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

◎開会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） ただいまより平成30年第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。 

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

◎議会運営委員長の報告 

○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。 

  議会運営委員会副委員長、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、５月31日午前９時より委員会室において、佐々木委員長が都合に

より欠席となり、議会運営委員４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、日程第４、陳情第２号は、産業経済建設常任委員会に付託し、会期中の審

査といたします。 

  ２点目は、日程第16、議案第45号から日程第21、議案第50号までの平成30年度一般会

計補正予算（第２号）並びに５特別会計補正予算は関連がありますので、６会計を一括

で提案を受け、一般会計関係は款ごとに、５特別会計は会計ごとに一括して質疑を行い、

議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

◎会議録署名議員の指名 
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○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

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

議員、８番、山本弘一議員を指名いたします。 

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

◎会期の決定について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から６月22日までの18日間といたしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から６月22日までの18日間と決定いたしました。 

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

知願います。 

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

◎諸般の報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  お手元に、平成30年３月１日から平成30年５月31日までの議会の諸会議等について報

告書を配付しております。内容等の朗読は省略いたします。 

  以上が諸般の報告であります。 

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

いたします。 

  これをもって諸般の報告を終わります。 

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

◎陳情第２号の上程、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第４、陳情第２号ぬかびら源泉郷スキー場営業継続に関す

る陳情についてを議題とします。 

  陳情の朗読を省略いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております陳情第２号は、会議規則第92条第１項の規定により、

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

（「異議なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、陳情第２号は産業経済建設常任委員会に付託することに決定いたしました。 

  以上で陳情審査を終わります。 

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

◎会議案第１４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第５、会議案第14号上士幌町議会議員定数・報酬及びあり

方等審議会条例の制定についてを議題といたします。 

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

を求めます。 

  ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） ただいま上程されました会議案第14号の提案理由の説明を申

し上げ、議員各位のご賛同を賜りたいと思うものであります。 

  この会議案は、さきの議会運営委員会を議員公開委員会として開催し、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。 

  上士幌議会では、議会活動の活性化を図るため議会改革の検討を行っておりますが、

その改革の一環として、議員定数及び報酬についても協議を重ねてきております。その

中で、議員定数と報酬の検討は、町民の意見に耳を傾け、本町の財政状況や管内情勢、

議員のなり手問題など、幅広い観点から検討を行うべきとの結論に達したところであり

ます。 

  このため、町民の意見を聞くための機関を設置する必要があると判断したことから、

本条例案を提案するものであります。 

  本条例案でありますが、制定条文は８条からなり、第１条は、審議会の設置を定めて

おります。第２条では、審議会の所掌事項として、１号で議員の定数及び報酬、２号で

政務活動費、３号でその他議長が必要と認めた事項とし、議長の諮問により審議をして

いただくこととしております。第３条では、審議会の定数や報酬、費用弁償など、組織

について定めております。第４条では、委員の任期を定めております。第５条で、審議

会に会長及び副会長を置き、第６条で、会議の運営方法を定めております。第７条では、

この審議会の庶務を議会事務局に置くこととし、第８条は、委任規定となっております。 

  附則として、第１項で、この条例は公布の日から施行することとし、第２項で、委員

の委嘱後の最初の会議は、議長が招集することとしております。 

  この会議案について、議員各位の賛同を賜り、ご議決いただきますよう申し上げ、会

議案第14号の提案理由の説明といたします。 
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○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより会議案第14号について

質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって会議案第14号に対する質疑を終結いたします。 

  これより会議案第14号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより会議案第14号の採決を行いま

す。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、会議案第14号は原案のとおり可決されました。 

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

◎会議案第１５号の上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第６、会議案第15号議員の派遣についてを議題といたしま

す。 

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

を求めます。 

  ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） ただいま上程されました会議案第15号の提案説明を申し上げ、

議員各位のご理解と賛同を賜りたいと思うものであります。 

  この会議案は、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得

まして、委員長である私が提案者となった次第であります。 

  会議案第15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、提案を申し上げるものであります。 

  本年度の研修会は、７月３日に札幌市札幌コンベンションセンターにおいて、講師に

は作家の加来耕三さん、さらに政治学者の岩井奉信さんをお招きして講演が実施される

予定であります。 

  なお、翌日は、電力販売事業に関する研修のため、議員全員で北海道ガス株式会社を

視察するものであります。 

  議員各位の賛同を賜り、会議案をご議決いただき、議員全員が参加し、研修を深めて
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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） 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15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。 

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

◎意見書案第１８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第７、意見書案第18号北海道主要農作物種子条例の制定に

関する意見書の提出についてを議題といたします。 

  意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である８番、山本弘一議員から提案理由の説

明を求めます。 

  ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） ただいま上程されました意見書案第18号北海道主要農作物種子

条例の制定に関する意見書の提出についての提案理由について、ご説明を申し上げます。 

  この意見書につきましては、上士幌町農民同盟から要請があり、さきの議会運営委員

会におきまして議会運営委員のご賛同を得まして、私が提案者となった次第であります。 

  以下、読み上げて提案説明といたします。 

  北海道主要農作物種子条例の制定に関する意見書（案） 

  我が国の食と農を支えてきた主要農作物種子法（以下種子法）が本年４月１日に廃止

されました。 

  種子法は、国や都道府県に対する公的役割を明確にしたものであり、同法のもとで、

稲・麦・大豆などの主要農作物の種子の生産・普及のための施策が実施され、農業者に
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は優良で安心な種子が、消費者にはおいしい米など農作物が安定的に供給されてきまし

た。 

  しかし、種子法の廃止により、今後、稲などの種子価格の高騰、地域条件等に適合し

た品種の生産・普及などの衰退が心配されています。また、地域の共有財産である「種

子」を民間に委ねた場合、長期的には世界の種子市場を独占する遺伝子組み換え企業が

日本の種子市場を支配していく懸念も指摘されています。 

  このことは、我が国の食の安全・安心、食糧主権が脅かされることであり、国民・道

民にとっても大きな問題であります。 

  また、種子法廃止案の可決に当たっては、種子法が主要農作物種子の国内自給及び食

料安全保障に多大な貢献をしてきたことに鑑み、優良な種子の流通確保や引き続き都道

府県が種子生産等に取り組むための財政措置、特定企業による種子の独占防止などにつ

いて、万全を期すことを求める附帯決議がなされています。 

  よって、本町議会は、北海道における現行の種子生産・普及体制を生かし、本道農業

の主要農産物の優良な種子の安定供給や品質確保の取り組みを後退させることなく、農

業者や消費者の不安払拭のために、北海道独自の種子条例を制定するよう、下記事項を

添えて強く要望いたします。 

  記。 

  １、将来にわたって北海道の優良な種子が安定的に生産及び普及が図られ、生産者が

安心して営農に取り組み、高品質な道産農作物が消費者に提供ができるよう、北海道主

要農作物の種子に関する道条例を早期に制定すること。 

  ２、対象農作物については、稲、麦、大豆といった北海道農業に欠かせない農作物を

位置付けるとともに、条例の円滑な推進に必要な財政措置と万全な体制を構築すること。 

  ３、食糧主権の確保と持続可能な農業を維持する観点から、優れた道産種子の遺伝資

源が国外に流出することのないよう知的財産の保護を条例に盛り込むこと。 

  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。 

  各議員の満場のご賛同を賜り、この意見書案をご可決いただきたく、関係者に送付い

ただきますようお願いいたします。 

  以上をもって、意見書案第18号の提案理由の説明を終わります。 

○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18号に対する質疑を終結いたします。 
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  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより意見書案第18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18号は原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第１９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第８、意見書案第19号2019年度地方財政の充実・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（早坂清光議長） ただいま上程されました意見書案第19号2019年度地方財政の充

実・強化を求める意見書の提出についての提案理由の説明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

いただき、私が提案者となった次第であります。 

  昨年５月町議会におきましても、国の2018年度予算編成に向けて、同趣旨の意見書を

提案し、ご可決をいただいたところでございます。 

  国においては、自治体が使途を自由に決められる地方一般財源総額は、骨太の方針

2015で、2018年度までは2015年度水準を下回らないように、実質的に確保すると明記さ

れていたこともあり、前年並みに総額が確保されてきました。 

  しかし、この実質同水準ルールが2018年度で期限切れを迎えることとなるため、2019

年度以降の地方一般財源総額のあり方については、経済財政諮問会議で今後決定する見

込みの、骨太の方針2018で方向性が示されることになります。 

  この間の経済財政諮問会議の議論では、委員から、地方財政と社会保障費の歳出削減

の２大ターゲットとされてきた経過があり、地方財政に関して油断を許さない状況にあ

ります。 

  こうした状況下で、国の2019年度の予算編成に向けて、地方財政の充実・強化を求め
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て意見書を提出しようとするものであります。 

  以下、意見書案の内容を読み上げて提案といたします。 

  2019年度地方財政の充実・強化を求める意見書。 

  地方自治体は、高齢化が進行する中での医療・介護、子育て支援など社会保障への対

応、地域交通の維持、森林環境政策の推進など、果たす役割が拡大する中で、人口減少

対策、大規模災害を想定した防災・減災事業の実施、公共施設の老朽化対策など、新た

な政策課題に直面しています。 

  一方、公共サービスを提供する人材が限られる中で、新たなニーズへの対応と細やか

なサービスの提供が困難となっており、人材確保を進めるためこれに見合う財源が必要

です。 

  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。特に「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

方財政全体の安易な縮小につながることが危惧されます。「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、自治体基金は景気動向による税収の変動、人口減少による税収減や地域の実情

を踏まえた政策課題に対応する目的で積み立てており、財政的余裕によるものではない

ことから基金残高を地方財政計画に反映させて地方交付税を削減するべきではありませ

ん。 

  地域で必要な公共サービスの提供を担保するための財源保障が地方財政計画の役割で

す。しかし、財政健全化目標を達成するために歳出削減が行われ、結果としてサービス

が抑制・削減されれば、本末転倒であり、住民生活と地域経済に大きな影響を与えるこ

とは明らかです。 

  このため、2019年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、歳入・歳出を的確に

見積もり、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。 

  記。 

  １、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充実など、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。 
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  ２、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と、公共サービスの提供に必要な人員を的確に把握し、これに見合

う地方一般財源総額の確保をはかること。 

  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た

経費を算定するものであり、廃止・縮小すること。 

  ４、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。 

  ５、2015年度の国勢調査を踏まえた人口急減・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、地方交付税を算定すること。 

  ６、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。 

  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。 

  ８、地方自治体の基金は、2004年度の地方交付税・臨時財政対策債の一般財源の大幅

削減による自治体財政危機、自治体にかかわる国の突然の政策変更、リーマンショック

などの経済環境変動下でも、災害の復旧・復興や住民の福祉向上のために必要な事業に

対応できるよう、財政支出の削減等に努めながら積み立てたものであり、これを地方財

政計画へ反映しないこと。 

  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。 

  内閣総理大臣以下、記載の各位に提出するものです。 

  議員各位のご賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。 

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

質疑ありますか。 
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（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第19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19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19号は原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第２０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第９、意見書案第20号「子どもの貧困」解消など教育予算

確保・拡充と就学保障、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2のへの復元、教職員

の超勤・多忙化解消・「30人以下学級」の実現に向けた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20号の提出について、そ

の内容等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、昨年まで、毎年同様の内容で全会一致で可決をいただいて、各関係庁

に提出をしている内容の意見書であります。 

  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。本来は、国が負担をすべきものであり、経済格差が教育格差につながらないよう、

教育予算を充実すべきものと考えます。 

  意見書案を朗読し、提案説明とさせていただきます。 

  2017年度のＯＥＣＤの発表によると、2014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、比較可能な加盟34カ国中、再び最下位となりました。その

一方、子ども１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り、
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日本の教育への公的支出の貧困は明らかです。さらに、昨年９月の厚労省「国民生活基

礎調査」では、18歳未満の子どもがいる世帯の子どもの貧困率は13.9％、ひとり親世帯

は50.8％と、前回調査から若干改善したものの、依然として７人に１人の子ども、半数

超の家庭が未だに貧困状態にあります。しかし、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、校舎等の修繕費がＰＴ

Ａ会計などの私費から支出されている実態、給食費、修学旅行費、テストやドリルなど

の教材費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

についても自治体で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、「給付型奨学金」が先行実施されたものの対象者等が限定されているこ

とから、未だに教育ローンともいえる有利子「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」は崩され、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、住む地域や環境に関係な

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。 

  また、義務教育費国庫負担率が1/2から1/3になったことで、定数内期限付き採用や非

常勤教職員が増加し、教職員定数の未充足などの状況が顕著になっている中、文部省は、

2018年度概算要求で、中教審の働き方改革特別部会の近況提言を受け、学校現場の働き

方改革に関係する予算要求として、９年間の教職員定数改善3,413人増の要求を行いま

した。しかし、この概算要求は実現されず、加配定数1,210人、2017年３月の義務標準

法改正による基礎定数化に伴う定数385人、計1,595人、このうち、小学校３～６年の授

業増への対応として要求した2,200人についても1,000人にとどまっています。また、財

務省・財政審も、2017年度に加配定数を基礎定数化したことや少子化を理由に、教職員

定数改善に慎重な態度で、教職員の働き方改革についても、教育委員会等の調査の厳

選・削減等を挙げ、自治体の自助努力ですすめるべきとの態度をとっています。 

  しかし、教職員の７～８割が時間外労働過労死ライン80時間を超えている中、教職員

の多忙・超勤実態解消は喫緊の課題です。そのためには、中教審特別部会の緊急提言な

どによる業務量の抜本的削減を蔑ろにした時間短縮などではなく、教職員の無制限・無

定量の超過勤務を容認する「給特法・条例」を廃止するなどの法整備の見直し、所定勤

務時間に収まるよう授業時数・業務総量を削減するとともに、そのために必要な、義務

標準法改正を伴う「第８次教職員定数改善計画」の策定による教職員定数改善、「30人
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以下学級」など少人数学級の早期実現、全教職員による協力協働体制による「学校づく

り」を具現化するよう、各自治体から議会意見書などにより多くの声を国にあげていく

ことが必要です。 

  これらのことから、国においては、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、実効性のある教職員の超勤・多忙化解消の早期実現など、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します。 

  記。 

  １、国の責務である教育の機会均等・水準の最低保障を担保するため、義務教育費を

無償となるよう、また、義務教育費国庫負担制度の堅持、当面、義務教育国庫負担金の

負担率を1/2に復元すること。 

  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も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、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・奨学金制度のさらなる拡大、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、高校授業料無償制度への所得制限を撤廃すること。 

  以上をもって、意見書案第20号の提案理由の説明とさせていただきます。 

  議員各位の満場の賛同を賜り、この意見書案を可決いただいて、関係官庁に送付いた

だきますようよろしくお願いいたします。 

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

質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第20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20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。 
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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、意見書案第20号は原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第２１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第10、意見書案第21号教職員の長時間労働解消に向け、

「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（給特法）」の廃止

を含めた見直しを求める意見書の提出についてを議題といたします。 

  意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である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21号の提出について、そ

の内容等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。 

  現在、国会において働き方改革の審議が進んでおりますが、教職員の長時間労働は、

先延ばしのできない問題であり、子どもたちにもかかわる重要な問題だと思っています。 

  意見書案の実態について詳しく記載をしておりますので、朗読をして提案説明とさせ

ていただきます。 

  2017年４月に公表された文部省「教員勤務実態調査（平成28年度）の集計（速報値）」

において、厚労省が過労死の労災認定の目安としている月80時間超の残業に相当する教

員が小学校が33.5％、中学校57.6％に達していることが明らかになりました。 

  こうしたことから、文科省は、中央教育審議会に教員の時間外勤務の改善策の検討を

諮問し、中教審は「学校における働き方改革特別部会」を設置し、昨年12月に「新しい

時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方

改革に関する総合的な方策について（中間まとめ）」を公表しました。しかし、「中間

まとめ」は「学校及び教師が担う業務の明確化・適正化」などについての検討は行った

ものの、依然として「給特法」の問題に踏み込んでいません。 

  教職員の長時間労働に歯どめがかからない大きな要因として、「給特法」の存在があ

ります。「給特法」は、「正規の勤務時間を超えて勤務させる場合は、政令で定める基

準に従い条例で定める場合に限る」（６条１項）と規定し、政令は「原則として時間外

勤務を命じない」「命じる場合は、超勤４項目の業務に従事する場合であって臨時又は
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緊急のやむを得ない必要があるときに限る」と規定しています。 

  しかし、学校現場では、時間外勤務を行わなければ膨大な業務を消化できず、「命令

によらない」時間外労働が常態化しており、「給特法」は現場実態と著しく乖離してい

ます。その上、超勤４項目以外の業務に従事した場合については何の定めもなく、教員

の「自発的勤務」として時間外勤務に当たらないとされています。また、「給特法」は、

労基法37条を適用除外し「時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない」（３条２

項）と規定していることから、教育委員会・管理職による勤務時間管理や時間外勤務規

制の責務までも曖昧にしています。現在、教員の時間外労働は、「給特法」制定時の月

６時間程度から大幅に増加しており、「給特法」の見直しは必須です。 

  今国会において「働き方改革」が重要な課題となっており、その解消に向けて「労働

基準法」の改正案が議論されています。長時間労働是正に向けては、時間外労働を抑制

する法制の検討が肝要となります。したがって、学校における「働き方改革」を進める

に当たっても、まず、教員職員に係る勤務時間管理の根幹をなす「給特法」についての

議論がなされてしかるべきです。何より「給特法」は、労働条件に関する最低基準を定

めた「労働基準法」の一部適用除外を定めた法律であることから、殊さら厳格な運用が

求められるものであり、法と実態が乖離し、また、法の趣旨が形骸化している現状の改

善なくして学校現場の働き方改革はなし得ません。 

  こうしたことから、教育職員の長時間労働解消に向け、実態と乖離している「給特法」

の廃止を含めた見直しを行うため、次の項目について要請します。 

  記。 

  １、教育職員の長時間労働解消に向け、実態と乖離している「公立の義務教育諸学校

等の教育職員の給与等に関する特別措置法（給特法）の廃止を含めた見直しを行うこと。 

  以上をもって、意見書案第21号の提案理由の説明とさせていただきます。 

  議員各位の満場の賛同を賜り、この意見書案をご可決いただき、関係官庁に送付いた

だきますようよろしくお願いいたします。 

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

質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第21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21号の採決を行い
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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21号は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午前１０時４５分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時４５分） 

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

◇ 伊 東 久 子 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第11、一般質問を行います。 

  一般質問は、４名の議員からお手元に配付のとおり通告を受けております。 

  一般質問の時間制限など、留意事項については既にご承知のことと思いますので、省

略いたします。 

  それでは、順次発言を許します。 

  １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） それでは、質問をさせていただきます。 

  私は、町民及び移住者のための住宅事情と町内会加入の状況についてお聞きをいたし

ます。 

  上士幌町は住生活基本法に基づき、平成26年度に各種住宅施策を推進するため、平成

36年度までの10年間の住生活基本計画を策定しました。 

  計画後４年が経過しましたが、移住者、町民の希望する住宅が少ない状況にあり、中

間見直しを前倒しで行う必要があると思います。 

  平成30年４月末日には、上士幌町の人口が、４年ぶりに念願であった5,000人に達し

ました。町長初め関係職員、町民の皆様の努力に敬意を表したいと思います。特に10代

から40代の人口が増加していることは大変うれしいことです。 

  人口増については課題もあるように思われます。移住者、町民のための住宅が少なく、

移住を諦めている方もいるようです。行政としてどのような認識をお持ちなのかお聞き

します。 

  １つ、賃貸住宅が多く建てられましたが、狭い宅地に建てられているため、家族持ち
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の人が住みにくく家賃が高額であるため、多くは従業員住宅であるため、町民、移住者

のための住宅が足りない。空き家対策、リフォーム対策を早急に進めなければならない

と思います。 

  10年先、20年先を考えた住宅事情になっていないのかと感じます。町長の見解をお聞

きいたします。 

  ２番目といたしまして、賃貸住宅に住んでいる方が、一部、町内会に加入していない

状況にあると思います。防犯上、行政サービス上、問題はないでしょうか、お聞きしま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 町民及び移住者のための住宅事情と町内会加入の状況について、伊東議

員のご質問にお答えいたします。 

  上士幌町の住生活基本計画は、住宅政策の方向性や課題について整理し、民間賃貸や

公的賃貸の大枠を想定した上で平成26年度に策定し、計画期間の平成27年度から３年が

経過し、今年度が４年目となっております。計画の設定値の一つであります人口5,000

人については、４月30日時点で達成している状況でありますが、世帯数など想定を上回

る状況もあらわれてきております。 

  これらの数値の検証も必要であるとともに、今年度行っている賃貸住宅助成事業の経

済波及効果調査業務の結果も踏まえ、計画の後期に向け、住宅政策展開の修正が必要か

どうか検討を行ってまいります。 

  人口増についての課題ですが、昨年度末３月から今年度初めにかけて、賃貸住宅の建

設状況への問い合わせや公営住宅の申し込みが多く寄せられており、住宅需要は継続し

ていると認識しております。 

  賃貸住宅の建設状況は、平成20年度からの累計で294戸の賃貸住宅の助成を行ってお

り、直近３年間の建設戸数は全体の半数以上の161戸が建設され、さらに今年度は80戸

程度が建設予定であります。 

  近年の傾向としては、社員住宅より一般入居者向け、集合住宅より戸建ての世帯対象

の住宅が多くなっております。このような状況を踏まえながら、住宅需要の動向を注視

し、民間賃貸住宅及び福祉的要素の強い町営住宅の調整を図りながら住宅施策を充実さ

せてまいります。 

  空き家対策としましては、利用可能なものについては、地元ＮＰＯ法人と連携をしな

がらインターネット等を活用して情報の提供を行っており、まちづくり会社では、起業

に向けたチャレンジショップ等の可能性について調査検討を行っているところでありま
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す。老朽家屋等の対策としては、環境改善などの観点から、解体費の助成制度を実施し

ております。 

  また、快適な住環境や多様な世帯に対応するためリフォームの助成や、子育て世帯へ

の中古購入助成により活用が図られるよう対策を講じてまいります。 

  ２点目の賃貸住宅に住んでいる方の町内会への加入状況等についてですが、価値観の

多様化やライフスタイルの変化により、町内会への未加入は全国的な課題となっており

ます。本町においても議員ご指摘のとおり、世帯数の増加と比較して、町内会への加入

が余りふえていない実態にあります。 

  町内会・行政区は、各種広報物の配布、防犯、環境美化活動や親睦活動などを通じて、

地域住民の福祉向上やコミュニティーの醸成に大きく寄与するとともに、行政と地域住

民を結ぶパイプ役や地域防災・高齢者の見守りなど、重要な役割を果たしていただいて

おります。町内会に加入されていない方につきましては、広報誌の町ホームページへの

掲載や各公共施設に配置するなど、情報提供に努めているところであります。 

  町内会への加入については、転入届の際に窓口で加入の呼びかけを行うとともに、町

の賃貸住宅建設助成事業に基づき、賃貸住宅を建設される申請者にも町内会・行政区の

意義を理解していただき、住宅入居者個人への町内会加入の要請やごみ分別回収の徹底

等を、契約時に指導していただくよう依頼しているところであります。 

  今後も、地域住民がお互いに交流し、地域のきずなを深め、より安全・安心に暮らす

ためにも、町内会への加入促進に継続的に取り組んでまいりたいと考えております。ま

た、町内会への加入率の低下は全国的な課題でもあるため、先進地事例を参考に、加入

促進に向けた新たな取り組みについても検討を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで、15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴もってお知らせいたします。 

（午前１０時５４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０６分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 今年度の賃貸住宅の経済波及効果の調査の結果を見ながら、後

期に向けて修正が必要かどうか検討するということに、答弁のほうでなっておりました

が、現在、町民が住むところがなくて困っているということは、行政に余り伝わってい
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ないのかなと、そんな感じもいたします。 

  移住定住の窓口、これはコンシェルジュもそうですけれども、移住を促進する会、あ

と生涯活躍のまち等で、月１回、何か会議を開いて、この住宅問題についても３者が共

有されているような感じなんですけれども、これもその会社だけが共有されていても、

これはなかなか行政が加わらないと解決できないような状況だと思うんですけれども、

このことについてもお伺いいたします。 

  それと、26年から始まりました上士幌町の住生活基本計画において建設されています

から、急に方向転換というか、解決できないというような認識は私も持っておりますけ

れども、町長は、その方向転換ができるような形をとれるかどうかをお聞きいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 人口減少の歯どめに大きな役割を果たしたのが、今進めています賃貸住

