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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31年第１回上士幌町議会定例会を開会いた

します。 

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

ております。 

（午前１０時００分） 

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

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

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

◎議会運営委員会の報告 

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

  議会運営委員長、佐々木守議員。 

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

  議会運営委員会は、２月28日午前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、諸般の報告の中で、さきの全国町村議会議長会において杉山幸

昭議長が自治功労者表彰議長７年、山本和子議員と渡部信一議員が自治功労者表彰議員

27年を受賞されましたので、議会運用例第147条の１の規定により報告と第147条の２の

規定により伝達式を行いますので、ご承知おきを願います。 

  ２点目は、日程第11、議案第１号から日程第16、議案第６号までの平成30年度上士幌

町一般会計補正予算（第９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

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

い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  ３点目は、日程第25、議案第15号から日程第30、議案第20号までの平成31年度各会計

当初予算は、議長を除く議員全員による予算審査特別委員会を設置し、これに付託して
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審査を行うことといたしますので、当初予算に対する質疑は大綱的な質疑にとどめるよ

うご協力をお願いいたします。 

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

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

ご承知おきを願います。 

  以上をもって議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

◎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、６番、中島卓蔵議

員、７番、早坂清光議員を指名いたします。 

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

◎会期の決定について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から３月20日までの16日間といたしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から３月20日までの16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12月１日から平成31年２月28日までの議会の諸会議等について報

告書を配付しております。内容等の朗読は省略いたします。 

  これより議会議員の表彰の報告と伝達を、議会運用例第147条の１及び第147条の２の

規定により行います。 

  去る２月６日に全国町村議会議長会において、議会議員の自治功労表彰がありました。

本町議会から、議長長年表彰として私が表彰されました。また、議員27年表彰として山

本和子議員と渡部信一議員が表彰されましたことをご報告申し上げます。 
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  それでは、表彰の伝達を行います。 

  ここで暫時休憩といたします。 

（午前１０時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１０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。 

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

◎行政報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第４、行政報告を議題とします。 

  説明員より報告の説明を求めます。 

  小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 学校再編の状況につきましてご報告申し上げます。 

  別紙１、学校再編の状況についてをごらんください。 

  平成31年２月１日付で、ぬかびら源泉郷町内会長及び糠平小学校ＰＴＡ会長の連名に

より、糠平小学校の閉校について報告がありましたので、その内容について経過を含め

てご報告いたします。 

  １つ目、町がぬかびら地区等へ対応した主な経過につきましては、平成17年６月24日

に、教育委員会から教育委員出席のもと学校適正規模等の指針と適正配置計画策定に係

る考え方について説明し意見交換を行ったことを始まりとして、その後の平成19年度に

策定した上士幌町小学校の適正配置計画に係る意見交換を含め、随時、地域の皆さんや

保護者の皆さんと懇談の場を重ねてきております。 

  ２つ目、ぬかびら地区等が対応した主な経過につきましては、平成31年１月９日、Ｐ

ＴＡ保護者会による話し合いが行われ、平成31年度末をもって上士幌小学校との統合を

決定しております。１月23日には、ＰＴＡ保護者会より校長に統合意思が報告され、１

月29日に開催されたぬかびら源泉郷町内会役員会において、ＰＴＡ会長より統合決定す

ることが報告されております。１月31日には、糠平小学校区住民に対し、閉校の決定を

したことを文書にて報告されています。その後２月４日に、教育委員会教育長宛ての文
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書をもって閉校の決定をしたことが正式に報告されております。 

  糠平小学校ＰＴＡ、ぬかびら源泉郷町内会からの主な報告内容でありますが、糠平小

学校を閉校し上士幌小学校へ統合したい理由といたしまして、１点目は、今よりも多数

の同年代児童と学校生活を送ることにより豊かな人間関係を保障してあげたい。２点目

は、さまざまな考えに触れたり切磋琢磨したりしながら、お互いを高め合う日常環境を

保障してあげたい。３点目は、集団でしかできない活動の機会を保障してあげたいとい

う内容であります。 

  資料の裏面をごらんください。 

  閉校を平成31年度末とする理由といたしまして、１点目は、平成32年度は欠学が４学

年、学級数１となり、体育や音楽での学習そのものの成立が難しくなったり、行事や集

会などでの集団活動の活性化が難しくなったりすること、話し合い活動や共同作業的な

活動で学習内容の深まりや広がりが難しいことなどが、今まで以上に予想されるため。

２点目は、緊急対応時や災害発生時等、他の教員による支援体制を構築することができ

ないため、子供たちの安心・安全の保障が難しくなることが予想されるため。３点目は、

平成32年度以降、保護者、教職員数減となるため、閉校に係る業務に支障が生じること

が予想されるためという内容であります。 

  なお、スクールバスの運行や統合後の教育環境整備、閉校後の利用など、残された諸

課題については、今後地域や各関係機関と十分協議し、解決を図るよう要望いたします

と付されております。 

  糠平小学校の児童数及び学級数の予想推移でありますが、現在は２学級４名でありま

すが、平成32年度には２名１学級となり、平成34年度には児童がいなくなる見込みとな

っております。 

  教職員等の予想推移につきましては、資料に記載のとおりであり、学校経営していく

上で非常に厳しい配置状況になっております。 

  最後に、糠平小学校の沿革概要でありますが、昭和16年９月５日、糠平館と樹林ホテ

ルの民家で糠平国民学校として開校し、昭和18年10月24日に校舎が落成され、移転して

おります。昭和22年４月１日には、糠平小学校に改称しております。昭和30年７月29日

には、糠平ダム建設に伴い、現在地に新校舎が落成されております。 

  糠平小学校は、開校してから78周年を迎えます。長きにわたり糠平以北の地域を含め

たぬかびら源泉郷地区の教育、文化、スポーツ等の中核として大きな役割を果たし、雄

大な自然環境に恵まれた小規模校ならではの細やかな学校経営がなされてきました。 

  このたびのぬかびら源泉郷地区の皆様方の苦渋の選択とご英断に対しお礼を申し上げ、
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報告といたします。 

  以上です。 

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

疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で行政報告に対する質疑を終結いたします。 

  これをもって行政報告を終わります。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

（午前１０時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。 

（午前１０時１８分） 

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

◎町政執行方針・教育行政執行方針 

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

す。 

  町長及び教育長から、平成31年度の町政執行方針及び教育行政執行方針の説明を行い

たい旨の申し出がありますので、順次これを行います。 

  初めに、町長から町政執行方針の説明を願います。 

  町長、竹中貢君。 

○竹中 貢町長 平成31年第１回上士幌町議会定例会に当たり、町政執行の基本的な方針

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

力を賜りたいと思います。 

  平成31年度は、国及び全国自治体で取り組んでいる地方創成総合戦略５カ年計画の最

終年となります。人口減少の克服、地方経済の活性化、東京圏の一極集中の是正が地方

創成の最も大きな課題でありますが、政府はさきの国会で2020年を目標とした東京圏転

入超過の解消は困難との考えを示しました。また、人口問題や地域経済についても、ほ

とんどの自治体で目標にほど遠く苦慮しているのが実態であります。 

  このような中、本町においては4,884人をボトムに４年連続で人口がふえ、しかも東

京圏からの流入増加や給与所得も向上するなど、地方創成のモデル的な自治体として注

目を集めております。 

  地域経済では、基幹産業である農林業が本町の成長産業として着実に成果を上げてお
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ります。 

  また、町内の総生産額を13％押し上げる効果があると試算されているふるさと納税寄

附金、平成28年、21億円は、新たな雇用の創出と地域経済の成長に寄与するとともに、

何よりも財源不足に悩む地方の政策課題解決のために大きく貢献しております。 

  人口問題や地域経済が好循環にある本町において、地方創成総合戦略の最終年は、戦

略に掲げた施策及び数値目標の評価点検とともに、地方創成第２ステージに向けた序章

年として施策を展開してまいります。 

  その地方創成第２ステージの主要なテーマとは、第１に、今春オープンするナイタイ

テラスと新年度に整備する道の駅のオープンを契機とした新しい観光地域づくりを推進

するまち。第２は、農村地域及びぬかびら源泉郷の光通信網の整備と超高速通信時代５

Ｇを展望したＩＣＴ情報通信技術を活用するまち。第３は、全国に誇る食料とエネルギ

ーの自給率及び再生可能エネルギーの地産地消で持続可能なまち。これらの実現を目標

に、平成31年度も夢と希望、未来に向かって着実かつ果敢に施策を展開してまいります。 

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

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

す。 

  次に、今年度の主要な政策課題と施策について述べさせていただきます。 

  地場産業で地域の活力を生み出すまち。 

  農業。 

  昨年末にはＴＰＰ11、ことし２月には日欧ＥＰＡが発効したことから、日本農業も世

界市場の荒波に身を置くことになりました。店頭には早くも低価格の農畜産物が陳列さ

れており、本町の農業への影響を危惧するところであり、ＪＡ上士幌町との連携を密に

しながら、必要に応じ適切な対策を講じてまいります。 

  昨年の本町の農業は、天候不順等で苦戦したものの、畑作では金時を除きほぼ平年並

みの収量を確保することができました。 

  一方、酪農・畜産部門においては引き続き堅調で、農業総生産額は過去最高となった

一昨年に迫る水準と伺っております。 

  農業振興策につきましては、新たに土壌病害虫対策やストックポイントの整備、また、

消化液の散布費用、デントコーン受委託に対する助成などの支援を行ってまいります。 

  農業技術センターにつきまして、地場の農産品を原料とした新たな商品開発、加工製

造など６次産業化の拠点施設としてハード、ソフト両面から再構築を図ってまいります。 

  家畜ふん尿処理対策につきましては、東居辺地区のバイオガスプラント建設を進め、
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町内関係機関と連携したバイオガス発電や消化液の利活用による耕畜連携を通し、農村

地域における資源エネルギーのリサイクルシステム構築に向け取り組んでまいります。 

  基盤整備につきましては、上士幌、清水谷間の排水路整備や清水谷排水路に土砂溜工

を設置し災害対策を講じるとともに、道営事業による農地や草地、農道の整備を進めて

まいります。 

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

応により被害の拡大を防止してまいります。 

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

適正な管理運営を図ってまいります。 

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

もに、担い手への農地の利用集積や農地の流動化を促進してまいります。 

  林業。 

  近年、本町の人工林の大半を占めるカラマツの需要が高まりつつあり、製材工場では

カラマツの原木が不足傾向にあります。 

  また、林業の担い手が不足しており、特に植栽や下刈り等、造林事業の実施に影響が

出ております。 

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

係る地方財源を確保するため、（仮称）森林環境税及び（仮称）森林環境譲与税が創設

されます。本年度は、森林環境譲与税の活用に向け、事業の検討や体制整備を図ってま

いります。 

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

業としてこれからも必要な施策を講じてまいります。 

  商工業。 

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

元・歳末大売り出しなど、各種取り組みを支援してまいります。 

  また、本年10月の消費税増税に伴う国の景気対策が決定次第、連動した事業を検討し

てまいります。 

  昨年度商工会が策定しました商店街振興計画により、事業継承や空き店舗対策等に必

要な施策を検討してまいります。 

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

売促進、起業家等の意欲的な取り組みに対し支援、また、整備予定の道の駅等で販売す

る商品の開発に取り組んでまいります。 
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  雇用・求人につきましては、各分野で慢性的な人手不足にあることから、町とまちづ

くり会社が業務提携により取り組んでいる無料職業紹介所において、町内求人企業と求

職者との雇用成立に向け、よりきめ細かな相談業務を展開し、雇用促進に努めてまいり

ます。 

  企業誘致。 

  企業誘致につきましては、近年は三重県から菓子会社の誘致、東京からはサテライト

オフィスとしてコールセンターの開設、起業家の創業支援対策では、ふるさと納税制度

を活用した飲食店の誘致など、着実に成果を上げております。 

  さらに、今年度は、本町のまちづくりに多大なご支援を賜っている人材派遣会社の営

業所の開設が予定されていることから、多くの雇用と定住を生み出し、本町経済の発展

に大きく寄与することが期待されます。 

  企業誘致に至るには、企業に対して本町の産業や地域特性などさまざまな形で情報発

信を続け、より粘り強く継続的な取り組みで信頼関係を構築することが重要です。働き

方改革が喫緊の課題となっている中で、企業が集中する首都圏での誘致活動、ウィーワ

ークとの連携を進めながら、来訪を促し、誘致へつなげてまいります。そのための環境

整備として、地方創成拠点整備交付金を活用したお試し事務所シェアオフィスを整備し、

戦略的に企業誘致を図ってまいります。 

  最先端のＩＣＴ、情報通信技術を駆使した遭難救助のロボコンや自動運転バスの実証

実験を支援するとともに、ＩＣＴによるまちづくりの先進地として内外に発信してまい

ります。 

  観光。 

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

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

かし、観光による地域経済の活性化、地域づくりを図る観光地域商社、株式会社Ｋａｒ

ｃｈを設立いたしました。電力小売りやモニターツアーなど新事業に着手してまいりま

すが、今年度は新たに交通ターミナルを拠点として、路線バス、町内交通機関との連携

によりナイタイテラスに誘導するパックツアーやレンタサイクルを交通ターミナルに集

約し、町内の周遊観光の体系化を図ってまいります。 

  観光の拠点となる道の駅は、2020年の開業に向けいよいよ建設工事に入ることから、

国土交通省へ重点道の駅の登録申請を行ってまいります。多くのお客様に利用されるた

めの魅力づくりと中心市街地などへ誘導する取り組みを進めてまいります。 

  ぬかびら源泉郷では、町と環境省が連携して温泉公園を整備し、昨年から供用開始を
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しております。今年度は、観光客の滞在時間拡大を図るため、ネイチャートレイルと温

泉街の案内看板を整備いたします。 

  また、三国峠では、昨年から携帯電話通信が可能になったことから、休憩施設に簡易

的なＷｉ―Ｆｉ環境を整備いたします。 

  山岳の自然やひがし大雪自然館、ぬかびら源泉郷など、魅力あふれる観光地づくりを

一体的に進めてまいります。 

  熱気球につきましては、後継のパイロットや新チームも誕生し、熱気球のまちとして

持続的な発展とバルーンフェスティバルの自立的な運営体制が着々と整いつつあります。

引き続き人材育成を図るとともに、町内熱気球クラブの活動を支援してまいります。 

  健康で安心して暮らせるまち。 

  保健・医療。 

  健康寿命の延伸で生きがいを持って活躍できるまちづくりを進めるために、「スマー

トライフかみしほろ」で掲げた６つのテーマにより健康づくりへの意識向上と生活習慣

の改善に向けた事業を継続してまいります。 

  がん予防対策では、大腸がん検診イベントで受診率向上を目指すほか、人間ドックで

しか受診できなかった胃カメラによる胃がん検診の単独検診を実施してまいります。国

民健康保険の特定健診では、無料化と個別勧奨の強化により受診率が向上してきており、

受診のさらなる意識啓発を進め、早期治療、早期予防を図ってまいります。 

  また、後期高齢者の健診項目をふやし、フレイル虚弱対策や生活習慣病の重症化予防

に向けた健診の充実も進めてまいります。食生活による生活習慣病予防対策として、商

店と連携し野菜たっぷり弁当を販売し、バランスのとれた食事について普及、啓発を図

ってまいります。 

  母子保健につきましては、妊娠期からの切れ目ない支援のために、各種健診や治療費

等の助成継続、食育、性教育についても取り組んでまいります。 

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

活動量計や体組織計を活用した健康ポイント事業が、予想以上の反応で参加者の増加に

つながっており、今年度も参加者の増加に向けてさまざまな取り組みを進めてまいりま

す。 

  また、ふれあいプラザにつきましては、入浴料金の値下げと70歳以上の減免入浴回数

をふやしたことにより利用者が増加しており、健康増進や交流機会の拡大にもつながっ

ております。 

  地域医療につきましては、上士幌クリニックにおける夜間・休日の救急医療を含め町
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民が安心して町内で受診できるよう、医療機関や医師の維持確保、在宅医療や在宅看護

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

のための支援をしてまいります。 

  地域包括ケアシステムの充実。 

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

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

ます。元気ぴんぴん塾は、利用者の要望に応え、開催数をふやしてまいります。 

  また、後期高齢者の町内医療機関への通院助成の拡充や利用者の意向に沿った高齢者

等福祉バスの運行により、高齢者が外出しやすい環境づくりを推進してまいります。 

  在宅福祉サービスにつきましては、家族介護用品支給事業の充実や認知症徘回対策の

強化で、安心な生活環境の整備を進めてまいります。 

  また、緊急通報サービスのほかにも、郵便局の高齢者等見守り訪問サービスを利用さ

れる高齢者を支援してまいります。 

  生活支援体制整備については、社会福祉協議会、町内会などと連携を図り、町内の実

情に応じた多様なサービスの充実や支え合いの体制づくりを進め、介護支援ボランティ

アポイント事業においても、支え合う社会の意識高揚を図ってまいります。 

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

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

認知症になりにくい町づくりを引き続き進めてまいります。 

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

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

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

を充実してまいります。 

  福祉。 

  障害福祉につきましては、障害のある人が自立した生活を目指す就労継続支援Ｂ型事

業として、生涯学習センター内のカフェの運営と清掃業務等を実施してきております。

今後も事業運営などについて、ＮＰＯ法人に対する支援を継続してまいります。 

  高齢者等の低所得世帯に対しましては、厳冬期の生活支援として暖房費の一部を支援

してまいります。 

  また、ふるさと納税寄附金の一部を生涯活躍いきがい基金に積み立て、健康寿命の延

伸や生きがいづくり、医療、福祉等の施策に活用してまいります。 

  子育て支援。 



－14－ 

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

幼児を持つ女性の雇用の拡大につながっておりますことから、保育料の完全無料化や医

療費の無料化など、子育て・教育の町としてさらに充実した取り組みを行ってまいりま

す。 

  安全で快適に生活できるまち。 

  防災・情報インフラ。 

  昨年９月の北海道胆振東部地震は、被災地に甚大な被害を発生させると同時に、北海

道全域における大規模停電をもたらしました。いつ発生するかわからない災害に備え、

人命を守ることを最優先とし、地域社会が一体となった防災体制を構築するとともに、

災害時要配慮者対策や自主防災組織の取り組み、防災物品等の充実を図り、防災体制の

確立に努めてまいります。 

  また、農村、観光地の高速通信網の整備や主要公共施設等のＷｉ－Ｆｉ環境など、地

域振興と防災の情報インフラを整備いたします。 

  消防・救急。 

  常備消防は、消防広域化により救急出動を含む各種災害規模に応じた出動隊の編成と

出動指令が的確に行われ、迅速な初動体制の充実が図られております。 

  消防団は、地域密着性、要員動員力、即時対応力等、活動の特性を生かし、地域の防

火・防災力の向上を図ってまいります。 

  消防庁舎につきましては、防災拠点施設として２年後の完成に向け、基本設計及び実

施設計等の準備を進めてまいります。 

  防犯・消費者保護。 

  町民の一層の安全・安心を確立するため、市街地主要交差点に防犯カメラを設置いた

しました。犯罪の抑止や交通事故防止、子供たちの見守りに寄与するものと考えており

ます。 

  また、振り込め詐欺やはがき等を利用した架空請求など、悪質かつ巧妙化している詐

欺等の被害に遭わないよう、広報紙等を活用した啓発活動や相談窓口の機能充実を図る

とともに、地元の消費者協会とも連携しながら、消費者保護行政の推進に努めてまいり

ます。 

  住宅・上下水道・道路の整備・土地利用。 

  町営住宅につきましては、公営住宅等長寿命化計画等に基づき、北団地の改修整備を

進めてまいります。 

  一般住宅では、民間賃貸住宅の建設や持ち家住宅の新築・リフォーム、子育て家庭の
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住宅建設を支援してまいります。 

  水道につきましては、施設設備の適切な管理により、安全・安心な給水体制の確立を

図ってまいります。 

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

新、改修を進めるとともに、下水道の普及、啓発に努めてまいります。 

  町道、橋梁につきましては、災害対策として道路排水整備を実施し、市街地の生活道

路の再整備、劣化道路の維持補修に努めるととともに、橋梁は長寿命化に向けた修繕を

実施してまいります。 

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

る地籍調査を進めてまいります。 

  公共交通網の形成。 

  交通弱者と言われる子供やお年寄りの利便性の向上や山間地における公共交通の衰退

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

次代を見据えた効率的な公共交通網の形成を図ってまいります。 

  具体的には、町民が気軽にお出かけできる交通のあり方、高齢者の事故防止と運転免

許証自主返納促進、インバウンドなど新たな観光ニーズに対応する交通ネットワークな

ど、将来を展望した交通のあり方について検討を進めてまいります。 

  交通手段としては、従来の公共交通バス、タクシー、福祉バス、スクールバスに加え、

近未来の乗り物、自動運転バスやグリーンスローモビリティの導入なども視野に入れた

地域公共交通網形成計画、おでかけ確保対策事業を策定してまいります。 

  なお、高齢者の運転免許証自主返納促進対策として、今年度より自主返納に係る経費

の一部助成を実施してまいります。 

  自然の豊かさと美しさが実感できるまち。 

  環境保全・環境美化・公園。 

  長年に懸案であったバイオマス資源活用した発電の運用が始まり、再生可能エネルギ

ーを中心とした資源循環や地域で算出された電気を地域で消費する地産地消のシステム

構築は、未来の農村社会の理想とするものであります。エネルギーの地産地消は、既に

公共施設やＪＡ等で運用しており、この後は町民に還元してまいります。 

  オフセット・クレジット制度の活用や住宅用太陽光発電の設置に対して、引き続き支

援してまいります。 

  また、環境への負荷を軽減する循環型社会を形成するため、ごみの分別・減量化に向

けた取り組みを進めるとともに、住環境の整備に向けた老朽施設の解体撤去に対する助
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成を引き続き行ってまいります。 

  公園につきましては、安全で安心、楽しく遊べる公園として管理及び整備をしてまい

ります。 

  また、生涯学習センター北側のふれあい公園につきましては、北海道と連携して改修

し、公園としての機能向上を図ってまいります。 

  人づくりを大切にするまち。 

  生涯学習センターわっかが、北海道を代表する創造的な建築物の最高峰、北海道赤レ

ンガ建築賞を受賞いたしました。ここでは、世代を超えた多くの町民が学びの場、交流、

憩いの場として活用しており、生涯学習の拠点施設として定着してきております。 

  教育につきましては、人間力の育成に向け、地域全体で子供たちの育ちにかかわり、

幼児期から高校生までの切れ目ない一貫性のある教育環境の整備を図ってまいります。 

  自覚を持ち心が通いあうまち。 

  交流・移住・定住。 

  本町では、ＮＰＯ法人上士幌コンシェルジュを初めとする関係機関、団体と連携し、

移住定住の取り組みを進めており、お試し暮らし、完全移住、二地域居住の実績は北海

道トップレベルにあります。 

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

子育て世代と広がりを見せており、上士幌暮らしや仕事の魅力を伝えるＰＲ活動を積極

的に行ってまいります。 

  また、ふるさと納税については、昨年度件数として過去最高となる12万6,000件を超

える応援の寄附が寄せられております。今年度は、応援をいただいた寄附者に対するふ

るさと納税感謝祭に加え、本町に関心を持つ企業に対する企業誘致セミナーを首都圏で

同時開催し、情報提供と交流などによる縁を深めることにより、応援団の拡大と企業誘

致につながるよう努めてまいります。 

  生涯活躍のまち。 

  誰もが健康で生きがいを持って暮らすことができる生涯活躍のまちに向けては、生涯

活躍かみしほろ塾や起業塾の開催、人材センターの開設や地域包括ケアの充実、高齢者

の町内住みかえに関する調査、健康ポイント事業などを実施してまいりました。 

  事業運営につきましては、官民協働のまちづくりの担い手、株式会社生涯活躍のまち

かみしほろが担っております。同社は、今年度、起業家養成に共感する民間の篤志寄附

金等を活用して、（仮称）上士幌起業家支援センターを新たに整備することとしており、

引き続き地域経済の進展や地域創生につながるさまざまな取り組みにおける連携と支援
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を図ってまいります。 

  まちづくり活動・開かれた行政。 

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

連携を図るとともに、活動の活発化に向けた協力、支援を行ってまいります。 

  また、行政情報の開示や出前講座等により、住民参加の促進を図ってまいります。 

  以上、平成31年度の町政執行の基本的な方針と主要な施策について述べさせていただ

きました。 

  これを具現化するための予算総額は、一般会計で108億2,663万4,000円となり、前年

度当初予算と比較すると29億245万1,000円、36.6％の増額となりました。また、５特別

会計を加えた６会計の予算総額は126億8,887万1,000円となり、同じく前年度予算額と

比較して28億3,120万6,000円、28.7％の増額となりました。 

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

6,270万4,000円、2.4％の増額となる27億2,370万4,000円を見込んでおります。 

  歳出におきましては、時代の潮流と町民のニーズを踏まえるとともに、上士幌町人口

ビジョン・総合戦略における主要課題に対する政策に重点的に財源を配分するなど、積

極的な予算編成といたしました。 

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

運営に一層努めてまいります。 

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

執行方針といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで、15分間休憩といたします。再開は５分前の予鈴をもっ

てお知らせいたします。 

（午前１０時５１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０２分） 

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

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

  教育長、小堀雄二君。 

○小堀雄二教育委員会教育長 平成31年第１回定例会の開催に当たり、上士幌町教育委員

会所管行政に関する主要な方針について申し上げます。 

  これからの社会は、ＩｏＴやビックデータ、人工知能を初めとする急速な技術革新や
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グローバル化の一層の進展により大きく変化していくことが予想されます。 

  教育委員会といたしましては、豊かな人間性や協力する心などの時代を越えても変わ

らない価値と、情報化や国際化など社会の変化に対応していく課題を見きわめる教員の

不易と流行を見きわめ、次の施策を推進してまいります。 

  第１、地域ぐるみの子育て支援。 

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

  子育て世帯における支援として、小・中学校の修学旅行、補助教材経費の一部助成や

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

前支給、認定こども園の一時保育料金の減額を実施してまいります。 

  また、就学前の子供と保護者及び妊娠中の方々にふれあいや交流の機会を提供すると

ともに子育て等の相談機能が充実されるよう、子育て支援センター事業の拡充を図って

まいります。 

  さらに、保護者の意向に寄り添う子育て、教育施策の充実を図るため、平成32年度か

ら５年間を計画期間とする第２期上士幌町子ども・子育て支援事業計画の策定を進めて

まいります。 

  保育教育の充実。 

  全面改正された幼保連携型認定こども園教育・保育要領が、平成30年度より施行され

ています。また、昨年11月には北海道幼児教育振興基本計画が策定され、小学校との円

滑な接続のほか幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿など、育成すべき資質、能力

を明確にしております。 

  このため、就学前幼児と小学校児童との交流を初め、教職員が教育内容や指導方法に

ついての相互理解が深められるよう、北海道教育委員会や幼児教育課程を持つ大学との

連携を進め、質の高い就学前保育、教育に努めてまいります。 

  また、グローバル社会の担い手となる子供たちの国際理解や多様な視点でコミュニテ

ィを形成できるよう、認定こども園に国際交流推進員を新たに配置いたします。 

  子ども発達支援センターの充実。 

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

機関と連携し、就学前から18歳までの切れ目のない支援や早期から相談しやすい体制の

整備に引き続き努めてまいります。 

  また、障害のある児童・生徒の自立と将来を見据えた社会参加の実現に向け、一人一

人の状況や教育的ニーズに応えられるよう努めてまいります。 

  学童保育所の充実。 
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  学童保育所は、わっかに移転してから６月で２年が経過します。引き続き、わっかの

