（午後 １時４３分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 再開いたします。 

（午後 １時４３分） 

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

◇ 中 村 保 嗣 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、４番、中村保嗣議員。 

○４番（中村保嗣議員） お疲れのところ、もうしばらくおつき合い願いたいと思います

が、４番バッターの中村でございます。 

  上士幌町の防災対策についてお聞きいたします。 

  この３月11日で東日本大震災から丸３年が過ぎました。 

  先日、３月12日の新聞によりますと、正確な犠牲者等の数値が出ておりましたけれど

も、１万5,884人の犠牲者、その上2,633人の行方不明者、震災関連死の方が3,048名、合

計２万1,565名、まさに未曽有の災害であったことがうかがわれます。いまだ避難生活

をされている方が26万7,000人いらっしゃるそうでございます。 

  そうこうしているうちに、昨年10月には伊豆大島で台風20号通過に伴い、土石流災害

が発生、このため多数の島民の方が亡くなられました。 

  さらに、今年に入り、２月には南岸低気圧が急速に発達し、関東甲信地方を中心に記

録的な大雪となり、多数の市町村が孤立、建物の倒壊や交通機関の麻痺など、車の立ち

往生が数日間続きました。 
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  このように、日本の各地で毎年のように大小さまざまな災害や想定外の自然大災害が

頻繁に発生しており、過去に大きな災害のない上士幌町としても人ごとではありません。

我が町の防災体制は十分に対応できる準備が整っているのか、次の３点について町長の

見解をお伺いいたします。 

  １点目は、高齢者の方が多い上士幌では、特に災害発生初期において隣近所の方々の

手助けが大変必要となります。そのためにも町内会単位の自主防災組織の編成が課題と

なりますが、ご見解をお聞かせください。 

  ２つ目ですけれども、１年の３分の１を占める北海道の冬、特に冷え込みが厳しい上

士幌町においては、冬期間甚大な災害が発生した場合の対策は重要課題です。冬場の災

害に備えた準備状況についてお聞かせください。 

  ３つ目、突然災害に見舞われると大方の人がパニックに陥り、右も左も何をしていい

かもわからなくなります。そのためにも事前の訓練を定期的に繰り返し実施することが

肝要かと思います。今後の実施計画も含め見解をお聞かせください。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 上士幌町の防災対策について中村保嗣議員の質問にお答えします。 

  本町では、平成24年度から平成25年度にかけて地域防災計画の見直しを行いました。

新たに作成した計画では、人命を守ることを最重要視し、地域社会が一体となった防災

体制の構築に努めることとしております。計画の見直し過程で、本町の防災上の課題や

取り組むべきことが整理されましたので、次年度以降、計画的に取り組みを進めていく

こととしています。 

  １点目の自主防災組織の編成についてですが、災害発生時には自助、共助が重要であ

ると認識しており、地域での自主的な防災活動がふえていくための取り組みを行ってお

ります。現在、本町には２つの自主防災組織が結成されています。組織の編成に当たっ

ては上士幌町社会福祉協議会と連携し、自助、共助の必要性を町民、地域住民に呼びか

けており、具体的には平成23年度から上士幌町防災フェスティバル、平成24年度から行

政区長研修会、各種集会所単位での地域防災研修会などを行っています。すぐに成果に

結びつくこととはなっておりませんが、今後も継続することで地域での活動が促進され

るよう取り組んでまいります。 

  ２点目の冬場の災害に備えた準備状況についてですが、想定される災害状況として、

停電時の対応があります。現在は災害用毛布の購入を計画的に進めておりますが、可搬

式の発電機や暖房器具等は未整備となっており、今後整備が必要な状況となっておりま

す。 
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  また、今後新たに整備するこども園、生涯学習センターにつきましては、非常用発電

機を設置することとし、停電時でも暖房が確保できる施設といたします。他の冬場の災

害対策につきましては、地域防災計画に基づき、計画的に進めてまいります。 

  ３点目の事前訓練を定期的に実施することにつきましては、災害発生時に身を守るた

めに重要なことと認識しております。災害が発生したそのとき、その瞬間は誰も助けて

くれません。自分で自分の身を守ることに主体性を持つことができれば、突然災害に見

舞われても冷静に対応することができます。そのためには防災教育を積極的に進めてい

くことが有効と考えます。東日本大震災で釜石の奇跡と言われた岩手県釜石市の子供た

ちは見事に身を守る行動をとることができ、そのことを証明しました。本町におきまし

ても、防災教育の取り組みを積極的に進めてまいります。 

  事前訓練の実施状況につきましては、これまでも行政区等に呼びかけておりますが、

実施は数カ所程度となっております。事前訓練を行うには、防災に対して興味関心を持

ってもらう必要があり、昨年から防災カフェという気軽に楽しみながら防災を考える取

り組みを社会福祉協議会、消防署、帯広警察署と連携して行っております。自主防災組

織の取り組みでも述べましたが、各種取り組みを継続することで、防災への関心や必要

性の理解も高まってきていると思いますので、今後もきっかけづくりを継続しながら、

防災思想の啓蒙に取り組んでまいります。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、中村保嗣議員。 

○４番（中村保嗣議員） まず、１点目の自主防災組織について再質問したいと思います。 

  先週３月12日の新聞報道によりますが、十勝管内の自主防災組織率は60.1％となって

おりました。上士幌町は組織率9.4％、２つの組織が結成されているようですけれども、

去年の３月の新聞にも同じような組織でございました。上士幌は安全な土地柄、過去大

きな人的災害がなかったことから、町民の防災に対する関心が低いのかなと。また、町

としては、社協、行政区等と連携し、自主防災組織の設置を呼びかけたり、専門家のア

ドバイスを受けたりしております。要援護者名簿の作成、管理等、個人情報の取り扱い

のため慎重な声もあり、なかなかこの防災組織の結成が進んでいない状況かと思います。 

  しかし、災害の初動において、逃げおくれたり、倒壊した家屋の下敷きになった人を

いち早く助け出せるのは近所の力、共助の力と思います。３軒両隣の声かけ、安全の確

認、助け合いの輪を構築すべきと思います。まずは、体制の確立が大切かと思いますが、

組織率の向上に今後もさらに積極的に取り組んでいただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 
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○竹中 貢町長 今、議員ご指摘のとおり、本町には２カ所だけという状況でございます。

結構働きかけ等々、それから地道な啓蒙啓発が必要なんだろうというふうに思っており

ます。今はもういろいろな防災に関する研修会やあるいはフェスティバル等行っており

ますし、各集会所なんかも借りながら、気軽に防災についての情報提供、あるいは意見

交換なんかしておりますが、少しずつ関心は高まってきているというふうに担当のほう

からも聞いております。 

  今は２つでありますけれども、自分のところでも立ち上げようかなというような町内

会も出てきているということでありますから、粘り強くこれは意識を高めていく努力が

必要なんだというふうに思います。 

  今、お話あったように、本町は十勝の活断層の中には入っておりますけれども、沿岸

部、太平洋岸ですとかそういう沿岸部のように津波が想定されて、浜中町のように三十

何メートル、最大、そのことも想定されるようなそういったこともないということだと

か、それから集落もどちらかというと町中にあって、山が、糠平は一つの集落になって

おりますけれども、そういったところも少なかったり、あるいは過去にも自然災害にお

いて、決定的なそのような状況も余りなかったということから、多分大人のほうは経験

的に安全だというような認識が相当強いんだろうなというふうに思っております。それ

を自分の長い間の人生の経験がもう根っこにあるわけでありますから、それを大変だと

言ってもなかなかそう同じような認識に立ってもらうことの難しさというのを、伺って

いるところであります。 

  ただ、これはもうとにかく粘り強くやっていくことと、それから特にここでは地震な

んかの心配が出てきますので、住宅の耐震化の問題だとか、それらについても制度的な

用意はしているんですけれども、なかなかそれを前提にして改築改修するというのを少

ないという現状であります。そのようなことで、どう意識を高めていくかというのは大

事だと、そのためにも行政としては、粘り強く防災に対する意識啓発のための研修会

等々をしていくことが、今の当面大事なことだろうというふうに思っているところでご

ざいます。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、中村保嗣議員。 

○４番（中村保嗣議員） 今、答弁にございましたように、町としてまた社協としてとか、

いろいろフェスタ、フォーラム等々実施されておりますけれども、私も極力積極的に参

加し、皆さんと災害時の対応、それらのアイデアを和気あいあいと楽しくやっておりま

す。今後も続けていってほしいと思いますが。 

  ２番目の２点目の件についてお聞きいたします。 
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  冬場の災害に備えた準備状況なんですけれども、これは私もこの前家主、地主になり

