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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６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、12月４日午前９時より委員会室において、議会運営委員全員の出

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

案の審議方法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８、報告第７号から日程９、報告第８号につきましては、２件を一

括上程し、質疑を行うことといたします。 

  ２点目は、日程第10、議案第63号については新規条例案でありますので、総務文教厚

生常任委員会に付託することといたします。 

  ３点目は、日程第12、議案第65号から日程第13、議案第66号につきましては関連があ

りますので、２件を一括上程及び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといた

します。 

  ４点目は、日程第16、議案第69号から日程第17、議案第70号につきましては関連があ

りますので、２件を一括上程及び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといた

します。 
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  ５点目は、日程第19、議案第72号から日程第23、議案第76号までの平成27年度上士幌

町一般会計補正予算（第９号）並びに４特別会計補正予算は、５会計を一括上程及び質

疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  ６点目は、諮問第１号に関する全員協議会を午後からの直近の休憩中に開催をいたし

ますので、ご承知おきを願います。 

  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126条の規定により、議長において、２番、佐々木守

議員、10番、山本和子議員を指名いたします。 

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

◎会期の決定について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から12月18日までの11日間といたしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から12月18日までの11日間と決定いたしました。 

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

知願います。 

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

◎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９月１日から平成27年11月30日までの間の議会の諸会議等につい

て報告書を配付しております。内容等の朗読は省略いたします。 

  以上が諸般の報告であります。 

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

いたします。 

  これをもって諸般の報告を終わります。 

 ────────────────────────────────────── 
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◎所管事務調査報告 

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

議題といたします。 

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

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

ましたので、委員長の報告を求めます。 

  産業経済建設常任委員会委員長、山本弘一議員。 

○産業経済建設常任委員長（山本弘一議員） 所管事務調査報告を行います。 

  毎年実施しております公共工事の所管事務調査については、産業経済建設常任委員会

と委員外議員の皆さんの参加をいただき、公開で実施いたしましたので、ご報告申し上

げます。 

  調査事項ですが、公共工事の調査に関することであります。平成27年９月18日承認議

決されております。 

  調査年月日は、平成27年10月19日、10月30日、計２回であります。 

  調査地は、町内一円であります。 

  説明員及び随行員は、建設課からは尾形課長、山崎主査、名波主幹、羽田野主査、田

中主査、新堀技師、農林課からは佐藤課長、菅野主幹、それぞれのご協力をいただきま

した。 

  現地調査工事名につきましては、まず１番として、生涯学習センター和室改修工事、

２番、公園遊具改修工事、これは町内８カ所公園のうちから３区の２の公園ブランコの

塗装について調査をいたしました。３番目、上士幌西38号農道改良工事及び舗装工事、

４番、上士幌下水道管理センター機械設置改築工事、５番、10区南通１号線道路舗装工

事、６番、認定こども園駐車場等整備工事であります。 

  調査の結果の詳細につきましては、お手元に配付の報告書のとおりですので、ごらん

いただきたいと思います。 

  平成27年度の調査は、平成27年度発注の公共工事のうち、６件の公共工事の進捗状況

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

担当職員より、工事の内容、施工状況等の説明を受け、調査した結果、工事全体として

は良好でありました。当初計画に基づき、順調に工事が完了または進捗していることを

参加者全員の確認をいただきました。 

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

査に取り組んでいきたいと思います。 
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  以上、公共工事の調査報告といたします。 

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

疑は、議会運用例第96条の４の規定により省略いたします。 

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

は、委員長の報告をもって報告済みといたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午前１０時０９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０９分） 

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

◎一般質問 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第５、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。 

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

◇ 佐 藤   曻 議員 

○議長（杉山幸昭議長） それでは、順次発言を許します。 

  ４番、佐藤曻議員。 

○４番（佐藤 曻議員） おはようございます。 

  このたび、一般質問の機会を与えていただきまして、大変ありがとうございます。 

  また、私にとっても初めてでございますので、ところによってはしどろもどろになろ

うかと思いますが、その点はご容赦お願いしたいと思います。 

  それでは、私のほうから、２案件について質問させていただきます。 

  まず初めに、本町農業の展望と課題ということで、ナイタイ高原牧場の運営について

質問させていただきます。 

  本町の農業振興でありますが、ナイタイ高原牧場について質問いたします。 

  本町の基幹産業である農業の生産状況は、右肩上がりで伸びております。その内訳と

して、昭和50年度は31億円、昭和60年度は72億円、平成７年度は76億円、平成17年度は

113億円、昨年度は184億円となっており、本町の農業産出額の伸び率は、十勝管内でも

トップクラスを誇っており、まれなる存在であります。その中でも、酪農・畜産部門の
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生産拡大には目を見張るものがあります。 

  まず、酪農関係では、昭和50年度の生産額は15億円であったものが昨年度は80億円に

なっており、同じように畜産関係では、昭和50年度は５億円であったものが昨年度は70

億円に、それぞれ飛躍的に成長してまいりました。このことの背景には、ナイタイ高原

牧場の果たしてきた役割はまことに大なるものがあります。これからも、本町の農業生

産拡大には、ナイタイ高原牧場は重要な位置づけを果たすことになります。 

  そこで、ナイタイ高原牧場の現状でありますが、農協との間で指定管理者制度に基づ

き、管理を委託しております。当初管理預託頭数の上限として、数々の議論の末、夏期

が2,350頭、冬期間で2,050頭との申し合わせでありました。しかし、農家の農業生産の

拡大志向が強い中で、乳量がこの一、二年で10万トンに達する勢いであります。本町の

農業生産意欲をますます高めるためにも、ナイタイ高原牧場の整備を行うことはまさし

く重要であります。ましてや、本町の人口減少対策についても、農業が果たしている役

割は大きいものがあります。 

  そのような中で、ナイタイ高原牧場の本年度の現況でありますが、４月１日現在では、

町内牛が1,377頭、町外牛が298頭、全農預託牛が530頭、全農委託牛で775頭であります。

総頭数で2,980頭となっております。このうち全農の委託牛を抜きましても、2,205頭と

いう状況になっております。夏期の現況でありますが、８月時点では、町内牛が1,542

頭、町外牛が312頭、全農預託牛が580頭、全農委託牛で693頭であり、総頭数で3,127頭

となっております。全農の委託牛を抜きましても、2,434頭という状況であります。 

  このように、現状の中でも既にあふれている状況であります。しかも、今のナイタイ

高原牧場の施設は、耐用年数が迫っているか、既に過ぎている状況下にあり、修繕費の

さらなる増加が懸念されます。当然、既存施設の整備も必要であります。しかしながら、

作業性の効率化を考慮した配置で、早急に施設整備が必要であります。したがって、速

やかなる年次において、ナイタイ高原牧場の整備に順次取りかかる必要があります。 

  当然ながら、町単独での整備は厳しいものと承知しております。今、国による補助事

業等がありますが、国及び北海道の助成等を模索し、取り組む考えについてお聞きいた

したい。 

  次に、平成21年度にナイタイ高原牧場の利用料金を改定しておりますが、牧場の運営

に当たっては、円安に伴い、資材物価の上昇により、安定運営に厳しいものがあります。

農協では、本年の地域懇談会において、牧場の適正利用料金の説明を行っております。

また、全農との協議についても、誠意を持って対応しているようでありますが、その進

展状況についてどこまで進んでいるか。あわせて、今後の取り扱いについてのお考えを
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お聞きいたしたい。 

  また、ナイタイ高原牧場でも、和牛の肥育が本格化することとなりました。長年にわ

たって取り組んできたものが実を結んでまいりました。十勝ナイタイ和牛は、ふるさと

納税への貢献に対しては非常に大きいものがあります。その効果に伴って、本町の各種

特産物にも波及しているものであります。そのためにも、ナイタイ高原牧場の整備が必

要であることを重ねて強調させていただくとともに、その意気込みをお伺いいたしたい

と思います。 

  次に、農地基盤の確保対策であります。 

  本町の農業生産確保に当たり、今後の対応についてお聞きいたします。 

  本町において、整備された農地の確保維持に危機感を持っております。特に、本町の

優良地域である居辺地区では、後継者不在農家が２桁に上っております。その耕地面積

として327ヘクタールに達しており、隣接町村においても、その農地を虎視眈々と狙っ

ております。そこから生み出せる生産額は３億円にもなります。一度失った農地は二度

と返ってくることはありません。このような状況についてどのように考えているか、お

聞きいたします。 

  次に、平成21年に農地法が改正されました。農協としても農業経営ができることにな

りました。しかし、ハードルはまだ高いものがあります。 

  そこで、町と農協が互いに出資をし、法人を組むことで対応がスムーズに行うことが

できます。あわせて、ナイタイ高原牧場の粗飼料対策にも貢献できるものであります。

したがって、あらゆる角度から取り組まないと、この農地対策は進まないと考えますが、

行政としてはどのように取り組むのか、考えをお聞きいたしたいと思います。よろしく

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 佐藤議員のご質問にお答えします。 

  まず、本町の農業の展望と課題（ナイタイ高原牧場の運営について）であります。 

  ナイタイ高原牧場につきましては、設置目的である畜産振興の基盤確立を図り、農業

経営の安定に寄与するための施設として、昭和41年、国営大規模草地改良事業として着

工し、同47年に完了しております。昭和47年４月１日以降は、北海道から上士幌町へ管

理運営が移管され、平成25年３月31日まで、町直営による運営が行われておりましたが、

同年４月１日より、牧場が持つ資源の活用と付加価値を高めることを目的として、指定

管理者制度を導入し、ＪＡ上士幌町による管理運営が行われ、さらなる牧場の強化発展

に努めてきたところであります。 
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  議員のご質問にもありましたが、本町農業の生産額は年々増加しており、近い将来に

は200億円に達することも想定され、まさしく町の経済の根幹をつかさどる基幹産業と

して発展を続けており、ＴＰＰ交渉の大筋合意や農業情勢が大きく変化するときにあっ

ても、生産拡大や品質向上に意欲を持って取り組み、たゆまぬ努力を積み重ねている農

協組合員、関係機関の方々に、改めて敬意を表するところであります。 

  また、このような中にあって、酪農・畜産業発展のために、ナイタイ高原牧場の果た

してきた役割は大変大きいものと認識しております。 

  さて、ナイタイ高原牧場の基盤整備については、昭和41年から同47年までの国営大規

模草地改良事業に始まり、昭和55年から平成２年までは公共育成牧場整備事業、平成７

年から同15年までは道営公共牧場整備事業を実施し、平成20年から同25年までは道営草

地整備事業が行われ、老朽化した施設の更新や新たな基地並びに施設整備等が行われて

おります。 

  規模については、平成20年からの道営草地整備事業を実施する際の事業計画として、

ナイタイ高原牧場の草地面積や施設規模等を勘案した上で、適正頭数を夏期2,350頭と

し、冬期舎飼頭数については、草地造成を行った上で、それまでの1,750頭から300頭ふ

やし、2,050頭としているところであります。 

  議員ご質問のとおり、近年は個別の酪農家や大型法人の設立もあり、経営規模の拡大

傾向は続いていることは事実でありますし、哺育や育成の分業化も進み、ナイタイ高原

牧場への育成牛の預託依存度が高くなることも想定されますが、現在の牧場規模として

の管理頭数の目途は、先ほど述べたとおりでありますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

  また、現状の頭数が多くなっているとのご指摘ですが、指定管理を受けているＪＡ上

士幌町としての経営努力であると理解しております。 

  さらに、牧場施設の中には老朽化が進んでいる施設があるのも事実でありますが、道

営事業での整備計画に加え、250頭規模の木造牛舎も整備していることから、現状、必

要な施設については足りているものと認識しております。 

  しかし、ふぐあいがある場合については、修繕等により対応しているのも事実であり

ますので、今後においては、国等で利用可能な新たな制度や補助事業がある場合は、施

設の更新も含めながら、指定管理者であるＪＡ上士幌町と密に協議連携し、ナイタイ高

原牧場の有効活用ができるよう検討してまいりたいと考えております。 

  次に、牧場使用料の改正につきましては、ＪＡ上士幌町や全農を初めとし、関係機関

との協議を行い、平成28年度からのナイタイ高原牧場の指定管理に向け、利用料金制度
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を採用するための条例改正、現状に合わせた牧場使用料の利用区分変更及び平成26年４

月１日からの消費税増税等に伴う改正と指定管理者制度による自主事業の実施に関して

の明文化をし、ナイタイ高原牧場管理条例の一部を改正する条例として、前回９月の第

４回定例議会において上程し、ご可決いただいておりますので、ご理解いただきますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

  最後に、本町の畜産振興推進のため、全農ＥＴ研究所並びにＪＡ上士幌町を中心に、

平成11年から受精卵移植普及促進対策事業を実施し、ＥＴ技術による肉牛生産体系が浸

透し、同16年からは高育種価牛由来受精卵移植推進事業の実施により、肥育技術が確立

されました。その後の十勝ナイタイ和牛ブランド化ＥＴ推進事業により、平成24年８月

10日、待望のブランド牛である「十勝ナイタイ和牛」が商標登録され、平成26年からは

十勝ナイタイ和牛預託推進事業を実施し、肥育素牛頭数の継続、確保の努力を続け、肥

育拡大に向け取り組んでいるところであります。そして、ふるさと納税等で「十勝ナイ

タイ和牛」の認知度が全国レベルとなり、著しく需要が高まっているところであり、ま

さにこれまでの関係者の新しい挑戦と日々の努力がようやく実を結んできたものと、敬

意を表するものであります。 

  今後においては、ますます高まる需要に応えるため、生産体制の強化と牧場の有効活

用について、指定管理者であるＪＡ上士幌町と十分に協議連携しながら、事業を推進し

てまいりたいと考えております。 

  続いて、農地基盤の確保対策についてであります。 

  農地基盤の確保でありますが、昨今の農業経済をめぐる厳しい環境のもとで、農業者

の高齢化、後継者不足、担い手不足などにより今後、離農する農家がふえることが懸念

されていることはご指摘のとおりであり、上士幌町ばかりでなく、十勝管内や道内でも

大きな課題となっているところであります。ただし、基本的に農地の売買並びに賃借に

ついては、農業委員会の決定がなされなければ行えないものであり、農地を失ってしま

うといった事態には簡単には至らないと考えております。 

  しかし、本町の農業振興上、重要な課題として受けとめていますので、新規就農など

による担い手対策や農業生産法人の設立による経営面積の拡大等、農地を他町への流動

化させないよう、ＪＡ上士幌町や農業委員会とも密接に連携をとりながら、さまざまな

対策を講じる必要があるものと認識しております。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、佐藤曻議員。 

○４番（佐藤 曻議員） ただいまの答弁いただきまして、ありがとうございます。 

  まず、その中で、牧場の利用料金の関係でありますが、消費税率の引き上げ相当分は
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確保できていると認識してよろしいのかどうか。 

  あわせまして、2017年に消費税が10％の見込みであります。現時点では、その分が加

味されているかどうか、されていないのであれば、その取り扱いの構想をお伺いしたい

と思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 そのとおりであります。今回の改正によって、消費税の値上げ分につい

ては確保されているものと、そのように認識しております。 

  そして、これからの10％に向けた改正等については、これからの課題になると、その

ように考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、佐藤曻議員。 

○４番（佐藤 曻議員） それでは、次に質問を移りたいと思います。 

  先ほど、ナイタイ牧場で現状必要な施設は足りているというふうにありました。使用

可能なところで努力している状況ではないかなというふうに思っております。 

  それで、まだ我が国にはちょっとなじみはありませんけれども、ＥＵにおける動物福

祉についてお話をさせていただきたいと思います。 

  ＥＵレベルにおきます動物福祉に関する法規制でありますが、1974年から始まってお

ります。その後、1998年には、農場における家畜の保護に関する一般規則が制定されて

いるわけであります。動物福祉に対しての基本原則は、５つの解放ということで規定さ

れているわけでありますが、今後、日本でもこういう内容が入ってくるかどうかは今の

ところまだ定かではありませんが、ちょっと紹介させていただきたいと思います。 

  まず、１つ目でありますが、空腹、渇きからの解放であります。２つ目は、不快感か

らの解放、３点目は、痛み、損傷、病気からの解放であります。４点目は、通常行動、

行動スペースからの解放、ゆとりのあるスペースの確保であります。５点目は、恐怖、

苦悩からの解放ということでありして、まだ我が国ではなじみがちょっと薄いような内

容でありますが、いずれにしましても、動物の命を得て我々は生き長らえているという

精神が宿っているものと思われております。 

  そこで、今後、乳量が10万トンの大台に乗ろうとしているわけでありますが、したが

って、預託頭数の増加も当然予想されていくわけであります。このこととあわせて、飼

養管理の効率化を図るためにも精力的に国等での利用可能な制度や補助事業に取り組ん

でいただきたい、再度確認いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 ナイタイ高原牧場の最後の整備に当たっては、牧場の草地面積、あるい
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はふん尿処理全て含めて、先ほど申し上げた頭数2,350、2,050と、これが最大のキャパ

であるというふうに道と協議をする中で定めたといいますか、最大限そこだろうと。ま

さに、それを超えるということになると、今、議員がお話しされたようなさまざまなと

ころに負荷がかかってくるというようなことが想定されるということで、その規模を適

正規模というふうに私どもとしては判断をし、そのための設備投資をしてきたというこ

とでありますから、今の中では、基本的にはその範囲の中でやっていただきたいという

のが基本であります。 

  しかし、先ほど申し上げたように、ＪＡの努力によって─先ほど何点か動物福祉

の話もありましたけれども、それらも考慮しながら今、最大限努力しているということ

でありますけれども、基本的には当時の預託の頭数が指定管理における基本的な条件の

一つになっているということでありますので、ひとつご理解いただきたいなというふう

に思います。ということでありますから、ナイタイ高原牧場の規模拡大を今の中でして

いくというのは極めて難しいことというふうに認識しております。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、佐藤曻議員。 

○４番（佐藤 曻議員） 今、ご答弁いただきました案件でありますが、これから本町の

農業の振興に当たって、生産意欲はますます、それぞれ農家は持っておりますので、あ

らゆる角度から可能性を模索していただきたいと思います。 

  次に、先般、ナイタイ牧場の収支の変更を提案されたわけであります。収支バランス

がとれなかったときは、双方で話し合いを行うとの説明でありましたが、このことにつ

いて再度確認いたしたいと思いますが、よろしくお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 そのとおりであります。いろんな事情によって予期しない状況が発生し

て、そのことによって経営を圧迫するという、収支のバランスが崩れるということもあ

りますから、それらについてはしっかり収支の背景を調べた上で、双方で協議をして、

それに対して対応していくということだろうというふうに思っています。 

  それから、増頭の話、あるいは乳量の拡大ということが今出されましたけれども、そ

の方向であるとすれば多分、育成のあり方もナイタイの今の姿だけでいいのか、あるい

はほかのところに育成を求めるのがいいのか、そしてまた各法人独自に、いわゆる哺育

から育成をやっているところもありますから、そういった意味で、どのようにそういっ

た、いわゆる規模拡大するための環境整備を図っていくかについては、これまたそれな

りの視点で、多面的な視点で農協のほうと十分協議はさせていただきたいな、そう思い

ます。 
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○議長（杉山幸昭議長） ４番、佐藤曻議員。 

○４番（佐藤 曻議員） このナイタイ牧場に収支に関しての変更が先般出されたわけで

ありますが、このことに伴いまして、いずれはＪＡに取り扱いを全面的に委託する可能

性についての考えがあるかどうか、お聞きしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 長い間、直営でやってまいりました。かなりの長い期間、大きなマイナ

スですね。税金を投入するという形で、各関係者、あるいは町民からも、しっかりした

経営をしなさいという叱咤激励を受けて、ずっと来たということでありました。 

  そういった中で、直営のいろいろ改革を含めて、プラスに転換していったということ

はありますけれども、そもそも行政が運営するというのは、多分行政がこういったいわ

ゆる事業を展開するということにはふなれであるといった大方の見方もあるだろうとい

うふうに思いますし、もっと自由に、経営という視点で、この牧場を生かしてくれると

すれば、それはＪＡも経済団体として、育成だけでなく多様な、例えば哺育なんかもあ

るだろうと思いますし、そのほかのことも含めて、自由に経済活動ができるのが望まし

いとすれば、積極的に今の施設を利用していただいて、新たな事業展開をしていただく、

そして、ある意味、経営団体としての範を農家の方々に示していただければ、もっと生

きたナイタイ牧場の利活用になるのではないか。 

  そんなことを期待すると、ぜひ農家の方々の理解を得ながら、あるいは将来のさまざ

まな事業展開を想定することがあるとすれば、積極的に活用していただきたいなという

ふうに考えますし、町としてはそういったことに対して自由に、もっともっと生かして

いっていただけるのであれば、指定管理というよりも、施設そのものを何らかの形でＪ

Ａのほうに活用してもらうような、そんな手だては講じる必要もあるだろうと、そんな

ふうに考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、佐藤曻議員。 

○４番（佐藤 曻議員） 今の話の内容でいきまして、ＪＡに全面的に移行する可能性が

あるという認識でよろしいのかなと思うんですが。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 それは、受け手がなければなりませんので、それは十分にＪＡと協議し

た上で、ＪＡとしてもこれからの酪農・畜産を経営する上で、積極的にもっと活用した

いというような前提もなければだめだろうし、それから経営という角度からも含めて、

どう利活用されるか。これらについては、お互いに双方の話し合いが前提になってまい

りますので、その上で管理のあり方、施設のあり方等についての方向性が決まっていく
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ものと、このように認識しております。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、佐藤曻議員。 

○４番（佐藤 曻議員） そのようにお願いしたいと思いますが、この問題については、

農協に全面的に任せると非常に危険性もはらむ案件かなというふうに思っておりますの

で、例えば収支バランスの崩れが数年続くというようなときには、代表訴訟というよう

なことも考えられますので、今、町長の答弁にありました内容で今後取り組んでいただ

ければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、次に質問を移りたいと思いますが、ナイタイ高原牧場での十勝ナイタイ和

牛の肥育が開始されております。和牛肉のロットを確保するには肥育者が必要だと思い

ますが、この分野につきましては経済事業でありますのでＪＡに任せるとして、町のほ

うからの支援として現在実施している事業の継続と、さらには何ができるのかを検討願

いたいと思いますので、取り扱いについてよろしくお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 これまでも、ナイタイ和牛のブランド化に向けて、あるいは生産拡大に

向けて、継続して支援はしてきております。今般は、ロット数が少ないと今、話しあり

ましたけれども、いわゆる全国からの高い評価を得まして、ふるさと納税の中でも品薄

になっているということから今、ナイタイの施設のほうにナイタイ和牛の肥育に向けて

の施設の改修、そして計画的に増頭しているという状況でありますし、そのための支援

を町としてはさせていただいているところであります。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、佐藤曻議員。 

○４番（佐藤 曻議員） 今の話とちょっと関連しますが、十勝ナイタイ和牛の素牛確保

対策も重要な案件と考えております。このことについても、町とＪＡと連携した取り組

みが必要だと思いますが、このことについて今後どのように取り組んでいくのか、再度

お伺いいたしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今後というよりも、今段階でも素牛の確保については必要であるという

前提で、そのための対策は講じさせていただいております。これからも、ナイタイ和牛

が本当に本格的に評価されていくとすれば、あるいはもう一つは、やっぱり収益性の問

題だと思うんですよね、拡大していくかどうかと。生産者がしっかりその辺の収益のこ

とも考えて、当然収益が上がるとすれば膨らんでいくだろうと思いますけれども、その

辺のことも、片方では収益性の高まるようなそういった、まさにブランド性を高めなが

ら素牛の確保ということだろうというふうに思います。 
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  このたびの肉牛の枝肉の品評会でも、今回、十勝管内のナイタイ和牛が最高賞をとっ

たということでありますから、そういった技術の改良、そして肥育の技術の向上等々が

今なされているということでありますから、そんなことも含めて品質の面、それから収

益性の面、あわせて認知度が高まっていって収益性が高まってくれば、おのずからまた

生産の意欲も湧いてくるんじゃないのかと、そんなふうに思いますので、総合的なそう

いった支援策をしていきたいと思いますし、その辺についても十分農協と密接に連携、

情報交換をしておりますので、必要な対策は講じていきたいなと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、佐藤曻議員。 

○４番（佐藤 曻議員） はい、ありがとうございます。 

  ナイタイ牧場の部分につきましては、本町にとって非常に貴重な資源でありますので、

今後、ますます安定的な対策等についてお願いしていきたいと思います。 

  次に、農地確保の対策の関係で、何点かお聞きしたいと思います。 

  基本的に農地の売買や賃借という部分については、農業委員会の決定が必要なのは周

知しているわけであります。ここでは、本町の優良農地をどう守るかであります。上士

幌町とＪＡが連携をとり法人化することで、ともに出資をして法人化をすることで、農

地取得あるいは賃借がスムーズに実施できるわけでありますが、そのことへの取り組み

を進めてはいかがでしょうかというご質問であります。 

  また、このような優良農地の確保は、ナイタイ高原牧場やＴＭＲセンターの粗飼料確

保等にも大いに貢献するものと思われますが、そこら辺はいかがかなというふうにお伺

いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 農地の流動化、農地の確保については長い間、農業委員会を中心にして、

交換分合や、あるいはあっせん等々で、今日の農地の確保、それから非常に合理的な農

地の配置等々に尽力されてきたというふうに思っております。 

  今、お話しあって、しかも昨今では、大型の農業法人が離農後の農地の確保にもかな

り大きく寄与してきたということでありますから、以前の農地のあっせん等に苦労され

ていたこととまた違った形での今、流動化の問題が起きているんだろうと思っています。 

  特に、優良農地であっても、後継者の不足によって耕作放棄地になるのでないだろう

か、あるいは他町のほうに飼養が移行してしまうのではないか、そういった心配がある

ということでありますけれども、このことについても、これは農協のほうとしても、生

産が減ることによって農協の経営にとっても決していい話ではありませんし、町として

も、税収の問題等も出てきますけれども、ただ、なかなか農業委員会だけでも限界あり
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ますし、きっと農協だけでも難しい。であれば、新たな今受け皿というのも、それは考

える必要があるのかもわかりませんけれども、今そういった話はちらちらと出ておりま

すけれども、具体的に事業の形だとかというところまで至っていないということであり

ます。 

  いずれにしても、危惧されるところというのはあるわけでありますから、農地のとり

あえずの確保の問題をどうするかというのは、これまた本当にＪＡともよくよく相談を

していく必要があるというふうに認識しております。これは、ＪＡのほうからもいろん

な形でお話を伺っているところでありますから、お互いにどうしたらいいのかというの

はこれからの課題になると思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、佐藤曻議員。 

○４番（佐藤 曻議員） まさしくそのとおりだと思います。やはり、本町の資源をいか

に守るかというのがこれからも課題になってくるでしょうし、当然取り組んでいかなけ

ればならないかと思います。 

  それで、本年度の本町の農業生産額、予測でありますが、おおむね195億円を超えよ

うとしております。そのような中で、農産物の生産額は37億円ということにつきまして

は、本町の農業始まって以来の農産物の生産額になるのではないかなというふうに思っ

ております。 

  したがって、本町の基本財産である農地を何としても守らなければならないというふ

うに考えているわけでありますが、そこら辺の認識についていま一度確認いたしたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず、農地の確保等については、農業委員会として、しっかりとして農

地を守る、そのような努力は日々していただいておるということであります。その上で、

さらに困難な状況が生まれてくるというようなことがあるとすれば、これはまた農業委

員会あるいはＪＡと協議した上で、農地の確保、流動化を措置すると、そういった対策

というのは改めてまた検討されていくものと、そんなふうに思っております。 

  今ここで、具体的に内容について定まっているものはございません。ただ、そのよう

な問題がいろいろと懸念されるという状況については、十分３者とも認識をしていると

いうことであります。農地も農協で取得できるようになってはいますけれども、いろい

ろなハードルが高いということのようにも聞いておりますから、そのようなことでのハ

ードルがどうなれば低くなるのか、そんなようなこともひとつ課題解決の手探りになる

ところがあるのかわかりません。いろいろとこれからの課題にさせていただきたいと思
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います。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、佐藤曻議員。 

○４番（佐藤 曻議員） ありがとうございます。今言われたようなことで、ひとつよろ

しくお願いしたいと思います。 

  まだ若干時間ありますけれども、最後に、本町の農業振興についての基本姿勢と展望

についてお伺いし、私の質問を終わりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 先ほど来お話しありますように、本町の農協の取扱高で、間もなく200

億になるということでありますから、この小さな5,000人の自治体の中で生産額200億と

いうのは、これは極めて大きな、いわゆる事業所と捉えても大きいものがあると、まさ

に基幹産業が農業であると言って過言ではないかと思います。 

  しかし、今、ＴＰＰの問題だとか、内外に大きな農業をめぐる変化が出ておりますか

ら、国でしっかりやるべきこと、それから町がすべきこと、そして農業団体・農協がや

るべきこと、そして生産者に頑張ってもらうこと、それぞれ役割分担があると、そんな

ふうに思いますけれども、その中での行政の役割でありますが、基本的にはインフラ整

備がまずは行政としての大きな役割だろうというふうに思いますし、あるいは国が手の

届かない、そういったところに対してのきめ細かい施策を展開していくというようなこ

とがあるだろうと思いますが、これらについても、現場の農家の方々や、あるいは農協

との連携の中で、今必要な政策は何なのか、そしてまた将来的に必要な長期的にわたる

施策は何なのかと、こんなことも考えながら、短期的あるいは長期的な展望に立って、

本町農業が持続的に発展するという前提でこれからも農業政策を取り組んでいきたいと、

このように考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、４番、佐藤曻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１０時４８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４９分） 

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

◇ 伊 東 久 子 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、１番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 私は、地域包括ケアシステムと上士幌町版ＣＣＲＣについてお
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聞きをいたします。 

  上士幌町でも地方版総合戦略が10月20日に策定され、５つの基本目標を掲げました。

１つ、「地場産品で地域の活力を生み出すまち」、２つ、「子育て、教育の充実したま

ち」３つ、「健康で安心して暮らせるまち」、４つ、「移住定住による人口減少をくい

止めるまち」、５つ、「小さな拠点の形成を目指すまち」とあります。 

  将来、医療・介護が必要になっても、住みなれた地域で暮らしていけるための地域包

括ケアシステムの進捗状況が見えてきません。上士幌町版ＣＣＲＣについても、現状の

医療体制では無理があります。 

  ＣＣＲＣとは、継続的にケアを受けられる高齢者向け共同体を意味し、米国で発祥し

た暮らし方で、米国には約2,000の共同体があります。国は、日本版ＣＣＲＣとして、

首都圏などの高齢者を健康時に地方で受け入れ、将来の医療や介護のケアをする考えで

す。 

  上士幌町の高齢化率も約34％を超えています。首都圏の高齢者を受け入れるには、将

来の見通しを各関係機関と十分議論をしなければなりません。首都圏の高齢者の心配は、

医療・介護、24時間見守り体制、銀行、スーパーが近くにあることだと聞いております。

解決しなければならないことが山積しております。 

  そこで、お聞きをいたします。 

  １点目、医療に関しては、４月に上士幌クリニックが開院しました。９カ月経過して

いますが、一般入院病室が設置されていないと聞きました。問題はどこにあるのか、町

民からは苦情がたくさん寄せられていますが、どのような対応をしていますか。 

  ２つ目、国は施設から在宅へと政策を進めています。在宅診療、在宅介護、リハビリ

の方向へと移行しようとしていますが、在宅の支えはできていないと思います。ひとり

暮らしの高齢者のため、24時間体制の見守りが必要です。賃貸住宅を一時中断してでも

高齢者住宅の建設を進めるべきではないでしょうか。 

  以上、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで15分間休憩いたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前１０時５２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０４分） 

 ────────────────────────────────────── 
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○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 地域包括ケアシステムと上士幌町版ＣＣＲＣについて、伊東議員のご質

