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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30年第１回上士幌町議会定例会を開会いた

します。 

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

ております。 

（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） 議会運営委員会より、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、２月28日午前10時40分より委員会室において議会運営委員全員の

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

審議方法などについて審議いたしました。 

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

お手元に配付のとおり決定をいたしましたので、ご報告を申し上げます。 

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

  １点目は、日程第６、陳情第１号は、総務文教厚生常任委員会に付託し、会期中の審

査といたします。 

  ２点目は、日程第８、議案第１号から日程第13、議案第６号までの平成29年度上士幌

町一般会計補正予算（第11号）並びに５特別会計補正予算は関連がありますので、６会

計を一括で提案を受け、一般会計は款ごとに、５特別会計は会計ごとに一括して質疑を

行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  ３点目は、日程第14、議案第７号及び日程第15、議案第８号は、総務文教厚生常任委

員会に付託し、会期中の審査といたします。また、日程第16、議案第９号は、産業経済

建設常任委員会に付託し、会期中の審査といたします。 

  ４点目は、日程第26、議案第19号から日程第31、議案第24号までの平成30年度各会計
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当初予算は、議長を除く議員全員による予算審査特別委員会を設置し、これに付託して

審査を行うことといたしますので、当初予算において、質疑は大綱的な質疑にとどめる

ようご協力をお願いいたします。 

  また、予算審査特別委員会の委員長及び副委員長はあらかじめ議会運営委員会におい

て協議をしておりますので、議長の指名により委員長及び副委員長を選任いたしますの

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といたします。 

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

◎会議録署名議員の指名 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  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、３番、中村保嗣議員を指名いたします。 

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

◎会期の決定について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から３月20日までの15日間といたしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から３月20日までの15日間と決定いたしました。 

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

知願います。 

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

◎諸般の報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  お手元に、平成29年12月１日から平成30年２月28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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 ────────────────────────────────────── 

◎行政報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第４、行政報告を議題といたします。 

  説明員より報告の説明を求めます。 

  高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 公用車両の事故についてご報告いたします。 

  別紙１の資料をご参照ください。 

  事故の概要でありますが、発生日時は平成30年１月29日月曜日午前８時20分ごろでご

ざいます。発生場所は、上士幌町字上音更のナイタイ高原牧場内を通る農道上音更上士

幌線上であります。運転者は、ナイタイ高原牧場の指定管理者であります上士幌町農業

協同組合の現場担当職員でございます。車両は、指定管理者に貸与している町所有の軽

自動車であります。相手方につきましては記載のとおりであります。相手車両は普通自

家用車であります。 

  事故の概要ですが、平成30年１月29日午前８時20分ごろ、ナイタイ高原牧場の指定管

理者であります上士幌町農業協同組合の牧場現場担当職員が、第２号牛舎から受精舎に

向かうために、道道上音更上士幌線を南側へ横断中、西側から走行してきた相手車両と

接触し、破損させたものであります。 

  事故発生状況略図は裏面のとおりであります。 

  幸い双方の運転者にけがはありませんでした。 

  今後、損害賠償額が決定しまして、相手方と和解に向けての協議が調いましたら、早

い機会に町議会に報告をさせていただきます。 

  なお、指定管理者であります上士幌町農業協同組合牧場部に対しましては、安全運転

について注意を促し、再度徹底を図るよう文書にて要請しております。 

  以上、公用車の事故についての報告とさせていただきます。 

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

疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で行政報告に対する質疑を終結いたします。 

  これをもって行政報告を終わります。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

（午前１０時０７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０８分） 

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

◎町政執行方針・教育行政執行方針 

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

す。 

  町長及び教育長から平成30年度の調整執行方針及び教育行政執行方針の説明を行いた

い旨の申し出がありますので、順次これを行います。 

  初めに、町長から町政執行方針の説明を願います。 

  町長、竹中貢君。 

○竹中 貢町長 平成30年第１回上士幌町議会定例会に当たり、調整執行の基本的な方針

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

協力を賜りたいと思います。 

  我が国が抱える人口減少と少子化、高齢化、大都市への人口の一極集中と地方の過疎

化は、国の将来にとって深刻な問題として、かつてない危機感のもとで地方の再生運動

が展開されております。特に、北海道から首都圏への人口流出は他府県よりも多く、ま

た、道内的には札幌への一極集中が著しく、地方における人口減少がより深刻化してお

ります。 

  本町も長年にわたり人口減少の一途をたどっておりましたが、平成27年から３年連続

で人口がふえております。中山間地という地理的ハンディキャップを抱える中での人口

増は極めて珍しく、地方創生の成功事例として全国各地から視察団が訪れるなど、注目

を集めております。 

  この結果につきましては、産官学、各界各層、町民皆様のご理解とご協力のもと、長

い歳月をかけてなし遂げたものと評価をしております。 

  地方創生総合戦略の後半、４年目となることしも、人口減少の克服や地域経済の活性

化等に向けて、各種計画を着実に実行することで、持続性のある「元気まち上士幌」の

実現を図ってまいります。 

  貴重な財源となっているふるさと納税は、換金性の高い返礼品や高額の返礼品は社会

の批判を受けました。本町としては、地方創生に寄与するというふるさと納税制度の趣

旨を踏まえ、使途の可視化や公共性、広域性などにも十分配慮した上で、制度の定着化、

持続化を念頭に取り組んでまいります。 

  今年度の大型事業としましては、ナイタイ高原牧場レストハウスの建設と、道の駅の
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事業化に向けた実施設計を予定しております。 

  また、地方創生、生涯活躍のまちに関する事業、観光によるまちづくりを目指した地

域商社の設立、再生可能エネルギーの地産地消など、ハードとソフト、夢と希望、未来

につながる挑戦的な施策を実施してまいります。 

  以上を実施するため、今年度もまちづくりに全力を尽くしてまいりますので、町民は

もとより議員の皆さんにも格別のご支援を賜りますようお願い申し上げる次第でありま

す。 

  次に、今年度の主要な政策課題と施策につきまして述べさせていただきます。 

  地場産業で地域の活力を生み出すまち。 

  農業。 

  農業を取り巻く情勢は、日欧ＥＰＡが昨年12月に最終合意し、ＴＰＰについてはアメ

リカを除く11カ国による大筋合意となりました。政府は各協定に対する影響分析予測を

公表し、対策に万全を期すとしておりますが、いずれの協定も農業者の懸念は払拭され

ておらず、これらの協定発効が日本の農業にどのような影響をもたらすかを注視し、必

要に応じ適時適切な対策を講じてまいります。 

  昨年の本町の農業は、天候に恵まれ、畑作においては総じて収量が平年を上回りまし

た。また、酪農・畜産部門についても好調で、農業総生産額は過去最高を更新する見込

みと伺っております。 

  農業振興につきましては、２月から運用を開始したバイオガスプラントから発生する

消化液の散布費用に対する助成を行うとともに、粗飼料確保対策としてデントコーン受

委託に対する助成、生乳増産に係る必要な支援を行ってまいります。また、引き続きＧ

ＰＳガイダンスシステム導入や、小麦、てん菜、ゴボウの品質向上、長いもの増産対策

などを支援してまいります。 

  さらに、農業技術センターにおきましては、地場の農産品を原料とした新たな商品開

発、加工製造など、６次産業化の拠点施設として再構築を図ってまいります。 

  家畜ふん尿処理対策につきましては、道営事業による東部居辺地区のバイオガスプラ

ントの建設を進め、町内関係機関と連携したバイオガス発電や消化液の利活用を通し、

農村地域における資源、エネルギーのリサイクルシステムの構築に向け取り組んでまい

ります。 

  生産基盤の整備につきましては、上士幌、清水谷間の国営かんがい排水事業、道営事

業による農地、草地、農道等の整備を計画的に進めてまいります。 

  また、北門、萩ヶ岡、東居辺の一部を実施地域とした基幹排水路の再整備につきまし
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ては、引き続き事業化に向けた調査を行ってまいります。 

  家畜伝染病対策につきましては、徹底した予防を行うとともに、発生時には迅速な対

応により被害の拡大を防止してまいります。 

  農業委員会につきましては、農地法等に基づき法令業務を厳正・的確に執行するとと

もに、担い手への農地の利用集積や農地の流動化を促進してまいります。 

  ナイタイ高原牧場につきましては、指定管理者であるＪＡ上士幌町と連携を密にして、

適正な管理運営を図ってまいります。また、十勝ナイタイ和牛の増産、ブランド化に向

けて、ゲノム解析黒毛育種卵生産拡大事業等の取り組みを支援してまいります。 

  林業。 

  近年、本町の人工林の大半を占めるカラマツの需要は高まりつつありますが、東京オ

リンピックの開催に向けた関連施設の整備により、さらに需要が高まることが期待され

ております。 

  一方、森林所有者の高齢化により、未整備森林が増加傾向にある中、森林の管理や整

備に係る地方財源を確保するため、平成30年度税制改正において創設される森林環境税

及び森林環境譲与税の活用に向け、事業の検討や体制整備を図ってまいります。 

  林産業は川上から川下まで多くの雇用を生み出す産業であり、地域経済を支える産業

としてこれからも必要な施策を講じてまいります。 

  商工業。 

  地元での購買意欲を喚起するために、バルーンスタンプ子育て支援カード事業や、中

元、歳末大売り出しなど、各種取り組みを支援してまいります。 

  また、昨年度実施しました事業継承アンケートをもとに、商店街振興のための計画づ

くりを支援するとともに、必要に応じ既存制度の拡充や新たな施策を検討してまいりま

す。 

  地場産品を活用した農林商工連携による６次産業化の新商品・新サービスの開発、販

売促進、起業化等の意欲的な取り組みに対しては、今後も積極的に支援してまいります。 

  また、整備予定の道の駅等で販売する商品の開発を積極的に取り組んでまいります。 

  企業誘致につきましては、誘致した製菓企業が、現在11名のスタッフ体制のもとで菓

子の製造販売を行っております。今後も新たな企業の誘致に向けて活動を展開してまい

ります。 

  ２カ年にわたり、遭難救助をテーマに実施されたドローンやロボットを活用したコン

テストにつきましては、今年度は福祉をテーマとしたコンテストが予定されており、第

４次産業革命の核と言われている情報通信技術の開発の後押しや企業誘致も視野に、大
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会を支援してまいります。 

  未利用の公共用地や廃校などを利活用したテレワーク、企業の誘致につきましても、

積極的に情報を発信してまいります。 

  雇用・求人につきましては、農林業を初め、各分野で慢性的な人手不足にあることか

ら、平成28年に開設した上士幌版ハローワークにより、町内求人企業と求職者との雇用

成立に向けて取り組んでまいりました。今後においては、官民共同で設立した法人と業

務提携し、より一層のきめ細かいヒアリング、適切な相談業務によって、雇用促進に努

めてまいります。 

  観光。 

  本町には、ひがし大雪の自然、広大な農村風景、温泉、歴史産業遺産、アウトドアス

ポーツ、豊富な食など魅力ある観光資源が多数存在しております。これらの素材を生か

し、稼ぐ力に結びつけるため、観光による地域経済の活性化、地域づくりを図る観光地

域商社を設立いたします。これを契機に、本町の観光基本計画を策定し、戦略的な観光

地域づくりに取り組んでまいります。 

  ぬかびら源泉郷では、町と環境省が連携して糠平中央園地の一体整備を行ってまいり

ました。供用開始となる今年度は、カフェスタンドを設置し公園の利活用の促進を図り

ます。また、温泉街の案内看板を整備するため、地域と協議しながら内容の検討を行っ

てまいります。 

  また、ひがし大雪地域の自然やひがし大雪自然館、開湯100周年の節目を迎えるぬか

びら源泉郷など、魅力あふれる観光地づくりを一体的に進めてまいります。 

  熱気球につきましては、熱気球のまちとして持続的な発展とバルーンフェスティバル

の自立的な運営体制づくりを目的として、一昨年からこれまでの間に８人のパイロット

養成と２つのバルーンチームが新たに誕生いたしました。引き続き人材育成を図るとと

もに、町内熱気球クラブの活動を支援してまいります。 

  健康で安心して暮らせるまち。 

  保健・医療。 

  町民の健康寿命の延伸を目指したまちづくりを進めるために、「スマートライフかみ

しほろ」として、６つのテーマを持って健康づくりへの意識向上と生活習慣の改善に向

けた事業を、関係機関と連携しながら進めてまいります。 

  がん予防対策につきましては、乳がん検診の助成開始年齢を30歳からに拡大し、人間

ドック健診では胃カメラを導入するなどがん検診の充実を図ってまいりました。国民健

康保険の特定健診では、昨年度からの無料化と個別勧奨の強化により、受診率が上がっ
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てきております。引き続き関係機関との協力連携と、受診意識の向上に向けた普及啓発

活動を進め、早期治療と早期予防を図ってまいります。 

  母子保健につきましては、妊娠期からの切れ目のない支援のために、各種検診や治療

費等の助成継続や、食育、性教育についても取り組んでまいります。 

  町民の健康寿命の延伸に向けて、健康への意識高揚及び生活習慣改善を図るために、

活動量計や体組織計を活用した運動習慣の定着に組織的に取り組んでまいります。また、

ふれあいプラザにつきましては、利用者拡大のため、入浴料金の減額と70歳以上の減免

入浴回数をふやすとともに、さらなるプラザの利活用の促進を図るため、施設の修繕・

改修に着手いたします。 

  地域医療につきましては、上士幌クリニックにおける夜間・休日の救急医療を含め、

町民が安心して町内で受診できるよう、医療機関や医師の維持確保、在宅医療や在宅看

護など第１次医療圏としての機能と役割を堅持するとともに、安定した地域医療体制確

保のための支援を引き続き実施してまいります。 

  地域包括ケアシステムの充実。 

  高齢者になっても生きがいを持って暮らし、地域で孤立することなく社会参加や交流

活動が継続できるよう、サロン活動の支援や介護予防の普及啓発に力を入れてまいりま

す。また、後期高齢者を対象とした町内医療機関への通院時のタクシー助成の拡充を図

るとともに、高齢者等福祉バスの市街地循環線の週３回の増便や、時刻表見直しにより

高齢者が外出しやすい環境づくりを推進してまいります。 

  介護保険サービスにつきましては、家族介護用品支給事業の充実や、認知症徘回対策

の強化で安心な生活環境の整備を進めてまいります。 

  今年度から生活支援コーディネーターを配置し、地域の実情に応じた多様なサービス

の充実や、支え合いの体制づくりを進めてまいります。 

  介護支援ボランティアポイント事業においても、支え合う社会の意識高揚を図ってま

いります。 

  また、介護予防教室「地域まるごと元気アッププログラム」や、地域包括ケア専門員

による地域支援活動、認知症初期集中支援チームによる認知症の早期発見・早期予防活

動で、「認知症になりにくい町づくり」を進めてまいります。 

  さらに、きめ細かい生活支援が可能な小規模多機能型居宅介護サービスと、リハビリ

機能が充実した老人保険施設との連携により、在宅生活での自立に向けた支援にも努め、

医療・介護・予防・生活支援・住まいが一体的に提供される地域包括ケアシステムの充

実に向けた取り組みを一層推進してまいります。 
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  福祉。 

  障害福祉につきましては、障害のある人が自立した生活を営むための福祉的な就労の

場である就労継続支援Ｂ型事業所が、昨年６月から生涯学習センター内のカフェの運営

と清掃業務の一部を担っております。今後も事業運営などについて、ＮＰＯ法人に対し

支援を継続してまいります。 

  今年度より、高齢者等の低所得世帯の冬期暖房費の負担軽減として、灯油代等の生活

支援の施策を講じてまいります。 

  子育て支援。 

  少子化、人口減少克服の対策の一環として取り組んできた子育て施策が、人口増の呼

び水となっております。関連して、乳幼児を持つ女性の雇用も拡大しており、地域産業、

経済への寄与度も大きいことから、保育料の完全無料化、医療費の無料化など、子育て

支援の充実した町として、引き続き先駆的な取り組みを行ってまいります。 

  安全で快適に生活できるまち。 

  防災・情報インフラ。 

  一昨年の相次ぐ台風の上陸は、本町に大きな被害をもたらしました。今後も異常気象

や地震による災害の発生が懸念されております。 

  防災対策では、人命を守ることを最重視し、地域社会が一体となった防災体制を構築

するとともに、災害時要配慮者対策や自主防災組織の取り組みの充実を図り、防災体制

の確立に努めてまいります。 

  また、農村地域の高速通信の環境整備や観光地などのＷｉ－Ｆｉ整備など、町内全体

の高速通信ネットワーク化の実現に向けて、国への要望を行ってまいります。 

  消防・救急。 

  消防の広域化も３年目を迎え、高機能指令センターからの出動命令及び消防救急デジ

タル無線等、順調に運用されております。 

  上士幌消防団は、昨年は創設90周年の節目の年に、北海道消防操法訓練大会において

全道優勝を果たしております。さらに100周年に向け、町民からのより厚い信頼を得ら

れるよう、装備や訓練の一層の充実強化のための支援を行ってまいります。 

  消防庁舎につきましては、公共施設等配置計画に合わせて準備を進めてまいります。 

  また、車両整備といたしまして、高規格救急車を更新してまいります。 

  防犯・消費者保護。 

  町民の安心と安全を図るための防災対策として、屋外の防犯カメラ設置を進めてまい

ります。また、振り込め詐欺や還付金詐欺等の特殊詐欺、悪質な勧誘による契約トラブ
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ル等の被害に遭わないよう、啓発活動や相談窓口の機能充実を図るとともに、安全・安

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

  住宅・上下水道・道路の整備・土地利用。 

  町営住宅につきましては、住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化計画、公共施設等

配置計画に基づき、北団地を住戸内バリアフリー化するための改修整備を進めてまいり

ます。 

  一般住宅では、要望の多い勤労者及び民間賃貸住宅の建設や、持ち家住宅の新築・リ

フォームに対する支援、子育て世代に対する住宅取得支援を継続して実施してまいりま

す。 

  水道につきましては、施設整備の適切な管理と本管の計画的な更新で、安全・安心な

給水体制の確立を図ってまいります。 

  下水道につきましては、長寿命化計画に基づき、管理センターの設備機器の計画的な

更新・改修を進めるとともに、下水道の普及・啓発に努めてまいります。 

  町道につきましては、災害復旧中の萩ヶ岡橋の年内完成や、市街地の生活道路や歩道

の再整備、劣化道路の維持補修に努めてまいります。また、橋梁は長寿命化に向けた修

繕を実施してまいります。 

  計画的な土地利用や適正な土地取引、税の公平負担を図るため、土地政策の基礎とな

る地籍調査を行ってまいります。 

  今年度、交通ネットワークの拠点として交通ターミナルの運用を開始いたします。交

通弱者といわれる子供やお年寄りの利便性の向上や、これを機に山間地における公共交

通の衰退に歯どめをかけ、田舎暮らしの魅力アップ、観光等の交流人口の促進につなげ

るよう、緻密な交通ネットワークの構築を図ってまいります。 

  自然の豊かさと美しさが実感できるまち。 

  環境保全・環境美化・公園。 

  オフセット・クレジット制度では、これまで37件（348トンＣＯ２）を販売しており、

今後も販売促進に向けた取り組みや、住宅用太陽光発電に対する支援を行ってまいりま

す。 

  長年の懸案であったバイオマスを資源活用した発電の運用が始まり、自然に優しく快

適な農村環境に変貌しつつあります。また、環境への負荷を軽減する循環型社会を形成

するため、ごみの分別・減量化に向けた取り組みを進めるとともに、住環境の整備に向

け、老朽施設の解体撤去に対する助成を行ってまいります。 

  公園につきましては、遊具や芝生の適正管理を行い、安全で安心、楽しく遊べる公園
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を整備してまいります。また、ふれあい公園につきましては、北海道で実施するサック

シュオルベツ川の事業にあわせ改修を進めてまいります。 

  人づくりを大切にするまち。 

  町民の皆様が待望した生涯学習センターわっかが、昨年６月に開館いたしました。世

代を超え、多くの町民から学びの場、交流、憩いの場、生涯学習の拠点施設として好評

を得ております。 

  教育につきましては、幼小中高連携、コミュニティ・スクールなど、教育のまちとし

て必要な施策を講じてまいります。 

  自覚を持ち心が通いあうまち。 

  交流・移住・定住。 

  本町では、人口減少を食いとめるため、特定非営利活動法人上士幌コンシェルジュを

初めとする関係機関、団体と連携し、移住定住の取り組みを着実に進めております。 

  都市から地方に住む機運が高まる中で、本町では定年退職の世代から就労世代、子育

て世代へと広がりを見せており、企業のテレワークや農村生活体験など、多様なニーズ

に応えるお試し住宅の整備や、上士幌暮らしや仕事の魅力を伝えるＰＲ活動を積極的に

行ってまいります。 

  また、ふるさと納税は、昨年度も全国から８万5,000件を超える応援の寄附が本町に

寄せられております。応援をいただいた寄附者とは、首都圏においてふるさと納税感謝

祭を開催し、交流などの縁を深めることで上士幌応援団の拡大を図ってまいります。 

  生涯活躍のまち。 

  生涯活躍のまちに関する事業を進めるに当たっては、国と地方自治体、事業の運営を

担う地域再生推進法人、三位一体の連携が必要とされ、昨年、株式会社生涯活躍のまち

かみしほろを官民共同のもと設立いたしました。事業としては、生涯学習大学かみしほ

ろ塾の運営、空き家・空き地利用対策、人材センターの運用、地域包括ケア、生涯活躍、

地域貢献の場の設立、移住・起業家養成、健康寿命の延伸など、公益性が高く地方創生

に関する事業が主であり、まちづくりの観点から国・町・法人がそれぞれの役割を分担

する中で、地方創生を加速化してまいります。 

  まちづくり活動・開かれた行政。 

  ボランティアを初め、さまざまな非営利団体は協働するまちづくりの担い手として連

携を図るとともに、活動の活発化に向けて必要な支援を行ってまいります。また、開か

れた行政を進めるための情報開示や出前講座の開催、行政職員の資質の向上の研修や、

法令順守、不祥事防止対策等、公務員としての意識高揚を図ってまいります。 
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  以上、平成30年度の町政執行の基本的な方針と主要な施策につきまして述べさせてい

ただきました。これを具現化するための予算総額は、一般会計で79億2,418万3,000円と

なり、前年度政策予算計上後の予算額と比較すると２億5,843万8,000円、3.4％の増額

となりました。また、５特別会計を加えた６会計の予算総額は98億5,766万5,000円とな

り、同じく前年度予算額と比較して２億4,986万6,000円、2.6％の増額となりました。 

  歳入のうち、最大の財源である地方交付税につきましては、前年度予算と比較して

3,876万円、1.4％の減額となる26億6,100万円を見込んでおります。 

  歳出におきましては、時代の潮流と住民のニーズを踏まえるとともに、本町の喫緊の

課題である人口減少と地方創生に対する上士幌町人口ビジョン・総合戦略における主要

課題に対する政策に重点的に財源を配分するなど、積極的な予算編成といたしました。 

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

運営に一層努めてまいります。 

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

執行方針といたします。ありがとうございました。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで、暫時休憩といたします。 

（午前１０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１０時３８分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 次に、教育長から教育行政執行方針の説明を願います。 

  教育長、小堀雄二君。 

○小堀雄二教育委員会教育長 平成30年第１回定例会の開催に当たり、上士幌町教育委員

会所管行政に関する主要な方針について申し上げます。 

  北海道命名150年という節目の年を迎えた平成30年は、先人の歩みの蓄積を振り返る

とともに、夢と希望を持って次の50年、100年に向かう新たな扉を開く年であります。 

  また、人生100年という新しい時代を迎える中で、グローバル化の進む変化の激しい

時代にあって、人生を健康で心豊かに過ごし、積極的に学び続けることができる環境づ

くりが求められております。 

  教育委員会といたしましては、教育は未来につなぐ人材育成の理念のもと、幼児から

高齢者までがにこやかに・和やかに・みんなが地域の中で活躍できる人材の育成を担う

ことが使命であると認識しております。 
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  このような考えのもと、主な施策を申し上げます。 

  第１、地域ぐるみの子育て支援。 

  子育て支援は、乳幼児期から青年期までの切れ目のない連続的な取り組みが必要です。 

  今年度は、子育て世代における新たな支援として、①小・中学校の修学旅行経費の一

部助成、②家庭の経済的な理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対する入学準

備金の入学前支給、③認定こども園の一時保育料金の減額を実施してまいります。なお、

修学旅行については、上士幌の里心を育む活動と、将来の生き方を主体的に思考する活

動を支援する観点から、おおむね総額経費の２分の１を定額助成してまいります。 

  保育教育の充実。 

  全面改正された新幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領が、平成

30年度に施行されます。 

  今回の改訂の基本方針では、幼小の接続にとどまらず、高等学校卒業まで一貫した学

びの過程として、育成すべき資質・能力を明確にしております。 

  乳幼児期は、生涯にわたる人格形成の土台、基礎を培うための環境づくりが大切であ

るとの考えから、質の高い就学前保育・教育となるよう、未来を見据えた取り組みを進

めてまいります。 

  今回の改定を受け、特に主体的な活動として、遊びを通した社会性が身につくよう、

幼児教育アドバイザーを招聘して保育教員の専門的技術的な研修を実施してまいります。 

  また、地域ぐるみの子育て環境の充実を目的に、本年４月には認定こども園に、保護

者と地域と教職員の会並びにコミュニティ・スクールの導入を図り、未来に生きる子供

たちが目を輝かせ、自己表現を存分に発揮できる環境を整えてまいります。 

  認定こども園に併設する子育て支援センターは、就学前の子供と保護者及び妊娠中の

方々に、触れ合いや交流の機会を提供するとともに、子育て等に関する相談、支援を充

実してまいります。 

  子ども発達支援センターの充実。 

  子供の発達に不安を抱える保護者に対しては、教育・福祉・医療・労働分野等の関係

機関と連携した体制のもと、就学前から18歳までの途切れのない支援、きめ細やかな支

援に努めてまいります。 

  また、障害等のある児童・生徒の自立と将来を見据えた社会参加の実現に向け、臨床

心理士の定期巡回を設け、一人一人の状況や教育的ニーズに応じられるよう努めてまい

ります。 

  学童保育所の充実。 
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  学童保育所は、昨年度から対象学年の上限を小学６年生まで引き上げ、定数を75名に

拡大しています。活動の拠点となるわっかの特性を生かし、世代間交流などを目的とし

たふれあいの日を設けるなど、創意工夫した取り組みを進めてまいります。 

  第２、教育環境の基盤整備。 

  かみしほろ学園の推進。 

  平成26年に策定した上士幌町子ども教育ビジョンの５つの目指す子供像を具現化して

いくことを目的に発足したかみしほろ学園は、ことし３年目を迎えます。 

  今年度は、幼児から高校生まで切れ目のない一貫性のある教育環境を整備していくた

めに、次の５項目を重点的に推進してまいります。 

  １、学齢や発達の段階を踏まえたふるさと教育の推進。 

  ２、実践力や自己管理能力を獲得する手帳・ノートの有効活用。 

  ３、子育て情報を共有するサポートブックの改善・活用。 

  ４、子どもが輝くコミュニティ・スクールの推進。 

  ５、学習成果の可視化・実感化の促進。 

  子供の読書環境の整備。 

  上士幌町子どもの読書推進計画に基づき、司書教諭や図書館司書、読書コーディネー

ターを中心に、学校図書館と公共図書館が協働した取り組みを推進してまいります。こ

のため、読書の量だけではなく、学校図書館の機能を有効に活用し、読書の楽しさや喜

びを家庭・学校・子供たちが分かち合える機会の創出に努めてまいります。 

  第３、学校教育の充実。 

  教育課程の基準となる新学習指導要領が公示され、小学校においては平成32年度から

全面実施されます。この中で、子供たちが未来社会を切り開くための資質・能力を育む

社会に開かれた教育課程の理念のもと、学習の効果の最大化を図るカリキュラムマネジ

メントや、各学校の創意工夫が強く求められております。 

  このため、子供たちの幸せな人生の礎となる教育の実現に向け、ふるさと上士幌への

誇りと愛着を持ち、みずから学び、考え、行動し、我が町の発展に寄与する子供たちを

育む教育を進めてまいります。 

  確かな学力の育成と体験活動の充実。 

  総合戦略における重要な施策の一つとして、豊かな子育てを支える質の高い学力・体

力・多様な体験活動を掲げ、次代を担う人づくりと魅力ある地域づくりに取り組むこと

としております。 

  このため、子供たちの意欲や好奇心を引き出し、社会で生きる確かな学力の向上を図
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るため、上士幌小学校低学年に町費で採用する教員を引き続き配置していくとともに、