まして、あとわずかな人生をですが、残りの人生を大過なく全うしようかなと、そうい

うところで、何が一番この町で住んでいくのに危険かなと、危機は何があるかなと思っ

て考えたところでございます。 

  そのときに、一番は冬場における災害に遭って、大停電になったというようなときに、

我が家でどうやって過ごそうかなというところから発想したわけですけれども、またま

た、３月14日、先週の金曜日です、これもまた新聞の報道ですけれども、十勝平野断層

帯の大地震の発生時に被害想定を検証した道の想定結果がまとめられて発表されており

ました。そのときの仮定としては夏場より冬場、夕方より朝方、早い時間帯、冬期の午

前５時、これが十勝平野断層帯のマグニチュード7.4の大地震が発生したときに、最も

人的被害が最大となるというようなことが書かれておりました。死者67名、重軽症者

1,363名、建物の全壊3,309棟、半壊7,836棟等々出ておりました。 

  また我が町の防災計画の中で想定されているのがありますけれども、これも十勝平野

断層帯でのマグニチュードは8.0、その際上士幌町における震度、これは６強が予想さ

れております。それにおける死者、建物等の倒壊、半壊等の数値も出ておりましたけれ

ども、このように非常に最悪の事態に備えることが肝要かと思います。 

  このときに、多くの方が避難所に避難されると思いますけれども、その新聞にはまた

避難所の耐震化率は15の15と100％もうされていると、非常に頼もしいことですが、一

方、非常電源がゼロとなっていました。また先ほどのご答弁でも、暖房器具等は未整備

となっているということがご答弁がありましたけれども、私が一番寒さに弱いほうで、

一番最初に命を絶つんじゃないかと思いますけれども、我が町の防災計画にある整備備

蓄目標と現状の数量の格差、これが大きくおくれているように思われます。15ある避難

所にも早急に計画的にいろいろな機器、それから毛布、その他備蓄品の食料関係も計画

的に設置を進めていってほしいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで、15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午後 ２時０１分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時１０分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 
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○竹中 貢町長 北海道は特に冬の対策をどうするかというのは非常に大きな課題だとい

うふうに思っております。ちょうど幸いなことにといいますか、今公共施設の見直しだ

とか、あるいは耐震化の工事だとかさまざまな形で大型公共施設が動き出しているとい

うことがございます。現状は、大きな発電機を賄いでやるような状況にはございません

けれども、遠い将来のことではなくて、近いうちにそれらが併設で整備されるというこ

とであると思います。 

  それと各集会所の関係で電気がとまったときどうするかというそのときに、果たして

発電機もそれも一つのバックアップする大事な要素だろうと思いますけれども、十勝上

士幌、今までも議会委員会の中でも議論されておりますけれども、いろいろな意味で防

災対応能力は持っていると。 

  例えば農村地域においては、住宅そのものももうほとんどが耐震化になっているよう

な立派な住宅で、少々地震で揺れて全壊するようなことは考えられませんけれども、い

ろいろな意見交換の中ではハウスの利活用だとか、それから上士幌ならではの林業地帯

としてはまきの対応だとか、したがって、集会所なんかにもそういった意味では手軽な

形でのまきストーブだとか、そんなようなことも準備するということもあり得るのでは

ないだろうかなと。多様な熱源なり電源の確保というのは、多様な形で地域資源という

ことも含めて考えていくことで、いわゆる財政負担を軽減させながら対応するというこ

とだと思います。 

  地域の方々も、いろいろな生活の能力だとか生きる知恵だとかありますから、どのよ

うな形でいわゆる災害時の身の処し方を考えるかということは、これからまた町内会で

のいろいろな防災会議、あるいは防災等の研修会等の中で考えていくことが大事だとい

うふうに思っております。 

  備蓄の関係でも、そこそこ計画に沿ってやっていかなければなりませんけれども、と

にかく３日間どうするかというのが、今生死を分ける大きな節目ということであります

し、ここでは少なくとも24時間の中で対応できるようなそのようなことは、十分本町に

とっては可能だとそんなふうに思っております。 

  第１次の身の安全を守ること、それから第２の避難、そしてまた長期的になったとき

の避難場所としての集会所、あるいはスポーツセンターだとか、これからできる公共施

設は、全てそういう避難を考えたつくりにしていく必要があるだろうと思います。認定

こども園もそうであります。中学校の利活用もありますし、あるいはまだ役場は耐震化

まだ残っておりますけれども、役場や学習センター含めてできたばかりの農協なんかも

立派な施設がございます。そういった意味では十分初期の処し方、あるいは次の避難の
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対応、あるいは長期的になった場合の、その辺も計画に沿って安心できるような仕組み

と、それからお互いに確認しておくことが必要だろう、そんなふうに思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、中村保嗣議員。 

○４番（中村保嗣議員） 今、お話がありましたけれども、上士幌町の耐震化、民家のほ

うなんですけれども、耐震化されていない建物これが３割ほどあるそうです。やはり最

大の想定される震度が６強といいますと、かなりの倒壊に結びつくんじゃないかと思わ

れます。その際に、その方々が避難する、そういうところが避難所であり、そこにいろ

いろな災害時の備蓄等がなされていなければいけないわけですけれども、それらについ

ては今後お金のほうと相談しながら着々と進めていっていただきたいと思っております。 

  ３点目の災害時のパニックについて、お伺いいたします。 

  事前訓練です、災害時には特にパニックになりまして、とんでもない行動をとったり

適切な行動がとれないことが多々あります。よくある話で興味深い事例がありますので、

ちょっと紹介したいと思いますけれども、深夜２時ごろ息苦しさで目覚めると、部屋中

に古い扇風機から出た煙が充満、妻、子供たちを起こして逃げろと叫んだところで記憶

がなくなり、次に気づいたときはリビングにあった木彫りの熊の置物だけを持って外に

出ていた。足には小学生の娘の運動靴を履いていたと、このような話よく聞きますけれ

ども、これもその方はパニクった結果だと思いますけれども、家庭内においても事前の

訓練、避難経路だとか、最近は子供さんの部屋は大体２階が多いですけれども、避難用

ロープを準備するとか、懐中電灯、ガラス窓からの脱出方法とか、いわゆるそのような

家庭内での訓練も大変必要かと思っております。 

  また、釜石の奇跡というのが先ほどもありましたけれども、大変いい教訓であり、子

供たちの教育、学校における地震、避難訓練、シェイクアウト等々を含め着実に行って

いかなければならないと思っております。パニックは十分訓練された人、集団であれば、

発生しがたいと言われています。冷静な判断を行うことができれば、迅速な行動、応急

活動が可能ですので、パニックを起こさせないためにも、地道に繰り返し定期的に訓練

を行うことが必要と思っております。 

  我が町においても、町として大がかりな訓練を含め、各町内会の小さなところでも訓

練を重ねていき、備えあれば憂いなしと申しますけれども、災害に備えて、前進してい

ってほしいと思います。 

  最後に町民の命を守ることを最優先するご決意をお聞かせいただいて、質問を終わら

せていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 
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○竹中 貢町長 災害時の対応についてでありますけれども、行政ですべきことと、それ

