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平成３０年第６回上士幌町議会定例会  
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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６回上士幌町議会定例会を開会いた

します。 

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

ております。 

（午前１０時００分） 

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

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

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

◎議会運営委員長の報告 

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

  議会運営委員長、佐々木守議員。 

○議会運営委員長（佐々木 守議員） 議会運営委員会より、ご報告を申し上げます。 

  議会運営委員会は、11月29日午前９時より委員会室において議会運営委員全員の出席

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

方法などについて審議いたしました。 

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

お手元に配付のとおり決定をいたしましたので、ご報告を申し上げます。 

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

  １点目は、日程第３の諸般の報告の中で、東京都において開催されました平成30年度

市町村委員総務大臣感謝状贈呈式において、私が総務大臣より感謝状の贈呈を受けまし

たので、議会運営例第147条の１及び第147条の２の規定により、感謝状の報告と贈呈を

行いたいと思いますので、ご承知おきを願います。 

  ２点目は、日程第７、同意第２号及び日程第８、同意第３号は関連がありますので、

２件を一括上程し、同意案ごとに採決を行うことといたします。 

  なお、この２件及び日程第17、諮問第１号は人事案件でありますので、同意第２号の

前に本会議を休憩し、休憩中に全員協議会を開催いたしますので、ご承知おきを願いま

す。 

  ３点目は、日程第９、議案第63号は総務文教厚生常任委員会に付託し、会期中に審査
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をいたします。 

  ４点目は、日程第12、議案第66号から日程第16、議案第70号までの平成30年度上士幌

町一般会計補正予算（第７号）並びに４特別会計補正予算は関連がありますので、５会

計を一括上程及び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

◎会議録署名議員の指名 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、４番、佐藤曻議

員、５番、野村恵子議員を指名いたします。 

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

◎会期の決定について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から12月21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12月21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９月１日から平成30年11月30日までの間の議会での諸会議等につい

て報告書を配付しております。 

  これより、議会議員の感謝状贈呈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10月26日に東京都において開催されました平成30年度市町村議員総務大臣感謝状

贈呈式において、本議会の佐々木守議員が在職35年となられたことから、総務大臣より

感謝状の贈呈を受けましたことをご報告申し上げます。 

  これより感謝状の贈呈を行います。 
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  ここで暫時休憩といたします。 

（午前１０時０５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０７分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 以上が諸般の報告であります。 

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

いたします。 

  これをもって諸般の報告を終わります。 

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

◎会議案第１８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第４、会議案第18号上士幌町監査委員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。 

  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18号の提案理由の説明を申

し上げ、議員各位の賛同を賜りたいと思います。 

  この会議案は、議会改革を審議するため議会運営委員会を議員公開委員会として開催

し、議会運営委員ほか議員全員の賛同を得まして提案を申し上げる次第のものでありま

す。 

  今回の改正は、平成29年度の地方自治法の改正により、監査制度の充実強化を目的に

議会選出による監査委員の選任の義務化が緩和されたことによることから、本議会にお

いて監査委員制度の強化をどのように図るか議論したところであります。その結果、監

査委員制度の充実は、より専門性の高い見識を有する者が担うべきとの結論に達しまし

たことから、議会選任の監査委員を廃止するものであります。 

  改正条文をご説明いたします。 

  議会選出の監査委員の義務化が緩和されたことから、第１条第１項中の第195条第２

項の次に第196条第１項を追加いたします。 

  次に、議会の選任による監査委員を選出しないことから、監査委員は議員のうちから

選任しないという条文と、監査委員が２名とも見識を有する者となることから代表監査
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委員は監査委員の合議によって定めるという条文を新たに追加いたします。 

  また、新たに２つの条を追加いたしますので、条番号の整理をあわせて行います。 

  なお、この条例は次の監査委員の選任から適用するため、附則において平成31年５月

１日から施行するものとするものであります。 

  議員各位の賛同を賜り、この会議案をご可決いただきますようお願いを申し上げ、会

議案第18号の提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより会議案第18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18号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「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18号の採決を行いま

す。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、会議案18号は原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第２４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第５、意見書第24号ＪＲ根室線の早期災害復旧と路線維持

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24号ＪＲ根室線の早期災

害復旧と路線維持を求め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、十勝町村議会議長会から要請があり、さきの議会運営委

員会におきまして議会運営委員全員の賛同を得まして、私が提案者となった次第であり

ます。 
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  意見書は、ＪＲ北海道が13線区を単独維持が困難な線区と発表し、そのうち根室線の

富良野、新得間もバス等への転換について相談を開始する線区としました。しかし、こ

の路線は北海道の幹線として旅客や貨物の輸送に重要な役割を果たしてきているほか、

広域観光、広域周遊ルート上にあり必要不可欠な路線であることから、沿線住民の生活

はもとより、十勝の観光、経済、ひいては北海道全体にも影響を及ぼすものと考えます。 

  つきましては、根室線の不通区間の早期災害復旧と全線維持に向けた適切な指導とＪ

Ｒ北海道への経営支援、鉄道施設の保全、更新への支援など実効ある取り組みを強く要

望するものであります。 

  以上、読み上げて提案説明といたします。 

  ＪＲ北海道は、平成28年11月「当社単独では維持困難な線区」として13線区を発表し、

うち根室線の富良野－新得間を初めとする３線区を「バス等への転換について相談を開

始する線区」としました。 

  芽室線の沿線自治体（滝川市、赤平市、富良野市、南富良野市、新得町、占冠村）で

構成する芽室本線対策協議会において、北海道運輸局、北海道、ＪＲ北海道などととも

に線区の経費節減策、利用促進策、住民意識の醸成策について協議してきている。しか

し、その一方で同線区は平成28年の台風10号の被害を受け不通となった後も復旧工事が

なされておらず、現在放置されたままとなっている。 

  こうした状況は、路線廃止に向けた既成事実化であり、断じて容認できるものではな

い。 

  根室線は、これまで、北海道の幹線として旅客や貨物の輸送に重要な役割を果たして

きているほか、平成27年に国が指定した東北海道の広域観光周遊ルート上にもある。安

定した農産物の輸送体系を形成する広域物流ルートとして、さらに札幌のほか帯広・富

良野・旭川・北見・釧路などを周遊する広域観光、広域ルートとして、必要不可欠な路

線であることから、根室線の廃止は、沿線住民の生活はもとより十勝の観光・経済、ひ

いては北海道全体の影響を及ぼすものと考える。 

  本年３月に北海道が策定した「北海道交通政策総合指針」では、根室線（富良野－新

得間）について、「道北と道東を結ぶ災害時の代替ルートとして、また、観光列車など

あらたな観光ルートの可能性といった観点を考慮することが必要」と明記されたところ

である。 

  しかしながら、本年６月17日に開催された国、道、北海道市長会、北海道町村会、Ｊ

Ｒ北海道、ＪＲ貨物による６者会議において、ＪＲ北海道は、８線区について国の支援

を求めたい一方で、根室線（新得－富良野間）については、国に支援を求めず、維持に
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向け努力をする姿勢が感じられない状況である。 

  国においては、地域の実情を理解の上、根室線が一刻も早く元の姿に戻るよう、不通

区間の早期災害復旧、全線維持に向けた適切な指導とＪＲ北海道の経営再建に向けた抜

本的な経営支援、老朽化した鉄道施設の保全・更新への支援について、実効ある取り組

みをされるよう強く要望する。 

  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。 

  議員各位の満場の賛同を賜り、この意見書をご議決いただき、関係者に送付いただけ

ますようお願いを申し上げます。 

  以上をもって意見書案第24号の提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 質疑の前に、局長をして、ちょっと文章の訂正がございますの

で、説明いたします。 

○船戸竜一議会事務局長 大変申しわけありません。 

  意見書案第24号ＪＲ根室線の早期災害復旧と路線維持を求める意見書（案）の４行目

後段の南富良野市となっておりますけれども、こちらについては南富良野町でございま

した。訂正させていただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） それでは、提案説明が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書第24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24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、意見書案24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１９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１０時２０分） 

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

◎一般質問 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第６、一般質問を行います。 

  一般質問は、３名の議員から、お手元に配付のとおり通告を受けております。 

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

いたします。 

  それでは、順次発言を許します。 

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

◇ 野 村 恵 子 議員 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、野村恵子議員。 

○５番（野村恵子議員） 私のほうからは、交通ターミナルについて質問させていただき

ます。 

  ことしの４月にオープンした交通ターミナルについて、４点ほど質問いたします。 

  平成27年から交通ネットワーク構築に向けた調査分析が実施され、さまざまな角度か

ら調査し、交通ターミナルの必要性をうたってきました。 

  交通ネットワーク拠点整備の目的として、１、あらゆる交通の結節点となる拠点整備

を行い、町内循環バス、民間路線バス、レンタカー、レンタサイクルなど多様な移動手

段による交通ネットワークの充実を図ることを目的とする。２、農村地区在住者や高齢

者等は移動手段の確保により外出が推進され、健康拠点での活動を通して健康寿命の延

伸に結びつく効果が期待できる。３、地域包括ケアの拠点と隣接しており、障害者を含

めた多世代交流の促進もこの施設の役割とするとありますが、これらの目的をどのよう

な計画で達成しようとするのかお聞きいたします。 

  ２点目、交通ターミナルの施設内はとても充実しており、待合室についてはＷｉ-Ｆ

ｉが完備されていることから、仕事で利用されている方、学生の利用もふえていると聞

いております。トイレについてはオストメイト対応に配慮した多目的トイレを設置、授

乳室については子育て中の親にはとても助かる室内完備となっており、安心して旅行を

楽しめるよう調乳に必要な給湯設備を設置してあります。 

  オープンから約７カ月がたちますが、観光案内、町内情報、レンタサイクル貸し出し、

施設内の授乳室の利用案内、多目的トイレ案内など、利用に対する情報発信が不十分で

す。今後、交通ターミナルを拠点整備の目的だけではなく、幅広い町民などに利用、活

用していただくため、どのような方法で周知されるのかお聞きいたします。 
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  ３点目、ターミナル利用者も月を増すごとにふえつつあり、オープン当月から７月ま

で月平均500から600名の利用、８月からは入り口にセンサーを取りつけ、入室時にカウ

ントされるようになってからは、８月から10月まで月平均1,600名から1,700名ほどの利

用者になっております。８月からの利用客1,600名強となっていますが、町長はこの数

字をどのように評価するかお聞きいたします。 

  ４点目、これらの施設整備と交通ネットワーク拠点整備に向けた建物ですが、町民か

らは建物自体必要がないという意見が多い状況です。また、あれだけの大きさは必要な

かったのではないか、年間、町の負担、施設運営費はどれだけかかるのか、利用者が少

ないなど、町民の不安をどう解消する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 交通ターミナルについて、野村議員の質問にお答えいたします。 

  平成27年度に策定いたしました上士幌町総合戦略及び公共施設等配置計画にかかわる

整備方針では、交通ネットワーク構築の推進と、その拠点であるターミナル整備計画を

盛り込みました。また、同年に上士幌町交通ネットワーク構築に向けた調査、分析を行

った結果では、交通弱者と呼ばれる子供や高齢者から、バスなどの交通機関の待合に不

安や不便を感じているという声が多く聞かれました。 

  住民の安心・安全及び利便性の向上を図るため、平成28年度に上士幌町交通ネットワ

ーク拠点形成に向けた基本計画を策定してきているところであります。計画における施

設整備の目的は、議員の言われているとおりであります。この目的の達成のための取り

組みは、次のとおりと考えております。 

  １、多様な移動手段による交通ネットワークの充実を図るために、改めて町の公共交

通の現状と課題を把握し、拠点である交通ターミナルを核とした地域交通ネットワーク

の構築を進めてまいります。 

  農村地区在住者や高齢者等の外出を推進し、健康寿命の延伸に結びつける及び障害者

を含めた多世代交流の促進に向けては、生涯活躍のまちの推進におきまして拠点等を活

用した取り組みを進めてまいります。 

  ２点目の幅広い町民などの利活用のための周知方法につきましては、町広報等による

施設の紹介や施設内でのパネル展示などの開催等を紹介することで認知度を高めてまい

ります。現在整備中のナイタイテラスや整備予定の道の駅との相乗効果が期待されるこ

とから、路線バスなどの公共交通機関やレンタサイクルの活用などにより、施設間の結

節点として利活用いただけるよう、観光客等にも観光施設としてあわせてＰＲしてまい

ります。 
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  ３点目の施設利用者につきましては、議員の言われたましたとおりの人数となってお

り、１日平均およそ60名の方に利用されております。交通ターミナルは住民の交流の場

や居場所づくりとしての位置づけもありますことから、利用者数は当然施設の有効活用

を図る尺度の一つであります。しかし、施設整備の最大の目的は、住民の利便性の向上

と安心・安全を図ることであります。交通弱者と言われる方々を中心に、安心・安全に

過ごせる場所や機会がふえることに施設の意義があることをご理解願いたいと思います。 

  ４点目につきましては、冒頭申し上げたとおり、総合戦略や公共施設等配置計画に交

通ターミナル整備の必要性が位置づけられております。戦略や計画の策定につきまして

は、幅広い分野の町内団体等からの意見聴取、住民説明会やパブリックコメントを実施

する中でご意見をいただき進めてまいりました。その上で財政負担を極力抑制するため

に地方創生拠点整備交付金による支援を受け、従来であれば町単独費用で実施するとこ

ろを２分の１の負担で整備することができました。 

  また、施設維持管理につきましては、民間バス事業者による影響窓口での観光案内業

務や施設の見守りなど官民共同で運営することにより経費を極力圧縮し、約500万円程

度となる見込みであります。 

  なお、財源の面では国鉄士幌線代替輸送確保基金から400万円を充当しており、一般

財源の負担を極力抑えることとしております。 

  さきにも申し上げたとおり、交通ターミナルはあらゆる交通の結節点としての役割を

持ち、住民の利便性の向上と安心・安全を図ることを目的としております。その上で住

民等、多世代の交流や居場所づくりの機能と、高齢者等の外出を促し、健康寿命の延伸

に寄与するために今後有効な利活用がなされるよう進めてまいりますので、ご理解いた

だきますようお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、野村恵子議員。 

○５番（野村恵子議員） まず、再質問で、年間500万円かかるうちの400万円は、士幌線

代替輸送確保基金から400万円を充当するとありましたが、この基金は現在、調べたと

ころ１億7,255万1,000円の基金があると思われます。毎年、27年から調べた結果、地方

バス路線維持補助金として、27年度は898万7,000円、28年度878万4,000円、29年度915万

円と、これだけ補助金はいただいているんですけれども、これから毎年400万円ずつ、

この基金の中から出していくと、何年間続けて基金を利用していけば、結局お金がなく

なってくると思うんですけれども、それに対しては今後どういうふうにしていくのかと

いうのをちょっと質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 
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○竹中 貢町長 士幌線の代替のバスの確保ということで基金は造成されておりますけれ

ども、言ったように、一定の期限といいますか額が示されて、それを毎年運用している

ということでありますから、それは先細っていくという、こういう事実はございます。 

  もう一つは大事なのは、地方の公共交通のあり方をどうするかという問題なんですね。

そのことについて、抜本的にまだ整備なり検討が十分でないと、このように考えており

ます。当初のこの代替バスの関係であれば、赤字の補塡分をこれをもって埋めてきたと

いうことであります。これは今の新しいターミナルに基金を使うかどうかは別としても、

それはやがて先細っていくという、これは現実問題であります。 

  このターミナルと同時に、交通の足の確保をどうするかというのは、これも非常に大

きな課題だと、こんなふうに思っているんですね。これがどんどん先細っていって、足

の確保がなくなったときには、多分それは町そのものの非常に大きな地域課題として残

るといいますか、さらにクローズアップされてきて、それで、それが地方に住む上での

大きな障害になってくるというふうに考えております。 

  そのようなことから、こういった今ターミナルだとかをつくりながら、まずはネット

ワークをどう構築していくか、住民の足の確保をどう構築していくかということも非常

に考えていかなきゃならない。そういった意味で、こういった機会を起点に、民間バス

との連携、帯広と上士幌町のバスなり移動手段のあり方だとか、あるいは農村地帯から

町に来る足の確保の問題だとか、町内などの確保の問題だとか、こういったことをしっ

かり取り組まなければならないというふうに思っております。 

  このことによって、今の基金によって全て解決する話ではないだろうと。むしろタコ

足みたいな今状況にありますから、いってみれば、それを足をくくりながら行くと。こ

れはうちだけの問題でなくて、全ての自治体の大きな課題となっているというふうに思

っております。 

  ＪＲの問題もそうでありますけれども、大事な課題でありますけれども、私どもとし

ては、この町の住民の足の確保をどんなふうにしてしっかりと構築していくかというの

が大切であるという意味では、今回のこのターミナルを１つのきっかけにしながら、さ

まざまな運送手段だとか、新たな運送方法を考えながら、住民の足の確保と同時に、町

外からのこれから多分インバウンドを含めた観光のことだとか、そういう仕組みづくり

をしっかりしていくということによって、できるだけ赤字といいますか、基金の運用を

少なくしながら、片方では伸ばすということも必要でありますし、もう一つは公的資金

として、場合によっては公共交通、住民の足の確保は極めて大事なインフラ整備の一つ

であるというふうに思いますので、それらも含めて、そのようなことも考えることも必
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要ではないでだろうかと、こ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。 

○５番（野村恵子議員） 次、質問させていただきます。 

  28年度の基本計画の中で、バス事業者からネットワーク拠点に向けた、28年度のこの

書類の中から、バス事業所からの要望及び提案の中で、待合としての機能を考えると、

物販の検討も余地があると考えられるということが載っていました。 

  今後、交通ターミナルについて、物販など、イベントとかいうことを考えているのか。

また、そうでなければ、自販機とか置くことを考えているのかお伺いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 十分そのことは検討の余地に入るだろうと、そんなふうに思います。た

だ、今はこのターミナルが運用開始されたばかりで、民間の窓口の業務だとか、それら

の連携は、これからまだまだ深めていかなきゃならないということ。バス会社がやるか

どうか別としても、町内でも、そういったビジネスの可能性があるのであれば、それは

十分そこで物販なり、あるいは自販機だとか、そういったことの設置についてはあり得

る話であろうというふうに思います。 

  ただ、そこまでの人の動きだとか、これらはまだまだこれから改めていろいろと検討

し、あるいは人の出入りが多くなるような、そういう動きをしていくべきであろうとい

うふうに思います。 

  多分、この後、来年度ナイタイテラスが完成するということで、大きな人の流れがま

た動いてくる可能性があると。今でもぼちぼちでありますけれども、帯広からバスに乗

ってターミナルで下車をして、そこから動いていくという、そういう新たな動きが見え

てきております。それと次の展開としてのナイタイの関係だとか、道の駅の関係だとか、

そのようなことも含めて、それは町外の関係も出てくるだろうと思いますけれども、新

たな需要をどう起こしていくかということも大変これから必要になってくるなと、そん

なふうに思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、野村恵子議員。 

○５番（野村恵子議員） 今たまたま町長がバスで移動してきてターミナルでおりてとい

う、そういうお言葉をいただいたんで、ちょっと飛ばしまして、３つ目のナイタイテラ

スとバスターミナルの関係で、ナイタイテラスのオープンが平成31年６月から始まりま

す。ナイタイテラスと道の駅との相乗効果が期待されると答弁にありました。 

  交通ターミナルを交通結節点として考えると、交通結節点の機能として乗りかえ機能

があります。上士幌の観光地、ナイタイテラスに行くには、例えばバスで今言われたと
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おり来られて、ナイタイテラスに行きたいとなったときに移動手段がありません。自転

車というのもあるんですけれども、レンタサイクルにすると、若い方がレンタサイクル

であって、例えばちょっと年を召された、自転車では行けないけれども、そこへ行って

みたいとなったときにタクシーではちょっと高いかなと。町内にはレンタカーを行って

いる業者はないと思いますが、そこの移動手段をどのようにこれから考えていくか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 そのニーズは多分、新たなニーズとして起きてくる可能性は十分あるだ

ろうというふうに思っています。よその人方はどこでおりるかといったときに、今まで

のところでは、もうおりる場所だとか指定されても、なかなかそれはわかりづらいとい

うことで、まずはターミナルで下車してくださいというのが、今いろいろなところ、例

えばタクシー会社に問い合わせがあっても、そこでおりてくださいということでおりて

いただいて、待合室で待っていただくようなこと。あるいは場合によっては、ターミナ

ルにタクシーが来て、一定の時間があるとすれば温泉に入るなんて、そういったニーズ

も時々今出てきているという話も聞いています。 

  新たに、多分ナイタイの関係だとかになると、自家用車の人はいいですけれども、そ

うでない人というのは、これからたくさん出てくる可能性があるというふうに思ってい

ます。そのためには営業としてしっかり成り立つかどうかということがありますので、

従来のタクシー料金で行く方法もあるかと思いますけれども、あるいは一定の人の数が

集まるとすれば、違った形での移送の関係もあるのではないだろうかと。そこのところ

については、運送会社等、場合によっては実証的な実験なり、あるいは何らかのお試し

の期間のそういったことを考えながら支援をする。 

  あるいは、よそからの人方については、このような人の動きがありますよ、バスの動

きがあって、着いたときにはどこどこ行きますよみたいなＰＲ活動だとか、そのような

ことは十分検討すべきでないだろうかなというふうに思って、それは民間の事業者のほ

うといろいろと相談をして、場合によっては、そのための実証実験のための町としてモ

デルケースになるかどうか、そのような取り組みをすることは十分必要なんだと、そん

なふうに考えて、その後のニーズがどんなふうにあるのかということをさらにそれぞれ

の事業者が可能性があることであれば、それに対してやってもらうということもあるだ

ろうと思うんですね。 

  要請があってやるだとか、あるいは土日の運行だとか、さまざまなケースが考えられ

るんではないだろうかなと、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。 
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○５番（野村恵子議員） 町長の答弁の中で、交通結節点というのが２回ほど答弁に出て