特性を生かしながら子供たちにさまざまな体験の機会を提供するとともに、熱中症対策

としてエアコンを整備いたします。 

  第２、教育環境の基盤整備。 

  かみしほろ学園の推進。 

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

いくことを目的に発足したかみしほろ学園は、ことし４年目を迎えます。今年度は、幼

児から高校まで切れ目のない一貫性のある教育環境を整備していくために、学習成果の

見える化の促進、実践力や自己管理能力を育む手帳・ノートの有効活用、さらに子育て

サポートブックの活用、課外活動の連携と充実を重点的に推進してまいります。また、

組織の体制や事業内容の見直しを検討してまいります。 

  子供の読書環境の整備。 

  上士幌町子どもの読書推進計画に基づき、家庭・学校・地域等の連携のもと読書習慣

が形成されるよう、読書への関心を高める取り組みを推進してまいります。 

  また、引き続き、子供の読書活動に関する調査、研究を行い、経年変化から得られる

成果や課題を分析し、発達段階に応じた読書活動が推進されるよう努めてまいります。 

  第３、学校教育の充実。 

  未来社会を切り開いていく上で求められる資質や能力を育成する観点から、社会に開

かれた教育課程を実現するため、教職員とも連携しながら、主体的、対話的で深い学び

など、新学習指導要領の趣旨の周知、徹底を図り基礎学力を定着させることが重要です。 

  このため、学校・家庭・地域社会・行政がそれぞれの役割と責任を果たし、子供たち

の幸せな人生の礎となる教育の実現に向け、ふるさと上士幌への誇りと愛着を持ち、我

が町の発展に寄与する教育を進めてまいります。 

  確かな学力の向上。 

  確かな学力については、全国学力・学習状況調査の結果から、全国、全道の平均正答

率は、領域別では改善の兆しはあるものの、依然として課題が見られる教科、領域があ

ります。 

  このため、学力向上について、学校やＰＴＡと連携して、次の５点を重点的に推進し

てまいります。 

  １、授業改善（探求型の学習）。 

  ２、家庭との連携強化（家庭学習）。 

  ３、個に応じた指導（学習意欲の向上）。 
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  ４、読書活動（読解力）。 

  ５、学級集団の形成（学ぶ土台形成）。 

  教育委員会といたしましては、学習指導要領の円滑な実施と学校における働き方改革

を推進していくため、上士幌小学校の全学年において35人以下学級を継続いたします。

また、個別指導の充実を図るため、学校教育推進支援教員を配置いたします。 

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

う、特別支援担当教諭の配置を継続してまいります。 

  子供たちの学力が二極化にあることを踏まえ、確かな学力の定着と探求型の学習能力

を育むため、公教育のサポートとして上士幌公営塾を開催方法の見直しを検討してまい

ります。 

  豊かな心と健やかでたくましい心身を育む教育の推進。 

  携帯電話・スマートフォンやＳＮＳソーシャル・ネットワーキング・サービスが子供

たちに急速に普及しています。警察庁の発表では、ＳＮＳ等で被害にあった児童数は、

平成29年度に過去最高の1,813名となり増加傾向にあります。 

  このため、学校においてインターネットやスマートフォン利用者の低年齢化、トラブ

ルや被害の状況を踏まえ、情報モラル教育の充実を図ってまいります。また、関係機関

との連携のもと、子供や保護者向けの啓発資料を配布し、インターネットを通じて行わ

れるいじめ等の未然防止、早期発見に努めてまいります。 

  いじめを未然に防止していくためには、子供たちがいじめの問題を自分のこととして

捉え、考え、正面から向き合うことが重要です。 

  このため、上士幌町いじめ防止基本方針に基づき、学校における教職員間の情報の共

有や一貫性ある生徒指導体制が構築され、学校として組織的に対処していくよう努めて

まいります。 

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

盤となります。平成30年度の全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果から、学力同

様、全国、全道の平均を上回る領域はあるものの、運動種目や生活習慣において改善を

必要とする課題も見られます。 

  このため、始業前の時間等を有効活用した多様なプログラムや社会教育で行われる体

験活動等を通して、日常的に運動に親しむ機会を創出し、体力向上に努めてまいります。 

  情報化や国際化などの社会の変化に対応した教育の推進。 

  新学習指導要領の趣旨を踏まえ、情報活用能力の育成に向けた教科等横断的なカリキ

ュラムや主体的、対話的で深い学びを実現するＩＣＴの効果的な活用を通し、教育の情
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報化を推進します。 

  このため、平成32年度より必修化となる小学校プログラミング教育の円滑な実施に向

け、プログラミングを体験しながらコンピューターに意図した処理を行わせるために必

要な論理的な思考力を見につける学習教材の導入を進めます。 

  また、幼児や小学生などが早い時期から外国語や外国の文化、風習などになれ親しむ

環境づくりとして、国際理解のための体験学習や異文化理解を育むため、引き続き認定

こども園並びに町内小・中学校にＡＬＴを配置してまいります。 

  食を育む学校給食。 

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

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

して学校給食を活用した食育の推進に努めてまいります。 

  学校給食センターは、現施設となってから20年目を迎えます。引き続き衛生管理や施

設管理、食材の安全管理に努めていくとともに調理機器等の更新を計画的に進め、地場

産品を活用しながら、安全でおいしい学校給食を提供してまいります。 

  また、給食だよりやブログ「給食より愛を込めて」等による情報提供を積極的に行っ

てまいります。 

  小学校の再編。 

  上士幌町小学校の適正配置計画において再編対象校でありました糠平小学校は、これ

までＰＴＡ及びぬかびら源泉郷地域の方々からの意見を伺ってまいりましたが、本年２

月、平成31年度末をもって閉校し、上士幌小学校に統合することが決定されております。

今後は、学校や地域の閉校に向けた取り組みに対する適切な支援と、上士幌小学校への

円滑な統合に向けた準備を進めてまいります。 

  第４、高等学校の支援。 

  地方創成の一翼を担う上士幌高等学校は、少子化の進行とともに入学者は減少傾向に

ありますが、一人ひとりが主役、ともに学びともに歩む高校をスローガンに、上士幌高

等学校振興会を通して通学費や制服購入代金、大学進学者に対する奨学金支給など、地

元からの志願者増に結びつく支援策となるよう講じてまいります。 

  また、地域の事業所等との連携、協働による実践的な職業教育を推進する上士幌学や、

配慮の必要な生徒への通級支援、地域と学校をつなぐコーディネーターの配置など、魅

力ある学校づくりを支援してまいります。 

  第５、生涯学習の振興。 

  生涯学習センターわっかは、６月でオープンから２年が経過します。この間、町民に
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よる新しいサークルやグループの設立、小学生から高校生までの子供たちの居場所とし

ての定着など、たくさんの町民に利用されてきました。今後も引き続き、町民にとって

の居心地のよい学びの場、世代間交流の場、まちづくりの中核の場となるよう努めてま

いります。 

  また、学童保育所を含めた南面の暑さ対策のため、各部屋にエアコンを設置し、環境

の改善を図ってまいります。 

  社会教育の推進。 

  本町の特色ある地域資源や歴史・文化、さらにその魅力や価値を認識する郷土愛を育

む事業や体験活動、子供たちが夢を持って生きることの大切さを学ぶ学習機会を創出し

てまいります。その際、賛同する企業やサークル等で結成されているコミュニティ・ス

クールゆめ育応援団と協働した取り組みを進めてまいります。 

  また、高齢者の学習活動の場となるシルバー学級では、高齢者の学習意欲や活動意欲

を高められる生涯活躍を目指した取り組みを推進してまいります。 

  社会体育の推進。 

  スポーツを取り巻く環境の変化や健康に対する意識の高まり、高齢社会の進展などに

伴い、それぞれの能力や状況に応じた健康の維持、増進に取り組む環境づくりが求めら

れております。 

  このため、関係機関や団体などと連携し、運動やスポーツの楽しさを広げ、日常的に

体を動かす習慣や意欲を高める各種教室、講座の開設を進めてまいります。 

  また、平成30年度から展開しております上士幌町健康ポイント事業とも連携し、町民

の健康増進を図ってまいります。 

  芸術文化活動の振興。 

  芸術文化の振興は、地域社会に豊かさと潤いをもたらし、創造性ある地域の土台にな

るものと考えております。 

  このため、町民の誰もがすぐれた芸術文化に触れることができる機会の提供に努めて

まいります。 

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

主的な活動を引き続き支援してまいります。 

  文化財の保護、保存・活用。 

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

皆様のご協力を得ながら保護・保存を図ってまいります。特に、郷土資料などの歴史資

料は、学校での活用やわっかでの展示を通して、みずからが生まれ育つ郷土への理解と
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誇りを育んでまいります。 

  図書館活動の充実。 

  町民の主体的な学びや学習活動は、活力ある地域社会を支える基盤となります。 

  このため、自己実現が一層促されるよう、図書資料の収集や整備の充実を図ってまい

ります。 

  また、子供の読書活動を推進するため、巡回文庫・学級文庫等の取り組みや、ボラン

ティアグループと協働して子供たちに本と出合える機会を提供してまいります。 

  以上、平成31年度の教育行政の推進方針と主要な施策について申し上げました。 

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

教育行政執行方針といたします。 

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

わります。 

  ここで、暫時休憩します。 

（午前１１時２１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２１分） 

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

◎所管事務調査中間報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第６、所管事務調査中間報告、ふるさと納税の調査に関す

ることを議題といたします。 

  総務文教厚生常任委員会から、所管事務の調査中であります、ふるさと納税の調査に

関することについて、会議規則第47条第２項の規定により、委員会の中間報告をしたい

旨の申し出があります。 

  お諮りいたします。 

  総務文教厚生常任委員会の申し出のとおり、所管事務調査の中間報告を受けたいと思

いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、ふるさと納税の調査に関することについて中間報告を受けることに決定いた

しました。 

  それでは、中間報告の発言を許します。 
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  総務文教厚生常任委員会委員長、３番、中村保嗣議員。 

○総務文教厚生常任委員長（中村保嗣議員） 所管事務調査中間報告。 

  平成30年11月24日から26日までの３日間にわたり行いました、総務文教厚生常任委員

会所管事務調査の中間報告を行います。 

  詳細については、報告書としてお手元に配付されていますので、概要について報告さ

せていただきます。 

  今回の所管事務調査は、ふるさと納税の調査に関することであります。この所管事務

調査につきましては、平成30年９月21日に承認の議決をいただき、調査を行ったもので

あります。 

  調査地は、東京都であります。 

  調査の目的・視点ですが、本町が全国から寄附をいただいているふるさと納税に対す

る施策の一環として、上士幌町まるごと見本市2018が平成30年11月25日に開催されまし

た。このため、この事業に参加し、ふるさと納税をしていただいている納税者と直接意

見を交わし、本町のふるさと納税の返礼品に対する評価やふるさと納税をする動機、ま

るごと見本市の開催効果などを調査いたしました。 

  報告内容ですが、初めに、ふるさと納税の返礼品に対する評価です。参加されたほと

んどの方が満足しているとの回答であり、今後の返礼品として期待しているものについ

ても聞き取りをすることができました。また、発送方法など取り扱いの工夫についても

提案があったところであります。 

  本町への納税の動機やきっかけは、やはりインターネットによる検索で知り、返礼品

の魅力により納税を決断しているようであります。今後も情報発信の重要性と使用目的

の明確化をしっかり行っていく必要があると思われます。 

  見本市の開催については、本町にふるさと納税をしていただいている一部の方の参加

となってしまうことはいたし方ないと思われるものの、ふるさと納税の受け付けコーナ

ーや試食会で提供した商品の説明や物販など、より工夫を凝らすことによって見本市の

開催による費用対効果が高くなるのではないかと感じる部分がありました。 

  最後に、この所管事務調査に関し多くの皆様のご協力をいただきました。感謝申し上

げ、総務文教厚生常任委員会の所管事務調査中間報告とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 総務文教厚生常任委員会の報告が終わりましたが、所管事務調

査の報告については、議会運用例第96条の４の規定により質疑を省略いたします。 

  本件は、これを報告済みとし、総務文教厚生常任委員会は引き続き継続して調査する

ことといたします。 
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  以上をもって、総務文教厚生常任委員会所管事務調査の中間報告を終わります。 

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

◎意見書案第２５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第７、意見書案第25号日米地位協定のあるべき姿への見直

しを求める意見書の提出についてを議題とします。 

  意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である10番、山本和子議員から提案理由の説

明を求めます。 

  10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 意見書案第25号日米地位協定のあるべき姿への見直しを求め

る意見書の提出について、趣旨説明を行います。 

  この意見書（案）につきましては、２月28日に開かれました議会運営委員会におきま

して議会運営委員全員の賛成をいただきまして、私が提案者となり、議会運営委員が賛

成者となり提案するものです。 

  日米地位協定は、日米安全保障条約第６条に基づく施設及び区域並びに日本国におけ

るアメリカ合衆国軍隊の地位に関する協定であります。第１条から25条までで成り立っ

ておりますが、主な内容につきましては、日本全土で基地の使用は認められる、また、

民間空港、港湾、高速道路も無料で利用できる、航空管制の優先権を与えるなど、全て

の項目について米軍優先となっているものです。 

  また、第17条におきましては、公務中の事件や事故の警察権や裁判権はアメリカが優

先権を持っており、第18条におきましては、公務外の事故についての支払いはアメリカ

が有無を持っており、防衛相の資料によりますと、1952年から2017年までに16万件を超

える事故が起きており、死者は570人に上っていると言われています。多数の多くの被

害者は泣き寝入りを強いられております。 

  このような不合理な協定に対し、全国知事会は昨年７月27日に米軍基地負担に関する

提言を国に提言いたしました。また、北海道議会におきましても、同様の意見書を提出

しています。 

  意見書を読み上げ、提案の趣旨説明といたします。 

  日米地位協定のあるべき姿への見直しを求める意見書（案） 

  我が国は、日米安全保障条約に基づく日米地位協定により、全国30都道府県に130の

米軍施設があり、本道にも米軍専用施設である千歳の通信施設のほかに17施設が所在し

ている。また本道の矢臼別演習場においても沖縄の米海兵隊による実弾射撃訓練の本土

移転に伴い、平成９年からその実施を受け入れている。 
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  本道に所在するほとんどの米軍施設は、日米地位協定第２条第４項（ｂ）に位置づけ

られているものであり、米軍人・軍属は駐留していないが、沖縄を初め、米軍人が駐留

している施設所在地において、米軍人・軍属による犯罪が多発していることに強い憤り

を禁じ得ない。 

  日米協定には、日本国法令や租税等の適用除外、米軍人の犯罪に係る裁判権や損害賠

償権、基地立ち入り権など国民生活に関わる事項が定められているが、締結以来一度も

改正されておらず、全国知事会は、昨年７月にも国民の生命・財産権を守る観点から

「米軍基地負担に関する提言」を決議し、国に対し、日米地位協定の見直しを要請した

ところである。 

  よって、国においては、公正・良好な日米両国の関係を維持するとともに、国民の生

命・財産と人権を守るため、日米地位協定のあるべき姿への見直しなど、適切な措置を

講ず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。 

  以上、提案いたします。議員皆さんの賛成をいただきまして、関係機関にこの意見書

を提出してくださいますように、よろしくお願いいたします。 

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

質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第25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25号の採決を行い

ます。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、意見書案第25号は原案のとおり可決されました。 

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

◎承認第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第８、承認第１号専決処分の承認についてを議題といたし

ます。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 
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  杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 ただいま上程されました承認第１号専決処分の承認について、その

提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  今回承認を求めます専決処分は、北海道市町村総合事務組合規約の制定並びに廃止に

ついてであります。 

  北海道市町村総合事務組合は、非常勤消防団員に係る損害補償等及び非常勤職員に係

る公務災害補償等を共同処理する複合的一部事務組合であります。 

  このたび、総務省から本事務組合に対し、北海道が構成員となっている石狩東部広域

水道企業団及び石狩西部広域水道企業団並びに当該団体を構成員とする北海道市町村職

員退職手当組合は、地方自治法第285条の規定により複合的一部事務組合である本事務

組合に加入できないことから、早急に必要な見直しを行うよう指摘がなされたところで

す。 

  このことを受け、本事務組合から本町を含む各構成団体に対し早急に規約の制定並び

に廃止についての議会議決を得るよう依頼があったところですが、町議会を招集する時

間的余裕がないために、平成31年２月４日付をもって専決処分を行ったので、議会に報

告し、承認を求めるものであります。 

  内容につきましては、石狩東部広域水道企業団、石狩西部広域水道企業団及び北海道

市町村職員退職手当組合を本事務組合の構成団体とすることができないことから、当該

３団体に係る事務を委託により処理できるよう定める規約を制定し、現行規約を廃止す

るものです。 

  承認第１号関係資料、新旧対照表をご参照願います。 

  形式的には規約の新規制定並びに現行規約の廃止となっておりますが、実質的な変更

箇所についてご説明いたします。下線部分が変更箇所であります。 

  第14条に事務の受託として、地方自治法第292条の規定において準用する。同法第252

条の14、第１項の規定による事務の委託の申し出がなされた場合は、受託することがで

きる旨の規定を新たに設けるものです。 

  附則として、この規約は地方自治法第286条第１項の規定による北海道知事の許可が

あった日から施行することとし、現行規約を廃止することとしています。 

  また、別表第１及び別表第２について、石狩東部広域水道企業団、石狩西部広域水道

企業団及び北海道市町村職員退職手当組合を削除するとともに、その他、名称変更及び

解散のあった構成団体について、あわせて変更及び削除するものであります。 

  なお、本規約の制定並びに廃止については、全加入団体において議決または専決処分



－28－ 

がなされ、２月22日付で北海道から本事務組合に許可がなされていることを申し添えま

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、ご承認い

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、これより承認第１号に対する質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、承認第１号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

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

  お諮りいたします。 

  本件は承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、承認第１号は承認することに決定いたしました。 

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

◎報告第１号の上程、説明、質疑 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第９、報告第１号専決処分の報告についてを議題といたし

ます。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 ただいま上程されました報告第１号専決処分の報告について、その

提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  今回報告させていただきます専決処分につきましては、昨年の12月21日に開催されま

した平成30年第６回議会定例会において行政報告をさせていただきました公用車両の事

故報告につきまして、平成30年12月25日付で示談書を取り交わし、その損害賠償の額の

決定及び和解について、地方自治法第180条第１項の規定により、平成31年１月７日付

で専決処分を行いましたので、同条第２項の規定に基づき、議会に報告するものであり

ます。 

  専決処分の内容につきましては、専決処分書をご参照願います。 

  賠償の相手方は、記載のとおりであります。 
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  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

指定管理者である上士幌町農業協同組合の現場担当職員が、町が貸与している自走式ミ

キサーを運転しナイタイ高原牧場の新基地からスロープを下ろうとした際、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、後方にいた相手車両と接

触し、破損させたものであります。 

  和解の内容ですが、損害額、相手方の損害額は12万5,431円とする。内訳は、車両修

理代12万5,431円であります。 

  過失割合、町の過失割合は100％とする。 

  損害賠償額、町の損害賠償額は、相手方の損害額の100％である12万5,431円とする。 

  決済の方法、町は相手方に12万5,431円を支払う。 

  その他、今後本件に関しては異議を申し立てないこととする。 

  以上、報告第１号専決処分の報告についてご説明させていただきました。ご審議いた

だきますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより報告第１号に対する質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、報告第１号に対する質疑を終結いたします。 

  これをもって、報告第１号については報告済みといたします。 

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

◎報告第２号の上程、説明、質疑 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第10、報告第２号専決処分の報告についてを議題といたし

ます。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  須田生涯学習課長。 

○須田 修教育委員会生涯学習課長 ただいま上程されました報告第２号専決処分の報告

について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  平成31年１月19日に発生した子ども冬まつりの片づけ作業中の車両損傷に係る損害賠

償について、平成31年２月４日付で示談書を取り交わしました。 

  その損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第180条第１項の規定により、

平成31年２月４日付で専決処分を行いましたので、同条第２項の規定に基づき、議会に

報告するものであります。 

  専決処分の内容については、専決処分書をごらんいただきたいと思います。あわせて、
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別紙報告第２号関係資料、事故発生状況略図をご参照ください。 

  １の賠償の相手方は、議案に記載のとおりでございます。 

  ２の事故の概要ですが、平成31年１月19日午後１時30分ごろ、認定こども園北側町有

地で教育委員会が主催した第37回子ども冬まつりの片づけ作業中、イベントテントが強

風にあおられ付近に駐車していた車両に衝突し、損傷したものでございます。 

  ３の和解の内容でありますが、（１）損害額、相手方の損害額は13万9,752円とする。

内訳は、車両修理代13万9,752円であります。 

  （２）過失割合、町の過失割合は100％とする。 

  （３）損害賠償額、町の損害賠償額は、相手方の損害額の100％である13万9,752円と

する。 

  （４）決済の方法、町は相手方に13万9,752円を支払う。 

  （５）その他として、今後本件に関して異議申し立てはしないこととすることとなっ

ております。 

  以上、報告第２号専決処分の報告についてのご説明とさせていただきます。ご審議の

ほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより報告第２号に対する質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

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

  これをもって、報告第２号については報告済みといたします。 

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

◎議案第１号から議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第11、議案第１号平成30年度上士幌町一般会計補正予算

（第９号）、日程第12、議案第２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４号）、日程第13、議案第３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３号）、日程第14、議案第４号平成30年度上士幌町介護保険特別会計補正予算

（第５号）、日程第15、議案第５号平成30年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第

４号）、日程第16、議案第６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４号）、６件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第１号から第６号までの一般会計並び
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に５特別会計の補正予算の内容についてご説明を申し上げます。 

  補正総額は、全会計で17億5,230万円の追加補正となっており、補正後の予算総額を

127億3,165万8,000円とするものでございます。 

  それでは、議案第１号一般会計補正予算（第９号）からご説明をいたします。 

  １ページをお開きください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に17億7,495万3,000円を追加し、総額を108億

3,953万6,000円とするものでございます。 

  追加補正の主な内容を申し上げます。 

  総務費では、事務補助職員経費191万1,000円、地域おこし協力隊賃金等経費125万円、

ふるさと納税推進事業2,745万円、財政調整基金積立金8,162万3,000円、公共施設整備基

金積立金２億6,595万6,000円、上士幌シェアオフィス整備事業5,085万6,000円、ふるさ

と納税・子育て少子化対策夢基金積立金３億1,000万円。民生費におきましては、子ど

も医療給付費事業266万5,000円、農林水産業費では、牧場管理運営経費4,598万9,000円。

商工費におきましては、道の駅整備事業12億1,422万8,000円。土木費では、町道等除排

雪対策事業477万5,000円、町営住宅補修事業250万円、下水道会計繰出金222万5,000円で

ございます。 

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

ございます。 

  次に、第２条では、７ページの第２表にありますとおり、繰越明許費といたしまして、

上士幌シェアオフィス整備事業5,085万6,000円、清掃業務管理経費２万4,000円、道の駅

整備事業12億2,896万4,000円、定住促進賃貸住宅建設助成事業872万円を翌年度に繰り越

して実施をいたします。 

  次に、第３条では、地方債補正といたしまして、一般補助施設整備等事業６億2,810

万円を追加補正いたします。また、過疎対策事業の限度額８億9,340万円を７億6,030万

円に、補助災害復旧費を2,100万円から540万円にそれぞれ変更補正をいたします。 

  次に、特別会計の補正予算についてご説明をいたします。 

  88ページの議案第２号国民健康保険特別会計補正予算（第４号）でございます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に2,636万3,000円を追加し、総額を７億3,518

万5,000円とするものでございます。 

  追加補正の主なものは、一般被保険者療養給付費2,136万5,000円、一般被保険者高額

療養費556万1,000円、療養給付費交付金等返還金631万9,000円でございます。 

  次に、104ページ、議案第３号後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）でござい
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ます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から159万8,000円を減額し、総額を9,875万

4,000円とするものでございます。 

  減額補正の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金156万2,000円でございます。 

  次に、109ページ、議案第４号介護保険特別会計補正予算（第５号）でございます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から1,702万円を減額し、総額を５億5,668万

円とするものでございます。 

  追加補正の主なものは、居宅介護サービス給付費事業1,029万円、また、減額補正の

主なものにつきましては、施設介護サービス給付費事業1,904万1,000円、特定入所者介

護サービス事業費544万5,000円でございます。 

  次に、122ページの議案第５号水道事業特別会計補正予算（第４号）でございます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から39万5,000円を減額し、総額を１億7,907

万3,000円とするものでございます。 

  追加補正につきましては、簡易水道施設改良事業340万2,000円、また、減額補正の主

なものにつきましては、簡易水道施設維持管理経費294万1,000円でございます。 

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

ます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から3,000万3,000円を減額し、総額を３億

2,243万円とするものでございます。 

  また、131ページにありますとおり、地方債補正といたしまして、下水道事業の限度

額を5,010万円から3,810万円に、過疎対策事業の限度額を5,010万円から3,800万円に変

更補正をいたします。 

  減額補正の主なものといたしましては、下水道施設管理経費257万5,000円、個別排水

処理施設管理経費403万5,000円、下水道施設整備事業2,151万2,000円でございます。 

  以上が補正予算の内容でございます。 

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

正後の歳入歳出予算の金額は、第１表のとおりでございます。 

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

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

よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。 

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

（午前１１時５５分） 
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 ────────────────────────────────────── 

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 午前中に副町長のほうから補正予算につきましてご提案をさせ

ていただいたところでございますけれども、大変申しわけございません、１点表現に誤

りがございまして、お手元に差しかえ用の１枚ものが行っているかと思いますけれども、

予算書の７ページ、８ページにまたがるものでございます。 

  訂正箇所につきましては、７ページ目でございます。上段のほうに目をやっていただ

きたいと思いますけれども、２款総務費、総務管理費、事業名のところでございます。

上士幌町シェアハウスになっているかと思いますが、このハウスをオフィスにご訂正い

ただきたいと思います。まことに申しわけございません。ご訂正させていただきたいと

思います。 

○議長（杉山幸昭議長） それでは、議案第１号平成30年度上士幌町一般会計補正予算

（第９号）から質疑を始めます。 

  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、24ページ款ごとに一括して質疑を行います。 

  歳出、議会費及び総務費について質疑を行います。 

  24ページから38ページまで。 

  １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 30ページの地域おこし企業人交流プログラム、当初のこの350

万円の予算でありましたが、今回丸々落としているということは、事業ができなかった

ということなのかどうか、お聞きをいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 この制度を有効に活用しながら何とかということでこの間来て

おりましたけれども、なかなか先方さんのこともございまして、今回最後の最後までそ

の可能性を探っておりましたけれども、今回は至らなかったということで減額させてい

ただきたいということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） まず初めに、地域おこし協力隊の関係について質問いたしま

す。 
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  当初予算は12名だったんですが、今現在何名なのかと、それから、年度途中に採用さ

れた方が結構五、六人程度いるんではないかと、その点について仕事上支障はなかった

のかどうか、そういう人たちは４月１日付で本当は採用したほうがよかったのか、その

点について支障がなかったのかについて質問いたします。 

  それから、31ページの交通ターミナルの件で質問いたしますが、補正の関係で燃料費、

光熱水費等されていますが、その辺について入り込み客数の関係があるのか、その辺は

どういう理由で減になったのか、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 協力隊の件でございますけれども、現在13名でございます。こ

の３月31日付で２名任期を終えて退任されるということで、11名になろうかと思います。

その他、現在募集をかけておりますのが、８名募集かけております。きのうも書類選考

等も行いましたけれども、４月１日採用に向けながらということでございますけれども、

人材ですね、人物のほうもしっかり調整を図らなければならないということで、採用に

至るかどうかということは、その次になってくるかなと、そのように思います。 

  あと、年度途中での採用等々で業務に支障があるかないかということでございますけ

れども、私のほうには特に支障というようなことは入っておりませんけれども、ただ総

務課のほうの職員担当のほうでどのような話が入っているかというところで、その辺の

回答はちょっとお任せしたいなと思いますけれども、窓口としての企画財政課につきま

しての答弁は、以上とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 年度途中の採用につきましては、５名ほど年度途中で採用された隊

員がおりますけれども、これにつきましては、途中でやめられた方の後任として採用さ

れた方もおりますし、また、途中で募集して採用されたという方もおられます。支障が

あったかどうかということでございますけれども、いない間については、新たに配属さ

れた協力隊でございますので、採用された以後にそういった業務が発生しているかとい

うふうに思っておりますし、具体的に支障が生じたという声は寄せられてはいないとい

うことでございます。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 協力隊につきましては、以上ということでございます。 

  もう一件、ターミナルの件でございます。これの減額理由ということでございますけ

れども、ターミナル、昨年の４月20日にオープンしておりますけれども、そのときの各
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種需用費等々の積算につきましては、当初の設計をもとに大体このぐらいの消費量にな