全学年において35人以下学級による少人数指導を継続してまいります。 

  また、習熟度に応じた学習支援の充実を図るため、学校教育推進支援教員を配置して

まいります。 

  中学校においては、特別に配慮が必要な生徒の発達段階を考慮した学習が行われるよ

う、特別支援教諭を増員するとともに、学力格差の是正に向け、学校教育推進支援教員

１名を新たに配置してまいります。 

  学力向上につきましては、全国学力・学習状況調査等の結果を分析し、教育施策の成

果と課題を検証する上士幌町小中学校改善支援プランを有効な手だてとして活用してま

いります。 

  また、全国学力・学習状況調査の結果から、本町は学校の授業以外の学習時間に課題

があると推察されるため、ＰＴＡと連携し、上士幌町教育研究所が作成する家庭教育の

手引の積極的な活用を進め、望ましい学習・生活習慣の確立に努めていきたいと考えて

おります。 

  子供たちの学力が二極化にあることを踏まえ、確かな学力の定着と新時代に求められ

る問題解決能力を育むため、公教育のサポートとして、上士幌公営塾を中学生対象に長

期休業期間中に開催してまいります。 

  体験活動は、自然と人とのかかわりを学ぶことや社会を生き抜く力を獲得するなど、

人づくりの土台となるものです。 

  改訂された学習指導要領は、生命の有限性や自然の大切さ、挑戦や他者との協働の重

要性を実感するための体験活動の充実が盛り込まれております。このため、本町の恵ま

れた自然環境を生かし、学校とひがし大雪自然ガイドセンター等が連携した環境教育を

推進するほか、賛同する企業やサークル等で結成されているコミュニティ・スクール

「ゆめ育応援団」と協働した取り組みを、社会教育と連携して進めてまいります。 

  確かな心と健やかでたくましい心身を育む教育の推進。 

  いじめは、いじめを受けた子供たちの教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の

健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、子供たちの心に長く深い傷を残すも

のです。 

  学校においては、いじめ問題に適切に対処し、子供たちが安心して学校生活を送るこ

とができるようにすることが重要です。 

  このため、上士幌町いじめ防止基本方針に基づき、いじめ問題の未然防止や事案対処

の充実を図ってまいります。 
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  昨今、インターネット環境の急速な発達により、情報メディアの利用が子供たちの間

で進んでおります。このため、学校における情報モラル教育の充実を図るほか、インタ

ーネットの安全・安心な利用に向けた資料を保護者に配付し、インターネットを通じて

行われるいじめを防止できるよう啓発活動を進めてまいります。 

  平成30年度から、特別の教科である道徳が小学校で実施されることから、教育課程の

編成を確実に進めるとともに、考え、議論する授業づくりに関する先導的な研修を進め、

子供たちの道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育んでまいります。 

  体力は全ての活動の源であり、生涯にわたって心身ともに健やかに活動するための基

盤となります。子供たちの体力向上は、全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果等を

もとに、体育授業の改善とともに、始業前の時間等を有効活用した多様なプログラムや、

社会教育で行われる体験活動等を通して、日常的に運動に親しむ機会や体力の向上に努

めてまいります。 

  子供たちの健康の維持増進については、フッ化物洗口の継続実施や歯磨き指導、健康

診断の結果による早期治療など、保健教育の充実に努めてまいります。 

  情報化や国際化などの社会の変化に対応した教育の推進。 

  新学習指導要領において、今後予想される大きな変革に適応していくため、情報活用

能力を育む情報教育が盛り込まれております。人口減少とグローバル化が同時に進行す

る今日、ふるさとに誇りを持ち、地域の産業を支え、情報化や国際化に対応できる人材

を育成していくことが重要です。 

  このため、幼児期からの国際理解教育や外国語活動の充実を図り、言語や文化につい

て体験的に理解を深めるとともに、コミュニケーション能力を育むため、認定こども園

並びに上士幌町小・中学校に引き続きＡＬＴを配置してまいります。 

  食を育む学校教育。 

  食育は、知育・徳育・体育の基礎となるものです。さまざまな経験を通じて食に関す

る知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実現できるよう、栄養教諭を中心と

して正しい食生活と望ましい食習慣の充実に努めてまいります。 

  学校給食センターは、学校給食における食物アレルギー対応の指針に基づき、食物ア

レルギーを有する児童・生徒の実態把握に努め、安全・安心な学校給食を提供してまい

ります。また、食の安全性を最優先した学校給食異物混入対応指針に基づき、徹底した

衛生管理や品質管理、安全確保の対応を講じてまいります。 

  小学校再編の推進。 

  上士幌町小学校の適正配置計画に基づき、保護者や地域の方々との協議を重ねながら
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計画を進めてまいります。 

  再編対象校である糠平小学校につきましては、児童・保護者・地域の方々の意見を十

分に伺う機会の確保に努めてまいります。 

  第４、高等学校の充実。 

  昭和25年に開校した上士幌高等学校は、教育・文化・スポーツ活動の拠点として地域

の発展に大きな役割を果たしております。 

  入学者数は、高校、ＰＴＡ、さらには上士幌高等学校振興会や地域の皆様のご努力、

ご支援により、安定的に全学年二間口を確保してきております。 

  「一人ひとりが主役」、「選ばれる高校」をスローガンに、振興会を通して通学費の

定額補助、制服購入代金の全額補助、大学進学者に対する奨学金支給など、地元からの

志願者増に結びつく支援策となるよう講じてまいります。 

  また、夢と希望を持って挑戦する生徒を応援する上士幌公営塾や、３年生の選択科目

上士幌学の支援、配慮の必要な生徒への通級支援など、高校の存続のための方策を関係

機関と町が一体となって進めてまいります。 

  第５、生涯学習の振興。 

  町民の皆様が待ち望んだ生涯学習センターわっかが、昨年６月に開館しました。この

施設が町民にとっての居心地のよい学びの場、世代間交流の場、まちづくりの中核の場

となるよう努めてまいります。 

  今年度は、上士幌を生かして未来の上士幌をつくることを理念に、生涯活躍かみしほ

ろ塾を開設いたします。この取り組みは、年齢を問わず個々人が活躍できる社会参画を

創出することを目的に、わっかを主会場に実施してまいります。 

  また、町民みずからが企画・立案・実践するみんなの学び応援事業の活用により、町

民の学ぶ意欲の向上と学習活動の場として支援してまいります。 

  社会教育の推進。 

  第８期社会教育中期計画に基づき、幼少期から高齢期まで全ての町民が学び合い、高

め合う地域をつくる推進施策を講じてまいります。特に、子供と大人がともに学び合い、

成長し合う中で、よりよい町を目指していく本町の社会教育目標に沿った事業を、各年

代に応じて展開してまいります。 

  なお、本計画に基づく効果的な事業の推進を図るため、２年目が終了となる30年度末

に計画の達成度を検証する中間評価を行ってまいります。 

  社会体育の推進。 

  スポーツを中心とした体力向上や健康づくりは、家族や地域のきずなを深め、生きが
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いのある人生、明るく豊かな生活を送る上で大きな役割を果たしております。 

  このため、スポーツ推進委員、スポーツ少年団、体育連盟などと連携し、運動やスポ

ーツの楽しさを実感したり、日常的に体を動かす習慣や意欲を高める各種教室、講座の

開設を通して、生涯活躍のまちを目指してまいります。 

  芸術文化活動の振興。 

  芸術文化の振興は、町民に感動や生きる喜びをもたらし、心の豊かさや潤いのある生

活に資するものです。 

  このため、芸術文化の裾野を広げる人材の育成や、町民がすぐれた芸術に触れること

のできる機会の提供に努めてまいります。 

  また、文化協会を初め、町民文芸誌「火群」編集委員会、地域の宝さがしの会などの

自主的な活動を引き続き支援してまいります。 

  文化財の保護、保存・活用。 

  埋蔵文化財や天然記念物、郷土資料等、地域に残されている貴重な文化財は、町民の

皆様のご協力を得ながら、保護・保存を図るとともに、教育資源として活用したふるさ

と学習を推進してまいります。特に、郷土資料などの歴史資料は、先人の足跡をたどる

手がかりとして、学校での活用やわっかでの展示を通して学習の深化に努めてまいりま

す。 

  図書館活動の充実。 

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

も留意し、町民の生涯学習の施設として、交流の場、憩いの場という役割を担えるよう

努めてまいります。 

  また、巡回文庫・学級文庫等の取り組みを初め、ボランティアグループと連携を図り、

図書館はもとより、小学校及び学童保育所等での絵本の読み聞かせを通して、子供たち

に本と出会える機会を提供してまいります。 

  「教育は人なり」という言葉があります。これまでの学校教育は、教員の情熱と献身

的な努力によって支えられてきた面があります。また、社会教育では、長年の活動を通

して学びを普及してきた地域リーダーによって支えられてきております。 

  子供たちの個性や能力を伸ばし、夢と希望を持って次の時代に自信を持って送り出す

ことは、私たち大人の使命であり、教育行政の責務であると認識しております。 

  以上、平成30年度の教育行政の推進方針と主要な施策について申し上げました。町議

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

行政執行方針といたします。ありがとうございます。 
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○議長（杉山幸昭議長） 以上をもって、町政執行方針及び教育行政執行方針の説明を終

わります。 

  ここで15分間休憩といたします。再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前１１時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１１時１４分） 

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

◎陳情第１号の上程、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第６、陳情第１号核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准

を求める意見書採択についての陳情を議題といたします。 

  陳情の朗読を省略いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております陳情第１号は、会議規則第92条第１項の規定により、

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

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、陳情第１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。 

  以上で陳情審査を終わります。 

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

◎承認第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第７、承認第１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１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いたします専決処分は、専決処分書のとおりでございますが、２

月17日の降雪及びその後の風雪による除雪作業に急を要し、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、２月18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。 
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  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1,278万4,000円

を追加し、歳入歳出予算の総額を85億3,793万3,000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並びに補正後の歳入歳出予算の金

額を第１表歳入歳出予算補正によるとしたものであります。 

  事項別明細書は３ページをご参照願います。 

  歳入は、地方交付税を1,278万4,000円増額補正したものであります。 

  次に、歳出をご参照願います。 

  ８款土木費の道路橋梁費の町道等除排雪対策事業として1,278万4,000円を増額補正し

たものであります。 

  以上、提案理由と内容についてご説明申し上げました。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、これより承認第１号に対する質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、承認第１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１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１号は承認することに決定いたしました。 

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

◎議案第１号から議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第８、議案第１号平成29年度上士幌町一般会計補正予算

（第11号）、日程第９、議案第２号平成29年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算

（第５号）、日程第10、議案第３号平成29年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第４号）、日程第11、議案第４号平成29年度上士幌町介護保険特別会計補正予算

（第４号）、日程第12、議案第５号平成29年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第

６号）、日程第13、議案第６号平成29年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算

（第４号）、６案を一括して議題といたします。 
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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。 

  千葉副町長。 

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

に５特別会計の補正予算の内容についてご説明を申し上げます。 

  補正総額は、全会計で２億4,197万4,000円の追加補正となっており、補正後の予算総

額を107億3,323万8,000円とするものでございます。 

  それでは、議案第１号一般会計補正予算（第11号）からご説明をいたします。 

  １ページをお開きください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に３億6,409万4,000円を追加し、総額を89億

202万7,000円とするものでございます。 

  追加補正の主な内容を申し上げます。 

  ふるさと納税推進事業１億9,215万6,000円、財政調整基金積立金２億131万9,000円、

公共施設整備基金積立金412万3,000円、旧士幌線アーチ橋保存基金積立金2,799万7,000

円、ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金積立金１億1,010万3,000円、ふるさと納

税・生涯活躍いきがい基金積立金8,677万4,000円、ナイタイ高原牧場運営安定化基金積

立金372万6,000円、町道等除排雪対策事業2,544万6,000円であります。 

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

ございます。 

  第２条では、６ページの第２表にありますとおり、継続費の変更補正といたしまして、

公共土木施設災害復旧事業３億6,621万8,000円を３億3,876万3,000円に変更いたします。 

  第３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７億2,321万6,000円

を５億1,574万円に変更補正をいたします。 

  次に、特別会計の補正予算についてご説明をいたします。 

  78ページ、議案第２号国民健康保険特別会計補正予算（第５号）であります。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から5,893万円を減額し、総額を７億8,666万

5,000円とするものです。 

  追加補正の主なものは、療養給付費交付金等返還金307万1,000円であります。 

  また、減額補正の主なものは、事務管理経費126万1,000円、一般被保険者療養給付費

1,770万1,000円、退職被保険者等療養給付費743万5,000円、一般被保険者高額療養費620

万6,000円、退職被保険者等高額療養費143万8,000円、後期高齢者支援金279万4,000円、

高額医療費共同事業拠出金745万8,000円、保険財政共同安定化事業拠出金872万5,000円

であります。 
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  次に、100ページ、議案第３号後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）でありま

す。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に309万8,000円を追加し、総額を9,073万

8,000円とするものでございます。 

  追加補正の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金318万6,000円であります。 

  次に、107ページ、議案第４号介護保険特別会計補正予算（第４号）であります。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から4,764万9,000円を減額し、総額を５億

3,947万7,000円とするものでございます。 

  減額補正の主なものは、居宅介護サービス給付費事業166万5,000円、居宅介護サービ

ス計画給付費事業164万円、施設介護サービス給付費事業2,843万円、高額介護サービス

事業費240万円、特定入所者介護サービス事業費968万1,000円、介護予防生活支援サー

ビス事業134万3,000円、地域包括支援センター運営事業161万4,000円でございます。 

  次に、122ページの議案第５号水道事業特別会計補正予算（第６号）でございます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から507万1,000円を減額し、総額を２億161

万5,000円とするものでございます。 

  減額補正の主なものは、簡易水道施設維持管理経費438万円でございます。 

  次に、128ページ、議案第６号公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）でござい

ます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から1,356万8,000円を減額し、総額を２億

1,271万6,000円とするものでございます。 

  また、131ページにありますとおり、地方債補正として下水道事業の限度額を490万円

から380万円に、過疎対策事業の限度額を470万円から370万円に変更いたします。 

  減額補正の主なものは、戸別排水処理施設管理経費440万1,000円、下水道施設整備事

業711万7,000円、町債元金償還金116万4,000円でございます。 

  以上が補正予算の内容でございます。 

  また、全会計とも、第１条の第２項補正の款項区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、第１表のとおりでございます。 

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

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

よろしくご審議を賜り、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。 
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  それでは、議案第１号平成29年度上士幌町一般会計補正予算（第11号）から質疑を行

います。 

  初めに、事項別明細書の歳出から質疑を行います。 

  事項別明細書の歳出は、20ページから款ごとに一括して質疑を行います。 

  歳出、議会費及び総務費について質疑を行います。20ページから32ページまで質疑を

行います。質疑ありますか。 

  １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 23ページの上士幌町テレワーク推進事業について、ほとんど全

額がマイナスになっておりますが、事業がなされなかったのか、どうしてマイナスなの

か教えていただきたい。 

○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 当初からぜひとも来ていただきたいなということで、備えてき

たわけでありますけれども、実際に実現に至るまではなかったというところで、その予

算を今回減額せざるを得ないということでございます。 

  今後も、なかなか新しい企業等々がこういった形で入っていただくというのは、ハー

ドルはそんなに低くはないなというふうに思いますけれども、ただ、平成29年度までは

テレワーク事業と企業誘致部分で分離するような形での予算計上でありましたけれども、

これは平成30年度の予算審議の場面にも入ってくるかと思いますけれども、それを一緒

にするような形で、もう少しハードルを、入ってきやすくなるような予算組みを、今、

考えております。 

  今回の29年度の予算組みにつきましては、そのようなことで減額せざるを得ないとい

うことでお答えにさせていただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 以前に、企業版ふるさと納税もするというようなことでお話を

聞きました。このテレワーク事業との関係はあるんではないかと私は思うんですけれど

も、その企業版のふるさと納税についての活動はあったのかどうかもお聞きいたします。 

○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 企業版につきましても、通常の一般的な個人レベルの皆さん方

からいただいているものとは少し性格が違いまして、企業にとって新たに取り組むこと

に対してそれほどメリット感がないんです。 

  例えば夕張市あたりでは、ニトリさんが企業版のふるさと納税を行っておりますけれ

ども、それはこれまでの、企業版がなくてもそういった寄附、夕張市さんに支援をして
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いるというのがございまして、たまたまそれに企業版が乗っかっていくことができたと

いうことなものですから、新たに取り組むということに対しては、これもテレワークと

同じような形で、やっぱり少し企業にとってハードルが高くて、なかなか取り組むこと

が難しかったということでご理解いただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） ページが結構ありますので、何点か質問いたします。 

  最初に、21ページの滞納整理機構への人件費の負担金がこれは収入として入っていま

すが、この予算の関係、多分他の整理機構のほうに町の職員を派遣しているものの分だ

と思うんですが、その関係についてと、これは、30年度以降も続くのかどうか質問いた

します。 

  それと、協力隊の関係なんですが、今回の減額が結構大きいと思うんですが、20人と

いう当初予算で組んでいまして、その当時は16人いて、新たに３人募集するというよう

な説明を受けているんですが、実際には多分かなり採用に至らなかった面もあるのかな

と思うので、その辺について、予算の減額について質問いたします。 

  それから、まちづくり活動支援事業について、なかなか事業そのものが進んでいない

のかなと思うんですが、今回どういう事業が行われて、今回115万円の減額になってい

ます。その点について質問いたします。 

  それと、次なんですが、生涯活躍の関係では、委員会でも説明は受けているんですが、

金額上の減額になるところまで把握していなかったものですから、具体的にはどういう

形で180万円ほどの減額になったのかと。実際には予算を組んだけれども、事業はした

けれども、それだけの見合った事業がされていなくて減額になった分もあると思う。そ

の点について質問いたします。 

  以上、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長兼選挙管理委員会事務局長 私のほうからは、滞納整理機構からの歳

入の部分と、あと、地域おこし協力隊の減額についての回答をいたします。 

  滞納整理機構につきましては、平成29年度、平成30年度の２カ年ということで派遣を

予定しておりまして、今年度については29年度分の人件費が歳入として入ってきたとい

うことで、来年度についても同様に歳入が入ってくるということになっております。 

  それから、地域おこし協力隊の人件費についてですけれども、当初予算では20名分を

計上しておりましたけれども、今年度、当初は15名ということでスタートする予定であ

りましたけれども、年度末で３名の退職がございまして、12名でスタートしております。 
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  また、年度途中で採用が５名、退職が６名ありまして、現在は11名ということの配置

となっておりまして、その差額を減額するということでございます。 

  以上です。 

○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 私のほうから、後段のまちづくり活動支援事業並びに生涯活躍

のまちづくりの減額の分であります。 

  活動支援事業につきまして、アナウンスは広報あるいは６月の行政区長会議等で、皆

様方に、制度としては使いやすいと思いますというようなことでアナウンスはしてきて

おりますが、なかなか今年度実施はなかったということであります。 

  毎回議会の折に、この辺のところも質問等もいただくわけでありますけれども、行政

といたしましては、使いやすい制度でありますよということをお伝えするということと、

こういう制度をやはり町民活動の後ろ盾、背中を押すというところで必要だというふう

に考えておりますので、今後も継続をしていきたいなというふうに思います。 

  ただ、やはり使われていくことが必要だろうということも思います。これまでは、除

雪機を自分たちで整備して、自分たちで身の回りの除雪をしてきたというような経過が

ございますけれども、使われるようにしていきたいなということでございます。 

  あと、生涯活躍のまちの減額でございます。これにつきましてはご存じのとおり、昨

年９月４日に株式会社まちづくり会社が発足することができたということでございます。 

  まず、委託料の部分でございますけれども、予算は当初2,000万円だったかと思いま

すけれども、それに伴って見積もり合わせを行っておりますが、その契約額が1,820万

円ということでございまして、その差額180万円を減額するということでございます。 

  それと、補助金につきましては、540万円をお認めいただいたということでございま

すが、この決定額が300万円で済んだということでございまして、差額240万円を減額す

るということでございます。例えば、地代、家賃リース等、予算が133万円ということ

でございましたけれども、交付決定額が102万8,000円で済んだと。 

  あと、顧問料というようなところも計上してはおりました。予算213万円ということ

でございます。交付決定につきましては81万8,000円ということで、減額131万2,000円と

いうことでございます。 

  あと、この部分につきましては、会計事務所ですとか弁護士事務所に対する支払いと

いうようなことで備えていたところでありますけれども、それも必要ないということで

ございまして、これら合わせまして今回の減額補正になっているということでご説明さ

せていただきたいと思います。 
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  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 地域おこし協力隊の関係から質問したいと思うんですが、広

報等で、こういうふうに新しい方の採用の紹介が出るんですが、例えば当初のときには

障害者就労支援の関係の協力隊がそのときになかったんですが、その後採用されていな

いような気がします。私が見た限り、チェックしたら。 

  あと、商工関係の方とか、それから、何人かが採用されているんですが、採用されて

も退職したというのが、採用される方は紹介されるんですが、人数が15からさらに３人

減って、また減ってとかいうのは言われればわかるんですが、実際に20人に至らなくて

も、当初どれぐらい採用して退職したというのは全然見えてこないんです。そうすると、

協力隊員の活動がきちんとされているんだろうかというのはちょっと目に見えないもの

ですから、質問いたしました。 

  要するに、途中で退職された方については、そこは穴埋めがされているのかどうかの

質問をいたします。その事業が必要で採用したのであれば、その協力隊員が欠けた場合

に事業が滞ってしまうのかと、その点について、協力隊について質問いたします。 

  それから、生涯活躍の関係では、多分当初予算で委託事業として2,000万円組んだと

しても、実際に事業ができなかった分も含めて、多分、介護研修とか人数的には少なか

ったと、そういうことも含めて、実質事業を行った結果について百何万円ほど減になっ

たのかどうか、その辺確認したいと思うんですが、委託した事業で何千万と委託しても、

実際にかかった経費というのは多分違ってくると思うんですが、30年度はさらに大きい

事業を組みますが、その辺について、かかった経費についてきちんと精算をされて返還

といいますか、その辺がなっているのか質問いたします。 

  それぐらいでいいです。お願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長兼選挙管理委員会事務局長 地域おこし協力隊の関係でございますけ

れども、昨年末３名退職されたうち、１名については職員として採用されたということ

で、協力隊ではなくて職員の配置になっているということでございます。 

  ほか２名については、その後の後任の採用にはなっておりません。 

  それから、年度途中の採用・退職の関係ですけれども、今年度５名を途中で採用して

いる分のうちの、３名については新しい部門での採用となっております。また、１名に

つきましては、協力隊員のうち、社会教育主事で採用された方がおりますので、そこで

置きかわっているということです。 
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  それから、あと２名、生涯活躍のまちの協力隊２名、退職された分につきましては、

その後、後任の方が２名採用になっているという状況でございます。 

  以上です。 

○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 後段部分のご質問でございますけれども、これにつきましては、

今の現状での実績に基づいて積算はしております。また、事業を最終的に、今、３月４

日ではありますけれども、確定は年度がございますので、それはそれでまたしっかりと

見ていく、そのような現状だということでご理解いただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 協力隊の関係なんですが、ここで、当初ないところは、新規

に採用しているところはあるというのは把握したんですが、個人の都合で退職された方

については穴埋めされていないというのは把握したんですが、それは、新年度に向けて

どういうふうにするのか、きちんと必要であって採用したんであれば、そこは欠けた場

合に町民との関係、事業の関係、そこの所管する課の関係では多分大変だろうと。職員

なら、採用したらやめることはまずほとんどありませんので、仕事を分担して、当初で

年間計画をつくってできるので、途中で抜けた場合にはやっぱりそれはまずいのではな

いかと。やめる方がまずいんじゃなくて、体制としてまずいんではないかと私は思って

います。 

  それと、私、ちょっと図書館の関係の協力隊員というのは、多分昨年末に採用されて

いるんだろうと思うんですが、私、見た限り、当初にも載っていませんし、新というふ

うにも載っていないので、途中で図書館関係の協力隊員は採用された経過についてどう

なのかと質問いたします。広報を見て、あれと思って、きのう全部調べてみたんですが、

その関係がありますので、その点について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長兼選挙管理委員会事務局長 協力隊の途中でやめられた方の後任とい

うことですけれども、退職があった段階で、その後、所属している課部局と協議を行い

まして、それで対応をとっているところなんですけれども、継続して必要であるという

ところにつきましては、新たに募集して求めていくということもありますし、また、別

な形で対応できるということもございました場合には、採用には至らないということも

ございます。 

  また、図書館の協力隊につきましては、昨年９月で臨時職員の方がやめられておりま

して、それの対応として協力隊を求めてきたということでございます。 
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  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、ありますか。 

  ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） 同じく協力隊の件なんですけれども、26ページに協力隊の推進

経費で662万2,000円が減額になっていますけれども、当初予算から見ると。これは、先

ほど説明された、人が減ったということの減額だと認識しておりますけれども、たしか、

協力隊、聞いた話によると、３年間だと思うんですよ。基本的な協力できる年数が。 

  私も一時、３年後でも上士幌で一生懸命仕事をしたいんだけれども、そういうものが

あってなかなかできないし、今、聞いた話によると、入れかえもしくは努力していると

いう話なんですよ。 

  各課において協力隊が配属されるわけですけれども、その点について、３年、３年で

継続してやっている事業だから、いろんなことがあった中で、各課において非常にどこ

の部署にどこの立場でということがあるんだと思うんですけれども、やりやすいのかな。

ちょっと私、わかりませんけれども、その辺の余り入れかわりが激しかったりすると、

行政の各課の中でどんなもんなのかな。 

  この協力隊というのは大変いい制度だと思うんですけれども、その辺はどちらの課長

が答えてくれるか、よろしくお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 協力隊については、制度についてはご承知かと思うんですけれども、

本町の場合は、やはり協力隊を求めるときには、専門性ですとか資格の問題もあります

けれども、経験ですとかそういったことを踏まえて、特に必要な人材ということで募集

をさせていただいております。 

  ただ、制度的は最大３年間、基本的には１年ごとの更新になるんですが、最大３年ま

でこの制度で確保できるということなんですけれども、状況的には、今、そういった意

味で、それぞれ皆さん経験なり資格をお持ちの方を採用させていただいて、今、それぞ

れの部署で働いていただいています。 

  結果、今、資料もお読みになっているかと思いますけれども、３年後については地元

に、上士幌に残られている方もいらっしゃいますし、事情があって途中でやめられて帰

られる方もいらっしゃいますけれども、大体半分以上の方はその後継続して上士幌町に

残って、事業を起こした方もいらっしゃいますし、本町の職員になった者もおりますし、

それぞれ地域に残って、結婚された方もいらっしゃいますけれども、そういった形で地

域にも貢献はされているということであります。 
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  ただ、現場のほうでは、各課部局と十分協議をして、その専門性等の必要な人材を確

保するということで募集をかけておりますので、そのことで３年ごとに、例えば任期が

きてかわるという場合にも事前にわかりますので、その段階で引き継ぎをどうするかと

いうことは十分各課部局と協議をして対応しているという状況でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

  ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 臨時職員の865万8,000円減額になっていますけれども、募集

をして募集がなかったという実態があるかどうかだけ、ちょっと確認をさせていただき

たいなと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長兼選挙管理委員会事務局長 臨時職員の人件費の減額なんですけれど