きたんですけれども、交通結節点の機能が果たす役割ということで、私、ちょっと調べ

てみたんですけれども、結節点の機能として、乗りかえ機能、拠点形成機能、ランドマ

ークとしての機能というのがありまして、機能の分類で乗りかえ機能の交通結節点機能

ということで、交通手段、相互の乗りかえ及び歩行が効果的かつスムーズに行えること

が求められる最も基本となる重要な機能であるということが、これが必要だということ

で、旅行者も呼んで町内を観光して歩いてもらうには足の確保というのが必要なんで、

ぜひ考えていただきたいと思います。 

  それとあとランドマークの機能として、サービス機能、人々が集まる空間であるため、

人々に対して各種情報、公共的なサービスの提供をする機能というのもあり、災害機能

としては、他の公園や街路などとともに市内の公共的なオープンスペースとなり、地震

等の際の一時的避難場所、救急活動の拠点としての機能というのも携えるということで

調べてみたので、こういうことを将来的に、あらゆる機能を備えた交通結節点の交通タ

ーミナルですので、一刻も早くこういう機能、役割を実施し、利用者がふえるよう納得

するような場としていただきたいと思います。 

  それと、次、交通ターミナルで拓バスの方が管理人みたいな形でいるんですけれども、

バスターミナルで買える回数券というのが、拓バスはあそこで買えるんですけれども、

十勝バスの回数券は、あそこでは何か買えないとお聞きしました。 

  これの施策報告の中で、利用者の伸び悩み、地方バス路線の維持がますます厳しい中

置かれていること、バス事業者との利用増加への取り組みの検討が必要であるというこ

とが書いてあるので、今後、十勝バスの回数券も拓バスのところで一緒に買えないかど

うかというのは、町からお願いするということはできないんでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 ことしオープンしたばかりなので、求められている機能が十分まだ発揮

してないといいますか、これから一つ一つ積み上げていって役割が果たされると。 

  何と言っても一番はアンケートにあったように、冬の間だとか、特にお年寄り、ある

いは子供、寒いところで待っていると。しかも、それが定刻どおりに全て来ればいいで

すけれども、大体は５分なり10分待たなきゃならんと。ここをどうするかというのは、

これはもう数字にかえられない、本当に基本的な行政サービスの一つとして掲げなきゃ

だめだと。ここが一番大事なところが原点にあるということなんですね。その上で、も

っと今の町の新たな活性化のために人の入り込みだとか充実をさせていくということで、

まだまだふなれであったり、整備されてないところがあります。 
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  今お話にあったように、これまでの民間バスの関係というのは、どちらかというと、

もうずっと従来から一定のバス会社が同じような運行の時間帯で、そして各駅停車みた

いな形で流れてきていると。やっぱり求める人方は、多様なバスの利用というのがある

んですよね。直接早く上士幌へ行きたい、早く上士幌から帯広まで行きたいという意味

では、それは快速だとか、本当はそういうものもあるなというふうに思いますけれども、

それのためには、どれだけのニーズがあるかだとかの把握はしなきゃならんという課題

があります。 

  ただ、こういったことをこれからしっかり解決しなければ、多分非常に住みづらい町

になっていくだろうと。特に今お年寄りの免許証の返納の問題というのは、命にかかわ

る課題であります。しかし、現実の問題としては、まだまだ返納というところまではい

かないんですね。持っていると。そのためには、やっぱりそういう公共交通のネットワ

ークがしっかりなされていないというのは、１つ原点にあるだろうというふうに考えて

おります。 

  まだまだその辺については本当に課題ありますけれども、つい二、三日前、国交省の

検討委員会といいますか、大樹から帯広までの快速の実証実験を始めたという部分が非

常に注目を持って、関心を持って見ております。 

  今見たとおり、朝のバスはもう高校生でいっぱいですけれども、昼になったときには

ほとんど少ないという状況だとか、こういったことは本当にこのままでいいんだろうか

と。今であれば、そういう代替の足りない部分をそれによって補塡をするということで

ありますけれども、それだけでいいんだろうかという意味では、今の自動運転バスにつ

いても、そう簡単ではありませんけれども、それらも視野に入れて運転手のいないとこ

ろ、運転手の足りないところをどう補完するかと。 

  つい先日は、京都のほうの民間バスもバスの運行委託をやめたと。それは運転手がい

ないからだというふうになっていました。こういった今いろいろな厳しい状況にある中

では、もう一回住民の足をどんなふうにして総合的に考えていくかというのは極めて大

事だということで、今知見を持った、しっかりした研究を持った先生方を入れながら、

その辺のバス会社、あるいはタクシー会社を含めた運送会社関係の協議会つくっており

ます。その協議会の中でどんなふうにしてこれからあったらいいのかというのは、これ

から具体的に取り進めていきたいなというふうに今考えているところであります。 

  その中で免許証の返納の問題もあるだろうし、それから、割引の問題もあるだろうと。

いろいろなことをこの考えの中に入れて、この町にとって、町民にとって、非常に足の

移動に不便のないような環境をどうつくるかと。やっぱり足がお年寄りはなければ、家
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族の人にうちまで送っていってくださいとはなかなか言いづらいということがあります

から、せいぜい町内だけは、車であってもあそこに車置いて、そこからバスで行くだと

か、そのときにはしっかりした割引をするだとか、そのようなことも含めて全体のバス

のありようをきめ細かく考えていく。 

  それは、もう事業者も含めた検討委員会などでこれから立ち上げていくといったとき

に、今お話にあった回数券の問題もそのようなときにしっかり話をさせていただいて、

Ａ社だとかＢ社だとか、そういうばらばらではなくて、一緒になって地域の足の確保に

どう向き合うか。しかもタクシーもあります。それぞれ圏域があってなかなか厳しいの

がこのバスの問題なんですね。路線バスが１つ決まっていると、そこに新たな事業が入

っていくというのも、参入もなかなか難しいということもあります。 

  そういった中ではありますけれども、この後の地方の足の確保は、ＪＲの問題、大き

く課題となっておりますけれども、私たちとしては自分たちの足の確保をどうするかと、

これが最大の課題であるというために、これからさまざまな検討会議を重ねながら、住

民にとってよかったなと、元気で過ごせると、最終的には外へ出て健康を維持すると、

まさに健康寿命を維持するために、そういったツールというのは必要になってくるとい

うふうに思っています。 

  これからハローができ、それからいろいろなことが動いていきますけれども、さらに

中身のそれらについてはこれからしっかりやっていって、最終的にはよかったなと、こ

う思ってもらえるような形にしていきたい。もし最終的に、あれが無用の長物だと言わ

れるようになったときには、それはこの町が非常に疲弊した状況だろうと、こんなこと

を想像すると、これからしっかり、またその辺についてはやっていきたいなと、そう思

っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、野村恵子議員。 

○５番（野村恵子議員） しっかり今後も、よろしくやっていただきたいと思います。 

  あと最後なんですが、ことしの大雨が降ったときに、交通ターミナルの駐車場とかす

ごい水たまりできましたよね。あれというのは、今後、町が手直しするのか、業者が手

直ししていくのか。水たまりをほうっておくと、冬あたりも今度滑って危ないという状

況になるんですが、どういうふうに考え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 ちょうど工事が冬工事になっていたということで、その辺が若干やっぱ

り環境上、工事上、厳しかったのかなと思います。 

  多分いろいろな補償だとか、一定の期間のその辺のことがありますので、それは担当
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課長のほうから答弁させてよろしいですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 

○名波 透建設課長 今、交通ターミナルの舗装の平たん度の不陸が出ているというお話

で、今町長が答弁したように、かなり冬工事で平たん度、不陸が出ているのは確かでご

ざいますけれども、検定の段階、それから、春、５月以降の段階で高さのチェックをし

たところでございますけれども、基本的に施工不良に当たらないという、高さの許容範

囲の中におさまっているというふうに理解しておりまして、水はたまっているのは事実

でございますけれども、例えば勾配をもうちょっとつければよかったとか、そういう反

省点はありますけれども、今後について、その施工業者さんに補償として施工していた

だくというふうには考えてございません。 

  この先、水たまりがだんだんひどくなってきて、凍上ですとか、路面がつるつる滑る

だとかというそういう状況があれば、町として修繕をかけていくというふうに考えてご

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） 時期的につくらなきゃならない時期が冬であって、冬につくる

と、そういうふうになってしまうというのは当然出てくると思います。あそこだけじゃ

なくて、これから道の駅とか、それからナイタイテラスの駐車場舗装もすると思うんで

すけれども、そういうことばかりになってくると、町で直していくというふうになって

いくと、じゃ、時期を考えて舗装していったほうがいいのかというのもあるだろうし、

今やらないと春に間に合わないというのもあるだろうし、芝の張り方も何か来年になる

のか、ことしじゅうにやるのかというのも、ちょっと違う話にそれちゃったんですけれ

ども、今後そういうことがなるべくできないような、２年から３年は、つくる時期によ

って、そういう状況になったときに、業者持ちというわけじゃないけれども、そこはど

うしたらいいのかなというのは、ちょっと余りにも町、町で直していくとどうなのかな

というのはちょっと疑問に思いました。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 工事のそのタイミングでそうなったということでありますけれども、ナ

イタイのほうは年内に完成するということで、前回のはちょうど本当に冬の１月、２月

の工事だったという、そういった環境がよりそうさせたということであります。 

  道の駅については、それもこれからでありますけれども、早いうちに施工できるよう

な契約なりされるように十分その辺は配慮といいますか、考えの中に入れて事業を進め

ていきたいというふうに思います。 
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○議長（杉山幸昭議長） 以上で、５番、野村恵子議員の一般質問を終わります。 

  ここで15分間休憩といたします。 

（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） 

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

◇ 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、今回２点にわたり質問いたします。 

  防災・減災のまちづくりについて。 

  大きな衝撃を受けたあの東日本大震災、そして福島原発事故から早７年。内閣府ホー

ムページの災害状況一覧を見ますと、今年も日本列島では地震や台風による風水害、火

山活動、土砂災害、雪害など、これまでに16件の大きな災害が発生しています。 

  さきの９月６日、マグニチュード6.7、最大震度７を記録した北海道胆振東部地震で

は、大規模な土砂崩れが発生した厚真町を中心に41名の方々が亡くなられ、約700名の

方々が負傷され、家屋崩壊や農地等の被害も甚大なものとなりました。亡くなられまし

た方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、関係の皆様にお見舞いを申し上げます。 

  また、この地震により北海道全域が停電、ブラックアウトするという事態になり、上

士幌町においても１日から２日間にわたり停電し、農業や商工業、観光などの産業、福

祉や医療施設、教育文化活動、家庭生活などでさまざまな被害を受けました。 

  このような災害に備えるため、本町でも法律に基づき防災計画を作成しているところ

ですが、以下の点について質問いたします。 

  １つ目、今回の停電という事態に際し、行政としてどのように対処し、どのような検

証をされているのか。 

  ２つ目、防災に対応する職員配置はどうなっているのか。また、日常的にどのような

防災活動を行っているのか。 

  ３、防災・減災に向けては、住民個々の日常的な備えはもとより、町内会などでの協

力、助け合いが重要です。行政として町内会にどのような啓発、支援等をしているのか。 

  ４点目、高齢者などの安否確認や避難誘導のあり方、指定している避難所の設備や機

器等の総点検、検証をすべきと思うがどうか。 

  ５点目、今回、停電により住民への情報提供、発信方法が課題となりました。緊急時
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の情報発信のあり方など防災計画の見直しの考えがあるか。 

  以上、お伺いいたします。 

  次に、２点目として、行政改革の取り組みについてということで質問させていただき

ます。 

  今日から15年ほど前、市町村合併を促進する特例法が施行される中、全国各地で市町

村合併に向けた議論とその推進が展開され、平成の大合併とも称されました。当時、全

国で3,200余りであった市町村は、平成18年３月末には1,800余りに再編されました。こ

うした中で上士幌町は平成15年９月に士幌町と任意合併協議会を設立し、合併はもとよ

り広域行政連携による自立も含めた検討を行い、町民との懇談会などを経た平成16年に

自主自立の道を選択しました。 

  町は自立のための行財政シミュレーションに基づき、住民サービスの見直しや行財政

改革、広域行政などを推進することとし、今日までの行財政運営の指針としてきました。

この間、約15年になりますが、町民の皆さんには、町の存立、生き残りのためには我慢

しなければということで、行政への意見や要望には閉塞感が強くあったように感じます。 

  行政は、この間のさまざまな社会経済状況の変化や財政状況を踏まえ、一度立ち止ま

って行政改革という視点から行財政運営の総合的な見直し、検証をすべきではないかと

思います。 

  以下、具体的にお聞きします。 

  １、行政改革について、どのような認識を持たれているか。 

  ２つ目として、正規職員数の抑制でスタッフ制が機能してないのではないか。また、

臨時職員の正職化や待遇改善を進めるべきと思うが、どのように考えているか。 

  ３点目、町長の諮問、附属組織である各種委員会、審議会などがどのように開催され、

町民意見をどのように反映しているのか。また、一般町民の意見をどのように把握し、

諸政策にどう反映しているか。 

  ４点目、各種事務事業、住民サービスのあり方などについて総合的に見直し、検証す

べきと思うが、どのように考えているか。 

  以上、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 早坂議員の質問にお答えいたします。 

  まず、防災・減災のまちづくりについてであります。 

  本年９月６日に発生した平成30年北海道胆振東部地震では、震源となった胆振地方の

厚真町、安平町、むかわ町を初め、札幌市や北広島市にも甚大な被害が発生し、今もな
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お避難所での生活を余儀なくされている方々がおられます。改めて犠牲になられた方々

にお悔やみを申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。 

  また、この地震による北海道全域の停電により、本町においても酪農家の生乳廃棄や

商工業では生鮮食品等の廃棄、観光客の宿泊キャンセルなどの経済的被害を初め、あら

ゆる分野において町民生活に影響が生じたところであります。 

  １点目の町の対応と検証につきましては、地震発生直後から職員が登庁し、情報収集

に当たるとともに、断水を防ぐための水道施設への電力供給など応急対策を実施いたし

ました。また、午前９時に緊急の課長会議を開催し、情報共有と課題への対応を指示い

たしましたが、停電の長期化が予測されたことから、災害対策に万全を記すため午後２

時30分に災害対策本部を設置いたしました。 

  町民への対応としましては、認定こども園に非常用電源を確保し一時避難所を開設す

るとともに、山村開発センターロビーにおいて携帯電話の充電所を開設し、町民への情

報提供を行ったところであります。 

  今回の大規停電はブラックアウトという未曾有の事態への対応であったことから、全

課部局職員に対し課題等の報告を求め、初動対応、災害対策本部の運営について安否確

認、避難者対策対応について、町民等への情報提供について、公共機関等の業務継続に

ついての４点について整理し、検証を行ってきたところであります。 

  今後の方針としましては、役場の防災力を向上するとともに、自助・共助・公助一体

となった取り組みにより地域防災力の強化を図ることが必要であることから、具体的な

取り組みを進めることとしております。 

  ２点目の防災に対する職員の配置についてですが、総務課が防災業務を所管しており、

課長、主管、主査、各１名が兼務で業務に当たっております。 

  日常的な防災活動については、町民に対する啓発や地域における防災訓練等への協力、

防災備蓄品や資機材の管理、各防災機関との連絡調整、また気象警報発令時や地震等の

発生時には、登庁し、対応に当たっているところであります。 

  ３点目の町内会への啓発、支援についてですが、災害時における町内会など地域の協

力、助け合いは大変重要であると認識しており、地域のことは地域で守るという共助の

中心となる自主防災組織の活動は町全体の防災・減災につながっていくことから、設立

に向けた取り組みや支援が必要であると考えております。 

  直近の啓発や活動の支援につきましては、10月14日に実施された消防団と16区自主防

災組織の合同防災訓練への支援や、11月19日に市街地行政区長連絡協議会と意見交換を

し、関係課部局や社会福祉協議会を交え自主防災組織の設立について必要性を説明し、
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取り組みを進めていただくよう依頼したところであります。 

  また、防災の基本はみずから取り組む自助でありますので、今回の停電により町民の

防災意識が高まっている機会を捉え、防災意識の向上と非常時に必要な防災セット調達

のための支援を行ったところであります。 

  今後においても、自主防災組織の設立に係る協力や防災力向上を目的とした出前講座、

地域防災訓練等、継続した取り組みを進めていきたいと考えております。 

  ４点目の高齢者等の安否確認や避難所設置等の点検についてですが、今回の停電の際

には、災害時要配慮者台帳に基づき担当職員が民生委員等の協力を得て安否確認をして

きたところですが、大規模災害時には限られた人数での対応には限界があり、町内会な

ど近隣の住民の支援による共助と一体となった取り組みが重要と考えております。 

  また、避難所の設備については、冬期間の大規模災害を想定した場合、十分整ってい

るとは言えない状況にありますが、整備には多額の費用を要しますので、設備の優先度

を十分検討した中で備蓄品や資機材を含め計画的な整備を図っていきたいと考えており

ます。 

  最後に、緊急時の情報発信のあり方と防災計画の見直しについてですが、今回の停電

時には、広報車による巡回広報を初め、町公式のホームページ、ツイッター、フェイス

ブックによる情報発信、また行政区長に対する情報提供を行ってきたところであります。

ふだんからスマートフォンを利用している方には一定程度情報が伝達されたと認識して

いますが、そうでない方への情報発信に課題があったと考えております。 

  今後におきましては、改善すべき点は改善し、よりきめ細かい多様な情報伝達手段の

確保に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

  また、防災計画の見直しにつきましては、大規模な変更は必要ないと考えております

が、全体を見直しした中で項目等の修正など必要に応じた変更をしていきたいと考えて

おります。 

  次に、行政改革の取り組みについてであります。 

  １点目の行政改革の認識についてですが、これまでの本町における行政改革の取り組

みにつきましては、平成の合併論議の中で自立するための徹底した行財政改革を実施す

るため、平成16年には行政改革推進室を設置、平成17年には集中改革アクションプラン

を作成し、効率的な行財政運営や住民サービスの見直しを進めてまいりました。 

  平成21年には行政改革の取り組みが一定程度終了したことから行政改革推進室につい

ては廃止をしておりますが、今後においても慎重かつ効率的な行財政運営が求められて

いる状況に変わりはありませんので、これまでの行財政改革の考えを基本とし、必要に
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応じ見直しを進めていきたいと考えております。 

  ２点目の職員数、臨時職員の待遇改善等についてですが、本町の正職員数は現在120

名となっており、平成16年度からの15年間で最も職員数が減少してきた平成23年度の94

名と比較すると26名の増となっております。この間、平成27年４月の認定こども園の開

設やふるさと納税、子育て支援の推進、道の駅の建設など、政策課題の取り組みの中で

重点的に人材を配置しているところであります。 

  スタッフ制の状況でありますが、行政改革の一環として縦割り行政の弊害を改善する

ことや、合理的な業務遂行、住民サービスの向上を狙いに導入したものであります。特

に窓口業務などにおいては広い分野で多くのスタッフで対応できるようになり、また行

事がイベント等、一時的に負荷のかかる業務については課内での協力体制が円滑に行わ

れております。臨時職員については、幅広い行政運営を円滑に進めるために各部署に配

置をしており、これまでも賃金単価の引き上げ、一時金の支給月数の増、休暇の拡大等、

待遇改善を行ってきております。 

  ご指摘の臨時職員の正職員化については現時点では困難と考えておりますが、平成32

年４月施行の地方公務員法の改正による会計年度任用職員制度の導入に向けて、待遇改

善を含め検討を進めてまいります。 

  ３点目の町民の意見の把握、政策への反映についてですが、町附属機関や各種委員会

等の開催につきましては、高度な知見を持った人材や各種団体、一般町民、幅広く参加

していただき、各種の政策を計画的に策定しております。町民の意見を把握し、政策へ

反映していくことは協働するまちづくりの基本でもあります。特に大型プロジェクト等

では、講演会や町民報告説明会、ワークショップのほかパブリックコメント、日々の町

民との相談事や対話、出前講座、情報公開など開かれた行政を行い、広く民意を町政策

に反映するように努めているところであります。 

  ４点目の各種事務事業、住民サービスの総合的な見直し、検証についてでありますが、

平成15年度から予算縮減を目的とした事務事業アセスメントを実施しておりましたが、

議員の言われたとおり、自立のための行財政シミュレーション策定以降は、シミュレー

ションに基づきまちづくりにかかわる事務事業を進めてまいりました。近年は地方創生

の取り組みが喫緊の課題であり、上士幌町総合戦略に基づき各種施策を推進するととも

に効果検証を行っております。 

  全体的な各種事務事業や住民サービスのあり方などにつきましては、予算編成時の際、

各担当部局におきまして住民及び各種団体の意見を聴取し検証を行い、必要な見直しに

より予算を計上することで行政運営に当たってまいりたいと考えております。 
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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） 今回私は、町民の皆さんが安心・安全な日常生活が送れるよう

に、そして経済活動ができるようにということで、防災・減災のまちづくりということ

と行政改革ということでの質問をさせていただきました。この後、再質問させていただ

きますけれども、項目事項に関連して広い意味の質問になる部分もあるかというふうに

思いますけれども、お許しをいただきたいと思います。 

  初めに、防災・減災のまちづくりについてでありますけれども、質問しました１点目

の関連ということで質問しますが、９月６日の地震により全道が停電、ブラックアウト

になるという事態になりました。どうしてそうなってしまったのかということは、マス

コミ報道等でさまざま報道されているところですけれども、私たちも過去にこのような

経験がなかったというようなことから、２点お伺いをしたいと思います。 

  １点目は、先ほど答弁の中でも触れられている部分ありましたけれども、今回のよう

な停電というような事態が冬期間に起きたら、大変重大なことになるというふうな認識

は共通の認識だというふうに思っておりますけれども、そういうことでの停電対策とい

うことで、現時点で行政として今後どのように対処をしていこうとされているのか、お

伺いをしたいということが１点です。 

  もう一点、本町では電源開発による糠平ダムを初めとする水力発電が行われています

し、また家庭や事業者さんが太陽光発電をされているということもあります。また、さ

きに農協さんのほうで家畜尿を活用したバイオマス発電などが行われるようになり、北

電に売電をされているというような状況にあります。そうした中で町民の皆さんの素朴

な思いとして、地元で電気がつくられているのに地元で使えないのかというようなこと

の地産地消の部分で疑問といいますか、思いがあるというふうに感じております。 

  電力のデジタル化ということに取り組んでおられる専門家の方は、全道単位の広域で

電力の需給バランスをとっている現在の仕組みというのは、再生エネルギーの時代には

向いていないと、そういうことでおっしゃっていますし、また再生エネルギーを利用す

るには一定の狭い範囲で需給のバランスをとって、その狭い範囲同士で電力を融通でき

るようにすることが重要というようなことを言われています。 

  また、デジタル技術によって電力の需給バランスをとって、どこの電源から電力を購

入したかというようなことも把握できる、決済できるというようなことの時代にもなっ

ているというふうに言われております。北電の送電システムがどうなっているのかとい

うような技術的なことはよくわかりませんけれども、また現実的にはさまざまな課題も

あるんだというふうに思いますけれども、電力の地産地消ということについて、どのよ
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うな認識をお持ちかお考えをお聞かせ願いたいというふうに思います。 

