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

◎開会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） ただいまより令和元年第３回上士幌町議会定例会を開会いたし

ます。 

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

ております。 

（午前１０時００分） 

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

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

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

◎議会運営委員会の報告 

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

  議会運営委員会委員長、山本和子議員。 

○議会運営委員長（山本和子議員） 議会運営委員会よりご報告を申し上げます。 

  議会運営委員会は、５月29日午前９時より委員会室において、議会運営委員３名の出

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

議方法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きましては、

既にお手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告を申し上げます。 

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

  １点目は、日程第11、議案第34号は、産業経済建設常任委員会に付託し、会期中の審

査といたします。 

  ２点目は、日程第12、議案第35号から日程第14、議案第37号までは関連がありますの

で、３件を一括上程及び質疑を行い、議案ごとに採決を行うことといたします。 

  ３点目は、日程第15、議案第38号から日程第18、議案第41号までの令和元年度上士幌

町一般会計補正予算（第２号）並びに３特別会計補正予算は関連がありますので、４会

計を一括提案を受け、一般会計ごとは款ごとに、３特別会計は会計ごとに一括して質疑

を行い、議案ごとに採決を行うことといたします。 

  以上をもって、議会運営委員会の議事運営の報告を終わります。 

 ────────────────────────────────────── 
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◎会議録署名議員の指名 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

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

議員、６番、小椋茂明議員を指名いたします。 

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

◎会期の決定について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から６月21日までの18日間といたしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から６月21日までの18日間と決定いたしました。 

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

知願います。 

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

◎諸般の報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  お手元に平成31年３月１日から令和元年５月31日までの議会の諸会議等について報告

書を配付しております。内容等の朗読は省略いたします。 

  以上が諸般の報告であります。 

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

いたします。 

  これをもって諸般の報告を終わります。 

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

◎意見書案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第４、意見書案第１号2019年度北海道最低賃金改正等に関

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９番、斉藤明宏議員から提案理由の説

明を求めます。 

  ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） ただいま上程されました意見書案第１号について、提案理由と
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内容についてご説明申し上げます。 

  この意見書案については、さきに開催されました議会運営委員会におきまして、議会

運営委員全員のご賛同をいただき、私が提案者となった次第であります。 

  我が国では、多くの労働者が最低賃金周辺の賃金で稼働しており、最低賃金の低さは

貧困や経済的格差を招く直接的要因となっています。貧困や経済的格差の解消のために

は、最低賃金の迅速かつ大幅な引き上げが必要不可欠です。 

  以下、意見書案を読み上げて提案説明とさせていただきます。 

  北海道最低賃金の引き上げは、ワーキングプア（働く貧困層）解消のための「セーフ

ティネット」の一つとして最も重要なものです。 

  道内で働く者の暮らしは依然として厳しく、2018年の実質賃金も大半の月でマイナス

となっています。特に、年収200万円以下の所謂ワーキングプアと呼ばれる労働者は、

道内でも41.3万人と、給与所得者の24.7％に達しています。また、道内の全労働者233

万人（内パート労働者67.5万人）の内、37万人を超える方が最低賃金に張り付いている

実態にあります。 

  労働基本法第２条では、「労働条件の決定は労使が対等な立場で行うもの」と定めて

いますが、現状では最低賃金の影響を受けるこれら多くの非正規労働者は、労働条件決

定にほとんど関与することができません。 

  2010年、政府、労働界、経済界の代表等でつくる政府の「雇用戦略対話」において

「最低賃金は、できる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、

2020年までに全国平均1,000円を目指す」と合意しています。北海道地方最低賃金審議

会の答申書においても、全国平均1,000円に向けた目標設定合意を５年連続で表記しま

した。 

  最低賃金が上がらなければ、その近傍で働く多くの方の生活はより一層厳しいものと

なり、ひいては北海道経済の停滞を招くことにつながりかねません。 

  つきましては、北海道労働局及び北海道地方最低賃金審査会においては、平成31年度

の北海道最低賃金の改正に当たって、以下の措置を講ずるよう強く要望します。 

  １、「2020年までに全国平均1,000円をめざす」という目標を掲げた「雇用戦略対話

合意」、「経済財政運営と改革の基本方針」および「未来投資戦略」、さらには「ニッ

ポン一億総活躍プラン」を十分尊重し、経済の自律的成長の実現に向けて、最低賃金を

大幅に引き上げること。 

  ２、設定する最低賃金は、経験豊富な労働者の時間額が、道内高卒初任給（時間額

980円）を下回らない水準に改善すること。 
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  ３、厚生労働省のキャリアアップ助成金など各種助成金を有効活用した最低賃金の引

き上げを図ること。同時に、中小企業に対する支援の充実と安定した経営を可能とする

実効ある対策をはかるよう国に対し要請すること。 

  以上をもって意見書案第１号の提案理由の説明とさせていただきます。 

  議員各位の満場のご賛同を賜り、この意見書案をご可決いただき、関係者各位に送付

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、これより意見書案第１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１号は原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第５、意見書案第２号2020年度地方財政の充実・強化を求

める意見書の提出についてを議題といたします。 

  意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である９番、斉藤明宏議員から提案理由の説

明を求めます。 

  ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） ただいま上程されました意見書案第２号 2020年度地方財政の

充実・強化を求める意見書案について、提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  この意見書案については、さきに開催されました議会運営委員会におきまして、議会

運営委員全員のご賛同をいただき、私が提案者となった次第であります。 

  昨年６月の町議会定例会におきましても、国の2019年度予算編成に向けて、同趣旨の

意見書を提案し、ご可決いただいたところであります。2019年度の地方財政計画の歳出

額は過去最高となりましたが、2020年度以降の地方一般財源総額のあり方については示
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されていません。例年どおりであれば、経済財政諮問会議が６月に決定する経済財政運

営と改革の基本方針で方向性が示されることとなります。 

  このことから、新たな政策課題や住民ニーズに対応し得る一般財源の総額確保と社会

保障関連予算の充実を求めるため、本意見書を提出しようとするものであります。 

  以下、意見書案を読み上げて提案説明といたします。 

  地方自治体は、子育て支援策の充実と保育人材の確保、高齢化が進行する中での医

療・介護などの社会保障への対応、地域交通の維持など、果たす役割が拡大する中で、

人口減少対策を含む地方版総合戦略の実行や大規模災害を想定した防災・減災対策の実

施など、新たな政策課題に直面しています。 

  一方、地方公務員を初めとした公的サービスを担う人材が限られる中で、新たなニー

ズへの対応と細やかな公的サービスの提供が困難となっており、人材確保を進めるとと

もに、これに対応し得る地方財政の確立をめざす必要があります。 

  政府の「骨太2018」では、「（地方の）一般財源総額について2018年度地方財政計画

の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する」とされ、2019年度の地方財政計画

でも、一般財政総額は62兆7,072億円（前年比＋1.0％）となり過去最高水準となりまし

た。 

  しかし、一般財源総額の増額分も、幼児教育の無償化などの国の政策に対応する財源

を確保した結果であり、社会保障費関連を初めとする地方の財政需要に対応するために

は、さらなる地方財政の充実・強化が求められています。 

  2020年度の政府予算と地方財政の検討に当たっては、歳入・歳出を的確に見積もり、

人的サービスを主とした社会保障関連予算の充実と地方財政の確立をめざすことが必要

です。そのため、政府に以下の事項の実現を求めます。 

  １、社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など、増大する地

方自治体の財政需要を的確に把握し、これに対応し得る地方一般財源総額の確保をはか

ること。 

  ２、2020年度から施行される会計年度任用職員制度の構築・運用に当たっては、改正

法の趣旨である処遇改善を行うための財源が必要であり、その確保を確実に行うこと。 

  ３、子ども・子育て支援新制度、地域医療の確保、地域包括ケアシステムの構築、生

活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会保障

ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障関連予算の確保および地方財政措置を

的確に行うこと。とりわけ、幼児教育の無償化に伴う地方負担分の財源確保を確実に行

うこと。 
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  ４、「まち・ひと・しごと創生事業費」として確保されている１兆円について、引き

続き同規模の財源を確保すること。 

  ５、森林環境譲与税の譲与基準については、地方団体と協議を進め、林業需要の高い

自治体へ譲与額を増大させるよう見直しを行うこと。 

  ６、地方交付税における「トップランナー方式」の導入は、地域によって人口規模・

事業規模の差異、各自治体における検討経過や民間産業の展開度合いの違いを無視して

経費を算定するものであり、廃止に向け検討すること。 

  ７、地域間の財源偏在性の是正のため、偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国税

から地方税へ税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を行うこと。 

  同時に、各種税制の廃止、減税を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分検

証した上で、代替財源の確保を初め、財政運営に支障が生じることのないよう対応をは

かること。 

  ８、地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、市町村合併の算定特

例の終了を踏まえた新たな財源需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化な

どの対策を講じること。 

  ９、2019年度の地方財政計画では依然として４兆円規模の財源不足が生じていること

から、地方交付税の法定率を引き上げ、臨時財政対策債に頼らない地方財政を確立する

こと。 

  10、自治体の基金残高を、地方財政計画や地方交付税に反映させないこと。 

  以上をもって意見書案第２号の提案理由の説明とさせていただきます。 

  議員各位の満場のご賛同を賜り、この意見書案をご可決いただき、関係者各位に送付

いただきますようよろしくお願いいたします。 

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

質疑ありますか。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今提案されました地方財政の充実・強化を求める意見書につ

いては、全面的に賛成したいと思いますので、ぜひ推進していただきたいと思いますが、

これに対応する国の財源として、かなりの国債を発行しているという実態、そういう意

味で赤字国債とか言われていますけれども、ここのことについて、提案する側としてど

のような形で捉えておいたほうがいいのか、これも含めてちょっと説明していただけれ

ばありがたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 斉藤明宏議員。 
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○９番（斉藤明宏議員） 赤字国債のことについては、国の財政問題としては、非常に今

後において重要な問題だと思いますし、ただ、私は自治体議会の中で、赤字国債を今後

減額するようにということは、もちろん希望しますけれども、これは国の財政がどうい

うふうになるかは、国の問題でもありますので、私がここで、私見として赤字国債につ

いて発言するのは控えたいというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第２号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより意見書案第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、意見書案第２号は原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第６、意見書案第３号「子どもの貧困」解消など教育予算

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

の超勤・多忙化解消・「30人以下学級」の実現に向けた意見書の提出についてを議題と

いたします。 

  意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である９番、斉藤明宏議員から提案理由の説

明を求めます。 

  ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） ただいま上程されました意見書案第３号につきまして、提案理

由と内容についてご説明申し上げます。 

  この意見書案につきましては、さきに開催さ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ご賛同をいただき、私が提案者となった次第であります。 

  昨年６月の町議会定例会におきましても、同趣旨の意見書を提案しご可決いただいた

ところであります。 
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  本町は独自の子育て支援の政策を進め、教育費の家庭負担の軽減策を講じております。

本来は国が負担すべきものであり、経済格差が教育格差につながらないよう教育予算を

充実すべきものと考えます。 

  以下、意見書案を読み上げて提案説明とさせていただきます。 

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

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

「学校における働き方改革や複雑化・困難化する教育課題に対応するため」（2026年度

までの改善予定数18,910人）として、2019年度2,615人増の要求を行いました。しかし、

８年間の教職員定数改善計画は実現されず、加配定数1,210人（うち小学校英語専科教

員1,000人）、2017年３月の義務標準法改正による基礎定数化に伴う定数246人、計1,456

人の定数増にとどまりました。 

  子どもたちへのきめ細やかな教育のためにも、教職員定数を抜本的に改善するなど、

教職員の超勤・多忙化解消が不可欠です。そのためには、中教審特別部会の「答申」な

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

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

すべての教職員の抜本的な超勤実態の解消となる、基礎定数法改善による「第８次教職

員定数改善計画」の策定や、「30人以下学級」など少人数学級の早期実現、全教職員に

よる協力・協働体制による「学校づくり」を具現化するよう、今後も、自治体議会意見

書などにより、各級段階から多くの声を上げていくことが必要です。 

  2017年９月に厚労省が発表した2016年の「国民生活基礎調査」では、18歳未満の子ど

もがいる世帯の子どもの貧困率は13.9％、ひとり親世帯は50.8％と、依然として７人に

１人の子どもが貧困状態にあります。 

  また、2017年12月、文科省が発表した「就学援助実施状況等調査」では、要保護・準

要保護率は、全国で14.43％と７人に１人、北海道においては全国で６番目に高い

21.64％と５人に１人が補助を受けている状況となっており、依然厳しい実態にありま

す。 

  このような状況にあるにもかかわらず、教育現場では、未だに地方財政法で「住民に

負担を転嫁してはならない」としている人件費、旅費を初め、校舎等の修繕費がＰＴＡ

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

を初めとする教材費などの私費負担も依然として減少せず、地方交付税措置されている

教材費や図書費についても自治体でその措置に格差が生じています。 

  さらに、生活扶助費の切り下げによる就学援助制度の改悪や「高校授業料無償制度」
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への所得制限、さらには「給付型奨学金」は対象者が限定されていることから有利子

「奨学金制度」を利用せざるを得ない子どもたちが、返済に悩み苦しむなど、家庭・子

どもの「貧困と格差」は改善されず、経済的な理由で進学・就学を断念するなど「教育

の機会均等」は崩され、学習権を含む子どもの人権が保障されない状況となっています。

子どもたちは、住む地域や環境に関係なく平等に教育を受ける権利を有しています。そ

の保障のためには、国による教育予算の確保と拡充が必要です。 

  これらのことから、国においては、義務教育費無償、義務教育費国庫負担制度の堅持、

当面負担率１／２への復元、早急に実効性ある教職員の超勤・多忙化解消の実現など、

教育予算の確保・拡充、就学保障の充実をはかるよう要請します。 

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

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

負担率を１／２に復元を図ること。 

  ２、「30人以下学級」の早期実現にむけて、小学校１年生～中学校３年生の学級編成

標準を順次改定すること。また、地域の特性にあった教育環境整備・教育活動の推進、

住む地域に関係なく子どもたちの教育を保障するため、義務標準法改正を伴う計画的な

教職員定数改善の早期実現、教頭・養護教諭・事務職員の全校配置の実現のため、必要

な予算の確保・拡充を図ること。 

  ３、給食費、修学旅行費、教材費など保護者負担の解消、図書費など国の責任におい

て教育予算の十分な確保、拡充を図ること。 

  ４、就学援助制度・奨学金制度の更なる拡大、高校授業料無償化など、就学保障の充

実に向け、国の責任において予算の十分な確保、拡充を図ること。 

  ５、高校授業料無償制度への所得制限の撤廃を図ること。 

  以上をもって意見書案第３号の提案理由の説明とさせていただきます。 

  議員各位の満場のご賛同を賜り、この意見書案をご可決いただき、関係者各位に送付

いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 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３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３号の採決を行い
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ます。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、意見書案第３号は原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第４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４号介護従事者の処遇改善を求める意見

書の提出についてを議題といたします。 

  意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である２番、山本和子議員から提案理由の説

明を求めます。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） ただいま上程されました意見書案第４号介護従事者の処遇改善