るだろうということを積算根拠にして予算を持たせていただきました。そして、この間

走ってきましたけれども、そこで減額、不用額が出てきているということでご理解いた

だきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 協力隊の関係なんですが、来年度についてはまた来年度質問

しますが、さらに足して31年度は19名ということもありますが、もともと職種によりま

すので、途中新規採用については支障がなかったというふうな答弁があったんですが、

もともと仕事を見込んでいる事業ですので、全く支障がなかったかというのはそれは何

とも言えないし、支障がないようにほかの方々が頑張ったのかという点がありますが。

やはり必要な人材については協力隊員でいいのかどうかというのは、いつも私疑問に思

うんですが、必要な人材については４月１日からきちんと採用というか派遣できるよう

に、設置できるようにすべきだというのが私の考えです。その点について質問いたしま

す。 

  それと、ターミナルの関係については、30年度は初めてですので、かかる経費につい

ては見込みを含んで予算計上していると思うんですが、大体１年かけておおよその見込

みはわかったということでよろしいのかどうか。例えば、電気も朝からつければ、消す

時間決まっていますのでそう簡単に、電気代、灯油代も決まっていますので、そこで人

が多かろうが少なかろうが、それは関係ない話ですので、事業費としてそれは大体見込

みができたというふうにしていいのかどうか、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 人材の配置につきましては、もちろん正職員で配置するところもご

ざいますし、地域おこし協力隊で配置するということもございます。これらにつきまし

ては、どういった配置の形態がいいのかということを、こちらのほうでちょっと検討し

た上で配置を決めているということでございますので、ご理解のほどいただきたいとい

うふうに思います。 

○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 ターミナルの件でございますけれども、４月からほぼほぼ１年

を迎えるということでございます。大体見込みですね、単価が変われば別になりますけ

れども、使用リッター数についてはこのぐらいになるのかなというふうに見ております。

そのようなことで、見込みは大体このようなところで見ているということで、答弁にさ

せていただきたいと思います。 
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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） 私も地域協力隊にはちょっと関心を持っておりますので、こ

の際、あさってから当初予算の委員会がございますので、それまでに一覧表でどういう

形で、何年度何人で、いつ例えばやめられる方、あるいは補充がいつになって、そして

ことしは新規採用、いつ募集して、いつ決まったかということを含めて、ある程度そう

いうことがわかるような表を、できればあさっての当初予算の予算審議までにお出しを

いただければありがたいというのが、まず第１点。 

  次の話ですけれども、今回、企業誘致のテレワーク事業についても、当初予算、半額

を超える額を減額をしていると。これは、なかなかそういった応募がなくて、予算執行

しなくてもよかったということなのかなというふうに思います。そういうことを含めて、

ちょっと思うことがあります。 

  今回シェアオフィスの事業、繰越明許という形で予算は30年度で審議をしなければな

らないという状況になっている。これも、どのぐらい借りてくれるのかという見通しを

どういう形で持っているのかというのをもう少し詳しく聞かなければ、これはハードで

すから、立てて、いやあんまり使わなかったというのは、なかなか住民的には理解を得

られる問題ではないと、一定の予測を持つべき。当然予測が外れるということはあるん

ですけれども、なるべく確実性の高い予測を持って、こういったハードの施設は運用し

なければまずい、有効に使えないということだと思うんですが、その辺の見通しについ

てもう少し、事前の委員会でも一定の説明があったところですけれども、詳しく説明を

お願いをしたい。 

  さらには、このテレワークはなぜこういうふうになったのかということの評価という

か総括はどのようにされているのか。さっきの伊東副議長から質疑があった部分につい

ても、努力したがなかなかなくて、全額予算執行しなかったということですから、そう

いうことも含めてひとつお聞きをしたいと思いますし、最後に、今回のシェアオフィス、

これは町民に何度も聞かれるので、この際明らかにもう一度しておきたいと思いますが、

この中の財源内訳はどうなっているのかということを、もう一度ご説明をお願いします。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 まず、協力隊のこれまでの採用、それと現在、それと今募集し

ている、あるいは今後についての考え方、実は私も今回予算提案させていただいていま

すので、この紙が全てなんです。採用した、一番最初に採用された方の名前からありま

すけれども、それと今の状況、それと今募集している。それは、予算委員会のときでよ
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ろしいですね、これを提出させていただきたいと思います。 

  それと、テレワーク、それとシェアオフィスのお話でございます。テレワーク、今回

執行残というところでの予算、減額になっている、その評価はどうしているのかという

ことでございますけれども、１つには、やはり企業誘致と言いながらも、来てください

と言いながら、これを環境としては整えてきたんですけれども、もう一つ足りなかった

のは、やっぱりそこに行き着くまでの積極性がやはりどうも足りなかったんだろうとい

うことは言えます。要するに町の姿勢であったなというところは、これは否めないとこ

ろだと思います。 

  ことし１年そういったことで、来ていただければありますよということで人材派遣会

社ですとか、その他何件か、ある程度の期間にわたって来ていただきましたけれども、

それ以外につきましては、やはり私たちの姿勢としても待ちだったなというところでご

ざいます。そういうような評価ということで、１つ今お答えさせていただきたいと思い

ます。 

  では、じゃ今後の今まさに繰越明許をさせていただきたいとしている事業でございま

す。交付金が採択になってこの事業は実施させていただくということで、交付金が当た

らなければ、これは手を下ろさざるを得ないということでご説明をさせていただいてい

るところかと思いますけれども、この見通しにつきましては、新年度の予算でも計上さ

せていただいておりますけれども、東京のウィーワークという、これはアメリカのほう

から出てきたような事業でございますけれども、それを上手に活用しながら、首都圏に

おいてかなりの企業がそこを利用しているわけですね。そういった企業の可能性を、私

たちのほうから出向いていって町をＰＲして、町のことを知っていただいた上で、こち

らのほうでおもてなしをさせていただきたいと、どうぞ上士幌へ来ていただきたいとい

うような今姿勢を持っているところであります。 

  ことし事業展開として関係人口の取り組みということで、上士幌塾のときにも講師の

方が来ていただいた経過もございますけれども、次年度、逆参勤交代ということで、地

方が東京に出向くんではなくて、逆に都市からこちらのほうに呼び込もうというような

ところで、具体的な動きも片一方ではございますので、そういったところ。 

  それと、今１社、そういった取り組みをされている企業がございます。そこをなりわ

いとしている企業がございます。送り込んでくると。そこのところも、若干予算はかか

ってまいりますので今回予算計上はしておりません。そこの辺のところを見通しながら、

場合によってはそのときに必要であれば、そこのノウハウもおかりしながら呼び込んで

いきたい。今の段階で、かなり大手の研修機会を設けるのにこちらのほう、田舎のほう
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に来て研修を行って、そしてまた帰っていただくですとか、そういうつながりを持って

いるところもございますので、そういったところで、待ちの姿勢ではなくて、やっぱり

攻めていく必要があるだろうということで、今考えてございます。 

  最後に、財源内訳でございます。改めましてでございますけれども、今回数字として

明示させていただいておりますのが、設計管理費が225万5,000円、整備工事につきまし

ては4,510万1,000円と。この内訳は、建築主体工事が3,411万5,000円となっております。

電気設備につきましては、429万1,000円です。それと、機械設備工事につきましては

669万5,000円、それと、備品費につきまして350万でございます。 

  合計5,085万6,000円ということでございまして、今回手を挙げさせていただいており

ますのが地方創成拠点整備交付金、これが2,542万8,000円を見込んでございます。それ

と、一般補助施設等整備事業2,540万になります。この財源でございますけれども、補

正予算債ということで、補正をすることに伴って借金が認められているということでご

ざいます。そのほか交付税措置があるということでございまして、それを差し引きます

と、今回の予算、事業ベースでいきますと、一般財源は２万8,000円ということで試算

してございまして、ほぼ全額を国の予算で賄っていただけるということでご理解いただ

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。 

○２番（佐々木 守議員） これは国の国庫支出金という形で補助が来るんだろうと思う

んですが、大半が、一部、後年度に交付税措置されるという中身もあるかもしれません

けれども、ほぼ全額、例えば90％以上は国の補助金に類する、あるいは後年度交付税措

置されるという中身で、この財源が来るということを、きちっと町民にわかるように言

わないと、自主財源はどうなんだと、こういうのは相当関心の高いところなので、あえ

て僕自身はある程度理解したつもりですけれども、お聞きをしたところです。 

  ですから、今言えば、90％以上が簡単に言えば国費で補助をもらえると、国庫補助金

で対応していただけるんだという形でこの施設ができる。さらに、この運営に関しては、

新年度予算にあるウィーワークという世界的なネットワークを持つ中で今回のシェアオ

フィスについても活用が図れると、その見通しも今あるんだということですけれども、

本来であれば、やっぱりその予算も今年度予算に、財源的な対応もあるのかもしれませ

んけれども載せて説明するというのが、僕はやっぱり単体でいくと、例えばそれだけの

国の補助金というか国庫負担金で対応できるんだったら２つでもいいというふうになる

と、また施設先行に考え方としてなる。やっぱり政策総体をきちっと町民が理解してい
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るという部分では、今回の予算に載せてもそれほど大きな問題ではなかったんではない

のかなと。そういう姿勢をこれからの行政は持つべきだと。 

  残念ながら国の第２次補正などで急にこういった事業をやるから、もし要望するなら

要望してくれということがぼんとどうも来るみたいだと。そういうことを考えると、議

会はそういった事態にも対応して、どうあるべきかということを議論しなければならな

いとすれば、やっぱり政策も含めて、それに意図する部分も含めて説明できるような形

で予算も提出するというのが、本来の姿ではないのかなというのが１つ思うことです。 

  ただ、これは財政処理の問題もちょっとありますので、それを無理押しするというこ

とではなくて、説明としてはそういう形で説明しなければならないことではないかとい

うことを指摘をしておきたいというふうに思います。 

  こういった新たな事業というのは、そういうところに人が来て、人の出入りが大きく

なれば、町内の経済にもよい結果を生むというか、効果を生むんだというふうに理解す

るんですけれども、なかなかそういったことを住民目線で見れば理解しにくい。 

  例えばこういう会社がこういうふうに借りて、今の想定では何人程度が、どのぐらい

の期間、上士幌を中心としていてくれると。これは簡単に言えば、旅館に観光客が来て

くれるのと同じ効果をある意味持つものだというような説明があれば、十分理解ができ

るんだと思うんですが、なかなかそういった説明ができていない。その説明を議員側が

しなければならないとすれば、議員もちょっと勉強しなければいけないんですけれども、

していかなければならない立場に置かされるんで、もっとわかりやすくこの事業、うち

の町に対するこの施設の事業効果、経済効果、あるいはこういった利点や有益なことが

あるんだということがあるとするならば、あると思っているんですが、もう一度説明を

お願いをしたい。ちょっと予算の上げ方ということも含めて考え方があればお聞きをし

た上で、その説明をお願い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 まず、特交の中身のお話を１回もうちょっとさせていただきた

いと思いますけれども、ほぼほぼこの事業につきましては、先ほど来からのお話のよう

に国費で賄っていただけるということでございます。特交の措置半分いただきながら、

特別交付税で措置されるというところと、もう一つ専門的にいきますと単位費用措置額

と、それも特交の一部なんですね。それは事務的な話なんですけれども、その中にこの

不足する分が補助として入ってくるということで、この単位費用措置額というのがあり

ます、交付税の中に。それを差し引きまして、残りが今回の場合でいきますと２万

8,000円という形になってまいります。 
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  それとあと、予算の上げ方でございます。これも委員会のときにもまた改めてお話し

させていただいたところかと思いますけれども、どうしてもやっぱり国の２次補正で、

やはり有利なものというところで、私たちのほうも事務方としてもやっぱり急いでいく

ことが町の利益につながると思いながらやってきております。 

  しかしながら、皆さん方、議員の皆様方がご心配のように、やっぱりそこでの説明の

度合い、その濃度というところでいくと、どうしても薄いんではないのかというところ

かと思います。その辺の点につきましては、私どものほうも反省するところでございま

す。 

  今回ウィーワークの分と今回の繰越明許の分とパッケージで一緒になって上げてもい

いんじゃないのかということでございます。これにつきましては、そのような方法が今

後正しいと私のほうもその段階で判断すれば、そのようにさせていただいたいと思いま

すけれども、予算の分け方としましては、今回補正で繰り越しさせていただく。新年度

は新年度なんですけれども、やっぱりどうも２次補正出たときには年末なんですね、12

月のもう最後の20日過ぎぐらいという話で、１月の10日まで出してくださいというとこ

ろで、非常にタイトなんですけれども、そこも委員会のときにはお話しさせていただい

たかと思いますけれども、やっぱり現状は現状で今そう動いているんですということを

議会の皆様方にお時間をとっていただいて、そして説明をしていくと。 

  その後の予算の組み方については、また、繰り越しがいいのか、当初で片一方でいい

のか、事業内容がご理解いただけるんであれば、予算の持ち方というのはそのときでい

いのかなというふうに思いますけれども、いずれにしましても、議員の皆様方も町民の

皆様方から聞かれると説明をしなければならないということ、ごもっともだと思います

ので、その辺のところがもう少ししっかりと材料を皆様方にもお持ちいただけるように

今後していきたいなと、そのように思っております。 

  あと、この事業そのものでありますけれども、積極性がやっぱりこれからますます求

められると、企業誘致です。これまではふるさと納税の寄附者、どちらかというと個人

個人をまた応援団になっていただいて、場合によっては来ていただきたいということが

ございました。次なるやっぱり手としては、企業、対企業に対して積極的にいろんな施

策を打っていく必要があるだろうという思いで、結果は結果でまた問われる部分があろ

うかと思いますけれども、先ほどお話しさせていただいたところを全力でやりながら、

費用対効果まさに問われると思いますけれども、しっかりとやっていくことが私たちの

責任だろうというふうに思っております。 

  委員会のときにも議論があったかと思いますけれども、例えば廃校跡、それも使えな
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いのかというようなこともございましたけれども、私が判断しておりますのが、廃校を

活用するにしましても、やっぱり修繕等々相当なものをやっぱりかけないと、そこの環

境をつくることができないということであります。それに対して補助でもあればいいん

ですけれども、これはなかなかないということで、今回この拠点整備交付金に手を挙げ

ているということも、そのようなことも加味しているということでご理解いただきたい

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） 次に、民生費に入ります。 

  38ページから45ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

  １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 40ページの緊急通報システムの340万ほど当初の予算がありま

した。今回62万6,000円のマイナス、補正減をするんですけれども、これ必要とする人

に全てつけることができたのかどうか、お伺いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 緊急通報システムですけれども、現在70数名の方が緊急通報シ

ステム利用されていまして、システムのほうの機器等の取り扱いといいますか状況につ

きましては、包括のほうで一定程度の保管の台数は持っているんですけれども、新たに

要望された方は保管する中から供給していくということで、使わなくなった方について

は逆に撤収をするという形になってございまして、大体ここ数年、70数名ぐらいの利用

で推移しておりまして、希望されていて配置されない、対象者に限られるんですけれど

も、希望されていて配置されないという状況はないというふうに認識してございます。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 実は、これつけるときにつける本人の名前と、あと通報者とい

うんですか報告者というんですか、通報委員、その方の２名の多分名前が出ていると思

うんですけれども、これは設置するに当たっては、もう20数年前からこれつけられてい

ると思うんですけれども、その通報員の氏名の変更があったかどうかということをお聞

きいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 ケースによって、ちょっといろいろケースがございますけれど

も、例えば介護サービスだとか地域包括支援センターのほうでかかわりを持っているだ
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とか、うちの福祉の関係でかかわりを持っている方に関しては、大体協力員というのは

十分把握されているのかなというふうに思うんですけれども、そうでない方で昔設置さ

れた状況で協力員が登録されているときに、ちょっと連絡が行き届かなかったというよ

うなケースも、この間もちょっと１件ほどございましたので、反省といたしまして、そ

の辺の確認を再度行わなければならないなということで、これからは努めてまいりたい

というふうに考えてございます。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 担当課も多分把握していると思うんですけれども、つけた当初

からその方が高齢になってなかなか通報が来ても即出られないと、出ていってはしごに

上った途端に落ちて骨折して救急車で運ばれたという事例がありますので、ぜひこれ、

民生委員とか近くのもうちょっと若目の協力の人をお願いするとか、これやっぱり変更

しなければならないと思うんですけれども、一度これ確認して変更していただきたいと

思って質問いたしました。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 今ご指摘なりご指導的な部分の話いただきましたので、地域包

括センター、それから保健福祉課といたしましても努力してまいりたいというふうに考

えてございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、ありますか。 

  ７番、早坂清光議員。 

○７番（早坂清光議員） 42ページですけれども、高齢者等福祉バス運行事業ということ

で419万円減額ということになっていますけれども、年度当初にはいろんな利用の予定

を積み上げてこの予算つくっていると思うんですけれども、例年こういうふうに減額し

ていたかどうか、ちょっと私は記憶してないんですけれども、今回のこの419万という

減額する要因は何でしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 高齢者等福祉バスの運行につきましては、町内を循環して回る

バスの予算と、それから研修旅行に行くような予算を計上させていただいているところ

でございます。当初予算計上のときの考え方といたしましては、北海道で決められまし

た基準運賃をもとに予算化をさせていただきまして、その後、町内業者、ことしは町内

業者なんですけれども、見積もり合わせを執行することによって金額が決定されている

という形になっております。その金額につきましては、当初見ていた基準値よりも大分

低額で契約できたという実績がございますので、その分が一番大きな減額の要因という
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ことでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） いいですか。 

  ほか、ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、衛生費及び労働費に入ります。 

  45ページから48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） 47ページの健康増進センターについて質問いたします。 

  料金引き下げ、それから70歳以上の利用の券、それをふやしていくことにより、どの

程度利用がふえたのか。収入面ではそれほど差し引きすれば増にはならないかもしれま

せんが、人数ではどの程度ふえたのか、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 ４月から実施させていただいておりまして、まだ１年間たって

ないんですけれども、おおよそ12月までの推移で見ますと、大体入浴者数が大人で１割

程度昨年から比べて増加しているという状況でございます。ただ、お子様につきまして

は、ほとんど変わらない状況で推移しているという状況でございます。 

  なお、この入浴者数がふえたことによりましての燃料費ですとか電気料金が、若干ふ

えてきているというのもございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、農林水産業費に入ります。 

  49ページから58ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

  ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） 53ページの中の東居辺地区道営農地整備事業で1,406万8,000円

減額ということになったんです。これは、単価だとかいろんなことで減額になったのか、

その辺のちょっと内訳をお願いしたい。 

○議長（杉山幸昭議長） 高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 この道営事業でありまして、道が発注等々するわけですけれども、

毎年、年度年度で管理計画というのがありまして、全道的にどういうふうに予算をつけ

ていくかというのがありまして、毎年それで予算をとっていくんですけれども、実際道

のほうで割り当てになったときちょっと予算が落ちてしまうというのが、結構毎年によ

うに大体落ちてくるんですけれども、例えば同じ十勝の地区でも完了年の地区があった
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りすると、そっちへ予算が回ってしまうだとか、いろいろと事情がありまして、単純に

事業費が落ちたということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、よろしいですか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、商工費に入ります。 

  58ページから62ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

  ４番、佐藤曻議員。 

○４番（佐藤 曻議員） 先ほどもちょっと説明あったんですが、61ページの道の駅の整

備事業でありますけれども、新年度事業というふうに認識しておりました。この分につ

いて繰り越すというような形でその説明もあったわけですけれども、この会計処理の仕

方といいますか、なぜこういう会計の処理の仕方をするのかをちょっと教えていただき

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 先ほどの拠点整備交付金という国の交付金でありますけれども、

それに手を挙げて、それが充当されればいいなという見方です。要するに町にとってど

ういった形が予算負担にならないでいくかというのは、私たち事務方としては考えなけ

ればならないということでございまして、今回、拠点整備交付金、平成30年度の分で手

を挙げているというところでございます。それで、今回のこの30年の最後の補正と、最

終日はございますけれども、これで予算を片一方では計上させていただきまして、新年

度は新年度で上げさせていただきまして、この事業採択によって、それを手をおろす。

こちらのほうが採択になれば、これがまた繰越明許で事業執行になっていくというとこ

ろで、２段構えにせざるを得ないと、することが町にとって少しでも補助金、交付金が

いただけるんであればいただきたいということで予算を組まさせていただいているとい

うことで、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） いいですか、佐藤議員、前に全協でも説明があったと思います

ので。 

  ほか。 

  10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 関連なんですが、私が捉えたのは、補正が出て、そっちが優

先されるのかなというふうに捉えたんですが。例えば、拠点整備交付金で言えば、申請

したのは５億円ですよね。前の説明、町民説明会でもらった資料で、議員の説明ではあ

んまりその金額まではなかったんですが、町民説明会の中では、地方創成整備基金が５
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億円で、それから北海道づくり総合何とかが合計１億円で、あとほかに自動車何とか何

とかで800万円とか、そういう予定、それ予定として多分来年度の予算に組んでいると

思うんですよ、約12億円と。今回補正がついたので、補正のほうが有利ですので、拠点

整備が６億円と、それから地方債、それは６億円と。そうすると、そっちが採択されれ

ば、それが優先的になるのかなと私は捉えているので、来年度どっちかを落とさなけれ

ばいけませんので、来年度ね、31年度どっちかの予算を落とさなければいけないと。そ

ういう意味で、当初の要望した金額のほう落とすのかなと。今で言ったら、補正と当初

予算と両方かぶっているので、私どうしても理解できなくて、どっちがどっちなのかな

というので今確認したいなと思って質問させてもらっています。その点について、答弁

お願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 暫時休憩します。 

（午後 １時３９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４２分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 今回の道の駅の財源充当でございますけれども、１つには、平

成30年度のこの拠点整備交付金というのが国の補助制度としてございます。これが非常

に有利だというところでございまして、これは今現状で手を挙げておりますけれども、

採択になるか、採否はここ１週間、10日ぐらいに出てくるということで、それを採択に

なっていただきたいなという思いで今回補正は上げさせていただいて、繰越明許させて

いただきたいということでございます。これが採択されれば、この予算を使って道の駅

を整備していくということでございまして、一方、道の駅、当初予算でも上げさせてい

ただいておりますので、この当初予算につきましては、こちらが採択になれば、直近の

本会議の場でまた減額、取り下げをさせていただきたいということでご理解いただきた

いと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） その当初予算に出しているのについても、やっぱり申請して

いるんだと思うんですよ。しているのかどうか。これが採択されれば、これでいくのは

わかるんですが、両方申請しているのか、そういうことってあり得るのか、同じ内閣府、

内閣府だと思うんですけれども、それは両方申請して。 
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○議長（杉山幸昭議長） 起債、地方債になっているでしょう、新しい予算書は、申請じ

ゃなくて。 

○１０番（山本和子議員） 国庫支出金がですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 質問続けてください、答えますので。 

○１０番（山本和子議員） 私が持っている資料は、12月19日の説明会の資料で見ている

んですが、そのときには、地方創成交付金を内閣府で、それが５億円というふうに書い

ていまして、北海道地域づくり交付金が１億円と。私それで見ているので、議会には出

されていません。たしか、ないと思うんですが、おおよそ12億円だというので、財源内

訳はなかったんですが、説明会の中でそういうふうに聞いているので、これはじゃ違う

ということですか。私が言うのは町民の説明会、12月19日説明会開いていて、結構財政

問題ですごくやっぱり厳しい質問があったりしたので、これを言っておいて、これが採

択されたとなると、また町民の理解もやっぱり示さなければいけないと思う。有利は有

利でいいんですが、その辺はどうなのか、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 12月19日に示された資料をもとに山本議員さんは今お話をされ

ているということでございまして、まず、財政を守らさせていただいている立場からし

ますと、先ほど来から言っておりますとおり、有利なものを使うということでございま

して、平成30年度の補正につきましては、拠点整備交付金に手を挙げているということ

でございまして、新年度の部分につきましては、起債でございます。そこら辺のところ

が12月19日の説明でちょっと違うんじゃないのということでいけば、それは申しわけご

ざいません、杉原商工観光課長がそのとき委員会等々、町民説明会も説明しております

ので、その部分については、私ちょっと中身が入ってないということもございまして、

説明を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。 

○杉原祐二商工観光課長 ただいまありました、昨年の12月19日の町民説明会のときの資

料で私どものほうでご説明させていただきました。２月18日の常任委員会の公開委員会

でもご説明させていただきましたが、国の２次補正予算がその３日後、12月22日に補正

予算が決定されております。そのときには、地方創成拠点整備交付金がこの国の補正予

算に上がってくるという情報につきましては、我々のほうでつかんでいたところでござ

います。その後、年明けて内閣府のほうに事前相談等をし、申請を上げてきているとい

うような状況でございます。 

  したがいまして、その町民説明会のときには、その創成交付金を使いますというよう
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なご説明をさせていただいたところでございます。新年度の関係のお話でございますけ

れども、この拠点整備交付金につきましては、31年度の国の予算におきましても、当初

では計上されてないんですね。ですから、これも恐らく国で必要に応じて補正はされる

と思うんですけれども、この予算につきましては当初ではかなり厳しいと。かなり厳し

いというのは時期が読めないという意味でございますけれども、そういうことで説明を

させていただいたということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 確認で、来年度については申請したというんじゃなくて、そ

ういう見込みだということで確認させてもらえればいいです。両方申請したのかなとい

うふうに考えて、31年度についてはそれで予算組んでいますので、そう思ったんです。

見込みということで確認してもらえれば、それでいいです。 

○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 31年度につきましては、国の31年度の予算において地方創成拠

点整備交付金につきましては、当初でいわゆる設計がされていないという状況でござい

ますので、申請は厳しいだろうという判断のもとに北海道の交付金、それと過疎債を活

用して事業を進めたいというような思いで、新年度予算に計上しているところでござい

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいですか。新年度予算書にはそのように、説明のように

載っていますので。 

  ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 財源についてどういう議論したのかちょっとわからないんで

すけれども、これは出し方がいろいろあるんですね。ぜひ今の地方創生交付金でやりた

いと、上士幌はそういう努力もしてきたし、そういった要請もしてきたんだからという

形で繰越明許費で出しておいて、次年度の予算には出さなくて、もしこれが落ちたら、

残念ながら外れたので第１次補正で出す、あるいは最終日に出すということだって、第

１次補正出すことできますから、そういう取り扱いもできるんだと思うんです。 

  ただ、僕らが一番思わなければいけないのは、今回の財源内訳と、これがだめであっ

たときに過疎債を対象とする、あるいは道の交付金等を対象とした形で財源を組む場合

に、どのぐらいの違いがあるのか。つまり、国の補助金の率は変わるのか。そういうこ

とをきちっと知った上で今決めないと、財源というのはまずいと思うんです。 

  地方創生交付金のいわばハードの部分というか施設に関する交付金については、一般

財源50％ですけれども、一般財源の部分も特別地方交付税等の折り込みがあるというふ
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うに僕は理解をしているんですが、そういう形でやるのがベストだと考える、時期的に

もベストだと考える。だとすれば、当初予算については新聞等にも出る部分ありますか

ら、町民なんかも誤解をする可能性があるとすれば、本来はそういう出し方だって財源

上はできるんです、できると僕は思っているんです。できないというなら、その理由も

含めて説明してほしいと思うんだけれども。 

  だから、やっぱり町民にわかりやすくということをひとつ考える。議会としては、今

回の出された予算を可決をし、総務省が３月中旬というふうに言っているやつで、残念

ながら上士幌は今回の交付金には外れましたということになれば、過疎債対象の今新年

度予算に載っている内容で、この事業をそれでもやるんだという意思のあらわれだと思

えば理解はできないわけじゃないですけれども、総額幾ら幾らというのに12億円という

のは、やっぱり見た目の大きな影響があるということを踏まえれば、対応は考えてよか

ったのではないか。今回なぜこのような形にしたのかという理由を説明してほしいのが

１点。 

  もう一点は、きょう出ている、この30年度の補正予算の財源内訳と31年度当初予算に

出ている財源内訳を考えると、自主財源と言われる分だとか、国の補助金というか支出

金に係る部分とかの比率はどうなるのかというのを、ちょっとお答えをいただきたいと

思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで15分間休憩といたします。再開は５分前の予鈴をもって