問にお答えいたします。 

  このたび、10月20日に上士幌町人口ビジョン総合戦略を策定し、公表いたしました。

人口ビジョンでは、現在4,909人の人口を５年後の2020年には4,762人を保ち、2040年に

は4,242人、2060年には4,066人を目指すと独自推計で定めたところですが、少子高齢化

による自然人口減、地方から都市への流出による社会人口減という現実の中で、上記に

掲げた目標人口の実現には大変厳しさが伴っているものと認識しております。 

  国としては、人口減少に伴うことによる経済の縮小など、国の盛衰にかかわることと

して、中長期にわたって重要政策課題と位置づけております。人口減少の根幹的な問題

としては、東京を中心に大都市圏へ若者が流出していることと、大都市圏の若者の晩婚

化と出生率の著しい低下が大きな要因と分析しております。大都市圏への一極集中を是

正し、相対的に出生率が高い地方がいかに頑張るかが人口減少問題の改善の鍵となって

いることから、地方が人口減少の受け皿になる、その覚悟を示したのが長期人口ビジョ

ンや2020年までの総合戦略であります。地域産業の振興や雇用、子育て、教育、地域包

括ケアシステムの構築、移住・定住施策などのほか、上士幌町版ＣＣＲＣの推進を総合

戦略に掲げたところであり、これらをスピード感を持って集中的に実行することが重要

と認識しております。 

  ご質問に触れております上士幌町版ＣＣＲＣについてでありますが、ＣＣＲＣとは、

英語でコンティニュイング・ケア・リタイアメント・コミュニティ（継続的ケアつき高

齢者コミュニティ）の略称であります。それぞれの頭スペルをとって、ＣＣＲＣと呼ば

れております。その意味については、大都市圏に居住する40代以上のシニア層や高齢者

がみずからの希望に応じて地方に移り住み、地域社会において健康で行動的な生活を送

るとともに、医療・介護が必要な際には、地域包括ケアシステムによる継続的なケアを

受けることができるような仕組みであります。 

  本町は、早くからお試し暮らしなどの移住・定住を推進しており、実績としても道内

トップのレベルにあります。しかも、移住者の皆さんは、現役で就労している方、また、

リタイアした方などは地域行事に積極的に参加するなど、現役時代に培ったスキルや知

見を地域に還元していただいており、本町においては、既にＣＣＲＣの精神を生かした

地域づくりが進められていると言えます。 

  国としては、ＣＣＲＣを地方創生の重点施策として積極的に推進する方針を示してお

り、本町としてもこれまでの実績を生かし、さらに移住による人口増、経済波及効果、
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雇用、人材の活用などが期待できることから、受け入れ体制の整備を図ってまいります。 

  次に、地域包括ケアシステムの構築について心配いただいておりますが、人口減少化

の少子高齢社会において、今後は高齢者が地域で安心して暮らし続けることができる地

域包括ケアの仕組みが必須となっております。この地域包括ケア実現のためには、医療、

介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供され、入院、退院、在宅復帰を通じて、

切れ目ない継続的なサービス提供ができる体制整備が必要であります。 

  平成27年３月には、地域密着型特別養護老人ホームや小規模多機能型居宅介護施設が

開設、４月には介護老人保健施設の開設とあわせ、デイケア、そしてクリニックの移転

に伴う24時間365日の一次救急受け入れ、外来診療などの一次医療体制が整備されまし

た。また、今後、後期高齢化率が高まる中においては、病気になったら入院、介護が必

要になったら施設という考え方ではなく、在宅で暮らしながら医療や介護が不足なく受

けられる体制づくりを目指すために、医療と介護の連携はますます重要であります。 

  平成25年度に立ち上げた行政、医療関係者、介護事業関係者、福祉関係者、商工会な

どの構成メンバーによる地域福祉連携会議において、本町における課題の共有やそれぞ

れの果たす役割、そして目指す方向性について意見を交わし、関係機関で協力しながら、

地域包括ケアシステムの構築に向けた具体的な取り組みについて検討しているところで

あります。 

  １点目のご質問の上士幌クリニックにおける入院病室についてでありますが、４月の

移転開設後、療養病床数として５床が許可されております。現在までの入院者はいない

と聞いております。その要因としましては、併設されている介護老人保健施設に入所さ

れた方や他の専門的な医療機関へ入院された方もおりますし、在宅診療のほうがよいと

判断された方もいると伺っております。 

  また、療養病床における入院の受け入れについては、今後の在宅支援に向けても、一

時的入院治療のための病床の確保は必要であり、12月末を目途に看護師体制が整備でき

る見通しとなり、明年からの入院受け入れが可能との報告をいただいたところでありま

す。いずれにしましても、町民の皆さんが身近なところで安心して医療が受けられる地

域医療体制の充実を図ってまいります。 

  ２点目の在宅医療の体制につきましては、国の地域医療再生計画にも在宅医療推進事

業がありますが、本町でも在宅医療の推進が図られるよう、医療と介護の連携のもと、

施設や病院からの退所・退院を円滑に行うために、医療現場と介護現場の情報交換や地

域ケア会議の充実など、顔が見える関係づくりの体制も図られてきております。在宅と

施設・病院との連携を介護老人保健施設が中核的機能の大きな役割と位置づけ、在宅復
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帰に向けた機能回復リハビリや認知症に対応したリハビリの充実、また、医師による訪

問診療や訪問看護の提供により、地域で安心して生活できるサービスの提供がされてき

ているところであります。 

  また、ひとり暮らしの不安のある高齢者のためには、24時間体制の見守り機能として

緊急通報システムの装置を設置しており、本人が通報することも可能ですし、人感セン

サーにより長時間人の動きがない場合は自動的に通報される仕組みにもなっており、緊

急協力員への依頼や必要に応じて救急車の手配まで行われます。今後は、民生委員を初

め地域住民や商店街、ボランティアなど地域支え合いによる見守り体制の構築に向けて

も取り組んでまいりたいと考えております。 

  さらに、高齢者の心身の状況に合わせた住まいの住みかえにより、できるだけ在宅で

自立した生活ができるよう、在宅と施設の中間的機能を持った見守り安心住宅の整備や、

自立はできているが一人では不安であるといった高齢者が安心して生活できる町なかで

の住宅整備については、平成28年度から検討を始めてまいりたいと考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） それでは、再質問をいたします。 

  ことし２月、私たち議員も、ふるさと納税大感謝祭に参加をさせていただきました。

議員はそれぞれ専門のブースに張りついて、上士幌町のＰＲをしてきました。私は、福

祉、医療、子育てについてお客様に説明をしてきました。その多くは、首都圏では今現

在、高齢者の老人ホームやケアハウスなどは入居できない状況にあるとお聞きしました。

帰りましてから、担当課と高齢者の受け入れ体制はできないかどうかとお聞きしました

が、やはり介護保険が高額になるのではないかということで、それ以上の話はしなかっ

たんですが、現在、老健施設、それから地域密着型特老、これができたこともあり、上

士幌町では待機者が多分少なくなっていると思います。昨年70名ほど待機者がいた中で、

上士幌町内で待機しているのが、数字ははっきり今のところ記憶にないんですけれども、

多分40名ほどだったと思いますが、その方たちは今、十分施設に入って、待機者は多分

いないんだと思います。 

  介護保険が年寄りが多くなって高くなるという懸念はあると思いますが、今回、総合

戦略の中で、町長は上士幌町ＣＣＲＣの取り組みをされました。私、これは発想はすば

らしいことだと思うし、都会の高齢者の方たちは大分困っていらしたので、これはすご

くいいアイデアだなと私は思っております。 

  今、私は考えるには、移住して来られる方については、町長が言う現役世代、健康時

にというのは多分少ないんだと思います。退職者は、60で退職しても年金が出るまでの
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期間がありますので、移住してきても働く場所がないと。町長が進めている無料職業相

談所でしたか、それがどういう形なのか、また、ほかの町村にもあるようなシルバー人

材センターというんですか、そういうものなのか。また、心配は、介護保険が高額にな

るおそれはないのか。そして、そういう高齢者の方たちがたくさん入ってくると、国の

支援は必ず受けられるのか、とても心配です。 

  また、ＣＣＲＣのための、町長は賃貸住宅をたくさん建てていると思うんですけれど

も、それを増設するんであれば、現状ではバリアフリーにはなっていません。今できて

いる住宅は高齢者向きではありません。多分60に来ても、70ぐらいになれば、多分バリ

アフリーの住宅に入らなければならないような状況になると思います。その点について、

町長の考え方をお聞きいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 高齢者を地方に受け入れる、そして終末までケアが行き届いたような、

そういった共同体をどうつくるかという、それがＣＣＲＣといっていますけれども、基

本的には病弱の人だとか、既に入っている人が、このＣＣＲＣだからといって人はこち

らのほうに移動するというふうには思っていません。基本的には元気な人が、現役世代、

国のほうも言っていますけれども、40代からいろんなおつき合いを町と、それから当事

者としながら、場合によっては２地域居住だとか、そのようなことを繰り返しながら、

そのうちに元気な世代、元気なうちにここで住んで、そしてその人方のさまざまな今ま

で築いてきたスキル、キャリアを地域の中で発揮していただくと、非常に人材として生

かせるものと、そのように考えておりますし。 

  それから、介護がかかるだとか、それから医療費がかかるといった、そういった心配

もありますけれども、もう既に統計的といいますか、以前の調査によると、例えばリタ

イアした人であっても、その人方がご夫婦で移り住んだとしたときに、そこでの消費活

動─経済行為の活動ですね、そういったことと、それから社会保障等に係る公的な

負担、それらをいわゆるプラス・マイナスしても、最終的には経済的な波及効果は地域

の中に起きるというデータが出されております。 

  ですから、高齢者といって、すぐ印象深く思うのは、もう入院している人がこちらの

ほうに病院に来るのではないだろうか、あるいは介護施設へ入っている人がこちらに来

るんでないだろうか、こういったことというのは、基本的には想定できない。というの

も、縁もゆかりもないところに、病院だけ移ってくるということは基本的にはあり得な

いと、そんなふうに考えております。 

  事実、今まで、本町でこれまでの移住・定住を受け入れた中で、私の知る範囲の中で
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は、リタイアした人も来ておりますけれども、その方々で病院に入って高額医療だとか、

あるいは介護施設に入ってお世話になっているといった人は、まだ聞いておりません。

それぞれが仕事をしたり、あるいはいろんなバルーンの大会だとか、あるいは祭り事で

も、さまざまな形で参加していただいているということでありますから、非常に町にと

っても、その人方の人的な資源の活用という意味にも、あるいは経済波及効果にしても

プラスになっているという、これは数年間のデータに基づくと、そういうことが言える

と思います。 

  加えて、医療費がかかっても、本人負担と国の負担と北海道の負担と保険料と、自治

体ですね、それらを案分するということになりますので、町だけが全部100％持つとい

うことでありませんから、そのようなことを考えますと、さらに町そのものが負担する

経費というのは少ないだろうというふうに思っております。 

  働く場所の話がありましたけれども、働く場所も、今回の総合戦略の中で、農業法人

や、あるいは商店街、建築土木、その他製造を含めて調査をしておりますけれども、正

職員で採用したいというのは80人近くいるわけですね。ところが、残念ながらその人方

が、今のところはハローワークに募集をかけてもなかなか応募がないということがあり

ます。そこを、仕事がないと言っていますけれども、仕事はあるんですね。あるけれど

も、例えば子育て世代であれば、年収と子育ての関係で果たして安心して暮らすことが

できる年収なのかとか、その辺のことはあるだろうと思います。それは別な政策によっ

て足りない分を補完するということをやっていかなければならぬと、こんなふうに考え

ていますし。 

  それから後々、今、2040年までは僕らの世代でありますけれども、僕らの世代がもう

大体いなくなったとき、いわゆる団塊の世代がそろそろこの時代からいなくなったとき

には、今度は逆に、高齢者福祉施設も医療施設も、その仕事そのものが成り立つかどう

かということになってくるわけですね。ですから、継続的に一定の人口の人方がその中

に循環していくということは、この町の持続的な維持のためにも必要だと、そんなふう

に考えているわけであります。 

  したがって、今回も、雇用の中でも医療・介護の雇用というのは十数名ありました。

そういったことも含めて、先ほどの無料紹介所の中でも、その募集の職種と、それから

もちろん年収だとかお休みだとか、そういうのはあるだろうと思いますが、それに加え

て、しっかりとこの町の様子を伝えていきたいなというふうに思っていますが、それは

安心して老後を暮らせるのかと、いわゆる地域包括ケアシステムの医療体制の問題だと

か、それから子育て・教育が、上士幌へ来ても安心して子育て・教育をしっかりできる
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のかどうか、このようなこともしっかり伝えることが、今回の無料紹介所を行政でつく

る、非常にそこに意味があるというふうに考えております。 

  特に、子育て関係についても、かなり支援をしておりますので、その意味のことを含

めると、年収が50万や100万少なくても、こちらのほうで住んでいるのがいいという人

がいるんじゃないだろうかと、こういうことも、人口増の維持のために戦略的にこれか

ら、いわゆるふるさと納税の人方だとか都市圏の人方と戦略的に向き合っていきたいな

と考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 町長に先ほど質問いたしました、国の財政支援は必ず受けられ

るのかどうかということをもう一度お聞きします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 もし、そのことによって自治体の財政が負担かけるというようなことが

あれば、国のほうは支援します。これは、去年の８月ごろの通達といいますか、考え方

として示されています。それは、どんな形でなるのかというのはまだ具体的になってお

りませんけれども、今回、このＣＣＲＣを国としても進めたいといったときに、地方か

らそういった問題がいろいろ出ました。現代版のうば捨て山でないだろうか、いわゆる

もう施設がうちだけいっぱいなんだよというようなことで受け入れられないということ

ありましたけれども、その背景には、もしそのことによって自治体の財政負担があった

ときには、それは大変なことだというメッセージも１つには入っているなというふうに

思います。それに対して国としては、そのようなことのないように支援はしっかりとし

ていきたいということをコメントされているというふうに聞いております。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 町長が言うように、40代から50代で移住してくれる人たちがた

くさんいてくれれば、上士幌はこれからも大丈夫なんだなという気はいたしますが、高

齢者移住、市町村は計画を立てなさいというのを８月に国のほうから出されましたけれ

ども、これは上士幌町も計画書を提出しているんでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 総合戦略のことですか、それとも…… 

（「将来活躍の町ということで」の声） 

○竹中 貢町長 具体的に、そのことについての計画というのはまだ出しておりません。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） そういうことがあれば、計画書をつくって出すということをし
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ようとしているのでしょうか。 

  それでは次に、上士幌クリニックの問題なんですけれども、ことし４月から一般入院

当面５床ということで、これ約束をして開業いたしました。町民説明会の折にも、町民

のほうからも本当はもっと欲しいんだけれども、病院がそういう状況であれば、とりあ

えず５床で仕方ないということで、これはもう町民と約束をしたわけですから。でも、

現状、ここは入院施設がない病院ですよと言われたという患者さんもおりますので、そ

れはちょっと違うんでないかと。町民にきちんと約束したんですから、町としても多額

の補助金も出しておりますし、きちんと約束は守っていただきたいと。 

  今回策定されました総合戦略の中に、地域包括ケアシステムの実現のところでは、実

施予定事業で、在宅支援診療所の整備とあります。在宅支援診療所というのは、入院患

者を置かなくてもいい診療所だと聞いております。有床診療所と在宅支援診療所では、

有床診療所は入院施設を置かなければならないが、在宅支援診療所というのは入院施設

がなくてもいいという、そういうことになっているようです。 

  町は、在宅支援診療所の整備をしようとしておりますので、これは将来、入院患者を

置かなくてもいいということなのか。現状、例えば施設に入っている人たち、本当にち

ょっと熱が出たとか、そういうときに二、三日の入院だといっても、嘱託医がここにあ

りながら、ほかの町村へ入院しなきゃならないという状況になっておりますので、その

点、町長はわかっていますでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 新しくこの４月にオープンしたということと、それから１年間、改築さ

れるまでの間、新築されるまでの間、医療機関、あるいは看護師関係が本体のほうに移

動していたということ、新設するときにそのまま同じように復帰できればよかったんで

すけれども、実際の問題は看護師が足りなかったという事実であります。それが一番の

原因なんですね。これまで、クリニックのほうは５人ということでありますので、そう

すると、それはいわゆる当局の循環した計画的な当直体制がとれないといったのが最も

大きな要因だと、そのように聞いております。 

  病院としては、クリニックとしては今、将来どうするのかという話しありますけれど

も、老健と、それからクリニックと、それから在宅と相互に連携をし合って初めて充実

した医療体制が構築できるということで、ベッドがなければいいということではないと

いうことです。このことだけはひとつご理解いただきたいなと、そんなふうに思います。 

  とにかく今、仕事の関係でいくと、看護師不足と医師不足だとか、保育士もそうなん

ですけれども、とにかく人材不足というのは大変な大きな課題になっていて、これまで
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もクリニックとしては求人かけて努力してきた経過があって、ようやくこの見通しが今

立ってきたということなんですね。来年の１月から、複数の看護師が配置されるという

ことになりましたから、いよいよこの診療所として、入院施設としての機能を果たすこ

とができるということであります。 

  しかも、それについては、先ほど申し上げたように、在宅もこれからも必要になって

くる。しかし、診療所は、入院施設も必要になってくる、それから老健も必要になって

くるという、老健でリハビリして元気になったら在宅に入って、戻って、そしてまた何

かぐあい悪いときには病院に入院するというような、このようなことだってこれからは

考えていかなきゃならない。そういうシステムを今つくろうとしているわけであります

から、決して病院が経済的な合理性の関係でそこをなくしようという、そういうことは

一切ないということをひとつご理解いただきたいな。 

  ようやく12月中に看護師が、聞くところによると３名ほど確保できたということです

から、５床の分については対応できるという話でありますし、将来はもっと入院のベッ

ド数も必要に応じてふやすことも考えたいというような話も聞いておりますから、今懸

念されているようなことを、現実の問題、今までオンコールで、何かあったときには多

分入院ということがあったんだろうと思いますけれども、それは、あとは医師の判断で、

どこが処置するのが適切かということで、他の病院に行ったということもあるだろうと

思いますけれども、この後はもっと安心できるような、実際スタッフもふえるというこ

とでありますので、今みたいな、もし町民が疑問なり、あるいは質問があったとすれば

お伝えいただければなと、そんなふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） １月から入院ができるということであれば、町民も安心するん

でないかと思いますけれども、このクリニックを開設するときには、これは有床診療所

として開設したのか、それとも在宅支援診療所として開設したのか、これによって入院

する、しないは分かれると思いますが、入院施設あるか、ないかで分かれると思います

が、町長が今言いましたように、入院施設を持つということであれば、町長の答弁の中

には療養診療所と書いてありますけれども、これは有床診療、療養というと、何か年寄

りが長く入院しているようなイメージありますけれども、これは一般の、例えばインフ

ルエンザでもはしかでも、そういうとき二、三日入院できるというような病院だと理解

していいのかどうか、お伺いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 そのように理解してもらって結構でございます。 
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○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、町民を安心させるために、私も聞かれたときには、

そのような町民に説明をしたいと思います。 

  次に、９月の一般質問でも賃貸住宅の件についてお話ししました見守り住宅の件につ

いて、これも絶対本当に必要なんですよ。10月か11月ごろだったと思うんですけれども、

２名の方が誰もいないところで孤独死されました。緊急通報システムがついているから、

あとは人感センサーがついているからではなくて、人感センサーは、多分亡くなってか

らしか発見できないんだと思うんです。24時間だか48時間動きがなければ、消防だとか、

ほかのところに連絡が行くという状況の機械だと思います。 

  そして、緊急通報システムは、まだ押せるうちは押しますし、電話もかけますけれど

も、やっぱりひとり暮らしでいて、前回亡くなった方も、周りは、ちょっと前までは何

でもなかった、数時間前までは何でもなかったと。でも、丸一日か、１日半以上たって

から発見されたという、そういう状況でありますので、私は福祉、例えば今だったらす

ずらん荘の近辺に高齢者が安心して24時間、それは施設じゃなくて、老人アパートか高

齢者住宅、ケアはついていなくても、24時間見守りをしてくれるような住宅は、早急に

本当に必要だと思うんです。 

  町長が今、賃貸住宅たくさん建てていますけれども、40代から50代の人たちが移住し

てくれれば入れる可能性はあると思いますが、町民の中では、こんなに建てちゃってど

うするんだろうかという、そういう話も本当に行くところ、行くところで聞かれますの

で、その高齢者住宅については、町長になるべく早く取り組んでいただきたい。この戦

略の中にですか、28年度から取り組みということでありましたので、これは早急に取り

組んでいただきたいなと思って質問を終わりますけれども、答弁があればお願いいたし

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 そのように、住宅も住む、住まい、住み方、住む人によって、その整備

のあり方が随分変わってくるというふうに思っています。公営住宅、いわゆる福祉住宅

という意味では、高齢者の住宅の整備、これはもう具体的に今、大きな位置づけとして

は、いわゆる少子高齢化における公営住宅の、今までかなり遠隔にあってですね。それ

で、だんだんだんだん皆さん方ご高齢になっているということであれば、再度そこにリ

ニューアルしても決して住みやすいという環境にならないということで、今の全体的な、

町全体としても、コンパクトなまちづくりをして、そして高齢者、それから子供たち、

いわゆる生活弱者と言われる方々が安心して買い物や、それから文化活動や集会活動、
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さらには行政のそういった手続なんかもできるような、こういったことに大胆に今、計

画を見直しをしている最中なんですね。 

  そういった中で、いわゆる公営住宅、高齢者福祉の住宅の関係についても今、基本的

なところを整備、策定中であります。これについては、これまでも北海道大学の建築の

ほうの、いわゆる町の生態ということでもう一回、広がった町の形を現代のこのように

人口が減った中でのスリムな形にしようということで、それらについての今再編の計画

をつくっておりますので、これをもとにして、来年はできれば具体的に基本設計に入っ

ていきたいなと、こう思っているんですね。それも元気なお年寄りと、それからいわゆ

る介護を必要とする住宅と、これらについてのすみ分けも出てくるだろうというふうに

思っています。 

  まずは、11区のほうの公営住宅の住みかえ、高齢者がこちらに来て、安心して住んで

いくための住宅の整備については来年、具体的に計画に入っていきたいというふうに考

えております。 

  それと、あわせて、福寿協会のほうと十分連携をとって、いわゆる高齢者福祉の介護

を要する人方の住宅をどうするかということについては、どんな形で法人のほうが対応

できるのかと、こんなこともありますので、場所の問題だとか、あるいはどれだけの規

模でやるのか、これに含め合わせて、法人のほうもきっと人材の確保の問題だとか、い

わゆる経営的な視点でのこのようなことも出てくるだろうと思いますので、その辺のす

り合わせというのはまだ具体的になされていませんから、これから十分話をして、高齢

者のいわゆる介護を要する人方の住宅、あるいは健康だけれどもひとり暮らしだとか、

あるいは不安だという人方の住宅という住宅の整備、これらについては、具体的に速や

かにやっていきたいという段階に入っております。 

  あとは、民間のほうは民間の住宅ということでありますので、いわゆる公営住宅につ

いては所得の制限だとか、そういった、ある意味では福祉的な住宅の要素がありますの

で、そのニーズはニーズとして捉え、それから民間の今まで住宅がなくて通っていたと

いう人方がいたということでありますので、それらについては、民間の自由な経済活動

の一環として、どれだけの需要を踏まえて、そこに建てられるかというような住宅のあ

りよう、さまざまな住宅のありようがあって、これから進める例えば包括ケアにしても、

あるいはＣＣＲＣにしても、まずは住む場所がないとどうにもならないということにな

りますので、そういった意味では、いろんな体制、環境が整いつつあるので、積極的に

いろんな誘致活動だとか、そのようなことはこれから展開していく必要があるだろうな

というふうに思っております。 
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  いずれにしても、ここにいる方々の、高齢になった方々が安心して住めるような住宅

についても、これはもう速やかに進めてまいりますので、もう少し今お待ちいただきた

いなと、そんなふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） ちょっと追加で、今建っている賃貸住宅、あれをバリアフリー

化にするような規制はすべきだと思うんですけれども、町が補助金を出して建ててもら

っている住宅ですから、これから建つのはバリアフリー化にしておけば、いつでも高齢

者が入れるような状況になるんではないかと思いますが、町長の考えは。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 そういったことができるかどうか、これから検討をさせていただきたい

というふうに思います。自由なレベルでいろいろと事業を展開しておりますから、それ

はどうなのかと、今、新たな提案ということで受けとめさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、１番、伊東久子議員の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩します。 

（午前１１時３８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３９分） 

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

◇ 佐々木   守 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 私は、２点について一般質問をさせていただきたいと思いま

す。 

  ＴＰＰ大筋合意に対する今後の対応についてお聞きをしたいというふうに、まず思い

ます。 

  安倍政権は10月５日、国内の内容説明や反対の声を無視して、積極的にＴＰＰ大筋合

意し、批准に向けて積極的に進めようとしています。交渉反対の対応を一貫してとって

きましたが、ＴＰＰ大筋合意を受け、今後どのような対応をしていくのか、お伺いをし

たいと思います。 

  また、ＴＰＰ交渉に関して国会決議がなされていますが、私は大きく逸脱した大筋合

意であると、政府自民党の国民無視の姿勢だというふうに見ています。町長の見解をお

伺いいたします。 
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  このＴＰＰ交渉は、米国などの追加要求も予想され、また、全容は不明な部分もあり

ますが、現時点で本町への影響についてどのように考えておられるのかも、お伺いをし

たいと思います。 

  次に、２点目でありますけれども、本町農地の流動化対策ということでお伺いをした

いと思います。 

  農地の流動化に対しては、農業委員会が法令に従って、苦労されながら農地あっせん

業務などを進めていることは十分理解をしておりますが、士幌町と本町の農地政策の違

いが、農地評価額に大きな差を生んでしまい、今後、町境周辺の農地の耕作権が他町に

流れるのではないかと危惧をしております。 

  経済的な問題であり、農地政策の違いが招いた問題ですから、地権者に負担や不利益

をなるべくかけず、本町の農業政策として対応すべきだと考えます。この問題について

は、委員会などで何度か指摘をしてきましたが、価格格差などの実態調査や関係者の意

向調査などはされているのか、今後どのように対応していくのかについてお伺いをいた

します。 

  この農地価格格差問題については、農業政策としての取り組みが必要と考えることか

ら、町長及び農業委員会のご答弁をお願いいたします。よろしくお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 佐々木議員のご質問にお答えします。 

  まず、ＴＰＰ大筋合意に対する今後の対応についてであります。 

  本町では、ＴＰＰ交渉参加阻止に向け、平成22年から役場庁舎正面に「地域経済を崩

壊させるＴＰＰ絶対阻止」の懸垂幕を掲示し、町や議会、農協、商工会を初め町全体の

意思としてＴＰＰに反対する意見書の提出や抗議集会を重ね、今日まで一丸となって取

り組んでまいりました。 

  しかし、本年10月５日にＴＰＰ交渉の大筋合意に至ったことは、多くの町民の皆さん

の声にあるように、農産品の重要５品目など聖域確保を優先し、確保できない場合には

交渉脱退も辞さないとした国会決議に反しているのではないかと、私としても大変残念

な事態と重く受けとめております。特に、本町のように、農林業を基幹産業としている

地方自治体にとっては、まさしく地域の崩壊につながりかねない問題であると認識して

おります。 

  政府は、米や小麦、サトウキビ、てん菜、牛肉、豚肉、そして乳製品といった、日本

の農業を長らく支えてきた重要品目について、関税撤廃の例外をしっかりと確保するこ

とができたと説明した上で、農業者の不安を払拭するためＴＰＰ総合対策本部を設置し、
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11月25日に総合的なＴＰＰ関連政策大綱を発表しました。 

  この大綱の中では、農林水産物の重要品目について、引き続き再生産可能となるよう

関税削減等に対する不安を払拭し、ＴＰＰ協定発効後の経営安定に万全を期すための措

置を講ずることとしています。特に、本町に関連する品目では、小麦のマークアップの

引き下げや、それに伴う国産小麦価格が下落するおそれがある中、国産小麦の安定供給

を図るため、現在に引き続き経営所得安定対策を着実に実施することや、牛肉、豚肉、

乳製品の安定供給を図るため、畜産・酪農の経営安定対策を充実するための肉用牛肥育

経営安定特別対策事業を法制化し、補填率を８割から９割に引き上げるとしています。 

  しかし、農林水産分野の対策の財源については、ＴＰＰ協定が発効し、将来的に小麦

のマークアップや牛肉の関税が減少することにも鑑み、既存の農林水産予算に支障を来

さないよう、政府全体で責任を持って毎年の予算編成過程で確保するとされていますが、

果たして、この財源を毎年の国の予算交渉によって確保することができるのか、不安の

残る状況と言わざるを得ません。また、今後の交渉締結に向けては、さらに整理しなけ

ればならない部分もあると聞いており、個別に国ごとの再交渉も必要となるため、予断

を許さない状況にあり、事態を注視してまいる必要があります。 

  いずれにしましても、町としては政府に対し、懸念される農産物重要５品目を初めと

して、ＴＰＰが地域経済や生活全般に与える影響について速やかに調査し、その結果の

詳細について、地域ごとに丁寧な説明を求めたいと思います。その上で、本町の農業経

営が引き続き健全に維持できるよう、農協や関係団体と連携し、国の責任において確実

な政策の実行を果たすよう強く要望したいと思います。そして、本町の畑作４品目や畜

産・酪農への影響を最小限にとどめるため、野菜生産拡大支援や畜産振興対策など、で

きる限りの支援を行いながら、本町農業の経営安定化を図ってまいりたいと考えており

ます。 

  引き続き、本町農地の流動化対策についてであります。 

  本町農地の流動化対策ということでございますが、後ほど農業委員会より答弁させて

いただく部分については省略させていただき、簡単に答弁させていただきます。 

  農地の売買等については、基本的に本町農業委員会の決定により、町内農業者にあっ

せんされることが原則となっており、簡単には他町に農地が流れるといったことになら

ないものと理解しておりますし、これまでも地域の担い手への農地のあっせんがスムー

ズに図られ、農業生産力が維持されてきたところであると認識しております。 

  しかし、議員ご指摘のとおり、今後はさまざまな要因により、農地のあっせん等が増

加する傾向になることも予想されますので、将来にわたって農地を本町で有効活用し、
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地域農業を維持発展させていくために、例えば担い手の経営農地を面的に集積し、農作

業の効率化を図ることで経営の多角化を進め、さらなる経営改善を目指すことや、農業

生産法人等の設立により、経営面積の拡大を図ることで、農地を他町へ流動化させない

など、さまざまな対策を講じる必要があるものと認識しております。 

  いずれにしましても、本町の農業振興上、重要な課題として、ＪＡ上士幌町や農業委

員会とも密接に協議連携し、一体となって取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） 早坂農業委員会会長。 

○早坂晴雄農業委員会会長 本町の農地の流動化対策について、佐々木議員のご質問にお

答えいたします。 

  農地のあっせん価格につきましては、農業委員会の農地委員会におきまして、現地調

査や、これまでの売買実例をもとに価格を決定しておりますが、本町と士幌町の農地価

格につきましては、佐々木議員がご指摘のとおり、売買価格、賃借料ともに一定の差が

生じていることは認識しております。しかし、農地価格差の問題は、今後の農地の流動

化や集積、さらには新規就農にも影響を与えることから、慎重に扱わなければならない

問題と考えております。 

  農地価格の実態調査につきましては、北海道農業会議が田畑売買価格等に関する調査

を実施しておりますが、あくまでも町村単位の平均価格であり、地域を限定しての実態

調査は行っておりません。 

  士幌町の売買価格につきましては、地域的な平均価格の情報を士幌町農業委員会から

提供していただいております。また、賃借料の情報につきましては、農地法に基づき、

各農業委員会が参考となる調査結果を公表しているところです。 

  農地の耕作権が他町に流れるのではないかとのご質問でありますが、農地の売買及び

賃借につきましては、現状では町内の農業者に限定したあっせんを行っておりますし、

基本的に農業委員会の決定がなければ行えないものであり、安易に他町へ耕作権が移動

することはないものと認識しております。 

  しかし、今後、農地のあっせんが増加することが予想され、農地過剰になった場合に

は耕作放棄地となってしまうことが懸念されることから、該当者に対する今後の意向確

認など、情報収集に努めることが必要と考えております。 

  農地の他市町村への流出を防ぐことはもちろんのこと、流動化における課題解決に向

けましては、町やＪＡ上士幌町など、関係機関と連携した対策が必要と考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、佐々木守議員。 
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○２番（佐々木 守議員） まず最初に、ＴＰＰ大筋合意に対する対応について再質問さ