を求める意見書の提出について、その趣旨を説明いたします。 

  この意見書案につきましては、北海道医療労働組合連合会より、上士幌町議会議長宛

てに出されたものですが、私が提案者となり、議会運営委員全員が賛成者となって提案

するものです。 

  皆さんもご承知のとおり、高齢者の生活を支える介護現場では、深刻な人手不足が進

んでおります。昨年、総務文教厚生常任委員会でも町内の実態を調査いたしました。そ

の中でも、介護職員の不足により、希望者があってもなかなかベッド数を満床にできな

い実態があることがわかりました。 

  こういう中で、2019年度の介護報酬の改定が予定されておりますが、まだまだこのよ

うな人手不足の解消になっておりません。 

  国の責任で介護報酬の大幅な引き上げを求めるものです。 

  以上、意見書案の朗読をし、提案にかえたいと思います。 

  介護従事者の処遇改善を求める意見書（案）。 

  高齢者の生活を支える介護現場では、深刻な人手不足が進んでおり、必要なのに介護

支援が受けられない等の事象が増え、「介護崩壊」という言葉も生まれています。 

  ４月22日、全国労働組合総連合（全労連）が発表した「介護労働実態調査報告」では、

介護現場に勤務する労働者のうち20代の若者の比率は「施設10.9％」「訪問1.0％」登

録ヘルパーの平均年齢は58.7歳と高齢化が進んでいます。施設系事業では、「１人夜勤」

「16時間勤務」など過酷な勤務により消耗し、訪問系の介護労働者は非正規雇用が圧倒
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的に多く、利用状況に大きく左右される不安な収入が原因で、「若い人から辞めていく」

状況が続いています。 

  国民世論や運動によって介護現場への関心が高まる中、処遇改善は徐々に進んでいま

す。 

  今年10月に予定されている消費税10％への引き上げに応えるために「介護職員等特定

処遇改善加算」が予定されています。対象は勤続10年以上の介護福祉士を基本としつつ、

事業所の裁量で設定できるとしていますが、若年層の介護労働者確保にはつながりにく

く、人手不足の解消には直結いたしません。 

  超高齢化社会を迎えるに当たり、人材確保のための介護職員の処遇改善を行うために

は、採用時から一定の水準が確保できる介護報酬の大幅な引き上げが必要です。 

  以上の趣旨から、下記の事項について要望いたします。 

  １、介護従事者の賃金について、若年層からの底上げと全体的な引き上げを行うこと。 

  ２、介護報酬の改善は、利用料負担を増やさず、国費で賄うこと。 

  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。 

  議員各位の満場の賛同をいただきまして、関係機関に送付されますようよろしくお願

い申し上げます。 

  以上、提案といたします。 

○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４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４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４号は原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第５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５号新たな過疎対策法の制定に関する意
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見書の提出についてを議題といたします。 

  意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である２番、山本和子議員から提案理由の説

明を求めます。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） ただいま上程されました意見書案第５号新たな過疎対策法の制

定に関する意見書の提出について、その趣旨を説明いたします。 

  この意見書案につきましては、全国過疎地域自立促進連盟北海道支部、支部長、鈴木

直道から、全町の市町村議長に宛てられたものです。これについて、議会で相談しまし

て、私が提案者となり、議会運営委員全員が賛成いただきまして提案するものでござい

ます。 

  以上、読み上げて提案の主旨といたします。 

  過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、４次にわた

る特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活

環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げてきたところである。 

  しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林管理の放置に

よる森林の荒廃や度重なる豪雨・自身等の発生による林地崩壊、河川の氾濫など、極め

て深刻な状況に直面している。 

  過疎地域は、我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有するふるさと

の地域であり、都市に対する食料・水・エネルギーの供給、国土・自然環境の保全、い

やしの場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしてい

る。 

  過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は国民共有の財産であり、そ

れは過疎地域の住民によって支えられてきたものである。 

  現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和３年３月をもって失効することとなる

が、過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持していくためには、引き

続き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支え

ていく政策を確立・推進することが重要である。 

  過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に

維持されることは、同時に、都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するも

のであることから、引き続き総合的な過疎対策を充実強化させることが重要である。 

  よって、新たな過疎対策法の制定を強く要望する。 

  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。 
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  議員各位の賛同をいただきまして、関係する機関に送付されますようよろしくお願い

申し上げます。 

  以上、提案の理由といたします。 

○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５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５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５号は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午前１０時３６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３７分） 

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

◎一般質問 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第９、一般質問を行います。 

  一般質問は３名の議員から、お手元に配付のとおり通告を受けております。 

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

略いたします。 

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

◇ 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。 

  ２番、山本和子議員。 

○２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点目は、安心できる国民健康保険のために。 
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  国民健康保険に対する国の責任の後退と加入者の貧困化、高齢化等により、国民健康

保険税が毎年のように上がり、支払い能力も限界に来ています。国の負担をふやし、安

心できる制度にすることは急がれる課題となっています。 

  国民健康保険は、中小企業の方の協会けんぽ、公務員や私学教職員の共済組合、75歳

以上の後期高齢者医療制度以外の方の全ての方が加入する保険制度で、市町村と都道府

県が保険者となって運営しています。自営業の方、退職された方、無職の方が中心で、

加入世帯のうち所得の少ない世帯が約３割、100万円未満の世帯が約３割を占めていま

す。そのため、1980年代、国庫支出金の総医療費の50％が、その後、制度を改善し

20.3％まで下げられてきました。さらに、平成30年度から北海道を一つにした広域化に

より、町独自の軽減策までしづらくなりました。 

  こうした中、全国知事会も公費１兆円を投入し、協会けんぽ並みになるようにするこ

とや均等割、特に子供の均等割の廃止を要望しています。国の責任で負担軽減をするよ

う求めつつも、町の施策として下記のことを質問いたします。 

  １、国民健康保険税の引き上げを行わず、引き下げの検討を。特に子供の均等割の廃

止を行うべきです。 

  国民健康保険条例第77条の減免規定では、特別な事情がある場合に、市町村の判断で

できると規定しています。減免分の一般会計からの繰り入れも可能と判断いたします。

今、旭川市を初め、全国で軽減策を導入する自治体がふえております。 

  ②税滞納者への資格証明書や短期保険証の状況や差し押さえ等はないか。 

  各種税金の滞納や滞納処分失効停止や不能欠損の中で一番多いのが国民健康保険税で

す。命にかかわる大きな問題と捉えて、きちんと状況を把握し、丁寧な手だてをとるべ

きと考えます。 

  大きな２つ目の質問をいたします。 

  高齢者が移動しやすい町に。 

  高齢になり、町内での移動や町外への通院などで不便を感じている方、また、今後に

不安を持っている方がたくさんいます。いつまでも元気に暮らしていただくためには、

多くの方と触れ合うことが大切です。きめ細かい施策と丁寧な説明、周知が必要です。

以下、質問いたします。 

  １、通院サービスの利用状況と周知方法について。 

  平成30年度から、75歳以上の方が町内の医療機関に通院するとき、タクシー利用に対

して補助を行っていますが、その利用状況はどうなっているか。広報でのお知らせはわ

かりづらく、知らない方もいるのではないかと判断いたします。 
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  ２、令和元年から、ことしからですが、高齢者運転免許自主返納支援事業が始まりま

した。申請手続のための手数料と交通費への助成内容が４月の広報に掲載されておりま

すが、これだけではわかりづらいため、返納した場合のメリットを強調すべきです。ま

た、町独自のメリット策があってもよいのではないか。 

  ３、町内循環バスの活用促進を。 

  平成30年度から週３便、また、停留所も新たに２カ所ほどふえておりますが、要望に

沿って改善されてきています。しかし、要望を聞き、可能な限り停留所をふやすなど、

利用促進を図るべきです。 

  ４、おでかけ確保対策事業について。 

  今後、交通弱者中心の移動手段の見直しを行う予定で、令和元年度は調査分析を委託

する予定となっています。国の補助金活用ですが、町民の要望を大切にし、町民中心と

なって進めるべきと考えます。 

  ５、わかりやすいパンフの作成を。 

  各種町の施策や関連する情報を、高齢者向けにわかりやすくまとめて紹介するべきと

考えます。 

  以上、質問いたします。 

○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、安心できる国民健康保険のためにであります。 

  今年度から、国保都道府県単位化により、北海道が運営の責任主体となり、安定的な

財政運営や効果的な事業の確保などで制度の安定化が進められており、被保険者の負担

の平準化も進めるものであります。 

  しかし、道内の市町村においては、被保険者の所得の多い方の比率や少ない方の比率

が大きく違うことや、保険料収納率、１人当たり医療費額なども差があることから、平

準化に向けて解決すべき課題があります。 

  １点目の国民健康保険税の引き上げを行わず、引き下げの検討をとのことについてで

すが、子供の均等割の廃止につきましては、少子化対策の制度として整備されることが

望ましいことと考えられることから、本町では町村会を通じ、国に対して要望を上げて

いるところであります。 

  また、国民健康保険法第77条による市町村独自の保険税の軽減につきましては、その

財源を町から繰り入れを行った場合、決算補塡等を目的の法定外繰り入れと判断されま

す。その場合の法定外繰り入りは、国保事業費納付金を算定する際に繰入額も加えられ、
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激変緩和の軽減措置を判断する場合にも影響することから、結果的には保険税の上昇に

つながる可能性があります。当面、現状の国の制度に基づいた低所得者の軽減を行って

まいります。北海道では、新たな制度における保険税の減免につきましては、現在の市

町村における運用に配慮しながら、事務の標準化を進めることとしております。 

  ２点目の税滞納者への対応につきましては、４月時点で資格証明書交付は２世帯、短

期者証交付は５世帯であり、近年の動向といたしましては、対象世帯が減少しておりま

す。滞納世帯とは接触機会を設けて滞納理由を把握しながら対応を進めており、18歳以

下の子供の保険証につきましては、世帯に届くように配慮しているところであります。 

  やむを得ず国保税を差し押さえする場合には、督促状送付後も納付のない場合で、電

話連絡による納付勧奨や納税相談の案内文書にも全く反応がないなど、負担能力がある

のに納税義務を果たしていないと判断される納税者について、給与や預金等の調査を行

い、定期的な収入や預金があるかなど、生活困窮とならないかを総合的に検討した上で

差し押さえ可能と判断できるケースに実施しているのが実態であります。 

  資格証明書や短期証につきましては、制度の維持や負担の公平を図る観点で実施して

おり、交付しなかった場合には、保険者努力支援制度の交付額が減少となる措置が行わ

れます。 

  国民健康保険制度の運営維持における税負担の公平・公正に向けた制度であることに

ついて、ご理解賜りますようお願いいたします。 

  次に、高齢者が移動しやすい町にであります。 

  １点目の町内通院についてですが、これまでは町外への通院を対象としていた通院サ

ービスについて、平成30年度から75歳以上の方は、町内の医療機関への通院が対象とな

るよう拡大をしてきたところであり、通院時のタクシー利用の４分の３を町が助成して

おります。平成30年度の実績では、利用登録者58名、前年度28名で、延べ利用回数639

回、前年度287回と、広報やホームページ、福祉ガイドブックでの周知のほかに、地域

包括支援センターからの紹介により、多くの利用があったところであります。 

  さらに、毎年70歳から88歳までの３歳刻みごとの約400名の方に、介護保険の基本チ

ェックリストを送付しておりますが、本年度においては、その際に、通院サービス助成

を含む三愛介護サービス等の紹介と、介護関係事業を説明したパンフレットを同封し、

地域包括支援センターへの相談を呼びかけることとしております。ほかにも、老人クラ

ブや地域のサロン等のお集まりにおいて、介護サービスの紹介や地域包括センターの利

用について、直接話をさせていただいているところであります。 

  ２点目の高齢者運転免許証自主返納支援事業につきましては、65歳以上の町民の方が
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運転免許証を自主返納して、運転経歴証明書の交付を受けた場合、その費用の一部を補

助するものでありますが、今年度から始まったばかりの支援事業であり、上士幌町生活

安全推進協議会発行のニュースや、警察と連携し、上士幌駐在所だよりでも記事を掲載

していただくなど、町民の皆様への周知に努めているところであります。 

  北海道における死亡交通事故の約４分の１が高齢運転者による事故となっており、先

日、東京でも、母子２人が巻き込まれて死亡するという大変痛ましい事故があったばか

りであります。自主返納は、交通事故による被害者をなくす、減らすことはもとより、

高齢者ドライバーの命と尊厳を守ることにもつながります。 

  町独自のメリット策というご意見を参考に、現在、検討しております「おでかけ確保

対策事業」の調査・分析の中で、交通安全対策として実施できる事業があれば予算化し、

実施していきたいと考えております。 

  ３点目の町内循環バスの活用促進についてでありますが、運行設定については、特に

利用の多い高齢者のサークルや社会福祉協議会のサロン等において利用実態の意見の聞

き取りを行い、通院や入浴での利用がしやすい時間も配慮して実施してまいりました。

また、直接乗車の要望をいただけたときには、面談等により停留所等の対応を行ってき

ております。停留所の数がふえることで、目的地までの所要時間の増大もあることから、

利用実態にあわせた見直しを行いながら、利便性に配慮した運行に努めております。 

  サロンに出向くための手段としての乗車要望がありながら、これまで乗車経験がなか

ったことで乗車をためらっていた高齢者のために、社会福祉協議会が乗車ヘルパーとし

て支援する取り組みも予定されております。高齢者の皆さんに利用いただき、外出機会

の拡大や触れ合いの場が多くなることで、健康に活躍できるよう取り組みを継続してま

いります。 

  ４点目のおでかけ確保対策事業についてですが、来年度の計画作成に向けて、今年度

は調査を実施いたします。町内各地区ごとの世帯構成などの現況調査に加え、路線バス、

高齢者等福祉バスの乗降調査を実施し、利用の実態を把握いたします。それらに加え、

全世代が輝く生涯活躍のまちの実現に向け、高齢者を中心としたバス利用者のみならず、

子育て世帯等からもヒアリングを行い、ニーズ調査を実施いたします。 

  さらに、デマンド運行や自動運転バスの活用、リアルタイムでの運行状況の把握など、

ＩｏＴ、全てのものがインターネットを経由してつながることであります。やＡＩ、人

工知能を活用した新たな移動サービスやシステムの導入、交通ターミナルにけおるバス

以外も含むあらゆる移動サービスについて検証します。 

  利用者のサービスを低下させず、効率的な運行を実施し、全ての町民が安全で快適な
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生活ができるよう、おでかけ確保対策（地域交通網形成計画）の策定については、町民

や関係団体、交通事業者等で構成する（仮称）上士幌町地域交通活性化協議会を立ち上

げ、協議を行ってまいります。 

  ５点目のわかりやすいパンフの作成についてですが、高齢者の医療や介護の相談につ

いては、１点目の通院サービスの周知にもありますパンフレットの活用や集まりの場で

のＰＲなどで、地域包括支援センターへの相談につなげてまいりたいと考えております。 

  また、おでかけ確保対策による計画策定に際し、路線バスやコミュニティバスの全て

の停留所や交通情報を登載したわかりやすい交通マップを作成したいと考えております。 

  また、地域の集まり等の際には、出前講座にも申し込みいただくことで、職員による

説明や相談もお受けできますので、ご活用をいただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 質問が多岐にわたったものですから、答弁が結構かかりました。