お知らせします。 

（午後 １時５２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０４分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 答弁のほうからお願いします。 

  杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 この道の駅の整備に関する、この事業の財源等のお話のご回答

になります。 

  まず、今回の補正に関してでございますけれども、まず、佐々木議員のほうから最終

日の補正という補正の時期のお話をいただきました。実は、先ほどご説明いたしました

起債を借りるのにこの初日でなければ間に合わない、最終日であれば申請の期限が過ぎ

てしまうということで、この初日のほうに上げさせていただいているということを、ま
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ずご説明させていただきたいと思います。 

  その上ででございますけれども、この30年度の今回計上させていただいている補正で

ございますけれども、まず、整備費の約12億円のうち２分の１が拠点整備交付金で国庫

からいただけると、それが約６億という形になります。残りの６億を補正予算債の起債

で借り入れるという形になりますが、先ほどのシェアオフィスでもお話ありましたけれ

ども、その起債借りる分も後に交付税措置がされるので、実質的には町の一般財源の持

ち出しが極めて少なくなるという形になります。 

  それと、31年度当初予算の部分でございますけれども、現状、道の交付金１億、それ

と残りにつきましては過疎債を借りるという形で、過疎債につきましては、ご承知のと

おり交付税措置が70％ございますので、その場合は実質約３億5,400万という形になり

ますので、30年度補正の交付金を使ったほうが極めて有利という形で今進めているとい

うことでございます。 

  その計上の仕方等につきましては、企画財政課長よりご説明いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 今、計上の仕方ということでの説明ということでございます。

先ほど来からご説明させていただいているところでございます。 

  まず、今説明させていただいたように、やはり有利なものを求めていくというのが拠

点整備交付金ということでございます。これは、先ほど来からありますけれども、２次

補正で急ぎでありますけれども、出た以上はやっぱり有利なものということで今日に至

っていると。道の駅の整備につきまして、この30年度繰越明許、それと新年度の部分と

いうことで、財源としては今３億5,000万の差が出るという話はさせていただきました

けれども、この道の駅事業につきまして、やはり平成31年度で建設に向けたいというこ

とでございます。もしかすると、拠点整備交付金ありきということでいけば、また、12

月の末、20日ぐらいに出るんではないのかという予想もこれはできなくもないですけれ

ども、これは今示されておりません。やはり今最大限できるもの、３億5,000万をどう

捉えるかというのは当然ありますけれども、今やれるところは財源措置していくべきだ

ろうという考えでございまして、30年度の繰越明許と31年度の当初予算にこのような形

で設けさせていただいているというのが今々の話でございます。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 一定程度わかりました。 

  ただ、先ほど私が言ったように、１つはこの事業採択、委員会での説明の中では３月
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上旬に事業採択が公表されるという、今定例会の会期内にそれが公表されれば一番いい

ことで、それに上士幌が入っていれば、この事業が予定どおりスムーズに。ただ、考え

なければいけないのは、もしこれに外れることがあれば、自主財源で３億と言いました

ね、今ね、そういう格差が起きても、それでもここまでの道の駅の計画を進めてきたの

で、行政としては今年度当初の中で着工したいという意思をきちっと示すということが

大事ではないのか。それを議会としても踏まえた上で、採決に臨むということだと思う

んですね。そういうことがきちっとわからないままやるというのは、僕はまずいことで

はないかなというふうに思ったんで、お聞きをしました。 

  それで、事業採択、これ今会期内に出るというような判断をしているのかどうかも含

めて、これは総務省でいつ発表するかというのは総務省の全体的な動きだというふうに

思いますので、今国がこういった国庫補助金というか国庫支出金について、第２次補正

ということで非常に厳しい期間の中で出さなければいけない。次年度はいろんな選挙が

あるから、自民党もその辺というか、今の政権もその辺有利に働くようにはやるんだろ

うなというふうに僕なんかは予測をしているわけですけれども、事務処理も非常に大変

だろうし、ここまで積み上げるのにも大変苦労があったんだろうというふうに思うんで

すが、会期末までに大体見通しがつくという予測を持っているのかどうかだけ最後にお

聞きをして、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 きょう３月５日ですね。上旬といえば上旬ですので、20日まで

あと15日ありますので、私は何とか内示含めて出てくるんではないかなというふうに思

っております。その際には、歳費、どちらに転んだといたしましても、議会のほうにお

時間をいただきながらご報告のほうをさせていただければと、そのように思っておりま

す。 

  それと、もう一点よろしいでしょうか。３億5,000万の財源、過疎債を借りて、それ

の支出をしなければならないというところで、これは非常に大きな額です。もう少しさ

かのぼってお話しさせていただきますと、総合計画を立てて、それと財政計画を立てて、

総合戦略も立てながら今日に来ております。その中におきましては、この拠点整備交付

金事業ないんですね。なくても、やはりこれは必須事業として、町長の政策事業として

やらなければならないと。そこで有利なものは何なのかということになると、やはり過

疎債、借金をしながら70％の交付税措置でも、やはりこれは今後の見通しを立てたとき

には必要だというところで、私は来ていると理解しております、記憶しております。 

  その過程において、こういった有利な拠点整備交付金なるものが、普通であればハー
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ドはなかったです。ですけれども、一連のソフト事業の展開とともに横展開を含めて、

これがハードとしてまちづくりに寄与できると、地方創生に寄与できるということであ

るんであれば、これはハードも認めましょうということで来た制度だと私理解しており

ますので、なくてもやっぱりやって、その中で有利なものが出てきたというところでい

くと、やはり私ども事務方としてもその辺はやっぱりアンテナ高くして、やはり少しで

も財源負荷がかからないようにという現状から、このような話になっているということ

でご理解いただければと思います。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、質疑ありますか。よろしいですね。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、土木費及び消防費に入ります。 

  62ページから67ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

  ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 今回除雪対策事業で477万5,000円補正されて予算が出ている

んですけれども、今回の補正を立てた内容というか、見通しも含めていろいろあるんだ

ろうと思うので、この説明をお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 

○名波 透建設課長 ただいまの質問にお答えします。 

  皆さんおわかりのとおり、ことしに限っては積雪、降雪、それから気温も高いという

ことで、除雪費に関しては例年に比べるとかなり低い数字になっています。昨年に比べ

ますと、稼動日数、それから一斉除雪等比較して、約半分程度かなというふうに感じて

ございます。ただ、全く何もしてないかというと、防滑材の散布ですとか、２月にやっ

ぱり降雪もあって吹雪等の対応には当たったということで、全く何もしないわけではな

いんですけれども、今回補正させていただいたところでいきますと、同じようなこの気

候がずっと続けば、多分この補正予算は使うことはないだろうなというふうに感じてお

ります。 

  ただ、これから農作業の融雪剤の散布、それの作業が始まってくるというふうに思っ

てございまして、それには今、冬の間あけていなかった町道の除雪が必要になってきま

す。それから、ことしに限ってはナイタイテラスの新設に伴いまして、通常であれば４

月に入ってからナイタイ高原牧場の上のほうの除雪に当たるんですが、３月中から作業

したいということでございますので、そういった作業。それから、３月には過去何度か

大雪も当たっていると思いますので、そういったものに対応していきたいということで、
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今回補正をさせていただきました。よろしくお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、ありますか。 

  10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 66ページの町営住宅の補修事業なんですが、250万補正され

ておりますが、これは新たな補修ではなく足りない分の補修なのか、その辺について質

問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 

○名波 透建設課長 公営住宅の補修事業でございますけれども、近年かなり老朽化が進

んでいまして、各団地の給排設備及び給湯器、それから換気扇、これらに関しては機器

類が古いためにメーカーの部品供給がもうないということでして、何かふぐあいが起き

たときには全部取りかえというのがふえてございます。それに関してかなりふえている

という状況と、やっぱり１月から３月にかけては給湯器の稼働率も高くなりまして、例

年故障の個数が大分ふえていると。それから、年度末に当たって入居、退居がふえてい

くということで、今回補正をさせていただきました。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 今回の補正についてはわかりました。 

  あと、結構寒い日が続いたりして、水道管が天井張っているとかいろんなことあって

結構凍結することもあったと、そういうこと、今年度無理なんですが、それも含めて結

構そういうのを何例か聞いているものですから、そういうことも含めて、今回の事業に

は入ってないと思うんですが、来年度に向けてよろしくお願いいたします。答弁があれ

ば、お願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 要望で。新年度予算でまたやってください。 

  ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） 62ページなんですけれども、この地籍調査事業で減額506万円

というふうになっていますけれども、これは多分山というのか農村部の北門地区か、今、

萩ヶ岡、清水谷いっているのか、ちょっとわかりませんけれども、その500万というこ

とはやることをやって減額して安くなったというのか、それともやっていなかったのか、

その辺のちょっと内容をお知らせください。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 

○名波 透建設課長 地籍のご質問でございますけれども、当初は予算立てしておりまし

た地区、全部ができてはいない状況です。といいますのは、国の事業費に手を挙げてお

りまして、国の予算ですね、それが満足につかなかったということもありまして、当初
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に比べると範囲的にはちょっとしぼめてやっているということと、それから、これは入

札で執行しておりますので、その入札の執行残が出て、今回の減額になっているという

ことでご理解いただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） 縮小しただけで順調にやっているという捉え方でいいのかな。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 

○名波 透建設課長 地籍の進捗状況でございますけれども、平成30年度末現在、町の面

積としましては694キロ平方メートルほどございまして、そのうち対象になっているの

が216キロ平米ということで、かなり前にやっている部分、それからこれから先進む部

分含めまして対象地区は216キロ平米と。それから、その中で調査済みのところは150キ

ロ平米ほどということで、進捗度としては69.6％、約70％ということになってございま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、教育費に入ります。 

  68ページから77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） 70ページの子どもの学び充実事業1,058万円の減額について

質問いたします。 

  それともう一点は、土曜学習の関係で、予算的には多分半分ほど減額されているかと

思います。それについてと、それから、当初は100何万かけたのが、来年も25万という

ふうになっていますが、この事業についてどんなふうにこれからしていくのか、質問い

たします。 

○議長（杉山幸昭議長） 石王教育推進課長。 

○石王良郎教育委員会教育推進課長 まず、私のほうからは、子どもの学び充実事業の関

係でお話ししたいと思いますが、この中で小学校、上士幌小学校の少人数学級教諭を当

初４名を見ておりました。町費の職員で４名で見ていたんですが、４名ということは、

今６学級、６学年ある中でそのうち４学年について２クラスに、上士幌は35人以下学級

ということと１、２年生は２クラスに分けるということをやっていますので、それで配

置を考えていたんですが、人数は転入とかいろんなことがあって変動しますので、その

中でその４学級のうち２学級が道費の職員がついたということになりますので、差し引

き町のほうは４名でよかった町費の職員が２名ということになりましたので、その残り
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の２名分については減額ということで、それが1,000万ということになっております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 須田生涯学習課長。 

○須田 修教育委員会生涯学習課長 土曜学習についてですけれども、土曜学習事業です

けれども、土曜学習事業につきまして英語、それからサイエンス、それから地域学とい

うかふるさと学習ということの講師謝礼等の金額を計上させていただいておりましたけ

れども、今年度、土曜学習事業自体は当然実施しているんですけれども、実施の内容と

しては英語が３回、ふるさと学習が１回、それからサイエンスが今後１回あるんですけ

れども、ということで実施あるいは実施予定でおります。 

  減額については、他のうちの社会教育事業ですね、土曜日の事業等も多々ございます。

そちらのほうとの役割分担というか、その辺で土曜学習事業については、やれる土曜日

について実施してきたという形になります。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 学びの森の関係では、当初からそういう説明があったのは記

憶しているんですが、道採用のできればそっち、もちろんそうですね、優先的になるの

で、ただそれ来年度についてもそのままになれば、先生については要するに町費で採用

されるのと道費で採用されるのと、その方の身分全く違いますので、給料も違いますの

で、それはやっぱり道費のほうの優先で多分今年度実現して、また来年度も多分そのよ

うにいくのかというふうに確認させてもらってよろしいですか。 

  それから、土曜学習なんですが、当初結構いろんな、週２回ぐらい国語とかいろんな

ことやってきたと思うんですが、結構子供たちも忙しいといいますか、いろんな興味が

あるので、この事業そのものもやっぱりいろんな事業とかぶったりすると回数自体はそ

んなに多くはないと、昔に比べたら。昔はもう100何万、120万ほどをつけていた事業な

んですが、だんだん、ことしは42万つけて半分になって、来年度見たら25万というふう

になっていますので、もうちょっと検討の余地もあるんじゃないかとして、質問いたし

ました。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 須田生涯学習課長。 

○須田 修教育委員会生涯学習課長 土曜学習事業につきましては、今、山本議員おっし

ゃったように、ここ２年間、あと来年度の予算も含めて予算額推移してきております。

２年前は全体委託ということでＮＰＯ、民間のＮＰＯのほうに英語サイエンスを年間委

託していたということで予算額がふえていたということでございまして、平成30年度に
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つきましては、それを見直して、必要な分だけということで１回の報償費という形で予

算を見させていただいています。来年度についても、さらに見直しをかけまして、必要

な予算という形で減額にはなっておりますけれども、必要な部分を計上させていただい

ているということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、災害復旧費及び公債費に入ります。 

  78ページから79ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、給与費明細書は80ページから86ページまで質疑を行いま

す。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、地方債に関する調書は、87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、10ページから23ページまで一括

して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の総括表は、８ページから９ページまでを

一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、一般会計補正予算書の１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。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第１号平成30年度上士幌町一般会計補正予算（第

９号）の質疑を終わります。 

  次に、特別会計補正予算の質疑を行います。 

  特別会計の質疑は、会計ごとに歳入歳出一括して質疑を行います。 

  初めに、議案第２号平成30年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、

88ページから103ページまで一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第２号平成30年度上士幌町国民健康保険特別会計
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補正予算（第４号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第３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３号）は、

104ページから108ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第３号平成30年度上士幌町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第３号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第４号平成30年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第５号）は、109

ページから121ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第４号平成30年度上士幌町介護保険特別会計補正

予算（第５号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第５号平成30年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第４号）は、122

ページから127ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第５号平成30年度上士幌町水道事業特別会計補正

予算（第４号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第６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４号）は、

128ページから139ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第６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４号）の質疑を終わります。 

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

する総括質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

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

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、町理事者に対する総括質疑を終わります。 

  以上をもって、議案第１号から議案第６号までの平成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。 
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  初めに、議案第１号平成30年度上士幌町一般会計補正予算（第９号）の討論を行いま

す。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

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

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第２号平成30年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）の討

論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

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

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第３号平成30年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（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３号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第４号平成30年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第５号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第４号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 
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  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第５号平成30年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第４号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

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

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第６号平成30年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）の

討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

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

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第17、議案第７号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  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７号特別職の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と

内容をご説明申し上げます。 

  例規集は、第５編給与、第１章報酬、費用弁償をご参照願います。 
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  今回の改正につきましては、平成30年12月定例議会において上士幌町監査委員条例の

一部が改正され、監査委員は議員のうちから選任しないこととなったことから、監査委

員の報酬について改正するものであります。 

  具体的な改正内容についてご説明いたします。 

  議案第７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。 

  別表第１の監査委員について、代表監査委員月額９万5,000円、委員月額８万6,000円

に改正するものであります。 

  なお、附則として、この条例は、平成31年５月１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７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７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７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７号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第18、議案第８号災害弔慰金の支給等に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 ただいま上程されました議案第８号災害弔慰金の支給等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容についてご説明申し

上げます。 

  町例規集は、第７編民生、第１章社会福祉をご参照願います。 
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  提案の理由でありますが、平成31年１月30日に災害弔慰金の支給等に関する法律が改

正され、平成31年４月以降において保証人の有無や、これまで３％とされていた災害援

護資金の貸付利率について、市町村が条例で定めることとされました。 

  また、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の改正により、災害援護資金の償還方

法等についての見直しがされております。 

  これらを踏まえ、所要の改正を行うとともに規定の整備を行うものであります。 

  別紙資料の議案第８号関係の災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例、

新旧対照表をごらんください。 

  第14条において、１号で新たに保証人を立てることができる規定を定め、第２号にお

いて利率をこれまで年３％としていたものを、保証人を立てる場合には無利子とし、保

証人を立てない場合には1.5％に改めるものであります。同条第３号において、保証人

は連帯して責務を負担するものとし、その保証責務に違約金を包含すると規定するもの

であります。 

  第15条においては、第１号で償還の方法について、年賦償還と半年償還のほかに月賦

償還を新たに加えるものであります。 

  なお、附則では、施行期日を平成31年４月１日とし、経過措置といたしまして、この

改正以前に対象となった災害弔慰金の支給等に関しては、以前の規定によるものとする

ものであります。 

  以上、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その

提案理由と内容についてご説明いたしました。ご審議いただき、ご可決くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第８号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  ４番、佐藤曻議員。 

○４番（佐藤 曻議員） ここで、保証人を立てる場合は無利子なんですけれども、立て

ない場合は1.5％とありますけれども、これの債務保証等についてはどうなっているの

かを確認したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 連帯保証人という形で保証を入っていただきますので、債務保

証の責務を包含するという形になります。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、佐藤曻議員。 

○４番（佐藤 曻議員） すみません、保証人を立てない場合は1.5％になっていますけ
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れども、こちらのほうの債務保証はどうなっているのかを、ちょっと確認したいと思う

んですけれども。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 ちょっとお時間いただいてよろしいでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 暫時休憩いたします。 

（午後 ２時３８分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時３９分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 失礼いたしました。 

  債務保証の関係でございますけれども、保証人を立てる場合は無利子ということで、

保証人が債務保証を行うということでございまして、保証人を立てない場合につきまし

ては1.5％の利率となりまして、そのご本人が全て責任を負うという形になりまして、

もし返還ができないようなことがあれば、当然町のほうにも負担が及ぶという考えにな

るかと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいですか。 

  ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、議案第８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８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８号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第19、議案第９号上士幌町農業環境管理施設条例の一部を
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改正する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 ただいま上程されました議案第９号上士幌町農業環境管理施設条例

の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由と内容についてご説明申し上

げます。 

  町例規集は、第８編産業、第２章農林をご参照願います。 

  上士幌町農業環境管理施設につきましては、道営担い手育成草地整備改良事業等によ

り整備した家畜ふん尿処理施設であり、北海道との土地改良財産の譲与契約に基づき町

の行政財産として登録し、施設の使用に当たっては上士幌町農業環境管理施設条例に基

づき管理されておりますが、土地改良財産譲与契約書第５条第２項に定めた指定期間で

ある15年を経過する施設については譲渡の対象となることから、本条例の別表から該当

する施設を削除し、行政財産としての用途廃止を行うものであります。 

  内容につきましては、お手元の議案第９号関係の新旧対照表をご参照願います。 

  改正前の別表のうち、下線を引いた部分の上士幌町地区第１号施設、上士幌地区第２

号施設を削除し、改正後の別表に改めるものであります。 

  なお、本条例の一部改正案がご可決いただけましたら、別表より削除されます施設に

つきまして、本定例会最終日において地方自治法第96条第１項第６号の規定に基づき、

議会の議決を経て、施設の譲渡先である使用責任者への無償譲渡を行う予定であります。 

  以上、議案第９号上士幌町農業環境管理施設条例の一部を改正する条例の制定につき

まして、その提案理由と内容についてご説明申し上げました。ご審議の上、ご可決くだ

さいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第９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９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９号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第９号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第20、議案第10号上士幌町営土地改良事業経費賦課徴収条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 ただいま上程されました議案第10号上士幌町営土地改良事業経費賦

課徴収条例の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由と内容についてご

説明申し上げます。 

  町例規集は、第８編産業、第２章農林をご参照願います。 

  提案の理由でありますが、土地改良法が昨年の６月８日に一部改正され、本年４月１

日から施行されることに伴い、特別徴収金に関する条項が繰り下げられることから、こ

の条項を引用し定めている上士幌町営土地改良事業経費賦課徴収条例の一部を改正する

ものであります。 

  お手元の議案第10号関係、新旧対照表をご参照願います。 

  改正前の第１条中、第36条の２第１項を、改正後の第36条の３、第１項に改正するも

のです。 

  以上、議案第10号上士幌町営土地改良事業経費賦課徴収条例の一部を改正する条例の

制定につきまして、その提案理由と内容についてご説明申し上げました。ご審議の上、

ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第10号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、議案第10号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第10号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第21、議案第11号中小企業融資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11号上士幌町中小企業融資条例

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。 

  中小企業融資条例は、中小企業の育成振興及び経営の合理化を促進し、事業運営の基

礎となる金融円滑化を図る融資制度でございます。融資枠は、町が金融機関に預け入れ

る預託金の３倍に当たる３億円までとしております。 

  提案理由ですが、中小企業融資条例に新たに小口融資資金枠の追加を行い、貸付条件

の緩和を図るものです。 

  具体的な改正内容についてご説明いたします。 

  議案第11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３条の資金の種類について、これまでの一般融資資金に加え、小口融資資金を規定

いたします。 

  第４条の融資の対象では、第１項で一般融資資金としてこれまでの対象について規定

し、新たな第２項で小口融資資金の対象を、国の全国統一保証制度として中小企業信用

保険法の小口零細企業保証制度の保証を利用するものといたします。新たな第２項の追

加により、従前の第２項を第３項といたします。 

  第６条の貸付条件等について、第１号で一般融資資金としてこれまでの対象について

規定し、新たな第２号で小口融資資金は運転資金及び設備資金と合わせて融資総額は

2,000万円以内とする。ただし、保証協会の既存の保証つき融資残高等との合計で2,000

万以内となる新規融資に限るを加えます。また、新たな第３号では、２つの種類の融資

を受けようとする場合は、各資金の上限額を超えない範囲で貸し付けすることができる

と規定いたします。 

  次に、第６条第４項中、北海道信用保証協会を保証協会に改め、同条第５項中、貸し

付け前に一般融資資金を加えます。 
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  なお、附則として、この条例は、平成31年４月１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11号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、議案第11号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第11号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第22、議案第12号上士幌町水道事業給水条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  名波建設課長。 

○名波 透建設課長 ただいま上程されました議案第12号上士幌町水道事業給水条例の一

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

  町例規集は、第９編建設、第４章水道、上士幌町水道事業給水条例をご参照願います。 

  このたびの条例の一部改正につきましては、学校教育法の一部が改正され、平成31年

４月から専門職大学が創設されることに伴い、本町水道事業給水条例で規定する水道布

設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準を定める条文について改正を行うものであ

ります。 

  主な改正内容ですが、配付させていただきました議案第12号関係、上士幌町水道事業

給水条例の一部を改正する条例、新旧対照表をごらんください。 

  改正に伴う適用条項等の変更及び文言の整理等についての説明は省略させていただき、

主な改正についてのみご説明申し上げます。 
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  第39条において、専門職大学は前期課程と後期課程に区分され、前期課程の修了者は

短期大学の卒業者と同等の教育水準とされることから、専門職大学の前期課程の修了者

が短期大学の卒業者と同様の資格要件を満たすこととなるよう、布設工事監督者の資格

基準について加えてございます。 

  第40条においても、前39条と同様の理由により、水道技術管理者の資格基準を改正す

るものでございます。 

  附則としまして、改正条例の施行期日につきましては、平成31年４月１日から施行す

ることといたします。 

  以上、議案第12号上士幌町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について、

その提案理由と内容についてご説明させていただきました。ご審議の上、ご可決くださ

いますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第12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12号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第12号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで15分間休憩といたします。再開は５分前の予鈴をもって

お知らせいたします。 

（午後 ２時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。 

（午後 ３時０７分） 

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

◎議案第１３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第23、議案第13号上士幌町肉用牛及び乳用牛生産振興資金
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貸付基金条例を廃止する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 ただいま上程されました議案第13号上士幌町肉用牛及び乳用牛生産

振興資金貸付基金条例を廃止する条例の制定につきまして、その提案理由と内容につい

てご説明申し上げます。 

  町例規集は、第６編財務、第２章契約財産をご参照願います。 

  提案の理由でありますが、本基金条例につきましては、本町の肉用牛及び乳用牛の生

産振興を図る目的を持って素牛の購入または自家保留に充てる資金の貸し付けを行うた

め、町と農協が２分の１ずつを拠出して基金を造成することとし、昭和48年３月に制定

されたものであります。 

  しかし、この基金につきましては、町の監査において基金に属する現金の管理運用が

地方自治法第241条に定める管理運用となっておらず改善が必要との指導を受けたこと

から、平成25年度をもって新規の貸し付けを終了し、平成26年度からは貸付金の回収の

みを行い、回収を終えた後に基金を処分することとしており、昨年の11月30日をもって

貸付金の回収が終了したことから、本基金条例を廃止し基金を処分するものであります。 

  お手元の資料、議案第13号関係をご参照願います。 

  処分予定日は、平成31年３月13日を予定しております。最終的な基金残高は１億115

万2,126円となり、その２分の１であります5,057万6,063円を町と農協にそれぞれ戻すこ

とで最終的な処分とします。町に戻す処分額につきましては、一般会計に繰り入れいた

します。 

  なお、附則の１といたしまして、この条例は、平成31年３月13日から施行するものと

し、附則の２といたしまして、上士幌町農業振興審議会条例第２条第１号にある本基金

条例に関する条項を削除し、２号以下を繰り上げるものであります。議案第13号関係、

２枚目の上士幌町農業振興審議会条例の一部改正、新旧対照表をご参照ください。 

  以上、議案第13号上士幌町肉用牛及び乳用牛生産振興資金貸付基金条例を廃止する条

例の制定につきまして、その提案理由と内容についてご説明申し上げました。ご審議の

上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第13号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、議案第13号に対する質疑を終結いたします。 
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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13号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第24、議案第14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。 

  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14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、上士幌町ナイタイ高原牧場観光施設を当該条例

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の指定管理者の名称は、株式会社Ｋａｒｃｈ。 

  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観光施設、

河東郡上士幌町字上音更128番地５。 

  ３、管理を行わせる期間、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、（１）で施設の維持及び管理に関する業務、（２）観光客への

利用サービスに関する業務のほか、町長が必要と認める業務でございます。 

  続きまして、お手元の資料、議案第14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観光施設の指定管理者の選定に至る経過で

ございます。 

  平成31年１月25日に開催されました指定管理者選定委員会におきまして、審査の結果、

これまでの経過を踏まえ、公募のよらず株式会社Ｋａｒｃｈが指定管理者候補として選

定されたものでございます。同日に、株式会社Ｋａｒｃｈに対し町の考え方の説明と関



－69－ 

係書類の提出について依頼を行い、１月31日には必要書類一式の提出がございました。 

  ２月６日に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の審

査の結果、内容について承認されております。 

  ２ページ以降につきましては、選定委員会における審査資料でございます。Ｋａｒｃ

ｈから提出されました事業計画書より抜粋しているところでございます。２ページ目に

は、施設の管理に関する基本方針、３ページ目には事業計画、自主事業について記載さ

れております。４ページは、管理に係る３年間の収支計画書の総括表、５ページ目には、

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ございます。 

  説明については、省略させていただきます。 

  以上、議案第14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。ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第14号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 収支決算の関係で質問したいと思うんですが、指定管理費に

ついては、それなりの根拠を持って案分して、町が指定管理、委託費用を払うことはこ

れはこれでいいと思うんですが、最終的には自主事業の中で利益を生まないといけない

ということで、この数字については、そこも含めて選定委員会の中では十分検討し、十

分やっていけるというふうに判断したのかどうか、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 選定委員会におきまして、株式会社からの説明、Ｋａｒｃｈか

らの説明も受けながら、この収支計画につきましては、維持できるだろうというような

ことで判断をさせていただいております。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） これからオープンしてからのことですので、１年目を見てど

れぐらいになるかと、それから、２年、３年と、それによって収入がふえていけば、そ

れによって管理委託費を減額していくというふうになると思うんですが、その点につい

て３年かけてですので、これはこれとして、どんなことがあっても３年間委託するわけ

ですので、その辺も含めて十分、今回についてはよろしいんですが、31年、来年度、そ

れから32年度含めて、この経営についてきちんと町のほうでも把握しながら進めてほし

いなと思っています。 



－70－ 

  以上です。 

○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 株式会社Ｋａｒｃｈのこの経営という部分につきましては、町

