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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27 年第３回上士幌町議会定例会を開会いた

します。

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

ております。

（午前１０時００分）

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

◎開議の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　これより本日の会議を開きます。

　　本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。

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

◎議会運営委員会の報告

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

　　議会運営委員長、佐々木守議員。

○議会運営委員長（佐々木　守議員）　議会運営委員会よりご報告を申し上げます。

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

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

議方法など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をいたしましたので、ご報告を申し上げます。

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

　　１点目は、日程第７、報告第１号から日程第８、報告第２号までの繰越明許費繰越計

算書に関する報告２件は、関連がありますので、一括上程及び質疑を行うことといたし

ます。

　　２点目は、日程第13 、議案第39 号から日程第14 、議案第40 号までの平成27

年度上士幌町一般会計補正予算（第２号）並びに水道事業特別会計補正予算（第１号）

は、２会計を一括上程及び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。

　　以上をもって議会運営委員会の議事運営報告といたします。

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

◎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。
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　　会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において４番、佐藤曻議員、

５番、野村恵子議員を指名いたします。

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

◎会期の決定について

○議長（杉山幸昭議長）　日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

　　お諮りいたします。

　　本定例会の会期は、本日から６月26 日までの18 日間といたしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、会期は本日から６月 26 日までの 18 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27 年３月１日から平成27 年５月 31 日までの間の議会の諸会議等

について報告書を配付しております。内容等の朗読は省略いたします。

　　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。

　　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の学校再編の状況についてをごらん願います。

　　平成27 年５月１日付で萩ケ岡小学校ＰＴＡ会長並びに萩ヶ岡地区連絡協議会会長の

連名により、上士幌町立萩ケ岡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いたします。
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　　１、町が萩ヶ岡地区等へ対応した主な経過につきましては、平成17 年６月17 日に

町教育委員会から教育委員出席のもと、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19

日に上士幌町小学校の適正配置計画案について説明し、意見交換を行い、平成22 年２

月 18 日には上士幌町小学校の適正配置計画の見直し案について説明し、意見交換を行

っております。

　　２、萩ヶ岡地区等が対応した主な経過につきましては、平成26 年７月 23 日に町教

育委員会と保護者との話し合いが行われております。平成26 年９月18 日に開催され

たＰＴＡ三役会議において、年度内に方向性を決めることが確認されております。平成

27 年２月12 日に開催されたＰＴＡ臨時会議において、平成29 年度末閉校が承認さ

れております。平成27 年２月20 日に開催された地区連絡協議会臨時総会において、

平成 29 年度末閉校が承認されております。平成27 年３月 26 日に開催されたＰＴＡ

総会において、平成29 年度末閉校に同意する決議が行われております。平成27 年５

月１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が正式に報告

されております。

　　３、萩ケ岡小学校ＰＴＡ並びに萩ヶ岡地区連絡協議会からの主な報告内容であります

が、閉校決定の主な趣旨につきましては、萩ケ岡小学校を閉校する理由として、平成

27 年度４月現在の児童数は16 名で、３学級規模を維持しているが、平成28 年度は

入学予定児童がいないため、欠学年が２学年となり、教職員数が激減する、平成29 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、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あり

ます。１点目は、今よりも多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。

　　次に、別紙１の裏面をごらん願います。

　　萩ケ岡小学校の児童数及び学級数の予想推移でありますが、現在の児童数は16 名で、

今後もほぼ横ばいで推移するものの、平成28 年度には欠学年が２学年となり、２学級

規模になる見込みとなっております。教職員等の予想推移につきましては、現在の教職
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員数は７名ですが、平成 28 年度以降は３名になる見込みであります。

　　最後に、萩ケ岡小学校の沿革概要についてであります。

　　大正６年５月１日、字上士幌東三線287番地に北中士幌尋常小学校附属奥上士幌特別

教授場として開校し、その後、奥上士幌尋常小学校と改称しております。一方、昭和４

年 12 月には現在地に上士幌尋常小学校附属萩ケ岡特別教授場が開校し、翌年の昭和５

年６月にこの２校が合併して萩ケ岡尋常小学校が誕生、その後、萩ケ岡国民学校、萩ケ

岡小学校と改称しております。

　　萩ケ岡小学校は２年後に100周年を迎えますが、開校以来100年という長きにわたり、

萩ヶ岡地区の教育、文化、スポーツなど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。

　　このたびの萩ヶ岡地区の皆様方の苦渋の選択とご英断に対し、心から感謝をし、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）　以上で行政報告に対する質疑を終結いたします。

　　これをもって行政報告を終わります。

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

◎会議案第２号の上程、説明、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第５、会議案第２号議員の派遣についてを議題といたしま

す。

　　会議案の朗読を省略し、直ちに提案者である２番、佐々木守議員から提案理由の説明

を求めます。

　　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　ただいま提案されました会議案第２号の提案説明を申し上げ、

議員各位のご理解とご賛同を賜りたいと思うものであります。

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

の賛同を得まして、委員長である私が提案者となった次第であります。

　　会議案第２号は、例年北海道町村議会議長会が主催する北海道町村議会議員研修会に

議員全員が参加すべくご提案を申し上げるものであります。

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

ーにおいて、講師には山梨学院大学大学院社会科学研究科長の今村都南雄氏と東京新
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聞・中日新聞論説副主幹の長谷川幸洋氏をお招きして講演が実施される予定であります。

　　翌８日は、行政側において予想されている道の駅建設計画策定に当たり、参考とすべ

く、議員全員で深川市にあります道の駅ライスランドふかがわを視察するものでありま

す。

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

深めていただきたいと思うところであります。

　　以上をもって会議案第２号の提案説明といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　本件については質疑及び討論を省略いたします。

　　これより直ちに採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、会議案第２号は原案のとおり可決されました。

　　なお、この際お諮りいたします。

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

願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

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

　　ここで暫時休憩といたします。

（午前１０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１０時１４分）

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

◎一般質問

○議長（杉山幸昭議長）　日程第６、一般質問を行います。

　　一般質問は１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。

　──────────────────────────────────────
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◇　山　本　和　子　議員

○議長（杉山幸昭議長）　それでは、発言を許します。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　私は大きく２点にわたり質問いたします。

　　１点目、子供たちが生き生き学べるように、少人数学級の促進を。

　　子供たちは、一人一人個性があり、感じ方、発達も違います。それぞれが持っている

力を十分引き出し、伸ばしてあげることが大事です。そのために、先生が一人一人に気

を配ることのできる少人数学級が必要です。

　　文部科学省は、2011 年に少人数学級推進計画を策定し、2016 年までに小中学校を

段階的に35 人に、2017 年以降は30 人学級にする方針でした。しかし、35 人学級

は国の制度では小学１年だけ、予算措置で小学２年生にとどまっております。それどこ

ろか、財務省は 40 人学級に戻すようにと文部科学省に求めています。

　　このような中、国の制度として35 人以下学級を求めると同時に、町独自で早期に実

施するべきです。

　　上士幌町は27 年度、町独自で上士幌小学校１年30 人を二クラスに分けて第一歩を

踏み出し、大変評価いたします。しかし、この学年が２年になったらどうなのか、また、

全学年を見ますと、５月１日付で39 人、 41 人のクラスもあります。この学年も当然

二クラスにするべきです。

　　教育のまちを掲げて各種の事業を推進していくと思いますが、全ての子が大事にされ、

伸びることが一番大事です。その基本は、少人数学級です。町として、中学校まで見通

した少人数学級のあり方の方針を持ち、実施するべきです。その考えについて質問いた

します。

　　２点目の質問です。

　　マイナンバー、国民共通番号制度への対応について。

　　マイナンバー、国民共通番号制度は、ことし10 月から住民票を持つ全員に番号の通

知カードを配布され、来年１月実施に向けて作業が進められております。

　　このマイナンバーは、赤ちゃんからお年寄りまで住民登録をした全員に12 桁の生涯

変わらない番号をつけて、社会保障や税の個人情報を国が一括管理、利用するものです。

　　現在、年金、医療、介護、雇用や所得、納税などの情報は、それぞれの制度ごとに管

理されています。それが共通番号で一つに結ばれることになります。

　　政府は、行政手続が便利になると言いますが、あっても１年に１度の申請くらいしか

ない、便利さよりも社会保障の抑制、削減への活用やプライバシーの漏えい、不正使用
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などの危険性が多く指摘されております。さらに、今国会に提出されております改正案

は、預貯金口座や健康診査、予防接種、公営住宅の管理にも適用拡大するものです。い

まだ利用内容や保護措置も決まっていないのに、どんどん拡大していくのは大きな問題

です。

　　町は既に作業に入っているかと思いますが、進捗状況と町民への周知方法についてお

聞きいたします。

　　また、新聞、テレビでもようやく問題点など報道するようになりましたが、知れば知

るほど、その必要性に疑問を持ち、危険性を感じる方もふえるかと思います。国の利便

性のみお知らせするのではなく、町民の疑問にきちんと答えていくことも必要です。そ

の対応について質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　山本和子議員のご質問にお答えをいたします。

　　１点目の子供たちが生き生き学べるように、少人数学級の促進をにつきましてお答え

を申し上げます。

　　小学校第１学年の学級編制の標準につきましては、平成23 年度の公立義務教育諸学

校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の改正により、40 人から35 人に引

き下げられております。この改正の趣旨は、１学級の児童の上限を減らすことにより、

教師の目を行き届きやすくし、入学後の環境の変化に適応できずに集団行動がとれない

状態となる小１プロブレムを防ぐことを狙いとしたものであり、学級編制に関する市町

村教育委員会の裁量も拡大されたところであります。

　　財務省は、平成27 年度の予算編成に当たり、40 人学級に戻して学級数を減らすよ

う文部科学省に求めておりましたが、児童生徒の成長を保障し、教職員の多忙化改称の

ためにも少人数学級の推進は必要であるとのことから、文部科学省は反対を表明し、保

護者、教職員、自治体などの広範な幅広い世論の広がりにより、政府は財務省要求であ

る 40 人学級を不採用としたところであります。

　　本町におきましては、平成27 年度教育行政執行方針にお示ししたとおり、昨年度策

定した上士幌町子ども教育ビジョンの実現に向け、地域全体で子供たちを育むための基

盤づくりと本町の特徴を十分に生かした教育活動を推進するため、関係団体、機関や学

校、家庭、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を進めていく

こととしております。

　　また、地域全体で子供たちを育む具体的な手法を検討する場として、昨年10 月に上

士幌学園構想検討委員会を立ち上げて検討を開始しており、平成28 年度以降の教育環
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境の整備に向けて、具体的な対策を講じていく考えであります。

　　本町の小中学校におきましては、学力の二極化現象の解消が課題となっていることか

ら、北海道教育委員会に対し、指導方法工夫改善等に伴う教職員の加配を強く要望して

おり、昨年度までは上士幌小学校に１名、今年度は上士幌中学校に１名の加配を得るこ

とができております。さらに、今年度は上士幌小学校に学校統廃合支援を目的とする教

員１名の加配を得ており、きめ細かな指導の改善を推進しているところであります。

　　また、個別の課題を明確にして策定された各小中学校の学校改善プラン等に基づきま

して、基礎的、基本的な知識、技能の一層の定着を図るための取り組みを引き続き推進

するとともに、望ましい生活習慣を基盤として、家庭との連携を図りながら、家庭学習

の充実についても進めてまいりたいと考えております。

　　認定こども園の開園に伴いまして、幼保小中高連携教育を見通す中で、幼児教育から

小学校への円滑な接続を図ることにより、上士幌小学校の低学年における基礎基本の確

実な定着、小１プロブレムの解消やコミュニティースクール制度を円滑に導入したいと

考えております。

　　これに向けたモデル事業として、今年度、町費により教員を１名採用し、上士幌小学

校１学年を２学級に分けて少人数指導を進めることといたしました。

　　配置後の状況につきましては、基礎基本の定着や学校内の規律を身につけさせるため

に大変有効であり、子供たちと先生とが正面から向き合うことができるようになったた

め、子供たちからのサインを見逃さず、よりきめ細かな指導ができるなど、具体的な効

果が出始めていると伺っております。また、上士幌小学校に２名の学校教育推進支援教

員を引き続き配置し、２学年と３学年はティームティーチングによる習熟度に応じた個

別指導を継続しており、これらの少人数学級の確立と個別指導を推進する事業につきま

しては、ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金を活用して実施しております。

　　本年５月１日現在における上士幌小学校の学年別児童数につきましては、１学年30

名、２学年33 名、３学年39 名、４学年32 名、５学年49 名、６学年32 名であり、

１学年を２学級に分けたのと、５学年が40 名を超えているため２学級編制となってお

りますが、その他の学年は１学級編制となっております。ただし、特別支援学級の児童

がおりますので、実際には全学級が 35 名以下の学級編制になっております。

　　同じく上士幌中学校の学年別生徒数につきましては、１学年35 名、２学年42 名、

３学年41 名であり、２学年が40 名を超えているため２学級編制となっておりますが、

そのほかは１学級編制となっております。ただし、先ほど申し上げました教員の加配に

よりまして、１学年と３学年の数学、英語の２教科は、習熟度別指導による授業を展開
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しており、クラスを分けた少人数指導についても今後予定しているところであります。