時間が随分少なくなってしまいました。よろしくお願いいたします。 

  まず初めに、国保問題から質問したいと思います。 

  国民健康保険が高いというのは、多分皆様ご存じだと思うんですが、ちょっと省略し

て、札幌の例で、私たちが調査した結果では、給与年収が400万で、夫婦と子供２人の

４人世帯で計算した場合に、国民健康保険税でいきますと41万3,500円と。それから、

協会けんぽですと20万5,000円、約半分と。これは多分どこの町村でも同じだと思うん

ですよ。均等割があり、世帯割があり、特に町村では資産割までありますが、結構高く

つきます。その点について、まず、国民健康保険が協会けんぽ等、共済も含めて、高い

という実態をどのように把握されているか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今お話しあったように、共済、協会けんぽ等々との保険料の差はあると

いう事実はそのとおりだと、そのように思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 私はずっと国民健康保険、共済保険以外に入っているんですが、

もう仕事をやめた方は、ほとんどの方が入ります。それから、もちろん収入のない方も

入ります。その点について、知事会も、それから町村会も含めて国に再三要望していま

す。特に、知事会では、2014年に公費１兆円を入れたら、均等割がなくせるんではない

かという、当時の福田知事ですね。そういう提案もしております。 

  それに基づいて、じゃ町が何ができるかという問題です。国に対して市町村が要望す

るのはそうなんですが、町として何ができるかと、いきなり均等割を廃止することは、
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多分困難だと思うんですが、その点について、できない理由が２点ほど明記されました。

法定外繰り入れというのは、町が減免した場合に入れることはできると。それは法定外

繰り入れにはなるんですが、決算を穴埋めしたということにはなりません。ですから、

法定外繰り入れが認められていないわけじゃなくて、法定外繰り入れもできると。減免

についてはできると。うちの町は減免が余りないと思うんですが、かつては、例外のと

きには、特別な減免制度をつくって減免した例があります。そのように、その減免の中

に子供の均等割を入れることができるということで、国のほうで認めていると思います。 

  その点について、それは決算の補塡、要するに決算が赤字になるために、一般会計繰

り入れしたことにはならないというふうに判断いたしますが、その点について、まず、

なかなか細かいことになる、細かいことを突き詰めていかないと問題は解決しません。

その点について、町長、答弁お願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 私どもとしては、今、特別対策としてできるというのは、通常の状況で

ない、そのような事案が発生したときというふうに認識をしております。それは、特に

ここは農業が基幹産業だとすれば、農業が壊滅的な打撃を受けて支払いをすることがで

きなくなったというような状況というふうに押さえております。通常の場合は、それら

については、法定外繰り入れについては、容認しているというふうに認識はしておりま

せん。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 子供の均等割について、減免することができるかどうかと、そ

れがまず１つ目の問題なんですが、これはできるかどうか、この間、５月31日に十勝総

合振興局と交渉を行いました。私もこのことを直接、担当課に聞きました。均等割につ

いて、減免することはやぶさかではないと。やれという奨励ではないけれども、やぶさ

かではないと、できるというふうに答弁されました。 

  そのときに、減免した場合に何か、よくここにあります、いろんな補塡なり、何か減

らされたりするんではないかという質問をいたしました。そうすると、さほど明確な答

弁ありませんでした。多分いろんな形で、先ほど激変緩和に加算されてお金が来るのが

減るんではないかとか、そういうことがあると思うんですが、その点について、具体的

な減らされる根拠というのがどこにあるのか。これは委員会でも何回か議論しているん

ですが、減らされると国民健康保険税の方々に、結果的には保険料上がるよと、保険税

上がるよと言われると、ちょっと足踏みしてしまうんで、その辺について、根拠がどこ

にあるのか、町長、わかればお願いいたします。 
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○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 そこまでは承知しておりません。ただ、やっぱり今、北海道を単位とし

て、国保会計をやっていくということについては、お互いに応分の能力に応じて負担し

合うと。相互負担と相互互助という精神が背景にあるというふうに思っております。 

  そういった意味では、本町だけが特化して安くするということについて、そのことに

ついて考えるべきところがあるんじゃないかなと。全体としてどうこれを引き下げるか

という問題については、北海道全体の問題として、私ども各市町村から声を上げていく

ということだというふうに思っておりますが、そういった中では、今行おうとしている

のが、いわゆる子育て世帯の均等割ですね。均等割をいかにこれを下げるかというのが、

保険料全体を下げることにつながっていくということに尽きるといいますか、今それに

精力を上げているということでありますから、そのような運動をさせていただきたいな

と、そのように思っております。 

  保険料が特化して国保が高いというお話でありますけれども、本町としては、子育て

に係る、いわゆる家庭が係るさまざまな支援をどうするかと、総合的な視点で対策を講

じているということであります。 

  このように、国保とほかの協会けんぽ等々のそういった問題もありますけれども、国

保そのものとしては、北海道全体として、同様の負担をもって今運用しているというこ

とでありますから、それはそれとして、容認しつつ、しかし、子育てに対する均等割の

２万数千円のそれは、かなりほかと比べて高いということも事実でありますので、それ

は全体の声として上げていく必要があるだろうというふうに思います。 

  そのほかにも、私どもとしては、もともとかなり保険に対して、健康に対して留意を

払っていますといいますか、町民の医療費がどちらかというと低いというのが本町であ

りました。それは、言ってみれば、平均的にいうと、都市圏のほうがかなり保険料が高

いという状況でありますけれども、これもまたある意味では不公平という、僕らのほう

の認識を持っております。都会のために、あるいは日ごろの健診だとか、あるいは健康

に対する意識の問題だとか、こういったことを含めて医療費の削減に努めてもらうとい

うことも大事なことであります。 

  そういった意味では、例えば保険者努力支援制度だとか、そのようなことがあります

けれども、できるだけ全体として安くする方向については異存のないところであります

ので、それらの意見も踏まえて、これから対応できることについては対応していきたい

というふうに思います。 

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

（午前１１時０３分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１５分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 町長がいろいろな子育てに関する総合的な支援策をとっている

と。それはそれとして物すごい重要な問題ですが、国民健康保険税はまた別問題と、税

金の問題ですので、これはきちんとまた取り組んでほしいなと思っています。 

  さっきのペナルティーがあるかないかという話で、多分あるんだろうと思うんですけ

れども、要するに激変緩和の３つの中で、最後の新たな追加公費の努力支援制度とか、

調整交付金等について、多分多少いろいろあるのかなと、減らされたりするのかなと。

うちの町は、上士幌町は結構頑張っていますので、支援金もかなりもらったり、それか

ら調整交付金もかなりもらって、何百万か、トータル的には、払わなきゃいけないお金

からすれば、約3,000万ほどですか、少なくてよかったということもあります。 

  それはそれとして、ペナルティーあるかどうか、色がついていませんので、それを乗

り越えるまちづくりをしてほしいなと思って質問したいと思うんですが、旭川市の例で、

旭川市はこの平成30年度から広域化になる前から、18歳未満の均等割の減免を行ってき

ました。30年の前まで、28、29年につきましては、５割減免していました。30年度から

は、先ほどのペナルティーかわかりませんが、ちょっと指導が入って、３割に、今減っ

てはいるんですが、18歳未満の子供の均等割を３割にしています。 

  それから、全国の事例も、私が調べた中では25市町村ほどあります。埼玉県のふじみ

野市では、第三子を全額減免するという例もあります。それを行いながら、多分全国の

レベルでは、ペナルティーはないと言っているんですが、全道なり、都道府県単位では、

多少なり、それはわかりません、あるかもしれませんが、それをはねのけていかないこ

とには、この制度は解決しないのと、それから、全国町村会も、それから、知事会も、

このこと、子供の均等割は廃止するか、減免するように要望していますので、その点に

ついて質問したいと思います。 

  何かいいことをしようとすると、国はペナルティーをつけると脅かすんですよ。例え

ば子供の医療費をさかのぼってみますと、子供の医療費は、上士幌町は先駆けて中学校

卒業まで無料にし、それから、その次は高校まで無料にしました。そのときも、要する
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にお金を１回払って償還払いにしたらペナルティーつけないけれども、そこの窓口で窓

口負担なしにしたら、ペナルティーつけるといって、調整交付金を減らされてきました。

たしか、年度でかわるんですが、数百万減らされてきました。全国町村会も、窓口払い

に対するペナルティーをなくせ、なくせと、ずっと言い続けてきて、見事に平成30年度

からその制度がなくなりました。ですから、今30年度、去年からは広域化になったせい

もあるんですが、子供の医療費の18歳未満の、町が持ち出した分について、ペナルティ

ーはありません。 

  ですから、ペナルティーを課されながらも、うちの町は、当時、ペナルティーと言い

ません、調整交付金を減らされましたので、多少ペナルティー、でも、それでもうちの

町が先駆けて中学校卒業、高校卒業までやったことにより、十勝管内をほとんどの町が

中学卒業まで、高校も過去、結構あります。それが広がりまして、その点も含めて、ペ

ナルティーを恐れるんではなくて、いずれはこれは均等割は廃止か減免に必ずなります

ので、その点を含めて、先駆けて、ペナルティーが多少、多少わかりませんが、あって

もこれはやるべきではないかと、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 今、知事会、それから町村会、全国的なそれぞれの立場で、この均等割

についての改正を要望しているということでありますから、まずはそこのところを最も

力が入っているところが国のほうに大きな声として上げていくということが大切だと、

そんなふうに思っております。 

  旭川についても、もう廃止をするというようなことで情報は入ってきているところで

もございます。 

  やっぱりもう一つ、この後大事になってくるのは、医療費をどういうふうにして全体

として下げて、その結果として、国保税を下げていくかというところが一つあるだろう

というふうに思っています。昨年も町村会ということで、北海道の保健福祉のほうとい

ろいろ保険料のことについても要望をさせていただきました。たまたまその担当でもあ

ったということもあります。 

  そういった意味では、かかるところは当たり前にかかって、その負担を日ごろ頑張っ

ている、十勝管内は結構各町村、医療費については頑張っている地域だというふうに思

いますが、そこにまた相互扶助という名のもとに上がってきたという今回の状況から見

て、やっぱり健康に対する日ごろの取り組みをもっと評価をしてもらうというような取

り組みが必要だろうという話をしました。 

  そんな中で、今、町としては健康ポイントの事業なんかをやっておりますけれども、
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それを幾らやって医療費を下げても、今の中では、全体の計算の中で、ほかの部門も含

めて、ある意味では保険料を払っていかなければならないということになってまいりま

す。 

  そんなことから、北海道としても、健康に対する取り組みのところについては、積極

的に支援するという、そういった仕組みをつくるべきでないだろうかという話をしてお

ります。そのことをもって、また違った形での保険者に対する支援の仕方も出てくるの

かなと。それと、何よりも病気にならないということが一番大切でありますので、その

ような運動を全道的にどのように展開していくかというのも、これも一方では必要にな

ってくるというふうに考えます。 

  いずれにしても、今、知事会やあるいは町村会を含めて、子供の均等割について是正

しようと、こういった動きがありますから、それに呼応してしっかりとした、私どもと

しては、この町としても運動を一緒に構築していきたいというふうに考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 健康をきちんと守ることも大事ですが、税金を払えないという

方についてどうするかという問題で、次に質問したいと思うんですが、資格者証、保険

者証は過去に比べたら大分減りました。過去、短期保険証は二十数世帯あった気もしま

す。 

  ですけれども、毎年８月にもらっています滞納等についての資料をずっととっている

んですが、一番多いのはやっぱり国民健康保険税が一番滞納があったり、それから、差

し押さえがあったり、それから、払えなくて不能欠損になったり、それが一番多いのが

国民健康保険税です。多分税金の払い方も、払えないときに、順番があるから、国民健

康保険が最後に残るか、ちょっとわかりませんが、それともう一点は、十勝滞納整理機

構に移す金額も断トツに多いのが国民健康保険税です。この方が必ずしも悪徳で、再三

言っても払えなくているのかどうか、それが一番国民健康保険税、平成30年度の引き継

ぎ状況を見ても、153万と多いんですが、そうなのかと。でも、払ったにしろ、相談を

受けたにしろ、払えない方というのは物すごく多いと思うんですよ。そのことをきちん

と把握しないと、赤ちゃんがおぎゃあと生まれたら、すぐうちの町は２万7,000円です

か、つくと。農家の方々は家族数が多いですので、収入は同じでも、家族が多いと税金

が高いと。限度額で払っていると思うんですが、そういうことを含めて、その状況につ

いてどうなのかと。 

  あと子供のいる世帯につきましては、18歳未満は必ず保険証を渡しなさいと。これは

運動でなりましたので、全世帯に渡っているという答弁があります。その点について、



－26－ 

払わない方の状況が多少改善されているとはいえ、十勝整理機構に移したり、何らかの

形で、多分さっきの支援制度の補助金にかかわってきますので、その辺の収納率を上げ

るために多少無理をしているんではないかと、その点についてどういうふうに把握して

いるか質疑いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 答弁書のとおりであります。これまでから見て少なくなってきたと。い

わゆる短期者証等々、資格証明書、こういったことが、いろんな意味で納税者とのコミ

ュニケーションがしっかり図られている、あるいは納税に対する義務といいますか、意

識が高まってきて、結構なことだろうというふうに考えるべきだろうと、そんなふうに

思っています。もちろんゼロになるのが望ましいということです。 

  そういった滞納があって、本来払うべきところが払っていないと。やっぱりこれはし

っかり納税を守っている大方の納税者から見ると、極めて不公平なこと、あるいは疑問

の残るところということになりますので、やっぱり何としても払ってもらうということ

が前提だし、それから、保険料についても、所得に見合った形で課税されているという

ふうに思っております。 

  そういった中で、なおかつ、もっともっと大変だと、困窮しているというところには、

さまざまなセーフティネットがあるはずであります。もともとその所得に応じて減免も

されていますし、さらには、困ってどうにもならないということについては、それはま

た相談に応じるということで、担当のほうとしては、相当丁寧にこのような状況に対し

て接触をして、その結果として、今のそれぞれの交付件数になっているということとい

うふうにご理解をいただいて、これがゼロになるように、引き続き納税者、町民の方、

そして職員との情報交換をしっかりやっていく必要があって、その上で完納するという

町になるのが望ましい。そのために努力をしていくということだろうと思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 税金を課せられたものは払うのが当然という立場には、それは

立つんですか、払えない状況にある方について、完納という意味じゃなくて、相談に応

じながら保険証をきちんと渡すと。できるだけ差し押さえとか、やむを得ない場合につ

いては、その方の預貯金なり、いろんなことを含めながら生活に支障がないようにきち

んと手当てをすると。そのことを含めて、多分担当課は、ずっとこのことを私、前も質

問してきましたので、そういうふうに対応しているということでありますので、完納す

べきだという立場に立つと、物すごい、残ったら数百円しかなかったとかいう帯広市の

例でもあるんですが、そうじゃなくて、きちんとどういう状況か把握をして、対応して、
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できるだけ資格者書、短期保険証を出すことのないように対応すると。その方がもし払