のほうとしても情報の共有を図りながらこの中身を見てまいりたいというふうに考えて

おります。また、必要に応じて議会等にも、現在出資比率50％以上でございますので、

毎年度ご報告の義務がございますので、そういった形で報告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） ほか、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

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

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

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

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１５号から議案第２０号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第25、議案第15号平成31年度上士幌町一般会計予算、日程

第26、議案第16号平成31年度上士幌町国民健康保険特別会計予算、日程第27、議案第17

号平成31年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算、日程第28、議案第18号平成31年度

上士幌町介護保険特別会計予算、日程第29、議案第19号平成31年度上士幌町水道事業特

別会計予算、日程第30、議案第20号平成31年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算、

６件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  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15号から第20号までの平成31年度一

般会計並びに各特別会計予算の内容を申し上げます。 

  初めに、予算編成方針の要点でございます。 

  国は、平成31年度地方財政対策において、地方の安定的な財政運営に必要となる地方
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の一般財源総額は平成30年度を上回る額を確保することとしており、地方交付税につい

ては1.1％、約1,724億円の増としております。 

  本町におきましては、平成30年度普通交付税の額が対前年比1.4％、3,672万5,000円の

減となり、平成31年度においても地方税増収の影響等により前年を下回ることが予想さ

れます。 

  このような中、第５期総合計画における5,000人のまちづくりを目指すための６つの

目標を実現するための施策はもとより、本町の喫緊の課題である人口減少と地方創生に

対する重点施策であり１期目の最終年を迎える、上士幌町人口ビジョン・総合戦略の５

つの基本目標である、地場産業で地域の活力を生み出すまち、子育て・教育の充実した

まち、健康で安心して暮らせるまち、移住定住による人口減少を食いとめるまち、小さ

な拠点形成を目指すまち、さらにプラスワンとして掲げた生涯活躍のまちを達成するた

めの施策を重点テーマとし、積極的に推進することを方針としたところでございます。 

  それでは、平成31年度各会計予算編成の概要についてご説明申し上げます。 

  平成31年度の予算規模は、一般会計及び５特別会計の総額で126億8,887万1,000円とな

ってございます。前年度当初予算と比較いたしますと、28億3,120万6,000円、28.7％の

増額となっております。 

  一般会計につきましては、108億2,663万4,000円、前年度対比で29億245万1,000円、

36.6％の増額でございます。 

  歳入のうち町税につきましては、７億4,411万4,000円、前年度対比4,226万7,000円、

6.0％の増額でございます。 

  地方交付税につきましては、27億2,370万4,000円、前年度対比6,270万4,000円、2.4％

の増額でございます。 

  国庫支出金につきましては、15億7,423万6,000円、前年度対比６億7,664万円、

170.2％の増額でございます。このうち主なものは、高度情報通信網整備事業に係る国

庫補助金として７億6,313万2,000円でございます。 

  寄附金につきましては、15億2,000円、前年度対比５億2,596万円、54.0％の増額でご

ざいます。 

  繰入金につきましては、11億7,730万6,000円、前年度対比8,745万7,000円、8.0％の増

額でございます。このうち主なものは、財政調整基金からの繰り入れは７億6,197万

2,000円、ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金から１億6,828万円、公共施設整備基

金から１億2,194万7,000円でございます。 

  町債につきましては、24億6,980万5,000円、前年度対比14億4,076万7,000円、140.0％
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の増額でございます。このうち主なものは、道の駅整備事業が10億990万円、高度情報

通信網整備事業が７億6,310万円でございます。また、臨時財政対策債は、１億1,930万

5,000円でございます。 

  歳出につきましては、新規事業として農村地域及びぬかびら源泉郷の光通信網の整備

事業や、主要公共施設等の公衆無線ＬＡＮ環境整備事業、平成32年度建設予定の消防庁

舎建設事業として実施設計業務経費、中学校体育館トイレ等改修事業などを計上すると

ともに、引き続きふるさと納税推進事業や生涯活躍のまちを推進のための上士幌創生包

括プロジェクト事業、地域包括ケアシステムの充実に向けた各種事業、基幹産業である

農業の基盤整備を初めとする地域産業の活性化対策、交流、移住・定住促進施策として

の移住促進、二地域居住事業、平成32年度開業予定の道の駅整備事業、定住促進賃貸住

宅建設費助成事業や子育て住宅建設費等助成事業などの経費を計上しているところでご

ざいます。 

  次に、国民健康保険特別会計につきましては、７億1,570万2,000円の予算規模で、前

年度対比83万円、0.1％の増額でございます。保険給付費のほか、国民健康保険事業費

納付金などの経費を計上してございます。 

  次に、後期高齢者医療特別会計につきましては、9,787万9,000円の予算規模で、前年

度対比237万円、2.4％の減額でございます。後期高齢者医療広域連合納付金が主な経費

でございます。 

  次に、介護保険特別会計につきましては、５億7,926万7,000円の予算規模で、前年度

対比562万3,000円、1.0％の増額でございます。居宅介護サービス給付費や介護予防・

日常生活サービス事業費、認知症予防経費などを計上してございます。 

  次に、水道事業特別会計につきましては、１億9,498万円の予算規模で、前年度対比

676万3,000円、3.6％の増額でございます。簡易水道施設改良に係る経費などを計上し

てございます。 

  次に、公共下水道事業特別会計につきましては、２億7,440万9,000円の予算規模で、

前年度対比8,209万1,000円、23.0％の減額でございます。下水道施設整備に係る経費な

どを計上してございます。 

  以上、平成31年度一般会計並びに５特別会計の予算編成内容を申し上げました。詳細

は、別途配付の当初予算資料のとおりでございますので、説明は省略をさせていただき

ます。ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

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

成31年度各会計予算の６案は、一括して予算審査特別委員会を設置し、これに付託して
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審査したいと思いますので、各会計の予算案に対する質疑は大綱的な質疑にとどめ、詳

細な質疑は予算審査特別委員会において行うよう、ご協力をお願いいたします。質疑ご

ざいますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上をもって質疑を終結いたします。 

  ここでお諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案第15号から議案第20号までの平成31年度各会計予

算の６件は、議長を除く議員全員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これ

に６件を一括して付託して審査することにしたいと思いますが、これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第15号から議案第20号までの平成31年度各会計予算の６件は、議長を除

く議員全員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに６件を一括して付託

し審査することに決定いたしました。 

  ただいま設置されました予算審査特別委員会の委員長及び副委員長は、委員会条例第

８条第３項の規定により、委員会において互選することになっておりますが、議会運用

例第113条の１の規定により、あらかじめ議会運営委員会において協議いたしました。 

  ここでお諮りいたします。 

  この際、予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選の方法は、議長の指名推選

によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、予算審査特別委員会の委員長及び副委員長は、議長において指名することに

決定いたしました。 

  それでは、指名いたします。 

  予算審査特別委員会の委員長に５番、野村恵子議員を、副委員長に２番、佐々木守議

員を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  予算審査特別委員会の委員長に５番、野村恵子議員を、副委員長に２番、佐々木守議

員を選任することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、予算審査特別委員会の委員長に５番、野村恵子議員を、副委員長に２番、

佐々木守議員を選任することに決定いたしました。 

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

◎散会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしましたので、本日の

会議を終わります。 

  あすからは休会とし、本会議の再開は３月14日木曜日午前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３１分） 
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 ────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 定刻となりましたので、ただいまより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

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

◎議会運営委員会の報告 

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

  議会運営委員長、佐々木守議員。 

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

  議会運営委員会は、３月５日午後３時50分より、委員会室において、議会運営委員全

員の出席をいただき、説明員に副町長の出席を求めて委員会を開催し、本日の議事運営

及び議案の審議方法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。 

  以上で議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで暫時休憩いたします。 

（午前１０時０１分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時０１分） 

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

◎一般質問 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、一般質問を行います。 

  一般質問は、２名の議員から、お手元に配付のとおり報告を受けております。 

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

いたします。 

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

◇ 山 本 和 子 議員 

○議長（杉山幸昭議長） それでは、順次発言を許します。 

  10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 私は大きく２点にわたり、一般質問を行います。 

  １点目、町民の声が生かされる小さくても輝くまちづくりのために。 
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  平成31年度の町政の執行方針を見ますと、地方創生総合戦略５カ年計画において、人

口増など地方創生のモデル的な自治体として注目を集めている。平成31年度は、地方創

生第２ステージとして施策を展開するとなっています。 

  この地方創生は、2040年までに自治体が半減するとの増田氏の自治体消滅論から成る

国の施策で、各種地方創生交付金やふるさと納税金も含め、各自治体は生き残りをかけ

て取り組んでいるものです。 

  さらに、昨年、総務省は自治体戦略2040構想を審議中ですが、人口減少による危機を

乗り越える必要があり、自治体行政の書きかえを構想しています。これは、地方自治を

壊すものだとの批判の声も広がっています。また、国の言いなりの地方創生、自治体戦

略に乗った事業は、行く行くは私たちの自主的なまちづくりを壊すことになるのではな

いかと心配です。 

  平成31年度の主な事業として、道の駅整備12億円、高度情報通信網15億円、まちづく

り会社の委託事業、上士幌シェアオフィス事業などがあり、ほとんどは国の地方創生交

付金や交付税措置のある地方債です。国のお金やふるさと納税等の寄附で町が潤い、そ

れも成果かもしれませんが、まず、町民が輝くこと、町民が大切にされている、町民が

まちづくりに参画しているとの実感できることが必要です。 

  次の３点について質問いたします。 

  １点目、国の地方創生や自治体戦略のあり方は、地方自治をないがしろにする方向に

進むのではないかと思われますが、町長の見解をお聞きいたします。 

  ２点目、町の進もうとする方向が、町民になかなか見えないが、町民にどう理解を求

めていくのか質問いたします。 

  ３点目、町民と直接対話や意見交換等が必要だが、その実績は。町長との対話の日、

行政区との対話、ひと・まちづくり出前講座の開催状況について質問いたします。 

  大きな２点目、質問いたします。 

  ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金活用事業の検証を。 

  ふるさと納税は、個人が自治体に対して行った寄附の額から2,000円を差し引いた額

を住民税や所得税が控除される仕組みですが、寄附先から返礼品が送られ、寄附者が大

変優遇される制度であると思います。この返礼品の競争が過度になる問題が今なお起こ

っています。 

  また、上士幌町のように多額の寄附を受ける自治体もあれば、税収がマイナスの自治

体もあり、総務省はたびたび過度にならないように通達を出していますが、ことし６月

からは、返礼品を寄附額の３割以下の地場産品に限るにする自治体にだけ制度の対象に
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する方針です。どんなに改正しても、税収の奪い合いになるのではないかと思いますし、

日本のどこに住んでも、同じようなサービスができるような税制が望まれます。 

  上士幌町は、平成23年度から返礼品制度を導入し、平成26年度からは一般寄附分をふ

るさと納税・子育て少子化対策夢基金に積み、子育て、教育に活用してきました。平成

31年度の予算も含め、約８億円活用し、今後、平成32年から37年度までの継続事業分の

留保財源を引いても、現在の残額は約６億円となっていますし、平成31年度分の納税額

を加えますと、もっと多額になると予想されます。 

  そこで、使途を決めて、子育てが大事にされる町との方針で、環境整備が充実してき

ました。しかし、大切な寄附が有効に活用されているかの検証を行うべきです。本来な

ら、寄附者の自治体に納められる税金が寄附者のご厚意で上士幌町に納められたと考え

た場合に、大切に使うべきです。既に活用した事業の検証はどうなっているのかお聞き

いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 山本議員のご質問にお答えいたします。 

  まず、町民の声が生かされる小さくても輝くまちづくりのためにであります。 

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

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

課題をもたらしております。このような状況に対し、まち・ひと・しごと創生法のもと、

国、地方が一体的に取り組むこととされたのが地方創生であります。 

  総務省は、平成29年10月に自治体戦略2040構想研究会を立ち上げました。高齢者人口

が最大となる2040年ごろの自治体が抱える行政課題を整理した上で、自治体行政のあり

方を展望し、早急に取り組むべき対応策を検討することを目的に、総務大臣主催により

開催されております。人口減少問題を深刻に捉え、国、地方の今後のあり方を真摯に考

えた地方創生の取り組みの一つだと考えております。 

  本町においても、平成27年10月に上士幌町人口ビジョン・総合戦略を策定し、総合戦

略に基づく各種施策に精力的に取り組んでおります。 

  平成31年度町政執行方針で述べたとおり、総合戦略は平成31年度に最終年を迎えます。

戦略に掲げた施策及び数値目標の評価点検とともに、「観光地域づくりを推進するま

ち」、「ＩＣＴ（情報通信技術）を活用するまち」、食料とエネルギーの自給及び再生

可能エネルギーの地産地消で「持続可能なまち」を目指し、その実現に向け、施策を展

開してまいります。 

  具体的な取り組みであります道の駅整備事業、上士幌町シェアオフィス整備事業など
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につきましては、地方創生拠点整備交付金の採択が決定いたしましたので、町費負担が

ほとんど生じず整備することが可能となりました。引き続き事業を展開する際には、町

財政への負担が少なく済むように努めてまいります。 

  質問の１点目、国の地方創生等の取り組みが地方自治をないがしろにする方向に進む

のではとのご懸念ですが、地方自治体が策定している総合戦略は、その命題を都市部へ

の人口一極集中の是正と人口減少問題の克服としている点におきまして、国も全国の自

治体も同様ですが、戦略に掲げる方針や具体的な施策は、それぞれの地方に必要なもの

として計画し実行されるものであり、国が地方自治をないがしろにするものではないと

考えております。 

  ２点目のご質問につきましては、行政運営や政策展開につきましては、町総合計画に

基づき策定されています総合戦略を含む、下位に位置する各種計画をもとに取り組みを

進めております。これらは広く町民の皆様のご意見をお聞きした上で策定している計画

であり、また、事業に必要な予算は、毎年、議会議決をいただいて執行し、その決算時

には検証等を行い、次年度以降の行政運営に反映してきております。あわせて、政策的

な重要事項につきましては、事業ごとに住民周知と意見聴取の場を持つなど、できる限

りの理解を求めてきております。 

  ３点目の町民対話の日や行政区との対話に関しましては、いつでも相談窓口を開いて

おりますが、改まった形で来庁いただいたり、意見交換会を開催するばかりでなく、日

常的に町民と接する際に、いろいろとご意見を伺うなどして対話の機会を持つように心

がけております。出前講座につきましては、毎年10件から15件以上の要請を受け、開催

しております。 

  私は、住民参加、協働のまちづくりが地方自治のあり方として大変重要であると考え、

これまでも政策運営に取り組んでまいりました。今後とも議員、町民の皆様との対話を

通じ、ご理解をいただいた上で、協働によるまちづくりを進めていきたいと考えており

ますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

  続きまして、ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金活用事業の検証であります。 

  ふるさと納税は、近年、使途を指定する寄附者が増加傾向となっております。その中

でも、子育て、教育分野での活用希望が多くを占めており、本町の子育て、教育の充実

したまちづくりに高い関心を寄せていただいているものと認識しております。 

  ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金につきましては、平成26年３月に、子供が健

やかに生まれ育つ環境づくり及び少子化対策の推進のため、子育て支援及び少子化対策

の事業に特化したふるさと納税・子育て少子化対策夢基金条例を制定し、平成26年度か
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ら活用事業を実施して、ふるさと納税を生かしたまちづくりを推進してまいりました。

これまでの成果として、若い世代の転入率や合計特殊出生率の増加など5,000人のまち

づくりに大きな役割を果たしております。 

  また、これらの活用事業は、人口減少と地方創生に対する重点対策である上士幌町人

口ビジョン・総合戦略の基本目標であります「子育て・教育の充実したまち」に地位づ

けられており、各基本目標における各施策の実施に当たっては、ＰＤＣＡサイクルで事

業管理を行い、検証については、各施策重要業績評価指標（ＫＰＩ）をもとに年２回、

達成度の評価、検証を行っております。また、検証結果は、町ホームページに毎回掲載

しており、広く公表しているところであります。 

  なお、事務事業の検証、評価は、基金の活用事業に限らず、全てにおいて、日常的な

業務の中や議会でもご審議いただいているところでございます。 

  今後とも費用対効果を勘案して、業務を遂行してまいりますので、ご理解賜りますよ

うお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） まず初めに、１点目の問題から質問させてもらいます。 

  自治体戦略のあり方というのは、これは2040の会議が開かれておりまして、既に昨年、

２回ほど答申、中間報告がされているということを、私もいろんな本を読みながら、先

をどう、町長もそうなんですが、国の動きを見ながら町政を進めていると思いますので、

それで、どう進むんだろうかと私も一生懸命本を読みながら勉強させてもらいました。 

  その中で、例えば、今やっている31年で終わる事業もありますが、それ自体は少子化

対策では、上士幌町は人口がふえたりしていますが、全国的には余り進んでいないので

はないかということも含めて、2040の報告書を見ますと、例えば、そのとき2040で、そ

こでピークに人口が減ると、その先どういうふうに自治体を組むかというので、スマー

ト自治体というのが盛んに出てくるんですが、それは、いろんなサービスを、うちの町

ならうちの町だけで完結するんではなくて、例えば隣の町というふうに広域でやると、

圏域というんですか、そういう単位でサービスを行っていくという、いわゆるフルセッ

ト主義をやめるということが要所要所で出てくるんですよ。 

  そうすると、直接合併とか連合ではないんですが、結果的には各自治体のやるべきこ

とを連携でやっていきますので、自治体にそのものの自治といいますか、それが失われ

ていくんではないかという懸念を持っているというのを私は本を読んで、それもあり得

るなというふうに考えました。 

  そこで、じゃ、これは町長の見解というよりも、そういうこともあるんではないかと
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思って、じゃ、何で少子化になったということについて、以前も何回か質問させてもら

ったんですが、少子化になった原因が解決しないと、確かにイメージがどうの、ああだ

こうだ、それはありますけれども、現時点で、少子化になった原因を解決しないと、少

子化の対策にならないと。どんなに町村が頑張って、うちの町はすごい頑張って評価も

されながら、人口増に唯一なっている自治体なんですが、その根本的原因を国が解決す

る方向にいかないと、どんなに頑張っても、それはクリアできないのではないかという

思いで、私は質問させてもらいました。 

  例えば、これはきのうの新聞なんですが、今回、消費税を増税するというときに、イ

ンボイス導入となると、新たに課税業者が161万業者がふえるんではないかと。そうす

ると廃業になるんではないかということも報道されたり、あと、過去にはＴＰＰの問題

があったときに、ＴＰＰを導入しておいて、人口増しろというふうに計画をつくれと言

ったけれども、実際に農家潰しになるんではないかと。今回も消費税を上げたら、業者

が成り行きが難しいというときに、経営が大変だったら、少子化に進むんではないかと

いうことも懸念されるのに、そういうことが逆に行くんではないか。そのことを反省も

なく、人口をふやせということにはならないと私は思っています。その辺についての町

長の見解を聞きたいと思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 今、さまざまな人口減少に向けての将来的な策をどうしていくかという

意味では、いろんな省庁の中でも検討していると。これは2040、このほうついては総務

省の大臣の主体で開催しているということで、基本的には考え方が整理されてきて、今、

お話しなさったようなことが出ているということであります。 

  一つ、今、お話あって、根本的な問題というお話が出ましたけれども、根本的な問題

というのは、今ではやっぱり大都市圏への一極集中というのが人口減少に拍車をかけて

いるというふうに、私としては認識をしているということであります。 

  ですから、これをどのように地方にもう一回、人や企業が行くのかと、行けるのか、

行ってみたいと、こういう環境がしっかりなされなければ、依然として東京のほうに行

くと。2018年の年間の人の人口も、残念ながら首都圏のほうに流入しているということ

で、2018年、2019年にそれが、2020年ですか、転入、転出をゼロにするという目標があ

ったわけでありますけれども、全くその状況から逆の方向に動いているということです。 

  東京に一極集中することによる人口減少というのは、若い方々、特に女性なんかも東

京のほうに移動すると、晩婚になって、そして、結婚してもそこでは出生率、ご存じの

とおり、大都市圏の出生率は極めて低いということです。逆に言うと、地方に来るにつ
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れて出生率は高いというデータがしっかり出ておりますから、そういった意味では、人

口を最小限に減少をとめるという意味では、何といってもやっぱり地方に人が動くと、

地方に若者が住み続けるということが非常に大事だというふうに思いますが、その政策

がまだ見えていないというのが現実だと思います。 

  それは、やらざるを得ない。そこのところが解決しなければ、この人口問題というの

は一向に解決していないということでありますので、それに向けて私どもとしては役割

があると。こういった地方の小さな自治体にとっては、人口減少に歯どめをかける役割

があるんだという大きな認識といいますか、理解のもとでさまざまな政策を打っていく

ことが大切だと、そんなふうに思っております。 

  2040年から、高齢者も少なくなって、全体的に人口が減っていくと。もう地方のほう

ではもはや人口が高齢者も少なくなってきているという状況にありますから、これはも

うこのままだと、まだまだ今のままでいくと、ますます過疎化されていくということで、

平成の大合併があって、半分に自治体が再編されましたけれども、今度は違った意味で、

そうでなくても自治が成り立つのか、こういった懸念がされているということだと思い

ます。 

  そんな中でやる圏域の構想というのは出てきたと思いますけれども、私はこれについ

ては基本的には反対だというふうに考えております。やっぱりそれは自治体の中で基本

的にはできることはやっていくと。ただ、広域的にやることによって、そのことが住民

サービスを低下させることなく行政運営ができるということについては、それはこれか

らもあり得る話でないだろうか。 

  例えば、十勝管内でいうと、広域の消防が再編されました。これは１町だけで災害時

の対応をしていたものを、有事のときにはお互いに助け合って、上士幌に何か２件や３

件事故があったときには、士幌や、あるいは足寄だとかいろんなところから近場のほう

から応援に来ていただく。それは逆のことも含めてそういったことはあるということで

すから、そういったものについては、必要なものがあるだろうというふうに思いますけ

れども、何となくにおいするのは、いわゆる小規模、中山間の自治体の消滅を前提にし

て、中核都市、その辺に広域的な役割を果たそうと、担わそうというのであれば、これ

らについては今までも合併のときからの一貫した考え方でもありますけれども、反対を

するという方向性には変わらないというふうに思っております。 

  スマート社会というのは、これはもう一つは、人口減少の中でも自立するために、あ

るいは、経済がしっかりと成長するためには、いわゆる情報通信技術、これをフルに生

かそうというのが一つあるんだろうと思います。農業も人手が今いないという状況にあ
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りますから、人手でやらなきゃならんということと、それから、ロボットだとか、ある

いは、そういったものが役割を果たすことであれば、それは大事なことでないだろうか

ということであります。 

  そういった意味で、ＩＣＴ、情報通信技術がこれからまだまだ革新的に技術革新がな

されていくということと同時に、人工知能と言われるＡＩだとか、あるいはネットと物

と物とをつないでいくＩｏＴだとか、こういったことも含めながら、人口が少なくなっ

ても自立していくような町というのは大事だというふうに思っております。このことに

ついては、町としても、今までも従来から都市と農村をつなぐために情報通信、ＩＴが

必要だということで進めてきましたけれども、さらにこれが必要だということで、新年

度、農村のほうにも光ファイバー、あるいは糠平地域の光ファイバーを設置させていた

だくというようなことでございます。 

  そういった意味で、2020年、2040年のこのことの課題と、それをどんなふうにして解

決するかということでは、若干、今出されている検討と個人的な考え方との違いがあり

ますけれども、いずれにしても厳しくなるということで、そのときに地方が元気になっ

ていることが国の元気につながっていくという信念のもとで、地方が頑張っていく必要

があるんじゃないかと思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） スマート社会という点では、合理化できるものは町の中で合

理化していくのは必要だと思うんですが、先ほど町長が言いましたように、圏域で考え

て、自分の自治体のサービスを棚上げ、小さくしちゃって、幅を広げていくということ

については反対であるという答弁をいただきました。 

  私も多分、役場の職員の方々のほうが詳しいと思うんですが、これから具体的な32次

地方税制調査会とか何か開かれて、そこの中で具体的なことが多分出てくるんではない

かと、私は思っています。 

  それから、総合戦略は31年で切れますので、もしかしたら、地方創生交付金かわかり

ませんが、新たな補助金なり何かつけながら、何となくまた新しい事業なり何かが出て

くるのかなと、若干心配します。 

  ですから、そのときにはきちんと地方の自治を、サービスを、例えば、これからの課

題でごみの問題も商売もありますが、いろいろあるときに、そこの中でできるだけ町民

が歩いてなり、そこで見えるところでサービスが行き届くような形でやっていかないと、

国からお金が来るからといって、そのことを考えていくと、ちょっと住民自治、地方自

治をないがしろにするんではないかなという意味で、今回、質問させてもらいました。 
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  私も具体的なことはまだ全然勉強しても頭に入らなくて、これから私もいろいろ資料

を見ながら勉強したいと思っています。 

  それについては、具体的な国の方針もまだ決まっていませんので、それは町長の見解

があれば、お聞きしたいと思っていますが。 

  総合戦略の問題なんですが、これは27年10月に策定されたんですが、これも物すごく

早かったと思う、早いというのは、私が先を見込めないのかわかりませんが、たしか４

月か５月ぐらいに町のほうには国のほうで出して、10月に出せば交付金がつくからとい

うことで、本当は年度内の28年３月でもよかったと思うんですが、すごく急いだ例があ

りました。 

  これは、ここにのった事業は、財政計画、10カ年計画の中に載っている事業をのせた

といえば、それはそうなんですが、総合計画そのものがいろんな事業がのっていますが、

やるときにはその都度やっぱりきちんと議論をしながら進めなきゃいけない事業だと思

うんですよ。でも、それをここに入れることは間違いではないかもしれませんが、ここ

に入れたことについては、議会でも多分いろいろな意見があったんですが、入れたので、

この総合戦略にのっている事業を具体化して、ターミナルや道の駅もどんどん進めてい

くと。ここに、言われたもとの総合計画の中にあるとなると、事業が全部固まってしま

うような形になるというふうに私は考えています。 

  ですから、この総合戦略そのものは31年で終わりですので、私は前も言ったんですが、

この戦略そのものは、評価は半年に１回、年２回行っていますが、できたか、できない

か、パーセンテージでいくものですから、総合戦略の計画そのものがどうだったかとい

う見直しは検証しないのかというふうに、１回目のときに聞いたんですよね。28年です

か。それはするとしても課が違いますので、それぞれ課が違いますので、企画課として

は、それは多分質問しても、ちょっと答弁がなかったような気もしますが、その総合戦

略、これは終わりますので、そういうことの検証そのものはどうなのかと。 

  私もずっと年２回の分を全部持っているんですが、何％、Ｃランクはもうやらないと

いう事業もあるんですが、ＡかＢかＣで、できたかどうかというふうに、あとパーセン

テージでいきますので、できたかじゃなくて、その事業そのものはどうだったかという

検証はというのはするのかどうか。終わりますので、そのことについて質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず、検証ですけれども、数字で示せるものについては、数字で示すの

が極めてわかりやすいだろうというふうに思います。ただ、そうもいかない内面的なも

のだとか、あるいはそういった非常に抽象的な中身のことについては、言葉で、文字で
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表現するというような形になっていくだろうというふうに思います。 