  以上、２点質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず、停電対策ということでありますけれども、今回につきましては、

もう全道一斉に停電になったということと、それから１日、２日かかったというような

ところもあって、まさにお話があったように、この電力事業が行われて初めての事態が

生じたということであります。専門家の中では、これは、だからといって予期しないこ

とではないよというふうに言いながらも、私どもとしては想定外というような状況が起

きたということです。 

  それで停電については、これは部分的にはよくあることでありますので、そういった

場合には部分的にあって、そして大体１時間だとか、そういったことで復旧するという

事例が大体大方であるということで、行政が関与するというよりも、北電がそういった

ときに対応して、これは北電のほうと連携をとりながら、その復旧の見通しだとか、そ

の辺のやりとりをしながら停電の地域に必要であれば情報提供をさせていただく、この

ようなことをやっております。 

  今回は完全に１日、２日とまったということで、経済や、あるいは福祉、医療、さま

ざまな分野に大きな影響を与えたということで大きな衝撃とともに、その対策をどうす

るのかということであります。 

  本町においては、まずいわゆるライフラインの部分ですね。水の対策の問題では発電

機を使ったり、それから、今回、こども園のほうにはしっかりした発電機を確保してい

ただくことがあって、そこに避難所も設けることができました。でも、全てがそのとき

に発電機が回る状況ではなかったということですから、じゃ、発電機が必要だという話

は出てまいります。 

  ただ、このように何十年かのときに全部の施設に今発電機を設置をしておくのが、そ

れが最良の対策なのか。費用対効果も含めていろいろなことで考えて、その対策を考え

ていく必要があるだろうというふうに思っております。 

  通常の場合は発電機の使い回しといいますか、あいているところをその都度移動させ

て使う。あるいは業者から借りるというようなことで通常は足りるということでありま

すけれども、全部なったときにどうするかということになると、なかなか難しくて、そ

の話が出ますけれども、かといって、それが合理的な話なのかということについては、

やっぱり考えざるを得ないだろうというふうに思います。 

  そこに出てくるのが、今お話にあったように地産地消ですね。特に本町においては水
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力、それから太陽光。バイオマスについては今、既に民間も含めて300から350キロワッ

トの発電がもう既に４基が出ているということと、ここ一、二年の間に６基が完成する

と。そうするとバイオマスだけで自給率がほぼ100％になるということでありますので、

そういった意味では、今北海道の100％の交付金事業で地産地消を具体的にどうするの

かということの計画を進めて、それを実行にどう移すかというようなことで５カ年計画

の中の一つとして今動いております。 

  それはそれとして１つ動いておりますけれども、電源開発だとか、あるいは太陽光を

含めると、本町のエネルギー自給率が100％ではなくて1000％くらいになるということ

でありますから、今町民からあったという素朴な質問はそのとおりだと、そんなふうに

思っております。それは私どもとしても、これを今の北電だけの１本の系統だけでいる

と、とまったときには、それは対策はなかなか難しいということはありますから、そう

いった場合にバックアップ体制をどうとれるのかという、そういうシステムを再構築し

なきゃならんという問題が出てまいります。 

  これが実現可能かどうかというのが、これがなかなか難しい問題でありますけれども、

そういったことがもし可能であれば、やっぱりこの町で何かあったときに、そういった

体制ができれば、１つがもし万が一なっても、２つ目のところがバックアップ体制がで

きれば、それは対応できるだろうというふうに思いますけれども、それが可能かどうか

というのは、北電だとか、いろいろなエネルギー庁のほうのそういった支援だとか、い

ろいろなことが求められてくるだろうと。うち独自では、なかなかそれは難しいと。あ

るいは、その設備にどのくらいかかるのかと。ただ、これが非常に今関心を持っている

ところでもございます。 

  それと同時に、十勝管内全体としても、今バイオマスエネルギー、この課題がありま

すから、十勝地域全体として、この電力のもう一つの発送電分離の機運も出てまいりま

すので、そのときの発電できるような仕組みはできないのかと、こういったことも先の

視野としてあるということでありますから、このようなところも含めて停電のときの対

策、それから今どれだけのことができるかということ、全体的なことを総合的に考えな

がら、その対策を講じると。一番いいのは、バックアップ体制がこの町の中でバイオマ

ス、あるいは再生可能なエネルギーを使いながらできるというのが一番望ましいという

ふうに考えております。 

  特に地産地消の関係では、今回立ち上がった、町も出資したカーチの中で電気の販売

を行うということであります。そう多くのいわゆる割引きにはそうはならないかと思い

ますけれども、エネルギーの地産地消という意味では、皆さん方、議員含めて、ぜひそ
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の辺については、ここで電気を起こすということに対する愛着を持って使っていただき

たいということと、そういったときに、この町の中で回せるような仕組みができると非

常に望ましいという前提で、いろいろなことにアプローチをしていきたいなというふう

に考えているところであります。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、早坂清光議員。 

○７番（早坂清光議員） ２点目に質問した事項に移らせていただきますけれども、さき

の８月17日の十勝毎日新聞で、十勝町村会が2016年度の台風被害から２年となるという

ようなこと、18市町村に災害対応等についての経験の検証に関するアンケートというの

を実施したということで、その結果が新聞に載っておりました。その中で防災危機管理

業務ということで専門的に職員を配置しているのは音更、大樹、幕別、芽室、清水、新

得ということで、それ以外の上士幌町含めてですけれども12町村は、兼務で職員を配置

しているというようなことで載っておりました。 

  そういう中で質問もさせていただいたんですけれども、答弁書の中では兼務で３人と

いうようなことでお話がありました。日常的には実質、主査が１名でやっていらっしゃ

るんだろうというふうに思うんですけれども、３人の方を責めているわけではございま

せんので誤解のないようにしたいと思いますけれども、日常業務の中で防災という部分

の業務に、全体の仕事を10としたら、どのぐらいの時間をこの防災ということの業務を

割り当てられているのかということと、そういう意味で、専任の職員の配置というよう

な考え方はないのかということを伺いたいと思います。 

  それから２点目として、先ほど答弁でいただいた部分もありますけれども、日常的な

町民に対する啓発だとか防災訓練への協力というようなことは先ほどお話ありましたけ

れども、具体的に日常的にどのような活動をしているのかということを伺いたいと思い

ます。 

  それから３つ目に、防災を担当されている職員が、災害に対応するための研修会だと

か講演会だとか、そういうものにどのように参加をさせているのか、参加をしているの

かというようなことを伺いたいというふうに思います。 

  それからもう一点、町村によっては防災の経験のある退職者を防災リーダーというこ

とで、そういう役割を担っていただいて活動しているところもあるということですけれ

ども、そういうことについては、どのような認識をお持ちかということをお伺いしたい

と思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 日常的な業務の中で、この防災にどれだけの時間を割いているのかだと
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か、日常活動、あるいは研修といったことについては、担当の課長のほうから答弁させ

ていただきたいというふうに思いますけれども、現状では支障のない中で行われている

というふうに認識をしているところでございます。 

  それから、今防災担当のＯＢを活用というお話がありましたけれども、これまでのこ

とも含めて今後どうするかということについては、また１つの参考にさせていただきた

いと思います。 

  ２年たってアンケート調査等々ありますし、それから災害に遭われた、特に新得付近

のそういったところからの発言の中では、やっぱり２年もたつと、また防災の担当者も

かわったりするので、そういう状況がだんだん薄くなってくるという、そんな話もして

おりました。それらがどんなふうにして継続的に防災の事務なり、あるいは専門性を持

ってしっかりと引き継がれていくというような仕組みですね。 

  今回１人だけではなくて、何だかんだ言いながら課長や、あるいは主幹も含めて担当

するということは非常に意味のあることだろうなと。これが１人だけになっちゃうと、

それを引き継ぐときにいろいろな課題が起きるということでありますから、仕事の量の

程度はともかくとして、チームでやるということは意味のあることではないかなと思い

ますが、具体的なことについては担当課長のほうから答弁。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 ご質問のありました10のうちどのぐらいの業務を防災のほうに振り

向けているのかということでございますけれども、またなかなかちょっと一概には言え

ないんですけれども、時期によって仕事の状況も変わっていますので、基本的には主査

については契約の担当の業務と防災の業務の兼務ということですね。10のうち幾つかと

言われると、その時期によって違いますけれども、大体半々ぐらいなのかなというよう

なことでちょっと考えております。 

  それから、研修だとか講演会にはどのような形で参加しているかということでござい

ますけれども、管内においても防災の担当者の会議ですとか、そういったものもありま

すし、そういったものに参加してきているということもありますし、また、消防課のほ

うとも連携をとる部分もございますので、自主防災組織の研修なんかについては、消防

のほうでも参加してきているというようなこともございます。 

  経験者の採用ですね。退職された方の採用ということについては、現時点で検討した

ことがありません。なかなか退職者の中でも防災業務に携わった方というのが余りいな

いという状況もございますけれども、いろいろな観点から今後においてそういう方がも

しいれば、そういったことも含めて考えていければなというふうに考えております。 
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  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、早坂清光議員。 

○７番（早坂清光議員） 時間が限られているんで、先に行かせていただきたいと思いま

す。 

  ３点目の町内会等のということで質問した部分ですけれども、町内会の部分について

は、最近賃貸住宅もふえて、若い方が入居をされているというようなこともあったりし

て、多分町内会の加入率というのは若干下がっているんではないのかなというふうな思

いをしています。そんなことで、いろいろな面で町内会活動を活性化する、あるいは加

入をしていただくことをしていかなければ、防災のときの具体的な対応ということには

結びついていかないんだというふうに思いますので、そのことについては質問というこ

とではなくて、そういうことでの町内会活動が活性化するように取り組んでいただきた

いなというふうに思います。 

  具体的な話なんですが、防災のリーダーづくりというようなことで、町民の皆さんや

職員がそういう防災のリーダーになっていくということでの具体的な研修なり、認定を

受けるというようなことに取り組んでいくべきではないかということで申し上げるわけ

ですけれども、北海道庁のほうでは北海道地域防災マスターの認定制度というのがあり

ます。それから、国のほうでは、最近マスコミ報道なんかによく防災士という方が出て

きますけれども、これは国の認定資格ではありませんけれども、ＮＰＯ法人の日本防災

士機構というところが研修を行って、防災士ということを認証するというようなことを

やっています。 

  そういうことで、防災を担当する職員だとか、町内会の方、役員の方、あるいはそう

いうことに関心のある方等に、こういう資格といいますか研修を受けていただいて、具

体的に防災士のほうは５万円ぐらいお金かかるようですけれども、北海道のほうのやつ

はちょっとわかりませんけれども、いずれにしても経費の助成というようなこともある

のかもしれませんけれども、そういう認証を受けていただいて、地域の防災リーダーづ

くりを進めていくというようなことも重要ではないかというふうに思うんですが、その

辺の考え方についてお伺いをします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 防災・減災を進める上で、やっぱりそういった一人でも多くの住民の

方々が関心を持ったり、あるいはリーダー的な役割になると。行政だけの職員では、な

かなか限界というのもありますから大事なことだと思います。 

  具体的にそれがどんなふうにして可能かどうかというのは、その内容も含めて担当の
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ほうには資料が来ているのかもわかりませんけれども、可能であれば、あるいはそうい

った参加の希望者がいれば、ぜひ受講していただきたいなと、そんなふうに思っており

ます。 

  これは担当のほうと、その辺については十分防災を進める上でのリーダーづくりとい

うのは、どんなふうに進めていくかという一環としては非常に意味のあることなのかも

わかりません。検討させていただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、早坂清光議員。 

○７番（早坂清光議員） そのことで検討していただきたいというふうに思います。 

  質問の４点目に関連してお聞きします。何点かお聞きしようと思ったんですけれども、

ちょっと時間がありませんので、今回、非常用発電機が別な場所に保管してあるけれど

も、ここに設置をして認定こども園で避難所というようなことになるということであり

ました。いざというときに、誰がここの発電機を移動して設置をして、問題がないかど

うかということの点検等をしなければならないんだと思いますけれども、これは特定の

業者さん等に決めていらっしゃるのかどうかということをお聞きしたいのと、今回生涯

学習センターの発電機を稼働してみたら非常に音がうるさくて、そういうようなお話な

り、全体的なことがありました。 

  生涯学習センターのほうのことについての改善といいますか対応というのは、具体的

にいつまでに、そういう災害に対応できるように改修なり、そういうことをされるのか

ということをお聞きします。 

  あともう一点、福寿協会の各施設が福祉避難所ということで指定といいますか、そう

いうことで、一般の避難所で生活することが困難な方がそちらのほうに行くという形の

決め事になっているんですけれども、今回、福寿協会のほうの施設の関係でいろいろト

ラブルがといいますか、課題が残ったというふうに思いますけれども、その辺町として

どのような支援といいますか、対応をしていくというようなことを考えていらっしゃる

のかお聞きしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 発電機の稼働だとか、移動だとかということで、対象によって多分違う

んだろうと思いますが、とりあえずは、こども園のときには、あそこはかなり大きなも

のでありますので、こども園の中で使わせていただいたということであります。 

  業者は、そのように依頼をしたかということについては、多分総務課のほうが主管で

業者のほうに運転業務のお願いをしただろうというふうに思いますが、詳しくはその辺

の対応を後ほど説明させていただきたいというふうに思います。 
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  生涯学習センターですね。おっしゃるとおり非常用の発電機があります。それはやっ

ぱり非常用の発電機ということなんですね。ですから、今回24時間、そういった長期に

わたっては避難所としてのことを求めるとすると、今の発電能力設備では、それは難し

いですね。 

  生涯学習センターは現段階で、当時が児童会館と、それが改築したということであり

ますから、避難所という、そういうくくりにはなってないということがあります。そん

なようなことも含めて、非常用の電気の発電についての整備はしていたということであ

りますけれども、あれだけの町なかにあって、非常に人の移動についても、あるいは避

難をするにしても新しい耐震用の最新の施設でもありますから、その辺については避難

所としての新たな枠組みの中に取り組む、そういったことも検討の必要があるだろうと。 

  これは、この後の防災計画の見直しなんかに入ってくるだろうというふうに思います

けれども、その必要があるということと、それから、今回、非常用のことだけでは、ト

イレの水が使えないというのが非常に大きな課題になったと。これは福寿協会も同じよ

うなことなんですね。くみ上げ式になると発電機が必要になったということで、そこが

とまっていたということが今回の１つの新たな課題としてわかったところであります。 

  そういった意味では、発電機が設置されることによって十分改善されるということで

ありますから、そのようなこと、それから、学習センターの避難用の設備としてどんな

ようなことが改善できるのか、これらについては速やかに改善を図って、避難所にはな

っておりませんけれども、避難所という性格を持った上で整備なり、あるいは課題の把

握をしていきたいというふうに考えております。 

  福寿協会については、福祉関係の二次的な避難所として、今回はそのために避難をし

てきたという話は聞いておりませんですけれども、そういったことが想定されるという

ことでありますから、その辺の課題については福寿協会のほうとも十分相談をさせてい

ただきたいなと、そんなふうに考えております。 

  それで、発電機の関係については総務課長のほうから答弁。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 発電機の運転については、どこかの業者を決めているのかというこ

とでございますけれども、発電機について見積もり合わせで購入しているわけですけれ

ども、そこの購入をした業者の方に年間の日常の維持管理の委託を行っておりますので、

そちらの業者に運搬と設置についてはお願いはしたというところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、早坂清光議員。 

○７番（早坂清光議員） 生涯学習センターについては、ちょっと私が勘違いを起こして
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いるところもあって申しわけありません。 

  認定こども園の設置については、買ったところ業者さんにということなんですが、そ

れは町内業者ということでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 ええ、町内の電気事業者さんですね。町内の業者です。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、早坂清光議員。 

○７番（早坂清光議員） 災害がこれからもいつ起こるかわからないんですけれども、何

かあったときには、すぐに設置なり、そういうことをしてもらうということの連絡をす

れば対応してもらうようなことになっているのかどうかということをお聞きしたいんで

すけれども。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 ちょっと協定書までは交わしてはいないかと思うんですけれども、

災害時に発電機を設置するということを前提で購入しておりますので、そういったお話

でお願いをしているというところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、早坂清光議員。 

○７番（早坂清光議員） 私が聞いているのは、災害が起きたときに、別の場所に置いて

あるということなんで、なかなかそれが移動できなくて、設置できなくて対応がおくれ

るというようなことがあったら困るなというふうに思ったもんですから質問しているん

ですけれども、その辺、再度伺いませんけれども、そういうことで緊急時にすぐ対応で

きるようなことで対応をしていっていただきたいなということを申し上げて、これにつ

いては終わりたいと思います。 

  それで、防災関係であと２つだけちょっとお伺いしたいと思います。 

  コミュニティＦＭというようなことで、もう二十数年前に放送法が改正されて、市町

村だとか市町村地域の一部で超短波放送が放送できるというようなことで、北海道でも

27局あるそうですけれども、先般の９月のときには函館のＦＭ局が停電でしたので、い

ろいろな情報を発信を100時間近くしたというようなことの報道がされていました。 

  コミュニティＦＭという、そういうものを考えていくというようなことはどうなのか

ということでお聞きしたいことが１点と、町民の皆さんに防災ガイドマップということ

で、これは平成27年11月になっていますけれども、その時点で配布していると思うんで

すが、こういうものを改めて中身を見て配布をするようなことは考えていかないのかど

うかということの２点をお伺いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 
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○竹中 貢町長 今回の震災の関係で、やっぱり課題の一つは、情報の伝達を的確にそれ

ぞれのところにどう届けるかというのが課題だなと、そんなふうに思います。これまで

も委員会等でも意見、議論がありましたけれども、町内では広報車を走らせたというこ

とでありますけれども、最近の住宅事情がよくなって聞きづらいということと、それか

ら、一定のスピードがあって、ちょっと何かあったときには、もう通り過ぎていたとい

うようなお話もありました。 

  でも、それは町内の町なかはきめ細かく何回もその辺については、徹底して広報活動

というのは何といっても一番必要なことではないだろうかなと、そんなふうに思います。 

  もう一つは、やっぱり農村地域の情報の伝達ですよね。あの広範なところで、今農家

戸数にしても200、全部含めてもそのような状況、全区の状況の中で、ぐるぐる回って

もどれだけ伝わっていくのか、それから道路と住宅までの距離があって、その辺のこと

を考えると、広報車で回るというのは極めてこれは有効な手段かどうかというのは考え

なきゃならんと。 

  そういう中での、じゃ、どんな方法があるかというのは、見ればコミュニティＦＭな

んかもその１つだというふうにありますが、そのほかにないものだろうかなと、そんな

ことも今考えているんです。 

  これらについては、十勝振興局も含めて情報の伝達、しかも誤解のないような、いろ

いろなデマだとか、そういう風評のそんなことがあって、水道が断水するだとか、した

だとかということがあったということで、十勝全体としても、その伝達方法としては例

えば公共放送のＮＨＫと情報のやりとりをするだとか、あるいは十勝毎日新聞社のそう

いったところをやるだとか、こういったことを今その教訓として、もっときめ細かくや

るということがあります。 

  それでも足りないところが出てまいりますので、多分コミュニティＦＭになると相当

の設備もあるだろうと思いますが、１つ今防災無線ができないものだろうかなというの

は、ちょっと検討すべきでないだろうかなというふうに思っております。 

  ただ、それもまた電気がとまったときに通じるかどうかと、こういう問題があるんで

すね。だから、電気が今回みたいに何時間もとまる、短時間であればそういったことも

全然問題ないんですけれども、何たって全てが電気だということになってきますと、そ

れもまたなかなか難しいところが出てくるというようなことで、非常にその辺の対策に

ついても講じていかなければならないということで考えると同時に、どんなことが可能

なのかと。 

  ただ、防災無線については、それは別に停電だけが災害ではありません。これまでの



－34－ 

停電における災害のいろいろな見直しだとかというのは、全体的な防災計画の中ではほ

とんど触れられていないわけですね。 

  大体それはもう復旧するという前提でいたということでありますから、この24時間以

上にわたってということはないので、そう考えると、それはそれとして日常的な震災だ

とか地震だとか、あるいは台風だとかいった場合には、そのように無線通信にも有効な

手だてになるのではないのかなと、そんなふうにも考えていて、それに対してどれだけ

の新たな設備なり更新費用がかかるのかと。あるいは自己負担だとか、行政が負担する

のかと、このようなことも含めて考える余地があるだろうなと、そんなふうに考えてお

ります。 

○議長（杉山幸昭議長） 早坂議員は２問目にまだ入っていませんので、まだ８分残って

いますんで、ここで皆さん、切りますか。 

  町長。 

○竹中 貢町長 ごめんなさい。 

  ガイドマップのほうについては、この後、新年度、できれば来年あたりにも見直しを

図っていきたいというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） じゃ、ここで切りますか。 

  それでは、ここで休憩といたします。 

  再開を午後１時といたします。 

（午後 ０時００分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） ７番、早坂清光議員。 

○７番（早坂清光議員） 行政改革について、時間がありません。15年前に見直ししたと

きのシミュレーションでは、平成32年度に一般会計の総額が38億9,300万円、そのうち

交付税が17億2,000万円ということで、大変厳しいシミュレーションでやっていこうと

いうことにしたわけです。一般会計の総額、今現在で87億9,000万円ぐらいですね。交

付税は約26億ということですから、そういう部分では想定した部分とは大きく変わって

いるというふうに思います。 

  ただ、町の財政がこれで大きく豊かになって、すごくゆとりがあるんだということで

はないというふうに思っていますけれども、そういう状況だということです。そういう
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中で立ちどまって、もう一度いろいろな部分点検したらいいんじゃないでしょうかとい