　　少人数学級の実施学年の拡大や新たな教育課題の対応などにつきましては、例年、北

海道町村教育委員会連合会として北海道教育委員会に要望しておりますが、北海道から

国に要望していただくことも含めて、引き続き取り組んでまいります。さらに、教職員

の加配につきましても、十勝教育局を通じて北海道教育委員会に要望してまいります。

　　平成23 年度の法改正によりまして、都道府県教育委員会が定める学級編制の基準に

ついて、従前は従うべき基準であったものが、標準としての基準に改められたことによ

り、都道府県教育委員会への事前協議や同意が必要な仕組みが、事後の届け出制とされ

るなど、市町村教育委員会が地域の学校の実情に応じた学級編制が実施できるようにな

っております。

　　次年度以降につきましても、上士幌町小学校の適正配置計画に基づく学校再編の進展

を見通した上で、教育的な効果を検証しながら、新１年生を２学級に分割するための予

算の確保に努めたいと考えております。また、その他の学年や中学校につきましては、

北海道公立義務教育諸学校の学級編制の基準に関する規則に基づく学級編制を進めてい

く考えでありますので、ご理解をお願いいたします。

　　なお、本年４月24 日に開催しました町長及び教育委員を構成員とする上士幌町総合

教育会議におきまして、平成27 年度から平成31 年度までの５年間を期間とする上士

幌町教育に関する大綱を策定いたしました。この大綱の中では、重点的に取り組む目標

として、上士幌町子ども教育ビジョンで定めた目指す子供像の達成度の見える化を図る

ことと、学力、体力、体験の３つの分野で北海道トップレベルを目指す取り組みを進め

ることとしておりますので、今後はこれらの目標達成に向けた具体的な施策を検討して

まいります。

　　文部科学省では、平成25 年度から平成29 年度を期間とする教職員定数改善計画に

おきまして、学校が抱えるさまざまな課題を解消し、きめ細やかで質の高い世界最高水

準の教育を実現するため、少人数学級のさらなる推進と個別の教育課題に対応した継続

的な教職員定数の改善が不可欠であり、計画的、安定的な教員採用、配置を可能とする

ために、国による計画的な教職員定数の改善が必要であるとしております。また、35

人以下学級の推進による学級規模の適正化と個別の教育課題に対応した教職員配置の充

実が必要であるとして、今後５年間の児童生徒数の減少による教職員定数の減や教職員

の若返りによる給与費の減等を活用し、可能な限り、追加的な財政負担を伴わないよう

実施するとしております。

　　少人数学級の確立に向けては、文部科学省による教職員定数改善計画の進展を見きわ
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める必要がありますが、本町の教育に関する大綱で定めた重点的に取り組む目標達成に

向けて必要な施策を検討していきたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたしま

す。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　続いて、マイナンバー、国民共通番号制度への対応についてお答えいた

します。

　　社会保障税番号制度、いわゆるマイナンバー制度ですけれども、これを導入するため

の法律が平成 25 年３月１日に閣議決定され、５月 31 日に公布されております。

　　マイナンバー制度は、社会経済情勢が大きく変化する中で、社会保障と税を一体とし

て捉え、より正確な所得等の情報に基づいて、住民が社会保障給付等を適切に受けるた

めの基盤として導入が図られるものであります。

　　行政では、住民サービスを提供するための前提として、本人特定や各種手続における

書類審査に多大な時間と労力が必要となっております。消えた年金問題や100歳以上の

高齢者の所在不明問題等といったことが記憶に新しい事例として挙げられることができ

るかと思われます。住民の側からも、自分の納めた税金や保険料にふさわしい社会保障

給付が的確に行われていないのではないかという課題や不満があります。税金や福祉な

どの面での申告漏れや二重の扶養控除、生活保護の不正受給などの例として挙げられる

ところであります。これらを解決するための基盤が求められているところであります。

　　マイナンバーは、住民票を有する全ての人に対して住所地の市町村から個人番号が通

知されるもので、原則として１人の番号は生涯にわたって使われることになっておりま

す。

　　行政機関は、社会保障、税等に関して保有する個人情報とマイナンバー等を結びつけ

て、同一人の個人情報を他の機関と迅速、確実に情報連携ができることとなり、事務の

効率化、透明性が高められます。例えば国民健康保険や国民年金の番号についても、現

在使われている番号は各制度の業務番号として継続して使用されますが、各個人にマイ

ナンバーが符番されることで、他の保険や年金での重複支給の有無等について、情報連

携ができることになります。そのために真に手を差し伸べるべき方への積極的な支援が

行われるようになるほか、さまざまな不正防止を図ることができるようになることが期

待されております。また、住民の皆様の利便性については、番号法に定められた事務に

おいて、道や市町村の窓口で、例えば福祉の申請や税の申告の際に、住民票は所得証明

など添付書類が不要になるなど簡素化が図られ、負担の軽減につながります。また、構

築されるシステムにより、正確な所得が把握されることから、税負担や社会保障の公平
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化が図られ、きめ細かい福祉サービスの支援が受けられるようになることが見込まれま

す。

　　国はマイナンバーの利用開始を平成28 年１月から予定しており、本年10 月から順

次番号の符番、通知作業を開始することとなります。

　　本町における進捗状況ですが、昨年７月に町内に導入準備検討委員会を立ち上げ、導

入に向けた体制を構築し、国の補助金を受けながら住民基本台帳システムや税務システ

ムなどの改修をスタートさせ、システム改修に関連し、義務づけられている特定個人情

報保護評価についても、順次実施しております。

　　本年度は現在、国の補助金の交付申請中であり、交付決定された後に住民基本台帳シ

ステムや税務システムを初め、国民年金、国民健康保険、介護保険や福祉関係など、社

会保障分野のシステム改修を行う予定となっております。また、個人情報保護に伴う条

例改正についても、個人番号の利用開始時に必要な改正が求められておりますので、現

在、改正に向け作業を進めているところであります。

　　次に、町民への周知方法についてですが、既に国の段階において、テレビ等でマイナ

ンバーについての周知を行っております。町としては、「広報かみしほろ」５月号に概

要を掲載をさせていただき、順次数回に分けて制度の詳細や個人番号カードの申請方法

などついて掲載し、周知していく予定であります。また、ホームページでも国の情報も

見ていただくような形でリンクを張っていくよう、現在作業中であります。

　　ご指摘のプライバシーの漏えいの危険性についてですが、安心してマイナンバーを利

用していただけるように、マイナンバーだけの本人確認の禁止、マイナンバーの目的外

利用の制限、マイポータルによる情報提供記録の確認、特定個人情報保護評価、個人番

号情報保護委員会による監視監督、マイナンバーの不正な提供、守秘義務違反などの行

為に対する罰則、アクセス制御、暗号化などのシステム上のセキュリティー対策の徹底

など、制度上の保護措置やシステム上の安全措置を講じることとなっております。

　　このマイナンバーを利用して住民サービスの向上が期待される一方で、先般、日本年

金機構でサイバー攻撃による年金受給者の個人情報が流出するという、あってはならな

い事件が発覚しました。マイナンバー制度は、年金だけでなく、広範な個人情報を扱う

ために、より厳格な個人情報の保護対策をとることが必要と認識しております。そのた

めにも、年金機構の事件の解明と対策など、国等の動向に注視しながら、今後の対応に

ついて準備を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いい

たします。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。
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○１０番（山本和子議員）　ご丁寧な答弁ありがとうございました。

　　初めに、少人数学級の問題について質問させていただきます。

　　上士幌町につきましては、国や道の基準以上に学級編制、それからティームティーチ

ング含めて充実しているかと思い、大変評価しています。その点含めて、さらに充実し

てほしいと思って質問いたしました。

　　最後の答弁の中で、上士幌町が今後、学力、体力、体験含めて、３つの分野で北海道

トップレベルを目指す取り組みを進めたいということが、私の心の中に響いたものです

から、これについて最初の質問をしたいと思うんですが、学力、体力、トップレベルに

なるのは、最終的にはいろいろなことをやった結果論だと思うんですよ。それが目標で

はないと思っています。

　　それで先般、３月23 日に開かれましたフォーラムの中で、秋田県の東成瀬村の教育

長のお話を聞いて、なるほどなと思いました。そのときには、さすが全国トップレベル

だったら、かなり子供たちに勉強とかを強いているのかなと思ったら、これはネットで

とった資料なんですが、そうではなくて、本当に当たり前の教育をすると、その中に、

子供たちが質問したら答えられると、自分の考えで考えて答える、そういう雰囲気をつ

くると、そのために時間を割いていると、それは結構時間かかるけれども、子供たちの

自主性が生かされて、それは結果的には学ぶ力やいろいろな生活を育む力に結びついた

結果こうなったんだということをここには書いていますし、フォーラムでもお話をして

いまして、私はなるほどなとすごく思いました。

　　多分、町の教育関係者の方もそこへ見に行ったりとか参考にしていると思うんですが、

その点踏まえて、一番子供の力を引き出し、子供のためにいろいろなことを学び合える

のは、やっぱり一番大事なのは少人数だと思うんです。その点について、上士幌町は

30 人を分けたというのは、かなり十勝管内では評価されていますし、その点について、

教育のあり方について最初に質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　本町の教育のあり方ということでご質問がございました。

　　秋田県の東成瀬村につきましては、この後、７月に入ってから現地のほうに視察研修

に行く予定で現在調整をしているところであります。具体的には、私も行って直接研修

をしてきたいというふうに考えております。

　　具体的な学力、体力、体験３つの分野で北海道トップレベルを目指すということで、

やはり具体的な目標設定をしないと、そこに向かって教育環境の整備がなかなか進めら

れないと、そういった課題もありますので、今回具体的な目標設定をさせていただきま
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した。これにつきましては、学力だけではなくて、本町の特色であります体験活動もし

っかりと子供たちに参加していただいて、先ほど山本議員さんがおっしゃられた自主性

ですとか、あるいは子供たちのコミュニケーション能力、こういったものをきちんと育

んでいきたいというふうに考えています。

　　この少人数学級が基本となるということは理解をしますけれども、決して少人数学級

だけではなかなか解決ができませんので、学校教育、社会教育、しっかりと連携を図っ

て、あらゆる取り組みを通じて子供たちにしっかりとたくましく生きていくような、そ

ういった能力を身につけていただきたいなというふうに思っています。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　そういう点では、そんなに相違はないと思うんですが、先般、

テレビの報道でも、少人数は今、本当に力を入れなければいけなというのは、全町民、

国民の意見だと思うんですが、その中で、少人数学級を実施しなければいけないと、そ

の穴埋めとして、例えばＴＴの問題とか段階別に分けてやる方法も、今のところは必要

だという声もありました。ですけれども、基本は少人数学級であると私は思っています。

その点、少人数学級では補えない点もあるからというのは、逆の考えで、少人数学級を

補うために逆のことを今しているというふうに私は思っていますが、その点について、

私は上士幌のやり方は、ほかの町村に比べたら前を行っているという意味では、さらに

行ってほしいという意味で質問していますが、先ほど教育長も答弁されましたように、

小学校３年生が39 人と、あと２人いたら二クラスになるのかなとすごく思ったりしま

した。あと、中学校３年生が４月現在40 人が、５月で41 人になりました。１人ふえ

ました。話を聞きに行きましたら、特別支援の子が入ってきたので、それはカウントさ

れないので、そのまま一クラスでいくんだという話もありました。中学校の40 人とい

ったら、かなり人数が多くて大変だろうと思っています。

　　それで、上士幌町がとりあえず１年生を導入した意義はわかりました。よく見せても

らいました。保育所から上がるときに学校になれてきちんと集中して勉強するための課

題として、１年生を分けたと。それは35 人のところを30 人で分けたので、すごく評

価します。ですけれども、全学年を見ますと、３・４年生はギャングエージで、かなり

自分の自主性がありますので、かなり先生方も子供たちも結構もめます。それから、

５・６年になると、勉強が物すごく難しくて、私は算数して見ていないんですが、かな

り個別に指導すると。それは５・６年はＴＴは入りませんので、それを含めると、１・

２年生、３・４年生、５・６年生それぞれの課題があると思うんですよ。そのときに１
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年生が二クラス、２・３年生がＴＴが入ったにしろ、やはり一クラスを基準にやったら

いいのかなと私は思って質問させてもらいました。

　　時間が結構押していますので、さらに質問させてもらいたいんですが、要項も全部見

せてもらいました。町が直接採用している職員の体系は３通りだと思うんです。加配は

道の職員で、それからいろいろなパターンがありますが、そのパターンの中で、今回新

たに小学校の少人数学級を入れましたので、要項は３パターンあります。それで、もし

２年、３年、とりあえず３年と、中学校は置いておきまして、そこに新たに導入する場

合に、私はこの要項をずっとあるつもりが、なかなか見つからなくて、再度教育委員会

でもらってきたんですが、この要項は、小学校１年生向けに向けた要項なのかなと、よ

く見たら。私は思って見ました。この要項、例えば設置の第１条を、幼児期から小学校

への円滑な接続を図る、ちょっと省いちゃって、基礎的な学力の確実な定着と個性や能

力に応じた授業の推進により、夢に向かって人生を歩むことができる子を育むためとい

うのは、これは全学年に共通する問題なので、このまま要項を生かせるのではないかと。

それからあと、第３条、教員の定員は１名とするとなっていますが、これは１名という

ことは、小学校は１年しかないのかなと捉えてしまうので、そこは必要な人数というふ

うに変えるとか、そうしながら、今の少人数学級の要項を臨機応変に活用しながら全学

年に適用できるのではないかと私は思っています。

　　ついでに予算の面も言いますと、予算は、これも全部見せてもらいました。小学校の

教員の予算は、町の臨時職員に倣いますので、いわゆるボーナスも出ると。それから、

二通りのパターンの学校推進支援と、それから特別支援はちょっと給料が下がりますの

で、体系が違うんですよ。同じ学校にいながら、多分同じ時間拘束されながら、クラス

担任を持つ教員の先生は、確かに仕事的には分担が多いんですが、この辺の要項をもう

ちょっと整理をして、同じ教員であるんだったら、同じように臨時職員の身分を保障す

るんであれば、きちんとボーナスといいますか、それもきちんと保証しながら、同じ身

分で採用してきちんと保障すべきだと私は思います。

　　質問が随分長くなりましたが、よろしくお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　この少人数学級教員の設置要項につきましては、今おっし

