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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３回上士幌町議会定例会を開会いた

します。

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

ております。

（午前１０時００分）

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

◎開議の宣告

○議長（杉山幸昭議長）　これより本日の会議を開きます。

　　本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

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

◎議会運営委員会の報告

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

　　なお、都合により山本和子副委員長が報告いたします。

　　議会運営副委員長、山本和子議員。

○議会運営副委員長（山本和子議員）　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、４月28 日午前10 時 30 分より委員会室において、佐々木委員

長及び中村委員が都合により欠席となり、議会運営委員３名の出席をいただき、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等について審議

いたしました。

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

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告を申し上げます。

　　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申し上げます。

　　１点目は、副町長及び教育長から就任の挨拶を行いたい旨の申し出がありましたので、

日程第１の前に、議長の発議をもって許可することといたしました。

　　２点目は、日程第16 、議案第37 号から日程第17 、議案第38 号までの平成29

年度上士幌町一般会計補正予算（第１号）並びに平成29 年度上士幌町国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）を一括上程及び質疑を行い、審議ごとに討論、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の報告を終わります。

　──────────────────────────────────────
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◎教育長就任挨拶

○議長（杉山幸昭議長）　ここで、４月１日付をもって就任されました小堀雄二教育長か

ら就任挨拶の申し出がございますので、発言を許します。

　　教育長、小堀雄二君。

○小堀雄二教育委員会教育長　就任に当たり、一言、町議会議員の皆様にご挨拶申し上げ

ます。

　　平成27 年、101年目を迎えた上士幌小学校長として着任し、教育の機会均等と質的

向上を目指した取り組みを進めてまいりました。２年間、特に意識したことは、教職員

がリーダーシップを図って地域とともにあるコミュニティースクールを推進すること、

こども園から高校までがつながり深まる上士幌学園の設立と校種間の連携を進めること、

変化の激しい時代に正面から向き合うための素地である学力、体力、体験活動の充実を

図ることでした。この間、上士幌町教育委員会を初め、町、町議会の皆様には数え切れ

ないほどの多大なご支援を賜りました。

　　４月に教育行政へと転身し、新たな一歩を踏みました。教育長として、幼児から高齢

者までがにこやかに和やかに、そして元気にこの上士幌で暮らし、学び、老若男女みん

なが生涯活躍できる元気まち上士幌の充実、発展を目指してまいります。

　　日本一広い国立公園の東山麓に位置した上士幌町は、大自然の恩恵を受けた教育資源

の宝庫です。この教育資源を活用しながら、心豊かにともに支え合い、ふるさとに誇り

を持つ人材を育成していくこと、また、複雑で予想することの難しい未来が待ち受けて

いる今日、みずからが未来をつくり出していく力を身につけさせることが教育の使命だ

と考えております。

　　教育は未来へつなぐ人材育成であるという認識のもと、教育長として教育委員会内に

おける人材育成、信頼の基盤となる服務規律の保持徹底を図り、町議会議員の皆様や関

係各位のご理解とご支援を賜りながら、信頼の中で上士幌らしい一人一人の学びが実現

できるよう努めることが、私自身使命を果たすことになると認識しております。

　　町議会議員の皆様には、これまでもお力添えを賜っておりますけれども、今後より一

層応援いただきますようお願い申し上げ、就任に当たっての挨拶とさせていただきます。

　　どうぞよろしくお願いいたします。

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

◎副町長就任挨拶

○議長（杉山幸昭議長）　ここで、４月21 日付をもって就任されました千葉与四郎副町

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。
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　　副町長、千葉与四郎君。

○千葉与四郎副町長　貴重な時間にもかかわらず、発言の機会をいただきましたことを感

謝を申し上げます。副町長就任に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げさせていただき

ます。

　　まずもって、３月28 日開催の第２回臨時議会におきまして、町長のご推薦並びに議

員各位のご同意をいただきまして、副町長として４期目の町政に参画をさせていただく

ことになりました。改めてお礼を申し上げたいと思います。

　　前期４年間を振り返りますと、まさに激動の４年間だったと認識をしているところで

ございます。とりわけ、ふるさと納税の急激な伸びによります財源確保の中で、子育て、

教育を中心とする寄附金の活用が全国から注目をされ、寄附額の増加とともに本町の知

名度も急上昇したことは、ご承知のとおりでございます。加えて竹中町長の就任当時か

らの重要な政策でございました都市と地方の交流促進に向けた東京、大阪での単独イベ

ントの開催は、全国的にも例のない情報発信事業として多くのマスコミに取り上げられ、

交流事業から移住促進へとつながってきたところでもございます。

　　今まさに地方創生が叫ばれる中で、３年前までは人口減少の一途をたどっておりまし

た本町が、一昨年、昨年と２年連続で人口増を達成し、本年も１月から４月まで毎月人

口が増加をしているところでもございます。竹中町長のリーダーシップのもと、元気ま

ち上士幌の実現に向けたさまざまな取り組みが、人口増加という具体的な成果をもたら

したものと確信をしておりますが、あわせて基幹産業の農林業を初めとする産業界の頑

張りや、ご支援、ご協力いただいた町民のパワーを強く感じた４年間でもございました。

　　とりわけ農業分野におきましては、生産額が年々拡大する中で、昨年は８月の台風被

害によりまして畑作物への被害は甚大となりましたが、一方、酪農、畜産の大幅な伸び

によりまして、一昨年を上回る生産額となったところでもございます。改めて本町農業

の底力の強さを感じるとともに、行政だけではなし得ない町の総合力の強さを感じたと

ころでもございます。

　　また、これからの４年間につきましては、生涯学習センターの完成を初め、交通ター

ミナルの整備、道の駅、レストハウスの整備、町なか公営住宅の整備、役場庁舎の耐震

化、消防庁舎の改築に向けた作業など、ハード事業がめじろ押しでもございます。

　　また、ソフト面では、健康寿命の延伸を目標とする上士幌版生涯活躍のまちづくりが

一段と進められることとなってまいります。まさに総合戦略の着実な推進によりまして、

将来にわたって持続可能なまちとして発展するための重要な骨格が形成される４年間で

あると認識をしているところでございます。
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　　しかしながら、それぞれの施策の推進に当たっては、さまざまな課題や問題が発生す

ることも考えられます。これまで課題、問題の対応や懸案事項を推進することができた

背景には、竹中町長のリーダーシップはもとより、議員各位を初め、関係者の皆様のご

理解とご協力、ご指導によるものが大きく、重ねて深く感謝を申し上げる次第でござい

ます。

　　４期目に当たりまして、竹中町長が５選出馬に当たり町民にお示しした公約の実現に

向けて、微力ではございますが、精いっぱい仕事をさせていただく所存でございます。

　　これまで同様、議員各位のご指導、ご鞭撻をお願いを申し上げますとともに、町民の

皆様にもあわせてご指導、ご協力をお願いを申し上げまして、副町長就任に当たっての

ご挨拶とさせていただきます。

　　どうぞよろしくお願いいたします。

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

◎会議録署名議員の指名

○議長（杉山幸昭議長）　日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

　　今定例会の会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、２番、

佐々木守議員、 10 番、山本和子議員を指名いたします。

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

◎会期の決定について

○議長（杉山幸昭議長）　日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

　　お諮りいたします。

　　本定例会の会期は、本日から５月26 日までの18 日間といたしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、会期は本日から５月 26 日までの 18 日間と決定いたしました。

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

知願います。

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

◎諸般の報告

○議長（杉山幸昭議長）　日程第３、諸般の報告を行います。

　　お手元に、平成29 年２月１日から平成29 年４月 30 日までの間の議会の諸会議等

について報告書を配付しております。内容等の朗読は省略いたします。
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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。

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

◎行政報告

○議長（杉山幸昭議長）　日程第４、行政報告を議題といたします。

　　説明員より報告の説明を求めます。

　　竹中町長。

○竹中　貢町長　人事発令についてであります。

　　平成29 年４月１日付で、添付資料、お手元にごらんいただけると思いますけれども、

別紙のとおり、上士幌町事務分掌一覧表のとおり人事発令を行ったので、ご報告を申し

上げます。

　　新規採用職員につきましては、一般事務職員３名、技術職員３名の計６名を採用し、

商工観光課、子ども課、生涯学習課に配属しております。

　　一般の人事異動につきましては、全体で27 名の発令を行っております。内訳としま

しては、町長部局が19 名、議会事務局及び監査委員事務局が２名、農業委員会事務局

が２名、教育委員会事務局が４名となっております。

　　異動職員の内訳としましては、課長職４名、主幹職６名、主査職８名、担当スタッフ

が９名であります。

　　昇格につきましては、課長職に２名、主幹職に４名、主査職に３名を昇格発令をして

おります。

　　以上、人事発令についてご報告申し上げます。

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

疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、行政報告に対する質疑を終結いたします。

　　これをもって行政報告を終わります。

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

◎所管事務調査報告

○議長（杉山幸昭議長）　次に、日程第５、所管事務調査報告、教育委員会生涯学習課の

運営に関することを議題といたします。

－7－



　　総務文教厚生常任委員会が閉会中も調査を行ってまいりました所管事務調査、教育委

員会生涯学習課の運営に関することについて、会議規則第77 条の規定により、報告書

の提出がございましたので、委員長の報告を求めます。

　　総務文教厚生常任委員長、中村保嗣議員。

○総務文教厚生常任委員長（中村保嗣議員）　所管事務調査について報告いたします。

　　なお、大変報告が長くなりますので、割愛する部分がございますが、ご了承願います。

　　１、調査項目、教育委員会生涯学習課の運営に関すること。平成28 年 12 月 16 日

閉会中の継続調査承認議決。

　　２、調査年月日、３、調査地、４、説明員につきましては、記載のとおりでございま

す。

　　５、調査の経過。（１）平成28 年 11 月 18 日に発覚した教育委員会生涯学習課元

主査による不正経理について、議会は地方自治法第98 条第２項に基づき監査委員の職

責に基づく監査を求めるとともに、議会として原因の究明と今後における防止対策を検

討するために、総務文教厚生常任委員会の閉会中の所管事務継続調査事項として、12

月議会定例会 終日に議決をいただいた「教育委員会生涯学習課の運営に関すること」

について、議会運用例第118条の２の規定に基づき、委員外議員全員の出席を求めて総

務文教厚生常任委員会議員公開委員会を開催し、調査を行った。

　　（２）本委員会は、２回の委員会を開催し、原因の究明と今後の防止対策について議

論を重ねてきた。

　　委員会における審査経過は、以下のとおりである。

　　ア、第１回委員会、議員公開委員会。平成29 年１月26 日木曜日、午前９時から午

後３時。

　　委員会開催に当たり、事前に総務文教厚生常任委員会委員長より各議員に対して、行

政側から調査に必要な資料の提出や、事情聴取したい事項等について調査を実施した。

そして、それらをまとめた調査を行政側に提出し、資料提出と回答を求めて委員会を開

催した。

　　（ア）監査委員提出資料、（イ）行政側提出資料及び（ウ）教育委員会生涯学習課提

出資料については、記載のとおりでございます。

　　イ、第２回委員会、議員公開委員会。平成29 年３月３日金曜日、午前11 時 30 分

から午後２時 30 分。

　　２回目の委員会は、前回の調査において課題となった点について、行政側と生涯学習

課に資料の提出と回答を求めて実施した。
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　　（ア）行政側提出資料、（イ）教育委員会生涯学習課提出資料については、記載のと

おりでございます。

　　６、調査結果、（１）監査委員監査結果について。

　　ア、不正行為を行った元主査は、平成22 年４月に採用されているが、採用年度から

担当する協議会の経理事務で不正行為を行っていた。今回の事件は、本人の公務員倫理

の欠如が 大の原因であるが、監査委員からは、次のような監査結果が報告された。

　　（ア）「不正経理の温床となったのは、課内におけるチェック機能がふだんから働い

ていなかった」と、厳正であるべき会計事務における管理・監督職員への報告が日常的

に行われていないことが問題であった。

　　（イ）会計事務において、収入・支出証書の作成が行われていないものや、決裁印が

ないものなど、ずさんな事務処理であった。

　　（ウ）元主査が会計事務を１人で行い、組織としての管理と点検が機能していなかっ

た。

　　（エ）印鑑は、教育委員会事務所の鍵つきスチール内で公印を保管するが、「かみし

ほろ学園推進本部連携教育部会」及び「子どもの本のつどい上士幌大会実行委員会」は、

元主査の私印が口座の届出印となっていた。

　　（オ）通帳は、「生涯学習フェスティバル実行委員会」については、教育長室の金庫

で保管されていたが、そのほかの通帳は元主査が保管しており、上記２団体は自由にお

金の出し入れができる状況で管理体制に不備があった。

　　イ、上記の監査報告を受けて、各委員からは、「監査委員が、自治体における監査委

員制度は自治体の適正な運営を保証すべきものでなければならないが、過去に類似した

事件があり、補助団体などの現金取り扱いに注意すべきとの認識がありながら、地方自

治法第199条第７項の監査を実施してこなかったことが審議の中で明らかとなり、今回

の教訓を踏まえて厳正かつ適切な監査の実施を求めたい」と、監査事務局体制の強化に

向けての意見があった。

　　ウ、行政側は、監査委員との協議の結果、決算監査の際に全課部局の事情聴取を実施

し、その際に補助団体全ての預金通帳と経理簿を確認することとした旨の報告があった。

　　当委員会としては、監査の実施が定例監査のほか、随時監査を行うことにより、行政

事務に緊張感を持たせる役割を期待するものである。

　　（２）行政側から示された再発防止対策に対する要請について。

　　今回の不祥事を受け、行政側から不正経理の未然防止や早期発見ができなかったのは

組織的に問題があったとし、再発防止策が示された。
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　　当委員会は、その内容について検討を行い、再発防止策が実効性の高いものになるよ

う、行政側に対し次のとおり要請した。

　　ア、通報者の保護に十分配慮し、事実に基づく通報であれば匿名であっても調査対象

とするなど、内部告発に関する制度を確立させること。

　　イ、「上士幌町職員等の公益通報制度」は、行政側から要綱案が示されたが、要綱で

はなく条例化し、行政と議会がともにかかわって作成していくこと。

　　なお、通報制度は、条例化に向けて行政側から提案があった場合、継続して協議して

いく。

　　ウ、会計処理の徹底はもちろんのこと、会議録など事務処理がしっかりと行うことが

できる適切な人事管理や業務量を踏まえた組織とすること。

　　エ、具体的な不祥事の再発防止対策は、広報紙で住民に周知が図られているが、全職

員が「すべきことを行う」という意識づくりを徹底すること。

　　（３）教育委員会生涯学習課の運営への要請について。

　　町は、平成12 年に福祉団体職員の不正経理と公金横領という不祥事を教訓として、

「公金以外の団体等の会計処理について」という表題で訓令を発し、町民の疑義を招か

ない会計処理の取り扱いルールを作成した。しかし、こうしたルールを形骸化させたこ

とが、今回の不祥事を発生させた大きな要因の１つである。当委員会は、このことを受

けて以下のとおり要請する。

　　ア、適正な会計処理、特に現金の取り扱いをマニュアルに従い処理し、支出証書や見

積書などに不自然な点がある場合は、すぐに確認または調査を行うこと。

　　イ、行政内には、事務取扱のさまざまな決め事があるが、時代の趨勢に対した見直し

や、定期的な意識啓発と周知を教訓化すること。

　　ウ、元主査による不正経理は、監査委員より、「組織としての管理と点検が機能して

いなかった」と報告されているが、一般事務においても同様で、かみしほろ学園構想策

定に関しても、その策定経過の会議報告書が残されておらず、会議においてどのような

議論がなされたかわからない状態となっている。このことは、今後において継続してい

る事業の推進に影響があるので、生涯学習課内部で事業の推進に向けた十分な体制と日

常的な書類作成、管理体制の改善を行うこと。

　　以上で、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が、所管事務調査報告に対する質

疑は、会議運用例第 96 条の４の規定により省略いたします。

　　総務文教厚生常任委員会の所管事務調査報告、教育委員会生涯学習課の運営に関する
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ことについては、委員長の報告をもって報告済みといたします。

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

◎常任委員及び議会運営委員の選任について

○議長（杉山幸昭議長）　日程第６、常任委員及び議会運営委員の選任についてを議題と

いたします。

　　委員会条例第３条第１項の規定により、常任委員及び議会運営委員の任期が５月７日

をもって２年の任期が満了となります。

　　お諮りいたします。

　　各常任委員及び議会運営委員の選任については、委員会条例第７条第２項の規定によ

り、議長においてお手元に配付しております名簿のとおり指名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、各常任委員及び議会運営委員は、お手元にお配りしております名簿のとおり

選任することと決定いたしました。

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

◎常任委員会、議会運営委員会の委員長及び副委員長の選任につ

いて

○議長（杉山幸昭議長）　日程第７、常任委員会、議会運営委員会の委員長及び副委員長

の選任についてを議題といたします。

　　常任委員会、議会運営委員会の委員長及び副委員長の任期は、委員会条例第８条第４

項の規定により、５月７日をもって任期満了となります。

　　常任委員会、議会運営委員会の委員長及び副委員長の選任については、委員会条例第

８条第２項に基づき、議会においてそれぞれの委員会の委員の中から選任することとな

っております。

　　お諮りいたします。

　　常任委員会、議会運営委員会の委員長及び副委員長の選任については議長において指

名し、会議に諮って選任することにいたしたいと思いますが、これにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、常任委員会、議会運営委員会の委員長及び副委員長の選任については議長に
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おいて指名し、会議に諮って選任することに決定いたしました。

　　それでは、常任委員会、議会運営委員会の委員長及び副委員長を指名いたします。

　　総務文教厚生常任委員長に中村保嗣議員、同じく副委員長に野村恵子議員、産業経済

建設常任委員長に山本弘一議員、同じく副委員長に佐藤曻議員、議会運営委員長に佐々

木守議員、同じく副委員長に山本和子議員を指名いたします。

　　お諮りいたします。

　　ただいま指名したとおり、常任委員会及び議会運営委員会の委員長及び副委員長に選

任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、ただいま指名したとおり、常任委員会及び議会運営委員会の委員長及び副委

員長に選任することに決定いたしました。

　　ここで暫時休憩といたします。

（午前１０時３２分）

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

○副議長（伊東久子副議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

　　議長を交代しておりますので、議事運営にご協力をお願いいたします。

（午前１０時３２分）

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

◎議長の常任委員辞任について

○副議長（伊東久子副議長）　日程第８、議長の常任委員辞任についてを議題といたしま

す。

　　ただいま総務文教厚生常任委員に選任されました議長から、休憩中に常任委員を辞任

したいとの旨の辞任願が提出されました。議長はその職責上、どの委員会にも出席する

権限を有しているほか、議長固有の権限を考慮するとき、１つの委員会に委員として所

属することは適当でないとし、議会運用例第108条の規定に基づき、総務文教厚生常任

委員を辞任いたしたいとするものであります。

　　お諮りいたします。

　　議長の常任委員の辞任について、これを許可することに異議ありませんでしょうか。

（「異議なし」の声）

○副議長（伊東久子副議長）　異議なしと認めます。

　　よって、議長の常任委員の辞任については、これを許可することに決定をいたしまし
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た。

　　ここで議長を交代いたしますが、議事運営にご協力をいただき、厚くお礼を申し上げ

ます。

　　それでは、暫時休憩といたします。

（午前１０時３４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３５分）

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

◎町政執行方針・教育行政執行方針

○議長（杉山幸昭議長）　日程第９、町政執行方針及び教育行政執行方針の説明を行いま

す。

　　町長及び教育長から平成29 年度の町政執行方針及び教育行政執行方針の説明を行い

たい旨の申し出がありますので、順次これを行います。

　　初めに、町長から町行政執行方針の説明を願います。

　　町長、竹中貢君。

○竹中　貢町長　平成29 年第３回上士幌町議会定例会に当たり、町政執行の基本的な方

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

理解とご協力を賜りたいと思います。

　　このたびの任期満了に伴う上士幌町長選挙におきまして、町民の皆様のご支持とご理

解を賜り、５期目の上士幌町政を担わせていただくことになりました。大変光栄である

と同時に、責任の重大さを改めて感じております。微力ではありますが、「この町に生

まれてよかった、これからもこの町で住み続けたい」と思えるまちづくりに誠心誠意、

職務を務めさせていただく所存であります。

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

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

生運動が全国的に展開されております。

　　本町における人口は、半世紀以上にわたって減少の一途にあり、歴代さまざまな施策

を講じつつも厳しい状況が続いている中で、一昨年、昨年と２カ年にわたり人口がふえ

ております。我が国が人口減少時代に入り、特に地方において加速度的に進行している

中での人口増は全国的にも特筆すべきことで、産学官、各界各層、町民の総力の成果と

評価すべきと考えております。
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　　しかし、今をもって上士幌町の将来が安泰というわけではありません。2020 年ごろ

をピークに上士幌町の高齢者人口（65 歳以上）が減少に転じるとの推計もあり、急激

な人口減少や社会構造の変化に対応した地域振興策が喫緊の課題と認識しております。

　　これらのことから、このたびの選挙公約では、「地方創生　北の元気まち上士幌町」

をスローガンに、その実現に向けて、１、総合戦略実行で地方創生、２、地場産業の振

興、３、子育て教育の充実、４、健康で安心なまち、５、健康寿命の延伸と生涯活躍の

まちなど、10 のテーマと具体的な施策を掲げさせていただきました。これらを着実に

実行することで「元気まち上士幌」の実現を図ってまいる決意であります。

　　また、任期中には、人口減少と少子高齢社会を見据えたコンパクトな町並みを初め、

交通ターミナルの整備、道の駅、ナイタイ高原牧場レストハウス、役場庁舎の耐震化、

消防庁舎など、未来につなぐハードとソフトの大型プロジェクトを着実に実行してまい

ります。

　　ふるさと納税については、地方創生の観点から、人口減少の克服、地方経済の活性化

に寄与すること等が制度の趣旨と理解しており、そのことをしっかりと踏まえつつ、制

度の健全な発展と持続化のために、良識ある対応と寄附してよかったと思われるようま

ちづくりに生かしてまいります。

　　町民から町政執行の負託を受けた任期４年間、町総合計画、総合戦略、５期目の選挙

公約等の実現に努め、町民の皆様が生きがいや幸せを実感できるよう、まちづくりに全

力を尽くしてまいりますので、町民はもとより議員の皆様にも格別のご支援を賜ります

ようお願い申し上げる次第であります。

　　次に、今年度の主要な政策課題と施策について述べさせていただきます。

　　地場産業で地域の活力を生み出すまち。

　　農業。

　　農業を取り巻く今日的な課題として議論を呼んだＴＰＰは、新しく就任したアメリカ

大統領がＴＰＰ離脱を表明したことから、新たな展開を迎えております。協定の発効自

体が難しい一方で、より厳しいアメリカとの二国間協議、その行方にはしっかりと注視

するとともに、ＪＡ上士幌町との密接な連携のもと、必要に応じ町独自の対策を適時適

切に講じてまいります。

　　昨年の本町の農業は、たび重なる台風などの自然災害で、作物の生育や収穫に影響が

出るとともに、11 月の降雪によりてん菜の収穫が大幅におくれるなど、大変厳しい年

となりましたが、酪農・畜産部門の大幅な伸びにより、農業総生産額は昨年を上回る

220億円を超える見込みと報告を受けております。
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　　また、乳量生産では、ホルスタイン繁殖雌牛拡大事業など各種増産対策の効果が発揮

され、引き続き10 万トンの大台を達成した経営努力を評価するとともに、引き続き支

援をしてまいりたいと思います。

　　農業振興につきましては、効率的で高精度なトラクター操作を可能とする農業用ＧＰ

Ｓガイダンスシステムの導入を支援し、スマート農業の推進を図るとともに、小麦・て

ん菜の品質向上、長芋の増産対策、ごぼう品質向上対策を支援してまいります。

　　さらに、地産地消の推進を図るため、農業技術研究センターに新たな調理機器を導入

し、地場産品を活用した加工品の開発や６次産業化を推進してまいります。

　　生産基盤の整備につきましては、国営かんがい排水事業上士幌北地区（上士幌―清水

谷）の工事のほか、道営の農地、草地、農道等の整備を計画的に進めるとともに、既設

排水路の維持管理を計画的に行ってまいります。

　　また、北門・萩ヶ岡・東居辺の一部を実施地域とした基幹排水路につきましては、早

期事業化に向けて国等の関係機関に要望してまいります。

　　家畜糞尿処理対策につきましては、今年度バイオガスプラントの整備が進められ、運

用が開始される予定となっております。

　　運営に関しましては、ＪＡ上士幌町が中心となり町内畜産農家53 戸が参画した形で、

株式会社上士幌町資源循環センターが設立され、町としては施設整備に貸付金をもって

支援し、地域一体での取り組みが開始されます。

　　今後は、消化液の利活用による耕畜連携や再生可能エネルギーの利用も検討し、農業

系バイオマスを核とした地域振興対策や雇用促進等が期待されることから、町としても

引き続き支援してまいります。さらに、居辺地区では、道営事業での導入が決定してお

り、今後予定の萩ヶ岡地区の整備によって農村地域における資源循環システムが整うこ

ととなります。

　　また、上士幌町畜産クラスター計画に基づき、国の畜産クラスター関連事業の活用や、

十勝ナイタイ和牛のさらなる品質向上と優良素牛確保に向け、新たにゲノム解析黒毛育

種卵生産拡大事業を実施し、地域の収益力の向上を目指してまいります。

　　家畜伝染病は、徹底した予防対策と、発生時には迅速な対応で被害の拡大を防止して

まいります。

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

もに、担い手への農地の利用集積や農地の流動化を促進してまいります。

　　ナイタイ高原牧場につきましては、ＪＡ上士幌町が指定管理者として昨年から利用料

金制度を採用し、今年度はＪＡ組織で部に昇格させるなど、その位置づけを高めており
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ます。今後、十勝ナイタイ和牛の増産、ブランド化等、新たな事業展開にも意欲を示し

ており、町としても意欲的な取り組みを支援してまいります。

　　林業。

　　近年、本町の人工林の大半を占めるカラマツの需要は少しずつ高まりつつありました

が、東京オリンピックの開催が決定し、関連施設整備のため、さらに需要が高まること

が想定されます。

　　一方では、森林所有者の高齢化などにより未整備森林が増加傾向にある中で、今後は

付加価値が期待される森林認証の取得などを追い風に、地域材の需要の増加、森林施業

の推進を図ってまいります。林産業は川上から川下まで多くの雇用を生み出す産業であ

り、地域経済を支える産業として、これからも必要な施策を講じてまいります。

　　商工業。

　　商工業につきましては、少子高齢化の進行や購買層の流出により、依然として厳しい

状況にあります。このような中、地元商店街での購買意欲の喚起と町のにぎわいを図る

ために、バルーンスタンプ子育て支援カード事業の継続や、中元・歳末大売出しなどの

各種取り組みを支援してまいります。

　　町融資制度の拡充や創業促進事業などにより、空き店舗対策等、商店街の活性化を支

援してまいります。

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

売促進、起業化等の意欲的な取り組みに対しましては、今後とも積極的に支援してまい

ります。

　　昨年、道の駅とナイタイ高原牧場レストハウスの整備に向けた基本計画を策定しまし

た。今年度は、町内外関係機関などと連携を図り、両施設の基本設計の策定を進めてま

いります。また、あわせて施設の運営主体の検討をしてまいります。

　　企業誘致につきましては、誘致した製菓企業が、地場産品を活用した製造ラインを導

入し、今春から製造販売の予定になっております。また、８月には東京を会場に企業誘

致セミナーを開催するなど、誘致活動を展開してまいります。10 月には遭難救助をテ

ーマに、ドローンやロボットを活用したコンテストを昨年に続き誘致し、技術開発の後

押しや企業誘致も視野に大会を支援してまいります。未利用の公共用地や廃校などを利

活用したテレワーク企業の誘致につきましても、引き続き受け入れの情報を発信してま

いります。

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

ら、昨年、各事業所の求人情報や子育て・生活情報を網羅した上士幌版ハローワーク
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（無料職業紹介所）を開設いたしました。求人情報や求職相談もふえており、今後とも

リアルタイムの情報提供、きめ細かなヒアリング、親切な相談業務によって雇用促進に

努めてまいります。

　　観光。

　　観光につきましては、ひがし大雪の自然、広大な農村景観、温泉、歴史産業遺産、ア

ウトドアスポーツ、豊富な食など、魅力ある観光資源が多数存在しております。

　　これらの素材を生かすために、今年度から「日本版ＤＭＯ」（観光による地域経済の

活性化・地域づくり）の形成・確立に向けた地域の取り組みを進めてまいります。上士

幌町における日本版ＤＭＯを担う法人の創設は、道の駅整備と連携した形で検討を進め

てまいります。

　　ぬかびら源泉郷では、長年の懸案であった老朽ホテルが解体され、今年度は跡地整備

が進む予定となっております。町では昨年、糠平中央園地の整備などを実施しており、

環境省が整備する跡地との一体的な園地利用が可能になるとともに、「ネイチャートレ

イル」の整備に着手いたします。ひがし大雪地域の自然を紹介する施設として高い評価

のひがし大雪自然館など、地域の資源及び施設を積極的に活用し、ぬかびら源泉郷の魅

力あふれる観光地づくりを進めてまいります。

　　平成30 年、ぬかびら源泉郷は開湯100周年の節目を迎えます。これを機に温泉街の

さらなる活性化を図るため、今年度から行う広報宣伝活動などの事業を支援してまいり

ます。

　　熱気球につきましては、バルーンフェスティバル発祥の地として昨年から人材育成に

力を注いでおり、５人のパイロットと女性のバルーンチームが新たに誕生いたしました。

今年度も引き続きパイロットの養成を初め、人材育成を図ってまいります。

　　健康で安心して暮らせるまち。

　　保健・医療。

　　町民の健康寿命の延伸を目指したまちづくりを進めるために、健康づくりへの意識向

上と生活習慣の改善に向けた事業を関係機関と連携しながら進めてまいります。

　　がん予防対策として、女性がん検診普及啓発キャンペーン事業で乳がん検診を30 歳

からに拡大し、さらに、人間ドック健診では胃カメラを導入するなど、がん検診の充実

を図り、予防知識等の普及や検診受診率の向上を目指してまいります。

　　国民健康保険の特定健診は無料化を実施し、受診意識の向上を図り、第２次検査への

誘導や保健指導に努め、生活習慣病等の早期予防を図ってまいります。

　　また、心の健康づくりや自殺予防について正しく理解するための普及啓発や相談支援
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を引き続き行ってまいります。

　　母子保健では、妊娠期からの切れ目のない子育て支援を提供するために、各種健診や

相談支援などを充実するとともに、食育や生教育についても取り組んでまいります。昨

年から実施となった妊婦健診の交通費助成制度に加え、今年度から不育症治療費助成制

度を新たに実施することとし、北海道の制度に町が上乗せ助成することで妊娠期の経済

的・精神的負担の軽減を図ってまいります。

　　地域医療につきましては、上士幌クリニックの体制整備により、休日・夜間の救急医

療を含め、町民が安心して町内の医療機関を受診できるよう、医療機関や医師の維持確

保と地域の医療ニーズに応じた在宅医療や看護など、第一次医療圏としての機能と役割

を一層期待するとともに、安心した地域医療確保のための支援を引き続き実施してまい

ります。また、第三次医療圏の体制を担う十勝唯一の地方センター病院である帯広厚生

病院における不採算医療部門に対して支援し、医療機能の確立を図ってまいります。

　　地域包括ケアシステムの充実。

　　元気な高齢者が介護を予防し、生きがいを持って暮らし、また、地域で孤立すること

なく、社会参加や交流活動が継続できるようサロン活動の支援や介護予防の普及啓発に

力を入れるとともに、高齢者等福祉バスの停留所新設や時刻表見直しにより、高齢者が

外出しやすい環境づくりを推進してまいります。

　　今年度は、地域の実情に応じた多様なサービスを充実するとともに、地域の支え合い

の体制づくりを推進する介護予防・日常生活支援総合事業を社会福祉協議会と協力して

実施してまいります。昨年から開始したボランティアポイント事業の継続により、支え

合う社会の意識高揚も図ってまいります。

　　また、産・学・官連携による介護予防教室「地域まるごと元気アッププログラム」な

ど、筋・骨格系疾患や認知症予防に努め、地域包括ケア専門員による地域支援活動や認

知症初期集中支援チームの設置による認知症の早期発見・早期予防活動にも努め、「認

知症になりにくい町づくり」の体制づくりを進めてまいります。

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

能が充実した介護老人保健施設との連携により、在宅生活での自立に向けた支援にも努

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

の充実に向けた取り組みをより一層推進してまいります。

　　福祉。

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

場である就労継続支援Ｂ型事業所が昨年開設され、本年６月からは、生涯学習センター
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内のカフェの運営と清掃業務の一部を担っていただきます。新規事業の運営や体制整備