うことを私は申し上げました。これについては答弁はよろしいです。 

  ３点伺います。 

  １つは、スタッフ制についてです。一例を挙げます。総務課はスタッフリーダーが５

人いて、スタッフが２人です。実質１人休職といいますか休んでおられるんで、スタッ

フは１人と臨時職と３人と。そんな中で本当に機能しているのかなと。 

  さっき防災の問題もお話ししましたけれども、そんなこと来年度に向けてスタッフ制

をどうしていくのかということで、スタッフ制なり職員の採用配置等をどうしていくの

かについて、まず１点目伺います。 

  ２点目です。町民説明会等をやっていますというようなこともお話がありましたけれ

ども、私どもも議員の立場で町民の皆様との懇談会というのを開催しています。そうし

た中で３月にレストハウスと道の駅の説明会を行いましたけれども、その町民の方は６

月に説明すると俺は聞いているんだというようなお話でしたけれども、こうした部分、

随時そのときにも説明会開いてくださいというお話が、私もその説明会に参加していま

したので、町民からの声がありました。こういうことについて、先ほど丁寧に対応して

いるというようなお話でしたけれども、その辺について、レストハウスと道の駅の関係

での説明会という部分について今後どう説明をされていくのか伺います。それが２点目

です。 

  それから３点目は、これも一例で申し上げるわけですけれども、功労者の表彰式の関

係です。 

  挨拶がありまして、功労者の方に表彰の盾と記念のトロフィーをお渡して、お茶と牛

乳で乾杯をして、若干の時間、懇談をして終わるというような形で進めておられます。

敬老会も大体同じようなことの流れかなというふうに思っています。非常に功労者の皆

さんに、これで本当に感謝の意をあらわせ切れているのかなというふうに思います。 

  過去に、料理を用意して、お酒も用意してというような場面がありましたけれども、

そんなことを私は申し上げているわけではありません。もう少し例えば功労者の表彰式

が終わって、昼に功労者の皆さんとその家族の奥さんとか、そういう家族の皆さんと町

の理事者、あるいは団体の長の皆さんぐらいの範疇で昼食を兼ねて会食をするとか、そ

のくらいのやり方もあるというふうに思いますけれども、そういう町としての感謝の意

なり、敬意を表するという部分が非常にいろいろな部分で薄くなっていると思います。 

  そんなことで功労者表彰式の部分を一例として申し上げました。そんなことに対する

考え方を伺いたいと思います。 
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  ３点お聞きしました。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 スタッフ制の問題ですけれども、スタッフの数、リーダー、下よりも少

ないということであります。基本的には、その課の中でどんなふうに調整をするかとい

うのが基本的な横の横断的なスタッフであろうが、あるいは主査であっても、お互いに

その業務の内容を情報を共有すると、これは極めて大事なところだろうと。だから、ス

タッフだけが、その２人が全部のことを覚えて、ほかの人方たちは知らなくてもいいと

いう、そういうことではない。そうでなければ、そもそもいわゆる縦割りという情報の

流れは変わらないわけですから、それらも含めてどう情報共有をするか、連携をするか

というふうに考えてもらいたいなと、これがスタッフ制というふうに理解をし、あるい

はそのように課内の中での調整をお願いしているということであります。 

  ２つ目の説明会は、基本的にそれはその必要に応じてやるということでやらせていた

だきます。 

  ３月にやって６月に説明会をするといったとすれば、どういう状況の変化なのかとい

うことについては、これは課長のほうからちょっとその辺の、基本的には、それはそれ

として必要に応じてやるという前提でいますので、３月の段階でいうと基本設計ができ

て、その辺の事情をもう一回聞かれたという上で、必要があれば、またお答えさせてい

ただきたいと思います。 

  それから、功労者の関係でありまして、これは、もう行政改革の一環の中で見直しを

していた、その延長上の取り組みの一つとして、こういった儀式なんかについては簡素

化を図るということでやってきたというふうに思っております。 

  今そのようなお話があるとすれば、もう一度その辺について、財政状況も当時のシミ

ュレーションとは多少は変わってきているという事情もありますので、検討をする余地

は十分あるかなと、そんなふうに思います。 

  いずれにしても、感謝の気持ちというのは、それは変わるものではないだろうという

ことであります。 

  あと持ち方については内容を検討していきたいと思いますけれども、そもそもこうい

う式典がどのように他町村でも行われているのかというところも参考にさせていただき

たいなと。多分、流れとしては簡素化されてきているというのは１つあるだろうという

ふうに思います。そういった中に思いをどう伝えるかということだろうと思いますから、

その辺は十分また検討させていただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原商工観光課長。 
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○杉原祐二商工観光課長 道の駅の説明会の関係でございますけれども、今実施設計を行

っておりまして、その実施設計の概要が見えましたら説明会を開催するというような予

定で考えておりました。今現状、12月の中旬に開催したいということで考えておりまし

て、来週の12日の議会の委員会でご協議をさせていただいた後に町民説明会を開催して

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。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午後 １時０８分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時０９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３点にわたり質問いたします。 

  １点目、消費税引き上げに反対を。 

  消費税は平成元年４月１日、国民の猛反対を押し切って導入され、以来28年以上たち

ました。当時は福祉のためといっていたはずですが、生活保護費や年金の削減、介護・

医療制度の負担増など、どこに消えたのか福祉政策はますます悪くなる一方です。 

  安倍首相は、景気がよくならず凍結してきた消費税10％への引き上げを平成31年10月

に実行しようとしています。負担を最大限軽くするとし、各種複数税率の導入やポイン

ト還元など予定していますが、ますます混乱と負担増を招くものです。何よりも引き上

げをすべきではないと考えますが、国にきちんと要望するべきです。 

  そこで、町民の消費向上、負担軽減を願い、10％引き上げへの対応について下記のこ

とを質問します。 

  １、町民や町内業者への影響についてどう考えるか。 

  ２、町も消費税は国に納めていると思うが、負担増分はどのくらいになるのか。 

  ３、町の公共料金への転嫁はすべきではない。 

  前回５％から８％に引き上げの際、一部ナイタイ高原牧場観光施設、三国峠休憩施設

等は転嫁していますが、ほかのほとんどの料金は転嫁せず、実質、町費負担で料金引き

上げにはしていません。ただ、10％の際に検討するが、学校給食、水道、下水道料金等、

何項目かあります。国の負担をそのまま町民に押しつけるのではなく、料金据え置き、
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また無料化等も検討するべきです。 

  ２点目、安心して入居できる公営住宅のために。 

  公営住宅は、所得が少ない方など安心して住んでもらえるために建設されているもの

ですが、まだまだ不十分です。安心して入居できるように、下記のことを質問します。 

  １、入居の条件の緩和について。 

  現在は保証人を必要としているが、この規定を削除すること。入居希望者の高齢化や

今後の住みかえの際等で、保証人の確保が難しくなることが懸念されます。また、入居

資格の説明の中から、入居者条件の例示、例えば税金の滞納がないを削除すること。生

活に困って入居を希望する際もあり、いろいろな方への配慮が必要です。これらのこと

は、平成30年３月31日付で国から各都道府県知事や政令指定都市の長に通達されていま

す。 

  ２、公営住宅の建てかえ等の計画について。 

  平成26年度に公営住宅等長寿命化計画を策定し、その後、平成28年度に見直しをされ、

平成29年度から修繕や建てかえが行われております。ただ、町民への説明会は11区のみ

で、北団地等を含め町民への説明や理解も必要だと思います。現時点での各団地の計画

はどうなっているのか質問いたします。 

  西団地はまちなか住宅として平成29年度に８戸建設され、平成30年から37年度までに

22戸予定されているが、どのように建設をするのか。北団地は平成30年度から個別改善

が始まっており、平成32年までに８戸、平成41年度までに20戸となっており、その後、

平成39年から43年には30戸の建てかえが計画されています。その場所はどこになるのか

質問いたします。 

  建てかえや住みかえは住んでいる方の合意なしにはできませんが、一方、ふれあい団

地への入居を希望する方も多く、急がれる課題でもあります。 

  ３、北団地の玄関修理について。 

  住んでいる方の希望により平成29年度から玄関修理が実施されておりますが、順番の

基準があるのか、今後の予定はどうなっているのかお聞きします。 

  ３点目、定住促進賃貸住宅建設助成事業について。 

  定住促進賃貸住宅建設事業は、不足している住宅を民間活力の活用ということで平成

20年度から３年間の要綱扱いで３回延長され、現在は平成31年度までの計画となってい

ます。当初は町内の建設者、町内の施工業者が条件であり、助成金額は大きさによりま

すが１戸当たり最高300万円、全体の助成金額の上限はない状態で始まりました。その

後見直され、町内建設者、町内の施工業者の条件がなくなり、申請が多くなり全体の助
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成金額の上限が8,000万円、１戸当たりの金額も最高240万円となりました。 

  このような中、町内にはいつの間にかアパートがどんどん建ち、誰が建て、誰が管理

しているのかわからない、いつまで続くのか等、不安の声も聞かれます。この11年間で

98棟358戸まで進み、助成金は５億6,406万円の予定となっています。当初の目標は100

戸程度だったと記憶しておりますが、目標を達成されているのでいるのではないか。こ

の間の事業の検証を行うべきです。 

  10年後、20年後のまちづくりも視野に入れて十分検討するべきですが、その考えにつ

いてお聞きいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 山本和子議員の質問にお答えいたします。 

  まず、消費税引き上げに反対をであります。 

  １点目の町民及び町内業者への影響についてですが、安倍首相は10月15日の臨時閣議

において、予定どおり平成31年10月より消費税を８％から10％へ引き上げる考えを示し

ました。この税率引き上げにあわせて、政府は軽減税率制度の実施により飲食料品や新

聞等を８％に据え置くとともに、プレミアムつき商品券の発行やキャッシュレス決済時

のポイント還元など経済対策９項目の骨格をまとめ、経済に悪影響が出ないよう景気対

策を実施することとしております。 

  このため日銀の試算では実質的な家計への負担はほぼなくなる計算とされております

が、制度の恩恵を受けることができない方や制度の期限を考慮すると、町民生活におき

ましては少なからず増税により家計への影響が生じると考えるところであります。 

  また、町内業者への影響は、複数税率の導入等による消費税の申告に伴う経理の煩雑

化、設備改修等の負担増となり、特に商店ではキャッシュレス決済の導入に際しては新

たな負担が生じるとともに、導入をしない商店では売り上げへの影響が予想されるとこ

ろであります。 

  一方で、国から交付金として消費税率８％のうち1.7％が地方消費税分として地方自

治体に配分されております。この交付金は自由に使える一般財源分と社会保障に係る事

業に使途が定められている社会保障財源分に分けられており、本町では平成29年度実績

で、一般財源分が5,569万8,000円、社会保障財源分が3,896万8,000円の合計9,466万6,000

円が交付され、社会保障財源分は社会福祉や高齢者対策等の事業における一般財源分に

充当しております。 

  消費税率10％の場合は地方消費税率が2.2％とされていますが、配分方法や使途につ

いての詳細はいまだ明確にされておりません。また、新たな税率での交付金は平成32年
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度から配分されますが、増税に伴う交付金につきましては、国の定める使途を考慮しつ

つ、町民の必要とする施策の財源として有効に活用する考えでおります。 

  ２点目の町における消費税の納付額の負担増分についてでありますが、消費税上、町

が行う事業活動は非課税の特例が設けられており、本町では水道事業特別会計と公共下

水道事業特別会計のみにおいて水道料金の収受から消費税を納付しておりますが、８％

への増税時には増税分を転嫁しないために、実質この分は町が負担している状況となっ

ております。 

  この国に納付する消費税において、平成29年度納付実績から２％増税分を推計すると

年間で水道料金は20万2,000円、下水道料金は102万1,000円がさらなる負担増とされます。 

  また、一般会計及び５特別会計の全会計における支出に対する２％増税分の年間の負

担増は、平成29年度決算額をもとに推計すると8,868万9,000円であります。 

  ３点目の町の公共料金への転嫁についてですが、消費税率が８％に引き上げられた際

に、本町では使用料等の全29項目を検討した結果、三国峠休憩施設使用料等の５項目に

おいて増税分を転嫁し、学校給食費や上水道、下水道料金については次回増税時に再検

討することとされております。 

  今回の消費税引き上げに伴う公共料金等の見直し検討は平成31年度末までに行う考え

でおりますが、見直しに当たっては町民生活への影響等を勘案しつつ慎重に検討してま

いりますので、ご理解いただきます。よろしくお願いいたします。 

  続いて、安心して入居できる公営住宅のためにであります。 

  平成32年４月施行される民法の一部を改正する法律により、保証人が責任を負う最大

額の設定が必要となるなど、民法における債権関係の規定の見直しが行われることとな

っております。このような状況を踏まえ、国土交通省より公営住宅管理標準条例案が示

され、北海道や本町においても情報提供がされているところであります。北海道におい

ては今後方針を決定し、来年度末の条例改正に向けて作業を進めていくこととされてお

ります。 

  公営住宅への入居に際しての保証人の取り扱いにつきましては、事業主体に委ねられ

ることとされておりますが、近年身寄りのない単身高齢者等が増加していることを踏ま

えると、今後入居に際して保証人の確保が困難となることが懸念されます。 

  現在、本町では公営住宅の入居につきまして、原則２名の連帯保証人の確保や税の滞

納がないことなどを条件として運用しております。本町の町営住宅条例におきましても、

北海道の方針を参考とし、また留意点については技術的な助言をいただきながら改正に

向けて検討してまいります。 
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  公営住宅の建てかえ等の計画につきましては、次期のまちなか住宅として来年度より

建築用地の確保を進め、平成32年度の建設を予定しております。建設対象となる土地の

面積及び形状によって建設可能戸数が変わってきますが、最終となる平成37年度までに

残り22戸を段階的に整備していきたいと考えております。 

  北団地につきましては、今年度２戸の個別改善を実施しております。来年度も引き続

き実施し、できるだけ早い段階で残り６戸の改善を進めてまいります。 

  北団地の建てかえ事業につきましては、平成39年度以降、北団地敷地内及び周辺での

建てかえを進めていきたいと考えております。北団地に居住されている方及び地域の皆

様には、建設案や場所が具体的になった時点で説明を行いたいと考えております。 

  北団地の玄関修理につきましては、平成28年度までは故障や損傷の度合いによって部

分的な修理などの対応を行ってまいりました。昨年度からの修理につきましては、緊急

性の高いものや劣化の著しいものから順番に現地確認により判断し、木製のドアからア

ルミ製に交換しております。 

  現在、施工済みのものは26戸となっており、残り46戸についても３年間をめどに、基

本的には建築年度の古い順として団地内の北西側から現地を確認し、修理を行っていき

たいと考えております。 

  ３点目の定住促進賃貸住宅建設助成事業についてであります。 

  定住促進賃貸住宅建設助成事業は、平成20年度から実施しております。昨年までの10

年間で累計158棟、294戸、今年度についても26棟、79戸の申請を受け付けております。

これらを合わせると184棟、373戸の実績となっております。 

  昨年までの実績による事業検証としましては、委託業務による経済効果検証を行って

おります。10年間の助成額は４億9,279万円ですが、その約４倍、20億8,649万円の民間

建設費投資額となっております。これに住宅賃貸料を加算した22億1,500万円について、

北海道経済部の経済波及効果分析ツールを活用し、シミュレーションを実施いたしまし

た。材料等の生産活動などの一次波及効果のほか、雇用者所得や企業利益による新たな

消費などの第二次波及効果の合計で40億5,200万円と想定され、直接効果の1.83倍の経

済効果が生まれていると推計されております。 

  また、需給と供給のバランスにつきましては、事業者への聞き取り調査から入居率９

割以上となっており、入居の需要はあると認識しております。近年、民間賃貸住宅が多

く建てられているのは事実ですが、全住宅数に対する民営借家の割合につきましては北

海道や十勝管内の平均と比較して低く、一方、公営住宅は高い比率となっております。

住宅対策は、雇用促進や定住化などに加え、土木、建築、家具や電化製品、設備関係等、
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総合的な地域経済の振興策でもあります。 

  なお、今後につきましては、建設実績のある事業者等への聞き取り調査などから判断

すると安定期に入るとの見方もありますので、地域全体の景気や求人状況、人口の増減

などを踏まえた上で一定の需給バランスが見えてくるものと考えております。 

  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） それでは、消費税の問題から質問していきたいと思います。 

  町長の答弁では、少なからず町民の方の影響があると。国は影響ないようにする、す

るといって、各種いろいろなキャッシュレスしたり、ポイントをやったりとか、いろい

ろやっていますが、少なからぬ影響ではなくて、かなりの影響が出るんではないかと一

般の方も、いろいろな方も心配しております。いろいろなポイント制度も９カ月間とか

一時的なものであり、これは絶対に対策にはならないと判断いたします。 

  その中で内閣府参与─内閣府参与、調べたら15人ほどいるらしいんですが、その中

の藤井聡さんがテレビでもよくお話言うことあるんですが、消費税増税はすべきではな

いと。10％の消費税税率引き上げは、日本経済を破壊するというふうにおっしゃってい

ます。 

  それから、一部週刊誌等の見出しなんかにも、安倍総理は直前に凍結するんじゃない

かというような情報もありますので、必ずしも来年10月から消費税が上がると決まった

わけではなく、これはいろいろな方のいろいろなところから反対の声を上げていけば、

これは絶対に凍結なり中止できるというふうに私は判断しております。 

  その中で、竹中町長は少なからず影響というのは、少なからずというか、多分多大な

影響というふうにとると思うんですが、その点についてどんなふうにお考えか質問いた

します。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず、この消費税につきましては、日本の財政事情が非常に悪化してい

るという、この事実ですね。もう1,000兆円に達したのか、超えたのか、それだけの財

政マイナス状況にあって、その辺の補塡をしなきゃならんということと、それから、社

会保障費が相当年々上がってきているということで、しっかりした財源確保は、これは

大事なことだろうと、そんなふうに思っております。 

  これまでも数年前に上げるという前提でありましたけれども、世界経済だとか、ある

いは日本の経済の全体の大きな流れの中で、例えばリーマンショックレベルのそういっ

た状況があったときには、それは先送りするという話でありました。２回ぐらいですか
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延長されましたけれども、今回については基本的には来年の10月に実施するということ

でありますけれども、同じように、多分リーマンショック並みの大きな激変があったと

きには、それはまた変わるんだろうというふうに思いますけれども、現状では実施する

ということを私どもとしては認識した上で、具体的な作業等に入っていく必要があるだ

ろうというふうに思いますし、その対策についても今国として９項目上げておりますけ

れども、ただ、おっしゃったとおり恒久的なものではないということも、これまた事実

の部分がございます。 

  いずれにしても税ということでありますから、これは税をどうそれを負担するかとい

うのは国民の私どもとしても義務でもありますので、それらについては無視はできない

と、そんなふうに考えているところでもございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 国の財政が借金が多いとか負担が多くて、それで賄うために

増税をすると、それは国の立場の意見でありまして、実際に町民の方々がキャッシュレ

ス、カードで買い物するといったって、町内１軒ぐらいはあると思うんですが、ほとん

どありませんし、高齢者の方々わざわざカードつくることもありませんので、商店街も

そうですね。カードをつくるためには機械置かなきゃいけないだろうし、そういうこと

まですると、かなりの負担増が強いられていくんではないかと、私はそんなふうに思い

まして、町長の立場からは余りにもだめとか、いいとか、そんなことを言う立場は難し

いのかと思うんですが、そういう町民の状況を把握した上で10％に対する対応をすべき

と思っています。 

  具体的な質問をさせてもらいます。 

  水道、下水道については、うちでというか町が負担していると。それで２％上積みし

ますと122万円ほどの負担が出ると。それは多分、町が負担するんだと思うんですが、

それから、一般的な会計では8,868万円は負担ふえると。それは負担がふえるんですが、

その反面、いいんだか、悪いんだか、10％上げた分の消費税が町に戻ってきます。それ

が2.2％とされているというふうに先ほど答弁ありました。 

  ８％で約9,466万円、これは1.7％の還元なんですが、そうすると10％で2.2％来ると、

まだ詳細がわかってないと言われていますが、約１億二、三千万円ぐらいは、それ以上

かもしれませんが地方消費税分として来るんではないかと。それは、一般財源として自

由に使えるということになるだろうと思います。 

  その点も踏まえながら、では、水道、下水道を２％転嫁するのか、しないのか。すべ

きじゃないと。それから、ほかのものについては上に納めることがないので上げること
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はないと思うんですが、あと給食費の問題も、５から８に上げたときには町が約80万円

ほど負担をして、この何年間かずっと町が負担をして給食費を上げないできました。も

し２％上がった場合に、２％分だけ考えれば50万程度なのかなと。 

  さかのぼって考えれば切りありませんので上がる分だけ考えますと、それほど、百数

十万、130万円ぐらいの50万と３％も含めてもそんなに増ではないと。そのことを踏ま

えて、国から来る地方消費税も含めれば、十分それを財源にしながら上げなくても済む

んではないかと、そんなふうに思いますが、来年の10月以降なったとして、来年は絶対

に転嫁しないと思うですが、再来年ですね。平成32年後どうなるかということについて

多分これからの課題になると思うんですが、今町が転嫁しないで据え置いている水道、

下水道料金の問題と給食費の問題どういうふうに考えるのか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 そもそも５％から８％上がったときの３％については、そのうち10％の

話もあったということも含めて、次期の状況の中で検討させていただくということで来

ております。 

  今回もし10％になるとすれば、やっぱり１つには、このことによって負担がどれだけ

出るかどうかということだけではなくて、税について、それなりに負担をするというの

は、これはやっぱり必要なことでないだろうかなと、こんなふうに思います。 

  ただ、その税の負担の仕方というのはどれだけのかというのは、その辺のいろいろな

検討の余地はあるかと思いますけれども、いずれにしても、税が上がっても町がそれを

常に全部カバーするというのは本来税に対するモラルハザードになる、そのような心配

もございますので、お金だけのことではなくて、それらはそれらとして、もし来年の10

月に上がったとすれば、真摯に受けとめながら、みんなで理解を深めて進めていきたい

と、そのように思っております。 

  先ほど今お話あったキャッシュレスの関係で、いろいろな問題が起きるということも

想定されます。そういったことについては、どんなような支援が国があるのか、あるい

は自治体であるのかだとか、そういった意味でも、最小限に負担は、当時の新たな設備

や投資にかかわる負担についてのその辺の対応については、十分考えていく必要がある

だろうなと、そんなふうに思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 今の答弁の中で、税金が多いとか少ないじゃなくて、税に対

する負担をどうするかを町民の方に考えてもらいたいと。それはみんなで理解しなきゃ

いけないんだというふうに、大枠そういうふうに捉えたんですが、そもそも国の話をし
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たら、ここで激論になっちゃうんで、申しわけないんですが、国がそもそも消費税を上

げたときに片方の税金下げておいて、法人で下げておいて、それで公平な負担なんて、

とても私は考えられないんです。 

  そのときに、町長からどういう立場に立つかですよね。国が片方消費税上げておいて、

片方の税金下げておいて、それもよしとして税金が決まったんだから、みんなで理解し

て負担しましょうというのは、私は納得いかないんですよ。 

  それで、私は税金が高いか少ないとか、１円とか２円じゃなく、立場として私はそう

いう国のやり方がおかしいと思うので、町長には立場としては、それはきちんと町民の

立場を守ってもらいたいという判断で質問しています。 

  ですから、先ほどキャッシュレスのこともありましたが、事業者がどんなに負担する

かと。それから、私は余り詳しくボ何とかという制度もあれば、今まで課税業者じゃな

かった方が課税業者に登録しなければ恩恵こうむれないとか、物すごく大変なことが待

っているんですよ。そのときに町長がどういう立場に立つかというときに、やっぱり町

民のことを少しでも理解するんであれば、せめて町ができることは、やっぱり税金を上

げないことですよ。税金転嫁しないこと。 

  それでもって、そのことが国に対する遠回しに言えば抗議にもなるし、町民の負担を

受けとめて、一緒に税制の問題、逆に理解するというのも変なんですが、そういうふう

に立場の問題としてどうなのか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 税については、これは税によって国が成り立っている、あるいは自治体