えない状況にあるんだったら、結構ありますね、生保に移ったりとか、過去にもありま

した。そういう払えない状況にある方はどうしたら生活再建できるのかという相談を、

いろんなセーフティネットを活用しながら生活を援助するという立場に立ってほしいと

いう思いで質問いたします。その点、手短に答弁お願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 おっしゃるとおりであります。 

  やっぱり税はしっかり払うというのが基本的な精神だと、このことはみんなの共通認

識に立っておく必要があるだろうというふうに思います。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 次に、高齢者の通院等のサービスについて質問いたします。 

  ３点、まとめて質問したいと思うんですが、通院サービス、免許返納、循環バスにつ

いて再質問いたします。 

  通院サービスにつきましては、去年から始まりまして、広報５月号に載りました。し

かし、ちょっとちっちゃくって、私も何度も何度も見てもわからなくて、直接説明して

歩きました。その方は利用しました。その次に、説明したら、知らない方も多少いまし

た。 

  ですので、わかりやすいような、例えば三愛サービスが拡大されましたと言われても、

三愛サービスというのは何なのかと、自分は三愛サービスを受けているのかと、介護サ

ービスじゃありませんね。その辺がわかれば、もっとわかりやすいような形にしたらい

いのかと。今年度は通院サービスとしては載っていませんので、ちょっとどうなのかな

という気もいたしました。 

  例えば、これの課題としては、いろんなサークルに出かける方は、そこで説明を受け

たりするんですが、行かないと。それから、これからの課題として、結構頑張って自転

車で行ったり、自動のスクーターみたいなので行ったりするんですが、これから冬にな

った場合に行けないと、その制度を利用したいという方もいました。 

  そうすると、そのサービスの中身が、なかなか広報に載らなければ、そういうサロン

とか何かに行くわけじゃないし、ふれあいプラザに行くわけでもない方については知ら

ないでいるんではないかと。それを私はでっかくニュースつくって説明しました。そう

いうことも必要じゃないかと。これが五十何人で30人ほどふえたからいいではなくて、

病院に行っている方々、たくさんいらっしゃいますし、ちょこっといろんな形でお知ら
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せをしたらふえるんではないかと思っています。 

  それから、免許返納については、これは５月号の広報ですか、載りましたので、結構

話題になっています。私は、ある方に聞きましたのは、メリットですね。メリットがわ

からないまま過ごして、去年、免許証を要するに更新しないで投げちゃったという方も

いました。そうすると、もうこの制度に乗れませんので、何かメリット、私もいろいろ

調べて、とりあえず十勝管内ではバス代が半額になるという制度がわかっている方はわ

かるけれども、わからない方はわからない。 

  そういうことも含めて、十勝管内ではそれぐらいかなと。あと、いろんな制度があっ

ても、民間でやっているサービスもさまざまあるんですが、そこまではできませんが、

せめて十勝管内のバスが半額になるよとか、そういう何かメリットを紹介しながら、あ

とはずっとというわけじゃない、返納したときにちょこっとメリットがある、商品券な

り、何なりがちょこっと、それがあると足を運ぼうかなという、そのきっかけをつくっ

てほしいなと思っています。その点について質問いたします。 

  それから、３点目、循環バスの関係なんですが、これは多分これからいろいろ総合的

に見直しをされていくんだろうと思うんですが、サークルに行くときとか、入浴とか行

くときに、利用する方は結構利用しているんです、利用する方は。だけど、なかなか利

用していない方は、この運行表を見ても、なかなかわかりづらかったりとか、あと自分

が足がちょっと不自由になって、結果的に町内のすぐそばのところに、すぐそばといっ

ても自分の目の前じゃなくて、せめてバス停のあたりにとまってくれたらいいなとか、

そういう要望もありますので、そういうことを含めて、総合的にやっぱりもう一回きち

んと要望を聞きながら、見直ししたらどうかと思っています。そこまで、３点、質問い

たします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 通院サービス、これ以外のことも含めて、いわゆる情報提供のあり方だ

と思いますが、多分出すほうとしては、相当出しているんだろうと思うんですよね。と

ころが、必要とする人に、その情報が必要なときに的確にそこに、手元にあるかどうか

というのが、一つ問題なんだろうと思います。 

  やっぱり当事者にならないと、いわゆる何に困っているのか、何が欲しいのかという

のは、当事者にならないと、なかなかわからないということも、それは誰においてもそ

うだろうと思いますけれども、私は私の立場として、今、課題としてないものについて、

その前にペーパーがあっても、なかなかそれは素通しして全然気がつかないというよう

なことがあります。 
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  その辺の情報の出し方については、常にどうあったらいいのかと、何もこれ、情報を

閉ざす意味でもないし、知ってもらうという必要がありますから、これまでもいろんな

質問等々いただいておりますけれども、これがすばらしいと、こういう方法だったら、

もう誰にも見てもらって、必要な人に、必要なときに情報が届くというような、いわゆ

る特効薬みたいなことですね。そういった広報の仕方というのは、こういうのもあれば

本当にみんなで知恵を出し合ってお伺いしたいなというふうに思いますが、町は町とし

ても、そのように努力はこれからもしていきますけれども、とりあえずは、やっぱり今

情報を行政が出すとすれば、広報やあるいは主要な拠点の施設等々、さらにはサークル

といった形、あるいは保健師が訪問した際にそういう話をするだとか、こういったこと

になってくると思いますけれども、やっぱり地道な広報活動、地道な口コミみたいなこ

とが一番有効なのではないだろうかなと、そう思ったりもしております。 

  いずれにしても、この問題、もっと有効な手だて、どんなことがあるのかということ

をこれからも十分検討していきたいといいますか、ぜひまた一緒に考えていきたいなと、

そんなふうに思います。 

  それから、メリットであります。今とりあえずは、運転免許証の返納が始まって、そ

れに対する支援をすると。入り口だというふうに思っております。やがて、この高齢者

の事故の問題というのは、さらに社会問題化するというふうに思っていると同時に、地

方の交通の環境が非常に悪化をしていると。人口が減る、そのことによってバスや交通

機関、乗り物の状況が劣悪になってくると。もう悪循環になるような、今はそういう状

況にあるんだと思います。それをどんなふうにして、やっぱり交通ネットワーク、行き

たいところにいつでも行けるような、そういう環境をどう整えるかというのが、非常に

大切になるというふうに思います。 

  返納した場合のメリットは、これからまたいろいろと協議しますけれども、こういっ

た一過性で、返納するための動機づけにするのか、その後の、できれば返納した後にい

ろんなお出かけだとか、あるいは買い物や病院に行くのに便利になったというのが、や

っぱり一番のメリットだというふうに思います。 

  それと事故防止ですね。そのことによって、不幸な事故に遭わなくて済む、あるいは

加害者にならなくても済むというのが最大のこれはメリットと。しかし、そのためには

ちゃんとした日常生活ができるような足の確保をどうするかというのが非常に大切にな

ってくるというふうに考えております。 

  循環バスについても、これも非常に丁寧に、受益者の、いわゆる高齢者の要望を聞き

ながら、停留所の変更だとか、新たに新設だとか、これ相当毎年毎年やってきておりま
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す。高齢者の要望も毎年変わっていくわけですね。みんなそれぞれ高齢になったり、場

合によっては、バスも使えないというような、そういうことも起きてくるわけでありま

すから、日々といいますか、あるいは年ごとに高齢者の体調や移動のできる、そういっ

た元気さも変わってくるということですから、やっぱり臨機応変に常にやっていく必要

があるだろうと、そんなふうに考えております。 

  もう一つは、今、大事なのは、運転免許を返納したら、そのときからバスに乗ればい

いやというような話なんかもありますけれども、専門家の話を聞くと、ある程度やっぱ

り若いときからバスに乗る習慣だとか、乗り方だとか、これが覚えていないと、高齢に

なってから、なかなかバスに乗れないというようなことがありますから、循環バスにつ

いても、今まで未経験の方々にお試しで乗ってもらうと、これもとても大切なことだと、

そんなふうに思っております。 

  その上で、ほかの、これから高齢になる方々に、循環バスでなくても、さまざまな自

家用車でない移動の仕方なんかというのも、いろいろと体験する機会もつくることも、

このようなことも大切でないかなと、そのように考えているところであります。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 最後に、これからの課題として、おでかけ確保対策事業につい

て質問いたします。 

  これは、ことしの２月に資料をもらって、説明を若干受けてはいるんですが、この資

料によりますと、平成27年、28年に策定した、委員会のときにもお話しさせてもらった

んですが、調査結果をベースに、もとにして新たな調査をすると。そのときに、このと

きの調査結果につきましては、拠点が必要だというのでターミナルが一応結果的にでき

ました。これを調査をしながら、新たにいろんな方々に要望を聞きながら調査しながら、

地域公共交通網形成計画をつくると。これをつくると、国からの補助金が増額されたり

メリットがあるということなんですが、その点について、私は前の調査はどういうふう

に生かされるのかと。 

  それから、国の補助金絡みで来ると、さまざまな補助金のつく、例えば、わかりませ

んが、グリーンスローモビリティとか何かいろんなものがついてくるんではないかとい

う気がいたします。 

  その点について、私が思うのは、先ほどいいましたいろんなサービスがありますね。

それを土台にして、それを拡充、発展させる方向に進むのがいいのかなという気がいた

します。その点について、どういうふうに考えるのか。ことし、基本調査が入りますの

で、質問いたします。 
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○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 調査は前回やった調査と重複しないような内容での調査というふうにな

っております。 

  それはそもそも交通ネットワークというのは大切だと。札幌に行くためや帯広に行く

ためにどんなふうなコース、乗り物に乗ってそこに行くのかというのを、切れ目なく整

っている、そういう姿が望ましいんだろうというふうに思っておりますけれども、それ

はどういう形でやれば実現できるのかというようなことが、これから大きな課題になっ

てくるということであります。 

  今回の調査は、前回やった調査を踏まえて、やっぱり交通のネットワーク化、いわゆ

る網の目のようにきめ細かいサービスが提供されているというために計画が必要だとい

うのが前提でありました。その上で、これを進めるといったときに、たまたま国のほう

の補助金があるということで、それも使わせてもらうということでありますから、後先

が、今言ったように、国の補助金があるからこれをやるということでなくて、去年の段

階から、あるいはこのような必要性があるということを、例えば去年のかみしほろ塾の

中でも交通の問題を取り上げていましたけれども、そういったことで、この後の過疎に

なってといいますか、過疎がこの後、とまるためにも、その辺のしっかりしたサービス

が必要だという前提で、計画の必要性を考えてやるといったときに、国の制度が出てき

たということでありますから、その辺、一つご理解いただきたいと思います。 

  それと、一つの見本というのが、形が、二、三日前に十勝毎日新聞のトップ記事に出

ておりました。さまざまな乗り物をどんなふうにしてそれをつなぐのか。アプリは今、

お年寄りにすぐといっても、なじめないところがあると思いますけれども、やがて、そ

のような時代になって、自宅から帯広へ行くあるいは自宅から札幌へ行くためにどうい

うルートで行ったらいいのか。キャッシュレス化もその中には一つ入っていますけれど

も、それはことしから、もうキャッシュレス化については10％上がるというのは、地元

の商工会の方でも、そういった動きになってまいります。 

  そういう時代もそう遠くないということであれば、そのような対応を図っていくとい

うことと、今、個別に全部動いているわけです。例えばコミュニティバスならコミュニ

ティバスの目的を持って動いています。それから、スクールバスはスクールバスの目的

をもって動いています。タクシーはタクシーとして、独自のそのようなことで動いてい

ます。 

  その間に、今、よそから来る人なんかはレンタサイクルあるいは地元であれば、場合

によっては、高齢者のための手押し車のそういったものの用意をするだとか、さまざま
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な人力も含めて、スタイルの組み合わせがあるじゃないかというのを、これもう一回、

今まであるのが、それが全て常識といいますか、それがベターというだけではなくて、

もっといい方法の乗り継ぎ方だとか、乗り合いの仕方だとかいうことができるんではな

いだろうかと。 

  ですから、農村を舞台にしても、今はコミュニティバスしかないわけですけれども、

本当にそれがベターなのか。乗り合いタクシーなんていうのも、今はないわけではない

ということですよね。それが本当に合理的なのかどうかというようなことも考える必要

があるなというふうに考えて、そういう今までの規制の枠を取り外した中での体系化を

していきたいと。それは、町民が安心しておでかけができるということの目的を達成す

るための計画だということであります。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 多分調査をしながら、今年度調査をし、来年度については協議

会を立ち上げて計画をつくると。その協議会の中には、結構いろんな方が入っています

ので、多方面から協議がされるんだと思うんです。 

  私が一番強調したいのは、やっぱりそのときに町民との意見交換会とか、町民にきち

んと理解を求めながらいかないと、こういう計画があると。これはこれだから便利だと

いって、これで国から補助金がつくとかじゃなくて、町民の理解を得ながら進んでほし

いなと、私は一番強調したい点です。 

  結構テレビでも、さっきも言いましたが、人力車も含めてという、これもいいなと思

うんですけれども、人力車も含めて、あとは私が見たのは、電動自転車の前にお年寄り

を乗せて買い物に行って帰ってくると、そういう方法もありますので、いろんな方法で

どういうサービスがあるのかと。それは多分そういう人力車とか、そういう電動自転車

には補助金は、多分つかないかもしれません。たとえそうであっても、必要だったら町

としてやっていくと。これがついたら、さっき言った、私は自動運転バスというのは、

多分補助金がつくんだろうと思うんですが、そこに行くなら、それも必要ならいいけれ

ども、さっき言ったグリーンスローモビリティ、これはかなりおもしろいと思うんです

が、そういうのも補助金がつくならそれもいいと、そういうことを含めて、きちんと町

民に理解を求めながら進んでほしいと、そのように質問したいと思います。これは、こ

とし調査が入りますので、来年から計画が入りますが、これは議会にはもちろん資料、

説明等あると思うんですが、町民に向けてもきちんと意見交換しながら一緒に進んでほ

しいなと思っています。その点について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 
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○竹中 貢町長 そのように、必要に応じて、事項に合わせて説明なり、あるいは意見を

聞いていくということになると思います。 

  人力車という話もちょっと、いわゆる観光地における人力車、多分それはなかなかそ

うではなくて、カーシェアリングだとか、あるいは自転車だとか、それから手押しの、

そういった体の不自由な人方が押して安全な車もありますから、そんなようなことも全

部含めた取り組みということだろうというふうに思います。 

  やっぱりこの後、人の問題点は非常に深刻な問題になってきているということであり

ますから、タクシーも２種がなければだめだとかいう状況がありますけれども、そこま

でいかない中での人の移動が可能になる、そういった意味では、自動運転のバスなんて

いうのは、そういうことをクリアできる、そういう可能性があるのではないだろうかな

と、こう思ったりもしております。 

  いずれにしても、足の確保というのは、これからは極めて大事な町政の課題の一つだ

というふうに認識をしておるところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 最後になりますが、竹中町長は、多分先の先をずっと見通して