ゃられたとおり、小学校１年生を対象ということで作成した要項であります。この要項

につきましては、必要があれば要項を改正するのは十分可能ですので、その辺につきま

しては、本当に２年生以降も少人数学級が必要だということになれば、この要項は改正

しながら進めますが、現状では小学校１年生だけということで教育委員会としては考え
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ておりますので、ご理解をお願いしたいというふうに思っています。

　　それから、町の職員の採用が同じ臨時職員なんですが、３パターンに分かれていると

いうことで、この待遇につきましては、ことしも若干検討はしたんですが、次年度へ向

けて待遇についてはしっかりと検討していきたいなというふうに思っています。

　　教員の免許を持っている方と持っていない方では若干どうしても差が出てしまいます

けれども、今おっしゃられたように、教員の免許を持っている先生の中でも２段階に分

かれているということもありますので、その辺も十分に検討していきたいというふうに

思っています。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　当面、来年は引き続き小学校１年生は二クラスを維持すると、

それから、多分来年も２年、３年生はティームティーチングを入れながら、納税金の夢

基金を使いながらやると。それはここで約束してしまうと、もし前向きに変わったら困

りますので、それは最低そこまで約束するというふうにお願いしたいと思います。

　　それから、要項につきましても、新たな要項をつくるというのは、その都度２年生だ、

３年生だは難しいですので、要項を見直しすることも可能であると、その確認をしたい

と思います。

　　それから、もう一点は、私はどっちがいいか難しいんですが、一般的には１・２年生、

上士幌小学校は１学年のところは１年から６年生までずっと一緒なんですが、一般的に

は１・２年生、３・４年生、５・６年生といって、１年生のときにある程度子供の基礎

的なことをやりながら２年生になったらさらに子供のいろいろないいものを引き出すと。

それで、クラスがえをして３年生になると、１回ばらばらになりますので、もう一回や

り直しすると。それで、５・６年になってまた、その繰り返しでいくのが普通だと思う

ので、１年生で１回落ちついたか、ある程度できたから２年生になってまた一つにする

となると、そこでまた親も教員も子供もいろいろな意味でぎくしゃくするのではないか

と。そういう意味では、もし１年生でやるのであれば、２年生までやってしまうという

ふうにしたほうが私はいいと。そして、３年生でもし人数が35 人を超えるようであれ

ば、検討しながら二クラスにするとか、そういうふうにしないと、１年だけ特別に二ク

ラスで、２年生になってまた一つだというのは、ちょっと子供にとって、それから親御

さんにとっても、ちょっと理屈に合わないのかなと、今から不安なのかなと思って、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）　馬場教育長。

○馬場久男教育委員会教育長　来年度、平成28 年度の関係につきましては、新１年生は
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引き続き二クラス、それからＴＴは２人を配置するということで考えております。この

ＴＴの配置につきましては、当初平成22 年度段階では１名で配置しておりましたけれ

ども、24 年度からは２名の配置ということと、それから低学年に限定しないで、上士

幌小学校全体でＴＴを配置できるような、そういった仕組みに設置要項のほうは平成

24 年度に変更、改正をしているというところであります。

　　そういったこともありますので、この少人数学級の教員の設置要項につきましても、

必要に応じて改正をしていきたいというふうに考えております。

　　それと、この２年生以降の二クラス化については、今年度まだ１学年の二クラスにし

てまだ２カ月しかたっておりませんので、しっかりと状況をまた把握しながら、２年生

についてどうするかは検討していきますけれども、先ほど申し上げましたように、現状

では新１年生のみということで考えておりますので、ご理解のほうをお願いしたいと思

います。

　　また、先ほども若干申し上げましたけれども、この子供たちをしっかり育んでいくと

いうことで、学校教育、社会教育ということで、いろいろな、少人数学級やティームテ

ィーチングだけではなくて、外部講師等の活用ですとか、外国語指導助手、ＡＬＴの活

用ですとか、そのほかにも家庭学習、それから子供の読書活動ですとか幼保小中高の連

携、あるいは社会教育のほうでは現在、土曜学習、昨年度から実施しておりますけれど

も、それから放課後子ども対策事業ですとか絵本の読み聞かせ、そして学童保育所にも

町の直営になりましたので所長を配置しておりますし、この学童保育所の保育内容もし

っかりと充実をしていきたいと、こういったいろいろな方面から子供たちを育んでいき

たいということで考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　わかりました。一クラスを今、35 人以下に分けるというの

は、なかなかエネルギーが要りますので、今後の課題としてもらいたいと私は思ってい

ます。

　　国の動きで言いますと、文部科学省が、教育長の答弁にもありましたように、35 人

以下学級にしたいと一生懸命頑張っているんですが、財務省がなかなかいいと言わない、

安倍総理もいいと言わない、なかなか実現できないでいるんですが、直近の衆議院の委

員会の中でも、下村文科大臣が来年度に向けて、今は計画はあるんですが、具体的な標

準は１年しかないので、１年しかやっていないんです、35 人以下学級は。だけれども、

文部科学大臣が、来年は全学年について35 人の標準計画をつくると、予算要望も財務

省に出すというふうに答弁されました。それから、衆議院の委員会でも全会一致でこの
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ことが議決されました。ですから、来年度はきっと35 人以下、国全体でなると。そう

なると、町も当然、35 人は厳しいんですが、３年生、来年の４年生、多分二クラスに

なるというふうに想像しておりますので、もしそうであれば、前もって予算をつけてお

いて町がやっておくと、国がやったら予算を下げればいいんですが、それぐらいの前向

きさがあればすごくいいなと思っています。

　　多分、文科省も、北海道もそうなんですが、全国的に国の基準を上回って学級編制を

やっています。市町村段階がなかなか全部は把握できないんですが、例えば清水は随分

先からやりました。特区をとって。それから、士幌、鹿追もやっているというふうに聞

きました。そんなふうに、各町村が独自でやっていることが、結果的には北海道、それ

から全国、文科省が後押しされて財務省がいいというふうになるんだろうと思います。

これは答弁要りませんので、そういう状況なので、ぜひ前向きに検討してほしいと思っ

ています。

　　次に、マイナンバーについて質問いたします。

　　これはちょうど一般質問を出した後に年金の情報が漏れたというので、一気に今、国

民の話題になりまして、関心が広がりつつあるではなくて、一気に関心が広がったので、

すごくいいタイミングだったなと私は思っております。

　　町としても、私も周知の問題と対応について質問させてもらったんですが、周知の問

題は、これは広報ですので、これは多分、３月ぐらいに新聞に入った広報ですね。それ

から、これが上士幌町がつくった５月広報、これはもちろん全く同じですので、ただ、

紙面上、字が小さくてなかなか見づらいんですが、あと、今回の年金の情報漏れで、多

分一気に話題的には広まったと思います。その点含めて、それに対する町がどういうふ

うに対応するのかと。多分、直接、これから予算審議のときに質問しようと思うんです

が、直接決めるのは国ですので、国から言われたらやらなければいけないと思うんです

が、対応、いろいろな相談の窓口、いろいろな問題があったり、それからわからないこ

とは町に来ます。町民課なのか総務課なのか、来ると思うので、そのときにきちんと対

応できるだけの情報なり、国の言われたとおりではなくて、それなりの判断を持って対

応しなければいけないと思っていますが、その点についてどのように、周知の問題と対

応について、再度質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　新たな制度が始まるということで、住民の方々、深く理解をしていただ

くというのは非常に困難なことでありますけれども、しかし、この税と社会保障の一体

化という意味では、できるだけ混乱を起こさないように、その辺のことについては徹底
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して繰り返しながらも、情報の発信、周知をしていく必要があるだろうというふうに思

っています。

　　今、５月号の広報に出されましたけれども、第１回目ということでありますが、多分

あれを見ただけでは、なかなかマイナンバーは何なのかというのは非常に難しい。自分

でいろいろな手続をされている方、あるいは確定申告をしている方だとか、そういった

方は多少意識の中に入ってくるかとは思いますけれども、一般についてはなかなかわか

りづらい内容ではないだろうかなと、そう思っております。

　　ただ、新しい制度が始まって定着するまでにはいろいろな困難な問題がありますけれ

ども、今回の問題も含めて、改めて周知の方法をより繰り返し情報の提供をしていくつ

必要があるだろうというふうに思います。それと同時に、一人一人それに対する疑問や

問題意識も違うと思いますから、今言ったように、そういう意味では、職員がこれらの

制度について、まずはしっかり把握していくということだろうというふうに思います。

　　その辺についてはもう準備委員会等をつくって、勉強会はいろいろなその対応につい

て進めてきておりますので、さらに精度の高いこの内容の熟知を職員のほうには求めた

いし、住民の方々からはいろいろな相談に答えられるような、そういうハイレベルの情

報を収集をしてもらうように、こちらのほうはこれからも指示をしてまいりたいと、そ

のように考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　ここで 15 分間休憩といたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午前１０時５８分）

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

○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１１分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　 10 月１日以降に個人の住宅のほうにカードの通知番号が送

られると思うんですが、多分、今の年金の情報が漏れたという問題について、かなり町

民の方が関心を持っていると思いますので、広報でこれからどのぐらい出るものか、こ

れはほんの触りだけなので、多分今後については、私が指摘したいのは、町民にとって

どういう利便性があるのか、どういういい点があるのかと、それから情報が守られるの

かという点をきちんと、国のやることではあるんですが、直接対応するのは町ですので、

その辺のノウハウといいますか、きちんと情報を得ながら進めなければいけないと。た
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だ、今の時点で年金問題についての情報が漏れた問題で、安全だということについての

国の答弁もいまいち信用性が余りありませんし、それをまた町の職員がそのとおりしゃ

べっても、多分信用性がないと思う。本当に大変な苦労をされるのかなと思って、その

点についてどんなふうに対応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　今回の漏えい問題ですね、サイバー攻撃に遭ってということですから、

その原因と対策というのを、それはやっぱり早急に、しかも正確に整理してもらうとい

うのが今まずはとってもらわなければならない最優先課題だろうというふうに思います。

そこを曖昧にして、今言ったように、安全だと言われても、なかなか国民的には理解が

得づらいだろうというふうに思います。

　　その内容については、非常に専門性の高いことなので、軽々に申し上げることはでき

ませんけれども、二重三重のセキュリティーはあったということですけれども、ただ、

末端といいますか、職員が日常業務している中で、つい添付ファイルをあけてしまった

ところがそうなったということですから、ある種、極めて初歩的な環境がそこにあるの

かなと、そんなふうに思ったりして、じゃ、それをどういうふうにして事前にウイルス

対策をするのかと。これはよくイタチごっこのようなことで常に、最近の国際レベルで

も、国レベルでもそういった情報のことが大きく報じられているところでありますから、

その辺のことについては、より専門的な立場でしっかりと納得できるような調査と、そ

してその対策をまず講じていただくということだろうというふうに思っております。

　　あと、利便性なんかについては、いろいろと手続の書類等々、簡素化だとかいろいろ

あるだろうと思いますけれども、それについてはしっかりと説明をしていくということ

だろうと思います。

　　いずれにしても、法律、国の情報を超えた以上の情報というのは自治体には持ち合わ

せていないわけであります。したがって、完全な状況を国レベルでしっかりとつくって

いただく、そうなければ、結果的には国民のほうもなかなか理解しない、納得しないと

いうだろうというふうに思いますので、そこは全力を挙げて取り組んでもらいたい、そ

ういった願いを持っているところであります。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　利便性の問題では、町からはなかなか言いづらいと思うんで

すが、利便性はほとんどないだろうと。それは答弁しろという意味ではないんですが、

利便性を、住基ネットもそうでしたが、住基ネットもつくったはいいけれども、それほ

ど、カード自体は100枚程度でつくられています。その住基ネット以上に、さらに情報
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があると言われても、そのカードを使えと言われても、カードをつくっても、おっかな

くて使えないと。それは置いておきます。

　　利便性については、町としてもきちんと説明をすべきという点と、それから、情報の

問題について、たまたまアクセスして開いたのが不正に入ったと言うけれども、そもそ

もシステムがおかしかったというのがだんだんわかってきました。要するに、年金機構

がいろいろな団体に委託、ここに結構、項目がすごく多いんですが、ねんきん定期便の

作成、発送だとかいろいろなことを外部に委託しているんですよ。外部に委託したとこ

ろの外部先が幽霊会社的な、行ったらいないとか、そういうことがあって、外部先に委

託するために年金の会社の方がフォルダーにいろいろな情報を入れているらしいんです。

それをひゅっと開いたというので、開いて盗まれたこと自体は物すごいおっかないんで

すが、システムそのものが簡単にフォルダーの中にどこどこさんの年金125万件、今ど

こかわかっていますが、入れていると。それを委託業者が送るためなのかわかりません

が、簡単にそれが見られると。それから、その年金のシステムそのもの、ＣＤ化してい

るかわかりませんが、それも１回終わっても、机の下というか、処分しないで持ってい

けると。そういう状態があったというのがだんだんわかってきました。それと恐ろしい

のは、年金については、年金機構の方、今、国家公務員ではないんですが、そこの方が

知り得ている情報を委託すると。

　　でも、今度の問題は、知り得ている情報は物すごい多いんですが、例えば会社が給料

を払うときにマイナンバーを入力するというので、これはつい最近の道新の記事にあっ

たんですが、道内企業の給料を払うときに、マイナンバーをつけて、銀行なのか何なの

かわかりませんが、払うと。そういうときに、企業がそれを１回社員から聞き取って整

理しなければいけないんですが、それが道内企業の、アンケートをとったのが全部では

ないと思うんですが、まだ６割しか、未着手といいますか、６割しか整備されていない

と。それから、完了したというのが0.2％しかないと。ということは、マイナンバーの

番号が役場職員だけではなくて、企業の会社の担当者が知っていると。企業ごとですの

で、 10 人か100人か知っていると。それは今、大きい会社はかなり担当者がいて整理

したりする。そうすると、マイナンバーはいろいろな方がマイナンバーを、私は会社、

多少あったとしても、自分の番号がここでも、ここでも、ここでも、銀行もというふう

に、いろいろな方がマイナンバーを把握する機会が多いと。そういうときに漏れないと

いうことは、逆に考えればあり得ないのではないかというぐらい大変な知り得る情報が

広がっているというのは危険であると、それもだんだんわかってきました。それは、今

までお知らせをされていないというのと、また、そういう問題点を指摘するところもな
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いものですから、年金の問題以上にマイナンバーを知る役場職員だけではなくて、通知

