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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29年第６回上士幌町議会定例会を開会いたし

ます。 

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

ております。 

（午前１０時００分） 

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

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

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

◎議会運営委員会の報告 

○議長（杉山幸昭議長） 議会運営委員会より、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、８月31日午前９時より委員会室において、議会運営委員全員の出

席をいただき、説明員に副町長の出席を求めて委員会を開催し、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、農業委員会会長から就任の挨拶を行いたい旨の申し出がありますので、日

程第１の前に、議長発言をもって許可することといたします。 

  ２点目は、日程第５、会議案第12号から日程第６、会議案13号までは関連があります

ので、２案を一括上程及び質疑を行い、会議案ごとに討論、採決を行うことといたしま

す。 

  ３点目は、日程第８、報告第３号から日程第９、報告第４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うことといたします。 

  ４点目は、日程第９、報告第４号が終わりましたら全員協議会を開催いたしますので

ご承知おきを願います。 

  ５点目は、日程第11、同意第15号から日程第13、同意第17号までは関連がありますの
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で、３件を一括上程し議案ごとに採決を行うことといたします。 

  ６点目は、日程第14、同意第18号から日程第15、同意第19号までは関連がありますの

で、２案を一括上程し議案ごとに採決を行うことといたします。 

  ７点目は、日程第16、認定第１号から日程第21、認定第６号まで、平成28年度各会計

歳入歳出決算の認定については関連がありますので６件を一括上程し、議長及び議会選

出の監査委員を除く議員全員による決算審査特別委員会を設置し、これに付託し審査を

行うことでご承知おきを願います。 

  なお、決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出いたします

のでご承知おきを願います。 

  また、委員会資料として次の４点を行政側に提出を求めております。 

  ①ふるさと納税として本町による、他自治体へ納めた額がわかる資料。 

  ②上士幌町創生包括プロジェクトの業務委託が減額に至った経緯がわかる資料。 

  ③臨時職員、地域おこし協力隊の充足率、また、今後の採用方針などがわかる資料。 

  ④国保滞納者に係る本町負担となっている医療費がわかる資料。 

  以上のこれらについては決算審査特別委員会が設置された後に、議員全員へ配付を予

定しておりますのでご承知おきを願います。 

  ８点目は、日程第27、議案第57号から日程第28、議案第58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。 

  ９点目は、日程第29、議案第59号から日程第31、議案第61号までは関連がありますの

で、３案を一括上程及び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  10点目は、日程第32、議案第62号から日程第37、議案第67号までの平成29年度上士幌

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

一括上程及び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  以上をもって議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

◎農業委員会会長就任挨拶 

○議長（杉山幸昭議長） ここで、７月20日付をもって就任されました早坂晴雄農業委員

会会長から就任挨拶の申し出がございますので発言を許します。 

  農業委員会会長、早坂晴雄君。 

○早坂晴雄農業委員会会長 本日は、定例議会の開会に当たりまして会長就任の挨拶の貴

重な時間をいただきまして、心より厚くお礼を申し上げる次第です。 
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  農業委員会は、農地利用の最適化をよりよく果たせるよう農業委員会法が改正され、

農業委員の選出方法も、公選制から町議会の同意を要件とする町長の任命制に変更され

ました。 

  ７月21日には、改正後の初めての農業委員会総会を開催し、役員並びに各委員会の構

成が決定され、不肖私が会長として任務を再度負託されることとなりました。全くその

器ではございませんけれども、農業委員会の使命と役割を十分に認識し、真摯に農業者

の利益を代表する機関として厳正中立な運営を行い、本町の農業振興のために優良農地

を守り、農地流動化対策を積極的に取り組むことで力強い地域農業が確立できるよう全

力を注いでまいる所存でございます。 

  今後とも関係各位のご支援とご協力をいただきますよう、切にお願い申し上げ、簡単

ではありますが就任のご挨拶といたします。（拍手） 

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

◎会議録署名議員の指名 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において７番、早坂清光議

員、８番、山本弘一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９月22日までの18日間といたしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から９月22日までの18日間と決定いたしました。 

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

知願います。 

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

◎諸般の報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  お手元に、平成29年５月１日から平成29年８月31日までの間の議会の諸会議等につい

て報告書を配付しております。内容等の朗読は省略いたします。 
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  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。 

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

◎会議案第１１号の上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第４、会議案第11号議員の派遣についてを議題といたしま

す。 

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

を求めます。 

  ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） ただいま上程されました会議案第11号の提案説明を申し上げ、

議員各位のご理解と賛同を賜りたいと思うものであります。 

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

の賛同を得まして、委員長であります私が提案者となった次第であります。 

  会議案第11号は、例年、十勝町村議会議長会が主催をする十勝町村議会議員研修会に

議員全員が参加をすべく、ご提案を申し上げるものであります。 

  本年度の十勝町村議会議員研修会は、11月７日、更別村において実施を予定されてお

ります。 

  議員各位の満場の賛同を得て会議案をご可決いただき、議員全員が参加し、研修を深

めていただきたいと思うものであります。 

  以上をもって会議案第11号の提案説明といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 本件については質疑及び討論を省略いたします。 

  これより直ちに採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、会議案第11号は原案のとおり可決されました。 

  なお、この際お諮りいたします。 

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

いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 
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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、諸般の事情により変更する場合は、議長に一任することで決定いたしました。 

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

◎会議案第１２号及び第１３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第５、会議案第12号上士幌町議会委員会条例の一部を改正

する条例の制定について、日程第６、会議案第13号上士幌町議会会議規則の一部を改正

する規則の制定について、以上２案を一括して議題といたします。 

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

を求めます。 

  ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） ただいま上程されました会議案第12号、会議案第13号の提案

理由の説明を申し上げ、議員各位のご理解と賛同を賜りたいと思うものであります。 

  この２会議案については、さきの議会運営委員会におきまして、議会運営委員全員の

賛同を得まして、委員長である私が提案者となった次第であります。 

  今回の改正は、平成27年度に教育委員長と教育長を一本化し、新たな責任者として新

教育長を置くことなどを内容とした地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を

改正する法律とあわせ、地方自治法の一部が改正され、本町においても昨年12月の教育

長の選任に合わせて教育委員長が廃止されました。このため、これまで教育委員会の委

員長に対して行っていた出席要求などを教育長に行うという内容のものです。 

  初めに、上士幌町議会委員会条例の改正内容としては、第19条中「、教育委員会の委

員長」を「、教育委員会の教育長」に改正するものです。 

  また、附則において、この条例は公布の日より施行することとしております。 

  また、上士幌町議会会議規則の改正内容として、第51条の２中、「、教育委員会の委

員長」を「教育長」に改めるとともに、地方自治法第121条の出席要求の内容に合った

ものとするため、「教育長」の次に「、選挙管理委員会の委員長」を追加するものであ

ります。 

  また、附則において、この規則は公布の日より施行するものとしております。 

  この２議案について議員各位の賛同を賜り可決をいただきますよう申し上げ、会議案

第12号及び第13号の提案理由の説明といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより２案を一括して質疑を

行います。 
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  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。 

  初めに、会議案第12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、これより会議案第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、会議案第12号は原案のとおり可決されました。 

  次に、会議案第13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、これより会議案第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、会議案第13号は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午前１０時１６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１７分） 

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

◎一般質問 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第７、一般質問を行います。 

  一般質問は３名の議員からお手元に配付のとおり通告を受けております。 
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  一般質問の制限時間など留意事項については既にご承知のことと思いますので、省略

いたします。 

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

◇ 佐 藤   曻 議員 

○議長（杉山幸昭議長） それでは、順次発言を許します。 

  ４番、佐藤曻議員。 

○４番（佐藤 曻議員） それでは、私のほうから町道の整備についてご質問を申し上げ

ます。 

  本町の基幹産業である農畜産物の生産地帯における農道の整備について質問いたしま

す。 

  上士幌町萩ヶ岡地区で、町道東７線の45号から46号までの区間及び46号が未整備とな

っております。現況として、農業関係車両の通行が主であります。特に農業用大型車等

は頻繁に通っており、普通乗用車でも交錯するのは厳しい状況であります。農村部の道

路整備は産業用として重要な位置づけであり重要課題であります。 

  このたび取り上げた以外でも、農村部では整備が必要な道路があります。今までなぜ

整備されなかったのかお伺いいたしたい。また、今後の整備計画についても伺いたい。 

  なお、この地区からの要望は今までもなかったのかもあわせて伺いたい。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 町道の整備について、佐藤議員のご質問にお答えいたします。 

  本町の道路整備については、幹線となる１級及び２級町道を優先としてこれまで整備

を行っており、現在の幹線町道の改良率は96％、舗装率は85％となっております。また、

その他町道については、利用状況や地域の要望等を踏まえ整備を行っており、現在の整

備状況は改良率61％、舗装率39％であります。 

  ご質問の町道東７線45号から46号については、路線名居辺７線として起点を国道241

号を交点とし、終点は居辺53号の交点までの認定町道となっております。現況としては、

起点から上士幌46号交点までの1,174メートルが共用区間となっており、整備履歴とし

ては道営農村基盤総合整備パイロット事業により昭和54年に、町道幅員5.5メートルで

改良整備が終了し、平成６年に国道から45号までの639メートルの区間について共励地

区ふるさと農道緊急整備事業により舗装整備されております。 

  また、上士幌46号についても東７線と同様、農村基盤総合パイロット事業にて、東６

線から東８線間について改良整備が実施されております。 
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  なお、その後の本路線について書面による陳情はありません。 

  農村部の町道の整備につきましては毎年度計画的に進めてきており、今後についても、

利用状況及び隣接民家の有無、地域からの要望を踏まえて、順次整備を検討してまいり

たいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、佐藤曻議員。 

○４番（佐藤 曻議員） 今回の回答につきまして、順次整備ということでありますので

かなり前向きな回答というふうにとらえさせていただきたいと思いますので、今回の回

答につきましては大変ありがたく思っております。 

  それでちょっと確認をとらせていただきたいと思いますが、今回質問いたしました町

道は何級の幹線なのかをお伺いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 東西については２級ということでありますし、南北についてはその他と

いう状況でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、佐藤曻議員。 

○４番（佐藤 曻議員） 東西については２級ということであります。回答いただきまし

たが、今後の道路の整備も計画といたしまして、今回の東西にまずつきましては優先順

位が、今まで優先順位をもって整備してきたと思うわけでありますが、今回の東西につ

きましては、優先順位は上のほうなのか中のほうなのかそれとも下のほうなのか、そこ

ら辺をお伺いいたしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 これは地域全体からの要望という、そういったその声というのは実際今

のところまだ来ておりません。 

  随分、今、車の移動について、特に大型重機等が大型の農業に伴って運送するように

なってきております。今、これからもバイオマスプラントだとか、それからさまざまな

搬送するときに、優先的にどの路線を通るかというようなことも時代とともに変わって

きているところもございますから、そういった意味で、その地域全体の車の動線、それ

に伴う路線の整備というのがリンクしていかなければならないというふうに考えており

ますから、地域全体の皆さん方とも十分話をして、これから、農村地域でありますから、

多分農業関係の車両を中心にして走るだろうというふうに思っておりますから、そうい

ったことについての意見交換なんかも、これは今後させていただきたいなと。 

  そういった中でどこが優先されていくのかという議論もなされていくというふうに思
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っておりますので、今ここで上中下の、いうような判断はなかなか難しいということと、

それから、これまでも各地域からさまざまな要望が出されてきております。そういった

中に優先的に整備されるのは、例えば国や道のそういう制度があるかどうかと、こうい

ったその財源的な裏づけも大事な要素になってまいりますから、一般財源だけで多額の

道路整備するとなるとそれなりに、かなり優先度の高い路線でないとそう簡単になかな

か難しいというようなことについてもひとつご理解いただきたいなと、そう思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、佐藤曻議員。 

○４番（佐藤 曻議員） 地域からの要望を踏まえて順次整備を検討してまいりたいと、

こういう回答をいただきましたので、そういう部分では、地域からの声も上がっており

ますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

  また、今、上士幌町では取り組んでいるものとして移住・定住ということで取り組ん

でおられるかと思いますので、そういう移住・定住された方々から、また、農村部へ出

かけて、道路や何かもきちんと整備されているというような部分では、この上士幌町に

住んでみたいなというふうに思われる方もいるかと思います。また、行く行くは、住ん

でよかった町を、今、本町では取り組んでいるかと思いますので、そういう部分では農

村環境の整備等に取り組むということも大事なことではないかなというふうに思います

ので、再度、そういうこともあわせてお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いいた

します。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 移住者というお話でありますけれども、やはり優先すべきは、産業道路

として、あるいは生活道路としてどうあったらいいのかというのが優先的に考えなけれ

ばならない話だというふうに思っております。 

  道路も、移住者が細かい道路を、砂利道のところをあえて、そこがなければこの町が

不便だとか、あるいは生活に不自由だとか、そういった類いのものではないだろうなと

いうふうに思っております。整備されるのは、これ、結構なことでありますけれども、

何と言っても道路関係では相当の予算が伴ってくるわけですね。特に一般財源でやると

すると、１キロレベルのやるとしても数千万という単位のお金もかかってくるというこ

とでありますから、生活や、あるいは産業に不自由のないような、そういった路線はし

っかり確保していく必要がありますけれども、やはり順番というのがあって、我慢して

もらうところも必要だろうということについてはひとつご理解を賜りたいなと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、佐藤曻議員。 

○４番（佐藤 曻議員） 今、そのようなお答えいただいたわけでありますが、地域住民
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のために行政が行うべきことは何かというふうなことで行けば、やはり地域からの要望

にできるだけ応えていくというのも行政の一つだと思いますので、そこら辺の意思を再

度確認して私の質問は終わりたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 地域等の要望、意見、これらについては非常に大切なことでもあります

から、改めて、この地域の方々がどのような要望をされるのか。そういったことについ

ては、今までのところ、地域挙げてというような状況というふうには認識しておりませ

んでしたので、いわゆる、それぞれの行政区の区長さん、あるいは農事組合の関係者

等々にお話を伺いながら今後の整備のありように、あるいは、どのようなことが今喫緊

の課題としてなっているのか。こういったことについてはしっかり聞きとめていきたい

なとそんなふうに思います。 

  その上で町全体の道路整備計画というのを持っておりますから、あるいは、これまで

もう既にたくさんの要望、陳情が上がってきておりますけれども、それらも順次手をつ

けていかなければならないという状況がありますので、こういったことも含めて、ご理

解を賜りたいなとそんなように思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、４番、佐藤曻議員の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午前１０時２９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３０分） 

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

◇ 伊 東 久 子 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、１番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 私は、竹中町長５期目の公約と町政運営についてお聞きをいた

します。 

  本年３月、竹中町長は５期目の町政運営を町民から託されました。公約として、まち

づくりの約束を10項目に示し、町の総合計画に沿って進められていることは承知してい

ますが、最近の行政運営には少々無理があるように感じています。 

  10項目の公約のうち、（１）として「上士幌町総合戦略」の着実な実行によって、地

方創生の実現に努めますとあります。その中に、産業・学術・行政・金融・言論・労

働・住民など、各界総意のもとで作成した総合戦略の基本目標と政策の着実な実行で地
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方創生の実現に努めますとあります。 

  ２番目、公共施設の再編（コンパクトな町並み）等で、ふれあいの町なか空間を目指

します。交通弱者、高齢者等の足となるコミュニティバスの運行路線の拡充に努めます。 

  ３番目といたしまして、住民参加、協働のまちづくりを推進しますの公約については

町長の思いと町民の間ではずれが生じているのではないかと思います。 

  （１）については、地方創生という名のもとで交付金を受けることがいつまで続くの

か不透明な中、国の借金が1,100兆円となっており、次の世代に多額の借金を残すこと

はできないと考えています。現在、町長は、交付金を活用していろいろな事業を始めて

いますが、本当に町民が求めている事業でしょうか。 

  また、地域おこし協力隊の活用も現在15名が採用されておりますが、本来は、３年後

もそのまま地域に残り、活躍してくれる人材採用だと考えます。人口減少に歯どめをか

け、地域を活性化しようとするのが総務省の事業ではないでしょうか。協力隊の現状と

任期の切れた後の隊員活用をどのように考えておりますか。 

  ２点目、公共施設の再編では交通ネットワーク拠点施設整備が計画され、交付金も出

ることになりますが、町民が本当に必要としているのでしょうか。町民の意見を聞くと、

財政問題も含め必要がないと言っております。道の駅、レストハウス、消防庁舎と大型

公共施設の建設が予定されていますが、維持費も含め財政状況を町民に示すべきではな

いでしょうか。 

  ３点目、住民参加、協働のまちづくりの推進では、住民が納得し参加しなければなら

ないと思います。国の方針に従うのではなく、町長みずからが地区懇談会等で町民の意

見を聞く必要があると思います。各事業所のトップだけの意見では、広く町民の意見を

聞いたことにはならないと思います。特に、意見を言えず我慢をしている高齢者、弱者

の声を吸い上げ事業化することが大切ではないでしょうか。 

  町長の見解をお聞きいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 竹中町政５期目の公約と町政運営について、伊東議員の質問にお答えい

たします。 

  私は、「地方創生 北の元気まち上士幌」のスローガンのもと、まちづくりの方針

（公約）として10のテーマを掲げ、本年３月、第５期目の町政運営を託されました。 

  ご承知のように、現在、我が国は人口減少期にありながら、依然として地方から都市

圏への人口流出が続いており、地方における過疎と都市部における過密がさまざまな課

題をもたらしております。 
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  このような状況に対し、国・地方が一体的に取り組む理念等を定めたまち・ひと・し

ごと創生法に基づき、本町においても平成27年10月に、「上士幌町人口ビジョン・総合

戦略」を策定したところであります。20年先、30年先まで町が存続するために、直近５

カ年で人口減少にどう立ち向かうか、そのためにどのような施策を展開するかを具体的

に定めたのが総合戦略であります。 

  喫緊の課題への重要テーマとして公約の１つ目に掲げたのが、「上士幌町総合戦略の

着実な実行によって、地方創生の実現に努めます」であります。国は地方創生の取り組

みに対して情報提供、人的支援とともに交付金による財政支援を行っており、本町にお

いても複数事業に交付金を活用しております。この間、実施している事業は、総合戦略

において取り組むべき施策として盛り込まれているものであり、町一般財源で実施する

予定でありましたが、交付金の活用により、町財政への負担軽減を図ることができてお

ります。 

  また、国の地方創生交付金は法律に基づく支援であり、当面の間は継続されるものと

考えております。 

  地域おこし協力隊の活用についてでありますが、平成22年度から31名を採用しており、

現在11名が在籍しております。隊員は、各行政分野において推進員として政策的事業な

どに取り組んでおります。 

  任期満了後の動向については、みずから起業した方、ＮＰＯに雇用された方、また、

縁があり、結婚後も本町で子育てをされている方や町職員として引き続きまちづくりに

かかわっている方など８名が退任後も本町に在住されており、移住・定住の面における

成果ともなっております。 

  ２つ目の公共施設の再編の取り組みにつきましては、本年２月に上士幌町の公共施設

配置計画にかかわる整備方針を定め、平成33年度までの公共施設の整備に関する計画を

策定いたしました。 

  交通ネットワーク拠点施設の整備は、公共施設等整備計画の一環として、平成27年度

から交通弱者と言われる高齢者や小・中・高校生などの意見聴取や住民説明会、議会の

議論を尽くして作成した交通拠点整備方針及び基本計画に基づき実施するものでありま

す。町民の移動時の利便性、安心・安全性を確保するため、また、交流やその他施設と

の連携の役割を担う、あらゆる交通機関の集約施設として整備いたします。 

  高齢化社会を迎え、健康で生きがいのある生活を営むために、買い物、サークル活動

や交流への積極的な参加と高齢者の交通事故防止の観点からの公共交通体系及び拠点整

備は、高齢者福祉、公共交通によるまちづくりの上からも極めて重要な施策と認識して
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おります。 