いろんな政策を考えるんだろうと思うんですが、自動バスとかも、それは先の先を見通

せばあるかもしれません。今回の事故もあったりしますので、そういうことも含めて、

国はそういうのを進めたがるんだと思うんです。その点について、きちんとやっぱり必

要なものをやると。私、人力車でも構わないと思うんですが、いろんな形でやれる方法

を検討すると。 

  それと、例えば何かしようと思ったら、補助金をもらうと。補助金をもらって計画を

つくったはいいんですが、補助金をもらって買ったはいいですが、維持管理とかどうす

るのかとかね。補助金だって全額出るわけじゃありませんので、それでやっぱり町の負

担にかかわってきますね。そういうときにきちんとやっぱりどういうのが一番効果的で、

町民にメリットがあるのかと、それをきちんと議論していかないと、国の進める方向に、

先へ先へ見通してすごいなと、私も見通したいなと思うんですが、先をなかなか見通せ

なくて、多分これからは、ガソリンの時代は終わってくるんではないかという、そうい

う気もします。そうすると、電気なのか、歩くのがいいのか、自転車がいいのかわかり

ませんが、そういうことも含めた、自然環境も含めた形での多分対応になると思うんで

す。その点は、町長の先を見通す目を私は学びながら、検討していけたらなと思ってい

ます。その点について、再度質問して終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 
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○竹中 貢町長 なかなか国が地方のほうを現実的に、優先的に見てくれないという状況

があります。ですから、その規制をどういうふうにして突破をするかということが大事

で、なかなか至難なことです。今の自動運転だって、それはそう簡単な話ではありませ

ん。それから、光回線についても、あれも地方のほうについては、ほとんど意識は向い

ていなくて、大都市のほうに向いていると。これから出てくる次期の通信なんかでもそ

ういうところがあります。 

  それでは、やっぱり地方が元気になっていかないということでありますから、地方が

元気になるために、さまざまな提案をし、そして、それを実現させていくというのは、

私たちだけではなくて、議員の皆様方やあるいは町民を含めて、一体となっていかない

と、岩盤のさまざまな規制なり、そういったものについては、取り外すことができない

んだろうなと、そんなふうに思います。 

  いずれにしても、あるべき姿があるとすれば、それに向かっていくというのは、いろ

いろ困難であっても、大切なことでないのかなと、そう思いながら、これらの問題につ

いても取り組んで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、２番、山本和子議員の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩します。 

（午前１１時４９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４９分） 

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

◇ 江 波 戸  明 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） このたび、このような一般質問をできる機会を与えられたこ

と、大変感謝申し上げたいと思いますが、３点ほど、喫緊の課題も含めて対応していき

たいと思います。 

  １点目は、潤いのある緑あふれるまちづくりを目指してであります。 

  秋には、ぬかびら源泉郷に向かうもみじの並木なり、初夏にはナイタイ高原牧場に向

かうスモモ並木は、長年の時間をかけて少しずつ見ばえする道路並木道に成長してきて

います。 

  地域住民や旅行者においては、町なかや道路などに緑あふれる並木などがあれば、こ

の町に心地よさや安らぎを感じるのではないでしょうか。しかし、現状では、安らぎを
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与える並木や緑が豊かという視界からの緑視率が低く、また、緑被率も計画的に整理さ

れていないところであります。 

  セントラルベルト構想に基づく施設整備構想の中でも、交通ネットワーク拠点施設、

バスターミナル、その他の公共施設においても緑地化が少なく、本来憩いの場としての

市街地公園などは、パークゴルフの利用が中心になって整備されています。 

  近年、市街地に建設されている賃貸住宅周辺においても緑化率が少なく、閑散とした

建物と感じるところであります。また、施設整備優先で公共工事の際に、せっかくの樹

木が取り除かれるという状況が各所に見受けられます。 

  町においては、これからの環境豊かなまちづくりの核として、さきの構想の方針にあ

る上士幌セントラルパークを具現化し、市街地区全体の土地利用計画の策定を進め、そ

の中に緑被率や、また緑視率を設定した緑の基本計画を検討すべきと考えます。 

  町内には緑豊かな地域はコンパクトタウン計画の範囲以外に、小学校周辺、旧営林署、

旧国鉄線路跡地等に現存されています。アダプトプログラムと連携するなど、これから

の取り組みを推進するため、町民緑支援チームなど、緑のまちづくりを意識させ、実践

する仕組みやふるさと納税制度を活用したメニューに、これらに係る取り組みを組み入

れることを検討できないでしょうか。 

  長い目で町長の令和元年に向けた町政執行方針にある、「自然の豊かさと美しさが実

感できるまち」を目指すために、空き家、空き地、未利用地等の町全体の美しさを感じ

る環境づくりを含め、先の考え方や対策を進めることにより、多くの方々は新たな視点

でこの町の魅力を見出すことができると思います。今年度のこの執行方針、「自然の豊

かさと美しさが実感できるまち」の実行に向けた具体的な考え方とその方策について伺

います。 

  ２点目であります。 

  コミュニティが見えるまちづくり。 

  近年、地域の高齢化が進み、町内会の担い手が不足することなどから、活動が低下し

ている町内会も見受けられ始めています。一方、賃貸住宅の急速な建設ラッシュにより

若年層の流入が増加していますが、町内会に加入する率は極めて低く、従来から引き継

がれてきた地域のことは地域で守るや、隣近所意識が低下している傾向が見受けられま

す。 

  このような状況は、営々と築き上げてきた地域コミュニティの崩壊につながり、

5,000人のまちづくりの基本理念と相反するものと思います。そのためにどのような課

題が地域にあり、行政としてどのように取り組むのかなど、自助・共助・公助のあり方
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を町が主体となり、地域懇談会等で意見交換し、課題の共有を前提に、地域が本気で支

え合いを中心に、地域包括ケアシステムの実現に向けた取り組みの進め方を含め、町民

全体の意識を高める必要があると思います。 

  その一歩として、町内会によりさまざまな課題が異なるため、地域別課題を的確に把

握するシステムとして、町職員による地域担当制度を取り入れることなども必要ではな

いかと思います。 

  また、このまちづくりのために、さまざまな意見交換の場として、町民会議的な組織

のあり方も必要ではないかと思います。地域と連携するシステムとして、コミュニティ

スクールの推進は本当に開かれた学校として、一方、コミュニティタウンの推進は本当

に開かれた町と呼ばれるような、安心して暮らせるまちづくりへの実現に向けた検討が

必要ではないかと感じています。 

  コンパクトタウンやセントラルベルト構想を推進するためとして、行政の効率だけを

考えたまちづくりがあるとすれば、当然見直しの必要もあるはずです。 

  人口の維持及び増加政策は、地域の機能や経済などを維持していくには必要なことで

すが、安心して暮らせる5,000人にこだわらないまちづくりへの考え方も必要と思いま

す。これらのことを踏まえ、これからのまちづくりの考え方について伺いたいと思いま

す。 

  ３点目になります。 

  ３点目については、上士幌高校の存続の意味を地域ぐるみで考えるであります。 

  十勝管内の各高校においては、管内の中学校卒業者の著しい減少は防ぐことができな

い課題となっており、道教育委員会の高等学校配置計画においても、高校の間口減を示

しているところです。 

  中卒者の高校進学先はあくまでも本人と保護者の意向が重視され、最終的に進学先を

決定するところですが、職業科高校やスポーツなどに見られる有名校への誘いによる札

幌周辺高校への希望が全道的にもふえている傾向と言われています。 

  このような中で、上士幌高校においては、従来の上士幌高校振興会等による生徒支援

型の継続や学校の生徒募集の対応を中心とした生徒募集対策では、中卒者の減少や学校

の特色を見据えた場合、これからの生徒確保への対応については課題や不安があると考

えられます。 

  一方、政府の教育再生実行会議においては、高校の学び「脱画一化」として、高校の

普通科改革を柱とする提言をまとめたところであります。このことを受け、文部科学省

においては、今後、具体的な制度の検討に当たるとしています。 
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  町としても、このような普通科高校の変革が見込まれている現状を厳しく捉え、上士

幌高校の存続の意味を町民全体で理解し、迅速に小規模高校が新たな仕組みの中で、一

人一人の個性や能力に応じた教育を目指す基本的な考え方のもと、どのように学びの高

校に転換できるかを検討するとともに、当面は目の前に置かれている上士幌高校の安定

した二間口の維持を目指す行動の必要があります。 

  これらの現状と課題を踏まえ、上士幌高校の存続の意味と高校のあり方について、今

後を展望した考え方とその方策について伺います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 江波戸議員の質問にお答えいたします。 

  まず、１点目の潤いのある緑あふれるまちづくりを目指してということであります。 

  本年度の執行方針の中で、「自然の豊かさと美しさが実感できるまち」におきまして

は、環境保全・環境美化・公園をカテゴリーとして、公園は安全で安心、楽しく遊べる

公園として管理及び整備してまいります。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

としております。 

  第５期総合計画における公園・緑化・景観の基本的な考え方といたしましては、「子

どもの遊び場、町民の健康づくりの場などに利用される公園づくりを進めます。」「う

るおいと安らぎのある地域景観の形成に努めます」とし、施策の内容では、公園・緑地

は統廃合も含めた既存公園の再整備、行政、町民、ボランティア、企業が一体となった

公園・緑地づくり、町民の憩いの場となる緑地の整備としております。また、緑化では、

花植えや、緑化、草刈りなどの活動の推進、フラワーマスターの育成、活動の支援とし

ております。 

  議員ご指摘の各公共施設における緑地化が少なく、緑被率、緑視率を設定し、緑の基

本計画を策定すべきとのご助言ですが、町の公共施設の再編整備、セントラルベルト構

想におきまして、次の整備計画として、役場周辺のセントラルパークの整備がございま

す。その際には、改めて緑化のあり方を意識しながら進めてまいりたいと思います。 

  また、小学校周辺、旧営林署、旧国鉄線路跡地等に現存されている緑豊かな地域での

町民緑支援チームでの整備、ふるさと納税制度のメニュー化で検討できないかとのご助

言についてですが、十分に内部検討しながら進めてまいります。 

  今回、改めて町全体の美しさを感じる環境づくりを進めるべきとのご質問、ご指摘を

いただきました。大切な視点として取り組んでまいりたいと思います。 

  次に、コミュニティが見えるまちづくりであります。 



－38－ 

  町民のコミュニティ形成において、行政区・町内会活動は最も重要な活動の一つであ

ります。地域住民の福祉向上や住民同士のつながりに大きく寄与し、行政とのパイプ役

や地域防災、高齢者や生活に支障を来す弱者の見守り等、重要な役割を果たしていただ

いております。 

  しかしながら、ご指摘のように、全国的に見ても加入率は、価値観の多様化やライフ

スタイルの変化により低下している実態にあります。本町でも、世帯数の増加に比較し

て、加入数は余りふえていない状況にありますが、転入届の際に、窓口での加入要請や

賃貸住宅助成事業に基づく建築の際の事業者にも、強く要請を行ってきているところで

あります。 

  このような中、今後、コミュニティの崩壊をご心配され、それぞれが持つさまざまな

課題に対して共有の場を設け、意識を高める必要があるのではないか。その一歩として、

課題把握のために、町職員による地域担当制度を取り入れることなども必要でないか、

町民会議的な組織のあり方も必要でないかとのご指摘でありますが、町の事業等につい

ては、町民への周知や意見要望の吸い上げにつきましては、広報・広聴の充実が重要で

あり、これまで各団体とは日常的に情報交換を行ってきており、地域とは課題に応じた

懇談会等を開催してきているところであります。 

  大型の事業等では、講演会や町民報告説明会、ワークショップのほか、パブリックコ

メントによる意見募集等、住民への理解や意見を政策に反映してきております。さらに、

開かれた行政を目指し、平成15年からは、協働するまちづくりの観点から、出前講座を

実施してきております。今年度も各領域に71講座を用意し、メニュー以外の要望にもこ

たえるよう柔軟に対応してきており、積極的に活用していただきたいと思っています。 

  議員ご指摘のとおり、時代の流れとともに、冠婚葬祭や近隣の交流など、以前に比べ

て希薄化している現状を踏まえ、全国の自治体では、新たな公共といった考え方のもと

で、ＮＰＯやボランティアといった住民活動を奨励し活発化してきています。さきに述

べたさまざまな町の取り組みは、自主自立を前提に住民のまちづくり、住民主体のまち

づくりに沿った対応と考え開催しているところであります。 

  なお、議員がご指摘の地域懇談会の開催とまちづくりの会議の設置については、その

ニーズも含めて、今後、区長の皆さんと検討をさせていただきます。 

  町職員の地域担当制度についてですが、以前、行政区の高齢化などで役員のなり手不

足の解消として議論した経過があります。その結果、特に冠婚葬祭の葬儀関係では、会

計や事務処理に役場の職員の応援体制に配慮しているところでもあります。 

  自治の原点ともいうべき行政区・町内会は、まずは自主的な運営が基本であると考え
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ています。その精神のもとで、地域課題や地域の取り組みを尊重したいと思いますが、

そのこともままならないといった状況が行政区にあるとすれば、地域担当者のことも含

めて相談させていただきたいと思います。 

  昨年からは、行政区、町内会活動等の事例を学ぶ研修会に参加したところでもあり、

改めて行政区、町内会や地域活動のあり方について検討してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで休憩といたします。 

  再開は午後１時といたします。 

（午後 ０時０３分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 江波戸議員のご質問にお答えします。 

  上士幌高校の存続の意味、今後を展望した考え方、そして、その方策の３点に絞って

答弁させていただきます。 

  １点目の存続の意味につきましては、教育は地域社会を動かすエンジンであり、学校

は子供たちの豊かな学びと成長を保証する場のみならず、地域コミュニティの拠点とし

て、地域の将来の担い手となる人材を育成する場と考えております。 

  地方創生の一翼を担う上士幌高校は、これまでも地域と深いかかわりを持ち、学校設

定科目である上士幌学など、地域の課題を解決するための役割を果たしております。ま

た、幼児から高校卒業まで、連続した学びを保証できる教育水準の維持、さらに、学校

行事や地域活動を通じた町民との交流など、町の活性化に大きく寄与する高校の存続は、

極めて重要と認識しております。 

  ２点目の今後の展望につきましては、公立高等学校配置計画地域別検討協議会資料に

よりますと、平成30年の十勝学区内中学校卒業生は3,065名、また、令和３年の学区内

卒業生見込みは2,860名であり、約200名減少すると見込まれております。上士幌高校の

入学者は、関係各位のご支援、ご努力により、平成28年度60名、以後、80名、50名、今

年度は43名と二間口を維持しております。 

  道立学校全体では、約40％が二間口以下校であり、近年、一間口校が増加し二間口校

が減少する小規模化が進んでおります。一間口校となると、教員定数が減少すると同時
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に、同世代の考え方に触れる機会など、切磋琢磨する機会が減少します。また、設置科