について、ＮＰＯ法人に対し支援を行ってまいります。

　　子育て支援。

　　子育て・少子化対策は、保育・教育、発達支援、医療、子育て住宅や雇用など多岐に

わたる施策が必要であります。人口減少対策の観点からも重要課題の一つとして捉えて

おります。このことを踏まえ、これまでも高校生までの医療費無料化や保育料の無料化、

保育教育環境の充実など先駆的な施策を展開しており、引き続き子育て環境の充実を図

ってまいります。

　　安全で快適に生活できるまち。

　　防災。

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

地震による災害の発生が懸念されております。地域防災計画に基づき、人命を守ること

を 重視し、地域社会が一体となった防災体制を構築するとともに、災害時要配慮者対

策や自主防災組織の取り組みの充実を図り、防災体制の確立に努めてまいります。

　　消防・救急。

　　消防の広域化から２年目を迎え、高機能指令センターからの出動命令及び消防救急デ

ジタル無線等、大きな問題もなく順調に運用されております。今後においては、初年度

の諸課題等を精査しながら効率的な運用を図ってまいります。

　　上士幌消防団は、ことし創設90 周年の節目の年を迎え、北海道消防操法訓練大会の

出場も決定しております。100周年に向け、さらに町民から厚い信頼を得られるよう、

装備や訓練の一層の充実強化のための支援を行ってまいります。

　　消防庁舎につきましては、公共施設等配置計画（小さな拠点形成）に合わせて進めて

まいります。

　　防犯・消費者保護。

　　町民の安心と安全を図るための防犯対策として、屋外の防犯カメラ設置に向けた調査

を実施いたします。

　　また、振り込め詐欺や還付金詐欺等の特殊詐欺、悪質な勧誘による契約トラブル等の

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

活を送るため、消費者協会と連携して消費者保護行政の推進に努めてまいります。

　　住宅・上下水道・道路の整備・土地利用。

　　町営住宅につきましては、住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化計画を基本とし、

少子高齢化に対応した公共施設等配置計画（小さな拠点形成）に基づき、西団地の建て
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かえとして中心市街地への町営の町なか住宅整備を進めてまいります。

　　一般住宅では、勤労者等の移住・定住を促進するために、民間賃貸住宅の建設や持ち

家住宅の新築・リフォームに対する支援、子育て世代に対する住宅取得支援を継続して

実施してまいります。

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

給水体制の確立を図ってまいります。

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

更新・改修を進めるとともに、下水道の普及・啓発に努めてまいります。

　　町道につきましては、昨年の台風により被災し、現在通行どめとなっている萩ヶ岡橋

の復旧工事に着手するとともに、市街地の生活道路の再整備を進め、劣化道路の維持補

修に努めてまいります。

　　また、橋梁は長寿命化に向けた修繕計画に沿って修繕を実施してまいります。

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

礎となる地籍調査を進めてまいります。

　　公共交通につきましては、公共施設等配置計画及び上士幌町交通ネットワーク拠点形

成に向けた基本計画に基づき、町内における住民の利便性と安全性の確保や交流の促進

に向け、交通ネットワーク拠点の整備を図ってまいります。

　　自然の豊かさと美しさが実感できるまち。

　　環境保全・環境美化・公園。

　　オフセット・クレジット制度では、平成24 年度から平成28 年度は33 件（329ｔ

‐ＣＯ２）を販売しており、今後もクレジットの販売促進に向けた取り組みを進めると

ともに、再生可能エネルギーの住宅用太陽光発電に対する支援を引き続き行ってまいり

ます。

　　また、北海道新エネルギー導入加速化基金を活用したエネルギーの地産地消によるバ

イオガス発電の有効利用と雇用の創出に向けた取り組みを検討してまいります。

　　環境への負荷を軽減する循環型社会を形成するため、身近な家庭や職場でできる取り

組みの推奨や、ごみの分別・減量化に向けた取り組みを進めてまいります。

　　危険廃屋や生活環境の向上を図るため、老朽施設の解体撤去に対する助成を行ってま

いります。

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

を整備してまいります。また、ふれあい公園については、生涯学習センターの外構整備

と合わせてサックシュオルベツ川の改修事業を進めてまいります。
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　　人づくりを大切にするまち。

　　６月に開館する新しい生涯学習センター「わっか」が、町民にとっての学びの場、子

供から高齢者までの世代間交流、生涯活躍の拠点施設、人づくり、まちづくりの中核施

設として機能するよう取り組んでまいります。

　　地域の未来を担う子供の教育の質の向上を目指し、社会で生きる学力、たくましく育

つ体力、五感を刺激した多様な体験活動を通した人間力の形成に向け、地域ぐるみによ

る教育環境の基盤整備に努めてまいります。

　　上士幌高等学校は、近年、安定的に全学年二間口が確保できていますが、地元中学生

や保護者からの積極的な支援が得られるよう、上士幌高等学校振興会、上士幌高等学校

及び町が一体となり、高校の魅力化推進に向けた検討を進めてまいります。

　　自覚を持ち心が通い合うまち。

　　交流・移住・定住。

　　本町では、人口減少を食いとめるため、かみしほろ情報館と連携し、移住定住の取り

組みを着実に進めております。

　　都市から地方に移り住む気運が高まる中で、本町では定年退職の世代から就労世代、

子育て世代へと広がりを見せております。１週間から１年程度まで生活体験ができる住

宅を整備しておりますが、企業のテレワークや農村生活体験など、多様なニーズに応え

る住宅の確保が課題となっております。今後もお試し暮らし住宅を初めとする受け入れ

態勢の充実を図ってまいります。

　　また、ふるさと納税は、昨年度は全国から９万5,000件を超える応援の寄附が本町に

寄せられております。応援をいただいた寄附者とは交流などの縁を深めることで、地方

創生につなげてまいります。

　　上士幌創生包括プロジェクト生涯活躍のまち。

　　総合戦略に掲げる「上士幌版生涯活躍のまち」の取り組みにつきましては、事業の運

営主体の形成を図る中で、地域包括ケア、雇用の創出、生きがいなど各種施策を強力に

結びつけ、住み続けたいと思えるまちづくりを推進することにより、町民の定住と都市

圏からの移住促進を図ってまいります。

　　まちづくり活動・開かれた行政・広域連携。

　　町内のボランティア、アダプト、町内会、ＮＰＯなどは、協働するまちづくりのパー

トナーとして、日ごろの活動を評価するとともに、必要な支援を行ってまいります。開

かれた行政、近隣町との広域連携、行政職員の資質向上の研修や法令遵守など、いずれ

も行政を進める上で重要であるとの認識のもと、しっかりと対応してまいります。特に、
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昨年の元職員による不祥事については、日常的な点検や公務員としての意識高揚を図る

ことにより、再発防止を徹底してまいります。

　　以上、平成29 年度の町政執行の基本的な方針と主要な施策について述べさせていた

だきました。これを具現化するための予算総額は、一般会計で76 億6,574万5,000円

となり、前年度予算額と比較すると１億6,137万8,000円、2.1％の減額となりました。

また、５特別会計を加えた６会計の予算総額は96 億779万9,000円となり、前年度予

算額と比較して１億8,554万4,000円、1.9％の減額となりました。

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

2,885万円、1.1％の減額となる 26 億9,976万円を見込んでおります。

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

課題である人口減少と地域創生に対する「上士幌町人口ビジョン・総合戦略」における

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

た。

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

営に一層努めてまいります。

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

執行方針といたします。

○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１０分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１１時２２分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　次に、教育長から教育行政執行方針の説明を願います。

　　教育長、小堀雄二君。

○小堀雄二教育委員会教育長　平成29 年第３回上士幌町議会定例会の開催に当たり、上

士幌町教育委員会所管行政に関する主要な方針について申し上げます。

　　少子高齢化やグローバル化、高度情報化等が急速に進む今日、教育を取り巻く環境は

大きく変化しております。こうした中、町民一人一人が主体的に学び、社会の一員とし

て次代をつくり出す力をつけていく必要があります。本町では、平成27 年度に上士幌

町教育に関する大綱を策定し、教育に関する施策の方向性を示すとともに、上士幌町総

－22－



合戦略の基本目標の一つとして、“子育て・教育の充実したまち”を掲げました。

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

たる豊かな学びと、学びを地域の子供の育ちに生かす取り組み、「上士幌町子ども教育

ビジョン」の目指す子供像の実現に向け、教育行政を推進してまいります。

　　このような考えのもと、主な施策を申し上げます。

　　第１、地域総体で取り組む子育て・教育環境の基盤整備。

　　平成26 年 12 月に策定した「上士幌町子ども教育ビジョン」は、豊かな人間性を育

む５つの目指す子供像を示し、子供たちを地域全体で育んでいこうという町民の皆様の

意識を根幹に定めております。今年度は、地域の未来を担う子供の教育の質の向上を目

指し、社会で生きる確かな学力、たくましく育つ体力、五感を刺激した多様な体験活動

を通した人間力の育成に向け、地域ぐるみによる教育環境の基盤整備に努めてまいりま

す。

　　かみしほろ学園の推進。

　　本町の教育推進の中核となるのが、平成27 年度に策定しました「かみしほろ学園構

想」であります。この構想は、５つの重点施策により、平成28 年度から取り組みを進

めてきています。

　　１つ目は、コミュニティ・スクール制度についてです。平成28 年４月に町内全小・

中学校に学校運営協議会を設置し、学校・家庭・地域の連携・協働のもと、子供たちの

豊かな成長を支えてきています。今年度もこの制度の理解・浸透を図るため、コーディ

ネーターを中心に、広報「きずな」を初め、積極的な情報発信に努めてまいります。ま

た、子供たちの学びを支え、同時にみずからの生涯学習を促進する「ゆめ育応援団」の

機能の充実と協働の場を創出してまいります。

　　２つ目は、幼保小中高の校種間連携の推進についてです。多様な体験活動を通して、

自己理解に基づいた実践力・自己管理能力を高めていくための共通教材である手帳・ノ

ートの活用を進めてまいります。また、現在、上士幌高等学校が指定を受けているユネ

スコスクールの認定こども園・小学校・中学校への拡大を目指し、発達の段階を踏まえ

たふるさと教育を推進してまいります。

　　さらに、上士幌町で育つ子供たちとその保護者を、園や各学校と保健・医療・福祉・

教育などの関係機関がスムーズな連携を図って見守り支えていくために、子育てサポー

トブックを平成28 年度に作成しています。今後は、さらにサポートブックの改善と普

及拡大を図っていきます。

　　３つ目は、課外活動の充実についてです。子供たちが日常的に努力を続けている少年
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団活動と部活動の小中高の連携・協力を一層推進し、子供たちの頑張りを応援してまい

ります。

　　４つ目は、学習成果の見える化、実感化の促進についてです。全国学力・学習状況調

査やＣＲＴ学力検査の結果の活用を初め、漢字検定、算数・数学検定、英語検定など、

子供たちが将来活用できる各種資格の受験と取得に向けた取り組みを支援してまいりま

す。

　　５つ目は、体験活動のさらなる充実についてです。本町の産業、自然環境等の特性を

十分に生かし、豊かな心と郷土愛を育む体験活動を推進してまいります。

　　これら５つの施策は、これからの地方創生を担える人材育成を根本理念としており、

積極的な事業を展開してまいります。

　　子どもの読書環境の整備。

　　子どもの読書は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、

人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことができないものであります。

　　本町では、平成28 年３月に「上士幌町子どもの読書推進計画」を策定いたしました。

本計画に基づき、司書教諭や図書館司書、読書コーディネーターを中心に、学校図書館

の機能を活用し、読書の楽しさや喜びを実感できるよう、読書環境の整備に努めてまい

ります。

　　また、北海道家庭教育サポート企業に登録している企業やボランティア等と連携・協

力して、子供の読書活動の活性化を図ってまいります。

　　第２、子育て支援の充実。

　　子育て支援は、乳幼児期から青年期までの継続した取り組みが必要であり、保護者支

援の観点からも 重要課題の一つとして捉えており、「上士幌町子ども・子育て支援事

業計画」に基づき、計画的かつ積極的な施策を展開してまいります。

　　認定こども園等の充実。

　　乳幼児期における保育・教育は、豊かな生活体験や遊びを通して、人間としてよりよ

く生きるための基礎を習得する時期であることを踏まえ、子供の発達の連続性を考慮し

て、ゼロ歳から小学校就学前まで一貫した保育・教育を展開してまいります。

　　今年度は、認定こども園に“原体験のできる森”をイメージした「ほろんの森」を開

設し、子供たちの五感を刺激した豊かな体験のできる保育・教育を進めてまいります。

　　保育料は平成28 年度から10 年間無料としており、子育て世帯の経済的な負担軽減

を図ってまいります。

　　子育て支援センターは、就学前の子供と保護者及び妊娠中の女性に、ふれあいや交流

－24－



の機会を提供するとともに、子育て等に関する相談・支援の充実を図ってまいります。

　　幼児期から外国語や異文化に触れ、体験的に理解を深め、積極的にコミュニケーショ

ン能力を育むため、認定こども園に国際交流推進員（外国語指導助手）を継続して配置

いたします。

　　子ども発達支援センターの充実。

　　子供の発達に不安を抱える保護者に対し、安心して子育てができるよう、ゼロ歳から

18 歳までの途切れない支援に努めるとともに、地域との連携を密にし、保護者や地域

に信頼される子ども発達支援センターづくりを進めてまいります。

　　さらに、通所支援事業所として、障害を抱えている子供や支援が必要な子供への社会

自立に向けた支援や、放課後の居場所として支援していく場の提供を進めてまいります。

　　また、保護者や児童・生徒、関係者、地域住民を対象とした子供の発達支援への理解

を深めていくための研修機会の拡充に努めてまいります。

　　学童保育所の充実。

　　今年度６月に新しい生涯学習センターに移転する学童保育所は、入所児童の対象学年

の上限を小学４年生から小学６年生に、定数も60 名から75 名に拡大しています。ハ

ード面での受け入れ環境が向上するとともに、図書館との連携や世代間交流など、生涯

学習センターの機能を生かし、児童の健全な育成と遊びや生活の支援のため、創意工夫

を図りながら特色ある運営を進めてまいります。

　　保育料については、同一世帯から２人以上の児童が入所する場合、２人目は半額、３

人目は無料として、保護者の負担軽減を図ってまいります。

　　第３、生涯学習の推進。

　　町民の皆様の念願である新しい生涯学習センター「わっか」が６月に開館します。こ

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

となるよう、生涯学習社会の充実に向け、取り組みを推進してまいります。

　　「マイプラン・マイスタディ事業」は、今年度から「みんなの学び応援事業」として

町民の皆様に伝わりやすい事業名称に変更し、学ぶ意欲と学習活動を支援してまいりま

す。

　　また、生涯学習に係る各課部局や関係団体等が実施している事業を取りまとめた講座

ガイドを発行するなど、適切な学習情報の提供に努めてまいります。

　　第４、社会教育の推進。

　　社会教育は、第８期社会教育中期計画に基づいて進めてまいります。

　　少年教育は、変化の激しい社会の中でも新しい時代に必要な資質や能力を身につけ、
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ふるさとの未来を担う人材育成という観点から、体験活動を主体とした取り組みを進め

てまいります。

　　平成27 年度より実施している一流のアスリートやアーティストと触れ合う「一流プ

ロジェクト事業」は、子供たちの夢を育む事業として推進してまいります。

　　青年教育は、次の世代の本町のリーダーとして活躍できる主体性を持った人材を育成

し、青年が学習を通してつながりを広めていくことができるよう支援してまいります。

　　壮年教育は、本町の課題解決に向け、学習活動を通して、地域づくりの担い手として

主体的に活動できる人材の発掘・育成に努めるとともに、高齢者教育においても、知識

や技術を生かして生涯活躍できる地域としていくための環境整備に努めてまいります。

　　第５、社会体育の推進。

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

いのある人生、明るく豊かな生活を送る上で大きな役割を果たしております。

　　町民ニーズに合わせた健康志向型スポーツ活動の推進は、体育連盟を初めとした関係

団体等との連携を図りながら、日常生活の中でスポーツに気軽に親しむ環境づくりを目

指し、スポーツレクリエーションの普及・推進に努めてまいります。

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

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

ます。

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

設の利用促進を図ってまいります。

　　また、小・中学校の体育施設を学校開放事業として活用し、町民の健康・体力づくり

や交流の中核施設として、利用促進を図ってまいります。

　　第６、芸術文化、歴史文化、文化財の保護活用。

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

な活動を引き続き支援してまいります。

　　平成27 年度から開始された「十勝圏イオル再生事業」は、上音更地区の見本園的空

間における遊歩道等の施設整備がほぼ終了しました。今後は、関係団体・機関等と連携

し、見本園的空間の維持管理及び活用を進め、アイヌ文化の普及啓発、体験交流等に取

り組んでまいります。

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

も留意し、地域住民に親しまれる施設として、交流の場、憩いの場という役割を担える

よう努めてまいります。また、巡回文庫・学級文庫等の取り組みや、ボランティアグル
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ープと協力して、図書館はもとより、町内全小学校及び学童保育所等での絵本の読み聞

かせを通して、子供たちに本と出会える機会を提供してまいります。

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

町民の皆様のご協力を得ながら、保護・保存を図るとともに、こうした教育資源を活用

したふるさと学習が推進されるよう努めてまいります。

　　第７、学校教育の充実。

　　子供たちが変化の激しい社会を生きていくためには、基礎的・基本的な知識・技能の

習得とそれらを活用できる力を育むことが重要です。確かな学力、豊かな人間性、健

康・体力の「知」、「徳」、「体」をバランスよく育み、地域に信頼される学校づくり

を進めてまいります。

　　また、家庭の経済的な理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対して、子供た

ちが安心して学習を進められるよう、就学援助費の支給による負担軽減を図ってまいり

ます。

　　確かな学力の育成と体験活動の充実。

　　社会で生きる確かな学力の向上を目指すため、町費により採用する教員を増員し、上

士幌小学校１学年に加え、２年生まで２学級を維持することといたします。さらに、小

学校全学年において35 人以下学級を確立するため、４学年及び５学年を２学級とし、

少人数指導の充実を図ります。また、学校教育推進支援教員を３学年と６学年に配置し、

習熟度に応じた指導を継続してまいります。

　　全国学力・学習状況調査等の結果を分析し、教育施策の成果と課題を検証するなど、

「上士幌町小中学校改善支援プラン」を策定して、その改善を図るための具体的な対策

を講じてまいります。

　　また、上士幌町教育研究所が作成した家庭学習の手引きを継続的に活用し、家庭学習

の習慣化に努めると同時に、小・中学校の接続が図られるように、学びの連続性を踏ま

えた校種間の連携を図ってまいります。さらに、チャレンジテストの活用や長期休業中

におけるサポート学習の充実にも努めてまいります。さらに、北海道教育大学釧路校と

の授業等連携を図り、教師の授業力の向上、子供たちの学力や体力の向上に努めてまい

ります。

　　上士幌中学校に一流の講師を招聘し、子供たち一人一人の社会的、職業的な自立を促

すキャリア教育の充実に努めてまいります。子供たちの学力が二極化にあることを踏ま

え、公教育のサポートとして、平成28 年度に引き続き、上士幌中学校生徒を対象にし

た公営塾を長期休業期間中に開設し、生徒個々の学力に応じた個別指導の対策を進めて
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いきます。

　　特別支援教育については、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障

害者差別解消法）に基づき、障害のある子供と障害のない子供がともに学び合う共生社

会の充実に向けて、適正な就学指導と教育支援に努めてまいります。

　　また、特別な支援を必要とする子供の教育的ニーズや合理的配慮に応える個別の教育

支援計画を作成するなど、幼児期から高校生までの一貫した支援を通し、特別支援の教

育環境の整備に努めてまいります。特別な支援や介助を要する児童・生徒に対しては、

特別支援教育担当教諭や特別支援教育支援員を配置し、生活や学習活動の支援に努めて

まいります。

　　生活体験や自然体験が豊富な子供ほど、自己肯定感や倫理観・正義感が高く、さまざ

まな体験を積み重ねることが子供たちの健やかな成長に結びつくと言われております。

本町の恵まれた自然環境を生かし、学校とＮＰＯ法人ひがし大雪自然ガイドセンター等

が連携した環境教育を推進するほか、放課後対策事業など社会教育事業との連携を図り、

さらなる体験活動の充実に努めてまいります。

　　豊かな心と健やかでたくましい心身を育む教育の推進。

　　インターネット環境の発達やスマートフォンの普及に伴い、ＳＮＳ（ソーシャル・ネ

ットワーキング・サービス）等の情報メディアの利用が児童・生徒の間で進んでいます。

このため、学校における情報モラル教育の充実を図るほか、インターネットの安全・安

心な利用に向けた啓発資料を配付し、家庭におけるルールづくりを促進してまいります。

　　また、いじめ対策については、上士幌町いじめ防止基本方針等に基づき、学校が実施

する調査や教育相談により、早期発見・早期解消に向けた取り組みを進めてまいります。

　　平成30 年度から「特別の教科である道徳」の実施に向け、教科課程の編成を確実に

進めるとともに、指導方法に関する研修会への参加や教材の活用を促し、子供たちの道

徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育んでまいります。

　　体力の向上については、全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果等をもとに、学校

ごとの取り組みのよさや課題を明らかにした学校改善プランに基づき、運動やスポーツ

の楽しさと達成感が得られるよう、体育の授業改善を図ってまいります。さらに、家庭

や地域と連携した運動習慣の定着に努め、日常的に運動に親しむ機会や体力の向上を実

感できる取り組みを進めてまいります。

　　子供たちの健康の維持増進については、認定こども園・私立保育所及び小学校におけ

るフッ化物洗口の継続実施や歯磨き指導、健康診断の結果による早期治療など、保健教

育を推進してまいります。
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　　また、児童・生徒に対する芸術鑑賞の充実を図るとともに、耐用年数が過ぎた中学校

の吹奏楽器を計画的に更新してまいります。

　　自然災害や交通事故、犯罪被害等の危険から子供たちを守るため、関係機関と連携し

た通学路安全対策の推進や、子供の危機対応能力の育成指導に努めてまいります。

　　情報化や国際化などの社会の変化に対応した教育の推進。

　　人口減少とグローバル化が同時に進行する今日、ふるさとに誇りを持ち、地域の産業

を支え、国際化に対応できる人材を育成していくことが重要です。また、英語の教科化

など、学習指導要領の改訂を見据えた対応も必要となっています。

　　幼児期からの国際理解教育や外国語活動の充実により、言語や文化について体験的に

理解を深めるとともに、積極的にコミュニケーションする能力を育むため、上士幌小・

中学校にＡＬＴ（外国語指導助手）を常駐いたします。一貫性のある取り組みにより、

郷土に誇りを抱き、豊かな国際感覚を養い行動できるよう、外国語指導の充実に努めま

す。

　　学習意欲を高め、わかる喜びが実感できる多様な授業を構築するため、昨年度導入を

進めた教育用及び校務用タブレットパソコン等の利活用を推進するほか、デジタル教材

の活用など、ＩＣＴ機器を利用した教育環境の充実を図り、教職員に対する研修機会の

提供に努めてまいります。

　　学校施設の整備等。

　　上士幌小学校水泳プールの温水ボイラーの更新を初めとした修繕工事や屋外遊具の新

設、開校70 周年を迎える上士幌中学校のバスタッチ周辺の整備など、学校施設の適正

な維持管理に努めてまいります。

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

物アレルギーを有する児童・生徒の実態把握に努め、安全性を 優先した対応を講じて

まいります。また、計画的に給食器具・調理機器の更新と施設営繕を実施し、食品等の

衛生管理の徹底を図ってまいります。

　　賄い材料は国内食材を中心とし、地域で生産される食材等の活用を念頭に置いた献立

の研究等を行い、安全・安心でおいしい給食の提供に努めてまいります。また、「かみ

しほろのふるさと給食」は、地場産品の利用促進を図ってまいります。

　　食育の推進については、子供たちに食に関する正しい知識と望ましい食習慣の定着を

図るため、上士幌中学校に配置した栄養教諭による食に関する指導の充実に努めるとと

もに、「給食だより」や町のブログによる情報提供を継続してまいります。

　　小学校再編の推進。
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　　上士幌町小学校の適正配置計画に基づき、保護者や地域の方々との協議を重ねながら

計画を進めてまいります。

　　スクールバスの待合対応である放課後子供教室事業は、四季折々の生活文化体験を通

した学びや体験から得るコミュニティーの形成を重点的に進めてまいります。

　　また、放課後子供教室コーディネーターを中心に、本年度末に閉校を迎える萩ケ岡小

学校の子供たちが安心して通えるよう、体制の整備を進めるとともに、萩ケ岡小学校に

学校統合支援教諭を配置し、保護者や子供たちの不安解消に努めてまいります。また、

萩ケ岡小学校開校百周年・閉校記念事業協賛会と連携し、円滑な記念事業の推進に努め

てまいります。

　　その他の再編対象校である糠平小学校につきましても、児童・保護者・地域の方々の

意見を十分に伺う機会の確保に努めてまいります。

　　第８、高等学校の充実。

　　北海道上士幌高等学校は、近年、安定的に全学年二間口を確保できていますが、地元

中学校卒業者の減少や進路志向の多様化に伴い、町外から通学する生徒が多数を占める

状況が続いています。

　　本年度より上士幌高等学校振興会が実施する事業は、通学費の補助を減額し、新たに

士幌町中央中学校出身生徒への入学準備金の支給や、入学生全員に対する新制服購入代

金を全額補助いたします。また、国公立大学への進学者に対する奨学金の増額などとあ

わせ、平成28 年度に地元在住の上士幌高等学校生徒を対象に長期休業期間中に開設し

た公営塾を士幌在住の生徒にも拡大し、地元からの志願者増に結びつく支援策となるよ

う講じてまいります。

　　さらに、学力向上策、部活動における中高連携事業の推進、平成28 年度から実施の

「上士幌学」への支援などを継続してまいります。

　　上士幌高等学校の存続のため、上士幌高等学校振興会、上士幌高等学校及び町が一体

となり、高校の魅力化推進に向けた検討を進めてまいります。

　　以上、平成29 年度の教育行政の推進方針と主要な施策について申し上げました。町

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

育行政執行方針といたします。

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

わります。

　　ここで暫時休憩いたします。

（午前１１時５２分）
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　──────────────────────────────────────

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午前１１時５２分）

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

◎報告第２号の上程、説明、質疑

○議長（杉山幸昭議長）　日程第10 、報告第２号平成28 年度上士幌町一般会計繰越明

許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。

　　報告書の朗読を省略し、直ちに報告の説明を求めます。

　　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　ただいま上程されました報告第２号平成28 年度上士幌町一般

会計繰越明許費繰越計算書の報告についてをご説明申し上げます。

　　当該繰越明許費につきましては、平成28 年度の一般会計予算でご可決いただきまし

た事業の繰越明許費繰越計算書を調整し、地方自治法施行令第146条第２項の規定に基

づき報告するものであります。

　　具体的内容につきましては、平成28 年度上士幌町一般会計繰越明許費繰越計算書を

ごらん願います。

　　計算書は、左欄から、款、項、事業名、金額、翌年度繰越額、財源内訳の順に全９事

業について記載しております。

　　まず、２款総務費、１項総務管理費及び３項戸籍住民基本台帳費の３事業、一般管理

経費、交通ネットワーク交流拠点整備事業及び戸籍住民基本台帳管理経費であります。

それぞれ昨年６月の第４回町議会、本年３月の第１回町議会及び２月の第１回町議会に

おきまして、調停申し立て顧問弁護士業務委託料等、各事業執行に関する各区分を第３

号第 16 条及び第15 号補正予算としてご可決いただいているものであり、補正額のう

ちそれぞれ75 万6,000円、２億6,816万6,000円、 38 万2,000円を繰り越しするも

のであります。財源内訳は記載のとおりでございます。

　　３款民生費、１項社会福祉費の２事業、臨時福祉給付金経済対策分事務経費（時間外

手当等）及び臨時福祉給付金支給事業につきましては、昨年12 月の第６回町議会にお

きまして、各事業執行に関する各区分を第12 号補正予算でご可決をいただいているも

のであり、補正額の全額それぞれ11 万5,000円、604万4,437円を繰り越しするもの

であります。財源内訳は記載のとおりでございます。

　　次に、６款農林水産業費、１項農業費の農業体験者宿泊施設管理運営事業につきまし

ては、昨年12 月の第６回町議会におきまして、業務執行に関する各区分を第12 号補
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正予算でご可決いただいているものであり、補正額の全額53 万5,000円を繰り越しす

るものであります。財源内訳は記載のとおりでございます。

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

当初予算としてご可決いただいているものであり、当初予算のうち７億4,647万7,600

円を繰り越しするものであります。財源内訳は記載のとおりでございます。

　　 後でありますが、13 款災害復旧費、１項農林水産施設災害復旧費及び２項公共土

木施設災害復旧費の２事業、奥地林道オソウシナイ線災害復旧事業及び公共土木施設災

害復旧事業につきましても、本年２月の第１回町議会におきまして、第15 号補正予算

としてご可決いただいているものであり、補正額のうち1,576万8,000円及び 67 万

1,760円を繰り越しするものであります。財源内訳は記載のとおりでございます。

　　以上、９件を合計しました翌年度繰越額は 10 億3,891万5,797円となっております。

　　以上、報告第２号につきましてのご説明、ご報告とさせていただきます。

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

疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって報告第２号に対する質疑を終結いたします。

　　以上で、報告第２号を報告済みとし、報告を終わります。

　　ここで休憩といたします。

　　再開は午後１時といたします。

（午前１１時５８分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後　１時００分）

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

◎議案第３２号の上程、説明、質疑、委員会付託

○議長（杉山幸昭議長）　日程第11 、議案第32 号上士幌町職員の法令遵守の推進等に

関する条例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　杉本総務課長。

○杉本　章総務課長　ただいま上程されました議案第32 号上士幌町職員の法令遵守の推

進等に関する条例の制定について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　今回の上士幌町職員の法令遵守の推進等に関する条例につきましては、昨年の教育委
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員会元職員による不祥事への反省と、その再発防止対策として制定するものであり、職

員の倫理の保持及び法令等の遵守を推進するとともに、公益通報及び不当要求行為の対

応について規定し、組織的に取り組む体制を整備するものでございます。

　　具体的な内容についてご説明いたします。

　　議案第 32 号関係資料をあわせてご参照願います。

　　第１条は、目的についての規定であります。職員の倫理の保持及び法令等の遵守並び

に町の公益を害する事実の早期是正に関する体制を整備することにより、町政に対する

町民の信頼の確保を図ることを目的とするものであります。

　　第２条につきましては、用語の定義について規定をしております。

　　第３条は、職員が遵守すべき倫理原則について規定し、第１項では、民主的かつ能率

的な職務の遂行、第２項では、町民から信頼される職員となるよう、不断に公務員とし

ての倫理の高揚に努めること、第３項は、町民全体の奉仕者として、常に公正な職務の

執行に当たらなければならないとし、第４項は、職務や地位を私的利用のために用いな

いこと、第５項では、権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けることや接触につ

いて、町民の疑惑または不信を招くような行為をしてはならないことを規定しておりま

す。

　　第４条は、職員の責務について規定し、第１項では、職員は他の職員の不正な行為を

認識した場合は、倫理原則に従い公益通報を行うなどの報告をすることを義務づけした

ものであり、第２項は、不当要求行為に対する対応について規定をしております。

　　第５条では、管理監督職員の責務として、職員の職務に係る非行を発生させることの

ないよう、職務の執行の方法を常に検討し、その改善を図らなければならないとしてお

ります。

　　第６条では、任命権者の責務として、職員の倫理の保持などを図るための必要な措置

を講じなければならないとしています。

　　第７条では、職員倫理委員会の設置について規定し、公益通報及び不当要求行為等に

関する調査などを行うこととして、委員を５人以内、任期を２年とするものであります。

　　第８条では、公益通報に対する取り扱いについて、第９条は、公益通報者の保護につ

いて、第10 条は、公益通報に係る委員会の職務、第11 条では、公益通報に係る措置

等についてそれぞれ規定をしております。

　　第12 条は、職員に対する不当要求行為等の禁止について、第13 条は、職員は不当

要求行為等があったときは、その内容を課長等に報告するものとし、第14 条では、不

当要求行為等に係る委員会の職務について、第15 条では、不当要求行為等に係る措置
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として、不当要求行為等を行った者に対し警告をするなどの必要な措置について規定を