  整備に当たりましては、建築主体の設計及び工事費は地方創生拠点整備交付金及び補

正予算債を財源として、町財政負担を極力軽減することとしております。 

  ３つ目の住民参加・協働のまちづくりにつきましては、住民の皆様にご理解をいただ

いた上で、自分でできることは自分で行う自助、近隣等の助けによる共助、行政が行う

公助の３つがお互いに支え合うトライアングル（協働）によるまちづくりが大切であり

ます。 

  町が政策を作成するに当たっては、各課、各職員が日々の業務を通して住民のニーズ、

各種委員会や団体からの要望や意見交換、国や北海道の施策、町が目指すべき将来のビ

ジョン（総合計画、総合戦略）など、情報収集のアンテナを高く張って熟度の高い形で

政策の立案に努めてきているものと考えております。 

  町の事業等について、住民への周知や意見要望の吸い上げについては、広報・広聴の

充実が重要であり、各種団体とは日常的に情報交換を行っており、地域とは課題に応じ

懇談会等を開催しているところであります。 

  大型プロジェクト等では、講演会や町民報告説明会、ワークショップのほか、パブリ

ックコメントによる意見募集など住民への理解や民意を政策に反映してきております。 

  また、より積極的に活用していただきたいのは、協働するまちづくりの観点から出前

講座であります。町としては、多様な機会を通して住民の思いや要望を受けとめ、まち

づくりに生かしてまい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） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 再質問いたします。 

  竹中町長の４期目までの町政運営につきましては、ちょっと無理があっても、町民か

らも私も大変評価をしております。人口ビジョンについても31名増加したと報道されて

おりましたし、全道でも、多分全国でもそうかと思いますが、人口がふえたということ

は多分ないのだろうと思っています。町長やほかの行政職員の、これからも頑張ってい

ただきたいと思っております。 

  国からの交付金により財政支援をしてもらっておりますが、建物を建てることで交付

金活用、これは仕方がないと思いますしそれは賛成なのですけれども、その後の維持管

理というのは建物がある間は絶対必要です。そのことがどこにも誰にも説明されており

ません。北海道の中でも、国の方針で進められて、その結果財政再建団体になった市も

あるし、私も町長も、10年先、20年先までは責任が持てません。そのことを考えて総合

戦略を立てたのだと思いますが、建物の維持管理の説明がないのはどうしてなのか。そ
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して、本当にこれ大丈夫なのかお聞きいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 維持管理については、これ、試算するということは大事なことだという

ふうに思っております。 

  したがって、これから建てられるものについても、具体的にどのようにかかっていく

のかというのは、その時々によって変化するということは出てきますね。例えば燃料費

がどうなのかだとか。そういった意味では、そのときの時価だとかそのときの一定の判

断のもとで、いわゆるそういう費用を積算しながら全体的にどのようにかかっていくの

か。それからメンテナンスのことも出てまいります。こういったことについては、これ

からつくる施設については並行してやっていく必要があるだろうなと、そういうふうに

思っています。 

  ただ、生涯学習センターについては、そこのところは出されておりませんでした。し

かし前提としては、生きがいセンター、それから、青少年会館、あるいは発達支援セン

ター、それぞればらばらに施設運営がされていたということがありますので、それを一

つに集約するということは、ある意味ではコストの削減につながってきているものと、

そのように思っております。 

  そういったことで、今、生涯学習センターはもう既に動いておりますけれども、これ

らについては、この後具体的に維持費がどのようになっているのか。できるだけコスト

の削減。例えば光熱水費であれば、いわゆる照明の機器の省エネの器体を使ったり、そ

れから、施設そのものも、そういった耐熱性だとか、そのようなことになっております

から、多分大きな持ち出しにはなっていないと思うのです。 

  ただ、そこでいろいろなサービスが行ってまいりますから、そういったサービスの中

で人材がふえるだとかそういったことが、これは別な要素としてありますけれども、施

設のそもそもの維持管理としては大きな、これによって財政が不安になるような、その

ようなことには考えておりません。 

  そのようなことでありますので、生涯学習センターには何カ月がもう出ておりますか

ら、一定の維持管理費が出てきていると。ただ、冬場になったときに、特に燃料費が出

てまいる。それから光熱水費も日照時間が少ないということで出てまいりますから、そ

のようなことを含めながら、十分町民のほうにはお伝えできることがあるだろうという

ふうに思います。 

  これから予定されているものについては、並行してその辺の積算はそう難しい話でな

いだろうというふうに考えております。多分設計の段階で面積だとかそのようなことを
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考えた上で燃料費はどれぐらいかかるのか。あるいは照明がどれくらいついて何時間稼

働するのかによって一定の積算が出てくるというふうに思っておりますから、これから

つくられていくものについては、それらについても十分出しながら行きたいというふう

に思っておりますが、いずれにしても財政の問題として、今不安いただいておりますけ

れども、こういったことについて町民に、あるいは、さらに重税を課すだとかそういう

ことではなくて、しっかり財源を確保した上で将来の見通しを立てて、その中で運営を

していくと。 

  おっしゃられたように20年先まで私どもが責任は持てないということでありますけれ

ども、しかし、持った上でこの計画なり政策は進めていかなければならぬというふうに

思っております。20年先、30年まで責任持った今の政策を打っていくことが非常に大切

だということであります。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 町長の思いわかりましたので、借金を残さないように、後の人

たちが困らないように政策を打っていっていただきたいと思います。 

  次に、地域おこし協力隊、これ、ことしの４月になって15名採用されておりました。

４名は生涯活躍のまちづくり会社に多分行っているのだと思いますが、町の行政職員が

不足のために地域おこし協力隊を頼んでいるのか、一時的に人口増のためなのか。３年

でやめていく隊員が多い中、現在採用されている協力隊と、それから現在残っている町

の職員との協力体制はうまくいっているのでしょうか。そのこと１点と。 

  仕事の量が多くなっているのであれば、私は正職員として採用すべきではないかと思

っております。そして長期にわたって仕事をしてもらう。そうすべきではないかと私は

考えますが町長の考えをお聞きいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 行政の仕事、多岐にわたっておりますけれども、これまでは、よく行政

事務職員だとかというふうに言われることがあったわけでありますけれども、いわゆる

法令に基づいてする事務と、それから独自の政策をする事務と、この２つがあるという

ふうに思いますが、従来はどちらかというと法令に基づいて事務を行っていくというよ

うな仕事が多かったわけでありますけれども、今まさに、その地方地方が独自の地域課

題を抱えておりますし、そしてまた地方創生という観点からも、その町が何が魅力的で、

あるいはどんな戦略打っていくかというのは非常にそれぞれの力量が問われているとい

うことであります。 

  したがって、従来のように事務をこなすだけ、いわゆる法令に基づいて行うことだけ
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であったら、その町はどんどんやはり元気がなくなっていくというふうに思います。今

の時代に合わせて、あるいは先を見越して、どんな時代を迎えるのか、その時代にはど

のような状況になってくるのか。例えば、人口が減ってくることは、これまた事実であ

ります。事実の中で、じゃあその中で経済をいかに縮小させないようにするのかといっ

たときに、よそからの人の交流だとか、あるいは観光振興だとか、この従来の観光振興

というレベルだけでは、なかなかその辺のところについても新たな政策や具体的なこの

町の方向性を見出していくというのは難しいということであります。 

  そういった意味では、よりキャリアのある、それに精通した人材を本町に招聘する。

これが地域おこし協力隊の趣旨であります。できればその町に入って、３年間のお仕事

の中で、その町がよければ、あるいは仕事があれば住んでもらいたいというのが、これ

は総務省の思いであります。都市から地方への人の移動ということですね。これもまた

地方創生の関係で言うと、地方に若者がいなくなってきたということに対する施策の１

つだというふうに思いますが、そのためには過疎地からではなくて都市部から来ること

になっておりますので、都市から地方への若者の移動をさせるということと、実際住ん

でみたら、ああやはりよかったなと、こういうふうに思えるような町であって、その後

住んでもらうということだろうというふうに思います。 

  今もお話しあったように、その結果として８人ほどが今定住しております。この多い

少ないかというのはいろいろそれぞれの見方あるかと思いますけれども、これは、それ

なければゼロだということを考えれば非常にプラスになるということでありますし、政

策を打つ上で、新しい風、新しい発想がこの町の中に協力隊によってもたらされる。こ

れまた非常に大切なことだろうと思います。外からの風、それから内なる風、こういっ

た風が混じり合って、そしてその町がもう元気になってくるのだというふうに思ってお

ります。 

  そういった意味では、協力体制のお話がありましたけれども、やはりよそから来ると

いうことに対しては違和感がないわけでないというふうに、そういう時代もありました。

というのは、最初によそからの企業人入れたのは地域再生マネジャー制度ということで

入れました。このときには、周りから見ている限り、民間人が入ってきて何やるのだろ

うというふうな職員が、そのような雰囲気を感じていましたけれども、そういった経験

を通しながら、今は全くそのようなことはないだろうというふうに思っております。む

しろ積極的に自分たちのやりたい仕事、今の体制はできない、しかし、恒常的にその仕

事があるかどうかはわからないということがあったり、とりあえずいろいろなノウハウ

を注入していただいて、そのノウハウを職員が受けとめてそれを実行に移しているとい
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うようなことで、職員のほうも各部署から地域おこし協力隊の要望というのはたくさん

出てきているということでありますので、それは協力体制があるというふうにご理解を

いただけるのではないだろうかなというふうに思います。 

  それから職員の採用でありますけれども、この職員の採用については非常に、まさに

大変な大きな投資だというふうに思っております。定年退職まではどのくらい、今なる

のでしょうかね。多分２億から３億、そういった意味では大きな投資になってまいりま

すので、やみくもに、今足りないからすぐ人をふやすというのは、これはやはり慎重に

ならざるを得ないというふうに思っております。 

  そういった中でありますけれども、これまでもずっと大変だということがあって、来

年度は少し思い切って採用をしたいということで、今回は新採として５名ほど、今採用

する予定であります。しかしこれについては、何名あれば充足されるのかというのはそ

う簡単な話でないだろうというふうに思っております。いろいろな人方の力ですね、協

力隊や、あるいは町民の力、官民協働、民間の力、こういったものを含めて、借りてま

ちづくりを総合的に進めていくという中の行政の立場としては、コーディネートの役割

だとかそのようなことをやりながら、全体としての町に活力をつくっていくというよう

なことが必要でないだろうかなと、そんなふうに考えているところであります。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） どうも私から見たら、この協力隊、15名も、要するに一時的に

採用しているような形で、これは、町長はこれからも15名程度は採用していこうと思っ

ているのかどうかお聞きをいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 特に人数についてはこだわっておりません。せっかく国の制度として、

ほとんど国の財源で人材を賄うことができるということでありますから、必要なところ

はどんどん積極的に活用していきたいというふうに思いますし、それは協力隊そのもの

が３年間の間で自分の、本当は起業するというのが本来望ましいわけでありますけれど

も、そう簡単に地方の中で起業というのはなかなか難しいということがあります。しか

し、住んでいる間に、いろいろなこの町の人の出会いだとかそのようなことだとか、あ

るいはどうしても必要だというふうな人材であれば、そのまままた違った形で町にとど

まるということもあるだろうというふうに思います。その辺は、僕は多様性があってい

いのだろうと。来たからそのままずっといなければならないというのは、そもそも制度

そのものが、あれば望ましいわけでありますけれども、選択肢は本人のほうにあるとい

うことだろうというふうに思います。 
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○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 町長が言うように３年間、でもまた３年に新しい人が来たら、

またいろいろ仕事の内容も変わってくる。何か、きちんと落ち着いて行政できるのかな

という不安はいっぱいあります。でも、国からの助成金も出ていますので、その点につ

いては、今の状況では正職員をたくさん採用するというのはできないのかなと私も感じ

ております。 

  次に、交通ネットワーク、拠点施設の整備についてでありますが、これ、委員会でも

説明がありましたから多分議員は知っていると思いますが、余りにも早急過ぎまして、

委員会で交付金事業がある。採択されれば進める話の説明がありましたが、採択後、議

会での説明は、もう基本構想まで進んでいる。上士幌もスロータウン構想を進めたこと

もありますので、もっとゆっくり、町民の理解を得ながら進めることはできないかどう

か。 

  また、今回、公約の中に巡回バスの拡充をするという公約がありますが、足腰の弱く

なった高齢者の身になって、利用しやすいように改善するほうが先ではないかと私は思

っております。 

  例えば、巡回バスのステップが高くて上れないとか、路線を決めたら、途中で手を挙

げれば乗せてもらえ、おろしてもらえる。足腰が痛くても病院から離れたところでおり

なければならない。病院では巡回バスの日には通り抜けができるように考えると。そう

いうことも言っておりますので、これはきちんと相談をしながら弱者に対してのきめ細

やかな対応をすべきだと思っております。 

  また、最近、高齢者の交通事故が大変多くなり新聞紙上をにぎわしておりました。上

士幌町でも免許証を返納する人がふえてきていると思います。その人たちに対する町の

考えは、この巡回バスだけではなくてほかに方法があるのか、それを考えているのか質

問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 交通ターミナル、公共施設の再編については、かなり早い段階から議論

のテーブルに上げさせていただいているというふうに認識をしております。 

  公共施設の再編というのが最初に出てきたのが、いわゆるコンパクトな町、いわゆる

お年寄りも、それから小さな子供たちも安心してこの町の中でさまざまな活動ができる

というようなまちづくりを進めていこう。これは少子・高齢化の中でどうしても必要だ

という中での、いわゆる医療や介護あるいは公共施設、あるいは学習の場だとかこうい

ったものを、歩いていけるような、そんな範囲の中におさめていこうと。これは、いわ
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ゆる、本当に弱者と言われる人方に対する対応が前提にあるというふうに考えて進めて

きたものであります。 

  具体的には、平成27年から、いわゆる交通弱者と言われるお年寄りだとか、あるいは

子供たちからだとか、今の足の確保はどんなことに不自由しているのか。今のままでい

いのかどうなのかこのようなことも聞いておりますし、さまざまなアンケート等の何か

でも聞きながら、その上でこの公共施設、拠点施設が必要だと。今までは吹きさらしの

中で停留所で待っていなければならないだとか。それから時間も定刻どおりに来ればい

いけれどもなかなかそうもいかない。こういったことについては、本当に、交通弱者と

言われる人でなければその悩みはわからないことだろうというふうに思います。自分た

ちで運転をしてバスや公共交通の民間バス等に利用されない方は、今のところは必要な

いというふうに思っている方もいらっしゃるかと思いますけれども、実はそうではなく

て、この公共交通施設というのは、本当に困った人をどうするかということからこの必

要性が生まれて来たというふうに思っております。 

  例えば、また農村部から出てくるにしても、今はまだ結構な年配でも自分で運転して

来ているかと思いますけれども、やがてそれは免許証をしっかりと返還して、それでも

町なかに出てこれると。安心して買い物なんかができるというそういうシステムをつく

っていかなければ、いわゆる、体が弱ってきて認知の問題だとか介護にお世話になるだ

とか、このようなことが加速されている可能性があると。いつまでも元気にいるために

は、積極的に町なかに出る必要があるだろうというようなことから、安心してこの拠点

整備施設があれば、暖かいところで待つこともできるし、それから、いろいろなところ

に、向かいにはプラザもあって温泉にも入ることができます。いろいろなところに行く

ことができるという意味でのことでありますので、極めてこれは福祉的な要素が強いと

いうふうにご理解をいただきたいというふうに思いますが、そういった前提で議員の皆

さん方にもご理解いただいてきたものというふうに思っております。 

  したがって、もう既に発注をして、きょうの議決の中でもこの案件については提案を

させていただきますけれども、早目にそれらをつくって、町民の人方がもっと積極的に

元気に町の中に交流できるようなそんな拠点になるということをこれからお伝えいただ

きたいなと。もし必要でないという人が周りに、声が聞いたとすればお伝えをいただき

たいというふうに思いますし、もっと詳しいことになりましたら私どものほうにもお問

い合わせをいただければなと、そんなふうに思います。 

  足腰や歩くのに不自由だということがこれからどうするかというのが最も、私どもと

して政策の重点、柱の一つに据えているということであります。そのために健康寿命を
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どう延ばすかということでありますから、積極的に外に出るということがそのためにも

非常に大切なことというふうに考えておりますので、そういうさまざまな観点から、公

共交通のこういったところ、そこにはスクールバスも、あるいはコミュニティバスも民

間のバスもタクシーも全てが発着をするということでありますから、極めて、非常にシ

ステム的にも安心していられるのではないだろうかなと。できれば、そんなときに自転

車なんかも置き場所をつくりながら自転車を使ったり、さまざまな形で能動的に動ける、

外に出てみたいと、このような拠点として期待をしているというふうなことでもござい

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前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） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 先ほどのご質問の中で、高齢者の運転免許の返納のお話が、質問がござ

いました。これは非常に大切なことだと、そのように思っています。これからますます

長寿の時代に入ってくるということになりますと、やはり高齢者の交通事故の問題とい

うのは非常に深刻になってくるというふうに思います。 

  ただ、一方では、高齢者が自分の意思でいろいろなところに出向いていくということ

も、しっかりそれは確保しなければならないと、保障しなければならないと、そんなふ

うに思っております。 

  今までもお話しさせていただいておりますけれども、町なかの移動をどうするのか。

自由に行き来ができるようなそういうネットワーク、それから、農村部と町なかの移動

の問題、それから、町と近隣の市町村、帯広市も含めてでありますけれども、そういっ

たところがしっかりとネットワークが組まれていないと、寸断されていると、それでは、

ある意味ではお年寄りの側から見ると陸の孤島みたいなことになってしまうわけですね。

その辺のことというのは、これ非常にこれからのその政策の大切な要件になってくると

いうふうに考えております。 

  今も、今年度も福祉バスの関係、コミュニティバスですね、かなり充実しましたけれ

ども、もっともっと全体的にそれらについては考えていく必要があるなというふうに思
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います。返納すると言ったときには、民間の、町なかであれば無料でということもあり

ますけれども、路線バスになってくると有料になってまいりますから、そういったとこ

ろに対する支援についても考えて、安心していろいろなところに動けると。できれば、

とにかく元気で長生きする。その環境をどうつくるかというのは非常に大切なことであ

りますので、この公共交通ネットワークというのは大変重要なことでありますし、その

拠点となる施設はさらに中核として機能をしていかなければならないというふうに考え

ております。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 今の免許返納については了解いたしました。なるべく早くきち

んと決めていただきたいなと思っております。 

  また、今、その交通ネットワークの件なのですけれども、高齢者のその巡回バス、こ

れ、高齢者の中でも重度と中度と軽度というのかな、これ３段階ぐらいに分かれると思

うのですね。重度の方は施設に入ったりしていますけれども。健康な人はマルゲン体操

に行って、今はもう本当にみんな元気になったと言っていますけれども、その中ぐらい

の方、つえをついて歩かれるような方、この方たちが一番この巡回バスを利用が多いの

だと思うのですよね。だからその方たちに合った利用のというか仕方をしていただきた

いなと。 

  それから、この交通ネットワークについての町民からの意見書提出がありまして、こ

の方の要望では町内をドア・ツー・ドア、要するに、家出たらもう乗れますよと。そう

いうことで、そういうことはどうでしょうかという意見書を出したら、これ町の回答だ

と思うのですけれども、要するにドア・ツー・ドアに近いような環境が生み出されてま

いりますと書いてあるのですけれども、それはどのような状況のことを言っているのか

お聞きをいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 多分、きめ細かく利用者に沿ったような形での停留所の設置だとかそん