せていただきたいと思います。 

  まず第１点目は、私としては非常に残念な結果であり、ただ、ここで諦めてはだめな

んだというふうに思っています。 

  このＴＰＰというのは、実はＥＵ等の関係でも大きく今後、ＥＵを初めとして世界の

各国の輸出入取引に関して、このＴＰＰというのは大きく影響を与え、その先例になる

ものだと。実際に欧州との関係ではＴＰＰではありません、ＦＴＡでありますけれども、

その話し合いがされているという情報も聞いているところであります。ただ、そういう

部分で、本町はこの議会でも、実は絶対反対という意見書を出して、議員全員の賛同を

いただいて提出をしているところであります。 

  町としても、そういう形で、説明会等にかかわりを持ってきたところだというふうに

理解をしていますけれども、町長答弁では、残念だというところだけで終わっています

けれども、この町の今後のＴＰＰに対する運動方針はどうしていくのかというのをまず

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 まず、これが発動されるまで、いろんな手続が必要になってまいりまし

て、例えば国会の決議なんかも出てまいりますから。ですから、ああいった中での対応

についても、議員各位に働きかけるなど、こういった問題の取り組みというのは、多分

これから本町だけで解決できる話じゃありませんから、これまでも十勝全体での各団

体・機関が集まって行動を起こしてきておりますので、そういった中での一連の行動と

して、本町としてもかかわっていくということになるだろうというふうに考えておりま

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） 十勝全体でいろいろ報道されている部分で、今まで十分でき

る範囲で運動してきたというふうに思いますけれども、その後の情報というのは実は入

っていないんですね。こういうときにこそ、やっぱり上士幌はイニシアチブを発揮して、

まだ終わっていないと。批准は遠いし、実はこの交渉の中身というのは、今公表されて

いる部分では、７年後には再交渉して、その関税率も変わるんだと、変わるということ

は撤廃ということもあり得るんですね。まだ十数年あるというのは報道がオモムキます

けれども、このＴＰＰに関する報道については非常に不確かな部分が多くて、どこまで

がどうなのか、まだまだ日米の２国間交渉等もあって十分でないと。 

  ただ、政府自民党は、早速これに対応する政策大綱を出して、町長の説明の中にあっ
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たわけですけれども、ところが、残念ながら財源についての部分についてはないと。１

つ、ある程度希望が持てるのは、豚肉、牛肉のマルキンについては法制化をすると。逆

に言えば、ここは時限立法で、１年か２年面倒見れば後は、もっと言えば、明年の選挙

が終われば事態は変わりますと。 

  残念ながら、今まで国の農業政策というのは、選挙のたびに何か甘い汁があって、終

わるとなかなか厳しい状況があったという歴史も踏まえてですね。上士幌は農業が基幹

産業だということ、これをなくしてうちの町の成り立ちはないというのが私の考えです

ので、ここは毅然とした自治権というものをきちっと踏まえて、これはうちの町だけで

何かをしても何かが変わるわけではなくて、やっぱり大きく説明をしていくということ

も必要だというふうに思うので、そういうことも含めて、十勝にまず働きをかけるとい

う必要があるのではないか。さらには、町内の関係団体とも十分連携をとらなきゃいけ

ない。 

  残念ながら、全農はこの反対のバッジを外すということになりました。なぜそういう

ふうになったのかというと、実は有識者─資料がちょっと見つからないのであれで

すけれども、農協改革がもっと進むと、その中には農地法等にも足がついてくると。足

がついてくるという言い方は、正確に言えば、一般企業への農地の利用が拡大をすると

いう方向にあるというふうに説明をされている部分があります。 

  そういうことを受けて、やっぱり毅然とした対応をとっていく必要があると思うんで

すが、その辺の事柄というのはまだ動いていないのかどうか、その辺についてご答弁を

まずお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 最大限にその意見・要望が適切に伝わるように、そのためにはやっぱり

大きな組織の中で声を上げていくというのが最も望ましいというか、そういうことだろ

うというふうに思います。その過程の中で、自治体からどうするかという意味では、例

えば私どもの立場としては町村会という、そこが大きな共同の組織体ということであり

ますので、その中では常々その話もされております。 

  もう一つは、やっぱり農業生産者の、農業者の現場と、そして農協と、それと町と一

緒に、この問題について共通の認識と共通の行動体制だとか、こう動かなければ、行政

だけではその力というのは本当に微々たるものだと、そんなふうに思っていますので、

今はいろんな動きが出てきています。大綱が出て、今おっしゃったとおりに、全く不透

明であるということも確かなんですね。例えば、小麦の問題はどうするのかだとか、こ

れらについてもしっかりしたマークアップの対応するような、当面はそこそこやりそう
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な話もありますけれども、果たしてそれがいつまで続くのかという問題だとか、財源の

確保の問題もそうでありますし、そういった意味では非常に不透明であるということ。 

  しかし、北海道、しかも十勝にとっては、この４品目の輪作体系というのはどうして

も欠かせない重要な農業のありようでありますから、そういった意味では、十勝独自の

課題としての、例えば特に小麦の問題なんかというのはかなり大きなテーマになってく

るんだろうと、そんなふうに思いますし、こういった個別の問題でやるのか、あるいは

いわゆる国会の決議に向けてのそういった取り組みをしていくのか、これらについては、

農協は農協として独自のラインでいっているところはありますし、町と農協と、あるい

は農業者が組んで行動を起こすことが、それがある意味ではメッセージ性や、いわゆる

大きなインパクトがあるというようなことがあれば、それはそれとして行動する必要が

ある。もちろん、その際には、議員の皆さん方も同様の行動をとってもらうというふう

になるだろうと思いますけれども、そういった枠組みの中で、いろんなパターンの中で

動いていかないと、町だけで反対、じゃあどうするのということになりかねないので、

それぞれ関係する機関あるいは団体等々との連携調整をしながら声を引き続き、あるい

は運動行動を起こしていくということだろうというふうに思っています。 

○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。 

（午後 ０時００分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 午前中に引き続いて再質問をさせていただきます。 

  町長は、さきの答弁の中で、今回の大筋合意の内容については、さきに国会委員会で

の議決が国会にあるわけですけれども、それには反しているのではないかと、言い切っ

てはいませんけれども、その内容に合致する内容では合意に至っていないということを

おっしゃっています。私もまさしくそうだというふうに思います。 

  これは、私は上士幌の小さな議員の一人でありますけれども、合意内容というのが国

会決議に反していたならば、恐らく常識的には、その大筋合意というのは大きく見直さ

れるか、あるいは批准を先延ばしにする、あるいはとりやめるということが普通だと思

います。 
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  もう一つ、僕が聞きたいというふうに思います。最近の、これは政治不信というふう

に言われて、うちの町でも政治と言われる部分について関心が高いとはなかなか言えな

いというふうに思って、心配をしているわけですけれども、国会議員の責務として、み

ずからが決議をしたことをみずからがあやふやにしてしまう、この姿勢について、町長

は地方自治体のリーダとしてどのように考えるのか、これについても、ぜひその見解を

お伺い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 政治家の姿勢として、それぞれ見解や見識を持って、議員あるいは議会

活動されているんだろうと、そんなふうに思っています。 

  今おっしゃったように、いわゆる５品目の、これについては関税撤廃に応じないとい

う前提での交渉だったというふうに思いますし、その結果については、それぞれが年次

的な計画目標はあるけれども削減をするということでありますから、それは当初の予定

から見れば、それは違っているだろうと、こう言わざるを得ないというふうに思います。 

  ただ、その後の政治、この件についても、いろんなところでの動きが変化してきてい

るというのも、またいろいろと実感するところなんですね。例えば、先ほど全農のお話

がちらっとありましたけれども、いわゆる町村会あるいは全国の町村会においても、Ｔ

ＰＰの当初のそういうスローガンからやっぱり変わってきているところも事実あるんで

すね。それは、情勢によって変わってきているのを政治的な判断でいろいろやっている

んだろうと思いますけれども、むしろ今、この結果としては、今出ている事実関係と、

それをどう持続的な農業経営を続けるか、輸出、いわゆる成長戦略として、どんなふう

にして農業を守り、あるいは発展していくのかといったところに議論が流れていってい

るというところがあります。ただ、いずれにしても、当時の政治家として決議をし、あ

るいは自分たちのやったことについては、それはそれとしてしっかりとした説明責任を

果たすべきだろうと、そんなふうに思います。 

  政治ですから、いろいろ状況によって変化するところはあるだろうと思いますけれど

も、それはそれとして、しっかりとした自分たちの、それぞれ議員そのものが、一人一

人が今回のＴＰＰに対して責任を持った発言をしているということでありますから、こ

の後の対応についても、どんなふうにしてそれを整理するのか、これは政治家として、

有権者に対してそれぞれが説明すべきであるというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） このＴＰＰ、今、町長もその懸念の一端を示されたんだとい

うふうに思うんですが、ＴＰＰの批准が済んで、実際にこれが発効されると、本町の基
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幹産業には恐らく大きな影響があります。実は、本町だけではなくて、いろいろなもの

を調べる限り、改善できるような施策を打つというふうに政府は盛んに、自民党も含め

て言っているわけですけれども、その財源などは今、消費税の財源の部分についていろ

いろ議論があるように、非常に国家財政厳しい中ですから、多くは期待できない。むし

ろ、選挙までの宣伝だという報道のほうが、僕はインターネットを中心に見ると非常に

多いというふうに思います。 

  そういうことを言っても、あるいは町長に、これに真っ向から反対しなさいと言って

も、これはなかなか難しい話ですし、関係団体についても多少、私から言わせれば腰砕

けの部分もあってですね。ただ、町内的な歩調はきちっととらなきゃならないと思いま

すし、十勝管内の考え方にも同調していかなきゃならないという立場については十分理

解します。 

  ただ、本町の思っている部分というか、これはどうあっても本来は輸入に持っていく

べきでないと、この交渉はすべきでないという姿勢については１つ持った上で、適切な

対応をお願いしたいなというふうに思いますし、その前に、先ほどもちょっと質問しま

したけれども、町内関係団体と、次の運動方針や次の方策についての基本協議というの

をすべきだというふうに思いますけれども、その辺についてもう一度ご答弁を願いたい

と思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 １つには、大綱が出たという事実については、新たな展開だろうという

ふうに思いますし、それを踏まえてのいろんな問題点や、あるいは課題、心配する点が

多々あるということも事実でありますから、この状況に応じて、ではうちの町としての、

あるいは団体としてどういうスタンスをとっていくのかという意見交換は十分していく

必要があるだろうというふうに思っています。 

  特に、この批准してからまでの時間だとか、いろいろな時間差はあるだろうというふ

うに思いますけれども、その間に、いわゆる当面すぐ対応しなきゃならない問題とか、

あるいは時間がかかる問題もあるだろうと思いますけれども、そういう具体的に一つ一

つに見えてくる段階において、農業者にとって、それは非常に不利益をこうむる、ある

いは見通しが立っていかないというような状況がもし見えてくるとすれば、それはその

段階でまたいろんな手だてを講じていくというふうになっていくだろうと思います。 

  いずれにしても今、政府のほう、多分補正予算の中でそれなりの、先ほどそれは選挙

目当てかどうかというそれは別としても、とりあえず大綱を踏まえての補正が出てくる

だろうというふうに思います。それは持続的なものなのか、継続的なものなのか、補正
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だけで終わってしまうものなのか、それはいろんな政府の言動だとか、それから一方、

農協団体関係のその辺の見方だとか、いろいろあるだろうと思いますが、いずれにして

も、私どもとしては直近の来年直ちにですね。来年、このことによって何らかの農業経

営に影響するのかどうかと、ここらあたりは非常に神経質になるところだと、そんなふ

うに思っておりますから、そういったことがあれば、また農協のほうとも相談したいと

いうふうに思います。 

  最終的には、政府がいろいろ農業政策をつくってくるだろうと思いますけれども、い

ずれにしても、その漏れている部分だとか、これらについては十分町と農協が協議をし

て、漏れない、きめの細かい農業政策を打っていかなければならない。ＴＰＰがどう推

移していこうか、それはそれとして、しっかりした姿勢は片方で持ちつつも、現状に対

してどんなふうに手だてを講じていくということは、これはしっかりやっていかなきゃ

ならん、そう思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 町長の今の答弁の内容のとおりだというふうに思います。毅

然な態度はとっても、具体的な対応という部分では、その状況を踏まえながら、この町

のために、この町の基幹産業農業のために対応していくという必要はあるというふうに

思います。 

  ただ、私は議員の一人として、これは国会議員も変わらないと思いますけれども、有

権者に約束したことには、きちっとそれを履行するという姿勢を示すというのは大変重

要なことだ。そういう部分では、どの国会議員もこの法案に批准はできないんだと思い

ますが、世の中、実はそうではないというのは残念なところだというふうに思います。 

  もう一つは、どういう飾りをつけても、このＴＰＰの妥結というのは、第１次産業を

中心として、農業だけではなくて林業も含めて、この関税撤廃の嵐というのは、その置

かれている条件から、明らかに不利な状況になるということだけは間違いないというふ

うに思います。 

  そういう部分では、今の安倍政権というのは、どうも国会の、臨時国会を要求しても、

それも開かない。私以外の皆さんはどういうふうに捉えているかわかりませんけれども、

これも憲法からいえば問題なことで、そうなれば当然このＴＰＰの問題というのは重要

議題として協議をされることだというふうに思うんですが、国会の審議も十分ないまま

から、次は批准だというような流れになっています。 

  それともう一つ、大変これは考えておかなければならないことだというふうに思うん

ですが、先ほどちょっと舌足らずになったんですけれども、政府は経済財政諮問会議だ
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とか、産業協力会議とかという民間の諮問団体、こういうところで農業に関する部分に

ついてもいろいろ議論が出ています。その中では、農林分野の法律の古いものは全て再

点検をして、改正をしなきゃだめなんだ。これは次の質問にもかかわる部分ですけれど

も、従来は農地法で地域の農業というのが守られてきた、これがいよいよオープンして

いくという流れも見えてきています。 

  それと同時に、似たような流れが随時起きてきているわけですけれども、そういう中

で、このＴＰＰ問題というのはまさしく論じられている、あるいは方向が決められつつ

ある。そういうことからすれば、地方は地方の実情や予測に従ってきちっとした意見を

言っていく。 

  ただ、先ほども言いましたように、これは町内の意見統一であるとか、十勝管内の協

調姿勢であるとかということは当然必要ですけれども、その中でも本町のトップリーダ

ーとしてはやっぱりだめなものはだめ、その上で具体的な対応をどうしていくかという

ことは、また別な方向性も含めて考えていくということでなければならないというふう

に思いますけれども、そういった各種、このＴＰＰだけではなくて、上士幌の基幹産業

が破壊をする、それも特に法人化したという部分では十分残れる余地があると思います

し、成長産業だと言われる部分に対応する部分もあるのかもしれませんけれども、多く

の個人経営は非常に厳しいところに、年々そういう立場に追いやられてしまう。そうい

う中では、新たな農業への展望、希望というのが見出せないのではないか。だとすれば、

今の農業後継者に夢や希望を与えられないという内容に、残念ながらなる可能性が非常

に高いと言えます。 

  そういった中で、今まで上士幌で総合戦略の計画も出しているんですけれども、そう

いうものも大きく変化をすると。そういうことを踏まえて、町がどういう姿勢をとるの

かというのは大変重要なことだというふうに思いますので、その部分についてもう一度

答弁をお願い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 全ての経済をグローバル化しようという流れの中でのＴＰＰということ

でありますし、ただ、本町にとって農業ですね、十勝の農業、北海道の農業は規模が拡

大していて底力があるんじゃないかと、こう国内の中では言われていますけれども、現

実の問題として、例えばオーストラリアの面積から見れば100分の１程度だということ

なんで、基本的に１対100の戦いの中では、到底勝てるということは、これはもう至難

なことであります。幾ら付加価値を高めて輸出しようといったって、長いもんにしよう

といったってそれは限界あるわけでありますから、であれば、これはやっぱり食料をし
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っかり守るという、そういう姿勢での国の政策が極めて大事だと、個人が生活できるよ

うな、そういう所得の保障を片方でしっかりしていく、その体制が心配なくできるよう

な、これが明確になれば随分話は変わってくるだろうと思いますけれども、財源の問題

も含めてまだないと。 

  先ほどマルキンの話はされましたけれども、それ以外については、具体的に所得保障

の動きというのは、まだ補正だとか、いわゆる短期的なことになっていますので、非常

に将来にとって不安だよということなんで、そこがしっかりとですね。いかにそれがあ

っても、国として食料自給率を高める、あるいは国民の食料の不安のないためにも、そ

このところの政策がどんなふうに見えるか、見えないかが、これが大きなポイントにな

ってくるだろう思うんですが、今のところ全く見えていないということなんで、これは

声を上げていかなきゃならんということだろうというふうに思っています。 

  そういった意味では、多分農協も同じような流れ、考え方、動きの中にあるだろうと

いうふうに思いますから、この地域の少なくとも農業を志している、いわゆる家族経営

のところも、少なくとも上士幌町の耕地当たりの面積は、耕作の面積は広いわけですか

ら、そこで少なくとも飯が食っていけるような、そういう政策、施策を打ち出してもら

わないと困りますし、そのようになるために、私どもとしては力を合わせて、声を上げ

ていくという必要があるんじゃないかと、そうも考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 次の問題に移りたいと思いますが、１つだけ町長に、これは

要請をしたいというふうに思います。 

  さっきの佐藤議員の答弁にもあったんですけれども、上士幌は200億、あるいは10万

トンという乳量を目前にして発展をしている。言い方は間違いありませんけれども、多

額の債務も同様にある。農家経済というか、景気と言われる部分、どんどんよくなって

いるのかというと、決して私はそうではないと。円高傾向の中で非常に生産物も上がっ

ている、あるいは３％の消費税の織り込みもあったというのが、この200億に近い数字

に農協の売り上げの中では入ってきていると。 

  そういった、安易に言っているわけではないと思いますけれども、そういうことも同

時に踏まえて、上士幌農業は他の町村よりは確かに売り上げは伸びています。そのこと

については大変、農協を初め農家の皆さんに敬意を表するわけですけれども、その中身

は経済としてというか、暮らしとして楽になっているかというと、そうではないという、

格差も非常に開いているという実態もあるということを押さえた上で、そういった部分

を説明をいただきたいし、なおかつ、先ほどＴＰＰの話で議論させていただきましたけ
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れども、非常に厳しい現況にあるということも踏まえて、ぜひお願いをしたいというふ

うに思います。 

  では、次の質問に移りたいと思います。 

  先ほども関連ある話をさせていただきましたけれども、この農地の流動化について、

北居辺地域で士幌町との町境に関する農地、これは一部東居辺の部分もありますし、上

士幌地区の部分もあるわけですけれども、そういった部分について実勢価格の違いが一

定程度出てきているというふうに判断をしています。 

  ご答弁では、基本的に農業委員会の決定で売買等がきちっとされているので問題はな

いと。問題はないということを言いたかったのかどうかちょっと疑問なんですけれども、

現在、無届け小作等も結構あるんではないのかなと。もう一つ言えば、過去には林地と

いうことで、農地のくくりのない山林開発についても、行政的にも農地開発へと多額の

資金を使った、つまり税を使ったことがあるわけですけれども、そういうことを含めて、

基本的にという意味合いは十分わかります。現実はどうなのかと、そういう危険性はな

いのかということについて、双方からまずご答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 基本的には、基本的な話しされましたけれども、農地のあっせん等につ

いては、一定のルールのもとに農業委員会が管理をし、そして耕作放棄地が出ないよう

な、そのような努力方されているというふうに認識しておりますけれども、ただ、いわ

ゆる農地の格差の問題をどう捉えるかというのは、非常に見方によっては微妙というか、

違いがあって、例えば高ければそれでいいのかと。いわゆる町内の中で、今度は流動化

も逆に進んでいかないということもあっていいのかという問題で、一番は、その辺は多

分これまでの農業委員会が政策を打つ中で、非常に苦慮されてきていて、しかし、現実

の問題としては今、当面懸念されるところはありますけれども、全体としては非常に農

地の交換分合を含めて、流動化が町内の中で進んで、そしていわゆる合理的な農業経営

ができたり、あるいは規模拡大につながっていっているというふうに思うところもある

わけですね。 

  今のこの格差の問題をどう、士幌と上士幌の格差の問題があって、何となく侵入され

そうだと、これをどう捉えるかというと非常に難しい、今、答弁に窮するようなところ

がありますね。士幌は士幌で高いから、じゃそれで本当にいいんだろうかということ。

農地は農地として、いかに生産を生むための手段として農地があって、それがもしでき

なければ、次の人に速やかに移動してやってもらえるというのが、本来そうあるべき事

態なのか、不動産的な価値をそこにどんどんつけていくというのはどんなもんなのかと
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いう感じもしないわけじゃないですね。 

  そんなことを考えると、非常に財産でもあるし、それからもう一つは、農地のいわゆ

る土地の基盤整備についても、相当数は国や北海道や、いろんなところの公的資金が入

って、そして今がなっているということだとか含めて、どの辺が適切なのか。これにつ

いてはよほどしっかりとした議論と、それからこれからの農地のあり方だとか、そのこ

とを考えると今、私の手元の中の、それらに対して適切な、自信を持ってこうだという

ような状況は、なかなか入りがよく言えないというのが実態であります。 

○議長（杉山幸昭議長） 早坂農業委員会会長。 

○早坂晴雄農業委員会会長 無許可の賃貸はないと認識しております。 

  それと、ＪＡと話し合いをしていて、より一層、町、ＪＡと話し合いを進めていきた

いと思っております。 

  それと、士幌町の農業委員会との話し合いなどを持って、連携をしていく対策が必要

だと考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 確かな答弁はできないという、町長からお話しありました。

ただ、これを地権者の側から見れば、道路１本挟んで、片方は30万円、片方は25万円、

これ皆さんの心情として、常識論として、この土地は30万ですよと、30万に地目上とい

うかは、線１本で５万円違うというのが現実になってくると、やっぱりそれは財産価値

ゼロではなくて、農家もいろんな資金調達のためには、農地を担保として使うわけです。

そういうことも言えば、不利益を与えて、法でがんじがらめにできるのか。そんなこと

をしているうちに、今の５条と言われる農地法の改正は、近いうちに今のような政権が

農政をやる限りは、成長産業の方向性でどんどん企業が入ってくる、方法論は実はいろ

いろあるわけですけれども、そういう流れになるんではないか。 

  私は、ここで、結論的にこうするという方策を求めたわけではありません。この問題

をどう真剣に考えるかということなんです。この問題に危機感を感じて、どう対応して

いくかという姿勢が行政にあったかどうかということを問いたいわけです。 

  私の調べる限りでは、本町には上士幌町農業再生協議会といって、これは農協と町と

農業委員会が入っている組織があるはずです。こういう中には、再生協議ですから、ま

さしく今ある一定の歴史、正確に言えば、農地法の解放以来、戦後間もなく以来変わら

なかった農地法の中で、途中で何度か農地法は変わっているわけですけれども、そうい

うことを含めて、今どうあるべきかという議論がされていいと。 

  まさしく私は、この問題については、士幌農業委員会の農地あっせん等の方法と上士
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幌の農業委員会の農地あっせんの方法論の違いが幾分あります。それが結果として、こ

ういった価格格差に至っているという認識があります。そうだとしたら、地権者の皆さ

んはどっちをとるかということは別にしても、今ある法的には適正だと言われて説明さ

れているけれども、現状の経済と合わない評価額をつけられることについては抵抗を感

じるはずです。それが農業のためだからということでがんじがらめにされてなかなか個

人財産として動かしにくいとすれば、それもまた問題になります。 

  もう一つあります。今、これはさきの農地政策の中で、中間管理機構という、実は私

もいろいろかかわっている経過があるわけですけれども、ここは遊んでいる農地を解消

したいと、不耕作地をなるべく少なくしたいということから、政府が決めた政策ですが、

ここでは町境とか、地元の農業委員の意見は尊重しますけれども、もしそれで借り手が

いなくなれば、全国に公募です。 

  それを含めて、私は実はことし営農を、ことしの秋をもってというか、夏から休止を

してやめているわけですけれども、これにかかわって、イオングループであるとか、あ

る食品レストラングループであるとか、生産農場としてやってみませんかというお誘い

をいただきました。今、そういう時代にあるんだという認識を持って、上士幌の地域性

や、この優位な農地をどういうふうに守っていくかということを考えなきゃいけないと

思うんですが、その辺を含めて、まず第１番目は、さっき言った農業再生協議会、こう

いうところできちっとした議論があったのかどうか、あるいはほかの組織でもいいけれ

ども、そういった議論をしているのかどうかということについて、今までの実績、経過

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 結論的には、農地関係についての具体的な意見交換というのはされてお

りません。いろいろと再生協議会の事業項目、羅列されておりますけれども、ある意味

では考えられることを網羅的に入れているということも１つあります。そもそも再生協

議会の発端は、経営所得安定のための受け皿として協議会がつくられ、まずは目的の一

つとしてそこにあっただろうと、その事務的な理由です。 

  もう一つは、いわゆる国からの制度資金、制度ですね、事業ですね、いわゆる機械の

購入だとか、認定農家だとか担い手、あるいは集団だとか、これからさらに将来に向か

って意欲的にやっていく、そういったところのさまざまな国からの支援事業の受け皿に

なるという、この２点が今までの再生協議会の大きな議論のテーマ、あるいは審議の内

容であったということであります。したがって、その項目の中には農地の集約化なんか

についてもあるかもわかりませんが、具体的には話はしていないというのが事実でござ
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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） 農業委員会のことしの会議録も全部見させていただきました

けれども、この問題について、正式な会議録は見当たりませんでした。だから、なかっ

たんだろうと思うんです。 

  今後について、この協議会でするかどうかは別にして、２点お聞きをしたいと思いま

す。 

  これから精力的にやるという意思があるかどうかということと。 

  もう１点は、この問題は隣町との農地政策の違いが生んだ問題かどうかという、政策

の違いがこういった問題をひずみとして生み出してしまったという認識があるかどうか、

この２点について、時間ももう迫ってきているので、お聞きをしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） どちらに聞きますか。 

（「どちらでもいいです。そしたら、どちらにもお聞きします」の

声） 

○議長（杉山幸昭議長） 両方にですか。 

  竹中町長。 

○竹中 貢町長 士幌との違いかどうかということについては、行政は直接その流動化に

ついては、第一義的には関与していないということで、その辺では農業委員会のほうの

見解に委ねられています。 

○議長（杉山幸昭議長） 早坂農業委員会会長。 

○早坂晴雄農業委員会会長 農業委員会としてはこれから、その問題に関しては議論をし

ていきたいなと思っております。 

（「もう１点、政策的な違いが生んだひずみだと考えられるかどう

かについて」の声） 

○早坂晴雄農業委員会会長 ひずみだとは考えておりません。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） ひずみと考えられない、ひずみという言葉をどういうふうに

理解するかということなんですけれどもね。格差が生じていると、これ格差が生じた原

因は、本来は士幌の農業委員会も上士幌農業委員会も、十勝の一番高いところを序列に

ずうっと比率的に下がってくるというのが一般的な基本というか、基準価格の見方です。

少し士幌のところでそのままとまって、上士幌へ来てがくっと落ちているというような

見方ができるんですけれども、公益的な協議がされていれば、そういうことも解消でき
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たのかもしれない。 

  しかし、今、そういう公益的なことができなかった。先ほど言ったように、５万円程

度の差があるというこの格差は、周辺の人たちが異常に土地を求めてぎゅんと高くなっ

ているということではないと思います。士幌町全体がある程度高いという流れの中でず

っと来ていると。上士幌は、厳格な価格調整も農地あっせんの中で行ってきたという経

緯がありますから、そういう中での違いが出てきたというふうに私は考えているんです

けれども、そういうことを政策のとり方の違いとして生まれたというふうに理解するん

ですけれども、その辺については、そういうことではないとしたら、なぜその５万円の

差が起きたかということについてご説明をしていただきたいと思います。よろしくお願

いします。これは会長にお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 早坂農業委員会会長。 

○早坂晴雄農業委員会会長 これは、交換分合が始まりましたときに、当初、我々の36号

境は23万でした。それが交換分合で士幌との差が開き過ぎているということで、25万に

したという経過がございます。そのころ、ちなみに士幌の農地改革40万8,000円です。

それから、今現在、士幌も下がって、30万何がしになっています。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 最終的には、士幌境の人たちが士幌に農地を流すことなく、

本町の農家の有益な利用になればいいわけです。ただ、私的には、個人的に数人聞いて

いる部分については、隣が30万といって、ここが25万だ、上士幌の農家をやっているん

だから25万で我慢せいと言われて我慢できるかい。今まで苦労して、残念ながら後継が

いろいろ恵まれなくてということで話をその人はしていました。これは皆さんでも同じ

ことだと思うんです。そういう心理をきちっと理解をするというためには、まず受益者

の考え方というか、土地所有者の考え方をきちっと調査をする必要があると思うんです。 

  そういう中で、先ほど言った問題意識があるとすれば、その３団体、農協あるいは町、

農業委員会という中で、この問題の解決策がないのかどうか。これはなぜそういうもの

が生じたのかという原因も含めて、きちっと協議をして、方向性を出していただきたい

というふうに思います。 

  この際、私は所属委員会が関連性を持つので、その中でもこの部分についてはぜひ委

員長にお願いをして、対応していきたいないうふうに考えていますが、最後に、そうい

った私の今回の２番目の農地の流動化という名前で質問させていただきましたけれども、

私はひずみだと感じています。これは決して、うちの町に有益な形で解決しなければ大

きな問題につながるというふうに思います。 
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  今、農業を取り巻く環境については、先ほどのＴＰＰの問題から一連にお話ししたよ

うに、決して農家優位な方向ではなくて、ますます厳しくなるような方向性と拡大志向、

法人化の方向性というものが見えてきています。 

  さらには、企業参入です。国際化になるというのは、同時に企業参入ということが当

然考えられる。現実に、やめている農家にはそういうお誘いがありますし、たしか広尾

と大樹町の境には、イオンの肉牛の大きな牧場があると思います。 

  そういう時代に、それが悪いというんではないんです。町民が納得をして入れる企業

もあれば、これはなかなか町民に利益とならないという企業の条件もあると思いますか

ら、一概にそういうことを反対しようとは思いませんけれども、時間がなくなるので、

最後に、もう一度徹底した、この問題に対する議論をしていただくということだけの確

約を双方にお願いをして、質問を終わりたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今の話の中には、大きな農地法の転換、あるいは時代の流れのそういっ