目数や部活動の種類が限定されるなどの停滞が懸念されます。 

  教育委員会といたしましては、文部科学省の地方創生に資する高等学校改革の動向等

を踏まえながら、地域振興の核となる高校の機能強化を支え、生徒一人一人が新しい時

代に挑戦できる環境づくりを、高校や振興会とも十分連携して進めてまいりたいと考え

ております。 

  ３点目の方策につきましては、先般、教育再生実行会議において、高等学校教育に関

する提言がございました。現在、生徒の約７割が在籍する普通科について、予測不可能

な社会を生き抜くためのキャリアデザインや地域課題の解決等を通じた探求的な学びな

ど、新時代に対応した８項目を提言しました。 

  上士幌町は、この中で、特別な配慮が必要な生徒への対応として、昨年度から子供発

達支援センター職員を定期に派遣するとともに、昨年10月に、北海道教育委員会から指

定を受けたコミュニティ・スクールの円滑な運営のため、高校と地域をつなぐコーディ

ネーターを派遣するなど、先進的な取り組みを進めてきております。 

  本町では、高校を含め５つの学校運営協議会を設置し、行政区や保護者など、学校区

を代表する委員で地域とともにある学校づくりを進めていることから、こうした存続の

考え方や教育の魅力化についても、上士幌町全体で共有化できるよう、機会や場の創出

に努めてまいります。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） １点目の潤いのある緑あふれるまちづくりに関して、答弁書

では公園の整備を中心とした緑化事業について、大切な視点で取り組むという形で述べ

られていますけれども、今回、公園の緑化を基本に答弁いただいたんですが、平成16年

に、公園マスタープランの見直しをしっかりと行っております。基本的に、公園は場当

たり的でなくて、やはり町民のニーズ等を含めて、しっかり町民がどういうふうに使っ

たらいいか、そんなことを含めて、この部分についてはマスタープラン、こんなことも

含めて、まずあるんではないかなと思っています。 

  そんな意味で、今、主たる公園については、パークゴルフ中心型になっていますけれ

ども、本当に身近な部分の公園のあり方について、このような取り組みができないかど

うか、ちょっと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 公園がパークゴルフ場みたいな形になっていて、一般的な公園が少ない

というご指摘だと思いますが、確かに全町民が集まって、そこで集い、日常的に子供か
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らお年寄りまで集まるという、そういった公園については、まだ現存といいますか、整

備されていないというふうに思います。個別に、それは子供を中心とした公園、遊具等

をそろえたところの公園が、各地域ごとで整備されている。設置されて、その管理運営

の中で、今日的なニーズ、あるいは危険防止等の対策を含めて、これまで整備をしてき

ているというところであります。 

  町全体の公園ということになると、かなりマスタープランの本当に大きな計画になっ

てくると、そんなふうに考えております。事業費も含めて、どれだけどのようなことが

可能なのか、あるいはこの町に今必要なのかというようなことは、引き続き検討する必

要があるというふうに思いますが、特に、今日的には、児童遊園地を中心にして手軽に、

気軽に遊べるような、集えるような、そんな場所を整備をしてきたということと、ある

意味では、目的別になるけれども、キャンプ場やあるいはイベント等の公園等々、そん

なような形になっております。 

  それらを包括するようなことについては、もう少し大がかりなプロジェクトの中で動

いていくのが望ましいだろうというふうに思いますが、当面、これまでも課題になって

いたのが中央公園ですね。この中央公園をどうするかというのは、一つ以前から問題に

なっていて、中央公園といいながら、子供たちもなかなかそこに集まってこれないとい

うのがありますので、そこはこれからの一つ大きなターゲットとして、検討の余地が出

てくるところだろうというふうに思います。 

  この計画も、今全体を、子供からお年寄りまでが身近に歩いて行ける、誰でもが集い、

そしてまた、買い物ができるような、そういったまちづくりに再編しておりまして、そ

れは承知のとおりだと思いますけれども、消防の建築の計画に一部着手しているところ

でありますが、その後に、このラインがどのように活用されるかという意味では、そこ

が大きな公園の緑地の問題もそうでありますけれども、中央公園としての役割、機能が

果たすべきエリアとして可能性があるんじゃないかなと、こんなふうに考えているとこ

ろであります。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今、町長からあったように、本当に外から来た人も、また、

子供たちも含めて、どこかでゆっくりしたいなという部分、案外、上士幌町には、ある

ようでなかったのが実態かと思っていますんで、今の言葉を大事にしながら、こういう

憩いの場の公園をぜひ整備についての計画をしっかりしていただけると思っております。

町全体で緑に関する考え方については、少し町のほうで、改めて視点の持ち方について

もわかってきているのかなと思っています。 
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  さて、まちづくりの骨格について、町長が唱えてきた観光・環境・健康の３Ｋの推進

と自然を守りながら、樹木帯や緑地帯、こんな育成をすることについて、連携している

なと、観光については最たるものは三股盆地のあの雄大さ、それからまた、環境につい

ては、緑の癒やしのあり方、また健康についてもとれる。それから森林浴と含めて、い

ろんな意味で樹木と緑が一緒くたになりながら、町外の方々も、今回のナイタイテラス

の観光という部分も大きな緑という、一つの大きなカテゴリーがあるのかなというふう

に感じております。 

  そんなことで、この豊かさを実感できる総体的な全体像、これについてどのように捉

えているのかな、それがちょっと今回の答弁書の中に見えなかったものですから、まず

この辺をちょっとまたお聞きしたいなと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今のフレーズは、これは第５期の総合計画の中の大項目の中の一つとい

うことであります。これをもう少し具体的に、今後個別的に聞くと、１つには、環境保

全と自然保護ということ、２つ目に、環境美化、公害問題、そして３点目に、公園緑

化・景観という３つの領域に分かれております。 

  改めて今、これらを振り返って、再来年が見直しの、更新のときになると、10カ年の

更新のときになると。これを踏まえてもう一つは、今回の地方創生の総合戦略の中に反

映をしているということと、それから、執行方針も大もとはこの考え方を踏まえて執行

方針の項目にさせていただいております。執行方針は単年度の事業ということになりま

すので、全体像が見えてこないということがあると思いますけれども、今改めて、この

自然の豊かさと美しさが実感できるまち、極めてこれ抽象的な表現になっておりますけ

れども、今言ったように、いわゆる３Ｋと言われる健康・環境・観光という、これはベ

ースになって、それを具体的に、こういう表現になっているんだと思います。 

  今、このことを具体的な事業の中に当てはめてみますと、随分とこの自然の豊かさ、

美しさだとか、あるいは具体的な成果というのが見えてきているというふうに思います。 

  １番目の、例えば自然保全でいうと、その中には地球環境の保全という項目がありま

すけれども、これは官民一体となった自然温暖化の取り組みというようなことで、クレ

ジットオフィスだとか、そんなこともありますけれども、特に再生可能エネルギーとい

うことなんかになると、これは当初、想定をしていなかった部分での環境エネルギーが

構築されていると。バイオマスエネルギー、それから太陽光等々を含めると、もう日本

でも有数の再生エネルギーの町になったということがありますし、それから、空き家・

空き地の問題も出ていましたけれども、これらについても、今かなりのところでは廃屋
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も解体をして、町並みがきれいになっているというようなこともございます。 

  公園については、今もこの中央公園まで具体的なところまで行っていませんけれども、

当時は遊具がない、公園がない、老朽した公園がありますと、町外からも遊びにきても

らえるような公園がないというふうな、こういう現状認識でありますが、それらに対し

ては、公園の再編を含めて、緑地のリニューアルを進めますということになっています

ので、いわゆるそれを踏襲しながら来ているというふうに抑えていただければなという

ふうに思っております。 

  特に、公園の問題については、結構この議会の中でも質問が出たりなんかしておりま

す。特にその中では、安全の面が中心になっていますけれども、緑地のところまで含め

た、実際の問題、そういう声が、そういう環境ではないというか、目的としてはそうい

うところにいっていないところがあると思いますので、安全なところになっていますけ

れども、中央公園については、これからの取り組みになってくるだろうと、そんなふう

に考えます。 

  あるいは地球温暖化の問題も、これも緑地あるいはそういう指摘もありますが、本町

はやっぱり森林の町だという意味では、環境保全に極めて大きな貢献をしているという

ことでもありますし、そういった中では、着実にこの自然の上士幌らしさ、田舎らしさ

というか、上士幌らしさというのが具体化し、そして、着実に整ってきているのではな

いのかなと。 

  ただ、お話しされたように、市街地の中の緑地の問題だとか、これはある意味では、

緑地の観点での、緑がどれだけあるかだとか、そういう実感が出きるような関係での町

なかについては、ちょっといろいろとまだ課題があるなというふうに思いますが、一歩

郊外に出ると、緑が相当数あるという環境は、依然として変わっていないということで

ありますので、自然豊かというのは、多分地元にいるよりも、よその人方がもっともっ

と実感をしていただいているというふうに思っています。公害のあるような企業もあり

ませんし、あるいは、いろんな地質調査なんかもしているということであります。ある

いは、農畜産物についても、安全・安心をベースにした、そういう展開をしているとい

うようなことで、さまざまなところで自然の豊かさだとか、自然の資源を生かしたまち

づくりが進められているのではないだろうかなというふうに思います。 

  ただ、個別に全て羅列をしてどうかというところまで出てきませんけれども、大枠と

しては、大きな流れの中で動いているというふうに考えています。多分これがないと、

この町の魅力というのは、後々に伝わっていかないだろうというふうに考えます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 
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○８番（江波戸 明議員） 今、基本的に大きな環境問題も取り入れた答弁だったと思い

ますけれども、うちの町の一つの目玉として、この緑、それから自然をうたったら、人

口の定住化、移住化、それから観光、そんなことを含めて、緑の基本計画、このような

ことが町全体の中であってもいいのかなと。町長が言うように、郊外へ出たら、結構緑

がありますよと言いつつも、まだまだ僕は樹林帯なり、そういうところが結構少ない町

ではないかなと、そういうふうに認識しています。 

  ただ、うちの町、５分の４が国立公園内ですから、ここの中でも、やはり林地開発等

の施業等についても、やっぱり課題がちょっと残っている部分もあると思いますけれど

も、やはり、雄大な森林を一つの観光の目玉にもできるんじゃないかなと、そういう町

だというふうに認識しております。 

  そんなことを含めて、土地利用計画、緑の計画をつくる前に、やはり、いろんな意味

で、市街地を特に中心として、土地利用計画が必要でないかなと思っています。 

  その中には、いろんな公園、樹木帯なり、施設の用地、関連道路等を含めて、どうい

うふうに土地利用しながら、そこに緑の計画をくみ上げていくか。こんなことによって、

我々が認識するとしたら、外から来る人はもっと認識すると、今、町長の答弁も、外か

らの人の認識と我々の認識がちょっと違うという点もあるかと思いますけれども、そん

なまちづくり、息の長い形でする時期にそろそろ来ているのかなと。それが、先ほど言

った循環型のエネルギーの活用とか、そういう環境のつくり方とか、そういう部分につ

ながってくると思っています。 

  そんなことで、うちの町としては、大雪山国立公園の活用を含めて、ぬかびら源泉郷

では森の中の温泉、今回整備するという形で聞いていますけれども、ネイチャートレイ

ルの整備を含めて、また、ひがし大雪自然歩道こんなことを含めて、いろいろな町うち

で、うちの町の緑、それから自然を活用したまちづくり、これもやっぱり大きなまちづ

くりのポイントになるかというふうに認識していますんで、こんなことも含めて、視点

があればありがたいなと思っています。 

  あわせまして、６年前ですかね、ひがし大雪自然館を開設しました。ここにいる学芸

員については、僕はすごく年に何回かお邪魔しながら、プログラムをいろいろ体験させ

てもらっていますけれども、案外町内の人が少ないんですよね、参加者が。 

  僕は、やっぱり自然館の学芸員の力とか、自然館を一つは観光に使えるんじゃないか

という部分で観光課で対応していますけれども、僕はこういう学術的な文化という部分

も含めて、やはり、我が町の顔になるのかなと。生物の多様性を含めてとか、いろんな

昆虫がたくさんいたり、動物がいたり、川に行ったらいろんな虫がいたり、川虫がいた
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りとか、いろんな意味で、この学芸員をもう一回教育委員会に戻して、やっぱり学芸員

の本来の仕事をさせながら、それを文化としてまちづくりに役立てることも、僕は必要

でないかなというふうに認識しています。 

  そんなことを含めて、今回、十勝三股、先ほどあった大盆地についても、本当に大樹

海になっています。松見大橋から眺めた樹海、それから三股峠から見た大自然は、ほか

にもなかなか、最たる位置づけだというふうに認識しています。 

  そんなことを含めて、今回、日本森林学会の林業遺産に選定されました。こんなこと

を含めて、一度、あそこ、伐採によってかなり貧弱な山林、山容になったんですけれど

も、今、かなり回復しようと。それを一つの目玉として、三股の、残念ながら集団施設

地区から公園地区に変更しちゃって、ワンランク下がってしまったんですけれども、あ

あいうところを隔離しながら、一つは何人かの、そういう自然を楽しむ場所づくり、そ

んなことも連携して、いわゆる一つの連携の場所として、また、かなり都会の人は興味

を持つと思いますから、宣伝をしながら、そういう活用も僕は森林の大切かさとしてあ

るんじゃないかなと思っています。 

  そんなことで、観光の目玉として対応していく、これからの必要性というのもちょっ

と視野に入れてくれればありがたいと思っています。これについて、また後で考え方が

あれば、よろしくお願いしたいと思います。 

  最後になりますけれども、ふるさと納税の関係等を含めて、ちょっと時間がないので

はしょりますけれども、メニューの中に、緑のまちづくりと自然との取り組みを文化活

動として何とかメニュー化できないかなと思っています。 

  さっきの新聞にありましたように、きのうですか、かちまい体験型プログラムの一つ

として、例えば（仮称）我が町のあなたの木、並木道、こんなメニューができないかな

と。一定程度キャンペーンも必要だとは思いますけれども、我が町の、本当に精神的返

戻品として、納税者と樹木の植栽、こんなことを通しながら、成長をずっと末永く納税

者に見てもらう、そういう意味で、この町とのつながりをより親密に対応してもらえれ

ばなと、そういうふうに思っています。 

  その具体的な場所として、きのうプレオープンしましたナイタイ高原テラスばかりで

なくて、ナイタイ高原の道路というのは、当時、ふるさと農道で対応しましたけれども、

道内でも本当にまれな厳しさ、工事的にも厳しい、そういう部分も含めて、景観づくり

とマッチングさせながらできた道路でありますけれども、このナイタイ高原道路の縁の

並木道もあってもいいんではないかなと。 

  例えば音更の家畜センターというんですか、あそこの白樺並木なんかは、あれだけで
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も結構お客さんが来たり、それをもっと末永く見たら、ナイタイのずっと上がっていく