も成り立っていると。大前提は税なんですね。ですから、個人税も所得税や住民税やさ

まざまなのがありますけれども、それらをどのように適正に課税をするのか、あるいは

収入だとか、そういった片方での収益を含めて配分の仕方とかそれぞれあるだろうと思

います。そういった枠組みの中で、税について否定するということにはならないであろ

うというふうに思います。 

  消費税の考え方でありますけれども、個人という話もありますが、よく個人だけでは

力にならないので、さまざまなところの声を結集して、そして反対をすべきだと、その

ような話がされますけれども、つい先週ですけれども、先月になりますか、全国の町村

会の総会がございました。この中で消費税についての項目がございます。 

  そこでは消費税を反対ということではなくて、それらを当初の目的、例えば保育料の

無料化だとか、そういった財源に、あるいは持続的な社会保障制度の財源にしっかりや

るようにというような、こういった要望が全体の町村会の声として国のほうに上げられ
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ているということでありますので、これらも私どもとしては十分踏まえた上での対応を

していかなきゃならんというふうに思いますが、町は町として、消費税は消費税として

税としては受けとめながら、町民にどのように負担のかからないような形をとれるか、

このようなことについては十分検討をしてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 消費税議論につきましてはこれで、来年また続きますので、

そのときにまたしたいと思います。 

  公営住宅の問題について質疑入ります。 

  公営住宅の入居の状況については、答弁の中では道のほうが多分来年ですね。多分、

要綱なり条例なり決めれば、それに従いながら町も変えていくと。そこで多分なんです

が、その中で保証人は外されると。そして、税の滞納等にも国の指針に基づいて外すこ

とになるのかと、そのことについて確認したいと思うんですが、それともう一点は、で

は、来年31年はそうするとそのままですので、１年間についてはどうするのかと。 

  実際に町の条例の中の10条の３項に、特別な事由があると認める者に対しては保証人

の連署を必要としないことを町長ができると。そのことを１年間適用して、前倒しする

形で保証人をつけなくてもいいようにできないのかどうか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今の国交省からの標準条例案については、北海道のほうに第一義的には

来るということであります。それを踏まえて、各市町村ではどう対応するかというのが

基本的な流れになっていくんだろうと、そんなふうに思っております。 

  そういったことでありますので、その辺の情報をある程度確認をしながら、その都度

対応すべきことについては対応するということで、まだ不透明な段階の中で、あれもこ

れも特例を使うというのは、これはいかがなものかと。特例は特例としてやるべきであ

って、特例が当たり前となったら特例になりませんので、そういった意味では、道との

連携等を踏まえながら適切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） すると、特例は使わないで、でも特例は特例でありますので、

本当に大変な方については保証人つけなくてもいいということがありますので、特例を

十分有効に活用しながら、大変な方については保証人をつけなくてもいいという形にし

てほしいなと。 

  あと、もう入っている方も高齢の方が多いですので、例えば保証人が亡くなったらど

うしようかとか、それから今いないとかいうときに、ある方は出なきゃいけないんじゃ
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ないかというふうに心配している高齢者の方もいました。 

  今住みかえが進んでいますので、自分はいいとしても、親戚にお願いすると、そのと

きに印鑑証明がどうのこうの、そこまでやらないと保証人が見つからないということが

実際に今もあります。そのことについて、もう少し緩和しながらできないかと。 

  実際に保証人になったからって、その責任自体が保証人に行った例というのは多分な

いんだろうと。その辺について十分検討してほしいなと思っていますが、質問いたしま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 決まりは決まりとして、それを遵守するというのが原則であります。た

だ、やっぱりこういった時代になりますと、身内が全くいないだとか、そういう状況と

いうのは起きてくるわけですね。さらにこれからそのような方々がふえる可能性もある

ということですありますから、でも現実その人方にその場、その場で対応しなきゃなら

んというのが、私どもとしてしっかり受けとめていかなきゃならんというふうに思って

おります。 

  精いっぱい努力してもらわなきゃならんし、それから、保証人についても、何かあっ

たときに財政的な負担をしなきゃならないのかということになると、かなりまた、これ

は難しいという問題も確かに現実問題としてあります。ただ、大事なのは、使用したも

の、使ったものについてはしっかり払うという、ここの精神は、これをないがしろにし

たのでは世の中は成り立っていかないということであります。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） わかりました。 

  特例を頻繁に使えという意味じゃなくて、その方についてきちんと対応し、安心して

できるように町の丁寧な対応をしてほしいと私思っています。 

  次には、具体的な建てかえの問題に入りたいと思うんですが、今８戸分はいいんです

が、22戸分のまちなか住宅の32年からとなっていますが、その場所の問題なんですが、

11区の公営住宅というふうに考えていいのかどうか。 

  既に４戸ほどもう壊していますので、そこの中に22戸建てることになるのかどうか、

まず質問したいのと、それから、そういう説明が28年度の11区の説明会のときにはされ

てないんではないかと思うんですが、私たちは委員会では聞いた中では、西団地の方は

10年かけてまちなか住宅なり、それから北団地に移ってもらうということは聞いている

んですが、そこにまだ西団地の方、何人かいるんですが、もしそこに11区の中に新しい

まちなか住宅が建つんであれば、そこに移り住みたいという方も結構いました。その辺
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が説明会されているのかどうかも含めて質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 公営住宅については、老朽化とそれから人口減少時代を踏まえた適正な

配置ということを考えて、計画を10年、20年にわたる長期的なスパンでやるということ

であります。そのときには、高齢化なり、あるいは人口の減少等も進んで、従来のよう

な町並みの形成ではなくなるということであります。 

  今までは人口増と、それから核家族化によって、どんどん郊外のほうにも住宅が建て

られ、そして、そこで生活が営まれてきたということでありますけれども、今回は安心

して、この町の中で買い物や、あるいは社会活動ができると、身体的な衰えが来る中で、

そういったことを考えた上での再編ということであります。したがって、基本的にはコ

ンパクトなまちづくりという前提の中での住宅の再編というふうに考えております。 

  そこに数軒だけが残って、そして町なかへ行くのに大変だと、引きこもって体がむし

ろ疾病になったりそうではなくて、積極的に地域にかかわり、町なかに参加をし、買い

物に行って元気をつくってもらうというためにも今の考え方のもとで進めておりますか

ら、基本的には町なかのほうに移住してもらう。そのために町なかという言葉を使われ

ているというふうに理解して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） 22戸分のまちなか住宅というのは、これは平成29年２月の資

料なんですが、公営住宅の挿入重点エリア内に30戸移転を行うと。というのは、８戸分

はもうできていますので、これは西団地の11区という意味ではなくて、町内全部含めた

形での22戸という考え、その中には西団地も、もちろん当然既に壊しておりますが、そ

こも含めてなるのか、その辺がちょっと、住んでいる方々がどこに移るんだろうという

ふうに、もう10年間あっという間ですので、その辺についてはどういう確認をされてい

るのか、もう一度確認したいと思うんですが、町全体で22戸としてとるのか、西団地の

中で22戸ととるのか、11区ですね。そういうふうにとるのか、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 これについては、議会の中でもずっと話をされて僕は理解されていると

いうふうに思っていますけれども、そもそも西団地は町なかから随分距離的に遠方だと。

歩いて高齢になって買い物に行ったりなんかするというのは、極めて悪条件だというこ

とで、元気で過ごしてもらうために、基本的には半径400メートルだとか、あるいはも

っと広げても700メートルだとか、そのエリアに住んでもらうことが生きがいを持った、

生き生きとした生活ができるという構想で進めてきているというふうに理解をしており
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ます。 

  ですから、今西団地が壊れたときに、そこに補充をするということではなくて、それ

はまた全く違った形の利活用というのは考えるべきだろうというふうに、この団地のほ

うにも説明をさせていただいているはずだと思いますし、それから、委員会の中でも、

そういう大きな構想の中で動いているということは説明させていただいているというふ

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） 西団地については、委員会といっても、これは産経の委員会

なので、私は資料を手に入れていろいろ分析して質問させてもらっているんですが、そ

れで理解といいますか、できれば西団地のほうでという声もあります。それも大きくエ

リアになると思うんですが、それも確認させてもらいます。 

  それと次、北団地の問題ですが、北団地については一切説明会等を行われてないと思

うんですが、個別のあれが２戸もう終わりました。これから平成38年までに残りの６戸

と。それから、39年度以降については今ある75戸分を大分減らして、全体で50戸程度で

すかになるという、その全体の構想というのがあるのかどうか。 

  もし、どこに何建てるというのは、住んでいる方がいますので、それは言えないと思

うんですけれども、全体の構想をやっぱり１回示したほうがいいんではないかと。具体

的にもう２戸は改修が済んで、もう募集していると思うんですが、来年からもう入ると。

それから、個別に改装するんであれば、建てかえる分と別と考えたら、ある程度そろえ

ないと、あっちこっち個別やったときに壊すときにならないので、その辺がどうなのか

と、ある程度大枠でも説明を行ったらいいんではないかと、その辺について質問いたし

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 そこの建築構想については、まだ具体的になっておりません。ただ、あ

の北団地のエリアの中で全体的な配置をしていきたいということ、随分これはもう狭ま

ったことだろうと理解していただいて結構ではないだろうかなと、そんなふうに思いま

すけれども、いかがですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） なかなか私も住んでいる方の顔を見ながら、このうちはこう

でとか考えると、どこを壊すんだろうとか、物すごく住んでいる方の顔が見えるので、

それは言えないと思うんですが、全体構想の中でどうなのかということをやっぱり知り

たいんではないかというふうに思います。 



－50－ 

  それは、何か課長の顔ばかり見て申しわけないんですが、やっぱり青写真がないと、

それから具体的な産業は、もう既に北団地ですので個別改善が８戸、もう38年まで、次

に39年から次の10年間で、もうほとんど変わりますね。その辺考えると、10年ってあっ

という間ですので、そのときにここにずっと住んでいるのか。ずっと住んでいる方は、

多分ほぼないと思うんですよ。個別改装に入るのか、新築に入るのか、どっちかしかな

いと思うんですよ。その辺を考えると、やっぱり１回説明しておいて、青写真ができて

からではなくて、そうなりますよみたいなことを言ったらいいんじゃないかと私は。多

分、これ以上の答弁ちょっと厳しいかと思います。 

  今度は玄関の問題についていきたいと思うんですが、全体で北団地は72戸あるんです

が、既に直したところが26戸と。多分修繕も含めて、個別も含めるのかなと思うんです

が、残り46戸を３年間でやると言っています。だから、３年間というのは、31、32、33

でやるんだったら、一気に今直したほうがいいんではないかと。 

  33年に終わったとしても、次の建てかえが39年から始まるときに、すぐにこれ自体、

壊さないと思うんですが、そう考えれば、もし全戸を対象にしているんで早く直したほ

うが、うちもおととしぐらい直したんですが、玄関そのものはそんなに壊れませんので

早く直してあげたほうがいいと私は思うんで、その辺について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 質問されていますので、具体的なことをちょっと課長のほうから。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 

○名波 透建設課長 玄関の改修でございますけれども、今年度も数戸改修してございま

す。全戸全て一気に直せれば一番いいし、無駄も少ないということは理解するところで

ございますけれども、１つの問題は、業者さんがかなり人材不足で、ドアの改修をお願

いしても、なかなかすぐ入れるような状況じゃないということと、住みながらやってい

る関係上、住んでいる方の調整も必要ですし、それから、玄関の改修となると枠から全

部改修していますので、冬期間、寒い時期はどうしても避けなければならないという事

情もございまして、そういう意味では３年か２年という状況は考えられますけれども、

一気に全部というのはなかなか難しいかなということは考えられます。 

  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） 一気にというか、できるだけ早めたほうがいいと。本当によ

く担当課に何回も言うんで、外から見たのと中は全然違うんですよ。外から見たら下を

直しても、中に入ったら、もう木が腐って腐って。それから玄関に物を置いても凍る状
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態。まず玄関基本なので、それは早く直してあげたほうがいいと。だって、今直しても、

締め切りが三十何年だったら早く直してあげたほうがいいと思うんですよ。だから、業

者を調整しながら、できるだけ早く直してほしいなと思っています。これは答弁いいで

す。 

  最後の定住促進の質問に入ります。 

  私の集計は11年分で見ていましたので金額が多少違うんですが、町のほうと10年で見

たのは、私も資料持っています、同じですが、11年、30年度を見れば５億円ほどの助成

をしていると。その中の経済効果について答弁があったんですが、端折って言いますと、

二次波及までいくと40億5,200万円の効果があるというんですが、もともと出発点は、

公営住宅にかわる住宅を建てるのと、それから民間活力ということで、町内業者の方が

オーナーで業者をやって町内に仕事が落ちるということで始めたので、波及効果は町内

に行ったんですよ。下請は別としてもね。 

  であればわかるんですが、平成27年から、オーナーは帯広だかどこだろう。業者もい

いと。ですから、今見たら本当にいろいろな会社があります。ですから、経済波及効果

というのは、町が５億円補助金出したけれども、管内のものか、道内のものか、要する

波及効果40億円は多分計算上はなるんだろうと思うんですが、町内の波及効果ではない

と思うんですよ。その辺について、どんなふうに考えますか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 そういった意味では、建築がもし他町村であれば、そちらのほうの資材

を使っている可能性もありますし、全体的に町内であっても、今大工さんの数が少ない

ということですから、よそから来ているケースが町内であってもあるということ。 

  例えば設備だとか、町内にそもそもない業者というのがあるんですよね、結構ね。型

枠だとか、こういったことについては、現実の問題は町内であってもよそからと。です

から、町内、町外、これはもうお互いに乗り入れをしながらやっていかざるを得ないと

いう現実であります。 

  もう一つは、やっぱりこれだけの雇用があって、そもそもの発端は、よそから町に通

勤してきているよと、たくさんの人がよそから通勤してきているけれども、町からよそ

に出ていってないということは、言ってみれば、そこに住まないということになるんで、

お金がその消費ができてないということですから、そこをどう是正するかといったとき

に、この住宅対策が出てきたということと、それからもう一つは、そもそも本町の公営

住宅というのは、他町村から見れば本当に相当多いという状況。これは、今これの数で

あっても、管内平均から比べれば、まだ現実的には公営住宅が多いと。 
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  公営住宅と民間の賃貸住宅で、賃貸住宅でやれるのが一番いい、基本的にはそれなり

の給与をもらっているところがそれに入るということだし、公営住宅については福祉住

宅ということですから、それなりの給与所得のところがなけりゃだめだということであ

りますから、今上士幌町のさまざまな求人の状況を見たら、それを応援することによっ

て、よその経済の波及効果、こういったことも期待できますし、それから、建った後に

ついては、今度はさまざまな形での修繕等々も出てまいります。 

  設備の関係だとか、そういったことでのランニングコストというのは、これからもか

かっていくということ。加えて、民間のところであれば固定資産税についてはしっかり

町内に入ってくることだとか、そういった意味でのさまざまな経済の活動、経済のメリ

ットがあるということと、ここに住むことによって住民税や、それから、言ってみれば

人口の問題だとかの大きなところにも寄与するというようなことだと、そんなふうに思

っております。 

  こういったものというのは、最後に述べていますように、全体の需給のバランスの中

でしっかり落ちつくところに落ちついていくんだろうなと、そんなふうに思います。い

ずれにしても、公営住宅は公営住宅として福祉という視点での住宅の問題、それから、

民間の関係については、それなりの場合によっては住宅手当のある、今町内の給与所得

も相当平均的に伸びてきているという現実もございますから、その中で消費が回ってい

くというところも、これもまた大事なことなんだろうなと。 

  そんなことで、機械的にすぽすぽと切ったりするようなことは、決して地域の経済の

発展に通じるようにプラスになるものではないということで、弾力的に柔軟にその辺に

ついては対応していくことがベターでないのかなと、そう考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 上士幌は公営住宅が多いというのは、何も実に考えてみれば、

本当に公営住宅必要としているんだろうと。持ち家がなくて、それで多いということも

考えられますので、多いからいいとか、そういう問題ではないと思うんですが、そこそ

この状況ありますので、私は公営住宅に入りたくてもなかなか入れないと。賃貸住宅は

値段が高いもんですから入れないという方も聞きますので、それはバランスよくいかな

いといけないのかなと思っています。 

  それで、さっき入居率の問題で、９割以上というのが答弁ありました。前にも調べた

ときの結果としても、８割ぐらい入っているということがありましたけれども、今それ

について検証をしていると思うんですが、どれぐらいの入居率なのかと。 

  それから、今じゃなくて、５年後、10年後見通して、どれぐらいのアパートが埋まっ
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ていくのかと。今はよくても、５年後にがらっとなると、またつくったオーナーの方に

負担かかったりしますので、その辺についての今後の見通しも含めた事業の検証につい

てどうなのかと。 

  それは、ことしじゅうにしておかないと、この要綱は多分31年度までは続くんだろう

と思うんで、その点について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 ここでの９割というのは、29年ですね、実績。今建てているところにつ

いては、多分それは入る時期というのはあるんですよね。３月だとか、そういったとき

に、ちゃんと備えられているかどうかということで多分オーナーは想定をしながら、し

かも、暖かいうちに完成をさせておきたいというようなことで、ことしについてのとこ

ろについては、まだ空き家というのはあるんだろうというふうに思っております。 

  やっぱり一番なのは、今最近であれば、個別の農家さんが従業員住宅、このニーズと

いうのは、まだあるというふうに聞いているところでもございます。その辺の把握、産

業形態のうちでいうと農業の経営の形態なんかも随分と変わってきて、相当の大型の工

事なんかは独自にもう住宅も建てながらも賃貸住宅を使っているだとか、そんなような

こともありますし、個別の農家さんでも、最近は人手不足でそれらを使いたいというよ

うな話も聞いております。そういったところのニーズをしっかりと把握をした上で、ど

う判断をしていくのかということを考えていきたいというふうに思います。 

  今までいた雇用の人数が空き家になると、働いている人が空き家になるということに

なると、そのこと自体が非常に心配だという、それは地域の経済というか産業のことに

かかわって背景がそこにあるとすれば、ちょっといろいろ心配になりますから、少なく

とも、やっぱり地域経済、農業を軸にした、そういったところが本町にとっての成長の

産業の大きな柱だというふうに思っておりますので、十分その辺との情報収集なり連携

を図りながら最善の対策をこれからも講じていきたいというふうに思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 需要として農家の方の従業員住宅がこれからも必要とされて

いるんではないかということ、町長から答弁がありましたが、それも含めて、農家の方

もいろいろな意味で大変な時期を迎えることもあり得ますので、やっぱり慎重に農家経

営をしながら住宅もつくるというふうなことも必要になっていくのかなと私は思ってい

ます。 

  それから、町の中では、本当にふっと見たら、この間も建設、私資料持っているから

わかるんですが、建っていると。ことし建てた分については、まだまだ空き家が多いで
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すね。それは多分、来年度入るのかわかりませんが、それも含めて、やっぱりきちんと

補助金もらって、要綱に合っているから補助金は出すんだと思うんです。やっぱりきち

んと見ていかないと、本当にこの業者が建てたけれども埋まるんだろうかと。意外と社

宅にしておいて、社宅でひゅっと入る方もいたりするんですが、そういうことも含めて

十分検討していかないと、いずれ空き家になって困るということになると思います。 

  それから、もう一つは町内会の問題なんですが、７区にもアパートがあるんですが、

そこはうちの会長さんが挨拶して入ってもらったんですが、もうほとんどふえていくと

町内会に入るのか入らないとか、町のコミュニティが大分崩れていくというか、変わっ

ていくと思う。その辺も含めてきちんとしていかないと、アパートはいっぱい都会並み

に、隣は誰が住むというふうになっちゃいますので、その辺も含めてこれからの建設ど

う思っていますか質問いたします。多分最後になると思うので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 いずれにしても、オーナーが建てて、損失をするという前提で建てない

だろうと。基本的にはですよ。想定をして、予定をして、計画をして、見通しを立てて

ということであろうというふうに思います。それが想定の崩れないような町のいろいろ

なニーズがあるという前提で建てられているというふうに、まずは考えたいというふう

に思っております。 

  その上で過度にバブルのように高揚して、その辺の計画もなく建てるということにつ

いては、ちゃんとして戒めるといいますか、その辺の見通しなんかについても計画の段

階から聞き取りなんかするということもしていきたいというふうに思いますし、多分建

てるときには、もう一つは金融機関からの融資が前提になっているだろうと思うんです

よね。ですから、金融機関も、言ってみれば不良債権にならないようにどうするかとい

う意味では、金融機関としては、またそれなりの立場で町全体の動向についても多分い

ろいろと調査をしているんだろうと、そんなふうに思います。 

  いずれにしても、公営住宅については福祉の対象ということでありますので、それは

それなりとして、住宅の関係については整えるということでありますし、それから、超

えた部分、一定の給料がふえたときには公営住宅に入ることはできませんから、そもそ

も基本的には。やっぱり自分たちで住宅を確保するというのが前提でありますので、そ

のときに住宅がないという町であっては、やっぱりそれはよそから通うのが多くて、地

域の経済の回しや発展につながっていかないということもありますので、いろいろと総

合的にその辺さまざまな角度から調査なり、あるいは分析をした上で施策に転換をして
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いきたいというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、10番、山本和子議員の一般質問を終わります。 

  これをもって一般質問終わります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

（午後 ２時０８分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時３０分） 

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

◎同意第２号及び同意第３号の上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第７、同意第２号公平委員会委員の選任について、日程第

８、同意第３号公平委員会委員の選任について、以上２件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに町長から提案理由の説明を求めます。 