をした会社なりいろいろな団体が知る立場の人がいっぱいいると、そこから漏れないと

いう保証はないと。どこまでセキュリティーがあってやるのか、どんなにやっても会社

の方がきちんと、上士幌町内も多分該当するのかなという気がするんですが、そうなる

ととても危険であると。そのことについての情報もきちんと把握をしながら、個人への

問題、それから企業への対応についてもきちんとしなければいけないのかなと。

　　それと、多分、最後になると思うんですが、これだけいろいろなことが明らかになっ

た以上は、道町村会として延期を求めると。10 月１日公布したにしろ、延期を求める

ことをやっていかなければいけないのではないかと。町としては、国から言われたらや

らなければいけないし、私たち個人も制度ができた以上、入らないというわけにいきま

せんので、何かするといったら、マイナンバーをやらないとだめだとなると思うんです

よ。そのとき延期を求める、もうちょっと周知をするのかどうするのか、できれば延期、

中止してほしいと思っているので、その点について、これから町村会で話題にできると

ころ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　マイナンバーについて、役場、行政だけでなくて、企業も関係してくる

ということですから、その担当者等については知り得る機会があるということでありま

すけれども、基本的には守秘義務というのがありますし、それ以外は使えないと、特定

のことしか使えないということになっています。あとは、もし具体的にマイナンバーを

さらに具体的に年金等々で動かしていくことになれば、そのときには本人確認の問題だ

とか、そういったさらなるいろいろなチェック機能が働いていくというような仕組みに

はなっておりますけれども、ただ、現状の中ではいろいろと心配されると、危惧される

ことについては十分理解をするところであります。そのようなことをどのように理解で

きる、あるいは町民合意を得られるような対応といいますか、具体的な説明を求めたい

なと、そんなふうに思っております。

　　制度であります。もう法律が公布されておりますから、通常であれば、それにのっと

って動いていくということになるだろうというふうに思いますけれども、今回の事案が

極めて大きなインパクトを与えているということでありますので、それについては、徹

底した、改めて原因の調査と対策を講じていくということでありますし、町村会として

も、不安な点については、まずは十勝町村会の中でもそういった話についても十分意見

交換をして、町村会として今どんなことが必要なのか、これはこれからいろいろとそう

いった機会の中で話題の提供の一つにさせていただきたいなと、そう思っています。
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○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　今回年金問題でかなり情報が町民の間でも広がっていますの

で、多分、広報、今度７月、８月、９月、10 月、もうあっという間ですので、次の広

報はきちんと吟味して、必ずしも中央の言ったことをそのままではなくて、書く記事は

書けないにしろ、役場職員としても、町民のいろいろなことを守るためにも、疑問を持

ちながら記事をきちんと書いたほうがいいと私は思っています。

　　その次、どういう記事に、今すぐは答えられないと思うんですが、次はどの程度、広

報、年金担当は町民課なんですが、総務課も含めてきちんと対応すべきと思って質問い

たします。最後になります。質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　ＩＴの社会でありますから、それを国民の利便性や、あるいは今回の問

題であれば、税の公平性の問題だとか、いろいろな意味で多分必要だという前提がある

だろうと思います。ただ、それを実行するためにいろいろな不安、疑問を無視していく

ということについては、決して国民全体が望むことではないだろうというふうに思って

おります。

　　うちにとってみれば、住民の方々が安心してこれに参加をできるようなために、持て

る情報については、それは隠す必要がありませんので、率直に住民からの疑問について

は答えていく必要があるだろうと。ですから、もう既に出されているいろいろな情報、

情報提供、説明がありますけれども、それはそれとして、新たに出てきた疑問というこ

とがありますから、そういった疑問に対してどのように答えていくのかということにつ

いては、自治体の中で知り得る情報、あるいはそれをいろいろな意味で検証して、独自

に判断するというのは、それはかなり難しい話でありますから、その辺の内容について

も、広く政府のほうから具体的な内容について国民全体が理解できるような、そういう

説明を求めていくということが、私どもとして今できることではないだろうかなと、そ

んなふうに思っていると同時に、住民の不安をしっかり抜いて、そういった疑問に対し

て真摯に応えていくということは、これからしっかりやっていきたいと、そういうふう

に思っています。

○議長（杉山幸昭議長）　以上で 10 番、山本和子議員の一般質問を終わります。

　　ここで暫時休憩いたします。

（午前１１時２４分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き、会議を開きます。
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（午前１１時２４分）

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

◎報告第１号及び報告第２号の上程、説明、質疑

○議長（杉山幸昭議長）　日程第７、報告第１号平成26 年度上士幌町一般会計繰越明許

費繰越計算書の報告について、日程第８、報告第２号平成26 年度上士幌町介護保険特

別会計繰越明許費繰越計算書の報告について、以上２件を一括して議題といたします。

　　報告書の朗読を省略し、直ちに報告の説明を求めます。

　　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　ただいま上程されました報告第１号及び報告第２号についてご

報告申し上げます。

　　まず初めに、報告第１号平成26 年度上士幌町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告

についてご説明申し上げます。

　　当該繰越明許費につきましては、平成26 年度の一般会計予算においてご可決をいた

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

第２項の規定に基づき報告するものであります。

　　具体的内容につきましては、平成26 年度上士幌町一般会計繰越明許費繰越計算書を

ごらん願います。

　　計算書は、左欄から、款、項、事業名、金額、翌年度繰越額、財源内訳の順に７事業

について記載しております。

　　２款総務費１項総務管理費、移住定住促進情報発信事業並びに総合戦略策定事業につ

きましては、本年３月の第１回町議会におきまして、事業執行に係る各区分を第10 号

補正予算としてご可決をいただいているものでありまして、補正額の全額それぞれ

3,225万円、612万5,000円を繰り越しするものであります。財源内訳は、記載のとお

りでございます。

　　次に、３款民生費、１項社会福祉費、介護保険会計繰出金につきましては、事務管理

経費でございます。同じく本年３月の第１回町議会第10 号補正予算でご可決をいただ

いているものであります。全額164万3,000円を繰り越しするものであります。財源内

訳は、記載のとおりでございます。

　　次に、７款商工費、１項商工費、プレミアム商品券発行事業並びにインバウンド観光

等推進事業につきましても、同じく本年３月の第１回町議会におきまして、商品券発行

事業への補助金及び事業執行に関する各区分を第10 号補正予算としてご可決いただい

ているものでありまして、補正額の全額それぞれ1,704万1,000円、776万1,000円を
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繰り越しするものであります。財源内訳は、記載のとおりであります。

　　次に、９款消防費、１項消防費、北十勝消防事務組合負担金につきましては、昨年

12 月の第５回町議会におきまして、緊急無線デジタル化整備及び十勝圏高機能消防指

令センター整備経費を第７号補正予算としてご可決いただいているものでありまして、

補正額の全額9,650万6,000円を繰り越しするものであります。財源内訳は、記載のと

おりでございます。

　　次の10 款教育費、４項社会教育費、生涯学習センター改築事業につきましては、昨

年 12 月の第５回町議会におきまして、実施設計委託経費分を第８号補正予算としてご

可決いただいているものでありまして、補正額の全額2,710万4,000円を繰り越しする

ものであります。財源内訳は、記載のとおりでございます。

　　７件を合計しました翌年度繰越額は１億8,843万円となっております。

　　以上、報告第１号についてのご説明、報告とさせていただきます。

　　続きまして、報告第２号平成26 年度上士幌町介護保険特別会計繰越明許費繰越計算

書の報告についてご説明申し上げます。

　　当該繰越明許費につきましては、平成26 年度の介護保険特別会計予算においてご可

決をいただきました事業について、繰越明許費繰越計算書を調整し、地方自治法施行令

第146条第２項の規定に基づき報告するものであります。

　　具体的内容につきましては、平成26 年度上士幌町介護保険特別会計繰越明許費繰越

計算書をごらん願います。

　　計算書は、左欄から、款、項、事業名、金額、翌年度繰越額、財源内訳の順に１事業

について記載しております。

　　１款総務費、１項総務管理費、事務管理経費につきましては、事務全般に係る経費で

ございます。同じく本年３月の第１回町議会第５号補正予算でご可決をいただいている

ものであります。全額328万4,000円を繰り越しするものであります。財源内訳は、記

載のとおりでございます。

　　以上、報告第２号についてのご説明、報告とさせていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　報告の説明が終わりましたので、これより２件を一括して質疑

を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって報告第１号及び報告第２号に対する質疑を終結い

たします。

　　以上で、報告第１号及び報告第２号を報告済みとし、報告を終わります。
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　──────────────────────────────────────

◎議案第３５号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第９、議案第35 号上士幌町公共施設整備基金条例の一部

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。

　　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　ただいま上程されました議案第35 号上士幌町公共施設整備基

金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。

　　町例規集は、第６編財務、第２章契約・財産をご参照願います。

　　本条例につきましては、公共施設の整備を図ることを目的に、昭和63 年３月に制定

されたものであります。

　　提案理由でありますが、今回の改正につきましては、現行条例におきましては、公共

施設の整備を図ることのみ充用できるものとされておりますが、この後、現在進められ

ております生涯学習センターを初めとし、これらに伴う関連施設の解体撤去も同時並行

に行っていく必要があり、これへの対応として改正を行うものであります。

　　次に、内容についてでありますが、お手元資料の議案第35 号関係の新旧対照表をご

参照願います。

　　条例の第１条の規定の「公共施設の整備を図るため」を、「公共施設の整備及び解体

撤去に要する経費の財源に充てるため」とし、第５条の規定の公共施設を整備する場合

に限り」を「公共施設を整備及び解体撤去する場合に限り」に改めるものです。

　　なお、この条例につきましては、公布の日から施行するものであります。

　　以上、上士幌町公共施設整備基金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35 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 35 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）　討論ありませんので、これより議案第 35 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 35 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第３６号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第10 、議案第36 号上士幌町三愛介護サービス事業給付

条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　野中保健福祉課長。

○野中美尾保健福祉課長　ただいま上程されました議案第36 号上士幌町三愛介護サービ

ス事業給付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７編民生、第１章社会福祉をご参照願います。

　　三愛介護サービス事業は、介護保険制度の上で介護認定に至らない場合や認定になっ

ても上乗せでサービスが必要な高齢者などや介護保険にないサービス事業を実施するこ

とで、援護を必要とする方々に総合的な保健福祉の向上に資することを目的に、町独自

の事業として実施しているものであります。

　　今回の改正の主な理由は、平成27 年８月の短期入所生活介護における介護報酬単位

及び滞在費の改定に伴うもので、本条例第６条の規定により、利用料の設定については、

介護保険法で定める報酬単位数等を参酌して定めることとしていることから、ショート

ステイ事業について改正を行うものであります。

　　別紙議案第 36 号関係新旧対照表によりご説明申し上げます。

　　このたびの改正箇所は、１、ショートステイ事業の下線部分で示してあります。

　　今回改正となります介護報酬単位数の要支援１を適用し、事業単価は4,730円から

4,380円に減額改正するものです。利用者負担額につきましては、介護サービス報酬分

のほかに滞在費と食費分を含んでおりますが、滞在費が370円から840円に増額改定と

なったことから、利用者負担額合計では2,220円を2,650円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27 年８月１日から施行しようとするものでありま

す。

　　以上、議案第36 号上士幌町三愛介護サービス事業給付条例の一部を改正する条例の
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制定について、その提案理由と内容についてご説明いたしました。ご審議いただき、ご

可決くださいますよう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36 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 36 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）　討論ありませんので、これより議案第 36 号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 36 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第３７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37 号上士幌町特定教育・保育施設の利用

者負担額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。

　　石王教育委員会子ども課長。

○石王良郎教育委員会子ども課長　ただいま上程されました議案第37 号上士幌町特定教

育・保育施設の利用者負担額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。

　　町例規集は、第７編民生、第１章社会福祉をご参照願います。

　　初めに、提案理由でありますが、本条例につきましては、昨年12 月に条例を制定し、

本年４月１日から適用しております。その中で、預かり保育及び延長保育の利用者負担

額につきまして、１時間200円とし、１時間未満は切り上げて計算するものとして規定

をしておりましたが、分単位での短い時間での延長保育等を利用する場合の保護者の負

担軽減を図り、利用しやすい制度としていくため、負担金を算定する単位を１時間単位

ではなく、 30 分単位としていくものでございます。

　　本来であれば、施設が開設される本年４月以前の議会において条例改正をお諮りすべ

きものでありますが、運用により、30 分単位での算定が可能であると誤解をし、条例
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改正をしていなかったものでありまして、事務の不手際がありましたことを、この場で

おわびを申し上げます。

　　次に、改正の内容でございますが、議案第37 号関係の条例新旧対照表をごらん願い

ます。

　　別表１の預かり保育及び延長保育の金額を１時間200円から 30 分100円に改め、

（ 10 ）の「１時間未満は切り上げて計算する」を「 30 分未満は切り上げて計算す

る」に改正するものでございます。

　　なお、附則としまして、この条例は公布の日から施行し、平成27 年４月１日から適

用するものでございます。

　　以上、上士幌町特定教育・保育施設の利用者負担額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37 号について