道路の中に白樺並木とか、ほかの樹種でもいいんですけれども、あれば、あそこだけで

も、少しは長く滞在してもらったり、上へ行って、レストランで食べた食事がよりおい

しくなったりとか、そんなこともありますし、旧営林署の、僕のすぐ前の苗畑について

も、今からどういう活用をするかという部分で、植栽事業、いろんな樹木の植栽もあっ

てもよろしいでしょう。そんなことを含めて考えていただいて対応していただければ、

また、新たな土地利用の考え方がどこかに生まれてくるんじゃないかというふうに思っ

ています。 

  それと、電源開発の黒石平ですか、の跡地、あれを町が購入しました。今、そのまま

が一番いいのかという部分もありますけれども、ああいう部分についても、町民の森と

したり、森づくり、それからまたふるさと納税であの森に植栽してもらうとか、そうい

う納税者にしてもらうとか、できれば、そういうことも含めて、緑の中の文化村的な部

分の発想もあってもいい町じゃないかなと、そういうふうに認識しているところであり

ます。 

  そんなことを含めて、道の駅の問題とか含めて、何とか緑でつながったまちづくりを

ぜひしてくれることによって、新たな意味での町の、今まで以上に活力が出てくるかと

思います。この役場の北側のところにもかなり緑がありましたけれども、この工事の都

合とか、そんなことで伐採されました。町長も知っているとおり、あそこにアカゲラが

巣をつくったり、改めて「ほろんの森」をつくっていますけれども、あそこのつくり方

をもう少し研究してほしいなと思っています。本当に砂地の中で木が育たないような環

境ですから、やはり、まちづくりと、そういう技術的な部分も含めて、しっかり魅力あ

るまちをつくっていくと、息の長い形で町をつくっていくと、僕はいい町になるのかな、

そんなふうに思っていますんで、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 何点か貴重な提案をいただきまして、ありがとうございます。 

  国道のもみじ、それから、ナイタイに行く途中のスモモだとか植栽を、一時期あれ、

集中的に多分やった時期があったんですね。多分道の理解を得て植栽した。それから、

国のほうは国のほうでやってくれたというようなことで、多分その時期、いわゆる観光

という視点も含めて植栽をしたということでありますが、それ以来、かなり時間がたっ

ております。 

  確かに町なかの樹木についても、道道の延長のときに、そういう視点で緑なり、ある

いはヤシも含めて、町なかに誘導するためのという意味合いで植樹をしたという経過が
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あると思いますが、残念ながら、今いろいろと枯れてしまったところだとか、そのよう

なところもあって、決してよそから来たときに、あれでほっとするという環境じゃない

だろうと、そこを見ても、非常につらい思いをするところもございます。 

  そういった課題も抱えつつ、今お話しあったように、地元でもあるいはよその人でも、

この縁を深める、それから、ずっとこの町にかかわりを持つという意味では、植樹をす

るという中で、その成長を一緒に見届けていくというのは、非常に大事なことだろうと

いうふうに思います。 

  今言ったナイタイの道路は、あそこだけでも観光地として非常に魅力的ですが、牧場

に邪魔にならないように、施業の邪魔にならないように、あるいは景観を壊さないよう

にどうしていくかというのは、これは一つのアイデアとして非常に検討する余地がある

だろうと、そんなふうに考えます。 

  それから、黒石平の話もされました。これらも、本当にＪパワーのほうとしては、町

にほとんど無償で譲渡してくれたというような状況であります。自然に戻ってきている

ような状況でありますけれども、それもやるとすれば大きなプロジェクトになるだろう

というふうに思いますから、それがどんな形で可能になるのかというのも、今みたいな

戦略の中で、あれが本当に生かされて継続していけるかどうかと、このような議論も必

要になってくる。 

  それから、議員の近くの苗畑の跡地であります。これまでもいろんな形で、いろんな

ところに提供したり、資源の提供を行えるのがあるよと言いながらも、あれが事業とし

ていくときには、なかなかそう簡単にいかないという現実があります。ただ、行政でや

るとすれば、そういった視点ではなくて、まちづくり、行政サービスの中でのというこ

とになるのかもわかりませんけれども、これまた全体的な合意形成なんかも必要になっ

てくるんじゃないかと。何かプロジェクトがあって、そこに並木が豊富な一角にしてい

くという、こういった動きでもあれば、それはそれとして非常にやってみたいなという

ようなことでもあります。 

  植樹の関係でいうと、今、バルーンスタンプの会のほうで、ナイタイの牧場のほうを、

あそこを計画的に毎年、もう何年になりますかね、かなり年数をかけてやっているとこ

ろでもございます。あそこももっと本当は木があったほうがいいんでないだろうかなと

いうふうな話も、なくなってからの話でありますけれども、町を挙げての植樹もしまし

たけれども、なかなか根づいていないというような状況もございます。 

  いずれにしましても、次期の、これはまた総合計画が近々といいますか、２年後にま

た具体化していくということになりますから、こういった中で、大きなプロジェクトと
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して、10カ年の計画の中でしっかり盛り込むものは盛り込んでいく必要があるだろうと

いうふうに思いますので、ぜひその際、またご意見とさまざまな、考えていることをご

提案いただければなと思います。 

  当面、ふるさと納税で使った、緑のまちづくりに参加をしてもらうというようなこと

でありますが、これは十分具体的に検討する余地があるなと。ただ、どこをどんなふう

にするかというところなんかになってくると、余り大きく広げても、それが頓挫しても

困る。今の中である程度やったときに、完結するような形なり、あるいはやった手応え

が感じ取られるような、そんな見せ方がどこでできるのかというようなこと、さまざま

な視点で、今、議員、お話しされていましたから、そういった意味で、今、ふるさと納

税を使うとすれば、どこがそれにふさわしいのか。担当も含めて、ぜひまた議会でこう

いうことでなくても、指導なり、助言もいただければなと、こんなふうに思ったところ

であります。 

  それから、学芸員の利活用だとか、非常に頑張っていただいていると、そんなふうに

思っています。そもそもの町立の博物館から今、自然館に運営方法あるいは博物館法に

基づかない施設に転換していったのは、町で開道100年ですね。今は命名150年というこ

とで、そういった意味では、命名100年ということなのかもしれませんが、そのときに

道で建設したということであります。さまざまなひがし大雪の学術的な資料を収集をし

て、非常に高い評価を得て来ていたということも事実であります。 

  時代とともに、一方では相当の運営経費がかかるということと、入館者がどんどん減

ってきているという現実から、町で博物館法に基づいて、博物館にこだわった学術だけ

を中心にした施設を持つということは、ちょっとなかなか大変だというようなことで、

環境庁のビジターセンターと一体になった施設、それは三股のあるいは糠平のあるいは

上士幌のさまざまな自然を調べたり資源をちゃんとして守る、こういった視点というの

は、決して失われているものではないだろうというふうに思っております。所管が教育

委員会から観光のほうにかわりましたけれども、教育も観光の一つだと、観光も、そう

いった意味では十分教育という視点からもできるという話でありますので、糠平地域に

とっては、観光をもって生計を立てているということでありますので、観光という視点

の中で教育的な価値をお客さんにもしっかり評価をしていただけるように、そしてまた、

そこで働いている人方がそういう視点でとって、しっかり仕事ができるような、このよ

うな環境を整えつつ、自然館を生かしていく必要がある。 

  今、随分博物館が移転して多くなって、間もなく、運営を開始してから50万人になる

かというような状況でございますから、いろんな人から評価されているということであ
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りますので、引き続きその辺については、しっかりとした上で、地域にとっても必要な

資源あるいは学術的なことに興味ある方にとっても対応できるような、そのような、運

営については、これまでと変わるものではないだろうと、そう考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 次に、２点目のコミュニティが見えるまちづくり、これにつ

いては、次、中村議員さんのほうも同じような意味合いで質問すると思います。町長は

細かく具体的に話してくれたんで、僕もちょっと頭にある時間日程、ちょっと短くなっ

たもので、コミュニティについては２点ほど確認したいと思いますけれども、今、町内

活動の中でも、コミュニティの部分で高齢化の問題とか、隣近所の問題、ちょっと落ち

込んでいますけれども、ここ数年、近年、世帯数が、僕の頭の中では2,200台だったで

すが、2,500ぐらいという部分で、世帯数が非常にふえている。その一つの動きは、町

内にある賃貸住宅の建設促進の助成等による部分もあったと思うんですけれども、世帯

がそういう賃貸住宅がかなりふえていますんで、この課題というのも若干あったり、将

来どうなるんだろうとか、そんなことが結構ありますんで、この点についての考え方、

手短に、町長、お願いしていきたいと思います。 

  もう一点、それから、広報の充実という部分で、僕は町内会長になってから６年ぐら

い、毎月、町内会だよりの中に課題になる部分をずっと町内の方にお知らせしてきまし

た。ただ、やはりそれについては、広報だけではなかなか読み取れないとか、先ほども

ちょっとあったと思うんですけれども、僕はそういう部分でフォローアップしながら対

応してきたんですけれども、やはりもう一歩進むとしたら、まちづくり懇談会、町長を

含めてまちづくり懇談会、ネットで調べてちょっと申しわけないんですけれども、管内

にはかなりの町村が何らかの形でやっております。本当、多いところは、行政区長の会

議等のも数回やっているところがありますし、そんなことを含めて、もし町長が本当に

協働のまちづくり、本当の精神で取り組んできたと思うんですけれども、もう一歩町民

に近づく、また理解してもらうとしたら、このまちづくり懇談会、何らかの形で、大き

な課題でもよろしいですから、そういうところから対応していってくれたらいいなと思

っています。 

  町民はなかなか足を向かないということがありますけれども、何回かやっているうち

に、町民はいい意見をたくさん出してくれると思いますから、そこを重点的に捉まえな

がら、この懇談会をぜひ、年に数回とは言いませんけれども、何らかの形で年に１回は

実施してくれたほうが、お互い協働のまちづくりという認識に立つんではないかなと思

いますんで、この点についても、簡単に、手短に、次、高校の問題がありますんで、手
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短によろしくお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 ちょっと手短に話しすると、真意が伝わっていかないところがあるので、

非常に困るんですけれども、やっぱり町内会に入らないというのは、若い人が多い。こ

れはよその町、うちだけの特別な事情じゃなくて、よその町でもそういった状況がある

と。 

  多分一つには、今、若い人方は特に、入っても、何か自分たちにとってメリットだと

か、そういうことというのは余り感じられないというところが一つある。そういった意

味で、子供が生まれたときだとか、そういう状況になったとき、また一つ変わってくる

可能性があるなというふうに思っています。 

  今、町内的にも、いわゆる保険や、車検や、いろんなところと連携をしながら、どん

なふうにして地域の人方の主体性だとか、あるいは参加の問題だとか、やってもらうか。

これは、やっぱり最終的には、そこに住む人方がそれに関心を持ってもらわないと、幾

ら行政がいろんなことをやっても限界があるということも、またありますので、じゃ何

がその人方が参加する動機づけになるのかというあたりも、今はいろんなところで検討

をしているところでもございます。 

  いずれにしても、うちだけが世帯数もふえていると、今までの中で一番ふえていると

いうことが、多分単身だとか、若い人が来ているということで、そういった状況。まだ

まだこれについては、問題を解決するための、いろんなところを手探りをしていかなき

ゃならんというふうに思います。 

  それから、懇談会の話が出ました。これについても、さまざまな形で問題を提起しな

がら、これまでもやっているところでございます。例えばいろんな一つの事業を取り組

む過程の中の手続関係にしても、特に大きな箱物というか、施設なんかになると、計画

段階の設計やそういったところのプロポーザルから、全て含めて、相当個別に伝えてい

るという話であるというふうに思っています。 

  今、もう少し幅広な話についての、きっとそういう意見交換だろうと思いますが、こ

れはもう一回、せっかくある行政区であります。行政区長さんについては、一応非常勤

の特別職ということで、行政とそれから住民のそれぞれの立場をしっかり踏まえて意見

反映なんかしてもらう、そういう仕事をお願いしていますから、そんなところで、何を

本当に求められているのかというあたりは、これからしっかりと詰めていきたいという

ふうに思います。 

  いずれにしても、大きな課題なんかについては、それはしっかりやっていかなきゃな
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らんということが出てくると思います。例えば今までもありましたけれども、これから

また、総合計画をつくっていくということになりますから、どうしてもそういったとき

には、住民からいろんな意見を聞くというのは、当然そういうところも出てきますので、

必要に応じてやっていきますけれども、まずは今の意見を踏まえて、行政区長さんの会

議の中でもどうあったらいいのかと、もう一回、皆さん方の意見を聞きたいというふう

に考えております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今あったように、2021年で町の10年間の総合計画、改めてま

た見直すということになりますんで、今から準備を含めて、よろしく対応していただけ

ればと思います。 

  ちょっと時間がなくなって、はしょって、高校についての概要だけちょっとお話しし

たいと思います。 

  今、高校については、かなりの支援をしながら生徒の確保をしていますけれども、こ

としあたり43名という形で、一間口にぎりぎりという認識、ちょっと僕もあるんですけ

れども、今まで十勝管内では、中札内、浦幌、新得等含めて、幕別もそれに近い形で学

校再編されたり廃校になったり、そんなことだと思います。 

  今、一番苦戦しているなと思うのが、うちの町はちょっとまだ緩い感じで見つめてい

ますけれども、そんなに変わらないと思いますけれども、本別なんかは３年連続で一間

口で、本当に町ぐるみでこの高校問題についてもしっかりやらないと、毎年一間口で先

生が３人減りますから、ほとんどもう生徒指導なり、授業、教科の担当とか、非常に苦

慮しながら学校を運営しているんだと思います。 

  ですから、今本当に計画的に、財政の支援をメーンにしながら子供を集めていますけ

れども、新たな形で子供たちに対応できる、特に教育再生実行会議等を含めての提案・

提言、僕はこれから大事な視点だと思いますし、小さい学校だから残すということはな

くなる可能性も過分にあったり、ネットで今、少しずつ道教委も札幌の高校とやってい

ると、こんな、何かこう、大事ですけれども、人間臭くない教育というのは本当にいい

のかなと思いつつも、何とか上士幌高校を残してほしいなと、そういうふうに思ってい

るところであります。 

  そんなことを含めて、上士幌高校が残るとしたら、時間が４分しかありませんので、

簡単にこんなことをしてほしいなと、そんなことを含めて、ちょっとお願いありますけ

れども、今、北海道も北海道行動特区という形で、きっとまだ残っていると思います。
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北海道独特の特区制度で、今、道教委において普通科高校に道外の子供たちを受け入れ

ない、受け入れることが原則ない、職業科については、かなり広がってきていますけれ

ども、そういう部分がありますから、ぜひ、海士町の高校等に視察に行ったと、ちょっ

と風聞で聞いていますけれども、そういうことも含めて、本当に町として、こういう特

区を使いながら広く当該、含めて、また子供たちを集めて、この町の魅力をつくった中

で３年間、そして、そこでまたしっかり巣立ちできるような体制づくりの考え方もある

んではないかと思っています。 

  もう一点は、今、上士幌高等学校、かなり特別支援的な要素を持ちながら通級、それ

からまた、そういう支援をしながら学校を経営していますけれども、新たな視点、全く

ないわけではないと僕は思っていますけれども、義務教育にある特別支援学級的な取り

組みを高等学校でも、きっと文科省についてはどことなく考えていると思います。 

  これについては、これからの時代、やはりいろんな意味で特別支援をどうやって強化

していくか。その人たちが次の世代をどうやって対応していくか、これは大事なことだ

と思いますから、上士幌高校のもう一つのいい形では、この特別支援学級を併設しなが

らとか、また、そこにインクルーシブ教育を取り入れるとか、そんなことで独自の高校

の目線をちょっと考えてみる時代に来ていると思いますので、こんなことを提案いたし

ますけれども、どう残るかというのは、本当に町にとっても、先ほど地域創生の一翼だ

という認識を含めて、簡単に、時間が厳しい中ですけれども、教育長、何かこのことに

ついてありましたら、答弁よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 まず、江波戸議員、いろいろな形で、いろいろな角度から