  竹中町長。 

○竹中 貢町長 公平委員会委員の選任について。 

  ただいま上程されました同意第２号及び同意第３号公平委員会委員の選任について、

一括して提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  初めに、同意第２号について。 

  公平委員会委員であります馬場敏美氏が平成30年12月25日をもって任期満了となるた

め、引き続き同氏を後任委員として選任したいので議会の同意を求めるものであります。 

  住所、河東郡上士幌町字上士幌東３線243番地。 

  氏名、馬場敏美氏。 

  生年月日、昭和25年４月９日であります。 

  次に、同意第３号について。 

  公平委員会委員であります遠山昇氏が平成30年12月25日をもって任期満了となるため、

引き続き同氏を後任委員として選任したいので議会の同意を求めるものであります。 

  住所、河東郡上士幌町字上音更東３線276番地。 

  氏名、遠山昇氏。 

  生年月日、昭和23年９月25日であります。 

  以上、同意第２号及び同意第３号公平委員会委員の選任について、一括して提案理由

のご説明を申し上げました。ご審議の上、ご同意くださいますようよろしくお願い申し

上げます。 
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○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたが、本件は人事案件でありますので、

質疑及び討論については、議会運用例第105条の２の規定により、これを省略いたしま

す。 

  これより直ちに同意第２号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は原案に同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、同意第２号は原案に同意することに決定いたしました。 

  次に、同意第３号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は原案に同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、同意第３号は原案に同意することに決定いたしました。 

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

◎議案第６３号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第９、議案第63号上士幌町起業家支援松井基金条例の制定

についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  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63号上士幌町起業家支援松井基

金条例の制定について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  本条例制定の目的でありますが、有限会社松井経営研究所、代表取締役松井利夫氏か

らの寄附金をもとに、本町における起業家支援を推進するための基金を設置するため条

例を制定するものであります。 

  内容についてでありますが、条例の構成については全体で７条の構成となっておりま

す。 

  第１条では、設置を定めております。 

  第２条では、積み立てを定め、毎年度基金として積み立てる額は歳入歳出予算で定め

るものとしております。 

  第３条では、管理を定め、第４条では、運用益金の処理を定めております。 
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  基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れ

することとしております。 

  第５条では、処分を定めております。 

  第１項では、基金は、起業や新規事業家及び第２創業の支援に要する経費に充当する

場合に限り処分することができるとしております。 

  第２項では、基金を処分する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳

出として支出することとしております。 

  第６条では、繰りかえ運用を定め、第７条は、委任とし、基金の管理に関して必要な

事項は規則で定めるとしております。 

  なお、この条例は公布の日から施行するものであります。 

  以上、上士幌町起業家支援松井基金条例の制定について、その提案理由と内容をご説

明させていただきました。ご審議上、ご可決くださいますようよろしくお願いを申し上

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63号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） これは議運で総務文教厚生常任委員会に付託をして審議をい

ただくということになっていますけれども、１点だけお聞きをしておきたいと思います。 

  事前に一定程度内容の説明があったんですけれども、今回出された条例では規則を定

めるとなっているのに、配付をされたものについては要領になっていると。用語の問題

ですけれども、規則と要領について、どういう見解で違いをもってこういう形にしたの

か。 

  他のものでも、そういうものがよくあるというふうには思うんですが、どちらも決ま

りですけれども、どういうことなのか、その辺について説明を願いたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 さかのぼります委員会のときにご提示させていただきました要

綱ということでよろしいでしょうか。 

  本来であれば、この条例、規則で定めるということで、規則をお示しするということ

が筋のところかと思います。委員会のときにもお示しさせていただいた要綱でございま

す。これは補助要綱ということでございますけれども、これは同等の決まり事は決まり

事として押さえてございます。必要に応じて規則が生じた場合につきましては、またお

示ししながらまいりたいと思いますけれども、現時点におきましては起業家支援事業補
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助金交付要綱ということで事前にお示しさせていただきましたけれども、その中におい

てしっかりとこの基金を管理しながら、いい補助金にしていきたいと、そのように考え

ておりますので、ご理解のほどをよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） どちらも同じであれば、一応この町の法律ですから、そこに

規則と書いてあったら規則にしても何ら問題はないと。交付規則という形であっても問

題がないと思うんですけれども、用語の扱いについて、その辺の取り扱い上、例えば先

例を用いるとかいろいろあると思うんですが、違いが何なのかといえば、僕の知る限り

は条例集には規則も載せます。ところが要綱については通常載せない。 

  ところが要綱は幾つも町で持っているわけですね。その辺の違いというのを統一的に

扱うべきだと思うんですけれども、どちらも決まりだからいいんだという扱いにするの

かどうか。その辺について、どういう議論があって今回は要綱にしたのかをちょっとお

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 この規則と要綱との扱いについて、行政全体での法務を主体的

につかさどっているのが総務課かと思いますけれども、そこのところとのすり合わせを

して、条例にぶら下がる規則について、通常であればそれを優先的に行くのが本来かと

思いますけれども、その辺のところの定めもしっかりしてないという部分は、これまで

もあったことは反省点としてあろうかと思います。 

  ただ、この要綱につきましても、例えば３年要綱ですとか４年要綱ですとか、その辺

につきましては、議会の皆様方にもお諮りしながら予算のほうもお認めになっていただ

いているかと思いますけれども、決してそちらのほうが緩いからだとか、こちらのほう

がきついからだとか、そのような考え方は行政は持っておりません。 

  ただし、条例提案と同時に規則ということでうたわれているとするんであれば、それ

は、どちらのほうが町民にとっても、よりいい形なのかということは改めて総務課とも

議論しながら今後善処していきたいなと、そのように思います。 

  この起業家支援事業補助金交付要綱につきましても、これがその議論の後に規則とし

てぶら下がりを持つことが必要であれば、そのような形で対応していきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） わかりました。 

  ただ、今回の基金というのは非常に特殊だというふうに思うんですね。目的を持って
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行政の仕事であろう起業促進、地域振興というものを進めるために、ぜひ浄財を寄附し

たいと。こういうものを有効に使う。ところが有効に使うのはまちづくり会社というこ

とで、これまた半民半官といいますか、そういった特殊な法人になります。そういうこ

ともあって、そういったことは十分議論をした上で一番妥当性があるということも含め

て考えていくべきだというふうに思うので、今後必要があれば私の主張した部分という

か、はっきりさせる、その内容についても規則も別に拒まないということでありますの

で理解をするところですが、そういう慎重な姿勢がちょっとこういった特殊な部分につ

いては必要ではなかったのかということで、あとは総務文教厚生常任委員会の中で十分

議論をいただいて、最後は、この後は本会議に出た場合には委員長に質疑をする形にな

りますので、そのことも踏まえて一つよろしくお願いして、私の質問を終わりたいと思

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 貴重なご意見として承りたいと思います。 

  今回、また総文のほうに付託になってまいります。そこで審議のほうをいただきなが

ら、最終日にまたご議決のほうをいただくような手順になろうかと思います。その際に

総文のほうでも規則がやはり妥当であろうと、必要であろうというようなことが私ども

のほうもその延長線にあるんであれば、そこもあわせながらお示ししていくこともあろ

うかということで、この場はご答弁させていただきたいと思います。 

  この条例があって規則、規則の中で例えば起業家支援補助要綱を別に定めるですとか、

そういった形になってくるかと思いますので、その段階を１つ行うことが丁寧なことだ

ろうというふうに思いますので、その辺のところはあわせて総務文教厚生常任委員会の

ほうにもお願いしたいなと、そのように思いながら臨みたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第63号に対する質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案第63号は、会議規則第39条第１項の規定により総

務文教厚生常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第63号は総務文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。 
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 ────────────────────────────────────── 

◎議案第６４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第10、議案第64号十勝圏複合事務組合規約の変更について

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。 

  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64号十勝圏複合事務組合規約の

変更について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  配付いたしております議案第64号関係１及び２をご参照願います。 

  本案は、ごらんのように下線ある４町から加盟の申し入れがあり、組合規約第３条組

合の共同処理する事務の（６）ごみ処理施設及び最終処分場の設置、維持管理、運営に

関する事務について、明年、平成31年４月１日から清水町、本別町、足寄町及び陸別町

を加えるため、その一部を変更しようとするものであり、地方自治法第286条第１項の

規定により議会の議決を求めるものであります。 

  ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第64号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第64号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第64号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第６５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第11、議案第65号公の施設に係る指定管理者の指定につい

てを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 
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  高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 ただいま上程されました議案第65号公の施設に係る指定管理者の指

定について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  公の施設に係る指定管理者の指定につきましては、上士幌町公の施設に係る指定管理

者の指定手続等に関する条例に基づき、上士幌町営ナイタイ高原牧場を当該条例及び規

則に基づき指定管理者に指定したいので、地方自治法第244条の２第６項の規定により

議会の議決を求めるものであります。 

  １、指定管理者の名称は、上士幌町農業協同組合。 

  ２、管理を行わせる施設の名称及び所在地は、上士幌町ナイタイ高原牧場、河東郡上

士幌町字上音更85番地２ほか。 

  ３、管理を行わせる期間は、平成31年４月１日から平成34年３月31日まで。 

  ４、管理業務の範囲は、（１)牧場の利用承認に関する業務のほか、（６）までの業

務であります。 

  続きまして、お手元の資料の議案第65号関係をご参照願います。 

  １ページ目は、上士幌町ナイタイ高原牧場の指定管理者の選定に至る経過であります。 

  平成30年10月３日に開催されました第１回指定管理者選定委員会におきまして審査の

結果、これまでの経過、実績等を踏まえ、引き続き公募によらず上士幌町農業協同組合

が指定管理者として選定されたものであります。 

  10月４日に農業協同組合に対し町の考え方の説明と関係書類の提出について依頼を行

い、11月２日に申込書及び事業計画書等、必要書類一式の提出がありました。 

  11月５日に第２回の選定委員会が開催され、管理業務の計画書、管理に係る収支計画

書等を審査の結果、内容について承認されております。 

  ２ページ以降は、選定委員会における審査資料であります。上士幌町農業協同組合か

ら提出されました事業計画書より抜粋しております。 

  ２ページに施設の管理に関する基本方針、３ページに事業計画、運営時間、人員体制

について記載されております。説明については省略させていただきます。 

  ４ページは管理に係る３年間の収支計画書の総括表、５ページは収支計画書の内訳書

であり、４ページの総括表を項目ごとに区分したものであります。説明については省略

させていただきます。 

  以上、議案第65号公の施設に係る指定管理者の指定について、その内容と提案理由に

ついてご説明申し上げました。ご審議上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し

上げます。 
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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、これより議案第65号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） この３カ年今まで指定管理をしていただいたわけですけれど

も、ことしの収支見込みについて4,000万円ほど赤字になるという報告を受けたところ

であります。事業主体は継続ですから、今まで赤字が起きたときには、その原因にもよ

りますけれども、継続した形で基金等を積んで対応していくということを当初３年前に

協議をしたというか、審議をした内容の中にあったというふうに記憶をしています。そ

ういう方向で今後も考えていくというふうに理解をしていいのかどうか。３年で一度切

れて新たになったから、３年間の収支状況については町は一切関与しないということな

のか。 

  非常にこの施設については、その前何年も本町が直営をして赤字部門と言われた施設

でありました。しかし、本町の基幹産業の実態を考えれば、なくてはならない。今上士

幌のいろいろな繁栄があるというか、一定の人口増等に大きく寄与している部分がある

わけですけれども、考え方としては継続する団体であるから、他の約束事というか、取

り決めについても継続をして対応していくという理解でいいのかどうか、この際確認を

させていただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 ただいまありますとおり今年度の単年度決済につきましては4,000

万円ほどの赤字になるということで、この部分につきましては、この取り扱いにつきま

しては、過去２年間で5,000万円ほど基金のほうに積んでいるという状況がありまして、

３年間トータルの中で行けばちょんちょんからまた黒字になるというわけですけれども、

またこの赤字の額もまだ決まっているわけじゃないので、まだふえるという要素もある

ということもあります。 

  ただ、これまでの２年間で5,000万円近く積んでいるという状況。現在はもう機械等

で若干使っていますので、実際4,700万円ぐらいしか残ってはいないんですけれども、

農協からも多分今後要請はあると思うんですけれども、その基金の使い方につきまして

は、また委員会のほうでご協議をさせていただくことになると思います。 

  そして、今、佐々木守議員からありましたとおり、基本的にはもう指定管理は今状況

的には農協にお願いするしかないという状況でありますので、今後はこのような赤字に

ならないような餌の管理ですとか頭数の管理ですとか、そういう部分をしっかりお願い

して、また継続していくしかないというふうには考えております。 
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○議長（杉山幸昭議長） ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 課長の答弁で一定の理解をしたところでありますけれども、

過去非常に赤字がかさんだという経緯があります。そういった厳しい中で農協に指定管

理をいただいていると。形は指定管理といっても、基幹産業の酪農部門では絶対なきゃ

ならない施設ということも、また周知の事実であります。そういった中で２年間黒字で

来て、ことしは燃料等の高騰であるとか、あるいは飼料が昨年、ことしとちょっと不作

ぎみだったようなこともあると思います。 

  ただ、指定管理者ですから、当然収支というのは、その事業主体がきちっと責任を負

わなきゃならないというのが基本です。しかし、やむを得ない事態があるという場合に

ついては、存続に向けてきちっと協議をして支援をしていくという姿勢も必要だという

ふうに理解をするところです。 

  農協自身も、ご存じのように赤字を出していいですという団体ではありません。恐ら

く赤字部門が出れば、契約をやめるべきという議論も起こるのではないかという心配を

暗にうわさではちょっと僕は聞いておりますので、そういうことも含めて産業の振興と

いう、畜産の基盤に影響を与えないような形で今後も対応をお願いして質問といたした

いと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 当然収支については責任を持ってやっていただきたいわけでありま

すけれども、幾ら指定管理しているとはいえ、施策としては町の施策としてやっている

ものでありますから、今後も十分経営について協議について、ただす部分はただすとい

うことで、町もそういう面、指導じゃないですけれども、そういう打ち合わせをしなが

ら進めていきたいなというふうに考えます。 

○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65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65号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 
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  よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。 

  ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもって行います。 

（午後 ２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 ３時０６分） 

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

◎議案第６６号から議案第７０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第12、議案第66号平成30年度上士幌町一般会計補正予算

（第７号）、日程第13、議案第67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２号）、日程第14、議案第68号平成30年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第

３号）、日程第15、議案第69号平成30年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第２

号）、日程第16、議案第70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

２号）、５案を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第66号、議案第67号、議案第68号、議

案第69号、議案第70号の提案理由と内容についてご説明を申し上げます。 

  このたびの補正予算につきましては、一般会計並びに４特別会計について補正を行う

ものでございます。 

  補正総額は913万8,000円の減額補正となります。補正後の予算規模は、一般会計と５

特別会計の総額で107億901万8,000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66号一般会計補正予算（第７号）であります。 

  １ページをごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出の総額にそれぞれ435万6,000円を追加し、総額を87億

9,415万8,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２

ページから４ページ、第１表のとおりでございます。 

  第２条では、５ページの第２表にありますとおり、地方債補正といたしまして過疎対

策事業の限度額を８億9,340万円から８億8,420万円に変更するものでございます。 
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  歳出補正のうち減額補正の主なものといたしましては、高齢者等福祉サービス助成事

業385万7,000円、水道会計繰出金1,393万1,000円、豊栄東１線農道整備事業460万7,000

円、市街地歩道補修事業129万4,000円、下水道会計繰出金404万1,000円、生涯学習セン

ター改築事業442万8,000円、町債利子償還金120万4,000円でございます。 

  また、追加補正の主なものといたしましては、一般共用事務用品及び事務機器管理経

費164万1,000円、役場庁舎管理経費158万5,000円、財政調整基金積立金1,000万円、児童

手当支給事業312万5,000円、健康増進センター管理運営事業550万7,000円、観光施設維

持管理経費203万2,000円、単身者住宅管理経費102万6,000円、小学校管理経費140万

3,000円、中学校管理経費169万円、生涯学習センター管理運営経費503万4,000円となっ

てございます。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、各特別会計の補正予算についてご説明を申し上げます。 

  25ページの議案第67号国民健康保険特別会計補正予算（第２号）をごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ６万8,000円を追加し、総額を７

億856万9,000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の金額は、26ペー

ジから27ページ、第１表のとおりでございます。 

  歳出における補正の内容につきましては、退職被保険者医療給付費分38万1,000円、

退職被保険者後期高齢者支援分12万1,000円をそれぞれ減額するとともに、国保連合会

負担金27万円、療養給付費交付金等返還金30万円をそれぞれ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。 

  次に、32ページの議案第68号介護保険特別会計補正予算（第３号）をごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ49万8,000円を減額し、総額を

５億7,423万5,000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、33

ページ、第１表のとおりでございます。 

  歳出の主な補正内容につきましては、家族介護支援事業60万5,000円を減額するとと

もに、保険料還付金１万8,000円、介護給付費等負担金返還金８万9,000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、説明を省略いたします。 

  次に、38ページの議案第69号水道事業特別会計補正予算（第２号）をごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から902万3,000円を減額し、総額を１億
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7,929万9,000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、39

ページ、第１表のとおりでございます。 

  歳出の主な補正内容につきましては、事務管理経費24万円、簡易水道施設維持管理経

費230万円、水道メーター更新及び新設メーター購入事業324万円、簡易水道施設改良事

業324万3,000円をそれぞれ減額補正いたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、44ページの議案第70号公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）をごらんく

ださい。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から404万1,000円を減額し、総額を３億

5,244万2,000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、45

ページ、第１表のとおりでございます。 

  歳出の主な補正内容につきましては、下水道施設整備事業404万1,000円を減額補正い

たします。 

  以上、一般会計並びに４特別会計の補正内容についてご提案を申し上げました。よろ

しくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。 

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

ます。 

  それでは、議案第66号平成30年度上士幌町一般会計補正予算(第７号)から質疑を行い

ます。 

  初めに、事項別明細書の歳出から質疑を行います。 

  事項別明細書の歳出は、11ページから款ごとに一括して質疑を行います。 

  歳出、総務費について、11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、民生費及び衛生費に入ります。 

  11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。 

  14ページから15ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、商工費及び土木費に入ります。 
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  15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、教育費及び公債費に入ります。 

  18ページから23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） 教科補助教材事業の整備事業１万2,000円補正されています

が、どういう理由なのか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 暫時休憩いたします。 

（午後 ３時１７分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時１８分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育長 転入生がふえたということで増額となっています。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 数にすると６人分になるんですけれども、６人もふえたとい

うことですか。2,000円掛ける６ですよね。１人2,000円なので、いきなりふえたという

ことですね。確認です。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育長 転校生ふえています。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、地方債に関する調書は、24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10ページまでを一

括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 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

一括して質疑を行います。質疑ありますか。 
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（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、一般会計補正予算書の１ページから５ページまでを質疑

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66号平成30年度上士幌町一般会計補正予算（第７

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と一括して質疑を行います。 

  初めに、議案第67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２号）は、

25ページから31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67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２号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第68号平成30年度上士幌町介護保険特別会計補正予算(第３号）は、32ペ

ージから37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68号平成30年度上士幌町介護保険特別会計補正予

算(第３号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第69号平成30年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第２号）は、38ペ

ージから43ページまで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） 43ページなんですけれども、営農用水の計画調査というのはい

いんですけれども、水道管布設工事でずっと、特に居辺地区あたりやっているけれども、

これはいつごろまでやって、いつ完遂するのかという目標はあるんですか。ちょっと聞

かれたものだから教えてください。ないんですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 

○名波 透建設課長 管工事の終了時期ということですよね。基本的には老朽化している

ものを更新していくという作業を今行っていまして、いつ完了するというめどのもので

はないので、基本的にこれは同額の予算でずっと続けていきたいなというふうに考えて

ございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） 理解はできるんですけれども、古い管を次々と新しくしたり、
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私もここ行って、まだ多くの鷹ノ巣地区だとか、そっちのほうまでは行ってないような

気がするんですけれども、そっちのほうというのは、今後時間をかけて年次計画でやっ

ていくと、こういうことで知らしめたらいいのかと、そういうことなんですけれども。

わからなきゃわからんでいいです。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 

○名波 透建設課長 すみません、詳細については、ちょっと手元に資料ございませんの

でお答えしかねるんですけれども、基本的に北海道の補助事業を使いながら、水道事業、

町の持ち出しをできるだけ少なくしていくという意味で、今回調査費をつけていただき

まして、来年、再来年以降、北海道の道営事業として計画していただいて、その事業に

基づいて管の布設工事もしていきたいというふうに考えてございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかいいですか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありませんね。 

  以上で議案第69号平成30年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第２号）の質疑を

終わります。 

  次に、議案第70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２号）は、

44ページから47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70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２号）の質疑を終わります。 

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

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66号から議案第70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66号平成30年度上士幌町一般会計補正予算(第７号）の討論を行いま
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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66号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第67号平成30年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算(第２号）の討

論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第67号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第68号平成30年度上士幌町介護保険特別会計補正予算(第３号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第68号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第69号平成30年度上士幌町水道事業特別会計補正予算(第２号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第69号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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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69号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第70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70号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。 

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

◎諮問第１号上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第17、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてを議

題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに町長から提案理由の説明を求めます。 

  竹中町長。 

○竹中 貢町長 ただいま上程されました諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について、

その提案理由を申し上げます。 

  人権擁護委員は、住民の基本的人権を養護し、自由人権思想の普及、高揚を図ること

を使命としております。人権擁護委員の３名中、宗像静香氏が平成31年３月31日をもっ

て任期満了となるため引き続き人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護

委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものであります。 

  候補者の住所、河東郡上士幌町字上士幌東３線234番地。 

  氏名、宗像静香氏。 

  生年月日、昭和29年１月31日。 

  以上、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について、その提案理由を申し上げまし

た。ご審議を賜り、ご意見をいただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたが、本件は人事案件でありますので、

質疑及び討論については、議会運用例第105条の２の規定により、これを省略いたしま

す。 
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  これより直ちに諮問第１号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は原案について適任であるとすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、諮問第１号は原案について適任であるとすることに決定いたしました。 

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

◎散会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で本日の議事日程は全て終了いたしましたので、本日の会

議を終わります。 

  あすからは休会とし、本会議の再開は12月21日金曜日、午前10時でありますのでご承

知願います。 

  本日はこれにて散会といたします。 

（午後 ３時２９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、12月18日午前９時より、委員会室において、議会運営委員の出席

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

の審議方法などについて審議いたしました。 

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

お手元に配付のとおり決定をいたしましたので、ご報告を申し上げます。 

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

  １点目は、日程第４、議案第71号から日程第６、議案第73号までは、関連があります

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

  ２点目は、日程第９、議案第76号から日程第14、議案第81号までの平成30年度上士幌

町一般会計補正予算（第８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

計を一括上程及び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告といたします。 

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

◎行政報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、行政報告を議題といたします。 

  説明員より報告の説明を求めます。 

  竹中町長。 

○竹中 貢町長 このたびの報告につきましては、さっきの議会のあり方について、町長

等の中央での活動、発言等について、町の施策に係るようなそういうようなことがあれ

ば、行政報告の中でも説明していただきたいというお話を受けました。 

  そういった中での報告とさせていただきますけれども、１点目につきましては、ふる

さと納税制度に関する共同声明ということであります。 
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  今週の月曜日、東京において、ふるさと納税のあり方について、非常に全国的に認知