宅の助成制度だと、そんなふうに思っております。 

  これまでは、人口が減ると同時に、よそから上士幌に大勢の人方が仕事に来て、上士

幌からよそに行くという人が少ない。いわゆる、よそに住まいがあって上士幌に来る。

ですから、上士幌に住んでいない人が多いということだったんです。それと当時に、仕

事の求人も相当あるということで、人口減少に歯どめ、いわゆる定住化を進めるための

策として、議員の皆さん方のご理解を得て、非常に思い切った賃貸住宅の支援制度をつ

くらせていただきました。 

  そのことで、例えば農業法人の関係も、外国人の働き手だとか、あるいは若い人が働

くにしても住宅がなくて、非常に貧しいプレハブ等々での住宅が解消されていって、非

常に快適な住環境が起きてきて、それで、多分、定着にもつながってきているのだろう

というふうに思いますし、それがほかの法人にも広がって、極めていわゆる雇用の関係

からも、この役割を果たしたというのは、非常に大きな意味を持っているというふうに

思っております。 

  それまでは、ほとんど賃貸住宅というのは、マンション等々もそうですけれども、こ

の町にはなかったんです。民間が不動産を建築するということがほとんどなかったとい

うことであります。それは、需要があるというふうになかなか思えていなかったという

ことだというふうに思いますけれども、そのような政策のもとで、例えば、早期には介

護施設の関係での長期契約だとか、安定的な契約を結びながら住宅が確保されていって、

定住化につながっていったということであります。 

  この移住者の関係もそうですけれども、移住政策をとったのが平成18年、2007年問題

と言われた団塊の世代がリタイヤをして、もう一回、田舎に戻ってくるのではないだろ
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うかとか、あるいは定年退職になって、もう一度、自分たちの生き方を田舎で暮らそう

だとか、こういう大きな社会現象が起きるだろうというようなことも想定して、いち早

くこれに取り組ませていただきました。 

  当時は、議員からも、あるいは町民からも、何で移住者にという話もありましたけれ

ども、特別移住者にお金をかけているわけでもなかったんですが、そういった意味でい

くと、このありのままの上士幌町を知っていただいて、そして、この町に住む値がある。

例えば仕事や、あるいは友達関係だとか自然環境だとか、これが自分にとって非常に快

適なんだというような人に、最終的に住んでもらうということだろうというように思っ

て、これまで進めてきております。 

  ですから、特別見ばえのあるだとか、いろいろ化粧をしてＰＲするということでなく

て、そのためには、お試し暮らしのところをしっかり充実をして、その間に上士幌町の

いいところ、悪いところ、自分に合っているところ、そうでないところ、それを確認し

た上で、よければ住んでもらいたいなというのが、一貫した考え方であります。 

  したがって、この住宅問題も、そういった意味では移住者だけどうするかということ

ではなくて、町内の住宅環境をどう整備するかといった中で、移住者の方々もそれに合

致すれば、それに入っていただこうというのが基本的な考え方として、今、進めさせて

いただいているということであります。 

  今の住宅が足りないということは、これは不動産関係が、需要があればそこに建築す

るというふうに思っております。当初、社員住宅が軸でありましたから、確かに単身者

用の住宅がほとんどだったわけです。しかし、いろいろとこのニーズを踏まえた上で、

今、家族持ち、あるいは子育て世代だとか、このように多様な住宅が建築されてきてお

ります。こういったところに、基本的にはやっぱり反映をして、ニーズがあるというこ

とがわかれば、これからも建てられていくのだろうというふうに思っております。 

  それと、公営住宅の関係でありますけれども、公営住宅については、あくまでも福祉

住宅という視点で捉える必要があるだろうというふうに思います。町が住宅を建てて、

民間の賃貸住宅やそれらを圧迫するようなことがあってはならないなと、こんなふうに

考えております。 

  いずれにしても、非常にいい循環で、経済の波及効果にも相当伝わっていると思うん

です。ですから、来たい人がここで住めるような環境を整えていくというのは、極めて

大事だというふうに思いますので、官民挙げてそれらの情報提供なり、あるいは可能性

があれば、さらに建築をしていただくと。町としては、それらに対してどう支援をする

かというのが、これまでもそのスタンスでありますし、これからもそのような視点で取
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り組んでいきたいというふうに思います。 

  方向性の検討でありますけれども、計画についてはあくまでも計画でありますから、

時代の変化とともに柔軟に対応するというのが、これはもう当たり前といいますか、極

めて常識的なことだというふうに思います。それにふさわしいくらいの大きな変化が起

きているということです。 

  確かに人口が減るというのが前提であって、これがいつまでもふえるとは、なかなか

そうは思えないんですけれども、人口の歯どめがかかって、今の世帯数は多分、今、こ

の町始まって以来、最も世帯数がふえているという状況にあります。ことしに入っても

世帯数としては二十数世帯がふえておりますから、そういった意味で住宅の事情、堅調

な住宅ニーズがあるということを踏まえて、多様な対策を講じていく必要があるんだと、

そんなふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 平成20年度から賃貸住宅、約300戸ぐらいの助成がされてきた

と思っております。 

  これは従業員住宅というか、賃貸で建てているのは、従業員の方たちがもう借り切っ

ているから、ほかの人たち、本当に住宅に困っている人たちが入れないような状況にあ

ると思うんです。 

  あいているところは数戸かあるんですけれども、それも従業員のためのということで

貸していただけないということがあるのと、従業員の方たちについては、家賃の半額と

か３分の１とか多分出ているんだと思うんですけれども、そうじゃなくて、町民、親元

へ帰ってきて、そして生活する人たち。多分、年収が200万前後くらいの人たちの入る

住宅が少ないと、そういうような話をたくさん聞きましたので、今回も私だけではなく、

同僚の議員もたくさん聞いていると思うんですけれども、もう皆さんで住宅を探したと

いう経緯がありますので、そういう人たちのための住宅が必要なのかなと思っておりま

す。 

  現在、建てられております賃貸住宅については、箱型ので隣と隣の間が本当に狭くて、

こんな宅地の広いところで、あんなにたくさん住宅を建てるんではなくて、庭や家庭菜

園等がついているような、そして、入るときは独身で入っても、そこで家族がふえると、

そういうところの住宅が私は足りないんでないかと、そういうふうに思っております。 

  今、町長、計画の見直しも、その都度ということでお聞きしましたが、一応、地方公

務員だとか、それから団体職員なんかについては持ち家制度というのがありますので、

それは建設してもらうということで、今、町の職員住宅というのが数件あると思うんで
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すけれども、そこと教職員住宅ですか、リフォームすれば家族持ちの人も入れるような

状況にあると思うんです。 

  それで、私が常日ごろ思っているのは、協力隊員の方が賃貸住宅に入るのではなくて、

協力隊の人というのは大体任期３年だと思うんですけれども、その３年間は、やはり職

員住宅のリフォームを早急にして、そこに入ってもらうと。そして、地元に残るようで

あれば家を建てていただくと、そういうような方法もあるんでないかと思うんですけれ

ども、町長はどのように考えておりますか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 当初は、従業員住宅ですが、かなりのウエートを占めているというのは、

当初のそもそもの発端がそこにありましたので、そうだろうというふうに思いますが、

先ほど申し上げたように随分変わってきているということ。 

  それと今、町なかに建てられているところも、今段階で入居者の募集をという看板が

立っているんです。ですから、それは特定の、いわゆる企業の持ち物の、あるいは契約

をした住宅ではなくて、一般を対象にした住宅を建築しているというふうに、町の中を

歩きながら実感しています。これは、今までなかった動きだろうというふうに思ってお

ります。 

  そういった意味では、多様性がもう出てきているんだろうと。かなり民間のレベルと

しては柔軟に、ニーズがあればそこに的確に対応するような、そういう動きだろうとい

うふうに思っています。 

  今、もう一つお話あったのは、これはＵターンというお話だろうと思うんです。これ

また非常にうれしい話です。なかなか町から出ていって、町に帰ってきたいだとか、町

で住むという、これまでは余りなかったんです。そういった意味では、この町で、生ま

れたところで、いろんな事情があったにせよ、戻ってきてそこで生活をしたいと。これ

は、まちづくりがある意味では評価されていることだというふうに思いたいなというふ

うに思いますので、非常にうれしい話だなというふうに思います。 

  200万だとかいうのは、やっぱり公営住宅は、あくまでも福祉住宅ということであり

ますから、そういったＵターンだとかそういう意味でのどれだけ本当にニーズがあるの

かどうかというのは、なかなか見えないところがありますから、建てたはいいけれども、

なかなか入る人がいないということでは、いかがなものかなというふうに思いますので、

当初の状況では公営住宅に入る。もう、むしろあいてくるという前提で計画をつくり直

しをして、そして、遠いところのお年寄りが町なかで快適に住んでもらうような、そう

いうコンパクトなまちづくり、いわゆる住まいの変更なんかについてやってきたところ
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でありますから、そういうニーズがどれだけあるのかなというのも、これはやっぱりし

っかり調べておく必要があるだろうと思いますし、民間の空き家の住宅です、そういっ

たところも、実はＮＰＯも不動産の調査はしておりますけれども、不動産の資格を持っ

ていないということでありますから、あっせんだとかそのようなところまで今までいか

ないわけです。ただ、ことし、最近になって、町内で取得した方もいらっしゃいますし、

新しくできたまちづくり会社にも、そういう資格を持った人もおります。 

  そのように、より現実的に住まいの空き家の対策だとか住みかえだとか、こんなこと

も１つあるのではないだろうかなと、そんなふうに今は考えたところでございます。 

  協力隊の件でありますけれども、協力隊については文字どおり、この町に協力をして

いただくということで、国の制度でやっている事業であります。いる間に、自分たちの

持てるスキルを十分発揮して、できれば、そのうちこの町で就労して仕事をしたいとい

うか、定住してほしいということでありますけれども、そのような関係で、住宅の手当

の関係は、国が満額支援をしているということがございます。 

  ですから、一般の安いほうでもいいよという方々については、一般の住宅だとか、役

場の職員住宅は、やっぱり今のところは職員住宅のためにということがありますので、

そう簡単に、それじゃ、そこをオープンにするとなれば、本当にいろんな改正が必要に

なってきますし、教員住宅についてもそのような状況が出てきますけれども、協力隊に

ついてはそういった視点であるということです。 

  もし、３年の後、本格的にこの町に住むということになれば、自分の住まいを独自に

探してもらうというようなことではないだろうかなと、そんなふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） コンシェルジュと、それから移住を促進する会、生涯活躍のま

ち、この３者が月１回、いろんな不動産の話だとか、空き家の話だとか、十分されてい

るようではありますが、要するに、年収の少ない人たちの入る場所がないと、そういう

ことが一番の課題になっているようです。 

  それと、今、建っている賃貸住宅については５万から６万ぐらいすると。年収200万

ぐらいではそれを払えないと、そういうような状況で困っているような話をしておりま

したので、この３者で話ししたことは、多分行政に伝わっているんだと私は感じており

ましたが、それは伝わっていないんでないかということを、今、確認をしておりました。 

  それと、移住定住のためのお試し住宅というのが、今、結構ありますよね。緊急のと

きにはそこを使わせるという方法も、もう移住する人たちのためだけじゃなくて、本当

に町民が困っているんであれば、そこを使わすという方法もあるんでないかと思うんで
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すけれども、この点について、町長どのように考えておりますか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 おためし暮らしはおためし暮らしとして、それはやっぱり移住はそう簡

単にすぐ成り立つ、気楽に成り立つ話でないんです。 

  短期に来て、そして、よければまた冬に来て、そして、もう少し長い間滞在して、い

ろんな段階をクリアして最終的に住むということに、今までのデータからいってもそう

いう状況です。 

  大体がお試し暮らしをした方々の割合として、10％から10％ちょっとぐらいです。10

世帯経験して、１つから1.幾らくらいというような確率です、今までずっとトータルし

てみると。 

  やっぱり、一定のそういった意味では、いわゆるおためし暮らしの住宅というのはし

っかり確保しないことには、来たいときに来られない。むしろそちらのほうも、多分、

特に夏なんかというのは来られなくなってきていますから、せっかく来たいにもかかわ

らず、そういうマッチングの機会を失っているということでございます。そもそも定住

するというのは、それとは別な対策を講じるというのが望ましいんだろうなと、そんな

ふうに思います。 

  改めてでありますけれども、公営住宅のそういった方々、いわゆるＵターンだとか、

上士幌から出て、もう一回来たいというところに住まいがないというようなことが、今、

大きくあるとすれば、その対策をどうするかということは考える必要があるだろうとい

うふうに思います。 

  町なかのほうに公営住宅を建てて、お年寄りが町なかへ来て、安心して買い物ができ

たり、風呂に入ったりするという、そういう環境が今、西団地のほうを軸にしながら移

動のことやっていますけれども、そこには子育て世帯のものがあります。もし、今の住

宅の中で、公営住宅の中で希望がもしなければ、そういったところも子育て世帯に、一

般に募集を開始して受け入れていくということは考えられるかなと、そう思っておりま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 今、家族持ちというか、一戸建ての住宅がだんだんふえてきて

いるということをお聞きしました。 

  私は、どのくらい今建築されているか調査していませんのでわかりませんが、今まで

この計画立てられましてからの課題としては、やっぱり周辺環境と調和して、町の魅力

を創出する住環境対策というか、それが豊かな自然に調和する住環境対策が必要ですと
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いうことが課題でありました。 

  ですから、隣と隣がほんの少ししかないような住宅ではなく、野菜畑というか、そう

いうものまではなくてもいいけれども、せめて花畑ができるくらいの、そんな住宅の建

設ができることを望んで、この件について質問をいたしました。 

  次に、町内会加入の状況なんですけれども、転入時に必ず、戸籍のほうで加入してく

ださいという説明を受けているのは、これは私も知っております。 

  でも、実際、それは加入されていませんので、私たちもともといた者にとっては、隣

に誰が住んでいるのか、男性なのか女性なのか、個人情報だからそんなこと知る必要も

ないと言われればそれまでですけれども、どこで働いているのか、何をしている人たち

なのかと、物すごく不安があります。そして、その住宅がどこの法人の持ち物なのかも

一般町民の方はわかりません、どこにもその看板がないように思います。 

  そして、幾ら行政が町内会加入を勧めても、事業主さんの協力は本当に必要だと思う

んです。行政サービスなんかも、ごみの分別だとか、あと広報が回っていないんでない

かということと、それから広報が回っていないということは、町の行事なんかもわから

ないんでないかと思うんです。それで、ぜひ町内会に、これから視察をしてと言ってお

りますが、町内会加入を進めていただきたいなと思います。 

  けさのテレビのニュースで、札幌市で、町内会加入者が少ないので条例をつくるとい

う話が出ておりました。条例まででなくても、先進市視察をして、私たちも声かけられ

ないんです、なかなか。そんなこともありますので、ぜひ、それを力を入れて進めてい

ただきたいなと思っていますが、町長の考えはいかがでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 そもそも田舎のよさは、近隣関係の濃密な人間関係というのが従来から

ずっとあったわけでありますけれども、都市化がいろんなところで精神的に進んできて

いるんだろうと思うんです。ここに書いてあるように、なかなか拘束されたくないとい

うか、余り干渉されたくないと。 

  都市に行く若者の一つの理由というのも、その辺にあるらしいんです。隣とは余りか

かわり合いたくないから、向こうのほうが自由に伸び伸びとやれると。こちらに来て、

若者であれば、今時代も含めてそういう人が多くなってきているのかなと、そんなふう

に思ったりしています。 

  それと同時に、時代によって、若者の単身者のときと、夫婦世帯のときと、それから

子どもができて子育て世帯になってそこで住んでいる状況と、やっぱり状況によって随

分地域とのかかわり方も変わってくるんだろうと思っています。 
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  今、若い人方がどんどん来ていますけれども、もし、結婚されて子どもさんができる

と、どうしても地域のかかわりというのは避けられない。学校を通してＰＴＡの活動だ

とか、友達の子ども同士の付き合いだとか、そのようなことも出てきますので、そうい

った意味での、世代によって起きるな、そういうふうにつながっていってくれればいい

なというふうな期待は少し持っていますけれども、もう一つ、やっぱり全体的には、そ

もそもこの地方であっても、いわゆる冠婚葬祭がどんどん少なくなってきています。お

葬式も、今までは町内会がお世話をしてやっていたのが、だんだん事業者を軸にしてや

る家族葬になってきたり、ある意味では、町内会のほうに迷惑かけたくないというふう

な思いがあるのかもわかりませんけれども、そのようなことで、また、一番大事なお葬

式だとか結婚だとか、それからいろんなお祝い事だとか、それらがほとんど今の時代に

失われてきていると。これが、また町内会活動を希薄化させている大きな要因の一つな

んだろうと。それは、そう簡単に今の流れを変えるというのは、多分相当難しいことだ

ろうなと、そんなふうに思います。 

  ただ、防災のことだとか、防犯の問題だとか、そういった意味ではお互いに助け合う

ということが、やっぱりそれは極めて大事なことなので、何らかの形で町内会とかかわ

りを持つということは必要だというふうに思います。 

  先ほど、札幌市の事例の話しされました。これ、強制的に加入をしなければならない

という、そこまではいくものではありませんけれども、やはり精神的に町としては、町

内会の加入は非常に望んでいるんだということをメッセージとして発信するためには、

それも一つの方策なのかなというふうに思って、それらのところもこれから勉強してい

く必要があるだろうなと、こんなふうに思って、最後のところに入れさせていただいた

のは、そういったことでありました。 

  都会も地方も同じような悩みを抱えているということでありますけれども、今お話あ

ったように、従来から住んでいる方々は、この町に新しく来た人方をウエルカムの気持

ちで迎え入れるという、そういう姿勢を、また何らかの形で移住者の方々にも伝えてい

ったりしながら、いい関係をつくれることをこれからも模索をしていかなければならな

いと、そんなふうに感じたところでございます。 

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

  ここで暫時休憩します。 

（午前１１時３３分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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（午前１１時３４分） 

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

◇ 山 本 和 子 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 私は、大きく２点について一般質問を行います。 

  １点目、教育費の保護者負担軽減に向けて。 

  上士幌町は、保育料や高校生までの医療費の無償化等、全道に先駆けて充実した子育

て政策を実施していますが、さらに全ての子どもたちの教育を保障するため、下記につ

いて質問いたします。 

  １、学校給食の無料化を。 

  学校給食は教育の一環であり、「子どもたちが豊かな人間性を育み、生きる力を身に

つけるためには、何よりも「食」が重要である」と、平成17年に制定されました食育基

本法に明記されました。また、文部科学省の食に関する指導の手引でも、「各教科等に

おいて学校給食を「生きた教材」として取り組む」と書かれております。このことから、

給食費は、義務教育は無償の原則に沿って無料にするべきです。 

  管内では、足寄町、陸別町、浦幌町で無料化を実施していますし、全国的にもふえて

きています。上士幌町でいえば、認定こども園は料金の無料化に伴い給食も無料ですの

で、むしろ学校給食こそ無料にすべきではないでしょうか。 

  また、今、貧困問題や居場所づくりの観点から、行政や民間団体による子ども食堂が

ふえています。食の大切さは何よりも大事な教育です。 

  以前の質問では、消費税が10％になるときに検討するとしていましたが、子どもたち

のため、十分検討するべきです。 

  ２点目、高校教育の就学援助の充実を。 

  上士幌町は、平成23年度より町独自の施策で、町内居住の上士幌高校生に学用品、給

食費等の就学援助を行っています。そのさらなる充実と、さらには町外に通う生活の大

変な生徒への就学援助も大切です。 

  国・道では、平成26年度より、生活保護世帯と非課税世帯の生徒に、学用品等を支給

する奨学給付金制度を創設しています。申請は各高校を通じてされますが、その状況を

把握しているのか、各種制度の紹介等を行い、町内外の高校生の教育も保障するべきで

す。 

  大きな２点目です。 

  町民の健康を守るために。 
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  今年度より、各市町村で実施してきた国民健康保険制度が、北海道を１単位とした広

域化になります。かかった医療費を全道１つにまとめて、各自治体に標準保険料を示し、

保険税も統一するものです。大きな狙いは、医療費を抑制し、国の負担を削減するもの

です。 

  今まで、上士幌町は予防等に力を入れて医療費を抑えて、この間、保険税も大幅な引

き上げをせずに来ていますが、難しくなることも予想されます。 

  既に、北海道から示された納付金の額も決まり、町の保険税も６月議会に提案される

予定です。新制度になっても、町民の健康を守り、安心できる国民健康保険制度にする

のは町の責任ですので、下記について質問いたします。 

  １、町民の健康づくりについて。 

  平成22年から40歳健康づくりスタート事業、昨年から18歳から39歳の健康診査の無料

化や、40歳から74歳特定審査の無料化を実施しており、受診率向上等の成果が出ている

と思います。成果と今後の課題についてお聞きいたします。 

  ２、国民健康保険税に引き上げにならない手だてを。 

  道の示す標準保険料は、市町村の医療水準等が考慮されることになっていますので、

より一層予防に力を入れるべきです。 

  町独自の施策として、子どもの均等割（１人当たりの税金）に軽減制度を導入するこ

とや、低所得者も減免できるように保険税減免制度の充実を図るべきです。これらの町

の減免に係る費用は、一般会計からの繰り入れは認められております。 

  また、保険税を払えない世帯への資格証明書の発行をしないようにするべきです。 

  以上、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 教育費の保護者負担軽減に向けて、山本和子議員のご質問

にお答えします。 

  １点目の学校給食の無料化につきましては、これまでもご質問を受けておりますが、

平成27年12月議会での一般質問の際は、消費税が10％になるときに、学校給食費改定の

取り扱いを検討していくと答弁しております。 

  義務教育における学校給食は、学校給食法第11条に、学校給食の実施に必要な施設及

び設備に関する経費並びに学校給食の運営に要する経費は設置者の負担、その他の学校

給食に要する経費は保護者負担となっております。このことから、本町においては、賄

い材料費分を給食費として保護者に相応の負担をしていただいております。 

  学校給食費は、平成21年度の改定以来、平成26年の消費税率８％への引き上げもあり
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ましたが、保護者の経済的な負担軽減を図るため、小学生は217円、中学生は269円と据

え置いてきており、消費税３％分の80万円については、町で負担しております。また、

学校給食の質の充実と食育の観点を踏まえた食生活の形成を目的に、年間150万円、さ

らに原材料の高騰に伴う物価調整分として50万を町が負担しております。 

  賄い材料費分に相当する給食費は保護者負担を基本としながらも、子育て支援の観点

から、総合的に学校給食のあり方について検討してまいりたいと考えております。 

  ２点目の高等学校の就学援助の充実につきましては、上士幌高等学校の支援策の一つ

として、北海道上士幌高等学校振興会が、本町に在住し、かつ世帯収入が生活保護法に

基づく基準の1.3倍の額を超えない高校に通う生徒の保護者に対して、就学援助を実施

しています。 

  また、各種検定料、模試試験料や講習教材費の全額補助、札幌予備校への参加経費の

補助を行っており、教育に係る経費の負担軽減をし、教育の保障に努めているところで

す。 

  国・道では、議員が示されているように、平成26年度より、高校生等奨学給付金制度

が創設され、生活保護受給世帯及び住民税非課税世帯が、教科書費、教材費、学用品費

等、就学援助と同様の給付を受けることができるようになりました。地元、上士幌高校

では、この制度が創設以来、保護者への制度の周知と申請受け付けを行っているところ

です。 

  また、上士幌中学校では、学校便りで就学援助や補助に関する情報を紹介するととも

に、進路説明会において、高校の進路指導担当者から各種奨学金制度の紹介等を行って

おります。 

  今後も、全ての意志ある高校生が安心して勉学に打ち込める環境を整えていくため、

必要な支援に努めるとともに、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、

教育の実質的な機会均等に寄与できるさまざまな情報発信に努めてまいりたいと考えて

おります。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 続いて、町民の健康を守るために、答弁させていただきます。 