なようなこともあるだろうというふうに思いますし、今お話しになって、これ、最終的

に、個別一人一人の全てそういうふうにまでサービスというのは、これはいかがなもの

かなというふうにも思ったりもします。 

  そういった中で、その程度によってどうするかということもあるというふうにも考え

られますが、この辺については、特にドア・ツー・ドアになると、もう、もはや、多分

介護を受けているような状況のところでないのかなというふうに思ったりもしますので、

そういった人方に対してはどういうサービスがあったらいいのかということもあり得る
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ことではないのか。 

  元気な人はできるだけやはり元気で歩くということが元気でいるための大事な条件で

もありますので、歩くことは、できれば奨励をしたいなと。歩いて停留所まで行って、

そしてそれからまた行くと。しかしそこまで行けない人をどうするというのは、これは

このバスだけの問題なのか、あるいは福祉的な要素で考えたほうがいいのかだとか、い

ろいろな角度で考えていく必要があるのではないかなと、そんなふうに思ったところで

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） 町長、膝が痛くなったことない、腰も痛くなったことないから

わからないと思うのですけれども、本当にそこまで歩けない状況の人、上半身は元気で

すけれども、そういう方が結構いらっしゃるということを覚えていただきたいと思いま

す。 

  次に、住民参加、協働のまちづくりの推進では、確かに大型事業等については説明会

だとか報告会、講演会が開かれておりますが、これ大学の先生ではなく町長が講師にな

って説明したほうが、町民も意見が言いやすいと思うのですよ。偉い先生が来て、はい、

これはこうやったほうがいいのですかとなかなか言えないと思うのです。それで、町長

が、地区懇談会が無理であれば、やはり町長が自分のやりたい政策をきちんと町民に示

すということにしたほうが私はいいのではないかと思います。そういう考えあるかどう

か。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 議員の見えないところかと思いますけれども、かなりの部分では、直接

オファーがあって、この国について話ししてくれだとかあるのですね。ただ、今お話し

されたのは委託事業なんかの中での内容説明だというふうに思いますけれども、そうい

った中での冒頭の概略的な話だとか、それらについてはお話しすることは全然構わない

というふうに思っています。これまでもそのような形とっていますし、今回の生涯活躍

のまちについては、町としての考え方、町長としての考え方については冒頭お話をさせ

ていただいて意見交換に何度もしていただいたということがございます。 

  やはり、広報・広聴というのは重要であるというその認識のとおりでありまして、随

分と、実は情報公開、あるいは町民の意見を聞く場というのは、非常に多様に多様化し

ているというふうに思っております。ここにも地区懇談会の話が出ておりましたけれど

も、以前は、地区、集落、その集落ごとに回ってそういうところをやっていましたけれ

ども、昨今の状況の中では、もうほとんど区長さんが無理やり何人かお願いをして来て
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もらうというようなこと、そういった状況でありますし、それから、今は道路の整備だ

とかいろいろな面で自由に来られますし、それから、情報のほうの開示のほうもやって

おります。いろいろなところで情報の収集や伝える、あるいは知りたいということが可

能になっているというふうに思います。ぜひこの辺についての住民のご理解という話が

出ますけれども、ぜひその辺の疑問点だとかそれらについてはいろいろな形で聞く方法

がありますので、行政職員が嫌な顔するなどということは、多分僕はないというふうに

思っておりますから、ぜひ細かい部分、議員さんでお伝えできないことであれば、いろ

いろなところへ行って聞く場所を教えてあげていただければなというふうに思っており

ます。 

  特に、この、情報の、住民の説明会や何かというのは、僕はよその町と比較してどう

こうという話ではありませんけれども、そういう相対的に見て、かなりその辺は開放的

にやられていると。それから、説明にしても時間をかけてじっくりやってきているとい

うふうに思っています。 

  同じように、先ほどの交通ネットワークのターミナルのお話も同じように、いわゆる

地方創生の交付金を使って実施する自治体もありますけれども、何年も前から準備をし

て、そこにタイムリーに交付金があってそれに採択されたというような時間のかけ方と

手続・手順については、私どもとしては随分やってきたのだと。ただ、町民一人一人に

とってそれに関心あるかないかだとかいろいろな状況によって、知らないだとかいろい

ろなことあるのではないかなというふうに思っていますから、その辺について率直に疑

問を持ったときには、私どもと意見を交換ができるのではないかなということで、ひと

つ、私どもも、それから議員の皆さん方も町民から選ばれたそういう立場でどう説明す

るかという大切な任務を背負っておりますので、その辺についてもひとつお力添えを賜

りたいなと、こう思います。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 住民説明については、町長はいろいろな事業をやるときに委員

会を立ち上げて、その人たちを、各代表の方たちが出席していますけれども、そのとき

に、戻りましたら、例えば行政区なら行政区のみんなに、こんな報告があったという説

明の一言があれば、多分、行政区、町民が知ることになるのだと思うのですけれども、

その方たちのその説明がないからその人しか知らないという状況が今続いているのだと

思うのですよね。そのことを次回から、そういうことをきちんと、行政区なら行政区に、

集まった人に説明すると。こういう話が町からありましたということを説明していただ

ければ町民に伝わるのかなと思います。 
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  そうですね、最後になりますが、いつまでもふるさと納税、ふるさと納税があるとは、

これ思いません。だんだん厳しくなってきていると思います。次の世代に多額の借金が

残らないような、上士幌町を誇りに持てるような町長の10項目の公約を、公約と政策で

進めていただきたいなと。そのことを言いまして終わりたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

  答弁があればお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今回、無投票でありましたけれども、10の公約掲げさせていただきまし

た。この町が将来にわたって持続して生き延びる町、町民が元気で安心して住める町、

こういったことがこの公約の全ての柱になっているというふうに思っています。この公

約については４年間で審判を受けるという前提でしっかりと政策化に向けて具現化をし

ていきたいというふうに思いますが、やはりそれについても、行政だけではこれからで

きないということもあります。民間も含めて、あるいは住民全てを含めて、官民協働で

これからのまちづくりをどうするかというのが非常に大切だというふうに思っておりま

すから、精いっぱい与えられた任期を、町民の元気のために、町の元気のためにしっか

りやっていきたいというふうに思っております。議員の皆さん方にもよろしくご支援の

ほうをお願いしたいと思います。 

  ありがとうございます。 

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

  ここで暫時休憩いたします。 

（午前１１時２６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２６分） 

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

◇ 山 本 和 子 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 私は大きく２点にわたり一般質問を行います。 

  １点目、平成29年度と今後の財政状況と財源の有効活用のために。 

  町民みんなが幸せを実感できるまちづくりのために、役場職員の方々、町民の方々も

日々努力しております。そのまちづくりのための重要な柱の１つには財源があるかと思

います。町の財政状況はどうなっているのか。どう使えば有効なのかを、できるだけ多
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くの町民の理解のもとに進むべきと考えます。 

  ①平成29年度の財政状況はどうなっているか。国からの地方交付税は重要な財源です

が、比較的自由に使える普通交付税と臨時財政対策債の額が約27億円と決定し、当初予

算より約２億円多くなっています。執行残が出ると基金に積むことになり、ここ最近、

基金がふえ続けております。当初予算では、財政調整基金と夢基金を約４億円崩してお

りますが、最終的には、平成29年度において基金の上積みになるのか質問いたします。 

  ②平成29年度中に予算化できる事業はないのか。当初予算や５月の政策予算において、

担当課や町民から要望が上がったが見送った事業を実現できないか。 

  ３点目、今後の財政と財源の有効活用について。ここ数年の財政状況を見ますと、基

金は平成22年からずっとふえ続けております。基金が多くあると安心ではありますが、

国からの交付税も含め、基本的には年度内に活用するのが原則と判断いたします。執行

残等の財源は主に、公共施設整備基金と財政調整基金に積んでおりますが、積立金額に

目安があるのか質問いたします。特に財政調整基金はふえ続け、平成28年度末、約26億

円となっています。ふるさと納税の効果も多大にあると思いますが、基金に積むだけで

はなく、今必死で生きている方々へ有効に活用するべきです。 

  大きな２点目です。 

  ふれあいプラザの有効活用に向けて。 

  ふれあいプラザは平成９年のオープン以来、浴場、各種健診やサークル等で多くの方

に利用されております。より一層健康増進、ふれあいの場、憩いの場となるよう質問い

たします。 

  ①気軽に集える場の設定や工夫を。 

  各サークル参加でなくても、情報を知ったり交流等ができる場としての利用もできる

ようにするべきです。今後、交通ネットワーク拠点施設等の整備が進むと、ますますふ

れあいプラザの充実が求められると思います。 

  ②浴場の利用について。 

  年間の利用状況は、ここ数年約４万7,000人、１日140人となっておりますが、利用を

ふやす手だての検討をするべきです。健康増進の意味もあり、特に高齢者の利用促進を

図るために、１日100円券を、月上限８回を10回にするとか無料の日を設けるなど検討

をするべきです。 

  ③プラザの修理等について。 

  20年が経過しあちこち傷んでいる箇所が気になります。じゅうたんは所々修理してお

りますが、健康体操や幼児の遊び等、床に座ることが多いので一気に直すべきです。デ
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ッキの木も傷んでおり、撤去するか修理するなど安全を確保するべきです。また、プラ

ザ全体のリフォームや機器の更新・修理等どのように計画しているのか、ボイラーにつ

いては今年度更新するという予定があるようですが、ほかもあれば、町民の要望を聞き

ながら早目に計画をするべきです。 

  以上、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず、平成29年度と今後の財政状況と財政の有効活用のためにのご質問

にお答えいたします。 

  平成29年度の普通交付税につきましては、７月25日に総務大臣から閣議報告がなされ、

各地方自治体に対する交付額が決定したところであります。全国総額は15兆3,501億円、

そのうち市町村分は７兆977億円で、前年度に比べ413億円、0.6％の減となっておりま

す。 

  本町につきましては、交付決定額は26億2,629万6,000円で、前年度に比べ１億2,358万

円の減、臨時財政対策債発行可能額１億4,851万6,000円との合算では27億7,481万2,000

円、前年度に比べ１億2,602万9,000円、4.3％の減額となりました。当初との比較では

１億9,900万8,000円の増額となっております。 

  ５月の第３回定例議会における一般会計（第１号）補正では、政策的予算における財

源として、既に普通交付税について１億4,518万6,000円の増額補正をしており、臨時財

政対策債についても発行可能額が当初から1,271万4,000円の減額となっております。こ

のことから、普通交付税及び臨時財政対策債の現段階における留保財源は4,110万8,000

円となり、これらは今後の補正予算において活用していく予定であります。 

  なお、１番目のご質問にありました、最終的には基金の上積みになるのかにつきまし

ては、今後のふるさと納税寄附金の受領状況に応じて、来年度以降の事業に活用するた

めの積み立て、また、今後の補正予算や各事業の事業執行状況に応じた最終的な決算に

おける実質収支額の積み立ては想定されるところであります。 

  また、２番目のご質問にあります、予算編成段階で見送った事業について実現はでき

ないのかにつきましては、ふるさと納税寄附金制度において大変多額の、多くの方々か

らご支援を本町にいただいており、これらの寄附金を財源に、本年度は子育て少子化対

策夢基金、指定寄附分、生涯活躍いきがい基金などの財源が生まれており、基金の趣旨

を反映した事業や、特に緊急性、要望の強いもの等については速やかに実行に移す必要

がありますので、今後の補正予算等において十分配慮してまいります。 

  次に、３番目のご質問の基金の積立額の目安があるのかについてですが、昨年度末に
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策定した第５期総合計画に基づき、平成33年度までに予想される諸施策について実施し

た財政試算では、平成33年度末残高は財政調整基金が８億5,434万9,000円、公共施設整

備基金が８億9,307万7,000円となっており、今後予定される公共施設の再整備を含めた

総合計画に基づく諸政策の実現のために多額の基金繰入金が必要と見込まれています。 

  また、今後、地方交付税総額は非常に厳しくなることが見込まれており、長期的に見

ますと、今後も慎重かつ効率的な財政運営が求められる状況にあることから、適切な財

政運営の結果生じる執行残については、基金に積み立て、今後も引き続き財政の健全化

を維持していく所存でありますので、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

  続いて、ふれあいプラザの有効活用に向けてであります。 

  ふれあいプラザは保健センター部門と温泉浴場部門を併設し、中央のロビーも相互活

用することで、複合施設のメリットを生かすように建設されています。中央ロビーは誰

でも利用でき、日中は町の職員が、浴場営業中は委託業者の職員が常駐しており、安心

できる環境で健康や介護に関する相談のほか、ロビーコンサート等町民の活動や交流の

場として利用されております。 

  １点目の質問にありました気軽に集える場の設定や工夫についてですが、近隣の公共

施設においてスポーツセンターが改修され、次に認定こども園や生涯学習センターが建

てかえられました。さらに本年、交通ネットワーク拠点施設が建設されることで、公共

施設の再編により利活用の動線が大きく変わると認識しております。特に、生涯学習セ

ンターでは、これまでの図書館や集会機能とあわせ、高齢者生きがいセンターと学童保

育所、発達支援センター等が集約され、多世代の交流がより活発に進むものと考えてお

ります。 

  さらに、公共施設とクリニック等の医療・介護施設や商店街等が連続した空間として

つながることで、さらなるコミュニティーの醸成が期待されるところであります。 

  上士幌町創生包括プロジェクト「生涯活躍のまち」の方針においても、ふれあいプラ

ザにおける新たな価値の付加と充実の必要性が提案されております。したがいまして、

ふれあいプラザの利活用の方向性については、周辺拠点施設の連携を踏まえて、より積

極的な役割を果たせるような機能の検討が必要と考えております。 

  ２点目の浴場の利用についてですが、平成９年の利用開始以来、人口の減少やライフ

スタイルの変容により自宅での入浴が多くなったことから、温泉浴場の利用者は減少傾

向にあります。これは全国的な傾向で、銭湯や温泉施設の経営は大変厳しく、閉店する

施設が後を絶たない状況にあります。 
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  道内の銭湯の入浴料金は大人が440円、十勝管内の温泉施設の多くは大人500円以上と

なっている中、本町では収支バランスを考慮すると値上げが必要な状況でありますが、

入浴料金を低額で利用していただくこととし、大人380円に据え置きし、70歳以上の町

民には月８回まで、１回100円で入浴できるよう配慮しているところであります。 

  また、町民に限らず町外の利用者増加に向けても、あおぞら共済の割引対象施設とし

ての共通入浴券や上士幌ゴルフ場との温泉パック入浴券の販売を継続し、昨年はピンク

リボン普及啓発事業の参加者に入浴無料券を配布しました。本年は、オープン20周年記

念事業として入浴者へ次回無料券の配布も実施し、イベント効果による新規入浴者の開

拓にも努めているところであります。 

  なお、以前実施しておりました無料入浴の日については混雑による苦情が多く、運用

日実施は好ましくないと考えられますので、利用者をふやす手だてについては、入浴施

設としての機能に加え健康増進やふれあいの場となる機能の充実を今後十分検討してま

いります。 

  ３点目の修理についてですが、全体の機器更新や修繕については、耐用年数や運転状

況を考慮し計画的な実施をしてまいりましたが、近年は経年劣化による影響で、維持管

理、清掃点検作業にも手間や時間が多くかかるようになってまいりました。本年は水漏

れ等のおそれが大きくなった給水ポンプの交換工事を実施したところであります。突発

的な故障に対しても管理委託業者等の協力により、手動運転などの臨時的な対応で、利

用者に不便のないように営業を継続する努力をしてきております。 

  床の修繕は、タイルカーペットの利点である部分取りかえにより、汚れのひどい部分

から年次、適宜に補修してまいりました。また、木製デッキについては、ご指摘のとお

り修理か改修が必要な時期になっておりますので、今後の活用方法を踏まえた上で、対

応が必要であると考えております。 

  将来の施設利活用のあり方については、町民の要望も踏まえた上で検討を進め、適切

な施設の維持管理と修繕に努めてまいります。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 初めの財政問題から質問させてもらいます。 

  ここ上士幌町は最近、ふるさと納税金の関係も含めて重要な財源が入りまして基金も

増えております。また、いろいろな建物が建ちまして、逆に借金もふえている状況にあ

るかと思います。 

  そういうものを見据えて、どんなふうにこれからお金を使うのかというのは、私もそ

うですが、町民の方も含めて、やはりきちんと見ていかなければいけないと思います。



－32－ 

今回、財政問題を３つに分けて質問いたしておりますが、１点目は、29年度、今年度の

財政どうなのかという点につきまして、町長が答弁ありましたように、交付税と財政対

策債、比較的自由に使えるお金は既に５月で補正しているということで、留保財源は約

4,100万円ほど、しかし、いつもに比べられると少ないかと思う、4,100万しかないと。

それと、あとプラス繰越金がありますので、繰越金はまだ崩していないかと。昨日、一

所懸命自分のメモを見たのですなかなか見つからなくて、多分２億円近くあるのかなと。

そうしますと約、２億円から２億5,000万円ほどの留保財源あるというふうに把握して

いいのかどうかまず質問したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 数字の詳しいことについては担当のほうから説明させてよろしいですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 暫時休憩いたします。 

（午前１１時４２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４３分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 それでは、数字の部分は私のほうからご説明申し上げます。 

  先ほど4,100万と、あと繰り越しの部分で２億5,000万ぐらいということではないかと

いうお話でありましたけれども、現時点での金額につきましては繰越金が１億3,721万

5,000円、それと、地方交付税関係でいきますと6,653万6,000円。合わせまして２億375

万1,000円、これが確保されている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） 約２億円の留保財源あると。 

  そうしますと、私、要するに、今年度中に、従来でしたら留保財源含めて、年度末に

執行残を含めと、結果的に何億、納税期は別にしましても。そうすると、また基金に上

積みになるのではないかということを私はいつも質問してまいりました。その辺につい

て、29年度については多分、およそ留保財源プラス執行残含めれば、約、年度末、３月

には新たに２億円程度……残が、もう３億円から残が出ればまた基金にふやすという、

そうなるのではないかという、私は想像しています。それはこれからの予定ですので、

なかなか一概には言えないかと思いますが、それも前提に含めて質問させてもらいまし

た。29年度についてはまだ留保財源もあるので、まだまだ予算化できるお金はあるとい
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うふうに私は把握いたしました。 

  それで、それでは基金との対応なのですが、今年度見送った分については、先ほど町

長答弁では、いろいろな、今回、生き生き生涯活躍のまちの基金も含めて基金対応して

いくと。そうすると、約、夢基金もそうですね。そうすると、かなり基金を対応して崩

して予算化していくのか。さっきの留保財源別ですので、それとっておくとして、基金

対応で見送った分の事業を行うのかどうか、そんなふうに答弁されていると思ったので

すが、その辺について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 当初は骨格予算で、それから５月に本予算でありましたけれども、見送