から町民みずからすべきことということでありますけれども、やはり何といっても第一

義的にはみずからの命はみずからで守ると、守ってもらうと、そういう意識では多分そ

ういった状況になったときに、パニックになってしまう可能性がそこでも多々あると思

います。基本的に自分の命は自分で守るというのが釜石の教訓でもありますし、それが

大体今基本的に大きな流れになってきているということであります。 

  家庭の中で、今想定されるのは本町であれば地震が最も大きな災害を想定されるわけ

でありますけれども、そこではそこで地震によって起きる可能性のある火災等、それか

ら部屋の中のたんすだとか、置物の倒壊による下敷きになるというふうなそういった被

害、かなりの部分はちょっとした準備で防ぐことができると、たんすは倒れないように

そういった器具もありますし、していただくといいんだろうと思いますけれども、なか

なかしていないというのもこれまた現実であろうと思っております。 

  先ほど申し上げたように、本町では余りそういった大きな災害がないという、どうし

ても何十年経験上、すぐ尻に火がついたというふうにはなり切れないというのがあるだ

ろうというふうに思いますから、そういった意味では、周りからの災害に対する防災に

対する刺激を受けることも必要だというふうに思います。町内会でそういった企画をし

て、その際に我が身を振り返ってみるということだとか、それからもう一つ、子供さん

いるところは子供さんがまだまだ将来長い子供さん、学校等の中での防災教育の中で学

ぶことがそれを家庭の中に返していくと、家庭のほうは子供さんから防災について学ん

で、その対応について考えるだとか、このような地道な努力がどうしても必要になって

くるというふうに思っております。 

  ある程度２つでありますけれども、それが３つ、４つと町内会のほうにも広がってい

って、町全体で訓練ができるような、そのような機会を早くつくって全町的にできると

いいな。ただこのためには、全てのところが賛同してもらわないとできないわけです。

企業、それから公共機関もそうでありますし、商店等々もいろいろなところが必要にな

ってくるということにもなりますので、まずは自分の身の回りのところから、災害時の

ときにどう身を処すかということをしっかりやってもらうように、行政としても側面か

ら支援をしたいというふうに思っています。 

  特に、うちの町は高層ビルだとかそれから一歩外に出て、上からの危険物を確認でき

れば、各地域に広々とした集会所等もありますので、全てがどこかの避難場所に集まら

なければならないというふうなことでもありませんから、ですからその地域地域に応じ

た、それからその家庭に応じた避難場所だとか、そのようなことも画一的ではなくて、
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多様な避難、あるいは防災に対する対応の仕方についても学ぶ、あるいは確認するとい

うことが必要だというふうに思っております。 

  町全体としては行政としては、町全体に対してそういった防災の研修会、あるいは啓

発活動に対する広報活動だとか、そのようなことも徹底していきたいというふうに思っ

ております。消防のほうも防災に対するいわゆる火災報知機の勧めだとか、あるいは建

築のほうでは耐震化に対する支援なんかありますから、これらについても、しばらくた

つと住民のほうも忘れてしまうということもありますので、制度があっても使わなけれ

ば余り意味がありませんので、積極的に先ほどほかの議員からも質問ありましたけれど

も、そういった制度が生かされるように、広報活動なんかについても力を入れていきた

いと、そう考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、４番、中村保嗣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。 

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

◎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。 

  明日からは休会とし、本会議の再開は３月20日木曜日、午前10時でありますので、ご

承知願います。 

  本日はこれにて散会といたします。 

（午後 ２時２５分） 
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 ────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 定刻となりましたので、ただいまより本日の会議を開きます。 

  議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

（午前１０時００分） 

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

◎議会運営委員会の報告 

○議長（杉山幸昭議長） 議会運営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、３月17日に委員会室において、議会運営委員全員の出席をいただ

き、説明員に副町長の出席を求めて委員会を開催し、本日の議事運営及び議案の審議方

法等について審議いたしました。 

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

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

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

  １点目は、日程第５、議案第17号から日程第10、議案第22号までの平成26年度各会計

予算案は一括報告とし、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  なお、５特別会計については、特別委員会での討論がなかったことから、討論を省略

することとします。 

  ２点目は、日程第14から日程第15までの監報告第１号から監報告第２号の２案につい

ては一括報告することとします。 

  以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

◎意見書案第３１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、意見書案第31号ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る意

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３番、山本弘一議員からの提案理由の

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31号ＴＰＰ交渉等国際貿易

交渉に係る意見書の提出について、その提案理由についてご説明を申し上げます。 
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  この意見書につきましては、上士幌町農協と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。 

  以下、読み上げて提案説明といたします。 

  意見書案第31号ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る意見書の提出について。 

  上記の議案を下記のとおり上士幌町議会の規定により提出いたします。平成26年３月

20日提出。 

  内容について説明を申し上げます。 

  ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る意見書（案）。 

  ＴＰＰ交渉については、本年２月に閣僚会合が開催されましたが、多くの分野で各国

の主張の隔たりが大きく、「大筋合意」には至りませんでした。 

  しかしながら、４月のオバマ大統領の来日に向けて、米国から衆参両院の農林水産委

員会における決議を逸脱した譲歩を強く迫られかねず、予断を許さない状況が続いてお

ります。 

  ＴＰＰは農業だけの問題ではなく、国民一人ひとりの暮らしや地域社会の将来に極め

て大きな禍根を残す問題であり、国民的論議のないまま交渉を進めることは決して国益

にかなうものではありません。 

  このため、多くの国民や道民、地方議会と自治体首長は、ＴＰＰ協定交渉の参加に反

対・慎重な対応を強く求めてまいりました。 

  つきましては、ＴＰＰ交渉に係る衆参農林水産委員会決議の遵守等に関して、下記の

とおり要請いたしますので、貴殿の特段のご高配を賜りますようお願い申し上げます。 

  記。１、ＴＰＰ交渉に係る衆参両院農林水産委員会決議の遵守。 

  政府は、平成25年４月の衆参両院農林水産委員会における決議「環太平洋パートナー

シップ（ＴＰＰ）協定交渉参加に関する件」についてを遵守するとともに、決議が遵守

できない場合は、ＴＰＰから脱退すること。 

  ２、すべての国際貿易交渉における重要品目等の関税維持。 

  ＥＰＡ・ＦＴＡとのすべての国際貿易交渉において、重要品目等の関税等、必要な国

境措置を維持するとともに、特に日豪ＥＰＡ交渉については、平成18年12月の衆参両院

農林水産委員会における決議「日豪ＥＰＡの交渉開始に関する件」を遵守すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。平成26年３月20日。 

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

だきますようお願いいたします。 
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  以上をもちまして、意見書案第31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31号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより意見書案第31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31号は原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第２９号の上程、報告、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、総務文教厚生常任委員会審査報告を行います。 

  意見書案第29号特定秘密保護法の廃止を求める意見書の提出についてを議題といたし

ます。 

  本案について、総務文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

  総務文教厚生常任委員長、山本裕吾議員。 

○総務文教厚生常任委員長（山本裕吾議員） 付託事件審査報告。総務文教厚生常任委員

会。 

  本委員会に付託されました事件については、慎重審査の結果、次のとおり決定いたし

ましたので、上士幌町議会会議規則第77条の規定により報告いたします。 

  １、審査事項、意見書案第29号特定秘密保護法の廃止を求める意見書の提出について。

平成26年３月４日付託。 

  ２、審査年月日、平成26年３月11日、計１回であります。 

  ３、審査場所、委員会室。 

  ４、説明員、当委員会は、上士幌町議会会議規則第68条第１項の規定により、意見書

案第29号の審査に当たり、提案者である委員外議員の佐々木守議員に委員会での質疑へ

の参加を求めることとした。 

  ５、審査結果、当委員会は、意見書案第29号に対する審査を行ったが、委員外議員と
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して参加いただいた提案者である佐々木守議員に対する質疑はなかった。 

  次に、各委員から意見書案第29号に対する意見を出し合うこととして意見交換を行い、

各委員間の意見に対する認識の違いを確認した。 

  その後、討論を行い、反対、賛成の討論があり、反対討論の主な要旨としては、この

保護法は友好国、同盟国と密接な情報の共有を進める上において必要な法案である。言

論の自由を脅かされるということは感じられない。政権を信じている中であれば、国民

の現在の心配は払拭される。秘密保護法の廃止を求める意見書としては、廃止を求める

という文言については、この意見に反対するものであるとの討論。 

  賛成討論の主な要旨としては、審議不十分なまま強行採決をされたことについて、何

が秘密かも秘密である。秘密保護法が逮捕されても裁判が開示されない危険な法律であ

る。また、特定秘密保護法は国民の知る権利、言論、表現を脅かす、憲法の基本的な原

則を根底から覆す、秘密の範囲を外交、防衛、特定有害活動、テロ防止等とし、何を秘

密にするか、行政機関の長が定めることとしている。何が秘密かわからない法律である。

今大事なのはＴＰＰ問題など多くの課題を抱えているとき、正しい情報をきちんと国民

に知らせることが重要。このことに反する特定秘密保護法には廃止を求めていきたいと

のそれぞれ反対、賛成の討論があり、討論終了後に起立採決の結果、原案のとおり可決

すべきものと決定いたしましたことをご報告申し上げます。 

  以上で総務文教厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりましたので、これより委員長の報告に対

する質疑を行います。質疑ありますか。 

  ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） この法案につきましては、総務文教委員会に付託案件としてあ