  今年度から、国保都道府県単位化による大きな目的は、都道府県が国保の財政運営の

責任主体となり、安定的な財政運営や効果的な事業の確保など、国保運営に中心的な役

割を担い、制度を安定化することにあります。また、道内の被保険者の負担の平等化も

進めるものであります。 

  具体的には、北海道が財政運営の責任主体となり、国保運営方針に基づき、市町村と



－32－ 

ともに国保事業の運営を行っていくものです。北海道は、道全体の国保医療費などをも

とに各市町村の国保事業費納付金を決定し、その納付金額に応じた標準保険料率を示し

ます。各市町村は、国保事業費納付金を納めるために、必要な額の国民健康保険税を賦

課することになります 

  １点目の町民の健康づくりについてですが、40歳健康づくりスタート事業は、平成29

年度の対象者59人のうち、47人が脳ドック検診を受診しており、平成28年度受診率

66.7％から平成29年度79.7％と、大幅に上昇しております。また、18歳から39歳を対象

とする基本健診につきましても、平成28年度の24人から平成29年度受診数33人に増加し

ております。さらに、40歳から74歳の国保被保険者対象の平成29年度特定健診受診率に

つきましても、推定値で50％を超える見込みであり、平成28年度受診率46.3％に比べ、

大幅に受診率が伸びております。 

  健診受診率が伸びた理由としましては、健診費用の無料化に加え、地区担当保健師に

よる健診未受診者への電話や訪問による受診勧奨に力を入れたことが大きな要因と考え

ております。また、かかりつけ医療機関の検査データを提出いただくことで、特定健診

受診と同等の実績とする取り組みも進めたことで、平成29年度は82人の新規受診者が増

加となる見込みであります。 

  今後の課題と対応としましては、若い世代の方たちに対して、個別案内や広報周知の

みでなく、母子保健事業等を活用した健診の重要性の普及啓発を進めます。また、国保

特定健診対象者の方には、地区担当保健師の訪問等による一人一人の健康状態に応じた

健診勧奨を継続するとともに、健診も医療機関の受診もしていない未受診、未治療の方

の健診勧奨に力を入れてまいります。 

  今年度から第３期健康増進計画がスタートし、健康寿命延伸に向け、スマートライフ

かみしほろと名づけて、６つのアクションを展開してまいります。その一つ、スマート

チェック健診とがん検診「定期的に自分を知る！」で、町全体への健診の重要性を普及

啓発してまいります。 

  ２点目の国民健康保険税につきましては、標準保険料は、各市町村の医療費水準など

も考慮されます。国民健康保険税の引き上げとならないように、特定健診の受診率向上

や第２次検診事業の推進などの予防対策を強化することで、町民の健康維持と同時に医

療費を抑えてまいります。 

  また、町独自の保険税の軽減につきましては、その財源を町から繰り入れした場合、

決算補塡等目的の法定外繰り入れと判断されます。国保事業費納付金の激変緩和を判断

する際に、この繰入額を含めて算定されるため、激変緩和の軽減措置にも影響すること
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となり、結果的に保険税の上昇につながる可能性があります。当面、現状の国の制度に

基づいた低所得者の軽減を行ってまいります。北海道では新たな制度における保険税の

減免については、現在の市町村における運用に配慮しながら事務の標準化を進めること

としております。 

  次に、資格証明書については、制度の維持や負担の公平を図る観点で実施しており、

滞納世帯との接触機会を設けて、滞納理由を把握しながら対応を進めております。また、

18歳以下の子どもの保険証については、世帯に届くように配慮しているところでありま

す。資格証明書を交付しなかった場合には、これまで特別調整交付金の減額措置がされ、

国保税の増額に影響しておりましたが、新たな保険者努力支援制度においても同様の措

置が行われます。国民健康保険制度の運営維持における税負担の公平・公正に向けた制

度であることについてご理解を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、教育費の保護者負担軽減の問題から質問いたします。 

  初めに、給食費の無料化の問題について再質問したいと思うんですが、最終的な答弁

の中では、保護者負担を基本としながらも、給食、総合的に検討したいと。あくまでも

保護者負担は入ってくるのかなと、若干そういうふうに想定しながら質問させてもらう

んですが、保育所の関係につきましても、例えば施設関係、いろんなものを町が負担を

して、賄い費は多分、保護者負担というのは基本は同じだと思います。 

  ですけれども、保育所の関係については、子育て支援という、それから移住対策も含

めて無料にしてきたと。当時、そのときに保育所は別な分野でしたので、今、教育委員

会に全部行きましたので、一括して質問したいと思うんですが、であれば、小学校、中

学校においても、保護者負担の国や指定は同じだと思うんですが、一貫性をとるんであ

れば、町の施策として保育料も含めた無料化、給食も無料であれば、小・中学校の給食

も無料にするというのが町の方針では一貫性があるんではないかと。それは教育委員会

に全部今回行っていますので、その点についてどうか、まず質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 認定こども園の無償化、全て無償ということで、今、進め

ておりますけれども、これについては、子育て、教育を受けやすい環境をつくろうと、

こうしたテーマで、少子高齢化や人口減少に歯どめをかけ、上士幌に移住定住者をふや

そうという政策として実施というふうに、私の中では認識しております。 

  義務教育におきましては、憲法26条の義務教育はこれを無償とするというところがあ

ります。教育基本法第４条の中では、授業料は、これは徴収しない。一方で、同時に教
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科書についても措置法が講じられておりますので、義務教育においては、これは徴収し

ないと。その他の部分については、徴収するということをちょっと基本にしながらも、

最近いろんな、先ほども要望の20号でしたか、そこら辺にも出ておりましたけれども、

いろんな自治体の考え方がありまして、例えば給食費についても、全道、それから管内

でも無償化してきているところもあります。一方、無償化せずに負担分を町が軽減して

いるところもあります。 

  来年の消費税率アップに向けては、国だとか道だとか管内の状況、そして、子育て支

援という大きなくくりの中で、教育に関係する部分、議員おっしゃっていますように食

育という観点、それから福祉という観点で言う、その食事という部分は、ここはやっぱ

り議論を重ねていかなければいけないのかなという感じは持っています。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 保育所の関係についてと学校教育、学校教育は義務教育です

ので、それも全部合わせれば、憲法に照らし合わせれば無償というのが基本だと思うん

です。 

  ですから、学校教育基本法がどうのこうの、ああだこうだいっても、やっぱり無償と

いうところに観点を合わせれば、各自治体が、それぞれの町の施策で無償にしているん

だと思うんですが、その点について、食育の観点からも無償にすべきと私は思っていま

すが、例えば、保育所と学校のどう違うのか、私は同じだと思っているんですけれども、

むしろ保育所のほうは、保護者負担は、結構前、厳しかったんです。副食しかだめ、弁

当持ちで、それを町は給食センターにご飯釜も設置して、ご飯もつくるようにというふ

うに変えて、それも含めて無料にしたと。それは町の本当の、私はいい方策だなと思う

んですが、それを伸ばして、もし、少子化対策で保育所を無料にしたんであれば、その

方々、学校に上がったときに一貫性を持てば、その方が小・中、高は無理、まだいきま

せん。そこまでいくんであれば、そこまでやって一貫した無償化ができるんではないか。

そして、定住にもつながるんじゃないかと思いますが、その点について、分けないで考

えるべきだと私は思っています、それについて質問。 

○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 給食の無償化については、いろいろいろんな自治体で議論

があるのは私も承知して、今回ちょっと調べてみました。 

  道内においては、恐らく三笠市あたりが平成18年、小学生のみを対象に無償化を始め

たと。その後、上川の美瑛、檜山の上ノ国、福島町、木古内町、赤井川村と、今、全道

で19市町村、11％がこの無償化に取り組んでおります。また、管内においては、議員も
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提示しておりましたけれども、足寄、浦幌、陸別。更別村につきましては、第２子が半

額相当、第３子は全額補助ということで、その町独自に政策を進めております。 

  私、給食の無償化という部分につきましては、まだ、ここ上士幌町については、直接

的な補助という部分では、給食費は今、据え置きにして進めている一方で、直接的には、

例えば、補助教材費だとか高校生までの医療費だとか、あとはかみしほろ学園における

ｉＢノートというのがあるんですが、これは家庭学習ノートになります。これを年間大

体５冊から10冊、大体金額にすると3,000円相当、そして、付加価値をつけた修学旅行

の経費等で、今、義務教育の部分の支援を行っていますし、また、間接的には、子ども

たちの学力、体力、体験活動を育む活動ということで、ひがしガイドセンターの環境学

習だとか、特別支援教諭の配置だとか、社会教育においてはかみっ子ふるさとだとか、

そういった周りの部分で、子どもたちの育ちを支援しているというふうに今、認識をし

ております。 

  ですから、給食費の問題については、いろいろ議論はあるんですけれども、町の中の

福祉の考え方と、ここは個々の市でいく部分もあるんじゃないかなと。例えば、生活が

困窮している場合については就学援助制度もあります、そういった部分を活用していく。

一方で、そういった部分がきちっと周知されるようにしていかなければいけないんです

けれども、そういったことで、個々の部分を整理ができればなと考えております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで休憩といたします。 

  再開は午後１時といたします。 

（午前１１時５８分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 給食の無料化が、すぐに解決できる問題ではないかなという

気もしますので、いつかは無料化に近づくということを信じまして、保護者負担を原則

としながらも、いろんな方法を考えていくというときに、いろんな方法があると思うん

ですが、例えば引き上げをしないとか、２人目を半額にするとか、いろんな方法で、ぜ

ひ検討してほしいなと思っています。 

  いずれは無料に、どこもなるんだろうと、私はそう信じていますが、その点について
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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 今、議員お話があったように、今後、特に来年、一応予定

としては来年10月を目途に消費税が上がるんじゃないかと想定されています。そこまで

にはしっかり、今お話があったように、増額をするのか、減額をするのか、そして維持

をするのか、はたまた、最後におっしゃったように、無料化の方向に向けて総合的に判

断していくのかといったようなところは、精査していきたいなと思っています。 

  子どもにかかわる部分なので、極力負担にならないということは原則としながら、間

接的、直接的な助成制度のあり方を検討していきたいなと思っております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 今、財政的な問題も言うのかなと思って用意したんですが、

幼保の無料化が大分姿が見えてきまして、来年の10月から全面実施をしたいというよう

なことがあります。そうすると、町としては、そのお金がこっちにというわけじゃない

んですが、無料化の関係でいえば、財政的なことも含め総合的に考えたら、財政面も多

分、賄うだけのお金もできるんじゃないかと私は想像しています。それは答弁要りませ

んので、よろしくお願いします。 

  次、就学援助の関係なんですが、私も勉強不足で、26年から高校の授業料の無償化が

所得制限できたときに、所得制限された漏れた分のお金で給付金が、奨学金が、平成26

年から実質なったと。それで、私、聞きたいのは、上士幌高校の就学援助の制度と国・

道の制度は別なものですので、多分、該当する方は両方該当するのか。 

  それと、例えば就学援助、中学で受けている方が高校に行って、上士幌高校に行って、

必ずしも全員行っているわけではないと思うんです。多分何人かはよそに行っている方

もいるんではないかと。その子について、たとえ１人でも２人でも該当する方がいれば、

多分高校のほうに申請行くと思うんですが、高校のほうに行ったら、町のほうに、町民

課かどこかに行って、非課税なのか何かという問い合わせはあると思うんです。その辺

は教育委員会が把握しているの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 高校生等の就学給付金制度については、今、お話がありま

した上士幌高校のほうでは、今のまず状況をお知らせします。 

  今の２年生、すなわち去年の１年生なんですが、19名の生徒、それから去年の２年生、

今の現３年生については16名と、そして卒業生、去年の３年生については20名、この制
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度を活用しているというふうに伺っています。 

  26年、27年の数字は、ちょっと聞いてはいなかったんですけれども、高校のほうも、

上士幌高等学校に通う生徒は、経済的な困窮者というのが実際多いということで、学校

側は入学、実はそれ、中学校の段階で、いろいろ子どもたちの情報を持っているらしい

んですけれども、高校に入ってからでも、高校の教員のほうからいろいろ話を出して、

こういった給付金の活用があるよ、これは返済しなくてもいいものだよというものをチ

ラシに出して、生徒を介して保護者に渡しているという話を聞いています。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 今回の十勝市庁、教育長、十勝で議員団で交渉した際にも、

なかなか学校の先生を通じて、該当する方に配られているらしいというのは聞いている

んですが、やっぱり周知が本当なのかというのも、なかなか多分教育委員会も、私自身

が知らなかったものですから、それがあるのと、それから多分町民課のほうは、非課税

世帯かどうか、該当するかどうかは、多分、問い合わせがあれば書類を出すんだと思う

んですが、今、聞きましたら、意外と該当する方が多いのかなと。町の就学援助よりも、

こっちのほうが該当する方が多いのかなというふうに判断いたしました。 

  それについては把握して、それで上士幌の就学援助を広げるかどうか、また別問題と

して、その把握だけで今回終わりにしたいと思います。その点について特に質問ありま

せんが、よろしくお願いします。 

○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 今、山本議員おっしゃったように、いろんな制度があって、

先ほど答弁でも申し上げたとおり、意志ある子どもたちが、等しく何かそういった教育

を受けられるようにということを考えています。 

  教育委員会に、いろんなところから給付制度の案内が来ます。その都度、担当の者が

選別をしながら、学校に情報提供をしていきます。今回も、きのう、一昨日でしょうか、

十勝総合振興局のほうからもこういうのが来ていました。生活困窮者世帯等の子どもの

学習支援事業のご案内というのが来ていました。これを見れば、学習教室別だとか、通

信制、すなわちファクスだとかを通して、自分のわからないところを添削しますよと。

恐らくこれは、振興局と民間の塾と連携しているところだと思うんですが、こういった

新しい形のものも今、出てきています。 

  そういったもの、私たち、道の中でもいろいろ、返済しなくてもいいよという給付が

ありますので、いろんな情報を学校を通して、学校から確実に保護者のほうに、また、
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その子どもに情報が伝わるように、今後も努めていきたいなと思っております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） これを質問したらまた長くなっちゃうので、いろんな例えば

不登校の問題だとか、学校やめた子の問題とか、今、いろんな形の制度がありますので、

そういうことは教育委員会のほうで把握をしながら、該当者に対してきちんと説明する

とか、何かそういう方法はこれからも続けてほしいと思っています。 

  次に、健康の関係について、町民の健康づくりの問題について質問いたします。 

  初めに、健康づくりの問題について質問いたします。 

  私、すごくよかったなと思うのは、28年、９年にかけて受診率がぐっと伸びたと。答

弁書にもありましたが、無料化の問題から、受診の、保健師さんたちが一生懸命勧めて

歩いた問題、それからかかりつけ医とのデータをちょこっとふやしてもらえれば、該当

するので提供しながらやったと。そういう点ですごく伸びたというのは、いずれ国は、

特定健診60％目的にしています。それについてちょっと日が差したなというふうに思っ

ています。それも含めて、今後の課題として、私も何点か考えてみました。 

  まず、40歳の健康診査なんですが、これは平成22年から始まりまして60％台を行った

り来たりしたんですが、平成29年は79、約80まで伸びました。私は、まだまだ伸びると

思うんですが、そのためには、ことしの広報の４月末に配られた５月広報では、締め切

りが５月７日と、それから広報自体が遅いので、多分もっと早くしておかないといけな

いのではないかと。 

  私、ある方から、会社の健診があるけれども、高いからどうしようか。私が知ってい

る検査もあるので、そっちを紹介しようと思ったら、40歳と聞いたから、40歳だったら

町の特定診査で無料でありますよという話。それは多分、町に問い合わせがあったかは

わかりませんが、もうちょっと早く事業の健診が始まる前に、会社の健診が始まる前の、

４月末では遅いような。届くのは、個別の案内は多分５月に入ってからなので、その辺

が、まず40歳健康づくりについてのスタートの案内をもっと早目にすべきだという点と、

それから、18歳、39歳、40歳以上74歳未満の方なんですが、すごく無料化が、まだ一、

二年ですので、まだまだ周知はされていないんではないかというのが私の考え。その方

に周知したら、ぐっと伸びるんではないかと。 

  受けていない方というのは、健診にどちらかといえば無関心で、私もいろんな大腸が

ん検診のグッズ、無料の配って歩いているんですが、私の会として。なかなか広報は余

り見ていないとか、新聞もとっていないとか、そういう無関心な方をどういうふうに、
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無料も含めて健診に行ってもらうかと。その方こそ、病気したときに意外と手おくれだ

ったり、大きい病気になったりします。 

  その辺のところ、どんなふうにしていくのか。十分今までも頑張ってここまで成果を

上げたんですが、その点について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 健診の勧奨については、できるだけ、とにかく町民の方々に受診してい

ただいて自分の健康の確認、場合によっては、早期の疾病を発見するかもわかりません

ので、できるだけそういった機会には参加してもらいたいというのは、健康づくりの上

で、非常に予防には力をこれまで入れさせていただいております。 

  40歳の無料化のスタートなんかも、いち早く独自の施策でやって、ようやく具体的に

大きく成果が見え始めたし、それから、もう年齢だけの、40歳だけはなくて、若いとき

から健康に関心を持ってもらうということで新たな年齢拡大をしたり、単に40から74歳

までの特定健診という枠組みでなくて、あらゆる手だて、あらゆる世代に対して健診の

勧めを推し進めてきたということで、きのうの十勝毎日新聞にも、健診受診率が50％と

いうことで大きく取り上げていただきましたけれども、地元に直営の病院がないという

のも、これまで大きなハンディキャップの一つになっていて、保健師さんもいろいろと

苦労をされてきたと思いますが、いろんな病院との連携のもとで今お話あったように健

診の部分、特定検診の部分についても、入れてもらえるようになったということであり

ます。 

  非常に日々の努力の成果が着実に出てきているなと、そんなふうに思っておりますの

で、まだまだ足りないことについては徹底してやる必要があると思いますけれども、そ

の一つに、できるだけ早く周知をすべきだということでありますけれども、これはスケ

ジュールの問題でありますので、できるだけそのように、早目に広報等で案内できるよ

うに進めていきたいというふうに考えております。 

  それから、意外と病院にかかっている人が重篤にならなくて長生きしているというケ

ースがあって、元気もりもりのようだけれども、ある日突然、重篤な疾病が見つかるわ

けで、そんなような事例がたくさんあります。 

  今お話あったように、未受診の人方が、どんなふうにして受診に関心を持ってもらう

かということは非常に大切なことだということは、保健師のほうも十分認識しておりま

す。そういう方々というのは、意外と病院に行くのがおっくうであったり、何となくそ

の辺の距離感を持っている方が多いのではないだろうということを思います。 

  ですから、一度受診をしたり、病院へ行くということが、日常生活の中で大事なこと
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であるということを粘り強く進めていく必要があるのではないだろうかなと、こんなふ

うに考えております。 

  今お話あった件については、今までの受診率を向上させるために、大事な要素の一つ

というふうに捉えさせていただきたいなと、そんなふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） ここまで、現時点が到達という意味じゃなくて、まだまだ伸

びる可能性ありますけれども、これはずっと保健師さんたちが、本当に足を運んでいろ

いろ苦労しながらやってきた取り組みの成果と、それから、竹中町長が無料化に踏み込

んで、いきなり18歳というので私も驚いて、すごいと思ってすごい評価したんですが、

それも大きな成果だと思うんです。 

  それで、あとは私自身思うのは、やっぱり関心を持ってもらうこと。私も勝毎の記事

持って、すごいなと思って見ているんですが、ここで私が一般質問するのは、関心を持

ってもらいたいと。健診をまず受けて、自分の病気をわかったら治すと、それは自分の

ためだと。 

  よく私も大腸がん検診を持っていくんですが、その方は結構40過ぎ、70過ぎの方は、

俺、もういいと。もう病気になってもいいと言っても、がんですぐに死なないので、や

っぱり受けたほうがいいですよと説得するんです。それでもなかなか受けなかったりす

るんで、そういうお互いに声がけし合ったりとか、話題にしていくと。保健師さんの話

題、それからいろいろサポートする方々のサークルの話題、そういうことがどんどん話

題広がっていくと、ああ、自分も受けなきゃいけないと。もしかしたら、この間もＰＥ

Ｔ検診どうのこうのという話もあったんですが、受けてみようかと、そういうふうに話

題づくりになっていくと、これからぐっと伸びるのかなと私、思っています。これにつ

いては、多分再質問というか、答弁もらっていますので、結構です。 

  それと、次の問題は、ちょっと頭の痛い問題なんですが、国民健康保険税の問題につ

いて質問に入りたいと思います。 

  保険税の広域化の問題は、多分、一般会計からの、いわゆる法定外繰り入れをできる

だけ減らしたいと。うちの町は法定外繰り入れは余りないんですが、例えば、保険料を

下げるために結構繰り入れているところがありますが、そういうところは軒並みだめだ

とクレームついて、意外と苦労していると思うんですが、それで今回、私が質問したい

と思っているのは、子どもの均等割の軽減、これは新たな軽減なので、これをすると法

定外繰り入れになってしまうので、多分クレームつくんだろうなという判断で、今質問

しています。 
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  例えば、社会保険でしたら、家族単位で保険料幾らと決まりますが、国民健康保険者

は１人何ぼと均等割がつきますので、上士幌町はしばらく上げてはいないんですが、均

等割１人当たり２万7,000円なので、子どもが１人、２人、３人、４人、結構、上士幌

は５人もいる方もいると思うんですが、そうすると、掛ける２、３、４、５とつくんで

す。その辺について、子どもの均等割を軽減できないかというのが、今、国も道も、国

や道はなかなかすぐに、はいと言わないんですが、今すごく知事会でも問題になって、

話題になっております。 

  その辺について、これを取り入れ、すぐにことしからというのは無理だと思うんです

が、そういうふうに子どもの均等割について軽減することについて、法定外繰り入れに

なってちょっとクレームつきそうなんですが、それははね返すことにして、どうでしょ

うか、そういうこと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 現状では難しいだろうというふうに思います。ペナルティの対象になる

ということになりますから、むしろ、また、そういうことによって保険料が上がって、

全体に大きな影響を与えるということだというふうに考えております。 

  したがって、大きいのは、やっぱり国としての流れとしては、保険料、いわゆる医療

費を削減したいというのが背景にあるというふうに思っております。私どもも、できる

だけ医療費はかからないほうがよくて、健康で長生きしてもらうというのが一番いいわ

けでありますから、ですから、そのためにさまざまな検診や、これからもう一つ今、健

康ポイント等々もやりますけれども、元気に長生きするような、そういう施策を講じる

ということで、結果的に医療費の負担の軽減、保険料の軽減につながっていくというよ

うな形で、負担はできるだけかけないようにしていきたいと、こういったところに、今、

力点を置いて、この保険関係については取り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） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 医療費を上げない方法に、前段、私、先ほどの健康増進のこ

とで質問させてもらったんですが、まず健康であること。そうすると、医療費かからな

ければ、道から示す保険料が多分高く設定されないで済むのかなと。 

  それはそれとして大事なんですが、現在、今払っている方の、先ほどの子どもの均等

割の問題や、それから前も質問したんですが、減免規定の中には、例えば災害だとか火

事とか何かあるんですが、基本的には、ずっと生活保護並みの生活の大変な方について

の減免というのは、あるところもあるんですけれども、うちの町はないので、それも入
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れることができないだろうかということもあります。 

  それも先ほど言った法定外繰り入れで、それをやってしまうと、自分たちの保険料が

上がるという、そう言われるとなかなか質問しづらいんだけれども、そういうこともあ

って、所得の少ない方、それから大変な方に対する救う制度は、町としてやることはで

きると思うんです。そのことについて、減免制度も含めて同じ質問になりますが、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 同じような答弁になりますけれども、結果的にペナルティになって、保

険料の値上げや、あるいは一人一人の経済的負担の増額につながるというのは、これは

避けるべきだなと、そんなふうに思います。 

  むしろ、そういった意味では、保険料以外にいろんな生活費がかかるわけであります

ので、今回は年金の関係の所得の少ない、低い方々に対する、いわゆる冬の燃料、福祉

灯油と言っていますけれども、冬の厳しい中での生活費の一部を面倒見たいというよう

なことも、結果的には福祉支援、医療費はかかりますけれども、そちらのほうは軽減し

ませんけれども、違った形の支援という、そのように理解をいただければなと、そんな

ふうに思います。 

  いずれにしても、本町にとっては、やっぱりいろんな健診だとか、それからさまざま

な取り組みが、相当、国からの交付の対象になっているということで、全体的な保険料

の削減につながっているという、その辺がうちの町のすばらしいところだというふうに

思いますから、そこをあえてペナルティをかけて交付をもらわないという、そんなわけ

にいかないだろうなと、そう思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 質問しづらくなってきたんですが、介護保険もそうですし、

医療費もそうですけれども、うちの町は本当に予防、予防に力を入れて、介護保険料も

大幅な、ほかの町村に比べたら据え置きできたと、それはそれとして評価します。 

  それで、これは町独自で、市町村独自やっているところがあるかといったら、実際に

あります。旭川市では、2016年には一般繰り入れ、法定外繰り入れをしながらやったん

ですけれども、やっぱりちょっとクレームついてしまったので、2017年からは、別な形

で保険の中の準備基金を使って、18歳未満の均等割を３割減免しているということもあ

ります。これは多分、クレームつかない方法を探したのかなと思うんですが、そういう

方法で、多分これからどんどんふえてきますので、いずれはうちの町としても、子ども

の均等割の軽減はいずれなりますので、そのことを伝えておきたいと思うんですが、い
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ずれなりますというのは、私が大臣じゃないので、それは無理なんですけれども、全国