  ただ、この評価をＰＤＣＡ、プランニングをして、そして実行して、そして典型を評

価をして、そして再構築をすると、こういったのは、本来、民間企業であろうがどこで

もやる基本的なことなんです。 

  もう一つは、数値目標も、どんなところでも目標を立てて、その目標に向かってやっ

た結果がどうだったのか。これは大抵の企業でやることなんですが、行政というのは意

外とその辺のところというのは、従来なじみがないといいますか、やってはいますけれ

ども、その辺の深掘りというのはなかなかなされてきていなかった。 

  今回は、そういうことではなくて、やっぱり人口問題の人口減少という大きな課題、

あるいは地域経済の活性化という明快なそういった目標に向かって、それがどのように

成果を上げてきたのかということを評価するという意味では、非常に大事な、これまで

になかった行政の取り組みと計画の立て方と、それから評価の仕方、あるいはＫＰＩで

すね、数値目標を立てるという大きな変化だと、そんなふうに思っております。 

  そういった意味では、これからもその手法については大事にされていくだろうという

ふうに思います。常にそういったものを踏まえて、執行する側、そしてまた、住民の

方々も見えやすい形でその計画の動向についていろいろと判断をしていただけることに

なるのではないのか、こんなふうに考えます。 

  総合戦略でありますけれども、あるいは地方創生の人口問題でありますけれども、第

１期が2020年までと、来年の３月で終わるわけでありますけれども、これで地方創生っ

て５年間で事業が完結する話ではありません。とにかく人口問題というのはそう簡単な

話じゃありませんから、そういった意味で、もう既に第２期に向けて今検討なされてい

るということであります。 

  ですから、これまでの第１期の反省点を踏まえて、じゃ第２期はどうしていくのかと

いうのが、新年度の早い時期に打ち出されてくると同時に、本町としても第２期に向け

た総合戦略を打ち立てていくということになりますが、当然、第１期の評価、点検もそ

の背景に資料として使っていくということになろうかというふうに思います。 

  一つ、この際、せっかくご質問いただいた中で、国のお金を使って借金をして、何だ

と、雪だるま式になって、首が回らなくなるんじゃないかと、こんな心配があるだろう

と思いますけれども、いわゆる今回のこの地方創生の交付金事業というのは、やっぱり

人口問題にしっかりと答えを出してほしいと、こういう意味合いで、従来の補助事業と

違った支援策なんですね。普通であれば、補助金を借りて、これは今回の光回線の申請

についてはこういうことなんです。 
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  国の支援策をいただきたいということで、２分の１の補助金を申請をするということ

になりました。ですから、15億だとすれば、７億5,000万くらいの補助金の申請になる

ということであります。そのほとんどが今度は起債ということで、地方債というふうに

なっていましたけれども、それに充てるということですけれども、この地方債の借金の、

例えば５億借りたとすれば、７割が戻ってくると、いわゆる70％が交付税として戻って

くるという仕組みになっています。 

  これは今までのとおり、お話しさせていただいているとおりです。普通の民間から借

金をしたときには、利息して返さなきゃならんということになりますけれども、こうい

う国と地方の脆弱な税財源の自治体との、そういったところの補助事業のあり方という

のは、そういった状況にございますということでありますから、そうすると、５億円を

もし借金したとすれば、その７割ですから３億5,000万、ですから１億5,000万、町の負

担ということになるんですね。ですから、額面として12億だったら15億、大変なんだと、

こんなふうに心配される向きもあるかと思いますけれども、こういった公の議会の場で

ありますので、いろんな方々が見ていると思いますから、ご理解いただきたいというふ

うに思います。 

  特に、地方創生の関係の、この関係での拠点整備事業なんかについては、今回、実は

12億で道の駅を当初予算にも上げてあります。それから、今回の補正予算、第２次国の

補正予算では、地域創生の関係の補助事業として、いわゆる人口減少だとか、地域経済

の活性化になるものについては、国としてそれを採択をするということであります。 

  その前に、何でも国の言いなりということではなくて、町としてこの地域をどうして

いくのかという再生計画を打ち立てます。再生計画を立てて、この町としてはこういう

事業をやることによって、人口減少や、それから地域経済を活性化させるんだと。この

計画を立てた上で、その中に、道の駅については新たな商品開発だとか、そのようなこ

とだとか、お客さんのことによって人口増だ、あるいは観光がふえますよと、こういう

提案をするということなんです。国からということでなく、うちの提案したことが、こ

れは国のほうとしては、民間の有識者の会議によってこれらを精査をして決めるという

ことになります。 

  今回、地方創生の拠点の関係でいうと、全国で1,700ほど自治体がありますけれども、

市町村でいうと百数十の市町村が採択されたということであります。それだけハードル

が高い、いわゆる交付金制度だということで、そういった意味で、国のほうの支援策も

手厚くなっております。 

  今回のふるさと納税で、道の駅の12億を、それを国のほうの交付金の形で半額が交付
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されると。ざっくり言うと６億交付されるということになっております。そのうちの６

億の半分が、これが特別交付税で支援をしていただくということであって、３億が交付

税に算入されると。それから、あと３億の借金がありますけれども、償還のときにそれ

が交付税としてそれは算入されるということなので、ほぼ12億のお金でありますけれど

も、100％国の支援でこの事業を進めていくということをご理解いただきたい。 

  同じように、シェアオフィスもそういうことになっておりますし、それから、ターミ

ナルも、この国の地方創生の交付金制度を使わせていただいているということでありま

すので、同じような国の支援でやらせていただいているということであります。 

  ソフト事業の関係も、半分は国のほう、そして、残りについては地方交付税のほうで

算入するということでありますから、これは積極的に活用する。ただ、活用するにして

も、うちの町の自立をする、あるいは人口がふえる、ふやす、減らさない、さらには経

済を活性化させると、こういう計画があった上で、それを審査していただくということ

でありますから、国の言いなりだとか、そういう視点でこの事業が採択されていないと

いうことをご理解いただきたいということと、主体性を持って取り組んでいるというこ

とを改めて申し上げたいなと、そんなふうに思います。 

  そのようなことで、総合戦略についても、第２次の段階になってくるというふうに思

います。特に、2040年で、人口減少で一番の大きな問題というのは、僕らの時代は団塊

の世代で、どっと人口がふえた時代です。その団塊世代のジュニアですね、私どもの子

供の世代、今、大体40前後になっているんじゃないかと思いますけれども、この世代が

極めて環境が厳しい状況に生まれ育ったということなんです。 

  というのは、就職難、非常に氷河期と言われた時代、低賃金で働かされ、あるいは非

正規で働いたということによって結婚がおくれというようなことで、そのジュニアの第

２世代が、普通はそこに山ができるんですけれども、この山がなくなっちゃったという

ことですから、今のこの、つい数年前に生まれている子供たちが、普通は二十になった

ときにふえるんですが、そこのところがふえないということに対する、将来の人口に対

する、あるいは偏りといいますか、人口年齢層の偏りというのはさらに生まれてきて、

国のやっぱり活力が失われていくということですから、深刻な状況であるし、その受け

皿になるのはやっぱり地方であるというふうに考えながら、この地方創生の総合戦略に

ついては向き合っていく必要があるだろう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） 詳しい答弁、ありがとうございました。 

  そういうふうにふだんからいろんなことで町民と議論する場があるといいなと思うん
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ですが、町長の思い、地方債の関係については、私もできるだけ町民の方に理解しても

らいたいと思って、私は今回の法制の問題と、31年度予算の問題で、50％元金来るよと

いう話も私、しゃべりながら、自分も勉強しながら、ニュースをこうやってわかっても

らいたいと。だから、借りたものは全部基金で返せばいいという、そういう理論じゃな

いんだよということをみんなに理解してもらいたいなと思って、私も努力しております。 

  それで、今回、じゃなぜ、時間が大分過ぎましたが、町の思いと、いろんなことを事

業をやるんですが、町民との思いがなかなかストレートにいかないと。最近、道の駅の

問題では、ようやくかみ合ってきたのかなと若干しますが、財政の問題についても、国

から交付金が来るということも含めて、負担が大分軽くなったということもあるんです

が、その点がまだまだクリアできないと。 

  ですから、次の段階に、多分32年度にこの段階に入ると思うんですが、そのときには

やはり国の流れも見ながら、かつやっぱり、身近な町民の方ときちんとマッチングして

いかないとだめではないかと、その点について質問したいと思うんですが、具体的な講

座とか、１年に10回から15回ぐらい、講座に対する開催があったと。それから、多分、

行政区単位でのそういう説明、例えば、行政区の懇談会をすると、道路がどうの、ああ

だこうだという話出るんですが、それも大事だと思うんですよ。直接行って、あの木を

切れとか、そういうことも含めた行政単位の懇談会そのものは最近開かれているのか。 

  それから、そういうことも含めて、どうやって町民と肌を交えて理解してもらうと。

私もしゃべるんですが、話すんですが、なかなか町のことを紙に書いて渡して説明して

も、本当に難しいんですよ。それをやっぱりいかに努力してわかってもらうかと。それ

から、町民の要求がここでかなったんだよと。道の駅もそうですね。要求が上がって、

直ったよというふうな、どうやって町民の意見が町に反映されて、それで町が、全て

100％ではないんですが、動いているんだよという実感が持てるまちづくりをどうする

のか、その点について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 行政区の関係ですけれども、年度当初、事業が執行される段階で、全町

内の区長さんにお集まりいただいて、今年度の事業計画、あるいは主な事業計画、予算

等々、それから、主な行政区にかかわるような、そういった件について説明会を開かせ

ていただいております。町長も毎回、若干時間をいただいて、今年度の基本的な方針

等々については、ペーパーを含めてお話をさせていただいております。いずれにしても、

そういった機会に１回話したから全てのことがわかるという話でないだろうというふう

に思います。 
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  町内には行政区、市街地の行政区の区長の組織がありまして、これは任意の団体であ

りますけれども、親睦や、あるいは研修を深めるというようなことがあります。そんな

ときに、私どもそのときそのときの課題について意見交換をするというようなことが出

ているということと、それから、そのときにお話をした中で、改めて、その農村部の課

題、あるいは市街地の課題、それから、若い人からもいろいろあるだろうと思いますか

ら、そんな中では、さまざまなやっぱり出前講座というのは、非常に大切な要素である

ということで、ここのところは、こちらから１回や２回や３回や４回、話をしたからど

れだけのことが、関心のあることが町民に伝わるのかということもありますし、町民が

課題に思っていることをストレートにこちらのほうにお話をいただく。あるいは、希望

するテーマについてお話を聞く、極めてこれは合理的な話だろうと、そんなふうに思っ

ております。 

  それから、要望なんかについては、ちゃんと町内会、あるいは町内会からの要望や、

あるいは団体からの要望、農村地域であれば、農村の中からの要望、注文が出てきてお

ります。決して閉ざされることはなく、その辺の窓口は最大限オープンにしている町だ

というふうに思います。 

  やっぱり現場の人方、例えば保健の関係でいうと、保健師なんかは個別にいろいろと

相談に応じたりさせていただいていますし、この後も多分出てくるんだろうと思うんで

す。町長に相談のことにしても、担当者の相談にしても、これだけの小さな町でありま

すから、直接見える形で、僕はやりとりは相当進んでいるものと、そのように考えてお

ります。 

  それから、計画の段階でも、いろんな意味で、例えば、道の駅の一連の計画から含め

て、じゃ、情報を閉鎖をして、限られた人だけでやっているのかということになると、

これだけ僕はオープンにして物事を進めているという町は、そんなにないだろうと思う。 

  例えば、設計の段階のプロポーザルなんかも公開している自治体というのは、ほとん

ど余りまだないんですよね。それに、住民に対しても公開をさせていただいているとい

う、その段階から公開をし、そしてまた、運営主体が決まるときにも事前にそことの相

談をしながら、新たな運営体制と。そういった意味で、ターミナルもそうですが、同じ

ようにターミナルを使ったのが、近くの帯広市も同じようにそれを使わせていただいて

います。それから、道の駅も、最近でも方々で建てております。 

  ですから、そういったところがどのような過程で、いわゆる町民との意見交換や、あ

るいは委員会やいろんなところで議論経過を含めてつくられているかということを見て

いただければ、上士幌町のこの公開度、それから住民の意見の反映、これについては相
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当私は高いレベルにあるというふうに思っています。 

  さらに、来年、議員の議会の委員会が公開されると、最大の町民に説明する公の場だ

というふうに考えております。私的なことを言うと、これもまだ冬場は余り歩けません

けれども、これから夏場になると、町内を歩いたりなんかしますが、そのときに立ち会

ったおばさんだとか、いろいろ排水溝の話とかいろんなことを聞くことが多々あります。

それから、町民の対話の日とあえて設けておりませんけれども、いつでもいいですよと。

それはもう広報にも載せておりますけれども。ですから、それらについては、わざわざ

町民の対話の日として来たということではなくて、来て、窓口をオープンにしておりま

すので、ちょっと寄っていくわと、こんなふうにして非常に極めてフランクに僕はなさ

れている町だというふうに思います。 

  住民が、移住者がこれだけ多いというのは、この町の公開、いわゆる開かれていると

いう、そういったオープン性というのが非常に評価の対象になっているというふうに思

っています。よそから来ても自由に物が言え、そして、自由にいろんなことに参画でき

ると、このような町というふうに僕は評価していただいて、それも一つの一因になって

いるんじゃないだろうかな、そんなふうに思っています。 

  これからも決して何かを閉ざすということもなく、できるだけ今まで以上に、今まで

のとおり、町民のほうにも一緒になって支援するという視点が大切であるというふうに

考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 町長の視点からと、私の視点から、町民の視点、いろんな視

点、役場職員の視点と、いろんな視点から見ると、町が多分いろんな形で見えるんだろ

うと思うんです。ですから、町長がきちんと対話しているというのも、皆さんそう思っ

ている方もいれば、ちょっと町が見えないという方もいますが、そういうことも含めて、

やっぱり町民がみんながまちづくりに参加しているということを認識できるような形で

進めてほしいなと思って質問させてもらいました。 

  結構、議論が白熱した気がしまして、納税金の話を質問したいと思っているんですが、

若干、私が聞きたかったことと、答弁がちょっと食い違っている問題がありまして、ま

ず最初に、答弁に沿って質問したいと思うんですが、答弁の中では、ＰＤＣＡサイクル

とか、さっき町長が言った計画、実行、何とか、チェックとかいう形で企業なりがやっ

ているという形で、町も行っていると。それから、ＫＰＩをやっていると。それは、実

際に評価に中にありますので、そのことを含めて評価していると。 

  それは先ほど、戦略の問題も言ったんですが、できたか、できないかを数字でパーセ
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ントであらわすという問題であって、夢基金の関係じゃなくて、総合的なことなので、

そのことを含めて、例えば、それはさっきとダブりますね。できたか、できないかでは

なくて、その事業そのものがどうだったかということについての検証は、先ほどしたよ

うな、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 それは両方あわせて検証というのが必要なんだろうと、そんなふうに思

います。片方の数字だけで物事がはかれるものでもありません。やっぱり人の心情だと

か、豊かさの感覚だとか、そういった面を、いろんな尺度がありますから、そういった

ことについては、それぞれの項目に応じて評価をしていくということになろうかと、そ

んなふうに思いますが、そういった意味では、数字と数だけではなくて、少なくても大

切なものもあるだろうというふうに思います。 

  いずれにしても、数量的に評価すべきことがあるのであれば、それはしっかりと評価

するということが、町民に最もわかりやすい一つの事業の結果だと、そんなふうには考

えて進めさせていただいておりますし、これからも、それ以外のことも含めて評価、検

証をしていく必要があるだろう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） 子育てに関する総合戦略の中の評価というのはそれでいいん

ですが、私が今回質問させてもらったのは、具体的な夢基金事業、いろんな教育委員会

から全ていろんな課にわたって、私も一覧表をつくってまとめてみたんですが、この中

で、例えば、過去にまでさかのぼれないと思うんですが、例えば前年度分で見ると、予

算を組んだ事業が本当に効果的に使われたのかということの検証はしているのかどうか

ということで質問させてもらいました。 

  あと、時間も押していますので、これの決定については、外部選考委員会が最終的に

はそこで決めるということで、外部選考委員会というのは、子ども・子育て会議ですね。

そこで検討する。最終的にそこで資料を出して、来年度の事業を決めると。それは企画

課が提案しますね。そのときに、私の質問なんですが、そのときに、過去の、せめて前

年、その該当年度、今で言えば、30年度の事業をどんなふうに実行されたかの評価もつ

けて、31年度分にきちんと、移行するものがあれば新規事業もあるんですが、その辺を

やっぱりやるべきだと。その辺はこれからどうなるのか。もう終わりましたので、その

辺の検証については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 予算の査定の段階で、いわゆる前年度の事業も含めて、本当に費用対効
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果という視点からも、効果が上がっているのかということでなければ、別にずっと、１

回やったからそれを引きずるという話でもないだろうと思う。いわゆるスクラップする

ものがあったり、あるいは立ち上げていくものもあるだろうと。そんなふうにして、常

に生き生きと事業が展開していくようなことを考えていかなきゃならん。ふるさと納税

で基金があるから、何でも使えばいいやと、これは一番危ないといいますか、戒めなき

ゃならんことだろうと、そんなふうに思います。 

  そういった意味で、全くそういうそぶりが見えないかというと、感ずるところもあり

ますので、やっぱりお金の使い方というのは、非常に大切にしていく必要があるという

ふうに思います。 

  夢基金、それから、いきがい基金もそうですけれども、当初はいろんな意見なり要望

なり、事業が提案されたりしますけれども、早々矢継ぎ早に毎年毎年新しいものが出て

くるかというと、早々、なかなか難しいということがございます。 

  そういった意味では、日常的に仕事にかかわっている各課の担当者が住民とのいろん

なところでの接する中で、どんな課題があるのか、あるいは将来どんなことをこれから

政策として必要なのかと。言ってみれば、行政のプロパーとしてその辺のところをやっ

ぱりしっかりと把握をして、それで夢基金で使うものは使っていこうということです。 

  ただ、考え方としては、いわゆる現金支給だとかそういったことについては、極めて

戒めていかないとまずいだろうなというふうに思います。 

  いずれにしても、納税者にしっかりオープンにしておりますから、そういった意味で、

後から指摘を受けて、こんなところに使ったらまずいぞというふうに言われないように

しなきゃならんというのが一番でありますし、何といっても地方創生という視点から見

たふるさと納税でありますから、しっかりとそういう趣旨に沿って、人口減少に寄与し

ているのか、あるいは地域経済に寄与しているのか、雇用に寄与しているのか、こんな

ようなことをちゃんと評価を受けながら、事業の基金の運用については丁寧に慎重にや

っていく必要があるだろうというふうに考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） その基金の決め方、事業の決め方なんですが、多分、担当課

から上がった事業を企画のほうで一覧表をつくって検討するんだと思うんですよ。前は

１、２、３とかあって、１は基金、２はどうのこうの、３はどうのこうのと。多分そう

いうふうに一つ一つきちんと検討した結果、事業化にのっているんだと思うんですが、

それは、教育委員会が上がったもの全てじゃなくて、一回、企画のほうできちんと精査

をして出していると。それは多分今までやっていると思うんですが、それも含めて、じ
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ゃ、その前年度分はどうだったかというのは一緒にやったほうがいいんじゃないかと。 

  何となく私的には、先ほど町長はお金があるからではないと言ったんですが、基金が

あることによって、お金があることによって結構多額なものも整備したりとか。将来に

わたって活用するんだろうか、でも、そのときは一、二年ぐらいは活用するだろうと思

って買ってしまったものがあると。それは、そこまで含めて考えないと、単年度で終結

するものもあれば、多分、37年度までずっとあるものもあるんですが、そういうことを

考えて使っていかないと、何となくお金が、基金があるから上がって１年間は大丈夫だ

ろうと使ったけれども、次の年にちょっと使わなかった。次の年どうだったということ

になると、せっかくよその方からいただいた基金が、お金が、税金がちょっともったい

ないという気もします。 

  その辺の検証をきちんとしていかないといけないんではないかと。その辺は多分、今

まではしてこなかったのか、その辺わかりませんが、あと私自身も一般質問とかで予算

審議の中で、これはどうだったんだというので結構きつく言った例もあって、事業その

ものの名称が変わったり、事業が縮小されたりした例もありました。それは議員の側か

らもきちんとチェックしていかなきゃいけないなと思っていますが、その点も含めて、

自分の反省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 今おっしゃるとおりだと、そんなふうに思います。 

  先ほど申し上げたように、突然多額の寄附金が集まって、これに麻痺したのでは、行

く行く大変行政運営も、まちづくりそのものもゆがんでしまうというふうに考えており

ます。したがって、評価、点検というのは、これはしっかりしていかんきゃならん。 

  特に、今お話あった、単年度で必要でも、２年か３年使ったけれども、その後、お蔵

入りになっているのではないだろうかな。こんなことがあっては非常に無駄遣いだとい

うことだというふうに思いますから、これは今、全ての課長もここに同席しております

から、その辺の評価、点検、そして、それがしっかりと事業効果等が上がるように、改

めてしっかりと肝に銘じておく必要があるだろうというふうに思います。 

  いずれにしても、私どもとしては、予期しないお金が来ているということに対するい

い面と、それから、そのことによって不感症になって、何でもできるんだと、これはと

んでもない大きな課題として残るということだけはお話をさせていただいて、しっかり

とお金の使い方について評価、あるいは費用対効果を点検していく必要があるというふ

うに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 
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○１０番（山本和子議員） それでは、確認といいますか、31年度はもう決定したと思い

ますが、再来年度に向けて、そのときに31年度の事業を継続しているものであれば、や

っぱり事業を検証しながら、担当課のほうに一文でもいいですので、効果を示してほし

いと。新規事業については、それは新規事業ですので、これからの評価になりますので、

一文はつけられないと思うんですが、そのことを含めて、新規事業については詳しい説

明があると思うんですよ。こういうことで効果があるんだと。でも過去に２年、３年と

いうのは、継続でそのままいくんではなくて、きちんと担当課のほうのいろいろ住宅の

問題から医療費の問題から、あと、保育料の問題から、大きい事業がずっと続きます。

それまたきちんと検証して、次の予算に組んでほしいということで、それを確認したい

と思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今までもそのような視点で事務事業を進めておりますけれども、さらに

しっかりと今の意見を踏まえて、お金を生きたお金の使い方にするということだろうと、

そんなふうに思っておりますので、庁内、そのような方向で進めていきたいというふう

に思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、10番、山本和子議員の一般質問を終わります。 

  ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前１０時５８分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１０分） 

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

◇ 伊 東 久 子 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、１番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 私は、平成31年度の町政執行方針について、町長にお伺いをい

たします。 

  竹中町長は５期目の中間の２年目になります。「北の元気まち上士幌」10のテーマを

公約として町政を進めております。この２年間を振り返ると、精力的に取り組んできた

ことは評価をいたします。 

  平成31年度の執行方針から基幹産業であります農業ほかについて伺います。 

  １点目、農業。 



－98－ 

  農業技術センターでは商品開発や加工製造など６次産業拠点施設としてのハード、ソ

フト面から再構築するとありますが、商品開発は以前より進めてきたと思いますが、現

状との違いをお伺いいたします。 

  ２点目として、商工業については、昨年は古くからある店舗が２店閉店になりました。

昨年度には商店街振興計画が策定されたところですが、商店街の活性化ができなければ、

消費者はよそに流れます。プレミアム商品券で活性化されたのか、今後、行政の補助は

どのようなことが考えられるのか伺います。 

  ３点目、企業誘致、観光については、今年度シェアオフィスの整備計画があります。 

  最先端のＩＣＴによるまちづくりはすばらしいことだと私は思っております。上士幌

の観光資源地域の経済にも大きな役割を果たすと思いますが、宿泊施設が現状のままで

は、通過型の観光地になりませんか。今後の考えをお伺いいたします。 

  ４点目、地域包括ケアシステム、福祉については、町民に事業内容が少しずつ定着し

てきましたが、まだまだ介護を必要としている人が手続を知らずにいます。障害福祉で

は、高齢者の中には難聴の人が多くなってきています。補聴器をつけても、大勢の中で

は聞こえないようで、閉じこもりになりつつあります。北海道がヘルプカードを発行し

ておりますが、上士幌町での普及活動はどのようになっているのかお伺いをいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 平成31年度町政執行方針について、伊東議員のご質問にお答えします。 

  １点目のご質問でありますが、農業技術センターにつきましては、これまで農業者グ

ループや一般町民グループ等が地元の農畜産物を活用し、みそや豆腐、乳製品、肉の加

工等を行っており、本センターで研究、開発を重ねた加工品の中には、商品化された６

次産業として成功した事例もあります。 

  しかしながら、現在の本センターの加工室は、その構造や設備上の理由から、食品衛

生法に基づく営業許可を取得できないため、食品の加工においては、自家消費用に限ら

れ、加工品を販売することはできない状況にあります。 

  今後、ナイタイテラスや道の駅のオープンが予定されており、地場産品を活用し、来

訪者にとって魅力的な商品を開発、販売することにより、観光消費の拡充はもとより、

生産者の所得向上、地域経済の活性化を図っていくことが必要となります。 

  このため、町民や町内事業者など、新たな商品開発や製造、販売に関心のある方々と

連携、協力し、具体的な商品開発の検討を進め、事業化に向けた技術的なアドバイスや

営業許可取得等の支援を行うとともに、販売目的用の商品開発や製造を行うことができ

るよう、本センターの改修を検討し、ハード、ソフト両面から本センターの再構築を図
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ってまいりたいと考えております。 

  なお、自家消費用の食品加工につきましては、これまでどおり継続することとし、町

民の食生活の向上に努めてまいります。 

  ２点目の商工業についてでありますが、議員ご指摘のとおり、本町で歴史のある２店

舗が閉店になるという大変残念な結果となりました。商店街を取り巻く環境は、少子高

齢化の進展や消費者の買い物行動、ニーズの多様化、個店の経営者の高齢化の進展、後

継者不足など、厳しい状況にあります。 

  平成28年度に商工会が行ったアンケート結果によると、商工会員146事業者の約２割

の30件が廃業を考えており、そのうち５年以内に廃業を考えている方は、約６割の19件

という結果となっております。 

  このような危機的な状況を踏まえ、町も支援し、商工会では、平成30年度に商店街振

興計画の策定を行ったところであります。本計画においては、将来にわたって持続的に

発展するまちづくりの実現をするために、地域に愛される商店街づくり、人を呼び込む

商店街づくり、次世代につなぐ商店街づくりを柱に、今後、さまざまな取り組みが行わ

れていきます。 

  町といたしましては、これまで支援しているバルーンスタンプ子育て支援カード事業

や、中元、歳末大売り出しなど、町内の消費、循環が図られる商店街活性化事業につい

て、引き続き支援をしてまいります。 

  また、新たな支援としましては、空き店舗対策や事業継承、起業家育成への支援、本

年10月の消費税増税に向けて、国が進めておりますキャッシュレス決済の導入に向けて

の支援、ナイタイテラスや道の駅など、新たな観光拠点が整備されることにより、観光

客の増加が見込まれることから、商店街Ｗⅰ－Ｆⅰ環境整備への支援など、積極的な支

援に取り組んでまいりたいと考えております。 

  ３点目についてでありますが、観光につきましては、本町の豊富な観光資源を生かし

て、滞在期間や観光消費額を伸ばすことが重要であります。開湯100周年を迎えるぬか

びら源泉郷は、環境省、経済産業省などが支援する実行委員会主催の「温泉総選挙2018」

において、自然との一体感を楽しめる「温泉地のリフレッシュ部門」で全国１位となり

ました。町では、滞在時間を延ばすために、温泉公園（足湯）の本格運用を始め、今年

度は、ネイチャートレイル（散策路）や外国語対応案内看板の整備を進めてまいります。 

  最先端のＩＣＴ（情報通信技術）は、観光客誘致にとって欠かせないインフラであり、

ぬかびら源泉郷に温泉公園を初め、各宿泊施設でのＷⅰ－Ｆⅰ環境の整備を進めてまい

ります。あわせて、高速情報通信、光回線も整備する予定であります。 
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  また、平成30年度に策定した上士幌町観光基本計画により、観光拠点の魅力、連携強

化、観光の通年化、町内消費額の向上、観光インフラ整備、訪日外国人対応などの課題

に対して、戦略的に観光地域づくりに取り組んでまいります。 

  市街地の宿泊施設につきましては、議員ご指摘のとおり、宿泊できないとのご意見を

町民の皆様からさまざまな機会でいただいているところであります。一方、複数の方か

ら、昨年６月に施行された民泊法に基づく宿泊事業に関する相談をいただいております。

町といたしましては、創業促進支援事業や中小企業融資制度等をご紹介しながら、事業

化の支援を進めてまいります。 

  企業誘致活動における宿泊施設確保につきましては、現状では、ぬかびら源泉郷、既

存の旅館や賃貸住宅、体験住宅を活用しながら、今後は民泊等の新たな供給体制拡充の

方途を模索してまいります。 

  ４点目の地域包括ケアシステム、福祉についてでありますが、本町では、地域包括ケ

アの充実に向けて、介護サービスを補完する三愛サービス事業などの展開により、切れ

目のないサービスの充実と、地域や福祉関係組織と連携した見守りの構築の事業などを

進め、孤立させないまちづくりを進めております。 

  町民への手続等の周知は、毎年、町広報において、地域包括支援センターについての

業務内容や相談窓口としての案内のほか、介護保険証交付時には介護保険の説明のパン

フレット等を同封し、制度の周知にも努めているところであります。また、老人クラブ

等の高齢者の集まりの際には、地域包括支援センターのＰＲを実施してきております。 

  今後においては、基本チェックリスト送付や、後期高齢者保険証交付等の際の周知活

動の実施を検討してまいります。 

  ヘルプマークにつきましては、平成29年度から北海道が導入を決定し、本町において

も、公共施設や学校、金融機関でのポスター掲示や町広報により周知を行い、保健福祉

課の窓口で希望者７人の方に交付しております。ヘルプマークは、外見から障害や妊娠

初期など、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくす

るためのものであり、周囲の人々の認識や理解が広まることが重要であります。 

  本町の周知としましては、導入時の周知と担当部局での相談等において、必要と思わ

れる方へ情報提供が主となっており、町民周知が不十分な面もあります。今後、町広報

等による継続的な町民周知に努力してまいりたいと考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 再質問をさせていただきます。 