しております。

　　第 16 条では、規則への委任行為について定めております。

　　なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。

　　以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。

　　ご審議の上、ご可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第32 号について

質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 32 号に対する質疑を終結いたします。

　　お諮りいたします。

　　ただいま議題となっております議案第32 号は、会議規則第39 条第１項の規定によ

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

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 32 号は総務文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。

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

◎議案第３３号の上程、説明、質疑、委員会付託

○議長（杉山幸昭議長）　日程第12 、議案第33 号上士幌町ふるさと納税・生涯活躍い

きがい基金条例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　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33 号上士幌町ふるさと納税・

生涯活躍いきがい基金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を申し

上げます。

　　別紙、議案第 33 号関係により、制定の概要をご説明させていただきます。

　　本条例の目的でありますが、町民の健康寿命の延伸と、健康で生き生きと自立して安

心な生活を送ることができるように、地域包括ケアの醸成と生涯活躍できる町の実現に

向けた事業を推進することを目的として設置するものであります。

　　２番、基金原資につきまして、ふるさと納税寄附金の一部を財源とし、感謝特例に要

した経費等を除いた範囲内の額を基金原資といたします。

　　３番、対象となる事業であります。
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　　健康寿命の延伸及び地域包括ケアの醸成並びに多世代交流等による地域コミュニティ

ー醸成を図る事業や、生涯活躍生きがいづくりを推進する事業を対象事業としています。

　　４番目、基金の積み立て時期でございます。

　　今条例可決後の補正予算において別途計上するというふうにしております。

　　次に、新規条例でありますので、条文ごとにご説明をさせていただきます。

　　第１条につきましては、この条例の設置目的を定めるものでございます。

　　第２条は、基金の積み立てについて定めるものでございます。

　　第３条は、基金の管理について、第４条は、運用益金の処理について定めるものであ

ります。

　　第５条は、基金の処分は目的に沿った場合とし、第２項で処理方法について定めた規

定であります。

　　第６条は、繰り越しの運用について定めるものであります。

　　第７条では、条例の定めるもののほか、基金の管理は規則で定めることとするもので

ございます。

　　なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。

　　以上、上士幌町ふるさと納税・生涯活躍いきがい基金条例の制定について、その提案

理由と内容についてご説明いたしました。

　　ご審議いただき、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第33 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 33 号に対する質疑を終結いたします。

　　お諮りいたします。

　　ただいま議題となっております議案第33 号は、会議規則第39 条第１項の規定によ

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

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 33 号は総務文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。

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

◎議案第３４号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第13 、議案第34 号職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
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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。

　　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34 号職員の育児休業等に関する条

例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　例規集は、第４編人事、第４章服務をご参照願います。

　　国家公務員の育児休業等に関する人事院規則が一部改正されたことに伴い、国家公務

員に準じて職員の育児休業等に関する条例の規定を整備しようとするものであります。

あわせて、児童福祉法の一部改正法が平成29 年４月１日に施行されたことに伴い、関

係条文を整理するものであります。

　　具体的な改正内容についてご説明いたします。

　　議案第34 号関係、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、新旧対照

表をご参照願います。下線部分が改正部分であります。

　　第２条の２は、児童福祉法の改正により、養子縁組里親が法定化されたことに伴う文

言の整理及び引用規定の条番号変更に伴い、条文の整理を行うものです。

　　第３条は、再度の育児休業ができる特別の事情についての規定ですが、特別な事情に

保育所等の利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないことを

追加するものであります。

　　第４条は、育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情についての規定ですが、

特別な事情に保育所等の利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行わ

れないことを追加するものであります。

　　第10 条は、育児短時間勤務の終了後、１年を経過しない場合に育児短時間勤務がで

きる特別の事情についての規定ですが、特別な事情に保育所等の利用を希望し、申し込

みを行っているが、当面その実施が行われないことを追加するものであります。

　　附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。

　　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34 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 34 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）
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○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第34 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 34 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第３５号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第14 、議案第35 号上士幌町個人情報保護条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　杉本総務課長。

○杉本　章総務課長　ただいま上程されました議案第35 号上士幌町個人情報保護条例の

一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　例規集は、第３編行政通則、第３章情報管理をご参照願います。

　　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる

マイナンバー法の一部を改正する法律が平成29 年５月30 日に施行されることとなり、

情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の情報連携の対象事務に、新た

に自治体が条例で定める独自利用事務が追加されることに伴い、関係条文を改正しよう

とするものであります。

　　具体的な改正内容についてご説明いたします。

　　議案第35 号関係、上士幌町個人情報保護条例の一部を改正する条例、新旧対照表を

ご参照願います。下線部分が改正部分であります。

　　第２条は、この条例における用語の定義を定めたものでありますが、第３号の情報提

供等記録の定義に、自治体が条例で定める独自利用事務の情報連携を含むとする規定を

追加するものであります。

　　第 25 条は、個人情報の訂正の決定等に関する規定であります。

　　第３項の情報提供等記録の訂正を求める相手方に、条例事務関係情報照会者もしくは

条例事務関係情報提供者を追加するものであります。

　　なお、附則として、この条例は平成 29 年５月 30 日から施行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、これより議案第35 号について

質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 35 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第35 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 35 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第３６号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第15 、議案第36 号上士幌町個人番号の利用及び特定個

人情報の提供に関する条例の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36 号上士幌町個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例の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３編行政通則、第３章情報管理をごらんください。

　　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改

正する法律が、平成29 年５月30 日から施行されることとなり、情報提供ネットワー

クシステムを使用した情報連携に関する規定整備として、法第19 条第８号が追加され

たことに伴い、以降１号ずつ号が繰り下げとなることから、この号ずれに対応するため、

上士幌町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正するもので

す。

　　それでは、お手元の資料、議案第36 号関係、上士幌町個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例の一部を改正する条例、新旧対照表をごらんください。
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　　第１条及び第５条中、下線部分が改正部分となります。

　　なお、附則として、この条例は平成29 年５月30 日から施行することとなっていま

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36 号について

質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 36 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第36 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 36 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第３７号及び議案第３８号の上程、説明、質疑、討論、採

決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第16 、議案第37 号平成29 年度上士幌町一般会計補正

予算（第１号）、日程第17 、議案第38 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１号）、２案を一括して議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　ただいま上程されました議案第37 号から38 号の平成29 年度一

般会計並びに国民健康保険特別会計補正予算の内容を申し上げます。

　　なお、平成29 年度当初予算は骨格予算として編成されておりましたが、このたびご

提案させていただく補正予算は、竹中町長５期目の初年度執行方針に基づく政策予算を

含めた補正予算となります。

　　補正総額は14 億7,826万8,000円の追加補正となります。補正後の予算規模は、一
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般会計並びに５特別会計の総額で 96 億779万9,000円となります。

　　それでは、各会計の内容を申し上げます。

　　議案第 37 号一般会計補正予算（第１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14 億7,801万4,000円を追加し、

総額を 76 億6,574万5,000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、２

ページから４ページの第１表のとおりでございます。

　　第２条では、継続費といたしまして、５ページ第２表にありますとおり、公共土木施

設災害復旧事業について、平成 30 年度までの継続事業として実施をいたします。

　　第３条では、地方債補正といたしまして、５ページ第３表にありますとおり、補助災

害復旧債として2,100万円を追加補正をいたします。

　　また、過疎対策事業債の限度額を２億9,470万円から５億3,290万円に変更補正する

ものでございます。

　　歳出のうち追加補正の主なものといたしましては、ふるさと納税推進事業1,674万円、

災害救助ロボットコンテスト開催支援事業530万5,000円、移住促進・二地域居住事業

1,000万円、ゲノム解析黒毛育種卵生産拡大事業825万円、バイオマス施設整備事業４

億5,000万円、上士幌 45 号道路整備事業5,000万円、上士幌西 38 号農道整備事業

3,347万1,000円、豊栄東１線農道整備事業5,000万円、双葉地区農道整備事業3,041

万4,000円、居辺東14 線農道整備事業2,000万円、熱気球管理経費613万3,000円、

観光ビジネス創出事業2,680万円、道の駅整備事業2,230万円、ナイタイ高原レストハ

ウス整備事業881万1,000円、街路灯・防犯灯ＬＥＤ化事業2,516万4,000円、上士幌

40 号歩道改修事業2,426万8,000円、町なか住宅道路整備事業1,724万8,000円、定

住促進賃貸住宅建設費助成事業5,520万円、子育て住宅建設費等助成事業3,000万円、

町なか住宅建設事業１億5,828万3,000円、安村地区農道施設災害復旧事業1,721万

5,000円、奥地林道オソウシナイ線災害復旧事業１億361万1,000円、公共土木施設災

害復旧事業２億5,191万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、国民健康保険特別会計の補正予算についてご説明を申し上げます。

　　 31 ページの議案第38 号国民健康保険特別会計補正予算（第１号）をごらんくださ

い。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ25 万4,000円を追加し、総額を
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８億5,193万4,000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、

32 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、前期高齢者納付金25 万4,000円を追加補正をする

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、一般会計並びに国民健康保険特別会計の補正内容についてご提案を申し上げま

した。

　　よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。

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

ます。

　　それでは、議案第37 号平成29 年度上士幌町一般会計補正予算（第１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、 11 ページから款ごとに一括して質疑を行います。

　　歳出、総務費について質疑を行います。

　　 11 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。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　 11 ページの移住促進の促進する会に対する1,000万円の交

付金について、事業内容について質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　過日、委員会の折にもご説明させていただいたかと思いますけ

れども、これにつきましては、この間、ここの会を母体といたしまして、一昨年ですか、

大阪、東京、昨年度でいきますと、また東京で見本市、それとふるさと納税の感謝祭と

いうことで行ってまいりましたけれども、今回につきましては、逆にふるさと納税寄附

者を主とした事業で、こちらのほうにお迎えしたいというところで考えておりまして、

バス１台程度、40 名程度になろうかと思いますけれども、それを３回ほど実施してい

きたいということでございまして、それに係る経費1,000万円をこちらの会に助成して

いきたいということでございます。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　そうしますと、過去２回か３回は向こうに行きましたけれど
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も、ことしは呼び込むと。それは、例えばことしはことしで、来年度以降についてはこ

れの結果について、町民の方については行くよりも呼んだほうがいいという声のほうが

多くありますけれども、これによって来年度以降もこのような形になるのか質問いたし

ます。

○議長（杉山幸昭議長）　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　次年度につきましては、今の段階ではちょっと明言はできない

ところでございまして、まずは、ホップ・ステップ・ジャンプじゃありませんけれども、

３年間実施してまいりまして、それをもとにして今度はお受けしたいということでござ

いまして、これがホップ・ステップ・ジャンプといくのか、あるいはまた行ったほうが

いいのかということは、この事業検証のもとにまた事業を組み立てていきたいと、その

ように考えてございます。

○議長（杉山幸昭議長）　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　災害救助ロボットコンテストの500万ですけれども、通常で

言えば、こういったものを町が500万円も出して開催するということはどうなのかとい

う疑問が町民の中にある。経済効果を一定程度勘案してということであれば一定の理解

ができるんですが、その辺の考え方について、あればお聞きをしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　当然これは、この事業そのものは、ある意味、物珍しさみたい

なものはあるんですけれども、当然、視野といたしましては、企業誘致等々は入ってご

ざいます。昨年もこの関連、大学、企業を含めて10 以上の企業がお越しになったと、

今も既に、実行委員会のトラストバンクのほうが実行委員の長になっているわけであり

ますけれども、そこの昨年の企業、大学含めて、それにもっと輪を広げようというとこ

ろで呼びかけておりますので、そういった方たちがまた多く参加してくれることによっ

て、その展開というのは見えてくるのではないかなと思います。

　　これはまさに費用対効果で、500万円もというところもあろうかと思いますけれども、

実質昨年この事業にかかっている金額は、約片手ほどの事業費がかかっているというこ

とでございます。これは100万単位ではなくて、もっとその上でありますけれども、か

かっているということもございます。それだけ効果も大きいというふうに考えてござい

まして、そのようなことを念頭に置きながら、いずれにしましても、移住定住も含めな

がら、企業誘致を含めながら、やはり町がそういったことで発展していけばいいなとい

う考え方がございますので、ご理解のほどをよろしくお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　２番、佐々木守議員。
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○２番（佐々木　守議員）　説明された部分については、理解はできるんです。ただ、総

事業費が5,000万、今回どのぐらいの規模になるかはちょっとまだ、恐らくまだ募集も

始まっていないので想定できないのかと思うんですけれども、町内に人がいろいろ来る、

そういうことによっての経済効果というのも当然ありますし、なかなか企業誘致といっ

ても、こういった高度な技術の会社が、例えば、製造工場をつくるなんていうことはち

ょっと考えにくいことだと思うんですよ。当然、調達部品等の関係があり、そういうこ

とからすると、都会に近いそういったエリアになるんだろうなと。だとすれば、上士幌

町はそうでなくても、広大な用地を貸して、その準備も行政職員も協力してやっていく

ということからすると、果たしてどうなのかと。

　　例えば、どうもこれは500万も出すんだというのであれば、地元開催町村としてもと

いうようなことも十分わかるんですけれども、そういった国であるとか道であるとかと

いうのはこういった事業に対してどうなのか、その内容についてはあくまでも災害対策

ということであれば、これから切望される部分だというふうには理解をするところです

けれども、その辺についてもきちっとした説明をやっぱり住民にしていく必要性がある。

　　ただ、ちょっと気になるのは、ふるさと納税で大変お世話になっているトラストバン

クがやっているから、町としては金を出しているんではないかということをちらっとあ

ったものですから、そういった懸念もあって聞いているということをちょっとご理解を

いただいて、答弁を願いたいと思います。

○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　当然、その辺のご心配はついてくるだろうというふうに思いま

す。トラストバンクがやっているからということ、１つございますけれども、実績とし

て、テレワークとしてここに事務所を構えて、そしてここからまた発信をして、この経

済活動にもつながっているということがございますので、その辺のところをひとつまず

はご理解いただきたいなと思います。

　　企業誘致の部分で、なかなか工場が建てられるですとか、そのようなところは難しい

んじゃないかというお話でありました。当然、私もそう考えるところであります。

　　そこで、もう一つ、今お話ししましたけれども、テレワークというものがございます。

ハード事業のみならず、ソフト事業展開というものもここで考えられるだろうと、それ

も立派な企業誘致の一歩につながるんではないかなというふうに考えてございます。

　　この500万の浄財を使っていくわけでありますので、その辺のところをまたしっかり

と町民の皆様方にもわかるような形でお示ししていきたいと、そのように考えてござい

ますので、ご理解のほどをよろしくお願い申し上げます。
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○２番（佐々木　守議員）　もう一点いいですか。

○議長（杉山幸昭議長）　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　今の部分については理解をしました。

　　先ほど山本議員がお聞きした1,000万の、移住定住の皆さんを上士幌に呼ぶというこ

とですけれども、これは宿泊は糠平になるんですか。

　　それから、その参加費、１人にどのぐらいの費用を考えて、概算でよろしいですけれ

ども、費用を考えて対応するのかを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　現時点では、糠平のほうを活用できたらなというふうに考えて

ございます。

　　それと、負担金でありますけれども、委員会のときにもご説明させていただきました

けれども、やはりかなりの意思を持って上士幌町に来たいなという人たちを募集したい

と思っております。物見遊山でいいところがあったというところで、負担金もそこそこ

かからないんであればというような金額設定ではなくて、やはり１人１万ないし２万で

すとか、その辺は全体のころ合いを見ながら決めていきたいと思いますけれども、何千

円単位の負担金ということでは考えておりませんので、ご理解のほどをよろしくお願い

したいと思います。

　　それと１点、先ほどのロボットコンテストの500万のお話がございましたけれども、

道の費用負担等々はあるのかないのかというお話でありましたけれども、今回、この補

正におきましては、一般財源の補正というところでお願いしたいということで上程して

おりますけれども、これにつきましては、並行しまして道の振興補助金がございます。

それも半分は、これは採択になればの話ですけれども、半分は支援しますよという制度

がございますので、まず500万円は一般財源で補正したいと考えておりますけれども、

その手続は並行して行いながら、250万円の補正もでき得れば９月の補正で歳入補正を

していきたいと、そのように考えてございますので、あわせましてご理解のほうをよろ

しくお願い申し上げます。

○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、民生費に入ります。

　　 12 ページから 13 ページまで質疑を行います。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　 13 ページの、これ、医療関係の補助金の関係なんですが、
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道のほうの社会保障財源交付金が1,500万円減らされて、従来一般財源であったものが

地方債に切りかわっていますが、この辺の財源の切りかえの根拠といいますか、事情に

ついて質問いたします。

　　それと、もう一点は、健康増進センターの給水加圧ポンプ交換なんですが、これは私

もちょっと認識が薄いんですけれども、耐用年数が過ぎての交換なのか、故障ができて

交換なのか、その辺確認したいんですが、もし耐用年数が過ぎているのであれば、今の

時期じゃなくて当初予算に組むべきだと思うので、その辺について質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　山本議員、今ちょっと衛生費に入っていますので、民生費の部

分で、それが終われば衛生費の答弁いただきますので、民生費の部分でありますか。

（「ありません」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ありませんか。

　　では、次に衛生費に入ります。

　　質問は、今お聞きになったと思いますので。

　　尾形保健福祉課長。

○尾形昌彦保健福祉課長　健康増進センターの給水加圧ポンプの交換工事の補正予算の提

案なんですけれども、こちらにつきましては、建設後平成８年度にこの施設を建設して

ございまして、これまでの間、給水ポンプ並びにそのほかに温泉の送水ポンプ等につき

ましても、まだ交換がしていないということで、かなりの年数たった中で、非常に水漏

れ等も散見されてきたので、急を要するというふうに現場では考えてございました。

　　ただ、当初予算については、それよりももっと急ぐ高齢者生活福祉センターのほうの

修繕のほうを優先させていただきましたので、その後、今回の補正については、次に担

当課では懸念のあるこちらの健康増進センターのポンプの交換を要望させていただいて、

今回提案させていただくものでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　もう一度質問いただけますか、山本和子議員。わかりましたか、

質問……。

　　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　失礼いたしました。

　　この予算の枠組みの替えの話でありますけれども、この地方債4,000万が入って、そ

れはどうしてなのかというお話でありますけれども、当初、定住賃貸住宅の事業関係で、

これは起債が借りられるということで予算組みをしていたんですけれども、それがハー

ド事業ではもう借りられませんよというところになりました。ということでいきますと、

その枠があくわけですので、その分というのは、逆に使えるものは使ったほうがいいと
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いうところで、この今、地域医療振興対策事業4,000万に充てたというところでござい

ますので、町にとって不利益にならないような形で組み替えたということでご理解いた

だきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　初めに、健康増進センターの給水の関係なんですが、当初予

算にのせようが５月のへのせようが、補正予算は時期的に大して変わらないと思うんで

すよ。だから、優先順番からして福祉施設の関係を優先したといっても、これは同時に、

今回出ていますので反対するものじゃないんですが、その辺の関係がどうも、来年なら

わかるんですが、ここ数カ月の間で１番も２番もないと思うので、その点についてぜひ、

平成７年にできてもう20 年近くたっていますので、それは初めからわかった話ですの

で、それは今後の財政担当のほうにもなると思うんですけれども、十分考慮されて予算

を組んでください。

　　それと、地域医療のほうの関係、何というか、定住対策の関係はずっとソフト面で地

方債借りられましたよね。要するに、僻地債としてずっと何年か前から借りてきた、そ

れがだめになったということですか。そうしたら、たしか高校の振興策もそうですけれ

ども、ソフト面の関係で、ハードだけではなくて、地方債はソフト面も借りられるとい

うことで、高校の振興策の数千万円とこの定住対策の3,000万円、4,000万円借りてず

っときて、それも全部だめになったのか。

　　それから、地域医療関係、これはソフト事業なので、それとの関係、私はソフト事業

で借りること自体を文句を言っているわけじゃないんですが、そんなふうに国はころこ

ろ変えて、これならいいけれどもこれはだめというその理屈がちょっと納得できないん

ですが、その辺は。これもソフト事業ですので、定住対策は、あれはハードじゃない、

ソフト事業だと思うんですよ。その辺の関係はどうなっているのか質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩いたします。

（午後　１時４３分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午後　１時４３分）

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

○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　失礼いたしました。

　　この定住賃貸住宅、ソフト事業でこれまで借りていたわけなんですけれども、これは
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国のほうから、当然この部分だけピンポイントで該当にはならないということで来たも

のですから、これはやっぱりいた仕方なく振りかえていったということでございます。

　　ほかの振興策、高校の振興策ですとか、その辺は全く変わっておりません。これだけ

該当にならないということで、今回この地域医療に充てたというところでご理解いただ

きたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　それは国の言い分で何とも言えないですが、それはそれとし

て仕方ありませんので、即地域医療のほうに切りかえたというのは、それは町としては

十分納得できる話ですので、来年度以降、もし地方債の枠を出したのであれば、これは

地域医療でもソフト面としてぜひ出してほしいと私は思っていますし、これは答弁要り

ませんのでよろしくお願いします。

○議長（杉山幸昭議長）　要望でいいですね。

　　答えますか。松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　考え方としてお話ししておきたいと思いますけれども、いずれ

にしましても、この過疎債という有利な制度ですね、それに対応はしっかりとしなけれ

ばならないというところで、あとはどの事業に借金をしていくのかというところは、よ

くよく吟味しながらやっていきたいというふうに考えておりますので、基本的な考え方

はそこにあ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）　増進センターの分は要望でいいですね。

○１０番（山本和子議員）　はい、いいです。

○議長（杉山幸昭議長）　ほかありますか。

（「ありません」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、商工費に入ります。

　　 16 ページから 19 ページまで質疑を行います。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　道の駅整備事業、入りますよね、商工費なので。

　　委員会等で随時説明等を受けてはきて、いろんな情報を議員さんは持っているんです

が、なかなか町民の理解が得られていない、十分得られているとは思っていませんが、

その辺について委員会の中でも指摘してきたんですが、どんなふうに町民にアピールな
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り説明していくのかと。例えば採算の面だとか、それからあちこちにできる中で、町が

目立つ道の駅はどんなふうにするのかということをもっともっとアピールしないと、な

かなか難しいのかなと思っていますが、その点についてどういうふうにしていくのか質

問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　杉原商工観光課長。

○杉原祐二商工観光課長　道の駅の関係でございますけれども、議員もご承知のとおり、

５月１日から基本計画の、町民の方にもごらんいただけるような形で行っております。

また、ホームページでも掲示をさせていただいて、見られるような形にさせていただい

ておるところでございます。

　　それで、じゃ、具体的な作業というのが、まさしく委員会の場でもご説明させていた

だきましたが、その運営をする上士幌ＤＭＯのこの形成構築の中でいろいろ議論をして

いきたいということでございますが、今月の25 日に一応もう既に周知はさせていただ

いておりますけれども、道の駅、またＤＭＯというものの勉強会もやるような形で考え

ております。

　　いずれにいたしましても、これらナイタイレストハウス、それと道の駅、それと上士

幌ＤＭＯ、この部分の動きは３つ同時に動いてまいりますので、住民の方にもその部分

については説明をしてまいりたいというふうに考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　基本計画できまして、各ふれあいプラザ、それから役場、図

書館も多分置いていると思うんですが、きょうも持ってきているんですが、冊子を置い

てはいるんですけれども、その分量というのは、なかなかそこの場では、町民の方がち

ょっとめくった感じでは理解できないと私は思っています。ですから、もちろんネット

で見る方はそれほどいるのかわかりませんが、ネットで見ても理解できるものではなか

なかないと思うんですが、私も委員会に出されたものを隅から隅まで自分でわかるよう

に自分でまとめて、自分、ニュースをつくって説明して歩いているんですが、町民に理

解してもらう努力をやっぱり町はすべきだと思っています。

　　それと、25 日の講演会について、これはＤＭＯを中心になるんだろうと私は思うん

ですが、これはこれとして重要なんですが、ＤＭＯですよね、たしか。何なのかという

ことから始まって、それが必要な問題と町がどう目指すかという問題はまた別問題とし

て、きちんとこう、もう時期的にもナイタイも含めればことし、来年という事業になり

ますので、その辺はきちっと腹を据えて、町民の理解を得ながら、町民の力をかりなが

らこの事業を進める形がいいのかなと。
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　　私も賛成反対と言われてもなかなか、みんながうまくいくことを望んでいるんですが、

どうやったらこの事業がうまくいくんだろうかと、それにやっぱり町独自の魅力のある

道の駅をつくらないとだめなんじゃないかという思いが強くあると思うんです。だから、

成功して採算はもちろん、町がお金、ほとんど委託費とか管理費はかかるとは思うんで

すが、その事業そのものが成功するような形で、ぜひ、どこどこに置いたから、見たか

らいいんじゃなくて、積極的に説明しながら、町民の声を聞く姿勢を持ちながら進めて

ほしいなと思っています。その点について質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　杉原商工観光課長。

○杉原祐二商工観光課長　まさしく今議員のほうからありましたとおり、赤字ということ

にはならないような形の、そういう経営のマネジメントをしていかなきゃいけないとい

うことで捉えております。それはまさしく今回のＤＭＯ、稼ぐ力を持つ法人というよう

な設立に向けた取り組みにつながっているところでございます。

　　基本計画のときもそうでございましたが、各団体の皆様や、移住者の方ですとか、子

育て世代の方ですとかに入っていただいた計画の策定委員会を設けてきておりますけれ

ども、もちろんこの基本設計やＤＭＯの設立に向けた検討会にもそういう関係の方々に

入っていただきまして、ご意見をいただくというようなことで考えております。

　　また、当然にそこの中で議論されたことを適時場面場面で、議員の皆さんにもそうで

ございますけれども、町民の皆様にもご説明してまいりたいというふうに考えておりま

す。

○議長（杉山幸昭議長）　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　同じ部分ですけれども、お聞きをしたいというふうに思いま

す。

　　委託料の2,000万、これはどこまでどういう委託をするか、もう一度確認をしたいと

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　 18 ページの道の駅の基本設計策定業務の2,000万と捉えます。

こちらのほうにつきましては、基本設計でございますので、まさしくハードの建物の設

計という形になります。もちろんそこには、今、基本計画のほうで概略的なコンセプト

等をお示ししているところでございますけれども、それをこの基本設計とまた１つ進む

段階で、例えば、何というんですか、建物の絵ですとか、そういったものができるとい

う委託費でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　２番、佐々木守議員。
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○２番（佐々木　守議員）　いや、というのは、これ４月26 日に産経委員会に２回事前

に説明をいただいたときに、この委託料については、日本版ＤＭＯ法人登録等新会社設

立構築という形で2,000万円というふうに、たしか資料をいただいたという記憶がある、

ですからそういう内容のものなのかなと。当然、ですから基本設計という形になっても、

基本設計とともにＤＭＯの新会社もつくるという形までこの委託をするのか、今回の

2,000万というのは、あくまでその基本設計というのがハードの部分、つまり２つの建

物の基本設計だけなのか、この際、もう一度はっきりお聞きを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　失礼いたしました。ちょっと私の説明不足でございました。

　　今、議員からお話のあった部分につきましては、16 ページの下にあります観光ビジ

ネス創出事業で2,680万ございまして、その下の委託料が観光ビジネス創出業務という

ことで2,000万ございます。こちらが委員会でご説明させていただいたＤＭＯの委託事

業費でございます。先ほどご説明させていただいた、18 ページのナイタイの１つ上に

あります道の駅基本設計策定業務2,046万4,000円につきましては、ハードの部分でご

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）　そうしたら、どっちも委託料ですけれども、ビジネス創出事

業のほうの部分については、ハードの設計をやるというふうに理解していいのか、逆な

のかな。

（「逆」の声）

○２番（佐々木　守議員）　逆。そうしたら、逆に言えば、今、観光ビジネス創出事業の

ほうのこの2,000万というのは、まさしくさっき僕が言ったように、ＤＭＯの法人登録

であるとか、あるいは新会社の設立まで委託するという形になるのかどうかというのを

まず確認をしたいんですけれども、そういうことで理解をしていいですか。

○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　今の観光ビジネス創出事業の委託費2,000万につきましては、

ＤＭＯの立ち上げに係る業務ということでございます。ですから、スケジュール的には

来年５月をめどに開所設立するというようなスケジュールでご説明させていただきまし

たけれども、それまでの準備段階、これはもちろん先ほどのご質問にあったように、住

民の皆様にもご理解を得るというような作業も含めまして、この業務の中で進めていき

たいというふうに考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　２番、佐々木守議員。
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○２番（佐々木　守議員）　実は、まちづくり株式会社というのも、今もうできていると

いう形に本当はなっているんだけれども、残念ながら今、準備段階であるという説明が

ありました。そのときに4,500万のいわば委託料、これはできていないものもあるから

ということで、概算ですけれども、3,000万程度を、1,500万程度を減額したという経

緯で説明を受けました。

　　それは、より上士幌は新しいことをやっているということで理解はするんです。でも、

またそれ同じ形で委託事業をするんですけれども、町内の各団体の人たちに集まっても

らって、今度はいよいよマイナスを出されるそのような事業ではなくて、まさしく商行

為が基本となるような、ナイタイであるとか、あるいは道の駅であるとかという事業を

やるという、そういうものを運営する会社をつくることをこういう委託事業でやる、別

な会社が請け負うという形だと思うんですけれども、これできなかったら払わないとい

う考え方でいいのかどうか。いや、一生懸命皆さんにお話をして努力はしましたと、だ

けれども、これは実質やるかやらないかという判断はその各団体個々の方ですと言われ

れば、終わりの部分ですよね。そういう前例が前年にあって、ことしこれをどうやるか

というときには、委託のあり方というのをもう一度考えなきゃならないだろうと。

　　特に、今回の部分については難しいと思うんですね。というのは、採算がその基本に

なる。赤字を出せないという、 初から赤字が出るような会社がもつわけありませんか

ら、そういうものを他の団体に委託をして会社をつくってもらうということが、2,000

万もかけてつくってもらうということがどうなのかということなんです。

　　その会社は、つくれなかったら責任をとって委託料は取れないという委託契約なのか、

委託契約の内容は非常に難しい微妙なものだというふうに思うんですが、それはどうい

うふうに考えておられるのか、前例があるということも含めて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　このＤＭＯ、いわゆる観光まちづくり推進法人の設立のことで

ございますけれども、これはあくまでも、今回の業務で考えている範疇は、その設立に

向けたサポートをしていただくという考え方でございます。ですから、立ち上げること

を目的に全部投げるといいますか、委託するという考え方ではございませんで、基本的

にはそういう合意形成も含めてサポートをしていただくというような委託内容で考えて

おります。もちろん、そこにはいろいろな商売をすると、議員からあったようにそうい

う形になりますので、そういう知見も含めて、いろんなサポートをいただきながら関係

機関と調整し、設立に向けて動いていきたいということでございます。
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　　また、今回、委員会のほうでもご説明させていただきますけれども、地方創生推進交