をされて各自治体が取り組んでおりますけれども、その一方で過度な返礼やあるいは地

元で生産していない、そういった産品について出されているということで、極めて競争

をあおるような形で、国のほうとしてもなかなかこういった状況について感化できない

ということから、一定のルールを定めなければならないという状況が生まれてきており

ます。 

  返礼については３割を上限とするということと、返礼品については地元の生産したも

のということであります。そういった中でありますけれども、まだ一部自治体において

は全く地元と関係のないもの、あるいは高額な返礼をしているという実態があります。

こういったことに、健全にふるさと納税を運営している自治体としては、極めて憂慮す

べき事態だということ。地方創生にとっても、ふるさと納税制度は極めて大きな意味を

持っているという認識のもとで、この後も持続的に制度が引き継がれるように、共同の

思いを持った自治体が今回集まって、声明を発表したということであります。 

  本町と、それから東京の世田谷区、そして長崎の平戸市と、北から南までであります

けれども、この縁につきましては上士幌町とそれから平戸、このふるさと納税が爆発的

に認知される、そういった状況の中で、さまざまな町の取り組みが全国に紹介をされて

いったということであります。 

  それから、世田谷区については、最もふるさと納税で税金が流出している自治体とい

うことでありますけれども、地方がふるさと納税によって元気になるということであれ

ば、大都市の世田谷区としてもそれはいいことではないだろうかと、こういう理解のも

とで３者が共同で声明を発表したということであります。 

  なお、これに賛同する全国の自治体、緊急でありますけれども、25の自治体について

も同様の意思を表明をさせていただいているということであります。12月は特にふるさ

と納税がピークを迎えるということでありますけれども、いずれにしても、一定のルー

ルのもとで同じような公平に町の紹介をする、ＰＲをするということになれば、各自治

体に裾長く、裾を広くこのふるさと納税が生かされるという認識を持っておりますので、

同様の活動を、必要に応じてこの後も進めていきたいというふうに思いますし、本町と

してもふるさと納税をしっかりと使って、これまでもそうでありますけれども、寄附者

に対する町の使い方、あるいはこのことによって町が元気になっているという姿を、し

っかり構築していきたいというふうに考えております。これが１点でございます。 

  もう１点につきましては、先般の委員会の中で、次世代の移動通信ですね、５Ｇが

2020年から実用化されるということで、このアイデアに上士幌町として応募したという
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お話をさせていただきました。北海道の結果が出まして、残念ながら最優秀にはなりま

せんでしたけれども、それに準ずる高い評価を得ております。 

  本町の基幹産業であります農業の、酪農の見える化ですね、それから人材の不足にど

う対応するかということで、人工知能とそしてまた高速の通信、あるいは精密な映像等

を駆使して、いわゆる乳牛の発情期の的確な把握、あるいは疾病の早期発見ということ

で、経営コストを削減をする、経営の収支の向上を図っていくと、さらには人材の足り

ない部分のその補塡をするようなことで提案でありました。 

  そういったことで、２番目というような評価というふうに思っておりますけれども、

第２次のコンテストは、明けて１月11日、総務省のほうで行われますけれども、本町と

しては、極めてアイデアとしては評価が高いということで、この仕組み等々について展

示をするということになりました。 

  この後、具体的にさまざまな５Ｇの使い方があるだろうと思いますけれども、いずれ

にしても本町にとっても産業振興や、あるいは医療、福祉、教育、交通、さまざまな分

野で高速の５Ｇのまちづくりに生かされるというような視点で、これからもしっかりと

取り組んでいきたいということを報告させていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 公用車両の事故についてご報告をいたします。 

  別紙２の資料をご参照ください。 

  事故の概要でありますが、発生日時は平成30年11月21日水曜日、午前９時30分ごろで

ございます。発生場所は上士幌町字上音更ナイタイ高原牧場内であります。運転者はナ

イタイ高原牧場の指定管理者であります、上士幌町農業協同組合の牧場現場担当職員で

あります。車両は指定管理者に貸与している町所有の自走式ミキサーであります。相手

方につきましては記載のとおりであります。相手車両は全農の家畜運搬車いすゞエルフ

であります。 

  事故の概要でありますが、平成30年11月21日午前９時30分ごろ、ナイタイ高原牧場の

指定管理者であります上士幌町農業協同組合の牧場現場担当職員が、自走式ミキサーを

運転し、ナイタイ高原牧場の敷地からスロープを下ろうとした際に、別の牧場車両がス

ロープを上ってきたことから車両を後進させたところ、後方にいた全農ＥＴ研究所の家

畜運搬車に接触し、破損させたものであります。幸い双方の運転者と同乗者にけがはあ

りませんでした。事故発生状況略図は裏面のとおりであります。 

  今後、損害賠償額が決定し、相手方との和解に向けての協議が調いましたら、次回の

町議会で報告をさせていただきます。 
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  なお、指定管理者であります上士幌町農業協同組合牧場部に対しましては、ことし２

度目の事故でもあることから、再度、安全運転について注意を促し、徹底を図るよう文

書にて要請をしております。 

  以上、公用車の事故についての報告とさせていただきます。 

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

疑ありますか。 

  10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 納税金制度に関する共同声明について質問いたします。 

  まず、この制度そのものは、やはり納税金を推進する立場にあると思うんですが、い

ろいろ過度な競争そのものは批判されているところですが、この納税金そのものに対す

るどこかのマイナスのところも参加しているところなんで、その制度に対する基本的な

考えと、それから、これは事務局がどこになるのかということで質問したいと思うんで

すが、いろいろ共同声明するにしろ、例えば賛同する団体を集めるにしろ、やはりどこ

か事務局があるんだろうと思うんで、その辺について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 マイナスになっている世田谷区であります。基本的にはやはり寄附制度

というのは非常に大切だと、特に日本における寄附文化というのは、非常になじんでい

ないという現実がございます。そういった意味では、本当に困ったときにお互いにどう

支え合うかという社会の仕組みなり、あるいはそういったことに価値を持つ、そういっ

た社会になれば望ましいということであります。 

  特に、最近であれば災害時の無償の寄附、こういったことが非常にふえてきていると

いうのがこれまでにないあり方で、それはやはりふるさと納税が一つのきっかけになっ

ているということもあります。 

  そういった寛大な気持ちを世田谷区の気持ちと、そしてクラウドファンディングとい

う、これもそうですけれども、寄附者がどうお金をまちづくりになりそういったところ

に使ってもらうかというような仕組みについても、これも非常に大切だというような認

識のもとで、今は減っているけれども、それはそれとして全面的にいいということでは

ないだろうと思いますが、それよりももっとそういった寄附の文化が栄えるような、浸

透するような社会になっていくべきだということでの、寛大な気持ちで参加していただ

いたということであります。 

  今回につきましては、特に組織だって動いたということではございません。やはり特

にことしになって、今もまだそういう状況が続いておりますけれども、昨年は１年間で
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140億近く集めた市があります。これはもうもはや通販のような、そういう産品がずら

っと並んでいて、ある大手のスーパーにパンフレットが置かれているという状況。中を

見てみますと、全く生産していないそこでイクラが出されているだとか、あるいは衣料

が出されているだとか、高額な商品が出されている。こういったことになると、これは

もはやこのふるさと納税の趣旨、みんなが守っていることから逸脱していると。 

  今回も話の中でさせていただきましたけれども、さまざまな震災の中で、例えば東日

本の震災の中で、水や食料の配給のときに整然とみんなが並んでいるという状況、これ

は海外も称賛した事例でありますけれども、言ってみれば一定のルールのもとで、大方

の自治体がこの町のＰＲ、あるいは産業振興に使っているときに、全くそれと関係のな

い割り込みや、あるいは無謀なようなことをやっているとなると、これは極めて容認で

きないというような、強い思いの中で立ち上がったということであります。 

  これは、次年度以降、今回参加された25、そして我々も含めて28でありますけれども、

緊急の動きでありますから、今のところ事務局、そういったものはなくて、当時、この

取り組みに積極的に参加した自治体同士が、何とかしなきゃならんという、せっぱ詰ま

った思いの中でとった行動だということであります。このようなことでご理解いただき

たいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 私も、以前から過度な競争はすべきではないということで主

張してきました。 

  マスコミ報道でもいろんな事業、テレビの中にもいろんな事例があって、本当に困っ

ているところに納税金を納めて、その町がそのために元気づくという方法ありますが、

いろんな形でこの議論はされるべきだと思っています。 

  今回については、私は一ついい投げかけをしたのかなという思いもするんですが、例

えば道内でも帯広、札幌含めて、やはりマイナスになったりとかするときに、きちんと

納税金そのものは趣旨を生かしてもらって、きちんとした税制の仕組みですね、交付税

含めてならなければいけないなと私は思っておりますので、今回、特に、以前からこう

いう気持ちだったと思うんですが、やはり過度な競争しないで、納税金が集まればいい

じゃなくてどういう活用をするのかと、その目的に沿って、他市町村の方々がその町を

どこで応援するのかと、それが見える形でなるのが、私、望ましいと思って。これはこ

れとして評価もしますが、やはり基本的には国からの交付でなり、どこの町に住んでも、

子供たちも、お年寄りも、全ての方々がやはりきちんと報われる世の中じゃなきゃいけ

ないなと思って質問させてもらいました。答弁があればお願いいたします。 
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○議長（杉山幸昭議長） 答弁いりますか。いいですか。 

  ほか、質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

  以上で行政報告に対する質疑を終結いたします。 

  これをもって行政報告を終わります。 

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

◎所管事務調査報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、所管事務調査報告、公共工事の調査に関することを

議題といたします。 

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

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

したので、委員長の報告を求めます。 

  産業経済建設常任委員会委員長、８番、山本弘一議員。 

○産業経済建設常任委員会委員長（山本弘一議員） 毎年実施しております公共工事の所

管事務調査について、産業経済建設常任委員会と委員外議員の皆さんの参加をいただき、

公開で実施いたしましたので、ご報告いたします。 

  調査項目ですが、公共工事の調査に関することであります。 

  平成30年９月29日承認、議決のものであります。 

  調査年月日は、平成30年11月３日、計１回であります。 

  調査地は、町内一円であります。 

  説明員及び随行員は、千葉副町長初め、農林課からは高橋課長、菅野主幹、羽田野主

査。建設課からは名波課長、渡部主幹、巴主査、新堀技師の協力をいただきました。 

  現地調査工事名につきましては、まず１つとして、生涯学習センター駐車場整備工事、

２、市街地歩道補修工事、３、北団地改善工事、４、ナイタイ高原牧場管理事務所構内

舗装修繕工事、５、ナイタイ高原牧場レストハウス建設工事及び外構整備工事でありま

す。 

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

ただきたいと思います。 

  ことしは、平成30年度発注の公共工事のうち、５件の公共工事を現地において担当職

員より工事の内容・施工状況等の説明を受け、進捗状況及び完成現場の調査を行いまし

た。 

  調査の結果、ナイタイ高原牧場レストハウスの整備関係工事が、立地条件などの悪影
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響を受け、工期内の完成に向けた努力が続けられているとの説明を受けました。 

  なお、レストハウスにおいては、工期内に完成したことを確認したことを報告いたし

ます。 

  委員会としましては、当該事業は適正に行われることが最優先であることから、工期

など事業の柔軟な執行を望むものであります。その他の工事につきましては、全体とし

て良好であり、進捗状況も計画に基づき完了しているとのことを参加者全員で確認いた

しました。今後におきましても、産業経済建設常任委員会の所管事務調査として、議員

全員参加の公開公共事業調査として取り組んでまいりたいと考えております。 

  以上、公共工事の調査報告といたします。 

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

疑は、議会運用例第96条の４の規定により省略いたします。 

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

は、委員長報告をもって報告済みといたします。 

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

◎議案第６３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第３、総務文教厚生常任委員会審査報告を行います。 

  議案第63号上士幌町起業家支援松井基金条例の制定についてを議題といたします。 

  本案について、総務文教厚生常任委員会委員長の報告を求めます。 

  総務文教厚生常任委員会委員長、３番、中村保嗣議員。 

○総務文教厚生常任委員会委員長（中村保嗣議員） 付託事件審査報告、総務文教厚生常

任委員会、本委員会に付託されました事件については、慎重審査の結果、次のとおり決

定いたしましたので、上士幌町議会会議規則第77条の規定により報告いたします。 

  審査事項、議案第63号上士幌町起業家支援松井基金条例の制定について。 

  審査年月日、平成30年12月12日、計１回。 

  審査場所、委員会室。 

  説明員には、竹中町長、千葉副町長、松岡企画財政課長、宮部主幹、瀬下主幹。 

  審査結果、当委員会は、議案第63号の審査に当たり、町長、副町長、担当課長及び担

当主幹の出席を求め、質疑、聴取による審査を行いました。審査においては、行政側よ

り基金の処分方法を明確にするため、規則（案）が示されたことから、全会一致をもっ

て原案可決すべきものと決定したことをご報告いたします。 

  以上で総務文教厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりましたので、これより委員長の報告に対
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する質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 

  これより、議案第63号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これをもって議案第63号に対する討論

を終結いたします。 

  これより、議案第63号の採決を行います。 

  議案第63号については、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第63号は委員長の報告のとおり可決されました。 

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

◎議案第７１号から議案第７３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71号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第５、議案第72号上士幌町町長

等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第６、議案第73号職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上３案を一括して議題

といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 ただいま上程されました議案第71号議会の議員の議員報酬及び費用

弁償等に関する条例の一部を改正する条例、議案第72号上士幌町町長等の給与に関する

条例の一部を改正する条例及び議案第73号職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定について、以上３件を一括してその提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  本年８月に行われた国家公務員給与に対する平成30年の人事院勧告において、職員の

給与改定についての勧告がなされましたことから、この勧告に準じて、議会議員及び町

長等の特別職の期末手当並びに職員の給与について改正するものであります。 

  初めに、議案第71号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例についてご説明いたします。 
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  町例規集は、第５編給与、第１章報酬・費用弁償等をご参照願います。 

  条例につきましては、期末手当の支給月数を年間で0.05カ月引き上げるものでありま

す。 

  具体的な改正内容についてご説明いたします。 

  議案第71号関係資料、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例新旧対照表をご参照願います。下線部分が改正部分であります。 

  第１条は、平成30年12月１日から適用する規定であります。第５条の期末手当の支給

月数について、12月支給分を「100分の227.5」から「100分の232.5」に改正するもので

あります。 

  第２条は、平成31年度から適用する規定であります。 

  第５条の期末手当の支給月数について、６月支給分及び12月支給分をそれぞれ「100

分の222.5」に改正するものであります。 

  なお、附則第１項として、この条例は公布の日から施行し、第２条の規定は、平成31

年４月１日から施行するものであります。 

  附則第２項では、第１条の規定による改正後の条例の規定は、平成30年12月１日から

適用するものであります。 

  附則第３項では、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当については、改

正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなすとするものであります。 

  次に、議案第72号上士幌町町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例について

ご説明いたします。 

  町例規集は、第５編給与、第２章給料をご参照願います。 

  条例につきましては、期末手当の支給月数を年間で0.05カ月引き上げるものでありま

す。 

  具体的な改正内容についてご説明いたします。 

  議案第72号関係資料、上士幌町町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例新旧

対照表をご参照願います。下線部分が改正部分であります。 

  第１条は、平成30年12月から適用する規定であります。第３条の期末手当の支給月数

について、12月支給分を「100分の227.5」から「100分の232.5」に改正するものであり

ます。 

  第２条は、平成31年度から適用する規定であります。第３条の期末手当の支給月数に

ついて、６月支給分及び12月支給分をそれぞれ「100分の222.5」に改正するものであり

ます。 
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  なお、附則第１項として、この条例は公布の日から施行し、第２条の規定は、平成31

年４月１日から施行するものであります。 

  附則第２項では、第１条の規定による改正後の条例の規定は、平成30年12月１日から

適用するものであります。 

  附則第３項では、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当については、改

正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなすとするものであります。 

  次に、議案第73号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いた

します。 

  町例規集は、第５編給与、第２章給料をご参照願います。 

  条例につきましては、国家公務員給与の人事院勧告に準じて、行政職給料表について

平均で0.2％引き上げるとともに、勤勉手当の支給月数を年間で0.05カ月引き上げるも

のです。 

  具体的な改正内容についてご説明いたします。 

  議案第73号関係資料、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表をご

参照願います。下線部分が改正部分であります。 

  第１条は、平成30年４月１日から適用する規定であります。第17条の４の改正規定は、

第２項第１号の勤勉手当の支給月数について、12月支給分を「100分の90」から「100分

の95」に改正し、第２号の再任用職員の勤勉手当の支給月数について、12月支給分を

「100分の42.5」から「100分の47.5」に改正するものであります。あわせて、第５項の

準用規定について文言を修正するものです。 

  また、別表第１の行政職給料表について、記載のとおり改正するものであります。改

定率については、平均で0.2％の引き上げとなりますが、若年層に重点を置いた改定と

なっており、0.1％から1.1％の改定率となっています。 

  第２条は、平成31年度から適用する規定であります。 

  第17条の改正規定は、第２項本文の期末手当の支給月数について、６月支給分及び12

月支給分をそれぞれ「100分の130」とし、第３項の再任用職員の期末手当の支給月数に

ついて、６月支給分及び12月支給分をそれぞれ「100分の72.5」に改正するものであり

ます。 

  第17条の４の改正規定は、第２項第１号の勤勉手当の支給月数について、６月支給分

及び12月支給分をそれぞれ「100分の92.5」とし、第２項第２号の再任用職員の勤勉手

当の支給月数について、６月支給分、12月支給分をそれぞれ「100分の45」に改正する

ものであります。 
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  なお、附則第１項として、この条例は公布の日から施行し、第２条の規定は、平成31

年４月１日から施行するものであります。 

  附則第２項では、第１条の規定による改正後の給与条例の規定は、平成30年４月１日

から適用するものであります。 

  附則第３項では、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給

与条例の規定による給与の内払いとみなす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３案を一括して質疑を

行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって３案に対する質疑を終結いたします。 

  これより議案ごとに討論を行います。 

  初めに、議案第71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71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71号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第72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72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72号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第73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73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73号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第７４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74号上士幌町ナイタイ高原牧場観光施設条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 ただいま上程されました議案第74号上士幌町ナイタイ高原牧場

観光施設条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容をご説明申し

上げます。 

  例規集は、第８編産業、第１章商工・観光をご参照願います。 

  提案理由でございますが、平成27年に倒壊したナイタイ高原牧場レストハウスの後継

施設として、このたびナイタイテラスが竣工したことから、新施設への変更に伴う規定

の見直し、さらに民間のノウハウを活用した運営を行える指定管理者制度を導入するた

め、条例を改正するものです。 

  具体的な改正内容についてご説明いたします。 

  議案第74号関係新旧対照表をご参照願います。下線部分が改正部分であります。 

  第２条の名称及び位置についてです。新施設の建設に当たり、農業振興地域の除外手

続のために分筆測量を行い枝番が付与されましたことから、位置を128番地５とするも

のです。 

  次に、表の右側、改正前の条例の第３条から第６条までにかけての使用の許可に関連

する条文につきまして、新施設では指定管理者制度を導入することから、これまでの貸

し付けに関する規定が不要となるため、条文を削除いたします。 

  次に、表の左側、改正後の新たな第３条及び第４条です。第３条の指定管理者による

管理として、町長は必要があると認めるときは、指定管理者に観光施設の管理及び運営

を行わせることができると本施設の指定管理者制度の導入について規定するものです。 

  第４条の指定管理業務として、前条の規定により、指定管理者に観光施設の管理及び

運営を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は次に掲げる業務とするとし、第１号
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で施設の維持及び管理に関する業務、第２号で観光客への利用サービスに関する業務、

第３号で前各号に掲げるもののほか町長が認める業務と指定管理業務を規定するもので

す。 

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

  以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。ご審議の上、ご可決い

ただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第74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） 今回、町の今までの使用料じゃなくて、指定管理として指定

管理料を支払うという形に変わると思うんですが、具体的な、どこに委託するかという

のはまだ、具体的な委員会ではいろいろ説明を受けているんですが、正式な提案はされ

ていませんので、そこの質問は多分避けたほうがいいのかなと思っているんですが、指

定管理料について基本的な考えについて質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 指定管理料につきましては、考え方としては、その施設の維持

管理にかかわる経費という形になります。例えばでございますけれども、消防点検にか

かわる経費ですとか、自動ドアの保守点検ですとか、電気保安協会による定期点検です

とか、そういったものとあわせまして施設の清掃等にかかわる経費になります。その施

設の維持管理にかかわる経費を、指定管理料として算定をしてまいりたいというふうに

考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 具体的に資料もらっている中では、指定管理料の試算、先ほ

ど言われました形を全部積算しますと440万程度になるというふうに、それ自体は別に

まだどこに管理するか決まっていません。それはいいんですが、今後、指定管理者が多

分、来年の２月ごろに決まるんだろうと思うんですが、そのときにまた具体的に、これ

自体は変わらないと思うんですが、そのときの管理するときに町が全部負担するのかと、

それからどこかの会社も負担するのか、その辺について、どこまでちょっと今質問して

いいか迷いながらいるんですが、委員会では議論はしていますけれども、正式な提案と

いうのは指定管理についてはきょうが初めてですので、その点について、町が全部負担

するのか、ある程度案分するのかと、そのとき案分の割合が変わることがあるのかどう

か、その辺について確認させてもらいたいと思います。 
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○議長（杉山幸昭議長） 杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 ただいまのご質問に関してでございますけれども、町民説明会

でもご説明させていただきました範囲でご回答させていただきますが、来年度からナイ

タイテラスが営業を開始するという形になります。その後、５年後には一定の営業行為

にかかわる部分として、その指定管理料はゼロにしていきたいという目標を持っている

ところでございます。これは、その翌年に営業する道の駅についても同じ考え方でござ

います。 

  それと、指定管理の指定に関する手続関係でございますけれども、上士幌町公の施設

に係る指定管理者の指定手続等に関する条例によりまして、指定管理者の指定をしてま

いりたいというふうに考えております。 

  いずれにいたしましても、今後、平成31年度の予算の上程に当たりまして、さまざま

ご説明をしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 先ほど質問いたしましたのは、ナイタイレストハウスについ