ったというのは、それは中にはありますけれども、それほど大きく予算要求の段階で優

先すべきかどうかという、そういう判断のもとでありますので、それほど財源がなくて

事業の予算化をしなかったというふうには予算編成上考えておりません。 

  そういった中でありますけれども、これからも、もし緊急を要するものだとかそうい

ったものが出てくれば予算化をしていくという考えでございます。当初予算の予算要求

の中で漏れたから、それは財源がなくてというよりも、今すぐこれはしなければならぬ

ことなのか、あるいは次年度に繰り越していいものかだとか、いろいろな判断のもとで

その辺査定しておりますので、そういったふうにご理解いただきたいなというふうに思

います。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） そうすると、29年度に向けて予算要望上がったことについて

はほぼ踏襲されていると。新たに緊急性があれば組むけれども、特に今の時点では緊急

性のもので組む予定はないというふうに把握いたしますが、答弁の中に指定寄附分、こ

れも予算化していると思うのですよ。財政調整基金積んでも崩していますので。生き生

き生涯基金は、これは今年度で計画をして、来年多分使うのだろうと。そうしますと、

私この答弁の中で、今年度はある程度基金を使いながら充当するのかなと思ったのです

けれども、そうではなくて、既に29年度については、特に緊急性がないものについては

新たな事業は組まないというふうに判断していいのかどうか。そうすると基金はそのま

ま残ってしまいますのでその辺について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今回も補正予算を上げさせていただきました。ですから、日々の、いわ

ゆる行政執行の上でさまざまな課題が出てくるというふうに思っております。この後も、

定例会だけでも９月、12月とありますので、そういう期間の中で、さまざまな緊急を要
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するものというのは出てくる可能性ある。あるいは、どうしても今必要だというのも出

てくるだろうというふうに思いますから、そういったところには十分充当できるように

対応していきたいというふうに思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） いよいよ最後、財政問題の最後にしたいと思うのですが、今

年度につきましては国からの来る交付税は全体的には、前年度に比べれば減ってはいま

すが、先ほど言いました留保財源は約２億円程度あると。それから、ほかの事業につい

ても基金を崩さなくても十分やっていけるだろうというふうに把握いたしました。 

  そうすると、最後に財政調整基金と公共整備基金はかなり崩していますので使ってい

ますが、財政調整基金がかなりふえ続けておりますので、22年度からずっと担当課に資

料をつくってもらって、ずっと一覧表つくってもらっているのですが、ずっとふえ続け

て、一般会計で見ますと財政調整基金は28年度末で約26億円とずっとふえ続けています。

29年度になると、多分、先ほど言いましたように執行残と、それから留保財源等を含め

るともっとふえるのかなと。また、来年また基金を崩せばまた別ですが、その辺の予想

と、それから町長、答弁の中で第５カ年計画……10カ年というか、後半５カ年と、その

中の33年度については、財政調整基金は足りない部分崩していきますので約８億5,000

万円になるだろうと。現在は、28年度末は約23億円あるけれども、足りない分を崩して

いくと約８億円になるだろうというふうに答弁されました。これは財政収支あるのでそ

れはそれとして、これは、これには納税金は一切含まれて……納税金が今年度入ったと

こ、これ含まれていないと思います。そうしますと、納税金を当てにするわけではない

のですが、これはかなり厳しい状況で見ているので、ここ28、９だけでも、この資料で

は22億円、28年は22億円と。でも実際の決算では26億円というふうに載っていますので、

ここで既に４億円の差があります。ですから、必ずしも33年度に約８億円に減るという

ものではないと。これはあくまで試算なのでそういうふうに見ていいのかと。 

  それから借金の問題ですが、これはリアルに見なければいけないと思うのですが、こ

こ数年、建物つくって地方債借りて、これから道の駅つくれば約うん億円になろうかわ

かりません。借金すると。そうなると借金は膨らんでいきますが、それは必ずしも、よ

く言われるのは、基金があるから基金崩して早く返してってそういうものではなくて、

過疎債使いますので元金の７割が来ると。それもどんともらいながら返す、もらいなが

ら返していくので、ここに一覧表にありますように、借金はふえますが、返すお金極端

にふえるわけではなくて、この資料によりますと、28年度７億円返していると。29年は

６億。ずっと行って33年度は９億円返すというふうになりますので、そんなに基金と借
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金の関係でそんなに厳しい状況になると私は思いません。その辺について、基金とそれ

から地方債の返還状況も含めて質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 町が持続的に維持するためには安定的な財政収支の見通しをしっかり持

っておかなければならないということであります。そういった意味では、幾らだから安

心できて幾らだから不安だと、ある程度あるから使ってもいいのではないか、こういう

ことにはならないので、必要なことにはお金を投資をするということだろうというふう

に思いますし、むやみに、基金があるから使え使えというのは、やはりそれは、決して

健全な財政運営と言いがたいなとそんなふうに思っております。 

  今のお話しあったように、今回の33年度までの見通しの中では、ふるさと納税の基金

については29年度まで入っておりますけれども、その後については入れていないという

ことであります。そのようなことを考えますと、ふるさと納税はそう簡単に制度がなく

るというふうには思っておりません。ただ、今までのように、昨年のように多額の寄附

金が引き続きあるかどうか、これについては疑問に持たざるを得ないと。ある程度かな

りシビアに厳しく、その辺については見ておく必要があるだろうというふうに思います

から、ふるさと納税は入っていないものの、丸々組織を広げて、そこが入ってくるから

財政出動しようというのはやはり危険だろうというふうに思っております。 

  ただ、繰り返しますけれども、入っておりませんから、当初の８億5,000万の財調に

ついてもふえる可能性はあり得るのではないかなとそう思います。それまでの間に大型

の公共事業についてはかなり盛り込まれておりますから、可能性としてはありますけれ

ども、確定はできるものではないと。慎重に見るべきだというふうに思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） わかりました。 

  本当に、この財政収支計画は本当リアルに厳しく見ている資料としてすごく参考にな

ると思います。ですから、かといってこのとおりではないので、納税金がふえればいい

とかそういう意味ではなくて、いろいろなことを加味すれば基金自体は極端に減ること

はないし、もしかしたらふえ続けるかもしれないと。それはそういうふうに余裕を持っ

て見ていかないと、町民的には、建物は建ったし、借金あったから返さなければいけな

いし大変なのだと言われてしまうとそればかりうのみにしてしまいますので、そういう

ことも含めて、納税金も含めて、厳しく見ているけれども、ちょっと余裕といいますか、

みんな要求聞けるようなお金もあるよというふうに言わなければいけないと私は思って

います。 
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  それと、この項で行きたいのは、私一番言いたいのはやはり、これから建物も建ちま

すので、借金はやはり少ないほうがいいと思うのです。それで、むやみに建物建てて借

金は、それはやはり慎重にすべきだと私は思っています。今まで見てきた中では、私た

ちはそれなりに議論をして認めてきた予算ですので、そのことどうのこうの言うつもり

はないのですがやはり借金は少ないほうがいいのですが、ここ数年、建物が建って、今

必要な建物、学習センターもそうですが、必要で建ててそれにも借金を使うと。それは

それとして認めながら、今後についてもきちんと借金は必要なものだけにするというふ

うに整理しながら、納税金それから基金も含めて有効に町民のために使うようなバラン

スですね、それをきちんと示してほしいなと思ってこの回に質問させてもらいました。 

  だから、財政的には厳しいと言いながらちょっと余裕はあると。今年度についても、

29年度についてもちょっと留保財源というのが町民には見えないのですが留保財源もあ

ると。緊急な場合に、やはり予算組むだけの余裕といいますか度量といいますか、それ

は持ち得るというふうに私は判断いたします。その辺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 町民の皆さん方に財政の問題で不安を呼び起こすような、そのような財

政運営は避けているという前提であります。なかなか細かいところまで見えないという

ことありますので、きょうのような議論も大切な住民に対する説明のひとつの機会だろ

うというふうに思っております。こういったことをやりながら、厳しいけれどもある程

度、この町民の豊かさが実感できるように、あるいはこの町にまさに住んでいてよかっ

たと思えるような政策のしっかり手当てを講じていけるというふうにこれからも取捨選

択をしながら、効率的な財政運営、そして効果的な事業執行に留意して、将来とも安心

して住んでいけるような、このようなことは、基本的にはそういった前提で行政運営を

進めていきたい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） 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。 

（午後 １時００分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） それでは、ふれあいプラザの利用について再質問させてもら
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います。 

  これも３点に分けているのですが、１点目の有効的な活用について質問したいと思い

ます。 

  ふれあいプラザは主に高齢者、それから若いお母さん方、乳幼児を持つお母さん方が

特に利用しています。そういう意味でいろいろな施設が建ちましたが、高齢者でなくて

学習センター、認定こども園含めてすみ分けをしながら活用したらどうかなと思ってい

ます。 

  そういう意味で、生涯活躍のまちのイメージの中で新たに活用方法を検討するという

答弁がありましたが、どんなふうにイメージ持っているのかまず質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今回の生涯活躍のまちの大事なポイントというのは、健康寿命をどう延

ばすかということが最重要課題ということであります。そのために具体的な施策を打っ

ていくということになりますけれども、そういった観点からいって、ふれあいプラザが

今行っている機能、いわゆる公衆浴場という機能とそれから保健衛生という視点、ある

いは母子関係の関係でありますけれども、さらに機能を多機能にして、それがもっと積

極的に活用されるようなそういったその施設になっていくのが望ましいのではないだろ

うかなと、こう思っているのです。 

  そうすると、単なる公衆浴場という視点から、健康という視点の中でお風呂の活用だ

とかあるいはロビーの活用だとか、もう思い切ったその再編という、もっとリフレッシ

ュするような、そういうようなことができないだろうかなというのが１つ大きな、これ

からの考えどころというか方針として持っております。それは具体的にどうかというの

はこれから詰めていくということになりますけれども、大きな20年の節目を迎えて、保

健・予防のあり方だとかそれらも全体的に見回す中でプラザ、向かいに、やはり交通ネ

ットワークができるという、拠点ができるということですから、よりあそこが積極的に

活用されるような、あそこで待つ時間、少し長ければ施設の中で、プラザの中でもっと

楽しめるような、そのような、子供を含めた施設に再編できないのだろうかなと、こん

なことを、今、構想としてありますけれども、これは具体的にこれからどう進めていく

かということになるかと思いますが、いずれにしても、大きく機能を見直しをしていき

たいなと、こんな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） 私もすごく大賛成です。20年たって、本当に保健福祉課中心

にいろいろな健診からいろいろなイベント……イベントというか、つい最近も認知症予
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防に対する何か検査を行ったとか、物すごく集まって、サークル活動もすごく盛んです。

それは、一応そういう成果を踏まえて次に進むときに私が思うのは、やはり、そこに参

加する方々だけではなくて、参加する方がそこにちょこっと残って休憩をする。例えば、

バスターミナルに行った方がちょっと休憩する。それから、温泉に来た方が、待つ時間

が結構ある方はちょっと休憩をする。それと関係なく、全く関係ない方がひょっと来て

くつろいだりおしゃべりをする。そういう場所になれたらいいなと思っています。 

  それは、ふれあいプラザの特徴としては、やはり保健師さんがそこにいるというのが

物すごい強みです。血圧はかったり健診の結果をちょっと気軽に聞いたり、保健師さん

ちょっとと呼んだら来てくれたり、お母さん方がちょっと健診、赤ちゃん連れて行った

らはかってくれたり、私も利用しているのですが、保健師さん来てくれて、ちょっとお

茶飲み話というかちょっと世間話したりどうだという話し、それは物すごい強みで、そ

れからはだしで入るという施設はほとんどなくそこしか多分ないと思うのです。それが

すごく子供たち、それから高齢者の方もリラックスしてすごくいいと。そういう利点を

生かしながら、さらにみんなが集えて利用して、普段利用しない方も集える場所になっ

たらいいなと。これ私がどうこうというのはみんなから要望聞いてやったらいいかと思

っています。 

  そういう意味で、町長もそういう考えを持っているというので、ぜひそれを進めてほ

しいなと思っています。それ、もし同じ考えなので、もし答弁があればお願いいたしま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 同じことになりますので、多分もっと有効にあの施設が生かされるよう

な、そんなような段階だと。生涯学習センターもありますし、それからスポーツセンタ

ーもある。いろいろなところが整ってきて交通のネットワークもできたということです

から、今言ったように、ふらっと来られるということになると、ちょっとした、そこで

くつろげるように、そしてまた、何か、軽食でも何か食べるようになると、そんなこと

もあり得るのかなと思ったりもしておりますし、その辺についてはいろいろな多様性を

考えて、しかも、できるだけやはり、家からよそに、外に出て、それで気持ちがリフレ

ッシュするようなそんな受け皿に最もふさわしいのではないだろうかなというふうにも

思っております。 

  あとは、目的を持ってスポーツセンターはスポーツするという機能でありますし、そ

れから生涯学習センターは陶芸だとか、あそこも結構団らんの場所なんかありますけれ

ども、もっとそれよりもリラクゼーションという、そういう側面での施設の機能に生か
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されていくのが望ましいということでありますから、議員がおっしゃられているような

ことと非常に一致するのではないかというふうに思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 結構バスを利用して温泉利用する方がぽつんと玄関の椅子に

座ったりしていることもあるのですが、できれば何か、何人かいればくつろげると。 

  あと、前に社協の方が組んだ何かの行事に、もう二、三十人ぐらいの方がロビーにす

ごい、１時間以上待っている方がいます。そのときにも、ちょっと、もうちょっと、ち

ょっと改善していれば違う形でくつろげるのに、１時間以上、何か立ったり座ったりし

ていたら、ああちょっともったいないなと。そういう使い方もできますので、何かちょ

っとそういうふうにいろいろな方が集えて、バスがあるんだよ、そこの待合バスに来て、

そこを利用するだとかそういうふうにしたらいいなと思っています。 

  それはこれからの課題ですので、20年を区切りにぜひリフレッシュしてほしいなと思

っています。 

  次に、温泉の問題なのですが、高齢者の方々が思ったほど利用していないなというの

は私の感想なので、多分お風呂があって入浴所があって利用していないのか。それから、

１日140人程度というの、それもちょっとわかりませんが、100円券で利用している方が、

成果表を見ますと約44人ぐらいと。何で少ないのかなという思いもしたり、もしかした

ら、もっと違う形があれば、そこを利用してちょっとくつろいでいくと。交流の場にな

ればまた違うのかなと。ただ温泉に入って帰るだけではなくて、ちょっと交流しながら、

１人で、自分ちのお風呂に入ればどうしても、うちの母もそうなのですが、掃除しなけ

ればいけないから面倒くさいから温泉行くとかそういう方もいますので、そういうこと

を含めて、もうちょっとこのお年寄りの老人券利用について、それから、もし風呂の日

は無料券はちょっと厳しいという答弁もありました。そういうふうに高齢者の方が気軽

に利用できるような方策を考えたらどうかと私は思っています。それは、お風呂に入る

ことが目的ではなくて、健康増進のために、バス乗ってでも、押しながらでもそこに行

って、昼間行って誰かとしゃべってくる。そういうふうにできれば私は理想的だなと思

っています。その点について、お風呂の利用をふやす方法について、人口減ったからと

かそういうのではなくて、何か違った形でふやす方法があるのではないかと。それにつ

いて質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今の段階というと、あその風呂の役割というのは公衆浴場という視点な

のですね。ですから、やはり一定の料金を、対価を払って入浴してもらうと。基本的に
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やはり収支がとれるというのが公衆浴場の基本的な、やはりあるべき経営の姿であると

いうふうに思いますけれども、そうもいかないということから、多少の福祉の視点で費

用軽減や、あるいは100円券の高齢者に対する支援をしておりますけれども、ただ、今、

先ほどの話の延長上でありますけれども、これが健康とどう結びついていくのかという

ようなことがあったとすれば、健康寿命を延ばすことによる経済的な効果という計算の

仕方であれば、それは、今380円が、それを、そのものを見直しをするということはあ

り得るなというふうに思っているのですね。 

  ですから、健康を獲得するために、あの皆さん方が健康であるということが一番望む

ことだろうと思いますから、そのためにあの施設がどんなふうにして全体的に機能する

のか。その中に浴場という一部分があるというふうに考えると、これは、医療費はほか

のほうが介護だとか経費を削減することが見える形で出てくると、それは結果的に引き

下げても、決して単なる負担減で、町が負担減でサービスだけが充実するということで

はなくて経費の削減にもつながっているというような考え方のもとで利活用するとすれ

ば、お風呂の問題についても全く違った視点での考え方がそこに出てくるのではないの

かなとそう思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 新たな町長からの提言を受けて、すごいいい方法だなと思い

ました。 

  健康を延ばすという意味と、先ほど私、高齢者のふれあいの場というふうにも申し上

げたのですが、それだけではなくて健康寿命を延ばすと。それは若い方も含めて、総合

的に考えれば380円を下げる方法もあると。であれば、それと含めて高齢者の利用も、

ちょっと別な形で見直すという方法も含めて、ぜひこの浴場についての利用の仕方につ

いては新たな視点でぜひ検討してほしいなと思っています。 

  これは、保健福祉課の方々、それから高齢者の方々、これはお年寄りの方々について

はすごく、こういう浴場についての、無料までも含めてすごく希望が多いものですから、

ぜひその辺を含めて検討してほしいなと思っています。 

  最後にその修理の問題なのですが、これ、私がずっとこういうパンフレット大事にと

っているのですが、平成９年につくったパンフレットで、このときに言った、床はこの

継ぎはぎできるので汚れたところだけは取りかえて修理できるという意味でじゅうたん

にしました。これはかなりピンク色できれいなのですが、かなり色もくすんで、何カ所

か直してはいるのですが、なかなか多分一気に直す予算がつかないのだろうと私は思っ

ています。 
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  それと、普通、学校とかでしたらワックスかけたりします。きれいになります。それ

から、普通のところだったらきれいにできますが、じゅうたんというのは汚れたらきれ

いにできないのだと思うのです。汚れているところはずっとしみがついたまま。それが

物すごくあちこちにありますし、そこに入る方ははだしで入ります。赤ちゃんもはいは

いする方もそのまんまですので、それは何とか一気に直せないだろうかと私は思ってい

ます。 

  先ほど町長が、会館全体を含めたリフレッシュするための何か全体的な見直しをした

いというふうにありましたが、まず床を取りかえてほしいと、私の要望として。私毎週

そこを利用して、月１回は必ず、毎週乳幼児のサークルがありますので毎週利用して、

それからお年寄りのサークルも月１回ありますので毎月１回は必ず利用していますが、

私自身はそれが物すごく気になって仕方がありません。その点について、まずじゅうた

んはリフレッシュする前にまず取りかえることができないのかどうか。部分的に……部

分的に取りかえても色がすごくばらつきますので、予算つけて修理できないか質問いた

します。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 先ほどから、今後のプラザのありようについて考え方述べさせていただ

いておりますけれども、施設のそのものの今の間仕切りだとか、あるいは利活用の仕方

が今までのままでいいのかどうかという、これもやはり一緒になって考えるべきだろう

というふうに思っております。 

  そのときに手戻りにならないようにどうするかというのがありますので、じゅうたん

はすごい手戻りになるというふうにも考えられませんけれども、全体のデザインだとか

そんなようなことも含めて、その問題についても一緒に考えたらいいのではないだろう

かなと。より周りの雰囲気だとか新たな周囲にマッチングしたような、そのような床の

あり方なんかというのも場合によっては出てくるかもわかりませんので、少しまた時間

をいただきたいなというふうに思いますね。 

  とりあえずは、目に余るところについてはそれなりに修繕をさせていただいて、そし

て抜本的、そう遠くはないだろうというふうに思いますけれども、そのときに、その床

の問題についても、色合いの問題だとかいろいろなことを含めて考えられたらいいので

はないだろうかなと、そんなふうに思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 町長も、私も再質問しようと思って間仕切りの問題でも、ち