りました。今、報告を聞いて、その内容を聞きますと、何が何だかわからない法律だと

いう話も、委員長から報告されましたし、それから知る権利とか裁判、また片や、この

法律については同盟国とか需要であるというふうに、そういう報告がありましたが、総

務文教委員会として、この特定秘密保護法の法律等の資料を取り寄せて、その内容を十

分に審議したと思いますが、その資料を取り寄せて審議したことはありますでしょうか、

お答えください。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長。 

○総務文教厚生常任委員長（山本裕吾議員） お答え申し上げます。 

  ただいま山本弘一議員がおっしゃられたような法律の本文を取り寄せて審議したとい

うことは、そういう事実はございません。 
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○議長（杉山幸昭議長） ほか質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 

  これより意見書案第29号に対する討論を行います。討論ありますか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。 

  先に意見書案第29号に対する反対の討論を行います。 

  10番、中島卓蔵議員。 

○１０番（中島卓蔵議員） 今回の意見書案の反対の討論をいたします。 

  特定秘密保護法は、法律で４分野、防衛、外交、スパイ、テロに限定され、国家国民

の安全を守ることが目的とされています。意見書につきましては、地方自治法第99条に、

議会は当該地方公共団体の公益に関する事件につき、意見書を関係行政庁に提出するこ

とができると規定されています。意見書の提出によって、本町にとって公益性があるの

か、また公益性が損なわれることがあるのか、理解が得られません。 

  以上の理由で意見書の提出に反対いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、意見書案第29号に対する賛成の討論を行います。討論あ

りますか。 

  ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 特定秘密保護法の廃止を求める意見書について、賛成討論を行

います。 

  特定秘密保護法は、民主主義の最も根幹である国民の知る権利、言論、表現の自由を

脅かし、日本国憲法の基本原理を根底から覆すものです。この法律に、その漏えいが我

が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるために、特に必匿とすることが必要

であるものを特定秘密に指定するとなっています。今でも国の行政機関が保有する秘密

指定は41万2,931件に及び、自衛隊法による秘密事項は３万752件もあります。本来、こ

れらの秘密情報も国民には知る権利があるはずです。しかし、これだけに足りず、秘密

の範囲を、１、外交、２、防衛、３、特定有害秘密活動、４、テロ防止、先ほど中島議

員が発言しました秘密の範囲の中には特定有害活動が抜けていると私は思っています。

何を秘密にするかは行政機関の長が定めるものです。いわゆる何が秘密かわからないの

です。何が秘密かわからない国民に待っているものは罰則です。懲罰です。漏らした人、

知った人、知ろうとする人、最高10年以下の懲役1,000万円の罰金です。公務員だけで

なくマスコミ関係者、弁護士、国会議員にまで及びます。安倍総理は、国民に及ぶこと

はないとしきりに言っていますが、そんな保証は全くありません。 
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  では、何のために、多くの国民が反対しているのに強行に成立させたのでしょうか。

この法律の第９条に行政機関の長は、必要があると認めたときには外国の政府に特定秘

密を提供できるとしています。国民には秘密でもアメリカには提供できるのです。アメ

リカと軍事戦略として情報を共有し、海外で戦争する国につくり変えるためと考えます。

戦前の政府は、軍規保護法や治安維持法などによって国民の目、耳、口をふさぎ、悲惨

な戦争に突き進みました。それと全く同じ道を進もうとしています。二度と戦争に進む

ことは誰も望んでいません。また、今、ＴＰＰ、沖縄の基地問題など多くの課題を抱え

ているときに、正しい情報をきちんと国民に知らせることが大事です。 

  先ほど中島議員の反対討論の中に、国の機関の問題であり、町民に直接公益な問題が

あるのかということがありましたが、これは直接国民にかかわる問題です。先ほど言い

ましたように、国の中では国会議員を懲罰の対象と。しかし、公務員や町民まで、誰が

その秘密を知って明らかにしたかということもわからないままになると、町民一人一人

に及ぶ問題ですので、これは国の問題であると同時に、上士幌町民一人一人の大事な問

題であると私は考えて反対いたします。 

  以上で反対討論とします。 

○議長（杉山幸昭議長） 訂正してください。 

○８番（山本和子議員） 先ほどの発言を訂正いたします。 

  賛成討論といたします。失礼いたしました。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、反対討論を行います。ありますか。 

  ４番、中村保嗣議員。 

○４番（中村保嗣議員） 特定秘密保護法の廃止を求める意見書の提出に反対の立場で意

見を申し上げます。 

  特定秘密保護法は安全保障上の秘匿性の高い情報の漏えいを防止し、国と国民の安全

を確保することを目的としております。この法律は、我が国の安全保障に関する情報の

中で、特に秘匿することが必要なものを保護するため、特定秘密の指定や解除、特定秘

密の漏えいを防止するための罰則、そしてこの法律の適正な運用を図るためのルール等

について定めています。 

  現在、我が国を取り巻く安全環境は、非常に厳しい状況にあります。軍事大国化する

中国、その軍事力を背景に、覇権主義と国際法を無視した南シナ海での領有権争い、我

が国との尖閣問題、そして、日韓の間では竹島や慰安婦問題、北朝鮮に至っては核を背

景にした強圧的な外交運営、拉致問題、さらにクリミア半島を力づくで編入させたロシ

ア、国際的な秩序が混沌としています。また、アルジェリアでのテロ事件を初めアルカ
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イダの暗躍、爆弾テロ等、国際テロ情勢も緊迫しています。 

  こうした状況に対応するためには、的確に情報収集を行い、収集した情報をもとに、

迅速かつ適切な判断を行うことが重要です。これには関係国からこれまで以上に質の高

い情報を得ることが求められています。そのためには一日も早く我が国の情報保全体制、

第三国に漏えいしないように厳しく管理する体制をつくり、関係国から信頼され、貴重

な情報の提供を受けられるようにする必要があります。 

  特定秘密の指定は、我が国の安全保障にかかわる外交、防衛、特定有害活動、テロ等

に関する情報に限定されています。具体的には、自衛隊の保有する武器、ジェット戦闘

機や潜水艦、ミサイル等の性能、外交にあっては外国との協力関係で国民の生命にかか

わる重要な事項、重大テロが発生した場合の対処要領など、国及び国民の安全にかかわ

る重要な情報が秘密に指定されます。国家公務員法等において秘密とされる情報のうち、

最も秘匿性の高い情報が指定されるもので、秘密の範囲を拡大するものではありません。

原発事故やＴＰＰ交渉に関する情報は、この法律の別表のいずれにも該当せず、指定の

対象になりません。 

  広く国民が処罰の対象になるのではないかという懸念がありますが、この法律は、特

定秘密を取り扱う公務員や特定秘密の提供を受けて、これを取り扱う業者等が特定秘密

を漏えいした場合の罰則を規定しています。これら公務員以外の者が処罰対象になるの

は、外国等の利益を図る目的で暴行や窃盗などにより特定秘密を取得した場合や、特定

秘密を取り扱う公務員等をそそのかして特定秘密を漏えいさせた場合等に限られます。 

  以上のように、この法律制定の目的は、国と国民の安全を確保することにあり、決し

て国民の知る権利を脅かすものではなく、また報道機関の通常の取材行為も過去の判例

から正当業務行為とする旨を規定し、処罰対象とならないことを明確にされています。

国、国民、そして町民のためにも必要な法律と確信します。 

  このことから、この特定秘密保護法の廃止を求める意見書の提出に反対します。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、意見書案第29号に対する賛成の討論を行います。討論あ

りますか。 

  ６番、佐々木守議員。 

○６番（佐々木 守議員） ただいま上程されています特定秘密保護法の廃止を求める意

見書について、提案者でもありますし、この際、賛成の討論をさせていただきたいとい

うふうに思います。 

  まず、この案件につきましては、委員会に付託をされて、そこで審議をされたわけで

ありますけれども、私も当日、提案者であるということからこの委員会に参加をさせて
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いただきました。冒頭、実は出席要求はなかったところです。私としては、徹底した審