ては440万ほどの指定管理料を見込んでいると、いろいろ先ほど来、いろんな設備がど

うのこうの。それから、道の駅のほうについても試算としては出ていますね、1,457万

ほどの指定管理料を見ていると。それをこれからどうするのかというのは、具体的な会

社が決まれば、そこでそのお金を町が全部、指定管理料をそこに払うわけじゃなくて案

分しながら払っていくと、そのことが多分、決まってくるんだろう思うんですが、その

ことが案分率が変わることがあるのかどうかと。 

  例えばの話、先ほど、５年たてば指定管理料を払わないようにしていきたいという話

がありましたが、それは逆のことで言えば、もしかしたら指定管理料の案分が、逆に町

がふえることもあり得るというふうになるのではないかと。その辺を確認しておかない

と、いろいろ試算はもらっていますので、例えばここの会社ということで、７対何ぼと

かもらってはいるんで、その辺は確認しておかないと、指定管理料があくまでも固定じ

ゃなくて変わるんじゃないかと、その辺で、いろんな運営がうまくいって黒字分が出れ

ば、そこで指定管理料が町の負担分が減ってくる、やはり一番理想なんで、その辺の案

分は変わり得るかどうか、その辺について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 いわゆる施設の管理・維持に関する経費の案分を、一定の割合

で守るべきではないかというようなご質問だったと思うんですけれども、現状におきま

しては、それはちょっと確約するというような形ではない形になっておりますけれども。
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といいますのは、例えばですけれども、これからの新年度予算の今、編成作業中でござ

いますが、来年度ナイタイテラスに関しましては多くのお客様の来場を予定しておりま

す。その場合に、警備員さんを配置しなければならないということを今、想定しており

まして、それにかかわる経費は、全てそれは指定管理者のほうの経費になるのかという

形にはなりませんので、そういった性質を吟味していきたいと。 

  ですから、全体から何対何という割合ではなくて、その事柄事柄において慎重に精査

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） ３回終わっているんですけれども、答弁漏れじゃなくていいで

すね、今ので。 

  ちょっとお待ちください。 

  暫時休憩します。 

（午前１０時４７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４８分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） ほか、質疑ありますか。 

  ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） どうも今の質問聞いているとね、実際はそういう動きしてい

るのに、つまりどういうことかというと、今回出た条例というのは、僕の意見ではもっ

と早い時点でこういうことを想定して準備すべきだと。今回はこの指定管理者を公募す

るわけではないと、指定管理者を事前に予定し、そこに指定管理の要請をするという考

え方で、行政側は進んでいるというふうに理解をしています。 

  それは、官民合同の観光開発というか、その他いろいろ事業ありますけれどもカーチ

という会社だと。そういった具体的な実行に向けて、今回はまず最初に施設が完成をし

たということを含めて、指定管理のための変更をするんだというふうに理解をしなきゃ

ならないと思うんですが、そういうことで違いがあるのかどうか、その辺を見えなくす

る、つまり、一般公募する予定があるなら予定があるって説明をずっとしてこなきゃな

らない。そういう施設をつくるときに、どういう運営をするかということも議会では今

まで十分議論をしてきた。そういう中で、今回の改正が出てきたというふうに理解をし

たいと思うんですが、そういうことで間違いがないかどうか、まず、確認をしたいと思

います。 
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○議長（杉山幸昭議長） 杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 このナイタイレストハウスと、ただいまの議案とはあれですけ

れども、道の駅の関係につきましては、これまで先般の住民説明会を含めまして、４回

の説明会を昨年度から行ってきているところでございますけれども。そこの場におきま

して、いわゆる観光による地域づくりの会社を設立するというものもセットでご説明申

し上げ、そこでできる会社において運営をする予定ですという説明は、させていただい

ているところでございます。 

  さらに、町議会の皆様におきましても、そういう説明で行っておりまして、そのこと

というのは皆様にご理解いただいているというふうに思います。そこで営業するものが、

対象がないときに、建物の議論をするべきではないというようなご意見もいただきなが

ら、この３つの事業をセットで行ってきたという経緯がございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 町民に非常に誤解を受けると困ると思って、僕は話をしてい

るんです。 

  実際の話を実際にしなきゃまずいなと。ですから、今回の条例の一部改正というのは、

カーチにきちっとした形で指定管理をしていただくと、そういう前提を持った条例なん

だということを踏まえないと、まず、まずいと。その後のことについては、予算審議等

でこの管理料等については、いろいろ議論ができる場はまた別にあるというふうに理解

をしなきゃならない。答弁もその辺を、何かどうも言っていいのかどうかみたいな雰囲

気で答弁されると、非常に困ると思うんですよ。 

  今回の改正は、今後出てくる道の駅が完成をした時点で、同一なもので、その２つの

施設については指定管理者として予定者がいると。そこに一般公募ではなくて指定管理

については任せると、その会社はカーチ、これは本年つくった会社で、官民合同の出資

をした法人だという理解をきちんとした上で、次の段階で話をしていかないとまずいと

思うんですよ。 

  そういう理解をしたいと思いますが、そういうことで間違いないというふうに答弁い

ただければいいというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 暫時休憩いたします。 

（午前１０時５２分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 再開いたします。 

（午前１０時５３分） 
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 ────────────────────────────────────── 

○議長（杉山幸昭議長） 答弁お願いします。 

  杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 ただいま佐々木議員からあったご質問でございますけれども、

先ほどもお話しさせていただきましたが、町民説明会におきましても、議員の皆様のご

説明においても、この３つの事業において、その会社の立ち上げる事業とセットで行っ

ているということでございますから、当然にそこの会社が運営をする、つまり指定管理

者になるという前提で、ご説明を申し上げてきたということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、質疑ありますか。 

  これをもって議案第74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74号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第７５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75号北十勝介護認定審査会共同設置規約の変

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。 

  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75号北十勝介護認定審査会共同

設置規約の変更について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  提案の理由でありますが、地方自治法第252条の７、第３項の規定により、北十勝介

護認定審査会共同設置規約の変更の協議について、議会の議決を得ようとするものであ

ります。 

  資料、議案第75号関係２の北十勝介護認定審査会共同設置規約の変更についてをごら

んください。 

  本審査会は、介護保険制度における審査判定業務を共同実施するために、平成11年度
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に音更町、士幌町、上士幌町及び鹿追町の４町で設置し、音更町を事務局として審査業

務を実施してきているところでございます。 

  現在、審査会の委員36名が４委員会に分かれて、毎月１回から２回程度の判定委員会

が開催されている状況にあります。各委員は、参加町から医師や看護師、薬剤師、福祉

職の方に就任いただき、本町においては７名の方に担っていただいているところでござ

います。 

  今後の判定委員会の適切な運営を確保していくためには、委員の負担軽減を図ること

も重要であります。そのために、審査会委員については36名から40名に増員し、判定委

員会を、これまでの４つから８つにふやし、その委員会の構成人員を９名から５名に減

ずることで毎月の委員の参加回数の低減や、会議日程の調整の柔軟化をしようとするも

のであります。 

  また、あわせて、介護保険法施行令に規定された審査会に係る事項等についての諸規

定の整備を行うものであります。 

  次に、議案第75号関係１の北十勝介護認定審査会共同設置規約新旧対照表で、規約条

項の改正の内容を説明いたします。 

  第４条では、審査会の委員の任命方法等について、委員会の委員についての資格要件

を明確化するとともに、３号において委員定数を36名から40名に改正するものでありま

す。 

  次に、現行の規定の５条を繰り下げ、新たに第５条から第11条の規定を設けるもので

あります。 

  第５条は、委員の任期を２年と明確化する規定を、第６条は、審査会の会長及び副会

長の規定を、第７条では、審査会の会議の運営等の規定を、第８条では、判定委員会に

ついて、８つの判定委員会の設置と、その委員定数を５名とする規定、第９条では、判

定委員会の会議の運営等の規定を、第10条では、意見の聴取の規定、第11条では、守秘

義務について規定しています。 

  附則において、この規約は平成31年４月１日から施行とするものであります。 

  以上、北十勝介護認定審査会共同設置規約の変更について、その内容についてご説明

いたしました。ご審議いただき、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第75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75号に対する質疑を終結いたします。 
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  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第75号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第75号は原案のとおり可決されました。 

  ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前に予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前１０時５９分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１１分） 

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

◎議案第７６号から議案第８１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第９、議案第76号平成30年度上士幌町一般会計補正予算

（第８号）、日程第10、議案第77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３号）、日程第11、議案第78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２号）、日程第12、議案第79号平成30年度上士幌町介護保険特別会計補正予算

（第４号）、日程第13、議案第80号平成30年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第

３号）、日程第14、議案第81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３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76号、議案第77号、議案第78号、議

案第79号、議案第80号、議案第81号の提案理由と内容についてご説明を申し上げます。 

  このたびの補正予算につきましては、一般会計並びに５特別会計について補正を行う

ものでございます。 

  補正総額は２億7,034万円の追加補正となります。補正後の予算規模は、一般会計と

５特別会計の総額で109億7,935万8,000円となります。 

  それでは、各会計の内容を申し上げます。 
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  議案第76号一般会計補正予算（第８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２億7,042万5,000円を追加し、総

額を90億6,458万3,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２

ページから４ページ、第１表のとおりでございます。 

  第２条では、５ページの第２表にありますとおり、地方債補正といたしまして、過疎

対策事業の限度額を８億8,420万円から８億9,340万円に変更するものでございます。 

  歳出のうち追加補正の主なものといたしましては、総務費の人件費178万円、ふるさ

と納税推進事業２億8,005万1,000円、地方バス路線維持対策経費74万1,000円、民生費の

障害者地域生活支援事業351万3,000円、農林水産業費の林産業振興対策事業68万9,000円、

教育費の人件費90万6,000円、認定こども園管理経費44万円となってございます。 

  また、減額補正の主なものといたしましては、土木費の雪間建設機械購入事業887万

8,000円、橋梁長寿命化修繕事業952万4,000円でございます。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、各特別会計の補正予算についてご説明を申し上げます。 

  26ページの議案第77号国民健康保険特別会計補正予算（第３号）をごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ25万3,000円を追加し、総額を７

億882万2,000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、27

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25万3,000円を追加補正をいたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、35ページの議案第78号後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）をごらんく

ださい。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ３万7,000円を追加し、総額を１

億35万2,000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、36

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３万7,000円を追加補正をいたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略をいたします。 

  次に、43ページの議案第79号介護保険特別会計補正予算（第４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53万5,000円を減額し、総額を

５億7,370万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、44

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、総務費の人件費54万1,000円を減額するとともに、

地域支援事業費の人件費6,000円を追加補正をいたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、54ページの議案第80号水道事業特別会計補正予算（第３号）をごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ16万9,000円を追加し、総額を１

億7,946万8,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、55

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16万9,000円を追加補正をいたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略をさせていただきます。 

  次に、63ページの議案第81号公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）をごらんく

ださい。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ9,000円を減額し、総額を３億

5,243万3,000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、64

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9,000円を減額補正をいたします。 

  以上、一般会計並びに５特別会計の補正内容についてご提案を申し上げました。 

  よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第76号から議案第

81号を一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

  ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 11ページのふるさと納税推進事業に関する部分で、ちょっと

お伺いをしたいというふうに思います。 

  今回、２億8,000万円、非常にＶ字回復をして、昨年よりいい成果が得られていると

いうふうに事前に報告受けているところですが、本町は、先ほど町長が行政報告で行っ

たように、まちづくりのために寄附金をどう使うかと、こういったものを寄附をしてい

ただく人に明らかにして、ふるさと納税を節度を持って行う、このことについて全く反
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対はありません。 

  今回、その指定寄附という中で、自動運転に関する部分での寄附金額が非常に高額に

なってきているという話がありました。なぜそこにそんなに自動運転、上士幌町でやっ

ている、これは感謝祭等でも展示等をしておりましたから、当然そういうこともあると

思うんですが、寄附項目というものをどういうふうに協議をして決めているのか。 

  子育て支援、医療、福祉、介護、産業振興、あるいは農業振興、商工振興、こういう

形でたしか幾つかあって、その自動運転云々という項目があったら、やはりそこにちょ

っと新しいことだし、ＡＩということが非常に関心が高い時代ですから、当然そこに集

まるという気がするんですね。 

  そのことを僕はだめだと言っているんじゃないです。例えば、区分としてまずそれだ

けがあって、あとは福祉だとか、教育だとかという、各大まかなくくりの分野があると

すれば、その関心がそちらに向く可能性が非常に高いのではないか。そのことはいいん

ですが、それをどういうふうに協議して、議会にもやはりそういうのは特記した施策だ

という意識があるんです。もう少し、そういうことも含めたふるさと納税の説明を、そ

ういう形で出す場合には、説明をしてもらわないとまずいんではないのかなと。 

  ちょっと僕、産経なので、総文にはそういった説明されているの、了解得ているのか

もしれませんけれども、その辺の問題が一つ、ほかのというか一般町民の方は、そうい

うことで仕分けをしているというのを、どれだけ理解をしているのかという心配をちょ

っとするんです。 

  例えば今、農協が保育施設を相当高額で建てようとしています。もし、あそこの一段

に基幹産業、畜産を後押しするために、牛のこども園をつくりますから、ぜひ寄附願い

ますという項目があったら、結構、僕は集まると思うんですよ。つまり、政策意図とい

うものをああいうところであらわすのであれば、事前に一定の何らかの協議、それとも

う一つは、そういったことの公開がなきゃならないと考えるんですが、その辺はどうい

う形であれに載せてきているのか、どういう協議がされたのか。 

  例えばクラウドファンディングの話がありました。ふるさと納税のページの下の欄、

あるいは町紹介みたいな欄があるんですが、そういうところにおそば屋さんを、上士幌

町、おそば屋さんがないのでおそば屋さんをやりたい、資金が非常に不足しているので、

一定の例えば食券を出すとか何とかということで、そういう項目を出せば、その項目１

項目だったらやはりそこに興味を持つ方も出てくる。つまりそういうことをすれば、厳

しい中で一定の資金調達が可能だということを町民の多くの人が知った上で、それを理

解した上で、認め合うということが必要なんではないかと思うんですが、その辺につい
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ては、どういう今まで考え方でやってきているのか。そういう公平性をきちっとしない

と、やはり行政のとる立場としては幾分問題があるのではないか。 

  ですから、これは議決事項じゃなくしても、せめて委員会には、そういった内容の説

明をちゃんとした上で進めるべきではないのかと考えるんですが、その辺についての考

え方、今までの取り組み経過も含めて、ひとつ答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 ここまで急激に、平成24年、25年から爆発的に寄附金が伸びて

きて、非常にありがたいことだなと。じゃ、その中身の決定の仕方、やはりそれはしっ

かりと伝えるべきだろうというご助言として、まずはありがたく受けとめたいなと思い

ます。 

  項目の決定のこれまでの推移でありますけれども、カテゴリーは、今、議員がおっし

ゃった例えば農業政策、福祉政策、そういうようなところが大きいところでくくられて

くるんだろうというふうに考えるところです。 

  じゃ、その自動運転ですとか、ガバメントクラウドファンディング、そば屋さんをと

いうところでいきますと、やはり一つご理解いただきたいのは、今、町の施策として力

入れをしていく、そういうような強い意思が持たれたものというものは、やはりそれは

その中で寄附金を募っていくということで、それが普遍性になるようなものにしていか

なければならないだろうというふうに一つには思います。 

  例えば自動運転バス、自動運転の話でいきますと、未来志向の2020年以降やはりそう

いうような時代が来るだろう。やはりうちの町にとっても、この小さな5,000人の町で

すけれども、それが供されることによって、町民としてあすにつながっていくだろうと

いう思いがあります。これは町長もそう思っていると思います。やはりそういったもの

を、次世代のものを先取りするような形で、それは施策として考えたいんだというとこ

ろで、この寄附金をそこに打っていくということは必要だろうというふうに思います。 

  じゃ、そのことの決め方はどうするのかということでありますけれども、今後は、や

はりこれまで議員の皆様のほうにも、事細かにその決め方については明らかにはしてこ

なかったという事実はございますので、また、それはそのときに、こういうような考え

方で、ひとつふるさと納税の寄附金のところにクラスターとしてぶら下げていきたいん

だというようなことはご報告させていただいて、また、ご意見のほうも頂戴していきた

いと、そのように考えるところでございまして、ご理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、佐々木守議員。 
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○２番（佐々木 守議員） 決して僕は、全体が悪いなんていうことは一言も言うつもり

はないです。ただ、例えば自動運転で５億集まったと、ほかのいわば産業振興云々とい

うようなものには、例えば10億のふるさと納税があって、そっちに５億返礼したという

ことだってあり得ます。それが、寄附者の意向で、こういう予算がありましたのでこう

いうことをしますというふうに議会で予算化されて出てきます。それ、議員、無視でき

ますか、善意なんです。ですから、そういう意思決定をするときに、それを省いて、そ

んなものは別だから特にそっち多くなったんだから、削ってこっちに使い、こういう話

にはなかなかなりにくいのではないか。放っておくとそういう問題が起き得ると理解し

たんです、僕は。 

  そのためにはどういう方向性、ただ単に産業振興と書いても、これ非常に色あせたも

んです、今の時代で言えば。特記する何かがあると一つのインパクトになる、そういう

ことを踏まえてやるのであれば、事前に一定程度議会と協議をする、そうすれば施策展

開や予算審議のときにも非常にスムーズに行くんではないのか。 

  というのは、恐らく自動運転についてこれから動向も変化を見せるというか、そうい

う報道がなされていますから、上士幌は率先して、そういう方向でやれればいいなとい

うふうに僕は思っていますし、そのことに全く反対する気はないんですけれども、結構

な額が集まっているという報告もありますから、事前にやはりそういう方向性も含めて、

だとしたら僕たちも議会の側も、自動運転のＡＩがどこまで進んでいるのかということ

も含めて、やはりきっちり関心を持って見ていかなきゃならないということになると思

うんですよ。 

  今の時点では、今のやり方をして事前の協議がなければ、どうしても使い道が善意で、

そういう意思を持った寄附であれば、やはりそれを無視することはできない。だからそ

れに急激に集まったときにどうするのか。だから例えばそれで5,000万を上限として考

えたいと言ったら、5,000万ぐらい来たらページから外すということもあり得るだろう

し、そういうことを考えてふるさと納税、やはり逆に言えば使う側ももっと一般的に、

例えばこれからきっと起きると思うんですが、おそば屋さんがないからとおそば屋さん

をやるのに、中には町から300万もらったという言い方をする人もいるんですよ。でも、

形はそうなりますよね、町を通るわけですから。だけど、クラウドファンディングとい

う形で、個別な形で、いわばそういう事業をやりたいからという、本人の考え方でそれ

も取り上げる。ただ、誰が見るページにどういうふうにするのかという問題が出てくる

と思うんですよ。上士幌のふるさと納税だから、あれだけの人たちが、恐らくあれの数

倍の人が見て今の金額が出てきているとすれば、相当多くの人がそのページを開いてみ
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ていただいていると、上士幌のふるさと納税のページを。 

  そういうことを考えたら、やはりそういう希望があれば、行政側で一定の公平な協議

機関を設けて、その中でどういうふうにページ編集をするかという協議をし、そこで決

まったことは、やはり一定程度情報として議会にも流してもらうというのが、妥当性が

あることではないのかな。今後、そういうことを踏まえた対応をしていただけるかどう

かお伺いをして終わりたいと思います。 

○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 大変ありがたいご助言だというふうに捉えたいと思います。 

  今、お話を伺って、例えば自動運転バスでこういった形で寄附金を募る、多く集まる

可能性もある、それは否定はできないと思います。これも今、おっしゃられたように、

例えば5,000万を上限にして、大体その近似値が出てきたときにここから外す。今、自

動運転バス、バスを購入するということになりますと、１台ざっくり言いますと１億は

かかるかなと思っています。ですから、それはこれを導入するために１億円寄附を募り

たいということで、そういったことを明示しながら、具体的な数字を明示しながら、そ

こで外していくということは、一つの技術的には必要なことかなと思って、今、伺いさ

せていただきました。 

  例えばこれまでも、第三音更川橋梁、今、実際に修繕入ると、あれは目標としては１

億、大体１億数百万集まったところで、そこは一つの目的は達したということで、今は

外れているかと思います。それもありがたいことで、それを原資にして工事がこの後進

められていきますけれども、そういったことでひとつ考えながら進めていきたいと思い

ます。 

  あと、今後の活用の方法につきましては、今、おっしゃっていただいたように、これ

だけのものをいただく、じゃ、何に使いたいのかということを内部的に協議しながら、

こういうような考え方でまいりたいというものは、これまでふるさと納税の取り組みに

つきましては、両委員会といいますか、最近は総文の公開委員会で扱っていただいてい

るかと思いますけれども、その場でも報告、協議のほうはさせていただきたいと、その

ように思うところでございますので、また貴重なご意見いただければと、そのように考

えるところです。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第76号から議案第81号に対する質疑を終結い
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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76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76号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第76号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第77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77号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第77号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第78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78号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第78号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第79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79号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 



－104－ 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第79号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第80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80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80号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第81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81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81号は原案のとおり可決されました。 

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

◎監報告第５号の上程、報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第15、監報告第５号例月出納検査報告についてを議題とい

たします。 

  報告書の朗読を省略し、直ちに代表監査委員より報告の説明を求めます。 

  新田勝幸代表監査委員。 

○新田勝幸代表監査委員 監報告第５号例月出納検査報告について、その結果を報告申し

上げます。 

  現金出納の検査につきましては、地方自治法第235条の２第１項の規定に基づき実施

しているものでございます。 

  今回の報告は、平成30年９月分、10月分、11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
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票、預貯金通帳等の検査を実施いたしました。 

  検査の結果、計数などは正確であり、諸帳簿などと相違ないことを確認いたしました

ことをご報告申し上げます。 

  以上、監報告第５号の監査結果報告といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 代表監査委員より提出された例月出納検査報告書の収支状況等

は、添付を省略しておりますので、必要な場合は事務局で閲覧を願います。 

  以上で、監報告第５号を報告済みとし、監査委員からの報告を終わります。 

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

◎閉会中の継続調査の申出について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第16、閉会中の継続調査の申出についてを議題といたしま

す。 

  各委員会の委員長から、会議規則第75条の規定により、お手元に配付の申出書のとお

り、閉会中の所管事務調査の申し出がございます。 

  お諮りいたします。 

  各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査はこれを承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査はこれを承認することに

決定いたしました。 

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

◎閉会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上をもって、本定例会の会議に付された案件の審議は全て終

了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  平成30年第６回上士幌町議会定例会を閉会したいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  今定例会が12月４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
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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６回上士幌町議会定例会を閉会いたします。 

（午前１１時４１分） 
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