知事会の中で、昨年７月の全国知事会が要望した中に４つあるんですが、まず１つ目は、

国保への定率国庫負担引き上げです。これはずっと減らされてきますので、国の負担を

ふやしなさいと。それから、子どもの医療費の無料化については、従来どおりです。そ

れから、子どもの均等割の軽減というのが、３番目に新しく入りました。それから、障

害者・児、ひとり親家庭などを含む医療費の無料化のペナルティです。これは３歳未満

のペナルティは、ことしからなくなりました。ただ、うちは18歳までやっていますので、

ペナルティはまだつくというふうに言っていました。これについても、ペナルティを全

面中止しなさいというふうに、４項目上げました。 

  その中で、子どもの均等割の軽減というのが知事会で入れましたので、多分これから

市町村の関係でも、こういう要望が上がっていくんだろうと。そうすると、国の制度に

なればペナルティは絶対につきませんので、多分これからそういうふうに進むのかなと

いうふうに私、思っています。 

  国保が都道府県化になって、広域化になって、かなりやりづらい面もあるんですが、

その中でも、できることを探りながら、できるだけペナルティつかない方法がいいと思

うんですが、ある程度ペナルティついても、町がペナルティつくのはいいんですが、保

険払っているほうについて保険料が上がるのは困るので、その辺も含めながら、ぜひ子

どもの医療費の子どもの均等割の軽減と、それから保険税払えない方の、生活保護世帯

並みの方の減免について、ぜひ検討してほしいと。機会があれば、市町村６団体等の要

望の中にも、これはぜひ多分これから入ると思うんで、それについて質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 知事会でそういった動きがあるとすれば、その辺の推移も見守りながら、

それが制度化されることを望みたいと思いますし、その際には、当然市町村に対しても、

上士幌町においても、それに準じたような形で速やかに対応し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） これは、一概に、ことしから始まる制度ですので、広域化の

問題は、これからいろいろ町の中でできることを、これからも機会があれば質問してい

きたいと思います。 

  最後に、資格者証明書の問題ですが、資格者証明書に限らず、従来は、うちの町は単

記証明書も資格者証明書も発行していなかったんですが、ちょっと忘れましたが、短期

証明書を発行し、平成24年ぐらいから資格者証明書を発行するようになりました。差し
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押さえもずっとあります。平成28年は11件です、そういうふうに金額とすれば38万ぐら

いなんですが、差し押さえもあると。 

  そういう方についての状況については、委員会でもよく説明があるんですが、払える

のに払っていないということで、そうなんだということで説明を受けているんですが、

その状況について、たとえ１人でも２人でも、やっぱり本当に払えなくて払っていない

と。そういう方が、短期ならある程度、病院へ行っても３割負担、１割負担といくんで

すが、高齢者については保険証発行していないと思うんですが、その点について、やは

りきちんと把握をしながら、できるだけ短期保険証や資格者証明書を発行しないように。

それから差し押さえについても、ここはないと思うんですが、通帳ごと押さえてしまっ

て生活費が生活保護以下になったとか、そういう例もありますので、その点について、

そういうことのないようにすべきと思いますが、それについて質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 多分、保健福祉担当のほうについては、丁寧に、そういう該当の可能性

のある人だとかそういう人方には接して、機械的にそういった短期証明書だとか資格者

証明書だとか出すようなことはないだろうと、そんなふうに思っています。 

  ですから、そういう状況にあるという場合には、相当問題あるなというときではない

かなというふうに私のほうは思っております。その前の段階で、多分理解をしていただ

いたりしながら、適切に対応をしていただいているというふうに思っておりますので、

これはできるだけ出すことが目的でありませんので、やむなく出さざるを得ないという

ふうに思っています。そのようにならないように、住民との距離も近い町でありますの

で、しっかり対応はしている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） 短期証明書もそうなんですが、答弁の中に、これを発行しな

いとペナルティがつくとかなんとかということもありますが、どちらかと言えば、やっ

ぱり税金は払え、払え、料金は払え、払えというふうに、ぐうっと責めていくと思うん

です。 

  そのときに、本当に町の職員も大変だと思うんですが、本当に払えるのかどうか。た

とえ１人であっても、それによって生活が大変だとか、結構大きい町になればなるほど、

結構無雑作に水道とめたりとか、通帳を押さえたりしてしまうと思うんですが、小さい

町で四、五千人の中だったら、本当に一人一人を把握しながら、本当に悪質な方はそれ

はやむを得ないこともあると思うんですが、１人でも２人でもきちんと医療を受けられ

るように、税金を払えるようにすべきと思って、私はこれで最後の質問といたします。
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その点について町長の考えをお聞きいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 そのような基本的な姿勢を持って住民に接しているというふうに信じて

おります。 

  多分、どうしても払えない人は、それなりにまた福祉のいろいろ、さまざま制度があ

りますから、そういったことをしっかり知らせるということもありますでしょうし、支

払い能力がありながら支払っていないということについては、これはやっぱり税の公平

性から見て、決していいことではありませんので、その辺についてはそれなりの対応を

しているということでありますけれども、いずれにしても、町民の一人一人に沿って対

応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） 以上で、10番、山本和子議員の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩します。 

（午後 １時２９分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時２９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） 私のほうからは、２点ほど質問させていただきます。 

  １点目、現在使われていない町所有の建物について。 

  初めに、清水谷小学校についてです。 

  この小学校は、私の母校でもありまして、昭和49年に閉校いたしました。その後、町

の物品庫として利用されていましたが、十数年前からは利用もなくなり、今では昔の面

影もなく廃屋状態になっております。学校の周りも整備がなされてなく、環境も悪い状

態で、グラウンドだったところは柳の木が生い茂り、数年前に、この林の中で熊が目撃

されたといった状態です。 

  今後、この建物をどうしていくのかお聞きいたします。 

  あわせて、現在、閉館している青少年会館、西保育所、生きがいセンターの建物など

の活用方法、また、壊すとした場合の跡地利用についてどのように考えておられるのか、

町長の考えをお聞きいたします。 

  ２点目です。公営住宅についてです。 
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  平成27年に公営住宅について質問させていただきました。そのとき、糠平の公営住宅

のことについて質問させていただきましたが、町長からは、「糠平における住宅整備の

要望等についてはあるが、大型ホテルの解体がもう既に動き始めており、その跡を公園

化するということも合意を得ている。その延長上に道路のインフラ整備や、それと並行

して建てられている公営住宅の整備がある。環境の視点からも、従業員住宅の確保とい

う視点からも必要になる。糠平の全体計画としてどのように整備をしていくかという枠

組みの中で優先順位を考えつつ整備を図っていく」との回答がありました。 

  ３年がたち、町長の考えがどのように進んでいるかお聞きいたします。 

  また、町内の公営住宅ですが、誰も住んでいないのに家の中には物が入ったままにな

っており、昨年、公営住宅担当にお聞きしたところ、「以前入っていた方が片づけてい

ない、家賃については登録なしなのでいただいていない」とのことでした。 

  ベランダのガラスは割れたまま、家の周りは物が置きっ放し、無線のアンテナは立て

っ放し、町内の公営住宅でこういったところが、あと何件があるのか、その状態をいつ

まで放置しておくのか、なぜ手つかずで放置されている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 野村議員のご質問にお答えいたします。 

  まず、現在使われていない町所有の建物についてであります。 

  旧清水谷小学校は、昭和27年から昭和42年にかけて建設され、現在、昭和42年に建設

された自治会館、学校の東側の公民館・職員室でありますけれども、その部分が、地域

公民館（総会、各行事の際に使用）として活用されております。 

  その他、校舎棟、屋体棟については、平成14年までは物品庫として活用しておりまし

たが、その後、活用せず今日に至っております。現在は経年劣化も進み、利用は困難と

認識しております。 

  しかし、地域としては、校舎の一部を自治会館として活用していることから、地域と

話し合いの場を持った上で、今後の対応を考えてまいります。 

  また、現敷地内の土地を貸し出し、北海道が管理する河川水位・雨量観測用観測局

（清水谷雨量局）が設置されております。また、東部地区の配水施設は、清水谷のポロ

ペタン川から音更川をまたぎ、各戸に届けているのが現状ですが、今日の災害等でも示

されているように、川が寸断されると、たちまち断水状態に陥ります。水源の安定確保

が必要であり、井戸の有力な候補地として考えております。 

  今後の活用に向けましては、総合的判断が必要と考えております。 

  その他閉館している施設の活用につきましては、現在、西保育所を大型物品庫として
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活用しておりますが、原則、解体撤去で考えております。青少年会館についても同様の

考え方でいますが、最近、イベント等で重宝される事例も出てきていることや、ある程

度の規模を有する施設活用への問い合わせがありますので、ニーズ等も見きわめた上で

対応を図ってまいります。旧生きがいセンターについても、将来的に北団地の建てかえ

事業、老人アパートの建てかえ用地として可能性が想定されますが、将来を見据えて検

討してまいります。 

  続いて、糠平公営住宅についてであります。 

  糠平地区の整備については、糠平中央公園及び町道糠平北区８号線の整備を平成28年

度に完了し、昨年度からは、環境省が事業主体である公園整備が進められています。糠

平地区の公営住宅については、全住戸が既に耐用年数を経過しており、古い住棟は50年

以上経過している老朽化が著しい団地であります。 

  平成27年の議員の質問を受け、現地調査を行い、既存の住宅については、当面は維持

管理を行い、将来的に用途廃止を検討し、その後については、需要の動向や家賃など入

居者のニーズや、温泉街の環境整備に柔軟に対応することが可能な、町単独費による住

宅の建設を検討することとしております。 

  以前の居住者が退去後に残していった残置物については、撤去すべきものとして本人

と直接交渉し、連絡ができない場合は親族及び関係者へ撤去依頼をしております。 

  現在は、住宅内外の残置物として確認しているものは、西団地２件、しらかば団地２

件、計４件残っている状況です。そのうち１件については、無線アンテナなど老朽化す

ると周囲に危険を及ぼすものもあるため、転居者の追跡調査について、他市町村などの

協力を得ながら現居住地を確定し、昨年度については、文書の送付及び居住していると

思われる住宅への訪問を行っておりますが、対象者とは直接協議ができていない状況で

す。 

  今後も継続的に残置物の撤去を求めるとともに、処分に関する規定や管理者権限を整

理し、対応をしてまいりたいと考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、野村恵子議員。 

○５番（野村恵子議員） 使われていない所有物の建物について再質問いたします。 

  自治会館については校舎の一部となっていますが、東側に建てられていて、あそこは

後から増築したようなものだから、多分、もし壊すとしたら、壁をつけて、単独で自治

会館だけ残すということはできると思うんです。それについては、地域との話し合いを

持った上で進めていただきたいと思うんですが、予定を立てて進めていくということだ

ったんですが、今後、考えているということは、いつになるか計画性をきちっと持って
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やっていったらどうなのかなと思うんですが、そのところをお聞きいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 清水谷の地域のお祭り等に、よく出席させていただいておりました。そ

のときには、神社のところに、自分たちでつくったと思われるような集会所、そこでや

っておりましたから、多分そこで、いろんな地域での会合等がされていたと思うんです

けれども、今、解体しているんです。 

  そのことによって、学校という、やむなくそこを使っているというふうに思いますけ

れども、学校そのもの全体があれだけ傷んでいて、周りから見ても決していい環境でな

いなと、そんなふうに思うんです。 

  ですから、今、実際自治会館として使っておりますけれども、そこだけ残して、ほか

を解体して、そこに壁なりやるというのも、現実的にそれが本当に一番いい方法なのか

どうかというのも、そんなことも考えなければならないだろうと思うんです。 

  地域のそういった集会が、どのような形でこれからも行われていくのか、清水谷の戸

数も大体想像つきますので、秋、春のお祭りだとか、そのほかにどれだけ地域として集

まっていくのかというものも、これは地域の人方とお話をして、さまざまな選択肢があ

るのかもわかりません。いろいろな大型の法人を抱えている農家さんもございますので、

そういった中で場合によっては、いや、場合によっては、うちのところで取り組みして

もいいよという話もあるかもわかりませんし、それから、独自にまた集会所が必要だと

いうふうに思われるのかもわかりません。 

  ただ、頻度の問題だとか、どのようなことをされるのかというのは、直接私どものほ

うに、今、許されている状況の中で活動されているということですから、今、議員から

お話あったそういったことについて、地域としてどのように考えているのか、そこをま

ず聞いてみる必要があるだろうと思うんです。その上で、具体的な経費の問題もありま

すから、どこかを借り上げるという方法も意外とあるかもわかりませんので、代替、そ

れとむしろ、あの廃屋をどうするかというのが、あそこ、国道沿いを通って、決してい

い環境でないということと、この後使う要素が、多分、議員もごらんになって、これは

無理だろうなと、そんなふうな認識を持たれているんだろうというふうに思いますので、

むしろ、整理することについて考えることがベターなのかなと、そんなふうにも思った

りもしています。 

  いろんなことを、まだこれから具体的に地域の人方と話をした上で検討をしてまいり

たいというふうに、そんなふうに考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、野村恵子議員。 
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○５番（野村恵子議員） 今、答弁いただいたことで、もう一回、再度、町の総合計画で

は、町内に存在する老朽化した住宅に関して、解体撤去を促進しています。促進してい

るのに、町の所有に関しては、なかなか積極的に壊していくということが見られないの

で、今回ちょっとそういう質問をさせていただきました。 

  あと、あわせて、上士幌の町で管理を清水谷小学校はされていると思うんですが、グ

ラウンドなんかも、ああいう柳の木とか立ちっ放しの分に関しては、そういうものまで

はきれいに整地して、熊が寄ってこないような状態をつくるというのは無理なんでしょ

うか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 あそこのグラウンド、学校を含めて、そもそも学校が使われるかどうか

というのが、今、大きな課題になっていて、撤去するかどうかです。 

  グラウンドだけあそこで整地するというのも、それもなかなかどういうことになるの

かと。お金を毎年かけてというよりも、場合によっては自然に返っていくというのも、

それは選択肢の一つではないのかなと。問題は、やっぱり清水谷の人たちの愛着の問題

だとか、そういったところが非常に、いろんな判断する上でも大事な要素になってくる

んだというふうに思います。 

  この用途の中には、今、中央の観測所として一部、わずかでありますけれども配慮し

ていることと、井戸の問題です。前にも音更川が決壊して、あそこの水道管が破裂をし

て集落断水したという、大変大きなダメージを受けたことがありました。今でもその河

川を渡っていることについては、同じような心配をこちらのほうとしてもしますし、一

昨年の台風のときも、途中、橋が寸断して、それで水源地のほうに行けなかったという

ようなこともございました。 

  そういう意味でも、新たな給水地の確保という意味で、多分、地積、地質の関係だと

かそういったところから見て、かなり潤沢に水量があるのではないだろうかな、こんな

ふうにも想定しておりますから、その辺のことを調査した上で、場合によっては水源地

といいますか、そのようなことで地域の給水の一つの役割を果たしてもらうと、そんな

ようなこともあるのかなと、そんなふうに思っております。 

  ただ、前に、グラウンドに復元するというのは、果たして今、望まれていることだろ

うかなと、そう思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、野村恵子議員。 

○５番（野村恵子議員） 使われていない所有の建物についての最後の質問なんですが、

青少年会館のことなんですけれども、先ほど町長の答弁で、イベント等で重宝される事
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例もあるということをおっしゃいましたけれども、イベントで使うということは、青少

年会館は、水道だとか電気だとかというのはとめていないんでしょうか。そこをちょっ

とお聞きして、もし、とめてないんだとしたら、当然基本料発生していると思うんです

けれども、この先どういうふうにあそこを持っていくのかというのをお聞きします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 基本的にはとめていると思いますけれども、今、使われているのが、昨

年、おととしと、ロボコンのイベントで、あの躯体が、例えばドローンの修理だとか、

それからちょっとした、あそこの中での体育室もありますので、そんな関係、そしてま

た、スタッフの人方がそこで準備をしたりなんかするという、そんなような使われ方を

していました。 

  今あった、常識的に考えてとめていると思います。ただ、そのときだけ通しているの

かどうか調べてみますけれども、ということで、とめて、そのときだけ臨時に開設して

いる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） ５番、野村恵子議員。 

○５番（野村恵子議員） 続きまして、公営住宅についてです。 

  糠平の住宅事情ですが、実際、糠平に引っ越してきても住む家がなく、大変苦労して

いるという状況を耳にします。 

  なるべく早く町単独費による住宅をやるべきだと思いますが、町長、この件お伺いい

たします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 糠平には10戸ほどの町営住宅がありますし、糠平の市街地のほうに、そ

ういう多くの住宅があります。ここが相当古いんですね。 

  せっかくあそこの道路も整備をして、環境省、町を含めた公園が間もなくオープンす

ると。随分、町なかの様子が変わってくるというふうに思っております。 

  あの温泉街の中に、あれだけの公園があるというエリアというのは、そうそう余りほ

かにはないんです。偶然にもホテルが解体をして、そこの空き地を環境省が整備してく

れたということでありますけれども、そういった意味では、町なかの環境をどうするか

というのは、一方では非常に大切なことだと、そんなふうに思っております。 

  そういった視点で公営住宅そのものを、今のように現存させておくことは決して望ま

しくないなということです。ただ、今、入っている方は少数というか、１件でないかな

というふうに思っております。 

  糠平で公営住宅を建てるにしても、料金設定が非常に難しいといいますか、公共公営
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住宅でもそれなりの料金はかかります。ヒアリングの中でも、公営住宅の料金設定の中

ではなかなか大変だなという話を聞くわけです。そうすると、建てても入ってもらえな

い建物を建ててもどうもこうもならないという、そのようなことでの悩み事であったり、

それから、特にホテル関係の従業員の宿舎が足りないというようなこともあるんだろう

というふうに思いますけれども、非常にその辺は難しいところもあるので、やっぱり法

に基づくと一定の料金設定が必要になってきますから、小さくてもいいから安くという

のが、何となくそんな雰囲気で今、感じ取っています。 

  そういったことが可能かどうなのかというようなことも、調査といいますか、検討す

べき大事なポイントの一つになってくるんだと、そのようなことで、着実に環境整備が

されてきておりますので、次の段階としては、あそこの町なかの公営住宅については何

とかしなければならない、そんな課題として認識しております。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、野村恵子議員。 

○５番（野村恵子議員） 続きまして、上士幌町内公営住宅の件でお伺いいたします。 

  現在、西団地２件、しらかば団地２件が退去後、片づけておらず、次に入居できない

状態と認識しております。実際、いつから入居できない状態になっているのか、正確な

年数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 いておられますので、担当の課長のほうから。 

○議長（杉山幸昭議長） いいですか、担当で。 

  名波建設課長。 

○名波 透建設課長 公営住宅の残置物の件でございますけれども、西団地２件、しらか

ば２件ということで、西団地については、平成28年度に居住されている方がお亡くなり

になりまして、残置物の対応ができる親族もいないということで、現在そのままになっ

ております。 

  ここについては、昨年、一昨年の台風等の被害で、屋根等が飛んで大変危険な状態に

なっている住棟でございまして、これについては、ことしの西団地の撤去の対象として

おります。その際に、こういった残置物についても処分したいというふうに考えており

ます。 

  それからもう一件は、西団地、平成23年度に、住宅の中身はきれいに片づけていただ

いたんですけれども、住宅の外に物件が１つ残ってございます。それから、しらかば団

地も平成24年に、住宅の中には物件何もないんですけれども、住宅の外に小さな物置が

１件残っているものがございます。それから、しらかば団地の１件については、先ほど
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の無線のアンテナ等、住宅内外に残っているものが、平成24年から残っている状況でご

ざいます。 

  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） なぜ、これだけ放置されているのか、どうして進まないのか、

ちょっとお聞きしたいんですが、私らにしたら、もうちょっと入居していた方だとか早

い対応をとって、そういうのを対応しておけば、今、公営住宅とかも足りないとかとい

う、できれば３件とかは入られるんですよね、入ることができるんです。 

  それを、努力足りないと言ってしまえば申しわけないのかもしれないけれども、もう

少し早い対応で頑張って片づけてもらう形にしておけば、できなかったのかなという思

いはあります。 

  昨年、公営住宅住民から、環境整備がなっていないから一度見に来てくださいという

声がありました。見に行きましたところ、玄関のすぐ横に柳の木が１本生えている。こ

れは住民が抜けばいいんだけれども、そういうことも、町で管理をきちっと把握してい

るのかどうかというのは、ちょっと疑問に思います。 

  町長も、朝の散歩で公営住宅を回ったことがあるのかどうなのか。目に余るところを

見たことがあるのか。公営住宅の大家というのは町ですよね。町が、どこまできちっと

把握をしているのか。町長の考えをお聞きいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず、転居して、そこが整理されていないという状況、これについては、

できるだけ速やかに対応していきたいというふうに思います。 

  先ほど、伊東議員のほうにあったように、公営住宅も足りないというお話であります

から、これらについては、今の時代であれば無法といいますか、ちょっと常識を超えた

レベルでの放置ということについては、多分ある程度、町独自の権限においてやるべき

方法があるんじゃないかなと、こんなふうに考えております。 

  そのときに、例えば規則が必要なのか、あるいは、そのほかに何か必要になってくる

のか、その辺の手続の関係もしっかり考えなければなりませんけれども、いずれにして

も財産を長年放置して使われていないというのは、これは決していい話ではありません

ので、できるだけ速やかにやりたいというふうに思います。 

  それから、公営住宅でありますが、それぞれの生活の、どんな彩といいますか、スタ

イルがあるわけです。例えば、まきストーブをたいているところ、そうすると、どうし

ても外にまきを積んでおかなければならないということになります。きれいにしている
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ところと、それからちょっと目に余るところと、それはもうそれぞれありますが、でき

るだけ公営住宅は公営住宅条例に基づいて、独自の物件については、多分いろいろ制限、

制約があるんだろうと思いますけれども、そこはある程度、どうしても許容せざるを得

ないというようなところがあるだろうと思います。ただ、周りに不快を与えるようなこ

とだとか、それらについてはしっかり指導する必要があるだろうと思います。 

  草が伸びたとかそういったときには、町のほうとしてちゃんと草刈りしたりしており

ますから、そのような中で近隣のそのようなこと、あるいは動物を飼っているようなと

ころもありますから、そのようなところも、場合によっては近隣に迷惑をかけていると

ころもあるかもわかりませんので、日常的な管理の中で、いわゆる住居者とのコミュニ

ケーションを図って、適切な指導なりしていく必要があるだろうというふうに思います。 

  今みたいな個別に柳が伸びているだとか、そういったことがあれば、たくさんある公

営住宅でありますので、建設課のほうにもちょっと情報提供していただいて、あればす

ぐ、そのことについては対応できるだろうなと、そんなふうに思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、野村恵子議員。 

○５番（野村恵子議員） 今後の公営住宅についてのあり方を期待して、質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせします。 

（午後 １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 ２時０８分） 

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

◇ 早 坂 清 光 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、７番、早坂清光議員。 

○７番（早坂清光議員） 私は、地方創生・生涯活躍のまちづくりについて質問をさせて

いただきます。 

  上士幌町は、昭和６年（1931年）に士幌村から分村し、今日87年の歴史を刻んでいま

す。昭和30年当時の最盛期に１万3,000人を数えた人口が、糠平ダム関連の工事完了や、

たび重なる冷害による離農、国・道出先機関の廃止・撤退等々により、その間の賢明な

行政施策でも歯どめがかからず、人口減が続いてきました。 

  こうした中、近年の人口は4,800人台での推移となっていましたが、移住や職を求め
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ての転入者の増加により、5,000人台に戻ったことは喜ばしいことであり、この傾向で

推移してほしいものと思っています。 

  この間、町は竹中町長のもと、移住定住やふるさと納税の推進、こども園保育料の無

料化など、他町村に比べ先進的、積極的な諸施策を展開してきているというふうに思い

ます。今年度は、４月に交通ターミナルが交通拠点としてオープンし、５月にはナイタ

イ高原牧場レストハウスの建設に着手し、この後、観光地域商社の設立や、明年の道の

駅建設が具体的なスケジュールとなっています。 

  しかし、次々と展開されている町の大型事業に、必ずしも町民の皆さんの理解が深ま

っていない点や新たな課題などもあります。町として、町民説明会や広報などを通じて

説明に努められていることは承知していますし、私ども議員も、町民の皆さんとの意見

交換の場を設けてご意見等を伺っているところです。 

  これまで本会議、委員会を通じて審議してきた点もありますが、改めて町長の姿勢を

お聞きし、町民の皆様にも、さらにご理解が深まる機会になればと思い、以下の質問を

いたします。 

  １つ目、町民の皆さんに、特にわかりにくい観光地域商社 株式会社ｋａｒｃｈの設

立目的と、果たしていく役割、出資者の状況について伺います。 

  ２点目、道の駅並びにナイタイ高原牧場レストハウスについては、観光地域商社 株

式会社ｋａｒｃｈが管理運営することになるが、生み出される雇用人員はどのくらいに

なるのか伺います。 

  ３点目、道の駅並びにナイタイ高原牧場レストハウスは、来訪者を町なか商店街に誘

導する役割があると思いますが、どのような方策で役割を果たしていくのか伺います。 

  ４点目、道の駅は、どこもオープン当初は多くの方々が訪れますが、その後は徐々に

集客数が減少していく傾向にあります。そのための対策をどのように考えているか伺い

ます。 

  ５点目、株式会社ｋａｒｃｈの事業収支の推移と、株主である町の関係はどのように

なるのか伺います。 

  ６点目、株式会社生涯活躍のまちかみしほろが設立されて半年余りが経過しました。

まちづくり会社が発展していくためには、町民の皆さんの認知が深まることだと思いま

す。新会社、株式会社ｋａｒｃｈも含め、町民との接点について、どのように認識され

ているか伺います。 

  ７点目 移住、転入者の増加などにより、家族持ち世帯の入居できるスペースの住宅

が少ないと聞きます。どのような対応、対策を考えているか伺います。 
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○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 地方創生・生涯活躍のまちづくりについて、早坂議員のご質問にお答え