も、当初56名ということで予算を計上しているんですけれども、このうちの２名につい

ては、学童保育所の指導員について、臨時職員から準職員ということにしたので、その

分の２名がまず差額が出ているということでございます。 

  それから、当初３名ほど人が足りなかった分なんですけれども、募集をかけまして、

４月の下旬に１名、それから11月に１名と、それからちょっと最後まで応募がなかった

というのが１名ということの状況になってございます。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 最後まで必要として募集をして、応募がなかったと。結果的

に、それだけ全体的に、どの課かわかりませんけれども、労働過重になるというふうに

理解をしてよろしいですね。これは確認です。 

○議長（杉山幸昭議長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 必要な人数のところに１名配置できないということが実際に起きて

いますので、その辺は全体の配置のときに、各課部局長会議の中でも私のほうからは申

し上げているんですが、とにかく募集は続けるということと、できるだけ早期に確保し

て配置をしていきたいということで、その辺はご理解をいただいているということです。 

  ただ、現実は、おっしゃるとおりその人がいないわけですから、その分の業務の分に

ついては、当然ですが原課の担当のほうにかかってくるということについては間違いな

いというふうに思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） 総務費、ほかありますか。 

（「なし」の声） 



－33－ 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、民生費に入ります。 

  民生費は、32ページから38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、衛生費及び労働費に入ります。 

  38ページから40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、農林水産業費に入ります。 

  40ページから49ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

  ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） 43ページのバイオマス施設の整備事業の減額1,360万円とあり

ますけれども、何カ所かこれ、建設……多分おくれたのか、どうなっているのか、どこ

の設備がどうなって、ちょっと説明をお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 この減額につきましては、31年度から建設を予定しております萩ヶ

岡プラントの北電との系統連携の強化費ということで、北電の電線を太くしたり電柱を

取りかえたりする事業に、農協のほうで行っているんですけれども、それに町のほうで

大体３分の１相当を助成するということで、北電からの見積もりが当初6,200万円ほど

で出てきたものですから、それで当初2,100万円ほど予算要求したんですけれども、実

際に請求が出てきましたところ、2,200万円ほどに減ってしまったと、３分の１程度に

なってしまったということで、町のほうの助成もそれ相応に減額をしたということでご

ざいます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（発言する声なし） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、商工費に入ります。 

  49ページから52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、土木費及び消防費に入ります。 

  52ページから58ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

  １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 除雪費についてお伺いいたします。 

  多分担当課にも物すごい苦情が行っていると思うんですけれども、間口の除雪の問題

なんですけれども、これはもう20年以上前から、高齢者だとか障害者に対する町の除雪
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をされた雪がかたくてよけられないというのが、もうずっと前から問題になっているん

ですけれども、担当課としてこのことをどのように考えているのかお聞きをいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 

○名波 透建設課長 ただいまの間口の除雪の問題でございますけれども、一昨年、除雪

計画の見直しということで、高齢者の方の間口ですとか、各戸別の間口ですとか、その

作業をできるかできないかということで検討をしている経過がございます。 

  基本的に、現状の企業体とも話をさせていただきまして、今の機械台数、人員でいき

ますと、結局間口１軒に対して５分から10分くらい時間がかかってしまうと。それでい

きますと、今、19ブロックに分けて、機械は二十数台かけてブロック分けして除雪をし

ているわけですけれども、１回雪が降りますと６時間から、先週のような大雪になりま

すと８時間から10時間以上かかってしまうという状況になりまして、そこに一軒一軒の

間口を時間的にプラスして整理していくことは物理的に不可能だろうというふうに、企

業体とはそういうお話で、無理であろうということで結論づけたわけでありますけれど

も、それにしても、やっぱり高齢者の方の負担はふえていると。苦情も来ているんです

けれども、そういう方に対しても、先週みたいな大雪、かなり重い雪については、雪の

降り始めから降り終わるまで小まめに除雪しようということで、オペレーターの方に仮

眠をとりながらほぼ丸１日、降った日、その次に関してはやっていただいたと。 

  それからまた、気温がその後上がりましたよね。そういったところで、結局走行しづ

らいような状況になってしまうということで、歩行者、高齢者に配慮して、また、解け

た雪の処理についても、次の日、またその翌日ということで作業をしておりまして、そ

ういうものに関しては、できるだけ戸別の方の間口に雪がいかないようにという配慮は、

指示はしておりますけれども、いかんせん雪の量が量ですのでかなりのボリュームでご

ざいまして、十分な作業ではなっていないというふうには認識しておりますけれども、

間口一戸一戸に対して現状の体制で行うというのはかなり難しいかなというふうに考え

てございますし、福祉のほうでもボランティア除雪等を考えていただいて、今、実施し

ていただいているのもありますので、そういう形でしか解決策はないのかなというふう

に考えてございます。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 健康な人たちの間口については幾らでも除雪できるんですけれ

ども、高齢者でもひとり暮らしだけじゃなくて、本当に２人とも90歳以上を超えたよう

な人たちが、先日の雪の、まだ乾いた雪と言ったらいいか、さらさらの雪の場合は隣近

所を助け合いながらやっているんですけれども、二、三日前の、すごく解けて、すごい
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量を置いていかれたんですよ。隣近所でもスコップも使えないような状況のとき、それ

は福祉でやっている除雪とはちょっと違って、三愛でやっている除雪とも違って、それ

は緊急のときに回していただけるというようなことはできないのかどうか、そのことを

一般町民の方からも多く意見を聞いていますので、担当課としても少し考えていただき

たいなと思って質問をしました。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 

○名波 透建設課長 いわゆる、緊急車両が入れないとか。 

（「そうです」の声） 

○名波 透建設課長 そうですよね。そういった場合については、消防とも連携していま

すし、警察さんとも連携をして、緊急車両が入れない部分については最優先でインフラ

整備、除雪についてもやっていこうという体制、連絡はこれからとってやっていきたい

というふうに思います。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 北団地の改修事業について質問いたしますが、今回の予算の

補正にはないんですが、当初予算で玄関のドア改修12戸分を259万2,000円出しているん

ですが、これは全部使われたということで補正がないのか。それから、その実施状況に

ついてどうなっているか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 

○名波 透建設課長 北団地のドアの改修事業については、現場の状況を見させていただ

いて、劣化の度合いを判断いたしまして改修を進めさせていただいて、基本的にはちょ

っと予算上確認できないんですけれども、予算の範囲内で執行ができているという状況

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） そうしますと、259万円全額使う……事業がもう終わってい

ますので、当然補正が出てくるのかなという気もしたんですが、あと、これは当初予算

なので予算のときに質問をしようと思っているんですが、12戸分だけじゃなくて、若干

少ないんではないかと思うのと、これからどういうふうにするのかというのと、それか

ら、北団地の方に対する説明が十分されていないので、順番じゃなくてまばらなので、

その辺もきちんと説明しながらやるべきではないのかと、その計画について今後どうす

るのか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 
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○名波 透建設課長 予算の残りの分、当初から発注する段階で物価等上がっていますの

で、今ちょっと確認できないですけれども、12戸ではなくて10戸程度実施できていると

いうふうに思っております。 

  それから、今後についても、来年度も同じ予算をとりまして、いわゆる結露だとかド

アが破損している状況を見ながらその都度判断して一戸一戸やっていきたいというふう

に思っておりまして、説明については全体のところで説明会を開催したりというのはし

ていませんけれども、基本的にドアの破損状況がひどいところについては、戸別にお話

をさせていただいて実施しているという状況でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで休憩といたします。再開は午後１時といたします。 

（午後 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） 土木費から続けて入ります。 

  名波建設課長。 

○名波 透建設課長 休憩前に山本議員さんからご質問のありました北団地のドアの改修

につきまして、私、10戸というふうに答えたんですけれども、正しくは11戸のドアの改

修事業は終了しております。 

  物価の高騰によりまして12戸できなかったということがございましたけれども、来年

度についても同程度の改修をしたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 続けて、質疑。午前中、山本弘一議員でしたね。 

  ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） 52ページでありますけれども、地籍調査事業というのは、北門

地区から萩ヶ岡方面へ回っていくはずなんですけれども、これは1,020万円あって、そ

のうち測量業務が850万円減額になっているわけですけれども、これはできなかったの

か、何か問題があったか、理由をお知らせください。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 

○名波 透建設課長 地籍事業の委託費の減額でございますけれども、当初予定しており

まして、国の地籍事業の補助をいただいて実施しているものでございますが、国からの

配分が当初予算要望額から35％ほど減額になって内示されまして、それに合わせてうち
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の事業も同程度に縮小して発注したということでございまして、状況的に国の予算の配

分がこの地籍事業に関しては、災害があったところを重点的に配分しているという状況

にございまして、今、北海道のほうにはかなりつきにくい状況になっているということ

で、それに合わせた実施内容になってございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） ということは、できなかった、しなかったということで理解し

ていいですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 

○名波 透建設課長 地区工程細分化して、４工程、５工程あるわけですけれども、その

うちの工程の部分を次年度にずらしたという形で繰り越したという状況でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、中島卓蔵議員。 

○６番（中島卓蔵議員） 54ページの橋梁長寿命化修復事業の中で、これ、橋梁長寿命化

の修繕工事の減額が317万8,000円になっていますが、これは減額の内容というのはどう

いうことでこの工事の減額になったのか教えていただけますか。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 

○名波 透建設課長 橋梁長寿命化への工事の内容でございます。これも同じでございま

して、国の国土交通省の補助事業にて要望金額を提示して実施している状況でございま

して、同じように３割から４割の減額の内示が来まして、それに合わせて工事を発注し

ていると。 

  やらなければならない工事は実施しておりますけれども、先ほどと同じように部分的

に繰り越して作業をしたという状況でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、中島卓蔵議員。 

○６番（中島卓蔵議員） 同じく点検事業のほうも、今の説明のようなことでよろしいで

しょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 

○名波 透建設課長 点検の事業のほうも、基本的には補助事業で行っていまして、同じ

ような予算の内示の減額がございました。 

  それとあわせて点検事業については、ほかの自治体とあわせて発注をして、かなり効

率のある内容で発注しているので、実質的には同じ内容ですけれども、実際の発注額が

下がったというのもございます。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、土木費ありますか。土木消防費。 
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（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、教育費に入ります。 

  58ページから68ページ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） 61ページの子どもの学び充実事業で、賃金等減額になってい

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） 石王教育委員会子ども課長。 

○石王良郎教育委員会子ども課長 この減額につきましては、小学校に配置しております

４名の少人数学級教諭の関係でありますが、これは、当初予算ではどなたが採用される

かわからないものですから、教職員の平均的な賃金に基づいて要求を上げているところ

でありますが、実際、採用された教職員の方につきましては、年齢的にまだ若い方が来

られていますので、その分でその年代に応じた相当の賃金を設定していますので、その

部分でこれだけの金額を減額したということになります。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、公債費、諸支出金及び災害復旧費に入ります。 

  68ページから69ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

  どうぞ。 

  ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） どういう教職員が来るか、年齢別によって賃金が違うという

ことで減額をしたと。それについてはわかります。 

  それは、確定するのは、４月、５月になると、恐らくどなたが採用されるかとかがは

っきりするので、賃金、これはある程度確定できるのではないか。その時点で減額をし

なかったというのは何か理由があるのかなというふうに思ったので、ちょっとその辺の

予算の組み方というか、補正は６月、９月、12月とあるわけですから、全年的にできる

のではないかなとちょっと思ったので、その辺の事情というか考え方があればお聞きを

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 この賃金の中には、時間外手当の部分も含めてやって

おりまして、少人数学級教諭ということになると担任を持って責任を持った業務を担っ

ていただいておりますので、その分で超勤も一定程度は発生するということで、それで

最終的な額に基づいた減額ということで、３月で今回考えております。 
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  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） いいですか。 

  公債費、諸支出金、災害復旧、68から69ページまで、ほかありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、給与費明細書は70ページから76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、継続費及び地方債に関する調書は、77ページを一括して

質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の歳入は、９ページから19ページまで一括

して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の総括表は、７ページから８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） 次に、一般会計補正予算書の１ページから６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１号平成29年度上士幌町一般会計補正予算（第

11号）の質疑を終わります。 

  次に、特別会計補正予算の質疑を行います。 

  特別会計の質疑は、会計ごとに歳入歳出一括して質疑を行います。 

  初めに、議案第２号平成29年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）は、

78ページから99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２号平成29年度上士幌町国民健康保険特別会計

補正予算（第５号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第３号平成29年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）は、

100ページから106ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第３号平成29年度上士幌町後期高齢者医療特別会



－40－ 

計補正予算（第４号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第４号平成29年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第４号）は、107

ページから121ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第４号平成29年度上士幌町介護保険特別会計補正

予算（第４号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第５号平成29年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第６号）は、122

ページから127ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第５号平成29年度上士幌町水道事業特別会計補正

予算（第６号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第６号平成29年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）は、

128ページから138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６号平成29年度上士幌町公共下水道事業特別会

計補正予算（第４号）の質疑を終わります。 

  次に、各会計補正予算に対する質疑が終了いたしましたので、これより理事者に対す

る総括質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 質疑がございませんので、町理事者に対する総括質疑を終了し

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、町理事者に対する総括質疑を終わります。 

  以上をもって、議案第１号から議案第６号までの平成29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１号平成29年度上士幌町一般会計補正予算（第11号）の討論を行いま

す。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第１号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 
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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１号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第２号平成29年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）の討

論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第２号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第３号平成29年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）の

討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第３号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第４号平成29年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第４号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第４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４号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第５号平成29年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第６号）の討論を
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行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第５号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第６号平成29年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）の

討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第６号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第７号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第14、議案第７号上士幌町交通ターミナル条例の制定につ

いてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 ただいま上程されました議案第７号上士幌町交通ターミナル条

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。 

  本条例制定の目的でありますが、このたび町民及び来町者の交通手段の利便性向上の

ために、その結節線と位置づけ、交通ターミナルの整備を実施したところであります。

これに伴い、必要条例として制定するものであります。 

  内容についてでありますが、条例の構成につきましては、全体で７条の構成となって

おります。 

  第１条では設置を定めております。 

  第２条では名称及び位置を定め、名称は上士幌町交通ターミナルと定めるものであり
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ます。 

  第３条では使用の許可を定め、第４条では使用料を無料と定めております。 

  無料とする理由につきましては、本施設は公共交通手段の結節線として利便性向上を

第一義としておりますが、このことは、安心・安全の確保が大前提にあってこそ成立も

するものと理解しております。 

  しかし、一方で、施設管理に対しましては費用対効果を十分鑑みなければなりません。

いかに効率的に管理運営をするかであります。このことは、これまで関係するあらゆる

交通事業者のかかわりをお願いしてきております。このことは、官民相互連携で確保し

ていこうとするものであります。 

  今回使用する路線バス会社に対しましても、一定の行政サービスの提供、安心・安全

の確保を担っていただき、施設使用料分と管理サービスは同等と考慮し、無料と定める

ものであります。 

  第５条では、使用の制限を第３項までで定めております。 

  第６条では賠償を定め、第７条では委任とし、ほかに必要な事項がある場合にこのこ

とは別に定めるとしております。 

  なお、この条例は、平成30年４月20日から施行するものであります。 

  以上、上士幌町交通ターミナル条例の制定について、その提案理由と内容をご説明い

たしました。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７号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  ４番、佐藤曻議員。 

○４番（佐藤 曻議員） この第３条に、このターミナルを使用しようとする者はあらか

じめ町長の許可を受けなければならないというふうになっておりますが、この町長の許

可を受けるような使用方法についてはどのようなことが想定されますでしょうか。 

○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 特定の何かの目的を持ちながらこの場所を使用したいという者

に関して、そのことについては許可が必要ということで考えてございます。 

  ちょっと誤解があったらいけませんので、この施設を使用するということになります

と、通常一般的な人が待合で待っているわけですよね。その方たちに一回一回必要があ

るのかということは、それは全く、もう、どうぞお使いくださいと。何かの目的があっ

てどうしてもここのところを使用したいんだと、何か宣伝活動をしたいですとか、ＰＲ

活動をしたいですとか、そういう部分のことを想定しているということでご理解いただ
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きたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいですか。 

  ４番、佐藤曻議員。 

○４番（佐藤 曻議員） 今の案件でもう一点聞きたいんですけれども、この建物につい

ては町民もいろいろと関心を持っているところでありますが、ここのところでできるイ

ベントといいますか、そういうようなことや何かについては取り組む考えはどうでしょ

うか。 

○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 イベントの内容、どのようなイベントなのかということがあろ

うかと思いますけれども、大なり小なりのイベント、あらゆるイベントということでご

理解してもよろしいでしょうか。 

（「ここでできるイベントです」の声） 

○松岡秀行企画財政課長 そうですね、それほどまずスタートするに当たって、大仰的な

ものは考えられないと思います。 

  ただ、人が集まってくるところですので、そこを活用しながら自分たちの興行的なも

のを宣伝したいというものについては、それは想定されるものだと思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、佐藤曻議員。 

○４番（佐藤 曻議員） ここの交通のところは、主にバスですとかそういうような部分

での利用の形になるんだろうと思うんですが、この上士幌町の場合は、そう頻繁にそこ

が常時バスが来ているというような状況ではないと思うんですよ。 

  それで、私なりに考えさせていただいたんですけれども、例えば夏ですとか、春から

秋ぐらいにかけて、わっかでやっている健康体操ですとか、あるいは今、シニアの方々

が結構ウオーキングをやっていますので、そういう人方がある程度時間を決めて集まっ

たときにラジオ体操をやるとか、そういうようなことも考えてみてはいかがかなと思う

んですが、どうでしょうか。 

○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、前段の、そんなにバスが寄ってこないんじゃないのかと

いうお話でありますけれども、確かに拓バスさんですとか十勝バスさんですとかそこの

部分だけ限定しますと、１日にそんなに何十本も走っているわけではございませんので、

そのような数にとどまるかと思いますけれども、あらゆる結節点というふうに申し上げ

ましたけれども、これにつきましては、今、町なかの福祉バス、それからタクシー、そ

れから子供たちのスクールバス等々も、やはり一度はここを通りながら、そしてここを
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拠点にしながら、そして近いわっかに行く、あるいは保健プラザに行くですとか、そう

いうようなことでにぎわってほしいなというふうに思っておりますので、バスの本数が

多いか少ないかということでいきますと、民間バス事業者でいきますとそれは先ほども

申し上げたところでありますけれども、全体が寄ってほしいと、タクシーもそうですし、

あるいは都市間バスもここを通っていただくようになりますので、そのような利用にな

ってくるということで、まずご理解いただきたいと思います。 

  あと、ウオーキング等々の集合場所等も使ったらどうかということではございますけ

れども、これにつきましては事業実施主体のほうが、どうぞお使いいただきたいという

ことで、管理する私たちのほうは門戸を広げていきたいと思いますので、そのことにつ

いてはぜひ奨励をしていきたいなというふうに思うところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

  ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） 条例については、私はよろしいかなと思うんですけれども、こ

のバスターミナル全体のことです。これは不特定多数だとか、学生からお年寄りの方ま

で利活用すると思うんです。夜あたりもかなり遅くまでこれを利用されるかなと思うの

で、１つだけ聞いておきたいんですけれども、防犯カメラとかそういう設備は、ちょっ

と私聞いていないです。どうなっていますか。 

○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 今、それぞれの四隅というんでしょうか、内の待合室もそうで

すし、外側のところも全て防犯カメラを設置する予定でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、議案第７号に対する質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案第７号は、会議規則第39条第１項の規定により総

務文教厚生常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第７号は総務文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。 

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

◎議案第８号の上程、説明、質疑、委員会付託 
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○議長（杉山幸昭議長） 日程第15、議案第８号上士幌町指定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 ただいま上程されました議案第８号上士幌町指定居宅介護支援

等の事業の人員及び運営に関する基準を定め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。 

  資料の議案第８号関係をご参照ください。 

  １の条例制定の背景でありますが、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進

するための関係法律の整備等に関する法律（平成26年法律第83号第６条）の規定による

介護保険法（平成９年法律第123号）の改正により、現在、北海道が実施しております

指定居宅介護支援事業費者の指定を、平成30年４月１日から町が実施することとなりま

す。 

  地域包括ケアの構築に向けた高齢者の自立支援に向けて、介護支援専門員の育成や支

援に市町村が積極的にかかわり、保険者機能を強化していくこととされています。 

  このため、町において指定居宅介護支援事業所の人員及び運営に関する基準を条例制

定するものであります。 

  次に、２の条例制定に当たっての考え方についてでありますが、移譲元である北海道

の基準条例を参照するとともに、指定を受けている事業所に配慮し、北海道指定居宅介

護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例を参照し、介護保険等の改正

を加味した基準条例とすることとしております。 

  ３の条例の概要ですが、条例の構成は全体で32条の構成となっております。第１章で

は総則で、この条例の趣旨を定めています。第２章では指定居宅介護支援事業者の指定

に係る申請者の要件を、第３章では基本方針を、第４章では人員に関する基準を、第５

章では運営に関する基準を、第６章では基準該当居宅介護支援の事業に関する基準を定

めたものであります。 

  次に、新規条例でありますので、条文の内容についてご説明いたします。 

  第１条は、この条例の趣旨として、介護保険法の規定に基づき、指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものであります。 

  第２条は、指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請者の要件について、法人格を有

するものと定めるものであります。 

  第３条は、基本方針として、要介護者に対し適切なサービス計画を策定し、地域の多
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様なサービス事業者と連携をとりながら事業の運営を行うことを定めるものであります。 

  第４条は、従業員の員数を定めるものであります。 

  第５条は、管理者について、常勤の主任ケアマネジャーとすることなどを定めるもの

であります。 

  第６条からは、運営に関する基準として、利用者に対する説明義務及び同意について

定めるものであります。 

  第７条、第８条はサービス提供の対応について、第９条は受給資格等の確認について、

第10条は要介護認定の申請に係る援助について定めるものであります。 

  第11条は身分を証する書類の携行について、第12条は利用料等の需要について、第13

条は保険給付の請求のための証明書の交付について定めるものであります。 

  第14条及び第15条では、指定居宅介護支援の取り扱い方針について定め、第16条から

第18条では、町への報告や通知、利用者への書類の交付等について、第19条は管理者の

責務について、第20条は事業者の運営規定を定めることについて、第21条から第23条で

は、施設の広さ、従業員の勤務体制や健康管理等について、第24条は重要事項の掲示に

ついて、第25条から第27条では、秘密保持、公告の適正化、利益収受禁止等を定め、第

28条は苦情処理について、第29条は事故発生時の対応について、第30条は会計の区分に

ついて、第31条は記録の整備について定め、第32条は基準該当居宅介護支援の事業に関

する基準について定めるものであります。 

  附則第１項で、この条例は平成30年４月１日から施行するものであります。 

  ただし、第15条の規定で、第20号の訪問回数の多い利用者の対応について、また、第

32条において準用する場合を含み、同年10月１日からの施行とするものです。 

  附則第２項で、経過措置として、平成33年３月31日までの間は、主任介護支援専門員

を第５条第１項第32条において準用する場合を含むに規定する管理者とすることができ

るものです。 

  附則第３項では、本条例の新規制定により、参照条文が変更となる上士幌町指定地域

密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る規定であります。その内容につきましては、議案第８号関係資料２の新旧対照表にて

ご説明いたします。 

  下線部分が改正となります。 

  第14条において、厚生労働省令で定められていた指定居宅介護支援等基準について、

上士幌町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定に

より、改正後の下線のとおり根拠法令を改めるものであります。 
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  また、第93条中の具体的方針を規定した指定居宅介護支援等基準第13号各号について

も、指定居宅介護支援等基準条例第15条各号に改めるものです。 

  以上、上士幌町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

の制定について、その提案理由と内容についてご説明いたしました。ご審議いただき、

ご可決くださいますよう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８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８号に対する質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案第８号は、会議規則第39号第１項の規定により、

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

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第８号は総務文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。 

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

◎議案第９号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第16、議案第９号上士幌町まちなか住宅管理条例の制定に

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。 

  名波建設課長。 

○名波 透建設課長 ただいま上程されました議案第９号上士幌町まちなか住宅管理条例

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。 

  今回の条例案につきましては、上士幌町公共施設再編の一環として、町営住宅を市街

地中心部へ再編するため建設中のまちなか住宅を管理運営していくため、本条例を制定

するものであります。 

  主な内容でございますが、第１条では、住宅に困窮される方へ良質な住居の提供と中

心市街地への居住誘導を図るため、上士幌町まちなか住宅を設置するものとしています。 

  第２条は、現在４区に建設中のまちなか住宅４棟８戸の位置、面積などの情報につい

て、別表として定めるものでございます。 

  第３条は入居者の募集方法を定め、第４条については、公募の例外として町営住宅の

建てかえまたは改修による移転対象者とするなどの例外を規定するものです。 
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  第５条から第６条までは、入居者の資格及びその特例を規定するものです。 

  第７条から第12条までは、入居の申し込み及び決定、入居者の選考、入居の手続及び

承認などについて定めるものです。 

  第13条から第16条までは、家賃関係について規定しています。公営住宅法に基づく算

出方法によるものとしまして、それに関係する収入の申告や家賃の減免や納付について

規定しています。 

  第17条から第18条については、敷金とその運用について定めるものです。 

  第19条から第20条までは、住宅修繕費の負担及び入居者の費用負担義務について定め

るものです。 

  第21条から第26条では、入居者の報告義務等として、住宅を使用するに当たって守る

べき日常的なルールを定めるものでございます。 

  第27条から第29条については、町営住宅条例に規定する収入額を超えた者に対する認

定や、家賃の算定方法及び明け渡しの努力義務について定めるものでございます。 

  第30条から第33条については、前の第27条で規定する高額所得者に対する明け渡し請

求や家賃の算定方法、住宅のあっせんについて定めるものでございます。 

  第34条は、入居者の収入状況の報告等について規定するものです。 

  第35条では、住宅退去時の届け出と検査について定めるものです。 

  第36条は、住宅の明け渡しに関して定めるものでございます。 

  第37条から第42条については、駐車場の使用や管理について規定するものです。 

  第43条から第44条については、住宅の管理人及び立ち入り検査について定めるもので

ございます。 

  第45条については敷地の使用について定め、第46条から第47条については、警察への

意見聴取などについて定めるものでございます。 

  第48条では、罰則について規定するものです。 

  第49条では、委任として、条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることを規定し

ております。 

  附則としまして、この条例は公布の日から施行することとしております。 

  以上、提案理由と内容についてご説明申し上げました。ご審議の上、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９号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） これをもって、議案第９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９号は、会議規則第39条第１項の規定により、

産業経済建設常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第９号は産業経済建設常任委員会に付託することに決定いたしました。 

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

◎議案第１０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第17、議案第10号上士幌町山村開発センター条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長兼選挙管理委員会事務局長 ただいま上程されました議案第10号上士

幌町山村開発センター条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容

についてご説明申し上げます。 

  町例規集は、第３編行政通則、第５章集会施設等をご参照願います。 

  初めに提案理由でありますが、今回の改正は、山村開発センター１階和室の第１研修

室を認定こども園の分室として改修し、また、事務室及びクローク部分を新たな第１研

修室として改修したことに伴い、使用料を変更するとともに、集会室の設備に関する使

用料を現状に合わせて見直し、改正しようと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10号関係、上士幌町山村開発センター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。 

  別表１につきましては、第１研修室の使用料を、新たな第１研修室の面積に応じて記

載のとおり改正するものであります。 

  別表２につきましては、集会室の各種設備を現状に合わせて見直し、区分の整理した

ことに伴い使用料を改正するものであります。 

  附則第１項として、この条例は公布の日から施行するものであります。 

  附則台２項は、使用料に関する経過措置として、改正後の使用料の規定は条例施行の

日以降の使用について適用するものであります。 

  なお、本提案に当たりましては、平成30年２月21日に行政改革等推進委員会を開催し、
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町長の諮問に基づき答申を受けたところであります。 