議をしていただきたいということから、ここで意見を聞くことがあればということで委

員長のほうから要請があって、その場で質疑に応じる旨の回答をしたところであります。

残念ながら、全く質疑はありませんでした。賛成の方については、意思を同じくする部

分が非常に多いので、質疑がないかなというふうには思いますけれども、反対の議員の

皆様からは当然、まず出している意見書について、問題がある記述がないかどうか、あ

るいは虚偽の記述がないかどうか、あいまいな記述がないかどうかといような審議があ

るものだというふうに思いましたし、その準備をしてまいったわけでありますけれども、

残念ながらそういった質疑は一切ありませんでした。 

  さらに、反対について、少数意見の留保も先ほどの委員長の報告にあったようにあり

ませんでした。 

  議会審議上、きちっと審議をしていただきたいというのがまず私の考え方であります。

その中で、委員会では採決を行って、原案可決という方向で報告があったとおりの内容

となっているわけですけれども、まず、先ほど中村議員の反対討論を聞いて、非常に国

際的な重要な法案だという主張があったわけでありますけれども、そういうことはあり

得るだろうと思うんです。ただ、であるならば、この法律は、一般国民に及ばないよう

に限定法としてつくるべきであります。何々はしてはだめですという法律をつくるべき

なんです。そういう法律立ての方法も幾つもあります。残念ながらこの方法は、盛んに

マスコミが書いています。あいまいだと言われています。そのあいまいに対する心配が

非常に多くの国民に、特にマスコミ関係であるとか、あるいは弁護士であるとかという

ことを中心に、どちらかといえば、法律の専門家の皆さんが、あるいは社会を見る目を

公立中正に見ようとする皆さんが非常に大きな懸念を示しているのも事実であります。 

  つまり、これは今の安倍政権を信用するか否かで評価が大きく変わるということです。

そういう部分から考えれば、法律をきちっと読めば、限定は全くないんです。これは

何々を取り扱う関係者以外には適用されない法律ですという条文があって初めて限定法

になるわけであります。 

  もう一つは、国会のチェックすら100％できないんです、これは。当時の問題となる

時点での政府が国会に対して、同意をしなければ国会のチェック機能が働かないという

形です。これは三権分立の部分からいっても危険性があるという指摘が大変多くあるわ

けであります。 

  そういうことを踏まえると、残念ながらこれは、法律はいつもそうですが、使う人に

よって大きく内容が変化をするものである。特にこれは変化をさせて、あるいは拡大解
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釈と思われるような法律の施行をしても、何ら中身について知ることができないという

非常に恐ろしい、もう一つ考えなければならないのは、戦前に似たような法律があって、

多くの民間の罪のない方が命まで奪われるような悲惨な現実が、60年前にあったという

ことを踏まえなければならないと思います。歴史に学ぶという側面も含めて言えば、な

ぜ今回の法律が限定法としてつくられなかったのか、一番私が心配をするのはそのこと

です。そのことをひとつ皆さんには十分お考えをいただいて、最終的な判断をしていた

だきたいということをお願いを申し上げて、賛成討論とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、反対の討論を行います。ありますか。 

  ３番、山本弘一議員。 

○３番（山本弘一議員） 私は、今回上程された意見書案第29号特定秘密保護法の廃止を

求める意見書案について反対の立場で意見を申し上げます。 

  この特定秘密保護法は、平成25年12月13日、法律第108号として公布されたものであ

り、施行については１年以内となっております。私たち上士幌町議会も地方自治法を遵

守し運営されているのはご承知のはずです。この意見書は法律として公布されたもので

あり、私たち議会議員は法律を遵守する立場にあるものです。公布の前であれば意見書

の内容によっては理解できますが、公布されてからの廃止ということについては理解で

きません。 

  先ほど総務文教委員長に対し、質疑の中で、この法律の資料を取り寄せ内部協議をし、

この意見書の精査をしたかとの問いに対し、していないとの返答でございました。基本

的に特定秘密保護法の内容、十分な審議もない中で方向性を出すことはあり得ないと考

えます。時間をかけ、本法律の内容を十分に審議すべきと思うわけであります。この３

月定例会で議決しなければならない理由が理解できません。 

  私も一議員としての意見、論議の場がなく、総務文教委員会付託といえども早急過ぎ

るわけであります。上士幌町議会議員全員の意見を聴取し、審議しても遅くはありませ

ん。 

  この法律は12月までの施行期間があり、まだ８カ月余りもあるわけであります。意見

書は上士幌町議会議長名で国の関係省庁に送付するものであり、上士幌町議会全議員の

審議なしに本会議上程、採決は早急であります。この法律は特に日本の安全保障にかか

わる４分野、１、防衛、２、外交、３、特定有害活動、スパイ行為等が含まれます、こ

の防止、４、テロリズムの防止であり、国家、国民の安全を守ることが最大の目的であ

ると明記されております。地方自治法第99条に、議会は当該地方公共団体の公益に関す

る事件につき意見書を関係行政庁に提出できると規定されております。 
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  したがって、今回の意見書については、広く上士幌町及び町民の公益を最重要点に考

えるべきであり、もし不利益、問題があったとしたならば、この法律に対して改正、修

正を求める意見書を提出すべきです。国は必要のない法律、国民が不利益をこうむる法

律をなぜつくる必要がありますか。日本の国、国民を守るために必要だからこそつくっ

たと考えております。私はこの意見書の内容に対し、町民への説明責任が果たせません。 

  したがって、意見書案第29号特定秘密保護法案の廃止を求める意見書に対して反対を

いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、賛成の討論を行います。ありますか。 

  角田久和議員。 

○７番（角田久和議員） 私は、特定秘密保護法の廃止を求める意見書の提出に賛成する

ものであります。 

  その理由を、日本体育大学清水雅彦准教授の資料から引用して申し上げます。 

  １、あいまいな立法事実論。法律を新たにつくるには、なぜその法律が必要かという

立法事実が明らかにされなければなりません。秘密保護については、既存の国家公務員

法、地方公務員法、刑法、自衛隊法、ＭＤＡ秘密保護法など、既存の法律でも対応可能

であることや、秘密漏えいの具体例も不十分であることから、立法事実は弱いと言えま

す。 

  ２、あいまいな形で拡大し続ける秘密。特定秘密保護法は防衛機密と外交秘密だけで

なく、警察の秘密にも拡大しています。表現が抽象的ですし、法全体で36ものその他と

いう文言が使われており、これでは何でも秘密になる可能性があります。ＴＰＰ交渉や

原発事故時のスピーディー情報も隠される可能性があります。 

  ３、それぞれの人権侵害、適正評価の対象となる公務員や民間企業の従業員、大学関

係者らは事細かく身辺調査が行われることになります。これにより憲法第13条から保護

され、プライバシー権が侵害されることになります。メディア関係者については、憲法

第12条から保障される報道の自由と取材の自由が侵害されることになります。国民につ

いては、憲法第21条で保障される知る権利が侵害されることになります。 

  そして、これらの人がこの件で裁判になった場合、裁判所に特定秘密が出されないま

ま裁判を行う可能性もありますし、仮に出したとしても裁判を公開しない可能性もあり

ます。そうすると、憲法第37条の公平公開の裁判を受ける権利が侵害されます。 

  ４、行政権が有利になり、三権分立を否定。特定秘密保護法のもとでは国会議員に秘

密を開示しないことも可能です。秘密会で会議した場合も国会議員はその秘密を同僚や

秘書、政党にも打ち明け、相談できなくなります。これでは憲法第62条国政調査権も制
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約を受けることになるでしょう。裁判所についても憲法第82条裁判の公開が否定される

ことになるでしょう。これでは対等なはずの三権のうち行政権が突出し、三権分立が否

定されることになります。 

  以上の理由により、私は特定秘密保護法の廃止を求める意見書の提出に賛成いたしま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、反対の討論を行います。ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、賛成の討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論がありませんので、これをもって意見書案第29号に