た背景の話だとか、さまざまな今日的なテーマを踏まえた話が根っこにあるなと、そう

思っています。 

  戦後、農地が解放されて、ひとしく農業をやれるような、そういったふうに小作から

それぞれ土地を持てるようになって、それを持続的にするために、ある程度農業委員会

がかなり指導性を発揮して農地を守って、そして農業を振興してきたということであり

ますから、農地の関係でも、これは自由経済市場におけるような、そういったことは例

がなかったんだろうというふうに今まで考えております。 

  その意味で、その地域によって農地の価格の差もあるのかもわかりません。それは自

由的な不動産価格という、そういう前提以外のものが働いているということだろうとい

うふうに思っています。 

  今の話は、そういったことからいろんな要素を含めたお話しされたんだろうというふ

うに思っています。いわゆる民間の企業の参入のことだとか、隣の格差をどうするのか

だとか、歴史的な背景も踏まえて簡単なことではないだろうと思いますけれども、少な

くとも今農地が、１つには、耕作放棄地になってはまずいというのが第１点大きな財産、

それと地元のところでどう抱えるのか、抱えられないのか、こういった問題の提起もあ

っただろうというふうに思います。 

  いずれにしても、農協としても大きな課題だと、そのように認識しておりますし、私

どもとしても、これからこういった関係の話をしていくということについては、しっか

りと受けとめてまいりたいというふうに思います。 
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○議長（杉山幸昭議長） 早坂農業委員会会長。 

○早坂晴雄農業委員会会長 意向確認と士幌町農業委員会との話し合いで、３者、また、

ＪＡで話し合いをしていきたいと思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、２番、佐々木守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。 

（午後 １時４０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４０分） 

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

 

◇ 山 本 和 子 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、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、マイナンバーへの対応について。 

  赤ちゃんからお年寄りまで、全ての国民を12桁の番号で管理するマイナンバーについ

て、国はしきりに利便性を強調していますが、私たちには何のメリットもなく、情報漏

れなど危険性が高まり、大きな狙いは社会保障の削減にあります。危険性と負担を押し

つけるこの制度は、延期・中止するべきです。 

  以下、質問いたします。 

  １、11月に各家庭に通知カードが簡易書留で届けられていますが、その状況はどうな

っているか。まだ届いていない世帯への対策はどうなっているか。 

  ２、12月広報にも載ってはいますが、まだまだ制度の概要が知られていない。具体的

にわかりやすく周知をし、気軽に相談できる窓口を設置するべきである。実際には個人

番号カードは必要ないし、来年１月以降の申請の際にも、マイナンバー番号記載の通知

カードもなくても大丈夫なはずです。 

  ３、情報漏れへの対応について。既に全国的に詐欺事件の被害も出ています。国は、

マイナンバー番号情報がネット上で漏れたり、攻撃を受けたりしないように、情報を遮

断するように通知を出しているはずです。そのためには、情報の入っているパソコンと

ふだんネットにつながっているパソコンを別にしなくてはいけませんが、その対応はで

きているのか。 

  ４、町内業者への対応について。行政機関に提出する書類に従業員等の個人番号記載
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が求められるが、その情報管理など大変ですが、どう対応するのか、質問いたします。 

  大きな２点目です。全ての子供たちが心豊かに育つために。 

  子供たちの将来が生まれた環境によって左右されることのないよう、全ての子供たち

の教育環境を保障することが大事です。国の調査による子供の貧困率は、平成24年には

16.3％で、年々ふえ続けています。北海道は、さらにその1.5倍くらいあると想定され

ます。国は平成26年、子どもの貧困対策の推進に関する法律、子供の貧困対策に関する

大綱を制定しました。また、北海道子どもの貧困対策推進計画が策定され、平成27年度

から実施されているかと思います。 

  上士幌町の子供たちの実態をどのように捉えているのか。町独自の対策も大事で、さ

らなる負担軽減、例として小・中・高の就学援助の対象の拡大、ひとり親世帯への支援

等が必要と思います。 

  また、とかく学力が競われ、心の豊かさ、食の大切さ等、基礎的なことがなかなか見

えてきません。豊かに生きるため、真の学力の土台をもっと大切にするべきです。全て

の子供たちが対象になる２点について質問いたします。 

  １、学校の芸術鑑賞の予算を大幅にふやすこと。小学校、中学校、各50万円以上予算

をふやすべきです。 

  ２、学校給食のさらなる充実を。小学校、中学校の給食費の値上げを行わず、高校ま

で無償化にすること。 

  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。 

  マイナンバー制の対応についてであります。 

  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され、同一人の個人情報を他の機関と迅速・確実に情報連携するこ

とにより、事務の効率化、透明性を図るものであります。 

  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。 

  １点目のご質問の通知カードの発送の状況と、まだ届いていない世帯への対策につい
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てお答えいたします。 

  通知カードは、10月30日から転送不要の簡易書留で配達され、11月16日で終了してお

ります。しかし、配達時に留守の場合、ポストにマイナンバー専用の不在連絡票が入り、

郵便局で７日間保管されます。この間に再配達等の連絡がない場合は、通知カードは町

に戻されます。この通知カードは、町全体で2,392世帯、4,893人分が発送されました。

そのうち、町に戻された数は176世帯分です。転出したことにより転出先の市町村から

交付される世帯が10世帯ですので、残り166世帯への対応が必要になります。通知カー

ドを町で保管していることと受け取り方法、必要な書類等について、普通郵便で本人に

通知しており、回答をいただくことになっています。 

  この通知により、12月３日現在で交付済みが62世帯、連絡がとれているがまだ受け取

っていない者が16世帯となっており、あとは連絡を待っている状況であります。できる

限り連絡をとり交付していきますが、どうしても交付することができない場合は、３カ

月間町で保管し、その後は廃棄することになっています。しかし、廃棄時期については、

受け取り状況などを見ながら決めていきたいと考えています。 

  ２点目の相談窓口を設置すべきとの質問ですが、町の広報５月号、７月号、９月号、

11月号、12月号の５回と６月の行政区長会議や、10月には民生委員、児童委員協議会で

もマイナンバーの説明をさせていただき、町民からの問い合わせに対応させていただい

ております。また、７月に町のホームページに制度の概要等について掲載し、10月に更

新して通知カードについてお知らせをしていますし、国や道においても、テレビ等によ

る制度の説明や通知カードの取り扱い方法、個人番号カードの申請の仕方等放映されて

います。 

  町としては、町民課総合窓口年金担当で対応させていただいており、今まで40件ほど

の問い合わせがありますが、今のところは対応できていると判断しておりますので、特

別に相談窓口を設置する考えは今のところありません。 

  ３点目の情報漏れへの対応についての質問ですが、住民基本台帳システムとインター

ネットの分離について、北海道を通じ総務省から、10月５日までに全市町村が対応する

よう通知があったところであります。 

  本町におきましては、マイナンバーを扱うパソコンを専用化した上で、インターネッ

トとの通信を遮断する対応を10月２日に終えているところであります。 

  また、総務省においては、平成29年７月から、国・地方を通じてマイナンバーを活用

したオンラインの情報連携が開始されるのを見据えて、自治体の情報セキュリティ対策

の抜本的強化に向けての検討がなされ、今後、各自治体に要請がされることとなってい
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ます。本町におきましても、情報セキュリティの抜本的対策について検討を進め、新年

度予算で対応していきたいと考えているところであります。 

  ４点目の町内業者への対応ですが、11月20日に帯広税務署が行った年末調整説明会に

おいて説明しておりますし、法人会や青色申告会においても税務署が講師となって説明

会を行っており、会員への周知はされていると承知しております。町としても、町広報

７月号で、事務所におけるガイドラインについてお知らせしております。また、商工会

では、１月に中央会から説明員が来町し、説明を行うことになっていると伺っておりま

す。 

  今後もわからないことがあれば、町民課総合窓口年金担当へ問い合わせいただきたい

と思いますが、この制度の本格的運用は平成29年７月となっております。今後も国や道

からの情報を注視しながら、わかりやすい情報提供に努めてまいり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） 馬場教育長。 

○馬場久男教育委員会教育長 続きまして、全ての子供たちが心豊かに育つためにという

ご質問にお答えをいたします。 

  北海道子どもの貧困対策推進計画につきましては、素案に対する意見等の募集期間が

平成27年10月14日に終了し、既に原案が作成されておりますので、近いうちに定められ

るものと承知しております。この原案では、計画期間を平成27年度から31年度までの５

年間とし、教育支援、生活支援、保護者に対する就労支援、経済的支援の４つの基本的

な視点からの支援を推進していくこととされております。 

  今後の子供の貧困対策につきましては、国の子どもの貧困対策の推進に関する法律及

び子供の貧困対策に関する大綱、道の推進計画に基づきまして、町関係課部局と十分な

連携を図りながら適切に推進してまいります。 

  本町の子供たちの実態につきましては、ひとり親家庭などで一定の所得水準以下の場

合に支給される児童扶養手当の受給世帯数の推移は、この10年間ほぼ横ばい状況となっ

ております。しかしながら、就学援助対象児童生徒数のこの10年間の推移で捉えますと、

対象児童・生徒比率が14％台から18％台へとふえておりますので、増加傾向が見受けら

れます。 

  １点目の小・中学校の芸術鑑賞につきましては、上士幌町学校教育推進協議会が主催

して実施しており、本協議会への補助金の中に芸術鑑賞の経費を含めて助成しておりま

す。以前は小・中学校合わせて40万円を予算計上しておりましたが、内容の充実を図る

ため、平成27年度予算は60万円に引き上げてきたところであります。予算の拡大によっ
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て選択肢が広がり、これまでよりもクオリティーの高いものを鑑賞することができると

考えておりますので、来年度も同額の60万円の予算を確保してまいりたいと考えており

ます。 

  また、社会教育事業として実施しております芸術鑑賞事業や一流プロジェクト事業な

どの機会を通じて、子供たちが文化や芸術に触れる場を保障してまいりたいと考えてお

ります。 

  ２点目の学校給食の充実につきましては、従前どおり食材選定に当たっては、地場産、

十勝産、道内産、国内産の順に優先し、安全で安心な給食の提供に努めてまいります。 

  なお、ことし春ごろからの食材や加工食品等の値上がりにより、賄い材料費の予算に

不足が見込まれておりますので、この12月議会におきまして、予算の補正を予定してい

るところであります。当面の間は、不足額を町で予算措置し、学校給食の質を維持する

とともに、地場産品の利活用も継続して進めていくことといたします。 

  学校給食の値上げを行わないで無償化することにつきましては、平成29年４月に消費

税が10％に引き上げられることが決定されておりますが、その際に導入される予定の食

料品等に対する軽減税率の内容が決まっておりません。今後、消費税引き上げに係る国

の方針等が決定されてから、平成29年度に向けて学校給食費改定の取り扱いを検討して

いくこととしておりますので、平成28年度の学校給食費については、今年度と同額にし

たいと考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） まず、マイナンバーから質問したいと思います。 

  今の届けている状態については、わかりました。 

  私は、これ何が何でも届けなきゃいけないというんじゃなくて、それは期限がありま

すし、かなり担当の職員含めて努力されて、残っているところが約1.8％、80世帯とい

うふうになっています。それはそれとして把握したいと思います。 

  それで、町民への周知の問題なんですが、広報で４回ほどですか、広報されています

が、私は、大事なことは、町民にとってきちんと最善の方法というのは、いいものか、

悪いものかも含めまして、それから町民の立場に立った理解を求めるという形で、広報

に周知してほしいなと思っています。 

  それで、１点目に聞きたいのは、今回の答弁の中で、平成29年７月から本格的な運用

になるとありました。私もいろいろ調べておおよそはわかるんですが、広報を見ても、

それ書いていませんので、広報をずうっと見ても、随時小出しにしていますので、最終

的にこのカードが29年７月に本格的運用というのは何なのかということを、いつの時点
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でわかるように知らせるのかと、この本格的運用というのは町民にとってメリットがあ

るのだろうかということが大変疑問に思います。 

  私は、この制度がもう国で決まっていますので、拒否とかそういう意味じゃなくて、

町民にとってどういうメリットがあるのかと、町民の側に立った立場で広報なり説明し、

対応してほしいなと思って質問させてもらっています。 

  ですから、29年７月本格的運用というのは何なんだろうと、広報を見ても、けさの道

新に書いていましたので、多少私もいろいろ調べている、その点についてまず質問いた

します。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今は、とりあえず、町民課の住基関係のところがマイナンバー制で使わ

れるということでありますけれども、これがやがて国保だとか、いろいろなところに広

がってつながっていくということでありますので、それらのまた上部の機関、そういっ

たところとの情報のネットワークが最終的に整備されるのが、運用されるのが29年７月

ということであります。 

  今あったように、これまでも、いわゆる周知を図るということでの広報活動は、それ

なりにやってきていますけれども、今お話にあったように、そういった中であっても、

この点については疑問だな、そんなようなことが出てくることがあるだろうと思います。

まさに今、29年７月はどんなことだと、そういう意味では広報というものは、これまで

で全て終わったということではなくて、これからも、もしそういった住民の共通するよ

うな疑問だとかあれば、Ｑ＆Ａみたいな形で個別にお知らせをしていくというようなこ

とでの、さらに周知と理解を求めていく必要があるのかなと、そのように認識しており

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１２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、平成29年７月から本格的運用になるという点で質問

させてもらったんですが、きょうの道新も隅から隅まで見たら、なかなかわかりづらく
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て、いろいろ個人カードがあれば自分の暗証番号でつなげばいろんな情報を得れると、

何とか何とかというらしいんですが、それとか、あと道とか、それから各市町村もかな

り綿密というか、情報を提供したりするんだろうと。それから、まだ決まっていないこ

とで、例えば保険証をつなぐだとかいろんな、パスポート、免許証をつなぐとか、それ

はまだ決まっていませんが、多分それもつなげて29年度から稼働したいというのは裏で

あります。 

  だから、そういうことも含めて、決まっていないことは広報に書けないんですが、こ

のマイナンバーカードがどこに進むんだろうかというのは、いろいろ情報、テレビでも、

きょうの新聞もありますけれども、それが全然把握できないままもらってどうするのか

というのは、やっぱり町民の方々すごく不安だと思うんですよ。それをどの時点で情報

を流すかというのは大変難しいと思うんですが、その情報を広報でこれからも出すと思

うんですが、町民の側に立ってわかりやすく、上から来たことをそのまま流して、誘導

って変ですね、つくればいいとか、カードがあればいいじゃなくて、今回もカードをつ

くることができるとか、それは当たり前なんですが、町民の側に立った広報してほしい

なと思っていますが、それについて質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 国の側だとか、もちろん町民の皆さん方わかってもらいたいという前提

でありますけれども、ゆがめて情報を流すというわけにいかないんですね。法律に基づ

いて、それをしっかりと伝えるということが大切なことだというふうに思っています。 

  ただ、それをどのようにしてわかりやすく伝えるかというのは、これは課題あるかと

思いますけれども、できるだけそういう、町民がわかりやすいような言葉遣いだとか、

文言を使いながら周知をしていくということは大切だなと。ただ、そのときにカードを

もらったほうが得だとか損だとか、このような情報というのはとても出せる話でないだ

ろうと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） それは大変難しいと私も思います。やっぱり上から来たもの

を正確といいますか、それはわかるんですが、では、具体的に12月の広報を見まして、

役場でどんな手続が必要なのかと。 

  これから、例えば今回、条例改正は国民健康保険と介護保険するんですが、具体的に

は、たしか93とか５項目ほどの何かいろんな手続があると思う。役場に出す書類もあれ

ば、年金まだつないでいませんけれども、年金だったら社会保険事務所とか、いろんな

ことがあるときに、そのときに具体的にどうなるかというのは委員会でも質問させても
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らったんですが、もちろんカードは今つくっていませんので、つくる方はカードあれば

一番便利かもしれませんが、いわゆる通知カードですか、それが高齢者の方は一々持っ

ていくのも大変、もしかしたら、どこにしまったかも忘れると。でも、実際にはそれが

なくても、従来どおり保険証なり、身分を示すものがあれば手続をできるということに

なると思うんです。 

  それともう１点は、役場に手続するのは来年１月からだと思うんですけれども、私も

ちょっとどう答えていいかわからないんですが、既にいろんな役所から手続するために

マイナンバーのコピーを欲しいと言われた方がいるんですよ。ですから、役場に手続す

るなら役場に聞いて、役場に手続するとき間違いはないんですが、ほかから来たものに

ついて、これ大丈夫だろうかと、自分の番号を教えたら罪だと言われたときに、もしか

したら悪質かもしれないというときに、判断に困ると思うんですよ。それがどれぐらい

に─私のところに相談があったので既に始まっていると思うんですが、そういうこ

とに対する対応といいますか、できるだけやっぱり役場のほうに困ったことがあれば相

談すると、役場のほうで大丈夫と言ったらいいと思うんですが、その辺の対応どうなっ

ているのか、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 極めて事務的な話になってきておりますので、町民課長いますから、具

体的に、先ほど40件ほどの相談もあったということもありますから、今のことを踏まえ

て、課長のほうから説明させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 綿貫町民課長。 

○綿貫光義町民課長 それでは、事務的なことなんで、私のほうから答弁させていただき

たいと思います。 

  町民課の窓口で相談ということで40件ほどあるんですけれども、既に番号を教えてく

ださいという問い合わせがあるということでございますけれども、一応会社等で源泉徴

収もしくは確定申告に、今回は27年度の確定申告ですので、とりあえず27年度分は関係

ないんですけれども、28年分の所得というか、給与のほうですね、源泉のほうは番号が

必要だということになりますので、早い事業所でいきますと、もう既に従業員の番号を

聞いて、一応整理しているという段階でございます。この番号を事業所で聞いたものに

つきましては、事業としては、その番号を管理する方を決めていただいて、その人が番

号を管理すると。必要でなくなったら、速やかに削除する、廃棄するということになっ

ておりますので、個人情報法でいきますと、これを漏らしたときには罰則規定も取り扱

っている事業所にも来るということでございます。 
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  ですから、早い事業所によりますと、年内、12月に入って確定申告の時期でございま

すので、番号を教えてくださいという問い合わせは来ているということは承知しており

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） 事業所の関係、また質問したいと思うんですが、そういうふ

うに、具体的にそういう通知カードについて、番号どうのこうの、具体的に動いていま

すので、そのときに広報でいいとか、テレビとか新聞でどうのこうの─新聞は余り

ないと思うんですけれども、そういうことで、情報が町民に把握されているというのは、

これは本当に違うと思うんですよ。自分がその場に立ったときにどうするんだろうかと

いうのは、やっぱり本当に不安を抱えていると思いますので、そういう意味で、気軽に

相談できると。広報に全て書くのは難しいと思います。ケース・バイ・ケースでいろん

な方がいますので、気軽に相談してほしいと、既にいろんな手続が始まっているように

思います。 

  先ほど、委員会の中でいろいろと、法人関係もそうなんですが、番号がなくても、記

載をしてもデメリットがないということも、総務省が通達を出しているというふうに、

たしか委員会でそういうふうに私説明受けたと把握しています。 

  そうしますと、必ずしも、窓口へ来たときに、身分を証明する保険証やなんかがあれ

ば受け付けると。それは、確かに広報で書けないと思いますが、そういうこともありま

すので、きちんと町民の側に立った受け答え、町民が利用しやすいように、なくてもい

いとは言いませんが、通知カードがちょっと見当たらないというときでも大丈夫ですよ

みたいなことを言っていかないと、町民はあれはなきゃいけない、カードつくらなきゃ

いけないというか、つくる、つくらないは自由だけれども、私自身はつくらなくてもい

いですよというふうに言っているんですが、そういうことを含めて、きちんと対応窓口

といいますか、丁寧に説明する窓口が必要かと思います。 

  それは、時間も大分押していますので、それで次なんですが、先ほど、情報の遮断の

問題なんですが、10月２日に、現在、住民台帳の中では遮断をしたと思うんですが、現

在、データが入っているパソコンが何台あるのかと。 

  それから、私もわからなくて聞いているんですが、これからいろんなところで、保育

所料金だ、何とか何とかといったときに、多分いろんなところでそのデータが、これか

ら申請上がったらデータをつくるんだろうと思うんです。そのときに、そこそこの課で

パソコンにデータを入力すると思うんですよ。その台数がどれぐらいになるものか。そ

したら、今は多分町民課だけだと思うんですが、教育委員会もそうですね。全部の課で
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書類を、データを入れたときには、パソコンを全て用意しなきゃいけないんじゃないか

と。その台数どれぐらいになるものか、把握しているかどうか、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今、当面は町民課のほうの住基関係のところですね、ここ２台を完全に

隔離をして、情報の漏えいのないような体制をつくっているということであります。 

  この後、各課にマイナンバーを使用するということが出てきますから、これがどれだ

けをするのかというのは今、これから具体的に計画へ入りたいということであります。 

  ただ、各一人一人に通常のパソコンと、それからいわゆるマイナンバー用のパソコン

をそろえると、これは莫大な数になりますから、億単位になる可能性があるというふう

に担当のほうから聞いておりますので、しかも、そういうもの全てが必要かどうかとい

うことが出てきますから、課によって台数も増減がありますし、いわゆる使う頻度、マ

イナンバーを使うところと、それから余り使わないというところもありますから、そう

いったところは課に１台だとか、このようにして、これからいわゆる新システムをどう

組んでいくかという検討に入っていくということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 私の情報では、既に帯広市とか、音更でも補正を組んで予算

対応しているように聞いています。でも、上士幌町も２台についてはきちんと遮断した

ので間違いないと思うんですが、私個人もやっぱりいろんな情報は分けていますので、

ネットにつないでいないんですが、これからそれが大事になると思います。 

  今後、先ほど言いました平成29年に向けて、総合的につないだ場合については、北海

道を窓口にしてどうのこうの、セキュリティをやるというのは道新に出ていましたので、

それはそれとしていいんですが、実際、現在、今は全部職員の方々パソコンでメールで

仕事をしたりしていますので、それをつないだときに、情報があったら何かのはずみで

漏れといいますか、私もよくわからない、それはゼロではないと思うんですよ。それを

きちんとするために、億単位と言われても、ちょっともう桁がびっくりするんですが、

それはきちっと対応してほしいなと思って質問させてもらいました。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 セキュリティをしっかりできるように、通常の業務でのネットの使用だ

とか、そういったようにマイナンバーだとか、特殊な個人情報のそういったシステムの

ところのセキュリティだとか、これらをしっかり分別して対応するようにしていきたい

というふうに思いますし、それから、もう一つには、言われているのは、本町の役場の
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場合は、カウンターから中にどんどんどんどん入ってこれるような状況があります。お

およそ課長席というのは、南側のほうにあるわけです。応接セットがそこにあってと、

そこを来客者が入ってくるといったときのセキュリティをどうするかだとか、こういう

ところまで今問われてきているわけですね。 

  私どもとしては、町民と身近に接するために対面で、それぞれが来ていただいたとき

にその席で話をするということもあるけれども、これからは、そういった意味でのセキ

ュリティの関係では、いわゆるよそから来たときに、画面がのぞかれたら何か漏えいす

るんじゃないかだとか、こんなようなことの対応もしていかなきゃならんということが

あります。 

  どこまでできるかということもあるし、一方では、今までこういう小さな自治体の関

係では、町民と職員がいわゆる見える形で、お互いに顔が見えて、そしていろんな空気

をお互いに吸いながら話をして、情報交換をするというのが当たり前だったし、これか

らもそうあるべきだと思いますが、場合によっては、これからはお客さん来たときには

違った席に行って、わざわざ話ししなきゃならん、こんなことなんかも今言われており

ますから、どこまでセキュリティが必要になってくるのかというのは、もう少しまた検

討の余地があるかというふうに思います。 

  そんなようなことでありますので、町民の壁をつくってもいけない、しかし、一方で

はセキュリティをしっかりしなきゃならんというようなことでの、多分そういった内部

の机の配置だとか応接の配置なんかについても、やがて新たな視点に立った改修もして

いかなきゃならんなと、こんなようなことも出てくると思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） これ、町を責めているわけじゃなくて、町も職員も本当に大

変だと思うんですよ。情報を漏らしたらだめだと、漏れたらだめだと言いながら、危険

はすごく潜んでいて大変だと思うんですよ。 

  それで、それは町の対応の問題ですが、次、事業所の関係について質問したいと思う

んですが、全国中小企業団体連絡会が10月27、28と、いわゆる全中連というらしいんで

すが、中央に交渉して、延期と廃止を求める交渉しながら、具体的な作業について要望

したそうです。 

  その中で、各省から内閣府、国税庁、厚生労働省から報告をもらって、例えば全部の

会言いませんが、従業員から─説明すると長くなっちゃうんですね。要するに、窓

口で本人番号がなくても受理するという問題とか、あと労働保険事務組合が番号を扱わ

ないことで罰則や不利はないと。あと、あるところの税務署、函館の税務署との交渉の
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中では、これは中小企業団体ではないんですが、書かなくても不利益はこうむらない、

税務署はきちんと処理を受けているというようなことも説明ありました。 

  それで、多分これから、私、今100ぐらいと聞いているんですが、町内の事業所が従

業員からマイナンバーのカードをもらって整理をしなきゃいけないと。そのときに税金

の申告とか、何か源泉徴収のときにしなきゃいけない作業はこれから入るのか。先ほど

言ったら、もうやっている事業もあると聞いたんですが、それをやっていくのは本当に

大変だと思うんですが、それで、先ほどどうなっているのかというので、１月に入って

中央会から説明すると。その中央会というのは、商工会に聞きましたら、全国中小企業

団体の中央会の方だと、それから商工会と共同で説明会を開くと言っていました。 

  これは、町がどうのこうの口出すわけじゃないんですが、そのときにきちんと、どう

なっているかと、町にも問い合わせがあると思うんですよ。そのときにきちんと、名簿

どうなったかと。その名簿を、企業もちゃんと事務担当を置ける方もいれば、置けない

方がいるときにどうするかといったら委託になるんです。委託は多分、私、商工会がな

るのかわかりませんが、具体的な委託をするとき、でも、委託された側も名簿管理する

といったら、さっき言ったように遮断しなきゃいけないわ、情報漏れたら困ると、物す

ごい多分これから大変な作業になるんじゃないかと。その点について、きちんと商工会

と連携をとりながら、私も１月の説明会には参加したいなと思っているんですが、連携

とりながらスムーズに事業が進むようにと。 

  あとは、やっぱり従業員も拒否する場合もありますし、なかなか番号がそろわないと

きがあると思うんですが、それは無理に番号を書かなくてもいいというようなこともき

ちんと通達を受けていると聞いていますので、その点、きちんと商工会とも連携とりな

がら進めてほしいなと思っています。町がやる事業ではないと思いますけれども、その

点について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 連携をという意味では、担当のほうも、これまでもいろいろこれに関し

て研さんをして、精通している立場にあるというふうに思いますから、商工会の関係に

ついても、行政の立場から説明できるもの、あるいは相談事があったら対応できるよう

にしてまいりたいと、そう思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） マイナンバーにつきましては、具体的に制度が動いています

ので、中止どうのこうのじゃなくて、具体的にやっぱり本当に必要なものかと、町民に

対して、町民の側に立った丁寧な説明してほしいという意味で質問させてもらいました。 



－60－ 

  次に、全ての子供たちに豊かにということで、教育長のほうに再質問したいと思いま

す。 

  町内の実態につきましては、なかなか把握するものがありませんので、児童扶養手当

と就学援助についてのデータを示してもらいました。児童扶養手当は、ここ10年間横ば

いだという、これはひとり親家庭の問題ですので、具体的に本当に少なければいいなと

思ってはいるんですが、横ばいだと。ただし、2002年に所得の制限が大幅にされまして、

それから平成23年と24年については、支給額引き下げが行われておりますので、児童扶

養手当の人数が多い、少ないじゃなくて、もらう方から見れば、かなり制限されている

と私は思っています。 

  それと、就学援助につきまして、私も平成16年からの資料を前につくってもらって持

っているんですが、平成16年10.3％、大体多くても十五、六ぐらいで、18というのは今

までなかったと思うんですが、これは18、かなりことし、去年にかけて就学援助の受給

率が高まっていると、これは貧困のあらわれじゃないかなと私は思っています。 

  それと、国のほうで貧困率を計算するのに計算方式があって、これは単なる町で計算

できるものじゃありませんので、国が発表しているものらしいんですが、それでも10年

間、かなり貧困率が高まっていると。北海道についても、生活保護世帯数やひとり親家

庭を比較しますと、北海道に比べてかなり高いというデータがあります。その点につい

て。 

  それと、この方々が具体的に就学援助もらっている、うちの町は高校まで半額ですが、

就学援助あるんですが、高校を卒業して、次に進もうとするときに、なかなか働いても

働いても、専門学校なり大学なり行くときに、物すごくやっぱり何といいますか、マイ

ナスといいますか、進めない状況にあるかと、そういうふうに思っています。 

  そういう実態について、児童扶養手当や就学援助だけじゃなくて、全体的な観点から

見て、子供たちが本当に豊かに学べる環境にないんではないかというふうに思いますが、

どう思うか、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 最初の１点目の児童扶養手当の関係につきましては現在、

まだ教育委員会の管轄ということではありませんので、ちょっと詳細については把握は

しておりませんけれども、就学援助の受給者につきましては、先ほど話がされていると

おり、若干ですけれども、年々ふえてきています。これについては、実際にそういった

所得の少ない方がふえているとは思いますけれども、ただ、この就学援助という制度が

しっかりと児童・生徒の保護者のほうに、教育委員会のほうもかなり周知を図っていま
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すので、その辺で認識が深まったということもあるのかなというふうに思いますので、

ただ、確実にふえていますので、所得は下がっているのかなと、そういう認識は確かに

持っています。 

  それから、貧困率の関係につきましては、現在のところ、北海道の先ほどの子供の貧

困対策推進計画の素案、原案も見させていただいていますけれども、その中でもまだ北

海道の数値というのは出されていませんので、あくまでも国の示している数値というこ

とで、確かに平成24年度は16.3％ということで、年々貧困率は高まっているというのは

全国的な状況になっています。 

  先ほど北海道が1.5倍ぐらいという話もされていましたが、教育委員会のほうではま

だそこまで把握はしていませんので、その辺の今後、北海道のほうもいろんな数値がま

た示されてくるのかなというふうに思いますので、状況を把握しながら進めていきたい

というふうに考えています。 

  また、大学進学、就職に向けて、高校を卒業した以後の分も含めてということなんで

すが、この辺についても、現状のところはまだ検討はしておりませんけれども、とにか

く子育て・教育に関するいろんな施策というのは既に図ってきていますので、総合的に

保護者の負担軽減を図っていきたいということで、考え方としてはそういう考え方で今

進めているところです。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 北海道の子どもの貧困対策推進計画というのは、平成27年か

らというから、もう策定されているものだとばっかり思って、素案しか見ていないので、

まだ素案の段階だということで、教育長の答弁でわかりました。 

  その中で、これから多分27年度末にはできると思うんですが、町はまた町の計画をつ

くるというようなことではないと思いますので、具体的な中身について、教育長が答弁

されましたように、４つの柱がありますと。それから、その４つの柱について具体的な

項目がずうっとありますので、この点に沿ってきちんと、うちの町ができている課題も

あります。例えば、医療費の負担の軽減はオーケーですね。それから、いろんなことに

ついて、ひとり親に限らず、子供全体にかかわる政策、教育支援、生活支援、保護者に

対する支援、経済的支援について、具体的な項目がありますので、それに沿ってきちん

とやっぱり実態を把握しながら、政策をつくってほしいなと思っています。 

  それで、私が質問したいのは、質問というか特に言いたいのは、この間のビジョンの

計画もそうなんですが、とかく教育委員会の方針として、全道一、二を、トップクラス

を目指す学力の向上とずっとあるんですが、トップレベルの学力を目指すと、どうして
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も底辺の子供たちが何か置き去りになっていくんではないかというか、私の不安材料で