いたします。 

  １点目の観光地域商社 株式会社ｋａｒｃｈの設立目的と役割につきましては、地方

創生の一環として、新たな地域の稼ぎ出す仕組みを、官民が一体となって、雇用の創出

や観光地域づくりの核となる組織として法人を設立するものであります。 

  出資者の状況につきましては、上士幌町、北海道ガス株式会社、株式会社ＣＭＣ、株

式会社宝島旅行社、帯広信用金庫、十勝信用組合の６法人で、出資金は合計で840万円

となります。なお、観光地域商社 株式会社ｋａｒｃｈは登記手続が完了し、５月28日

付で正式に設立したところであります。 

  ２点目の雇用につきましては、ナイタイ高原牧場レストハウス及び道の駅事業で、平

成34年度にはパート職員を含め、20名の雇用を目指すこととしております。 

  ３点目の来訪者の商店街への誘導策につきましては、道の駅がオープンする平成32年

度には48万人の来客を見込んでおります。これは、新たに本町に来訪する人数であり、

商店街にとっても大きなビジネスチャンスと捉えております。商店街と道の駅が連携し

たイベント開催等、商工会と協議を進めていきたいと考えております。 

  他地域の参考事例としまして、道の駅に商店のチラシを設置し、お客様がチラシを持

ってお買い物をすると、商店事業者が特典をつけるという取り組みがあります。このよ

うな商店事業者の知恵を生かした連携のあり方も必要と考えております。 

  ４点目の集客対策につきましては、議員ご指摘のとおり、２年目以降の取り組みが重

要であると認識しており、観光地域商社 株式会社ｋａｒｃｈの力を存分に発揮する必

要があります。 

  多様なイベントの実施や新商品の投入、本町の観光資源を生かした事業の展開など、

民間の発送によって来訪者の増加と売り上げの向上が図られるよう、町としても協力し

てまいります。 

  ５点目の株式会社ｋａｒｃｈの事業収支の推移につきましては、現段階の収支予測で

は、平成31年開業のナイタイ高原牧場レストハウス、平成32年開業の道の駅の事業運営

を踏まえ、平成34年度までの５年間、収支は内部留保を確保できる見込みとなっており

ます。 

  株式会社ｋａｒｃｈと株主である町との関係でありますが、会社法第104条では、

「株主は引き受け株式価格を限度に責任を負う」と規定され、有限責任となります。地

方自治法では、出資割合に応じて地方公共団体の調査権、監査委員の監査、議会に対す
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る経営状況の報告義務があるところであります。いずれにしましても、株主として経営

状況の把握に努めてまいりたいと考えております。 

  ６点目の２つの新会社設立に関する町民理解の認識につきましては、まちづくり会社

におきましては、広報に毎月、生涯活躍のまちのコーナーを設け、会社の取り組みにつ

いて周知を図っております。 

  会社設立１年目の昨年は、介護人材の育成事業等の地域包括ケアに関する事業、人材

センターの設立に向けた調査、生涯活躍かみしほろ塾などの検討において、その多くは、

次年度以降の事業を意識した基盤づくりに主力が置かれ、町民との接点も関係団体への

ヒアリングや意見交換、所管官庁との調整、会社内の体制整備等が中心的な事業として

きたところであります。 

  株式会社生涯のまちかみしほろは、公共性が高い性格を持っていることから、町民の

方々のご理解とご協力を得ながら取り組みを進めていくことが重要であると考えており

ます。 

  今年度は、簡易・短期間の仕事を請け負うかみしほろ人材センターや無料職業紹介所

の運営、生涯活躍のための学びの場となるかみしほろ塾の実施や、生涯活躍の基盤とな

る健康長寿を目指すためのウオーキングや学び、予防・検診等の活動を奨励する健康ポ

イント事業など、具体的な事業展開を通じて、町民と直接的なかかわりや接点が急速に

ふえるものと認識しております。 

  また、観光地域商社に関しましては、設立に向けた検討委員会やプロジェクトチーム

での議論、事業者ヒアリング、町民説明会の開催などを通して情報提供に努めてまいり

ました。これから事業が具体化する道の駅等を経営する上で、多くの町民の参加が魅力

づくりにつながるものと考えておりますので、引き続き多くの町民や事業者との連携及

び参加を得ながら、事業を形成していく必要があるものと認識しております。 

  ７点目の住宅対策につきましては、昨年度末３月から今年度初めにかけて、賃貸住宅

の建設状況への問い合わせや公営住宅への申し込みが多く寄せられており、住宅需要は

継続してあるものと認識しております。 

  賃貸住宅の建設状況は、平成20年度からの累計で、294戸の賃貸住宅の助成を行って

おり、直近３年間の建設戸数は全体の半数以上の161戸が建設され、さらに今年度は80

戸程度が予定されております。近年の傾向としては、社員住宅より一般入居者向け、集

合住宅より戸建ての世帯対象の住宅が多くなっております。 

  このような状況を踏まえながら、住宅需要の動向を注視し、民間賃貸住宅及び福祉的

要素の強い町営住宅の調整を図りながら住宅施策を充実させてまいります。 
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○議長（杉山幸昭議長） ７番、早坂清光議員。 

○７番（早坂清光議員） 国の地方創生という取り組みの中で、上士幌町も地方創生の交

付金を活用しながら事業を進めているわけですけれども、そういう中で、理事者の、そ

れに職員の皆さんが頑張っておられることには敬意を表したいと思いますけれども、交

付金をもらうために事業展開を急がなければならないというようなこともあって、町民

の皆さんへの説明が掘り下げられていなかったり、事業の進展に追いついていないとい

うようなことがあるんではないかというふうに、私は思っています。そうした意味で質

問を今回いたしました。 

  それで、１点目の観光地域商社ｋａｒｃｈの設立目的、役割ということで質問させて

いただきましたけれども、新たな地域の稼ぎ出す仕組みを官民一体となって、核となる

組織として法人を設立するというような意味合いの答弁をいただきましたけれども、こ

れではちょっと、答弁書に記載をするとしたら答弁書が何枚にもなってしまうのかもし

れませんけれども、再度この部分について、この会社を５月28日に設立したということ

ですけれども、町長の思いも含めて、再度この会社を立ち上げることによってこういう

ことをやっていきたいんだということを、答弁としていただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 かねてから、本町のさまざまな産業資源というのは、農林業を軸にしな

がら観光というような枠組みで、語られてきております。 

  その観光につきましては、糠平が、源泉郷が中心になっておりますけれども、上士幌

町全体として見た場合、もっともっとさまざまな資源があるというふうに、大方は認識

しているというふうに思っております。 

  ナイタイ高原牧場から三股の樹海等々、この700平方キロメートルの広大な面積を持

つ本町でありますけれども、さまざまな潜在的な魅力的な資源があると、これをもっと、

いわゆる経営ビジネスとして生かすということが、これまでも語られてきていたわけで

ありますけれども、実際それを動かす組織というのが、しっかりとして、現実問題とし

てなかったとういことも言えるだろうと思うんです。 

  これはうちだけではなくて、観光振興のかなめとなってきたのは観光協会が大方であ

ります。観光協会は、どちらかというと任意の団体ということでありますので、広報活

動だとかそのようなことが軸になって進めてきましたけれども、それだけでは新たなビ

ジネスの展開に行かないということは、それぞれが気づいているところでありますけれ

ども、じゃ、具体的にそれを誰がやるのかといったときに、その受け皿となる事業体が

なかなか出てきていないというのが、これまでの実態だということであります。 
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  そういった中、全国、我が国を観光立国ということを標榜しておりますけれども、そ

の観光を具体化するために、ようやく動き始めた。これまで、従来、インバウンド、海

外からの旅行客が1,500万人前後でずっととどまっていたわけでありますけれども、そ

れが、いろんな規制改革も含めて、今、2,000万人を超えて2,500万人だとか、2020年に

は、オリンピックの年は4,000万人に拡大をするという目標値を立てて動き始めており

ます。 

  北海道もインバウンドの人口がふえていますけれども、札幌を軸として、なかなか日

高山脈を越えてくるような状況にはないわけでありますけれども、北海道としても、か

なりそれなりに力を入れていくというような動きをしておりますので、やがてそういっ

た人方が、この峠を越えてこちらのほうに来るだろう、そんなふうに推測していますし、

十勝、それから上士幌町の観光的な魅力については、極めて大きいものがあるというこ

とであります。 

  これは、これからのビジネスとしてビッグチャンスになるだろうと、こんなふうなこ

とも推測されるということでありまして、ちょうどタイムリーに、それが地方創生の中

でも、観光を軸にしたビジネスを創出すべきだというようなことでの支援が出てきたと

いうことであります。 

  道の駅についても、かねてから要望があったわけでありますけれども、もう一つ、そ

の収支のところまで確信持てないということで、かなり時間は経過しておりました。さ

らに、レストハウスにつきましては、二、三年前の台風によって崩壊したというような

ことも含めて、これは非常に大きなチャンスといいますか、今このときに、本当に本格

的に観光を軸にしたビジネスというのを立ち上げるのが極めて適切であるということと

同時に、国のほうの地方創生のＤＭＯというような、そういう制度も出てきたというこ

とでありますから、非常に課題にと思っていたこと、それからしなければならないとい

うことに、タイムリーに国の制度が合ったということで、今回、会社を設立するという

ことであります。 

  それも、行政が主導になるのではなくて、いわゆる経営という視点から、官民協働と

いうのが大きな地方創生の柱になっておりますので、これらについてもこの際に一気に

立ち上げていくということと、関係企業等の理解も得たということで動き始めたという

ことであります。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、早坂清光議員。 

○７番（早坂清光議員） その点につきましては理解いたしました。 

  それで、また１点目の部分で質問させていただきますけれども、新会社ｋａｒｃｈは、
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道の駅やレストハウスの運営を初めとしまして、旅行業や電力小売業など、９つの主要

事業を行っていくんだということですけれども、商社といわれるとおり、大手商社並み

の幅広い事業領域になっているというふうに思います。 

  それぞれ個別に事業を担当される方が配置されるんだというふうに思いますけれども、

組織的には営業開発グループ、経営企画グループ、販売サービスグループに分けて、事

業を統括されていくんだというふうに聞いておりますけれども、これだけ幅広い事業を

進めていくわけですから、取締まりの方はもとよりですけれども、しっかりとしたマネ

ジメント、管理運営体制が重要になってくるというふうに思っておりますけれども、そ

の辺についてはどのようにお考えになっているのか伺いたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 そうですね、そこが一番大事なポイントの一つだということであります。 

  誰がその中核となって全体をマネジメントするのかということでありますが、幸い、

今回、取締まり代表に就任していただく方については、これまでも、この類いの事業を

極めて成功におさめてきたという実績がございます。かなり経営的に厳しい道の駅の再

生に取り組んできたということだとか、あるいは、そもそもいろんなことに挑戦する前

任の会社です。そこでの蓄積されたノウハウや人脈、こういったことに非常に得難い人

材を得ることができたということであります。 

  その下に、それぞれの担当者が張りつくということでありますけれども、その組織体

制的には、非常にすばらしい体制ができたというふうに思っております。 

  道の駅は、これまでも北海道は、当然のように冬は経営的に厳しいものだと。そして、

ある意味では、夏だけ稼いで冬の間は休みみたいなところがありますけれども、年間通

して、この道の駅がどう生き生きと稼働するかと、非常に大きな課題を踏まえて上で、

これまでも検討委員会やいろんなところで議論していただいてきているというふうに思

っております。 

  大変な大きなかけごと、そして、またそれを実行にできるような人材体制が今立ち上

がって、さらにこれからまた、計画から実行に移す段階で整備されていくだろうという

ふうに思いますけれども、新しいことですから、非常に不安な要素もあるかというふう

に思いますけれども、私としては、見る限り、ベストの体制に動き始めるんでないだろ

うかなと、こんなふうに信じております。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、早坂清光議員。 

○７番（早坂清光議員） そのようなことで、しっかり管理運営、マネジメントに努めて

いただけるように進めていただきたいというふうに思います。 
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  ２点目の雇用人員の関係ですけれども、道の駅とレストハウスで20名ということで、

季節限定で働いていただく方もいらっしゃるのかなというふうには思いますけれども、

ちょっと私、そういう聞き方をしたので、そういう回答しかあれなんですけれども、こ

の会社全体として、ほかの事業もありますし、あるいは事務的な仕事をされる方もいら

っしゃるんだと思いますけれども、この会社総体としての雇用人員というのはどのぐら

いになるでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 会社全体のというのは、もう一度ちょっと、どういったことですか。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、早坂清光議員。 

○７番（早坂清光議員） 私の聞き方として、道の駅とレストハウスで雇用がどのぐらい

になるのかというふうに聞いたものですから、20名と答弁いただいたんですけれども、

電力事業だとかいろんなほかの事業もやりますよね。それで、この20名が全体の人数と

いうことなのかもしれませんけれども、その辺ちょっとどうでしょうかという人数をお

聞きしました。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 会社が目指しているのは、20名というふうに認識をしております。です

から、事務職、管理職、管理部門です。それから現場、全部含めてということであろう

かと思います。 

  会社の大事な目的の一つに、この事業を通して、会社を通して、雇用をふやすという

こと。それは地域経済に活性化を与えるということも、この会社として地域貢献といい

ますか、地域の企業として価値ある仕事をするんだというような意気込みを伺っており

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） わかりました。 

  この雇用人員に関連してお聞きしますけれども、レストハウスの飲食部門に、例えば、

会社が町外の業者さん等に再委託といいますか、指定管理ということになるんですけれ

ども、町外の業者さんにそういう飲食部門を委託するというようなことはないというふ

うに思っているんですけれども、その辺確認でお聞きをしますことと、道の駅について

も同様のことについてお聞きします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 これは、会社が最終的に決めることだというふうに思っておりますけれ

ども、一番は、経営がしっかり成り立つということが大事だろうというふうに思ってお
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ります。 

  町民の方々が心配するのも、赤字だったらどうするんだというような心配であります

から、ですから、この会社の経営方針に基づいた、それに見合うような、先ほど調理、

料理の話もされましたけれども、そのようなことだとかというふうになっていくのでは

ないだろうかなというふうに思います。そこに私どもとして、逐一口を挟むということ

は避けたほうがいいだろうというふうに思います。 

  いずれにしても、経営がしっかりなされて、少なくとも町民が安心できるような、そ

のような収支決算をしていただきたいなと、そう思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、早坂清光議員。 

○７番（早坂清光議員） 聞き方が悪いのかもしれませんけれども、私のお聞きした部分

については、これまで説明で、レストハウスの中のいろんなことは会社が直営でやりま

すということで聞いているんですけれども、飲食部門のそういうところを外部に、例え

ば町外の業者さんに会社が委託するというようなことは、あるか、ないかは、今の町長

の答弁から言うと、会社の経営の内部のことだからわからないということの答弁だった

ということで理解していいですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 再委託するというような、そのようなことはこれまでは聞いておりませ

ん。 

  直営だということですから、直営をするという中でどのような形でテナントを募集す

るのかわかりませんけれども、しっかり評価されるような、そういったレストハウスな

り、あるいは道の駅の評価を、お客さんに評価してもらわなければどうもこうもならな

いわけでありますので、その辺までについては、私どもよりも、経営の母体のほうがし

っかり考えて対応してもらえるものだ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） 時間の関係もありますので、３点目のお話に進ませていただき

たいと思います。 

  来訪者の商店街への誘導というようなことで質問させていただきまして、商工会や商

店街と連携、協力しながら取り組んでいくということでの答弁をいただいております。

ただ、商店街や各お店に来てくださいと言っても、なかなか特徴や魅力がなければ立ち

寄っていただけないということも、事実としてあるというふうに思います。 

  町では、商工会への直接の支援はもとより、地場産業の振興、あるいは商店街の活性

化、それから雇用の促進というようなことを目的に、創業促進支援の補助事業等も行っ
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てきております。 

  そういう意味で、町が側面的に支援することはもとよりですけれども、商工会には、

具体的にこういうことをやってもらうというような役割分担を明確にしながら、来訪者

を商店街に誘導というようなことの取り組み進めていくということも、重要ではないか

というふうに思っています。そのようなことで、商工会と役割分担を明確にしながら取

り組んでいくというようなこともどうかということで、質問させていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 新たなお客さんが相当ふえるということが想定されます。 

  士幌町の商工会長のお話の中でも、それを通して町なかに相当人が流れてきていると

いうような話も聞きました。それから、少し離れていますけれども、本町のレストハウ

ス、プレハブでありますけれども、昨年はああいう状況の中でも相当伸びているという

状況でありますから、やっぱり人が新たな人の流れをつくっていくものだというふうに

思っております。 

  その人の流れをどうキャッチをするかというのは、今度はビジネスをする側だという

ふうに思います。特に行政は、側面からさまざまなそういう支援はしますけれども、直

接そのビジネスをする事業者は、商工会の皆さん方であろうかというふうに思いますか

ら、この後、いろんな魅力のつくり方というのはあるんだろうと思います。来客に対す

る歓迎のムードを全体としてどうつくるかということもあるだろうし、それから、個店

１店１店が魅力的なビジネスを、商売といいますか、そのようなことを、セールスをす

るだとかいろいろあるんだと思いますけれども、それを束ねているのが指導の機関であ

って、商工会が束ねて、全体をどうしていくかということでありますから、十分その辺

については商工会のほうの商業部会もありますし、役員会、理事会等々もあって、こう

いう大きな動きはもう見えているわけですから、それに向けてどう連携をして集客をす

るかというのが、これからの課題になってくるだろうということであります。 

  ただ、黙っていて来るものだということでは、多分、お客さんは見透かしてしまうだ

ろうというふうに思います。しっかりとしたおもてなし、受け入れの魅力的なそういう

ような商店街の雰囲気、環境等々が、やっぱりどうしても必要になってくるだろうと思

います。 

  いずれにしても、相当数、来るというふうに思います。今までナイタイはナイタイと

いう点であったものが、それがいろんな動線がつながってくるというふうに思っており

ますから、非常におもしろい展開になっていく可能性があるというふうに思っておりま

す。 
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○議長（杉山幸昭議長） ７番、早坂清光議員。 

○７番（早坂清光議員） ４点目の集客対策のほうに移らせていただきますけれども、大

きな家電量販店やドラッグストアなど、店のオープンした当初はそれなりの商品の品ぞ

ろえなんですけれども、お客さんの動向がちょっと変わってくると、もうそれぞれの店

の品ぞろえだとか商品なんかが変わってくるというようなことがあったりします。特に

ドラッグストアなんかでは、ここは何屋さんなのかというのがわからないような状況に

なっているお店もあるように感じます。 

  そういう意味で、民間では、それぞれ激しい、厳しい競争をされているんだというふ

うに思います。そういう中で道の駅についても、やっぱり、ここが違うんだというとこ

ろの売りをつくっていかなければならないと思いますし、近隣道の駅との差別化という

ようなことに向けて努力していかなければならないんだというふうに思います。 

  飲食を含めた商品の販売をどうするかということだけじゃなくて、どういう接客をし

ていくのか、あるいはトイレは１日何回清掃して、ほかに負けないきれいなトイレにし

ていくのかというような、具体的な管理運営のことを検討していってほしいというふう

に思っているわけですけれども、その辺について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 十勝の観光については、入り込み数等々、14振興局の中で最も低いほう

なんです、残念ながら低いと。 

  しかしこれは、伸びしろが相当あるというふうに思っております。うちの町の道の駅、

それはもう独自の地域の事業を生かした、いわゆる運営を求められるということであり

ますけれども、やっぱり十勝全体でどう集客するかだとか、こういった動きも同時に必

要になってくるというふうに思います。 

  そういった中では、帯広のほうでもＤＭＯの設立だとか、それから音更についても道

の駅がこれからできる、士幌はできました。いろんなところで新たな観光、地域の、特

に北海道十勝の魅力的な食材と雄大な自然、これを本気になって今、動き始めるという

ような気がしております。加えて来年は、ＮＨＫの朝のドラマで、なつぞらが連載され

るということであります。 

  これも往々にして、そういったイベントがあれば、そこで翌年からぱたっと終わって

しまうようなケースもありますけれども、でも、十勝の観光については、これからが私

は始まりだと、そんなふうに思っております。 

  日本遺産という、今とりたてて、それは大きな変化ということではありませんけれど

も、少なくともいろんな冠として利活用できますし、それから、三股から縦のラインで
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行くと、南のほうまでのサイクリングロード、これも北海道のサイクリングロードとし

て利活用していこうと、北海道開発局もそのようなことで今動き始めています。糠平の

ほうへ行くと、道路の端のほうにサイクリングの矢印がついて、そのような状況だとか、

さまざまなところで、これからの今ある資源を本格的にビジネスとして動かそうという、

そういう機運が出てきているということでありますから、それらとも連動しながら道の

駅を経営していくという、地域商社が動き始めているというふうに考えておりますから、

決して、悲観というよりも、前を向いて挑戦すべき、今、時だろうというふうに思いま

す。 

  そして、また熱気球のほうもなかなか維持するといいますか、イベントとして町の歴

史的なスカイスポーツとしてやってきましたけれども、一つ滞っていたといいますか停

滞していた状況がございます。これはうちだけでなくて、イベント、テーマパークを含

めて、イベントもそうでありますけれども、ここでまた、今もう一つバーナーを吹かし

て、新たなに指導者の養成だとか、こういう動きも始まりました。多分、冬の観光デー

の可能性についても、これらについても、多分検討をしていることでもあろうかという

ふうに思っております。さまざまな体験の資源にも恵まれていますから、それをより具

体的に実行するのが、これからの地域商社の多分考えていることでないだろうかなと、

そんなふうに思っています。 

  単体だけではなく、それが士幌、それから音更、十勝、そういったことのつながりの

中で、まずは十勝に誘致をし、そして上士幌に来てもらうと。上士幌が最後ではなくて、

これからまた層雲峡のほうにつながる、あるいは網走にもつながる、釧路にもつながる、

こういう視点でいろんな可能性を含めて、多分動き始めるんだろうと、そのように期待

しております。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、早坂清光議員。 

○７番（早坂清光議員） 次に、５点目の会社の事業収支の関係に移らせていただきます。 

  私ども議員も、事業計画上の年度別収支の推移について説明を受けていますし、計画

どおりに事務が進んで、収支もプラスに推移して、事業が成功してほしいというふうに

思っておりますし、町民の皆さんもそう思っていらっしゃると思います。 

  しかし、町民の皆さんが心配、町民の中でも心配される方は、多額の町費をかけて施

設整備をするということもありますけれども、一番心配されるのが、その後の事業運営

ということです。事業収支が赤字になったら、町が全てそれをかぶることになるんじゃ

ないのかというようなことを、お聞きになる方が非常に町民の皆さんの中にあって、心

配をされております。 
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  答弁いただいておりまして、再確認の意味でお聞きしますけれども、極端な話ですけ

れども、会社が最悪な状況が生まれたとしても、現状の出資金は500万ですから、答弁

いただいた中身のことでいえば、出資する500万の範囲で責任を負うということでの、

町の責任というのは、その範囲だということで理解してよろしいですよね。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 はい、そのように理解していただいて結構であります。 

  特に、ずっと長い間、三セクで失敗して、大変な負債が自治体のほうにかぶってきた

という事例が多々ありました。多分それは行政が、いわゆる負債の肩がわりをする、保

証人になるだとか、そのようなことで最終的に大きな財政負担を強いたということであ

りますけれども、今随分と時代は変わってきております。今回も、この株式会社の中に

は金融機関も入ってきております。融資を受けることも多分これからあるだろうと思い

ますけれども、それは金融機関がこの会社の信頼度によって融資をするような関係、町

がその保証人になるだとか、担保になって提供してというようなことは、基本的には考

えていな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） ７番、早坂清光議員。 

○７番（早坂清光議員） レストハウスは、もう既に工事が始まっていますし、道の駅も

来年度建設に入るということの予定になっていますけれども、そして、そういう状況で

すけれども、この後、出資金をふやすとかそういうふうなことは、またあるのかもしれ

ませんけれども、レストハウスや道の駅のような施設をつくるということ、今はそうい

う施設をつくるんですけれども、そのほかのことでこの後、施設つくるために、町が独

自に事業費を支出するようなことというのはないと思っているんですけれども、あくま

でも会社が資金、お話にもありましたけれども、融資等を受けて、会社の事業としてや

られることになるんだというふうに思いますけれども、その辺の理解は、私の言ってい

ることでよろしいですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 少なくとも、今、そういった新たに町が道の駅の関連で施設をつくると