対する討論を終結いたします。 

  これより意見書案第29号の採決を行います。 

  本案は起立により採決を行います。なお、起立しない議員は反対とみなします。 

  本案について委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山幸昭議長） 起立多数であります。 

  よって、意見書案第29号は委員長の報告のとおり可決されました。 

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

◎議案第７号の上程、報告、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第３、総務文教厚生常任委員会審査報告を行います。 

  議案第７号上士幌町ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金条例の制定についてを議

題といたします。 

  本案について、総務文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

  総務文教厚生常任委員長、山本裕吾議員。 

○総務文教厚生常任委員長（山本裕吾議員） 付託事件審査報告、総務文教厚生常任委員

会。 

  本委員会に付託されました事件については、慎重審査の結果、次のとおり決定いたし

ましたので、上士幌町議会会議規則第77条の規定により報告いたします。 
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  １、審査事項、議案第７号上士幌町ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金条例の制

定について。平成26年３月４日。 

  ２、審査年月日、平成26年３月11日、計１回であります。 

  ３、審査場所、委員会室。 

  ４、説明員、千葉副町長、並木子育て推進室長、関主幹。 

  ５、審査結果、当委員会は、議案第７号の審査に当たり、副町長、担当課長、担当主

幹の出席を求め、質疑聴取による審査の結果、全会一致をもって原案可決すべきものと

決定したことをご報告いたします。 

  以上で総務文教厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりましたので、これより委員長の報告に対

する質疑を行います。質疑ありますか。 

  ６番、佐々木守議員。 

○６番（佐々木 守議員） この基金条例の適用範囲というものは委員会の中でどのよう

な協議をされたのか、この際、報告を願いたい。 

○議長（杉山幸昭議長） 山本裕吾委員長。 

○総務文教厚生常任委員長（山本裕吾議員） お答えいたします。 

  委員会の中での質疑に対して、適用範囲といいますか、対象事業範囲のことでござい

ますけれども、子育て支援・少子化対策に資すると判断される福祉、保健、教育の広い

分野にわたる事業、義務的事業経費のうちの法定補助にかかわる市町村負担分にかかわ

る経費への充当、次に先駆性や地域性に認められる特色のある事業、寄附者からの理解

が得られる事業、ふるさと納税の使途としてＰＲ効果の高い事業、以上の点が主な点で

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） よく聞き取れなかったので、もう一度ご説明をお願いをして、

次の質問をさせていただきたいと思いますが。 

○総務文教厚生常任委員長（山本裕吾議員） 対象事業範囲でございますけれども、子育

て支援・少子化対策に資するものと判断される福祉、保健、教育等の広い分野にわたる

事業、義務的事業経費のうちの法定補助にかかわる市町村負担分に係る経費への充当。

これはちょっと私、申し忘れましたけれども、町に上乗せする対象事業は除くと括弧書

きになっておりますので、ちょっと申し添えます。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、佐々木守議員。 

○６番（佐々木 守議員） １つ心配をするのは、子育て支援に関する、見方を変えれば
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何でも入るというか、あいまいな側面があるのではないか。委員会はその辺をどのくら

いまで審議したのかなと。現行事業では何と何が対象になる範囲で、それに類する今後

の事業というふうに協議をされたのかどうか、その辺の内容についても、この際、委員

会の内容についてもしあればお聞きをしたいというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長。 

○総務文教厚生常任委員長（山本裕吾議員） お答え申し上げます。 

  この中で質問されたのは、お三方おられますが、まず第一番目に基金のあり方の件で、

年度内に消化できる事業なのか、事業の具体的な例がないのでどれに充当する事業なの

か、予算ありきで予算を組んでいくのか、具体的にもっと詳しくということの質問がご

ざいまして、先ほどお話ししたような内容と、今回の件につきましては4,000万円を基

金として積むと。冒頭の説明の中では、今回の寄附金の見込み額が１億1,200万円で、

そのうちふるさと特産品発送関係分の見合い分が7,200万円あったそうです。差し引き

の4,000万円が基金として充当して補正予算に上程されると、こういうことの説明があ

りました。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長、具体的な使い道の中身まで検討されたかということで

すから、されたか、されないかをしっかり答えてください。 

○総務文教厚生常任委員長（山本裕吾議員） 具体的な中身の検討については、ここの室

長の話の中においては、先ほど申し上げた対象事業範囲の件につきまして、保育所とか

義務教育などの本来町の責任として一般財源で対応しなければならない事業ということ

でございまして、その内容については詳しく、先ほど申し上げた４点、およそ３点です

か、そのことが話になっただけで、これから室長の答弁の中にも出ておりましたけれど

も、今のところ具体的な中身は…… 

○議長（杉山幸昭議長） されていないということですね。その辺はっきり、されている

か、されていないだけ。 

○総務文教厚生常任委員長（山本裕吾議員） 今のところ、先ほど申し上げた３点の大ま

かなことが話が出てきておりまして、具体的な事業の内容については明確なお示しはご

ざいませんでした。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、佐々木守議員。 

○６番（佐々木 守議員） 基金のつくり方として、将来、こういった方向性の政策に使

いたいという考え方もあるのかというふうに思います。ですから、委員会の中で、私が

確認をしたかったのは、用途は何かということがはっきりしているか、していないか。

今の審議内容ではまだしていないと。これからだという認識であれば、事前にやっぱり
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議会との協議が必要だという押さえを行政側で持っているかどうかということについて

は確認をされているかどうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長。 

○総務文教厚生常任委員長（山本裕吾議員） お答え申し上げます。 

  先ほども申し上げましたように、対象事業の考え方について、およそ３つの話が出て

おりまして、先ほども申し上げましたとおり詳しい中身のことに対しては、当委員会と

しては、例も挙げての具体的な話はございませんでしたので、これからの行政側の施策

のあり方についての話までは今回の当委員会では話はございませんでした。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、佐々木守議員。 

○６番（佐々木 守議員） ですから、その辺のあいまいさがある場合には……。 

○議長（杉山幸昭議長） ３問終わっていますが、続けてください。許します。 

○６番（佐々木 守議員） あいまいさが残っている分については、だからさっきも聞い

たんですけれども、委員会として事前にやっぱり議会を尊重した方向性を、行政側が説

明するかどうかぐらいは、委員会としては聞かざるを得ないと思うんですよ。あいまい

さが残るんだったら残るということもあり得るだろうと。であれば、具体的に基金を取

り崩して使うという事業をつくったときには、事前に十分な議会協議をするのかどうか

ということは、議会としては確認をする必要が私はあると思うんです。そういうところ

まで突っ込んだ審議をしたかどうか。あるいは、そういった発言があったかどうかを先

ほど含めてお聞きをしたいということを言ったんです。 

  これで終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 答弁はさっき言ったようなことだと思いますので。 

  ほか、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 

  これより議案第７号に対する討論を行います。討論ありますか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。 

  先に議案第７号に対する反対の討論を行います。 

  ７番、角田久和議員。 

○７番（角田久和議員） 私は上士幌町ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金条例の制

定に反対するものであります。 

  低所得者対策など多くの課題を抱える本町において、子育て・少子化対策がなぜ急に

浮かび上がってきたのか、疑問に思うところであります。 
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  本条例の対象となる事業として、本町として特色があり、先駆的子育て支援及び少子

化対策に資する事業という定義に具体性が見られず、理事者による拡大解釈のゆえ、恣

意的な事業が選択されるおそれがあります。 

  子育て・少子化対策は、本来、ふるさと納税のような一時金を利用するのではなく、

恒久的な財源措置のもとで行うものであります。全国の皆様からいただいたふるさと納

税の使途についてはしっかり町民を交えて考えていくべきです。 

  以上、上士幌町ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金条例の制定反対の討論といた

します。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議案第７号に対する賛成の討論を行います。討論ありま

すか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、反対の討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、議案第７号に対する討論を終結いたします。 

  これより議案第７号の採決を行います。 

  本案は起立により採決を行います。なお、起立しない議員は反対とみなします。 

  本案について委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山幸昭議長） 起立多数であります。 

  よって、議案第７号は委員長の報告のとおり可決されました。 

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

◎議案第８号の上程、報告、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第４、総務文教厚生常任委員会審査報告を行います。 