ょっと私も気になっていて、お風呂に入るときカウンターから入ってすっとお風呂に行
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って最後にすっと抜けてきてしまうと。そうするとここのソファーがあってちょっとし

たテーブルがあるところにほとんど寄らないで帰ってしまうのではないかと。そこのと

ころがちょっともったいないなという私は気がします。寄るとしたらこっちのほうの椅

子、テーブルがあるところにちょっと寄って帰ると。そこの間仕切りをちょっと変える

と、自動販売機の位置をちょっと変えると。何かちょっとすると町民の方がお風呂入っ

た後に、ちょっとジュース飲みながらくつろいでいく。その間仕切りをちょっと工夫し

たらどうかなと私は思ったりします。それは私の考えなので皆さんがどう思うかわかり

ませんが、それも含めてぜひ全体を考えてほしいと。 

  それからデッキの問題も、当初そこに、ちょっとお風呂入った後に、夏にそこに入っ

て涼むのもいいよなと思ってはいたのですが、何せどれぐらい利用されたかわかりませ

んがもう木はちょっと腐った状態で、それもちょっと醜いと。直すなら直す。木って意

外と腐ってしまうので、ちょっと何か工夫したらいいのかなと。せっかくあるテラスな

ので。それも含めてぜひ検討してほしいなと思っています。これは、私、前々から気に

なっていて、今回ふれあいプラザの問題質問しようかなと思って、これが出発点と考え

て、町長も担当課も含めて、町民とも相談をしながら、どういうふうに活用しながら、

そしてどういうふうに直したら活用しやすいのかぜひ検討してほしいなと。 

  この予算、先ほどの財政のその計画見ましたら、29年度分の予算は544万円あるので

すが、さらに30年に802万円というのは、これ壁だけの問題なのか。その予算はあるの

ですが、それ以後は全然予算ついていません。これはあくまでもたたき台ですので、新

たな計画ができれば、多分予算をつけて、30年か31年かに多分……30年というのはちょ

っと厳しいですが、それも含めて予算化していくのかどうか、まずそれについて質問い

たします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 健康寿命の延伸ということが施設のコンセプトにあって、それにふさわ

しいような施設整備、あるいは利活用だということになれば、これは、今の予定ではそ

ういう状況でありますけれども、今回いきがい基金をつくりましたので、そういった意

味では、健康寿命といきがい基金がふさわしいのではないだろうかというふうに思った

りもしております。 

  そういうことでありますので、新たに全く違った一般財源からそちらのほうに持って

いくというよりも、そことの利活用することが非常に、いわゆる基金の使い方としても

ありではなのかなと、こんなふうに思っていますから、そのとき必要な予算が生まれた

ときに、ある程度いきがい基金なんかも視野に入れながら、そのうちしっかり利活用で
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きるようなそういった環境整備をしていければなとそう思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） いきがい基金という方法もあるなと、私も今、あっそうだな

と思ったのですが、それ含めて、多分今年度中ぐらいにある程度のその相談のステップ

を踏まないといけないのかなと。基金については、いきがい基金は今年度中に来年度分、

２億何ぼ、多分決まると思うのですが、それについてどんな、今すぐどうのこうの、大

ざっぱなそのふれあいプラザの見直しについてどんなふうに考えるのか。基金の活用す

るか一般財源を投入するか、それも含めて。ぱっと直すのであれば一般財源ばっと投入

する方法ありますし、ずっと使うのであれば基金という方法もあります。その辺につい

て、おおよそどれぐらいの目安を持っているのか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 スケジュール感だと思いますけれども、結構いろいろな意見を聞く必要

があるだろうというふうに思うのですよね。それから、やはり建築だとかそういったこ

とも入ってきますので、専門的な立場の見地からも指導、助言受けるということもある

だろうと思いますが、そういったいろいろニーズ調査だとか、そんなようなところから

入っていくという。できれば新年度、まずは一歩を踏み出させればいいなと、そんなふ

うに思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） そんなに私も急げという意味ではなくて、やはりある程度今

年度中にどれぐらいの目安の骨子ができれば、もし要望を聞くならば来年１年かけて、

やはり丁寧に聞いたらいいと思います。そして、どういうようのがいいのか。再来年ま

で行くとちょっと長すぎますが、それも含めて要望を聞きながら、いろいろな方の要望

がかなうような施設にして、多くの方がそこを利活用すると、利用すると。それによっ

て、町長が言いました健康寿命が延びていずれは医療費も低く抑えられたらいいなと。

そういう意味で今回ふれあいプラザの問題について、リフレッシュをリセットして直し

たらいいと私は思って質問させてもらいました。これ、答弁あればお願いいたします。 

  これで質問を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今、お話しあったのとほぼ同じようなスケジュール感だとか、あるいは

進め方についても、一定、これから取り組んでいきたいなと、そう思います。 

○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。 
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  ここで暫時休憩いたします。 

（午後 １時２１分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（午後 １時２２分） 

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

◎報告第３号及び報告第４号の上程、説明、質疑 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第８、報告第３号平成28年度上士幌町財政健全化判断比率

の報告について、日程第９、報告第４号平成28年度上士幌町公営企業資金不足比率の報

告について、以上２件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに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報告第３号平成28年度上士幌町財政健

全化判断比率の報告について、報告第４号平成28年度上士幌町公営企業資金不足比率の

報告についてを一括して、その内容をご説明、ご報告申し上げます。 

  財政健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率は、平成19年度に制定されました地

方公共団体の財政の健全化に関する法律、第３条第１項及び第22条第１項の規定に基づ

き、監査委員の審査に付し、その意見をつけて議会に報告するものであります。 

  初めに、報告第３号平成28年度上士幌町財政健全化判断比率の報告についてご説明い

たします。 

  なお、あわせまして、参考資料として配付いたしました平成24年度以降の健全化判断

比率の推移も参考にご参照願います。 

  報告第３号、２ページ目、健全化判断比率報告書をごらん願います。 

  各比率の括弧書きは、それぞれの指標の早期健全化基準を表示しております。参考欄

につきましては、黒字であったため比率が算定されなかったものの、計算結果を参考と

して記載したものであります。 

  この財政健全化判断比率は、４つの比率から成っております。 

  実質赤字比率につきましては、普通会計の赤字の程度を指標化したものであります。

本町の場合は一般会計が対象となりますが、黒字決算となっておりますので数値が算出

されなかったものであります。 

  連結実質赤字比率につきましては、特別会計及び公営企業会計を含めた全ての会計を

対象にし、町全体としての赤字の程度を指標化したものであります。本町の場合は、一
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般会計及び５特別会計を合わせたものが対象となりますが、黒字決算となっております

ので数値が算出されなかったものであります。 

  実質公債費比率につきましては、全ての会計における地方債元利償還金と一部事務組

合の償還金負担分、公債費に準ずる負債の償還金を合わせたもので、町の経常的な収入

に対する借金の割合を指標化したものであります。比率には、平成26年度からの３カ年

の平均数値が用いられ、平成28年度は５％となっており、昨年度の5.2％に比較して

0.2％減少しております。この減少の主要因といたしましては、平成28年度の単年度数

値は地方債元利償還金の増加により昨年度より0.4％増加いたしましたが、比較的数値

の高かった平成25年度分が３カ年平均の算出から外れたことによるものであります。 

  次に、将来負担比率につきましては、全ての会計と加入している一部事務組合、第三

セクター等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率

であります。すなわち、町の支払わなければならない借金や負担金の残高の程度を指標

化し、将来的に財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものであります。本町にお

きましては、負債が標準財政規模を基本とした額を下回っていることから数値が算出さ

れなかったものであります。 

  以上の４つの指標の全てにおいて、括弧書きに記載しております早期健全化基準を下

回っております。また、指標の財政健全化判断比率につきましては、その算定の基礎と

なる資料を付して監査委員の審査に付し、別紙のとおりの意見をいただいておりますの

でご参照をお願いいたします。 

  次に、報告第４号平成28年度上士幌町公営企業資金不足比率の報告についてご説明申

し上げます。 

  ２ページ目、資金不足比率報告書をごらん願います。 

  公営企業の資金不足比率につきましては、水道事業会計、公共下水道事業会計の２会

計とも、黒字決算となっておりますことから数値が算出されなかったものであり、右側

欄に記載しております経営健全化基準を下回っております。 

  また、指標の資金不足比率につきましては、その算定の基礎となる資料を付して監査

委員の審査に付し、別紙のとおりの意見をいただいておりますので、ご参照をお願いい

たします。 

  以上、報告第３号並びに報告第４号を一括してご説明、報告させていただきました。

ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

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

行います。 
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  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、報告第３号及び報告第４号に対する質疑を終結

いたします。 

  以上で報告第３号及び報告第４号を報告済みとし、報告を終わります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  休憩中に議会全員協議会を開催いたしますので、理事者及び議員の皆さんは委員会室

にお集まり願います。 

  なお、再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午後 １時２８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３６分） 

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

◎同意第１４号の上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第10、同意第14号公平委員会委員の選任についてを議題と

いたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに町長から提案理由の説明を求めます。 

  竹中町長。 

○竹中 貢町長 ただいま上程されました同意第14号公平委員会委員の選任について、提

案理由と内容をご説明申し上げます。 

  公平委員会委員であります佐藤正彦氏が、平成29年10月８日をもって任期満了となる

ため、引き続き、同氏を後任委員として選任したいので議会の同意を求めるものであり

ます。 

  住所、河東郡上士幌町字上士幌東３線242番地。 

  氏名、佐藤正彦氏。 

  生年月日、昭和17年７月２日であります。 

  以上、同意第14号公平委員会委員の選任について、提案理由と内容のご説明を申し上

げました。 

  ご審議の上、ご同意くださいますよう、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が、本件は人事案件でありますので、

質疑及び討論については議会運用例第105条の２の規定によりこれを省略いたします。 
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  これより、直ちに同意第14号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は原案に同意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、同意第14号は原案に同意することに決定いたしました。 

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

◎同意第１５号から同意第１７号の上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第11、同意第15号固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いて、日程第12、同意第16号固定資産評価審査委員会委員の選任について、日程第13、

同意第17号固定資産評価審査委員会委員の選任について、以上３件を一括して議題とい

たします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに町長から提案理由の説明を求めます。 

  竹中町長。 

○竹中 貢町長 ただいま上程されました同意第15号から同意第17号固定資産評価審査委

員会委員の選任について、一括して提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  初めに、同意第15号について、固定資産評価審査委員会委員であります高橋昭博氏が、

平成29年９月15日をもって任期満了となるため、引き続き、同氏を後任の委員として選

任したいので議会の同意を求めるものであります。 

  住所、河東郡上士幌町字上士幌東３線250番地。 

  氏名、高橋昭博氏。 

  生年月日、昭和45年３月17日であります。 

  次に、同意第16号について、固定資産評価審査委員会委員であります片寄繁之氏が、

平成29年９月15日をもって任期満了となるため、引き続き、同氏を後任委員として選任

したいので議会の同意を求めるものであります。 

  住所、河東郡上士幌町字上士幌東３線235番地。 

  氏名、片寄繁之氏。 

  生年月日、昭和24年２月25日であります。 

  次に、同意第17号について、固定資産評価審査委員会委員であります兼子義雄氏が、

平成29年９月15日をもって任期満了となるため、引き続き、同氏を後任委員として選任

したいので議会の同意を求めるものであります。 

  住所、河東郡上士幌町字居辺東12線299番地。 
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  氏名、兼子義雄氏。 

  生年月日、昭和27年７月31日であります。 

  以上、同意第15号から同意第17号固定資産評価審査委員会委員の選任について、一括

して提案理由と内容のご説明を申し上げました。 

  ご審議の上、ご同意くださいますよう、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が、本件は人事案件でありますので、

質疑及び討論については議会運用例第105条の２の規定により、これを省略いたします。 

  これより、直ちに同意第15号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は原案に同意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、同意第15号は原案に同意することに決定いたしました。 

  次に、同意第16号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は原案に同意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、同意第16号は原案に同意することに決定いたしました。 

  次に、同意第17号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は原案に同意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、同意第17号は原案に同意することに決定いたしました。 

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

◎同意第１８号及び同意第１９号の上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第14、同意第18号教育委員会委員の任命について、日程第

15、同意第19号教育委員会委員の任命について、以上２件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに町長から提案理由の説明を求めます。 

  竹中町長。 

○竹中 貢町長 ただいま上程されました同意第18号並びに同意第19号教育委員会委員の
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任命について、一括して提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  初めに、同意第18号について、教育委員会委員であります松岡聡美氏が、平成29年９

月30日をもって任期満了となるため、引き続き、同氏を後任委員として任命したいので

議会の同意を求めるものであります。 

  住所、河東郡上士幌町字居辺東15線277番地。 

  氏名、松岡聡美氏。 

  生年月日、昭和33年９月17日であります。 

  次に、同意第19号について、教育委員会委員であります斉藤博子氏が、平成29年９月

30日をもって任期満了となるため、引き続き、同氏を後任委員として任命したいので議

会の同意を求めるものであります。 

  住所、河東郡上士幌町字上士幌東２線228番地26。 

  氏名、斉藤博子氏。 

  生年月日、昭和28年４月30日であります。 

  以上、同意第18号並びに同意第19号教育委員会委員の任命について、一括して提案理

由と内容のご説明を申し上げました。 

  ご審議の上、ご同意くださいますよう、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が、本件は人事案件でありますので、

質疑及び討論については議会運用例第105条の２の規定により、これを省略いたします。 

  これより、直ちに同意第18号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は原案に同意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、同意第18号は原案に同意することに決定いたしました。 

  次に、同意第19号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は原案に同意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、同意第19号は原案に同意することに決定いたしました。 

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

◎認定第１号から認定第６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16、認定第１号平成28年度上士幌町一般会計歳入歳出決

算の認定について、日程第17、認定第２号平成28年度上士幌町国民健康保険特別会計歳

入歳出決算の認定について、日程第18、認定第３号平成28年度上士幌町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第19、認定第４号平成28年度上士幌町介護

保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第20、認定第５号平成28年度上士幌町

水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第21、認定第６号平成28年度上士

幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以上６件を一括して議題と

いたします。 

  初めに認定案について、理事者から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認定第１号から認定第６号平成28年度上士

幌町一般会計歳入歳出決算の認定外５特別会計の歳入歳出決算の認定について、その決

算の概要をご説明申し上げます。 

  まず初めに、平成28年度決算総括及び決算収支の状況につきましてご説明申し上げま

す。 

  附属資料の平成28年度決算に係る主要な政策報告書、１ページ及び２ページにまとめ

ておりますのでご参照願います。 

  一般会計及び５特別会計を合わせた全会計の予算総額は118億8,749万3,000円で、平

成27年度と比較といたしますと20億4,461万2,000円の増額となっております。この予算

の執行結果につきましては、歳入においては109億7,215万2,000円の決算額となり、予

算総額と比較して９億1,534万1,000円の減、収納率は92.3％となっております。 

  一方、歳出におきましては、決算額は102億8,069万6,000円で、予算総額と比較して16

億679万7,000円の執行残、予算執行率は86.5％となったところでございます。 

  このような歳入歳出の決算額における形式収支は、一般会計及び５特別会計の全てに

おいて黒字となり、その黒字総額は６億9,145万6,000円で、翌年度へ繰り越すべき財源

を除いた実質収支も４億9,219万8,000円の黒字となったところでございます。 

  一般会計、国保特別会計及び介護保険特別会計においては、実質収支の黒字額から総

額３億2,047万9,000円を、条例の規定によって基金に繰り入れたところでございます。 

  次に、各会計の決算の状況を申し上げます。 

  一般会計であります。 

  最終予算額100億８万円に対し、歳入決算額は91億695万円、予算額に対して８億

9,313万円の減、収納率で91.1％になりました。 
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  歳出の決算額は84億5,280万8,000円、翌年度への繰越額が10億3,891万6,000円となっ

たため、予算額との比較で15億4,727万2,000円の執行残、執行率において84.5％となり、

歳入歳出差し引き額で６億5,414万2,000円の黒字決算となりました。 

  また、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は４億5,488万4,000円の黒

字決算となってございます。 

  次に、国保会計です。 

  最終予算額８億1,079万円に対して歳入決算額は７億8,745万3,000円となり、予算額と

の比較で2,333万7,000円の減、収納率で97.1％となりました。 

  一方、歳出決算額は７億7,934万円、予算額との比較で3,145万円の執行残、執行率は

96.1％となり、歳入歳出差し引き額及び実質収支額で811万3,000円の黒字決算となって

ございます。 

  次に、後期高齢者医療会計につきましては、最終予算額8,631万5,000円、これに対し

て歳入決算額は8,563万7,000円、予算額との比較で67万8,000円の減、収納率99.2％とな

りました。 

  歳出決算額は8,394万1,000円、予算額との比較で237万4,000円の執行残、執行率

97.2％となりました。 

  歳入歳出差し引き額及び実質収支額で169万6,000円の黒字決算でございます。 

  次に、介護保険会計につきましては、最終予算額５億1,918万9,000円、これに対して

歳入決算額５億2,726万9,000円、予算額との比較で808万円の増、収納率で101.6％とな

りました。 

  一方、歳出決算額は５億79万円、予算額との比較で1,839万9,000円の執行残、執行率

96.5％、歳入歳出差し引き額及び実質収支額で2,647万9,000円の黒字決算となりました。 

  次に、水道会計です。 

  最終予算額２億4,843万1,000円、歳入決算額２億4,710万4,000円、予算額との比較で

132万7,000円の減、収納率で99.5％となりました。 

  歳出決算額は２億4,651万3,000円、予算額との比較で191万8,000円の執行残、執行率

は99.2％、歳入歳出差し引き額及び実質収支額で59万1,000円の黒字決算でございます。 

  最後に下水道会計の決算状況についてご説明を申し上げます。 

  最終予算額２億2,268万8,000円、これに対して歳入決算額２億1,773万9,000円、予算

額との比較で494万9,000円の減、収納率97.8％となりました。 

  また、歳出決算額は２億1,730万4,000円となり、予算額との比較で538万4,000円の執

行残、執行率で97.6％、歳入歳出差し引き額及び実質収支額で43万5,000円の黒字決算
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となってございます。 

  以上、平成28年度各会計の決算状況についてご説明をいたしました。 

  ご審査の上、ご認定賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議会運用例第60条の規定により、監査委員より決算審査

の意見を求めます。 

  新田勝幸代表監査委員。 

○新田勝幸代表監査委員 平成28年度の上士幌町一般会計及び５特別会計の歳入歳出決算

並びに基金運用状況につきまして、代表監査委員の私と中島監査委員によりまして、実

質22日間を要し、必要に応じて各課部局の担当職員から事情聴取をするなど、慎重かつ

厳正に審査をいたしました。 

  審査の結果につきましては、別紙、平成28年度決算審査意見書、決算審査の概要のと

おりでございますのでごらんいただきたいと存じます。 

  第１、審査の対象ですが、１、上士幌町一般会計、２、上士幌町国民健康保険特別会

計、３、上士幌町後期高齢者医療特別会計、４、上士幌町介護保険特別会計、５上士幌

町水道事業特別会計、６、上士幌町公共下水道事業特別会計。 

  審査の期間でございますが、平成29年７月21日から８月28日まで実質22日間でござい

ます。 

  審査の場所でございますが、監査委員室で行いました。 

  審査の方法でございますが、１つ、平成28年度上士幌町一般会計及び５特別会計につ

いては、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調査及び財産

に関する調書に基づき審査を行いました。２、審査に当たっては、①決算の計数は証書

類及び関係諸帳簿と符合し正確であるか。②予算が議会の議決の趣旨に沿って執行され

ているか。基金については基金条例の趣旨に沿って運用されているか。③収入、支出、

財産の管理及び基金の管理運用等の財務に関する事務等が、地方自治法、その他関係法

規に準拠し適正に処理されているか。以上の３項目に重点を置き、例月出納検査の結果

も考慮し、関係職員から事情聴取するなど慎重に審査をいたしました。 

  審査の結果でございますが、審査の結果、平成28年度上士幌町一般会計及び５特別会

計歳入歳出決算額は、証書類及び関係諸帳簿と照合し相違ないことを確認し、予算の執

行び収入、支出等の財務に関する事務等について適正に執行されているものと認めるも

のであります。 

  ６、その他でございますが、最後に、ことしの歳入歳出決算の審査では、生涯学習課

職員による関係補助団体の不正経理が発覚したことから、行政が預かる外部団体の会計
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事務の処理状況の調査を行いました。 