いう計画は持っておりません。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、早坂清光議員。 

○７番（早坂清光議員） 道の駅ということでなくて、道の駅やレストハウスの建物施設

については、町が今回それぞれ整備するということになっていますけれども、それ以外

で、道の駅とかそういうことじゃなくて、ほかの事業等で何か施設をつくらなきゃなら

ないとかということがあるとしたら、そこのときに町が独自に、ほかの株主とは別に、
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町が独自に事業経費を負担するというようなことはないですよねということで、そうい

うことがあるときは、会社で融資等を受けて、会社の資金の中で会社としてやるという

ことでよろしいですよね。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今、図面で基本設計の中で出ている道の駅の基盤整備、あるいは施設、

それは行政の責任において整備するという考え方でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、早坂清光議員。 

○７番（早坂清光議員） ６点目の関係で質問させていただきます。 

  これは生涯活躍のまちのほうの会社のお話ということですけれども、新会社のまちづ

くり会社の社員の皆さんは、なれない上士幌の地で頑張っていただいていると思います

し、ご苦労もされているんだというふうに思います。 

  先ほど答弁の中で、会社は各事業について、関係団体のヒアリングや意見交換を行っ

てきているということでの答弁がありました。５月の委員会で、生涯活躍の会社の平成

29年度の事業報告と平成30年度の事業計画について説明を受けたときに、人材センター

の運営を事務局だけで処理するのではなくて、農協や農道、商工会などの関係機関と運

営委員会なんかをつくってやるべきではないかということの意見を申し上げました。 

  人材センターが働きたい人を募集して、人を求めているところに行ってもらえばいい

んだということであればそれでいいんだと思います。しかし、この間には、季節的な農

作業で働いてくれるような人がなかなか見つからない、いないということや、ちょっと

した庭の草取りをしてもらえるような人がいないというようなことで、関係団体等との

話の中から、今回の人材センターをつくりましょうというようなことになってきたんだ

というふうに思っているんです。 

  各団体に呼びかけて、いろんな意見を交換していますということですけれども、それ

はあくまでも個別団体と会社だけの話だと思います。私は、運営委員会を設けて、団体

間や会社がそれぞれの人材確保や人手不足などの課題の共有をしていく、あるいは、会

員登録になっていない人がいるとすれば、あそこにこういう人がいるよということなり、

あの人に声かけてみたらというようなことを、そういう情報提供なり、情報交換をやっ

ていく場面が常設されていたほうがいいんではないかという、私の個人的な意見ですけ

れども、持っていまして、そういうことをしていくことが、人材センターが有効といい

ますか、発展につながっていくというふうに思いますし、町民との接点をふやしていく

ようなことにもなっていくんではないかというふうに思っております。 

  そういうことで、こういう意見についてどのようにお思いか、お考えを伺いたいと思
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いますし、また、先ほども答弁の中でもありましたけれども、各事業を通じて町民がか

かわる、協力してもらえるような仕掛けだとか仕組みを考えていく、実行していくとい

うようなことも大切だというふうに思っておりますので、再度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 人材センターが機能していくためには、いわゆるそれぞれの持っている

得意なり仕事のキャリア、これが片方で必要になっていて、もう一つは、それを求める

側が必要だということですから、それをこの町内の中で、どこにどんな人なり、あるい

は求めている人はどんな人がいるかということを、きめ細かくやるとなるとすれば、今

お話あったような、いろんな情報を得るということは、これは大切なことだというふう

に思います。 

  立ち上がっていますけれども、そういう前提の中で、より情報提供者、情報の提供を

得るために、そのようなことがみんなで応援していただける、あるいは参加していただ

けるということであれば、これは私どものほうからも、今一生懸命やっているんだろう

と思うんですけれども、それをなお充実させるためには、そういった組織をつくるとい

うことも有効でないのというような指導なり、あるいは助言はしてあげたいなと、そん

なふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、早坂清光議員。 

○７番（早坂清光議員） 私も、生涯活躍のまちの会社、それから新しくｋａｒｃｈも立

ち上げて成功につながっていく。よかったなということが、後から振り返って思えるよ

うな会社になってほしいという立場でいろんな意見を言っているわけですけれども、そ

ういう部分で、やっぱり町民の皆さんと、いろんな部分で今後接点もふえていくという

ことでの答弁もいただいていますけれども、その辺、意見として、今、申し上げた部分

も含めて、新会社の発展に向けてご努力をいただきたいなというふうに思います。 

  最後になりますけれども、７点目の住宅対策の関係です。 

  伊東議員も質問されているところですけれども、私もやはり世帯の家族を持っていら

っしゃる方の、入居する住宅が、なかなか探してもないんだというようなことを話とし

て聞いておりまして、そんな中で質問させていただいたんですけれども、民間の賃貸住

宅は、それぞれいずれかの法人の従業員が入るために、その入居向けにつくることと、

一般向けにつくるという部分がありますけれども、これは業者さんが事業収支も考えて、

いろいろ建設見込みを考えて、入居の見込みを考えてつくっていくわけですから、なか

なかそこにこんな住宅つくれとか、つくってくださいということは、言えるような問題
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ではないというふうな部分もあると思います。 

  そういう部分で、まちなか住宅ということで昨年つくって、ことし条例化をして進め

てきていますけれども、そういう部分については、町なか住宅等の建設等を進めて、そ

れに対応していくようなことを、今、調査中というかいろいろというようなことも、先

ほどの伊東さんの回答の中にもありましたけれども、そういう町なか住宅というような

ことでも検討していくべきじゃないかなということを思うのと、もう一点お聞きするの

は、まちづくり会社の中で、空き家・空き地の調査だとか仲介等はしていらっしゃいま

すけれども、民間賃貸住宅の一般向けでつくられている部分がどこにあって、どこにど

ういう建物があって、何戸あって、そこが今あいているとか、満室だとか、そういうよ

うなことの情報把握というようなことは、まちづくり会社では情報提供なんかもされて

いるんでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今、町なか、多分、今までのこちらのほうからの委託内容としては、新

たに建設中の住宅の戸数なり、それから空き住居だとか調べていく、こういった委託の

内容にはなっておりません。あくまでも、空き家がどうなって、それが利活用できるの

か、そのような視点で委託をしているということであります。 

  今、言ったように、不動産の関係のそういった資格があったりなんかして、仲介合わ

せができるなんてことになれば、そのようなことが可能であるのであれば、多分そうい

ったこともそうだし、それから、今、新たな視点でお話をいただいたというふうに思い

ます。これは、まちづくり会社、町からの委託、極めて公共性といいますか、公益性が

高いということで、50％の資本出資を町がしているということでありますので、増、も

うけということではなくて、町民、あるいは町の利益になるようなことの仕事をお願い

するようなこともあると思いますので、こういったことも１つ、新鮮な情報をしっかり

持っているということも大事なことかなと、そんなふうに感じたところであります。 

  それから、まちなかの関係の、そもそものまちなか住宅の狙いは、いわゆる高齢者の

西団地、古いところに住んでいて、非常に環境もよろしくないところから、高齢になっ

ても安心して生活できるような、そういったことでの移動を促すということで、まちな

か住宅の発端がそこにありました。 

  ことしは、そういう意味では、北団地のあそこは、どちらかというとバリアフリー化

をして、介護になっても安心できるような、こういうエリアに考えるということで、こ

としは、そこに２戸改修するということでございます。 

  でありますが、まちなか住宅の視点と違って、もっといわゆる福祉住宅なりそういっ
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た需要があると。民間の賃貸住宅には入れるような年収ではないと。しかし、求めてい

るという人が、そういったことがあるとすれば、これまでにない、新たなまたニーズだ

というような捉え方をさせていただきたいと、そのように思います。 

  そういった視点でこれからの住宅対策を、もう一回再構築といいますか、計画は計画

でありますけれども、現状に合わせたような形の中での対応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） 以上で、７番、早坂清光議員の一般質問を終わります。 

  これをもって一般質問を終わります。 

  ここで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 ３時００分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時１２分） 

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

◎承認第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第12、承認第２号専決処分の承認についてを議題といたし

ます。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  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承認第２号専決処分の承認について、そ

の提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  町例規集は、第６編財務第３章町税をごらんください。 

  お手元の承認第２号関係、１、上士幌町税条例の一部改正の概要、２、上士幌町税条

例の一部を改正する条例、新旧対照表をごらんください。 

  今回の専決処分を行った趣旨ですが、地方税法の一部を改正する法律（平成30年法律

第３号）が、平成30年３月31日に公布されたことに伴い、上士幌町税条例の一部を改正

する条例の制定に急を要し、町議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法

第179条第１項の規定に基づき、専決処分を５月１日付で行いましたので、これを報告

し、議会の承認を求めるものです。 

  今回の地方税法改正の中で、町税条例の改正に急を要する事項の概要ですが、土地等

に対して課税をされる固定資産税については、評価替えなどにより、増減する負担を緩
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やかにする負担調整措置がなされています。現行実施をされています負担調整措置につ

いて、引き続き３年間延長するもので、附則第11条、第12条、第13条、第15条関係の改

正となります。 

  施行期日についてですが、この条例は、平成30年４月１日から施行するものです。 

  なお、そのほかの地方税法改正に伴う上士幌町税条例等の一部改正につきましては、

今定例議会最終日において改めて提案をさせていただきますので、ご審議くださいます

ようよろしくお願いいたします。 

  以上、承認第２号専決処分の承認について、その提案理由と内容についてご説明を申

し上げました。ご審議の上、ご承認くださいますよう、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、これより承認第２号に対する質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

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

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

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

  お諮りいたします。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、承認第２号は承認することに決定いたしました。 

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

◎報告第２号の上程、説明、質疑 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第13、報告第２号株式会社生涯活躍のまちかみしほろの経

営状況の報告についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 報告第２号株式会社生涯活躍のまちかみしほろの経営状況の報

告について、地方自治法第243条の３第２項の規定によりご報告申し上げるものであり

ます。 

  事業報告書の１ページをごらんください。 

  まず、総括的事項として、我が国の最近の経済動向は安定した回復が続いており、少
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子高齢化という壁を乗り越え、サプライサイド、すなわち供給力を強化することで、経

済成長を達成できるとすることの改革を通じ、潜在成長率を引き上げていくため、人づ

くり革命、生産性革命、地方創生を進めることが重要な課題であるとされております。 

  株式会社生涯活躍のまちかみしほろは、上士幌町、株式会社コミュニティネット、上

士幌町商工会、ＪＡ上士幌町、上士幌町社会福祉協議会、上士幌福寿協会、社会医療法

人北斗、上士幌コンシェルジュ、十勝毎日新聞社、帯広信用金庫、十勝信用組合、北海

道銀行、北洋銀行の計13団体の出資により、平成29年９月４日に設立されました。 

  第１期は、町からの委託業務である地域包括ケア充実事業、生涯活躍の場創設事業、

移住希望者募集事業が実施されております。 

  売り上げは、町から委託料1,717万9,000円と、運営費補助金242万4,000円の支出を受

け、効率的な業務執行に努めた結果、経常利益は648万7,000円となっております。 

  第２期である本年度、平成30年度におきましては、引き続き町の委託事業を実施する

こととしており、委託料の売り上げは、生涯活躍のまち上士幌町創生包括プロジェクト

業務4,639万6,000円、無料職業紹介所業務248万4,000円の、合計4,880万円が予定されて

おります。 

  また、第３期以降の独自収益事業を検討することとしております。 

  次に、３ページの１、株式の状況につきましては、平成30年３月現在の資本金、株主

の内訳など、記載のとおりでございます。 

  次に、２、今期事業収益・資産につきましては、諸経費の縮減に努めた結果、当期純

利益が467万2,651円となっております。 

  次に、４ページの３、取締役及び監査役の状況、４、従業員の状況につきましては、

記載のとおりでございます。 

  なお、第２期平成30年度から、新たに正社員１名、パート社員１名を採用されており

ます。 

  次に、５ページから６ページの５、今期実績報告につきましては、記載のとおり事業

が実施されております。 

  次に、６、今期会議体等報告につきましては、記載のとおりの実施となっております。 

  次に、７ページの７、今期トピックス及び８ページ、８、来期トピックスにつきまし

ては、記載のとおりでございます。 

  続きまして、第１期決算報告書をごらんください。 

  次ページの貸借対照表ですが、記載のとおり、左側の資産の部合計、右側の負債・純

資産の部合計がそれぞれ1,311万291円となり、貸借が一致しております。 
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  次に、次ページの損益計算書につきましては、売上高は、町委託金の1,717万9,400円

で、売上原価はなく、売上総利益は、町受託金と同額となっております。 

  この金額から販売費、一般管理費、1,239万6,828円を差し引き、営業利益は478万

2,573円となっております。 

  これに営業外収益250万4,349円を加え、営業外費用79万9,771円を差し引いた経常利益

648万7,151円と特別利益５万円を合わせると、税引前当期純利益が653万7,151円となり

ます。ここから法人税、住民税及び事業税186万4,500円を差し引き、当期純利益が467

万2,651円であります。 

  次ページの販売費及び一般管理費の内訳は、それぞれ記載のとおりでございます。 

  次ページの株主資本等変動計算書につきましては、資本金は565万円、繰越利益剰余

金の当期末残高は、当期純利益と同額の467万2,651円、株主資本合計の当期末残高は

1,032万2,651円となるところです。 

  続いての、個別注記表及び監査報告書は記載のとおりでございます。 

  以上をもちまして、平成29年度株式会社生涯活躍のまちかみしほろの経営状況の報告

とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより報告第２号に対する質

疑を行います。質疑はありますか。 

  10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 報告書の４ページにかかわる従業員等の状況について質問し

たいと思います。 

  今年度は、これ29年度ですね、翌年度というのは、来年度は30年だと思うんですが、

特に30年度のこの資料をもとに質問をしたいと思うんですが、あとそれから、これが30

年３月１日現在のそれぞれの部署の室長等が書かれております。これについてどのよう

に変わった点があるのかと。それから、これだけではわかりませんので、実際には事業

総括は早田さんは変わっています、安田さんに変わっていると、管理室、それから事業

部、企画開発室、それがどのように人事が変わっているのであれば、その点について質

問いたします。 

  それから、事業統括、これは委員会の説明のときにも質問したんですが、事業企業人

は今回は配置されていない、30年から配置されていないと思うんですが、早田さんの部

署ですか、何か本社に戻ってそこにあるというようなことも、ちょっと質問の中ではそ

ういう答弁もあったかと思うんですが、地域おこし企業人のあり方についてどのように

なっているのか質問いたします。 
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○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 改めて４ページの部分でございますけれども、ここに４番で示

されております従業員状況、来年度になっているのが今年度、平成30年度の動きという

ことでご理解いただきたいと思いますけれども、このとおり、変わっていないというと

ころでご理解のほうをいただきたいと思います。 

  それと、事業統括でいたコミュニティネットの早田氏の、今ご質問でございますけれ

ども、企業人としては平成30年度からは配置はされておりません。立場といたしまして

は、取締役の立場は変わっておりません。主に従事する場所が東京のほうで従事をしな

がら、そこで１つの課題としておりますサポ従関係です。都会のほうから人を呼び込ん

でくるという、その課題が事業の柱の一つとしてございますので、主にその仕事に当た

るというところで、現状推移しているということでございます。 

  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） 地域おこし企業人の関係では、国から350万円の特別交付税

措置されるということで見込んでいますが、それは企業人としての採用でなければ、そ

のお金は国から来ないということになるんだろうと思うんです。 

  しかし、コミュニティネットの総括として町で働いてもらうとなると、そのお金とか

財源は、コミュニティネットが丸々町に協力する形になるのか、国からのお金が１円も

来ないんだろうと、30年は。多分、今後、今回減額補正ありませんので、いずれは350

万減額になると思う。その辺について、この方の立場というのは、コミュニティネット

でありながら、企業人でもなけばどういうふうになるのか、良心的に仕事をしてもらっ

ているというふうに把握していいのかどうか、その辺確認いたします。 

○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 出資会社コミュニティネットとしての立場ございます。取締役

は、出資はそこでありますけれども、法的にいきますと、個人がこの取締役を受けてい

るということにはなりますけれども、そこの経費につきましては、コミュニティネット

のほうの経費で賄われると。 

  どうしてもこの会社の、例えば、こちらに来ていただきながら仕事をしていただくと

いう部分につきましては、まちづくり会社のほうの経費も一部支出になってくるかと思

いますけれども、基本的には、まちづくり会社の大きな支出は、現在のところは伴わな

いということでございます。 

  以上でございます。 
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○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 多分これで最後だと思うんですが、そういう形の協力の仕方

というのは、あるのかというのがちょっと疑問に思うんですが、私たちは、コミュニテ

ィネットのとき、最初、27年とか29か28年のときに、協力隊が来ると、それは国の交付

税で３人、４人は３人だと。 

  それから企業人も国からの特別交付税を使ってくると。その方々が30年からのまちづ

くり会社をつくるための協力というか、事務所に町が派遣をしてやってもらうという形

で来たのに、それが一切ないのに、コミュニティネットが早田さんを取締という向こう

の中央のほうの会社の中で、町に協力するというのはあるのかと。私は、町と会社の関

係ですので、そう簡単にはいはいという関係でなくて、ある程度契約なり、きちんと結

ばないといけないんではないかと。 

  まちづくり会社ができたけれども、どういうふうにするのかというのは、コミュニテ

ィネットから協力をもらっていろいろ指導を受けていることもあると思うんですが、や

っぱり別に考えなきゃといけないと思うんです、別に。別にというのは、従うわけでも

ない、協力するわけには、やっぱり別にきちんと考えて、町が立ち上げた会社に、コミ

ュニティネットがどうかかわっていくというのは対等に考えていかないと、無償で協力

してもらうということはあり得ないと思うんで、その辺はどんなふうに契約書を結んで

いるのか、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 大体は、今、企画財政課長のほうから説明しておりますけれども、

お話ししたように、取締役としてはそのまま残っております。 

  ただ、この現地で、上士幌町を主体的に今度事務を行うことは、実は向こうの会社の

事業拡大の関係があって、どうしても向こうで仕事をしなければならないという状況に

なって、ご本人は、企業人は、ことしの３月31日で期間で終了して、本社のほうに戻っ

ているということです。 

  ただ、取締役としての立場がございますので、これからいわゆる東京圏、いわゆる都

市部の対策です。移住促進事業等々もこれから行われますけれども、その際には、でき

る範囲でお手伝いをさせていただくということでございまして、何か担当を１つ、事業

を持ってその仕事に当たるということではございませんので、あくまでも、できる範囲

で協力をするということでのお立場でやると。実際にこちらのほうは、まちづくり会社

のほうについてはその担当を決めて、そこが主担当で動き出しますので、当然都市部に

行って、いろんな事業展開する際には、場合によっては、その都市部の状況なり等々に
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ついて情報をいただいたり、場合によっては、短時間になりますけれども、お手伝いい

ただくようなことも出てくるかもしれませんが、あくまでも主は、向こうはご本人の会

社のほうが主になりますので、できる範囲でのお手伝いという範囲でございますので、

そうことでご理解をいただければと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、ありますか。 

  ４番、佐藤曻議員。 

○４番（佐藤 曻議員） 本年のこの収支において、ちょっと質問させていただきますが、

460万余り収益が出ておりますが、この会社の収益は、たしか内部留保に回すことにな

っているかと思いますので、内部留保を行って積み立てしているかどうかの確認をとり

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 幸いに、このような数字を生むことができたというところで、

それは内部的に、平成29は30年に対して内部留保しているということで、これができれ

ば、配当までいければいいなというところでありますけれども、現時点では、そのよう

なことで内部留保しているということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） １つ、行政側の評価というのをお聞きしたいなというふうに

思います。 

  事業そのものは100％町が委託をして、それで赤字が出るようなことでは、これはに

っちもさっちもいかない話で、当然一定程度、事業収益という側面では、膨大なプラス

は別にしても、プラスに転じるというのが一般的だろうというふうに理解をするんです

けれども、問題は、この事業が利益を生むということが目的ではなくて、この町のまち

づくりにプラスの影響を出すというのが本来の目的、この会社の。そういうことで言え

ば、まだ１年未満の会社運営ですから、大きな成果を求めるというのは別にしても、町

民にきちっとこの会社が生涯活躍のまち、この名のとおり、まさしくそういったものに

向けて動いている、そういう認知を町民が十分持っているのかどうかというのが、実は

大きな問題だというふうに思うんですが、評価として、それについては、行政側はどう

いうふうに感じているのか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 議員おっしゃるとおりだと思います、町民にきちんと認知をさ

れるべきだと。 

  私どもの行政といたしましても、たくさんのここまでの議論、時間をかけながら、今
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日に至って、何とか会社、９月４日に設立して半年強を迎えたということで、まさに今

後、この会社をより深く認知いただくために努力をしなければならないというふうに思

っているところでございます。 

  そのような思いで、今後もしっかりと事業実績、ああ、会社できてよかったなと、あ

あ、こんなことも身近なところでやってくれるんだなと、そんなようなところの評価に

つながるようにしていきたいと思いますし、今現段階では、この半年強、議論をいただ

いてから１年以上なるわけですけれども、この間、その思いで来ましたし、今後もその

ようなことでやっていきたいと。 

  今の部分におきましては、本当に会社できるのかと、誰がどうするんだと、赤字にな

ったらどうするのかと、その議論からしますと、改めてよくここまで来たなと思います

し、しっかりと支援をしながら育てていくということが、町民の認知にもつながってい

くだろうというふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） これは、私の要望も含めてなのかもしれませんけれども、こ

れは委員会に報告があったときにも言いました。 

  事業統括者が、たった数カ月で変わるなんていう会社は、これは長続きしないと一般

的には見られます。信用性が全くない、あるいは会社内部で何か大きな動きがあるとい

うふうに見られるのが一般的です。 

  つまり、それはやむを得ない事態だというふうに、今、山本議員の質問の中で、もと

もとコミュニティネットの関係で、ある種事態が起きたと。取締役でもあるというんな

ら、本来は、この生涯活躍のまちに責任を感じて、きちっとその役割を果たすのが一般

的です。それはもうやむを得ないとするなら、それだけ信用性は薄くなったと言わざる

を得ない。まして、営利事業やっているんであれば、利益状況によって、いわば会社の

評価というのは変わるわけですけれども、今のところ町の100％委託、それで足りず、

その補助も含めてまちづくりの会社だからということで出しているわけです。 

  そういうことからすれば、１つは今答弁がありましたけれども、町民に十分認知をさ

れるということと、もう一つは、そういう当初からある意味、疑問を抱くような内容に

してしまったということも含めて、この会社は相当住民に信頼性を持つような行動をと

らなきゃならないというふうに思うんです。 

  もう一つは、この会社の役員及び社員、取締役、あるいは代表も町内の人ですけれど

も、実際に事業を進める職員の中に、上士幌と個人的にもかかわりを持つ、あるいは内
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情を十分理解できるという職員がいないことも大きな問題だ。認知を十分されにくいと

いう問題ではないかというふうに思うんですけれども、そういったことも含めて、今後

改善のお考え方があるのかどうか。 

  問題は事業利益がどうなのかということではなくて、そこから受ける町民利益という

ものがどういうものなのかというのを、本来、行政側としてきちっとコメントすべきだ。

そういうことをしなければ、町民はなかなかこの会社に対する評価や判断や、信用性が

なくなるのではないかと思うんですが、その辺についてのお考えをお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 私も取締役という立場で入っておりますので、その辺も含めてかか

わってきておりますので、お話を申し上げたいと思いますが、９月に発足をして、およ

そ半年、29年度は約７カ月間ということでございました。 

  今、ご指摘あったように、その体制の中で、この短期間のうちに体制が一部動くとい

うことについては、見方によっては非常に大丈夫かという、そういう不安を抱かれると

いうことも、これはあっても、これはやむを得ないなというふうに思っています。 

  さまざまな状況の変化があって、最終的には取締役会議のほうで決定をさせていただ

いた事項でございますけれども、いずれにしても、その後、今現体制の中で、以前委員

会でも申し上げましたけれども、毎週の定例の週会議を開きながら、それぞれの担当が、

しっかりと自分がこの１週間何をしてきたかということの報告、さらには、これから先、

どんなことを今展開しようとしているか、あるいはどんな仕事をしようとしているかと

いうことも、事細かく全員が集まって、私も中に入りまして、行政の担当もおりますけ

れども、一緒に入って、その事業の進捗状況等々をお互いに情報共有し、さらに必要な

ことについては、私のほうからもいろいろと助言、あるいは指導等も行いながら事業を

進めてきたということでございます。 

  ただ、29年度については、いずれにいたしましても、具体的な事業展開に向けた準備

という下地づくりを相当メーンにやってきておりますので、そういう意味では、日常的

に町民の方々と細かく接点を持つというのは、そんなに多くはなかったかと思いますが、

29年度の準備期間を経て30年度、いよいよきょう一般質問ございましたけれども、さま

ざまな具体的な事業の展開に入ってまいります。その具体化の中では、当然多くの町民

の方々、関係者の方々と当然接点を持って、みずからも出向く、あるいは来ていただく

ような、そういった環境をどうつくるかということで、現場の人間も今、必死に動いて

おります。 
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  具体的な事業の中では、今、事務所も構えておりますけれども、事務所の中に、例の、