  以上、上士幌町山村開発センター条例の一部を改正する条例の制定について、その提

案理由と内容についてご説明申し上げました。ご審議いただき、ご可決いただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第10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10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10号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第18、議案第11号上士幌町選挙ポスター掲示場設置条例の

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。 

  杉本選挙管理委員会事務局長。 

○杉本 章総務課長兼選挙管理委員会事務局長 ただいま上程されました議案第11号上士

幌町選挙ポスター掲示場設置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２編議会、選挙、監査、第２章選挙をご参照願います。 

  初めに、提案理由でありますが、本条例につきましては、上士幌町長選挙及び上士幌

町議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例であります。 

  ポスター掲示場の数については、公職選挙法第144条の２第９項により総数が定めら

れており、条例で定めることにより総数を減ずることができるとされており、本町にお

きましても本条例により総数を減少して設置しているところでございます。 

  本条例の改正前の規定では、各投票区の選挙人名簿登録者数に応じてポスター掲示場
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の数が規定されており、市街地の投票区統合前は第１投票区が８カ所、第２投票区が５

カ所、市街地全体で13カ所に対し、統合後は市街地全体で８カ所となり、５カ所減少す

ることとなります。 

  選挙管理委員会といたしましては、従前同様の数を設置したいと考えており、また、

今後についても状況に応じた対応をしていきたいということから、設置数に関する規定

を改正しようと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11号関係、上士幌町選挙ポスター掲示場設置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。 

  第２条第２項及び第３項につきましては、ポスター掲示場の数に関する規定でありま

す。改正前の規定では、各投票区の選挙人名簿登録者数に応じてポスター掲示場の数を

規定しておりますが、改正後は法の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置す

ることが困難な場合、その他特別な事情がある場合には、その総数を減少することがで

きると改めるものであります。 

  以下、第４項を第３項とし、第５項を第４項とするものです。 

  なお、附則として、この条例は公布の日から施行するものであります。 

  以上、上士幌町選挙ポスター掲示場設置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いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第11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11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11号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 
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 ────────────────────────────────────── 

◎議案第１２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12号上士幌町健康増進センター条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 ただいま上程されました議案第12号上士幌町健康増進センター

条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容についてご説明申し上

げます。 

  町例規集は、第７編民生、第２章保健衛生をご参照願います。 

  提案の理由でありますが、別紙議案第12号関係、上士幌町健康増進センター条例の一

部を改正する条例、新旧対照表により改正概要のご説明をいたします。 

  改正の理由ですが、上士幌町健康増進センターは平成３年度に建設され、これまで保

健センター機能と温泉浴場の機能をあわせ持つことで、町民の健康増進と介護予防を図

るとともに、高齢者の外出機会や町民の交流の場としての利用もなされてきました。 

  今回の入浴料金の減額と、高齢者の減免入浴回数をふやすことで利用者の増加を図り、

町民の健康増進と健康寿命の延伸に向けて施設の利活用を進めるものであります。 

  改正の内容ですが、附則において、平成30年４月１日から平成33年３月31日までの３

年間について、附則別表のとおり入浴料金の減免をするものであります。現行の12歳以

上の大人入浴料金を１回380円から300円に、11回回数券を3,800円から3,000円に、６歳

から12歳未満の中人の入浴料金を１回140円から100円に、11回回数券を1,400円から

1,000円に減免し、６歳未満の小人については無料のままとするものです。 

  また、施行期日については、公布の日からとするものです。 

  以上、上士幌町健康増進センター条例の一部を改正する条例の制定について、その提

案理由と内容についてご説明いたしました。ご審議いただき、ご可決くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第12号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  ４番、佐藤曻議員。 

○４番（佐藤 曻議員） 従来の70歳以上の方の月100円券を８枚というのは、従来どお

りと考えてよろしいんでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形保健福祉課長。 
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○尾形昌彦保健福祉課長 新年度から、８枚については10枚にするような形で新年度予算

の提案をさせていただ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） いいですね。従来８回のやつが10枚になるという説明です。 

  資料に載っていますので、参考資料に。 

  佐藤議員、いいですか。 

（「はい」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第12号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第12号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第20、議案第13号上士幌町農業環境管理施設条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 ただいま上程されました議案第13号上士幌町農業環境管理施設条例

の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由と内容についてご説明申し上

げます。 

  町例規集は、第８編産業、第２章農林をご参照願います。 

  上士幌町農業環境管理施設につきましては、道営畑地帯総合整備事業等により整備し

た家畜ふん尿処理施設であり、北海道との土地改良財産の譲与契約に基づき、町の行政

財産として登録し、施設の使用に当たっては、上士幌町農業環境管理施設条例に基づき

管理されておりますが、土地改良財産譲与契約書第５条第２項に定めた指定期間である

15年を経過する施設については譲渡の対象となることから、本条例の別表から該当する
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施設を削除し、行政財産としての用途廃止を行うものでございます。 

  内容につきましては、お手元の資料で議案第13号関係の新旧対照表をご参照願います。 

  資料の右側、改正前の別表のうち、下線を引いた部分の上音更地区第５号施設、北居

辺地区第３号施設、北門地区第１号施設から第４号施設の計６施設を削除し、改正後の

別表に改めるものでございます。 

  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。 

  なお、本条例の一部改正案がご可決いただけましたら、別表より削除されます施設に

つきましては、本定例会最終日において、地方自治法第96条第１項第６号の規定に基づ

き、議会の議決を経て施設の譲渡先である使用責任者への無償譲渡を行う予定でござい

ます。 

  以上、議案第13号上士幌町農業環境管理施設条例の一部を改正する条例の制定につき

まして、その提案理由と内容についてご説明申し上げました。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13号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第13号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第13号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第21、議案第14号上士幌町水道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。 

  名波建設課長。 

○名波 透建設課長 ただいま上程されました議案第14号上士幌町水道設置条例の一部を
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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９編建設、第４章水道、上士幌町水道設置条例をご参照願います。 

  今回の改正につきましては、北海道の認可事業であります上士幌町簡易水道事業の認

可の変更を行うに当たりまして、関係条例の改正を行うものでございます。 

  認可変更の内容につきましては、平成28年の台風10号により被災した糠平浄水場の復

旧に伴う取水地点の変更とあわせて、本町全体の給水人口及び給水量の見直しを行うも

のであります。 

  主な改正内容でございますが、お手元の議案第14号関係、上士幌町水道設置条例の一

部を改正する条例、新旧対照表をごらんください。 

  第２条第１号上士幌地区簡易水道事業イの給水人口「4,940人」を「4,810人」に改め

ます。 

  次に、ウ、給水量「4,500立方メートル」を「4,940立方メートル」に改めます。 

  附則としまして、本条例の施行期日につきましては、平成30年４月１日から施行する

ことといたします。 

  以上、議案第14号上士幌町水道設置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14号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第14号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第14号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第22、議案第15号町立学校設置条例の一部を改正する条例
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の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  石王教育委員会子ども課長。 

○石王良郎教育委員会子ども課長 ただいま上程されました議案第15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。 

  例規集は、第10編教育、第２章学校教育をごらんください。 

  平成29年度末をもって萩ヶ岡小学校を閉校し、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。 

  この萩ヶ岡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す。 

  内容につきましては、お手元の議案第15号及び議案第15号関係の新旧対照表をごらん

ください。町立学校設置条例の別表第１の中の萩ヶ岡小学校の名称及び位置を削るもの

です。 

  附則としまして、この条例は、平成30年４月１日から施行するものです。 

  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15号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第15号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第15号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 

  ここで、15分間休憩といたします。再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 
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（午後 １時５９分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時１１分） 

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

◎議案第１６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第23、議案第16号上士幌町認定こども園条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  石王教育委員会子ども課長。 

○石王良郎教育委員会子ども課長 ただいま上程されました議案第16号上士幌町認定こど

も園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、上士幌町認定こども園は保育料無料化などによる子

育て支援策の充実に伴い、平成27年度開設以降入園児童が年々増加傾向にあり、平成30

年度は新たに山村開発センター内に分室を開設し、保育環境を充実していくこととして

おります。 

  この入園児童の大幅な増加に伴い、現在、条例で規定しております定員が現状に合わ

なくなってきているため、改正するものです。 

  次に、改正の内容について、お手元の議案第16号及び議案第16号関係の新旧対照表を

ごらんください。条例第５条で定めている入園定員を120名から170名に改めるものです。 

  附則としまして、この条例は平成30年４月１日から施行するものです。 

  以上、上士幌町認定こども園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16号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 委員会で説明、質問させてもらったんですが、正式な条例提

案は本日ですので、再度確認も含めて質問させてもらいます。 

  ３点質問いたします。 
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  今の施設上の関係から、170名にすることが可能かどうか、面積上も含めてその確認

をしたいのと、２点目は、在園見込み数とクラス分けの問題で、道のほうに届けを出す

のには、３歳児が２クラスの、４、５歳児が１、１で４クラスを想定していますが、実

際に入園する見込みの数、町の定員、短期型は35人定員でいいんですが、保育所の関係

では３歳児が20対１と、４、５歳が30対１というふうに見ていますので、そうすると、

入園見込み数でいくと４歳児が30人を超えるところが、30から34年まで見ると３カ年あ

りますし、５歳児も30人を超えるところが４年ぐらいあります。そうすると、ここはク

ラス分けをしなくていいのかどうか確認したいと思います。 

  それと、もう一点は、ずっと予想で見ますと、170人の定員を超えて174とか180とか

に想定されることもあると。これから移住の関係で減るかふえるかなかなか想定しがた

いと思うんですが、このときにどれぐらいまで受け入れ可能なのかと。かといって、面

積がぎりぎり可能だからといって180だ、190というふうにならないと思う。その辺をき

ちんと見きわめなきゃいけないと思うんです。どのように考えるか質問いたします。 

○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、今回、定員170名ということで、その170名の受

け入れが可能かどうかという第１点のご質問につきましては、国のほうで基準がありま

して、例えば乳児であれば、匍匐しない子供につきましては１人1.65平米とか、匍匐す

る子は3.3平米とか、そういう面積の基準がありまして、あと、うちの実際の施設の面

積を勘案しまして、170名で十分保育できる環境にあると、そういうことで、今回設定

をさせていただいております。 

  あと、今後の入園見込みで、年齢によっては30人を超える年齢があるということであ

りますが、うちのこども園のつくり自体は３歳、４歳、５歳、この中で１つの学年だけ

が部屋を広くつくっておりまして、２クラスに分けることが可能な施設となっておりま

すので、基本的に国の定めによりますと、35名を超えれば分けなければならないという

ことがありまして、そういうことで考えますと、当面は今の施設で可能かなと思います

が、ただ、状況によっては、例えば40名ぐらいの年齢が２学年出てきた場合はどうする

かということがありますけれども、その場合はまた改めて、本当に保育環境に不便がな

いような形の対応というのは、改めて検討していくことにはなりますけれども、今現在

の中では、まだそこまでの部分では対応は可能かなというふうには考えておりますし、

今後の見通しの中でどんどんふえるということであれば、また改めてそこら辺の対応を

どうするかというのは、またご協議差し上げたいと思います。 

  あと、３点目の移住とかが今後どんどんふえてくるとかという要因の中で、何名まで
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受け入れが可能かということでありますが、今の施設の中では190名ぐらいまでは可能

かなと考えておりますが、ただ、状況によっては200名超えるということになれば、ま

た改めてということになりますが、今の190名というのは、想定としてはそこまではい

かないだろうということで考えておりますので、当面の間は今の対応で可能だというふ

うに考えております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 面積上170は可能だというのはわかりました。 

  それで、例えばクラス分けの問題なんですが、上士幌は小学校が１、２年生２クラス

にすると、そうすると最低で十五、六人のときもあったんですが、学校に入るまでの４、

５歳児、もちろんゼロ歳からそうなんですが、４、５歳児がすごく大事だというときに、

保育所の５歳児が35人でいいとか、40人でいいということにはならないと思うんですが、

そのときに、じゃ、先生をそこに２人、３人ふやせばいいのかといえば、そうでもない

と思いますので、それは十分検討しながら、やっぱり少人数できちんと、少人数だとし

ても20人を１人というわけに、なかなか厳しいと思うんですが、30人を１人というのも

厳しいと思うんですが、その辺はやっぱり少人数で把握できるように、子供たちも本当

に、うちの孫ももうすぐ３歳だけれども、本当にいろんな子がいると、あっちに行く子、

こっちに行く子、個性的な子がいたりすると、その子たちに対応するといったら学校よ

りも大変なのではないかと、そのことを含めて、ぜひこのことは検討課題にして、この

条例そのものは反対するものではありませんが、ぜひ検討課題にしてほしいなと思って

質問させてもらいました。答弁をお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 答弁要りますか。 

  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 国の基準によりましたら、３歳児は20名の児童に対し

て１人、４歳、５歳については30名について１人ということでありますが、うちの場合

は必ず１クラスは１人の担任じゃなくて複数の担任、２人ということでなっております

ので、それはもう30人であっても２人ということで、２歳、３歳、４歳は必ずそういう

ような対応をとっているということで、そういう部分では小学校と同じような形で、ク

ラス分けとまではいかなくても、複数の担任の中で十分な保育ができるようなことで、

保育教育の充実を図ってきていると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） ほか、質疑ありますか。 

（「ありません」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） これをもって、議案第16号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第16号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第24、議案第17号上士幌町農業体験者宿泊施設条例を廃止

する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 ただいま上程されました議案第17号上士幌町農業体験者宿泊施設条

例を廃止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。 

  例規集は、第８編産業、第２章農林をご参照願います。 

  上士幌町農業体験者宿泊施設につきましては、農業後継者に対する花嫁対策の一環と

して平成10年に開設し、当初は結婚相談員を配置して農家青年と施設利用者との交流を

図ってきたところでありますが、近年は農業体験者の利用はなく、農家の従業員の臨時

的な宿泊施設として利用されてきております。 

  また、農家の従業員住宅につきましては、町の賃貸住宅建設の助成により一定程度充

足してきており、この数年は従業員の施設利用も少なくなったことから、本年３月31日

をもって施設を閉鎖することとし、上士幌町農業体験者宿泊施設条例を廃止するもので

あります。 

  なお、附則の１といたしまして、この条例は平成30年４月１日から施行するものであ

ります。 

  附則の２といたしまして、上士幌町農業振興審議会条例第２条第３号にある上士幌町

農業体験者宿泊施設条例に関する条項を削除するものであります。 

  お手元に配付しております議案第17号関係、上士幌町農業振興審議会条例の一部改正、
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新旧対照表をご参照ください。 

  以上、議案第17号上士幌町農業体験者宿泊施設条例を廃止する条例の制定につきまし

て、その提案理由と内容についてご説明申し上げました。ご審議の上、ご可決ください

ますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第17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17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17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17号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第25、議案第18号財産の減額貸付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。 

  杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長兼選挙管理委員会事務局長 ただいま上程されました議案第18号財産

の減額貸付について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  旧東居辺小学校の土地及び建物については、平成25年第１回定例会において議決をい

ただき、平成25年５月１日から減額貸し付けを行っているところですが、本年３月31日

をもって貸し付けの期限を迎えることから、引き続き貸し付け料を減額し貸し付けする

こととしたいので、地方自治法第96条第１項第６号の規定に基づき、議会の議決を求め

るものであります。 

  １の貸し付けをする町有財産ですが、土地につきましては、学校用地、総面積２万

321.00平方メートルのうち、敷地内道路部分を除く１万7,461.48平方メートルとなって

います。建物につきましては、校舎、体育館及び教職員住宅５棟となっています。詳細
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につきましては、議案の一覧表のとおりであります。 

  ２の貸し付けの相手方ですが、上士幌町字上士幌東三線233番地、有限会社十勝養蜂

園、代表取締役斉藤直也氏であります。 

  ３の貸し付け料を減額する理由でありますが、学校跡地及び建物を貸し付けすること

により、新たな事業展開が可能となり、雇用の創出等の地域振興につながるとともに、

施設の有効活用が期待されることから、貸し付け料を減額するものであります。 

  ４の貸付期間は、平成30年４月１日から平成35年３月31日までであります。 

  ５の減額後の貸付料の額は、年額120万円であります。 

  なお、町の財産貸し付け料の算定基準に基づき算定される貸し付け料につきましては、

土地建物合計金額で1,272万4,965円であります。 

  以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。ご審議の上、ご可決い

ただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第18号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） この施設につきましては私もわかっておりますが、これ、面積

の縮小じゃなくて減額と書いてありますけれども、減額して120万円ということですけ

れども、月々、これ同等のものでも10万円と記憶しているですが、私の間違いでしたか、

その辺。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長兼選挙管理委員会事務局長 年額で120万円で、月にすると10万円と

いうことでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） ということは、月々10万円以上であったという理解でいいのか、

年額120万円以上のものだったのかということをちょっと質問したいんですけれども。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長兼選挙管理委員会事務局長 減額前の貸付料につきましては、1,272

万4,965円でありまして、これを120万円に減額して貸し付けるということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいですか。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18号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 
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（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第18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18号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１９号から議案第２４号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第26、議案第19号平成30年度上士幌町一般会計予算、日程

第27、議案第20号平成30年度上士幌町国民健康保険特別会計予算、日程第28、議案第21

号平成30年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算、日程第29、議案第22号平成30年度

上士幌町介護保険特別会計予算、日程第30、議案第23号平成30年度上士幌町水道事業特

別会計予算、日程第31、議案第24号平成30年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算、

６案を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第19号から24号までの平成30年度一般

会計並びに各特別会計予算の内容を申し上げます。 

  初めに、予算編成方針の要点でございます。 

  国は、平成30年度地方財政対策において、地方の安定的な財政運営に必要となる地方

の一般財源総額は平成29年度を上回る額を確保することとしておりますが、地方交付税

については2.0％、約3,213億円の減としております。 

  本町におきましては、平成29年度普通交付税の額が対前年比4.5％、１億2,358万円の

大幅減となり、平成30年度においても歳出特別枠の廃止の影響により、前年を下回るこ

とが予想されます。 

  このような中、第５期総合計画における5,000人のまちづくりを目指すための６つの

目標を実現するための施策はもとより、本町の喫緊の課題である人口減少と地方創生に

対する重点施策である上士幌町人口ビジョン・総合戦略の５つの基本目標である地場産

業で地域の活力を生み出すまち、子育て・教育の充実したまち、健康で安心して暮らせ

るまち、移住定住による人口減少を食いとめるまち、小さな拠点形成を目指すまち、さ

らにプラスワンとして掲げた生涯活躍のまちを達成するための施策を重点テーマとし、



－65－ 

積極的に推進することを方針としたところでございます。 

  それでは、平成30年度各会計予算編成の概要についてご説明申し上げます。 

  平成30年度の予算規模は、一般会計及び５特別会計の総額で98億5,766万5,000円とな

っております。前年度５月補正後の当初予算と比較いたしますと２億4,986万6,000円、

2.6％の増額となってございます。 

  一般会計につきましては、79億2,418万3,000円、前年度対比で２億5,843万8,000円、

3.4％の増額でございます。 

  歳入のうち町税につきましては７億184万7,000円、前年度対比853万6,000円、1.2％の

増額でございます。 

  地方交付税につきましては、26億6,100万円、前年度対比3,876万円、1.4％の減額でご

ざいます。 

  国庫支出金につきましては、３億9,759万6,000円、前年度対比１億5,439万9,000円、

2.8％の減額、道支出金につきましては、３億2,157万6,000円、前年度対比6,393万円、

24.8％の増額でございます。 

  寄附金につきましては、９億7,404万2,000円、前年度対比6,294万1,000円、6.9％の増

額でございます。 

  繰入金につきましては、10億8,984万9,000円、前年度対比8,796万6,000円、7.5％の減

額でございます。このうち主なものとして、財政調整基金からの繰り入れは６億9,010

万9,000円、ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金から１億6,030万6,000円、公共施設

整備基金から１億651万5,000円でございます。 

  町債につきましては、10億2,903万8,000円、前年度対比３億1,390万8,000円、43.9％

の増額でございます。このうち臨時財政対策債は、１億4,628万8,000円でございます。 

  歳出につきましては、上士幌版生涯活躍のまち推進のための上士幌創生包括プロジェ

クト事業や、地域包括ケアシステムの充実に向けた各種事業、基幹産業である農業の基

盤整備を初めとする地域産業の活性化対策、交流、移住・定住促進施策としての移住促

進、二地域居住事業、定住促進賃貸住宅建設費助成事業や子育て住宅建設費等助成事業

などを継続して計上するとともに、新規事業として平成31年度開業予定のナイタイ高原

牧場レストハウス整備事業や、平成32年度開業予定の道の駅整備事業、スクールバス更

新事業などを計上してございます。 

  次に、国民健康保険特別会計につきましては、７億1,487万2,000円の予算規模で、前

年度対比１億3,706万2,000円、16.1％の減額でございます。 

  平成30年度から、広域化により保険給付費のほか国民健康保険事業費納付金などの経
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費を計上してございます。 

  次に、後期高齢者医療特別会計につきましては、１億24万9,000円の予算規模で、前

年度対比1,324万8,000円、15.2％の増額でございます。後期高齢者医療広域連合納付金

が主な経費でございます。 

  次に、介護保険特別会計につきましては、５億7,364万4,000円の予算規模で、前年度

対比482万5,000円、0.8％の減額でございます。居宅介護サービス給付費や介護予防・

日常生活サービス事業費、認知症予防経費などを計上してございます。 

  次に、水道事業特別会計につきましては、１億8,821万7,000円の予算規模で、前年度

対比1,060万7,000円、5.3％の減額でございます。簡易水道施設改良にかかわる経費な

どを計上してございます。 

  次に、公共下水道事業特別会計につきましては、３億5,650万円の予算規模で、前年

度対比１億3,067万4,000円、57.9％の増額でございます。下水道施設整備に係る経費な

どを計上してございます。 

  以上、平成30年度一般会計並びに５特別会計の予算編成内容を申し上げました。詳細

は別途配付の当初予算資料のとおりでございますので、説明は省略させていただきます。 

  ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより質疑を行いますが、平

成30年度各会計予算の６案は、一括して予算審査特別委員会を設置し、これに付託して

審査したいと思いますので、各会計の予算案に対する質疑は大綱的な質疑にとどめ、詳

細な質疑は予算審査特別委員会において行うようご協力をお願いいたします。質疑ござ

いますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上をもって質疑を終結いたします。 

  ここでお諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案第19号から議案第24号までの平成30年度各会計予

算の６案は、議長を除く議員全員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これ

に６案を一括して付託して審査することにしたいと思いますが、これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第19号から議案第24号までの平成30年度各会計予算の６案は、議長を除

く議員全員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに６案を一括して付託
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し審査することに決定いたしました。 

  ただいま設置されました予算審査特別委員会の委員長及び副委員長は、委員会条例第

８条第３項の規定により、委員会において互選することになっておりますが、議会運用

例第113条の１の規定により、あらかじめ議会運営委員会において協議いたしました。 

  ここでお諮りいたします。 

  この際、予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選の方法は、議長の指名推選

によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、予算審査特別委員会の委員長及び副委員長は、議長において指名することに

決定いたしました。 

  それでは、指名いたします。 

  予算審査特別委員会の委員長に４番、佐藤曻議員を、副委員長に７番、早坂清光議員

を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  予算審査特別委員会の委員長に４番、佐藤曻議員を、副委員長に７番、早坂清光議員

を選任することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、予算審査特別委員会の委員長に４番、佐藤曻議員を、副委員長に７番、早坂

清光議員を選任することに決定いたしました。 

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

◎散会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしましたので、本日の

会議を終わります。 

  あすからは休会とし、本会議の再開は３月16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 ２時４０分） 
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 ────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 定刻となりましたので、ただいまより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

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

◎議会運営委員会の報告 

○議長（杉山幸昭議長） 議会運営委員会より、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、３月８日午後２時50分より、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。 

  以上で議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで暫時休憩といたします。 

（午前１０時０１分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時０１分） 

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

◎一般質問 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、一般質問を行います。 

  一般質問は、１名の議員から、お手元に配付のとおり通告を受けております。 

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

いたします。 

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

◇ 山 本 和 子 議員 

○議長（杉山幸昭議長） それでは、順次発言を許します。 

  10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 私は大きく２点一般質問を行います。 

  １点目、子供たちに「平和のメッセージ」を届ける教育の推進を。 
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  子供たちの命が大切にされるために、１番大切なことは、世の中が平和であることで

す。世界には紛争に巻き込まれて行き場のない子供たちや、命を落とす子供たちも多く

おり、胸が痛みます。 

  日本はどうかといえば、戦後70年たった今、ますます世界に向けて平和の尊さや、核

兵器の廃絶を訴えていかなくてはなりませんが、むしろ戦争に進むのではないかと思わ

されるこのごろです。 

  平和、安全法制、集団的自衛権の強行、さらには憲法９条に自衛隊を明記する案を３

月中にもまとめる方向で動いています。また、子供たちに対しては、道徳の教科化が小

学校で2018年から、中学校では2019年から開始されます。教育勅語はすばらしい理念で

あり、教材にしていいとの閣議決定までしています。戦前の教育に逆戻りするのではと

多くの方が心配しています。 

  国のいろいろな流れがあるにしろ、平和の願いは全ての人の思いです。上士幌町は平

成７年に非核平和都市宣言をし、平和市長会議にも加盟しています。そこで、教育委員

会として、町民、特に子供たちへの平和のメッセージを届けるために、命の大切さ、平

和教育を推進するべきです。 

  帯広市の例では、平成３年に核兵器廃絶平和都市宣言を行うときに立ち上げた非核平

和都市宣言市民懇話会が、そのまま核兵器廃絶平和都市宣言推進実行委員会となり、さ

まざまな取り組みを行っています。また、上士幌町は加盟していませんが、日本非核宣

言自治体協議会に加盟している自治体は、協議会の援助もあり、市民向け、小・中、高

生向けに映画会や平和式典への派遣などの事業を行い、協力して平和教育の推進を行っ

ています。 

  教育委員会として、さまざまな方の協力を得て、可能な事業から進めてはいかがでし

ょうか。 

  ２点目の質問です。 

  町民の暮らしを守るために。 

  高齢者の多くの方はわずかな年金で暮らしており、さまざまなものを節約しながら生

活しています。今後、消費税引き上げ等負担が押しつけられれば、生活はますます大変

になります。さらに、国は昨年12月、生活保護の基準の見直しを決めました。生活保護

の基準となる食費や光熱水費などに充てる生活扶助の支給額を平成30年度から段階的に

最大５％引き下げ、また、児童養育加算や母子加算も下げる予定です。生活受給者世帯

はもちろんですが、受給していない多くの方にも大きな影響を与えます。 

  国に削減反対を要望しつつも、町として影響を最大限抑えるよう、下記の件、質問い
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たします。 

  ①生活保護を受けている方への影響は。 

  ②生活保護を受給していない家庭への影響は。低所得者への各種施策は、生活保護基

準を目安にしているものが多くあります。例えば、個人住民税の非課税、医療費の自己

負担限度額の軽減、介護保険サービス、就学援助、最低賃金等があり、多くの方が影響

を受けます。 

  ③影響を抑え、生活を守るための施策を行うべきです。 

  ④生活困窮者の把握、支援をどのように行っているか。生活困窮者支援法が2015年に

施行されていますが、札幌での共同住宅火災など、不十分な点が指摘されており、国は

改正する予定でおります。国の実態はどうなっているのか。 

以上、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 山本和子議員のご質問にお答えします。 

  子供たちの命が大切にされ、安心して学校生活や家庭・社会生活を送ることは、誰も

が切実に願っていることです。 

  小学校における道徳教育は、特別の教科である道徳をかなめとして、学校の教育活動

全体を通じて行うものであり、道徳科はもとより、各教科、外国語活動、総合的な学習

の時間及び特別活動の特質に応じて、子供たちの発達の段階を考慮して適切に行うこと

としております。 

  例えば、小学１・２年生では「善悪の判断」「他者を思いやる心」、３・４年生では

「正しいと判断したことを行うこと」「社会生活上のきまり」、５・６年生では「法や

きまりの意義を理解」「郷土愛と他国への尊重」などが指導内容の重点となっておりま

す。 

  また、実施に当たっては道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養う

こととしています。昨年３月31日、国会における教育勅語の根本理念に関する質問に対

する答弁書の内容は、「学校において教育に関する勅語を我が国の教育の根本とするよ

うな指導を行うことは不適切であると考えているが、憲法や教育基本法に反しないよう

な形で教材として用いることは否定されるものではない」としております。 

  学校の教育課程の管理者である校長は、その指導力を発揮し、関係法規や社会的な要

請、学校や地域社会の実情を踏まえ、学校の教育目標と照らし合わせながら、教育基本

法の目的である「平和で民主的な国家及び社会の形成者」を育むことが責務であります。 

  学校教育における平和に関する取り組みとしては、児童会や生徒会と連携した交通事
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故や犯罪から身を守る取り組みを初め、保健福祉課と連携した生命のとうとさを見つめ