す。 

  ですから、それももちろん悪いとは言いませんが、やっぱり底辺にいる子供、底辺と

いいますか、所得が少ないとかなんかで、教育条件に恵まれていない子供たちについて、

きちんとやっぱり手当てをすると、そこに目を向けていかないといけないんじゃないか

と、それが教育だろうと思って、今回特に質問させてもらいます。その点について、両

面からといいますか、私はこっちが大事だと思うんですが、本当に恵まれない子供たち

がきちんと、いろんな条件があっても─今回ノーベル賞をとった方もそうですね。

あと、かつてとった方もそうなんですが、私が知っている秋山仁さんもそうなんですが、

子供のころは嫌いだったと。だけれども、いろんなところで、私が好きなでんじろうさ

んもそうなんですが、学校の授業は嫌いだったけれども、いろんなところで花開いて、

結果的にはすばらしい人生、すばらしい学者さんになっていると。ノーベル賞までとる

ということもありますので、必ずしも学力ばかりでなくて、いろんなことをいろんなと

ころで学ぶ機会があって、いろんな方が花開くような素地といいますか、つくってほし

いなと。そういう意味で、貧困対策を重点に考えてほしいなと思って質問させてもらい

ました。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 学力、体力、それから体験活動の充実ということで、全道

のトップレベルを目指すと、これについては町の教育大綱にもしっかりとうたって、こ

の間、教育委員会のほうもそれに基づいて進めてきているところであります。 

  今、学力の話がされていましたけれども、文部科学省が言われている生きる力という

のは、当然学力も体力も、それから豊かな心、あるいは健康な体とか、いろんなものが

含まれています。子供たち、確かに学力だけではなくて、自主性だとか想像力だとか、

いろんな力を身につけてほしいと。そして、子供たちは一人一人個性がありますから、

その個性を生かした教育をしたいということで、今、子供たちの数も確かに全国的に減

ってきていますので、そういった面では以前よりもきめ細かな教育ができるのではない

かということで、上士幌町についても今年度、既に上士幌小学校の１年生、少人数学級

ということで進めています。それから、英語のＡＬＴの、認定こども園にＡＬＴを入れ

たりとか、小学校もＴＴを入れたりとか、特別支援教育の支援員を入れたりとか、いろ

んな活動を今進めてきているところです。新年度もその辺についてはしっかりと継続し

て、少しでも拡充をしながら、子供たち一人一人に目の行き届いた教育ができるように

ということで進めていきたいというふうに考えています。 
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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） 貧困対策につきましては、具体的な道の政策、計画ができた

ら、また改めてどこかの機会で、また議論をこれからもさせてもらいたいと思っていま

す。 

  それとかかわるんですが、給食と、それから芸術鑑賞の問題について質問させてもら

います。 

  これは貧困とは全く、どうのこうのじゃなくて、全ての子供に対する心の豊かさと、

それから大事な食事の提供をきちんと保障すべきだと私は思っています。芸術鑑賞もず

っと粘り強く質問してきたもんですから、かつては100万つけてもらって札響を呼んで

もらったり、70万つけてもらっていっこく堂さんを呼んでもらったり、ことし60万つけ

てもらって、来年も60万というふうに、他市町村に比べたらかなり私は充実していると

思っています。それも踏まえて、きちんと芸術を見るということは、おいしくもなけれ

ば、すぐ頭よくなるわけではありませんが、そういう心豊かに育つ意味で物すごく大事

な問題であると。 

  それから、食の問題についても今、これ勝毎、道新でも取り上げていますね。子供の

食卓で、貧困の問題で、要するに弧食だったり、朝抜きだったり、そういう事情わかり

ませんけれども、給食センターでも多分いろいろ事情は把握しているかと思うんですが、

その問題と。やっぱり、親がいろんな事情があって食べられない子に対して、子ども食

堂というのが今広がっていると。管内わかりませんが、そういうふうに食べることに対

して、やっぱり子供たちが本当に豊かになれるような形で、ぜひ給食についてはきちん

と無償で提供してほしいなと私は思って、質問させてもらいました。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 最初に、芸術鑑賞の関係につきまして、今年度増額をさせ

ていただいておりますけれども、まだ小・中学校のほうから、具体的な来年度について

増額してほしいとか、そういった要望も今回は出されておりませんので、また学校のほ

うとも十分打ち合わせしながら、来年度は今年度と同様の金額というふうに考えており

ますけれども、再来年度以降についてはまた検討していきたいなというふうに考えてい

ます。 

  本当にこの芸術とか文化、こういったものを見る、あるいは体験することによって感

動するとか、あるいはいろんな体験活動、これからのやっぱり長い人生の中に必ず生か

されるというふうに私も考えていますので、しっかりと社会教育の事業、それからこの
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小・中学校以外にも学童保育所ですとか認定こども園とか、いろんな場でまたこの芸術

鑑賞の機会を設けて、現在も設けていますけれども、しっかりとそういったものも含め

ながら取り組んでいきたいというふうに考えています。 

  学校給食の食育の関係につきましては、先ほど答弁しましたとおり、まずは質をきち

んと維持したいと、子供たちが安心して安全な給食を食べていただくと。それから、よ

その町よりも上士幌はおかずもしっかり多くて、いい給食だという評判もいただいてい

ますので、しっかりそういったものも維持をしていきたいなというふうに考えています

ので、今後の食育については、学校栄養教諭を中心に、各小・中学校の養護教諭を初め

学校給食関係者の皆さんの協力いただきながら、しっかりと子供たちにまたお話をして

いきたいなというふうに考えています。 

  ただ、給食費については、来年度は今年度と同様な金額ということで、ご理解のほう

をよろしくお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 芸術鑑賞の問題で質問したいと思います。 

  私も、この町に来ましてから、竹中さんの協力も得ながら二十数年ずうっと取り組ん

できたんですが、子供たちに本当に見てもらいたいと、喜んでいる顔を見たいと思って

ずっと取り組んできたんですが、今、本当に子供たち忙しくて、土日ほとんど─何

が忙しいか、多分部活というか、少年団だろうと思うんですが、いろんな形で忙しいん

ですよ。だから、私もずうっと、親子でいろんなのを見せたいなと思って取り組んでい

るんですが、なかなか集めるのが、100人集めるのが物すごい大変です。 

  子供と別に、この間の落語は結構170人近く集まったんですが、そのときにも─そ

れは別として、お年寄りの笑顔もいいなと思いながらいたんですが、本当にそういうふ

うに子供たちを集めることで物すごい大変なんですが、ぜひ学校に予算をつけて、先生

方は多分作品を選んだりするのは大変かと思うんですが、そこに行けば、子供たち100

人、200人きちんといますし、もちろん保育所もそうなんですが、私はいろんなジャン

ルのものを、音楽から歌から劇から、いろんな形のを見せたいなと、そんなふうに思っ

ていますので、ぜひ予算的に、多分60万つけたら20万、40万に分けるのかわかりません

が、１年に１回の芸術鑑賞は中学校も小学校もきちんと同じ予算をつけてほしいと、学

年によってことしは20万だと、２年になったら40万とか、作品に、値段に限らないと思

うんですが、やっぱり規模が違いますので、きちんと毎年同じ条件で見られるように予

算つけてほしいなと、私は切にお願いといいますか、質問したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 馬場教育長。 
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○馬場久男教育委員会教育長 今ご指摘のありました芸術鑑賞、小・中学校、ことしにつ

いては合わせて60万円で、小学校と中学校30万円ずつで今回は分配しています。今後も、

今お話があったとおり、小学校、中学校、極力同じ金額で進めていきたいというふうに

考えていますので、よろしくお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 最後になりますが、昨今、本当に子供たち、生まれてくる子

供たちがいろんな事情で、亡くなったりとか、親がどうのこうのあったときに、物すご

いかわいそうだなと私は思いますね。生まれた赤ちゃんが、変な話、おむつしたままど

うのこうのとかいったときに、どんなに子供が気の毒だというときに、それは親だけが

頑張ってもできないこともありますし、では行政がするのかといったら、それはなかな

か難しいんですが、いろんな事情があると思うんですが、生まれた子供、赤ちゃんをき

ちんと育てられるような世の中にしたいと。そういう意味で、町ができることをきちん

とやっぱりしてほしいと。結構お金に裕福だったり、あればどんどんいろんなことでき

るんですが、なかなか困っている子供や困っている親というのは、そういうのを表に出

さないで、結局引きこもっちゃって、相談窓口に行かなかったりとかしながら、結果的

には不幸なことになったりすると思うんですよ。 

  例えば、大学の問題でも、ヨーロッパではほとんど大学まで無料ですよね、医療費だ

って無料だと。でも、日本の中にいたら、医療費は高いわ、大学代かかるわ、２人大学

に行ったら親の給料なんかもう飛んでしまうような、そういう日本だということも把握

しながら、町ができることを、本当に全ての子供が豊かになるようにしてほしいなと思

って、答弁があればお願いいたします。 

○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 私も最近の、生後16日の自分の子供をごみ箱に入れて窒息

死させたと、本当に教育関係者にとってはすごいショッキングな事件が起きました。本

当にそういったことがないように、本町については以前から、生きるほうの生教育には

本当に力を入れてきたつもりです。各学校でもしっかりと講演会、いろんな教室等も開

きながら進めています。また、薬物被害というか、覚醒剤等のそういった防止について

も、しっかりと中学校を中心に今進めてきているところです。 

  そういった面で今後、子育て業務の一元化ということで、この何年間か町のほうで検

討をしてきています。そういった中で今年度、認定こども園ですとか、学童保育所、発

達支援センター、教育委員会の業務に事務委任という形で、教育委員会が管理運営をし

ているという状況になっていますが、さらに子育て業務の教育委員会への一元化という
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ことで、今後も検討を続けていくことになっていますので、そういった中でしっかりと

相談窓口の明確化ですとか、いろんな困っている町民の皆さんに支援をしていく、相談

を受けていく、そういった体制もしっかり検討していきたいというふうに考えています。 

○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。 

  これをもって一般質問を終わります。 

  ここで休憩といたします。 

  休憩中に全員協議会を開催いたしますので、理事者及び議員の皆さんは委員会室にお

集まり願います。 

  なお、再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午後 ２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 ３時１１分） 

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

◎承認第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第６、承認第３号専決処分の承認についてを議題といたし

ます。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  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承認第３号専決処分の承認について、

その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  今回ご承認をお願いします専決処分は、専決処分書によりますが、去る11月15日に、

役場職員の運転する車により破損した役場庁舎と山村開発センターを続く渡り廊下の外

部天井について、修繕工事作業に急を要し予算補正を必要といたしましたが、町議会を

招集する時間的余裕がないために、地方自治法第179条第１項の規定に基づき、11月20

日付をもって専決処分を行いましたので、同条第３項の規定に基づき議会に報告し、承

認を求めるものであります。 

  事故状況につきましては、先般の11月24日、25日開催の両常任委員会で報告、説明の

あったとおりでございますので、ご理解のほどお願い申し上げます。 

  処分内容は、第１条第１項で、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ361万4,000円を

追加し、歳入歳出予算の総額を66億8,231万8,000円とするものであります。 

  第２項で、歳入歳出予算補正の款項の区分及び金額及び補正後の歳入歳出予算の金額
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を、第１表歳入歳出予算補正によるとしたものであります。 

  事項別明細書は４ページをご参照願います。 

  歳入は、地方交付税交付金を361万4,000円増額補正したものであります。 

  歳出は、２款総務費の財産管理費、役場庁舎管理経費として361万4,000円の増額補正

をしたものであります。 

  以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。 

  ご審議の上、ご承認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、これより質疑を行います。質疑

ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって承認第３号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

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

  お諮りいたします。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、承認第３号は承認することに決定いたしました。 

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

◎報告第６号の上程、説明、質疑 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第７、報告第６号専決処分の報告についてを議題といたし

ます。 

  議案の朗読を省略し、直ちに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報告第６号専決処分の報告について、その

提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  平成27年10月８日から９日にかけての台風23号による強風により発生いたしました旧

勢多小学校教員住宅屋根の破損に伴う車両損傷に係る損害賠償について、平成27年11月

13日付で示談書を取り交わしました。その損害賠償の額の決定及び和解について、地方

自治法第180条第１項の規定により、平成27年11月13日付で専決処分を行いましたので、

同条第２項の規定に基づき、議会に報告するものであります。 
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  専決処分の内容につきましては、専決処分書をごらんください。 

  あわせて、別紙報告第６号関係資料、事故発生状況略図をご参照ください。 

  １の賠償の相手方は、議案に記載のとおりであります。 

  ２の事故の概要ですが、平成27年10月９日未明、台風23号による強風で旧勢多小学校

教員住宅屋根のトタンが飛ばされ、住宅西側にとめていた車両ボンネット及びバンパー

を損傷したものです。 

  ３の和解内容でありますが、（１）損害額、相手方の損害額は７万3,408円とする。

内訳は、車両修理代等７万3,408円であります。 

  （２）過失割合、町の過失割合は100％とする。 

  （３）損害賠償額、町の損害賠償額は、相手方の損害額の100％である７万3,408円と

する。 

  （４）決済の方法、町は相手方に７万3,408円を支払う。 

  （５）今後、本件に関しては異議を申し立てないこととするとなっております。 

  以上、報告第６号専決処分の報告についてのご説明とさせていただきます。 

○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） これをもって質疑を終結いたします。 

  これをもって報告第６号については報告済みといたします。 

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

◎報告第７号及び報告第８号の上程、説明、質疑 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第８、報告第７号専決処分の報告について、日程第９、報

告第８号専決処分の報告について、以上２案を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  佐藤農林課長。 

○佐藤桂二農林課長 ただいま上程されました報告第７号専決処分の報告について、その

提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  平成27年10月２日の低気圧による強風で発生しました町有林の風倒木被害に係る損害

賠償について、平成27年11月19日付で示談書を取り交わしました。その損害賠償の額の

決定及び和解について、地方自治法第180条第１項の規定により、平成27年11月19日付

で専決処分を行いましたので、同条第２項の規定に基づき、議会に報告するものであり

ます。 
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  専決処分の内容につきましては、専決処分書をごらんください。 

  あわせて、別紙報告第７号関係、事故発生状況略図をご参照ください。 

  まず、１の賠償の相手方は、議案に記載のとおりでございます。 

  ２の事故の概要でございますが、平成27年10月２日の低気圧による強風で町有林のミ

ズナラが倒れ、北側にありました相手方所有の草舎の屋根及び仕切り扉を破損したもの

です。 

  ３の和解の内容でありますが、（１）損害額、相手方の損害額は56万1,600円とする。

内訳は、草舎の屋根及び仕切り扉修理代56万1,600円であります。 

  （２）過失割合、町の過失割合は100％とする。 

  （３）損害賠償額、町損害賠償額は相手方の損害額の100％である56万1,600円とする。 

  （４）決済の方法、町は相手方に56万1,600円を支払う。 

  （５）その他、今後、本件に関しては異議申し立てしないこととするとなっておりま

す。 

  以上、報告第７号専決処分の報告についてのご説明とさせていただきます。 

  引き続き、上程されました報告第８号専決処分の報告について、その提案理由と内容

についてご説明申し上げます。 

  平成27年10月８日から９日にかけての台風23号による強風により発生しました町有林

の風倒木被害に係る損害賠償について、平成27年11月19日付で示談書を取り交わしまし

た。その損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第180条第１項の規定によ

り、平成27年11月19日付で専決処分を行いましたので、同条第２項の規定に基づき、議

会に報告するものであります。 

  専決処分の内容につきましては、専決処分書をごらんください。 

  あわせて、別紙報告第８号関係、事故発生状況略図をご参照ください。 

  １の賠償の相手方は、議案に記載のとおりでございます。 

  ２の事故の概要ですが、平成27年10月８日から９日にかけての台風23号による強風で

町有林のカラマツが倒れ、南側にありました相手方所有の長芋用コンテナ１台を損壊し

たものであります。 

  ３の和解の内容でありますが、（１）損害額、相手方の損害額は３万2,400円とする。

内訳は、長芋用コンテナ１台３万2,400円であります。 

  （２）過失割合、町の過失割合は100％とする。 

  （３）損害賠償額、町の損害賠償額は、相手方の損害額の100％である３万2,400円と

する。 
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  （４）決済の方法、町は相手方に３万2,400円を支払う。 

  （５）その他、今後、本件に関しては異議申し立てをしないこととするとなっており

ます。 

  以上、報告第８号専決処分の報告についてのご説明とさせていただきます。 

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

行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって２案に対する質疑を終結いたします。 

  これをもって報告第７号から報告第８号については、報告済みといたします。 

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

◎議案第６３号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第10、議案第63号上士幌町個人番号の利用及び特定個人情

報の提供に関する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  綿貫町民課長。 

○綿貫光義町民課長 ただいま上程されました議案第63号上士幌町個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関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

たします。 

  それでは、お手元の資料、議案第63号関係、上士幌町個人番号の利用及び特定個人情

報の提供に関する条例の概要についてごらんください。 

  今回、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、こ

の法律を番号法といいますが、平成28年１月１日から施行されることに伴い、この番号

法で規定されている法的事務以外の事務で、個人番号を利用する事務及び個人番号の庁

内、役場内部での連携並びに町と教育委員会など執行機関間の特定個人情報の提供につ

いて、番号法の第９条第２項及び第19条第９号の規定に基づき、条例を定めるものでご

ざいます。 

  それでは、条例の概要についてご説明いたします。 

  第１条では、上士幌町の実態に即して、条例の趣旨を定めております。番号法第９条

第２項及び第19条第９号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めることを

目的としております。 

  第２条では、この条例において用いられている個人番号、特定個人情報、個人番号利

用事務実施者、それから情報提供ネットワークシステムの用語の意義を定めております。 
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  第３条では、個人番号の利用及び特定個人情報の提供について、その運用に当たり、

町としての責務を明らかにするために定めております。 

  第４条では、法第９条第２項から委任された事項として、個人番号の利用範囲につい

て定め、町の独自利用として、個人番号の利用範囲を別紙第１のとおり９事務について

定め、別表第２において、この７の利用事務に対して、同一執行機関が保有する住民票

や地方税、医療関係の特定個人情報の提供とその方法を定めております。 

  次、第５条ですけれども、法第19条第９号から委任を受けた事項として、同一自治体

内の他の機関に対して、特定個人情報の提供をする事務として、別表第３により、情報

照会機関である教育委員会が行う事務について、情報提供機関である町が住民票や税関

係情報の特定個人情報の提供とその方法を定めております。 

  次に、第６条ですけれども、この条例の施行に関し、個別具体の事務に関して必要な

事項は、規則で定めることとしております。 

  附則といたしまして、この条例の施行月日でございますけれども、行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行日であります平成28年１

月１日から施行するものと定めております。 

  以上、議案第63号上士幌町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制

定について、その提案理由と内容についてご説明申し上げました。 

  ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第63号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第63号に対する質疑を終結いたします。 

  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63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63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６４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第11、議案第64号上士幌町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。 
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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。 

  綿貫町民課長。 

○綿貫光義町民課長 ただいま上程されました議案第64号上士幌町税条例の一部を改正す

る条例の制定について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  町例規集は、第６編「財務」、第３章「町税」をごらんください。 

  今回、税条例の一部を改正する理由でございますけれども、地方税法の一部改正をす

る法律（平成27年法律第２号）の施行に伴うもので、そのうち平成28年４月１日から施

行される地方税の猶予制度の見直し及び地方たばこ税に係る税率の見直しと、番号法改

正関係で地方税法施行規則等の一部を改正する省令の公布に伴い、個人番号や法人番号

の項目の追加整理を行うため、条例の一部を改正するものでございます。 

  それでは、お手元の資料、議案第64号関係、上士幌町税条例の一部を改正する条例の

新旧対照表をごらんください。 

  まず、第２条第３号及び第４号につきまして、地方税法施行規則等の一部を改正する

省令の公布に伴い、前回、法人に関して事務所または事業所の所在地、名称及び法人番

号の規定を追加整備いたしましたが、これを削除するものでございます。この改正につ

きましては、平成28年１月１日から施行するものでございます。 

  次に、納税者の負担軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を確保する観点

から、平成26年度の税制改正において、国税の徴収猶予制度等の改正が行われました。

これを受けて、平成27年度の地方税法の改正においても同様の見直しが行われ、これま

での災害等を受けたために一時に納めることができない場合に、申請に基づき適用する

徴収制度に申請手続に関する規定が加えられたほか、滞納処分による財産の換価をする

と生活や事業が継続できなくなる等の事由がある場合には、適用する換価猶予制度につ

いて、新たに申請により猶予を受けられる仕組みが整備されました。 

  これらの手続等に関する規定のうち、一定の事項については町の条例で定めることと

されたことから、これらの規定を追加するものでございます。 

  それでは、第８条ですけれども、徴収の猶予に係る規定の整備で、徴収猶予等をする

場合の条例で定める納付の方法は、分割納付または分割納入とし、徴収猶予等で分割納

付される場合は、分割納付の期限、金額を定め、猶予または期間の延長を受けた者に通

知をすると。また、徴収猶予等の期間内に納付できないやむを得ない理由がある場合は、

定められた納付期限ごとの金額を変更することができ、変更したときには変更を受けた

者に通知をすることを規定してございます。 

  次に、第９条は、徴収猶予の申請手続等を規定してございます。申請書への記載事項
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として、町の徴収金を一時に納付または納入できない事情の詳細、納付すべき徴収金の

年度、種類、納期限及び金額、猶予を受けようとする金額及び期間、猶予を受けようと

する金額が100万円を超え、かつ猶予期間が３カ月を超える場合には、担保に関する事

項等を申請書に記載していただくよう定めております。 

  また、申請書への添付書類として、猶予が必要な事実を証する書類、資産や負債の状

況に関する書類、過去１年間の収入支出の実績や今後の見込みに関する書類、猶予を受

けようとする金額が100万円を超え、かつ猶予期間が３カ月を超える場合には、担保の

提供に関する必要な書類として申請書の添付書類に不備があった場合の修正可能な期間

は、20日以内と定めてございます。 

  それから、第10条ですけれども、滞納処分による財産の換価をすると生活や事業が継

続できなくなるおそれがあるとき、あるいは財産の換価を猶予するほうが直ちに換価す

ることに比べて徴収上有利であると認められるときに、町長が職権で行う換価の猶予ま

たは換価猶予の期間の延長を行う場合における、その期間中の町の徴収金の納付方法及

び手続に関する規定を定めております。 

  職権による換価の猶予等をする場合の納付方法は、分割納付または分割納入とし、職

権による換価猶予等で分割納付される場合は、分割納付の期限、金額を定め、猶予また

は期間の延長を受けた者に通知をすると定めております。 

  職権による換価猶予等の期間内に納付できないやむを得ない理由がある場合には、納

付期限ごとの金額を変更することができ、変更したときは変更を受けた者に通知すると

いうことに規定してございます。 

  また、職権による換価猶予等を行う場合に提出を求めることができる書類は、資産や

負債の状況に関する書類、過去１年間の収入支出の実績や今後の見込みに関する書類、

職権による換価猶予をしようとする金額が100万円を超え、かつ猶予期間が３カ月を超

える場合には、担保の提供に関する書類、分割納付されるために必要となる書類等を規

定してございます。 

  次に、第11条は、申請による換価の猶予の申請手続等について定めてございます。申

請による換価の猶予の申請期間は、納期限から６カ月とし、納付の方法は分割納付また

は分割納入といたします。申請による換価猶予等の分割納付される場合は、分割納付の

期限、それから金額を定め、猶予または期間の延長を受けた者に通知すると。申請によ

る換価猶予等の期間内に納付できないやむを得ない理由がある場合には、納付期限ごと

の金額を変更することができ、変更したときには変更を受けた者に通知すると定めてご

ざいます。 
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  また、申請による換価猶予等を行う場合には、提出を求めることができる書類並びに

添付書類、それから訂正可能期間については、第10条の職権による換価の猶予の申請手

続で提出を求めることができる書類並びに添付書類と訂正可能期間と同様に規定してご

ざいます。 

  次に、第２条は、担保を要する必要がない場合として、猶予に係る金額が100万以下、

猶予期間が３カ月以内、担保を徴することができない特別な事情がある場合と定めてご

ざいます。この猶予制度の見直しにつきましては、平成28年４月１日から施行するもの

でございます。 

  次に、第18条でございますけれども、これは「地方税法」を「法」に改め、第23条第

２項は、法人町民税における耐久的施設に係る規定を法人事業税と同様とするため、

「法人税法第２条第12号の18」を「法第292条第１項第14号」に改め、第３項では「地

方税法施行令」を「令」に改めるものでございます。これらの改正は、平成28年４月１

日から施行いたします。 

  次に、第36条の２第８項、それから第36条の３の２の第１項第２号、36条の３の３第

１項第２号、第63条の２第１項第１号、第89条第２項第２号、それから第139条の３第

２項第１号、第149条第１項１号は、番号法改正関係で、地方税法施行規則の一部改正

をする省令に基づき改めるものでございます。これらの改正は、平成28年１月１日から

施行するものといたします。 

  続きまして、附則第４条でございますけれども、納期限の延長に係る滞納金の特例の

法律改正に伴う条のずれを改正し、附則第16条の２は、紙巻きたばこ３級品、わかば、

エコー、しんせい、ゴールデンバット、うるま、バイオレットの６銘柄でございますけ

れども、これに係る町たばこ税の税率の特例、当分の間は1,000本につき2,495円となっ

ておりますけれども、この規定を廃止し、平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

を1,000本につき2,925円、それから平成29年４月１日から平成30年３月31日までを1,000

本につき3,355円、平成30年４月１日から平成31年３月31日までを1,000本につき4,000円

と、段階的に税率を引き上げるように改正してございます。 

  また、税率引き上げ日前に売り渡し等が行われた紙巻たばこ３級品を同時に販売する

ために所持する一定の卸売業者及び小売業者に対して、手持ち品課税の導入を行ってご

ざいます。これらの改正につきましては、平成28年４月１日から施行するものでござい

ます。 

  それから、附則第１条ですけれども、施行月日については、この条例については平成

28年４月１日から施行することとし、ただし書きで、条例第２条第３号及び第４号、第
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36条の２第８項、それから第36条の３の２第２号、第36条の３の３第１項第２号、第63

条の２第１項第１号、それから第89条第２項第２号、第139条の３第２項第１号並びに

第149条第１号の改正規定につきましては、平成28年１月１日から施行するものでござ

います。 

  それから、附則第２条ですけれども、徴収猶予の職権による換価の猶予及び申請によ

る換価の猶予に関する経過措置を規定し、第３条では、第23条第２項の町民税に係る経

過措置を規定し、第４条では、町たばこ税に関する経過措置を規定してございます。 

  以上、議案第64号上士幌町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64号について質

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） １点だけちょっとお伺いをしたいんですが、先ほど提案され

ました63号については、新規条例ということで、委員会に付託をして十分に審議をいた

だくということになっています。この個人番号の関連ですね、今、この後の議案につい

ても、個人番号に係る分があるんですけれども、この63号が決定、可決をしていなけれ

ば、64もそうですし、65も66も、この個人番号の部分についてはかかわりが出てくるん

ではないか、不合理が出てくるんでないかなというふうにちょっと心配を、議運の立場

で事前に見ていたんですけれども、そこまで気がつかなくて、今そんなふうにちょっと

思ったんですが、そういうことはないのかどうか、ちょっとお伺いをまずしたいという

ふうに思います。そういう心配が要らないかどうか。63号が仮に否決したら、この後の

個人番号にかかわる部分については、不合理が出ないかどうかということをお聞きして

いるんです。お願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 綿貫町民課長。 

○綿貫光義町民課長 議案第63号の利用に関する条例の制定についてと今回の税の一部改

正につきましては、別物ということで認識していただければと思います。利用について

は、要するに庁舎内の特定個人情報についての利用について規定するものでありますの

で、この税の改正とはまた別物というふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 具体的に書類のやりとりをするだとか、番号の入ったパソコ

ン上でやりとりをするとかという部分には、この63条の規定に従って取り扱うという形
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になるんではないかなと。そういう理解でいいかどうかと、この条例の理解のあり方を

ちょっとお伺いしているので、別にこの条例そのものが問題あるということではないん

ですが、そういうことで心配がないと今お答えなんですけれども、本当にそういうふう

に考えていいのかどうか、もう一度再確認でお願いをしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 綿貫町民課長。 

○綿貫光義町民課長 佐々木議員さんのおっしゃることも心配としてあるのかとは思いま

すけれども、この税の一部改正と個人番号の利用ですか、これに関する条例というのは

また別物ということで考えていただければと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 町条例について個人番号があるというのは、ちょっと私もき

ちんと調査していなくて申しわけないなと思ってはいるんですが、今回の条例改正では、

国民健康保険税と介護保険税の減免の条例改正があるんですが、例えば今回、町条例も

ありますけれども、ほかの例えばいろんなことについて、個人情報を申請する場合に書

かなきゃいけないと思うんですが、それについて、そこそこの条例等の改正が出てくる

のか。 

  例えば、広報で見たときに、どんな手続必要ですかと、１月からと、４つしかないん

ですが、４つではないと思うんですよ。申請には多くかかる、九十何項目あるかわから

ない、それは町の中での申請はそんなにないと思うんですが、例えばほかとあればいい

んですが、これだけ見たら４つだけかなというふうにちょっと勘違いするのと、こっち

に来れば税の申告、社会保障の申請では順次必要になりますと言われても、これから上

記以外について必要な場合については、期間が近づいたら説明しますということについ

て、次に１月以降、２月以降、３月以降、所得はここ関係ありませんけれども、所得税

の申告するときに書く欄があるんですが、それは一応所得税の申告するときには役場の

ほうに行きますので、何かそういう、これだけ見ると４つだけというふうにとれちゃう

んですけれども、そういう説明についてどうなのか、報告をお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 綿貫町民課長。 

○綿貫光義町民課長 利用場面ということで、４つほど広報等には載せておりますけれど

も、とりあえず例えばということで４点ほど、国民健康保険ですとか後期高齢者、それ

から子ども医療ですとか、児童手当のときということでうたっておりますけれども、こ

れだけではないということでございますので、必要なときには窓口に来たときに、また

は案内するときには必要ですよというようなことは通知してきたと思いますので、その

ときに対応していただければと思います。 
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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） そうしますと、これ12月広報なので、その次のマイナンバー

についての広報の周知はどうなるのかと。早くしないと、保育所の入所だとか─入

所は関係ないですね。いろいろ出たときに、ちょっと最初から「等」とかいろいろ書い

てあれば準備していくんですけれども、申請書に一々書いていくのか、広報に載せるの

か、次の広報いつになるのか、ちょっと私ですら「えっ」と思ったのと、一般の方が見

たときに何に使うんだろうと、一般的に通知するときには、申請するときに必ず書く欄

があると思うんです。必ずといいますか、多分あるんだろうと思うんです。その辺がな

かなかちょっとこの広報だけで不十分なので、次どういうふうに、いつの時期に広報が

出るのか、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 綿貫町民課長。 

○綿貫光義町民課長 具体的な利用場面についてということでございますけれども、これ

については、次の広報でまた具体的に周知していきたいと思います。とりあえず、利用

するということでございますけれども、例えば後期高齢医療関係につきましては、今現

在対象となっている人については利用は、別に持ってきていただかなくても構わないと。

改めて後期の対象になる人が必要となってくるということでございますので、そういっ

たことを踏まえて次回、一応予定しているのは、次の広報ということで予定はしており

ますけれども、お知らせしていきたいというふうに考えてございます。 

○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） これをもって議案第64号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第64号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第６５号及び議案第６６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第12、議案第65号上士幌町国民健康保険税条例の一部を改
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正する条例の制定について、日程第13、議案第66号上士幌町介護保険条例の一部を改正

する条例の制定について、以上２案を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  野中保健福祉課長。 

○野中美尾保健福祉課長 ただいま上程されました議案第65号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及び議案第66号上士幌町介護保険条例の一部を

改正する条例の制定についてを一括して、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３章「国民健康保険」、第４章「介護保険」をご参

照願います。 

  まず、議案第65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

の提案の理由でありますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律、いわゆる番号法が平成28年１月１日から施行することに伴い、所要の

改正を行うものであります。 

  別紙資料の議案第65号関係の新旧対照表をごらんください。 

  左側が改正後、右側に改正前の条文を記載しています。 

  国民健康保険税条例の第23条について、国民健康保険税の減免を規定しているもので

すが、第２項について、申請書の記載事項に番号法第２条第５項に規定する個人番号を

追加する改正を行うものであります。 

  減免申請に伴う個人番号の利用につきましては、地方税情報等の取得が迅速に行われ

ることにより、保険税の算定などが速やかに行われることから、番号法の施行に伴い、

本条項の改正を行うものであります。 

  この改正による施行期日につきましては、平成28年１月１日とするものです。 

  次に、議案第66号上士幌町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての提案

理由でありますが、国民健康保険税条例と同様、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が平成28年１月１日から施行する