ご存じのとおり、健康づくりのポイント制の中で、その拠点にもなるということで、こ

れから町民の方々も親しく会社のほうに出向くこと出てくるのかなと思っていますので、

その辺の対応を含めて、できるだけ町民から信頼を抱いていただいて、親しみを持って

いただけるような、そういう事務所環境づくり、人間関係をつくるように、私のほうか

らもしっかりと指導していきたいなというふうに思っております。 

  それと、あとは後半のほうは。 

○議長（杉山幸昭議長） 町内採用の。 

○千葉与四郎副町長 職員が、ご承知のとおり、地域おこし企業人や協力隊のメンバーと

いうことで、いわゆる地元の、町のことをよく知る者がいないんじゃないかということ

で、これは以前にも佐々木議員のほうからご指摘はあったかと思います。 

  その際には私のほうからも、そういったことも含めて検討させていただきたいという

ことで申し上げていたんですが、またこれも、実は町側のいろんな都合があって、いろ

んな退職者の関係とかいろいろあって、なかなかそちらまでの人員を回すことができな

かったというような、いろいろさまざまなまた事情がございますけれども、また来年度

に向けて、今、ご指摘の部分については十分私も記憶しておりますし、その必要性も感

じているところでございますので、十分その辺も含めて、また31年度に向けてというこ

とになりますけれども、十分ことしの事業状況、運営状況等も見ながら、必要であれば、

そういった行政側からの職員の派遣等々も含めた検討作業は進めていきたいなというふ

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） 気持ちは十分理解できるんですが、１つ言えるのは、こうい

う小さな5,000人の小さな町、さらに何十年もこの町に住んでという。つまり、どこど

この息子さんがあそこの会社にいるというだけで親近感がある程度わく。 

  事業実体から考えれば、こういう形で職員採用すれば、当然通常よりは金額的という

か安くなるわけだ。そっちに目が向くのか、もっとやっぱり地域性を重視して、多少人

件費が上がっても、地元採用という人間も１名、２名入れる。そういう中で、地の利を

生かした活動をするというのも一つだと思うんです。 

  そういうことが、今なかなかできていないという認識で私は見ていますけれども、今

の体制でやらざるを得ないとすれば、そういうことを乗り越えるだけの、やっぱり町内

での信頼性というか、町民に認知をされるということに努力をしなければ、生涯活躍の

まち、事業そのものは３年間ですから、３年間たったら尻つぼみになると。 
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  なおかつ、最後にこれをお聞きしたいと思いますけれども、第２次の事業でサ高住、

当初はこのサ高住が目玉で入ってきたんですけれども、そういうことが十分計画のテー

ブルの上に乗っているのかどうか、実現可能という認識があるのかどうか。これからや

って、どうかということを検討して、結局だめでしたということにはなかなかならない

と思うんです。 

  きょうの一般質問を聞いていても、住宅に対してはまだまだ不足している。そしたら、

小学校前のというか、病保跡の土地だってそういうことに使えるなら、どんどん開放し

て使っていくということのほうが、行政課題の解決に向けては妥当性が高い。ただ、あ

そこはサ高住という側面があって、いまだ議会でもそういう、僕自身もそういう認識で

すから、あの地域を使ってどうのこうのという話は出ていないわけですけれども、そう

いうことを進めていかなければ、今非常に社会の進みぐあいというのは早いわけです。

日ごろから理事者側からも、世の動きというのが早いと、それに即した形で対応してい

くということを言っているわけですから、だとしたら、そういうことも含めてきっちり

していかなければならない。 

  意見も入っていましたけれども、最後にこのサ高住、第２次の事業というのは、今の

時点でいえば、どういうふうに理解をしているのかだけお聞きをしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 最初、前段のほうのことも話ししたいと思いますけれども、いずれ

にしても、町民の方の信頼を得て、親しみを持って、また会社のイメージを、またいい

意味でのイメージを持っていただくためには、何と言ってもその事業をしっかりと成功

させること。そのこと以外に町民のご理解なり、頑張っているなという評価にはつなが

らないだろうというふうに思っておりますので、きめ細かく動く、手間暇をかけて仕事

をするということは当然でありますけれども、結果として、これから具体的に動き出し

ております各事業をしっかりとやり切ると、成功させるということが、まず第一なのか

と思っておりますので、そこに向けてしっかりやることで町民の信頼なりをかち取って

いきたいなと、そんなふうに考えております。 

  また、サ高住の関係、お話ございました。当時、これはこのことについて、非常に大

きな事業として議会のほうにもご説明をさせていただいたところでございます。 

  それが、今、中長期というようなことでのお話をさせていただいておりますけれども、

確かに今、全国の移住定住、あるいは都市部から地方への動き、これが今、当時とまた

いろいろ変わってきているということも実際にございます。 

  本町の移住の関係もそうですけれども、もともとは町民の方の中には、高齢者ばかり
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が町内に来てどうなるんだという、そういったご意見もございましたけれども、実際に

はご承知のとおり、都市部から今、移動してきている方々のほとんどが今20代から30代、

40代です。非常に都市部の地方への移り住む流れといいましょうか、意向、ニーズが、

高齢者というよりも、どちらかというとそういう若い世代が、実は今、全国的に動いて

いるというのが今実態でございます。 

  そういう意味では、いわゆる定年を過ぎて、その後どうするかというような年代の方

だけをターゲットにやるべきなのかどうかと。その辺はこれからしっかり、慎重にやる

べきだなと思っています。 

  その上で、だからといって若者だけをという意味ではなくて、やはりこれからは、そ

ういった高齢者の方々、あるいは若い方々、そういったあるいは障害を持たれる方々、

そういった方々も含めて、いわゆる言葉はいろんな使い方をされていますけれども、ご

ちゃ混ぜとかという言葉を使われてやっている事業体もございますけれども、そういっ

たいろんな方々が一緒になってその地域に住むことで、お互いに助け合ったり、カバー

し合ったり、お互いに元気をもらったりという、そんなことを事業展開してきていると

ころもどんどん今出てきていると、そういう流れもございますので、サ高住だけに固執

をするというではなくて、サ高住も含めて、これからの900ヘクタールの土地の利活用

のあり方、あるいはどういった人たちに本町に来ていただくようにしかけていくのかと、

その辺はしっかりと今後の流れも見きわめた上で、やはり動きだす必要があるだろうと。 

  そうではないと、いつまでも昔の環境だけではなくて、今どんどん変化しているとい

うことを我々はしっかり見詰めた上で、その先をできるだけ流れを見きわめながら、あ

るべきこれからの町へ来ていただくためのいろんな事業内容についても検討させていた

だいて、また皆様、議会のほうにいろいろとご相談をさせていただければと、そんなふ

うに思っているところでございます。 

○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。 

  これをもって、報告第２号については報告済みといたします。 

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

◎報告第３号の上程、説明、質疑 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第14、報告第３号平成29年度上士幌町一般会計継続費繰越

計算書の報告についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 ただいま上程されました報告第３号平成29年度上士幌町一般会
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計継続費繰越計算書の報告についてご説明申し上げます。 

  当該継続費につきましては、平成29年度の一般会計予算でご可決をいただきました事

業の継続費繰越計算書を調製し、地方自治法施行令第145条第１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29年度上士幌町一般会計継続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、継続費の総額、平成29年度継続費予算現額、

予算済額及び支出見込み額、残額、次年度逓次繰越額、財源内訳の順に記載しておりま

す。14款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費、公共土木施設災害復旧事業につき

ましては、昨年５月の第３回町議会におきまして、萩ケ岡橋災害復旧工事経費として、

継続費の設定を第１号補正予算でご可決をいただき、その後、本年３月の第１回町議会

において、第11号補正予算で変更のご可決をいただいているものであり、平成29年度年

割額のうち、１億2,191万円を繰り越しするものであります。 

  財源内訳は、記載のとおりでございます。 

  以上、報告第３号についてのご説明、ご報告とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより報告第３号に対する質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、報告第３号に対する質疑を終結いたします。 

  以上で、報告第３号については報告済みといたします。 

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

◎議案第４４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第15、議案第44号財産の取得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。 

  石王教育推進課長。 

○石王良郎教育委員会教育推進課長 ただいま上程されました議案第44号財産の取得につ

いて、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  初めに、提案理由であります。 

  本町では、遠距離通学児童・生徒の通学対策として、スクールバス６台で登校、下校

などの送迎を対応しております。そのうち、町有の中型バスについて、購入後18年が経

過し、車両機能の低下及び車体の劣化が顕著なため、バス購入により更新するものでご

ざいます。 
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  議会の議決に付すべき財産の取得につきましては、条例に基づき1,000万円以上とな

っていることから、今回議案を上程するものでございます。 

  内容につきまして、議案第44号をごらんください。 

  財産を次のとおり取得したいので、地方自治法第96条第１項第８号の規定により、議

会の議決を求めるものです。 

  本件に関する見積もり合わせは、５月25日に執行をしております。 

  １、財産の種類、スクールバス。 

  ２、財産の内容、中型バス１台、41人乗りです。メーカー、車種につきましては、日

野自動車株式会社のメルファというバスを購入いたします。 

  ３、取得金額、2,275万3,260円。 

  ４、取得の相手方、河東郡上士幌町字上士幌東３線242番地、上士幌自動車工業株式

会社 代表取締役 佐藤正彦氏です。 

  なお、中型バスは需要が少ないため受注生産となりますので、車両の納車期限は来年、

平成31年２月28日を予定しております。 

  以上、財産の取得につきまして、その提案理由と内容についてご説明申し上げました。 

  ご審議いただき、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第44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44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44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44号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第４５号から議案第５０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45号平成30年度上士幌町一般会計補正予算

（第２号）、日程第17、議案第46号平成30年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算
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（第１号）、日程第18、議案第47号平成30年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）、日程第19、議案第48号平成30年度上士幌町介護保険特別会計補正予算

（第１号）、日程第20、議案第49号平成30年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第

１号）、日程第21、議案第50号平成30年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算

（第１号）、６案を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第45号から50号までの平成30年度一般

会計並びに各特別会計補正予算の内容を申し上げます。 

  補正総額は、１億658万6,000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99億6,548万2,000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45号一般会計補正予算（第２号）であります。 

  １ページをごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億1,784万8,000円を追加し、総

額を80億4,326万2,000円とするものでございます。 

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

２ページから４ページ、第１表のとおりでございます。 

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

の限度額を８億4,810万円から８億9,340万円に変更補正するものでございます。 

  それでは、歳出のうち追加補正の主なものといたしましては、人件費職員分331万

5,000円、関係人口創出事業500万円、高度情報通信網整備事業743万1,000円、子ども医

療給付事業204万8,000円、食料産業・６次産業化交付金1,794万円、町有林管理経費108

万円、産業振興対策経費600万円、熱気球管理経費412万4,000円、道の駅整備事業3,790

万円、ナイタイ高原牧場レストハウス整備事業4,312万2,000円、学校教育施設整備基金

積立金284万8,000円、北海道上士幌高等学校振興会助成事業314万3,000円を追加補正い

たします。 

  事項別明細書に以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、各特別会計の補正予算についてご説明申し上げます。 

  30ページの議案第46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からそれぞれ637万1,000円を減額し、総額を

７億850万1,000円とするものでございます。 
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  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、

31ページ、第１表のとおりでございます。 

  歳出の補正内容につきましては、人件費647万8,000円を減額し、療養給付費交付金等

返還金10万7,000円を追加補正するものでございます。 

  事項別明細書に以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、40ページの議案第47号後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）をごらんく

ださい。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ６万6,000円を追加し、総額を１

億31万5,000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、

41ページ、第１表のとおりです。 

  歳出の補正内容につきましては、人件費６万6,000円を追加補正いたします。 

  事項別明細書に以下につきましては、説明を省略いたします。 

  次に、48ページの議案第48号介護保険特別会計補正予算（第１号）をごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ504万5,000円を減額し、総額を

５億6,859万9,000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、

49ページから50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、一般管理費において、人件費508万7,000円を減額補

正いたします。また、包括的支援事業費において、人件費４万2,000円を追加補正いた

します。 

  事項別明細書に以下につきましては、説明を省略いたします。 

  次に、61ページの議案第49号水道事業特別会計補正予算（第１号）をごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ10万5,000円を追加し、総額を１

億8,832万2,000円とするものでございます。 

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

62ページ、第１表のとおりでございます。 

  歳出の補正内容につきましては、人件費10万5,000円を追加補正するものでございま

す。 

  事項別明細書に以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、68ページの議案第50号公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）をごらんく

ださい。 
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  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ１万7,000円を減額し、総額を

３億5,648万3,000円とするものでございます。 

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

69ページ、第１表のとおりでございます。 

  また、第２条では、地方債補正といたしまして、70ページにありますとおり、下水道

事業の限度額を4,560万円から5,010万円に、同じく過疎対策事業を4,560万円から5,010

万円に変更補正するものでございます。 

  歳出の補正内容につきましては、人件費１万7,000円を減額補正するものでございま

す。 

  事項別明細書に以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  以上、一般会計並びに５特別会計の補正内容についてご提案を申し上げました。よろ

しくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午後 ４時０３分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ４時１４分） 

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

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

ます。 

  それでは、議案第45号平成30年度上士幌町一般会計補正予算（第２号）から質疑を行

います。 

  初めに、事項別明細書の歳出から質疑を行います。 

  事項別明細書の歳出は、10ページから款ごとに一括して質疑を行います。 

  歳出、議会費及び総務費について質疑を行います。 

  10ページから12ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

  10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 11ページの関係人口創出事業の内容と、どういうことを委託

す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 これにつきましては、先般の公開委員会のときにも触れさせて
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いただいておりますけれども、改めましてご説明申し上げます。 

  これにつきましては総務省の事業でございまして、モデル事業として総務省が町と委

託契約を交わして、町がそれを受託して事業として執行していくというものでございま

す。 

  ちょっと読み上げますけれども、これからの移住交流施策のあり方に関する検討会に

おいて、移住した定住人口でもなく観光に来た交流人口でもないと、地域や地域の人々

と多様にかかわるものであると。それが関係人口というふうにおっしゃっておりますけ

れども、それに着目した施策に取り組むことの重要性が議論され、このたび、地方公共

団体が実施する国民が関係人口として地域と継続的なつながりを持つ機会、きっかけを

提供する取り組みを関係人口創出事業モデル事業として採択し、国が委託調査事業とし

て実施するための提案募集がありました。 

  これにつきまして本町手を挙げて、今回採択になったということで、最大委託金につ

きましては500万ということでございまして、この500万の委託金をいただきながら、歳

入歳出同額補正をさせていただきたいとするものであります。 

  内容につきましては、アンケートを行ったり、あるいは今、先ほどお配りさせていた

だきましたけれども、かみしほろ塾、これに対しまして３組12名ほどの来訪者、来町者

を今考えてございまして、その方たちをお呼びしながら関係人口として交流を深めて、

その次なる移住等々につなげていきたいというふうに考えているところでございます。 

  ほぼ500万のうち、委託料400万9,000円ということで考えてございますけれども、こ

れは、どうしても創出事業の調査委託をかけなければなりません。決まった項目がござ

いますけれども、それに対しまして、どうしても私たちで、人工のこともございますの

で、それはコンサル等も含めて事業をお願いしなければならないというふうに考えてい

るものでございます。 

  この事業、再委託も認められておりまして、１つにはまちづくり会社にも一部、それ

と一部は、北海道のほうも委託をされております株式会社ヒートという会社がございま

すけれども、そちらにその役割をお願いしながら、調査報告書をまとめていきたいとす

るものでございます。 

  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） 委員会で説明受けた、見た、私、記憶がなかったものですか

ら、これは地方創生にかかわる、また新たな事業を国が起こすということなのか。それ

にまた新しくすぐ、ぱっと町が選ばれたのか、手を挙げたのかわかりませんが、次々と
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いろんな創生にかかわる事業を立ち上げて、また何か調査して、また何か新しい事業に

行くんではないかというちょっと不安があるんですが、調査するだけだったら別にいい

んですが、関係人口といって、いろんなかかわり方が関係すると言われて、調査して、

また何か新しい事業をしないさいと来るのかどうか、その点について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 次なる展開は、国のほうもいろいろとこの人口減少、あるいは

国を何とかしなければならないということは常日ごろ考えていると思いますので、何か

矢を打ってくるということは考えられますけれども、今この事業を受けたからといって、

次、これにひもつきで何かをやりなさいということではないということで、現時点では

お話をしておきたいと思います。 

  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） 私も反省するところなんですが、地方創生と言われていろい

ろ補助金、これも国からの事業費500万来るんだろうと思うのですが、そういうふうに

つくと、結果的には、次、何かをする、何かをするといって、調査した結果こうですよ

と言われて、次々次々事業が進むと。それは本当に必要な事業なのかというふうに考え

る暇がないうちに事業が進んでしまうと。それは私もこの間、続いてきたものですから

すごく反省しているんです。 

  その点について、十分慎重に、本当に新しい事業がもし来るんであれば、本当に必要

な事業かをきちんと見きわめてからやってほしいと。今回そういうことが今のところな

いということなので確認したいと思うんですが、よろしくお願いします。 

○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 担当といたしましても、この世の中の目まぐるしい移り変わり

は、非常に私もこの年になって、いや、また次、また次と。 

  ですけれども、やっぱりそのぐらい日本というのは大変なんだなと、地域というのは

大変なんだなというふうに、これは認識せざるを得ないです。やはり、町が生き延びて

いくために、あらゆる施策があるのであれば、ある意味、常にアンテナは高くしておか

なければならないというふうに思っております。 

  自前だけでできるものであれば、それはそれでよろしいんですけれども、やはり何ら

かの支援等々をいただきながら、そして、それが財源賦課にもならないということであ

れば、それはそれで財源の部分からも考えていかなければならないというふうに思って

いるところでございます。 
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  ただ、やっぱりご心配されるところは、進み過ぎて、町民のほうの理解がどうなのか

というところが心配される点だというふうに思いますけれども、その辺につきましては

反省しながら、次の施策は施策で必要であれば、それは打っていかなければならないだ

ろうというふうに、担当しては考えているところでございます。 

  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） 何となく含みを持たせる答弁だったのでちょっと心配なんで

すが。 

○議長（杉山幸昭議長） ３回なんですけれども。 

  いいですか。 

  次に、民生費から労働費に入ります。 

  12ページから14ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、農林水産業費に入ります。 

  15ページから16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、商工費から土木費に入ります。 

  17ページから18ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、教育費に入ります。 

  19ページから21ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、給与費明細書は22ページから28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、地方債に関する調書は、29ページを一括して質疑を行い

ます。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の歳入は、８ページから９ページまでを一

括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の総括表は、６ページから７ページまでを



－89－ 

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45号平成30年度上士幌町一般会計（第２号）の

質疑を終わります。 

  次に、特別会計補正予算の質疑を行います。 

  特別会計の質疑は、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46号平成30年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、

30ページから39ページまで一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第46号平成30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、議案第47号平成30年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、

40ページから47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47号平成30年度上士幌町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第48号平成30年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第１号）は、48ペ

ージから60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48号平成30年度上士幌町介護保険特別会計補正

予算（第１号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第49号平成30年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第１号）は、61ペ

ージから67ページまで一括して質疑を行います。質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第49号平成30年度上士幌町水道事業特別会計補正

予算（第１号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第50号平成30年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、

68ページから77ページまで一括して質疑を行います。質疑はありますか。 

（「なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第50号平成30年度上士幌町公共下水道事業特別会

計補正予算（第１号）の質疑を終わります。 

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

する総括質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

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

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、町理事者に対する総括質疑を終わります。 

  以上をもって、議案第45号から議案第50号までの平成30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45号平成30年度上士幌町一般会計補正予算（第２号）の討論を行いま

す。討論ありますか。 

（「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号平成30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号平成30年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の
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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。 

  次に、議案第48号平成30年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第１号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第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。 

  次に、議案第49号平成30年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第１号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第49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49号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第50号平成30年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）の

討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第50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50号は原案のとおり可決されました。 

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

◎散会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしましたので、本日の

会議を終わります。 

  あすからは休会とし、本会議の再開は６月22日金曜日午前10時でありますので、ご承

知願います。 

  本日はこれにて散会といたします。 

（午後 ４時３０分） 
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 ────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 定刻となりましたので、ただいまより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

（午前１０時００分） 

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

◎議会運営委員会の報告 

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

  議会運営委員長、佐々木守議員。 

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

  議会運営委員会は、６月19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たことについてご報告を申し上げます。 

  １点目は、日程第１、諸般の報告の中で、さきの北海道町村議会議長会第69回定期総

会において、杉山幸昭議長が自治功労者として表彰されましたので議会運用例第147条

の１の規定による報告と第147条の２の規定による伝達を行いますので、ご承知おきを

願います。 

  以上で、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、諸般の報告を行います。 

  議会議員の表彰の報告と伝達を、議会運用例第147条の１及び第147条の２の規定によ

り行います。 

  去る６月12日開催の北海道町村議会議長会第69回定期総会において、議会議員の自治

功労者表彰が行われました。本町議会から私が表彰されましたことをご報告申し上げま

す。 

  これより、その表彰の伝達を行います。 

  ここで暫時休憩といたします。 

（午前１０時０３分） 

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

（午前１０時０４分） 

 

  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。 

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

◎陳情第２号の上程、報告、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、産業経済建設常任委員会審査報告を行います。 

  陳情第２号ぬかびら源泉郷スキー場営業継続に関する陳情についてを議題といたしま

す。 

  本案について、産業経済建設常任委員会委員長の報告を求めます。 

  産業経済建設常任委員会委員長、８番、山本弘一議員。 

○産業経済建設常任委員長（山本弘一議員） 陳情審査報告、産業経済建設常任委員会。 

  本委員会に付託されました陳情については、慎重審査の結果、次のとおり決定いたし

ましたので、上士幌町議会会議規則第94条第１項の規定により報告いたします。 

  審査事項、陳情第２号ぬかびら源泉郷スキー場営業継続に関する陳情について、平成

30年６月５日付託。 

  審査年月日、平成30年６月７日、15日、20日、計３回であります。 

  審査場所は、委員会室。 

  説明員については、竹中町長、千葉副町長、杉原商工観光課長、石井主査。 

  審査結果であります。本委員会は、町長、副町長、担当課長、担当主査の出席を求め、

質疑、聴取を行ったほか、陳情者の招致による説明を受けるなど、慎重に審査を行った

結果、全会一致をもって不採択とすべきものと決定いたしました。 

  委員会の意見であります。本委員会は、陳情第２号の審議に当たり、陳情者を参考人

として招致をし趣旨説明を受け、陳情内容の質疑等を行うとともに、町行政側からこれ

までのぬかびら源泉郷に対する冬季観光支援の状況やスキー場の入り込み客数などの状

況を確認し、陳情審査を行いました。 

  陳情内容は、ぬかびら源泉郷スキー場が現在の運営形態となって以降10年が経過し、

現在は全ての施設の運営が行えない状況にあることから、陳情３項目については支援を

望むというものでありました。 

  今回の陳情は、本町の観光振興に大きくかかわることから委員会を議員公開委員会と
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して開催し、多くの意見をいただきながら慎重に審査を行いました。 

  本委員会での審議は、主にスキー場への直接支援のあり方とスキー場を含むぬかびら

源泉郷の冬季観光のあり方について意見が述べられました。 

  初めに、スキー場への支援に対しては、現在の状態となるまでの経過や将来の見通し

などを審議いたしました。その中でスキー場の運営はぬかびら源泉郷のみならず、本町

の冬季観光の大きな柱として重要な位置づけとなっていることは、異論のないところで

あります。しかし、スキー場の運営が現在の企業に移譲されてから10年が経過する中、

全国的にはスキー人口の減少している状況にもあります。 

  また、施設の老朽化が進み数年前からは一部のリフトが運行ができなくなり、スキー

場の利用者も大幅に減少いたしました。現在は、スキー合宿や大会の開催による営業努

力が行われていますが、スキー場運営の将来的な見通しや収支のバランスが示されてい

ることはありませんでした。 

  委員会としては、今回の陳情がぬかびら源泉郷旅館組合から提出されているものの、

その内容は一企業が所有するスキー場の支援となっていること、その内容がほかの団体

へ補助している条例、規則と比較して整合性がとれないこと、今年度の支援となってい

ることから願意に沿うことは困難との結論に達しました。ただし、スキー場の運営が一

企業により行われているものの、その事業は公共性が高く、あらゆる面で地域への波及

効果が大きいとの認識から、今後のスキー場の将来像を検討していただき、町として支

援できる内容については、積極的にかかわっていただく必要があると考えております。 

  次に、スキー場はぬかびら源泉郷の冬季観光において、大きな役割を果たしているこ

とから、本町の観光や地域振興についても審議が行われました。陳情者からは、ぬかび

ら源泉郷における冬季観光は、集客や売り上げなどが夏季に比べて大幅に減少し、スキ

ー関連の集客に大きく依存している状況であるとの説明がありました。 

  また、行政側からもその状況は承知しており、ぬかびら冬季観光誘致促進協議会に対

し活動補助を行っているほか、地域の活性化のため観光のみならず、インフラ整備や情

報発信の施策を行っている状況にもあります。このため本委員会としては、ぬかびら源

泉郷が本町の観光の中心であるものの、地域の発展という視点から検討する必要がある

との認識から、観光のみならず多方面からの支援策により、住民はもとより観光客など

多くの方がその恩恵を受けられるような支援を引き続き行うべきと考えております。 

  以上のような審議経過を踏まえ、委員会において討論、採決を行った結果、陳情第２

号については不採択とすべきものと決定いたしましたことを報告いたします。 

  以上で、産業経済建設常任委員会の報告を終わります。 
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○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