  その結果、各団体の経理は適正に処理されていることを確認しましたが、今後このよ

うなことが再び発生しないよう、内部牽制によるチェック機能が働く組織的な体制の整

備を要請いたします。 

  以上、平成28年度決算審査結果とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 認定案件６件の提案説明及び監査委員からの決算審査意見が終

わりました。 

  これより質疑を行いますが、認定案件６件に対する質疑は、議会運営委員長の報告に

ありましたように、決算審査特別委員会を設置して、これに付託の上審査したいと思い

ます。 

  したがいまして、認定案件に対する詳細な質疑は決算審査特別委員会で行うようご協

力願います。 

  また、監査委員の決算審査意見に対する質疑は、議会運用例第58条の３第２項の規定

により、決算審査特別委員会において行うことができますので、質疑は大綱的なものに

とどめ、詳細な質疑は決算審査特別委員会において行うようご協力願います。 

  それでは、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） 以上をもって質疑を終結いたします。 

  ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午後 ２時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 ２時１１分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 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認定第１号から認定第６号までの平成28年度一般会計

外５特別会計の決算認定の審査については、議長及び議会選出監査委員を除く９名の委

員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに６件を一括して付託し、審査

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） 
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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、認定第１号から認定第６号までの平成28年度一般会計外５特別会計の決算認

定の審査については、議長及び議会選出監査委員を除く９名の委員をもって構成する決

算審査特別委員会を設置し、これに６件を一括して付託し、審査することに決定いたし

ました。 

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

◎決算審査特別委員会委員長、副委員長の互選について 

○議長（杉山幸昭議長） ただいま設置されました決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。 

  お諮りいたします。 

  この際、決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、決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。 

  決算審査特別委員会の委員長に、８番、山本弘一議員を、副委員長に４番、佐藤曻議

員を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  決算審査特別委員会の委員長に、８番、山本弘一議員を、副委員長に４番、佐藤曻議

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、決算審査特別委員会の委員長に８番、山本弘一議員を、副委員長に４番、佐

藤曻議員を選任することに決定いたしました。 

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

◎議案第５２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52号上士幌町税条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題といたします。 
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  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  木下町民課長。 

○木下由季子町民課長 ただいま上程されました議案第52号上士幌町税条例の一部を改正

する条例の制定について、その提案理由と内容についてご説明いたします。 

  例規集は、第６編財務、第３章徴税をごらんください。 

  今回の改正は、地方税法等の一部改正に伴い上士幌町税条例の一部を改正するもので

す。 

  それでは、お手元の資料、議案第52号関係の１並びに52号関係の２の一部改正の概要

及び条例新旧対照表をごらんください。 

  一部改正の概要のほうからご説明をさせていただきます。 

  なお、関係条項の欄に記載をされております法附則第６条などの法については地方税

法を、条例附則第８条などの条例については上士幌町税条例となります。 

  初めに１ページ、個人住民税、１の肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税

の特例の改正についてです。 

  免税対象飼育牛を家畜市場等において売却した場合の所得に係る個人住民税の特例適

用期限について、現行の平成30年度までを３年間延長し平成33年度までとするもので、

条例附則第８条関係の改正となります。 

  次に、個人住民税２の優良住宅地の造成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所

得に係る町民税の課税の特例の改正についてです。 

  所有期間５年を超える土地などを優良住宅地の造成等のために譲渡した場合の長期譲

渡所得のうち、2,000万円以下の部分に係る個人住民税の税率を軽減する特例の適用期

限について、現行の平成29年度までを３年間延長し平成32年度までとするもので、条例

附則第17条の２関係の改正となります。 

  次に、２ページ、固定資産税１の家庭的保育事業等に係る特例措置の改正と、２番目、

企業主導型保育事業に係る特例措置の創設につきまして関連がありますので、あわせて

ご説明させていただきます。 

  子ども・子育て支援法が平成27年４月から施行されていますが、その中で市町村の認

可事業として位置づけられている家庭的保育事業等の用に供する家屋及び償却資産の課

税標準に乗ずる特例割合について、地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例の

対象となったことから、その割合を条例で定めるもので、参酌すべき割合と同じ２分の

１とします。条例第61条の２関係の改正となります。 

  ２番目の企業主導型保育事業について、平成28年度から事業主が雇用する労働者の乳
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幼児の保育を行う事業として開始され、市町村の関与は不要となっていますが、保育の

受け皿の整備という観点から、子ども・子育て支援法の補助を受けた事業の用に供する

固定資産に対して、新たにわがまち特例を創設することとなったため、その割合を条例

で定めるもので、参酌すべき割合と同じ２分の１とします。条例附則第10条の２関係の

改正となります。 

  次に、固定資産税の３の家屋に係る固定資産税の減額措置の拡充についてです。 

  耐震改修または熱損失防止改修を行った住宅について、現在、耐震改修は２分の１、

熱損失防止改修は３分の１の減額措置が適用されていますが、平成29年４月１日から平

成30年３月31日までの間にいずれかの改修を行い、かつ長期優良住宅の認定を受けた場

合は減額割合がそれぞれ３分の２に拡充されることから、その適用を受けるための申告

書に係る規定を定めるものです。条例附則第10条の３関係の改正となります。 

  続きまして、３ページの軽自動車税についてです。 

  軽自動車税１の軽自動車税の税率の特例の延長です。 

  燃費性能等のすぐれた３輪以上の軽自動車を新規に取得した場合の翌年度分の税率軽

減について基準を見直し、重点化を行った上で適用期限を２年間延長するものです。た

だし、平成29年度中に取得した車両については平成30年度分に限り、平成30年度中に取

得した車両については平成31年度分に限り適用するものです。条例附則第16条関係の改

正となります。 

  次に、３ページ、軽自動車税２の軽自動車税の賦課と徴収の特例の新設についてです。 

  偽りその他の不正があるとして、国土交通大臣が燃費基準の認定等を取り消したこと

により不足額が生じた場合は、当該認定を受けた自動車メーカーが納付することとし、

納付すべき額は当該不足額に10％を加算した金額とする特例措置を設けるものです。条

例附則第16条の２関係の改正となります。 

  続きまして、議案第52号関係の２の上士幌町税条例の一部を改正する条例新旧対象表

をごらんください。下線を引いている部分が今回改正となる部分です。 

  町民税関係の改正が第33条、第34条の９、附則第５条、附則第16条の３、附則第20条

の２、附則第20条の３、法人町民税関係の改正が第48条、第50条、固定資産税関係の改

正が第61条、第63条の２、第63条の３、第74条の２です。 

  最後に、新旧対照表21ページ、一番最後のページをごらんください。 

  こちらの改正は、附則第５条による改正後の上士幌町税条例の一部を改正する条例、

第２条関係となります。 

  本年２月の議会定例会におきまして議決をいただきました平成29年税条例改正の第２
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条に、今回提案をさせていただきました附則第16条の２、軽自動車税の賦課徴収の特例

の削除を追加し、附則第16条の２については、平成29年４月１日から平成31年９月30日

までの期間限定とする改正となっています。 

  なお、この条例は公布の日から施行し、附則第５条につきましては平成31年１月１日

から適用し、それ以外の改正につきましては平成29年４月１日から適用することとなっ

ております。 

  以上、提案の理由と内容につきましてご説明を申し上げました。 

  ご審議の上、ご可決くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第52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52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52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52号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第５３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53号過疎地域における固定資産税の課税の特

例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  木下町民課長。 

○木下由季子町民課長 ただいま上程されました議案第53号過疎地域における固定資産税

の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容

についてご説明いたします。 

  例規集は、第６編財務、第３章徴税をごらんください。 
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  今回の改正は、過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律が施行されたこと

に伴い、過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を改正するもの

です。 

  それでは、お手元の資料、議案第53号関係条例新旧対照表をごらんください。 

  第１条中、下線部分、「情報通信技術利用事業」を「農林水産物等販売業」に改正す

るものです。 

  なお、この条例は公布の日から施行し、平成29年４月１日から適用することとしてい

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53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53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53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53号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第５４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54号上士幌町農林漁家高齢者生きがいセンタ

ー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。 

  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54号上士幌町農林漁家高齢者生

きがいセンター条例を廃止する条例の制定について、その提案理由と内容をご説明申し
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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。 

  本条例につきましては昭和55年10月に制定され、農林漁家高齢者の生きがいを高め福

祉の向上を図ることを目的として、町内の60歳以上の高齢者の方々や高齢者団体の方々

に施設を利用いただいてきました。 

  本年６月に上士幌町生涯学習センターにその機能が移転されたことで、施設の利用が

なくなり、また、今後においても利用予定がないことから上士幌町農林漁家高齢者生き

がいセンター条例を廃止するものであります。 

  なお、附則におきまして、この条例は公布の日から施行するとするものでございます。 

  以上、提案理由と内容についてご説明いたしました。 

  ご審議を賜り、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54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54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54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54号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第５５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55号工事請負契約の締結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55号工事請負契約の締結について、
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その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  別紙、議案第55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締結は、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。 

  本事業は、昨年８月の台風10号による被害の災害復旧事業として実施するものであり、

平成29年５月定例議会において関係予算の議決をいただいたものであります。 

  工事の概要は、林道復旧として幅員3.0メートル、延長38.0メートル、橋梁下部工と

して橋台１基、橋脚１基、橋梁上部工として桁架設延長29.55メートルであります。 

  工事入札につきましては、平成29年８月30日午前９時30分に執行し、町内２共同企業

体と町外５業者の合計７業者での指名競争入札の結果、１回の入札により落札されまし

た。 

  契約の金額は9,450万円、入札予定価格は9,842万400円で落札率は96.02％であります。 

  契約の相手方は、小寺・光栄経常建設共同企業体、代表者、上士幌町字上士幌町東２

線229番地、小寺建設株式会社、代表取締役小寺友之氏であります。 

  また、当該工事の工期は契約締結の日から平成30年３月20日までとしています。 

  以上、提案理由と内容についてご説明を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55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55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55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55号は原案のとおり可決されました。 

 ────────────────────────────────────── 
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◎議案第５６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第26、議案第56号工事請負契約の締結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56号工事請負契約の締結について、

その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  別紙、議案第56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締結は萩ヶ岡橋災害復旧工事であります。 

  本事業は昨年８月の台風10号による被害の災害復旧事業として実施するものであり、

平成29年５月定例議会において、平成29年度及び平成30年度の２カ年の継続費として関

係予算の議決をいただいたものであります。 

  工事の概要は、ＲＣ橋脚工１基、ＰＣ橋工、延長79.4メートルであります。 

  工事入札につきましては、平成29年８月30日午前９時30分に執行し、町内２共同企業

体と町外６業者の合計８業者での指名競争入札の結果、１回の入札により落札されまし

た。 

  また、本工事の入札においては、適正な工事の執行を担保するため最低制限価格制度

実施要領に基づき最低制限価格を設定し執行いたしましたが、最低制限価格を下回った

入札はありませんでした。 

  契約の金額は３億1,860万円、入札予定価格は３億2,779万800円で、落札率は97.20％

であります。 

  契約の相手方は、川村組・田西経常建設共同企業体、代表者は上士幌町字上士幌東２

線234番地、株式会社川村組、代表取締役川村文雄氏であります。 

  また、当該工事の工期は契約締結の日から平成30年８月20日までとしております。 

  以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。 

  ご審議の上、ご可決いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第56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56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。 



－62－ 

  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56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56号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第５７号及び議案第５８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57号工事請負契約の締結について、日程第28、

議案第58号工事請負契約の締結について、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。 

  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57号及び議案第58号工事請負契約の

締結について、一括してその提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  議決を求めます工事請負契約の内容は、各種公共交通機関のターミナルとして整備す

る上士幌町交通ネットワーク交流拠点の建設工事及び外構工事であり、平成29年３月議

会において繰越明許費として関係予算の議決をいただいたものであります。 

  初めに、議案第57号についてですが、議決を求めます工事請負契約の締結は、上士幌

町交通ネットワーク交流拠点建設工事であります。 

  別紙、議案第57号関係資料をご参照願います。 

  工事の概要ですが、木造平屋建て、延べ面積553.17平方メートル、バス待合所の新築

建築主体工事、電気設備工事及び機械設備工事一式であります。 

  工事入札につきましては、平成29年８月30日午前９時30分に執行し、町内２共同企業

体と町外６業者の合計８業者での指名競争入札の結果、１回の入札により落札されまし

た。 

  また、本工事の入札においては、適正な工事の執行を担保するため最低制限価格制度

実施要領に基づき最低制限価格を設定し執行いたしましたが、最低制限価格を下回った

入札はありませんでした。 

  契約の金額は１億3,284万円、入札予定価格は１億3,588万5,600円で、落札率は

97.76％であります。 
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  契約の相手方は橘内・森岡・秋葉経常建設共同企業体、代表者、上士幌町字上士幌東

２線235番地、株式会社橘内建設、代表取締役橘内伸幸氏であります。 

  また、当該工事の工期は契約締結の日から平成30年３月９日までとしています。 

  次に、議案第58号についてですが、議決を求めます工事請負契約の締結は、上士幌町

交通ネットワーク交流拠点外構工事であります。 

  別紙、議案第58号関係資料をご参照願います。 

  工事の概要ですが、バスタッチ及び駐車場2,036平方メートル、歩道890平方メートル、

インターロッキング194平方メートル、附属物として縁石、浸透ます、標識、車どめ、

照明灯を整備するものであります。 

  工事入札につきましては、平成29年８月30日午前９時30分に執行し、町内２共同企業

体と町外５業者の合計７業者での指名競争入札の結果、１回の入札により落札されまし

た。 

  契約の金額は7,344万円、入札予定価格は7,612万9,200円で落札率は96.47％でありま

す。 

  契約の相手方は、小寺・光栄経常建設共同企業体、代表者、上士幌町字上士幌東２線

229番地、小寺建設株式会社、代表取締役小寺友之氏であります。 

  また、当該工事の工期は契約締結の日から平成30年３月９日までとしています。 

  以上、議案第57号及び議案第58号について、一括して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57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57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57号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第58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58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58号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第５９号から議案第６１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第29、議案第59号北海道町村議会議員公務災害補償等組合

規約の変更について、日程第30、議案第60号北海道市町村総合事務組合規約の変更につ

いて、日程31、議案第61号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、以上３

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59号北海道町村議会議員公務災害補

償等組合規約の変更について、議案第60号北海道市町村総合事務組合規約の変更につい

て、議案第61号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、以上３件につきま

して、一括してその提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  このたび本町が構成団体となっている一部事務組合において、２団体の名称が変更さ

れたことに伴い、地方自治法第286条第１項の規定により組合規約の変更が必要となる

ことから、組合規約の変更に関して議会の議決を求めるものであります。 

  初めに、議案第59号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、具

体的な変更内容をご説明いたします。 

  北海道町村議会議員公務災害補償等組合につきましては、町村議会議員の公務災害補

償事務等を行っている一部事務組合であります。 

  詳しい改正内容は、議案第59号関係、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の
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一部を変更する規約新旧対照表をご参照願います。 

  別表第１中、「西胆振消防組合」を「西胆振行政事務組合」に、「江差町ほか２町学

校給食組合」を江差町、上ノ国町学校給食組合に改正するものであります。 

  なお、附則として、この規約は地方自治法第286条第１項の規定による総務大臣の許

可の日から施行するとするものであります。 

  次に、議案第60号北海道市町村総合事務組合規約の変更について、具体的な変更内容

をご説明いたします。 

  北海道市町村総合事務組合につきましては、市町村等の非常勤職員の公務災害補償事

務等を行っている一部事務組合であります。 

  詳しい改正内容は、議案第60号関係、北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更す

る規約新旧対照表をご参照願います。 

  別表第１、檜山振興局（11の項中）「江差町ほか２町学校給食組合」を江差町、上ノ

国町学校給食組合に、胆振総合振興局（12の項中）「西胆振消防組合」を「西胆振行政

事務組合」に改正するものです。 

  次に、別表第２の１から７の項中、「西胆振消防組合」を「西胆振行政事務組合」に、

同表９の項中、「江差町ほか２町学校給食組合」を江差町、上ノ国町学校給食組合に、

「西胆振消防組合」を「西胆振行政事務組合」に改正するものです。 

  なお、附則として、この規約は地方自治法第286条第１項の規定による総務大臣の許

可の日から施行するとするものであります。 

  次に、議案第61号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、具体的な変更

の内容をご説明いたします。 

  北海道市町村職員退職手当組合につきましては、市町村職員等の退職手当支給事務を

行っている一部事務組合であります。 

  詳しい改正内容は、議案第61号関係、北海道市町村職員退職手当組合規約新旧対照表

をご参照願います。 

  別表（２）一部事務組合及び広域連合の表、檜山管内の項中、「江差町ほか２町学校

給食組合」を江差町、上ノ国町学校給食組合に、同表、胆振管内の項中、「西胆振消防

組合」を「西胆振行政事務組合」に改正するものです。 

  なお、附則として、この規約は地方自治法第286条第１項の規定による総務大臣の許

可の日から施行するとするものであります。 

  以上、議案第59号から議案第61号について、一括して提案理由と内容についてご説明

させていただきました。 
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  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３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３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59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59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59号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第60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60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60号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第61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61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） 
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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61号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第６２号から議案第６７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第32、議案第62号平成29年度上士幌町一般会計補正予算

（第５号）、日程第33、議案第63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２号）、日程第34、議案第64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１号）、日程第35、議案第65号平成29年度上士幌町介護保険特別会計補正予算

（第１号）、日程第36、議案第66号平成29年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第

１号）、日程第37、議案第67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１号）、６案を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第62号から67号までの平成29年度一般

会計並びに各特別会計補正予算の内容を申し上げます。 

  補正総額は３億8,919万7,000円の追加補正となります。補正後の予算規模は、一般会

計並びに５特別会計の総額で100億4,407万6,000円となります。 

  それでは、予算補正を行う各会計の内容を申し上げます。 

  議案第62号一般会計補正予算（第５号）でございます。 

  １ページをごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ３億8,209万8,000円を追加し、総

額を80億9,492万3,000円とするものでございます。 

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

ページから４ページ、第１表のとおりでございます。 

  歳出のうち追加補正の主なものといたしましては、議会費人件費109万3,000円、総務

費人件費2,247万3,000円、町有財産管理経費150万円、ふるさと納税・生涯活躍いきが

い基金積立金２億9,100万円、障害者自立支援給付事業155万4,000円、水道会計繰出金

644万4,000円、バイオマス施設整備事業2,100万円、ナイタイ高原牧場運営安定化基金

積立金3,173万4,000円、商店街活性化対策事業500万円、小学校管理経費162万円、生涯

学習センター管理運営経費444万6,000円を追加補正をいたします。 

  事項別明細書以下につきましては説明を省略をさせていただきます。 

  次に、各特別会計の補正予算についてご説明を申し上げます。 
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  28ページの議案第63号国民健康保険特別会計補正予算（第２号）をごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ751万9,000円を減額し、総額を