質疑を行います。質疑ありますか。

　　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　ただいま37 号の説明がありましたけれども、今の説明により

ますと、27 年４月１日にさかのぼってこの条例を制定するということでありますが、

もう数カ月経過しているわけですけれども、利用者側からそういう問題があってさかの

ぼるのか、27 年度おくれたということで、ちょっと今まで気づかなかったと先ほどの

理由説明がありましたけれども、そういうことによっての４月１日までさかのぼるとい

う意味なのか。利用者負担側からは特に問題なかったか、その辺を伺います。

○議長（杉山幸昭議長）　石王教育委員会子ども課長。

○石王良郎教育委員会子ども課長　この内容につきましては、実は12 月段階までは１時

間単位ということで、いただくということで説明をしておりましたが、２月の保護者を

対象にした説明会の中で、実は、その事前に内部で協議する中で、本当に分単位での延

長をした場合も、１時間200円という規定になっておりましたので、その部分で、やっ

ぱり 30 分単位で短くとったほうが非常に利用される方に対しても利用しやすいような

中身ではないかという内部での意見がありまして、実は条例改正をしなくてもできると

いう誤解を生じたまま保護者に説明をして、４月からそういうことで徴収の部分の作業

を進めていたところでございますが、その後、条例を細かく読み解いていく中で、やは

りちょっとこれは改正しないとということを気づきまして、改めて今回改正をするとい

うことになりましたので、この間の非常に事務の不手際については、先ほどお話しした
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ように、非常に事務局レベルのまずさということでありましたので、その部分でおわび

を申し上げまして、この改正についてご理解をいただきたいということでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　内容は理解しましたし、わかります。

　　いずれにしても、このことにつきましては、この議会の議決で条例が制定後、利用者

負担に対して周知徹底を図ると、こういうことでよろしいんですね。

○議長（杉山幸昭議長）　石王教育委員会子ども課長。

○石王良郎教育委員会子ども課長　はい、そのとおりでございますし、この内容について

は、利用者にとって不利益が生じる内容ではないということでありますので、そういう

不利益、実際に生じているような状況もありませんので、その部分も含めましてよろし

くお願いしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 37 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）　討論ありませんので、これより議案第 37 号の採決を行います。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 37 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第３８号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第12 、議案第38 号上士幌町子育て支援センター条例の

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。

　　石王教育委員会子ども課長。

○石王良郎教育委員会子ども課長　ただいま上程されました議案第38 号上士幌町子育て

支援センター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。

　　初めに、提案理由でありますが、子育て支援センターは、これまで上士幌町生涯学習
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センター南側の旧法務局の建物内において開設をしておりましたが、本年４月の認定こ

ども園の開設に伴い、同施設内に移転をしております。本来は４月以前に本条例に規定

をしております子育て支援センターの位置を変更すべきところでございましたが、改正

の時期を逸してしまったため、今回条例を改正するものでございます。

　　次に、改正の内容ですが、条例第２条中、「字上士幌東三線237番地」を「字上士幌

東三線238番地」に改めるものです。

　　附則として、この条例は公布の日から施行するものでございます。

　　以上、上士幌町子育て支援センター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38 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 38 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）　討論ありませんので、これより議案第 38 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 38 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第３９号及び議案第４０号の上程、説明、質疑、討論、採

決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第13 、議案第39 号平成27 年度上士幌町一般会計補正

予算（第２号）、日程第14 、議案第40 号平成27 年度上士幌町水道事業特別会計補

正予算（第１号）、２案を一括して議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　ただいま上程されました議案第39 号及び議案第40 号の平成27

年度一般会計並びに水道事業特別会計補正予算の内容を申し上げます。
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　　補正総額は４億300万2,000円の追加補正となります。補正後の予算規模は、一般会

計並びに５特別会計の総額で 85 億8,288万円となります。

　　それでは、各会計の内容を申し上げます。

　　議案第 39 号一般会計補正予算（第２号）であります。１ページをごらんください。

　　第１条では、規定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ３億9,772万7,000円を追加し、

総額を 65 億3,719万円するものでございます。

　　補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、２

ページから４ページ、第１表のとおりでございます。

　　第２条では、地方債補正といたしまして、５ページにありますとおり、過疎対策事業

債の限度額を４億2,960万円から４億1,860万円の変更補正するものでございます。

　　歳出のうち、増額補正の主なものといたしましては、ふるさと納税特産品発送事業３

億4,056万8,000円、電子計算組織管理経費707万4,000円、ふるさと納税・子育て少

子化対策夢基金積立金5,981万5,000円、戸籍住民基本台帳管理経費174万2,000円、

障害者地域生活支援事業217万6,000円、水道会計繰出金527万5,000円、経営体育成

支援事業2,696万8,000円、 10 区南通り１号線道路舗装事業122万1,000円、定住促

進賃貸住宅建設費助成事業1,709万円、認定こども園管理経費184万3,000円、認定こ

ども園整備事業103万8,000円、私立保育所運営費補助事業205万2,000円、スポーツ

センター管理経費368万9,000円をそれぞれ追加補正いたします。

　　また、減額補正の主なものといたしまして、移住促進２地域居住事業500万円、青年

就農給付金事業187万5,000円、観光施設維持管理経費753万7,000円、ぬかびら源泉

郷地区景観整備事業5,890万9,000円、自然館維持管理経費206万7,000円をそれぞれ

減額補正をいたします。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略をさせていただきます。

　　次に、水道事業特別会計の補正予算についてご説明を申し上げます。

　　 23 ページの議案第 40 号水道事業特別会計補正予算（第１号）をごらんください。

　　第１条では、規定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ527万5,000円を追加し、総額

を１億9,666万3,000円とするものでございます。

　　補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の総額は、

24 ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出の補正内容につきましては、簡易水道施設改良事業527万5,000円を追加補正す

るものでございます。

　　事項別明細書につきましては、説明を省略させていただきます。
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　　以上、一般会計並びに水道事業特別会計の補正内容についてご提案を申し上げました。

よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　質疑に入る前に、皆さん方に伺いたいわけですけれども、この

後、間もなく昼食の時間になるわけですけれども、質疑を終わった後、また理事者に対

する総括もあるわけでございますが、議事の都合により、若干昼に入っても延長して審

議を継続するか、ここで休憩して午後に回すか。休憩しますか。

　　わかりました。それでは、質疑を受けて、12 時になったら休憩にしたいと思います

ので。

　　提案説明が終わりましたので、これより会計ごとに質疑を行います。

　　それでは、議案第39 号平成27 年度上士幌町一般会計補正予算（第２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、総務費11 ページから14 ページを質疑を行います。質疑あ

りますか。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　初めに、12 ページの社会保障番号システム制度についての

委託事業なんですが、この内容について質問いたします。

　　これはマイナンバー制度にかかわるものだと思うんですが、国の補助金が302万円で、

一般財源が405万円と、一般財源の持ち出しがあるわけですが、この点についても質問

いたします。

　　それと２点目は、総務費関係、通知カード、個人番号カードについてのこの質問につ

いて、これは10 月１日からのカード交付の予算だと思うんですが、この予算について

質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　高嶋総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　ただいまご質問ありました社会保障税番号制度システム整備業の委

託料の関係でございますが、この経費につきましては、平成26 年度と27 年度の２カ

年でシステム改修を行うように国のほうから指示を受けております。それで、平成26

年度の事業につきましては、既に昨年６月と９月の補正予算で予算補正を合わせて789

万9,000円補正をして事業を実施しております。それで、平成27 年度分につきまして

は、実は当初予算のほうで、残りの事業分として1,823万1,000円を当初予算のほうで

既に計上させていただいてシステム改修並びに国の中間サーバーの負担金もあるんです

が、その負担金も含めて予算計上させていただいております。
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　　今回補正させていただく707万4,000円につきましては、国のほうのシステム改修の

通知がおくれていた分、当初予算で計上できなかった分がございまして、後期高齢者医

療システムの改修、それから介護保険システムの改修につきましては、当初予算の計上

が間に合わなかったということで、今回それぞれ補正をさせていただいております。後

期高齢者医療システムにつきましては211万7,000円、それから、介護保険システムに

つきましては236万5,000円ということで今回補正をさせていただいております。それ

から、団体には統合利用の番号の連携サーバーにつきましても、当初予算で計上させて

いただいたんですが、事業費の精査をした結果、予算の補正が必要だということで、こ

の分で259万2,000円補正をさせていただいて、今回合わせて707万4,000円を追加補

正させていただいているものでございます。

　　それで、システム改修分につきましては、それぞれの国の負担割合が決まっておりま

して、いろいろあるんですけれども、連携サーバー、住民基本台帳システムとか年金シ

ステムとかにつきましては、全額国の交付金が交付されることになっております。その

他の地方税システムとか、今回介護保険システム等もありますが、それについては、基

本は３分の２の補助ということになっておりまして、一部町独自のシステム改修も当初

予算でございまして、その部分につきましては、全額町費負担で、一般財源で予算を見

ております。

　　今回補正で国の補助が302万3,000円補正しているんですけれども、介護保険システ

ム、健康保険システム等、システム改修の見積もりをとって今回予算計上しております

が、国のほうも補助基準額がございまして、その補助基準額が上回る分が生じていると

いうことで、純粋な３分の２の負担以上に一般財源の負担も生じているものでございま

す。この部分につきましては、最終的に国の基準額が決定しているというふうには聞い

ておりませんけれども、現在のところ、その基準額がございますので、その基準額で予

算計上しているということでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　綿貫町民課長。

○綿貫光義会計管理者兼町民課長　質問の通知カード、それから個人番号カードの関連事

業の事務の負担金でございますけれども、これにつきましては、10 月１日から実施予

定の通知カードの発送事務等について委託するものでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　ここで休憩といたします。

　　再開は午後１時といたします。

（午前１１時５８分）

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

（午後　１時００分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　先ほどの質問に対する答弁をいただきましたので、再度質問

いたします。

　　最初に、社会保障番号委託費の関係なんですが、これは全国で組織する機構のほうに

多分委託する事業だと思いますが、今回、後期高齢者、介護保険と委託したと。そうす

ると、今回につきまして、10 月１日付まではこのデータで一応終わりなのかと、それ

から、今、国会で審議しています特定健診、予防接種などもこのデータに入れたいとい

うことが国会で議論されておりますが、もしこれが通った場合に、またデータを送るの

か、その辺が何か私自身もよくわからなくて。それから、さらに、いろいろなデータを

このマイナンバーに一括するというときがあるときに、町がかかわっていく事業がまだ

まだ出てくるのではないかと。あと、個人の年金は年金事務所だろうし、いろいろある

と思うんですが、その点についてどうなるのか質問いたします。

　　それと、先ほどの通知カードの問題で、これは負担金補助金で、町そのものがするわ

けではなくて、これも機構のほうで送付するものか、その辺のことについて質問いたし

ます。

○議長（杉山幸昭議長）　高嶋総務課長。

○高嶋幸雄総務課長　システム改修の部分でございますけれども、町の持っているシステ

ムと連携するものにつきましては、番号制度につきましては、おっしゃるとおり、福祉

関係、年金関係、それから災害等に限定されて、今の法律の中では、今、改正法が審議

されておりますが、限定されております。それで、システム改修につきましては、国で

当初予定をされております地方税、それから年金、後期高齢者、介護保険、健康保険管

理システム等の当初予定されていた事業に係るもののシステム改修ということになりま

す。

　　今後拡大するというような方針も国のほうで示されておりますけれども、それと町の

システムが関連するものがもし出てくれば、システム改修するものも出てくるかもしれ

ませんが、現在のところ、現在システム改修している以外のことは、今のところは考え

ていないということでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　綿貫町民課長。

○綿貫光義会計管理者兼町民課長　機構で送付するのかということでございますけれども、
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機構に対して関連する事務の委任ということで実施するわけでございますけれども、こ

の関連する事務というのは、通知カードの作成、それから発送事業でございます。それ

と、個人番号カードの申し込み処理事業ということで、個人番号カードの発行を申し込

む申請書とそれに伴う説明資料ですか、そういった分も含めて町民に対して郵送すると

いうことになってございます。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　多分これで最後だと思う。私は直接町から発行されるものだ

とばかり思っていたものですから、もし機構のほうにそれも含めて委託というか、負担

をしてもらって発送してもらった場合に、なかなか全員届くかというのは、物すごい不

安なところで、郵便屋さんが届けるにしろ、住民票はあってもここにいないというとき

に、その最終的な責任は誰が持つのかと。機構で持てるわけではないと思いますので、

町が責任を持たなければいけないのかなと私は思って、その辺が物すごい事業量、町だ

ったら戻ればすぐわかるんですが、住民票があってもここに住まない方というのは、か

なりいると思うんですよ。あと、住民票はあるけれども、宛て先のわからない方も多分

出てくるかと。そのときに、マイナンバーができたはいいが、通知できなければ、その

方はいろいろなサービスが受けられないということにもなりかねないので、その辺は最

終的に町が責任を負うのかどうか、その辺を質問して終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　綿貫町民課長。

○綿貫光義会計管理者兼町民課長　住所の確認ということで、届かない可能性もあると思

います。この関係につきましては、今、住所地等の整理を実施しておりますので、極力、

届かないという町民が発生しないように事務を進めているというところでございます。

○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）　次に、民生費から農林水産業費に入ります。 14 ページから

16 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、商工費から土木費に入ります。17 ページから19 ペー

ジまで質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、教育費に入ります。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。

（「なし」の声）
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○議長（杉山幸昭議長）　次に、22 ページ、地方債現在高の見込みに関する調書につい

て質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、歳入を８ページから10 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７ページまで一括し