付金に申請しておりまして、４月28 日に一応採択になったということになっておりま

す。この事業につきましては、一応３カ年の事業になっておりますので、そういうのを

含めて継続的に取り組みを進めていきたいと、道の駅等のオープンに向けて取り組みを

進め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）　佐々木議員、今、道の駅とＤＭＯ設計のほう、両方質問いただ

いて、もう一問質問を許しますので。

　　佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　わかりました。そういうことであれば、皆さん恐らく心配を

すると思うんですよ。そういう委託契約というのがあるんだろうか、それはコンサルタ

ント契約、つまりコンサルを受けてやるというのが正しいんではないか。委託というの

は、何かを委託をするということだと思うんですよ。だから、成果品がなきゃならない、

あるいは成果がなきゃならない。その成果が曖昧な成果になって、それでも金は払わな

きゃならないという契約に妥当性があるのかどうかということです、１つは。契約のあ

りようとして。

　　これがコンサルを受けてそして事業を進めますと、そのコンサルの中にはコンサル会

社が主体的にやってもらえる部分について明記をさせていただきますと、こういう形で

あれば理解はできるんです。

　　私は、これに反対をするというつもりではなくて、心配をするから言うんです。結果

的に曖昧になったときにどうするのかというのは、前例がどうもそのような内容になっ

ている。初めからコンサルト契約であるんであれば、それは 終意思の決定というのは

地元の人がやりますよということだから、これはやむを得なかったということは理解で

きるんです。

　　こういうことを僕自身も初めて行政の中で昨年扱ったわけです。そういう契約が妥当

性があるのかどうか。これは妥当性がある、委託契約として委託事業として妥当性があ

るというのは、どういうことを前提に言われているのか。実質、これはコンサルタント、

つまり支援や援助を受けてこれをやるということなのか、これも含めてもう一度、 後

だといいますので、もう一度説明をお願いをしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　ここで 15 分間休憩といたします。

（午後　２時０２分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。
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（午後　２時１２分）

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

○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　観光ビジネス創出事業、上士幌ＤＭＯの形成、確立に向けたこ

の委託の事業でございますけれども、こちらのほうにつきましては、あくまでも支援を

いただく、先ほど議員のほうからありましたとおり、コンサルタントのような形で、そ

の設立に向けた支援をいただく業務になるということでご理解いただければと思います。

○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）　同じ観光ビジネスの創出事業なんですけれども、私もこのこと

について、ＤＭＯとなかなか、もうちょっとわかりやすい日本語で言ってくれればあり

がたいなと思うんですけれども、これは今、課長が言われたように、支援、サポートを

する会社についてのものだという内容でありますけれども、ここに、例えば道の駅にし

ても、参加する事業主もしくは企業にしてみれば、やはりこう現実的に今、町内でそれ

ぞれ商売もしくは何らかの事業を営んでいる形だと思うんですよね。

　　改めて道の駅、もしくはナイタイまで入ってくるのかちょっとわかりませんけれども、

そういうところで出店、営業しようとなると、規模拡大ですとか経営内容を変えた中で、

やはり企業ですから、当然利益がなければそういうところに出店しても意味がないだろ

うというふうに考えますし、町内の業者に聞いてみると、それほどその内容が、私もう

ろ覚えのちょこっとしかわかりませんけれども、各事業主や企業にしてみれば、どうい

う内容でどうなっていくんだろう、今は精いっぱいの中で、新たなそういうものをどう

創出していくかというのはこれからの話なんだと。

　　だから、具体的に自分らがメリットなければ参画するということはないだろう、もし

くは何らかの出資金だとかというのは難しいんじゃないかということもあるんですけれ

ども、その辺のその新会社の設立等、そういう町内の事業主、もしくは企業との関係の

話し合いだとか、そういうことはこれからの話なんですか。

○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　まず、道の駅のことに関しましては、道の駅とこのＤＭＯ、観

光まちづくり推進法人、いわゆるこの推進法人のほうが道の駅の管理運営を行うという

考え方で今考えております。そこがいわゆるテナントとして町内の企業さんに入っても

らうかどうかというような調整を、今年度してまいりたいというふうには考えておりま

す。
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　　ただ、29 年度におきましては、まだ会社としてはできておりませんので、そこは準

備会といいますか、そこの構成するところで、この町も含めて事業者さんのほうと調整

をまず始めていきたいというふうに考えております。ですから、そこで本当に可能性が

あるとかないとかという部分の話し合いをしていかなきゃいけないなというふうに考え

ております。

○議長（杉山幸昭議長）　山本弘一議員、いいですか。

　　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　これからの話だというわけでありますけれども、実際的にはそ

の観光ビジネス創出事業の中で、この会社がサポートもしくは支援をしていくんだと、

運営をしていくんだということでありますけれども、その利益追求までの支援だとかそ

ういうことはしないわけですね。参加する事業主、企業がそれぞれ自分のリスクにおい

てそこに参加していくんだということで、例えばそこで事業がうまくいかなかったから

それを支援するとか、そういうことはないということですね。

○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　その事業者さんのほうが出店を、例えばですけれども、町内の

Ａという方が道の駅で何か商売をされたいということに関して、それはもちろんそのた

めに、じゃ使用料をどうするかですとか、厨房機器はどこまで用意しておくのかですと

かというようなことにも、いわゆるそこで出店のための条件というものを提示しないと、

今いろんな協議ができないという形になりますので、そういったことの話も含めて、じ

ゃどういう形がいいのかというようなことを調整していきたいと、その上で、じゃ出よ

うという話になれば、そこはやはりリスクも捉えていただきながら商売をしていただこ

うというような考え方でございます。ですから、赤字になったからそのＡという業者さ

んに対して何か補填をするという考え方はございません。

○議長（杉山幸昭議長）　８番、山本弘一議員。

○８番（山本弘一議員）　いや、多分そうだと思うんですけれども、いずれにしても、今

月に入っては士幌町が道の駅はオープンしましたし、それから10 キロ圏内で上士幌が

できるということになります。ですからその辺は、帯広近郊から見ると上士幌というの

は、状況によっては先ほど佐々木議員も言ったように、何かにインパクトがなければ、

観光客なりそれをとどめるという魅力がなければ通過してしまうおそれがある、そうい

うことをこのＤＭＯですとかサポートが支援を考えた中で、ただ今までの言われている

ように、何台入ってというチェックはしましたということはあくまでもあったとしても、

やはり１回や２回来るのはいいんですけれども、リピーターというんですか、そういう
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ところがなければ、参加した出店者に対しては赤字が出てくる可能性も十分考えられる

と、状況によっては。

　　ですから、これがナイタイとの連携ですとか糠平との連携はどうしていくかというこ

とが重要な問題であって、道の駅単発だけでやるということではなくて、連携方式をど

うしていくかと、それと、町としてやっぱりそういう外部的なものに頼るというのも１

つの参考意見としてはいいんですけれども、やはり観光課含めた、町長を筆頭にした中

で、我が町は我が住民、役場の職員あたりが中心となって、やっぱり基本的なものをつ

くり上げていくということは重要でないかなと。なぜかというと、地元に住んで一番よ

く身近でわかっているわけですよね、状況が。だからその辺をやっぱり考慮しながら今

後対策を立てて、商工関係だとかＪＡだとかと進めていっていただきたい。これは要望

で、意見は要らないです。

○議長（杉山幸昭議長）　ほか、質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、土木費に入ります。

　　 19 ページから 23 ページまで質疑を行います。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、消防費に入ります。

　　 23 ページから 24 ページまで質疑を行います。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、教育費に入ります。

　　 24 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）　いいですか。

　　次に、諸支出金及び災害復旧費に入ります。

　　 27 ページから 28 ページまで質疑を行います。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、継続費に関する調書は29 ページを一括して質疑を行い

ます。質疑ありますか。

　　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　戻っていいですか、土木費の公営住宅の関係で質問したいと

思っていたんですが、次々いっちゃったものですから。

○議長（杉山幸昭議長）　はい、どうぞ。
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○１０番（山本和子議員）　 22 ページ、公営住宅改修事業の委託料として、北団地住宅

の設計業務がありますが、これはどういう設計なのか、業務を質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　名波建設課長。

○名波　透建設課長　ご質問のありました北団地の設計業務でございますけれども、基本

的に公営住宅の改築事業は補助事業を考えてございます。それに当たって、今の北団地

がどれだけの耐力度があるか、棟の耐力度調査等を事前にやっておかなければならない

ということから、この委託事業を発注するものです。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　私、多分産経の資料だと思うんですが、全体の公営住宅の関

係の計画を、見直しをしているはずなんですが、北団地はもともとずっと住みながら建

てかえとかあったんですが、見直しをして、平成29 年度から38 年度までは空き８戸

を改善すると。

　　それから、建てかえについては39 年度以降ですから、今からもう10 年以上先の話

なので、そういうことも含めて全体の耐力度を図りながら、ゆくゆくは建てかえもする

んであれば、ずっと先になるのかなということも含めて質問させてもらって、もしそう

であれば、耐力度もそうなんですが、建てかえがずっと遅くなるのであれば現在の住宅

をどうするのかと、10 年か十数年間ぼろぼろでいいというわけにはいかないんですが、

玄関だけはことしじゅうに直すんですか、その辺も含めてどうするのか質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　名波建設課長。

○名波　透建設課長　まず、今の玄関等の修繕事業でございますけれども、基本的には玄

関等とは書いていますけれども、現状で必要な部分は現状の修繕事業で直していきたい

というふうに思っております。

　　それから、10 年間で８戸の部分でございますけれども、建てかえではなくて、現在

の場所で中の部分を、いわゆる高齢者対応も見越した改修を考えてございます。その後、

建てかえ等ということになりますけれども、基本的にはこれから10 年間の８戸分を、

改修事業に当たってこの耐力度調査の委託を実施いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　そうすると、耐力度調査というのはこの８戸分だけというこ

と、今さっきそういうふうに言ったような気もするんですが、あと、何よりも西団地に

ついては、いろいろ建てかえも住みかえも緊急になっていますので、説明会を行ってい

るんですが、北団地についてそういう大枠の予定とか、10 年先、 20 年先ならまだま

だ住むという方もいらっしゃると思うので、そういう説明会とかはどうなのかと。
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　　それから、例えば玄関12 戸直すという、私は予算で見ているんですが、聞き取りを

したら説明を受けていないと聞いたんですよ。だからこの、じゃ12 戸というのはどれ

が 12 戸なのかと、調査されれば、見た目と実際のわからないのを、その辺が全体的な

北団地の改修を含めた説明会なり要望なり、はっきり見直しもされて多分これで決まる

んだろうと思うので、その辺をいつやるのか、その点を含めて質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　名波建設課長。

○名波　透建設課長　耐力度調査、今ある北団地の実際の住宅部分を調べまして、どうい

うふうに改築できるかと、先ほど言いましたように、バリアフリーを重視した高齢化の

対応できるような住宅で、どういうふうにできるかというのを基本的にそこで考えてい

きたいというふうに思っていまして、大枠、こういうものなら、例えばスロープですと

か、北側にスロープをつくったり、それから北側にスロープをつくるとかなり面積をと

られてしまいますので、南側の庭の部分に例えば出入り口を設けたらどうだとかという、

基本的なことを今回の委託で検討してまいって、大枠、形が見えた時点で北団地の皆さ

んに説明したいというふうに考えてございます。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　６番、中島卓蔵議員。

○６番（中島卓蔵議員）　私も、さっき土木費の中でちょっと質問したいんですが、定住

促進賃貸住宅で質問したいんですが、 近、町外の業者が非常に多くなってきています

し、この住宅の助成の内容についてなんですが、 近、この住宅を建てることによって、

町内の中にどれだけの経済効果というのが出ているのか、その辺の考え方をちょっとお

尋ねしたいんですが。

○議長（杉山幸昭議長）　名波建設課長。

○名波　透建設課長　具体的に経済効果の試算はしておりませんけれども、28 年度中に、

ちょっと記憶が正しいかあれですけれども、147棟258戸が完了してございまして、前

の委員会でもちょっと報告しましたけれども、27 年度までで完了している207戸に対

して調査を実施いたしまして、その中で89.数％、約９割の入居率があるというふうに

調査の結果でわかってございます。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　６番、中島卓蔵議員。

○６番（中島卓蔵議員）　この事業については、毎年これ補正つくんですが、これは申し

込みがあるごとに補正つけて上げていくのか、それとも 終的に何戸まで建てる計画が

あるのか、または１年に何棟とかそういう考え方があるのか、その辺をちょっと質問し
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たいんですが。

○議長（杉山幸昭議長）　名波建設課長。

○名波　透建設課長　今年度に関しましては、一応6,000万ということで上限を設けまし

て、予算の範囲内で実施したいというふうに考えております。その6,000万の根拠とい

たしましては、２月、１月時点、予算の取りまとめの時点でご相談があった件数を勘案

しますと、五千数百万でした。現在、それから数件の問い合わせがありますので、多分

6,000万を超える要望がある可能性はありますけれども、29 年度としては6,000万と、

予算の範囲内で実施したいというふうに考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　６番、中島卓蔵議員。

○６番（中島卓蔵議員）　それと、もう２点お尋ねしたいんですが、これ行政は個人の補

助対象者に対しては、町民税等の完納ということになっていますが、これ町内の業者に

ついてはどうなっているのか、その点が１点と、それから、町内の業者で賃貸住宅を建

てた場合に、入居者に対しては住民登録する旨の督励に努めるということになっていま

すが、その辺の確認は担当課でされているのか、また、入居者によってそういう登録を

されている方がどのくらいいるのか、その点ちょっとお尋ねしたい。

○議長（杉山幸昭議長）　名波建設課長。

○名波　透建設課長　税金の完納ですとか条件については、町内、町外同じ条件でござい

ます。

　　それから、住民票の登録、オーナーさんですとか不動産の会社に住民票の登録をお願

いしますというふうなことは、働きかけはしておりますけれども、必ずしも単身赴任の

方ですとか住民登録できないような状況の方もいらっしゃいますので、必ずということ

ではないというふうにご理解いただきたいと思います。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですね、前に進みます。

　　それでは次に、地方債に関する調書は、30 ページを一括して質疑を行います。質疑

ありますか。

（発言する声なし）

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですか。

　　次に、事項別明細書の歳入は、８ページから10 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）　いいですか。
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　　次に、事項別明細書の総括は、６ページから７ページまで一括して質疑を行います。

質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　次に、一般会計補正予算書の１ページから５ページまでを一括

して質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、議案第37 号平成29 年度上士幌町一般会計補正予算

（第１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 38 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１

号）は、 31 ページから 34 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38 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１号）の質疑を終わります。

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

る総括質疑を行います。質疑ありますか。

　　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　先ほど話をした観光ビジネス創出事業、ＤＭＯをつくるに当

たってというか、それを進めるに当たって、これが支援を受けるというふうに説明をし

ているんだけれども、その支援を受けるということがその委託事業という説明になるの

かどうか、その支援というのは、どこまで支援を受けるのかという成果が見えないおそ

れがある。そうすると、例えば2,000万という金額、予算ですからこれから精査があっ

て、どういったところにそれを求めるかということもあって、その方法についてもプロ

ポーザルというような形でやるような話で、事前説明を受けていますけれども、そうい

う会社、何社かかわってくるのかも含めてわからないんですが、それをどういうふうに

考えるべきなのか。

　　行政側としては、こういう予算上提案しているわけですから、その内容について委託

事業とすべき内容、さっきは、僕はコンサルタント料ではないかという話をしたんです

が、その違いも含めてというか、行政側のこの委託事業の考え方と、求める成果という

のは何を求めるのかということについて、ご説明をお願いをしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　千葉副町長。
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○千葉与四郎副町長　通常、建設工事もそうですし、委託事業もそうですけれども、必ず

仕様書というものをつくって、どういった内容の事業をしてもらうかということについ

ては、当然詳しく書いたものをつくった上での委託になってまいりますので、当然事業

が終了した時点ではその仕様書に基づいて検査をする、これは工事もそうですけれども、

検査をして、それが仕様書どおりに実行されたかどうかの確認は、必ずこれはいたしま

す。

　　その上で、仕様書どおり執行されておれば、当然それは100％委託料をお支払いをす

ると、あるいは工事料をお支払いするというのは、当然業者としてはそういうやり方を

いたしますので、当然今回もその支援業務については、どういった内容で支援をいただ

くかということについては、仕様書に基づいて進めるということになってまいりますの

で、そういうことでご理解いただきたいと思いますし、コンサルト料という表現をされ

ましたけれども、これはこれまで町の総合計画の策定事業等でもそうですけれども、コ

ンサルタント業者に入っていただいて、その策定に当たってのいろんな支援業務をいた

だくということですので、予算執行上のこの科目としては、コンサルト料というのはま

さに委託料としての位置づけになってまいりますので、そういうことで、今回の組み方

も委託料で組むということについては、問題はないというふうに判断しておりますので、

そういうことでご理解をいただければというふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　さきの法人登録にかかわるまちづくり株式会社ということに

ついて、できる寸前までというか、その段階が、非常にその判断が難しいと思うんです

けれども、こちらの行政側の仕様書に基づいて、できなかった分について減額をしたと

いう説明がありました。ある程度やればお金になるというのも、これまた問題の部分な

のではないのかなと。こういう新しいことを委託とする形にすることについては理解を

します。そういう専門家がどのぐらいいるのか、もう一つは、何をおいて専門家という

のかというのも難しくなると思います。

　　どこどこへ何回行ったら何人くらいお金がかかって、交通というか、費用等も含めて

何ぼですという積算を通常は出しますよね。こちらが期待する支援と言われる部分、こ

ういうもんだというものを言葉としてきちっと仕様書に出すことが可能なのかどうなの

かも、例えばこういう会社を、ＤＭＯという会社をうちの町につくってもらいますと、

つくる前段階、内諾まで受ける段階までやってくださいという委託をするんなら、それ

ができたかできないかははっきりしますけれども、そういう内容なら理解できるんです

が、支援をしてもらうというのが、どこまでの支援なのかというのは非常に難しいと思
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うんですが、その辺は今説明をするとすればどういう内容なのか、もし例があれば例も

出していただいて、説明をいただければ大変ありがたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　暫時休憩いたします。

（午後　２時３８分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　再開いたします。

（午後　２時３９分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　では、その辺の、ちょっとある程度のものは担当のほうで持ってお

りますので、恐縮ですが、理事者に対する質問ではございますけれども、ちょっと担当

課長のほうから説明させますのでよろしくお願いします。

○議長（杉山幸昭議長）　担当課長の説明。

　　杉原商工観光課長。

○杉原祐二商工観光課長　現状、このサポート支援事業の内容といたしましては、委員会

の中でもお話しさせていただきましたけれども、プロジェクトチームを創設いたします。

そのプロジェクトチームの中での運営といったことを検討しなきゃいけないですとかと

いうようなことの部分、それと視察してそういう知見を広めることについてのサポート、

それと、いわゆるその新会社に立ち上げたというのを、資金計画ですとか運営計画、事

業計画、そういったもののサポート、それとその町民の皆様に対するそういう雰囲気づ

くりといいますか、そういう説明会ですとか、意識を醸成させるためのそういうセミナ

ー等の開催ですとか、そういったような中身でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　もう一問ありますが、２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　わかりました。まだ僕自身はちょっと実態がなかなか正直言

ってわかりません。ただ、今ここまで来たことを、この時点でそれもだめだと言うつも

りも僕はありません。ただ、こういうことをやっぱりお互いにきちっと理解をし合うと

いう必要性があるというふうに思います。

　　産経委員会に今の内容の、つまり仕様書と言われるものをきちっと資料として出して

いただきたいと、まず議会に対して。議会に対してと言ったほうがいいと思うんですけ

れども。そういうことを含めて、今後それがどういう内容かも含めて、今後の中でもう

少し議会としてというか、僕自身は時間をかけて精査をさせていただきたいというふう

に思います。
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　　 後に、お話しさせていただきたいと思います。さっき、支援というのはよくわかり

ます。やっぱり専門家に助言を得るという内容ですよね、言い方をかえれば。それは、

こう言ったんだということしか残らないんです。成果としてならない。本来はやっぱり、

行政がこういったことをどんどん進めるときには、やっぱり行政の中にそういった人材

をつくっていくという必要性もあるんではないのか。行政マンは、今までどちらかとい

えばその商業に関することというか、商法に関することなんかは一切かかわりなかった

という時代なのかもしれないけれども、これからはそういう側面も行政能力として僕は

持つ必要があるんではないかというふうに思います。

　　それは、ほかの分野についてもです。介護保険についても教育についてもやっぱり専

門家、教育委員会はまさしくそういう分野で、きょうは教育長の就任ご挨拶いただいた

んですが、そういう考え方で行政運営をしていくという必要性は、僕はあるんではない

のかなと。そういうことでなければ、いわば十分能力を持っているかどうかがなかなか

認識できない、そういった関係会社に委託事業主として非常に高い費用を払うと。それ

は、恐らく都心から来られるから、東京から来るとすれば１回来ただけで数万円という

お金がかかる、それを積算すれば何千万という金になる。ところが得た成果としてはど

うなのかというと、なかなか見合う成果ではない。

　　これは例として、昨年サ高住等含めて介護にかかわる事業を進めるという中で、まち

づくり株式会社をつくるといった経緯があります。結果的にまだ、その準備段階にある

という報告は受けていますけれども、でき上がる形というのは、全く僕は残念ながら今

情報としては聞いておりません。そのときも4,500万、これは国の事業費も入っていま

すから、町単独費用ではない、今回の部分についてもそうでありますけれども、それで

も半額以上は町単費を使っているという現実があるわけです。

　　こういったことは、完結をしなければ成功と言えないんです。中途半端の部分だけで

は成功と言えない。だからあの道の駅をここまで具体的に、あるいはナイタイ高原レス

トハウスをここまで具体的に進めてきたら、やっぱりこれをきちっと形にするというの

がお互いの必要性というか、目的になるんだというふうに思うんです。そのための中枢

をなす運営会社をどうつくるかという部分でのいわば問題です。

　　そういうことを含めて、今以上にひとつ議会に、今回について、この予算については、

希望も含めて僕は賛同したいというふうに思いますけれども、かかる動きについては、

資料としてひとつ議会に出していただきたいと思いますが、その辺についての考え方を

お聞きをして終わりたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　千葉副町長。
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○千葉与四郎副町長　今ご指摘のあった部分もそうですけれども、資料の関係については、

随時これからも事業を進める中で、随時議会のほうにもご報告をさせていただいて、協

議をさせていただいて、意見をいただきながら進めてまいりたいというふうに考えてお

ります。

　　やはり民間のこういったコンサルも含めて、行政が支援といいましょうか、委託とい

う形でいただくこともよくあるわけでありますけれども、やはり行政マンがそれぞれ専

門性を持てばできるんじゃないかという声もありますが、なかなか行政運営の中では、

いわゆるこういった経営という部分になってまいりますと、行政マンというのはもちろ

ん専門家とはなかなかなり得ないというのが現状でありますから、これは必要に応じて

そういった業界での専門的な知識なりノウハウを持った人からいろいろと助言を受ける

ということは、これは行政にとって必要なことだろうと、こういうふうに考えておりま

すので、内容によりますけれども、今回については、ぜひそういう専門的な観点でいろ

いろと助言なり指摘を受けて作業を進めたいと思っていますし、いわゆる今までの第三

セクター等々で、全国各地いろんな行政が中心になって事業展開しているものもござい

ますけれども、残念ながらなかなか成功している、いわゆる黒字化している事業という

のはなかなかないというのが今の現状でありますから、まさにそこにはやはり行政主体

だけではなかなかそういった観点で事業運営ができないという部分がありますから、そ

ういう意味では皆さん議会の中でも直営というよりも、やっぱり民間のノウハウをどう

入れるか、感覚をどうやっぱりその中に導入するかということについては、皆様ご同意

いただけるところなのかなと思っています。

　　今回の事業も、道の駅含めて非常に難しい事業でありますけれども、ぜひともそうい

った民間のいろんなノウハウ、考え方をしっかりと導入しながら、いわゆる赤字で、そ

れを町が後から補填をするというような形じゃなくて、しっかり自立して事業が運営で

きるような、そういった事業体にしていきたいということが基本的にありますので、そ

ういう方向に向かってこれからは進めるということと、あわせて今ご希望のあった部分

については、当然議会にもいろんなさまざまな機会を通じて、資料提供なりご協議をさ

せて進めてまいりたいと思いますので、ご理解をいただければと思います。

　　以上でございます。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　関連なんですが、ビジネス関係の、観光ビジネス創出事業と

かＤＭＯの関係の説明というのは、４月29 日初めて私は情報を得たものですから、な

かなか理解できないままきて、道の駅との関係でもなかなかどうなるんだなんていう、
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まだまだわからない点があるんですが、今回、佐々木議員も質問しましたように、プロ

ポーザルで委託する関係と町の思いがどういうふうになっていくのかというので、整理

したいと思って説明するんですが、先ほど仕様書の関係、何点か挙げましたよね、これ

は仕様書ではないと思うんですが、そういうことも含めてこういうことをしたいと、こ

ういう中身をしたいんだけれども、どうだというのでプロポーザルにかけて、プロポー

ザルの会社がいろんな、例えば、いろいろ視察の関係どうのこうのということで、ある

程度を見せてから町がそれに決めた場合に、その後にもう一回、仕様書なり何か決めて

契約を結ぶんだと思うんですが、その辺について、町の今のところのその仕様書という

のは多分ないんだろうと思うんですよ。

　　こういうことをしたいけれども、どうでしょうかとプロポーザルにかけて、プロポー

ザルがこれについてはこう思う、これについてはこう思うというふうに言って、何社か

いれば採択をするんだろうと、その経過がちょっと見えないんですが、その点について、

今仕様書はないと思うんですよ、多分。その辺の説明、プロポーザルにかけた後、かけ

る内容とかけたことについてきちんと仕様書をこうすると、中身といいますか、契約で

すか、それとそれから 終的にはこのプロポーザルは会社設立までは多分行かないんだ

と、わかりませんが、そこまで行くのか、その辺の関係が来年の５月といったってすご

い忙しいものですから、その辺の関係について質問をいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　いろんなこれまでもプロポーザルの関係やっていますけれども、当

然町としてこういうことをやってもらいたいと、そういう基本的なものがなければ、当

然業者のほうも提案できませんので、当然、これまで積み上げてきたそういった基本構

想なり基本計画もございますけれども、それを含めて一応町としてはある程度のものを

もって提案をして、その業者がそれに対してどういうふうに、どういった事業でこうこ

う行いますよというようなことでの提案をいただいて、選定をしていくという作業にな

ってまいりますので、細かな数字の積み上げということではなくて、大まかな町として

何を求めるかということについては、そういったものをあらかじめ提出をするという形

にはなってまいると思います。

　　あと、課長のほうで何かもし説明があれば。

○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　プロポーザルの関係につきましては、横文字ですけれども、企

画提案型の入札という形になるんですが、基本的には町のほうでこういうことをやって

くださいと、基本計画をつくりましたので、こういうコンセプトでやってくださいと。
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例えばＤＭＯであれば、官公庁のほうで登録をしなければそのＤＭＯ法人にならないと

いう形になっていますので、 低限それをクリアする過程を踏まなきゃいけない、です

からそういったものは当然仕様に入ってきますし、先ほどご説明いたしました道の駅で

すとかレストハウスの事業計画等々の部分も、これは 低限考えていただくといいます

か、一緒になって支援をサポートいただくというような業務に、仕様に入ってくるよう

な形になります。

　　したがいまして、町のほうでは基本的な考え方を示して公募をかけると。その公募を

見た上で、じゃうちの会社であればこういう支援ができる、コンサルティングができる

ということを、アイディアをいただくと。それがどれがいいかということをプロポーザ

ルの選定委員会のほうで選定していくという形でございます。

　　委員会でもご説明いたしましたけれども、このＤＭＯの分につきましては札幌国際大

学の先生にお願いをしようと、もちろんこれは予算はとっていませんので、今後の動き

になりますけれども、そういうことで考えています。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　そうすると、もちろんプロポーザルにかける前に、先ほど何

点か挙げた中に、国の基準とか難しい課題もありますが、それも含めた形で仕様書と、

それを仕様書というのかわかりませんが、そういうものをもって提案するならもちろん

わかるんですが、プロポーザルが決定したその次については、さらに契約という、そう

いうものが、仕様書というのは先ほど、今言ったのはプロポーザルにかけるための資料

として出すわけですので、それによっていろんな会社が出た中で、これに決めたと、そ

の後について、もう一回町がきちんとまた厳しい、厳しいというのか、課題を見つけて

契約というのかな、プロポーザル自体がよくわからない、まだ意味は理解できないです

が、きちんと結んで、じゃこれとこれとこれとなったそれについて、きちんとプロポー

ザルに選定を受けた会社がやるんだと思うんですよ。

　　その会社がきちんとそういうことを、さらにそのときにいわゆる契約書になるのか、

どういう事業をするとなるのか、それによって、これはできたできない、先ほど言いま

したように、多分全部クリアしなかったら多分だめだろうと思うんですが、そういう形

になるのかと。

　　それと、先ほど会社設立が来年の５月なんですが、その前段、いろいろ説明会があっ

たり準備会があったりして、立ち上げが５月ですので、プロポーザルの任務はどこまで

なのかというと、ちょっと今資料を見ただけじゃわからないものですから、どこまでが

プロポーザルの仕事になるのか、 後質問いたします。
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○議長（杉山幸昭議長）　今、協議なんですけれども、担当の答弁でよろしいんですか。

理事者に対する総括を行っていますので。

　　 初に、副町長、では。

○千葉与四郎副町長　事務作業のことになってまいりますので、できれば担当課長のほう

から説明をいただければと思いますけれども、いずれにしても、当然プロポーザル終了

後には、業者が決定されれば委託契約書という形で当然契約を結びますので、その段階

ではそういった、いわゆるどういった事業、仕事の内容になるかということについても、

確認の上での委託契約ということになってまいりますので、まずその辺がどういう内容

なのかということも議員としてはお知りになりたいということだと思いますので、その

辺については、先ほどの佐々木議員からのご質問にもありましたけれども、どういった

事業を展開するんだと、その辺については改めて議会のほうにも資料の提供を含めてご

協議をさせていただきたいと思っております。

　　あと、もしあれば、担当のほうからご説明をいただきたい。

○議長（杉山幸昭議長）　山本和子議員、よろしいですか、今の答弁で。

（「担当がまだ答弁できると言うから」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　求めますか。

　　じゃ、杉原商工観光課長。

○杉原祐二商工観光課長　先ほどのプロポーザルの契約手続のお話でございますけれども、

企画提案型でございますけれども、先ほど山本和子議員のほうからありましたとおり、

まず選定委員会を設立して、業者さんから、これは公開でやりますけれども、企画提案

をいただきますと。そこでいい業者さんを選びますと。そこで、当然おおよその額もこ

ちらでお示ししているので、額も見積もりをいただくわけでございますけれども、そこ

で決定ではなくて、それはあくまでも、いわゆる契約の相手方としてまずあなたを選び

ましたという形になります。その後に見積もり合わせ、いわゆる随意契約を行って、正

式な金額でという形になります。そのときには、もちろん町のほうから提案いただいた

部分を受けて、仕様書をつくって契約書、見積もりを出してくださいというような手続

関係になります。

　　一応、プロポーザルにつきましてはそういったような形でございますし、業務の内容

につきましては、設立に向けた支援をしていただくという形でございますので、その設

立までという形では現状とかでは考えていないということです。

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですね。

　　ほかに質疑はありませんね。
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（「なし」の声）

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

終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、町理事者に対する総括質疑を終わります。

　　以上をもって、議案第37 号から議案第38 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37 号平成29 年度上士幌町一般会計補正予算（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37 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 37 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第38 号平成 29 年度上士幌町国民健康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38 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 38 号は原案のとおり可決されました。

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

◎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
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議を終わります。

　　あすからは休会とし、本会議の再開は５月26 日金曜日午前10 時でありますので、

ご承知願います

　　本日はこれにて散会といたします。

（午後　２時５８分）
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　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　議　　　　　長

　　　　　　　副　　議　　長

　　　　　　　署　名　議　員

　　　　　　　署　名　議　員
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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、５月23 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申し上げます。