８億4,441万5,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、29

ページ、第１表のとおりでございます。 

  歳出の主なものにつきましては、事務管理経費35万7,000円、高額医療費共同事業拠

出金779万円、療養給付費交付金等返還金107万5,000円をそれぞれ追加補正するととも

に、介護納付金98万円、保険財政共同安定化事業拠出金1,561万3,000円をそれぞれ減額

補正するものでございます。 

  事項別明細書以下につきましては説明を省略をさせていただきます。 

  次に、40ページの議案第64号後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）をごらんく

ださい。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に18万円を追加し、総額を8,718万1,000円と

するものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、41

ページ、第１表のとおりでございます。 

  歳出の補正内容につきましては人件費18万円を追加補正をいたします。 

  事項別明細書以下につきましては説明を省略をさせていただきます。 

  次に、47ページの議案第65号介護保険特別会計補正予算（第１号）をごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に769万6,000円を追加し、総額を５億8,616

万5,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、48

ページ、第１表のとおりでございます。 

  歳出の主な補正内容につきましては、介護給付費等負担金返還金1,039万7,000円を追

加補正いたします。 

  事項別明細書以下につきましては説明を省略をさせていただきます。 

  次に、58ページの議案第66号水道事業特別会計補正予算（第１号）をごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に673万4,000円を追加し、総額を２億555万

8,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、59

ページ、第１表のとおりでございます。 

  歳出の主な補正内容につきましては、簡易水道施設改良事業653万円を追加補正をい
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たします。 

  事項別明細書以下につきましては説明を省略させていただきます。 

  次に、65ページの議案第67号公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）をごらんく

ださい。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に8,000円を追加し、総額を２億2,583万4,000

円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、66

ページ、第１表のとおりでございます。 

  歳出の補正内容につきましては、人件費8,000円を追加補正をいたします。 

  事項別明細書以下につきましては説明を省略いたします。 

  以上、一般会計並びに５特別会計の補正内容についてご提案を申し上げました。 

  よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午後 ２時５５分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時０７分） 

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

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

ます。 

  それでは、議案第62号平成29年度上士幌町一般会計補正予算（第５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10ページから款ごとに一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

（「款ごとですよね」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） はい、款ごとですので。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 議会費及び総務費ついて質疑を行います。 

  10ページから12ページまで質疑を行います。 

  質疑ありますか。 
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（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、民生費及び衛生費に入ります。 

  12ページから14ページまで質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

  ７番、早坂清光議員。 

○７番（早坂清光議員） 所管の委員会で説明されている部分もあるのかもしれませんけ

れども、12ページのふるさと納税・生涯活躍いきがい基金積立金ですけれども２億

9,100万円ですね。財政調整基金に一旦積み立てておいたものを今回取り崩してこちら

のほうの基金に積み立てをするということの予算だと思うのですけれども、財政調整基

金のほうには、もう一旦、ふるさと納税の部分で財政調整基金のほうにふるさと納税の

関係で積み立てたものが残っては、もういないということになるということでよろしい

のかということと、それから、積立金の活用をしていくときに、どのようにこの基金を

各種事業に振り分けていくのかということについてお聞きしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 前段の部分につきましてはそのようなことで、財調からこちら

のほうに繰り出してくる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） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 基金の活用の手法でございますけれども、基本的には30年の事

業に使っていきたいというふうに考えてございまして、それに向けてのスケジュール的

な部分で申し上げると、10月以降、予算編成に向けて役場庁内の各課部局へ基金事業の

洗い出しを行いまして、その中で町外の各団体等も含めたヒアリング等を実施をさせて

いただいて要望等を吸い上げていきたいなというふうに考えてございます。その後、１

月、２月には外部委員会の選考、外部の選考委員会を設置させていただきまして、その

中で最終決定をいただいて新年度予算に充てていきたいというふうに考えてございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（「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。 

  14ページから16ページまで質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、商工費及び土木費に入ります。 

  16ページから17ページまで質疑を行います。 
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  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、教育費に入ります。 

  18ページから21ページまで質疑を行います。 

  ７番、早坂清光議員。 

○７番（早坂清光議員） これも所管の委員会のほうで説明されているのかもしれません

けれども、18ページの小学校管理経費の上士幌小学校の除雪等車両の購入ということで

の予算がありますけれども、これまでも何らかの除雪の車両はあったのだと思いますけ

れども、今回新たに購入される理由について説明お願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 石王課長。 

○石王良郎教育委員会子ども課長 この車両につきましては、上士幌小学校において除雪

やグラウンド整備などに使う校内整備を行っている車両ということで、実はもう、以前

使っていた車両が古くなって、昨年12月に管理がえによって、実は、元ナイタイ高原牧

場で使っていたサファリという車なのですが、それがその後スポーツセンターの除雪、

スケートリンクの除雪に使われていて、昨年12月に上士幌小学校に配置がえということ

で使ってきたところでありましたが、何分年式が古くて劣化しておりまして、また故障

も多く、上士幌小学校の広い校内を除雪するということでは、非常に、今年度の冬を乗

り切るのは厳しいということで判断をしまして、今回車両購入の補正予算を上げたとこ

ろでありまして、車両としては４ＷＤの中古車、新車ということになるとかなり高額と

いうことになりますので、中古車を選定をして、それで排土板の装着、点検調整含めた

金額として162万円計上したところでございます。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか教育費ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、給与費明細書は22ページから27ページまで質疑を行いま

す。 

  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の歳入は７ページから９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） 
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○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の総括表は５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） 次に、一般会計補正予算書の１ページから４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62号平成29年度上士幌町一般会計補正予算（第

５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63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２号）は、

28ページから39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63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２号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第64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１号）は

40ページから46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64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１号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第65号平成29年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第１号）は47ペー

ジから57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65号平成29年度上士幌町介護保険特別会計補正

予算（第１号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第66号平成29年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第１号）は58ペー

ジから64ページまでを一括して質疑を行います。 



－73－ 

  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66号平成29年度上士幌町水道事業特別会計補正

予算（第１号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第67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１号）は

65ページから71ページまでを一括して質疑を行います。 

  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第67号平成29年度上士幌町公共下水道事業特別会

計補正予算（第１号）の質疑を終わります。 

  次に、各会計補正予算に対する質疑が終結いたしましたので、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62号から議案第67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62号平成29年度上士幌町一般会計補正予算（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62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62号は原案のとおり可決されました。 
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  次に、議案第63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２号）の討

論を行います。 

  討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第63号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第64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１号）の

討論を行います。 

  討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第64号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第65号平成29年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第１号）の討論を

行います。 

  討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第65号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第66号平成29年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第１号）の討論を

行います。 
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  討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第66号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第67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１号）の

討論を行います。 

  討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第67号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。 

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

◎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９月22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 ３時２０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、９月15日午前９時より、委員会室において、議会運営委員全員の

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

議案の審議方法などについて審議いたしました。 

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

お手元に配付のとおり決定をいたしましたので、ご報告を申し上げます。 

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

  １点目は、日程第１、認定第１号から日程第６、認定第６号までにつきましては６件

を一括報告し、認定２号から認定６号までの５件は議長及び監査委員を除く議員全員に

よる特別委員会において討論がありませんでしたので、討論を省略し、採決を行います

のでご承知おきを願います。 

  ２点目は、日程第７、第68号平成29年度被表彰者の決定についてでありますが、昨年

同様の扱いといたしますが、議会運営委員会において協議の結果、休憩をとって開催し

ておりました全員協議会を省略し採決することといたしますので、ご承知おきを願いま

す。 

  なお、被表彰候補者の方々の功績の概要は、資料として添付しておりますのでごらん

いただきたいと思います。 

  また、今後におきましても、この表彰者の決定につきましては、議会運営委員会にお

いて協議しその取り扱いを決定いたしますので、ご理解をお願いいたします。 

  ３点目は、日程第８、議案第69号及び日程第９、議案第70号につきましては、関連が

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

します。 

  以上で、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 
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 ────────────────────────────────────── 

◎認定第１号から認定第６号までの委員長報告、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 決算審査特別委員会審査報告を行います。 

  日程第１、認定第１号から日程第６、認定第６号までの平成28年度上士幌町一般会計

及び５特別会計の歳入歳出決算の認定について、６件を一括して議題といたします。 

  ６件について、決算審査特別委員会の審査報告を求めます。 

  決算審査特別委員会委員長、山本弘一議員。 

○決算審査特別委員長（山本弘一議員） 平成29年９月５日に本委員会に付託されました

平成28年度各会計の歳入歳出決算の認定についての審査結果を、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、認定第１号平成28年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定について、

認定第２号平成28年度上士幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認

定第３号平成28年度上士幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、認

定第４号平成28年度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第５

号平成28年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第６号平成

28年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてです。 

  審査年月日は、平成29年９月７日の１日間であります。 

  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、各部局長、主幹及び主査の出席をい

ただき、審査をいたしました。 

  審査の結果ですが、認定第１号から認定第６号までの平成28年度上士幌町一般会計及

び５特別会計の決算認定議案が、平成29年９月５日開催の第６回議会定例会において提

案されました。この決算認定議案の審議に当たり、議長及び監査委員の議員を除く９名

による決算審査特別委員会が設置され、審査を行いました。 

  当特別委員会に付託されました認定第１号から認定第６号までの平成28年度各会計歳

入歳出決算の認定案件については、町理事者を初め各課担当職員の出席を求め、各会計

歳入歳出決算書及び主要な施策報告書の提出をいただきながら委員会を開催し、熱心な

質疑を重ね審査いたしました。 

  慎重審査の結果、認定第１号平成28年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定につい

ては、反対討論があり、起立採決の結果、賛成７、反対１の起立多数により認定すべき

ものと決定いたしました。 

  また、認定第２号から認定第６号の各特別会計歳入歳出決算の認定については、全会
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一致をもって認定すべきものと決定いたしました。 

  認定案件の質疑及び討論の内容については、議長及び監査委員の議員を除く議員全員

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。 

  以上をもって、決算審査特別委員会に付託されました認定審査の経過と結果について

ご報告申し上げ、決算審査特別委員会審査報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりました。 

  決算審査特別委員会は、議長及び議選の監査委員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、特別会計決算の認定第２号から認定第６号の討論については、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、認定１号の討論を行います。 

  それでは、認定第１号平成28年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定についての討

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、認定に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） 認定第１号平成28年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定

について、反対討論を行います。 

  平成28年度は、消費税引き上げは延期されたものの、さまざまな福祉切り捨ての中、

町民の暮らしや町内業者の経営もますます厳しさを増した１年となっています。 

  こういう中、町民の切実な要求、国民いじめとも言える、国から町民を守り生活を守

り切った予算の使い方になっていなかったと判断し、４点にわたり反対討論いたします。 

  １点目、財政とまちづくりの問題です。 

  町職員努力もあり、ふるさと納税金は約21億円と大幅な伸びで、子育てに関する事業

が大変充実したことは評価いたします。 

  平成29年度においても、高齢者等事業を広げることが決まりましたが、平成28年度に

おいては、納税金の有効な使い方については町民全体のものに成り切っていなかったと

判断いたします。 

  また、貧困とも言われる方々がますますふえる一方ですが、困っている人こそ行政の

支えが必要です。その新たな対策はなかったと判断いたします。 

  基金の問題ですが、平成28年度の基金の繰り入れは財政調整基金が約１億円、生涯学

習センターの建てかえ建築分で、公共施設整備基金が約４億円、夢基金が約２億円と、
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合計約７億円となっています。 

  しかし、執行残等を基金に積んだことにより、一般会計全体の基金は、平成27年度末

の約72億円から２億円ふえて約74億円となっています。 

  この基金を、生活面を支えるソフト面での活用に生かすことができたと判断いたしま

す。 

  ２点目、生涯活躍のまちづくりの問題です。 

  平成28年度は、国の交付金を活用して上士幌創生包括プロジェクト業務委託事業を実

施しました。 

  町民が望んでいる、町民が生涯元気で活躍するまちのはずですが、委託内容は、最初

から事業主体、まちづくり会社ありき、実施事業ありきとなっていました。 

  また、調査の内容も町民中心ではなく、町外中心であり、町民の意向が反映されてい

ないと判断いたします。 

  さらに29年度においても、十分な町民合意がないまま、生涯活躍のまちづくりが進ん

でいると判断いたします。生涯活躍のまちは、町民の意向を十分聞き、思いが大事にさ

れるまちづくりで実現できると思います。 

  本事業が、国の進める方針、交付金中心に実施されていると思えてなりません。 

  ３点目、教育行政の問題です。 

  平成28年度において、教育委員会職員の不正問題が発覚しました。これは、その職員

自身の問題はもとより、教育委員会の事務処理等の問題が大きいと判断いたします。 

  さまざまな政策や実施において、教育委員会での集団での論議や実施等不十分で起こ

った問題です。 

  また、このことは、教育委員会の内部の問題だけではなく、社会教育行政においても

町民とのかかわりでも重要な問題です。その後、教育委員会では、反省を踏まえ十分な

議論や対策を実施していると期待いたします。 

  ４点目は、平和の問題です。 

  平成28年度において、安倍政権は国会の議会ルールも無視して、戦争法を強行に決め、

南スーダンに派遣している自衛隊の任務を拡大し、駆けつけ警護と称し、戦後初めて自

衛隊が武器を使用することが可能性が出てきました。その後、南スーダンでは戦闘状態

であったと報告が明らかになるなど、危険な南スーダンから自衛隊が撤退し、ほっとし

ているところです。 

  しかし、安倍政権は何の反省もなく、憲法改悪への道を進もうとしています。このよ

うな中、国民を守る自衛隊ではなく、アメリカの戦争の手助けをする自衛隊になってい
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ます。このような自衛隊のあり方に反対し、自衛隊協力会への補助金を含むため、反対

いたします。 

  以上、反対討論といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、認定に賛成の討論を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論ありませんか。 

（「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、これをもって認定第１号に対す

る討論を終結いたします。 

  これより認定第１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。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  本件は認定すべきものと決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいです。 

  起立多数であります。 

  よって、認定第１号は認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、認定第２号平成28年度上士幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて採決を行います。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件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、認定第２号は委員長の報告のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、認定第３号平成28年度上士幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついての採決を行います。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件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。 
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  よって、認定第３号は委員長の報告のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、認定第４号平成28年度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

の採決を行います。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件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、認定第４号は委員長の報告のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、認定第５号平成28年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

の採決を行います。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件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、認定第５号は委員長の報告のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、認定第６号平成28年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついての採決を行います。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件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、認定第６号は委員長の報告のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

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

◎議案第６８号の上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第７、議案第68号平成29年被表彰者の決定についてを議題

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 ただいま上程されました議案第68号平成29年被表彰者の決定につい
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て、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  本件につきましては、上士幌町表彰条例第２条第１項の規定により、議会の議決を求

めるものであります。 

  被表彰者の功績につきましては、別紙、議案第68号関係資料をご参照願います。 

  被表彰者の住所、氏名、生年月日について申し上げます。 

  社会功労賞、民生の安定に貢献された方２名でございます。河東郡上士幌町字上士幌

東３線242番地の34、石川裕子氏、生年月日、昭和15年２月５日、河東郡上士幌町字上

士幌東１線235番地、山下京子氏、生年月日、昭和20年11月23日。 

  次に、産業功労賞、産業の振興に貢献された方１名でございます。河東郡上士幌町字

居辺東12線299番地、兼子義雄氏、生年月日、昭和27年７月31日、以上３名でございま

す。 

  なお、本提案に当たりましては、平成29年８月21日に表彰者選考委員会を開催し、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、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

ただきますようお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） これより議案第68号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第６９号及び議案第７０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第８、議案第69号平成29年度上士幌町一般会計補正予算

（第６号）、日程第９、議案第70号平成29年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第

２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69号並びに議案第70号平成29年度一

般会計並びに水道事業特別会計補正予算の内容を申し上げます。 

  補正総額は6,206万4,000円の追加補正となります。補正後の予算規模は一般会計並び

に５特別会計の総額で101億614万円となります。 
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  それでは、予算補正を行う各会計の内容を申し上げます。 

  議案第69号一般会計補正予算（第６号）であります。１ページをごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ6,204万4,000円を追加し、総額を

81億5,696万7,000円とするものでございます。 

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

ージから３ページ、第１表のとおりでございます。 

  第２条では、地方債補正といたしまして、４ページにありますとおり、過疎対策事業

債を５億3,520万円から５億5,890万円に変更いたします。また、臨時財政対策債を１億

6,123万円から１億4,851万6,000円に変更いたします。 

  歳出のうち、追加補正の主なものといたしましては、エネルギー地産地消事業化モデ

ル支援事業推進経費416万5,000円、合併処理浄化槽整備費助成経費25万円、ナイタイ高

原レストハウス整備事業2,374万3,000円、認定こども園整備事業2,079万円、中学校管理

経費14万1,000円、生涯学習センター改築事業142万8,000円、体育施設維持管理経費436

万円、町有財産取得事業690万7,000円を追加補正をいたします。 

  事項別明細書以下につきましては説明を省略をさせていただきます。 

  次に、水道事業特別会計の補正予算についてご説明を申し上げます。 

  13ページの議案第70号水道事業特別会計補正予算（第２号）をごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２万円を追加し、総額を２億557

万8,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は14ペ

ージ、第１表のとおりでございます。 

  歳出の内容につきましては、簡易水道施設維持管理経費２万円を追加補正するもので

ございます。 

  事項別明細書以下につきましては説明を省略をさせていただきます。 

  以上、一般会計並びに水道事業特別会計の補正内容についてご提案を申し上げました。 

  よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第69号から議案第

70号を一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

  ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 商工費のナイタイ高原レストハウス整備事業でありますけれ

ども、この運営主体というのも同時進行で協議をしているというふうに説明を受けてい

ます。 
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  この運営主体というのは、いつできるという方向性について、つまり、いついつまで

に運営主体をつくるんだと、ＤＭＯの。ということは、現在決めているというか目標に

している時点というのはいつなのかどうかも含めてお聞きをしたいというふうに思いま

す。 

  それはなぜかというと、施設が実施設計をつくる、運営主体がまだ固まっていない。

本来は、その運営主体が収益も含めて責任を持つとすれば、どんな施設にしたいかとい

うのは、当然出てきて当たり前だというふうに考えるんです。 

  ただ、時間的余裕等も含めて今、同時進行でやられているというふうに委員会で事前

に説明を受けている部分があるわけですけれども、だとしたら、ＤＭＯは一体いつつく

るのかという期限は、どういうふうに考えているのか。 

  まず、それをお聞きをしたいというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 今、ＤＭＯの会社の立ち上げの時期でございますけれども、委

員会でもお話しさせていただいておりますが、今年度にこの事業を受けまして、ある程

度、設立に向けた準備をしているというのがただいまやっている事業でございます。 

  来年度の早い時期に正式に設立したいということで、スケジュール的には考えている

ところでございます。 

  それと、レストハウスの整備に関して、その運営主体の声が、いわゆる箱の設計に生

かされないんではないかというようなご指摘でございますけれども、ただ、今ＤＭＯの

設立業務の中で、委員会が親会と子会という形で、プロジェクトチームを動かしており

ます。実際には、そこの中で、その辺の協議をしていることと、それと町内の事業所の

皆さんから、それぞれヒアリングを行っているというようなことで、最大公約数的なご

意見を賜っていくというようなことで、今、レストハウスの部分については進めている

ところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 町民要望も非常に多い施設ですから、建設するということは