ことに伴い、所要の改正を行うものであります。 

  別紙資料の議案第66号関係の新旧対照表をごらんください。 

  左側が改正後、右側に改正前の条文を記載しております。 

  介護保険条例の第６条については、保険料の減免を規定しているものですが、第２項

について、申請書の記載事項に番号法第２条第５項に規定する個人番号を追加する改正

を行うものであります。 
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  減免申請に伴う個人番号の利用につきましては、地方税情報等の取得が迅速に行われ

ることにより、保険料の算定などが速やかに行えることから、番号法の施行に伴い、本

条項の改正を行うものであります。 

  この改正による施行期日につきましては、平成28年１月１日とするものです。 

  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及び上士幌

町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての、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２案を一括して質疑を

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） 先ほどの私の質問の中で、手続の関係で、例えば後期高齢者

医療制度については、従来利用している方は番号は必要ないというような答弁もあった

んですが、例えば介護保険にしろ、国民健康保険での減免にしろ、従来からやっている

方については必要ないのかと。 

  それから、委員会でも質問したときに、総務省から、例えば通知カードを持参しない

と、意図的ではないと思うんですが、例えばちょっと見つからないとか、いろいろな事

情があって持っていかなくても、かわる保険証なり、身分を証明するものがあればいい

というふうに、総務省から通達が来ているというふうに答弁があったかと思います。そ

の点について確認いたしたいと思います。 

○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 通知カードを当初、来年の１月１日からということになります

ので、今回の取り扱いについては、通知カード初回ということなので、最初は、基本的

には大原則提示を求めるというものでございます。申請行為、資格取得、全ての申請関

係については通知カードが必要ということで、特に後期高齢者医療制度は広域連合で実

施をしているということで、これは全ての資格取得関係、保険料関係に関すること、全

ての申請について広域連合のほうに情報提供しなければならいということでありますの

で、通知カードの提示が必要であるということでございます。 

  それと、国民健康保険に関しましては、税情報に関することということで、資格取得、

喪失関係、そういったものには提示が必要だというところでありますが、いずれにして

も、申請書関係については規則等の改正等で、様式等については個人番号の記載用欄設

けるというような規則の改正のほうもあわせて行っていきたいというふうに思います。 



－80－ 

  それから、ご本人が通知カードをお忘れになった、わからない、そういった場合に厚

労省のほうの通知で、運用的に申請窓口において個人番号がわからない場合には、本人

であることを確認して、それで住基の個人番号、行政で押さえている個人番号を職員が

検索をして記載をしても差し支えないという通知が来ております。 

  その他、申請書関係で、２回目以降に個人番号が管理されてわかる部分については、

２回目以降は提示しないでいいという、そういったところもございますので、いずれに

しても、後期高齢者医療は全て必要であるけれども、国保に関しては資格取得の部分と

いうことでございます。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか。 

  ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） もう１点お伺いをしたいというふうに思います。 

  恐らく、町民は相当戸惑う部分が出るのではないか。この条例改正をすると、氏名及

び住所だったものが、今度は個人番号がなければ、こういったことが起きたときの申請

ができないと。でも、例えば道路交通法は、通常処罰が重くなったり、その内容が変わ

ったときには、６カ月間ないし１年間は指導期間として、実質取り締まりをしないとい

うふうに一般的には言われていますし、先日、免許の更新時講習、切りかえがあって、

そのときもそんな話を講師がしていました。 

  町は、条例は改正するんだけれども、例えば１年間なら１年、氏名と住所だけで従来

どおりでも対応できる。広域連合の部分は、ちょっと難しさがほかの関係であるかもし

れませんけれども、ほかの部分については、説明をしても、そのときよくわからないと

言ったら、次回から、明年からという形で指導できないものかどうなのか。今の国のい

ろんな施策のスピードというのは非常に速いものがあります。 

  こういう決め方をすれば、１月１日からそれを完全履行しなければならないという、

ただ、今までやれたことで、これからやれるのは、公平感を云々ということだけれども、

実質今までの行政事務、介護保険にしても国民健康保険にしても、問題があったのかと。

うちの町ではそういう話は聞いていないわけですね。であれば、ある程度の人の顔も実

際にわかっていても、決まりだから身分証明書を出してくださいと言っているような形

も非常に多いわけです。行政の本来のあり方としては、実質業務に問題がなければ、そ

のぐらいの猶予や緩やかさがあってもいいのではないかなというふうに思うんですが、

考え方をお伺いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 野中保健福祉課長。 
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○野中美尾保健福祉課長 このたびの改正法は、法律の施行に伴うこととあわせまして、

先ほどは利用に関する町の条例ということだったんですが、これは町の単独のサービス

関係なんですが、今回は介護保険法、それから国民健康保険法と、そういう国の法律の

規則、施行規則の改正もあわせてされて、いろんな申請関係については個人番号の記載

を求めなさいと、そういうような内容の改正ということでありますが、本町の取り扱い

として、やはり窓口でどうしても個人番号がわからないとか、お忘れになったというこ

とで、例えば今回の条例は、たまたま条例の規定の中には減免規定に記載事項が住所、

氏名ということだったので、そこに個人番号も記載するような形で、これは施行法の改

正に伴ってということなんですけれども、いかんせん、まだまだ周知等がされない、町

民全体に行き渡らないというところでいくと、やはりその提示をしないからといって不

利益になるような対応はできないだろうということで、そこのほうをきちんと窓口で伝

えていくと。ですから、もしお忘れになったとか、わからないといった場合には、本人

確認の上、検索をしてこちらのほうで確認させていただきますということで対応してい

きたいというふうに考えているところです。 

○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） 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65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。 

○１０番（山本和子議員） 議案第65号上士幌町国民健康保険税条例の改正について、反

対討論をいたします。 

  今回の条例改正は、国民健康保険税の減免の申請をする際に、個人番号（マイナンバ

ー）の記載を追加するものです。 

  今回のマイナンバーは、社会保障・税・災害対策分野ですが、そのほか預金口座、メ

タボ健診、予防接種、住民票の利用も決定しております。今後、まだ決定してはおりま

せんが、健康保険証や運転免許証、医師免許、教員免許、キャッシュカード、クレジッ

トカードなどの情報も一本化の検討が進められております。 

  また、これもこれから検討するだろうということで、テレビでも報道されております

が、2020年のオリンピックの際には全員がカードを持ったという前提で、全国民が個人
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番号カードを所有し、入館時に利用するというような政府の恐ろしい利用法についても、

マスコミでも一部報道されております。多くの個人情報を１つにし、全国民を管理する

こと、また、情報が漏れた場合の危険性ははかり知れません。このような危険なマイナ

ンバー制度そのものに反対するものです。 

  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。 

（「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65号に対す

る討論を終結いたします。 

  これより議案第65号の採決を行います。 

  本案は起立により採決を行います。 

  なお、起立しない議員は反対とみなします。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山幸昭議長） 起立多数であります。 

  よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第66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。 

○１０番（山本和子議員） 議案第66号上士幌町介護保険条例の改正について、反対討論

いたします。 

  今回の条例改正は、介護保険料の減免の申請をする際に、個人番号（マイナンバー）

の記載を追加するものです。 

  議案第65号の上士幌町国民健康保険税条例の改正の反対討論と同じ内容で反対いたし

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） ほかに討論ありませんか。 
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（「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66号に対す

る討論を終結いたします。 

  これより議案第66号の採決を行います。 

  本案は起立により採決を行います。 

  なお、起立しない議員は反対とみなします。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山幸昭議長） 起立多数であります。 

  よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。 

  ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせします。 

（午後 ４時０８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 ４時１８分） 

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

◎議案第６７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第14、議案第67号町立学校設置条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  教育委員会石王子ども課長。 

○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67号町立学校設置条例

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

げます。 

  町例規類集は、第10編「教育」、第２章「学校教育」をごらんください。 

  平成27年度末をもって北門小学校を閉校し、上士幌小学校に統合することにつきまし

て、ＰＴＡを初めとした地域の皆様の苦渋の選択によるご英断をいただき、決定したと

ころであります。 

  この北門小学校の閉校に当たりまして、町立学校設置条例の一部改正が必要となりま

すので、今回、提案させていただくものであります。 
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  内容につきましては、お手元の議案第67号及び議案第67号関係新旧対照表をごらんく

ださい。 

  町立学校設置条例の別表第１の中の北門小学校の名称及び位置を削るものであります。 

  この条例につきましては、附則で規定しているとおり、平成28年４月１日から施行す

るものであります。 

  以上、町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由と

内容についてご説明申し上げました。 

  ご審議いただき、ご可決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67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67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67号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第６８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第15、議案第68号北十勝消防事務組合の解散に伴う財産処

分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68号北十勝消防事務組合の解散に伴

う財産処分について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  十勝19市町村で消防に関する事務の共同処理を行う十勝広域消防事務組合が平成27年

５月１日に設立され、平成28年４月１日から運営開始となります。これに伴い、現在の

北十勝消防事務組合につきましては、平成28年３月31日をもって解散することになって

おります。このため、地方自治法第289条の規定に基づき、北十勝消防事務組合の解散
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に伴う財産処分に関し、別紙のとおり、関係町の協議書により定めることについて、同

法第290条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  協議書の内容につきましては、次ページをごらんください。 

  １の財産処分ですが、組合が所有する財産は、消防広域化後、その施設及び備品等を

管理保管している町が承継することとするとしています。 

  ２のその他ですが、この協議について異議が生じたときまたは本協議書に定めのない

事項については、音更町、士幌町、上士幌町及び鹿追町がその都度協議して定めるとし

ています。 

  なお、上士幌町に承継される財産のうち、消防団に関するもの以外の財産につきまし

ては、十勝圏広域消防運営計画に基づき、十勝広域消防事務組合に無償貸与することに

なっております。 

  以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。 

  ご審議の上、ご可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第68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68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68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68号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第６９号及び議案第７０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69号公の施設に係る指定管理者の指定につい

て、日程第17、議案第70号公の施設に係る指定管理者の指定について、以上２案を一括

して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  野中保健福祉課長。 
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○野中美尾保健福祉課長 ただいま上程されました議案第69号公の施設に係る指定管理者

の指定について並びに議案第70号公の施設に係る指定管理者の指定についての両議案に

つきましては関連がありますので、一括してその提案理由と内容についてご説明申し上

げます。 

  公の施設に係る指定管理者の指定につきましては、上士幌町公の施設に係る指定管理

者の指定手続等に関する条例に基づき、上士幌町農林漁家高齢者生きがいセンター及び

上士幌町屋内ゲートボール場を指定の社会福祉法人に管理運営業務を担わせているとこ

ろであります。 

  両施設とも平成25年度から平成27年度までの３年間の指定管理期間が満了することか

ら、平成28年度の管理運営業務について、当該条例及び規則に基づき、指定管理者を指

定したいので、地方自治法第244条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるもの

であります。 

  初めに、議案第69号でありますが、１、指定管理者の名称は、社会福祉法人上士幌町

社会福祉協議会、２、管理を行わせる施設の名称及び所在地は、上士幌町農林漁家高齢

者生きがいセンター、河東郡上士幌町字上士幌町東２線242番地、３、管理を行わせる

期間は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までであります。４、管理業務の範囲

は、（１）施設の維持管理業務ほか、（３）までの業務であります。 

  続きまして、お手元の資料の議案第69号関係をご参照願います。 

  １ページは、上士幌町農林漁家高齢者生きがいセンターの指定管理者の指定に至る経

過であります。 

  平成27年８月21日に開催されました第１回指定管理者選定委員会において審査が行わ

れ、上士幌町農林漁家高齢者生きがいセンターについては、陶芸、手芸、老人クラブ活

動など、高齢者の生きがいづくりや健康増進等の施策の一環として設置しているもので

あります。特定部門の利用に限らず、広く高齢者の方々や一般の町民が集えるような活

動支援、さらに高齢者サロン事業の場としても提供しております。生涯学習センターの

改築に伴い、平成29年３月末をもって生きがいセンターの生きがい機能が生涯学習セン

ターへ移転することから、指定管理期間につきましては平成28年度の１年間とし、高齢

福祉サービスの事業継続と安定した施設管理運営を図る必要があることなどを考慮し、

審査の結果、公募によらず、前回と同様、上士幌町社会福祉協議会が指定管理者として

選定されたものであります。 

  ８月25日には、社会福祉協議会に対し、町の考え方の説明と関係書類の提出について

依頼しており、９月11日に社会福祉協議会より指定管理者の申込書及び事業計画書等の
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提出がありました。10月７日には、第２回の選定委員会が開催され、事業計画や予定管

理費用の審査の結果、内容について承認されております。 

  ２ページ目は、上士幌町社会福祉協議会から提出された事業計画書より抜粋したもの

で、選定委員会において適否の審査を行ったものです。１、施設の管理に関する基本方

針、２、事業計画、３、開館時間、人員体制が記載されておりますが、説明は省略させ

ていただきます。 

  ３ページは、管理に係る収支計画書の総括表であります。収入の部としては、町から

の施設の管理費用の年間見込額は830万6,000円、陶芸用の粘土販売による教材費などの

利用者負担金として15万円とし、収入合計が845万6,000円となっております。 

  支出の部では、管理業務の支出合計は収入合計と同額の845万6,000円となっておりま

す。前回からの消費税増税、燃料費や資材の高騰、教材費の利用者負担の減少などによ

り、町の委託料につきましては、前年度と比較し５万8,000円の増額となりますが、事

業費総体としては、過去の実績から支出額を圧縮できると判断されたものとなります。 

  ４ページの収支計画書の内訳書でありますが、先ほどの総括表を項目ごとに区分した

ものですので、説明は省略させていただきます。 

  これらの内容につきましては、第２回の選定委員会において承認されているものであ

ります。 

  次に、議案第70号でありますが、１、指定管理者の名称は、社会福祉法人上士幌町社

会福祉協議会、２、管理を行わせる施設の名称及び所在地は、上士幌町屋内ゲートボー

ル場、河東郡上士幌町字上士幌東２線242番地、３、管理を行わせる期間は、平成28年

４月１日から平成29年３月31日までであります。４、管理業務の範囲は、（１）施設の

維持管理業務ほか、（３）までの業務であります。 

  続きまして、お手元の資料の議案第70号関係をご参照願います。 

  上士幌町屋内ゲートボール場の指定管理者の指定に係る経過であります。 

  平成27年８月21日に開催されました第１回の選定委員会において審査が行われ、上士

幌町屋内ゲートボール場については、高齢者生きがいセンターと同じ敷地にあり併設さ

れ、ゲートボールを通じて交流と元気高齢者を生み出していく場としての役割を果たし

ております。そのため、高齢者福祉サービスの安定的な事業継続と効率的な施設管理を

図るため、さらには利用者の活動支援を行っていることから、審査の結果、公募によら

ず、前回と同様、社会福祉協議会が指定管理者として選定されたものであります。 

  指定管理の期間でありますが、これまでも生きがいセンターの職員がゲートボール場

の管理も行っていることから、生涯学習センターの改築に伴い、生きがいセンターの生
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きがい機能が移転されることに伴い、屋内ゲートボール場の指定管理期間も平成28年度

の１年間とするものです。 

  なお、平成29年度以降における施設管理は町直営と考えており、ゲートボール協会へ

の活動支援等につきましては、平成28年度内に検討していくこととしております。それ

以降の手続につきましては、先ほどご説明いたしました上士幌町農林漁家高齢者生きが

いセンターと同様の手順を経て、第２回の選定委員会で内容について承認されているも

のであります。 

  ２ページ目は、上士幌町社会福祉協議会から提出された事業計画書より抜粋したもの

で、選定委員会において、その適否について審査を行ったものです。１、施設の管理に

関する基本方針、２、事業計画、３、開館時間、人員体制が記載されておりますが、説

明は省略させていただきます。 

  ３ページは、管理に係る収支計画書の総括表であります。 

  収入の部としては、町からの施設の管理費用の見込額のみで134万6,000円となってお

ります。 

  支出の部では、管理業務の支出合計は収入合計と同額の134万6,000円となっており、

前回からの消費税増税や光熱費の高騰などにより、前年度と比較して11万9,000円の増

額となっております。 

  ４ページの収支計画書の内訳書でありますが、先ほどの総括表を項目ごとに区分した

ものですので、説明は省略させていただきます。 

  これらの内容につきましては、第２回の選定委員会において承認されているものであ

ります。 

  以上、議案第69号公の施設に係る指定管理者の指定について並びに議案第70号公の施

設に係る指定管理者の指定についての内容と提案理由についてご説明申し上げました。 

  ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

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

行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって２案に対する質疑を終結いたします。 

  これより議案ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、議案第69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69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69号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第70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70号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第７１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第18、議案第71号公の施設に係る指定管理者の指定につい

てを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  佐藤農林課長。 

○佐藤桂二農林課長 ただいま上程されました議案第71号公の施設に係る指定管理者の指

定について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  公の施設に係る指定管理者の指定につきましては、上士幌町公の施設に係る指定管理

者の指定手続等に関する条例に基づき、上士幌町営ナイタイ高原牧場を当該条例及び規

則に基づき、指定管理者を指定したいので、地方自治法第244条の２第６項の規定によ

り、議会の議決を求めるものであります。 

  指定管理者の名称は、上士幌町農業協同組合、２、管理を行わせる施設の名称及び所

在地は、上士幌町ナイタイ高原牧場、河東郡上士幌町字上音更85番地２ほか、３、管理

を行わせる期間は、今年度に引き続き平成28年４月１日から平成31年３月31日までの３

カ年とするものであります。４、管理業務の範囲は、（１）牧場の利用承認に関する業

務のほか、（６）までの業務でありますが、平成28年度より利用料金制度を採用し、指

定管理を行うこととしておりますので、（５）利用料金の収受を新たに加えております。 

  続きまして、お手元の資料の議案第71号関係をご参照願います。 



－90－ 

  １ページ目、２ページ目は、上士幌町営ナイタイ高原牧場の指定管理者の指定に至る

経過であります。 

  平成27年10月７日に開催されました第２回指定管理者選定委員会におきまして、審査

の結果、これまでの経過、実践等を踏まえ、引き続き公募によらず、上士幌町農業協同

組合を指定管理者として選定されたものであります。10月８日には、農業協同組合に対

し、町の考え方の説明と関係書類の提出について依頼しており、11月４日に指定管理者

の申込書及び事業計画書等の提出及びほか必要書類一式の提出がありました。11月11日

には、第３回の選定委員会が開催され、事業計画や予定管理費用の審査の結果、内容に

ついて承認をされております。 

  ３ページ目、４ページ目は、選定委員会における審査資料であります。 

  上士幌町農業協同組合から提出された事業計画書より抜粋をいたしております。１、

施設の管理に関する基本方針、２、事業計画、３、運営時間、４、人員体制が記載され

ておりますが、説明は省略をさせていただきます。 

  ５ページ目は、管理に係る収支計画書の総括表であります。 

  平成28年度の収支見込額は、収入５億9,697万4,000円、支出５億9,378万9,000円で318

万5,000円の黒字、平成29年度は収入６億1,287万円、支出６億677万5,000円で609万5,000

円の黒字、平成30年度は収入６億1,287万円、支出６億786万2,000円で500万8,000円の黒

字の見込みとなっております。 

  ６ページ目の収支計画書の内訳書でありますが、先ほどの総括表を項目ごとに区分し

たものですので、説明のほうは省略をさせていただきます。 

  これらの内容につきましては、第３回の選定委員会において承認をされているもので

あります。 

  以上、議案第71号公の施設に係る指定管理者の指定についての内容と提案理由につい

てご説明申し上げました。 

  ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第71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71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71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71号は原案のとおり可決されました。 

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

◎会議時間の延長 

○議長（杉山幸昭議長） ここでお諮りいたします。 

  本日の会議時間は、議事の都合により、この際、あらかじめこれを延長したいと思い

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、本日の会議時間は延長することに決定いたしました。 

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

◎議案第７２号から議案第７６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第19、議案第72号平成27年度上士幌町一般会計補正予算

（第９号）、日程第20、議案第73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３号）、日程第21、議案第74号平成27年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）、日程第22、議案第75号平成27年度上士幌町介護保険特別会計補正予算

（第２号）、日程第23、議案第76号平成27年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第

２号）、５案を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第72号、議案第73号、議案第74号、議

案第75号、議案第76号の提案理由と内容についてご説明を申し上げます。 

  このたびの補正予算につきましては、一般会計並びに４特別会計について補正を行う

ものでございます。 

  補正総額は4,614万7,000円の増額補正となります。補正後の予算規模は、一般会計と

５特別会計の総額で87億8,986万7,000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72号一般会計補正予算（第９号）でございます。 

  １ページをごらんください。 
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  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ5,844万円を追加し、総額を67億

4,075万8,000円とするものでございます。 

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

ページから４ページの第１表のとおりでございます。 

  第２条では、地方債補正といたしまして、過疎対策事業の限度額を４億3,860万円か

ら４億5,580万円に変更補正するものでございます。 

  歳出補正のうち、減額補正の主なものといたしましては、人件費2,122万9,000円、水

道会計繰出金510万円、経営体育成支援事業288万4,000円、上士幌南西部地区道営経営

体育成基盤整備事業1,018万3,000円、上士幌東部第二地区道営農地整備事業457万8,000

円、北門地区農道整備事業161万2,000円、上士幌東４線農道整備事業215万6,000円、上

士幌西38号農道整備事業140万3,000円、上士幌東２線１号線農道整備事業424万7,000円、

定住住宅建設等促進奨励事業323万円でございます。 

  また、追加補正の主なものといたしましては、議会議員経費151万8,000円、一般供用

事務用品及び事務機器管理経費128万円、町有財産管理経費196万6,000円、介護保険会

計繰出金140万9,000円、後期高齢者医療経費987万3,000円、救急救命医療対策事業131万

2,000円、合併処理浄化槽整備費助成経費147万円、機構集積協力金交付事業1,993万

8,000円、ナイタイ高原牧場運営安定化基金積立金1,300万円、定住促進賃貸住宅建設費

助成事業4,264万円、北十勝消防事務組合負担金203万2,000円、小学校管理経費183万

5,000円、体育振興活動管理経費402万7,000円、学校給食賄い材料経費474万3,000円であ

ります。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略をさせていただきます。 

  次に、各特別会計の補正予算についてご説明を申し上げます。 

  議案第73号国民健康保険特別会計補正予算（第３号）をごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ34万5,000円を追加し、総額を９

億2,807万2,000円とするものでございます。 

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

ページ、第１表のとおりでございます。 

  歳出における補正の内容につきましては、予防接種事業14万5,000円、一般被保険者

保険税還付金20万円を追加補正いたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略をさせていただきます。 

  次に、６ページの議案第74号後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）をごらんく

ださい。 
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  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ63万6,000円を減額し、総額を

8,517万6,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、７

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、後期高齢者医療広域連合納付金63万6,000円を減額

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、10ページの議案第75号介護保険特別会計補正予算（第２号）をごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ695万1,000円を減額し、総額を

６億690万2,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、11

ページ、第１表のとおりでございます。 

  歳出の主な補正内容につきましては、人件費114万2,000円、特定入所者介護サービス

費事業660万円を追加補正をいたします。また、施設介護サービス給付事業費1,500万円

を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、20ページの議案第76号水道事業特別会計補正予算（第２号）をごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から505万1,000円を減額し、総額を１億

9,161万2,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、21

ページ、第１表のとおりでございます。 

  歳出の主な補正内容につきましては、簡易水道施設維持管理経費77万4,000円、簡易

水道施設改良事業416万8,000円をそれぞれ減額補正いたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略をさせていただきます。 

  以上、一般会計並びに４特別会計の補正内容についてご提案を申し上げました。 

  よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。 

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

ます。 

  それでは、議案第72号平成27年度上士幌町一般会計補正予算（第９号）の質疑を行い

ます。 

  初めに、事項別明細書の歳出から質疑を行います。 

  事項別明細書の歳出は、議会費、総務費、12ページから16ページの総務費統計調査費
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まで質疑を行います。質疑ありますか。 

  10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 15ページの戸籍住民台帳管理経費の中で、顔認証システムだ

と思うんですが、これについてどういう内容なのか、質問いたします。 

  あと、もう１点は、選挙人名簿システム改修業務、これ18歳選挙権のことかわかりま

せんが、その内容について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 綿貫町民課長。 

○綿貫光義町民課長 顔認証システムの関係ですけれども、これにつきましては今、通知

カードそれぞれ送られておりますけれども、これが個人番号カードということで申請さ

れますと、来年の１月１日から順次役場のほうに個人カードが届くことになります。町

のほうから、その申請した町民の方に個人カードを配布するということになるんですけ

れども、そのときに個人カードに記載されているというか、添付されている写真と本人

の顔、これが極端にというか、目で担当者が確認することになるんですけれども、写真

の写り方によっては判断できない部分がございますので、この顔認証システムを導入し

まして、そういったちょっと曖昧な部分については、これで判断しようということで、

ソフトについては国が作成し配布されるということでございますので、あとにつきまし

ては町のほうで、カメラですとか、そういった機器について準備するということになっ

てございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 高嶋総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 もう１点ご質問がありました選挙人名簿システム改修業務でござい

ますけれども、これにつきましては、本年６月に公職選挙法が一部改正をされまして、

来年の国政選挙から選挙権の年齢が18歳ということで引き下げになります。その関係で、

今導入しております選挙人名簿システムの一部を改修する業務でございます。これにつ

きましては、国のほうから２分の１補助がされるということになっております。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 顔認証システムの関係なんですが、多分これは、例えば骨格

だとか、そういう形で認証するんだろうと、一般的によくテレビでも、どんなに髪形い

ろいろ変えても、結構防犯カメラでは認証するみたいなことがあります。そういう形で

の認証システムなのか、一般的に見た感じだけではわからないと。その点について、そ

の割に35万というのは随分、それほど金額的には高いものじゃないなと、そういう内容

のか、質問いたします。 

  それから、選挙人名簿の改修業務はそれでいいんですが、例えば18歳選挙権、来年の
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７月から実際なるわけですが、それについて、総務課としては、そういう選挙の制度が

変わったことは皆さん知っているかと思うんですが、そういう選挙制度が変わって18歳

からなるみたいなことの周知というか、そういうのは町としてはやるのか、やらないの

か、その点について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 綿貫町民課長。 

○綿貫光義町民課長 この顔認証システムですけれども、こちらのカードが町村に届いた

ときに、町のほうから顔写真と申請者、同一人かどうかというのを目視で行わなければ

ならないということになります。もし誤って交付した場合については、町が責任を負う

ということでございます。総体的な予算が35万円ということで、安いと思われるかもし

れませんけれども、国のほうでこのシステムのソフトを作成して配布されるということ

でございますので、町としてはカメラですとか、その画像を映す、そういった機器の部

分だけの補正ということになりますので、ソフトが入っていない分安いという形になっ

てございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 高嶋総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 選挙権の18歳の引き下げにつきましては、今の予定では来年６月以

降の国政選挙から実施されることになっております。選挙権等の周知の関係でございま

すけれども、選挙が近づいた段階で、町広報紙等で周知を図ってまいりたいと思います。 

  あと、選挙権年齢の引き下げの関係につきましては、文部科学省及び総務省のほうで

高校生向けの選挙関係の副教材を作成して、予定では今月まで配布されるということに

もなっております。また、道教委のほうでも具体的な内容等は未定でありますけれども、

独自の副教材を作成する方針というふうに聞いてございます。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） この18歳の選挙権、これ町の教育委員会は、18歳、新たに選

挙権がなるわけですけれども、これについて何らかの対応をするという考え方はないの

か。国は、憲法を守らないというふうに国民から批判を受けている政権がやっています

し、道教委は、「アベ政治を許さない」というクリアケースを労働組合が配っただけで、

配った人間は誰かとか、持っている人間は誰かという内部調査をしたという、戦前に近

いような状況が片方にある。そういう時代背景だからこそ、うちの町はうちの町として

政治はどう見るのか、まず町政も含めて、これは議会もちょっと検討しなきゃならない

というふうに実は思っている部分があるわけなんですけれども、そういうことで、町は

町としての独自の企画をすべきではないのかなというふうに考えるんですけれども、そ
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の辺について、まずこれは、どういう進め方をするかというのは選管のほうでお考えに

なる、あるいは選管と教育委員会とが共同して考えていくというような必要があると思

うんですが、その辺の考え方についてないかどうか、検討されていないかどうかも含め

てお聞きをしたいと思います。 

○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 ほかの町村では、18歳の選挙権の部分では、何か選管

のほうでいろんな取り組みしているというのを報道で見たことありますけれども、教育

委員会としては、現段階ではそういう取り組みは検討しておりません。今後、必要であ

れば、選管事務局である総務課のほうと調整しながら、必要に応じて協力できるものと

協力し合ってやることは検討していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、16ページ、民生費、社会福祉総務費から19ページまで、

質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、19ページから23ページまで、農林水産業費について、質

疑ありますか。 

  ７番、早坂議員。 

○７番（早坂清光議員） 23ページですけれども、町営牧場費のところのナイタイ高原牧

場運営安定化基金積立金ということで1,300万積み立てるということですね。その補正

財源として、指定寄附金を1,300万充てるんだということになっていますけれども、こ

の指定寄附金というのはふるさと納税なのか、それ以外の指定寄附ということで、その

辺の寄附をされた趣旨というか、その辺ちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 高嶋総務課長。 

○高嶋幸雄総務課長 寄附金の関係でございますが、今回は寄附金ということで、ここに

充当しているのは1,300万ですが、全体で1,341万1,000円、歳入のほうで補正をさせてい

ただいております。このうち1,300万の部分でございますが、ほかの部分もそうですが、

今回補正している部分につきましては、ふるさと納税以外の寄附金ということで補正を

させていただいております。 

  この1,300万につきましては、町外の法人からの寄附ということで、趣旨につきまし

ては、酪農の振興発展のために使っていただきたいということで寄附を受けているもの

でございます。相手方につきましては、先方のほうから、報道機関を含めて対外的には

情報開示しないでほしいということで申し出を受けているということでございます。 
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○議長（杉山幸昭議長） 次に、23ページ、商工費から26ページ、消防費まで質疑を行い

ます。 

  １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 賃貸住宅のことについてお伺いいたします。 

  ９月にも、３月議会にも金額が出ておりましたが、5,900万ぐらいだったと今記憶し

ているんですけれども、９月議会でも1,900万出ておりましたし、今回4,264万円、これ

今までの件数と総金額は幾らになっているのか。これは補正で出すような問題じゃなく

て、３月の当初の計画の中に、この27年度に何件を予定しているかということで立てな

いと、なし崩しに、少しずつ少しずつこの補正をしていくというのはいかがなものかと

思いますので、お聞きいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形建設課長。 

○尾形昌彦建設課長 まず、賃貸住宅の実績でございますが、平成20年度からこの事業が

始まりまして、今年27年度分全体を含めまして、まだ建設が終わっていない一部もござ

いますけれども、それも含めまして、全部で114棟211戸が27年度に完成する予定でござ

います。 

  あと、補正、補正で予算を計上させていただいているという中身ですが、やはり年度

当初、今時期、来年度の希望とかを調査して、来年度の予算を計上するんですけれども、

やはりこの時点では事業者の方々がやるか、やらないかという情報が不確かで、つかみ

切れないという状況の中で、過去の実績の部分でおおむねこのぐらいではないかという

部分で、理事者と相談しまして当初予算を計上させていただいているという実態でござ

います。年度が始まりまして、始まった中で必要な分を、受け付けの状況を見ましてそ

の都度補正をさせていただいているという事務対応になってございます。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） それでは、この上士幌町の住生活基本計画を見せてもらったん