る学習などを行っております。 

  子供たちにとって、いじめや暴力、そして薬物乱用による健康被害のない安全・安心

な学校生活こそが、身近な平和を実感できる状況であると認識しております 

  教育委員会といたしましては、これまでもさまざまな教育活動の中で、人権を尊重し、

国際理解・国際協調の精神を育む教育活動を進めておりますが、今後一層、学校教育や

社会教育において、世界の平和と人類の福祉に貢献できる教育の充実に努めてまいりた

いと考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 引き続きでありますが、町民の暮らしを守るためにの質問にお答えいた

します。 

  生活保護制度における生活扶助基準額の見直しにつきましては、平成30年10月から３

回に分けて実施される予定であり、一部は増額となる場合もありますが、４年間で国費

を160億円削減する方針とされております。 

  １点目の生活保護を受けている方への影響としましては、町村の生活保護の実施主体

である北海道においても情報がない状況にあり、そのため、どのような影響を受けるの

かが明確となっておりません。しかしながら、基準額が引き下げとなった場合は、税金

や医療介護保険制度、福祉的サービス、教育サービスなどの負担増の可能性が考えられ

ます。 

  影響の想定については、年齢や世帯構成、就労状況などにより認定が判断されること

から、一律的に示すことは難しいところであります。 

  ２点目の生活保護を受給されていない方への影響についてですが、個人住民税制度に

おける非課税限度額の基準は、生活保護基準を勘案して設定されていることもあり、生

活保護の生活扶助基準額が変更となった場合には、低所得者において影響を受けるもの

と考えております。 

  厚生労働省は、生活保護基準額を減額しても、できる限りその影響が他の制度に及ぼ

さないよう対応することを基本的な考え方としており、非課税限度額を参照している国

の制度は、平成31年度以降の個人住民税の非課税限度額の改正を踏まえて対応する考え

が示されております。各自治体にその趣旨を理解されるよう依頼するとされております

が、具体的な内容については示されていない状況にあり、本町としては国の動向を注視

し、町民生活に大きな影響がないように対応を進めていきたいと考えているところであ

ります。 
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  ３点目の影響を抑え、生活を守るための施策としましては、三愛介護サービスや介護

予防事業、移動支援、福祉除雪など、総合的な生活支援策として実施してきており、平

成30年度からは低所得者に対する冬期の支援策として福祉灯油等支給制度を実施したい

と考えております。 

  ４点目の本町における生活困窮者の把握、支援についてですが、保健福祉課、地域包

括支援センター、社会福祉協議会、民生委員、とかち生活あんしんセンターなどへの相

談・訪問時に支援が必要とされる場合や、周囲から寄せられた情報などによって生活状

況の把握を行い、支援につなげていく実態にあります。 

  支援が必要な方は複合的な課題を持っていることもあり、各関係機関との協力連携が

より重要になってきております。昨年から町内会との協力による実態調査を社会福祉協

議会とともに始めたところであります。今後も地域と情報共有を進め、地域とともに安

心・安全なまちづくりに向けた取り組みを進めてまいります。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） それでは、平和の問題について、教育長のほうにまず質問し

ていきます。 

  教育長から丁寧な答弁いただきまして、ありがとうございます。私は具体的な町の取

り組みについて、全体的に質問したいと思って、今回一般質問いたしますので、その点

について質問していきたいと思います。 

  教育長の答弁の中の後段のほうに、人権を尊重し、国際理解・国際協調の精神を育む

教育活動を進めておりますとありますが、具体的にどういうことを進めているのか。私

も余り全体が把握できておりませんので、まずその点から質問したいと思います。 

  前段のそもそも論については、国のそもそもがあったにしろ、それは結構賛否両論分

かれることもありますので、具体的な町の取り組みについて質問したいと思って、今回

一般質問いたしました。具体的なこの国際理解・国際協調を含めて人権を尊重する具体

的な活動、今進めておりますとありますが、具体的にどういうことを進めているのか質

問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 お答えします。 

  国際理解・国際協調の精神を育む教育活動ということで、町の取り組みというお話で

したので、町の幾つかの取り組みを紹介したいなと思っております。 

  まず、平和、それから貧困撲滅のためにということで、上士幌中学校では平成27年か

ら３年間続けてユニクロの「服のチカラ」プロジェクトというものを３年間実施してお
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ります。これは、生徒会が中心となって、その陰で教員がその活動を支え、町内の学校

教育、社会教育等の施設に段ボールを置いて、そして、小学生、特に子供の服を回収し、

それをユニクロに送り込んで、そしてユニクロのほうからその貧困地域にある子供たち

の地域にその服を送って、平和、そして貧困がないようにという願いを込めている取り

組みがまず１つあります。 

  それと、国際理解・国際協調という部分でいけば、例えば教科の中をちょっと紹介し

たいなと思うんですけれども、６年生の教科書の上に、社会科の教材なんですけれども、

「長く続いた戦争と人々のくらし」という単元がございます。これは、世界文化遺産の

原爆ドームや平和記念資料館の館長の話が掲載されています。この教材では、戦争とい

うものを通していったときに、私たちの生活がどのように変化していったのか、なぜこ

ういったことが起きていったのかということが、教科書の中で出ています。 

  それで、この教材の中では教科書どおり進めてはいるんですが、ゲストティーチャー

を町のほうから招いています。昨年度については２人の方、戦争体験をした２人の方を

学校の社会科の授業に招いております。今年度は１人の方を戦争体験の方を招いて、戦

争の悲惨さ、そして、その生活がどういったぐあいで変化していって、そして、それか

ら復興した今、日本がどうあるんだということをお話ししていただいております。 

  なお、幾つかまだ紹介する部分はあるんですけれども、道徳教科の中では、これは道

徳の時間だけではなくて、学校の教育活動全体をというところでも進めております。例

えば、道徳の中では公平さだとか公正さというのを、学校の道徳の時間にロールプレイ

をしながらやってみたりということもあったと聞いています。 

  また、社会教育においては、平和に関する図書の集中展示だとか、それから昨年、一

昨年になるんでしょうか、戦後70年企画事業講演会というのが９月６日にありました。

これは、本別の空襲展があったり、それから、その講演として十勝と戦争といったもの

を通して、子供たちの平和への願いだとか、それから国際理解につなげていくだとかと

いう間接的にはなるんですけれども、そういった取り組みを今進めているというのが実

態でございます。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 具体的な取り組みは教育を通じてやっていると。学校がどう

のこうのすると、私は、こうすべきだということを述べるわけではありませんが、私、

いろいろ調べて教育委員会がどんなことをするんだろうか、どんなことを目指すんだろ

うかというので、再度いろんな資料を見たんですが、例えばユネスコスクールですか、
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それに関することを学園構想の中にはかなり重点的に書かれておりましたので、その精

神を組み入れながら取り組んでいるのかなと、若干そういう思いもあったんですが、そ

の点についてどんなふうにお考えなのかと。 

平成27年、26年ころですか、学園構想を考えるときに、ユネスコスクール、上高が入

っているので、上士幌も入ったかどうかわかりませんが、入っているなら入っていると

いう答弁があればいいんですが、そのユネスコスクールの関係も含めて平和教育を取り

組んでいくのかなというふうに思って、今回資料を改めて隅々まで見させてもらう。そ

の点についてどんなふうにお考えなのかと。それから、ユネスコスクールに上士幌の学

校が加盟しているのかどうか、まず聞きたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 ユネスコスクールにつきましては、上士幌高等学校は加盟

しております。義務校については加盟しておりません。かみしほろ学園は連携教育部会

と研修開発部会と、それから、複式、大きく３つの組織で成り立っていますが、それを

取り扱っているのが連携教育部会になります。 

  ユネスコスクールの精神をということで、部員が今いろいろ話をしています。ただ、

今の状況の中ではユネスコスクールへの加盟ということではなくて、幼小中高が共通の

いくつかのテーマを持って、その課題をみんなで協力して乗り越えていこうということ

で、例えば環境学習とか、例えば、今、上士幌高校で行っている上士幌学といったよう

なところ。そういったものを今重点的に考えて平成30年度に向かっていこうかと考えて

います。 

  ただ、その平和学習という部分については、現在の段階だとそこの項目を学園の構想

の中では今入っていないということはお伝えしておきたいなと思っております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 数々いろんな取り組みをしているということは、教育長の答

弁でわかったんですが、学園構想の、これにこだわるわけではないんですが、一番の具

体的な活動の３章の中の幼保小中高一連の中の一番トップにユネスコスクール指定への

取り組みとなって、ユネスコスクールのことが物すごく書かれているものですからどう

なのかと。それで、その記述の中には平和が抜けているのでどうなのかということで、

ちょっと今、教育長の答弁で、今は平和は取り組んで……、このことに関してはね。ユ

ネスコスクールに関しては取り組んでいないと。 

ただ、ユネスコスクールも私、憲章からユネスコスクールは全部調べたんですが、ユ
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ネスコスクールというからにはやっぱり平和のことが一番だと思うんです。世界に向け

た、先ほどユニクロを通じていろんなものを困っているところに、世界に向けて多分送

っているんだと思う。それも一つのユネスコの関係の活動になるんだと思うんですが、

その辺をちょっと確認したいなと思って質問させてもらいました。 

  それで、今回、学園構想自体は教育委員会もかかわっている事業ですので、その中に

ぜひ、学園構想の柱がユネスコと一番先にあるものですから、そのいろんな課題の中に

やっぱり平和を、ユネスコスクールに加盟する、しないは別としても、平和の課題をそ

こに入れてほしいと思うんです。ここに全く平和のことがないのと、あと、具体的な中

には小さく平和教育とあったんですが、その辺についてどんなふうに考えるのか質問い

たします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 かみしほろ学園、今動かして２年目になっています。当初、

そのユネスコスクールの加盟ということも視野に、去年、私、一般質問、議会の中でも

ユネスコスクールという言葉を使っています。 

  この１年間通した中で、ユネスコスクールの加盟という前に、ことし１年間の反省の

中では、持続可能な取り組みをしていったほうが、まずはいいんじゃないかと。エント

リーをするということの前に幼小中高が共通のテーマを持って、そして、持続できる取

り組みを１本２本進めていったほうがいいのではないかというのが、連携教育部会の考

えでもありました。 

それについては、まだ動かして２年目ということもあって、大きく一歩踏み出すとい

うよりは、小さな一歩を積み重ねていったほうがいいというのも、私のほうも考えてい

ますので、平成30年度、今、議員おっしゃったように、ユネスコスクールというのは、

基本はやはり平和的なと、そういったものを通して横のつながりを持っていこうと。こ

こでいけば高校を中心にしながら、みんなで取り組んでいこうという考えは、それは間

違っていないと僕は思っていますので、平成30年度の初めに、こういった取り組みの方

向もありますよということでは、情報提供していきたいなと思っております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 私も改めて学園構想の中にユネスコというのがトップにあっ

たものですから、それはすごいいい方向に向かっているんだなという気がいたしました。

ただ、先ほど教育長が答弁しましたように、まず、できることを幼小中高とやろうとい

うのはわかりました。それで平成30年度から具体的な取り組みを進めていこうと。私今
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回のテーマが平和の問題ですので、平和的なアピール、子供たちにメッセージをどう届

けるのかと。どういう活動をするのかというので、こうしなさいというわけでもないん

ですが、連携推進協議会の中で、ではどういうことを幼小中高でユネスコの精神に基づ

いて、まずユネスコのことから学習しなければいけないと思うんですが、ユネスコ憲章

もずっと見たんですが、本当に戦争の反省から生まれて、平和という言葉がいっぱい書

いてあるんです。その平和をどう守るかと、どういうふうに学校で実践するかという、

それがユネスコスクールの精神であり、文科省の認定する基準といいますか、あると思

うんですが、そのことをやっぱりまず学習をすると、それには国際的なことも知らなき

ゃいけませんし、では何ができるかと。それはやっぱり事務局である学運と推進協議会

の事務局、教育委員会がどんなふうにその輪を広げていくかと。それが私すごく今まで

やっていることのつながりになっていくのかなと。平成28年から始まって、８、９と２

年経過して、その中ではまずできることをやろうと。それで平成30年から具体的なユネ

スコの精神に基づいた平和の問題をどう取り組むかと。それは段階的にはいい……、い

いといいますか、前向きな答弁なのかなと思っています。その点について、もうちょっ

と突っ込んで具体的にどういうふうにしていくのか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 かみしほろ学園の本部長は、私が本部長になっております。

学園の中では、先ほども申し上げたとおり、ユネスコの最初エントリーという話が先に

あって、そういった言葉を発してきたわけですけれども、先ほどもお話ししたとおり、

エントリーの前にもう少しみんなで学習していかないといけないよねと。それは、ユネ

スコの気持ちをきちっと酌み取った中で、今、平和の学習だとか教育だとかというのは、

こども園だけではやっぱりだめであって、小学校だけでもだめなんですね。やはり、町

全体の子供たちが安全・安心な生活ができるようにということが、このかみしほろ学園

の一つの願いでもありますので、これは平成30年度、４月の頭に総会があります。その

後に連携教育部会のいろんな取り組みがありますので、その辺の精神の部分ももう一度

触れていきたいなと考えております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） わかりました。 

  具体的に目の見えるところといったら上士幌にいる子供たちの命が大事にされるかど

うか。例えば、いじめの問題も含めて不登校の問題含めて、そこから多分出発するのか

もしれませんけれども、そのことを基準にしながら、やっぱり戦争の問題を含めて、平
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和に向けていくようなことを、これから取り組んでいくという答弁だったと思いますが。 

  それでは、今度は教育委員会として、先ほどはユネスコスクールの関係は連携部会で

すので、教育委員会とまた別のところでいろんな組織がありますので、それはそれとし

て、教育委員会独自で何か推進する方策が、学校じゃなくて、教育委員会として何か進

めることを考えているのか、まず質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 学校教育は校長が中心となりながら、それぞれ教務の担当、

研修の担当がいます。そういった先生方は、例えば、きっとご承知だと思うんですけれ

ども、いろんなところからいろんなメッセージが届いてきます。こういったコンクール

に出してみませんかと。それは、それぞれの今度は学級担任が学級経営の中で、子供た

ちにこんな力をつけさせたい、書く力という部分もあるかもしれませんけれども、こん

なメッセージを学級で取り組みたいということは、そこは学校が主体的に判断するとこ

ろだと思っております。 

  それで、今のご質問は教育委員会としてということになります。やはり、これはそう

なると教育委員会としては、学校教育にこれをしなさいということではなくて、社会教

育の領域で少し考えてみたいなと思っております。 

  こういった戦争の悲惨さだとか、平和、健康、安全というのは、やはり誰もが願って

いることだと思っております。ですから、せっかく今できた町民の憩いの場、触れ合い

の場、集いの場である、そして、学びの場である、例えば、わっかの中の展示会を通し

てメッセージを発信していきたいなと。これはできる取り組みとして可能かなと思って

おります。 

それ以外では、あと、学校と委員会と連携をしながら、取り組み可能なこととしては、

何か川柳をちょっとやってみようかとかだとか、一句つくってみようかだとか、そうい

ったもの、または、文化祭等に向けて何か１本新しい企画をしていこうかだとか、そう

いったことが今後予想されますし、そういった取り組みも通してみんなで考えていかな

ければいけないものだと思っておりますので、いろんな関係のほうからの声も拾いなが

ら、議員が懸念している部分の解決に少しでも向かっていければなと思っております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 先ほど教育長の答弁の中で、どんなことをしていますかとい

うので、平和コンサートをやったと。私、そうだったなとか。あと、図書館の中で平和

の本を展示したと、ああそうだったなという思いもするんですが、なかなか全体が把握
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できなくて、ああ、そういうことをしてきたんだということが、町民にもっとアピール

できる形でできたらいいのかなと思っています。 

  例えば、帯広市は非核平和都市宣言推進実行委員会がありますので、平和都市宣言し

た年にできた団体が、そのままずっと実行委員会と組んださまざまな特集を組んでいて、

私もネットを見ながら実際に見たらこういうふうにいろんな、例えば長崎原爆展だとか、

平和の詩を募集、絵を募集してカレンダーをつくった―カレンダーを持ってきてい

るんですが、ちょっと後で見せますので―とか、あと平和コンサートをやったり、

そういうのを一連の行事として、これは町のことも関連するんですが、一連の行事をま

とめて、こういうことをしていますよというのを取り組んでいますので、そういうのも

ぜひ参考にしたらいいのかなと私は思っています。 

  先ほど小学校に対する語り部の授業ですか、それもやったと。それは学校の授業です

ので、それを図書館としてやるとか、そういう社会教育の面での取り組みをこれからど

んどん進めていけばいいのかなと思っているんですが、その点について、平成30年度に

向けて何かいい事業があれば、進める事業があればお聞きいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 例えば、Ｊアラートというのも昨年鳴っていますけれども、

法に基づいた学校運営協議会、学校、コミュニティ・スクールの中で今取り組んでいる

のは、これはどちらかといえば行政が主体となりながら、挨拶運動なんていうのも、ま

ず１つ今進めています。そういった子供たちの登校時間帯に地域の方々が外に出て、ま

たは、子供たちの下校時間帯に地域の方々が出て子供たちに声をかけると。顔の見える

地域社会づくり、それがもしそういったときにそういう警報音が鳴ったときに、子供た

ちの命が守られると、または、どうやって避難すればいいのかというようなところが、

きっと広がっていくんじゃないかなと思っております。 

  今、平成30年度、これをやるというところまでは実は行って……、ここで言い切れる、

断言できるものはありませんけれども、小さい積み重ねをどんどんふやしていければ、

子供たちにそういった、答弁の話でもあったように、安全・安心な地域社会、それが子

供たちにとって一番平和なんだ、安全なんだということを日ごろから積み重ねていけれ

ばなと考えております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） Ｊアラートまでいくと、ちょっと筋がそれてしまうんですが、

要するに、平和の問題をどういうふうに子供……、子供たちだけじゃないです、教育委
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員会ですので年配の方も含めて、どんなふうに進めていくかと。もちろん挨拶運動から

始めて、コミュニティ・スクールで今回挨拶運動しましょうと、それももちろん必要だ

と思うんですが、どんなふうに平和についての具体的な推進、アピールをするのかと。

先ほど図書館の中で展示をやったと。それをまた例えばことしも予算組まれているか、

図書館の活動ですので、例えばそういう例とか、例えばことしすると、来年はどうのこ

うのじゃなくて、例えばこういうことを図書館ではちょうどそのころに平和の図書を展

示するとか、例えば鶴を折りながら平和に思いをやるとか、平和コンサートをやるとか、

何かそういう柱をつくって持続的に、それこそ持続的にやることを進めたらどうかなと

私は思っています。 

  それと、あと何よりも、私も何年か前に平和展をやったことがあるんですが、いろん

な方の協力が必要だと思うんです、いろんな運動している方々の。だから川柳もいいん

ですが、その方々を支援する活動。例えば前展示するときに、なかなか団体名があると、

そこを有料・無料で結構クリアできなかったりするんですが、そういう平和を願う、今

のところどういう団体があるかわかりませんが、そういう方々が提示したりコンサート

したり、何かするときにはやっぱり支援する形をとることも、教育委員会が全てやると

いうのではなくて、いろんな方の協力、いろんな方の活動を支援するという方向が一つ

なのかと思って質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 例えば図書館であれば、決して予算がかかるということで

はありませんので、例えば７月から８月にかけての集中的な図書の展示、そういったこ

とがまずできるのではないかと思っています。 

  これについては、図書館と、あそこはいろんな時期になれば、子ども読書の日が近づ

けば、子供の読書にかかわる本もやっぱり出てきますし、または、子供たちに読ませた

い200冊というのを道のほうで選定していますが、そういった本があればそれも新たに

展示をしています。そういったことで、できる取り組みとしては図書の展示というのは

まずできるだろうと思っています。 

  それからもう一つ、いろんなグループや団体が企画してくれるのは、これは生涯学習

という観点から立っても、大変いい話だなと思って今聞いていました。そんなときに、

教育委員会としてできる支援と、これは金銭的なものというよりも、むしろ物的な支援、

会場の提供、それからそれに伴う人的な支援等についても、取り組みは可能だと思って

おります。そういった思いを形に表したいというグループがあれば、教育委員会のほう

に窓口に来ていただければ、こちらのほうもしっかりそれに適切に対応していきたいな
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と思っております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） わかりました。 

  具体的に今やってきた取り組みをさらに進めると。図書館は展示してきたものをさら

に持続的にすると。今、図書館はクリスマスならクリスマス、何かあればすごく玄関を

入ってわかりやすいような展示をしていますので、それは図書館の活動の中で、ぜひ生

かしてほしいなと思っております。 

  あと、いろんな地域団体の、いろんな方の協力を得ながらというので、私ももちろん

いろいろやりたいなと思うことはあるんですが、そのときにはまたぜひ協力をお願いし

たいと思っています。 

  それでは、次の課題について、町長のほうに質問したいと思います。 

  生活保護に対する影響については、一律的には難しいという答弁がありまして、上士

幌町の実態はどうかというのも、私も全体の個別のあれはありませんが、全体的にはや

っぱり影響を受ける方は、上がる方が26％、お金が上がる方も確かにいるんです、だけ

ど、下がる方が67％、最大1.8から５％。それで、上士幌町の中でどうかといったら、

結構、僻地で３級のほうは結果的にはふえる方が多いんではないかということもあるん

ですが、でも下がる方もいたときに、かなり影響が出るということについて、どんなふ

うに今把握しているのかどうか。 

それと、そのときに、ことしの平成30年10月でしたか、以降でしたか、そのときから

実施されてどうのこうのじゃなくて、できるだけ情報を、北海道のほうも多分出してく

ると思うんで、情報をきちんと把握をしながら、影響については先へ先へ把握しながら

進めるべきと思っています。その点について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 制度については、５年に１回見直しをするということで、どちらかとい

うと下がる傾向の中で、今、見直しが行われているということでありますが、前回も同

じようなことでの下がるのではないかという懸念されましたが、結果的には今お話あっ

たように、地域的な環境、僻地という、交通の不便さだとかいろんな条件があって、本

町においては結果的に下がることはなかったということであります。 

  でも、今回また５年に一度という節目の中で見直しをするということでありますけれ

ども、今お話があったように、そのときそのときの国のほうの制度、この生活保護とい

うことではなくて、例えば教育制度のありようだとか、社会制度のありようだとか、い
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ろんなところも変わってきているということはありますから、それらに合わせて適切に

生活保護のほうも生活扶助等々を見直しするという連携をとられた上での見直しだとい

うふうに思っております。 

  本町についても、今具体的に、おおよそ全体の67％が下がるのではないかというふう

に言われていますけれども、これもまた具体的に見えていることではありませんので、

今段階でどうなるかということはなかなか難しい、情報も含めて難しいというふうに考

えております。 

特に、ご承知のとおり上士幌町の生活保護世帯、それから、保護者含めて管内的にも

どちらかというと多いということでありますから、全体で見ると影響を受けやすいとい

うふうに思いますし、それから、生活保護を受けていなくても年金生活で暮らしている

人方も付随して結構いらっしゃるというふうに思いますから、低所得者等については非

常に私どもとしても、この制度がどうなっていくのか敏感に感じ取って、そしてまた、

できるだけ早い段階から情報を収集しながら手を打っていく必要があるというふうに思

っております。 

そのときに、当然今町が行っているさまざまな社会制度、社会新制度というのがあり

ますから、そういったことも勘案した上での対策ということになってくるかと思います

けれども、いずれにしても制度が改正される年であるということでありますから、これ

からの政策課題の中の一つとして、十分配慮をしながら対策を講じていきたいなと、そ

う考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 具体的に、前回のときにはふえるふえないではさほど影響が

なかったと。それからあとは、例えば住民税非課税の問題や就学援助の問題でも税制改

正のときに配慮してくれたということがあって、影響は少なかったのかなということも

情報ではあるんですが、先ほど町長の言いましたように、なかなか連携しながらやるに

しろ、住民税非課税については平成31年の改正、すぐ影響が出るわけであります、その

ときにきちんと影響が出ない方向で検討するということもありますが、例えば、一番影

響を受けるのは生活保護を基準にしている住民税非課税の問題、就学援助の問題、それ

からあとは介護保険の利用料の問題など、あともちろん医療費もそうですね。低所得者

というのはやはり非課税世帯になりますので、非課税世帯の基準が変わると、そこから

外れる医療費が上がったりする方がかなりふえるんではないかと。その点について、１

年後２年後の改定でどうのこうので何でもなくて、従来どおりやればいいんですが、そ

のことも十分踏まえながら、平成30年、31年に向かってはそれなりの政策をとるべきだ



－87－ 

と思っていますが、その点について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 これまでもかなり非課税世帯、あるいは低所得者世帯に対する支援とし

ては、町独自としてさしていただいていると、そう思っております。町としては三愛計

画、生活保護や、あるいは非課税世帯、それから要介護者以外の非常にこのいわゆる国

施策の支援、社会保障の乏しい暮らしの方々、結構この辺についてはいらっしゃるとい

うふうに思っております。精いっぱい頑張って生活している姿も感じ取っておりますか

ら、そのあたりのこの町で安心して暮らすための支援策というのは、このことによって

さまざまな影響がどのように出てくるか、まだ見えませんけれども、特に年金暮らしの

所得の低いところあたり、この辺についてはいろいろ気配りや、あるいは安心して暮ら

せるような、そういった支援策についてもしっかりと対応をしていきたいというふうに

思っております。 

  特に今回町としても独自にこの町で安心して生涯暮らしてもらいたいという思いを込

めて、生涯にわたって元気で長生きしてもらいたいというようなもとに、新たに基金条

例、ふるさと納税の基金条例等もつくらせていただいておりますから、そういった意味

で生活保護者はもとよりでありますけれども、その付近のところで本当に頑張っている

人方に対しても、しっかりと光を届けたいなと、そう考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） わかりました。 

  生活保護に対する影響というのは、今すぐどうのこうのというのは見えてこないもの

ですから、その時点も含めて、これからも含めて、よく見極めながら政策をとってほし

いと。先ほど町長が言いましたように、生活保護を受けている方だけじゃなくて、本当

に年金暮らしの方、生活保護のぎりぎりの方々が大変だという意味では、今回福祉灯油

とか三愛サービスの中でも十分いろんなことを盛り込んでもらいました。これからも、

その辺について見極めながらしっかり守っていくという答弁でしたので、そのことをよ

ろしくお願いします。 

  最後に、４点目の生活困窮者に対する施策なんですが、一応念のためにお聞きしたい

と思うんですが、札幌での生活困窮者の生活保護を受けている方々の住宅が火災になっ

たと。それには条件的にかなり厳しいことがあったのですが、町内にはそういう民間団

体が経営するそういうところはないと思うんですが、その点について把握いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今お話があったように、本町には同様の施設については運営されていな
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い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） それで、それにかかわる次の質問なんですが、生活困窮者と