　　１点目は、日程第８、同意第３号から日程第17 、同意第12 号までの農業委員会委

員の任命についての10 案を一括上程し、質疑、討論を省略し、案件ごとに採決を行う

ことといたします。

　　２点目は、日程第24 、議案第44 号から日程第27 、議案第47 号までの各組合規

約の変更に関する議案４件は関連がありますので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。

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

◎会議案第１０号の上程、説明、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第１、会議案第10 号議員の派遣についてを議題といたし

ます。

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

を求めます。

　　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　ただいま提案されました会議案第10 号の提案説明を申し上

げ、議員各位のご理解とご賛同を賜りたいと思うものであります。
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　　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10 号は、例年、北海道町村議会議長会が主催する北海道町村議会議員研修

会に議員全員が参加すべく、ご提案を申し上げるものであります。

　　本年度の北海道町村議会議員研修会は、７月４日、札幌市札幌コンベンションセンタ

ーにおいて、講師には慶応義塾大学経済学部教授の金子勝氏と、日本放送協会解説副委

員長の島田敏男氏をお招きして講演が実施される予定であります。

　　翌５日は、地方行政、または議会の制度運営等に関し、ＤＭＯ（観光地域づくり推進

法人）に関する研修のため、議員全員で美瑛町にある一般財団法人、丘のまちびえい活

性化協会を視察するものであります。

　　議員各位の満場の賛同を得て会議案を可決いただきたく、議員全員が参加をし、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 10 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 10 号は原案のとおり可決されました。

　　なお、この際お諮りいたします。

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

いたいと思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

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

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

◎所管事務調査中間報告

○議長（杉山幸昭議長）　次に、日程第２、所管事務調査中間報告、まち・ひと・しごと

創生法に基づく施策の調査に関することを議題といたします。

　　総務文教厚生常任委員長から、所管事務調査中であります、まち・ひと・しごと創生

法に基づく施策の調査に関することについて、会議規則第47 条第２項の規定により、
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委員会の中間報告をしたい旨の申し出があります。

　　ここでお諮りいたします。

　　総務文教厚生常任委員会の申し出のとおり、所管事務調査の中間報告を受けたいと思

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、まち・ひと・しごと創生法に基づく施策の調査に関することについて中間報

告を受けることに決定いたしました。

　　それでは、中間報告の発言を許します。

　　総務文教厚生常任委員長、３番、中村保嗣議員。

○総務文教厚生常任委員長（中村保嗣議員）　平成29 年４月 10 日から12 日までの３

日間にわたり行いました総務文教厚生常任委員会所管事務調査の中間報告を行います。

詳細については、報告書としてお手元に配付されていますので、概要について報告させ

ていただきます。

　　今回の所管事務調査は、まち・ひと・しごと創生法に基づく施策の調査に関すること

であります。この所管事務調査につきましては、平成29 年３月28 日に承認の議決を

いただき調査を行ったものであります。

　　調査地は北海道厚沢部町であります。

　　調査の目的・視点ですが、本町が策定した上士幌町人口ビジョン総合戦略で位置づけ

られた５つの基本目標にプラスされた生涯活躍のまち　上士幌創生包括プロジェクトの

推進に当たり、厚沢部町と株式会社コミュニティネットの関係と連携及びまちづくり会

社の設立とその実態について、厚沢部町議会からの聞き取り調査を行いました。

　　調査地の取り組み経過、内容についてですが、まず、株式会社コミュニティネットに

ついては、厚沢部町において、平成15 年に特別養護老人ホームを設置しましたが、高

齢化率が高く、入居待機者の解消が行政課題となっていました。あわせて、地域医療に

も課題があったことから、平成20 年にコミュニティネットへ高齢者福祉に関する調査

を委託し、その調査結果を受けて、平成22 年にコミュニティネットと基本協定を交わ

し、平成 25 年には 20 床の介護つき有料老人ホームゆいま～る厚沢部が開設しました。

　　建設に当っては、町が土地の無償提供を行い、建設費にも林野庁の補助金を活用しま

したが、施設が小さいことから入居費用が高額となったため、町は入居支援補助として

１億円を補助しました。

　　ゆいま～る厚沢部で苦心したのは資格者の確保で、地域おこし協力隊の活用を進め、
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また、コミュニティネットは民間事業者であることから、営利にかかわる基本合意をし

っかり行うべきとの助言がありました。ゆいま～る厚沢部は、現在、赤字経営となって

いることもあり、コミュニティネットはサポートつき高齢者住宅40 戸の建設を目指し、

今年度は20 戸の着工を予定しています。また、他の社会福祉事業を行う会社の設立に

も意欲的にかかわろうとしています。

　　次に、素敵な過疎づくり株式会社についてでありますが、平成21 年に素敵な過疎の

まちづくり基本条例を制定し、町が100％出資の株式会社を立ち上げました。

　　この会社は、現在５名ほどの社員で運営がされており、修学旅行や女子大生、「ちょ

っと暮らし」の受け入れなど、行政が行うと費用対効果が落ちてしまう部分をこの会社

が行い、能動的に機動力のある事業展開ができています。このため、利益追求型の会社

とはなっていません。

　　また、第２の農協的な存在で、農協と競合しない農作物を扱って業績を上げています。

なお、厚沢部町では、有限会社である農業振興公社もあり、農作業の受託事業や苗の育

苗事業などを行い、農業関係に大きな役割を果たしています。

　　調査結果ですが、１つ、厚沢部町では過疎を悲観するのではなく、ポジティブに捉え

た新たな観点から、町を挙げてＵＪＩターン者も、生まれ育った人も「住んでよかっ

た」と思える過疎を受け入れた魅力あるまちづくりを目指しています。過疎であること

を逆手に、素敵な過疎のまちづくり基本条例を制定し、「ちょっと暮らし」を初めとす

る移住・定住や、都市部との交流事業を積極的に取り組んでいます。

　　２つ目で、厚沢部町で展開しているコミュニティネット事業は、町民へのアンケート

調査がきちんと実施され、町民のニーズを把握し事業化されています。その結果を踏ま

え、コミュニティネットと基本協定を結び、介護つき有料老人ホームを開設しました。

　　３つ目に、コミュニティネットは、生涯活躍のまちの取り組みで国の評価も高く、大

企業の支援を受け発展していますが、民間企業との事業展開は、 悪撤退の場合もリス

クを負わないようにすることや、営利にかかわる基本合意等、協定をしっかり結ぶこと

が重要であります。コミュニティネットとの連携事業は、サ高住を含め、ゆいま～る厚

沢部だけでまちづくり会社のようなものはありません。

　　４つ目、ゆいま～る厚沢部は、特養の待機者の受け皿として、自宅生活が困難な方の

受け入れという役割を果たしています。一方、施設の開設により社会的入院が減少し、

入居者の介護度が改善され、町の介護負担の軽減につながり、コミュニティネットへ行

った入居費用軽減補助以上の効果がありました。

　　また、施設は市街地中心にあり、町民の生活を感じられる場所となっています。そし
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て、施設にはギャラリーがあり、町民との交流やイベント会場の場として利用され、町

民が利用できる食堂も併設しています。

　　町への提言ですが、１つ目、民間事業者と行政が連携して事業に取り組むことは有益

でありますが、双方の果たすべき役割や事業執行上の課題を明確に確認して進めること

が重要であります。

　　２つ目、本町が設立を目指すまちづくり会社については、町民の理解も不十分で不安

の声が多く寄せられています。スピード感を持った事業の推進も大切でありますが、コ

ミュニティネットが約１年かけ調査した結果から、町民にとって何が必要か、何が足り

なかったのか、今後どうすべきか、町民ニーズ・意識を把握し、町民に対する懇切丁寧

な説明を行うなど、慎重に対応することが重要であります。

　　 後に、この所管事務調査に関し、多くの皆様のご協力をいただきました。感謝を申

し上げ、総務文教厚生常任委員会の所管事務調査中間報告とさせていただきます。

○議長（杉山幸昭議長）　総務文教厚生常任委員会の報告が終わりましたが、所管事務調

査の報告については、議会運用例第 96 条の４の規定により、質疑を省略いたします。

　　本件はこれを報告済みとし、総務文教厚生常任委員会は引き続き継続して調査するこ

とといたします。

　　以上をもって、総務文教厚生常任委員会所管事務調査の中間報告を終わります。

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

◎議案第３２号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第３、総務文教厚生常任委員会審査報告を行います。

　　議案第32 号上士幌町職員の法令遵守の推進等に関する条例の制定についてを議題と

いたします。

　　本案について、総務文教厚生常任委員長の報告を求めます。

　　総務文教厚生常任委員長、中村保嗣議員。

○総務文教厚生常任委員長（中村保嗣議員）　本委員会に付託されました事件については、

慎重審査の結果、次のとおり決定いたしましたので、上士幌町議会会議規則第77 条の

規定により報告いたします。

　　審査事項、議案第32 号上士幌町職員の法令遵守の推進等に関する条例の制定につい

て。平成 29 年５月９日付託。

　　審査年月日、平成 29 年５月 16 日、計１回。

　　審査場所、委員会室。

　　説明員、竹中町長、千葉副町長、杉本総務課長、冨川主幹。
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　　審査結果、当委員会は議案第32 号の審査に当たり、町長、副町長、担当課長、担当

主幹の出席を求め、質疑、聴取による審査の結果、全会一致をもって原案可決すべきも

のと決定したことをご報告いたします。

　　以上で、総務文教厚生常任委員会の報告を終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　委員長の報告が終わりましたので、これより委員長の報告に対

する質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって委員長の報告に対する質疑を終結いたします。

　　これより議案第 32 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、議案第32 号に対する討論を終結いた

します。

　　これより議案第 32 号の採決を行います。

　　議案第 32 号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 32 号は委員長の報告のとおり可決されました。

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

◎議案第３３号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第４、総務文教厚生常任委員会審査報告を行います。

　　議案第33 号上士幌町ふるさと納税・生涯活躍いきがい基金条例の制定についてを議

題といたします。

　　本案について、総務文教厚生常任委員長の報告を求めます。

　　総務文教厚生常任委員長、中村保嗣議員。

○総務文教厚生常任委員長（中村保嗣議員）　本委員会に付託されました事件については、

慎重審査の結果、次のとおり決定いたしましたので、上士幌町議会会議規則第77 条の

規定により報告いたします。

　　審査事項、議案第33 号上士幌町ふるさと納税・生涯活躍いきがい基金条例の制定に

ついて。

　　平成 29 年５月９日付託。
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　　審査年月日、平成 29 年５月 16 日、計１回。

　　審査場所、委員会室。

　　説明員、竹中町長、千葉副町長、尾形保健福祉課長、深瀬主査。

　　審査の結果、当委員会は議案第33 号の審査に当たり、町長、副町長、担当課長、担

当主査の出席を求め、質疑、聴取による審査の結果、全会一致をもって原案可決すべき

ものと決定したことをご報告いたします。

　　以上で、総務文教厚生常任委員会の報告を終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　委員長の報告が終わりましたので、これより委員長の報告に対

する質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって委員長の報告に対する質疑を終結いたします。

　　これより議案第 33 号に対する討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これをもって、議案第33 号に対する

討論を終結いたします。

　　これより議案第 33 号の採決を行います。

　　議案第 33 号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。

　　お諮りいたします。

　　本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 33 号は委員長の報告のとおり可決されました。

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

◎意見書案第１４号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第５、意見書案第14 号地方財政の充実・強化を求める意

見書の提出についてを議題といたします。

　　意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である７番、早坂清光議員から提案理由の説

明を求めます。

　　７番、早坂清光議員。

○７番（早坂清光議員）　ただいま上程されました意見書案第14 号地方財政の充実・強

化を求める意見書の提出についての提案理由と、その内容についてご説明申し上げます。

　　この意見書案は、さきの議会運営委員会におきまして、議会運営委員全員のご賛同を
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いただき、私が提案者となった次第であります。

　　昨年６月町議会におきましても、国の2017 年度、平成29 年度の予算編成に向けて

同趣旨の意見書案を提案し、ご可決をいただいたところでございます。去る３月27 日

に成立した2017 年度、平成29 年度の国予算の中で、地方財政につきましては前年度

とほぼ同程度の一般財源総額が確保されましたが、政府の経済財政諮問会議が、社会保

障と地方財政を歳出削減の二大ターゲットとしていることに変わりはありません。

　　先日、新聞報道がありましたが、経済財政諮問会議で民間議員が、「自治体の財政調

整基金などの基金残高が膨れ上がっている、使い切れないお金が積み上がっているので

はないか」と指摘があったというものであります。裕福な地方に、財政の厳しい国から

余分な地方交付税を交付する必要はないと受け取れるものであります。また、財務省も、

地方自治体の貯金に当たる基金がふえ続けていることを問題視しているとの報道もあり

ました。

　　自治体の固有財源である地方交付税を削減しようと、自治体の実態を踏まえない筋違

いの議論が展開されております。このような状況下で、国の2018 年度の予算編成に向

けて、地方財政の充実・強化を求めて意見書を提出しようとするものであります。以下、

意見書の内容を読み上げて提案をいたします。

　　地方財政の充実・強化を求める意見書（案）。

　　地方自治体は、子育て支援策の充実と保育人材の確保、高齢化が進行する中での医

療・介護などの社会保障への対応、地域交通の維持など、果たす役割が拡大する中で、

人口減少対策を含む地方版総合戦略の実行やマイナンバー制度への対応、大規模災害を

想定した防災・減災事業の実施など、新たな政策課題に直面しています。

　　一方、地方公務員をはじめとした公的サービスを担う人材が限られる中で、新たなニ

ーズへの対応と細やかな公的サービスの提供が困難となっており、人材の確保を進める

とともに、これに見合う地方財政の確立をめざす必要があります。

　　こうした状況にもかかわらず、社会保障費の圧縮や「公的サービスの産業化」など、

地方財政をターゲットとした歳出削減にむけた議論が加速しています。とくに、「トッ

プランナー方式」の導入は、民間委託を前提とした地方交付税算定を容認するものであ

り、地方財政全体の容易な縮小につながることが危惧されるものとなっています。「イ

ンセンティブ改革」とあわせ、地方交付税制度を利用した国の政策誘導であり、客観・

中立であるべき地方交付税制度の根幹を揺るがしかねないものです。また、「骨太方針

2015 」以降、窓口業務のアウトソーシングなどの民間委託を2020 年度（平成32 年

度）までに倍増させるという目標が掲げられていますが、地域による人口規模・事業規
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模の差異、公共サービスに対する住民ニーズ、各自治体における検討経過や民間産業の

展開度合いの違いを無視するものであり、数値目標設定による民間委託の推進には賛同

できません。

　　本来、必要な公共サービスを提供するため、財源面を担保するのが地方財政計画の役

割です。しかし、財政再建目標を達成するためだけに歳出削減が行われ、結果として不

可欠なサービスが削減されれば、本末転倒であり、国民生活と地域経済に疲弊をもたら

すことは明らかです。

　　このため、2018 年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、国民生活を犠牲に

する財政とするのではなく、歳入・歳出を的確に見積もり、人的サービスとしての社会

保障予算の充実と地方財政の確立をめざすことが必要です。このため、政府に以下の事

項の実現を求めます。

　　１、社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など、増大する地

方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図ること。

　　２、子ども・子育て支援新制度、地域医療の確保、地域包括ケアシステムの構築、生

活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会保障

ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保および地方財政措置を的確

に行うこと。

　　３、地方交付税における「トップランナー方式」の導入は、地域によって人口規模・

事業規模の差異、各自治体における検討経過や民間産業の展開度合いの違いを無視して

経費を算定するものであり、廃止、縮小を含めた検討を行うこと。

　　４、災害時においても住民の命と財産を守る防災・減災事業は、これまで以上に重要

であり、自治体庁舎をはじめとした公共施設の耐震化や緊急防災・減災事業の対象事業

の拡充と十分な期間の確保を行うこと。また、2015 年度の国勢調査を踏まえた人口の

急減・急増自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう、地方交付税算定のあり

方を引き続き検討すること。

　　５、地域間の財源偏在性の是正のため、偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国税

から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進めること。

同時に、各種税制の廃止、減税を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分検

証した上で、代替財源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることがないよう対応を

はかること。

　　６、地方財政計画に計上されている「歳出特別枠」「まち・ひと・しごと創生事業

費」等については、自治体の財政運営に不可欠な財源となっていることから、現行水準
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を確保すること。また、これらの財源措置について、臨時・一時的な財源から恒久的財

源へと転換をはかるため、社会保障、環境対策、地域交通対策など、経常的に必要な経

費に振り替えること。

　　７、地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、市町村合併の算定特

例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化な

どの対策を講じること。

同時に、地方交付税原資の確保については、臨時財政対策債に過度に依存しないもの

とし、対象国税４税（所得税・法人税・酒税・消費税）に対する法定率の引き上げを行

うこと。

　　以上、地方自治法第 99 条の規定に基づき、意見書を提出する。

　　以下、内閣総理大臣を初め、関係大臣に提出するものであります。

　　議員各位のご賛同、ご可決を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明と

させていただきます。

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

質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって、意見書案第14 号に対する質疑を終結いたしま

す。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより意見書案第14 号の採決を行

います。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、意見書案第 14 号は原案のとおり可決されました。

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

◎意見書案第１５号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第６、意見書案第15 号義務教育費国庫負担制度堅持・負

担率１／２への復元、教職員の超勤解消と「 30 人以下学級」の実現、「子どもの貧

困」解消など教育予算確保・拡充と就学保障に向けた意見書の提出についてを議題とい

たします。
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　　意見書案の朗読を省略し、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意見書案第15 号の提出について、

その内容と提案理由についてご説明を申し上げます。

　　この意見書につきましては、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、私が提案をするものであります。

　　この意見書は、一昨年まで毎年同様の内容で全会一致で可決、提出をさせていただい

ている内容の意見書案であります。

　　本町は、町独自の子育て支援の政策を進め、教育費の家庭負担の軽減策を講じており

ますが、本来は国が負担すべきものであり、経済格差が教育格差につながらないように

教育予算を充実すべきものと考えております。

　　意見書案を朗読し、提案説明といたします。

　　義務教育国庫負担率が２分の１から３分の１になったことで、定数内期限付採用や非

常勤教職員が増加し、教職員定数の未補充などの状況が顕著になっています。また、

2017 年度文科省予算では、財務省が主張する「少子化による基礎定数削減に加えて加

配定数の削減」に一定歯止めをかけたものの、10 年間の教職員の定数改善計画、２万

9,760人（初年度分3,060人）は見送られ、「通級による指導」「外国人児童・生徒等

の指導」などを行う教員等の基礎定数化と加配定数による868人の増員にとどまりまし

た。　　連合総研の報告によると、教職員の７～８割が、厚労省の月の時間外労働過労

死ライン80 時間を超えていることが明らかとなっています。子どもたちへのきめ細や

かな教育のためにも、教職員の多忙と超勤実態を解消することは必要であり、喫緊の課

題です。そのためには、働き方改革の一環である「時間外労働の上限規制」に公立学校

教職員を含む地方公務員を対象とすることや、義務標準法の改正を伴う抜本的な「教職

員定数の改善」と「学級基準編成の制度改正」および「30 人以下学級」の早期実現が

必要です。

　　ＯＥＣＤの発表によると、2013 年度、日本のＧＤＰ比に占める教育機関への公的支

出の割合は3.2％と、依然として平均4.5％を大きく下回り、加盟33 カ国中ワースト

２位という状況になっています。その一方で、子ども一人当たりの教育支出における私

費負担率は依然として高い水準にあるなど、日本の教育にかかわる公的支出の貧困さは

明らかです。また、厚労省から発表された2012 年度の国民生活基礎調査によると、子

どもの貧困率は16.3 ％と６人に１人、ひとり親家庭においては54.6 ％と２人に１人
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以上となっています。このような状況にあるにもかかわらず、教育現場では、未だに地

方財政法で「住民に負担を転嫁してはならない」としている人件費、旅費をはじめ、校

舎等の修繕費がＰＴＡ会計などの私費から支出されている実態や、給食費、修学旅行費、

テストやドリルなどをはじめとする教材費などの私費負担も依然として減少せず、地方

交付税措置されている教材費や図書費についても自治体において、その措置に格差が生

じています。

　　さらに、生活扶助費の切り下げによる就学援助制度の改悪、「高校授業料無償制度」

への所得制限、家庭の貧困から、教育ローンとも言える有利子の「奨学金制度」を利用

せざるを得ない子どもたちが返済に悩み苦しむなど、家庭・子どもの「貧困と格差」は

改善されず、経済的な理由で進学・就学を断念するなど「教育の機会均等」が崩され、

学習権を含む子どもの人権が保障されない状況となっています。

子どもたちは、住む地域の環境に関係なく平等に教育を受ける権利を有しています。

その保障のためには、国による教育予算の確保と拡充が必要です。

　　これらのことから、国において義務教育費無償、義務教育費国庫負担制度の堅持、当

面負担率１／２への復元、教職員定数改善など、教育予算の確保・拡充、就学保障の充

実をはかるため、次の項目について要請をします。

記

　　１、国の責務により義務教育費を無償とすること。また、義務教育費国庫負担制度の

堅持と負担率１／２を復元すること。

　　２、「30 人以下学級」の早期実現にむけて、小学校１年生～中学校３年生の学級編

成標準を順次改定すること。また、地域の特性にあった教育環境整備・教育活動の推進、

住む地域に関係なく子どたちの教育を保障するため、義務標準法改正を伴う計画的な教

職員定数改善の早期実現、教頭・養護教諭・事務職員の全校配置の実現のため、必要な

予算の確保・拡充を図ること。

　　３、給食費、修学旅行費、教材費など保護者負担の解消、就学保障の充実、図書費な

ど国の責任において教育予算の十分な確保、拡充を行うこと。

　　４、就学援助制度・奨学金制度の拡充、高校授業料無償化など、就学保障の充実に向

け、国の責任において予算の十分な確保、拡充を図ること。

　　５、働き方改革の一環である「長時間労働の是正」において、教職員の多忙と超勤の

実態解消にむけたより実効ある対策を早期に実現すること。

　　６、高校授業料無償制度への所得制限撤廃、及び、朝鮮学校の授業料無償化適用除外

を撤回すること。
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　　７、教育諸問題の解決にむけて人材確保が重要です。子どもたちの 大限の教育条件

である教職員の勤務条件、給与水準を改善すること。

　　以上、地方自治法第 99 条の規定に基づき、意見書を提出するものであります。

　　議員各位の満場のご賛同を賜り、この意見書案をご議決いただき、関係者に送付をい

ただきますようお願いを申し上げます。

　　以上をもって、意見書案 15 号の提案説明とさせていただきます。

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

質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって、意見書案第15 号に対する質疑を終結いたしま

す。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより意見書案第15 号の採決を行

います。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、意見書案第 15 号は原案のとおり可決されました。

　　ここで暫時休憩します。

（午前１０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１０時４３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。

　　一般質問の時間制限など留意事項については既にご承知のことと思いますので、省略

いたします。

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

◇　早　坂　清　光　議員
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○議長（杉山幸昭議長）　それでは、順次発言を許します。

　　７番、早坂清光議員。

○７番（早坂清光議員）　私は、竹中町政５期目の町政運営についてということで質問を

させていただきます。

　　竹中町長は４期16 年、上士幌町のトップリーダーとして町政運営に当たってこられ

ました。地方財政が厳しさを増す中での市町村合併議論から自主自立の道を選択し、

「自助、共助、協働、公助」という理念のもとに町民や地域、行政が互いに補完し合う

まちづくりと、財政の健全化に努めることからのスタートであったというふうに思って

おります。

　　この間には先進的、積極的な諸施策を展開され、特に近年ではふるさと納税制度を通

じて、全国各地の方々から貴重かつ多額のご寄附をいただき、子育てや教育などのまち

づくり施策に有効有益に活用する一方、本町特産品のＰＲ、首都圏寄附者との交流など

を通じ、移住定住や交流人口の拡大に努めてこられました。

　　さらに、今日的には、国及び地方での人口減少課題の克服に向けた地方創生で策定さ

れた「上士幌町人口ビジョン・総合戦略」に基づき、その具体的取り組みが進められて

いるところであります。

　　こうした一方で、町民の皆さんや職員との対話は希薄になっているように感じられる

点などがあります。５期目を迎えた竹中町長に次の事項についてお伺いします。

　　１、町民の皆さんや職員との対話姿勢が希薄になっているように感じますが、どのよ

うな認識を持たれているのか。また、今後どのように臨んでいこうとされるのか。

　　２、行政組織、例えば教育委員会子ども課は、70 名を超える職員数で異常な体制と

思うが、行政組織のあり方や人員体制などについてどのような認識をされているのか。

　　３、町のトップリーダーとして行政職員はもとより、次代のまちづくりを担う人材育

成についてどのような認識を持たれ、どのように取り組まれようとされているのか伺い

ます。

　　以上です。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　早坂議員の質問にお答えいたします。

　　１点目の対話についての質問ですが、町政を運営するに当たり、職員や町民と向き合

い対話するということは非常に大事なことだと思っております。これまでもいろいろな

施策を推進する上で、各種委員会の設置や団体との意見交換など、熟度の高い形での進

め方をしてきていると思っております。
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　　今後につきましても、広報広聴では、町広報の充実、ひと・まちづくり出前講座の積

極的推進、各施策の展開における講演会や町民報告説明会の開催、各関係機関団体との

対話の継続を積極的に図ってまいります。また、町長との対話では、いつでも相談窓口

をオープンにしているところであります。

　　地方創生の総合戦略において、主要テーマに生涯活躍のまちを掲げており、活躍の主

体となるのは住民であります。このことからも住民が主体的にまちづくりや生きがいづ

くりに参加できるよう、さまざまな形で意見、理解を求めてまいります。

　　２点目の行政組織についてであります。

　　これまでもその時々の行政課題や政策の実現のために見直しを行ってきているところ

であり、職員の配置についても、現場や職員組合とも協議をしながら、適正な人事配置

をしていると考えております。

　　ご指摘の教育委員会子ども課につきましては、本町の教育推進の重点施策の一つとし

て、幼保小中高の連携強化による幼児期から高校生まで、一貫性のある教育の推進を掲

げているところであり、その実現に向けた推進体制として、同一課内で業務を執行する

ことが望ましいと考えているところであります。

　　しかしながら、現状では、子ども課長に業務が集中している傾向にあることも認識し

ておりますので、課を分割するということだけではなく、こども園の職員体制や決裁権

限の見直しなど、どのような方法が一番望ましいのか、教育委員会とも協議をしながら

検討をしていきたいと考えております。

　　３点目の次代のまちづくりを担う人材育成についてであります。

　　まず、行政職員には、住民が主役であるという認識のもと、「住民には公正・公平、

誠実に対応する」、「社会環境の変化や新たな動きを的確に把握して地域課題に取り組

み、広い視野と先見性を持って課題解決を図る」などの資質を期待しております。

　　人材育成としては、公務員として必要な基本的な研修、法務研修、職務職階に応じた

研修、専門性を高める研修など計画的に実施しております。

　　また、住民と協働のまちづくりの観点から、町内外で行われるイベントにもスタッフ

の一員として参加、派遣するなど、多様な形で人材の育成を図っているところでありま

す。同時にみずからを高めようとする主体的な意思、意欲が肝要と考えております。

　　また、町内的には、教育、福祉などの人材研修、次代を担う青年会活動の支援、熱気

球のパイロット養成など特定分野での人材育成、ふるさと納税感謝祭では、郷土の魅力

の再発見や郷土愛を醸成するなど、まちづくりの担い手の観点からも評価されておりま

す。
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　　町が持続的に発展するためには、次時代を担う人材の育成は大切なことでありますの

で、今後も適宜、さまざまな機会創出、支援をする中で人材育成を図ってまいります。

○議長（杉山幸昭議長）　７番、早坂清光議員。

○７番（早坂清光議員）　私は今回、竹中町長の５期目のスタートに当たりまして３点質

問させていただきました。他の自治体に比べて、先進的な取り組みを進めてこられてい

るということについては評価をいたしております。

　　しかし、質問をいたしました町民の皆さんや職員との対話については不足していると

思いますし、行政組織についても、ちょっと体制として非常に問題があるのではないか

と受けとめている部分があります。さらに、人材育成というようなことで質問をさせて

いただいております。現状をしっかり認識していただいて、具体的方針、考え方を持っ

て、５期目の対応をしていただきたいという思いで質問をさせていただきました。

　　１点目の町民の皆さんや職員との対話です。

　　町長は、各種委員会や団体との意見交換など、熟度の高い形で進めてきているという

ふうに答弁をいただきました。しかし、各団体の代表や中核となっている方々と話をさ

れましても、なかなかその内容が、広く町民の中に伝わっていないというのが現状です。

　　また、広報やホームページなどで施策や事業内容をお知らせしています、あるいは説

明しますということを言われても、それは行政側からの一方的な伝達ということで、町

民の疑問や疑念が解消されるというものではないというふうに思います。

　　また答弁では、町長との対話は、いつでも相談窓口をオープンにしておりますという

ふうにいただきましたけれども、オープンにしていると、しますよという言い方が、ど

うも受け身の姿勢というふうに私は感じてしまいます。

　　私は、町民一人一人までみんなに理解を得なければだめだとか、あるいは、定期的に

懇談会を開催すべきということまでは申し上げませんけれども、できるだけ多くの町民

の方に町の取り組みを理解していただく、そして協力者になっていただくということが

大切だというふうに思っております。

　　先ほど、総務文教委員会の報告の中でも、町に対する町への提言という中で、懇切丁

寧な説明を行うなど、慎重に対応することが重要であるというようなことも報告がされ

ております。何か地域や団体で会合があるときには気軽に呼んでくださいとか、出かけ

るというようなこと。また、新たな施策を進めるときには、迅速丁寧な説明会をできる

だけ早い時期に開催するとか、さらには出前講座を積極的に利用してもらうというよう

なことなどのアピールだとか、さまざまな対話のあり方の創意工夫が必要だというふう

に思っていますので、再度そのことについて答弁をいただきたいというふうに思います。
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　　また、職員との対話については、町長が重点とする施策を推進している部署に、私は

どうも偏っているんじゃないかというふうに感じております。これは私だけが感じてい

ることではなく、多くの職員の皆さんが感じているというふうに思いますし、そういう

声を聞いております。

　　各職場や職員に活気と活力を与えていくことが、より一層の町政の推進につながると

いうふうに思いますが、どうでしょうか。

　　以上、答弁をお願いしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　町政の施策を具体的に実行するためには、町民の理解が大切だと、これ

はもう言うまでもないことだと、そんなふうに思っております。

　　その手法については、今お話しさせていただいたようなさまざまな形ありますけれど

も、もう一つ、この質問にありますように、自助、共助、協働、公助というような役割。

こういったことも非常に大切だとそんなふうに思っております。

　　ですから、より行政と町長、まちづくりが町長だけでやれるものでもありませんし、

そうだとすれば、これはまた、いびつな関係だとそんなふうに思いますので、行政その

ものを、行政職員そのものがそれぞれの役割を持って、町民と日常的に接していくとい

うことが大事であります。もちろん、私は私としての理解を求めていくようなことは、

さまざまな機会を求めてやっていかなければならないというふうに思います。

　　そういった中で、これからより大切にその接点を大切にしたいというのは、これまで

も進めておりますけれども、出前講座がいかに有効に活用されるかというのが、ひとつ

大きなテーマというふうに考えるべきだというふうに思っております。これは、かなり

各課が進めていること、これからも今までも進めてきていること。これ、具体的にこん

な内容がありますよということを、町民の方々にお示しをしているところであります。

そのときに、しかもそのハードルは別に10 人だとか20 人だとかいうことではなくて、

数人いれば、そういったことに対しては十分必要な人が的確にそこでの対応はあるし、

理解を求めていくということが非常に大切だと。

　　対応の関係も時代とともに変わってきているんだとそんなふうに思っております。今

は、議会のほうもこれらの今のやりとりの中身についても、町民のほうに随時オープン

にされておりますし、それは終末までしっかりと見ることもできると。これは、しばら

く前までできていないことでもありますし、出前講座なんかについても、積極的に町民

のほうに出てきますよと、こういう姿勢の具体的な施策の１つの交流だというふうに思

っていますが、いかにこれを有効に活用するかというところが足りないとすれば、それ
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はこれから十分この辺のやり方について、さらにＰＲをしていく必要があるだろうとそ