  １点目の農業技術研究センターにつきましては、これは平成３年に設置されました。
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設置の目的につきましては、組織培養、土壌分析、加工食品など、これらの３つの技術

の導入及び普及することで建てられたのだと認識しております。 

  設置から約29年を経過しておりますし、平成30年の利用状況を見ても、平成21年度よ

り、組織培養については１件もされておりません。土壌分析もゼロ件です。農産物加工

施設については、そちらのほうでは、ＪＡの女性グループ、あるいは一般のグループの

利用はそこそこありますが、独自研究というのは、30年度については９件しかありませ

んでした。本当は地場産品の商品開発は今、どこでどのように行っているのか、お聞き

をいたします。 

  それと、施設の老朽化、これも利用しない原因になっているんではないでしょうかと

思っております。施設改修をこの後、町としてどのようにしようとしているのか、それ

とも、それと同時に商品の開発というのは、私はこれは喫緊の課題ではないかと思いま

す。レストハウスもでき、道の駅もでき、そういうことであれば、もうこれからやるで

はなくて、今までにも当然やっていなければならないことだと思っております。 

  先日、テレビで、遠軽町の白滝ですか、そこで町民全体のじゃがリンピックというか、

ジャガイモを使った、それが小学生から老人クラブまで、珍しいというか、一品をつく

って、それのコンテストを、オリンピックをやっておりました。そういうことも開発す

る一因になるのではないかと思いますが、町長の考えがあればお伺いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 30年くらい、施設がオープンしてからできていたということで、土壌分

析等々の、そういったことについては、当初はずっと有効に活用されてきたということ

があります。最近は外部のほうでそれらについては発注しているということであります

から、基本的には、これらについては役割を終えたという認識をＪＡと行政のほうで確

認をさせていただいているということであります。 

  特に、食品関係のところでは、かなりこれまでも成功して、商品にして、それがその

企業の大きな売りの中核になっているというところも出てきておりますから、一定の成

果がきていたのと、それから、特に各個人のソーセージだとか、あるいはみそづくりだ

とか、各家庭生活の中でかなり生かされてきたという事実がありますけれども、今おっ

しゃったとおり、最近ではかなり利用頻度が落ちてきているということと、設備もいろ

んな面で古くなってきているという、こういう現状があります。 

  そういった意味で、これは抜本的に見直しをしなきゃならんという、今、伊東議員が

お話をされたとおり、老朽化と、それから機能の今日的な課題に対応できるようなもの

ではないと。いわゆるいろんな食品衛生法に基づくこういったことを許可を取っていな
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いということですから、できればこの道の駅やナイタイテラスを想定をして、それに対

応できるように、ここで加工して、そして、道の駅で販売できるような、こんなことを

えてして望ましいなと考えているところでございます。 

  そういった中で、現状については早急に変えていかなきゃならんということでありま

すけれども、今、道の駅の関係でいうと、新たな商品開発のそういった委員会といいま

すか、あって、それなりにいろんなことを検討しているという状況であります。 

  今、じゃがリンピックという話がありましたけれども、これは非常におもしろいなと

思いながら、実は道の駅、あるいはこの町の特産品としての素材をどう生かすかという

中では、乳製品についてはアイスやそういった形で生かされておりますけれども、もう

一つは、町民、あるいは農家の方々も誇りを持って生産しているジャガイモ、これをど

んなふうにして加工して、そして評価していただくとか、これは大きな課題の一つとい

うことで、検討し、研究しているというふうに聞いているところでもございます。 

  そういったところにも対応するためにも、今のあるそういった組織といいますか、委

員会といいますか、新たな販売を計画している、そのようなところと連携しながら、あ

る意味ではそこが極めて意欲的に取り組みたいという、そういう組織体というふうに考

えておりますので、連携をし、そしてまた、ほかにも個人にも参加をしていっていただ

くためにしたいと思いますが、そのためにも加工できるように、加工がしっかりできる

ように施設を改修しなきゃならんと。そのときに、あれもこれもというわけにはいかな

いですから、そういったところの何に焦点を絞るのか、例えば肉製品を加工するのは非

常にハードルが高いというふうにも聞いております。 

  ですから、そういったことも含めて、何に特化をするのかというところも、いわゆる

急ぎながら、それに合わせた格好の設備を整えていくという、そういう状況にあるとい

うふうに考えて、新年度はそれを具体的に施設の整備の段階までしっかり入っていきた

いなというふうに考えているところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） では、新商品の開発については組織体があるということであり

ますが、それはカーチのほうで組織体をつくっているのか、それとも、行政のほうでつ

くっているのか、そこら辺のことがわかれば教えてください。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 商工観光課が軸になって、すぐカーチだとかいろんな人方が入っている

ということであります。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 
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○１番（伊東久子議員） わかりました。 

  やはり担当課だけではなくて、町民、農家のお年寄りたちも昔から食べているものだ

とか、本当にたくさん知っているんですよね。ですから、これを担当課としても町民を

巻き込みながら開発をしていくということを、本当にジャガイモの塩ゆでに塩辛をつけ

て食べるなんていう、本当に北海道の人しか知らないようなものも、本州のほうから来

たらすごく喜んで食べていただけるというの、上士幌にすごくおいしいものがあれば、

観光客って絶対来てくれると思うんですね。遠くからでも買いに。それなので、ぜひ、

町民も巻き込んで検討していただきたいなと思います。 

  次に、２点目の商店街の危機的状況、これは町民誰もが感じていたんだと思います。

昨年、策定されました商店街の振興計画、私はこれをつくるのがすごく遅過ぎたんでな

いかなと、私自身はそう感じております。 

  その問題点としては、現状では後継者がいないことが大きな理由になっておりますが、

商店が老朽化して、設備ですか、多額の経費がかかるということも、これは大きな原因

になっているとお聞きしました。そして、これは行政とは違って、別組織ですが、これ

は行政として何か補助ができるような対象にならないのかどう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 商店街の空洞化については、今始まった課題ではないんであります。も

う20年も、その前から想定されているということで、これは本町に限らず、全国の自治

体の全てが抱えている課題だということで、シャッター街通りだとかやゆされることが

ありますけれども、そういった中で、閉店するという現実と、それから、幸いなことに、

本町は新しく空き店舗が新装オープンすると。これは極めて珍しいことでありますけれ

ども、そのようなことで、よそからの人方が可能性を感じてくれている町だというふう

に、ビジネスとして成り立つというふうに考えます。 

  そういった中で、この際、課題もある意味では見えているんですね。高齢化になって

後継者がいないということと、それから、一つには、お店のつくりを見ますと、店舗と

住居と一緒になっているんです。ですから、空き店舗といっても、住んでいるところに、

そこにじゃ、新しいところが簡単に来るかといったら、なかなかそれは難しいというこ

とになりますから、そうすると今住んでいる人方がどういう意向を持っているのか、住

みかえという問題もそこに出てくると。住みかえをして、そこに自分がまたお金を出す

ということになると、それはそうはいかないよということになりますから、そのような

ときに、本当に住みかえをしたいという人がいたとすれば、じゃ、新しい人にそこをお
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貸しをするということと同時に、新しい住宅に入るための賃貸もかかります。そのよう

なときに、負担してまたということになりませんから、何らかの形で住宅の確保のため

に行政が支援するという方法もあるのではないだろうかというふうに考えております。 

  ですから、本気になってその辺のところのやる気と、それからそこに住んでいる方々

の意向をしっかり踏まえて、あったとすれば積極的な支援というのはしていけるだろう

と。 

  今回、商工会が商店街のこれに取り組んだというのは、本当にここに相当の覚悟を持

って、今度はやるぞという思いが伝わってきますので、今までも課題だというふうに言

われていますが、課題のままで終わっているということでありますけれども、これは実

践するんだと。短期的な目標と、あるいは５年後の中期的な目標値含めて、そういう筋

道を立てて計画を立ててありますから、そのときに町として支援すべきことは支援して

いく必要があるだろうというふうに思います。 

  特に商店街というのは、商工会はなかなか財源に乏しいんであります。いわゆる会費

をもって運営しているということでありますから、そういう意味では、行政としてのさ

まざまな形の支援がこれから必要になってくる。ただ、それは具体的に実行するという

ことでなければ、先ほど来あるように、お金は生きたお金を使うというということであ

れば、全然それは行政等の支援は惜しむものではないというふうに考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 商店街のもう計画を立てたわけですから、必ず実行されるよう

な、私たちは期待を持っております。 

  また、本町で今、子育て世帯にバルーンスタンプを１枚5,000円の分の買い物ができ

ますが、プレミアム商品券についても、あれは財政のちょっと裕福な人しかなかなか買

えないというか、高齢者の人たちは少ない買い物だから、なかなかいっぱいになるのが

できなくて、交換ができないような状況がありますので、今の上士幌町は子育てに物す

ごい力が入っていますけれども、高齢者に対して、町長は、巡回バスも出しています、

お風呂も10回入れますといいますけれども、まだまだ年金が少なくて、生活が困窮して

いる方たちが結構多くいますので、これは名前は何でもいいんですけれども、私はシル

バーカードみたいなのをつくって、子育てを同じような5,000円のバルーンスタンプで

はなくてポイント、バルーンスタンプの中のシルバーカードみたいなのも支給してほし

いなと考えていますけれども、町長の考え方はありませんか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 具体的な今のシルバーカードの中身について、検討すべき余地はあるだ
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ろうと思いますが、さまざまな形で高齢者福祉のためには、僕は手厚い支援をしている

というふうに思っております。医療介護やそれらを含めて、所得に応じて減免措置等々

をさせていただいておりますし、それから、今年度から始めました福祉灯油ですね、福

祉灯油になっていますけれども、現実の問題は、厳冬期のやっぱり生活支援ということ

で、これは従来は灯油の価格高騰のときにということでありますけれども、ある予算の

限り継続していくと。これも余りそんなにほかでやっていない、現金。 

  ただ、現金支給というのはなかなかこれは難しいところがあります。今のようなカー

ドがどのようにして、本人もいい、それから商店街にとってもいいというような仕組み

が考えられるかどうかということは、内部で検討させていただきたいと思いますが、や

っぱり商店街のことになると、よそに出ている消費をどう地域の中に回すかという意味

では、地元の商品券なんていうのは、ある意味では地域通貨みたいなものですから、よ

そで使えないということでありますので、子供や子育ての家庭もいい。あるいは、プレ

ミアムであれば、それはそれなりにみんなと商店街にとってはそのことによって消費を

この中で回すことができると。プレミアムなんかについては、１億数千万の、いわゆる

経済活動がなされているということであります。これは２回冬と春やっていますから、

合わせるとかなりの金額になるというふうに思います。 

  これが消費は地元で回っているということでありますので、多少やっぱり地方におけ

る競争力の厳しいところがありますから、そういう意味では補完する役割も果たしてい

るのではないだろうかなと思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 竹中町政にとっては、子育てのほうが余りにも大き過ぎて、高

齢者に行き渡っているということもわかっていますし、訪問するたび、説明もして歩い

ておりますけれども、このプレミアム商品券ですか、これは１億数千万、経済効果は多

分あると思うんですけれども、高齢者に対して恩恵がないということが私、いつも思っ

ていました。ちょっと不公平なんでないかなと。もうちょっとやり方があるんでないか

なということを考えていました。上限50万まで交換できるということも、もっとお年寄

りにも公平感のあるような、何かがないかなといつも考えています。これもしっかり協

議していただきたいなと思います。 

  次、３点目の企業誘致、観光です。 

  これは、農村地域に今回、光回線というのが始まりますが、情報通信技術なんですけ

れども、これによりシェアオフィスが首都圏からこちらに来てという、その人たちの宿

泊施設がないといったら、本当にないんですけれども、これは民泊事業だとか、賃貸だ



－106－ 

とか、これも一緒に進めなければ、オフィスができました、じゃ、泊まるところないで

すということではなくて、同時に進めなければならないんでないかなと思います。 

  この事業がテレワークにつながるであれば、私は最高、すばらしいことだと思います。

多分、今、酪農家の従業員の人たちも、もう頭打ちの状況にあるのかなと思います。そ

れで、こういう人たちが来てくれて、ここの町の移住、定住につながるんでないかなと

いう気もいたします。 

  私も議員も徳島県の神山町というところで視察をさせていただきました。首都圏の大

きな会社がテレワーク事業で古い民家を改造して、そこに会社を持っているということ

も勉強してきました。 

  ちなみに、平成29年度の上士幌町の観光客の入り込み状況を見ても、やはり日帰りの

方たちがすごく多くて、通過型になっているんですね。それで、通過している方が379

人に対して、宿泊者は60名というようなことが出ておりました、町が出している広報に。

こんなことでは、もっともっと宿泊の場所をつくらなければ、これからそういう首都圏

の方が来るのに、泊まるところもなければ、糠平まで行けば泊まれるかもしれませんけ

れども、そういうことも同時に、オフィスと一緒に考えなければならないんでないかな

と思いますけれども、町長の考えがあれば。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 おっしゃるとおり、そういった課題が現実問題あります。 

  今、シェアオフィスでありますけれども、そういったニーズがその前にあるのかどう

かという、そういったこともあるんだと思いますが、多分、シェアオフィスが使われる

ということが、先ほどの地方創生、企業が地方に行く一つのきっかけとしてあるはずだ

と。そもそも、移住、定住の取り組みをしてきましたけれども、本町はあれが成功して

いるのは、お試し暮らしがしっかりあるということなんです。お試し暮らしをした上で、

そして、そこの地域の文化や、あるいは住民との触れ合いの中で、もう少し長くいよう

か、最終的には完全移住につながっていくということであります。 

  企業もそういった意味では同じだというふうに思います。全くないのに企業誘致で行

っておいでおいでと言ったって、そうはいかない。いろんな縁が必要になってくるとい

う意味では、ちょっとでもいいからそこに来て、ちょっとお試しをしてもらうというこ

とです。 

  それに今、今回、意欲的にといいますか、これは今やるチャンスだというふうに考え

たのは、働き方の問題なんです。今、働き方改革で、いつも企業に行かなきゃならない

と。従来の事務所でなければだめだということでなくて、自分の生活の近くのところで
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働くだとか、あるいは土曜日、日曜日だとか自宅で働くだとか、これが大きなやっぱり

これからの課題といいますか、進められていく政策の一つだろうというふうに考えてお

ります。 

  そういったときに、その受け皿になるのは、本町としてはその一つになり得るという

ことです。東京の対極にあるという、本町みたいな、こういう純農村地帯であれば、東

京で疲れて通勤するよりも、こちらのほうでパソコンを使いながら仕事ができると、こ

ういうことは十分あり得る話だなと。 

  その流れの中で、当然、住宅も必要になってきます。今、先ほど新しい店舗も開設さ

れたり、それから企業が来たり、あるいはこれからもそういった企業の動きが出てきて

いるということですから、これは非常に全体的にいい環境、いいムードといいますか、

外から見て、上士幌で起業する、あるいは観光するにしても、非常にいい町になりつつ

あるなという、衰退してどんどんマイナスになるんではなくて、何かここに動きがある

なという、そういう認識なんだろうと思います。 

  そういったことを考えると、今のシェアオフィスとあわせて、宿泊施設の環境も整備

されていかんきゃならん。ですから、ここで、このニーズがある、やってみたいという

人がいるということと、場合によっては、具体的にもう動きたいというような、そんな

話もないわけではないと。ただ、それがなかなか財源の問題だとかいろんなことがあり

ますから、そう簡単ではないですけれども、この事業についてはやっぱり民間がやると

いうことが前提になりますから、それに行政が何か支援をするということになると思い

ます。 

  そういった意味で、今あるものをどんなふうにして最大限活用するかといったときに、

あと一つには糠平の温泉街を使ってもらうだとか、あるいは冬の間であれば、お試し暮

らしも結構あいているんです。冬の間のお試し暮らしであそこを休暇のためのあいてい

るときに使ってもらうことだとか、そんなふうにしてとりあえずつないでいくといいま

すか、動いていくと。 

  そんなときに、いわゆるお試しで来る企業があるとすれば、必ずそこに新たな宿泊の

需要があるということがわかれば、供給体制というか、やってみたいという人が動いて

くるだろうと、こんなふうに思いながら、それは間髪を入れないでそういった体制を整

えていくと。 

  糠平であれば足の問題がありますから、足の問題をどうするかというのは、これはま

た課題として整理をしていかなきゃならんということはありますけれども、そのように

働き方が大きく変わっていくということと、企業が地方に依然として少ないといいます
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か、まだ東京に集中しているという課題を解決するためには、このシェアオフィスから

始めていくというのは、今までの経験から含めて有効な手だてであるんではないだろう

かなと、こういう思いの中で、ぜひこれを成功させるということと、それからあわせて、

関連した事業がそこで広まっていくことが、この町にとって元気につながっていくとい

うふうに思っておりますので、いろんな意味でまたご協力賜りたいなと、そんなふうに

思います。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 私も前々からテレワークについては町長に質問したこともあり

ますし、いい制度だなと思っておりましたけれども、今のところ１件ですか、どこか来

ていますよね、２区のところに。あの人たちに地元採用の方たちが何名かいるというこ

ともすごくうれしいことだと思いますので、ぜひテレワークにつなげられるような体制

をとっていただきたいなと思います。 

  時間も押していますので、４点目の地域包括ケアシステムのこれ、福祉についてなん

ですけれども、行政は広報の仕方、高齢になるとなかなか広報を読んでいただけないと

いうか、字が小さいのもありますし、それから、この地域包括ケア自体がなかなかわか

りにくいというんですか、説明すればわかっていただけるんですけれども、福祉の観点

上から見ても、どなたでも隣近所にいて、ちょっと調子が悪いな、ちょっと忘れ物が多

くなったなとかということを、地区にはちゃんと民生委員さんもいらっしゃいますし、

３区の家は隣近所で皆さん見守っているのでわかりますけれども、今回、いろいろ歩か

せてもらったら、ああ、これはもう絶対介護が必要だなと。例えば要支援だとかそうい

うことが必要だなと思うような方がいるんですよ。 

  それで、保健師さんたちにちょっと言うと、全部ではないですけれども、それをご家

族から連絡をいただきたいというような話をするんですよ。そうじゃなくて、地域で気

づいた人が包括にお願いをして、ちょっと行ってみてくださいという方法がすんなりい

けば、もっともっと。町長は、介護患者数が減っていると言うけれども、本当はもっと

いるんだと思うんですよね。それで、ぜひ一回、町内を見回ってほしいなと思って質問

をしました。 

  それと、ヘルプマークについてです。 

  ヘルプマークってこんな感じなんです。すごい派手なんですけれども、これは多分い

ろいろ内臓疾患の人たちだとか、そういう人たちが本当にちょっと手伝ってほしいなと

思うようなときにバッグにつけたり、ここら辺につけたりしたら、ああ、あの人は困っ

ている人なんだなと、周りがちょっと気をつけてくれるということなんですけれども、
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上士幌で７件もこれを出しているということは、すごいなと今思いましたけれども、こ

れは最近、高年齢になっているせいもあって、耳が遠くなっている人がすごくいるんで

すよ。町長も感じませんか。何となく。私どももこれからなると思うんですけれども、

補聴器を入れていても、大勢の中に入ると、わーんと聞こえて、その人の声が聞こえな

いと言うんですね。それで、そういうところにはもう出ていかないと言うんですよ。そ

して、閉じこもりになったままいる人たちを私も数名知っていますけれども、そういう

ことに対して、これ、こんな派手なマークでなくてもいいから、上士幌独自の耳のマー

クをつくって、そして、どこかにつけていただければ、会った人がこれを見れば、大き

な声で話をしてあげれば、意味は通じると思うんですよ。だから、そういうことをでき

ないのかどうか。ぜひ、独自の耳マークをつくっていただきたいなと思って、質問しま

した。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 ありがとうございます。 

  耳マークですね、貴重なアイディアというか、提案ということで受けとめさせていた

だいて、現場のほうでそれがどのように必要と今されているのか、方法があるのかどう

か、これらは検討させていただきたいと思います。 

  やっぱり広報の問題、もちろんお年寄りも活字を見るということ自体が疲れたりなん

かするということもあるだろうというふうに思います。非常に大事であるし、しかし、

難しいところだなと、こんなふうに思います。 

  今回の、例えば、一連の大型の事業に伴う財源の問題だとか、そういったこともしっ

かりわかりやすく、どう伝えるかということが必要になってくると。行政のほうでつく

っていますけれども、ややもすると、行政の感覚でいうと、ふだん当たり前のことを、

行政として当たり前のことだけれども、町民からしてみれば難しいということもあるの

で、その辺の課題というのは、もう１回、広報紙そのものがどんなふうにやったらいい

のかなというのは思います。 

  高齢者の広報の活動もそうですけれども、いっぱいポスターもあちこち張っているこ

とはいるんですよね。ただ、それが自分にとって必要なものなのかどうかというのは、

一々そのとき、なかなか考えないということもありますから、例えば一番多いのは、プ

ラザだとか、あるいは学習センターだとか、そういったときに、違った形で広告といい

ますか、それらをまとめた形で何か絵を交えながら見せる方法はないものなのかと。 

  前に、総合戦略のときに、一つずつ絵と、それから、こんな支援がありますよという

のをパネルみたいな形で大きくつくりました。ああいうのも一つ方法かなと思ったりし
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て、そして、その中で自分のもし感心のあるものであれば、深掘りをして、担当者に聞

くだとか、さらにそれに関連したパンフレットをそこに置いておくだとか、こんな方法

もあるのかなというふうに思いますが、非常に大切に思いながらも、来るのは難しいと

いうことであります。いずれにしろ、そこのところをどうあったらいいのかというのは、

もう１回しっかりと考えていきたいなと、そう思います。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 広報についても、議員にも大きな説明責任があるんだと私は思

っています。これからも知り得た知識の中では、これからも説明していきたいと思って

おります。 

  きょうはこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。 

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

  これをもって一般質問を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

（午前１１時５２分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 再開いたします。 

（午前１１時５２分） 

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

◎散会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしましたので、本日の

会議を終わります。 

  あすからは休会とし、本会議の再開は３月20日水曜日午前10時からでありますので、

ご承知願います。 

  本日はこれにて散会といたします。 

（午前１１時５３分） 



－111－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記、会議録の経過は、その内容が相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

  令和  年  月  日 

 

       議     長 

 

 

       署 名 議 員 

 

 

       署 名 議 員 



 

 

 

 

 

 

 

 

３ 月 2 0 日 



－113－ 

平成 ３１ 年  第 １ 回  上 士 幌 町 議 会  定 例 会  会 議 録 

招 集 年 月 日  平成 ３１ 年 ３ 月 ５ 日 

招 集 の 場 所  上 士 幌 町 議 会 議 場 

開 会 ・ 閉 会 

日 時 及 び 宣 告 

開 議 平成３１年 ３月２０日 午前１０時００分 議 長 杉 山 幸 昭 

閉 会 平成３１年 ３月２０日 午前１１時２５分 議 長 杉 山 幸 昭 

応（不応）招議員並びに 

出 席 及 び 欠 席 議 員 

 

出 席 １１名 

欠 席  ０名 

欠 員  －名 

 
○   出  席 

△   欠  席 

×   不 応 招 

△公  公務欠席 

遅   遅  刻 

早   早  退 

議席 

番号 
氏    名 

出欠 

の別 

議席 

番号 
氏    名 

出欠 

の別 

議席 

番号 
氏    名 

出欠 

の別 

１ 伊 東 久 子 ○ ７ 早 坂 清 光 ○    

２ 佐々木   守 ○ ８ 山 本 弘 一 ○    

３ 中 村 保 嗣 ○ ９ 渡 部 信 一 ○    

４ 佐 藤   曻 ○ １０ 山 本 和 子 ○    

５ 野 村 恵 子 ○ １１ 杉 山 幸 昭 ○    

６ 中 島 卓 蔵 ○       

会 議 録 署 名 議 員 ６番  中 島 卓 蔵  議 員 ７番  早 坂 清 光  議 員 

本会議に職務のため 

出席した者の職氏名 
議 会 事 務 局 長 船 戸 竜 一 議会事務局主幹 渡 辺 純一郎 

地方自治法第１２１条

の規定により説明のた

め出席した者の職氏名 

町 長 竹 中   貢 教育委員会教育長  小 堀 雄 二 

副 町 長 千 葉 与四郎 教育委員会教育推進課長  石 王 良 郎 

会 計 管 理 者 木 下 由季子 教育委員会幼児教育課長  弦 巻 佳 光 

総 務 課 長 杉 本   章 教育委員会生涯学習課長  須 田   修 

企 画 財 政 課 長 松 岡 秀 行 農業委員会会長 早 坂 晴 雄 

町 民 課 長 （会計管理者兼務） 農業委員会事務局長  佐 藤 桂 二 

保 健 福 祉 課 長 尾 形 昌 彦 消 防 課 長 永 谷 全 功 

農 林 課 長 高 橋   智 代 表 監 査 委 員 新 田 勝 幸 

商 工 観 光 課 長 杉 原 祐 二   

建 設 課 長 名 波   透   

 



－114－ 

平成３１年第１ 回上士幌町議会定例 会  

 

議 事 日 程（第３号） 

 

平成３１年３月２０日（水曜日） 

 

日程第 １ 行政報告 

日程第 ２ （予算審査特別委員会審査報告） 

      議 案 第１５号 平成３１年度上士幌町一般会計予算 

日程第 ３ （予算審査特別委員会審査報告） 

      議 案 第１６号 平成３１年度上士幌町国民健康保険特別会計予算 

日程第 ４ （予算審査特別委員会審査報告） 

      議 案 第１７号 平成３１年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第 ５ （予算審査特別委員会審査報告） 

      議 案 第１８号 平成３１年度上士幌町介護保険特別会計予算 

日程第 ６ （予算審査特別委員会審査報告） 

      議 案 第１９号 平成３１年度上士幌町水道事業特別会計予算 

日程第 ７ （予算審査特別委員会審査報告） 

      議 案 第２０号 平成３１年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算 

日程第 ８ 意見書案第２６号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正における会計年 

               度任用職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書の提出 

               について 

日程第 ９ 同 意 第 １号 監査委員の選任について 

日程第１０ 同 意 第 ２号 監査委員の選任について 

日程第１１ 議 案 第２１号 職員の勤務時間、休暇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１２ 議 案 第２２号 財産の無償譲渡について 

日程第１３ 議 案 第２３号 財産の無償譲渡について 

日程第１４ 議 案 第２４号 上士幌町過疎地域自立促進市町村計画の変更について 

日程第１５ 議 案 第２５号 平成３０年度上士幌町一般会計補正予算（第１０号） 

日程第１６ 監報告 第 １号 例月出納検査報告について 

日程第１７ 監報告 第 ２号 定期監査報告について 



－115－ 

日程第１８ 閉会中の継続調査の申出について 



－116－ 

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

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 定刻となりましたので、ただいまより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

（午前１０時００分） 

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

◎議会運営委員会の報告 

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

  議会運営委員長、佐々木守議員。 

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

  議会運営委員会は、３月14日午前11時50分より、委員会室において、議会運営委員全

員の出席をいただき、説明員に副町長の出席を求めて委員会を開催し、本日の議事運営

及び議案の審議方法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２、議案第15号から日程第７、議案第20号までの平成31年度各会計