  議案第８号上士幌町地籍調査推進委員会設置条例の制定についてを議題とします。 

  本案について、総務常任厚生常任委員長の報告を求めます。 

  総務文教厚生常任委員長、山本裕吾議員。 

○総務文教厚生常任委員長（山本裕吾議員） 付託事件審査報告、総務文教厚生常任委員

会。 

  本委員会に付託されました事件については、慎重審査の結果、次のとおり決定いたし
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ましたので、上士幌町議会会議規則第77条の規定により報告いたします。 

  １、審査事項、議案第８号上士幌町地籍調査推進委員会設置条例の制定について。

（平成26年３月４日付託） 

  ２、審査年月日、平成26年３月11日、計１回であります。 

  ３、審査場所、委員会室。 

  ４、説明員、千葉副町長、馬場農業委員会事務局長、有賀主査。 

  ５、審査結果、当委員会は、議案第８号の審査に当たり、副町長、担当局長、担当主

査の出席を求め、質疑聴取による審査の結果、全会一致をもって原案可決すべきものと

決定したことをご報告いたします。 

  以上で総務文教厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりましたので、これより委員長の報告に対

する質疑を行います。質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 

  これより議案第８号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これをもって議案第８号に対する討論

を終結いたします。 

  これより議案第８号の採決を行います。 

  議案第８号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第８号は委員長の報告のとおり可決されました。 

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

◎議案第１７号から議案第２２号の上程、報告、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、予算審査特別委員会審査報告を行います。 

  日程第５、議案第17号平成26年度上士幌町一般会計予算、日程第６、議案第18号平成

26年度上士幌町国民健康保険特別会計予算、日程第７、議案第19号平成26年度上士幌町

後期高齢者医療特別会計予算、日程第８、議案第20号平成26年度上士幌町介護保険特別

会計予算、日程第９、議案第21号平成26年度上士幌町水道事業特別会計予算、日程第10、
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議案第22号平成26年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算、以上６案を一括して議題

といたします。 

  ６案について、予算審査特別委員会の審査報告を求めます。 

  予算審査特別委員会委員長、山本裕吾議員。 

○予算審査特別委員会委員長（山本裕吾議員） 予算審査特別委員会より、本委員会に付

託されました事件については、慎重審査の結果、次のとおり決定いたしましたので、上

士幌町議会会議規則第77号の規定により報告いたします。 

  審査事項は、平成26年３月４日に付託されました議案第17号平成26年度上士幌町一般

会計予算、議案第18号平成26年度上士幌町国民健康保険特別会計予算、議案第19号平成

26年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算、議案第20号平成26年度上士幌町介護保険

特別会計予算、議案第21号平成26年度上士幌町水道事業特別会計予算、議案第22号平成

26年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算であります。 

  審査年月日は、平成26年３月６日、７日の計２回であります。 

  審査場所は、議場で行いました。 

  説明員に、竹中町長、千葉副町長、馬場教育長、各課部局長、主幹及び担当主査等の

出席をいただきました。 

  審査結果ですが、議案第17号から議案第22号までの平成26年度上士幌町一般会計予算

及び５特別会計予算案は、今定例会の３月４日に提案されました。 

  この予算案の審査に当たり、議長を除く議員全員による予算審査特別委員会が設置さ

れ、審査を行ってきたところであります。 

  本特別委員会の運営に際し、委員並びに町理事者を初め各課部局長、主幹及び担当主

査等の方々にご協力をいただきましたことに厚くお礼を申し上げます。 

  当特別委員会は、慎重審査の結果、お手元に配付のとおり議案第17号から議案第22号

までの６案は全て原案可決すべきものと決定したところであります。 

  各議案審査の質疑の内容については、議長を除く議員全員が特別委員会の委員であり

ますので、省略をさせていただきます。 

  議案第17号平成26年度一般会計予算案については、質疑終結後、討論があり、起立採

決の結果、起立多数で原案可決すべきものと決定いたしました。 

  そのほか議案第18号から議案第22号までの５特別会計については討論がありませんで

したので、簡易表決をもって全会一致により原案可決すべきものと決定いたしました。 

  以上で、予算審査特別委員会に付託されました議案審査の経過と結果の報告を申し上

げ、予算審査特別委員会報告を終わります。 
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○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりました。 

  予算審査特別委員会は、議長を除く議員全員で構成されております。したがって委員

長報告に対する質疑は、議会運用例第96条の５の規定によりこれを省略いたします。 

  また、議案第18号から議案第22号の５特別会計予算案の討論についても、議会運用例

第100条第３項の規定によりこれを省略いたします。 

  これより、各会計の予算案ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、議案第17号平成26年度上士幌町一般会計予算の討論を行います。討論ありま

すか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。 

  先に、議案第17号に対する反対の討論を行います。 

  ８番、山本和子議員。 

○８番（山本和子議員） 平成26年度上士幌町一般会計に対する反対討論を行います。 

  政府は、景気が回復しないどころか、この先の暮らしすらわからない心配だらけの中、

平成26年度より消費税８％に引き上げようとしています。その一方、医療費の負担増や

年金引き下げ、生活保護費引き下げなど福祉は後退させています。こういう中で、町民

の生活、暮らしを守り切る予算になっていないと判断し、反対いたします。 

  １、全体的な予算の組み方について。 

  平成26年度から生活保護費削減の影響や住民税引き上げ、消費税８％引き上げの影響

など町民の負担ははかり知れないものがあります。そのことに対する配慮した予算が組

まれておりません。基金は平成25年度も前年度に引き続き約８億円上積みし、25年度見

込み額は一般会計で全体で約57億円とふえています。この中で26年度の当初予算での基

金からの繰り入れは、財政調整基金500万円、公共施設整備基金は5,000万円となってい

ます。全体的には住宅建設への助成、医療施設への補助など大きな独自の施策はありま

すが、生活の大変な方を少しでも手助けする新たな政策はないと判断いたしております。 

  ２、平和の問題です。 

  政府は秘密保護法に始まり、集団的自衛権の問題などますますアメリカべったりの戦

争に突き進むような政治を行っております。このような中、自衛隊の存在は国民を守り

切るととても言えない状況にあります。自衛隊の協力への補助金を含むため反対いたし

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議案第17号に対する賛成の討論を行います。 

  ６番、佐々木守議員。 

○６番（佐々木 守議員） 議案第17号平成26年度一般会計予算に係る賛成討論をさせて
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いただきます。 

  平成26年度一般会計予算は、64億4,737万6,000円で前年当初予算に比べ約10億、18％

増でありますが、昨年が改選期で骨格予算であったことや医療機関に対する医療施設建

設助成や介護老人福祉施設建設整備費助成など、町民生活に重要な施設建設助成事業な

どの大型事業助成が含まれることを見れば理解をできる予算であります。継続している

福祉、教育などの各事業予算についても適正に予算措置がされていると認めているとこ

ろであります。 

  ただ、予算執行に当たって３点について要望させていただきたいと思います。 

  子育て住宅建設助成事業は、定住促進や建設関係業者の経済対策としては高い効果を

望めるものでありますが、住宅建設に至らない所得階層の子育て対象町民には不公平感

をもたらす施策であり、公平感を保つ事業を早急に今後検討、実施を求めるものであり

ます。 

  次に、認定こども園の運営については、９月を一つのめどとして今後検討するという

ことでありますが、検討に当たっては、子育て支援を念頭に、低所得者階層に十分配慮

した利用料の設定であるとか、あるいは農村地域など遠方からの通園児の保護者支援を

この際、要望しておきたいと思います。 

  最後に、産業振興について、特にＴＰＰであるとか、あるいはオーストラリアとのＦ

ＴＡなど、大変今、基幹産業である農業が厳しい経済環境にさらされています。今後、

このような方向性によってはますます厳しさを増すことになり、本町の基幹産業農業に

とっては厳しい時代になるのではないかと予測をするものであります。 

  そこで、今後の農業振興施策等について、農協を初めとする関係機関と十分協議をし

なければならないと考えるところであり、そういった協議会を適切に設けて対応策を講

じることをこの際求めておきたいと思います。 

  私の持論として、町の予算の配分として経済対策と教育福祉対策のバランスを十分と

らなければ町の振興はないというのが私の持論でありますし、また政策立案、執行に当

たっては、町民の目線で政策立案をし、事業執行に当たっては十分住民意向を踏まえ、

高い効果の出る予算執行を求めるものであります。 

  以上申し上げ、議案第17号平成26年度一般会計予算に対する賛成討論とさせていただ

きます。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、反対討論はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に賛成討論を行います。 
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（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論がありませんので、これをもって議案第17号に対す