んなふうに思っております。

　　特に今、６月１日に生涯学習センターがオープンするということになりました。１年

以上にわたって、町民の方々が交流をする、あるいはお互いに意見交換するという場が

なかったわけでありますけれども、こういった中では世代間を超えて集い、そしてまた、

まちづくりのことについて語ったり、あるいは、みずからまちづくりについて参加をす

ると、そういった拠点もできるということでもありますから、そういった中に気軽に私

どもも呼んでいただけるということ。それは各課から全て出ますし、私どもとしても積

極的にかかわっていきたいというふうに思っておりますので、そういったところの接点

を日常的にどう深めていくか、高めていくかということが大切だろうというふうに思い

ます。

　　それから主要な案件です。こういったことも今、いろんな面で新たな取り組みがどん

どん出てきているというのも、これまた事実でありますから、そういった新たな取り組

みについては、それを私どもも、あるいは議会の皆さん方も共通して理解を得るために

は、なかなかこれはお互いに何回もやりとりをしなければならないということがあるだ

ろうと、そんなふうに思っております。それも数重ねながら、適宜適切に対応する必要

があるだろうというふうに思っております。

　　きのうも、道の駅の関係では講演を聞き、そしてまた、町民の方々がたくさん参加し

ていただいてワークショップもされたということでありますから、それもその時々に出

せる情報、あるいは意見交換ができるような、そういうレベルの段階でやりとりしてい

るというふうに思います。

　　これでよしということは、多分なかなか難しいんだろうなとそんなふうに思いますが、

現実の問題として、多分本町が議会の皆様方、あるいは町民の皆さん方と接点を持って

いるそういった機会というのは、かなり精度の高いレベルで進めているというふうに思

っておりますから、さらにこれからも今、意見がもっとなくなるように、濃密な関係で

の意見交換といいますか、かかわりを持っていく必要があるだろうというふうに思いま

す。

　　職員との対話ということでありますから、重点施策のところに重きを置かれているの

ではないだろうかなというふうなお話でありますけれども、重点施策については重点的

な意味合いがありますので、かなりそれは、お互いに真剣にどう進めていくのかという

ことが、当然それは出てくる話であると思っております。

　　日常的に、いわゆる法務に基づいて行われる、例えば戸籍なんかについては、そうそ
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ういつもいつも制度が変わるかだとか、あるいは、町長と話をして、戸籍のあり方なん

かについてどうするかと。多分それは、その部署部署によって相談する案件等について

は変わってくるものだというふうに思っております。新たな事業、新たな政策展開、こ

ういったところについては、積極的に職員のほうから私どものほうに説明なり、あるい

は意見を求めるという意見交換をしております。

　　多分、今のお話であれば、そういったレベルのことではなくて、何となく頑張れよと、

あるいは頑張っているか、それからこの町どうするのかとそういった時間内、あるいは

時間外を含めたお互いの情報交換をする機会というふうにも感じます。

　　現実の問題、そういった意味では、例えば職員と懇親をする機会というのは、町行政

全体としては今のところは持っていない状況もございます。これは、あるときからそう

いったところがなくなってきた経過もありますけれども、そういう意味では、日常的に

やっている忘年会、各課なんかでやっていますけれども、それは勤務時間外のことであ

りますけれども、そういうようなことも含めて気兼ねなく、片意地張らないで意見交換

をするというようなことも、今のお話であれば必要なのかなと、このような認識を持た

せていただいたところであります。

○議長（杉山幸昭議長）　ここで 15 分間休憩といたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午前１１時０２分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前１１時１２分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　７番、早坂清光議員。

○７番（早坂清光議員）　町民の対話の関係については、私どもも議会議員という立場で

町政のお話をつなぐ役割を果たしていますし、説明する立場でもありますので、私ども

も十分やっていかなければならないというふうに思っておりますけれども、町長もそう

いうことで、この後も対話もあり方について創意工夫をして、対応に努めていただきた

いというふうに思います。

　　職員との関係についても、余り難しいことじゃなくて、もう少し気軽な部分で職員と

の対話というようなことを進めていただきたいなというふうに思っております。

　　次の質問に移らせていただきます。

　　２つ目の行政組織の関係です。
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　　各職場の職員の皆さんは、限られた人員の中で頑張って働いていただいているという

ふうに思っています。行政組織は、町民の皆さんにわかりやすく、そして、職員の皆さ

んが働きやすい環境というのが非常に大切だというふうに思っております。

　　具体的に質問をいたしました子ども課につきましては、教育委員会の部局でございま

すけれども、地方行政の総合的な調整権を持つ町長が、強い思いがあって設置をされた

課だというふうに思っております。

　　子ども課の業務を大きく分けてみますと、ちょっとこれから申し上げる人数は間違っ

ているかもしれませんけれども、子ども課の総務学校教育関係で24 人、職員の立場は

違いますけれども全体で24 人だと思います。それから学校給食センター関係で８人、

認定こども園関係で31 人、認定こども園はいただきました組織の表には載っていない

パートさんもいらっしゃると思うんで、数として認定こども園は40 人なのか何人なの

か、ちょっと正確にはわかりませんけれども、組織上の人数は31 人、それから子育て

支援センター、発達支援センターの関係では、たしか７人ぐらいだと思います。合わせ

ますと、課長を含めて 71 人という人数になろうかと思います。

　　町長からは、幼保小中高の連携強化だとか、一貫性のある教育を推進するためには同

じ課の中で、職員体制や決裁権限の見直しなんかを進めて、検討していきますというこ

とでの答弁がありました。

　　私は、申し上げましたような状況で、非常に無理があるというふうに思います。総務、

学校教育、給食センターで１つの課にして、認定こども園と子育て支援だとか発達支援

のほうで、１つの課にするというふうに分けるべきだというふうに思います。

　　立派な認定こども園施設ができました、保育料も無料です。しかし、大切なのは教育、

保育のあり方、中身の一層の充実だと思います。また、町の重点施策である認定こども

園の現場の責任者が、議会や常任委員会で直接説明できる状況、組織になっていないと

いうことが私は問題だというふうに思います。

　　現行の課長の業務を軽減したとしても、何か事件、事故があったときは、課としての

責任を負うのは課長です。これだけ領域の広い業務で、 終責任は課長だよというのは、

非常に私は酷なことだというふうに思います。町長の再度の答弁をお願いいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　ただいま具体的に課の分化といいますか、ありました。これはこれとし

て参考にさせていただきます。

　　いずれにしても 大限、それぞれの職場の能力、あるいは、目指す方向性が実現する

ためにどういった体制があればいいのかということは、十分念頭に入れた上で決めてい
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きたいと思いますけれども、現場のほう、特に教育委員会です、教育委員会のほうとは、

よくよくその辺については議論を深めたいというふうに思っております。

　　こども園も、いわゆる内容、おっしゃるとおりなんです。内容の充実をどうするかと

いうのが、これが生命線だというふうに思っております。施設はつくりました、それか

らきのうも園庭の体験の森、ほろんの森がオープンしたということで、施設整備のほう

については、かなり整備されておりますけれども、それをいかにそこに仏、魂を入れる

かということであります。その魂が入るのが職員であるというふうに思っておりますの

で、その辺の体制のあり方、それから責任の所在のあり方、十分検討させていただきた

いと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　７番、早坂清光議員。

○７番（早坂清光議員）　町長とは見解の相違なのかもしれませんけれども、認定こども

園も、当初の予定を超える子供たちが通っていらっしゃって、人数も今の施設で大丈夫

なのかというような状況にもなっているとお聞きしていますし、いろいろな方が移住し

てきたり転入をされて、子供たちもそういう中でふえているということなんだというふ

うに思うんですけれども、現在、何か保護者会もないというふうに私は聞くんですけれ

ども、何かトラブルなりが起きたときに、現場としての責任者は現場としていらっしゃ

るということなんですけれども、やはり一番 終的な責任者は誰よということになった

ときに、やはりその現場にそういう方がいらっしゃらないというのが、非常に私は問題

だと思って質問をしています。そのことについて再度質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　責任者は、別に課長１人だけが背負うものではない。その上に教育長も

いますし、それから現場のほうにも管理者、それから担当職員も責任は負わなければな

いだろう、みんながそれは責任を負うということになると思っております。

　　ただ、近いところで、今の仕事がどんなふうにして見えるのかということになると、

現場のほうにもっと、さまざまな形での責任の所在のあり方だとか、それから、いわゆ

るこども園の保育教育の内容だとか、これは現場に近いところのほうがいいだろうとい

うふうに思いますので、そういった意味での人材の確保なんかも必要になってくるだろ

うというふうに思いますが、改めてその辺については、どんな形がいいのかということ

はやりたいと思います。

　　もう一つ、保護者会がないというお話がありました。これも保育課の時代にいろんな

事情があったんだろうと思いますけれども、解散して、そのような状況だというふうに

思います。そういう状況は、極めて子育てを保護者、それから保育士等々、みんなで育
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てるという視点から見ても、決していい話ではないということで、今こども園ができて、

随分教育や保育内容についても、充実に向けて体制整備は図られてきているというふう

に思っております。

　　その以前は、保育所のいわゆる指定管理の話だとか、どうしていくのかというような

ことも、民間の管理の形もあったわけでありますけれども、そういった中で人材の確保

も非常におろそかになっていた時代もありました。今はそれから見ると、そういう正職

員、専門性を持った職員の数だとか、なお十分でありませんけれども、いまどきであり

ますから保育士がなかなか確保できないということもありますので、そういった意味で

十分その辺にも配慮をしながら充実をしていく。

　　特に、やはりこども園、たまたま子供の数が、入園者がふえているのは、経済的な負

担軽減だけではなくて、 終的にはそこでどんな保育教育が行われるかというのが、支

持を得る大切なことであります。そういった意味では、組織のありようについても、そ

れから保護者、それから保母を含めて、その子供をいかに健全に育てるかとこういう連

携なんかもとても大切なことであります。

　　そういう意味では、まだまだ過渡的なことがありますので、これから整備させていた

だきますけれども、本当にこの町のこども園はすばらしいなと、内実ともにそう評価さ

れるよう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ので、もう少し時間の

かかるところもあると思いますが、ひとつご理解いただきたいということであります。

急ぐものは急ぎながら、積極的に改善していきたいというふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　７番、早坂清光議員。

○７番（早坂清光議員）　これ以上はこの場では質問をいたしませんけれども、来年度の

組織体制づくりに向けて、十分検証していただいて進めていただきたいというふうに思

います。

　　次に、３点目の人材育成ということで質問させていただきます。

　　昨年の９月にも質問させていただきました。この課題は行政だけではなくて、町内の

各種の団体や組織の課題でもあります。そうした中で、自治体の首長という立場では、

次の時代のまちづくりを考えるときに、 も大切にしなければならないことは、その次

の時代を担う人材をどう育てていくかということだというふうに思っています。

　　今回、私の質問の仕方がちょっと抽象的な質問で申しわけなく思っておりますけれど

も、今、町が進めている協働、共助のまちづくりを進めていくという視点では、町民の

皆さんに地域や行政に積極的にかかわっていただく、あるいは参加していただくという

ことが重要だというふうに思っておりまして、特に青年、現在青年で組織化されている
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のは農村青年ということだと思いますけれども、農業だけでなく青年層全般、あるいは

女性の方々に、これからのまちづくりということでは重要な人材だと思います。これら

の方々の人材育成について、どのようにお考えをお持ち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　青年会については、従来は農村青年会ということで、育成、あるいは支

援してきましたけれども、今、町内の青年全て、役場の職員もそうでありますけれども、

対象として職域を設けない、広範な若者がそこに参加をできるというような体制になっ

ております。それを積極的にどういうふうにして、今、展開をしているかというのはそ

れは次の問題として、そういう受け皿としては広くしているということであります。

　　それと同時に、この青年会、それから今は農協の青年部と、それから商工会の青年部

の連携だとかこんなところも図りながら、お互いにこの町をどうしていこうかと、職域

超えて協力し合うところはし合っているような、そういった組織も出てはきております。

　　ただ、町内には今、若者が随分と転入してきているという、この事実もございます。

昨年の転入者の７割方は20 代、 30 代の方々ということで統計上、出てきております

から、そういった若者が積極的にまちづくりに参加する。あるいはお互いに交流を図り

ながら、場合によっては先ほどの婚活活動が行われるだとか、そういった意味で新たに

担い手になっていける、そういう人材が町内にいるということでありますので、その辺

については教育委員会のほうが所管しておりますけれども、広く参加できるようなその

ような青年会活動になってもらいたいなと、そんなふうに考えているところでございま

す。

　　女性についても、積極的にこれからは活躍するという時代が求められておりますので、

同様に青年会の中には女性の方々もたくさん入ってきておりますし、そこの中でも出会

いがあって、お互いに結婚するというそういうきっかけにもなっているということも、

これもまた見られますので、改めてこの辺のことについてもやりたいというふうに思い

ます。

　　特に、今これからより積極的に働く世代、あるいはシルバー世代を含めて、みんなが

活躍するそういった町をつくっていきたいということでありますから、その担い手は町

民、あるいは若者、シルバー世代、積極的にまちづくりに参加してもらいたいと。こう

いうような施策なり、あるいは参加に対するＰＲ活動、これらも積極的に図っていって、

町民一人一人が頑張っているなと、非常に意欲的にまちづくりに参加しているなと。こ

ういう姿が見えるような形になるのが、非常に望ましい町のありようというふうに考え

ておりますから、どの世代に限らず、積極的にまちづくりに参加できるように、担い手
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といいますか、そういう人材の養成に力を尽くしていきたいというふうにも考えていま

す。

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、７番、早坂清光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２７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２７分）

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

◇　野　村　恵　子　議員

○議長（杉山幸昭議長）　次に、５番、野村恵子議員。

○５番（野村恵子議員）　私からは、地域医療について質問いたします。

　　平成27 年、上士幌クリニックが開設いたしました。当時、町は建物に関する工事費

及び附属設備費として、３分の２以内の金額６億1,800万円を支援しました。

　　また、有床診療の運営開始に当たって、人件費に占める割合が高く、黒字化に向けた

運営が厳しい状況があることから、職員の維持確保の観点と地域医療の継続、１次救急

や夜間・休日診療など、町民が安心する地域医療を守る観点から、有床診療に対する運

営補助として年間5,450万円を３年間補助することとなっています。この補助について

平成 29 年までとなっていますが、平成30 年からどのような考えでおられるのか質問

いたします。

　　２点目、 近、町民の方から病院の対応に対しての不満の声を何件か耳にしました。

いずれも夜間診療のお願いで電話対応でしたが、病状を聞き、断られたとのことでした。

町は、地域医療振興対策事業として年間5,450万円支援していますが、その中身は町民

が安心して受診できる医療体制、１次救急など含んだ金額だと思います。

　　町長は、子育て支援で手厚く、保育料無料、医療費無料とうたっておりますが、３歳

未満の医療についてどのように考えているでしょうか。特に、乳児の急病については地

元の病院に断られるそうです。このような状況で、地域包括ケア、在宅医療、24 時間

365日対応と言いますが果たしてできるのか不安です。小さいお子さんを連れて移住さ

れた方たちにとっては、まず医療の充実からと思います。小児科の診療科目を置くこと

はできないでしょうか。

　　 後に、救急車出動数ですが、平成26 年度は230件、そのうち上士幌43 件、町外

187件、平成 27 年度264件、そのうち上士幌 41 件、町外223件、平成 28 年度は
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235件、そのうち上士幌43 件、町外192件となっています。病状にもよりますが、町

内で２割程度しか受け入れることができない状況です。この数字を見て、どのように思

われるか質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　野村恵子議員のご質問にお答えいたします。

　　１点目の上士幌クリニックに対する補助についてでございますが、町は地域医療を守

る立場として、これまで医師確保のため、町内の２つの医療機関に対し常勤医師１名当

たり150万円とし、上士幌クリニックに300万円とはげあん診療所に150万円を補助金

として支援しているところでございます。

　　また、国の介護療養病床廃止の流れと、施設・設備の老朽化に伴い、十勝恵愛会病院

は上士幌クリニックとして移転新築され、急性期・回復期の医療から介護へつなぐ中間

施設として長期療養に対応した介護老人保健施設を併設する形で平成27 年に開設され

ました。これまでの外来及び一次救急などの医療機能の継続を前提に、町としても上士

幌クリニックに5,000万円を平成 29 年度までの３年間補助し、支援を行っております。

　　今後につきましては、地域包括ケアを推進していく観点から、自宅でも安心して医療

が受けられる訪問看護や訪問診療、機能回復リハビリなど在宅医療機能の強化を進める

ために、新たな事業展開や課題について継続して検討・協議をしてまいりたいと考えて

おります。

　　また、サービスの充実や連携強化に伴う人員体制の整備等で事業経費の増加が考えら

れますので、支援については、今後の状況により再検討したいと考えております。安心

感を抱くことのできる体制を基本にして改善に努めてまいります。

　　２点目の夜間診療等についてでありますが、クリニックでは平日の日中は常勤医師２

名、夜間・休日は当番医師１名の体制で対応されております。

　　夜間・休日の急患では、平成28 年度は441名の治療に当たっており、月平均40 件

ほどとなります。発熱や腹痛、下痢、嘔吐、出血や切り傷、やけど、インフルエンザな

どの治療をしておりますが、総合病院でないため、病状によっては専門医がいる病院の

ほうがふさわしいと当番医師が判断された場合は、帯広市内の病院へ搬送してもらった

り、早期治療開始のため、直接、専門医がいる病院につなげる場合があります。

　　小児科については、上士幌クリニックにも内科とともに診療科目として置かれており、

日中はもとより、夜間・休日でも急患を受け入れており、平成28 年度は、15 歳まで

のお子さんが68 人受診されております。また、３歳未満の医療につきましても同様に

対応されており、夜間・休日でも６名の治療に当たっております。ただし、乳幼児の急
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病につきましては、医師の判断により、感染症のおそれや的確な薬が用意できない場合

があり、専門病院での受診となる事例もあります。

　　本町の医療環境は人口規模による経営的適性から、専門性や設備面等では都市部との

差はございますが、身近な医療機関で、いつでも診てもらえるという安心感を抱くこと

のできる体制を基本にして改善に努めてまいります。

　　３点目の救急車の受け入れ状況では、出動した救急救命士が症状、容体を観察し、傷

病者に応じた診療科のある医療機関へ搬送を行っており、特に重篤な傷病者については、

24 時間適切に診療、緊急検査等が行われる医療機関へ救急救命士が直接連絡し、搬送

の受け入れの要請を行っております。町内の医療機関においては、通常診療時間外にＣ

Ｔ等の緊急検査が行われていないため、町外の診療・検査のできる医療機関への搬送と

なっております。

　　救急車の受入数では、町内の医療機関が全体の２割程度となっておりますが、上士幌

クリニックでは救急車以外の急患も含めて、夜間・休日にも当番医師により治療に当た

っているところであります。

　　町といたしましては、町民が身近なところで安心して医療が受けられる１次救急医療

機能の役割は大変重要と認識しておりますので、これまで町に寄せられた困り事や改善

要望については、医療機関にも情報提供と改善要請をしてきておりますし、今後も地域

医療の充実に向け、町と医療機関が共通認識を持てる関係を維持してまいります。

　　これからも外来機能・１次救急医療体制の継続はもとより、入院可能な病床の確保、

24 時間訪問看護、医師の訪問診療、機能回復リハビリなど、在宅でも安心して医療が

受けられる在宅医療機能のあり方につきまして、継続して努力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）　５番、野村恵子議員。

○５番（野村恵子議員）　先ほど、町長の答弁の中で、身近な医療機関で、いつでも診て

もらえるという安心感を抱くことのできる体制を基本にしてとありました。

　　町民が安心して暮らしていく条件の一つに、地元に病院があるということです。１次

救急医療機関としている上士幌クリニックですが、改めて１次救急とは、１次救急患者

とは、軽いけが、風邪、子供の軽傷、発熱患者など、入院の必要がなく休日・夜間の時

間外に自力により受診可能な比較的軽症患者である。その患者を診察するとともに、手

術や入院治療を要する重症患者を２次、あるいは３次救急医療施設へ受診以来する役割

を担う救急医療施設を１次救急医療機関というと書いてありました。
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　　 28 年度、 15 歳までのお子さんを、休日・夜間に68 人受け入れとあったが、実際、

電話対応だけで断られた方もいます。先ほど、小児科の診療科目を設けてはどうかと私、

質問したんですが、上士幌クリニックは小児科の診療科目は一応あるが、小児科の専門

医がいないため、３歳児未満の子供の病院は、音更、帯広まで通院しなければなりませ

ん。移住者の家族から、救急で電話しても診てもらえず、病院の紹介もなし、患者に対

する親切心がないと聞いております。１次救急医療機関としての役割を果たしているか

不信感を抱きます。この件について町長のお考えをお聞かせください。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　上士幌町の人口規模、それに基づいて病院クリニックの今の状況につい

ては、ご理解いただいているというふうに思いますが、その上で、どのように患者さん

に対して対応するかと。特に大人であれば自分の症状については、しっかりとした判断

ができるということでありますけれども、子供については、その程度というのはなかな

か見えづらいということでありますから、親御さんのその心配というのは十分わかる話

であります。

　　そこは病院の側と十分意思確認をするといいますか、不安に対して解消するというの

が第一義だというふうに思いますので、今回の質問に関しても、病院のほうとやりとり

をしておりますけれども、十分その辺については誤解のないように対応していただきた

いな。

　　多分、医師だけが電話に対応しているはずではなくて、看護師だとかそういったこと

があって、きっとそこのやりとりだとかは不十分。親にとっては非常に不信感、あるい

は不親切だなとこういう印象を持たれたとすれば、それは対応の仕方の問題だろうとい

うふうに思いますので、十分これからもそういった不安を解消するようにお願いをする

といいますか、理解を求めていきたいなというふうに思います。

　　お医者さん、古くから、やはり心と心がつながって患者と接するということが、まず

第一の、きっと基本の基本だろうというふうに思っておりますので、それについては病

院側のほうについても十分理解しているというふうに思いますが、ただ、こういった状

況があるということについては適切に指摘をし、そしてまた、改善すべきことは改善を

していただくというような対応を図らせていただきたいというふうに思います。

○議長（杉山幸昭議長）　５番、野村恵子議員。

○５番（野村恵子議員）　確かに町立病院ではないので、町長からの要望とかというのは、

やはり難しいかなとは思うんですが、町民の安心・安全。やはり気持ち的にそういう対

応をとられると、本当に病気だから病院に電話しても、症状を聞いただけで、それはも
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うすぐ帯広に行ってくださいとかじゃなくて、一応１回は地元の病院で診てもらって、

診た結果、自分のところではだめだと思ったら帯広へ行きなさいというふうなアドバイ

スも欲しいので、電話だけで頭から断るとか判断しないで、一応診てあげるから来なさ

いという言葉がやはり必要だと思うんです。そこの面、ちょっと町長のほうからもお願

いしていっていただけたらと思います。

　　次に、上士幌町は町立病院がないので、地域医療を守るためにも、当然金銭的支援は

必要ですが、先ほどの答弁で、サービスの充実や連携強化に伴う人員体制の整備等で事

業経費の増加が考えられるので、支援については今後の状況により再検討とあるが、今

まではあくまでも１次救急、夜間・休日診療、有床診療に対しての運営補助だったと思

うんですが、そこのところをちょっとお聞きいたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　 27 年に開院するに当たって、自立歩行ができるという前提での収支の

計算をしていただいたということであります。

　　それで、そういった中で、具体的に今みたいに夜間だとかもありますけれども、この

町に医療機関がなくてはならないという前提でありますし、ただ、患者さんがいなけれ

ば経営的にも大変だということもございます。

　　当時の積算した状況と、そしてまた今段階では例えば老健施設です、介護老人の保健

施設なんかについても、介護報酬が下がっている現実だとかあるわけです。そういった

ことを考えると、非常に経営的に厳しい状況が片方ではあるんだというふうに思ってお

ります。

　　もう一つは、今、医療全体の医療制度が変わってきて、病院のベッド数の縮小だとか、

全体的に今そういった動きの中にあって、新たなこれからのサービスとしては、在宅の

ほうにしっかりと医療、あるいはリハビリ等のそういうサービス、今のところは余りそ

こまで手が行き届いていないわけです。現実、病院の中で日中２人ということでありま

すから、よそまで行って診察するといってもそうはいかない状況があるだろうというふ

うに思っております。

　　そういった24 時間安心できるようなそういう体制を組むために、必要な経費という

のは、今新たに出てくる可能性があるなと。それを病院のほうでやってくれといっても、

それは赤字になってできないということになれば、住民サービスのためには、行政とし

ては医療の充実のために新たな支援をするということは、当然これはあり得る話だなと

そんなふうに考えています。

　　当時の支援策については、そういった制度の改正だとかいろんな状況によって、非常
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に今時点も厳しいという情報といいますか要望は病院のほうから来ております。しかし、

約束したこの３年間、それはしっかりと経営努力としてやっていただきたいというお話

をさせていただいております。現実の問題は、この5,000万円支援して一見多いように

見えますけれども、もっと大変な状況というのは、今経営的には起きているということ

であります。

　　多分、町立の病院のほうに行くと、もっともっと大変な状況だというふうに思います

から、医療機関のこの町でしっかり残すということと、それから新たな医療サービスを

町民に対してどうするかと、こういった将来展望としてはありますので、その辺のとこ

ろを十分意見交換をしながら、改めて町民が安心できるようなそういった体制をつくっ

ていきたいというふうに思っております。

　　ただ、町立だからしっかりできて、民間だからできないということではないだろうと

いうふうに思っております。町立だからここでもいいということではなくて、ここはこ

こで頑張っているだろうと思いますけれども、まだそれでも、まだ不足のするというと

ころがありますから、その不足するところについては、どういうところが課題になって

いるのかということは、私どもとしても十分その辺については耳を傾けていきたいなと

そんなふうに考えます。

○議長（杉山幸昭議長）　５番、野村恵子議員。

○５番（野村恵子議員）　病院設立に当たっての、今、約束した約束事とかというのをお

話になったんですが、約束事と言っていけば、開設、病院を始めるに当たっては、ベッ

ド数、開院当初10 床と聞いていました。実際は、始まった当時は、看護師不足の理由

で５床としていくという話だったんですが、10 床にまでするのにも今現在５床なんで

すよね。29 年度から７床にすると当初の町民説明会で聞いていたんですが、現在、ま

だ５床のまんま。

　　入院できないために他町村への救急搬送が多く、そのままその病院に通院になる。患

者は、そのまんまそこの病院に通ったりだとか入院したりだとか。そうなると、地元の

病院にかからなくなるというのが懸念されるというのもありまして、だんだん病院に患

者数の減少というので、悪循環になっていくのではないかと思います。

　　地元の病院に入院できることが患者にとって負担がかからない。町として強く要望し

て、ベッド数をふやしていくという要望をして、お願いしていただきたいんですが、町

長のお考えをお聞きします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　 10 床という当初の予定、そしてまた、それが実現していないというそ
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の理由、いろんな人手の問題だとかということであります。

　　今も５床ということでありますけれども、その努力は片方でしていただいていると思

いますが、一方では現実問題、今、入院できないからよそへ行ったということのところ

については、その事実関係というのはよくわかりませんが、あくまでもあそこは１次急

性期の入院であって、それが長期にかかるものについては、基本的にはしっかりとした

病院のほうにかかると、入院するというような仕組みになっているだろうというふうに

思っております。

　　ですから、今５床がいっぱいになってよそへ行っただとか、こういった話は片方では、

またそれも全て正しいとは言い切れませんけれども、私の耳のところには、まだそのよ

うなことでは入ってきておりません。やはり急性期でありますので、２日なり３日だと

かで、あとはその専門医のほうにかかっていただくと。こういう役割で第１次クリニッ

クとしては、病院としてはそういうことなのではないだろうかと、そのほうが患者さん

にとっても安心するということだというふうに思っております。

　　それを片方で補うためには、老健の施設も新たにできておりますから、そこもまた、

疾病がない人ではないだろうというふうに思うわけでありますので、慢性期的な、一定

のリハビリをすれば自宅に戻れるだとか、そのような人方も片方では受け入れていると

いうことでありますから、そういった枠組みの中でクリニックのほうは、あるいは老健

のほうは役割を果たしていただいているというふうに思っております。

○議長（杉山幸昭議長）　５番、野村恵子議員。

○５番（野村恵子議員）　約束事ですから、やはり29 年度から７床にするということは、

町長からもやはり強く要望していただきたいと思います。

　　 後ですが、町長は子育て支援に手厚く、いろいろな面で子育てしやすい環境をつく

ってきました。先日、移住してきた町民から、「上士幌は保育料が無料で助かります」

と言われました。ただ、「上士幌には病児保育がないんですね」と言われました。

　　保育料無料化により働くお母さんたちがふえました。今後、安心して働くためにも、

病院と連携しながら病後児保育の必要性も出てくると思います。そのためにも小児科専

門医が必要であるが、医師対策としての考えはどう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　この病児保育、あるいは病後の後の保育というのは、これは非常に大切

なことだとそんなふうに思っております。

　　病気になったら働いているお母さん方、休まなければならないということであります。

共働きであれば、お互いに交互に休むということもあるだろうと思いますけれども、特
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にシングルマザーになると、非常に職場や、あるいは多分上司に気兼ねをする。職場の

ほうは、いや心配ないよと言ってはくれているだろうと思いますけれども、本人にして

みると、そういう不安というのは非常にあるものだろうというふうに理解をしておりま

す。

　　これは、女性が今、活躍するためのいろんな施策を国挙げてとっておりますので、そ

ういった観点からも必要だなという認識のもとで、病院のほうとはいろいろお話をこれ

までもしてきております。ただ、いろんなハードルが高いという、これまた現実がある

わけです。そのために、じゃ、場所をどこにするの、それから、いつ何人いるのという

ことなんです。

　　当事者にしてみればそれは深刻な問題でありますけれども、しかし、それを受け入れ

るということになれば一定のスタッフが必要になってくる。医師はそれは医師としてい

いだろうと思いますけれども、新たな看護師の問題だとか、それから保育士の問題だと

か、そういったことが出てくる。

　　しかし、専門的にそれを確保したとすれば、じゃ、どれだけの患者さんが年間に来る

のかということになると、極めて少ないという現実です。それは、もうこの規模であり

ますから、5,000人であればこれはもうやむを得ない話であります。

　　でも、これは何かできる方法はないだろうかなということは、今も模索はさせていた

だいております。それだけで病児・病後の保育室を病院に、多分クリニックのほうでは

そういったスペースは、当初予定してつくってはいないだろうというふうに思いますが、

だとすれば、どこにするのということです。感染症なんかの場合に一定の期間、インフ

ルエンザにかかったら何日間か自宅で療養しなければ、静養しなければならないという

ことが出てきますから、それを行ったとすれば、子供たちいるところに、そこに病室に

保育室を設けると、これもまた、そう簡単にいく話ではないということであります。

　　そういったさまざまな課題があるということでありますけれども、何かいい工夫がな

いのかなとこんなことを、その辺は本当につくづくそう思っているところでございます。

○議長（杉山幸昭議長）　５番、野村恵子議員。

○５番（野村恵子議員）　いろいろ、やはりクリアをしていかなければいけない課題がた

くさんあると思うんですが、私的にちょっと個人的に調べてみますと、足寄町あたりで

は体調不良児対応型というのを、これは保育所に預けておいて、もし、急に熱が出たり

なんかすると親がすぐ迎えに来られない。迎えに来るまでの間預かるという、そういう

体調不良児対応型という病児保育というのもあったりするんですが、やはり町民のお母

さん方にしてみたら、はしかだとか水ぼうそうだとか、やはり１週間ぐらいは休みにな
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らなければならない、休ませなければいけない。その間、子供を、じゃ、元気がいいん