言われる方々に対して、町内会と協力による実態調査を社会福祉協議会とともに始めた

ところですというのは、どういう具体的な調査をしているのか、援護台帳ですか、あれ

はあれとしてあるんですが、あれは町内会とかいろんな方との社会とも共有できない情

報なので、なかなか使いづらい面があるんですが、それとはまた別に何か新たな協力体

制のもとに実態調査をしているのかどうか、その点について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 これから高齢者福祉、あるいは地域包括支援センター、こういったこと

の充実するという上で、大事な１つが、支え合う仕組みをどうつくるかということだと

いうふうに考えております。それで、支え合うためには一法人だとか一地域だとか団体

だとか、そこでなかなか解決できるものではないというふうに思いますし、そしてまた、

支え合う、それは生活の現場のところにいかに踏み込んでいって、それできめ細かい情

報を収集して、それらにどうお互いに対応するかと、それぞれの立場から支援をしてい

くかというようなことになってくるだろうと思いますけれども、そこのところの手だて

というのは、今まではどれだけできていたんだろうかというような反省のもとに、新年

度、また新たに生活支援のコーディネーターの配置を社会福祉協議会等にさせていただ

きますけれども、全ての町内会、そういった意味では町内会がベースになる、隣近所が

どのような生活をなされているのか、誰が住んでいるのかと、そして、そこにはどんな

悩みを持っているのかというのは、やっぱりそういったところに踏み込んでいかなけれ

ば、なかなか把握はできないだろうということでの、今そういった意味での調査を始め

ている。 

今までは小地域ネットワークというようなことでありますけれども、さらにそれを精

度の高いものに進めていくということでありますけれども、まだ町内では全体的なそう

いった流れの枠に行っていませんので、とりあえずはモデルケースとして理解をいただ

ける町内会と連携を取りながら、その辺の調査をさせていただいて、支え合う仕組みを

つくり上げようと。モデル的なそういった仕組みができて、それをほかのほうにも波及

できればいいなというふうに考えております。 

  そういった意味でも、社会福祉協議会に今配置するコーディネーター、あるいは法人

の役割もますます力を発揮、あるいはその辺のことについても理解を得て、事業の中に

も参加してもらいたいなと考えています。 
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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） わかりました。新しく社会福祉協議会に配置するコーディネ

ーターを中心にという意味で社会福祉協議会が出てくるのかなと思って把握いたしまし

た。 

  なかなか台帳があっても、保護の関係からできないと。でも、隣近所、町内会を含め

て結構実態を知っていればすぐに助けに行けるとかいうこともありますので、それはそ

れとして進めてほしいと思っています。 

  それと、私も何人か把握しているんですが、困っている方が役場に電話１本かければ

いいんですが、なかなかかけない、かけられないと。でも困っていると。でも私が間に

入るわけにはいかないということが多々あります。そういうときにいろんな方の協力を

得ながら、その方はどうするかと、電話１本もらえれば役場の職員の方が訪ねて行った

り、それによっては十勝振興局に相談しながら手助けする方法があると思うんですが、

それについていろんな方の、先ほどのコーディネーターも含めた活動もそうなんですが、

いろんな方の協力を得ながら、全てが町がとか担当者という意味じゃなくて、そういう

手助けが必要なのかなと思っています。 

先ほど答弁がありました、連携をとりながら町内会、とりあえずことしはモデル町内

会を指定しながらということですが、ぜひその辺についてはいろんな方との連携をとり

ながら、まず電話をくれると、電話をくれれば、電話もしない、なかなかそういう方は

電話をしなかったり、もちろん訪ねて行けなかったりすることがありますが、その点に

ついてきちんといろんな方との連携をとりながら、協力をとりながら進めてほしいと思

っています。 

  その点について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 重ねてになりますけれども、一団体や一個人なり、そのレベルでは問題

の解決というのはなかなか難しいというふうに思います。さまざまな、抱えている課題

というのは、仕事のことだとか、あるいは疾病を抱えているだとか、いろんな条件がそ

れぞれ違います。一律的でないということでもありますから、そういった意味で、関係

するところを皆さん方で力を合わせてということになってきますけれども、生活支援、

やっぱり基本的には自立するということが一番大切だと、それは思います。そういった

意味で、さらに自立するという前提での支援はこれから、今、生活支援コーディネータ

ーの話もありますけれども、そういう視点で連携をとって、しっかりとサポートしてい

くという体制が必要だと思います。 
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  今まではどちらかというと、いろんな情報を持っても守秘義務が先行して、なかなか

本当に人が困っているところに肉薄して行けなかったということがありますけれども、

大事なのはやっぱり、その人が本当に困っているときに、一人の問題ではなくて、みん

なでその問題に立ち向かっていくということが大切になりますので、そういう意味では、

さまざまな情報もきっと理解してもらえ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） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 最後の質問になりますが、先ほど納税金の関係も基金に積ん

でそれも活用するということがありましたが、やはり、いつ誰が何どき困窮になるか、

交通事故があったり病気になったり、いろんなときにやっぱり今の生活ががらっと変わ

って大変なことになることというのは、誰もがあり得る問題だと思うんです。そのとき

に、行政含めて、町内会含めて、いろんな方がいろんな方法で助け合うというのか、そ

ういうことを基本にいかないと、その方を守ることが結果的には町民の方一人一人を守

るということになりますので、そういう視点について行政は進めてほしいなと思ってい

ますが、その点について最後質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 生涯にわたって安心・安全に暮らすというための条件、さまざまな条件

があると思います。物理的な面での経済的な、あるいは金銭的な問題もありますし、も

う一つ大事なのは、どちらかというと今までそちらのほうが行政サービスの大きな柱に

なっていたところもあるかと思いますけれども、それと同時に、やっぱりお互いに支援

する、支え合うと、ここが最終的にその困っている人方も、生きている実感だとか、あ

るいは生きるための意欲につながっていくものというふうに思います。 

  そういう関係でのソフトの面の充実、物理的な面での支援、両方ともうまいぐあいに

バランスのとれた形での支援策を講じることによって、町民の不安や安心につなげてい

きたいなというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 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。 

  ここで暫時休憩といたします。 

（午前１０時５７分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時５７分） 

 ────────────────────────────────────── 
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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３月20日火曜日午前10時でありますので、ご承

知願います。 

  本日はこれにて散会といたします。 

（午前１０時５８分） 
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 ────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 定刻となりましたので、ただいまより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

（午前１０時００分） 

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

◎議会運営委員会の報告 

○議長（杉山幸昭議長） 議会運営委員会より、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、３月16日午前11時30分より、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１、陳情第１号は、質疑、討論を行い、採決を起立により行うこと

といたしております。 

  ２点目は、日程第６、議案第19号から日程第10、議案第24号までの平成30年度各会計

予算は、６件を一括報告とし、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  なお、５特別会計においては、特別委員会での討論がなかったことから討論を省略す

ることといたします。 

  ３点目は、日程第13、議案第25号から日程第14、議案第26号まで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28号から日程第17、議案第29号まで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。 

  ５点目は、日程第21、議案第33号から日程第26、議案第38号までは関連がありますの

で、６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。 

  ６点目は、日程第27、議案第39号から日程第28、議案第40号までの平成29年度一般会

計及び国民健康保険特別会計補正予算案は、一括上程とし、議案ごとに討論、採決を行

うことといたします。 

  ７点目は、日程第29、監報告１号から日程第30、監報告２号までの２件については一
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括報告することといたします。 

  以上、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

◎陳情第１号の上程、報告、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、総務文教厚生常任委員会審査報告を行います。 

  陳情第１号、核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書採択についての

陳情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会委員長の報告を求めます。 

  総務文教厚生常任委員会委員長、中村保嗣議員。 

○総務文教厚生常任委員長（中村保嗣議員） 陳情審査報告、総務文教厚生常任委員会。 

  本委員会に付託されました陳情については、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94条第１項の規定により報告いたします。 

  審査事項、陳情第１号核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書採択に

ついての陳情、平成30年３月６日付託。 

  審査年月日、平成30年３月13日、１回。 

  審査場所、委員会室。 

  説明員、千葉副町長。 

  審査結果、本委員会は、副町長の出席を求め慎重に審査し、不採択とすべきものと決

定いたしました。 

  委員会の意見、陳情内容は、日本政府は速やかに核兵器禁止条約に署名と批准するこ

とを求める意見書の提出を望むものであります。これは、昨年７月７日に、核兵器禁止

条約が国連会議において採択され、核兵器にかかわるあらゆる活動を禁止し、同時に被

爆者や核実験被害者への援助を行う責任も明記されたものになっています。 

  委員会としては、慎重審査の結果、願意については理解するものの、現在の国際情勢

を鑑みたとき、核保有国の参加がない中で地方議会からの提出は時期尚早とし、不採択

とすべきものと決定いたしました。 

  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。 

  ７番、早坂清光議員。 

○７番（早坂清光議員） ただいま委員長から、陳情が出された分について報告がされま

した。 
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  町民の皆さんからいただいた陳情、あるいは付託を受けた案件については、慎重に審

査をしていかなきゃならないということだというふうに受けとめます。そんな中で、国

際情勢を鑑みというような言葉で、時期尚早というようなことの審査結果ということで、

不採択ということで報告がされました。 

  実際、委員会の中でどのような審査、あるいはご意見等があった結果としてだったの

か、もう少し詳細に説明をいただきたいことと、あと、この陳情審査がどれぐらいの時

間をかけて審査をされたのかお伺いをしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 中村委員長。 

○総務文教厚生常任委員長（中村保嗣議員） 細かくどのような意見があったかというこ

とでございますけれども、委員会一同、ただいま結果報告を申し上げましたように慎重

に審査しまして、陳情者のお心ですか、それとお気持ち、その辺も十分理解いたしまし

ておりましたけれども、現在の国際情勢等に鑑みまして、また、核保有国の参加がない

中でこれを提出するのは時期尚早であるというような結論に達しまして、不採択という

意見が多かったということでございます。 

  それと、時間につきましては、はっきりとちょっと時間覚えておりませんけれども、

約30分ぐらいでしたですかね。 

○議長（杉山幸昭議長） 早坂議員、いいですか。 

  ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 今、30分ぐらい審議をしたということですけれども、国際情

勢に鑑みというのは、どういう国際情勢が、国際情勢について恐らくいろいろ議論があ

ったんだと思うんですね。なかなか国際情勢を分析するというのは、こういった地方議

員にとっては厳しい部分があるのかもしれませんけれども、あえてそういう理由であれ

ば、今の国際情勢はどういったことで、こういった批准をすることに対しては時期尚早

だとしたのか、余りに抽象的で、国際情勢をどういうふうに判断したのかということが

見えていないというか、報告をしていないので、議論のあった中でその部分についてま

ずお聞きをしたいということ。 

  それから、慎重に審査をしたということで、当然そうあるべきだと思います。そうで

あれば、まずもう一つ、陳情者の意見を聞いてみるということをすべきではないのか。

日ごろ私たちは、町民の意見に耳を傾ける、町民の声に耳を傾けるということを大事に

しなきゃいけないということを、お互いにこれは理解をしているところです。 

  だとしたら、参考人、あるいは休憩中、お話を伺ったところ陳情者の１人は傍聴され

ていたというふうに聞いております。休憩をとってでも、もし、了解を得られればそう
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いった人の意見を聞くというか、思いを聞くということが、丁寧な対応ではなかったの

か。そして、そういった意見が全く出なかったのかも含めて、この際、お聞きをしたい

と思います。 

  それから、もう１点は、これは今、３月議会で当初予算の特別委員会質疑が終了して、

可決の方向で動いています。この中に、竹中町長が参加をしている平和首長会議という

ものに、2,000円の支出をしています。この中身は、明確にこの核兵器禁止条約を進め

るという方向で、この会議は決議をしていますし、そういう運動をしています。そこに

支出を、これは参加費用ですから2,000円程度ですけれどもしている、こういったとこ

ろと意思の反発が起きないのかどうか。 

  これは、皆さんも賛成をした予算ですし、そういうことになれば、副町長も出ておら

れたというのであれば、副町長はどういった答弁をしたのか。当然、聞かないなんてい

うことはないと思うんですが、そういった質問はなかったのかどうか。 

  さらには、この町は非核平和都市宣言をしています。これとの整合性は、どのように

理解をしたのか、その辺の議論があったのか、なかったのか。こういったことがきちん

となければ、十分時間をとって継続審査としてこの審議をする。つまり、これは参考人

招致でもしなければ、質疑をする相手がいないわけですから、当然、討論を中心とした

審議になってしまいますから、そういった中で考えたとすれば、委員長が慎重にと言わ

れたのは、何をもって言われたのかな。 

  当然、今言ったことが十分協議をされて、30分の時間の中で終わったとするならば、

それは理解をするところなんですけれども、それも含めて、ひとつお聞きをしたいと思

います。 

  何点かありましたが、よろしくお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 中村総務文教厚生常任委員長。 

○総務文教厚生常任委員長（中村保嗣議員） １点目の、国際情勢という問題でございま

すけれども、現在、北朝鮮の核及びミサイル問題がございます。そして、日本はアメリ

カの核の傘のもとにあります。そういう中でのこの核兵器禁止条約に賛成するのには、

そういう隣国の問題等がありまして、時期尚早ではないかというようなことでございま

す。 

  それと、参考人の招致の件につきましては、いただいた陳情書をよく見てみますと、

非常に理路整然と内容が書かれております。それと、現在のマスコミ等から得られた知

識、それらでよく理解できるものであったということ。それと、審査に当たっての参考

人、意見を聞くという声がなかったということで、こういう流れで、参考人の意見を聞
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くことなく、慎重審査で判断しております。 

  それと、核兵器廃絶の宣言の町でございます。この問題についても整合性の問題もあ

りますけれども、それとこれとではまた。この意見につきましては、副町長の意見等は

聞いておりません。委員の反対意見が多数であったということでございます。 

  それから、継続審査の件ですけれども、これにつきましては、１名の方から意見があ

りました。委員会でそれを継続するか否かお諮りしましたけれども、反対意見多数で継

続審査は反対が多かったです。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 非常に残念に思います。 

  恐らく、今会期、３年を過ぎて、間もなく改選期を町議は迎えるわけでありますけれ

ども、恐らく、陳情は初めてだというふうに思います。私は長く議員をしていますから、

当初のころは非常に陳情が多くございました。それも町内の道路であるとか、あるいは

施設要望であるとか、請願も含めて大変多くあったわけでありますけれども、近年は、

そういったことも非常に少なくて、町民から陳情という形や請願という形でご意見を求

められるということは、非常に少ないわけですね。初めてです。 

  そういった中で、陳情者の意見を聞こうという、文書の中身は十分わかる、でも、こ

れになかなか書き切れない思いというものを聞いてみようという、慎重な対応が僕は必

要ではなかったのかと残念に思うところですが、そういったことを含めて、もう一つは、

よくこういった意見書案については、管内の情勢というものを調べてみる必要があるん

ではないかというようなことも、よく過去には事例としてありましたが、そういったこ

とはまずあったのかどうかということと、それから、これはちょっと委員長自身にもお

伺いをしたいと思うんです。 

  核兵器禁止条約の運動を進めている団体に、理事者はまさしく賛同して、理事者とい

うよりは、この町は賛同して、理解を示しているんです。その予算も、正確に言えば反

対討論が山本和子議員からありましたから、それ以外の議員さんは全員、この予算も含

んだ予算を賛成するわけです。そうすれば、方向性が２つに分かれた形のものを同時に

認めるということになるわけですが、そういったことも十分協議をして、それはそれ、

これはこれという形で、町民にきちんと説明をしていくという必要性があると思うんで

す。 

  そういうことを委員長は采配を振るう、つまり審議を進めるという立場からお考えに

ならなかったのかどうか。そうだとすれば、慎重さに欠けたと言わざるを得ないのでは
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ないかと思いますが、その２点についてお聞きをしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 中村総務文教厚生常任委員長。 

○総務文教厚生常任委員長（中村保嗣議員） 管内の情勢の件ですけれども、この件につ

きましては、審査に入る前に資料をいただきまして、帯広市議会及び幕別町議会で採択

されたというふうに聞いております。そのほかの市町村につきましては、情報はござい

ませんでした。 

  それと、予算との整合性につきましてですけれども、これにつきましては、詳しく述

べられるようなものはございませんけれども、結果的に、委員の意見をいただきまして、

それで反対意見多数ということで不採択となりました。 

○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、お伺いすると、僕もこれ個人的には調べてみました。 

  帯広市と幕別町が、こういった意見書を議会として国に提出をしています。ほかの町

村については、今、ちょうど３月定例議会の最中ですから、議案として上がっている町

村もあるのかもしれませんけれども、そこまでは調べがつきませんでした。でも、逆な

言い方をすれば、帯広市や幕別町は、こういったことを進めるというのが妥当ありとい

うふうで、全会一致で決められています。 

  被爆国日本としては、歴史的経験というものをきちっと生かすということが必要であ

ったなというふうに私は常々思って、こういった問題については、非核について、こう

いった核兵器廃絶のための運動を進めるべきだと考えていますので、そういった質問を

させていただいたんですが、最後に、それでもなおかつ、今の話であれば反対討論だけ

があったということですから、何名の方から、主要な反対の趣旨は何だったのかを含め

て、説明をして質疑を終わりたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 中村総務文教厚生常任委員長。 

○総務文教厚生常任委員長（中村保嗣議員） 各人の反対意見につきましては、事務局の

ほうに書類がございますので、それをもって報告しておりますので、それを参照してい

ただきたいと思います。 

  各人、それぞれの意見がございました。要するに、反対意見が多数であったというこ

とでございます。各人の個々については、調べていただければわかると思います。 

○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） よろしいですか。 

  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。 
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  ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） この際、動議を提出させていただきたいと思います。 

  動議の内容については、再付託をすべきという動議であります。 

  というのは、今の議論の中で、陳情者の意見を聞くいとまが十分にあったのに、そう

いった行動をとっていないということが１つ。もう一つは、当初予算にある平和首長会

議、こういったものと反する意思がこういった中にあるのに、こういった核兵器禁止条

約に反対をするという形で不採択となることについて、もう少し慎重に審議をすべきで

はないのか。 

  それで、総務文教厚生常任委員会にもう一度差し戻しをして、審議をしていただくと

いうことで、再付託の動議をこの際提出をしたいというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ただいま２番、佐々木守議員から動議が提出されました。 

  動議に賛成する議員はおりますか。 

（賛成者挙手） 

○議長（杉山幸昭議長） ただいま２番、佐々木守議員から陳情第１号について、総務文

教厚生常任委員会に再付託することを求める動議が提出されました。 

  この動議は、１人以上の賛成者がおりますので、成立いたしました。 

  直ちに、本件を議題として採決いたします。 

  この採決は、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。 

  陳情第１号、総務文教厚生常任委員会に再付託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） 起立少数であります。 

  よって、陳情第１号、総務文教厚生常任委員会に再付託する動議は否決されました。 

  これより、陳情第１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。 

  委員長の報告は不採択ですので、先に原案に賛成の討論を行います。 

  10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書につ

いての賛成討論を行います。 

  先ほど、委員長の報告がありましたが、何点か違う点もありますので指摘したいと思
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います。 

  趣旨として理解をする旨の話がありました。それから、陳情者が十分理解しているよ

うな旨の、それは私の思いですのでそういう意見もありました。それは、私の中ではど

うだったかなというのはすごく疑問に思っています。 

  それと、議論の中で核保有国の参加がないとか、国際情勢の議論をしたかしないかと

いう、その議論はしておりません。それと、反対討論の中身、具体的に私は継続審査を

求めました。陳情者の意見も聞きたいと思いました。もちろん、平和首長会議に参加し

ている理事者の考えも聞きたいと思っていました。 

  ですから、そういう考えも含めて、慎重に審議をしたらいいんではないかと何回も何

回も言いました。その中で、反対討論は一言です。私は議事録をそれなりにまとめてみ

ました。委員長がここで報告するんであれば、議事録を確認してほしいんですよ。その

中で出た意見は、国際情勢が落ちついていないから、多分それだけだったと思うんです。 

  ですから、議事録に残る反対討論が反対討論だと思うんですが、私は意見を求めまし

た。その中で出た意見は多々ありますよ。保有国の問題や、それから意見書の出し方の

問題等ありました。それは、議論というか意見かわかりませんが、あと、国際情勢につ

いて、北朝鮮がどうのこうのというのは、議論があったかどうか私は把握していません

し、私のメモにはありません。あったかどうかわかりません。それは、正式な議事録に

は残るかもしれませんが、反対討論の中身ではないと思うんですよ。 

  それともう１点、陳情書の採択の状況については、事務局が帯広と幕別の状況を言い

ました。私は、そのときに述べましたのは、私の情報の中では、全国で157意見書、１

月現在では通していると、道内では21通しているという意見を申しました。それは、私

の情報ですので、ほかの情報はなかったか言いました。それはないと思います。 

  何点か反対討論についてする前に意見を述べさせてもらいました。 

  私は、核兵器条約に日本が署名、批准することの意義について、陳情者の考えを聞き

たいと思っています。 

  私は、付託された総務文教厚生常任委員会において、十分議論してから賛否をとるた

めに、継続審査を主張しました。委員４人中３人の反対で実現しなかったことをとても

残念に思っています。 

  また、意見書は議論を尽くした結果、多数決で決めるのが議会の原則です。ですから、

やはり採決する前に議論をすべきだと、意見を聞きたいと私は申しまして、何人かの方

がもちろん意見を言ってくれました。必ずしも全会一致でなくても、多数の意見が議会

の意見となるのです。でも、今回は、議論を尽くしたとは到底思えません。 
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  また、意見書の出し方については、外交問題はなじまないとか、そういう考えもある

かと思いますが、町内には、原爆を受けた広島や長崎の方も直接私は知っています。そ

れから、これからのことは直接全町民にかかわる、孫にかかわっては先々まで大事な問

題です。国においては、優先的に取り組まなくてはならない大きな問題です。 

  また、日本は、広島、長崎への原子爆弾の投下、さらには、第５福竜丸のアメリカの

核実験による被爆など、数十万の方が直接犠牲になり、お子さんやお孫さんに至っては、

その犠牲ははかり知れません。しかし、世界には、2015年度推定で１万5,395発以上の

核弾頭があるとされています。抑止力の理論で持ち続けておりますが、どこかの国が１

発撃てば世界の危機に至るとても危険なことです。全ての国、世界でなくすことが何よ

り大事です。 

  先ほど、委員長の報告の中でありました北朝鮮の問題です。今、北朝鮮のミサイル発

射も含めて、このことは実際に議論はしておりません、ないと私は思っていますが、北

朝鮮のミサイル発射も含め、核を持つことで国際情勢が安定せず、危険な状態が続いて

います。このような中、核兵器が禁止される方向に進むことのほうが、国際情勢を安定

させ、町民の命を守ることにつながります。 

  また、反対討論ではありませんが、核保有国、非保有国の意見もありました。同じテ

ーブルについていないから反対という声も聞かれます。そういう中でも、世界の大きな

運動が実り、昨年７月７日に、国連で核兵器禁止条約が、国連加盟国の193のうち122の

国が賛成して採択されました。日本はこの採択にすら、反対１票入れたわけではありま

せんが、参加もしておりません。既に53カ国が署名をし、ことし中にも条約が発効する

予定です。 

  また、皆様ご存じのように、昨年、日本も７団体が加盟しているＩＣＡＮ（国際反核

組織連合体核兵器廃絶キャンペーン）が、ノーベル平和賞を受賞しました。核を持って

いない多くの国々は、また持っている国でも、そこに住んでいる方々の多くは、世界か

ら核兵器をなくしてほしいと願っているのです。３度も核兵器の犠牲になった日本は、

核を持っていない国として、この悲劇を伝え、世界に向けて核兵器廃絶を呼びかけなく

てはならない。しかし、いまだに署名、批准していませんが、とても理解できず残念に

思います。 

  皆様ご存じのように、世界の情勢は動き始めています。北朝鮮とアメリカが、緊急打

開に向け米朝首脳会談で合意いたしました。日本もアメリカと歩調を合わせるなら、こ

のことを歓迎するべきであり、アメリカに強く働きかけるべきです。 

  震災から７年、原発事故も今なお深刻な状態は変わっていません。核の恐ろしさを２
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度、３度、４度と経験している日本、なぜ署名しないのか理解できません。 

  帯広市は、核兵器廃絶平和都市宣言を行っており、議会におきましては、核兵器禁止

条約の日本政府の署名と批准を求める意見書を、昨年、全会一致で採択しています。上

士幌町議会は、平成７年９月22日に、非核平和都市宣言を決議し、町も宣言し、国道沿

いにすてきな看板を設置しています。私は、よくそれを眺めながらいつも通っています。

また、上士幌町も加盟している平和首長会議も、昨年９月の総会で、核兵器禁止条約の

早期発効を求める特別決議を可決しています。 

  よって、この趣旨を生かすなら、反対する理由は私はないと判断しております。全世

界から核兵器をなくすことは誰もが願うこと、どんな理屈をつけても反対はあり得ない

と私は思っています。真に人の命の尊さを大事にし、守りたいと願うなら、組織等に左

右されずに、自分の意思で判断してほしいと私は願っています。 

  以上、討論といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、原案に反対の討論を行います。 

  ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） 私は、核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書

について反対の立場で意見を申し上げます。 

  この反対の理由でございますけれども、核兵器を私は反対しているわけでは何もあり

ません。ないことが一番理想と思っております。 

  その内容をこれから読み上げますけれども、この意見書の内容を見ますと、要点を見

ますと、１番には、政府は速やかに核兵器禁止条約に署名をすることと、こう書いてあ

りますね。 

  ２番は、衆参両院で速やかに条約を批准することと、これが最大の目的だと、このよ

うに解釈しております。私もそう思いますが、今、その時期ではないと。これからその

理由を申し上げますが、今回の意見書は、政府は速やかに核兵器禁止条約に署名するこ

ととありますが、この中で賛成した国は、122カ国は非核保有国であります。 

  核保有国の、ＮＰＴと言いますけれども核拡散防止条約とありますが、その今までつ

くって認めている国というのは５カ国しかないわけです。アメリカ、ロシア、イギリス、

フランス、中国と、これが核保有国ということ、ＮＰＴと言っております。にもかかわ

らず、インド、パキスタン、イスラエル、さらにはイラン、昨年度から北朝鮮、このＮ

ＰＴに反しての核兵器開発を進めているという状況であります。 

  我が国は、日本主導で核廃絶決議案というのを国連に出しております。これは、連続

23年間提出をし、賛成した国は167カ国にもなっております。ですから日本は、核廃絶
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を目的として毎年のようにこれやっているわけです。唯一核被爆国としてやっているわ

けです。だから、核兵器に反対しているわけではなくて、核兵器をなくそうということ

をやっていますけれども、その核兵器の持っている国あたりが賛同してくれなければ、

これは成立しないわけです。何ぼ批准してくれと言ってもだめなんですよ、これは皆さ

ん理解していただきたいなと、勉強すればそのことは書いてあります。 

  日本は、時間がかかっても核保有国の参加を得て、全世界が核なき世界をつくること

が目標であり、現実的であると、このように言っております。 

  したがって、今回の核禁止条約は核保有国が参加しておらず、非核保有国が平等な論

議ができる状況でありません。この非核保有国122カ国だけが何ぼ言っても、その中に

入ってテーブルについて守ってもらわんと、でなければ意味がないんですよ、これ。絵

に描いたぼた餅になっちゃうわけです。だから、そうじゃなくて、日本はその間に入っ

て、アメリカ初め核保有国に対して、参加してくださいということをこれからやると言

っているわけです。 

  そのことを私は理解して、今回は時期尚早ということで私は反対するわけでありまし

て、核兵器のこのものに対して反対しているわけではありません。私はなくなったほう

がいいんです、これは。そういうことで、私は反対の立場で意見を申し上げます。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、原案に賛成の討論を行います。 