る討論を終結いたします。 

  これより議案第17号の採決を行います。 

  本案は起立により採決を行います。なお、起立しない議員は反対とみなします。 

  本案について委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山幸昭議長） 起立多数であります。 

  よって、議案第17号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第18号平成26年度上士幌町国民健康保険特別会計予算の採決を行います。 

  議案第18号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第18号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第19号平成26年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算の採決を行います。 

  議案第19号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第19号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第20号平成26年度上士幌町介護保険特別会計予算の採決を行います。 

  議案第20号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第20号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第21号平成26年度上士幌町水道事業特別会計予算の採決を行います。 

  議案第21号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第21号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第22号平成26年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算の採決を行います。 

  議案第22号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第22号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  １時間ちょっとたちましたけれども、休憩しますか。 

  午前中には大体終わるかと。あと補正予算だけですので。 

  それでは、ここで10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。 

（午前１１時１４分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時２３分） 

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

◎議案第２３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第11、議案第23号北海道市町村職員退職手当組合規約の変

更についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  高嶋総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 ただいま上程されました議案第23号北海道市町村職員退職手当組合

規約の変更について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 
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  このたび本町が構成団体となっている一部事務組合であります北海道市町村職員退職

手当組合から解散により脱退する団体があるため、地方自治法第286条第１項の規定に

より、組合規約の変更が必要となることから、組合規約の変更に関して議会の議決を求

めるものであります。 

  具体的な変更内容をご説明いたします。 

  北海道市町村職員退職手当組合につきましては、市町村職員の退職手当支給事務を行

っている一部事務組合であります。 

  詳しい変更内容は、議案第23号関係、北海道市町村職員退職手当組合規約新旧対照表

をご参照願います。 

  下線部分が変更部分であります。別表、組合を組織する市町村及び市町村の一部事務

組合のうち上川の項中、上川中部消防組合と胆振の項中、伊達・壮瞥学校給食組合を削

除するものであります。 

  なお、附則で、この規約は地方自治法第286条第１項の規定による総務大臣の許可の

日から施行するとするものであります。 

  以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。ご審議の上、ご可決い

ただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第23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23号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第23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23号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第２４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第12、議案第24号上士幌町過疎地域自立促進市町村計画の

変更についてを議題といたします。 
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  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  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24号上士幌町過疎地域自立促進

市町村計画の変更について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  上士幌町過疎地域自立促進市町村計画につきましては、過疎地域自立促進特別措置法

第６条第１項の規定に基づき、町議会の議決を賜り、平成22年度から平成27年度までの

６カ年の計画を策定しているところであります。 

  この計画の変更に当たりましては、前日の法第６条第４項に基づき、事前に北海道知

事との協議を終えた後、法第６条第７項に基づき、市町村議会の議決を得ることとされ

ております。 

  今回の計画の変更につきましては、平成26年度に社会医療法人北斗によります介護医

療施設の整備に当たり、町として過疎対策事業債を財源とした支援を予定しております

ことから、過疎計画策定時に記述のなかった法人の施設整備に係る記述を計画に加え変

更するものであります。 

  具体的には、議案２ページ目の上士幌町過疎地域自立促進市町村計画を次のとおり変

更するをごらん願います。 

  左側から区分、変更前、変更後であります。区分５、高齢者の保健及び福祉の向上及

び増進、37ページ、（１）現況と問題点、イ、高齢者福祉施設の項目中、変更は、変更

後の下線を引いた部分となります。高齢者見守りつき安心住宅整備の後に、「や社会医

療法人による介護老人保健施設の整備」を加えますとともに、下段、39ページ、（２）

その他高齢者福祉施設の項の次に、介護老人保健施設、社会医療法人が運営する介護老

人保健施設の整備に対する支援を図るを加えます。 

  次のページになりますが、計画の41ページになりますが、事業計画の表中、変更後で

ありますが、（１）高齢者福祉施設の項の次に、事業名として（２）介護老人保健施設、

事業内容に介護医療施設建設整備事業、事業主体に社会医療法人を加えるものでありま

す。 

  以上、上士幌町過疎地域自立促進市町村計画の変更について、その提案理由と内容に

ついて申し上げました。 

  ご審議を賜り、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第24号について質

疑を行います。質疑はありますか。 

（「なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第24号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第24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24号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第２５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第13、議案第25号平成25年度上士幌町一般会計補正予算

（第12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25号平成25年度一般会計補正予算の

内容についてご説明を申し上げます。 

  このたびの補正総額は８億4,863万7,000円の追加補正となっており、補正後における

全会計の予算総額を92億4,498万4,000円とするものでございます。 

  それでは、議案第25号一般会計補正予算（第12号）についてご説明いたします。 

  １ページをお開きください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に８億4,863万7,000円を追加し、総額を73億

2,231万3,000円とするものでございます。 

  追加補正の主なものとしては、公共施設整備基金積立金１億4,938万1,000円、ふるさ

と納税・子育て少子化対策夢基金積立金4,000万円、認定こども園建設事業６億5,925万

6,000円でございます。 

  第２条では、繰越明許費について、４ページ、第２表のとおり補正をいたします。 

  繰越明許費の事業は、今回追加補正をいたします認定こども園建設事業でございます。

事業を年度内に完了することが困難でありますことから、翌年度に繰り越して執行する

ものでございます。 

  次に、第３条では、地方債補正として、過疎対策事業債の限度額について、同じく４

ページ、第３表のとおり４億8,720万円から６億1,520万円に変更するものでございます。 
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  以上が補正予算の内容でございます。 

  なお、第１条の第２項補正の款項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ページ及び３ページ、第１表のとおりでございます。 

  また、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、一般会計の補正予算につきまし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25号について質

疑を行います。質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第25号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第25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25号は原案のとおり可決されました。 

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

◎監報告第１号及び監報告第２号の上程、報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第14、監報告第１号例月出納検査報告について、日程第15、

監報告第２号定期監査報告について、以上２件を一括して議題といたします。 

  報告書の朗読を省略し、直ちに代表監査委員より報告の説明を求めます。 

  新田勝幸代表監査委員。 

○新田勝幸代表監査委員 初めに、監報告第１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11月分、12月分、平成26年１月分の例月出納検査結果を報告

するものでございます。 

  検査の対象は、一般会計及び特別会計の現金の出納状況でございます。 

  提出された各会計、各月ごとの収支状況などの資料を参考としながら、収入・支出伝
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票、預貯金通帳等の検査を実施いたしました。 

  検査の結果、計数などは正確であり、諸帳簿などと相違ないことを確認いたしました

ことをご報告申し上げます。 

  次に、監報告第２号定期監査報告について、その結果を報告申し上げます。 

  定期監査につきましては、地方自治法第199条第９項の規定により結果を報告するも

のでございます。 

  監査の実施概要ですが、今回につきましては、定期監査として教育委員会を対象に実

施いたしました。監査日時、監査対象等は、報告書に記載のとおりでございます。 

  監査に当たっては、適法で正確かつ効率的に執行されているかについて、書類監査と

備品管理状況を確認し、糠平小学校、萩ケ岡小学校において、事務処理や金品の管理、

備品の管理、学校図書の管理等の監査を行いました。 

  また、事業内容等について、あらかじめ教育委員会から書類の提出をいただき、教育

次長や担当主査等から説明を受けるとともに、両校の校長先生、事務担当者の協力によ

り実地調査を行いました。 

  定期監査の総合意見といたしまして、予算執行状況及び財務に関する事務、備品や金

品の管理について、関係規定、契約等に基づき適正に執行されており、特別指摘するべ

き点はありませんでした。 

  今後におきましても、学校との連携を密にし、児童の健やかな成長と時代に即応した

教育環境の提供と活用をお願いし、定期監査の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１号から監報告第２号までを報告済みとし、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16、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。 
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（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査は、これを承認すること

に決定いたしました。 

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

◎閉会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上をもって、本定例会の会議に付された案件の審議は全て終

了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  平成26年第１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３月４日から17日間の会期にわたり、本会議及び委員会の議事運営に特段

のご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

  以上をもって、平成26年第１回上士幌町議会定例会を閉会いたします。 

（午前１１時４０分） 
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