だけれども、保育所なり学校なりに行けないという間、やはりどこかで預かってもらわ

ないと、仕事を始めて休まなければいけないとかというそういう苦労もあったりもする

ので、できる限り前向きに、この病児保育を検討して実施していただけたらなと思いま

す。

　　以上、質問です。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　この案件については、非常に前向きに考えているんですけれども、それ

以上にいろんなハードルがあるという現実の問題です。

　　ですから、やはり、いろんな病院だとかいろんなところと相談を重ねた上で、どんな

形でできるのか。多分これはあるとしても、また財政負担が伴ってくることだと思いま

すけれども、ただ、そのためにこの全てを 初にそろえて置いておくというのは、現実

的な話ではないだろうなというふうに思っております。

　　特に、じいちゃん、ばあちゃんがいてくれれば、まだ面倒を見てくれるだろうという

ふうに思います。しかし、今はこれだけ核家族化になってくると、それもかなわないと

いうことでありますから、そこについては、やはり社会的にどうこうその辺の整理をし

ていくのか、体制つくるのかというのは、これからもよくよくまた関係するところと協

議しながら、その可能性は模索をしていきたいというふうに考えています。

○議長（杉山幸昭議長）　以上で、５番、野村恵子議員の一般質問を終わります。

　　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５６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）

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

◇　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、一般質問いたします。

　　１点目は、第７期介護保険計画の充実に向けて。

　　介護保険制度は３年ごとに見直しが行われ、平成30 年度より第７期目に入りますが、

国会では利用を抑制する改悪案が審議されています。昨日の参議院の委員会で通ったと
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いう情報も入っています。

　　介護保険卒業の名による介護給付費の削減を市町村に押しつける仕組みや、一定所得

のある方の負担を２割、３割に引き上げるなど、ますます「保険あって介護なし」の制

度になろうとしています。このような中、町として高齢者の負担を軽くし、よりよいサ

ービスが提供できるように４点質問します。

　　１、保険料について。

　　現在の基準月額は4,866円ですが、基金も繰り入れて引き上げにならないように検討

するべきです。

　　２、総合事業について。

　　要支援１、２の訪問介護と通所介護は、平成28 年度から介護保険から外されて町の

事業に移ったが、従来どおり、上士幌福寿協会でのサービスを提供しています。次期も

従来どおりの方法でサービスを提供するべきですが、また、多様なサービスもできると

していますが、どのようになっているのか質問いたします。

　　介護予防普及啓発事業についてですが、平成28 年度より実施している地域まるごと

元気アッププログラム等の実施状況と課題となる事業等の検討は。

　　３、三愛サービス事業について。

　　介護保険対象外の方への町独自の事業として、ショートステイ、ホームヘルプ、給食、

入浴、通院サービスを実施していますが、要望を聞く中で、さらに充実させるべきと思

っています。

　　４、三愛計画について。

　　アンケート調査等を実施して、町民の要望に応えた計画とするべきだが、今後のスケ

ジュールはどうなっているのかお聞きいたします。

　　大きい２点目は、かみしほろ学園構想の推進について。

　　かみしほろ学園構想は上士幌町の重要な施策となっておりますが、その推進において、

各委員の意見が十分尊重され、反映され、共通認識のもとに実施されなくてはなりませ

ん。平成27 年度の策定の経過等においては不十分との思いで、前回の議会の一般質問

でもお聞きしましたが、教育長もかわっておりますので、その後の経過も含め質問いた

します。

　　かみしほろ学園構想は平成28 年度より事業が開始され、平成29 年度は構成されて

いる３つの部会での検証・評価を集約し、改善に向けた検討を行って実施することにな

っています。上士幌教育ビジョンの達成との関係で、どのように検証し、平成29 年度

にどのように反映されているか。特に、自己管理手帳ｉＢノートの活用や、漢字、英語
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などの各種検定への補助についてお聞きいたします。

　　また、推進本部及び各部構成員の任期は３月31 日で切れますが、新体制はどうなっ

ているか、きちんと引き継ぎされているのか、平成29 年度の事業との関連もお聞きい

たします。

　　コミュニティ・スクールの推進についても、各学校運営協議会、コミュニティ・スク

ール委員会において検証・評価するとしていますが、どのように検証され、反映された

のかお聞きいたします。学校、保護者等地域の方々、今までかかわってきた方々のつな

がりも大事にしながら、あくまで子供たちが中心の事業になるべきと思っています。

　　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　第７期介護保険計画の実現に向けて、山本和子議員の質問にお答えいた

します。

　　１の保険料と基金についての考え方でありますが、本町の介護保険料については基準

月額が4,866円であり、道内平均の5,134円を下回り、また十勝管内においても19 市

町村中、高い順に13 番目となっております。平成30 年度以降の介護保険料算定につ

いては、平成27 年から29 年度の介護給付費の実績、今後の必要サービスの見込み量

や介護保険制度の改正等を勘案し、適正に見込む必要があります。

　　介護保険準備基金については、５月19 日現在、約7,300万円を保有しておりますが、

今後の介護保険料の変化については不透明であり、制度の変革により急激な被保険者負

担増となったときに、基金運用で対応できる一定の額を確保しておくべきと考えており

ます。

　　２の総合事業についてでありますが、本町では平成28 年４月より、要支援１、２の

方の介護予防訪問介護サービスと介護予防通所介護サービスを、介護保険による給付か

ら総合事業へ移行しているところであります。

　　この総合事業におけるサービスについては、平成30 年度以降においても同様のサー

ビスを提供実施するために、新たに町が事業者の指定を行う必要があり、事業者指定要

綱の制定を準備しているところであります。

　　さらに、総合事業における多様なサービスについて、既存の介護保険サービスでは不

足しているサービスを補うものであり、本町においては、一般介護予防事業や三愛介護

サービス事業において実施しており、今後も町民のニーズに対応したサービスの提供に

努めてまいります。

　　まる元運動教室については、現在、定員の９割となる68 名の要支援レベルの方から
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元気な方まで参加し実施されています。参加者からは、「生活動作が楽になった」など、

体の変化に関することだけでなく、「気持ちが明るくなった」との感想が多く聞かれ、

定期的な運動の継続による身体機能の維持改善に効果が認められています。今後も「お

元気度測定会」の実施とあわせて進めてまいりたいと考えております。また、口腔機能

改善教室や社協委託事業の「元気ぴんぴん塾」についても、要介護認定前の予防対策と

して継続してまいります。

　　課題である潜在的な閉じこもりや、出不精となっている方の社会参加を促すためには、

介護予防以前の段階での外出機会の創出や交通の利便性を整えるなど、町民みずからが

参加・活動しやすい環境づくりが重要であると考えております。高齢者の活躍や生きが

いの感じられる環境づくりを進めることで、総合的な介護予防に取り組んでまいります。

　　３の三愛介護サービス事業については、町独自の事業として、介護保険サービスでは

不足する部分やすき間を埋められるよう各種サービスを設定し、三愛計画の策定時期に

見直し等を行いながら事業を実施してきております。

　　今年度は、第７期の策定に関連して実施する、日常生活圏域ニーズ調査の結果も参考

にし、支援を必要とする高齢者の生活ニーズに適合した多様なサービスの一つとして、

三愛サービス事業の充実が図られるよう、今後の策定作業の中で、関係機関と連携を図

りながら検討をしていきたいと考えております。

　　４の三愛計画策定のスケジュールですが、平成29 年度は、第７期高齢者福祉計画、

第７期介護保険事業計画、第５期障がい福祉計画、いわゆる三愛計画の策定年度となっ

ております。

　　計画の策定に当たっては、町民の皆様の介護や福祉に関する意識、生活実態、健康状

態、介護環境等を調査し、日常生活や地域における課題などを把握することが必要であ

ります。そのための調査として、６月に一般高齢者及び要支援１と２の方の中から500

名に対し、介護予防・日常生活圏域ニーズについてのアンケートを実施し、今後の施策

に反映させていただくこととしております。

　　また、その後のスケジュールですが、３月の計画完成に向けて第１回の策定委員会を

７月に開催し、年度内に４回の開催を行い、町民の意見を反映できるように進め、１月

にはパブリックコメント等の実施も予定しております。

　　計画作成の状況やニーズ調査の結果等については、随時、議会委員会等においても協

議いただきたく、情報を広く共有しながら進め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）　小堀教育長。
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○小堀雄二教育委員会教育長　かみしほろ学園構想の推進について、山本和子議員のご質

問にお答えします。

　　かみしほろ学園構想は、学校・家庭・地域がそれぞれ責任と役割を果たしつつ、上士

幌町子ども教育ビジョンで定める「目指す子ども像」を実現するための具体的な手法を

検討し、実践していくことが目的となっております。

　　この目的を達成するため、平成26 年 10 月１日に14 名の学校教育、社会教育、保

護者などによる検討委員会を組織化し、度重なる議論や研修を重ね、構想を策定しまし

た。

　　子ども教育ビジョンにおける基本理念の１つは、幼児から高校生まで一貫性のある教

育づくり、２つには、地域ぐるみで子供の育ちにかかわる組織づくりです。この構想は、

山本議員がお話のとおり、教職員等の意見を十分に尊重し、反映され、共通理解のもと

推進していかなければなりません。

　　質問の内容を４点に焦点化してお答えします。

　　１点目の自己管理手帳、ｉＢノート（インスパイアー・ユア・ベスト）につきまして

は、目標に向かって努力する力や、基本的な生活習慣の習得などの自己管理能力を高め

ていくために導入され、子ども教育ビジョンの目指す子ども像の基礎となる力を育むた

めのツールとして、幼保小中高が連携しながら取り組んでおります。

　　ノートは、幼児・児童・生徒の発達段階により内容に変化を持たせ実施しております。

単年度で効果があらわれるというものではなく、毎年改善を重ねて継続していくことに

より、自己管理能力が身についていくものと考えます。

　　本年２月に開催された、かみしほろ学園研修・研究部会内のｉＢノート検討委員会で

は、園や各学校での活用状況を検証し、さらに中・高担任、生徒、保護者、小学校教員

を対象にしたアンケートを実施の上、仕様や様式の改善を図り、本年４月から活用して

おります。

　　２点目の各種検定への補助につきましては、学習成果の見える化を図り、確かな学力

を身につけていくために、平成28 年度から各種検定に取り組む小・中学生に対し、そ

の検定料を町が助成しております。

　　平成28 年度は、延べ受験者数で漢字検定118名、英語検定56 名、数学検定21 名、

ＩＣＴプロフィシエンシー検定２名に対し、総額41 万5,450円を全額助成しておりま

す。これまでも中学校において英語検定を実施しておりますが、平成28 年度は受験者

が約３倍へと大幅に増加しております。

　　連携教育部会では、検定に関する学校と教育委員会との連携のあり方や、外国語活動
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の開始に伴う英語検定の小学校までの拡大など、今後解決すべき課題として認識してい

るところです。

　　３点目の新体制への引き継ぎにつきましては、かみしほろ学園推進本部の役員と各部

構成員の任期が１年ごととなっております。部会の部会長と事務局長は各学校の校長、

教頭が担っており、両方の役員が同時にかわってはおらず、また、小・中学校の教職員

全員がいずれかの役割を担ってきているため、引き継ぎはスムーズに行われております。

　　さらに、１年間の活動の実践を踏まえた組織改編も行い、より安定した活動が進めら

れるよう、各校の職員会議等において改善していくことを確認し、４月26 日のかみし

ほろ学園推進本部総会と、その後の専門部会において、具体的に新体制に引き継がれて

います。

　　４点目のコミュニティ・スクールの推進につきましては、年度末にコミュニティ・ス

クールのこの１年間の歩みについて、全ての学校運営協議会委員による自己点検評価を

行いました。この結果を整理し、各学校運営協議会で情報共有すると当時に、平成29

年度の活動に向け、検証を行ってきたところです。

　　また、活動内容を掲載したＣＳレター「きずな」を毎月広報かみしほろに掲載し、町

民へ情報発信に努めてまいりました。

　　今年度も、各学校運営協議会での熟議をもとに、地域住民へのコミュニティ・スクー

ル制度の理解と浸透を図り、ＣＳコーディネーターを中心に「ゆめ育応援団」の機能の

充実と協働を進めながら、地域全体で学校を支え、子供たちを育んでまいります。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　初めに、介護保険計画の関係から質問させてもらいます。

　　その中で、これも何点か絞って質問したいと思いますが、まず保険料について質問い

たします。

　　基準額につきましては、当初、平成 12 年から始まった制度ですが、そのときには

3,489円。そのときには国からの支援金もありまして、もともとの基準額より500円ほ

ど安かったと。ところが年々上がってきまして、今回の第６期につきましては4,866円

ですので、過去の１から６期までの中では 高高いと。これは町長も皆さんもご存じの

ように、地域密着型の特老がふえた問題、老健がふえた問題、これも含めて施設がふえ

てふえたと。それは当然の話なんですが、それも含めて第６期につきましては、基金が

そのときに7,600万ほどありました。それを4,000万繰り入れて、何とか726円下げて

4,866円としたという結果があります。

　　第７期の予想なんですが、多分施設はそのままですので、あとは高齢者の方も極端に
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ふえたり減ったりはしませんので係る給付です。介護の給付も前の調査調べたら、ちょ

っとふえるかなという予想をいたします。

　　それも含めて、来年度から始まる第７期の保険料について、基金が先ほど7,300万円

ほどあると。それ、様子を見ながら、基金を繰り入れながら、まず基準額の保険料を下

げるとはなかなか言えないんですが、ぜひ据え置きをするぐらいの基準額まで抑えるこ

とが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　この保険料については、給付との見合いが前提になりますので、今段階

でそれらを無視して同額するということを、この場で断定するのにはちょっとリスクが

大き過ぎるのかなと、こんなふうに思っております。

　　どんなサービスだとかそういったことがこの計画の中で盛られてくる。そして、また

これに該当する受益者はどれくらいいるのかだとかいろんなことを総合的に考えて、本

町の介護福祉が安心して町民が受けられるような、そういう前提の中での適正な価格、

保険料を設定していくというのが、今答弁できる状況の範囲の中だということでご理解

いただきたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　見込みのサービスでは、これからまだ今５月ですので、あと

国の制度もほぼ通るんじゃないかと思うんですが、それも含めれば大体サービス料は決

まってきますし、あと第６期に決めたときの７期、８期までですか、ずっとサービス料

の見込みずっとありますので、それもそれほど極端にふえることはないだろうと。資料

を見ましたら、大体同程度かちょっと数百万ふえるということです。

　　ですから、ここの場所で町長が、この基金繰り入れて予想される基準額を下げるか下

げないか、それはちょっと答弁しにくいと思う。それも含めて、ぜひ検討してほしいと。

　　それから、もう一点なんですが、まず基準額をとにかく下げるか据え置くということ

を前提にしながら、では、低所得者対策をどうするかという問題があります。今回、第

６期につきましては、低所得者に対して７年、８年、９年に分けて非課税世帯の１段階、

２段階、３段階までですか、その辺を安くしたというのがあります。それとは別に町独

自で、非課税世帯第２段階、前回から段階が変わりましたので９段階までふえましたね、

前回。その中の第２段階、第３段階について、町独自で従来だったら0.75 のところを

0.72 に下げたということもありますので、まず基準額をとにかく抑える問題と、町独

自で、国とは別に低所得者に対する対策も率を下げることも検討すべきだと。

　　多分、今の時点でなかなか町長がイエスかノーというのは、そうここで詰めるつもり
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もありませんが、それも含めてどんなふうに考えるか質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　状況が大きく変化していないということがあれば、今のままでいければ

それが も望ましいだろうというように思いますし、これまでもさまざまな形で非課税

世帯、あるいは低所得者世帯の人たちに対して町独自の施策を講じてきております。

　　これらについても、現状のサービスについては維持をしていきたいというのが基本的

な思い入れであります、ということでござい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）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　保険料につきましては、これからの課題として、随分基金の

ことも含めて検討してもらえるというふうに把握したしましたので、次に、総合事業の

関係について質問いたします。

　　第６期からは大きく変わったのが、介護保険から外された要支援１、２のデイサービ

ス、ホームヘルプサービスをどうするかというのが物すごく課題でした。

　　上士幌町は、担当課もすごく努力されまして、従来どおりのサービスを、いわゆるす

ずらん荘ですか、福祉法人に委託をして、従来どおりのサービスを従来どおりやってき

ました。

　　そのことを、多分その指定業者は来年の３月で切れるとなっていますので、多分同じ

業者に対して同じサービスをやるのかどうか、それについて質問したいのと、いろいろ

改めてもらった資料をもう一回眺めたんですが、その指定業者については、６年間みな

しでやるようなことが書いてあるんですが、３年たって、また来年30 年の４月以降の

指定をする場合に３年３年でいくのか、ずっと６年、ずっと指定できるのか。できれば、

ずっと指定するのが望ましいと思うんです。でなければ、指定外してしまったら、何て

いいますか、サービスの中身も時間の問題も含めて、ちょっと質が下がるんじゃないか

と私、危惧いたします。その点について質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　保険制度が変わって、この総合事業について、またそれ以外でやるとい

うことになりました。

　　今お話あったように、福寿協会のほうに通所サービス等々、従来どおりお願いしてき

ましたし、 もノウハウといいますか、サービス事業者としては適正であるという判断

のもとで行ってきておりますので、今、指定が１年、この３月で一度切れるということ

になりますけれども、改めて要綱を策定して適正な指定業者。町内であるとそこしか現

実の問題、今ないということでありますので、おのずからそこに頑張ってもらいたいな
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とこういう思いでありますけれども、相手のあることでありますので、これからまた協

議をさせていただきたいというふうに思います。

　　それと年限についても、これはやはり一定の年限で見直しをしていくということは必

要だろうと。だからといって今までやってきたものを、問題ないのにそこを指定を外す

なんてことも、これも通常考えづらい話だというふうに思います。制度上といいますか、

お互いの約束をする上では、一定の年限は、これはこれとして必要だということをご理

解いただきたいと思います。

　　ただ、これからいわゆる総合事業の関係です、これは非常に大切なサービスと。でき

るだけ要介護者にならないようにどうするかというのが、これも大きな町にとっての政

策課題というふうに思っております。ほかのことも含めて、これらについては十分力を

入れてできるだけ元気でいてもらいたいなと。今までの要支援であってもそれが解除さ

れるように、回復するようなそのようなサービス事業が必要だというふうに私どもとし

ては理解をして、そのためのいろんな事業を取り組んでいくということでありますから、

サービスがなくなるということは考えづら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）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　介護保険制度、ころころ変わるものですから、なかなか理解

するのが本当大変なんですが、総合事業については従来どおりのサービスを、従来心配

されたのは、総合事業に要支援１、２を移したときにサービスが下がるんじゃないかと

いう物すごい心配しました。でも、うちの町は従来どおりのサービスをやってもらった

と。

　　ところが、いろいろ積み重ねていくと、要望したことが28 年も 29 年も認められて

事業を組めたんですが、限度額があります。年齢が何かいろいろややこしくて、それを

超えてしまうと、多分要支援１の関係だけは超えないんですが、いろんなその他のいろ

んなサービスをしようとすると超えてしまうという問題があります。

　　それで大事なのが、従来どおりのサービスをしながら、まる元と社協に、元気ぴんぴ

んも従来どおりやりながら、もっと新たな事業をしようと思ったときには、やはりこれ

は町の事業として、町が持ち出しをしながらやらなければならない事業になってくると

思います。

　　それについて三愛サービスのほうにも移りたいと思うんですが、三愛サービスは介護

保険から外された方、それから、それと中でも介護保険に該当しないところを補う形で

従来やってきました。
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　　これは、私が平成12 年から大事にずっと持っている資料なんですが、平成12 年度

に始めた三愛サービス事業が８つありましたが、これ、いろいろ事情があり、なくなっ

た問題、それから要綱をつくって新たに広げたものも含めて、今あるサービスが５です。

　　それで私が質問したいのは、この従来あるサービスにこだわらずアンケートなりとり

ながら、もっときめ細かいサービスができるんであればやってほしいと。それはもちろ

ん町の財源を使わなければいけませんので、ぜひその点も含めて検討すべきと。

　　ずっと従来どおりのサービスをやるというふうに、何か新たにふえないのかなと思い

ながら、結構聞いたらいろんな要望もあるように思うので、その点も含めてどんなふう

に町独自の三愛サービス、介護保険に係る三愛サービスについて組んでいくのか質問い

たします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　三愛サービスも町独自のサービスとして、通常の部分、介護福祉、ほか

の町独自として進めてきている。特出できるような事業だというふうに思っております。

　　サービスすることについては、それはそれとして必要だということはありますけれど

も、もう一つやはりサービスをする側、そして受ける側。いつもサービスを受けるとい

う前提で待っているのではなくて、自分の健康維持のためにみずからが健康づくりのた

めに努力すると。こういったことも、これから必要になってくるだろうというふうに思

うんです。

　　サービスを受けるだけではなかなか健康も、それからさまざまな疾病の改善も難しい

一面があるというふうに思っております。その辺の兼ね合いを含めた事業の展開なんか

というのは、これからそういった具体的な事例が出てくれば、そういったところに施策

を講じていくということは、十分これからあり得るだろうというふうに思っています。

　　いずれにしても要支援でそのままの状況という、だからそのサービスを受けるという

ことではなくて、改善するというのが前提での、さまざまな施策を講じるというのがこ

れからの福祉サービスのありようだというふうに思っておりますので、それが結果的に、

それぞれが元気になっていくと。まる元の趣旨もそうでありますけれども、そのように

つながっていくことが望ましいので、そういった事業展開については積極的にやってい

きたい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）　分けて考えたいと思うんですが、要支援１とか２とかその方

については介護の総合事業の中で見る中で、要支援が２が１になったり外れたりするこ

ともあるんですが、それと総合事業の中でのまる元は、要支援１に関係なく、いろんな
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方ができる介護何とか事業です、それがあると。そのほかの事業として、全く総合事業

じゃなくて、一般の方々が受ける三愛サービスをどう組むのかということについて焦点

絞っていきたいと思うんですが、先ほど、これからのスケジュールで、アンケートを

500件というか500人ですか、とると。それは、要支援１、２の方と違う方も含めて

500人とるというふうに答弁あったんですが、要支援１、２と違う方入れて500人とい

うのはどういうふうに選ぶのか。

　　要支援１、２の方のアンケートは、具体的に多分アンケートの結果は見えると思うん

ですが、介護を受けていない方の一般的な高齢者の方の要望というのは、多分多種にわ

たるいろんな要望があると思うんです。そこのところを聞かないと、次の三愛計画に新

しい事業を組むことができないんではないかと。その辺の500人の選定の仕方といいま

すか、多分これは結果的に委託に出すんだろうと思うんですけれども、その調査等につ

いては、その辺についてどんなふうに500人を選んでいくのかどうか、わかる範囲でお

答えお願いします。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　まだ、具体的に500人をランダムに選ぶのかどんなふうにするのかとい

うのは、ちょっとまだ担当のほうからも聞いておりません。

　　ただ、やはり500名というのは、かなりの母数になるだろうというふうに思いますの

で、住民の声は相当具体的に悩み事や、あるいは要望事項がこの調査の中から反映され

てくるというふうに考えております。

　　そういう意味では、非常にこのアンケート調査についても結果を注目し、そしてまた、

次の施策に生かされるものというふうにこの調査を生かしていきたいと。そしてまた、

裏づけになる内容の調査だというふうに認識しております。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　これからのスケジュールも含めてお聞きしたいと思うんです

が、多分国との関係があるので、動きたくても動けない事情もあると思うんですが、前

回はこの策定の要綱がありますが、これ、なかなか見直ししながら前回７月に要綱見直

しをして、委員会が立ち上がったのが９月なんですが、その後アンケートをとったと思

うんですけれども、結構立ち上がりが前回は物すごく遅かったと。

　　今回は国のほうの入れかわりがあり、保険のあれも通りそうな雰囲気もあるんですが、

そうなると町がどんなふうに、国の様子を見ながら町独自のアンケートをとるかという

ことについては、多分かなり早く進めるんだろうと。

　　ですから、７月から実際には委員会が入ると思うんですが、この三愛策定委員会の策
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定の委員の名簿がありますね、これは前回ですので。これについては７月から始めよう

と思ったら、もう既に策定委員の選定といいますか、あと公募なりもありますので、そ

の辺についてどんなふうに進めていくのか。

　　あまりもたもたしてしまいますと、アンケートをとった結果をどう分析するかという

ことができないまま、従来どおりのサービスのまま行ってしまうんじゃないかと私は物

すごく危惧しますので、その辺のスケジュール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　一番の先にすべきことはアンケート調査をするということ。そして、ま

ず、そこで単純な集計がなされるだろうというふうに思いますから、それをもとにして、

意見交換を進めていくという段取りになっていくというふうに思っております。

　　そのためにも６月には、もう既にアンケート調査をするというそういう状況でありま

すから、かなりスピード感を持って早目に基本的なデータが手元に届くということだと

思いますから、委員会の委員も十分議論を尽くして、新たな計画に反映することができ

るというふうに認識しております。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　これからどういう事業を行うかというのはアンケートの結果、

それから担当の保健福祉課のほうで、多分これからどんどん議論されていくんだと思う

んですが、そのときに町長に申し上げたいのは、やはりいろんな要望をやろうと思えば

お金がかかるんです、どうしても。

　　介護保険は決められたことしかできませんので、そこでの予算は町独自の決められた

パーセンテージはあるんですが、三愛サービスについていろんな事業をしようと思った

ら町独自の財源が必要です。そのことによって介護保険を補う、そして本当に、いわゆ

る生涯活躍のまちじゃないですけれども、そういう元気で活躍できるお年寄りを、どう

維持するかということについてはお金がかかる問題ですので、それはぜひ担当課のほう

から出た要望、それから町民から出た要望を実現する方向で、ぜひ検討してほしいと。

　　それから 後に、 後というのはこの計画について申し上げたいのは、私もこれを見

ながら、その都度料金が変わったりいろいろ変わるんですが、要綱ですか、条例変わっ

たりするんですが、私もなかなかかわらなくて、一般町民の方も自分が本当は利用でき

るのに利用できることを知らなかったとかということありますので、こんな立派じゃな

くても、毎年変わった料金含めてちょっと整理をしながら、該当しそうな介護保険じゃ

ない人、介護を受ける方は知っていますので、介護保険じゃない方に対する世帯に、こ

ういうちょっと整理をしながら配ったらどうかと。
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　　この間も聞かれて私が間違えて答えて、介護保険じゃなくてもショートステイは利用

できるんですよとかそういうことも含めてちょっと、私自身もそうなんですが利用して

いる方、それからお年寄りの方、それから家族の方にわかるような、こういうパンフと

いいますかこれを変わるたびに、料金は本当にしょっちゅう変わりますので、それをぜ

ひやってほしいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（杉山幸昭議長）　竹中町長。

○竹中　貢町長　今回の総合戦略にありますように、健康寿命をどう延ばすかということ

であります。それは生涯活躍のまちの、これをもう凝縮するというか、それを一言で言

うと健康寿命をどう延ばすかという、そのための施策をどう講じるかというふうに思っ

ております。

　　したがって、要支援等の方々については要介護にならないようにそういった手だても

あるだろうし、それから、健康な人はずっと健康なままでいるための施策、こういった

ことをすることによって介護に係る経費、あるいは医療に係る経費を削減し、結果的に、

総合的には大きな負担にならないような形でのバランスがとれるようになるといいな。

何よりも健康でいることに対する住民の人方が、そのことによって生きがいを感じても

らいたいというのが大事だというふうに思っておりますから、そういった視点で施策に

ついてはこれから、あるいは計画の中身については重点的に取り上げていくという形に

なろうかと思います。

　　それから、さまざまないろんな支援策です、これに限らずありますけれども、なかな

かペーパーで読んだりするというのは本当に必要でなければなくて、必要なときになっ

たら、さて、どこにそういったものがあるんだろうかというようなことでよく悩むこと

がありますけれども、広報活動は非常に大切なことだとそんなふうに思います。

　　それはペーパーだけでなくて、議員さんなんかは直接、また議員の立場で町民と接す

る機会が多いだろうと思いますから、そういう視点からも、その辺の情報の提供はして

いただければなというそんなことであります。大切なことは重々承知をしているという

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）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　それでは教育長、初めての質問をさせてもらいます。まだ教

育長になったばかりでどうかなと思いもしたんですが、私も譲れないものですからよろ

しくお願いいたします。

　　かみしほろ学園構想につきましては、前回の教育長に質問したんですが、３月でそれ

で終わるということを私全く頭になくて、思いっきり結構質問させてもらって、であれ
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ば、もう一回教育長さんかわったので仕切り直しで質問したいなと思って、また質問い

たします。

　　かみしほろ学園構想は、竹中町長、それから教育委員会の本当、町の目玉として取り

組んでいる事業なので、私はこれを評価しながら質問したいと思っておるんですが、一

番大事なことは、その決まったことがそのまま行くんではなくて、これ、構想ですので、

構想の中で一番私がいいなと思ったことは、４ページの効果が上がっているかどうかを

毎年評価して、そして時代に、変化に取り残されないように随時検証すると。検証する

ということが大事だというふうに書かれていました。

　　私はそういうことも含めて、28 年度から始まった事業についてどのように検証をし

て、中身まではいいんですが、検証したのかどうかと。３月中に検証を、各部会が３つ

ありますね、部会。コミュニティ入れれば４つですが、部会がそれぞれの検証というか

部会を開いて、検証した結果を推進本部、当時は馬場教育長ですね。そこに上がってい

るはずですが、そのことをきちんとしたかどうか確認できているかどうか。

　　それから、あえて言えば、ちゃんと議事録が残っているかどうか。議事録がないと、

移したときに検証しましたと言われても、どういう議論があったかわからなくなります。

その点について、そういう引き継をされているかどうか質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　小堀教育長。

○小堀雄二教育委員会教育長　 29 年度への引き続きの、まず部分についてお話をします。

　　本部役員会議において再編の話もありましたけれども、本部役員は本部長、私、教育

長、それから副本部長、事務局長、事務局次長、会計部長で編成しております。平成

28 年度は８回の本部役員会議を実施しました。その中で、 28 年度を生かした上で、

29 年度は少し変えたほうがいいんじゃないかなという声が上がってきました。

　　その理由の１つとして、研修・教育研究部会の研修事業と特別支援、それから複式部

会の事業が、まず複雑であると。これはちょっと煩雑化しているぞというのが１点。

　　２番目に、このため各学校での参加取りまとめが非常に難航していって、先ほどあっ

たんですけれども、先生方の負担がやはり増しているぞということが２つ目の理由。

　　そして３つ目に、教育委員会が所管していた外国語活動と、それから救急救命、こち

らのほうの事業については、むしろ一体化をして、学園に統合することのほうが一体的

な研修事業ができるんじゃないかというような話。

　　そして４つ目に、萩ケ岡小学校との統合を見据えた新たな組織づくりが必要じゃない

かといったようなところから、再編をまず意識しました。

　　このことを各学校に校長が持ち帰って、月に一、二度、職員会議というのがあるんで
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すけれども、そういった職員会議の場所や各種打ち合わせ、または先生方の研修ありま