  早坂清光議員。 

○７番（早坂清光議員） 私は、核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書

採択についての陳情の原案に賛成する立場から討論をしたいと思います。 

  不採択とする委員会の意見として、現在の国際情勢を鑑み時期尚早とし、不採択とす

べきものと決定したとあります。私の国際情勢観から申し上げますと、昨年、国連加盟

国の３分の２に相当する122カ国の賛成で、核兵器禁止条約が採決されたということは、

非人道的で壊滅的な被害をもたらす核兵器の廃絶が、国際的世論の主流になっていると

いうことだと思います。 

  核兵器を保有する国にとっては大変都合の悪いことでしょうが、核兵器をめぐる緊張

した情勢があるとするならば、そういうときこそ、私たちが国にきちんと意見を述べて

いくべきだというふうに思います。そうしなければ、私たちが核兵器の使用を容認する

ことになります。 

  広島、長崎の被爆者で組織されている日本原水爆被害者団体協議会は、この間、核兵

器の廃絶に向けて、日本政府はもとより国連各国政府に働きかけてきました。国連で核
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兵器禁止条約が採決されたことは、広島、長崎の皆さんの長年の悲願であり、この間の

粘り強い活動の成果でもあります。 

  私たち日本は、広島、長崎に人類史上初めて原子爆弾が投下され、一般市民の多数の

方が犠牲となった唯一の被爆国です。核兵器のもたらす悲惨な結果を世界に広く伝え、

核兵器廃絶に向けて取り組みを進めることが、日本の果たすべき役割であると思います。 

  上士幌町は、平成７年９月の定例町議会において、諸先輩議員の賢明なご判断と恒久

平和への思いを込めて、非核平和都市宣言の決議がなされました。決議文の中では、世

界唯一の被爆国である日本に住む私たちは、広島、長崎の惨禍を二度と繰り返さないよ

う、全世界に向け核兵器の廃絶と戦争の根絶を訴え続けなければなりませんと記述して

います。私ども、今日、議員の職にある者は、諸先輩議員の決議した意思を大切にすべ

きと思います。 

  提出された陳情の趣旨、内容に、何ら不合理、不都合な点はなく、陳情者の陳情の意

図を酌み取り、大切にしていくことが私どもの役割だというふうに思います。今日的な

情勢を踏まえるのであれば、陳情の採択が急がれるものであるというふうに思います。 

  また、町民の負託に真摯に応えていくという視点では、限られた審議時間の中で時期

尚早として不採択にするのではなく、陳情された町民の皆さんのご意見を直接お聞きす

ることや、管内だけでなく、他自治体の動向などを把握しながら、丁寧、慎重な審議を

すべきであったというふうに思います。 

  以上、原案に賛成する討論としたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、原案に反対の討論を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、賛成の討論を行います。 

  ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 私は、原案に賛成の討論をさせていただきたいと思います。 

  まず最初に、委員会でなぜ十分な審議をしていないという指摘に、真摯にお答えにな

っていただけなかったんでしょうか。町民の声を聞くというのは我々の仕事です、選ば

れた。その審議の中に、先ほどこの核兵器廃絶に向けた意見書を出すべきという案につ

いて、山本議員から反対の討論がありました。そういった意見があるんであれば、それ

はきっちり本来は委員会の中で、国際情勢に鑑みという報告をするんであれば、当然、

原文の会議録を見ていませんから確かなことは言えませんが、そういった中身のことが

きっちり議論をされたんなら、こういう議論があったということをきっちり報告をして、

委員長報告というのはすべきではないか。あるいは、質疑には誠実に答えていただけな
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かったのか。もし、そんな議論もないとすれば、何の反対だったのかということになり

ます。 

  私は、この核兵器廃絶という運動というのは、人類普遍の今、運動になっているとい

うふうに理解をします。未来を考えるんであれば、核兵器は禁止すべきというのが当然

のことだというふうに思います。 

  ですから、この竹中町長も平和首長会議、もとは平和首長会議というふうにたしか言

ったと思いますけれども、この会議に参加をしているのだと思いますし、その行動を、

この何年間もずっと議会も支持し、予算を可決するという形で支持をしてきたわけです。

そういったことも十分議論をされない、それで私は、再付託の動議を出したところです。

それにも反対をするというのは、一体どういうことなのか。町民にそんな説明はしなく

ていい、そういうことなのかというふうに心配をするところです。 

  結論が間もなく出るわけですから、これはやむを得ないことだと思いますが、ぜひ、

お願いをしたいと思います。議員を志すのであれば、自分のとる行動はきちっと説明を

する。だから私は、賛否は考え方、立場によっていろいろあると思います。だから、山

本弘一議員のように、ああいった意見書案というか、陳情に反対をする意見があるんで

あれば、はっきり言うべきです。 

  先ほど、早坂議員の後には、残念ながら討論がありませんでした。それも僕は大変残

念なことだと思います。賛成をするにしても、反対をするにしても、なぜ反対をするの

かということを、きちっと丁寧に町民に説明する責任は、ひとしく全議員に課せられて

いる、私は義務だと考えます。 

  もう一つは、地方行政を行う上で、方向性がきちっと一本化していなければならない。

理事者は、核兵器廃絶に向けた、あるいは核兵器禁止条約の批准に向けた、あるいはこ

ういうものを貫徹するために、この首長会議に参加をしている。その予算を提出し、み

ずからがその予算を議決をしておきながら、今は時期尚早だという名のもとに、この陳

情を反対するというのは、幾分反することではないのかというふうに指摘をさせていた

だきたいと思います。 

  平和を望み、核兵器廃絶を求めるのは、私は万人の願いだというふうに思います。で

すから、今、北朝鮮が大変、核兵器開発に向けていろいろ議論がありますけれども、そ

の北朝鮮に向かってだって、この核兵器禁止条約というのはある種作用するのではない

か。核の傘に着れば安全か、そんなことはありません。 

  昨年、Ｊアラートが鳴りました。核兵器がもしかしたら積まれている核弾頭、ＩＣＢ

Ｍが飛んでくるときに、子供たちに学校の窓から離れて机の下に隠れなさいと皆さん言
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うんですか。根本は、そんな社会をつくっちゃいけない、そういう事態を招いてはいけ

ないというふうに考えて、どう行動するかではないかと思います。その行動の一つに核

兵器の廃絶、ですから世界で３分の２の賛成を得ているんだと思います。 

  確かに、強国と言われるアメリカを初めとする核兵器を保有する国は、なかなかこの

条約には賛成し切れないのかもしれませんけれども、日本は、非核平和原則というもの

を持っています。そういった中で、この核兵器禁止条約というものをきちっと踏まえて

いくというのは、私は当然のことだと思いますし、上士幌の今までの実情からすれば、

このことに反対する意味合いは何もないと思います。 

  北朝鮮の政府に核兵器の禁止について、おまえのところだけ持つなというふうに言う

のは、本当は問題なんです。アメリカもソ連も中国も含めて、核兵器をなくそうという

ことが根本でなきゃならないというふうに思います。 

  そういった意味合いも含めて、もう一つは、この後の議論の中で個人の賛否を問うに

当たって、きちっとした意見を述べていただきたいということを申し述べて、この原案

に対する賛成の討論とさせていただきます。 

○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、これをもって陳情第１号に対す

る討論を終結いたします。 

  これより陳情第１号の採決を行います。 

  本陳情書に対する委員長の報告は不採択です。したがって、本件は原案に対し起立に

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。 

  陳情第１号を採択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） 起立少数であります。 

  よって、陳情第１号は不採択と決定いたしました。 

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

◎議案第７号の上程、報告、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、総務文教厚生常任委員会審査報告を行います。 

  議案第７号上士幌町交通ターミナル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会委員長の報告を求めます。 
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  総務文教厚生常任委員会委員長、３番、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。 

  審査事項、議案第７号上士幌町交通ターミナル条例の制定について、平成30年３月６

日付託。 

  審査年月日、平成30年３月13日、１回。 

  審査場所、委員会室。 

  説明員、竹中町長、千葉副町長、松岡企画財政課長、宮部主幹、老月主査。 

  審査結果、当委員会は、議案第７号の審査に当たり、町長、副町長、担当課長、担当

主幹、主査の出席を求め、質疑聴取による審査の結果、全会一致をもって原案可決すべ

きものと決定したことをご報告いたします。 

  以上で、総務文教厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりましたので、これより委員長の報告に対

する質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 

  これより議案第７号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これをもって議案第７号に対する討論

を終結いたします。 

  これより議案第７号の採決を行います。 

  議案第７号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第７号は委員長の報告のとおり可決されました。 

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

◎議案第８号の上程、報告、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第３、総務文教厚生常任委員会審査報告を行います。 
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  議案第８号上士幌町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める

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会委員長の報告を求めます。 

  総務文教厚生常任委員会委員長、３番、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。 

  審査事項、議案第８号上士幌町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準を定める条例の制定について、平成30年３月６日付託。 

  審査年月日、平成30年３月13日、１回。 

  審査場所、委員会室。 

  説明員、竹中町長、千葉副町長、尾形保健福祉課長、鳥本主査、岸主査、市川主査、

塩澤主査。 

  審査結果、当委員会は、議案第８号の審査に当たり、町長、副町長、担当課長、担当

主幹、主査の出席を求め、質疑聴取による審査の結果、全会一致をもって原案可決すべ

きものと決定したことをご報告いたします。 

  以上で、総務文教厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりましたので、これより委員長の報告に対

する質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 

  これより議案第８号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これをもって議案第８号に対する討論

を終結いたします。 

  これより議案第８号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  議案第８号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第８号は委員長の報告のとおり可決されました。 

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

◎議案第９号の上程、報告、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第４、産業経済建設常任委員会審査報告を行います。 

  議案第９号上士幌町まちなか住宅管理条例の制定についてを議題といたします。 

  本案について、産業経済建設常任委員会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、８番、山本弘一議員。 

○産業経済建設常任委員長（山本弘一議員） 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９号上士幌町まちなか住宅管理条例の制定について、平成30年

３月６日付託。 

  ２、審査年月日、平成30年３月14日、計１回。 

  ３、審査場所、委員会室。 

  ４、説明員、竹中町長、千葉副町長、名波建設課長、山崎主幹、渡部主幹、渡辺主査。 

  ５、審査結果、当委員会は、議案第９号の審査に当たり、町長、副町長、担当課長、

担当主幹、主査の出席を求め、質疑聴取による審査の結果、全会一致をもって原案可決

すべきものと決定したことをご報告申し上げます。 

  以上で、産業経済建設常任委員会の報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりましたので、これより委員長の報告に対

する質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○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９号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これをもって議案第９号に対する討論

を終結いたします。 

  これより議案第９号の採決を行います。 

  議案第９号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第９号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  ここで15分間休憩といたします。再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前１１時０１分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１４分） 

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

◎議案第１９号から議案第２４号の上程、報告、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、予算審査特別委員会審査報告を行います。 

  日程第５、議案第19号平成30年度上士幌町一般会計予算、日程第６、議案第20号平成

30年度上士幌町国民健康保険特別会計予算、日程第７、議案第21号平成30年度上士幌町

後期高齢者医療特別会計予算、日程第８、議案第22号平成30年度上士幌町介護保険特別

会計予算、日程第９、議案第23号平成30年度上士幌町水道事業特別会計予算、日程第10、

議案第24号平成30年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算、以上６案を一括して議案

といたします。 

  ６案について、予算審査特別委員会の審査報告を求めます。 

  予算審査特別委員会委員長、佐藤曻議員。 

○予算審査特別委員長（佐藤 曻議員） このたび付託されました事件審査について、委

員長報告を行います。 

  予算審査特別委員会より本委員会に付託されました事件については、慎重審査の結果、

次のとおり決定いたしましたので、上士幌町議会会議規則第77条の規定により報告いた

します。 

  審査事項は、平成30年３月６日付託されました議案第19号平成30年度上士幌町一般会

計予算、議案第20号平成30年度上士幌町国民健康保険特別会計予算、議案第21号平成30

年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算、議案第22号平成30年度上士幌町介護保険特

別会計予算、議案第23号平成30年度上士幌町水道事業特別会計予算、議案第24号平成30

年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算であります。 

  審査年月日は、平成30年３月８日、12日の計２回であります。 

  審査場所は、議場で行いました。 

  説明員に、竹中町長、千葉副町長、小堀教育長、各課部局長、主幹及び担当主査の出
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席をいただきました。 

  審査結果ですが、議案第19号から議案第24号までの平成30年度上士幌町一般会計予算

及び特別会計予算案は、今定例会の３月６日に提案されました。 

  この予算案の審査に当たり、議長を除く議員全員による予算審査特別委員会が設置さ

れ、審査を行ってきたところであります。 

  本特別委員会の運営に際し、委員並びに町理事者を初め、各課部局長、主幹、及び担

当主査の方々にご協力をいただきましたことに、厚くお礼申し上げます。 

  当特別委員会は、慎重審査の結果、お手元に配付のとおり、議案第19号から議案第24

号までの６案は全て原案可決すべきものと決定したところであります。 

  各議案審査の質疑の内容については、議長を除く議員全員が特別委員会の委員であり

ますので、省略させていただきます。 

  議案第19号平成30年度一般会計予算案については、質疑終結後、討論があり、起立採

決の結果、起立多数で原案可決すべきものと決定いたしました。 

  その他の議案第20号から議案第24号までの５特別会計については、討論がありません

でしたので、簡易評決をもって全員一致により原案可決すべきものと決定いたしました。 

  以上で、予算審査特別委員会に付託されました議案審査の経過と結果の報告を申し上

げ、予算審査特別委員会報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりました。 

  予算審査特別委員会は、議長を除く議員全員で構成されておりますので、委員長報告

に対する質疑は、議会運用例第96条の５の規定によりこれを省略いたします。 

  また、議案第19号を除く議案第20号から議案第24号までの５特別会計予算案の討論に

ついても、議会運用例第100条第３項の規定によりこれを省略いたします。 

  これより、各会計の予算案ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、議案第19号平成30年度上士幌町一般会計予算の討論を行います。討論ありま

すか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。 

  先に、議案第19号に対する反対の討論を行います。 

  10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 平成30年度一般会計予算に対する反対討論を行います。 

  町民の暮らしはますます厳しくなる中、国は年金引き下げ、いろんな社会福祉の基準

となる生活保護基準の引き下げなどを強行しています。さらには、消費税10％引き上げ

は、今後、町民の生活をますます厳しくするものと思います。国民には我慢の生活を押
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しつけながら、2018年度の軍事費は過去最高の５兆1,911億円となっています。 

  さらに、憲法改悪に向けて着々と準備も進めています。このような中、上士幌町の平

成30年度の予算案を見ますと、各種、町民生活を応援する新たな政策予算も組まれてお

りますが、国の悪政から国民生活を守り切った予算になっていないと判断し、反対いた

します。 

  １点目、財政問題です。 

  ふるさと納税金の活用で、教育施策や高齢者等への福祉の充実が図られていること。

平成30年度においては、町民要望の多かった福祉灯油や100円入浴券が、月８枚を10枚

の拡大等、低所得者向け、高齢者向けの政策、また、新たな教育の充実のための施策も

提案されており、そのことについては評価いたします。 

  ふるさと納税金を財源に、さまざま施策を行ってきていますので、結果的には財政調

整基金中心に基金はふえ続けています。財政調整基金だけで見ますと、平成29年度末の

見込み額、約18億円のうち、平成30年度への基金の繰入額は財政調整基金は７億円です。

そのうち約２億円はふるさと納税金の指定寄附金ですので、ふるさと納税金以外の財政

調整基金の繰り入れは、約５億円にとどまっています。 

  もっと基金を活用して、きめ細かい低所得者向けの施策を行うべきと判断いたします。 

  ２番目、まちづくりの問題です。 

  昨年度からの生涯活躍のまちかみしほろ会社や、今後オープンする道の駅、ＤＭＯ等、

まちづくりの根幹となる大きな事業が、まだまだ町民合意に至っていないと判断いたし

ます。特に、運営会社ＤＭＯについては、会社の概要がはっきりしないまま、５月末の

設立予定でおります。情報の出し方、進め方をもっと丁寧に行うべきです。 

  また、平成30年度において、生涯活躍のまちかみしほろ会社に事業の委託を予定して

おりますが、予算の議決や国の交付金決定、町との委託契約を結んで、正式に事業が動

くものと判断いたします。ですから、平成29年度におきましては、その準備、企画は委

託して問題ないと思いますが、新聞への募集広告を３月９日に載せています。これは、

30年度の正式事業に入ってしまい問題であり、事業そのものにも疑問を感じます。 

  ３点目、平和の問題です。 

  今、しきりに北朝鮮問題を上げて、自衛隊の強化、瞬時警報システムまで導入するな

ど、平和的解決ではなく、戦争を想定しての動きが強まっていると判断いたします。 

  また、政府は、戦争放棄をうたっている憲法９条に自衛隊明記で調整する方向で動い

ています。今の自衛隊が災害救助等に尽力していることは認めますが、ますます戦争に

引き込まれていくことに反対いたします。今回の30年度予算におきましては、自衛隊協
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力費の補助金や、瞬時警報システムの改修で、特殊攻撃や弾道ミサイルまで含むため反

対いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議案第19号に対する賛成の討論を行います。 

  ５番、野村恵子議員。 

○５番（野村恵子議員） 平成30年度上士幌町一般会計予算案に対し賛成討論をいたしま

す。 

  上士幌町は、他町村に先駆け、ふるさと納税、コンパクトシティのまちづくり、こど

も園の無料化に取り組み、全国でも珍しい、人口のふえている町と新聞報道もありまし

た。 

  平成30年度予算では、懸案でありましたナイタイ高原レストハウス整備事業、約３億

9,500万円の計上、地域医療に対しては１億1,000万円、特別養護老人ホームには、老朽

化したベッドを電動介護ベッドに交換をし、介護職員の負担軽減の1,000万円の補助、

そのほか、子供から高齢者まで、安心・安全な生活をできる予算と判断いたしました。 

  執行に当たっては、町民に対してわかりやすい説明をしていただきたいと思います。 

  以上、賛成討論といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、反対の討論を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 賛成の討論。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論はほかにありませんか。 

（「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19号に対す

る討論を終結いたします。 

  これより議案第19号の採決を行います。 

  本件は起立により採決を行います。 

  なお、起立しない議員は反対とみなします。 

  本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山幸昭議長） 起立多数であります。 

  よって、議案第19号は委員長の報告のとおり可決されました。 
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  次に、議案第20号平成30年度上士幌町国民健康保険特別会計予算の採決を行います。 

  本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することに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20号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第21号平成30年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算の採決を行います。 

  本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第21号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第22号平成30年度上士幌町介護保険特別会計予算の採決を行います。 

  本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第22号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第23号平成30年度上士幌町水道事業特別会計予算の採決を行います。 

  本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第23号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第24号平成30年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算の採決を行います。 

  本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第24号は委員長の報告のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第１７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第11、意見書案第17号地方公務員法及び地方自治法の一部

改正における新たな一般職非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書の提出につ

いてを議題といたします。 

  意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である、７番、早坂清光議員から提案理由の

説明を求めます。 

  ７番、早坂清光議員。 

○７番（早坂清光議員） ただいま上程されました意見書案第17号地方公務員法及び地方

自治法の一部改正における新たな一般職非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見

書の提出について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  この意見書案は、さきの議会運営委員会におきまして、議会運営委員全員のご賛同を

いただき、私が提案者となった次第であります。 

  我が国で働く労働者全体の４割が非正規と言われる中、全国の自治体職場で働く職員

の３人に１人が臨時または非常勤職員となっております。臨時・非常勤職員の任用や採

用、任期などについては地方公務員法に、賃金や報酬、手当てなどの処遇のあり方につ

いては地方自治法に、それぞれ規定されているところです。 

  こうした中、昨年５月11日地方公務員法及び地方自治法の一部改正法が成立し、2020

年、平成32年４月１日から、改正法の施行がされることになっています。この改正では、

各条項で定められている任用条件の厳格化や、処遇の改善を図っていくものであります。 

  本町では、臨時職員である事務補助職員等が対象となるものであります。今後、各自

治体では、条例や規則の整備に向けた準備や、具体的検討が必要となりますが、まだ、

国からの法改正の周知徹底などが十分ではないことなどから、会議規則第14条の規定に

基づき、本意見書を提出しようとするものであります。 

  それでは、意見書案の内容を読み上げて、提案したいと思います。 

  地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一般職非常勤職員の処遇改善

と雇用安定に関する意見書案。 

  2016年に実施した総務省調査によると、自治体で働く臨時・非常勤職員は、全国で約

64万人とされ、今や自治体職員の３人に１人が臨時・非常勤職員です。職種は、行政事
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務職のほか、保育士、学童指導員、学校給食調理員、看護師、医療技術者、各種相談員、

図書館職員、公民館職員、学校教育など多岐にわたっています。また、その多くの職員

が恒常的業務についており、地方行政の重要な担い手となっています。 

  2017年５月11日、地方公務員法及び地方自治法の一部改正法が成立しました。新たな

一般職非常勤職員である会計年度任用職員は、非常勤職員を法的に位置づけるとともに、

職務給の原則に基づき、常勤職員との均衡待遇を求めています。 

  各自治体においては、2020年４月の法施行に向けて、任用実態の調査、把握、関係条

例規則等の制定、新たな予算の確保を行う必要がありますが、まだ、その先という構え

から、未着手の自治体も多くあり、準備不足が懸念されます。 

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

の観点から、次のことが措置されるよう強く要望いたします。 

  記。 

  １、地方公務員法及び地方自治法の一部改正について、改めて制度変更について各自

治体に対し周知徹底するとともに、実態の把握に向けて必要な調査等を行うこと。 

  ２、新たな一般職非常勤職員制度によって必要となる財源については、地方財政計画

に反映させるなど、その確保を確実に行うこと。 

  その際、自治体が運営する地方公営企業や地方独立行政法人に雇用される職員もその

対象とすること。 

  ３、一般職非常勤職員への移行に当たっては、現に任用されている臨時・非常勤職員

の雇用確保及び労働条件を維持するよう、各自治体に対し、適切な助言を行うこと。 

  また、人材確保及び雇用の安定の観点から引き続き検討を行うこと。 

  ４、非正規労働者の格差是正を求める同一労働同一賃金の法改正の動向を踏まえ、パ

ートタイム労働法の趣旨を一般職非常勤職員に適用させるよう、さらなる地方自治法の

改正を行うこと。 

  以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出するものでございます。 

  内閣総理大臣以下、記載のとおりの方々に送付をするというものでございます。皆様

のご賛同をよろしくお願い申し上げます。 

○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。

質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第17号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 
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（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより意見書案第17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17号は原案のとおり可決されました。 

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

◎報告第１号の上程、説明、質疑 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第12、報告第１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。 

  高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 ただいま上程されました報告第１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。 

  今回、報告させていただきます専決処分につきましては、３月６日に開催されました

議会定例会において、行政報告をさせていただきました公用車両の事故報告につきまし

て、平成30年３月２日付で示談書を取り交わし、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30年３月７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参照願います。 

  賠償の相手方は記載のとおりであります。 

  事故の概要でありますが、平成30年１月29日、午前８時20分ごろ、ナイタイ高原牧場

の指定管理者である、上士幌町農業協同組合の牧場現場担当職員が、町が貸与している

車両を運転し、ナイタイ高原牧場第２号牛舎から、授精舎に向かうため、道道上音更上

士幌線を南側へ横断中、西側方向から走行してきた相手車両と接触し、破損させたもの

であります。 

  和解の内容ですが、損害額、町の損害額は12万1,000円とする、相手方の損害額は11

万5,000円とする、内訳は車両修理代等11万5,000円であります。 

  過失割合、町の過失割合は80％とする。 

  損害賠償額、町の損害賠償額は、相手方の損害額の80％である９万2,000円とする。 

  決済の方法、町は相手方に９万2,000円を支払う。 
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  その他、今後、本件に関しましては異議を申し立てないこととする。 

  以上、報告第１号専決処分の報告についてご説明させていただきました。 

  ご審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより報告第１号に対する質

疑を行います。質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって報告第１号に対する質疑を終結いたします。 

  これをもって報告第１号については報告済みといたします。 

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

◎議案第２５号及び議案第２６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第13、議案第25号上士幌町国民健康保険条例の一部を改正

する条例の制定について、日程第14、議案第26号上士幌町国民健康保険事業基金条例の

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。 

  尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 ただいま上程されました議案第25号上士幌町国民健康保険条例

の一部を改正する条例の制定について及び議案第26号上士幌町国民健康保険事業基金条

例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容についてご説明申し上げ

ます。 

  町例規集は、第７編民生、第３章国民健康保険をご参照願います。 

  先に、議案第25号上士幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてご

説明申し上げます。 

  その提案の理由でありますが、国民健康保険法、昭和33年法律第192号の一部改正に

よる、国民健康保険の都道府県化に伴い規定内容の整備が必要であり、本条例の改正を

行うものであります。 

  別紙資料の議案第25号関係、上士幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例新旧対

照表をごらんください。 

  第１章表題と第１条について、国民健康保険の名称に「の事務」を加えるものであり

ます。 

  第２章表題について、国民健康保険運営協議会の名称の頭に「上士幌町」を加え、第

２条においては、あわせて国民健康保険法の参照を明示するものであります。第５条に

おいては、規定内容の整備を行うものであります。 
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  附則において、施行期日を平成30年４月１日から施行するとするものです。 

  次に、議案第26号上士幌町国民健康保険事業基金条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、提案の理由を説明いたします。 

  議案第25号の説明と同様の理由で、国民健康保険の都道府県化に伴い、規定内容の整

備が必要となり、本条例の改正を行うものであります。 

  別紙資料の議案第26号関係、上士幌町国民健康保険事業基金条例の一部を改正する条

例新旧対照表をごらんください。 

  第５条において、基金の処分について１号から３号の規定を整備し、基金の処分の目

的を定めるものであります。 

  附則においては、施行期日を平成30年４月１日から施行するとするものです。 

  以上、議案第25号上士幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について及

び議案第26号上士幌町国民健康保険事業基金条例の一部を改正する条例の制定について、

その提案理由と内容についてご説明いたしました。 

  ご審議いただき、ご可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより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を行います。 

  初めに、議案第25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25号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第26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26号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第２７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第15、議案第27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議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 ただいま上程されました議案第27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、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４章介護保険をご参照願います。 

  提案の理由でありますが、別紙議案第27号関係の１、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及び議案第27号関係の２、上士幌町介護保険条例の一部を

改正する条例新旧対照表により、改正概要のご説明をいたします。 

  改正の理由ですが、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正

する法律、平成29年法律第52号の改正により、所要の条例改正が必要になりました。 

  また、平成30年度から32年度までの第７期介護保険料の設定について、上士幌町三愛

計画策定委員会より、平成30年２月21日に答申をいただきました。 

  以上のことから、第７期の介護保険料の改定と条文の一部整理のために、上士幌町介

護保険条例の一部を改正するものであります。 

  改正の概要ですが、（１）の保険料の改定では、第２条で平成30年度から32年度まで

の介護保険料について、第１号被保険者の９区分の保険料額を定めるものであります。 

  議案第27号関係の３の表をごらんください。 

  基準額については、第６期で月額4,866円であった額を、第７期では5,000円と134円

増額するものであります。第１段階は第５段階を基準額とする額の0.5倍で、年額３万

円でありますが、消費税を財源とする公費投入により減額となり、２万7,000円となり

ます。第２段階は基準額の0.72倍で、年額４万3,200円、第３段階は基準額の0.72倍で、

年額４万3,200円、第４段階は基準額の0.9倍で、年額５万4,000円、第５段階は基準額

であり、年額６万円で月額では5,000円、第６段階は基準額の1.1倍で、年額６万6,000

円、第７段階は基準額の1.25倍で、年額７万5,000円、第８段階は基準額の1.5倍で、年

額９万円、第９段階は基準額の1.7倍で、年額10万2,000円に改定するものであります。 
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  第７段階から第９段階の所得段階の所得基準額が、国において変更となることから、