て質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、議案第39 号平成27 年度上士幌町一般会計補正予算

（第２号）の質疑を終わります。

　　次に、特別会計補正予算の質疑を行います。

　　特別会計の質疑は、歳入歳出一括して質疑を行います。

　　議案第40 号平成 27 年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第１号）は、23 ペ

ージから 26 ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。

　　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　この工事の工事箇所はどことどことどこなのか、ちょっと説

明を願いたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　尾形建設課長。

○尾形昌彦建設課長　こちらの補正予算の工事箇所につきましては、今、保育所の解体を

していますところの北側に水道本管がございまして、こちらが石綿管であるという事実

が判明した部分がございましたので、それをポリエチレン管に交換する部分が１カ所、

それと町なかの１区と７区の２のほうで賃貸住宅の建設がそれぞれなされる部分がござ

いまして、そちらの賃貸住宅への水道の供給につきましては、近隣の道路に本管がない

ということから、複数の住戸への供給を前提とした本管網の整備という形で、それぞれ

２カ所行うという内容でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　認定こども園というか、旧保育所の跡の部分、これは一体工

事はできなかったのか。今はもう表面は舗装になっていますよね。僕の解釈だと、舗装

を切り込んでもう一度工事をするという形になるのではないかなというふうに思うんで

すが、そういのうのではなくて、もっと施設側なのかどうか、つまり二重工事になるの

ではないかということを懸念して質問しているということで答弁をお願いしたいと思い
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ます。

○議長（杉山幸昭議長）　尾形建設課長。

○尾形昌彦建設課長　保育所の本管の更新でございますけれども、現在解体をしている旧

保育所の道路の間、舗装ではないところに本管がございまして、これから解体が終わっ

て、駐車場の工事を新たにいたします。その駐車場の下に入るという形になりますので、

手戻りではなく工事ができるというふうに考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、議案第40 号平成27 年度上士幌町水道事業特別会計

補正予算（第１号）の質疑を終わります。

　　次に、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。

　　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　この定住促進賃貸住宅補助費なんですけれども、本年から町外

の業者にも対応するということになっておりますが、それに伴った中、農業委員会、こ

こに会長さん、局長もおられますけれども、町内の所有者の地目変更及び転用が出てき

ておりますね。それで、200平米だとかそのぐらいならいいんですが、1,000平米も超

えるような３戸建て、４戸建て、大きな面積が今後出てまいります。それで今後、これ

は、ライフライン、イコール、道路だとか水道、もしくは町並みの区画ということに関

連すると思うんですけれども、その辺は土地の転用ですとか許認可というのは、農業委

員会のほうでやるわけですが、例えば宅地化で定住住宅を建てたときに、そこに行けな

くなるとか、道路がないとか、水道が引けないという問題が起こった場合に、非常に今

後、懸念する場合もあるわけでございます。それとあわせて、町内の所有者がまた町外

の外にその後転売するということも考えられますので、町内であれば即、話が聞くこと

ができますけれども、その辺の行政側として農業委員会との調整をきちっとやる場所と

いうのはどこなのか、水道課なのか総務なのか、企画財政なのか、そういう調整を今後

やっていかないとうまくないのではないかなというふうに思うわけですけれども、いか

がですか。

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩します。

（午後　１時１２分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き、再開いたします。
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（午後　１時１４分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　これまでもそうなんですけれども、この補助制度を使う場合には、

事前に建設課のほうに来まして、そういう建設場所の関係ですとか、そういったことで、

一応聞き取りをするという形をとっています。今ご指摘のように、袋小路になるとか、

あるいは場合によっては新たに道路をつけなければならないというような、そういう場

所に例えば建設したいということになってくれば、これはある意味町の当然、持ち出し

とか出てきますから、そういうことについては、基本的には望ましくないということも

考えられますので、いずれにしても、最初の窓口は建設課で窓口になって、その辺の対

応をさせていただきまして、その後、また先ほど水道の関係がございましたけれども、

あの関係については、複数戸が建設されるということで、これは水道を引く場合の基本

的な事項がございますので、それに基づいて対応しておりますけれども、今言ったよう

な道路関係ですとかそういうことについては、非常に重要な問題でありますから、基本

的には窓口は建設課が受けて、その辺の調整をさせていただくということになろうかと

思います。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　今の説明によりますと、建設課だということでありますけれど

も、その辺の、例えば農業委員会だったらそういう附帯権をつけて許可をするというこ

とは町長、副町長も認識はあるかなと思っているんです。だから、建設課であれば、建

設課と農業委員会と事務当局含めて、きちっとその辺をやっていただければ、こういう

ことは問題、今後問題にならないようにやってほしいという私、意見ですから、その辺

をよろしく調整のほうお願いします。

○議長（杉山幸昭議長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　最初の窓口は建設課ということでございますけれども、全体的な土

地利用ということも含めてございますので、申請する側も聞き取りした上で、必要に応

じて関係課、企画財政課もそうでありますし、そういった関係課を集めて、場合によっ

ては内部調整をしながら、最終的には農業委員会とも調整をさせていただくと、そうい

う対応になろうかと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかありますか。

　　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　先ほど一般質問で山本議員、さらにはこの予算質疑の中でも
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山本議員がいろいろお聞きしたマイナンバー制度について。

　　行政は国の法律に従って地方自治体として、地方自治体が担う部分の責任について予

算を執行し、事業をするという形になると思うんです。これはもうやむを得ない部分だ

というふうに思うんですね、法律の建前上。ただ、一番考えなければいけないのは、例

えばこういった形で地元住民と直接接し、相談を受けるというのは町村の窓口になると

思うんです。今回のように例えば情報の流出、個人情報が流出して、例えばこれだけ 

いろいろそういった関連する犯罪があるときに、今の厚生労働大臣は、それが問題で被

害を帯びても補償はしないと言っているんですね。これは常識論から言って、無責任だ

よね。みずから起こした失態で問題が起きたときには、最善の救済をしますというのが

本来の姿だと思うんです。でも、国がそういう姿勢だったら、それはまたやむを得ない

んだと思うんです。ある意味、今の政府、数の論理の上で成り立っているという部分が

ありますから。

　　ただ、地方自治体という側面での基本的な考えとして、地方自治体で、上士幌の町民

が上士幌の責任で、例えば説明をし、今までこういう国の法律に従って行ったこともか

かわって、万が一そういった事態が起き、そのことが上士幌の町民にあったときには、

地方自治体としては誠意ある責任を持って対応しますという考え方が今の国の流れの中

で必要ではないか。

　　もう一つ、絶対にそういったトラブルは起きませんということは誰も言えないと思い

ます。そういう今、ほかの部分についても国が絶対的に正しいという論理を余り用いな

いほうがいいと思うんですよ。自治体は自治体の誠意ある住民に対する対応、その中で

自治体の行動が一定の責任があったら、国の法律に従った行為であっても、決められた、

上士幌で言えば、上士幌の住民に対しては最大の救済措置をとる、そういう姿勢でこの

事業もやるんであれば、僕は何ら問題はないと思うんです。

　　ＩＴ社会という部分について言えば、悪意を持っている人は残念ながらいなくなるな

んていうことはありません。ひどくなっても、少なくなるというふうには考えにくいと

思うんですね。犯罪もどんどんＩＴ化しているというふうに言われていますから。そう

いう部分で言えば、自治体の長としては、うちの、上士幌の住民の皆さんだけはそうい

う実態を踏まえて対応しますよという気持ちが必要でないかというふうに思うんですが、

その辺の決意というか、考え方について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）　竹中町長。

○竹中　貢町長　今回の機構の情報の流出について、そこから120数万件という規模の流

出だったということでありますけれども、直接かかわってくるのは、住民がかかわって
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いるところの年金機構というところになるわけですね。ですから、そこにいる職員が、

決してミスしたわけではないんですけれども、言ってみれば、上部のほうでミスしたこ

とを下のほうで説明をしなければならないということで、非常にそれはその現場にいる

人方にとっては、何とかしっかりしてくれよと、こういう思いはかなり強いだろうとい

うふうに思うんですね。

　　同じように、ほかの事例があって、この制度が動き出したときに、それは直接役場の

ほうにいろいろと質問なり苦情なり来るだろうと、そんなにふう思います。ただ、だか

らといって、それが国がこういうことをしたからだけでは説明がつく話ではないだろう

と思いますから、そのときに持ち合わせている情報なり説明を精いっぱい向き合って説

明をするということ以外に、救済と言っても、その自体が、物理的に何らかの補償をす

るというのは、これは事によりけりだろうと思いますけれども、今回のような事例のと

きにそれができるかと言ったら、そういう話ではないだろうと、そんなふうに思います

ので、完璧、完全無欠ということはないだろうと思います。必ずリスクはあるだろうと

思いますけれども、リスクに遭ったときに、誰がどのような措置をするのかというのは、

そのときそのときの状況によるだろうと思いますけれども、うちが直接ミスしたものに

ついては、うちの中で基本的には処理をしなければいけない。そうでないときには、そ

ういった事例についてどう説明するかというのは、しっかり説明していかなければなら

ないだろうと思いますけれども、その説明するに当たっても、いわゆる事の本質、問題、

原因が見えなければ、なかなかそれもそう簡単にいかないことなので、非常にその辺の

住民説明のつらいところがあるかと思いますが、ただ、この5,000人の町の中で、かな

りの方々がお互いに知り合っている中であります。精いっぱいそのとき持ち合わせてい

る情報等についてはお伝えして理解をいただく、あるいは時間をいただいて後々また説

明させていただくというようなことで良好な関係を保っていくことが大事ではないだろ

うかなと、そう考えています。

○議長（杉山幸昭議長）　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　言われることは十分理解するんですけれども、この近年の政

治の動向というのを見ると、地方自治という、主権は地方にありみたいに言っているん

ですけれども、法律は国からどんどんつくられていく。それについていろいろな問題も

行政内でも起きてくる。なおかつ、国の制度をつくって、今回のマイナンバーについて

も、国の説明を土台に町村に説明をしなければならない。担当者はそれを聞いてきて、

いわばそれを超えない範囲で説明するという形になると思うんですよ。だから、理事者

は、国がそう言っても、国だって間違いを起こしますよと、ＩＴについては100％安全
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だなんていうことはありませんと、ただ、国はこう言っていますと、こういう姿勢で臨

むことが僕は必要なのではないかなと。その中で本当に国の言ったことと違う形で、例

えば犯罪に巻き込まれるとか、ある程度そういった被害が出た場合には、とりあえず地

方自治体として補完的救済はしますよぐらいの腹をもって、ある意味、国の制度を受け

入れていかないと、１から10 まで国の言うとおりですということになれば、なかなか

住民には信頼をもって対応されないのではないかと。地方の首長、あるいは議会も同じ

だと思いますけれども、国とは基本的な立ち位置が違うという認識、それとやっぱり自

治をしているんだという認識を持つ時期に来ていると思います。

　　それを僕が非常に強く思ったのは、今、安保法制という法律がこの前、参考人の公聴

会がありました。３人とも憲法違反だと。憲法に違反していると言ったんですよ、専門

家が。それでも、流れは全然そんなことは、あってもなくてもというふうに流れている

んです。常識的に言えば、やっぱり１度立ち戻って、どうしてそういう専門家は指摘し

たのかということを国は考えるべきだと思いますが、どうもニュースを見ていると、そ

んな動きはゼロですよね。つまりそれほど今、国の政治というのは極端な流れをしてい

るという認識を持って、地方はあくまで地方だという認識を持たないと、本当に住民自

治みたいな部分で言う行政福祉というのを貫徹はしていけないのではないかと。

　　そういう中で、全体が問題になるのではなくて、数人が問題になる、例えば今回の

125万件の流出の問題。担当者がもし年金機構に上士幌の住民票にかかわる部分は入っ

ていましたかという問い合わせをして、答えを持っているならいいんです。でも、国が

やっていることだという意識だと、そうはならないと思うんです。僕はそういう意識を

育ててほしいという意味です、言っているのは。おわかりになるかどうか、僕もうまく

説明はできないんですけれども、地方自治のありようとして、そういう認識を持つべき

ではないか。国だって100％正しいことをしているのではなくて、いろいろな思惑や経

済も含めた流れの中で動いてきているということを含めて言えば、うちの町の住民には

うちの町の接し方があり、うちの町の行政福祉というのを確立して持っていなければい

けないのではないか、そういう時代になってきたのではないかという認識を理事者とし

て持つべきではないかなというふうに思うんですが、見解があれば、この際、お聞きを

したいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　いろいろと心配される点、リスクについては、あるという前提でこのマ

イナンバー制度の利活用をしていくわけなんだというふうに思うんですね。ですから、

そういった意味で、実際にそのリスクについてどう対応するかといったことも、もう
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内々に準備はしております。うちの町でどのような準備をしていったらいいのかという

のは、これは準備をしております。

　　もう一つは、この問題の瑕疵が自治体にあるとすれば、私どもはそれをしっかりとっ

ていかなければならない。それで、国レベルの制度にあるとすれば、国としての対応を

してもらわなければならないということになってくるわけなんです。それは例えば法律

ということでありますので、それは国に決められて私どもも遵守しなければならないと

いうことになってまいりますから、やっていくと。ただ、国も法律も憲法に準じてどう

なっているかという、それはまた国会答弁の議論になってくるだろうと思いますけれど

も、とりあえず少なくともうちの住民に対しての問題、マイナンバー制にしても、それ

をどのようにして利活用をし、そして有効に活用されるか、あるいは一方ではそういっ

たリスクに対してどうするかというのは、最善の今から注意を払って対応していくとい

うことだろうというふうに思います。町が問題があったとすれば、それは町の責任にし

てやっていかなければいけないだろうし、国があるとすれば、国にその辺はしっかりと

善処してもらわなければだめだと。これは町、あるいはすべからくの自治体からの声で

あれば、国民からの声として国に届けていく必要があるだろうというふうに、そんなふ

うに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ほかに質疑がございませんので、町理事者に対する総括質疑を