すので、そういった中で話題にして教職員の理解浸透を図って、ことし、４月26 日に

中学校で行われた総会に提案し、承認されたということになります。

　　新しい組織としては、推進本部内に推進室を設けて救急救命とかの研修、または、今

まで研修部会で行っていた研究集録を本部推進室の中で一括化して進めましょうと。そ

のほうが一体的な動きと、それから透明感が増すということにいたしました。

　　そのほかにも幾つかあったんですけれども、当面新しい体制については平成33 年度

を目途とし、34 年からはまた新たな組織づくり。すなわち、もう学校が減っていくと、

そういったときのことを考えて、連携教育部会と研修部会、この２つに分けて、上士幌

小学校長と中学校長が部会長を務め、その組織を一元化して進めていったほうがいいん

じゃないかというのがありました。

　　次に、特にそのｉＢノートは、ちょうど。

（「ｉＢノートはいいです」の声）

○小堀雄二教育委員会教育長　いいですか、はい。

○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。

　　私もずっとこれ眺めていたときに物すごい膨大な量で、その学園構想の書いてあるこ

とはそれで理解できるんですが、具体的に推進本部があって、教育何とかがあって、研

修何とかがあったときの、取り組むことが物すごく幅広いんです、物すごく。

　　これはできるんだろうかというのが、物すごい私、何回も何回も見ながら、まだ28

年度は１年目ですので不十分でもいいかなと。ただ、これは28 年、 29 年度用ですの

で、多分、今見たのはかなり整理をして、多分もう実施しているのかわかりませんが、

次の 32 年でしたっけ、までは、33 年ですか、そこまではいくと。それは教育長の話、

聞いてよくわかりました。

　　それで、そういうふうに整理していかないと、子供のためと思いながらやっているこ

とが実は子供も負担になり、先生が負担になり、本当は学校の先生は子供にちゃんと

30 人、 20 人なり教えなければいけないのに、こういう事務方、それから会議を開か

なければいけないと、ここに書いてあることやらなければいけないと。やらねばならな

いで、多分これ物すごい膨大な量で、この学園構想このままいったら、ちょっと大変な

んではないかという思いがいたしました。それで、大分整理されたと。どう整理された

かまで聞いてもわからないので、それは改めてまた機会のときに資料をもらいたいなと

思っています。
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　　そういうふうに、私はこれ全部やらなくても絞って、これを絞って、これをやろうと

いうふうにしないと、あれもこれも。私、例えばこの芸術鑑賞会も今回質問しなかった

んですが、私、ずっと芸術鑑賞会の事業をずっと質問しておきながら、あ、ここの１ペ

ージの４番の１行で終わるのかと思ったときに物すごいちょっとショックだったんです

が、大事な事業をやはり絞りながら、子供のために先生方がどう協力できるか絞りなが

ら議論をして、みんなができることをやらないと、私はこの学園構想の町独自の構想が

ちょっと煩雑になるのかなと思って質問させてもらいました。それで、先ほどの答弁で

整理できたと言うので理解できました。

　　それで次、ｉＢノートの関係なんですが、この学園構想の目玉というのは、委員会で

説明受けたのにはｉＢノートの自己管理能力と、それから学力の見える化ですか、それ

で検定試験を受けさせるというのが私はすごいインパクトがあって、これが目玉なんだ

というふうに捉えたものですから、あれ、どうなんだろうかなということで前回も質問

させてもらいました。

　　それで、ｉＢノートの関係で、お母さん方、子供から要望を聞きながら改善されたと。

それ、どういう声が上がり、どういうふうに改善されたのか質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　小堀教育長。

○小堀雄二教育委員会教育長　これが昨年１年間のかみしほろ学園の研究集録、これを研

修部でつくりました。この中に、こういった今ご質問のあったアンケートの項目なども

出ています。

　　アンケートについては昨年12 月からとって12 月 22 日を締め切りとし、１つ、２

つだけ紹介させてください、アンケートの中身です。例えば、中学生にとったアンケー

トの冒頭では、上士幌町では、あなたの目標の達成を応援するためにｉＢノートをつく

りました。もっと応援するために、皆さんのアンケートを参考にしますのでご協力をお

願いしますと。

　　ｉＢノートを使うようになってから書くことがふえましたかとか、ｉＢノート使うよ

うになって、勉強や睡眠など規則正しい生活習慣身につきましたかというのがあったり、

こども園の保護者については記述式で、このｉＢノートを使うことで、子供たちが登園

をしやすくなりましたか、こういった記述式の設問を出しました。余り答えは多くは返

ってこなかったんですけれども、それをｉＢノート担当の教員、小・中、それからこど

も園にいますので、それが熟議をして、そして改善を図っていくと。

　　改善方向につきましては、どのように改善を図ったかということになるんですが、例

えば、こども園のほうは、小学校との接続を考慮してカレンダー方式にしたということ
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があります。かつ、小学校入学してから１カ月間は、そのこども園で使ったノート、そ

のまんま小学校１年の４月までは使えるようにしましょうと、そういったことを変化さ

せました。それから子供たち、いろいろ張ることが好きなので、オリジナルシールをふ

やして、月別に評価できるように改善をしました。また、ノートが１年目ということで、

結構破れやすかったということもあってカバーをつけたりもしました。これがこども園

の改善点です。

　　それから、小学校１、２年生については、用紙がはがれやすくて扱いづらいと。この

ため、前はホチキスどめだったんです、中央の。それを糸とじにしたというのもありま

す。それから無地ではなく中学年同様けい線仕様とするとか、小学校３年生、４年生に

ついては、ページ数を60 ページにして年間５冊提供できるようにしたと。こういった

取り組みをしています。

　　また、中学生は、クリアファイルにより１週間のスケジュール管理は生徒が用紙をな

くすということもあったので、バインダー方式に変更したと。この子供たちからのいろ

いろな声も拾っています。

　　先生方のほうからも、これを何か使うことによって、自分のきょうの１日の動きがわ

かるようになった、まだ学力だとかの相関は持てていないんだけれども、きっとこれが

未来につながる１つのノートになるんじゃないかという声もあって、これについては引

き続き29 年度も、議員おっしゃったように、先生方も使いやすくて、子供たちも使い

やすいものでなければ、ただ配っても何もならないと思っていますので、今後充実して

いきたいなと考えています。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　そのように子供たちが使いやすいように改善していくという

点では確認させてもらいました。

　　私はちょっと何となく、子供が一生懸命ｉＢノート使っているのを目の前で見ている

んです。そうしたら一生懸命、これやろう、あれやろうと、何か、ああ、楽しんでいる

のか負担なのかなとちょっと微妙な気持ちもしまして、ぜひそれは、いい方向に改善し

てほしいなと思っています。

　　それから、検定の問題なんですが、当初検定試験を受けるための予算を組むときに、

かなりの人数を想定した予算を組もうとしたんですが、そのときには、そんなに受ける

ことは強制ではないので無理ではないかというので、想定をちょっと下げたと思うんで

すが、そのときの想定の人数が、それから見ればどれぐらいの受験率といいますか、私

は受けたい人が、受ければ100％受ければいいと思っているわけでもなくて、想定した
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だけの人数が受けたのか、少ないのか。

　　それと私が言いたいのは、受けない子供たちの意思表示といいますか、それも大事に

しないといけないと。その点について、この取り組みについてどの程度受験者が、パー

センテージでもいいんですが、達成といいますか、その点わかれば質問いたします。

○議長（杉山幸昭議長）　小堀教育長。

○小堀雄二教育委員会教育長　こういった検定が、今後学力の向上策にもなっていくんじ

ゃないかということで取り組んだものと、僕のほうは認識しています。

　　助成前、例えば中学校の英語の部分では、平成26 年、助成前は30 名の受験という

ことで、生徒から割り返していくと26 ％、 27 年度については17 名が受験していま

すので、受験率としては15 ％、助成した28 年度は 56 名、中学生ですけれども、受

験率は 47 ％と意欲向上が見てとれるんじゃないかなと思っています。

　　また、漢字検定は、昨年３回実施しています。１回目６月、２回目11 月、３回目１

月と行って、小・中学生合わせて、１回目47 名、２回目35 名、３回目36 名と。こ

れについては、各学校のほうでもいろんな資料を出しながら応援していくんですが、な

ぜかやはり子供たち、漢字検定は土曜とか日曜に実施するということもあって、学校の

中では紙を配ったり、先生方の学区でいろいろ参加奨励するんですが、よくあるのが少

年団とぶつかっている、社会教育の活動とぶつかっているというのもあります。

　　今後その目標が、当初見込んでいた目標よりも多いのか少ないのかというのは、ちょ

っと今、自分の中で出てきませんけれども、もっともっと奨励できればなと考えていま

す。

○議長（杉山幸昭議長）　 10 番、山本和子議員。

○１０番（山本和子議員）　私は、その奨励するというかそういう意味で言ったわけじゃ

ないんですが、その学力の見える化で、検定試験を受けたことが学力の見える力になる

のかとか、それから、子供の意欲を引き出すことになるのかということも総合的に含め

て、これを検証すべきだと、これから。

　　人数がふえたふえたで達成した人の検証じゃなくて、受けない子供の、土日部活が忙

しいからなのか、自分が違うほうで興味があるとか、いろんなことの総合的な形での学

力を身につけるための方策として、この検定試験の推奨ですか、それがふさわしいのか。

それも含めて検証すべきだと思っています。

　　それから、ちょっと時間がなくなってしまいましたので、コミュニティ・スクールに

つきましては、きのう届きました広報の中にありまして、大変よく整理されているなと

思いました。
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　　ただ、私はコミュニティ・スクールにつきましては、あくまでも自分たちがやった、

協議委員さんがこうやって、こうやってじゃなくて、あくまでも子供を中心に考えたと

きの、さまざまな事業が子供にとってどうだったかということを評価しないと。協議委

員さんが、これもできてこれもできてよかったではなくて、子供たちのためにどうだっ

たのかということを、これから評価しながら進めてほしいと。

　　以上、質問いたします。これで質問終わります。

○議長（杉山幸昭議長）　答弁要りますね。

　　小堀教育長。

○小堀雄二教育委員会教育長　今、山本議員、お話のあったとおり、子供たちにとってプ

ラスになるようなコミュニティ・スクールではならないと。

　　文科省の所管が初等中等教育局、ここになっていて生涯局で担っていません。あくま

でも子供たちの力をつけていくための、そして、その支えとなっているのが地域の方々

という認識は忘れたくないなと思っています。そういった部分の検証もしっかり引き続

き、続けていきたいなと思っております。

○議長（杉山幸昭議長）　よろしいですか。

　　以上で、 10 番、山本和子議員の一般質問を終わります。

　　ここで 15 分間休憩といたします。

　　再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。

（午後　１時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　２時０８分）

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

◎同意第３号から同意第１２号の上程、説明、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第８、同意第３号上士幌町農業委員会委員の任命について、

日程第９、同意第４号上士幌町農業委員会委員の任命について、日程第10 、同意第５

号上士幌町農業委員会委員の任命について、日程第11 、同意第６号上士幌町農業委員

会委員の任命について、日程第12 、同意第７号上士幌町農業委員会委員の任命につい

て、日程13 、同意第８号上士幌町農業委員会委員の任命について、日程第14 、同意

第９号上士幌町農業委員会委員の任命について、日程第15 、同意第10 号上士幌町農

業委員会委員の任命について、日程第16 、同意第11 号上士幌町農業委員会委員の任

命について、日程第17 、同意第12 号上士幌町農業委員会委員の任命について、以上

－123－



10 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３号から同意第12 号農業委員会委員の

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。

　　本案は、農業委員会等に関する法律の改正に伴い、農業委員の選出方法が町議会の同

意を要件とする任命制となり、また、全ての農業委員会委員が、来る７月19 日をもち

まして任期満了となりますことから、その後任の委員として任命したく、農業委員会等

に関する法律第８条第１項の規定により、同意を得ようとするものであります。

　　任期は、平成 29 年７月 20 日から平成 32 年７月 19 日であります。

　　それでは 初に、同意第３号についてご説明申し上げます。

　　住所、上士幌町字上士幌東３線237番地、関谷光丸氏、生年月日、昭和 32 年３月

17 日であります。

　　次に、同意第４号についてご説明申し上げます。

　　住所、上士幌町字上士幌203番地７、氏名、大井隆行氏、生年月日、昭和34 年 10

月 20 日であります。

　　次に、同意第５号についてご説明申し上げます。

　　住所、上士幌町字居辺東９線264番地、氏名、大西仁志氏、生年月日、昭和31 年５

月４日であります。

　　次に、同意第６号についてご説明申し上げます。

　　住所、上士幌町字居辺東８線216番地、氏名、早坂晴雄氏、生年月日、昭和31 年２

月４日であります。

　　次に、同意第７号についてご説明申し上げます。

　　住所、上士幌町字上音更基線288番地、氏名、髙木裕巳氏、生年月日、昭和31 年２

月４日であります。

　　次に、同意第８号についてご説明申し上げます。

　　住所、上士幌町字居辺東14 線229番地、氏名、佐藤清氏、生年月日、昭和31 年２

月 17 日であります。

　　次に、同意第９号についてご説明申し上げます。

　　住所、上士幌町字居辺東11 線273番地４、氏名、早坂均氏、生年月日、昭和38 年

６月 14 日であります。

　　次に、同意第 10 号についてご説明申し上げます。
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　　住所、上士幌町字居辺東８線312番地、氏名、阿部修氏、生年月日、昭和36 年１月

８日であります。

　　次に、同意第 11 号についてご説明申し上げます。

　　住所、上士幌町字居辺東７線238番地、氏名、齋藤哲也氏、生年月日、昭和 29 年

10 月 25 日であります。

　　次に、同意第 12 号についてご説明申し上げます。

　　住所、上士幌町字上士幌東３線308番地、氏名、菅原研氏、生年月日、昭和31 年５

月 27 日であります。

　　以上、同意第３号から同意第12 号農業委員会委員の任命について、一括して提案理

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３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３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４号を採決いたします。

　　お諮りいたします。

　　本案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４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５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５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６号を採決いたします。
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　　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６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７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７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８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８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９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９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 10 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 10 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 11 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。
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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、同意第 11 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 12 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 12 号は原案に同意することに決定いたしました。

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

◎同意第１３号の上程、説明、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第18 、同意第13 号上士幌町農業委員会委員の任命につ

いてを議題といたします。

　　地方自治法第117条の規定によって、山本弘一議員の退場を求めます。

　　ここで暫時休憩いたします。

（午後　２時１７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１７分）

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

○議長（杉山幸昭議長）　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13 号農業委員会委員の任命について、

提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　本案は、農業委員会等に関する法律の改正に伴い、農業委員の選出方法が町議会の同

意を要件とする任命制となり、また、全ての農業委員会委員が、来る７月19 日をもち

まして任期満了となりますことから、その後任の委員として下記の者を任命したく、農

業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、同意を得ようとするものでありま

す。

　　任期は、平成 29 年７月 20 日から平成 32 年７月 19 日であります。

　　それでは、同意第 13 号についてご説明申し上げます。
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　　提案する方につきましては、住所、上士幌町字居辺東13 線268番地、氏名、山本弘

一氏、生年月日、昭和 26 年３月 31 日であります。

　　以上、同意第13 号農業委員会委員の任命について、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 13 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 13 号は原案に同意することに決定いたしました。

　　ここで暫時休憩といたします。

（午後　２時２０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２０分）

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

◎議案第３９号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第19 、議案第39 号上士幌町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　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39 号上士幌町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容についてご説明申し上

げます。

　　町例規集は、第７編民生、第３章国民健康保険をご参照願います。

　　提案の理由でありますが、地方税法施行令の一部を改正する政令が、平成29 年２月

22 日に公布されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。

　　低所得者の保険税負担を軽減するため、５割軽減及び２割軽減の対象世帯に係る軽減

判定所得基準を変更する改正であります。

　　別紙資料の議案第39 号関係、上士幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例、
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新旧対照表をごらんください。

　　第21 条は、国民健康保険税の軽減措置を規定しております。今回の改正では、第２

号の５割軽減の対象となる規定について26 万5,000円を 27 万円に、また、同条第３

号の２割軽減の対象となる規定について、48 万円を 49 万円にそれぞれ改正すること

で軽減対象世帯の所得判定基準の拡大を行い、低所得者の負担軽減を行うものでありま

す。

　　改正による影響額でございますが、５割軽減世帯につきましては、試算ベースで２割

軽減から５割軽減に引き上げられる世帯が１世帯ふえ、81 世帯から82 世帯に対象の

範囲が拡大されます。また、２割軽減世帯につきましては、軽減世帯でなかった世帯か

ら２割軽減に引き上げられた世帯が２世帯ふえ、90 世帯が対象となります。７割軽減

も含めた全体の軽減対象世帯は421世帯から424世帯となり、３世帯の増となります。

　　軽減される税額についてでありますが、軽減対象世帯が増加することにより、軽減額

は５割軽減で３万6,000円、２割軽減で４万2,000円となり、税収といたしましては７

万8,000円の減というふうに試算してございます。

　　続いて、対照表の２ページでございます。

　　附則においては、施行期日を公布の日から施行し、平成29 年４月１日より適用する

ものです。

　　以上、上士幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、その提案

理由と内容についてご説明いたしました。ご審議いただき、ご可決くださいますようお

願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第39 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 39 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39 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。
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　　よって、議案第 39 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第４０号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第20 、議案第40 号上士幌町学童保育所条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　教育委員会、須田生涯学習課長。

○須田　修教育委員会生涯学習課長　ただいま上程されました議案第40 号上士幌町学童

保育所条例の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由と内容についてご

説明申し上げます。

　　上士幌町例規類集は、第７編民生、第１章社会福祉をご参照願います。

　　初めに、提案理由でございますが、上士幌町学童保育所が平成29 年６月１日から、

新しい生涯学習センター内に移転することに伴い、所在地が変更となるため改正するも

のであります。

　　次に、改正の内容についてですが、議案第40 号関係、上士幌町学童保育所条例の一

部を改正する条例、新旧対照表をごらん願います。下線部分が改正部分であります。

　　第２条の１について、現行の東２線237番地（上士幌町青少年会館）を東３線237番

地（上士幌町生涯学習センター）に改めるものであります。

　　なお、附則といたしまして、この条例は平成29 年６月１日から施行するものであり

ます。

　　以上、上士幌町学童保育所条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由

と内容についてご説明申し上げました。ご審議いただき、ご可決くださいますようよろ

しくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第40 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 40 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40 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。
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　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 40 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第４１号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第21 、議案第41 号上士幌町障害児通所支援事業所設置

条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　石王教育委員会子ども課長。

○石王良郎教育委員会子ども課長　ただいま上程されました議案第41 号上士幌町障害児

通所支援事業所設置条例の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由と内

容についてご説明申し上げます。

　　町例規集は、第７編民生、第１章社会福祉をご参照願います。

　　初めに提案理由でありますが、本条例の改正につきましては主なポイントは２つあり、

１つ目は、この条例の表題である障害児通所支援事業所は、現在ある子ども発達支援セ

ンターの機能の一つであり、そのほかに子ども相談支援事業所の機能も有しております。

平成 17 年度の国の補助制度の名称が子ども発達支援事業に変更されたことに伴いまし

て、当時の児童デイサービス事業所から、現在の上士幌町子ども発達支援センターと事

業所の名称を変更しているところでございます。そのため今回、町民にも浸透している

子ども発達支援センターの名称を条例の名称にするものでございます。

　　２つ目のポイントは、このたびの新しい生涯学習センターの中に子ども発達支援セン

ターを移転するため、位置の表示を変更するものでございます。

　　次に、改正の内容について、議案第41 号関係の新旧対照表をごらんください。左側

が改正後の内容となっております。

　　簡易な字句修正については、説明を省略いたします。

　　条例の題名を、上士幌町障害児通所支援事業所設置条例から上士幌町子ども発達支援

センター条例に変更し、条例本文内の表記も同様に改正いたします。

　　第２条の改正は、名称の変更とあわせ、位置について、住所自体は変更ございません

が、その後の括弧書きの上士幌町子育て支援センター内を削除するものです。

　　第３条の第１項から第３号までの改正は、事業ごとに関係する法令名を加え、取り組

む事業内容をより明確にしたものでございます。第５号の改正は、その他支援事業の対
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象者について、現状の事業実態に合わせた内容とするため、障害児に限定せず、発達の

おくれた児童や年齢も18 歳までに拡大するとともに、保護者への支援も明確にしてい

くために、その他障害、または発達のおくれのある児童等及びその保護者に必要な支援

と変更しているところでございます。

　　第４条についても同じ趣旨で、利用対象者の規定を改正するものです。

　　第５条では、１日当たりの利用定員を規定しておりますが、これまでは児童発達支援

事業と放課後等デイサービス事業、それぞれ10 名としていたのを２つの事業を合わせ

て 20 名とし、柔軟的に対応できるように改正するものでございます。

　　附則としまして、この条例は平成 29 年６月１日から施行するものです。

　　以上、上士幌町障害児通所支援事業所設置条例の一部を改正する条例の制定について、

その提案理由と内容についてご説明申し上げました。ご審議いただき、ご可決ください

ますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第41 号について

質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 41 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「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41 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 41 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第４２号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第22 、議案第42 号上士幌町青少年会館条例を廃止する

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。

　　須田教育委員会生涯学習課長。

○須田　修教育委員会生涯学習課長　ただいま上程されました議案第42 号上士幌町青少
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年会館条例を廃止する条例の制定につきまして、その提案理由と内容についてご説明申

し上げます。

　　上士幌町例規類集は、第 10 編教育、第４章社会教育をご参照願います。

　　平成29 年６月１日の新しい生涯学習センターの開館に伴い、現在、青少年会館内に

所在する学童保育所等の機能が、新しい生涯学習センター内に移転するため、その社会

教育施設としての用途廃止、あわせて上士幌町青少年会館条例を廃止するものでありま

す。

　　なお、附則といたしまして、この条例は平成29 年６月１日から施行するものであり

ます。

　　以上、上士幌町青少年会館条例を廃止する条例の制定について、その提案理由と内容

についてご説明申し上げました。ご審議いただき、ご可決くださいますようよろしくお

願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより議案第42 号に対する

質疑を行います。質疑ありますか。

　　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　廃止することについては問題ないと思うんですけれども、そ

の後はどのように対応していくのか、その後の対応の方法についてお聞かせを願いたい

と思います。

○議長（杉山幸昭議長）　須田教育委員会生涯学習課長。

○須田　修教育委員会生涯学習課長　今後につきましては、施設の所管は今後、総務課の

管財のほうに移行されるということになります。

　　今後の活用等につきましては、企画財政課等関係各課で検討されるということと確認

しております。

○議長（杉山幸昭議長）　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　いや、そっちから何かあるのかなと答弁、企画しているので

あれば。

○議長（杉山幸昭議長）　企画課、総務課でありますか。

　　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　現段階で何に使っていくかというところは、はっきりしたこと

は持っておりません。

　　ただ、新施設の建設に伴って、それぞれ休館です。この青少年会館にとどまらず、ほ

かにも出てくるわけです。それを総合的に今後どのような形で活用するのか、あるいは、
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場合によってはなくさなければならないということもあろうかと思います。それにつき

ましては内部的に検討して、また議会の皆さんには、議員の皆様方にはご提示していき

たいと。現段階では、そのように考え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）　現在、あの地域の人たちがミニバレー等に、過去は使ってい

たような記憶があるんですけれども、現在はどうなっているのか。

　　それから今、気になるのは、新しいものをつくるのは一生懸命やる。だけれども、当

然、いきがいセンターもそうですけれども、そういった施設は次どうするというのは、

同時進行で普通はやるのが本当なんだよね。よく町長、スピーディーにスピーディーと

言っているけれども、どうもそういうところが片手落ちに、僕らには見えてしまう。

　　廃墟にするわけにいかない、あるいは廃墟になるような状況であれば、行政財産につ

いてきちっと取り壊しをしていくという方向性が必要なんだと思うんですが、その辺は

まず、今使用されているのかどうか、その使用はどうなるのかということと、その辺の

考え方についてもう一度お聞きをしたいと思います。

○議長（杉山幸昭議長）　須田教育委員会生涯学習課長。

○須田　修教育委員会生涯学習課長　現在、青少年会館につきましては、学童保育所機能

のほかに、今、議員がおっしゃいましたミニバレーボールとして体育館を使用しており

ます。３団体が１週間のうち日がわりで、夜、使用しているということでございます。

　　この３団体につきましては、この新しい生涯学習センターができまして、青少年会館

が社会教育施設の用途を廃止するというところで、以前からご協議いたしておりまして、

６月から新しい生涯学習センターのプレイルームで、同じように日がわりで、３団体が

プレイルームでミニバレーをするということになっております。

○議長（杉山幸昭議長）　いいですか。

　　ほか、質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって議案第 42 号に対する質疑を終結いたします。

　　これより討論を行います。討論ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　討論がありませんので、これより議案第42 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
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（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 42 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第４３号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第23 、議案第43 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43 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 43 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、町なか住宅建設工事であります。本事

業は、少子高齢化に対応した公共施設等配置計画に基づく西団地の建てかえとして、中

心市街地へ町営住宅を整備するものであり、今定例議会の初日において、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、木造平屋建て４棟８戸の建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事

及び外構工事一式であります。４棟８戸の内訳としましては、１戸当たり床面積82.81

平方メートルの３ＬＤＫが１棟２戸、床面積56.31平方メートルの２ＤＫが１棟２戸、

床面積68.73平方メートルの２ＬＤＫが２棟４戸となっています。

　　工事入札につきましては、平成29 年５月24 日、午前９時30 分に執行し、町内業

者を含む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、 低制限価格制

度実施要領に基づき、 低制限価格を設定し執行いたしましたが、 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１億4,094万円、入札予定価格は１億4,413万6,800円で、落札率は

97.78％であります。

　　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、橘内信幸氏であります。

　　また、当該工事の工期は、契約締結の日から平成 30 年２月 28 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させていただきました。ご審議の上、ご可決い
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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43 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 43 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43 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。

　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 43 号は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第４４号から議案第４７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44 号十勝環境複合事務組合規約の変更に

ついて、日程第 25 、議案第 45 号十勝環境複合事務組合の解散について、日程第

26 、議案第 46 号十勝環境複合事務組合の解散に伴う財産処分について、日程第

27 、議案第47 号十勝圏複合事務組合規約の変更について、以上４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。

　　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　ただいま上程されました議案第44 号から議案第47 号までを

一括して、その提案理由と内容をご説明申し上げます。

　　 初に、議案第44 号十勝環境複合事務組合規約の変更につきましては、十勝環境複

合事務組合が行っているし尿処理が管内全市町村となったことを受け、これまで構成市

町村が同一となった場合は、組織の効率化に向け統合などを進めてきた経過を踏まえ、

十勝圏複合事務組合と十勝環境複合事務組合を統合し、効率的、効果的な広域連携の取

り組みを進めようとするものであり、組合の解散があった場合に、十勝圏複合事務組合

が事務を承継するため、組合規約の一部を改正しようとするものであります。
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　　議案第 44 号関係をご参照願います。

　　次に、このことに伴いまして、議案第45 号十勝環境複合事務組合の解散につきまし

ては、平成 30 年３月 31 日をもって解散するものであります。

　　次に、議案第46 号十勝環境複合事務組合の解散に伴う財産処分につきましては、解

散に際して、当該組合が所有する一切の財産を十勝圏複合事務組合に帰属させようとす

るものであり、別紙、財産処分に関する協議書のとおり定めるものであります。

　　次に、議案第47 号十勝圏複合事務組合規約の変更につきましては、効率的、効果的

な広域連携の取り組みを進めるため、十勝環境複合事務組合との統合に伴い、所要の整

理を行うため、組合規約の全部を改正しようとするものであります。

　　議案第 47 号関係をご参照願います。

　　第１章、総則は、第１条から第４条として、それぞれ組合の名称、組合を組織する地

方公共団体、組合の共同処理する事務、組合事務所が示され、第２章、組合議会は、第

４条から第９条において、組合議会の組織及び議員の選挙、議長及び副議長、組合議員

の任期、特別議決、議会の事務局が示されております。

　　第３章、組合の執行期間は、第10 条から第15 条において、それぞれ執行機関の組

織及び選任方法、組合長等の任期、補助職員、監査委員、監査委員の事務局、教育委員

会が示され、第４章では組合の経費として、第16 条から第17 条において、経費の支

弁の方法、基金が示されております。

　　附則は、第１条から第５条として、施行期日、事務の承継、経過措置、準備行為、

初に選任される副組合長任期が示されております。

　　以上、議案第44 号から第47 号までを一括して、その提案理由と内容をご説明申し

上げました。ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（杉山幸昭議長）　提案説明が終わりましたので、これより４案について一括して

質疑を行います。質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって４案に対する質疑を終結いたします。

　　これより議案ごとに討論、採決を行います。

　　初めに、議案第 44 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44 号の採決を行いま

す。

　　お諮りいたします。
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　　本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、議案第 44 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 45 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45 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 45 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 46 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46 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 46 号は原案のとおり可決されました。

　　次に、議案第 47 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47 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 47 号は原案のとおり可決されました。

　──────────────────────────────────────
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◎議案第４８号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（杉山幸昭議長）　日程第28 、議案第48 号平成29 年度上士幌町一般会計補正

予算（第２号）を議題といたします。

　　議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。

　　千葉副町長。

○千葉与四郎副町長　ただいま上程されました議案第48 号平成29 年度上士幌町一般会

計補正予算（第２号）の内容を申し上げます。

　　補正総額は3,270万3,000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 96 億4,050万2,000円となります。

　　それでは、内容を申し上げます。

　　一般会計補正予算（第２号）であります。

　　１ページをごらんください。

　　第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ3,270万3,000円を追加し、総額

を 76 億9,844万8,000円とするものでございます。

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

ページ、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、３ページにありますとおり、過疎対策事業債

を５億3,290万円から５億3,520万円に変更いたします。

　　歳出補正の内容につきましては、地上デジタル放送、新たな難視対策事業 35 万

9,000円、移住促進プロモーション事業3,000万円、橋梁長寿命化修繕事業230 万

4,000円、生涯学習センター管理運営経費４万円を追加補正いたします。

　　事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。

　　以上、一般会計の補正内容について御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48 号について

質疑を行います。質疑ありますか。

　　２番、佐々木守議員。

○２番（佐々木　守議員）　今回、移住促進プロモーション事業ということで3,000万円。

これは半額は地方創生交付金で来るものですけれども、この内容は、テレビＣＭとテレ

ビ番組の制作というふうに伺っています。

　　移住に関するＣＭになるんだと思うんですけれども、アクティブシニアに特化したも

のなのかどうか。こちら側のそのＣＭの意図というのは、移住は移住でも全般にかかわ
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る移住なのか、高齢者というか、いわばそのシニア世代の移住を念頭に置いて支援を組

むのかというのは、内容は大分変わってくるんではないかと思うんですが、現時点でど

ういうふうにお考えになっているのか。

　　というのは、こういった部分について、ほかの部分でも上士幌に来ていただくような

事業、移住・定住事業というのはいろいろやっているわけです。総額を合わせると結構

な金額になるのではないかと。そろそろ町民からは、その効果はどうなのかということ

を問われ始めるんではないかという心配をするわけですけれども、その辺の狙いだとか

その内容について、現時点で考えている部分について、もう一度ご説明をお願いいたし

ます。

○議長（杉山幸昭議長）　松岡企画財政課長。

○松岡秀行企画財政課長　テレビ番組もＣＭも、両方どのように考えているかというご質

問でよろしいでしょうか。

（「はい」の声）

○松岡秀行企画財政課長　全ての世代、子育て世代から高齢者も含めて、移住を促進する

ようなＣＭ、番組になればいいなと。

　　今回の部分については、アクティブシニアだけに焦点化するとそういうことでは考え

ておりません。全領域、全世代を対象に、そのようなＣＭを番組をつくるということで

考えております。

○議長（杉山幸昭議長）　いいですか。

　　ほかに質疑ありますか。

（「なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　これをもって、議案第 48 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48 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 48 号は原案のとおり可決されました。

　──────────────────────────────────────
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◎監報告第４号の上程、報告

○議長（杉山幸昭議長）　日程第29 、監報告第４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４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２月分、３月分、４月分の例月出納検査結果を報告するも

のでございます。

　　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４号の監査結果報告といたします。

○議長（杉山幸昭議長）　代表監査委員より提出された例月出納検査報告書の収支状況等

は、添付を省略しておりますので、必要な場合は事務局で閲覧を願います。

　　以上で、監報告第４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30 、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）

○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
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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３回上士幌町議会定例会を閉会したいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声）

○議長（杉山幸昭議長）　ご異議なしと認めます。

　　よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。

　　これで本日の会議を閉じます。

　　今定例会が５月９日から18 日間の会期にわたり、本会議及び委員会の議事運営に特

段のご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。

　　以上をもって、平成 29 年第３回上士幌町議会定例会を閉会いたします。

（午後　２時５８分）
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上記、会議録の経過は、その内容が相違ないことを証するため、ここに署名する。

　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　議　　　　　長

　　　　　　　署　名　議　員

　　　　　　　署　名　議　員
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