必要性がある。ただ、建てたらやはりその責任を持たなければいけない。ただ、行政が

こういった民間施設に近い、収益を得られる施設で、全ての責任を持つということには

なかなかならない。 

  各町村で、そういったことで過去にもいろいろ問題を起こしているという経緯があり

ます。そういうことを含めて言えば、この予算を決めれば、実質いわば物が今建ってい

くという段階です。行政がどこまで責任を持つという腹を持っているのか、逆に言えば、
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こういう施設にするという覚悟を持ってやらなくてはいけない。 

  ＤＭＯが万能では実はないです。その地域情勢だとか地域経済の実態だとかというこ

とが、収益には大きく影響がありますし、北海道の場合は、特定の施設を除いて冬のこ

の時期をどうするか、観光がなかなか冬の観光というのが育っていないという現実を踏

まえて言えば、採算的には非常に固定施設については厳しいものがあるというふうに考

えなければなりません。 

  ただ、建てて結局だめだったから町が経済支援をするということにはならないとうふ

うに思うんですが、その辺も含めて、その腹構えを最終的にお聞きをしておきたいとい

うふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 ＤＭＯの部分に関しては、議員ご指摘のとおり収益を上げるた

めの会社をという考え方でございます。 

  ただし、道の駅とも関連してまいりますけれども、当然お客様を呼び込むですとか、

観光的な情報を流すですとかというようなイベントを行うとかそういった部分に関して

言えば、当然それは営業と物販するものも開発していくというような役割を担う形にな

ります。 

  ただし、その建物の維持管理という部分はどうしてもかかってまいります。その分に

関しては、今後の議論でございますけれども、指定管理料ですとか委託をするですとか

というようなことは生じてくるかというふうに考えております。 

  したがいまして、公的な部分でかかる部分については、当然、建物自体は町の施設で

ございますので、それの維持管理費という部分は一定程度持ちながら、その営業、運営

については、設立された会社のほうで責任を持ってやっていただくというような体制で

考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） いいですか。ほか、質疑。 

  ９番、渡部信一議員。 

○９番（渡部信一議員） 今の議題なんですけれども、委員会にもおおよその設計に当た

りましての、そういったものを示されたわけなんですけれども、先ほどの課長の答弁で、

親と子の委員会がそれぞれ調査やら、そういったものを同時進行的に進めていると。こ

の建物が二千何百万とかそういったものが、委員会等のそういった視察やらあるいは検

討やらされていると思うんですけれども、この建物内にどういう機能を持たせるだとか、

どういった運営方法をするかということで、建物の構造だとかそういったものも若干変

わってくるんじゃないかと思うんです。建物ありきで、その後に後づけみたいな形で、
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運営のやり方みたいな、ＤＭＯですか。そういった感じを非常に強く感じるわけで。 

  かつて台風で飛んで、大風で飛んで、飛ぶ前というのは、昔からこのレストハウスと

いうのは町民の皆さんは必要だ、必要だと言うけれども、風景だとかあそこの景観をぜ

ひ目にして観光客を呼びたいとかそういったものがあるわけなんですけれども、かつて

あのレストハウスというのは、運営についても直営でやったり民間でやったり、また民

間に任せたり、お荷物でしようがないような状況だったわけなんです。そういった中で、

収益を上げるというわけなんですけれども、そこら辺の収益、どの程度を見込んで、例

えばこれだけの施設を建てるわけですから、どのぐらいの入り込みがあって、どのぐら

いの例えば一人当たりお金を落としてもらって、そういった収支計算とかそれはＤＭＯ

とかそういったものに任せるんではなく、町独自で建物を建てるわけですから、そうい

った算定はどのようになっているか。 

  あわせて、昨今、民間の力、民間の力って、理事者初め町側は言うわけですけれども、

そのとおりだと思うんです。そういう中で、ナイタイのレストハウスについても、ソフ

トクリームぐらい、あそこで食べながら景観を眺めてもらうことに意義があるんだとい

うわけですけれども、ご存じのように、民間があれだけの、多分あそこに工場を建てた

ということは、こっちの国道沿いではないし、やはりナイタイを意識した、そういった

ものを幾らか考えていたんじゃないかと思うんです。 

  そういったものときちんと、あっちもこっちも同じような機能の、民間であれ、行政

であれ、同じようなものをどんどん建てていっても、結局は採算だとかを、どういうふ

うに町民に対して示されるのか、これはあれだけのものを建てたら、民間のそういった

ものも大事にしてやるべきだと思うんですけれども。常々民間活力だと言っているわけ

ですから。 

  そういったことを含めて、この建物の設計の予算が提案されたわけですけれども、そ

ういった具体的な建物の設計の中に、もろもろの考え方というのはどういうふうに整理

されて、設計を進めていくのかということを、改めて、再度質問しておきたいと思いま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 ただいま、渡部議員のほうからご指摘のあった部分でございま

すけれども、まず１点目の、現在基本設計ということでナイタイ高原レストハウスと道

の駅の部分、箱の部分でございますけれども、今、業務を進めているところでございま

す。 

  今回上程させていただきました補正予算は、さらに詳細設計である実施設計を、ナイ
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タイ高原レストハウス分を上程させていただいているということでございます。 

  先ほど来お話しさせていただいておりますけれども、そのＤＭＯの設立に関する、い

わゆる会社を設立する検討委員会の中では、その営業方針といいますか、そのコンセプ

トづくり等を今、つくっているところでございまして、当然に今の基本設計においても、

このＤＭＯのほうと連携をしながら、設計の中で意見反映をしてきているところでござ

います。 

  また、あわせまして各町内の業者さんからヒアリングを受けた部分も、その設計の中

に生かさせていただいているという形でございます。 

  道の駅とレストハウスという部分でございますけれども、この民間の施設も含めてと

いう形でございますけれども、昨年の基本計画においては、道の駅とレストハウスの役

割分担をそれぞれ明確にしながら、今、設計業務に進んでいるということでご理解いた

だければと思います。 

  それと、道の駅、その基本計画でも言っているわけですけれども、既存の観光資源そ

れを生かして上士幌町に来ていただく、町全体の魅力でお客様に上士幌町に来ていただ

くというようなことをコンセプトといたしておりますので、もちろんそういう民間の施

設とも連携をしながら周遊をしていただく、滞在時間を長くしていただくというような

ことを目指してまいりたいと思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ９番、渡部信一議員。 

○９番（渡部信一議員） そういったことで進めているということはわかるんですけれど

も、この進め方というのが非常に甘いんではないかと思うわけなんです。民間と話しな

がら進めるというわけですけれども、多分ナイタイのレストハウス等でもソフトクリー

ムとか売ろうかと思うんですけれども、あそこでソフトクリーム食べてきて、また町の

下へ戻ってきて、またソフトクリーム食べるということはあんまり考えられないと思う

んです。お互いに話し合いながら進めると言うけれども、そこら辺の、細かいことかも

しれないけれども、今日に至るまで民間とのもう少し詰めた、あるいは共通するところ

は共通するところで、そういった話し合いだとか整理が今後進めていくんではなく、既

に設計の段階においても整理されていなきゃいけない問題だと思うんです。 

  先ほども言いましたように、レストハウスといったら町のお荷物的な、10年も20年も

そういった歴史の中で、今日も民間の商店街の一業者が施設を委託管理いたしまして、

そういったことを進めていて、それなりに奮闘されていることはわかっているんですけ

れども、そういったことも含めて、レストハウスといってもただの景観ではなく、例え

ば上川の同じような公共牧場に森のガーデンというか、何千種類という山野草を植えて、
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あと、レストランといえば世界的な料理人の三國シェフが監修するレストランを経営さ

れています。そういったところで、当初は通年のレストランの開業だったけれども冬期

間は休むというようなことにもなっていますし、あそこから見る景観もここの景観とは

ちょっと違うんですけれども、大雪山を見ながら物すごい景観だと思うんですよね。 

  そんなことも含めて、親委員会、子委員会でプロジェクトチームがそういったことも

調査しながら、教訓にしながら進めているかとは思うんですけれども、もう少し事前に、

緻密に整理して、その上でどういう建物を建てていくかというものが必要かと思うんで

すけど、再度そこら辺の考えと申しますか、お答えいただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 民間の事業が建てられて、そことのいわゆる役割といいますか、

同じものでかぶってしまうんではないかというようなお話の趣旨かというふうに思いま

すが、ナイタイ高原牧場レストハウスに関して言えば、これは外部の方々、観光客とい

うことも含めてでございますけれども、あの景観があるからあそこに行くと、言ってみ

ればレストハウス自体はそこからどこかに行くわけではなくて、あの展望台が目的地に

なっていると、そういう場所でございます。あそこは、やはり北海道らしさを一番感じ

る場所だというような評価もいただいている場所でございます。 

  また、町民の方にお聞きいたしましても、お客様が、親戚ですとかお友達の方が来た

ときに、やはり一番連れていく場所としては、ナイタイ高原牧場に一番連れていくよと

いうようなお話も伺っております。 

  そういう意味で言えば、そこで売るソフトクリームというものも当然出てはきますけ

れども、それはそれの魅力も考えていかなければいけませんけれども、ナイタイ高原牧

場現状においても、目的地化された場所であるということでございますから、その景観

を生かした中で、集客を図りながらそれをどう町内の経済に波及させていくかというよ

うなことを考えていかなければいけないというふうに思います。 

  そういった議論も、今回の中では進めながら今進んできているところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、質疑ありますか。 

  ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 今の議論、聞いていてちょっと気になる点があったんです。 

  ＤＭＯの実態が、議会側としては全然わからないですよね。 

  例えば、前回の議会でいろいろ議論があったまちづくり会社というのは、コミュニテ

ィネットというそれに関連する会社が深くかかわって、これの信頼性であるとか今まで

の実績であるとかというところが、一定その議論の上に上がったという経緯があるんで
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す。でも、今回ＤＭＯ、例えば上士幌町観光地域づくり推進法人プロジェクトチームこ

ういったメンバーの人たちが主体になるというふうに考えていいのかどうか。 

  今回、委託業者で旅行会社の宝島旅行社が入っていますけれども、いわばそういうも

のに特化した能力というものがどこにあるのか。今からかかわりを持って、どういう施

設をつくるかということをやっているとすれば、それにかかわっている人たちの大半が、

このＤＭＯという、いわばミニ版の地域観光総合商社みたいなレベルになるわけです。

これは、道の駅も運営するということになるわけですから。 

  そういう形になる核がどこにあるのか。あるいはスキルを持った人がどこにいるのか

というのが全く今のところ見えていない。行政側から示されている部分では、主に商工

会とか商工会青年部であるとか観光協会であるとか、ＮＰＯの上士幌コンシェルジュで

あるとかひがし大雪自然ガイドセンターであるとかというところの人たち、ここにいわ

ば経済性とか採算性ということを厳しく問えるようなスキルがあるのかどうかというの

が僕にはちょっと十分理解できない。 

  そうではなくて、例えば総合商社、あるいはそういったその経済の仕組み、あるいは

観光の基本理念というようなものがわかる人が入ってきているのならまだわかるんです。

それがないから、施設だけどんどん各種事業との関係、国との関係もあってそういう形

になってきている部分は一程度理解できるんですけれども、ただ肝心な側面を抜いてや

れば非常に成功が危ぶまれると。今回は、私は予算は認めようと思っているんです。た

だ、そういうことをきちっと踏まえていかないと、結果的に建物が建って、財政は非常

に厳しい状態で、最後は行政がその責任を持たなきゃならなくなってくるとすれば、ち

ょっと問題だろうと。その運営する主体が全く今見えていない。 

  行政側では理解しているのかもしれませんけれども、議会としては、そのノウハウも

一体どこにあるのか、そういったスキルを持っている人がまた今後選ぶとすれば、その

人たちは今までの契約にはかかわりを持たない形になります。今回予算をすれば、当然

実施設計の発注がされて、どんどん実施設計がされてきます。その実施設計をするとき

に、やはり設計業者との地域の要望であるとか経済的な側面だとかというのは当然協議

をしなければなりません。そういう中で、いいものが生まれてくるかと思うんですが、

それを誰がやるのかというのが見えないので、非常に僕は心配をするんです。 

  その辺は、今の時点ではどうなっているのかご説明をお願いをしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 運営主体でございます。 

  いわゆるＤＭＯの設立の業務を進めている部分でございますけれども、まさにその設
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立のいわゆるどういう体制ということかと思うんですけれども、そのことに関して、今

議論をしているところでございます。 

  したがいまして、先ほどの佐々木議員のご質問でもお話しさせていただきましたが、

来年度の早い時期にそういう設立に向けた取り組みをしたいというスケジュールで今進

めておりますので、少なくとも年内にはこういう体制というような案をお示しできるよ

うな形で今進めてまいりたいというふうに考えております。そこには当然、今、議員か

らご指摘いただいたように、経営という視点でそういうスキルを持った人がかかわるの

かどうかというようなことも含めまして、年内に説明できるように今、スケジュール的

には鋭意努力してまいりたいというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか。 

  ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） 今の関連なんですけれども、私も個人的には大まかな説明は聞

いておりますが、非常に今は商工観光課が中心となったＤＭＯの設立に向けて準備をし

ている段階だという状況です。あわせて、並行して建物の設計図及びその周辺の見取り

図あたりも進行中でありますが、ただ、佐々木議員、渡部議員が言ったように、経営の

主体者は誰なんですかと。ＤＭＯさんがやるのか、ただ数が多ければいいってものでも

なくて、本当の経済経営というのは当初からきちっと入店者、出店者含めて、そのこと

の意見、使いやすさ、それからブースというんですか借りるお金なんですけれども、そ

の辺のことも考えたときに出店する側としては赤字を超えてまで出店ということはでき

ないわけですよね。観光のためとはいえども。 

  その辺の資金的なもの、出店経費だとか詳細については今年度の末から来年くらいま

でに出したいとは言っているんですけれども、当然そこまでというのは行政がある程度

具体的にやっていかなければならないだろうと。 

  ある程度ＤＭＯを立ち上げたら、そちらでやってくださいと言っても、出店する人た

ち、もしくは業者あたりが、誰にどこに相談していいのかと。その意思があったときに

は、具体的にこのぐらいだったら考えるかなとかと細目な状況が出てくるわけです。 

  建物が建っちゃってから、このぐらいですよ、どうですかと言っても、その業者個人

には合わないようなものであれば、なかなか難しいものって出てくるだろうと。 

  だから、その辺のことを商工観光課としては具体的に行政でやっているわけですから、

概算の話だけでも、やはり将来出店、それを並行して当然やるべきだと思うんです。 

  その辺の考え方はいかがですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原商工観光課長。 
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○杉原祐二商工観光課長 今の山本議員からいただいたご意見、まさしくそのとおりだと

思います。 

  今、その事業者の方々については、10月、来月でございますけれども、商工会さんと

協力しながら事業者さんを集めたナイタイ高原牧場レストハウスの絵ができましたので、

その説明会を一度やりたいというようなことで今、予定をしているところでございます。 

  ですから、そういった場において、どういった条件だったら挑戦してみたいというふ

うに思うのかとかいうようなことのお話を伺ってまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） 当然、ナイタイ高原牧場が風で飛ばされてから、私も何回かあ

そこへ行って、個人的には見ておりますけれども、プレハブのときも行きましたし、そ

ういう状況を見ていると、比較的非常に国内において、知名度は高い。来ているのは観

光バスよりもファミリー、もしくはバイクあたりで来ている個人もしくはファミリーが

現時点では私が知る限りでは多いような気がします。 

  ただ、レストハウス等がないために、その大型バスあたりが来ないのかということは

ちょっと私もわかりませんけれども、いずれにしても何らかの形で新しい建物がオープ

ンしたときにはそういうものも、大型バスとかそういうものも出てくるだろうと想定さ

れますし、当然それに伴った乗用車の駐車場はありますけれども、大型バス等々含めて、

あそこは一回つくっちゃうとなかなか工事的にも難しい場所なので、駐車場あたりもあ

る程度の余裕をもった駐車場を設定したほうがいいんではないかなというふうに考えま

す。 

  あとは、あそこへ来て風景を、高いところから十勝平野を一望できるような風景を目

的として、これが最多だと思うんですけれども、あわせてそのレストハウスの中で、お

いしい上士幌産の食べ物は、と言う人も当然いるかと思うんです。 

  その辺の周辺の環境は当然考えていると思うんですけれども、北海道なら白樺だとか

そういう林のゾーンもあるということですから、私方はもともと上士幌にいる人間です

から、他町村もしくはそれらしき、よそから来た人がどういうものがあったかなという

北海道らしさ上士幌らしさを、やはり十分取り込んだような形の周辺景観整備もあわせ

てやったほうがいいかなと思うんですが、その辺はどうですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 今、議員のほうからお話ありました、駐車場のお話でございま

すけれども、まさしく現状の駐車場ございますけれども、イベント時ですとかとりわけ
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ことしナイタイ高原牧場を来場されるお客様が非常に多くなっております。これは、多

分いろいろな要因があろうかと思いますが、昨年はいろいろ台風とか自然状況ございま

したが、ことしは週末天気がいいというようなことと士幌町さんの道の駅さんができて、

そこから逆に言うと目的地化されている上士幌の観光資源どころに来ていただいている

というようなことも一因としてあろうかと思います。 

  現状、前年比で倍ぐらいのお客様が来ておりまして、駐車場、今ご指摘のとおり、現

状新しくした場合に少なくなるんじゃないかという懸念をしておりまして、先般の委員

会では造成している臨時駐車場を整備したいというようなご提案をさせていただいたと

ころでございます。 

  また、上士幌町らしい景観、白樺ですとかいうようなお話もいただいておりましたが、

そういったことにつきましても、やはり景観があそこの施設としては命でございますの

で、それに配慮した施設づくりを心にとどめて進めていきたいというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、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69号から議案第70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69号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第69号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第70号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第70号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 
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  よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。 

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

◎監報告第５号の上程、報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第10、監報告第５号例月出納検査報告についてを議題とい

たします。 

  報告書の朗読を省略し、直ちに代表監査委員より報告の説明を求めます。 

  新田勝幸代表監査委員。 

○新田勝幸代表監査委員 監報告第５号例月出納検査報告について、その結果を報告申し

上げます。 

  現金出納の検査につきましては、地方自治法第235条の２第１項の規定に基づき実施

しているものでございます。 

  今回の報告は、平成29年５月分、６月分、７月分、８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、計数などは正確であり、諸帳簿などと相違ないことを確認いたしました

ことをご報告申し上げます。 

  以上、監報告第５号の監査報告といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 代表監査委員より提出された例月出納検査報告書の収支状況等

は、添付を省略しておりますので、必要な場合は事務局で閲覧を願います。 

  以上で、監報告第５号を報告済みとし、監査委員からの報告を終わります。 

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

◎閉会中の継続調査の申出について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第11、閉会中の継続調査の申出についてを議題といたしま

す。 

  各委員会の委員長から、会議規則第75条の規定により、お手元に配付の申出書のとお

り、閉会中の所管事務調査の申し出がございます。 

  お諮りいたします。 

  各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査はこれを承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査はこれを承認することに

決定いたしました。 

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

◎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29年第６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９月５日から18日間の会期にわたり、本会議及び委員会の議事運営に特段

のご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

  以上をもって、平成29年第６回上士幌町議会定例会を閉会いたします。 

（午前１１時０３分） 
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