ですけれども、何年度に何棟建てるとか、それがどこのところに書いてあるのかよくわ

からないんですけれども、これにのっとってきちんと建てられているのか、お聞きをい

たします。もし変更があるんであれば、これも変更をしなければならないのでないかと

思いますが、その点についてお聞きをいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形建設課長。 

○尾形昌彦建設課長 その計画を立てた時点で、賃貸住宅のほうが町外の事業者、それか

ら町外の建設業者のほうの要綱の変更がまだされていない時期だったというふうに認識

しておりまして、その時点ではまだ件数がかなり少なかったということで、反映のほう
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がされていない実態がございます。 

  今ご指摘のとおり、町の住計画のほうですね、今後、見直しの中でそういう件数も反

映させていかなければならないというふうに認識しておりますので、見直しの時点で対

応させていただきたいというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、早坂議員。 

○７番（早坂清光議員） 24ページの小さな拠点づくり、道の駅の調査研究事業というこ

とで、今回はどちらからも業者さんに委託をしたということで、その執行残を落とされ

るんだと思うんですけれども、今年度９月に補正をして、調査研究ということで委託を

するということと先進地の視察をするというようなことで説明を受けていたんですけれ

ども、現在の進捗状況というか、今後も含めてちょっと教えていただきたいと思います。 

○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 小さな拠点整備の関係なんですけれども、当初９月の段階では、

町単でこの事業を実施しようという予定でありましたが、今般、地方創生の交付金事業

に手挙げをさせていただいたところ、その事業に該当になったということで、実際内示

が10月の末に来まして、内示がないとこの事業は発注できなかったもんですから、実際

発注したのは11月５日になっております。業者さんは、株式会社ズコーシャさんという

ことであります。 

  今、鋭意その調査研究やっている最中なんですけれども、総体的に事業がおくれてい

るということで、かなりタイトな日程なんですけれども、11月18、19に道内をちょっと

４カ所視察させていただいたのと、この間12月２日から４日にかけて道外４カ所をちょ

っと視察させていただいております。この工期が３月10日までということを予定してお

りますので、かなり今ぎゅうぎゅうの日程の中でちょっと調整しているわけなんですけ

れども、そういった中で、役場職員、関係機関の関係者、関係課12名を集めまして、検

討会というチームをつくって今、鋭意努力している最中であります。 

  今後は地域の資源、上士幌町の資源、農産物だとかいろんなものがあるんですけれど

も、そういった調査だとか、交通量の調査だとか、あるいは今ふるさと納税でかなり上

士幌町にご寄附をいただいているわけなんですけれども、その都会の方々のそういう上

士幌に対するニーズって何なのか、あるいは道の駅をつくった場合、どういったものが

求められるのか、そういうアンケート調査もこれから１月にかけて実施していく予定で

ありますし、また、関係機関ということで、商工会なり農協の経済団体等にも、意向の

調査等の把握を年明け早々にやっていきたいと思っています。 

  検討委員会の役目としては、そういった調査を行いまして、現実的にその機能、ある
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いは運営方法、道の駅にどういうものが必要なのか、どういう運営方法があるのか、そ

ういったものを、選択肢をいろいろ調査しまして、次年度以降、関係機関による検討委

員会を立ち上げる予定でいますので、その中のたたき台ということで、今現在調査して

いる最中であります。 

  当然、整備する形はちょっとできないんですけれども、どういった手法がありますよ

と、直営だとか、指定管理だとか、三セクとか、民間だとかいろんな手法があると思う

んですけれども、そういったものを今調査している最中でありまして、それぞれの短所、

長所、そういったものを調べさせていただいて、次回の検討会なりの基礎調査とするよ

うな形で進めてまいっております。 

  それで、議会のほうにおきましても、できるだけ早く結果やなんかもご報告したいん

ですけれども、何せ今ぎゅうぎゅうの日程の中でやっていますので、早くても１月に調

査、アンケートとか末にまとまるので、２月の結構遅くに調査の概要というのを出そう

かという予定で今、現状進んでいる予定です。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、教育費、27ページから29ページ、公債費まで質疑を行い

ます。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、給与費明細書、30ページから36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、37ページ、地方債現在高の見込みに関する調査について、

質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、歳入は、８ページから11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72号平成27年度上士幌町一般会計補正予算（第

９号）の質疑を終わります。 

  次に、特別会計補正予算の質疑を行います。 

  特別会計の質疑は、会計ごとに歳入歳出一括して質疑を行います。 
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  初めに、議案第73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３号）は、

１ページから５ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第73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３号）の質疑を終わります。  

  次に、議案第74号平成27年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、

６ページから９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74号平成27年度上士幌町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第75号平成27年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、10ペ

ージから19ページまで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） 14ページの保険給付費の施設介護サービス給付費が1,500万

ほど減になっていますが、その理由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 減額の理由でございますけれども、簡単に申し上げますと、現

時点で施設に係る介護給付費が当初よりも見込みとしては多かったということで、減額

ということでさせていただいております。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 例えば、施設の中で入所者が思ったほどないのかとか、特老

については、それほど多分利用されているかと思いますが、その辺のどういう、当初予

算から見込みが多くて減額になったのはわかるんですが、例えばどこの施設、施設が町

内なのか、町外かわかりませんが、どういうところで減ったのか。サービス自体は多分

まだまだ必要な方がいるんじゃないかなという気もしますが、その点について質問いた

します。 

○議長（杉山幸昭議長） 野中保健福祉課長。 

○野中美尾保健福祉課長 施設介護サービス費につきましては、町内の特養、それから老

健、それから地域密着型とあるんですけれども、あと町外の施設に入られている方もい

らっしゃるということで、１人入所されると月額で200万とか、結構大きく給付費がは

ね上がるということで、当初予算を結構多く見込みをさせていただいたという現状があ

ります。今回は、地域密着型等々施設が開設されたということでございまして、施設の
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状況でいきますと、地域密着型の特養こまくさ苑は今、20床のうち19名の入所と、それ

から特別養護老人ホームすずらん荘ですね、従来型の特養に関しましては50床あります

けれども、これは満床なんですが、町内の方が35名というようなことでございます。町

外にも施設に入られていることはあるんですが、いずれにしても、当初の見込みを相当、

１人ふえれば、２人ふえればということで大きく見込んだということで、この施設に関

する給付費に関しては、大きく１人減る、ふえるで変動するということで、ある程度多

目に見ていたという状況であったので、1,500万の減額となっておりますが、今現状で

すと、もう少しまだ余裕のある予算の状況ということなので、これから３カ月間でまた

入退所を含めて状況がどのように変わるかということで、まだ余裕のある予算の状態で

今現在も見ているところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第75号平成27年度上士幌町介護保険特別会計補正

予算（第２号）の質疑を終わります。  

  次に、議案第76号平成27年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第２号）は、20ペ

ージから24ページまで一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第76号平成27年度上士幌町水道事業特別会計補正

予算（第２号）の質疑を終わります。 

  次に、各会計補正予算に対する質疑が終了いたしましたので、これより町理事者に対

する総括質疑を行います。質疑ありますか。 

  ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） ２点ほどお伺いをしたいと思います。 

  １点目は、先ほども伊東議員がちょっとお聞きをしておりましたけれども、定住賃貸

促進住宅の補正予算です。 

  本来、３月の当初予算が基本で、それを大きくはね上がる補正が何回も出るというの

は、もともとある程度の規模で当初予算を組むべきではないのかなと。財政運営上は、

そういうことのほうが適正ではないのかな。ことしについては状況の変化、つまり町外

業者についても、その門を開くということで説明を受けているわけですから、当然そう

いうふうに財政運営をしていかなければ、補正が当初予算を大きく上回るような予算執

行というのは、本来的には異常な事態だというふうに言わなければなりません。 

  逆に言えば、住宅の供給度が非常に、必要度が非常に高いとしたら、当初からそうい

う予算を組んで、どのように関係者につくっていただくかという算段をするのが本来の

姿だというふうに思います。その辺について、今回について、これを認めないというこ
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とでは僕はありませんけれども、次年度以降はやっぱりそういった計画性を持つべきで

はないかと。それはなぜかというと、全体的な住宅の需要、これは、きょうも話題にな

っていました高齢者住宅も初めとして、子育て住宅だとか、いろんな住宅の種別もあり

ます。そういうことを含めていけば、当初に一定の計画や政策的考え方というのを示し

た上で予算をつくっていくということからすれば、こういう形で何回も補正をするとい

うのは妥当性に欠けるのではないか。次年度以降は、その辺について是正をして予算措

置をしていくというふうにお考えになられるかどうか、お聞きをしたいというふうに思

います。 

  もう１点は、先ほどもちょっと触れましたけれども、これは教育委員会の関係のほう

がむしろ強いのかもしれません。今の子供たちに、特に高校生に、卒業と同時、あるい

は高校、大学でも18歳になれば選挙権を持つことができると。そのための準備というの

はきちっとやっぱり知っていただく、１つは知識として、１つはやっぱりどういうふう

に、まさしく国民の権利というものを履行する義務でもあるわけですけれども、そうい

ったことをお国任せだという考えではなくて、うちの町の子供たちはやっぱりうちの町

の教育委員会がきちっと教えていくんだという姿勢というのが必要ではないのかなとい

うふうに思うんです。 

  今、非常にいろんなことが言われています。私自身は、例えば今の政府自民党は、国

会の審議を拒否しているんですね、野党の要求に対して。審議すらしない、憲法には明

文化されています。それを国民がみんな認めているみたいな、そういうあやふやで非常

にわかりにくい世の中だからこそ、うちの町の、僕は何か批判的に教えろというつもり

ではないです。何を見て自分が判断をしていくのかという判断ができないと、政治に対

する関心というのは薄れるのではないか。 

  そういうことは、こういう小さな町の教育委員会だからこそ、あるいは行政だからこ

そ必要なことではないのかなと。何でもかんでも国のほうを向いて、国がどういう指示

をするからそうするんではなくて、自治権という範囲内で、やっぱり自分たちの町は、

町民に対してはそういう公正な判断が的確にできるように、そういう機会を与えていく、

そのためにはどういうことが必要なのかも含めて、十分検討していくという必要がある

と思うんですが、この２件について、町長の考えをまず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 まず、住宅事情の関係ですけれども、特に地方というのはほとんどが過

疎地になるわけでありますけれども、そこにおいての住宅環境というのは、ほとんどが



－103－ 

公営住宅頼みと、それから個人で建てるということであります。民間の賃貸住宅という

のはほとんど事例がないというのが、本町だけではなくて、ほとんどの自治体での悩み

どころだということであります。 

  公営住宅につきましては、基本的には福祉住宅ということでありますから、いわゆる

所得の制限だとかあって、希望があっても自由に入れないというようなことから、民間

の賃貸住宅を誘導させようということで、当初始まってきたということであります。 

  それが地元のほうでやってきて、これまた、その年その年に応じて増減があって補正

をさせていただいたということが、ほとんどがこれまでも途中での補正というのが毎年

にあったということでありました。そういったこれまでの慣例があって、なかなか読み

切れないということがあって、当初では一定の予算を計上して、あとは事情に合わせて

対応していくということをしてきたわけであります。 

  今回については、特にいわゆる町内での住宅の見通し、事前の中ではなかなか難しい

ということと、一方では、賃貸住宅が足りなくて、４月になっても入るところがなくて、

よそから借りてこなければだめだ、あるいはこれから定住対策する上でも、住宅ないこ

とにはとにかく話にならないわけでありますから、そういった意味で、これからのまち

づくりを進める上での住宅というのは、いろんな意味の戦略を立てる上での基本的な要

素として受け皿がなければだめだということで、町外にも広げさせていただいたという

ことであります。 

  その段階でも、町内と町外との支援の額については、それなりの格差をつけて、十分

町内でやっていけるという意味を込めての新たに町外の要綱を定めたということであり

ましたけれども、そこには今まで以上に要望が出てきたということであります。 

  この民間の関係でありますので、いわゆる需給関係、みんなそれぞれ公営住宅と違っ

て、町が最後の責任を持てばいいということにはなりません。それぞれのところが基本

的には入っていただいて、それがしかの経済活動がそこに行われるということでありま

すから、基本的には建てるときには需給関係を想定して、将来の見通しを立てた上での

建築をされているものだというふうに思っております。 

  個別に、確かに私どもとしても想定を超えるような状況でありますけれども、建設す

る側、あるいはオーナーがどういう将来展望を持っているのか。むしろ、これからも調

査してみたいなというふうに思いますが、今これから、一方では、ちょうど総合戦略が

始まって地方創生をどうするかといったときに、最も各自治体が悩んでいるのが住宅確

保の問題なんです。本町においても、これまでは町内のみならず、農村部においてもほ

とんど入居できるような住宅がないということですね。廃屋があっても、しかし、住宅
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入れるような状況じゃないということですから、それはある意味では、今これから戦略

を練る上で、こういったものを十分紹介を、町内、町外含めて、地元にあるそういった

物件については紹介をしていける、そういう活用に十分使えるだろうと、そんなふうに

町としては思っております。 

  いずれにしても、これからの町独自のＣＣＲＣ、いわゆるシニア層のこれからの移

住・定住を含めても、この民間の住宅が動いているということが、私どもとしてはこれ

を政策的に打っていける、あるいは呼び込むための基本的な背景に条件の整備での一つ

であるというふうに踏んだんでやっていこうと。それ以外のＣＣＲＣ、要素いっぱいあ

りますよ、ここでの就労のことだとか、それからみずからの生きがいだとか、地域参加

だとか、町営センターのことだとかいろいろありますけれども、まずは住宅がないこと

にはよそに来てくださいというのが言えない状況に今あったのが、こういうふうに動き

出したということです。 

  ただ、町民含めて、これが満足に入居ができるのかどうか、あるいはそれもいわゆる

オーナー、建設する側が、入居率が幾らであれば採算がとれるのかだとか、きっと民間

として自由に計算をされているものだと、そんなふうに思っていますが、町としてはい

ろいろとＰＲ等もさせていただきたいなと、そんなふうに思っています。 

  今回、そういったことで、今までの経過を踏まえて、想定を超える希望はありました

けれども、今おっしゃったとおり、事前にどういう状況なのか、それらをしっかり踏ま

えた上で、次年度の予算の中には反映をさせていただきたいなと、そんなふうに考えて

います。 

○議長（杉山幸昭議長） 馬場教育長。 

○馬場久男教育委員会教育長 先ほどの18歳以上の選挙権の関係につきましては、高校に

ついては、道教委等から具体的な指導内容も含めて指示がされているというふうに承知

しておりますけれども、教育委員会のほうには道教委から直接指示等はありません。町

立の学校については、小・中学校までですので、その辺の関係については、小・中学生

に対する指導というのは考えておりませんけれども、当然、高校を卒業した方も今回初

めて選挙権が与えられると、そういった選挙権が得られると、そういったこともありま

すので、その辺につきましては、また総務課の選挙管理委員会等と打ち合わせしながら、

先ほど答弁したとおりですけれども、検討していきたいというふうに考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 最後になりますけれども、後半の部分、選挙権に対してどう

するか。一番僕は心配をするのは、道教委が、高校は道立ですから、道教委からこうい
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う指示があって、そういう中で中立性が本当に保てるのかどうかというのは心配だとい

うふうに。 

  それからもう一つは、本来はその地域地域の選挙管理委員会が選挙推進というか、選

挙権の施行推進という意味合いで進めていくという中で、未成年という新たな分野には

教育委員会としてどうしますかという協議をしていくというのが本来の筋ではないのか。

高校はその分野ですけれども、例えば月でいえば、４月になれば、３月に卒業するとい

う子供たちも、何人かはうちの町に残ってくれるんだろうし、残らなくても、いずれの

町でも選挙権を有する形になるわけです。だとしたら、やっぱりそういったことをもう

少し真剣に、どうすべきかということについて協議があってもいいのではないかなとい

うふうに思いますので、これは要望として受け取っていただいてもいいですけれども、

１つ、先ほど十分検討していただけるというので、もう一度その意思確認だけしたいと

いうふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 馬場教育長。 

○馬場久男教育委員会教育長 高校生以上ということになりますと、どちらかといえば、

学校教育というよりも社会教育の範疇になるのかなというふうに思いますので、その辺、

必要性を含めて選挙管理委員会のほうときちんと詰めていきたいというふうに考えてい

ます。よろしくお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかよろしいですか。 

（発言する声なし） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに質疑がございませんので、町理事者に対する総括質疑を

終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、町理事者に対する総括質疑を終わります。 

  以上で、議案第72号から76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72号平成27年度上士幌町一般会計補正予算（第９号）の討論を行いま

す。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第72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72号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第73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３号）の討

論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第73号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第74号平成27年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の

討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第74号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第75号平成27年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第２号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第75号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第75号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第76号平成27年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第２号）の討論を



－107－ 

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76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76号は原案のとおり可決されました。 

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

◎諮問第１号の上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第24、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてを議

題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに町長から提案理由の説明を求めます。 

  竹中町長。 

○竹中 貢町長 ただいま上程されました諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について、

その提案理由を申し上げます。 

  人権擁護委員３名中、宗像静香氏が平成28年３月31日をもって任期満了となるため、

引き続き人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により、議会の意見を求めるものであります。 

  住所、河東郡上士幌町字上士幌東３線234番地、氏名、宗像静香氏、生年月日、昭和

29年１月31日。 

  以上、諮問第１号人権擁護委員の推薦について、その提案理由を申し上げました。 

  ご審議賜り、ご意見をいただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたが、本件は人事案件でありますので、

質疑及び討論については、議会運用例第105条の２の規定により、これを省略いたしま

す。 

  これより直ちに採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  諮問第１号は原案について適任であるとすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、諮問第１号は原案について適任であるとすることに決定いたしました。 
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 ────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしましたので、本日の

会議を終わります。 

  あすからは休会とし、本会議の再開は12月18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 ５時３２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、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、12月15日午前９時より、委員会室において、議会運営委員全員の

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

議案の審議方法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ましたことについてご報告を申し上げます。 

  １点目はこの後、日程第１、選挙第８号の前に休憩とし、休憩中に全員協議会を開催

いたしますので、ご承知おきを願います。 

  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。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで休憩といたします。 

  休憩中に全員協議会を開催いたしますので、議員の皆さんは委員会室にお集まりくだ

さい。 

  なお、再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前１０時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０９分） 

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

◎選挙第８号選挙管理委員及び補充員の選挙 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、選挙第８号選挙管理委員及び補充員の選挙を行いま

す。 

  お諮りします。 
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  選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定により、指名推選によ

りたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。 

  お諮りいたします。 

  指名の方法については、議長において指名することに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、指名の方法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。 

  選挙管理委員に齋藤勝英さん、丹羽義徳さん、柏川秀明さん、児玉孝さんを指名し、

選挙管理委員補充員に嶋木篤麿さん、泉田耕作さん、佐々木恵さん、賀陽龍司さんを指

名いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま、議長において指名いたしました選挙管理委員４名及び補充員４名の方を、

選挙管理委員及び補充員の当選人と定め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、ただいま指名いたしました選挙管理委員として齋藤勝英さん、丹羽義徳さん、

柏川秀明さん、児玉孝さんが選挙管理委員、補充員として、嶋木篤麿さん、泉田耕作さ

ん、佐々木恵さん、賀陽龍司さんが当選されました。 

  次に、補充の順位についてお諮りいたします。 

  補充の順位は、ただいま議長が指名いたしました順序に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、補充の順位はただいま議長が指名いたしました順序に決定いたしました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午前１０時１１分） 

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

（午前１０時１３分） 

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

◎議案第６３号の上程、報告、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、総務文教厚生常任委員会審査報告を行います。 

  日程第２、議案第63号上士幌町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

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から報告を求めます。 

  総務文教厚生常任委員長、中村保嗣議員。 

○総務文教厚生常任委員長（中村保嗣議員） 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、議案第63号上士幌町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例の制定について。平成27年12月８日付託。 

  ２、審査年月日、平成27年12月14日、計１回。 

  審査場所、委員会室。 

  説明員、竹中町長、千葉副町長、綿貫町民課長、佐藤主幹。 

  審査結果、当委員会は議案第63号の審査に当たり、町長、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を行ったところ、反対討論がありましたので起立

による採決の結果、起立多数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。 

  ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） ２点について、どういう委員会の中で審議がされたかお伺い

をしたいと思います。 

  まず、同法３条にあります町の個人番号の利用云々というのがあります。最後に自主

的かつ主体的に地域の特性に応じた施策を実施するものとする。これは、個人番号につ

いては、なかなか理解も十分ではない状況にあるというのが現実の現状だというふうに

思います。その中で、本来は国がきちんと責任を、法律を定めた国が責任をとるべきこ
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となんですけれども、地方自治体が自主的かつ主体的にということになれば、責任を問

われる何か問題が起きれば、現実にもうオレオレ詐欺に近いような詐欺の被害が、この

問題で起きているとかいうことが連日報道されているわけですけれども、そういうこと

も含めて、こういう条文があるということについての審議があったのかどうか、１点目

はお伺いをしたいと思います。 

  それからもう１点目、この個人番号の取り扱いについて別表が示されています、これ

４条の関係ですけれども。この中で、行政関係は全て町長が最高責任を問うというか、

判断をする形になっています。ですから、町長というのは行政団体の中でも個人を指す

最高責任者ですけれども、そういう形になっていますけれども、なぜ教育委員会は教育

委員会として例えば教育委員長であるとか、あるいは事務責任を持つ教育長であるとか

という記述ではないのか、この辺についての議論があったのかどうかだけ、ちょっとお

伺いをしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長。 

○総務文教厚生常任委員長（中村保嗣議員） 今の２件につきましてお答えします。 

  特に質疑等はございませんでした。 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいですか。 

○２番（佐々木 守議員） なければないでいい。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、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63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。 

○１０番（山本和子議員） 議案第63号上士幌町個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の制定について反対討論を行います。 

  この条例は、マイナンバーを庁舎内で利用でき、また執行機関の異なる教育委員会に

提供できるとするものです。マイナンバーにつきましては、情報漏れの危険性が強く指

摘され再三通達がおり、それぞれの機関で対応されているかと思います。 

  しかし、地方公共団体においても各種機関や企業等でもこのマイナンバーが保有され、

情報漏れの危険性はどんどん高まっています。個人個人には情報を漏らすなと言いつつ、

本人の知らないところでいろんな機関に番号が伝わっている、それも漏れないという保
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証はありません。 

  今回は、社会保障、税、災害対策分野ですが、その他預金口座、メタボ健診、予防接

種、住民票の利用も決定しています。今後、健康保険証や運転免許証、医師免許、教員

免許、キャッシュカード、クレジットカードなどの情報も一本化の検討も進められてお

ります。また、マスコミ等でも報じられておりますが、2020年のオリンピック開催のと

きには全国民が個人番号カードを保有し、入管時に利用できるとの恐ろしい利用法につ

いても検討されるのではないかと報道されています。 

  多くの個人情報を一つにして全国民を管理すること、また、情報が漏れた場合の危険

性ははかり知れません。このような危険なマイナンバー制度そのものに反対するもので

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。 

  １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 議案第63号上士幌町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例の制定について、賛成の立場で討論をいたします。 

  この条例は、番号法、28年１月１日から施行されるのに伴い、個人番号を庁舎内並び

に国や道、執行機関との連携で個人番号情報の提供を定めるものであります。 

  後期高齢者、国保会計、介護保険等上士幌町だけが反対することはできません。行政

停滞を起こします。少々の不安もありますが、担当課もセキュリティー対策をしっかり

するとの答弁をいただいておりますので賛成といたします。 

○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63号に対す

る討論を終結いたします。 

  これより議案第63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。 
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  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63号は委員長の報告のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第３、意見書案第２号北海道のすべての子ども達にゆきと

どいた教育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10番、山本和子議員から提案理由の説

明を求めます。 

  10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 意見書案第２号北海道のすべての子ども達にゆきとどいた教

育を求める意見書の提出について、提案とその内容について説明いたします。 

  今回の意見書につきましては、ゆきとどいた教育をすすめる北海道連絡会より議長宛

てに出された陳情に賛同し提出するものです。 

  また、議会運営委員会において私が提案者になり、議会運営委員全員が賛成していた

だきまして提案するものでございます。 

  内容については、お手元に配付されている内容のとおりなんですが、結構長いですの

で、項目だけとりあえず読み上げていきたいと思います。 

  １、北海道はひとり親家庭が多く、貧困率も上昇しています。貧困と格差から子供た

ちを守るため来年度の教育予算を増額すること。 

  ２、お金の心配もなく学べるよう、教育活動に不可欠な授業料以外の教材費、教育費

など教育にかかる保護負担を軽減すること。 

  ３、北海道独自の少人数学級拡充を目指し、小・中・高校で順次35人学級を実現する

こと。 

  ４、学校は、地域にとって教育文化の基点です。学校統廃合は保護者地域住民の声を

十分に受けとめ、機械的に行わないよう配慮すること。 

  ５、教職員は、常態化している超過勤務や多忙により子供と向き合う時間が確保され

ていません。ゆとりある教育環境をつくるため、教職員を増員すること。 

  ６、障害のある全ての子供たちに適切な支援ができるように、教職員の配置や、施設、

設備の改善を行うこと。 

  以上、６点要望するものです。 
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  実際に、上士幌町の実態はどうなのかという点についても、若干説明しながら提案し

たいと思います。 

  １の貧困の問題なんですが、北海道のほうでは、貧困対策推進計画を今策定中ですが、

その中で明記されております国の貧困率がここに書かれているんですが、昭和60年は

10.9から平成24年度16.3と高まっています。 

  具体的に、北海道の貧困率は公表されておりませんが、ひとり親家族の状況につきま

しては、平成22年度全国は1.63％、全道は2.27％と高くなっています。ですから、国全

体よりも北海道の貧困率はさらに高いのではないかと予想されます。そういう中で、教

育費の予算を増額することを要望するものです。 

  ２番目の問題なんですが、小・中学校は義務教育で、高校も所得制限はありますが一

応無料です。しかし、それ以外の教材費は結構かかります。かつて上士幌町はどうなの

かということを実態調べたんですが、全部話すと時間がありませんので、例えば平成24

年では、６年生が１年間で8,290円とそれから修学旅行も加わります。それに対して町

は1,350円、ずっと小・中学校補助してきました。26年から2,000円に上積みされていま

す。 

  この資料でいいますと、北海道での補助教材等の補助は多分ないんだろうと思います

が、その点につきましても、授業料以外にかかる補助教材費、修学旅行含めて補助して

ほしいなと思って要望するものであります。 

  それから、３点目の少人数学級の問題ですが、国のレベルでは既に計画の中では2018

年まで30人をめどにする計画があります。しかし、標準計画を見直さない限りできませ

んので、１年生だけ標準計画ができまして35人学級、2011年から実施されています。北

海道におきましては、小学校１、２年生と、中学校１年生が35人学級で実施されていま

す。そういう中で、町も今年度から１年生を30人以下のさらに上積みされた内容で実施

されています。 

  こういうことを含めまして、ぜひ少人数学級道レベルで、もちろん国レベルで行うこ

とは必要なんですが、道レベルでも35人学級を進めるよう要望するものです。 

  ４点目の統廃合の問題ですが、上士幌町も統廃合、進んでおりまして、地域の合意の

もと進められております。これは全道的にはまだしっかり把握したわけではありません

が、道教委が機械的に押しつけることなく、地域でも住民の合意を受けながら進めるよ

う要望するものです。 

  また、教員の多忙化につきましても学校全体を調査したわけではありませんので、

個々人の実態を把握したわけではありませんが、私も一応教員生活５年ほど行っており
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ますし、身近な教員の様子を見ますと、多忙の中で倒れた方、亡くなった方も私は把握

しております。そういう中で、授業以外にかかる教材研究や、土日部活動等を含めて多

忙に仕事をしていると思います。圧倒的に教員が足りないと思っています。 

  そういう中で、上士幌町は独自に学校教育推進支援員を小学校に２人配置したり、ま

た、独自に30人学級も含めそうなんですが、独自の予算で教員の配置を行っています。

これを北海道に教員の増員を求めるものです。 

  ６番目の特別支援学級の状態なんですが、北海道独自の学級編成はなく、国が定める

学級編成に基づいて行われています。学級数により配置される教員定数が決まっており

ます。上士幌町につきましては、特別支援教育支援員として町の一般財源で上小に２人、

中学校に多分１人でしたか配置されておりますので、これにつきましてもきちんと北海

道の予算で配置することを要望したいと思っています。 

  以上、中身について、上士幌の実態も含めて説明いたしました。 

  どうぞ皆さんの賛同をいただきまして、関係機関に要望書を送っていただきますよう

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２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２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２号は原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第４、意見書案第３号「新たな高校教育に関する指針」の

見直し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10番、山本和子議員から提案理由の説

明を求めます。 
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  10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 意見書案第３号「新たな高校教育に関する指針」の見直しを

求める意見書の提出について、その内容を説明いたします。 

  この意見書につきましても、ゆきとどいた教育をすすめる北海道連絡会より議長宛て

に陳情されたものに賛同し、提案するものです。 

  これにつきましても、議会運営委員全員の賛成をいただきまして、私が提案者になり

提案するものでございます。 

  高校の統廃合の状況、それから上高の実態につきましては、随時教育委員会より報告

されておりますので、実態については省略いたします。意見書案を読み上げて提案にか

えたいと思っています。 

  「新たな高校教育に関する指針」の見直しを求める意見書案。 

北海道教育委員会は、平成18年８月に新たな高校教育に関する指針を発表し、平成20

年から順次指針内容を実施してきました。高校配置の考え方として、１学年４から８学

級を望ましい学級規模とし、再編整備など進めますと明記し、学級定員を40人に固定し

た上で、特例２間口校制度を廃止も示してきました。小規模校の取り扱いにつきまして

は、近隣高校との再編を進め、その判断を１学年２学級以下校においては、通学区域に

おける中学校卒業者数の状況、欠員状況、地元からの進学率などを根拠にするとしてい

ます。 

  しかしながら、こうして高校配置計画を推し進めた結果を道教委は検証するわけでも

なく、保護者や地域住民の声を聞くために開催している地域別検討協議会では、意見を

聞くのみの状況に、参加者からは意見が全く生かされていないとの批判が募っています。

それは、各自治体が地域の高校で学ぶ環境を充実させようと、本来道教委が行うべき就

学のための施策を行っているにも関わらず、いわば機械的に地域の高校を統廃合してい

るあかしです。 

  この10年間で、道立高校は35統廃合されました。現在１学年３学級以下の小規模校は、

全205校の44％に当たる91校に上ります。このまま、指針に基づいて高校配置計画が進

めば、地域の子供の学習権を脅かしかねません。 

  小規模校の利点は、生徒一人一人に目が行き届き、地域に根差した学校教育を受ける

ことができる点です。現に卒業生は、充実した生活を送り、母校への誇りを持って社会

へ巣立っています。今求められているのは、指針を見直し、地域の高校が高校としての

機能を果たせる施策の実現であり、全ての子供の学ぶ権利の保障です。 

  よって、上士幌町議会は、次の事項を実現するよう強く要望します。 
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  １、道、道教委は、新たな高校教育に関する指針を見直し、子供の学ぶ権利を保障す

ること。 

  ２、道、道教委は、独自に少人数学級を高校で実施し、機械的に高校統廃合を行わな

いこと。 

  以上、地方自治法99条の規定に基づき意見書を提出する。 

  以上、皆さんの賛同をいただきまして、関係機関に送って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、これより意見書案第３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３号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第７７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第５、議案第77号職員の給与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。 

  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77号職員の給与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をご説明申し上げます。 