同様に改定をいたします。 

  また、平成31年10月に消費税が８％から10％に改定された場合は、第２段階と第３段

階の保険料については減額となる予定であります。 

  資料は戻りまして、議案第27号関係の１をごらんください。 

  次に、（２）の過料規定の改定であります。 

  第10条では、過料に対する質問調査権の対象について、被保険者と第１号被保険者と

その配偶者及び世帯主としておりますが、第２号被保険者の配偶者について、公平性の

観点から対象に追加するものであります。 

  次に、（３）保険料の徴収猶予規定ですが、第５条の２において、保険料の徴収猶予

の規定を新たに定め、災害や、収入が著しく減少したとき、収入が少なく介護保険料の

納付が困難な場合などに、６月以内において納付期限を猶予できることについて、条例

整備するものであります。 

  次に、（４）保険料の減免規定についてですが、これまで具体的な規定がなかったこ

とから、第６条において、減免の対象となる場合について具体的な規定を定め、災害や、

収入が著しく減少したとき、収入が少なく介護保険料の納付が困難な場合などに、減免

ができるものと明確化するものであります。 

  次に、（５）その他といたしまして、各条例における文言等の修正により条例の整備

をするものであります。 

  また、附則においては、本条例の施行期日を平成30年４月１日からとし、附則の２条

においては、経過措置として平成29年度以前の保険料の取り扱いを定めるものでありま

す。 

  以上、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、その提案理由と

内容についてご説明いたしました。 

  ご審議いただき、ご可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第27号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 委員会でも説明等受けておりますが、正式な条例の案は今議

会で提案されておりますので、確認の意味で質問させてもらいます。 

  減免規定を条例の中に盛り込んだ点については、それは認めたいと思うんですが、２

点質問したいと思っています。 
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  第１点目に基準額の算定なんですが、第６期から比べますと、月額にすると134円上

がったと、それで5,000円になる予定ですが、多分、基金を繰り入れての算定もしてい

ると思うんですが、もうちょっと基金を繰り入れながら、引き上げをせずにできなかっ

たのかという点について、まず質問いたします。 

  それから、２点目は軽減の問題で、国の軽減策については、平成30年度はもちろん、

先ほど説明にもありました消費税分を入れて、第１段階ですか軽減すると。それから、

今、説明はなかったんですが、31年度以降についても国の軽減策があるというふうに説

明を受けているので、その点についてと。それでは町独自の軽減はできないのかと、国

だけの軽減策は、消費税分とか何とかで軽減はあるんですが、町独自の公費投入をして

軽減をすることができないのかどうか、管内で帯広市では軽減をとっている例もありま

すし、その点について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 基準額の算定の5,000円の根拠の部分なんですけれども、現在、

5,000円の算定の根拠の中には、現在の基金を約半額ほど繰り入れて算定した結果とい

うふうになってございます。 

  この、約半額基金を繰り入れるというのは、やはり急激な上昇を抑えるという部分で

の基金の運用を行うという目的で、基金の繰り入れを行うんですけれども、今後、将来、

上士幌町の介護保険の被保険者の実態という部分には、やはり少子高齢化の関係で、高

齢者の年代層においても高齢化が上がっていくであろうという実態にございまして、今

後は、やはり介護保険料についても、上昇傾向にあるのではないかなというふうに認識

しているところでございます。そのため、やはり基金をある程度確保して、将来の運用

にも耐えるような構造にしておきたいという観点から、おおよそ半額という判断の中で

算定をしたところでございます。 

  次に、国の軽減策でございますけれども、31年の消費税の上昇によりまして、さらに

軽減策が行われるという形で先ほど説明をさせていただきましたが、町独自の軽減策に

つきましては、前回の、３年前の見直しの際にも、同じような多分議論があったかとい

うふうに思うんですけれども、やはり、町独自で行うという分については、いろいろな

国の介護保険の制度上の趣旨からいいますと、ちょっとそぐわないのではないかなとい

うような認識がございまして、これもちょっとまたほかの町村、帯広なんかも調査をさ

せていただきまして、今後、研究をさせていただきたいなというふうに考えてございま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに質疑ありますか。 
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（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第27号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。 

  先に、議案第27号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） 上士幌町介護保険条例の改正についてに対する反対討論を行

います。 

  介護保険制度は平成12年度に開始され、それまでかかる経費は国の措置費でしたが、

その後、保険料で賄う制度になってしまいました。国や市町村の負担分はありますが、

サービスがふえると保険料がどんどん上がる仕組みとなっています。 

  では、高い保険料を払っているので、十分なサービスを受けることができるかと、そ

れはなかなかできずに、改定が行われるたびにサービスの制限が行われています。今回

の第７期に向けてもサービスの制限があると私は判断しています。保険あって介護なし

の状況です。国の負担割合をふやすなど、国の責任をしっかり果たすことが大事な問題

です。 

  保険料の引き上げについて、上士幌町の状況で見ますと、制度が始まった平成12年度

の保険料基準月額は3,906円でした。その年には、国の特別な補助もありまして、多分、

3,500円台だったと思うんですが、そのときには措置費はなくなりましたが、保険料は

今から比べれば安く抑えられていました。途中、一度は基金を一時6,000万、7,000万の

基金がたまったときに、基金を繰り入れて保険料を下げたことはあります。しかし、そ

の後、毎回引き上げております。 

  次期の７期は、今回条例でありますように5,000円となっています。さらには、８期、

９期といけば、今後も上がり続けるのではないかととても心配されます。 

  上士幌町は、介護予防事業の充実で、要介護の方が比較的、他市町村に比べれば低い

と私は判断しています。保険料が6,000円を超える自治体もある中で、今回、基金の半

分繰り入れたとありますが、引き上げを軽く抑えながら、月額134円引き上げの基準額

は5,000円となっていますが、やはり、町民にとっては負担がふえるために反対いたし

ます。 

  以上で反対討論といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議案第27号に対する賛成の討論を行います。 

（「なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論がありませんので、これをもって議案第27号に対す

る討論を終結いたします。 

  これより、議案第27号の採決を行います。 

  本件は起立により採決を行います。 

  なお、起立しない議員は反対とみなします。 

  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27号は原案のとおり可決されました。 

  ここで休憩といたします。再開は午後１時といたします。 

（午前１１時５９分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

◎議案第２８号及び議案第２９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28号上士幌町指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、

日程第17、議案第29号上士幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める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。 

  尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 ただいま上程されました議案第28号上士幌町指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の

制定について及び議案第29号上士幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、その提案
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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４章介護保険をご参照願います。 

  先に、議案第28号上士幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。 

  提案の理由でありますが、別紙議案第28号関係の１、上士幌町指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につい

て及び議案第28号関係の２、上士幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例新旧対照表により、改正概要のご

説明をいたします。 

  改正の理由ですが、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の

一部を改正する省令、平成30年厚生労働省令第４号により、指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準、平成18年厚生労働省令第34号が改正され、平

成30年４月１日以降の地域密着型サービスにおける基準が改正されたことから、所要の

条例改正を行おうとするものであります。 

  改正の概要ですが、文言の整理や引用条例等の変更の改正については省略をさせてい

ただき、主要な改正部分について説明させていただきます。 

  （１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、①として、オペレーターに関

する基準の見直しを、第６条第２項、第32条第３項、第47条第２項において、日中、夜

間のオペレーターの兼務等に関する基準を定めるものであり、オペレーターに係る訪問

介護のサービス責任者の経験年数の基準を定めるものであります。 

  ②の介護医療連携推進会議の開催頻度の緩和については、第39条第１項において、推

進会議の開催を宿泊の伴わないサービスにあわせて、年４回から年２回とするものであ

ります。 

  ③の地域へのサービス提供の推進に向けては、第39条第４項で、指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業者は、地域の利用者に対してもサービス提供を行わなければな

らないことを明確化するものであります。 

  （２）の夜間対応型訪問介護については、①のオペレーターの基準の見直しとして、

第47条において、サービス提供責任者の経験年数を３年から１年に変更し、初任者研修

課程修了者等については、引き続き３年とするものであります。 

  （３）地域密着型通所介護の①共生型地域密着型通所介護においては、第５節を新設

し、地域密着型通所介護に係る共生型地域密着サービスの基準を、法59条の20の２、第

59条の20の３において創設いたします。 
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  （４）療養通所介護については、第59条の25で定員数の見直しを行います。 

  （５）認知症対応型通所介護では、共用型認知症対応型通所介護の利用定義について、

第65条において見直しを行うものであります。 

  （６）認知症対応型共同生活介護については、①身体的拘束等の適正化について、第

117条第７項で、その対策を検討する委員会の定期開催等を義務づけるものであります。 

  （７）地域密着型特定施設入居者生活介護については、①身体的拘束等の適正化につ

いて、第138条第6項で、その対策を検討する委員会の定期開催等を義務づけ、また、附

則第12条２及び３において、②として療養病床等から医療機関併設型の地域密着型特定

施設への転換の際に、サービスが適当と認められる場合の生活相談員等の兼任や、サー

ビスに支障がない場合の、食堂や機能訓練室との兼用を認める特例を定めるものであり

ます。 

  （８）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、①身体的拘束等の適

正化について、第157条第６項及び第182条第８項において、その対策を検討する委員会

の定期開催等を義務づけ、②で第165条の２において、入所者への医療ニーズの対応と

して病状の急変時の医師配置と連携方法、その他緊急時等の対応方法を定めることを義

務づけるものであります。 

  （９）看護小規模多機能型居宅介護では、①サテライト型事業所の創設を第191条に

おいて定め、②指定に関する基準の緩和を第195条第２項第２号のオにおいて、利用者

の宿泊サービスの確実な提供のため、利用者専用の宿泊室として１病床を確保し、療養

所の病床を届け出ることを定めております。 

  （10）その他といたしまして、平成30年度から、新たな介護保険施設の類型として介

護医療院が創設されますので、施設等の種類を掲げる規定条文の必要な箇所に「介護医

療院」を加えるものであります。 

  また、あわせて引用条例や文言の整理を行うものであります。 

  附則の10条においては、介護療養病床の転換に対して転用期間を６年間延長できるこ

ととし、同11条では、一般病床や療養所の病床について、同12条では、一般病床、精神

病対応病床の転用期間を６年間延長できるとしております。 

  なお、本条例の施行期日については、附則において平成30年４月１日からとするもの

であります。 

  次に、議案第29号上士幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。 
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  提案の理由でありますが、別紙議案第29号関係の１、上士幌町指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について及

び議案第29号関係の２、上士幌町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例新旧対照表により、改正概要の

ご説明をいたします。 

  改正の理由ですが、さきの議案第28号でご説明した内容と同様に、省令改正により、

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準、平成18年

厚生労働省令第36号が改正され、平成30年４月１日以降の地域密着型サービスにおける

基準が改正されたことから、所要の条例改正を行うものであります。 

  改正の概要ですが、文言の整理や引用条例等の変更の改正については省略をさせてい

ただき、主要な改正部分について説明させていただきます。 

  （１）介護予防認知症対応型通所介護については、第９条において、共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護の利用定員について、普及促進のため、利用定員を施設当た

り３人以下から、１ユニット当たり12人以下に見直す規定であります。 

  （２）の介護予防認知症対応型共同生活介護については、第78条において、いわゆる

グループホームでの身体的拘束等について、適正化のための対策と検討委員会の開催義

務を明記するものであります。 

  （３）その他といたしまして、平成30年度から、新たな介護保険施設の類型として介

護医療院が創設されますので、施設等の種類を掲げる規定条文の必要な箇所に「介護医

療院」を加えるものであります。 

  また、あわせて引用条文や文言の整理を行うものであります。 

  附則では、本条例の施行期日については平成30年４月１日からとするものであります。 

  以上、議案第28号上士幌町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第29号上士幌町指

定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護

予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の

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。 
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（「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を行います。 

  初めに、議案第28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28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28号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第29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29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29号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第３０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第18、議案第30号上士幌町指定介護予防支援等の事業の人

員及び運営等に関する基準を定め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。 

  尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 ただいま上程されました議案第30号上士幌町指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  町例規集は、第７編民生、第４章介護保険をご参照願います。 

  提案の理由でありますが、別紙議案第30号関係の１、上士幌町指定介護予防支援等の

事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例の一部改正について及び議案第30号関
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係の２、上士幌町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例新旧対照表により、改正概要のご説明をいたします。 

  改正の理由ですが、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の

一部を改正する省令、平成30年厚生労働省令第４号により、指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準、平成11年厚生労働省令第38号が改正され、平成30年４月

１日以降の指定介護予防支援等事業における基準が改正されたことから、所要の条例改

正を行おうとするものであります。 

  改正の概要ですが、文言の整理や引用条例等の変更の改正については省略をさせてい

ただき、主要な改正部分について説明させていただきます。 

  （１）医療と介護の連携の強化について、第５条の３項、第31条の14号の２において、

入院時における医療機関との連携について、利用者の入院時に担当ケアマネジャーの氏

名等を医療機関等に情報提供を義務づけるものであります。 

  また、平時からの連携について、利用している医療機関の主治医に対して、求めに応

じてケアプランの交付を義務づけ、事業所等からの、利用者の口腔の問題や服薬状況等

について、ケアマネから医師等に情報伝達を義務づけるものであります。 

  （２）公正中立なケアマネジメントの確保に向けて、第５条の２項及び第７条におい

て、利用者や家族が、契約時に複数の事業所の紹介を求めることが可能であること等を

説明することについて義務づけるものであります。 

  （３）障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携については、第２条の４項にお

いて、障害福祉サービスを利用してきた障害者が、共生型サービスの利用時などで、介

護保険サービスを利用する場合などに、介護側のケアマネジャーと障害側の特定相談支

援事業者が、連携に努める規定を定めたものであります。 

  附則においては、本条例の施行期日について平成30年４月１日からとするものであり

ます。 

  以上、上士幌町指定介護支援予防等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条

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いたしま

した。 

  ご審議いただき、ご可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第30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30号に対する質疑を終結いたします。 
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  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30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30号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第３１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第19、議案第31号上士幌町三愛介護サービス事業給付条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 ただいま上程されました議案第31号上士幌町三愛介護サービス

事業給付条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容についてご説

明申し上げます。 

  町例規集は、第７編民生、第１章社会福祉をご参照願います。 

  提案の理由でありますが、三愛介護サービスは、介護保険制度施行時から介護保険制

度を補完する目的で、町の独自サービスとして実施しております。 

  このたび、介護保険制度における基準が改定となることで、三愛介護サービスの制度

利用負担額において、介護保険基準を参酌して負担額を決定している事業につきまして、

事業単価の改定が必要となりました。 

  また、通院サービス事業においては、関連要綱の改正により、75歳以上の高齢者にお

いて、市外地居住者の町内医療機関への定期的な通院を新たに対象に加えることと、利

用者負担割合を施行規則で定めている減免基準に統一することで、サービスの拡大と利

用者負担軽減を行うものであります。 

  別紙議案第31号関係、上士幌町三愛介護サービス事業給付条例の一部を改正する条例

新旧対照表により、改正概要のご説明をいたします。 

  附則別表第３条関係における、１、ショートステイ事業の、事業単価の１日当たり金

額4,380円を4,370円に、２、ホームヘルプ事業の、事業単価の１回当たり金額750円を

740円に、４、入浴サービス事業の、事業単価の１回当たり金額8,340円を8,320円に改
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定するものです。 

  以上の改定に対する利用者の負担は、従前のとおりで変わりありません。 

  ５、通院サービス事業については、利用者負担額の欄の２分の１を４分の１に改定し、

利用者の負担割合を改正するものでございます。 

  また、附則において、施行期日は平成30年４月１日からとするものです。 

  以上、上士幌町三愛介護サービス事業給付条例の一部を改正する条例の制定について、

その提案理由と内容についてご説明いたしました。 

  ご審議いただき、ご可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第31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31号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第31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31号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第３２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第20、議案第32号工事請負契約の変更についてを議題とい

たします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 ただいま上程されました議案第32号工事請負契約の変更について、

その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  別紙議案第32号関係資料をご参照願います。 

  このたび議決を求める工事請負契約の変更は、平成29年９月５日に議決をいただきま

した、奥地林道オソウシナイ線災害復旧事業改良工事であります。 

  契約変更の理由でありますが、査定時には積雪のため現地確認ができずに削除された
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護岸工面積について、融雪後に現地確認をした結果、橋台保護に必要であることから、

林野庁に変更申請をし、面積の増が承認されたものです。 

  また、仮締め切り工、鋼矢板の補強のため、鋼材費の重量が増になったことにより増

額になったものです。 

  工事請負契約の変更内容でありますが、契約金額について354万2,400円増額し、

9,804万2,400円とするものであります。 

  以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。 

  ご審議の上、ご可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第32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32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32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32号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第３３号から議案第３８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第21、議案第33号財産の無償譲渡について、日程第22、議

案第34号財産の無償譲渡について、日程第23、議案第35号財産の無償譲渡について、日

程第24、議案第36号財産の無償譲渡について、日程第25、議案第37号財産の無償譲渡に

ついて、日程第26、議案第38号財産の無償譲渡について、以上６案を一括して議題とい

たします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 ただいま上程されました議案第33号から議案第38号財産の無償譲渡

について、以上６件を一括して、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  本件は、３月６日開催の上士幌町議会定例会でご可決をいただきました、上士幌町農
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業環境管理施設条例の一部改正条例により、用途廃止となった農業環境管理施設につい

て、使用責任者に無償譲渡することとしたいので、地方自治法第96条第１項第６号の規

定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

  初めに、議案第33号についてご説明いたします。 

  １の無償譲渡をする財産ですが、水分調整施設及び堆肥舎で、総面積1,231.20平方メ

ートルであります。 

  所在地、財産の種別、構造等及び面積は記載のとおりです。 

  ２の無償譲渡の相手方は記載のとおりであります。 

  ３の無償譲渡する理由でありますが、行政財産としての用途廃止に伴い、使用責任者

に無償譲渡することにより、当該施設の有効活用を図るものであります。 

  次に、議案第34号についてご説明いたします。 

  １の無償譲渡をする財産ですが、堆肥舎２棟及び混合舎で、総面積921.39平方メート

ルであります。 

  所在地、財産の種別、構造等及び面積は記載のとおりです。 

  ２の無償譲渡の相手方は記載のとおりであります。 

  ３の無償譲渡する理由でありますが、行政財産としての用途廃止に伴い、使用責任者

に無償譲渡することにより、当該施設の有効活用を図るものであります。 

  次に、議案第35号についてご説明いたします。 

  １の無償譲渡をする財産ですが、堆肥舎で、総面積662.31平方メートルであります。 

  所在地、財産の種別、構造等及び面積は記載のとおりです。 

  ２の無償譲渡の相手方は記載のとおりであります。 

  ３の無償譲渡する理由でありますが、行政財産としての用途廃止に伴い、使用責任者

に無償譲渡することにより、当該施設の有効活用を図るものであります。 

  次に、議案第36号についてご説明いたします。 

  １の無償譲渡をする財産ですが、堆肥舎で、総面積745.93平方メートルであります。 

  所在地、財産の種別、構造等及び面積は記載のとおりです。 

  ２の無償譲渡の相手方は記載のとおりであります。 

  ３の無償譲渡する理由でありますが、行政財産としての用途廃止に伴い、使用責任者

に無償譲渡することにより、当該施設の有効活用を図るものであります。 

  次に、議案第37号についてご説明いたします。 

  １の無償譲渡をする財産ですが、堆肥舎２棟で、総面積677.96平方メートルでありま

す。 
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  所在地、財産の種別、構造等及び面積は記載のとおりです。 

  ２の無償譲渡の相手方は記載のとおりであります。 

  ３の無償譲渡する理由でありますが、行政財産としての用途廃止に伴い、使用責任者

に無償譲渡することにより、当該施設の有効活用を図るものであります。 

  次に、議案第38号についてご説明いたします。 

  １の無償譲渡をする財産ですが、堆肥舎で、総面積519.27平方メートルであります。 

  所在地、財産の種別、構造等及び面積は記載のとおりです。 

  ２の無償譲渡の相手方は記載のとおりであります。 

  ３の無償譲渡する理由でありますが、行政財産としての用途廃止に伴い、使用責任者

に無償譲渡することにより、当該施設の有効活用を図るものであります。 

  以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。 

  ご審議の上、ご可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより６案を一括して質疑を

行います。質疑ありますか。 

  ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） この施設そのものは無償譲渡はいいんですけれども、あれです

か、土地というのは町が借り上げてつくったものじゃなくて、それはそれでどういうこ

とになっちゃったのか、それは関係ないという考え方なのかな。 

○議長（杉山幸昭議長） 高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 これは事業でつくったときには、無償で借り上げたわけですけれど

も、譲渡に伴いまして、そのままお返しするということになります。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） それは農業委員会できちっとやるということですね、開発とい

うことは。借り上げているんだから、当然どこかでそういうことをやらないとうまくな

い。町のまんまになっておって土地だけになって他施設になるのはね、無償譲渡という

ことはないと思う。 

○議長（杉山幸昭議長） 暫時休憩いたします。 

（午後 １時３１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３２分） 

 ────────────────────────────────────── 
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○議長（杉山幸昭議長） 佐藤農業委員会事務局長。 

○佐藤桂二農業委員会事務局長 農業委員会のほうからちょっとお答えする形でよろしい

かと思いますけれども、多分、契約されるときに個人の農地を借り上げた上で施設をつ

くって、今回はそれが無償譲渡という形で本人の土地として、そのまま施設も戻るとい

う形になろうかと思いますので、農地法上の取り扱いとしては何ら問題ないのかなとい

うふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、質疑ありますか。 

  ９番、渡部信一議員。 

○９番（渡部信一議員） 今の説明はわかったんですけれども、償却年度が終わっている

のか、無償譲渡というわけなんですけれども、今度個人の財産になるということで、そ

ういったことで固定資産税等はどういうことになるのか、今度個人の財産として、償却

年度だとかそういった観点もあろうかと思うんですけれども、そういったことについて

はどういうことになってくるのか、お聞きしておきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 当然、個人のほうに譲渡をされますので、固定資産税はこれからか

かってくるということで、これにつきましては、担当の者が本人たちのところに回りま

して、了解をいただいているところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいですか。 

  ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） 今、固定資産税が本人にかかるのはいいんだけれども、その年

数もある程度あると思うんですね、建てた金額に対しての。行政は行政の例えば鉄骨だ

ったら縦掛ける横だとか、年数だとか、そういうものに対しての千分の何ぼだとかって

あると思うんだけれども、その辺は無償譲渡はいいんだけれども、どのような算出の方

法をして固定資産税を算出するのか。 

○議長（杉山幸昭議長） 高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 これにつきましては、15年間の減価償却した後の固定資産税残額と

いうことです。 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいですか。 

  ほか、質疑ありますか。 

  よろしいですか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって６案に対する質疑を終結いたします。 



－141－ 

  これより議案ごとに討論を行います。 

  初めに、議案第33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33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33号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第34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34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34号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第35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35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35号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第36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36号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 
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  よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第37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37号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第38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38号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第３９号及び議案第４０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第27、議案第39号平成29年度上士幌町一般会計補正予算

（第12号）、日程第28、議案第40号平成29年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算

（第６号）、２案を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第39号平成29年度一般会計補正予算

（第12号）、議案第40号平成29年度国民健康保険特別会計補正予算（第６号）の内容に

ついてご説明を申し上げます。 

  このたびの補正総額は、443万円の追加補正となっており、補正後における全会計の

予算総額を107億3,766万8,000円とするものでございます。 

  それでは、議案第39号一般会計補正予算（第12号）についてご説明をいたします。 

  １ページをお開きください。 

  第１条では、規定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ443万円を追加し、総額を89億645
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万7,000円とするものでございます。 

  歳出における追加補正の内容は、経営体育成支援事業656万円、車両運行管理経費248

万4,000円、町営住宅補修事業84万円でございます。また、減額補正では、奥地林道オ

ソウシナイ線災害復旧事業545万4,000円でございます。 

  次に、議案第40号国民健康保険特別会計補正予算（第６号）についてご説明をいたし

ます。 

  ７ページをごらんください。 

  このたびの補正予算は、予算総額の変更はございません。 

  歳出の補正内容につきましては、10ページにありますとおり療養給付費交付金等返還

金２万9,000円を追加補正し、予備費２万9,000円を減額補正するものでございます。 

  以上が補正予算の内容でございます。 

  なお、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出予算の金額は、

第１表のとおりでございます。 

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

  以上、一般会計並びに国民健康保険特別会計の補正予算につきましてご提案を申し上

げました。 

  よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第39号から議案第

40号を一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第39号から議案第40号に対する質疑を終結い

たします。 

  これより議案ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、議案第39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39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39号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第40号に対する討論を行います。討論ありますか。 
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（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第40号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。 

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

◎監報告第１号及び監報告第２号の上程、報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第29、監報告第１号例月出納検査報告について、日程第30、

監報告第２号定期監査報告について、以上２件を一括して議題といたします。 

  報告書の朗読を省略し、直ちに代表監査委員より報告の説明を求めます。 

  新田勝幸代表監査委員。 

○新田勝幸代表監査委員 初めに、監報告第１号例月出納検査報告について、その結果を

報告申し上げます。 

  現金出納の検査につきましては、地方自治法第235条の２第１項の規定に基づき実施

しているものでございます。 

  今回の報告は、平成29年12月分及び平成30年１月分、２月分の例月出納検査結果を報

告するものでございます。 

  検査の対象は、一般会計及び５特別会計の現金の出納状況でございます。 

  提出された各会計、各月ごとの収支状況などの資料を参考としながら、収入・支出伝

票、預貯金通帳等の検査を実施いたしました。 

  検査の結果、係数などは正確であり、諸帳簿などと相違ないことを確認いたしました

ことをご報告申し上げます。 

  次に、監報告第２号定期監査報告について、その結果を報告申し上げます。 

  定期監査につきましては。地方自治法第199条第９項の規定により結果を報告するも

のでございます。 

  監査の実施状況ですが、今回につきましては定期監査として、教育委員会を対象に実

施いたしました。 

  監査日時、監査対象等は報告書に記載のとおりでございます。 

  監査に当たっては、適法で正確かつ効率的に執行されているかについて書類監査と備

品管理状況を確認し、上士幌中学校において、事務処理や金品の管理、備品の管理、学
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校図書の管理、体育館の一般開放状況等の監査を行いました。 

  また、事業内容等についてあらかじめ教育委員会から書類の提出をいただき、子ども

課長や担当主査等から説明を受けるとともに、上士幌中学校の校長先生、教頭先生、事

務職員の協力により実施、調査を行いました。 

  定期監査の総合意見といたしましては、予算執行状況等及び財務に関する事務、備品

や金品の管理について、関係規定、規約等に基づき適正に執行されており、特別指摘す

べき点はありませんでした。 

  今後におきましても、学校との連携を密にし、児童の健やかな成長と時代に即応した

教育環境の提供と活用をお願いし、定期監査の結果報告といたします。 

  以上、監報告第１号及び第２号の監査結果報告といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで暫時休憩いたします。 

（午後 １時４５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４７分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 事務局長。 

○船戸竜一議会事務局長 監報告の第１号の例月出納検査報告について、ちょっと議案の

ほうの訂正をお願いしたいと思います。 

  １枚めくりまして、例月出納検査報告書ということで、２の検査対象が平成29年12月

から平成30年１月までとなっておりますけれども、これは平成30年２月までにおける一

般会計及び特別会計の現金出納の状況、基金管理の状況等というふうに訂正をさせてい

ただきます。よろしくお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいですね。 

  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いただきたいと思います。 

  以上で、監報告第１号から監報告第２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31、閉会中の継続調査の申出についてを議題といたしま

す。 
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  各委員会の委員長から、会議規則第75条の規定により、お手元に配付の申出書のとお

り、閉会中の所管事務調査の申し出がございます。 

  お諮りいたします。 

  各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査はこれを承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査はこれを承認することに

決定いたしました。 

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

◎閉会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上をもって、本定例会の会議に付された案件の審議は全て終

了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  平成30年第１回上士幌町議会定例会を閉会したいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  今定例会が３月６日から15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30年第１回上士幌町議会定例会を閉会いたします。 

（午後 １時５０分） 
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