終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、町理事者に対する総括質疑を終わります。

　　以上をもって、議案第39 号から議案第40 号までの平成27 年度各会計補正予算に

対する質疑を終結いたします。

　　これより議案ごとに討論、採決を行います。

　　初めに、議案第39 号平成27 年度上士幌町一般会計補正予算（第２号）の討論を行

います。討論ありますか。

　　討論がありますので、これより討論を行います。

　　先に、本案に対する反対の討論を行います。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　平成27 年度一般会計補正予算（第２号）の反対討論を行い
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ます。

　　今回の補正予算には、社会保障税番号制度システム整備経費707万4,000円、それに

かかわる通知カード、個人番号カード経費174万2,000円が含まれています。

　　この制度は、一般質問でも指摘いたしましたが、社会保障や税のほか、さまざまな情

報を国が一括管理するもので、行く行くは社会保障の抑制、削減が狙いです。また、年

金番号が125万件以上漏えいした問題もあり、個々人の情報が漏れるとの心配は当然の

ことです。マイナンバーに限って言いますと、さらに危険が多くなるものと予想されま

す。

　　国全体の問題であり、一町村だけがこの制度に入らないわけにはいかないかと思いま

すが、町民への周知も不十分であり、このまま番号の通知、実施を行うべきではありま

せん。当面延期し、さらには国に中止を求めるべきと考えます。

　　以上、反対討論といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　次に、本案に対する賛成の討論を行います。討論ありますか。

　　３番、中村保嗣議員。

○３番（中村保嗣議員）　平成27 年度上士幌町一般会計補正予算に賛成する立場で意見

を述べます。

　　今、マイナンバー制度の導入についての話がございましたけれども、この制度の導入

の背景には、税金や福祉などの面、申告漏れや二重の扶養控除、生活保護の不正受給、

そして本人特定や各種手続における書類審査に多大な時間と労力が必要となるほど、長

年、多くの課題が指摘されてまいりました。国民は等しく応分の負担をし、サービスを

受けるべき方に広く行き渡らせる必要があります。このことからも、より正確な所得等

の情報に基づき、町民が社会保障給付等を適切に受ける等の基盤として導入されるもの

と思っております。

　　このマイナンバー制度は、必要不可欠な制度であると思っております。

　　平成 27 年度一般会計補正予算等は、内容等、適切であり、賛成といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　次に、本案に対する反対の討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、本案に対する賛成の討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ほかに討論ありませんか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ほかに討論がありませんので、これをもって議案第39 号に対
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する討論を終結いたします。

　　これより議案第 39 号の採決を行います。

　　本案は起立により採決を行いますが、起立しない委員は反対とみなします。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案可決すべきものと決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（杉山幸昭議長）　起立多数であります。

　　よって、議案第 39 号は原案可決すべきものと決定いたしました。

　　次に、議案第40 号平成 27 年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第１号）の討

論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論ありませんので、これより議案第 40 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 40 号は原案のとおり可決されました。

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

◎散会の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　以上で本日の議事日程は全て終了いたしましたので、本日の会

議を終わります。

　　あすからは休会とし、本会議の再開は６月26 日金曜日午前10 時でありますので、

ご承知願います。

　　本日はこれにて散会といたします。

（午後　１時３５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。

　　本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。

（午前１０時００分）

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

◎議会運営委員会の報告

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

　　議会運営委員長、佐々木守議員。

○議会運営委員長（佐々木　守議員）　議会運営委員会よりご報告を申し上げます。

　　議会運営委員会は６月22 日午前10 時より委員会室において、議会運営委員の出席

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

の審議方法など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、ご報告を申し上げます。

　　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を申し上げます。

　　１点目は、日程第４、議案第43 号から日程第５、議案第44 号までの平成27 年度

上士幌町一般会計補正予算（第３号）並びに平成27 年度国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）についての２案を一括上程及び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行う

ことといたしました。

　　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。

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

◎会議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第１、会議案第３号上士幌町議会会議規則の一部を改正す

る規則の制定についてを議題といたします。

　　会議案の朗読を省略し、直ちに議会運営委員長、佐々木守議員から提案理由の説明を

求めます。

　　佐々木守議員。

○議会運営委員長（佐々木　守議員）　ただいま上程されました会議案第３号の提案理由

の説明を申し上げ、議員各位のご賛同を賜りたいと思います。

　　この会議案は、さきの議会運営委員会におきまして、議会運営委員全員の賛同を得ま

して提案を申し上げる次第であります。
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　　今回の改正は、全国町村議会議長会において、国会、都道府県議会、市議会議長会の

規定を参考として、議会における欠席の届けの取り扱いに関して、出産の場合の欠席の

届け出について新たに規定するものであります。

　　改正条文をご説明いたします。

　　会議規則第２条第２項の次に、次の１項を加えます。

　　第３項として、議員が出産のため出席ができないときは、日数を定めて、あらかじめ

議長に欠席届を提出することができるとするものであります。

　　細則において、公布された日から施行するものであります。

　　議員各位の賛同を賜り、この会議案を可決いただきますようお願い申し上げます。

　　会議案第３号の提案理由の説明といたします。

○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）　これをもって会議案第３号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。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、これより会議案第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、会議案第３号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第４１号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第２、議案第41 号上士幌町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　野中保健福祉課長。

○野中美尾保健福祉課長　ただいま上程されました議案第41 号上士幌町国民健康保険税

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

げます。

－52－



　　町例規集は、第７編、民生、第３章、国民健康保険をご参照願います。

　　提案の理由でありますが、地方税法施行令の一部を改正する政令が平成 27 年３月

31 日に公布されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。

　　大きく３点の改正を行うものでありますが、１点目は、上場株式等に係る課税の特例

等の改正であります。２点目は、国民健康保険税における賦課限度額の引き上げ、３点

目は、低所得者の保険税負担を軽減するため５割軽減及び２割軽減の対象世帯に係る軽

減判定所得基準を変更する改正であります。

　　別紙資料の議案第 41 号関係の２をごらんください。

　　１点目の上場株式等に係る課税の特例等の改正の内容でありますが、平成25 年度の

税制改正に伴う金融所得課税、株式などの所得の見直しにより、附則で規定している国

民健康保険税の課税の特例についての規定の整備を行うものであります。

　　具体的には、附則に定めている第３項及び第６項から第15 項の規定内容の改正、条

項の整備を行うものであります。

　　また、この改正による施行期日につきましては、附則第14 項の改正規定は平成28

年１月１日とし、その他の附則については平成 29 年１月１日とするものです。

　　２点目の国民健康保険税における賦課限度額の引き上げに関する改正の内容でありま

すが、国民健康保険税については、医療分、後期高齢者支援分、介護支援分とそれぞれ

に税率が定められております。今回はそれぞれの賦課限度額について改正するものです。

医療分については、現行の51 万円から52 万円に、後期高齢者支援分については、現

行の 16 万円から17 万円に、介護支援分については、14 万円から16 万円にそれぞ

れ改正するものであります。

　　次に、（２）の改正による影響額ですが、医療分につきましては、世帯数889世帯の

うち、現行の限度額世帯が114世帯ありまして、改正後における対象世帯は111世帯、

税額にいたしまして112万7,000円がふえると試算しております。また、後期高齢者支

援分につきましては、世帯数889世帯のうち、現行で限度額に達している世帯が94 世

帯あります。改正後における対象世帯は86 世帯、税額にして90 万1,000円ふえると

試算しております。介護支援分につきましては、対象世帯472世帯のうち、現行で限度

額に達している世帯数が37 世帯あります。改正後における対象世帯は29 世帯 64 万

6,000円の税額がふえることで試算しております。改正後の合計として、267万4,000

円の税収増の見込み試算となっております。

　　国保会計につきましては、ここ数年、保険給付費が増加しており、国保会計から支出

している後期高齢者支援金、介護納付金の１人当たりの金額も年々増加しております。
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特に医療費の増加が大きく、国保会計は非常に厳しい財政運営となっておりますことか

ら、自主財源の確保の観点から、国の政令改正どおり、賦課限度額の改正をさせていた

だきたくご提案するものであります。

　　次に、裏面をごらんください。

　　３点目の国民健康保険税における軽減制度に関する改正内容でありますが、５割を減

額する所得判定基準については、国保加入者等１人当たりに加算する金額を、現行の

24 万5,000円から 26 万円に、また、２割を減額する所得判定基準については、国保

加入者等１人当たりに加算する金額を、現行の35 万円から47 万円に改正し、軽減対

象世帯の所得判定基準の拡大を行うものであります。

　　次に、（２）改正による影響額でありますが、５割軽減対象世帯につきましては、試

算ベースで２割軽減から５割軽減に引き上げられる世帯が５世帯ふえ、 86 世帯から

91 世帯に対象世帯の範囲が拡大されます。また、２割軽減対象世帯につきましては、

軽減対象でなかった世帯から２割軽減に引き上げられた世帯が５世帯、５割軽減対象へ

移行された世帯が５世帯あることから、改正後の２割軽減対象世帯の数は変わりません

が、全体の軽減対象世帯は468世帯となり、５世帯の増となります。

　　（３）軽減額の増加、すなわち減額される税額についてでありますが、軽減対象世帯

が増加することにより、軽減額は５割軽減で19 万円、２割軽減で６万1,000円となり、

税収としては25 万1,000円の減と試算しております。なお、この軽減措置による国保

税の減収分につきましては、一般会計からの法定繰り入れの予算措置ができるものであ

り、軽減額の４分の３については北海道からの補助があります。

　　なお、賦課限度額の改正及び軽減制度に関する改正につきましては、施行期日を公布

の日から施行し、平成 27 年４月１日より適用するものです。

　　次に、議案第41 号関係、１の資料、新旧対照表により、条文改正のご説明をいたし

ます。

　　第２条は、賦課限度額の規定でありますが、同条第２項では医療分である基礎課税額

の賦課限度額を51 万円から52 万円に、同条第３項では後期高齢者支援等課税限度額

の賦課限度額を16 万円から17 万円に、また、同条第４項では介護納付金課税額の賦

課限度額を 14 万円から 16 万円に改正するものであります。

　　次に、第21 条は国民健康保険税の軽減措置を規定しておりますが、同条第１項で軽

減措置後の課税賦課限度額について、基礎課税分を51 万円から52 万円に、後期高齢

者支援分では16 万円から17 万円に、介護納付分については14 万円から16 万円に

それぞれ改正を行うものであります。
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　　同条第２号は５割軽減の対象となる規定でありますが、24 万5,000円を 26 万円に、

また、同条第３号は２割軽減の対象となる規定でありますが、45 万円を 47 万円にそ

れぞれ改正するものであります。

　　なお、附則の第３項及び第６項から第15 項については、改正に伴う規定の整備をす

るものであり、内容につきましては、右欄に記載しておりますので、あわせてご参照願

います。また、この改正内容につきましては、本年６月16 日開催の国民健康保険運営

協議会に諮問し、承認の答申をいただいておりますことを申し添えます。

　　以上、上士幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、その提案

理由と内容についてご説明いたしました。ご審議いただき、ご可決くださいますようお

願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第41 号について

質疑を行います。質疑ありますか。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　今回は国の地方税制改正によるものではありますが、この間

ずっと、特に限度額については、昨年に引き続き介護保険分と後期支援分が引き上げに

なっています。さかのぼりまして、後期高齢者分が入りました平成20 年から見ますと、

かなりの金額が、限度額についてはしょっちゅう上がっていますので、限度額の方に対

する負担がふえているのではないかと。そういう意味で、全体的な医療分については、

それほど引き上げは行われていないわけですが、そんなに限度額で払っている方々が収

入がふえているとは思えませんし、その辺の状況と、それから、全体として、やはり国

民健康保険の税制そのものがお互いに見合うと言いながら、国からの補助金が減らされ

たりとかする中で、さらに今後は北海道全体で医療分財政を見るというふうに国のほう

で方針を打ち出しておりますが、その点についての疑問というか、本当の受けられる医

療をきちんと受ける、税金が払えない方についてはきちんと減免する等について、この

保険制度について質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　野中保健福祉課長。

○野中美尾保健福祉課長　２点のご質問がありましたが、まず賦課限度額、昨年度に引き

続き引き上げたということで、高額の所得世帯層に関しては相当の負担を感じていらっ

しゃるということはご承知のところでございますけれども、本町における国民健康保険

税の財政運営がここ数年、非常に厳しいという状況にあります。これも少子高齢化とい

いますか、高齢者の増加に伴って、医療費の増加、それから介護に係る費用の増加とい

うところで、介護納付金の支援分がふえると。それから、後期高齢化率が高まっていく
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ということで、75 歳以上の方の高齢者の方がふえていくということで、そういった方