  町例規集は、第５編給与、第２章給料をご参照願います。 

  昨年８月に行われた、国家公務員給与に対する平成26年の人事院勧告において、職員

の給与制度の総合的見直しが行われました。この総合的見直しは、地域の民間給与水準

を踏まえて、俸給表の水準を平均２％引き下げることを基本とし、その実施に当たって

は、激変緩和のため一定期間の経過措置を設けることとするものであります。 



－123－ 

  本町においても、この人事院勧告に準じて職員の給与に関する条例を改正するもので

あります。 

  具体的な改正内容についてご説明いたします。 

  議案第77号関係２、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、新旧対照表をご

参照願います。下線部分が改正部分であります。あわせまして、議案第77号関係給与制

度の総合的見直しについてをご参照願います。 

  第15条の２は、管理職特別勤務手当の規定でございます。 

  管理職特別勤務手当は、これまで週休日または休日等に勤務した場合に支給対象とな

っていましたが、この支給対象を拡大するものであります。 

  第２項として、災害等への対処、その他臨時、緊急の必要により週休日等以外の平日

深夜、午前０時から午前５時まで勤務した場合に支給対象とします。 

  第３項は、支給金額を定めるものであり、第２項において、第15条第２項の場合には、

１回につき6,000円を超えない範囲において規則で定める額とするものです。 

  附則第10項は、平成22年の人事院勧告により、平成22年12月から当面の間の措置とし

て、給料表６級の課長職で55歳を超える職員についての給与減額措置規定であります。

給料表６級の課長職で55歳を超える職員については、当分の間の措置として1.5％の減

額措置を実施しておりますが、今回の給与制度の総合的見直しに当たり、この給与減額

措置は平成30年３月31日までの間とするものであります。 

  これは、給料表において、55歳を超える職員の給与水準の引き下げ措置を講ずること

から、平成30年３月31日をもって廃止するものです。 

  次に、別表第１の給料表について、記載のとおり改正するものであります。 

  改定率につきましては、平均で２％引き下げとなりますが、若年層が対象となる１級

及び２級の一部については引き下げを行わず、それ以外の号俸については引き下げを行

い、50歳代後半層が在職する号俸を最大４％引き下げするものです。 

  また、人事構成上における昇給機会の確保の観点から、４級から６級に号俸を増設し

ます。 

  次に、条例附則についてご説明いたします。 

  条例改正本文をご参照ください。 

  附則第１項として、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

ものであります。ただし、第15条の２の規定は、平成28年４月１日から施行するもので

あります。 

  第２項から第６項は経過措置規定であります。 
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  給料表の引き下げに伴い激変緩和措置として、新給料表による給料月額が、施行日前

日において受けていた給料月額に達しない職員については、平成30年３月31日までの間、

その差額を支給し、現給保障するものであります。 

  第７項は委任規定であります。 

  この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めることとしています。 

  第８項は、平成19年３月５日にご可決いただきました、職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例について、その一部を改正するものであります。 

  平成19年３月の給与条例改正では、人事院勧告に基づく給与構造改革によって給料が

平均4.6％引き下げられましたが、この給料表の切りかえに伴い改正によって給料が減

額となる職員については、平成19年３月末の支給額を保障することとしています。 

  この保障規定が、附則第７項の給料の切りかえに伴う経過措置であります。この現給

保障については、現在支給対象職員がいないため第８項の次に第９項の規定を追加し、

平成28年１月１日以後この規定による給与は支給しないとするものです。 

  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77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77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77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77号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第７８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第６、議案第78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。 
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  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78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。 

  上士幌町例規類集は、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上士幌町特定教育・保育教育

及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第13条の規定により、特定教

育・保育施設の利用者負担額を定めているものであり、附則第２項におきまして、当面

の間として保育料等の減免を定めているところでありますが、子育て世帯のさらなる経

済的な負担軽減を図るためこの規定を改正し、平成28年４月１日から平成38年３月31日

までの10年間保育負担金を無料とするものでございます。 

  次に、条例改正の内容についてでありますが、議案第78号関係上士幌町特定教育・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、新旧対照表をごらん願いま

す。 

  対照表右側、改正前の附則第２項においては、保育料等の減免としまして、当面の間

幼稚園型であります教育標準時間認定を受けた子供、１号認定の利用料につきましては

無料とし、満３歳以上の保育認定を受けた子供、２号認定及び満３歳未満の保育認定を

受けた子供、３号認定につきましては、別表第２の額に減免することを定めているとこ

ろでございます。 

  この規定につきまして、左側の改正後の内容をごらんください。 

  附則第２項の表題を利用者負担額の減免に改め、平成28年４月１日から平成38年３月

31日までの間、第２条の規定にかかわらず対象となる子供及び保護者が、上士幌町内に

住所を有している場合は、教育標準時間認定を受けた子供、１号認定、満３歳以上の保

育認定を受けた子供、２号認定及び満３歳未満の保育認定を受けた３号認定にかかる利

用者負担額を無料とするに改正をし、減免の額を規定している別表第２を削除するもの

でございます。 

  なお、町外に住所を有している方が、上士幌町が勤務地であるなどの理由によりまし

て、上士幌町の認定こども園にお子さんを預けたいという場合や、その逆のケースもあ

ります。その場合は、当該市町村間で協議をし、調整が整った場合は保育施設の広域利

用をすることができることになっております。その場合の保育負担額につきましては、

国において定めている基準に基づき算出した公定価格を、預け先の保育施設の所在する

市町村に支払うことになっております。 
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  また、預かり保育及び延長保育にかかる30分100円の利用者負担額につきましては、

変更はございません。 

  附則としまして、この条例は公布の日から施行し、平成28年４月１日から適用し、平

成27年度分の利用者負担額についてはなお従前の例によるものと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78号について質

疑を行います。 

  10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 大きく４点質問いたします。委員会での事前の協議といいま

すか説明があったときにも質問した内容と、それからその後気づいた点も含めて質問い

たします。 

  １点目は、子供認定にかかる保育料の減免につきましては、この４月から幼稚園が無

料と、それから保育所の従来の保育料金を半額にするということで、当面の間という規

定があったわけですが、それが１年ですので、であれば最初から無料にすべきかなとい

う気がしますが、子どもビジョンの計画の関係で事業が急に進んだのかなと思います。

その辺の一貫性についてまず質問いたします。 

  それから２点目は私立保育所の問題で、保育所の人件費や運営費は、町が積算根拠に

基づいて支払っておりますが、保育料は、今回は給食費は無料になるわけですが、保育

料については、私立保育所の中で検討し、若干かわかりませんが保育料を払っているん

ではないかと、その点を含めまして、ぜひどういう中身で保育料を集めているかわかり

ませんが、人件費ではないと思うんですが、もしかかる経費があれば十分議論をして、

町が何らかの形で補助する形をとってほしいなと思っています。 

  それから３点目なんですが、預かり保育、30分でしたか、100円になります。それを

従来どおり一番長い時間で11時間、普通の保育所11時間、７時半から18時半まで預ける

と無料と、それから短時間は８時から夕方４時半まで、幼稚園部分は８時半から１時ま

で預かると無料なんですが、それ以外の預かり保育、延長保育が時間かかります。そう

すると公平感といいますか、何となくお母さん方にすれば預かり保育を１時間、30分と

いうのは余りないと思うんですが、１時間、２時間預けたら何百円かかると、それがか

さむと月に結構な額になると、そうすると実際には長時間預かっている、11時間にすれ

ば無料だけれども、自分たちが幼稚園で無料なんだけど、８時間の短時間型で預けてい
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るんだけれども、ちょっと預けると実際保育料がかかります。その辺もきちんと精査し

ないと、じゃ、働いて保育所に入れたいけれども仕事場がないと、そういうふうなお母

さん同士の若干ひずみが出てくるんではないかと。無料にするんであれば、預かり保育、

一時保育含めて無料にすべきだと、それは今回条例は出ていませんので今後の課題にし

て、条例改正してほしいなと思っています。 

  それから４点目なんですが、こども認定園、ことしからできまして、長年幼稚園が欲

しい欲しいという願いがかないましてできて無料化になって、保育料も減免されました。

しかし、既に小学校１年に上がって、１年差ぐらいなんですが、上がった方、それから

現在義務教育は中学校までですが、町の考えでは高校まで考えるみたいな、その方に対

する補助といいますか、公平的な視点からすればそれにかかる経費の負担も必要ではな

いかと。子供の、乳幼児に対する保育、ものすごくそれはいいんですが、卒業してしま

った方々があのときにさかのぼれないし、じゃ、自分たちが小学校１年生、高校も含め

て子供がいるときにやっぱり子供を産んでよかった、育ててよかったと思うようなもの

が一緒にないと、町の生まれてきた子供に対する公平的な補助にならないのではないか

と、その点についてどうしていくのか質問いたします。 

○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 まず、１点目のことし４月からであれば無料にすべき

ではなかったかというお話であります。 

  この保育教育にかかる保護者の負担ということで、これは去年の経過の中で、今まで

よりも無料化をすることによりまして保護者の負担をより少しでも軽減したいというこ

とで、去年論議した中での軽減の方策だったわけでありますが、ことし改めて10月に上

士幌町の総合戦略の中で、やはり今後の人口減少に対応する方策の重点の一つとして、

子育て教育にさらに今後力を入れていきたいと、そういうような町の方針をとった中で、

改めて総合戦略の中でも保育料の無料化ということで、今後５年間の中で具体的にとる

施策の一つとして掲げていたところであります。 

  それに基づいて、こういう施策については今、移住定住の関係でも上士幌は特にいろ

んな部分で力を入れておりますが、やはり１年でも早くこういうような政策を打った中

で、やはり多くの人に上士幌の良さを知っていただいて移り住んでほしいと、そういう

ような町の考え方に基づいて、さらに一歩進めて今回完全無料という方向に走ったわけ

でありますので、それはその時々の考え方、整理の仕方ということで、町の政策として

進めているということでありますので、そういうことでご理解をいただきたいと思いま

す。 
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  あと２点目の私立保育所の関係であります。 

  おっしゃるとおり、人件費であるとか維持管理であるとか保育にかかる経費について

は、一定程度町のほうで基準を設けて出しているところであります。 

  それで今、私立保育所につきましては町内４カ所ありまして、地域によって違います

が、１人ひと月3,000円取っているところもあれば、8,000円取っているところもありま

す。それは、その地域のそれぞれの実情であるとか、保育の関係で、保護者を含めてい

ろんな交流の場の設定だとか取り組みの中身によって、恐らくそういう負担金の違いが

出てくるのかなと思いますが、今回、こういうことで改めて認定こども園が無料という

ことになりますと、当然私立保育所についても一定程度の公平感を持った対応というの

が必要になってくるわけであります。そういう部分で、給食費については無料というこ

とで考えておりますし、あと保育料につきましてもちょっと今検討をさせていただいて

います。 

  今、代表の方ともちょっと話を直接聞いているところでありますが、私立保育所の保

育教育に必要な経費、これにつきましては、一定程度3,000円の中にどのぐらい含まれ

ているのかということで確認をさせていただいて、その部分は無料にしていきたいとい

うことで考えております。今現在幾らということはちょっと明確にはできませんが、今

後その分についてはきちんと検討して、対応をさせていただきたいと思います。 

  それと３点目の預かり保育の関係ですね。預かり保育と延長保育の30分100円、この

ことについては、一定程度公平感ということで考えれば、今後も無料にできないだろう

かというそういうようなことだと思います。 

  まず、８時間保育と11時間保育というのは基本的に基準がありまして、１カ月当たり

例えば120時間以上の就労という実態があれば11時間保育を申請することができると。

８時間保育につきましては、１カ月当たり48時間以上120時間未満の就労、その場合が

８時間保育の対象となって、申請に基づき認定こども園に入ることができるわけであり

ますが、基本的にはそういう基準を設けて進めていることでありまして、そういう中で

は、その時間を超えて預けられるようなケースの場合は、今まで同様30分100円という

のは維持していきたいと考えておりますし、今実例としては、ずっと預けても金額的に

はそんなに多くの金額に至っているような方はいないということで認識をしております

ので、当然、預かり保育をしていくということになれば、いろんな部分での認定こども

園の保育の負担であるとか、いろんな経費も発生していくわけでありますので、その分

含めて、それはちょっと維持をさせていただきたいなというふうに考えております。 

  あと、高校まで含めて公平的な経費の負担というご質問であります。 
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  まず、小学校・中学校については、義務教育ということでありますので、基本的には

教育費にかかる負担はかかりませんが、ただ、教材費については、これまでもお話があ

りましたように2,000円ということで負担金を上げてきているところでありますし、あ

と、修学旅行の経費についても、これも総合戦略の中で修学旅行費の一部助成というこ

とで項目としては上げさせていただいておりますが、それも相対的な子供教育の負担軽

減充実をしていく中で、どの時点でそういうふうに判断するかというのは、また改めて

していくことになりますが、そういう部分と、あと上士幌は早いうちから18歳までの医

療費無料化ということで進めておりますので、これもかなり保護者の負担軽減というこ

とで、これまでもずっとそういう軽減策というのは継続して進めてきておりますし、今

後もいろんな部分で学力、体力の向上を含めて、きちんとした対応を検討しているとこ

ろであります。 

  そういう部分では、公平的な経費の負担の軽減ということについては、これまでも町

としては進めてきているところでありますし、今後もいろんな状況を通じてまた検討を

させていただきたいと思います。 

  以上、ちょっとお答えになったかどうかあれですが、一応答弁とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 前進的な答弁もありましたが、ここではなかなか議論しても

らちが明かないものもありますので、最後の修学旅行の負担については、これも子ども

ビジョンの中にありますので、これは来年度からだったらすぐ、要綱だかわかりません

が、即というわけにはならないと思うんですが、早い時期のうちに、あれは５年間の政

策ですので、そうすれば次年度以降というのはありませんので、遅くても２年目ですね、

そこで実施してほしいなと思っています。その点について、今すぐ答弁できるかわかり

ませんが、再度質問をして終わります。 

○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 来年、再来年とお約束できる状況ではないんですが、

その分は今後もちょっと検討していく中で、どの時点でそういうことができるのかどう

か、それは検討させていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか質疑ありますか。 

  ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） 今、山本和子議員から質問がありましたけれども、私も僻地保

育所、私立保育所の住人としても認識しているところであります。 
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  やはり、無料化は大変素晴らしいなと思うわけでありますが、時間的な余裕と保護者

がやはり今私立保育所の運営、もしくは子供たちが通っておると、それに対してどうな

っていくんだと、永久的にこれ無料なんでしょうかという声も聞きますしね。 

  それだとか、問題は先ほど石王課長が言われたように、3,000円から8,000円だと、当

北門地区だったらおおむね5,000円周辺で大体保護者負担金が推移しておりますけれど

も、そういう中で、町からの補助金を受けながら自主運営ということでやっていますけ

れども、それが認定こども園に無料になって入ったからということとの格差ですね。 

  何が問題かと言われると、やはり距離的問題イコール送迎問題、この辺を町内市街地

の方々でも多分５分から車でも10分以内で送迎ができると思うんですよ。私立保育所も

大体10分以内ぐらいで、おおむねそれぞれが送迎が行われていたという現実があるわけ

ですね。やはり町の中と市街地から町の中となると、少なくても15分から往復したら30

分ぐらいは楽にかかってしまうというその辺の時間的な問題、親の負担。 

  それと、私立の場合は職業柄農業者の保護者が多い。過去も私申し上げたことのよう

に、送り迎えのときの服装が作業着あたりでは問題ありという指摘を受けたことがある

と、町の保育所に通っていて。やはり、専業主婦の方々はきれいな形の中できちっとし

ていますけれども、職業柄忙しい場合はどうしてもきれいな形の、作業着を脱ぎかえて、

靴を脱ぎかえてという時間的な問題、そうなってくると先ほど言ったような30分プラス

アルファですから、40分ぐらいの着がえたり靴を履きかえたり、こまいことなんですけ

れども、そういう問題がやはりあるわけですね。 

  だから、その辺もやはり考慮した中で、無料は大変よろしいんですけれども、送迎の

問題だとかそういう問題を保育課で今後どのように考えて、また時間的に４月１日から

ですから、ないわけですよね。例えば、そうであれば地域柄があって１年ぐらい余裕が

ほしいだとか考える余地が、普通はそういう形をとっていくべきではないかと私思うん

ですけれども、その辺の考え方はいかがですか。 

○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 送迎の関係については、これまでもそういうご意見を

いただいた中で検討させていただいた経過は、ちょっと僕が４月に来る前の話になりま

すが、何かそういう話は聞いております。 

  ただ、そういう幼児の送迎ということになると、例えばスクールバスであれば時間が

合いませんし、また、運転手だけでなくて、やはりどなたかきちんと補助員とかつかな

くちゃならないということもありますし、特にゼロ、１、２歳ということであれば、な

かなかそこら辺は厳しいのかなという。一定程度の経費もかなりかかるということがあ
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りまして、そういうことを踏まえて、４月から遠距離通園の場合の補助金ということで

出しておりまして、これは２キロ以上でしたか離れた場合ですね、１キロ当たり20円補

助しております。朝送り迎えして帰り送り迎え、２往復ですね、だから例えばこども園

から10キロ離れたケースの場合は、２往復ですから計40キロですね、40キロの20円、キ

ロ20円当たりの補助ということで、そういうことで実態に基づいて支出しているところ

であります。 

  なかなか、補助をすればそれで十分保護者の方の負担が減るかということではないの

かもしれませんけれども、一応そういうような手当てを講じている中で、できれば認定

こども園、いろいろ保育教育の部分では検討していく中で、よりよい教育の位置づけも

含めて進めていきたいということで考えておりますので、そういうことで、基本的には

私立保育所の存続問題については、地域の中で主体的に判断していただくことにはなり

ますが、町のほうの認定こども園の中でのよりよい環境の中での保育教育ということに

ついてもご理解をいただく中で、最終的に判断をしていただければなと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

（「服装の関係」の声） 

○石王良郎教育委員会子ども課長 失礼しました。服装の関係のお話がありました。 

  ごめんなさい、私、服装の関係の認識が余りなくてなんですが、当然農家の方という

ことで、いろんな作業をした中で直接認定こども園に送迎するということでありますの

で、服装、あそこはもうそのまま靴を脱いで上がっていくところでありますが、そうい

う中で、何かちょっと服装についていてそれがちょっと中で散らかるようなことでは困

りますが、そこら辺の部分はちょっと払っていただければ、特にちょっと汚れていたと

か、服装がどうのこうだで問題で認定こども園に入ってはまずいよということでは考え

てはおりませんので、そういうことでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） その辺は理解したわけであります。 

  保護者の送迎の件なんですけれども、保護者サイドから見ればキロ20円ということで

あれば、それが例えばタクシーだとか、何でそうやって言うかとなると、できれば隣近

所まとめて、私らはそうなんですけれども、乗せていってあげたいんですけれども、自

分の子供ではなくて万が一のことがあった場合の保険とかそういう類いというのはない

のかなとかという声も出ているわけですね。 

  だから人のお孫さんを乗せて、万が一のことがあったときの責任分野というのを非常

に考えて、それができるんであれば隣近所助け合って送迎も可能になるんじゃないかと、
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やはり自分の子供だとかであればいいんですけれども、人の孫だとかそういう子供たち

を乗せて、万が一のことがあったときの責任はやはりとりかねるということで、それぞ

れやはり親がどうしても動かざるを得ないと。しかし、その保護者については、現実的

な経営者の奥さん、もしくはその類いであって、時間的な余裕というものが非常にやは

り繁忙期のときはあるんだと。 

  だからその辺の考え方を保育課、町長含めた中でもうちょっと、お金は大変ありがた

いというわけですよ、その時間的と例えば地域が助け合っていける方法、逆に言ったら

業者、この上士幌町であればタクシーさんを、地区にしてみれば５人から最大９人ぐら

いの話かなと思うんですけれども、そういうことは、お金を使って逆にできないのかと

かいうことをもうちょっと検討してもらえれば、あくまでも保護者なのかどうなのかと、

検討する余地はないのかと。 

  その辺も４月までだというんであれば、時間的な余裕もないんで、早急にやはり保護

者の不安、認定こども園に入りたいという希望の方もおられますので、不安を払拭して

あげていただきたいなとその辺の考え方はいかがですか。 

○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 まず送迎については、今子育てサポート事業という事

業がありまして、一定程度お子さんの送迎につきましては、協力できるよという方に登

録をしていただいて、そういうのを活用している実例は実際あります。ですから、そう

いう部分の制度をよりちょっと広げる中で、各地域の中でそういう方がいればご協力を

いただいて、送迎することは可能かなとは思います。 

  ですから今、いろんな分野で集まってタクシーとかという話もありましたが、いずれ

にしても今後、私立保育所のある各地域の人を含めて十分検討して、地域の意向、ご意

見、どういうご意見をお持ちになっているのか、そこら辺を改めてちょっと確認をさせ

ていただく中で、できるかどうかは別にして、どういう方法がよりいいのか、それは検

討させていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） まず、１番大事なことは財源措置をどういうふうに将来的に

考えているのかということがまずあると思うんです。一昨年、この保育事業にかかわっ

て一定の利用料をいただいていた。それを町費で賄う形になるわけですが、その10年と

した理由は何なのか。財源がやはりしっかりしていなければならないということと、10

年程度はできるだろうという見通しをどういうふうに立てるかという財政計画的な要素
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が、基本的にこういった条例を定めるときには必要だろうというふうに考えているんで

すが、その辺も含めて財政見通しについてまず、今回10年とした根拠についての説明を

願いたいと思います。 

  ２点目は、先ほどもちょっと議案説明の折にもありましたけれども、町内の世帯がお

子さんを職場近くの保育所に預ける、あるいはその所属したところに預けるといったと

きには、本町と同じようにそこまで自分で連れて行かれるんだし、それを利用するんだ

ったらそれはただになるのか、先ほど町村との話し合いでという話がちょっとあったん

ですが、基本的に無料にならないと不公平感につながってしまうと。相手の部分が無料

にならないと、子供の保育なり幼児教育に関して無料にするという、うちの町のあれが、

うちの町の住民でありながら、今最近非常に多くなってきているんですね、札幌市内で

は指定の保育所を持ってそこに預けてくださいと。帯広市の公立保育所でも、職場近く

のところに行ってくださいということは、結構形としてあるんですよ。 

  そういうことが、この上士幌の産業実態を考えれば、上士幌は子育てを含めてそうい

うことに非常に環境がいいから上士幌には住みたいけれども、なかなか自分に合う職場

がないから、上士幌から帯広に通うというようなことは、今でも通勤されている方はい

ますからね。そういう事態が起きると、そういうときに上士幌に住んでいるからその部

分は何らかの形で無料になるというふうに、この条例で読み取れるのかどうか、ちょっ

とその辺のことが十分わからなかったと。逆については、これは例えば帯広市の方が上

士幌に来て、子供を上士幌の保育所なり、こども園が非常にいいから預けたいというと

きには、一定の金額をもらうという形については、何ら問題はないと僕は思うんですけ

れども、その辺がこの条例上はどうなっているのかお聞きをしたい。 

  それから３点目は、さっき僻地の私設保育所の話が出ました。これは、公平感をきち

っと住民に説明するという側からいえば、今子供１人に幾らかかっているのかという計

算だってありうると思うんです。そういう説明のもとにその特色ある、あるいは地域の

皆さんの考え方でいろいろ取っている利用料が違うという話があったんですけれども、

町ではこれだけ見ますという形に、そういう形で公平感をどう住民に説明していくかと

いうのは非常に大事な部分だというふうに思うんですが、それも含めてひとつ財源も含

めて答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 まず、財源を10年にしたのはどうしてかというご質問であり

ますけれども、これにつきましては、ご存じのとおりふるさと納税、子ども・子育て夢

基金がありますけれども、幸いにこの浄財というものがあるということで、もう既に走
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っておりますけれども、多くのものが当面見通し10年を見ていこうじゃないかというこ

とで、議員の皆様方もご存じかと思いますけれども、それに倣いながらですね、じゃ、

今回この無料化にいくときに、その財源というのは担保されるのかというところであり

ますけれども、ここに来てのふるさと納税、あるいは多分ここ１年、２年で全くゼロに

なるだとか、そういうようなことは多分予想できないだろうということで、当面10年は

見通しが立つだろうと。これまでの基金の造成上もその分については担保できるという

ようなことで見ておりますので、当面10年としたというのは、これまでと倣ってきてい

るということでご理解いただきたいと思います。場合によっては15年になるかもしれま

せんしということで、当面10年は今までにそろえたということでございます。 

  以上です。 

○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 ２点目につきましては、町内の方が例えば帯広に勤め

られて帯広の保育所とかに預けた場合どうなるのかということのご質問だと思います。 

  基本的には、例えば上士幌の方がほかに行く場合上士幌が無料の場合は、その上士幌

の保護者の方からは料金は取りません。基本的には、預ける保護者が住んでいる町村の

保育料を保護者から取って、差額分はその市町村が負担をするということになりますの

で、上士幌の場合は保護者からは取らないで、その分相手先の市町村に払う保育料につ

いては町のほうで負担をするというそういうような仕組み、制度でありますので、ご理

解をいただきたいと思います。 

  あと３点目の僻地に対する説明ですね、そのことについても、なかなか例えば懇親会

で飲み食いしている部分もその中の経費に含まれているよということであれば、それは

当然除かせていただきますが、基本的によりよい保育教育をするために取っている負担

金ということで認められる場合は、全て町のほうで負担をしたいという、それについて

は無料ということで、私立保育所も同じような形で考えておりますので、具体的にその

部分の説明をして協議をしていく中で、また私立保育所の部分、地域の方との協議を進

めていきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 同じ、言っていることは、私わかりました。 

  ただ、財源について、今、企画課長のほうから説明があったように、ふるさと納税に

ついても予想を超えると言ったらいいのかどうか、非常に好成績で北海道でトップに立

てる、そういう売名的な要素も高い形で推移をしていると。これはこのまま、あるいは
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これ以上を目指して、議会も含めてこれは進めていかなければならないというふうには

思うんです。 

  ただ、それとそれこそ10年という形で、10年たったときの皆さん、もしかして経済状

況が悪くて、そんなことはとてもできないなんてことになったときには、今以上の混乱

が起きるということもこれは当然予想のつく話ですよね。 

  去年まではただだったけれども、ことしからいよいよ保育料何ぼ何ぼかかるんだとい

う話が来るのかもしれないと。ただ、そういう心配が１つある。だから10年というのが

いいのか、住民に説明できる経済変化があったときには条例改正もやむなしと。僕はこ

れ期限を切らないほうがよかったなと。そのときの理事者であるとかあるいは行政が努

力して、それにどう立ち向かうかということを含めて考えれば、ただ無責任に期限を切

らないでやるというのは問題だという後者の考え方で、恐らく10年をとったというふう

に僕は理解をしたいとは思います。 

  そういう部分であるのともう一つは、最近住民の中でこういう話があります。 

  子育て支援ばかりでふるさと納税の貴重な財源を使い切るのかと、基になっているの

は何だ、基幹産業の部分であるのではないかというこういう心配があるので、さっきの

財政計画という言い方をしたのは、基金についてもこれは何分の１を見ていくんだとい

うような説明があれば、もう少し住民は安心とふるさと納税に対する期待というのが、

信頼性を持った形で期待していただけるんではないのかなと。 

  その部分の説明が、議会でもそういう形での説明がないために、僕らもなかなかそう

いった説明ができない部分があるんですが、その辺についてはどうなのかお伺いをした

いと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 財政見通しと今の言葉の中で子育て支援ばかりではないかとい

う、もっともっと別なほうをというような声もあるということでありますけれども、私

も今こういう立場でありますけれども、特に子育て教育について、やはりいま一度力入

れをしていきたいというのが、竹中町長の施策であらわれているのかなと思いますけれ

ども。 

  ほかの基幹産業云々というお話がありましたけれども、それはそれで一番の土台とな

っているところでありますので、先ほど石王課長のほうからもありましたけれども、や

はりここに来て総合戦略をどう充実していくのかというところが問われると思いますの

で、当然、総合戦略につきましては、５本柱プラスワンということで言っておりますの

で、はたから見ますと子育て支援ばかりではないかというような声も、これは人情的に
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もわからないわけではありませんけれども、片一方でおろそかにしてやっているのかと

いうことでは決してないと思いますし、私も財政課長の立場から、そういったバランス

を持ちながら展開していきたいなと、展開しなければならないなというふうに思ってお

りますし、当然、産業部分におきましても、予算措置というのは今後も28年度に向けて

もしていくというふうに考えておりますので、どうぞそのようなことでご理解いただき

たいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 今の答弁で十分理解はできるんですけれども、僕らに説明す

るときにこういう説明でいいのかどうか。 

  子ども・子育て支援というのは非常に目立っている。それは他町村でできない内容の

施策として組んでいるから、特にそういう特色ある政策がために目立っているけれども、

全体の予算の範囲内ではきちっとしたバランスをとって、各分野にその配分をしている

んだと。こういう説明を、ですからふるさと納税の部分については、その金に名前があ

るわけではありませんので、今回は子育て支援という基金の中で運用をどんどんしてい

くという方向性だけれども、それをそちらで使えば、従来の財源も使わなくていいとい

う部分も出てくると。だから、ほかの部分についても回して充実した政策を考えていけ

るんだと、こういう説明をしていいんだかどうか、その確認だけ最後にしたいというふ

うに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 そのようなことで、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

（「わかりました」の声） 

○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78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78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78号は原案のとおり可決されました。 
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 ────────────────────────────────────── 

◎議案第７９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第７、議案第79号平成27年度上士幌町一般会計補正予算

（第10号）を議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第79号平成27年度一般会計補正予算

（第10号）の内容を申し上げます。 

  補正総額は、２億6,796万4,000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90億5,783万1,000円となります。 

  それでは、議案の１ページをごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２億6,796万4,000円を追加し、総

額を70億872万2,000円とするものでございます。 

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

ページ、第１表のとおりでございます。 

  歳出の内容といたしましては、町有財産取得事業540万円、ふるさと納税特産品発送

事業２億6,093万7,000円、産業振興対策経費33万3,000円、学童保育所管理運営経費129

万4,000円を追加補正いたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  以上、一般会計の補正内容についてご提案を申し上げました。 

  よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第79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79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79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79号は原案のとおり可決されました。 

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

◎監報告第５号の上程、説明 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第８、監報告第５号例月出納検査報告についてを議題とい

たします。 

  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５号例月出納検査報告について、その結果を報告申し

上げます。 

  現金出納の検査につきましては、地方自治法第235条の２第１項の規定に基づき実施

しているものでございます。 

  今回の報告は、平成27年８月分、９月分、10月分の例月出納検査の結果を報告するも

のでございます。 

  検査の対象は、一般会計及び特別会計の現金の出納状況でございます。 

  提出された各会計、各月ごとの収支状況などの資料を参考としながら、収入・支出伝

票、預金通帳等の検査を実施いたしました。 

  検査の結果、計数などは正確であり、諸帳簿などと相違ないことを確認いたしました

ことをご報告申し上げます。 

  以上、監報告第５号の監査結果報告といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 代表監査委員より提出された例月出納検査報告書の収支状況等

は、添付を省略しておりますので、必要な場合は事務局で閲覧を願います。 

  以上で、監報告第５号を報告済みとし、監査委員からの報告を終わります。 

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

◎閉会中の継続調査の申出について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第９、閉会中の継続調査の申出についてを議題といたしま

す。 

  各委員会の委員長から、会議規則第75条の規定により、お手元に配付の申出書のとお

り、閉会中の所管事務調査の申し出がございます。 

  お諮りいたします。 

  各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査は、これを承認することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声） 
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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、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。 

  なお、閉会中に東京、大阪で開催される上士幌フェアに、産業経済建設常任委員会か

らは大阪市と企業誘致に関して、伊勢市への所管事務調査の実施について、総務文教厚

生常任委員会からは東京都への所管事務調査の実施に関して、会議規則第74条の規定に

より、委員派遣承認要求書の提出が両委員長名でありましたので、これを承認したこと

を報告いたします。 

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

◎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６回上士幌町議会定例会を閉会いたしたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  今定例会が12月８日から11日間の会期にわたり、本会議及び委員会の議事運営に特段

のご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

  以上をもって、平成27年第６回上士幌町議会定例会を閉会いたします。 

（午前１１時３１分） 
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