予算案は、６件を一括報告とし、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  なお、５特別会計については、特別委員会において討論はなかったことから討論を省

略することといたします。 

  ２点目は、日程第８、意見書案第26号が終わりましたら、全員協議会を開催いたしま

すので、ご承知おきを願います。 

  ３点目は、日程第９、同意第１号から日程第10、同意第２号までは人事案件でありま

すので、２件を一括上程し、質疑及び討論を省略し、議案ごとに採決を行うことといた

します。 

  ４点目は、日程第12、議案第22号から日程第13、議案第23号までは関連がありますの

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

  ５点目は、日程第16、監報告第１号から日程第17、監報告第２号までの意見について

は一括報告することといたします。 

  以上で、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

◎行政報告 
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○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。 

  尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 平成31年３月16日に発生した上士幌町健康増進センターふれあ

いプラザの女子トイレ用具入れの不法侵入の状況について、ご報告いたします。 

  平成31年３月16日土曜日17時20分ごろ、管理委託業者の女性職員が、浴場の受付業務

を交代した後、照明の消えていた女性トイレの清掃に入ったところ、通常３足あるスリ

ッパが１足足りないことに気づき、トイレブース内を確認しようとしたところ、奥にあ

る掃除用具入れに潜んでいた男性を発見しました。その後、男性はロビーに置いていた

荷物をとり、玄関に向かいました。 

  女性職員が受付業務に来ていた管理委託会社の社長に報告したことで、社長はその男

性を玄関で引きとめようとしたところ、男性は抵抗して逃げようとしましたが、付近に

いらした浴場利用者の手助けにより、取り押さえたところであります。 

  その後、ほかの利用客による上士幌駐在所への通報で、駆けつけた警察官により連行

されたものであります。 

  新聞報道によりますと、男性は、入浴道具と水をくむための容器を所持していたとい

うことであります。詳細については警察において捜査中とのことであり、今後の情報確

保を進めてまいります。居合わせた利用者のご協力や、警察職員の迅速な対応に感謝申

し上げるところでございます。 

  なお、本件による施設被害や利用者の方々、委託管理社員に対する被害はありません

でした。 

  今後の被害防止に当たっては、防犯カメラの設置の周知や、管理委託会社の協力によ

る異状確認を継続して進めてまいります。 

  以上、行政報告とさせていただきます。 

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

疑ありますか。 

（「なし」の声） 

  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。 

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

◎議案第１５号から議案第２０号の上程、報告、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、予算審査特別委員会審査報告を行います。 
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  日程第２、議案第15号平成31年度上士幌町一般会計予算、日程第３、議案第16号平成

31年度上士幌町国民健康保険特別会計予算、日程第４、議案第17号平成31年度上士幌町

後期高齢者医療特別会計予算、日程第５、議案第18号平成31年度上士幌町介護保険特別

会計予算、日程第６、議案第19号平成31年度上士幌町水道事業特別会計予算、日程第７、

議案第20号平成31年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算、以上６件を一括して議題

といたします。 

  ６案について、予算審査特別委員会の審査報告を求めます。 

  予算審査特別委員会委員長、５番、野村恵子議員。 

○予算審査特別委員長（野村恵子議員） 予算審査特別委員会より本委員会に付託されま

した事件については、慎重審査の結果、次のとおり決定いたしましたので、上士幌町議

会会議規則第77条の規定により報告いたします。 

  審査事項は、平成31年３月５日に付託されました議案第15号平成31年度上士幌町一般

会計予算、議案第16号平成31年度上士幌町国民健康保険特別会計予算、議案第17号平成

31年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算、議案第18号平成31年度上士幌町介護保険

特別会計予算、議案第19号平成31年度上士幌町水道事業特別会計予算、議案第20号平成

31年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算であります。 

  審査年月日は、平成31年３月７日、８日の計２回であります。 

  審査場所は、議場で行いました。 

  説明員に、竹中町長、千葉副町長、小堀教育長、各課部局長、主幹及び担当主査等の

出席をいただきました。 

  審査結果ですが、議案第15号から議案第20号までの平成31年度上士幌町一般会計予算

及び５特別会計予算案は、今定例会の３月５日に提案されました。 

  この予算案の審査に当たり、議長を除く議員全員による予算審査特別委員会が設置さ

れ、審査を行ってきたところであります。 

  本特別委員会の運営に際し、委員並びに町長、理事者を初め、各課部局長、主幹及び

担当主査等の方々にご協力をいただきましたことに、厚くお礼申し上げます。 

  当特別委員会は、慎重審査の結果、お手元に配付のとおり、議案第15号から議案第20

号までの６案全て原案可決すべきものと決定いたしたところであります。 

  議案審査の質疑の内容について、議長を除く議員全員が特別委員会の委員であります

ので、省略させていただきます。 

  議案第15号平成31年度一般会計予算案については、質疑終結後、討論があり、起立採

決の結果、起立多数で原案可決すべきものと決定いたしました。 
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  その他の議案第16号から議案第20号までの５特別会計については、討論がありません

でしたので、簡易評決をもって全会一致により原案可決すべきものと決定いたしました。 

  以上で、予算審査特別委員会に付託されました議案審査の経過と結果の報告を申し上

げ、予算審査特別委員会報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりました。 

  予算審査特別委員会は、議長を除く議員全員で構成されておりますので、委員長報告

に対する質疑は、議会運用例第96条の５の規定によりこれを省略いたします。 

  また、議案第15号を除く議案第16号から議案第20号までの５特別会計予算案の討論に

ついても、議会運用例第100条第３項の規定によりこれを省略いたします。 

  これより、各会計の予算案ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、議案第15号平成31年度上士幌町一般会計予算の討論を行います。討論ありま

すか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。 

  先に、議案第15号に対する反対の討論を行います。討論ありますか。 

  10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 議案第15号平成31年度上士幌町一般会計予算に対する反対討

論を行います。 

  政府は、景気が改善されたとの勝手な解釈で、10月からの消費税10％に引き上げを予

定しておりますが、ますます国民の生活は大変さを増しています。勤労統計を不正に処

理し、景気をごまかし、社会保障を削ってアメリカや車産業など大企業向けに軍事費を

莫大にふやしたりと、国民生活は平和をないがしろにされております。 

  このような中、国の悪政から町民を守る予算となっていないと判断し、反対いたしま

す。 

  １、まちづくりの問題です。 

  国の補助金等を受け、大きな事業を次々と行っていますが、町長が進もうとするまち

づくりが町民に見えにくい、町民と一体となっていないように感じます。今回の大型事

業につきましては、長期化の具体化とはいえ、全般的に国の創生交付金に基づく事業展

開になっており、国の補助金に誘導されたまちづくりになっていくのではないかと心配

されます。町長も職員も、上士幌町の発展を願って一生懸命尽力をしているとは思いま

すが、もっと町民に目を向け、耳を傾け、一緒にまちづくりを進めるべきと考えます。 

  ２、財政問題です。 

  ふるさと納税金や国の補助金が各種施策に生かされていることもあり、基金がふえて
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います。平成30年度３月の補正では財政調整基金8,162万円、公共施設整備基金に２億

6,595万円を積み、平成30年度末の見込みでは基金残高は約74億円、前年よりも約１億

円ふえております。しかし反面は、地方債は平成31年度見込みで102億円と過去最高と

なっています。以前の一般質問の中では、この地方債、借金の返済は平成35年度がピー

クとのことですが、借金は必要なものに最低限にするべきと考えています。 

  また、基金は教育、福祉優先に大切に活用するべきと考えております。 

  ３点目、平和の問題です。 

  国は、国民の生活や社会保障を犠牲にし、アメリカ言いなりの軍事増強に走っていま

す。ますます自衛隊がアメリカの護衛や、さらには宇宙軍拡まで本格動員する方針まで

打ち出しました。 

  また、今の沖縄の辺野古への基地移転問題では、沖縄の方だけではなく日本全土から

反対の声が上がっています。しかし、米軍の危険性は沖縄だけの問題ではなく、帯広の

空、上士幌の空をオスプレイが通過する危険すらある状況です。 

  このような中、自衛隊のあり方に反対し、自衛隊募集委託事業や自衛隊協力会への交

付金を含むため反対いたします。 

  以上、反対討論といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議案第15号に対する賛成の討論を行います。討論ありま

すか。 

７番、早坂清光議員。 

○７番（早坂清光議員） 私は、野村委員長より報告のとおり、予算審査特別委員会で２

日間にわたり慎重審議されました平成31年度一般会計予算に賛成する立場で討論を行い

ます。 

  審議をいたしました当初予算は、地方創生総合戦略第１期５カ年の最終年度の予算で

あるとともに、この１年の町民生活全般にかかわる事務事業費とまちづくりを進めてい

く上での幅広い施策が盛り込まれた、総額を108億2,663万4,000円とした予算でありま

す。 

  収入である歳入においては、町の自主財源である町民税や固定資産税など、町税が歳

入全体の10％を下回るという状況下で、これまでも財源の多くを国からの地方交付税な

どに依存し、なお不足する財源を非常時に備えた各種の積立基金から繰り入れ、なおか

つ、借金である地方債などにより予算編成が行われてきているところであります。平成

31年度も、地方交付税の増が見込めない中での厳しい財政状況下で、地方創生に関連す

る交付金の有効活用を含めた予算編成であったと思います。 
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  こうした状況下で、町民の皆様に新たな負担増を求めることなく、歳出である事務事

業ではその緊急性や優先度などに熟慮され、子育て、教育、福祉、医療、介護、産業振

興、住宅を初めとする生活環境など、各分野の事務事業に配慮された予算編成になって

いるというふうに思います。特に、今年懸案でありました道の駅整備工事に着手するこ

とになります。果たすべき役割と機能が十分に発揮されるよう、その整備と次年度以降

の管理運営に万全を期していただきたいと思います。 

  また、全国の多数の皆様から、ふるさと納税としてご寄附をいただきました貴重な財

源は、福祉や農業など、その指定をされた趣旨に沿って各事務事業に有意義な活用が図

られていると思います。特に、子育てや教育の指定寄附、指定のなかった一般寄附につ

いては、ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金として一旦積み立てた後、認定こども

園の保育料無料化など、子育て教育を支援する予算として、めり張りと創意工夫がされ

た予算になっていると思います。 

  以上、私の賛成理由を申し上げましたが、この予算を執行されるに当たりましては、

これまでの委員会、議会での予算を初めとする審議経過を十分に尊重され、予算執行に

当たっていただきたいと思います。特に、他市町村に先駆け、地方創生の交付金等を活

用した事業が進められているところですが、説明会開催や、広報などを通じ、町民の皆

さんにわかりやすい丁寧な説明対応を求めたいと思います。 

  また、当然のことではありますが、限られた予算の中で最大の効果を上げられるよう、

適正かつ効率的な予算執行をお願いいたします。 

  以上、私の賛成討論とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、反対の討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、賛成の討論を行います。討論ありますか。 

  ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） 私は、予算審査特別委員会で審議されました平成31年度上士幌

町一般会計予算について、賛成の立場で討論をいたします。 

  31年度の予算規模は、126億8,887万円で、前年対比28億3,200万円の増額となっており

ます。特に一般会計では108億2,663万円となり、36.6％の増額で、道の駅の建設に12億

1,000万円、農村部に対して今後の大量データの送受信に伴う高度情報通信網光回線整

備事業に15億2,000万円、さらにふるさと納税の寄附金による高齢者対策、将来の上士

幌を支える幼児から高校までの教育対策、農村道路改良工事、また、定住・移住に対応

した住宅建設支援等、ハード、ソフト含めて充実した町民のための予算計上となってい
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ます。したがって、平成31年度上士幌町一般会計予算については、町民サイドに立った

予算編成と考え、賛成討論といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、反対討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、賛成討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論がありませんので、これをもって議案第15号に対す

る討論を終結いたします。 

  これより議案第15号の採決を行います。 

  本件は起立により採決を行います。 

  なお、起立しない議員は反対とみなします。 

  本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山幸昭議長） 起立多数であります。 

  よって、議案第15号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第16号平成31年度上士幌町国民健康保険特別会計予算の採決を行います。 

  本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第16号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第17号平成31年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算の採決を行います。 

  本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 
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  よって、議案第17号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第18号平成31年度上士幌町介護保険特別会計予算の採決を行います。 

  本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第18号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第19号平成31年度上士幌町水道事業特別会計予算の採決を行います。 

  本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第19号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第20号平成31年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算の採決を行います。 

  本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第20号は委員長の報告のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第２６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第８、意見書案第26号地方公務員法及び地方自治法の一部

改正における会計年度任用職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書の提出についてを

議題といたします。 

  意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である７番、早坂清光議員から提案理由の説

明を求めます。 

  ７番、早坂清光議員。 

○７番（早坂清光議員） ただいま上程されました意見書案第26号地方公務員法及び地方

自治法の一部改正における会計年度任用職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書の提
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出について、提案理由とその内容についてご説明申し上げます。 

  この意見書案は、さきの議会運営委員会を経て私が提案者となり、佐々木守議員の賛

同を得て提出したものであります。 

  提案するこの意見書案は、同様の趣旨の意見書を昨年３月の町議会定例会の最終日で

あります３月20日に、意見書案第17号地方公務員法及び地方自治法の一部改正における

新たな一般職非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書として、私が提案者とな

り、議員各位のご賛同をいただき、意見書を国に提出しているところでございます。 

  平成29年５月に地方公務員法及び地方自治法の一部改正法が成立し、その法の施行日

が明年平成32年４月１日となります。このことに伴い、現在、自治体に働く臨時職員、

非常勤職員等の任用条件の厳格化や処遇の改善を図っていくための会計年度任用職員制

度も明年４月１日からスタートすることになります。 

  法の施行に向けて各自治体でその具体的準備が開始されておりまして、本町におきま

しても、審議しました平成31年度一般会計予算で条例規則等の整備に向けた予算が組ま

れているところでございます。 

  今回の意見書案は、１年後に迫りました会計年度任用職員制度をより実効性のあるも

のにするため、国に対し、自治体に対する財源措置とさらなる法律の改正などを求める

内容のものでございます。 

  それでは、意見書案の内容を読み上げて提案いたしますので、議員各位のご賛同をよ

ろしくお願いいたします。 

  地方公務員法及び地方自治法の一部改正における会計年度任用職員の処遇改善と雇用

安定に関する意見書（案）。 

  総務省調査によると、2017年度の北海道と道内市町村に働く臨時・非常勤等職員は、

延べ6.3万人に上り、その多くが恒常的業務に従事するなど、地方行政の重要な担い手

となっています。また、正規職員と同様の働き方にも関わらず、年収は200万円程度と

圧倒的に低く、休暇制度においても正規職員との待遇差は大きくなっており、地方自治

体における正規・非正規の賃金・労働条件の格差は拡大する一方です。 

  こうしたなか、2017年５月11日、地方公務員法及び地方自治法の一部改正法が成立し

ました。新たな一般職非常勤職員である「会計年度任用職員」は、非常勤職員を法的に

位置づけるとともに、職務給の原則に基づき常勤職員との均衡待遇を求めています。 

  つきましては、行政サービスの質の確保と臨時・非常勤職員の待遇改善、雇用安定の

観点から、次のことが措置されるよう強く要望いたします。 

  １、各自治体において、地方公務員法及び地方自治法の改正趣旨が十分に反映される
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よう必要な財源の確保について特段の配慮を行うこと。 

  ２、非正規労働者の格差是正を求める「同一労働同一賃金」の法改正の動向も踏まえ、

パートタイム労働法の趣旨を「会計年度任用職員」に適用させるよう法整備をはかるこ

と。 

  ３、パートタイムの「会計年度任用職員」に勤勉手当や退職手当の支給を認めていな

い地方自治法を改正すること。 

  ４、会計年度任用職員の処遇改善、雇用安定をはかるため、任期の定めのない短時間

勤務職員制度の導入について検討を行うこと。 

  以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出するとするもので、下記に記載

の国の関係機関に提出しようとするものでございます。 

  よろしくお願いいたします。 

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

  質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第26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26号の採決を行い

ます。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、意見書案第26号は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩といたします。 

（午前１０時３１分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時５６分） 

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

◎同意第１号及び同意第２号の上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第９、同意第１号監査委員の選任について、日程第10、同

意第２号監査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。 
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  議案の朗読を省略し、直ちに町長から提案理由の説明を求めます。 

  竹中町長。 

○竹中 貢町長 ただいま上程されました同意第１号並びに同意第２号監査委員の選任に

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１号について、議会議員のうちから選任の監査委員が平成31年４月30

日をもって任期満了となりますが、上士幌町監査委員条例の一部改正により、監査委員

は議員のうちから選出しないこととなるため、識見を有する者のうちから次の者を後任

として選任いたしたいので、地方自治法第196条第１項の規定により議会の同意を求め

るものであります。 

  住所、上士幌町字上士幌東２線233番地。 

  氏名、大戸正義氏。 

  生年月日、昭和23年１月７日であります。 

  次に、同意第２号について、識見を有する者のうちから選任の監査委員が平成31年５

月６日をもって任期満了となるため、次の者を後任委員として選任したいので、地方自

治法第196条第１項の規定により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１線230番地。 

  氏名、根本広実氏。 

  生年月日、昭和28年４月１日であります。 

  以上、同意第１号並びに同意第２号監査委員の選任につい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。 

○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１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１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。 
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（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、同意第２号は原案に同意することに決定いたしました。 

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

◎議案第２１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

  日程第11、議案第21号職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題といたします。 

  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21号職員の勤務時間、休暇等に関す

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

す。 

  例規集は、第４編人事、第４章服務をご参照願います。 

  働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により、大企業においては

本年４月１日から、中小企業においては来年４月１日から時間外労働の上限規制が実施

されます。 

  また、国家公務員についても、人事院規則の改正により平成31年４月１日から実施さ

れることから、本町においてもこれらに準じて時間外労働の上限規制を実施しようとす

るものです。あわせて、障害者である職員の早出遅出勤務について、国家公務員に準じ

て規定を整備するものであります。 

  それでは、具体的な改正内容についてご説明いたします。 

  議案第21号関係、職員の勤務時間、休暇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８条は、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関する規定ですが、新たに第３

項として時間外勤務に関する事項は規則に委任する規定を設け、具体的事項については

規則で定めるものでございます。規則に規定する内容につきましては、国家公務員に準

じ、時間外勤務命令を原則１カ月について45時間以下、１年について360時間以下とし、

他律的業務の比重が高い部署については、１カ月100時間未満、１年について720時間以

下と上限を定めるものです。 

  なお、大規模災害等への対応など緊急かつ重要な業務については、特例業務として上

限規制から除外することとしています。 
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  第８条の２は、育児または介護を行う職員の早出遅出勤務に関する規定ですが、新た

に障害者である職員を加えるものです。 

  第３項を第４項とし、新たに第３項として障害者である職員について第１項の規定を

準用し、早出遅出勤務を認める規定を追加するものであります。 

  附則といたしまして、この条例は平成31年４月１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21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21号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第21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21号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第２２号及び議案第２３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22号、日程第13、議案第23号財産の無償譲渡

について、以上２件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  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22号及び議案第23号財産の無償譲渡

について、以上２件を一括してその提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  本件は、３月５日開催の上士幌町議会定例会でご可決をいただきました上士幌町農業

環境管理施設条例の一部改正条例により、用途廃止となった農業環境管理施設について

使用責任者に無償譲渡することとしたいので、地方自治法第96条第１項第６号の規定に

基づき、議会の議決を求めるものであります。 

  初めに、議案第22号についてご説明いたします。 
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  １の無償譲渡をする財産ですが、堆肥舎で総面積588.00平方メートルであります。所

在地、財産の種別、構造等は記載のとおりであります。 

  ２の無償譲渡の相手方は、記載のとおりであります。 

  ３の無償譲渡する理由でありますが、行政財産としての用途廃止に伴い、使用責任者

に無償譲渡することにより当該施設の有効活用を図るものであります。 

  次に、議案第23号についてご説明いたします。 

  １の無償譲渡をする財産ですが、堆肥舎で総面積601.50平方メートルであります。所

在地、財産の種別、構造等は記載のとおりです。 

  ２の無償譲渡の相手方は、記載のとおりであります。 

  ３の無償譲渡する理由でありますが、行政財産としての用途廃止に伴い、使用責任者

に無償譲渡することにより当該施設の有効活用を図るものであります。 

  以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。 

  ご審議の上、ご可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

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

行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって２件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22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22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22号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第23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23号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第２４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第14、議案第24号上士幌町過疎地域自立促進市町村計画の

変更について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24号上士幌町過疎地域自立促進

市町村計画の変更について、その提案理由と内容を申し上げます。 

  上士幌町過疎地域自立促進市町村計画は、過疎地域自立促進特別措置法第６条第１項

の規定に基づき、町議会の議決を賜り、平成28年度から32年度までの５カ年の計画を策

定してきたところであります。 

  計画の変更につきましては、過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項に基づき、北

海道知事との協議を終えた後、市町村議会の議決を得るものとされており、このたび平

成31年３月１日に北海道知事との協議が調いましたので、変更内容を申し上げ、ご承認

をお願いする次第であります。 

  変更内容でありますが、高速ブロードバンドサービス未提供地区への光回線敷設を実

施するに当たり、過疎地域自立促進市町村計画に事業内容を追記するものであります。

光回線の整備により、本町の農業におけるロボット技術、ＩｏＴ技術の活用によるスマ

ート農業の導入や、農村地域における高速通信網の整備を図ろうとするものであります。 

  本事業は、過疎対策事業債の対象となることから、その活用を予定しております。ま

た、過疎対策事業債を活用する際は、上士幌町過疎地域自立促進市町村計画に明記する

必要があることから、変更を行うものであります。 

  議案の表をごらんください。 

  具体的な変更内容は、事業内容に高度情報通信網（光回線等整備事業）に関する事項

を追加するものであります。 

  以上、上士幌町過疎地域自立促進市町村計画の変更について、その提案理由と内容を

申し上げました。 

  ご審議いただき、ご可決賜りますよう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24号について質

疑を行います。質疑ありますか。 
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（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第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、これより議案第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、議案第24号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第２５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第15、議案第25号平成30年度上士幌町一般会計補正予算

（第10号）を議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第25号平成30年度一般会計補正予算

（第10号）の内容についてご説明を申し上げます。 

  このたびの補正総額は282万2,000円の追加補正となっており、補正後における全会計

の予算総額を127億3,448万円とするものでございます。 

  それでは、議案書の１ページをお開きください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ282万2,000円を追加し、総額を10

8億4,235万8,000円とするものでございます。 

  歳出における主な追加補正の内容は、起業家支援松井基金積立金899万4,000円、財政

調整基金積立金1,217万円であります。 

  また、減額補正につきましては、自動運転バス導入推進事業860万3,000円、生涯活躍

のまちかみしほろ創生包括プロジェクト事業976万2,000円でございます。 

  以上が補正予算の内容でございます。 

  なお、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、第１表のとおりでございます。 

  また、事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  以上、一般会計の補正予算につきましてご提案を申し上げました。 
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  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25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） 一般会計の歳出の５ページです。 

  指定寄附金の関係なんですが、これは自動運転バス推進事業の減額なんですが、これ

は当初予算で基金として1,000万組んだと思うんですが、全額基金関係で、今回この補

正が860万になった理由について、前も説明あったかちょっと記憶にないものですから、

それとこれ１回使わないものですから財調にまた積み直すと、そうしたら次年度以降、

31年度以降についてはこの事業の扱いはどうなっていくのか、基金を活用するのかどう

か質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 本事業につきましては、町補助金として2,000万円、当初予算

組んできております。これは基金のほうからと、ふるさと納税の財源を利用しながらと

いうことでございますけれども、今回は全体で1,139万6,431円の執行ということでござ

いました。残りの残額を今回減額するという上程でございますけれども、自動運転の、

当初ナンバーをとって公道をぜひともということでございました。私どものほうもこの

期間中にできるんではないかなということで、その辺のところで推移してまいりました

けれども、なかなか国交省の許可がおりずに厳しくなったということで、そこに使うは

ずであった予算を今回減額させていただくということでございます。 

  今後につきまして、次年度は1,000万の予算を予定して上程させていただいておりま

す。これにつきましても、改めてふるさと納税の財源を充当しながらということで考え

てございます。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第25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25号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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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25号は原案のとおり可決されました。 

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

◎監報告第１号及び監報告第２号の上程、報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第16、監報告第１号例月出納検査報告について、日程第17、

監報告第２号定期監査報告について、以上２件を一括して議題といたします。 

  報告書の朗読を省略し、直ちに代表監査委員より報告の説明を求めます。 

  新田勝幸代表監査委員。 

○新田勝幸代表監査委員 初めに、監報告第１号例月出納検査報告について、その結果を

報告申し上げます。 

  現金出納の検査につきましては、地方自治法第235条の２第１項の規定に基づき実施

しているものでございます。 

  今回の報告は、平成30年12月分及び平成31年１月分、２月分の例月出納検査結果を報

告するものでございます。 

  検査の対象は、一般会計及び５特別会計の現金の出納状況でございます。 

  提出された各会計、各月ごとの収支状況などの資料を参考としながら、収入・支出伝

票、預貯金通帳等の検査を実施いたしました。 

  検査の結果、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。 

  次に、監報告第２号定期監査報告について、その結果を報告申し上げます。 

  定期監査につきましては、地方自治法第199条第９項の規定により結果を報告するも

のでございます。 

  監査の実施概要ですが、今回につきましては定期監査として、町有車両の管理及び運

行状況を対象に実施いたしました。 

  監査日時、監査対象は報告書に記載のとおりでございます。 

  監査に当たっては、車検の取得状況が適法でかつ維持及び運行管理が適正に行われて

いるかについて書類監査と運行台帳を確認し、各駐車場において車両の管理状況の監査

を行いました。 

  また、監査に当たっては、あらかじめ建設課、農林課、消防課から書類の提出をいた

だき、各担当課長や主幹主査等から説明を受けるとともに、ナイタイ高原牧場の牧場長

ほか職員の協力をいただきました。 
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  ここに監査にご協力いただいた関係者へお礼申し上げます。 

  定期監査の総合意見といたしまして、車検の取得漏れはなく、予算執行状況及び維持

管理についても、関係規定、契約等に基づき適正に管理されており、特別指摘すべき点

はありませんでした。 

  運行管理については、運行台帳や運転前点検台帳の記載が不徹底のため不備が見られ

ましたので、早急に改善を図っていただきたいと思います。 

  今後におきましても、公用車は高額でかつ利用頻度の高い財産でありますので、維持

及び運行管理には最新の注意を図り、安全運転と適正な維持管理をお願いし、定期監査

の結果報告といたします。 

  以上、監報告第１号及び第２号の監査結果報告といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 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１号から監報告第２号を報告済みとし、監査委員からの報告を終わ

ります。 

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

◎閉会中の継続調査の申出について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第18、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。 

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

◎代表監査委員退任挨拶 

○議長（杉山幸昭議長） ここで、５月８日付をもって任期満了となり、退任することに

なりました新田勝幸代表監査委員から退任挨拶の申し出がございますので、発言を許し

ます。 
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  代表監査委員、新田勝幸君。 

○新田勝幸代表監査委員 このたび任期満了により監査委員を退任させていただくわけで

ありますが、議長様よりお許しをいただきましたので、貴重な時間を頂戴し、一言退任

のご挨拶を申し上げます。 

  私は、平成23年から８年間にわたり監査業務にかかわってまいりました。この間、議

会選出の監査委員さんとともに、時には煙たがられる存在としてさまざまな監査を通じ

て意見や指摘をさせていただき、厳正な監査業務を執行してきたものと考えております。

この職責を全うできましたのも、ひとえに関係各位のご理解とご協力によるものと深く

感謝を申し上げる次第でございます。 

  終わりになりますが、上士幌町政の限りないご発展と上士幌町議会のご隆盛を心から

ご祈念申し上げまして、ご挨拶とさせていただきました。 

  大変長い間ご指導賜り、まことにありがとうございました。（拍手） 

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

◎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31年第１回上士幌町議会定例会を閉会したいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  今定例会が３月５日から16日間の会期にわたり、本会議及び委員会の議事運営に特段

のご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

  以上をもって、平成31年第１回上士幌町議会定例会を閉会いたします。 

（午前１１時２５分） 
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