たちへの支援金がふえるということで、全体的にはそれに係る医療介護分がふえたとい

うことでの増額となりますが、本町の昨年の、26 年度の国保の決算状況で見ますとき

に、昨年は非常に厳しい財政だということで、３月のときに補正をさせていただいたわ

けですけれども、１月、２月の診療請求が、増加を見込んでいたわけですが、当初より

減少したということで、最終的には基金の繰り入れをしないで済んだという状況にはあ

ります。ただ、ここ昨今、平成22 年度には2,250万円の基金を繰り入れしてというこ

とで、実質赤字終始が2,200万ぐらい、それから23 年度は2,200万ぐらいの繰り入れ

が残ったと、それで24 年度は実質赤字収支、これも2,500万円の基金を繰り入れてと

いうことで、約200万円の実質赤字の収支ということ、それから、25 、 26 の繰越金

の残高が25 年度におきましては350万円、それから26 年度は673万ということで、

過去4,000万ぐらいあった繰り入れ総額が年々減っていくというような状況であります。

　　今後においても、医療費の増加に伴いまして、この保険財政運営が非常に厳しい状況

になっているということがあるということと、今回は26 年度の決算ベースでは赤字に

はなりませんでしたけれども、今後においては、いつそういった事態が起きるかわから

ないような厳しい財政運営だということをご理解していただきたいと思います。

　　今回は国の政令の改正どおりというところでございますけれども、この改正を本町独

自で、全体的な保険財政運営を計算したときに、高額の方の所得がそれほど上がってい

ないのではないかというお話もありましたが、25 年度から26 年度ですね、今回の所

得の判定をした段階では、収入ベースで３億円ほど全体の所得がふえているという状況

でした。一定程度、経済的にそういった収入、所得がふえたという要因もありますけれ

ども、高額所得世帯の方の割合が112世帯ということですから、全体的にいきますと

12 ％ぐらい、本町は50 ％以上が低所得者の方、その30 ％が中間層ということで、

どうしても全体の税率を引き上げて賦課限度額を抑えるという形をとろうとするなら、

中間層、低所得者層への負担につながっていくということで、今回は国の改正どおり改

正をさせていただくということでご理解していただきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかに質疑ありますか。

　　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　１点、説明をお願いしたいというふうに思います。

　　国保税及び後期高齢部分の収納率、実は決算の部分で、きょう、資料をちょっと僕も

持ってきていないんですが、昨年の状況でいいのですが、収納率はどのぐらいかという

ことと、それから、この際ですから、２割軽減、５割軽減の方がどのぐらいいるのかと
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いうことも、もしわかるのであれば、この際、ちょっと説明をお願いをしたいというふ

うに思います。

○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　佐々木議員さんの今ご質問の前に、ごめんなさい、山本議員の

もう一点の広域化の関係の、都道府県化の関係のご質問がありましたので、まずちょっ

と佐々木議員のご質問にお答えしてから、山本議員のご質問に再度お答えしたいと思い

ます。申しわけございませんでした。

　　まず、収納率でございますけれども、このたび、国保の収納率、昨年が予算見込みで

は 94 ％と見込んだんですが、昨年よりもというか、収納率が97.5 ％ということで、

前年よりも収納率が上がったということがまず一つあります。収納率自体は前年度と比

較したら上がっているということです。

　　それから、２割軽減、それから５割軽減の対象者の方がどのくらいいるかということ

のご質問だったと思いますが、説明の41 号の関係資料の２の裏面のところに対象の世

帯数が記載をされておりますけれども、５割軽減が91 世帯、２割軽減が97 世帯とい

うことで、低所得者の総体の世帯が468世帯あるうちの５割、２割、91 、 97 という

数字になりますが、これでよろしかったでしょうか。

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩します。

（午前１０時２２分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午前１０時２３分）

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

○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　今のご質問ですが、未納の状況につきましては、今、手元に資

料がございませんので、今の段階ではちょっと申し上げることができないということで

ご了解願います。

　　それから、山本議員のご質問の広域化の関係ですね。広域化に関してということで、

国の都道府県化ということで、今、国保財政が非常に最後のセーフティーネットである

国民健康保険、これが相当財政的に厳しいということで、そういったところで、都道府

県化という方向で、平成30 年度から都道府県化になるということで議論をしてきてお

りますし、医療保険制度関連法というのが５月に成立し、この法案の成立によりまして、

国民健康保険は都道府県が主体となって財政運営を担うことになるということが決定に
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なりました。ただ、まだ正式に詳細が決まっている部分はございませんが、国の国保基

盤強化協議会、国と地方の協議の場でありますが、協議会の資料によりますと、賦課徴

収、窓口対応、資格管理、保険給付の機能については、今までどおり市町村が行います

けれども、都道府県は国保運営の中心ということで、国保料の税の算定だとか、そうい

った算定のルール、そういったところは全て都道府県の中で決められ、運営されていく

というような流れになっております。

　　そういった中で、本町にとって保険料がこれまでより上がるのかどうかというところ

は、まだ不透明なところはありますが、いずれにしても、国民健康保険税条例は、町の

条例でございますので、最終的には町で決定をするという運びになりますので、今後の

本町の医療の動向を踏まえて、保険料、財政運営的にどのようになっていくかを見据え

ながら、その状況に判断しながら、うちの町は低所得者層が多いということもあれば、

そこら辺の負担軽減だとか、独自の政策をまた検討しなければならないことにもなろう

かと思いますが、いずれにしましても、詳細がまだ見えていないというところもありま

すので、逐次わかるところがありましたら、その都度ご協議させていただきたいという

ふうに思います。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかに質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 41 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。

　　討論がありますので、これより討論を行います。

　　先に、本案に対する反対の討論を行います。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　議案第41 号上士幌町国民健康保険税条例の改正に対する反

対討論を行います。

　　今回の改正は、国の地方税制改正によるものではありますが、町民負担がふえるため、

反対いたします。

　　限度額が医療分、後期高齢者支援分、介護保険支援分合わせて４万円ふえます。今回

の改正では、答弁にもありましたように、約12 ％の世帯が負担増になります。限度額

について調べてみましたが、後期高齢者医療制度が実施された平成20 年度と比較しま

すと、平成20 年度は医療分が47 万円、後期高齢者支援分が12 万円、介護支援分が

９万円、合計68 万円でした。今回の合計は85 万円ですので、この７年間で1.25 倍
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の 17 万円もふえました。しかし、限度額で払っている方の所得がそんなにふえてはい

ないと私は思っています。また、限度額でない世帯も、国保税が高過ぎ、大変です。制

度そのものに大きな問題点があります。国保会計に対する国の負担が減らされ、町の国

保会計を厳しくし、そのまま町民負担の増となってきました。しかし、政府はこの厳し

い自治体の国保会計を平成30 年度から都道府県単位の広域化にする予定で進んでおり

ます。ますます負担増を強いられ、安心して医療が受けられなくなると、大変心配する

ところです。

　　国の負担を大幅にふやし、一人一人に行き届いた町村ごとのきめ細かい国民健康保険

制度にするべきです。

　　低所得者への軽減分も含まれておりますが、全体的には町民の負担増になるため、反

対いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　次に、本案に対する賛成の討論を行います。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、本案に対する反対の討論を行います。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ほかに討論ありませんか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ほかに討論がありませんので、これをもって議案第41 号に対

する討論を終結いたします。

　　これより議案第 41 号の採決を行います。

　　本案は起立により採決を行いますが、起立しない議員は反対とみなします。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案可決すべきものと決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（杉山幸昭議長）　起立多数であります。

　　よって、議案第 41 号は原案可決すべきものと決定いたしました。

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

◎議案第４２号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第３、議案第42 号上士幌町過疎地域自立促進市町村計画

の変更についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　松岡企画財政課長。
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○松岡秀行企画財政課長　ただいま上程されました議案第42 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を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 年度から今年度、平成27 年度までの

６カ年の計画を策定したところであります。

　　計画の変更につきましては、過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項に基づき、事

前に北海道知事との協議を終えた後、市町村議会の議決を経るものとされております。

　　このたび、平成25 年５月29 日に北海道知事との事前協議が整いましたので、変更

内容を申し上げ、ご承認をお願いする次第でございます。

　　変更内容でありますが、今年度、ぬかびら源泉郷地区景観整備事業の実施に当たり、

利用者の満足度の向上と利用促進を図るため、ぬかびら源泉郷中央園地実施設計業務を

予定しております。また、十勝環境複合事務組合し尿処理施設の建てかえに当たり、汚

水処理全般の効率化を図るため、国土交通省の下水処理事業である汚水処理施設共同整

備事業、ＭＩＣＳ事業を活用し、十勝川浄化センターに施設を整備する予定であります。

　　両事業とも、過疎対策事業債の対象となることから、その活用を予定しております。

　　過疎対策事業債を活用する際には、上士幌町過疎地域自立促進市町村計画に登載する

必要があることから、変更を行うものであります。

　　議案の表をごらん願います。

　　左側が変更前、右側が変更後でございます。具体的な変更は、右側の下線を引いた部

分となりますが、ぬかびら源泉郷地区景観整備事業及び汚水処理施設共同整備事業、Ｍ

ＩＣＳに関する事項を追加するものであります。

　　以上、上士幌町過疎地域自立促進市町村計画の変更について、その提案理由と内容を

申し上げました。ご審議いただき、ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第42 号にいて質

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 42 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）　討論ありませんので、これより議案第 42 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。
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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、議案第 42 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第４３号及び議案第４４号の上程、説明、質疑、討論、採

決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第４、議案第43 号平成 27 年度上士幌町一般会計補正予

算（第３号）、日程第５、議案第44 号平成27 年度上士幌町国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）、以上２案を一括して議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　ただいま上程されました議案第43 号及び議案第44 号平成 27 年

度一般会計並びに国民健康保険特別会計補正予算の内容を申し上げます。

　　補正総額は136万7,000円の追加補正となります。補正後の予算規模は、一般会計並

びに５特別会計の総額で 85 億8,424万7,000円となります。

　　それでは、各会計の内容を申し上げます。

　　議案第 43 号一般会計補正予算（第３号）でございます。

　　１ページをごらんください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ25 万1,000円を追加し、総額を

65 億3,744万1,000円とするものでございます。

　　補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

２ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳出の補正につきましては、国保会計への繰出金25 万1,000円を追加補正をいたし

ます。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略をさせていただきます。

　　次に、国民健康保険特別会計の補正予算についてご説明を申し上げます。

　　５ページの議案第 44 号国民健康保険特別会計補正予算（第１号）をごらんください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ111万6,000円を追加し、総額を

９億2,349万1,000円とするものでございます。

　　補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

６ページ、第１表のとおりでございます。

　　歳入の補正内容につきましては、制度改正に伴う追加補正並びに減額補正を行うもの
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でございます。

　　歳出の補正内容につきましては、一般被保険者高額療養費111万6,000円を追加補正

するものでございます。

　　事項別明細書につきましては、説明を省略させていただきます。

　　以上、一般会計並びに国民健康保険特別会計の補正内容についてご提案を申し上げま

した。よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願い申し上げます。

○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43 号並びに議

案第 44 号を一括して質疑を行います。質疑ありますか。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　国民健康保険の確認なんですが、今回条例改正いたしました

保険税の引き上げ分、限度額については、含まれているのか確認いたします。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　賦課限度額の改正分につきましては、含まれております。

○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）　これをもって議案第43 号並びに議案第44 号に対する質疑を

終結いたします。

　　これより議案ごとに討論、採決を行います。

　　初めに、議案第 43 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43 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 43 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 44 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、本案に対する反対の討論を行います。

　　 10 番、山本和子議員。
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○１０番（山本和子議員）　議案第44 号国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の反

対討論を行います。

　　今回条例改正いたしました限度額引き上げ分が含まれているため、反対いたします。

　　限度額引き上げに対する理由については、条例改正の討論と同じ内容なので、省略い

たします。

○議長（杉山幸昭議長）　次に、本案に対する賛成の討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、本案に対する反対の討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ほかに討論ありませんか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ほかに討論がありませんので、これをもって議案第44 号に対

する討論を終結いたします。

　　これより議案第 44 号の採決を行います。

　　本案は起立により採決を行いますが、起立しない議員は反対とみなします。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案可決すべきものと決定することに賛成の議員の起立を求めます。

（賛成者起立）

○議長（杉山幸昭議長）　起立多数であります。

　　よって、議案第 44 号は原案可決すべきものと決定いたしました。

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

◎監報告第３号の上程、報告

○議長（杉山幸昭議長）　日程第６、監報告第３号例月出納検査報告についてを議題とい

たします。

　　報告書の朗読を省略し、直ちに代表監査委員より報告の説明を求めます。

　　新田勝幸代表監査委員。

○新田勝幸代表監査委員　監報告第３号例月出納検査報告について、その結果を報告申し

上げます。

　　現金出納の検査につきましては、地方自治法第235条の２第１項の規定に基づき実施

しているものでございます。

　　今回の報告は、平成27 年２月分、３月分、４月分の例月出納検査結果を報告するも

のでございます。
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　　検査の対象、一般会計及び５特別会計の現金の出納状況でございます。

　　提出された各会計、各月ごとの収支状況などの資料を参考としながら、収入・支出伝

票、預貯金通帳等の検査を実施いたしました。

　　検査の結果、計数などは正確であり、諸帳簿などと相違ないことを確認いたしました

ことをご報告申し上げます。

　　以上、監報告第３号の監査結果報告といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　代表監査委員より提出された例月出納検査報告書の収支状況等

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願います。

　　以上で、監報告第３号は報告済みとし、監査委員からの報告を終わります。

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

◎閉会中の継続調査の申出について

○議長（杉山幸昭議長）　日程第７、閉会中の継続調査の申出についてを議題といたしま

す。

　　各委員会の委員長から、会議規則第75 条の規定により、お手元に配付の申出書のと

おり、閉会中の所管事務調査の申し出がございます。

　　お諮りいたします。

　　各委員長からのお申し出のとおり、閉会中の継続調査は、これを承認することにご異

議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査は、これを承認すること

に決定いたしました。

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

◎閉会の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　以上をもって、本定例会の会議に付された案件の審議は全て終

了いたしました。

　　お諮りいたします。

　　平成27 年第３回上士幌町議会定例会を閉会したいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。
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　　これで本日の会議を閉じます。

　　今定例会が６月９日から18 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 27 年第３回上士幌町議会定例会を閉会いたします。

（午前１０時４４分）
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上記、会議録の経過は、その内容が相違ないことを証するため、ここに署名する。

　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　議　　　　　長

　　　　　　　署　名　議　員

　　　　　　　署　名　議　員
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