する質疑を受けます。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。 

  これより陳情第２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、これをもって陳情第２号に対する討論

を終結いたします。 

  これより陳情第２号の採決を行います。 

  本陳情書に対する委員長の報告は不採択とすべきものです。 

  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、陳情第２号は委員長の報告のとおり不採択と決定いたしました。 

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

◎議案第５１号の上程、説明、質疑、討論、採択 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第３、議案第51号上士幌町税条例等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51号上士幌町税条例等の一部を改

正する条例の制定について、その提案理由と内容につきましてご説明いたします。 

  例規集は、第６編財務、第３章町税をご覧ください。 

  今回の改正は、地方税法等の一部改正に伴い上士幌町税条例等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51号関係の１の上士幌町税条例等の一部を改正する条

例の制定について及び議案第51号関係の２の上士幌町税条例新旧対照表をご覧ください。

資料名議案第51号関係１のほうで今回の概要につきましてご説明をさせていただきます。 

  なお、資料の関係条項に記載をされております法については地方税法、改正法につい

ては地方税法等の一部を改正する法律、租法については租税特別措置法、令については

地方税法施行令、条例については上士幌町税条例、改正条例については上士幌町税条例
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等の一部を改正する条例となりますのでよろしくお願いいたします。 

  初めに、（１）個人町民税、１、非課税範囲の改正についてです。 

  １点目は、非課税措置の所得要件の引き上げです。 

  障害者、未成年者、寡婦または寡夫に係る非課税措置の所得要件である前年の合計所

得金額について、基準額を125万円以下から135万円以下へ10万円引き上げるものです。 

  ２点目は、均等割非課税限度額の引き上げです。均等割のみを課すべき者のうち前年

の合計所得金額が下記により算定した金額以下である場合、均等割を非課税とするもの

です。改正案の計算式のほうをご参照ください。 

  ３点目は、所得割非課税限度額の引き上げです。所得割を課すべき者のうち前年の総

所得金額等が下記により算定した金額以下である場合、所得割を非課税とするものです。

改正案の計算式のほうをご参照ください。 

  今回、平成30年度の税制改正により給与所得控除及び公的年金控除を10万円引き下げ

たことに伴い、合計所得金額が10万円引き上がることから従来の非課税の基準となる額

に10万円を加算することで影響が及ばないようにするもので、平成33年度以後の年度分

から適用する、となっています。 

  次に、２の所得控除の改正及び次のページになりますが、３の調整控除の改正につい

ては関連がありますので、あわせてご説明をさせていただきます。 

  従来は、全ての所得割の納税義務者に適用していた基礎控除及び調整控除について、

前年の合計所得金額が2,500万円以下である者のみに適用する改正で、どちらも平成33

年度以後の年度分から適用するものとなっています。 

  続きまして、（２）法人町民税です。１の申告方法の改正についてです。 

  資本金１億円超の法人に対し、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用して町民税

の申告を行うことを義務づけるもので、平成32年４月１日以後に開始する事業年度分か

ら適用するものです。 

  次に、２の申告納付における税額控除の改正についてです。 

  外国に関連会社がある法人について、外国子会社合算税制が改正されたことに伴う税

額控除の創設で、平成30年４月１日以後に開始する事業年度分から適用するものとなっ

ています。 

  次に、（３）固定資産税です。１の水質汚濁防止施設に係る固定資産税の特例の改正

についてです。 

  水質汚濁防止のための汚水の処理施設について、国の示す参酌すべき割合に準じて償

却資産に係る固定資産税額を２分の１に減額するものです。平成30年４月１日から平成
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32年３月31日までの間に新たに取得されたものについて翌年度分から適用するものです。 

  次、３ページになります。２の再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の特例

の改正についてです。 

  減額割合の改正ということで、特定再生可能エネルギー発電設備が一定規模の出力条

件に該当する場合、国の示す参酌すべき割合に準じて償却資産に係る固定資産税額を次

の表の割合に減額するものです。平成30年４月１日から平成32年３月31日までの間に新

たに取得されたものについて、翌年度分から３カ年度分適用するものとなっています。 

  次に、３の中小企業の設備投資に係る固定資産税の特例の創設についてです。 

  減額割合を定める規定の整備ということで、町が定める導入促進基本計画に基づき中

小企業が実施する設備投資について、償却資産の固定資産税額を免除するものです。中

小企業が先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受けたものに限り免除するもので、

生産性向上特別措置法の施行日から平成33年３月31日までの間に新たに取得されたもの

について、翌年度分から３カ年度分適用するものとなっています。なお、生産性向上特

別措置法の施行日は平成30年６月６日となりましたので、ここでご報告をさせていただ

きたいと思います。 

  次に、４の利便性等向上改修工事が行われた実演芸術公演施設に対する固定資産税の

減額措置に係る規定の整備についてです。 

  減額措置を受けるための申告方法に係る規定の整備ということで、利便性等向上改修

工事が行われた劇場、文化ホールなどに係る固定資産税額を３分の２に減額する特例措

置について、この措置を受けるための申告方法を規定するものです。平成30年４月１日

から平成32年３月31日までの間に改修されたものについて、翌年度分から２カ年度分適

用するものです。 

  次に、５の平成31年度及び平成32年度における土地の評価額の修正に係る規定の整備

についてです。 

  土地の価格の下落修正に係る規定の延長ということで、従来から規定をしています措

置の延長をするもので、平成31年度及び平成32年度について、適用するものとなってい

ます。 

  続きまして、４ページ目（４）町たばこ税１の加熱式たばこに係る規定の整備につい

てです。 

  １点目は、区分の創設です。これまでパイプたばこに分類されていた加熱式たばこを

国税の基準改正に準じて新たな区分を設けるもので、平成30年10月１日から適用するも

のです。 
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  ２点目は、課税方式の改正です。加熱式たばこの課税方式は、現行重量１グラムを紙

巻きたばこ１本と換算して課税していましたが、改正後は、①加熱式たばこの重量を

0.8グラムで除して得た数を紙巻きたばこの本数として換算する方法と、②加熱式たば

この小売価格を紙巻きたばこの１本の金額に相当する金額で除した数に0.5を乗じて得

た数を紙巻きたばこの本数として換算する方法に改正をし、下の表のとおり段階的に移

行をさせるものとなっています。 

  次に、５ページ２のたばこ税の税率に係る規定の改正についてです。 

  たばこ税の税率を下の表のとおり段階的に引き上げるものです。なお、旧３級品たば

こについて適用されていました特例税率廃止に係る経過措置期間については、平成31年

９月30日まで延長となり、なお、期間終了後はほかのたばこと同様の税率が適用される

こととなりました。 

  最後に、（５）その他です。 

  法等の改正に伴い、引用条項及び文言の整理を行うものです。 

  この条例の施行期日につきましては公布の日から施行し、平成30年４月１日から適用

するとなっています。なお、議案第51号上士幌町税条例等の改正条例の本文中（施行期

日等）の第１条当該各号においてそれぞれ施行期日を定めておりますので、ご参照くだ

さるようお願いいたします。 

  以上、提案の理由とその内容についてご説明を申し上げました。 

  ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第51号について質

疑を行います。質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第51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51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51号は原案のとおり可決されました。 

 ────────────────────────────────────── 
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◎議案５２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第４、議案第52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52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、地方税法等の一部を改正する法律が平成30年３月31日に公

布されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 

  国民健康保険は、平成30年４月から都道府県単位での運営をすることとなりました。

都道府県は財政運営や効率的な事業実施等の中心的な役割を担うこととなり、市町村は

引き続き資格管理や保険給付、保険税の賦課徴収、保険事業を実施していきます。 

  新たな制度では、北海道は市町村へ保険給付に要する費用を全額交付し、市町村は北

海道が決定する国民健康保険事業費納付金を納付することとなります。この制度変更は

負担の公平化と財政運営の安定化を図り、持続可能な医療保険制度の構築が目的であり

ます。本町においても、国保財政の健全化を確保する観点で地方税法施行令と同水準の

改正を行うものであります。 

  別紙資料の議案第52号関係の２、上士幌町国民健康保険税条例の一部改正についてを

ご覧ください。 

  １の国民健康保険税賦課限度額に関する改正でありますが、今回の改正では国民健康

保険税賦課限度額のうち、医療分について54万円を58万円に引き上げるものであります。

この改正による影響は、昨年度の所得状況で試算しますと、国民健康保険税加入全世帯

数818世帯のうち、現行では113世帯が限度額対象世帯であったものが、110世帯と３世

帯減少となります。調定額につきましては、447万6,000円の増と見込んでございます。 

  次に、２の国民健康保険税における軽減制度に関する改正でありますが、５割軽減の

対象となる基準所得の規定について、33万円に加算する一人につき27万円を27万5,000

円に、また、２割軽減の対象となる規定について、一人につき49万円を50万円にそれぞ

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。 

  この改正により、５割軽減対象世帯につきましては、昨年の所得での試算で２割軽減



－105－ 

から５割軽減に引き上げられる世帯が３世帯増え、85世帯から88世帯に対象の範囲が拡

大されます。 

  また、２割軽減対象世帯につきましては、軽減対象でなかった世帯から２割軽減に引

き上げられた世帯が１世帯増え、85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、412世帯から413世帯となり、１世帯の増となります。 

  次のページをお開きください。 

  減額とな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12万7,000円の増、２割軽減では世帯数の減少により２万9,000円の減となり、

税収といたしましては合わせて９万8,000円の減額と試算してございます。 

  続いて、議案第52号関係の１、上士幌町国民健康税条例の一部を改正する条例、新旧

対照表をご覧ください。主な改正条文についてご説明をいたします。 

  １ページの第２条においては、国民健康保険の都道府県化により課税額について、ま

た、北海道の国民健康保険に関する特別会計に関しての規定を定めるものであります。 

  ２ページの２項につきましては、課税の限度額について54万円を58万円に改めるもの

であります。 

  ４ページの第21条については、課税の軽減判定所得額のうち５割軽減対象について第

１項２号で27万円を27万5,000円とし、２割軽減対象について第１項３号で49万円を50

万円とするものであります。 

  あわせて、ほかの条文等におきまして、文言の修正や条項整備等を行うものでありま

す。 

  また、附則においては、施行期日を平成30年４月１日から適用するとするものであり

ます。なお、この改正内容につきましては本年６月８日開催の国民健康保険運営協議会

に諮問し、承認の答申をいただいておりますことを申し添えます。 

  以上、上士幌町国民健康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52号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 大きく２点質問いたします。 

  まず、平成30年度、今年度の会計状況について質問いたしますが、委員会等でも説明

がありまして質問もさせてもらったんですが、今年度については限度額を引き上げた額
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約四百何万の増なんですが、それによって税率を上げなくとも十分納付金は道のほうに

納めることができると判断し、ほかの医療関係の税率は引き上げしないということでし

たが、それについて多分、多分ですね厳しいんではないかという予想もつくんです。そ

の場合については、今ある基金約3,000万円ほどあります、それを繰り入れることは多

分それはできると思うんです。その点について質問いたします。 

  それと、２点目なんですが、従来でしたら途中で引き上げたりしないで、基金を繰り

入れしながら財政状況を見ながら税率を上げないようにずっとこの間してきました。そ

れについて、今後の国保会計と税の関係について多分引き上げもせざるを得ない時期が

来るんではないかと、その点について質問をいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 ただいまのご質問でございますけれども、議員おっしゃるとお

り、ことしの分につきましては、今回の限度額の引き上げによる増収分がございまして、

その部分でですね、道へ納める納付金については賄えるだろうという試算をしたところ

でございます。なお、厳しい状況というのは、状況的に考えられることといたしまして

は、やはり徴収がうまく納められなかった場合、例えば経済的な大きな変動があって町

民において収入、所得が軽少となった場合ですとか、もしくは災害等で収入が途絶えた

場合、そういう場合につきましては、多分ですね徴収のほうが滞るような状況もある可

能性もございますので、そういう場合には不足となる可能性もあるというふうに感じて

ございまして、その場合については基金等の活用を再検討いたしまして対応してまいり

たいなということで考えてございます。 

  また、２つ目の今後の見通しということでございますけれども、今回の健康保険税の

都道府県化の考えの一つには、やはり負担の公平化という部分がございまして将来的に

は北海道のどこの地域においても同じ所得であれば同程度の保険料の負担を求めていく

という考えのもとで今回の改正がなされているところでございます。きのう、きょうの

新聞報道にもございますように、まだまだ道筋は遠いというような報道もされてござい

ますけれども、それに向かって本町も統一化に向けての道筋を着々と進めてまいりたい

というふうに考えているところでございます。 

  その際には、所得の状況と今後北海道のほうで急激な値上げを抑えるというような観

点で改革のほうは進めてございますけれども、その辺の状況が刻々と変わってくるとい

うこともございますと感じてございます。その場合その都度北海道並びに国民健康保険

等に加入されている方、また町民の税金の負担の関係もございますので、いろいろな意

見を賜りながら判断をさせてまいりたいなというふうに考えてございます。 
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○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） ちょうどけさの道新に一覧表が出ていまして、まだ空白のと

ころもあるんですが、要するに平準化を目指すために上がるところ下がるところ、本当

にさまざまですが、今年度は初めてですので結構据え置いているところが多いのかなと。

数えてはいませんが３分の１程度で、そうすると税は標準の世帯で見た場合に税金は上

がりませんのでそういうところが多いと。ただ、管内でいえば帯広市がかなり下がって

いますね。ただ池田町は資料に載っていないんですが、池田町は多分答申では上がるら

しいという情報もあるんですが、あと更別とかも載っていません、ゼロゼロですか、結

構今後上がるのではないかという予想はがつきますが、多分これ自体は上がるところ下

がるところあって、うちの町は今回据え置いたんですが、いずれは上がるんじゃないか

というふうなことも予想されますが、その点踏まえてこれは決まった制度ですのでそれ

に従わざるを得ないのですが、やっぱり国の負担金を増やすとかもともと収入の少ない

方が入っている会計ですので国の負担を従来に戻すことをしないとこれは行く行くはか

なり厳しい制度になると、その点について市町村会含めてぜひ要望してほしいと思って

います。その点について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 おっしゃるとおりというような私もそういう認識でございます

けれども、たまたまさきの全国の市長会議の中でも山本議員が先ほどの一般質問でもち

ょっとご指摘いただきました子供の均等割りの軽減というふうについては、政府への要

望といたしまして重点提言事項というような形で国のほうに要請をされているというよ

うな流れもございます。当然、町村会等につきましても、同じような要請を足並みをそ

ろえていけるような形で本町といたしましても要請をさせていただきたいなというふう

に思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第52号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。 

  先に議案第52号に対する反対の討論を行います。 

  10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 議案第52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、反対討論いたします。 
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  今回の改正は、医療分の限度額を54万から58万円に引き上げるものであり、町民負担

が増えるために反対いたします。今年度より運営が北海道一つの広域化になりました。

国民健康保険の抱える財政的な問題を解決し、安定的に制度を維持することが目的との

ことですが、国民健康保険は自営業の方がほとんどですが、退職した方など収入の少な

い方も多く含まれます。ですからどの町村も財政的に厳しいため、一般会計から繰り入

れたりして町民の負担を軽くする施策をとってきました。厳しい会計の自治体が一つに

まとまっても楽にはなりません。さらに、北海道に納める納付金の算定には町が一般会

計から繰り入れたり、町独自の施策を行ったりするとペナルティーが科されるというも

のです。町民の医療給付を抑え税金ばかり引き上げとなり、町民負担はますます大きく

なっていきます。この広域化そのものには反対ですが、制度が始まってしまった以上、

町独自の施策で町民が安心して医療が受けれられるように、また、税負担を軽くするよ

うに要望いたします。 

  今回の改正では、国の方針に基づき低所得者の軽減が広がりました。さらに、限度額

以外の税率等の引き上げがないことは一定評価しますが、最初に言いましたように限度

額が引き上がるために反対いたします。 

  以上、反対いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議案第52号に対する賛成の討論を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、反対の討論を行います。 

  ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論がありませんので、これをもって議案第52号に対す

る討論を終結いたします。 

  これより議案第52号の採決を行います。 

  本件は起立により採決を行います。 

  なお、起立しない議員は反対とみなします。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山幸昭議長） 起立多数であります。 

  よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。 

 ────────────────────────────────────── 
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◎議案第５３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第５、議案第53号工事請負契約の変更についてを議題とい

たします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 ただいま上程されました議案第53号工事請負契約の変更について、

その提案理由と内容についてご説明申し上げます。別紙、議案第53号関係資料をご参照

願います。 

  このたび議決を求めます工事請負契約の変更は、平成29年９月５日に議決をいただき

ました萩ケ岡橋災害復旧工事であります。契約変更の理由でありますが、現在復旧を行

っている橋脚基礎部分について、当初設計ではかたい地層である凝灰質岩盤の位置や掘

削量を地質調査の資料により推定しておりましたが、実際は岩盤位置が違っていたため、

それに伴う基礎構造等の見直しや岩盤掘削量を精査したところ、減額となったものであ

ります。工事請負契約の変更内容でありますが、契約金額について159万8,400円減額し、

３億1,700万1,600円とするものであります。 

  以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。 

  ご審議の上、ご可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第53号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第53号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第53号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第５４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第６、議案第54号上士幌町過疎地域自立促進市町村計画の
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変更についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 ただいま上程されました議案第54号上士幌町過疎地域自立促進

市町村計画の変更について、その提案理由と内容を申し上げます。 

  上士幌町過疎地域自立促進市町村計画は、過疎地域自立促進特別措置法第６条第１項

の規定に基づき町議会の議決を賜り、平成28年度から平成32年度まで５カ年の計画を策

定したところでございます。 

  計画の変更につきましては、過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項に基づき北海

道知事との協議を終えた後、市町村議会の議決を得るものとされております。 

  このたび、平成30年５月25日に北海道知事との協議が調いましたので、変更内容を申

し上げ、ご承認をお願いする次第であります。 

  変更内容でありますが、今年度の観光地域商社設立に当たり、過疎地域自立促進市町

村計画本文に現況及びその対策を追記するものであります。なお、事業内容に観光ビジ

ネス創出事業を搭載し、戦略的に本町の観光事業に取り組むことで、観光消費額の増加

や雇用の増加を図ろうとするものであります。 

  本事業関係は過疎対策事業債の対象となることから、その活用を予定しております。 

  また、過疎対策事業債を活用する際には、上士幌町過疎地域自立促進市町村計画に明

記する必要があることから変更を行うものであります。 

  議案、次ページ添付の表をご覧ください。区分産業の振興、へ観光２、20ページ、22

ページに観光地域商社について本文の追記をし、及び26ページに事業内容として観光ビ

ジネス創出事業を加え、変更するものであります。 

  以上、上士幌町過疎地域自立促進市町村計画の変更について、その提案理由と内容を

申し上げました。 

  ご審議いただき、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第54号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第54号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第54号の採決を行います。 
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  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第５５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第７、議案第55号財産の交換についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  名波建設課長。 

○名波 透建設課長 ただいま上程されました議案第55号財産の交換について、その提案

理由と内容についてご説明申し上げます。 

  町道の除雪について、現在企業体に業務委託を行い除雪車両22台で業務を行っていま

す。うち８台については町が企業体に貸与しています。この８台のうち５台は国の補助

を受けて購入してきました。今回の財産の交換でありますが、平成８年度に雪寒建設機

械として国の補助を受け購入した除雪グレーダと同機種新車との交換について議決を得

ようとするものです。 

  今回、交換に供する車両は平成８年式コマツ製の除雪グレーダ、ワンウェイサイドウ

イング及びアングリングプラウつきで購入後22年が経過し、走行距離は約68,000キロ、

運転時間は累計8,600時間であります。交換により取得する車両は除雪グレーダ3.7メー

トル級１台で、仕様については左右どちらにも除雪可能であるアングリングプラウ、路

面の削り作業を行う路面生成装置つきであります。 

  見積もり合わせは、６月１日に十勝管内の除雪グレーダ取り扱い業者の２社を選定し

行いました。交換の相手方は、帯広市西24条北１丁目３番４号、コマツ道東株式会社帯

広支店、支店長中島良太氏であります。交換の差額金は、3,396万6,000円であります。 

  交換車両の財源は、国の補助金が1,203万5,000円、残りの2,193万1,000円は過疎債と

一般財源になります。 

  以上、地方自治法96条第１項第６号の規定により、財産の交換についての提案理由と

内容について説明を申し上げました。 

  ご審議をいただき、ご可決くださいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第55号について質

疑を行います。質疑ありますか。 
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  ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） 交換前のグレーダについては、ワンウェイサイドウイングとい

うのがついているわけです。今回の取得するものはそれがついていないということで、

それは必要ないということで検討していたのかどうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 

○名波 透建設課長 当初、ワンウェイサイドウイングといって、横の歩道であるとか路

肩を除雪する装置を左横につけてあったんですけれども、ほかの専用車とサイドウイン

グがついた車両が配備されて、この除雪グレーダについては主に市街地の幹線道路を除

雪しているものでございまして、その市街地をやるときに、そのワンウェイサイドウイ

ングがあるとなかなか細かい作業ができないということで、記憶は定かではありません

が何年か前から取り外しをして除雪を行っておりましたので、今回も必要ないというふ

うに判断をいたしました。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第55号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第55号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第５６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第８、議案第56号平成30年度上士幌町一般会計補正予算

（第３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56号平成30年度上士幌町一般会計補

正予算の内容を申し上げます。 

  補正総額は、1,048万5,000円の追加補正となります。補正後の予算規模は、一般会計
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並びに５特別会計の総額で99億7,596万7,000円となります。 

  それでは、内容を申し上げます。議案第56号一般会計補正予算（第３号）であります。 

  １ページをご覧ください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,048万5,000円を追加し、総額を

80億5,374万7,000円とするものでございます。補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は２ページ第１表のとおりでございます。 

  第２条では、債務負担行為補正といたしまして、３ページにありますとおり、道の駅

等用地借上料として平成31年度から平成49年度までの期間において限度額1,840万円を

追加補正するものでございます。 

  歳出のうち追加補正するものといたしましては、高度情報通信経費22万8,000円、町

有財産管理経費26万3,000円、旧士幌線第三音更川橋梁補修事業667万5,000円、町有林管

理経費310万7,000円、土木管理経費21万2,000円を追加補正いたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  以上、一般会計の補正内容についてご提案を申し上げました。 

  よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第56号を一括して

質疑を行います。質疑ありますか。 

  ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） 債務負担行為の補正ですけど、借上料の用地面積ってどのぐら

いあるんですか。 

○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 山本議員のご質問の道の駅の用地の関係でございますけれども、

現在共成レンテムさんの上士幌営業所のある部分でございますけれども、ちょっと正確

な数字は手元にございませんが、約4,000平米でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいですか。 

  ほか、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第56号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論、採決を行います。 

  初めに、議案第56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56号の採決を行います。 
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  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。 

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

◎監報告第３号の上程、報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第９、監報告第３号例月出納検査報告についてを議題とい

たします。 

  報告書の朗読を省略し、直ちに代表監査委員より報告の説明を求めます。 

  新田勝幸代表監査委員。 

○新田勝幸代表監査委員 監報告第３号例月出納検査報告について、その結果を報告申し

上げます。 

  現金出納の検査につきましては、地方自治法第235条の２第１項の規定に基づき実施

しているものでございます。 

  今回の報告は、平成30年３月分、４月分、５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３号の監査結果報告といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 代表監査委員より提出された例月出納検査報告書の収支状況等

は添付を省略しておりますので、必要な場合は事務局で閲覧願います。 

  以上で、監報告第３号を報告済みとし、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10、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。 
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  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） 異議なしと認めます。 

  よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査はこれを承認することに

決定いたしました。 

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

◎閉会の宣言 

○議長（杉山幸昭議長） 以上をもって、本定例会の会議に付された案件の審議は全て終

了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  平成30年第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６月５日から18日間の会期にわたり、本会議及び委員会の議事運営に特段

のご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

  以上をもって、平成30年第３回上士幌町議会定例会を閉会いたします。 

（午前１１時０１分） 
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       署 名 議 員 
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