高校の支援という部分でご発言いただいたことに対して、大変感謝申し上げたいなと思

っています。 

  普通科のあり方については、文部科学省も、それから教育再生実行会議の中でも議論

になっていて、ことしの文科省の要求の中でも、今おっしゃったように、普通科の中で

も通級で困り感を持った子供たちへの対応という部分も出ています。それから、普通科

の中でも、ただ単に次のステージへ向かうだけの取り組みではなくて、理数とそれから

文理、こういったものを混ぜ合わせながらきちっと基礎学力をつけながら次のステージ

へ向かっていくと。そして、これから先、ソサイティ5.0時代に向かっていくと、スマ

ート社会、人間社会に向かっていくということで、大きな高校改革がうたわれています。 

  上士幌高校は、校長先生とよく私、いろんなお話をします。その中で、やはり、何と

かして今の二間口維持を継続していきたいという話があります。その中で、一つ、上士
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幌学というものを、今高校３年生に選択科目として実施しています。これは、地域とと

もにある学校というだけの視点ではなくて、地域をともにつくる学校として編成をして

います。３単位、年間約90時間の中で上士幌学、今回でいったら、熱気球もプログラム

にたしか入っていたと思います。それから、鹿肉の料理の仕方だとか、いろんな地域が

持っている教育資源を子供たちに伝え、その魅力を子供たちが体感し、そして巣立って

いくと。将来的には、上士幌に戻ってきたいという子供もあるし、北十勝、そして道東、

もっと広くいえば北海道と、そんな子供に育ってほしいという願いを持っています。 

  いろんな振興策がある中で、やはり最後は親はこの学校に通わせたいと、そして子供

はこの学校に行きたいと、地域はこの学校を活用したいと、この３つの柱をきちっと定

義立てて振興策を進めていかなければいけないなと思っています。 

  昨年度から少し振興策も変えました。ただ歩くだけではやっぱりだめだと。子供たち

にどんな魅力を伝えていけばいいのかというあたりも、今、高校とも十分協議をしてい

ます。議員も振興会の理事という立場でもありますし、それから、同窓会の役員でもあ

りますし、何といっても学校運営協議会の委員という立場でもあります。何とかこの今

の思いを町内だけではなくて、近隣にも発信していきたいなと思っています。 

  教育委員も学校訪問をしています。それだけではなくて、最近では、去年、おととし

から移動校長会だとか、移動教育委員会なんかもやって、学校を舞台に実施しています。

また、校長会も去年、おととしから高校の校長も入れて意見交換会をしています。中学

校の校長とも随分意見交換をして、高校の普通科高校の取り組みに理解を示していると

ころでありますので、いろんな形で、議員さんのほうも総文、それから産経とあります

が、高校の訪問なんかも含めて、学校の子供たちの様子、そして先生方の考えも聞きな

がら、振興策に進めていきたいなと思っていますし、お力を貸していただければ大変あ

りがたいなと思っております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 時間がオーバーいたしました。 

  以上で、８番、江波戸明議員の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午後 １時４８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４８分） 

 ────────────────────────────────────── 
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◇ 中 村 哲 郎 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） 初めての一般質問にちょっと緊張しておりますが、よろしくお

願いします。 

  私からは、町長に４つ、質問を用意しております。数は多いんですけれども、それほ

ど時間はかからないかと思いますので。あと私の会話の中で、ちょっと私の経験が東京

でしか今までないので、そういったことはちょっとあるかもしれません、鼻につくとこ

ろもあるかもしれませんが、決してそういう深い意図はないので、ご容赦ください。 

  では、まず、１問目ですけれども、町内会の加入減少等に関する対策についてという

ことで、要旨ですが、昨今、町内会への加入が減ってきており、冠婚葬祭などでも世話

役が集まらず、同じ人が担うことが多く、それも高齢化が進んでいて今後に不安を抱い

ているといった話をよく耳にします。 

  昨年６月、伊東議員からの一般質問で、賃貸住宅や従業員住宅に住んでおられる方の

中の一部が町内会に加入していない状況にあるが、防犯上、行政サービス上いかがなも

のかという質問に対して、入居時に町内会加入の呼びかけはしているが、精神的に拘束

されたくないという若者もいて、年代によって地域とのかかわり方も変わってくるだろ

うと思うという回答がなされました。つまり、静観、流れに任せようともとれる回答で

した。あと回答では、さらに、先進地事例を参考に、加入促進に努めるとつけ加えられ

ています。 

  そこで質問ですが、伊東議員の質問から約１年経過していますが、この間に行った対

策をお教え願いたいと思います。 

  ２つ目として、予算の中に、行政区運営経費として旅費が計上されていますが、参考

にした先進地への出張かということ、それから、よい事例があったか、もしあればお聞

かせ願いたいと、これが１つ目の質問でございます。 

  ２つ目、これは委員会の中でもちょっと別件で質問させていただいたことなんですけ

れども、防災訓練の実施時期並びにその内容についてということで、要旨としては、私

は上士幌に住んでから２年ほど経過しますが、一度も避難訓練、火災訓練、防災訓練と

いう経験がありませんでした。上士幌は大丈夫だという根拠ない自信に基づいているの

でしょうが、今やいつ、どんな災害があってもおかしくありません。 

  私が以前住んでいた東京では、さまざまな訓練がありました。私は防災管理者として

訓練を企画しておりました。そこで得たことは、個人個人がある程度の防災に関する知

識を持っていたほうがよいこと、そして、それを身につけるために、何度も何度も繰り
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返すことです。訓練メニューとしては、消火器の使い方、初期消火の実践、人工呼吸、

ＡＥＤの使い方の実践、そして避難訓練場所、ＡＥＤの設置場所などの確認、消防員か

らのお話などです。これを毎年繰り返します。 

  なぜ個人個人の意識を高めるかというと、実際の災害では、消防員、警官などのプロ

の方々は、被害の大きいところへ出動したり、消防車、救急車などの緊急車両が向かえ

ない、またおくれることがあるからです。このようなときに、個人個人の的確な判断で

行動できることが求められます。 

  質問ですが、訓練は具体的にいつごろを予定しているのか。 

  ２つ目が、訓練メニュー、内容はどのようなものですかと、こういった質問です。 

  次、３つ目、ボランティア育成についてです。 

  要旨といたしまして、ボランティアについては、あえてこの名称を使わなくても、町

のいろいろなところで活躍されているのが見受けられます。私のかかわり合いのある社

会福祉協議会では、介護のボランティアなど、いろいろな展開を図っておられて、頭が

下がる思いです。 

  しかしながら、今後は各業界の人手不足を背景に、介護福祉ボランティアは言うに及

ばず、社会福祉・防災ボランティアなど、あらゆる面でボランティアが必要になってく

ると思われます。このボランティアは、人を思う気持ちが一番であることは言うまでも

ありませんが、最近では実費など、ある程度の報酬を払うというボランティアも見受け

られます。私の住んでいた東京では、一般の会社員に資格を取らせる費用を出して、そ

の資格を持ったボランティアを要請するようなシステムまであります。 

  今後の人手不足を想像するに、今のままでは立ち行かなくなってしまうと思われます。

ボランティアの育成には時間がかかるので、組織として取り組まなければならないと考

えます。 

  ボランティアの育成について、町はどのような考えをお持ちでしょうか。 

  ２番目として、ボランティアの小中高教育並びに現役社会人への取り組みについて、

どのような考えをお持ちですかと、こういう質問です。 

  ４つ目ですが、これは第50回の熱気球大会についてです。 

  バルーンフェスティバルはことし46回を迎えます。４年後には50回のメモリアル大会

を迎えます。 

  今やバルーンフェスティバルは佐賀に大きく溝をあけられていて、規模、例えば観客

数では２桁ほど違います。気球関係者はもちろん、町民の皆さんも大きな大会にしたい

と思っていることは疑いようのない事実であります。ただ、大会の内容についてはいろ
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いろな意見があるように思います。いわゆる緩く楽しいフライトを楽しむのか、選手権

のような飛び方をするのかです。これによって、お金のかかり方も全く違いますし、上

士幌のパイロットは、パイロットとして参加できないような事態も発生します。 

  したがって、気球関係者（パイロット、クラブ員、役場関係職員や農工商業関係者な

ど）にアンケートをとる必要があるのではないでしょうか。そして、皆、納得がいく大

きな大会にしたいと考えております。 

  質問ですが、アンケートを実施する予定はありますか。なければ、なぜなのかという

ところをお聞きしたいです。 

  それから、２番目、今後の進め方はどのようにお考えになっているのかをお聞きした

いです。 

  以上、４つの質問でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午後 １時５６分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時０８分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 前段に、ちょっと一般質問の留意点について再度確認をしたい

と思います。 

  過去に45分の質問から、時間が足りないという形の中で、議会改革の中で60分にさせ

ていただきました。そして、モニターも置いてございますので、質問がたくさんある方

は、時間配分をしっかりしていただきながら、時間内で終わらせていただければと思い

ます。運用例の89条の３にございまして、60分以内に答弁、質問を含めてとなってござ

いますし，５分前には予鈴を鳴らす形になっております。そして、最終時間が来たとき

にはベルを鳴らしておりますので、超えたときには、議長は発言者の停止を命ずること

ができるとなってございますので、いま一度その辺の留意点をお願いしたいと思います。 

  それでは、再開いたします。 

  竹中町長。 

○竹中 貢町長 中村議員のご質問にお答えいたします。 

  １点目の町内会の加入減少等に関する対策についてであります。 

  本町における町内会・行政区活動に対する現状、取り組み状況及び重要性等の認識に
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つきましては、江波戸議員へ答弁しましたとおりでありますが、町内会・行政区活動は

町民のコミュニティ形成において最も重要な活動の一つであると、このように考えてお

ります。 

  １点目の質問についてですが、昨年度におきましては、新たな取り組みとして、行政

区長の研修会とし、北海道町内会連合会の主催する町内会活動実践者研修会への参加と

９月に発生しました胆振東部地震に伴う大規模停電等を踏まえまして、市街地区行政区

長連絡協議会と地域防災等についての意見交換会を実施し、地域における防災活動や災

害時の共助の重要性について、行政区長と意識共有、情報共有を図ってきております。

今後も行政区の重要性について、理解を深める取り組みを進めてまいります。 

  ２点目の行政区運営経費につきましては、先ほどの町内会活動実践者研修会の行政区

長の参加経費であります。今回の内容といたしましては、日ごろの福祉活動に活用する

町内会の安心・安全、マップづくりについて、防災マップや福祉マップ作成を実践して

いる町内会からの報告や講義、グループワークに参加してきております。 

  この研修会を主催している北海道町内会連合会は、道内の町内会、自治会がまとまり、

町内会運営に当たっての情報の収集、提供の機能を持った組織であります。今後におい

ても、これらの研修等により、他団体の先進的事例も参考にしながら、町内会、行政区

のあり方、活動内容や加入促進対策等について検討してまいりたいと考えております。 

  ２点目の防災訓練の実施時期並びにその内容についてであります。 

  大規模な自然災害は、全国各地で毎年のように発生しており、北海道においても、平

成28年の４度にわたる台風の上陸や昨年の胆振東部地震は記憶に新しいところでありま

す。 

  また、平成29年に公表された千島海溝沿いの地震活動の長期評価では、今後30年以内

の十勝沖でのマグニチュード8.8以上の超巨大地震の発生確率が７％と推計されたとこ

ろであります。 

  本町においては、これまで甚大な被害をもたらすような大災害は発生しておりません

が、日ごろから大規模な自然災害に備えることは重要であると考えております。 

  大規模な災害発生時には、公助による災害対策には限界があり、自分の身は自分で守

る自助や、地域のことは地域で守る共助が特に重要であると認識しており、地域での自

主防災組織の設立に向けた取り組みや防災訓練への支援を行っているところであります。 

  直近では、平成29年５月30日に、ぬかびら源泉郷地区と帯広警察署、自衛隊鹿追駐屯

地、上士幌町、上士幌消防署、上士幌消防団第２分団による合同防災訓練、平成30年10

月14日には、16区町内会と上士幌消防団、社会福祉協議会による合同の避難訓練及び炊
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き出し訓練が実施されてきております。 

  また、平成30年11月19日には、市街地行政区長連絡協議会の研修会において、消防署

や社会福祉協議会とともに、自助、共助、公助の役割分担や個々の防災意識の向上、自

主防災組織の必要性等について理解を求めていただく取り組みを行っております。 

  本年度は、防災ガイドマップの全戸配布による個々の防災意識の向上を図る啓発を行

うとともに、自主防災組織の立ち上げや町内会単位の防災訓練への支援について、消防

署や社会福祉協議会と連携を図りながら進めてまいります。 

  また、町内関係団体による全町的な防災・減災を検討する組織の設立に向けた取り組

みを進め、将来的には、総合防災訓練の実施をしていきたいと考えているところであり

ます。 

  地域の防災力の向上は、すぐに結果に結びつくものではありませんが、地域住民の安

心・安全のまちづくりに向け、継続した取り組みを進めてまいります。 

  ３点目のボランティア育成についてであります。 

  本町のボランティア活動は、保健福祉分野では、社会福祉協議会でのボランティアセ

ンターを核とした取り組みがあり、災害時の炊き出しボランティア夢気球や特養の洗濯

物たたみ等を行うみどり会に加え、平成28年度からは、介護支援ボランティアポイント

事業を開始し、個人でボランティア活動に参加したいという方に登録研修を行い、福寿

協会や老健かみしほろの通所サービス、社会福祉協議会のサロンのお手伝いを中心に活

動を続けるような仕組みを整備してきました。 

  この事業は、介護保険の地域支援事業費を財源にして、元気なシルバー世帯の地域活

動を促進し、介護予防を図ることを主な目的とし、本町は18歳以上の方が参加できるよ

うにしております。 

  また、活動によりためたボランティアポイントは、町商工会の商品券に換金でき、活

動の励みとなっており、今後もボランティア活動者の増加や活動メニューの拡大に努め

てまいりたいと考えております。ボランティアの育成につきましては、社会福祉協議会

において、ボランティア養成研修やボランティアの集いの開催、防災研修等が実施され

ており、中高生に対する福祉教育の場として、ひとり暮らし高齢者親睦会の当日運営に、

上士幌中学校１年生が参加したり、上士幌高校生活部の生徒たちが福祉まつり等、町の

行事にボランティアで参加する等があります。 

  災害時に備えた活動といたしましては、町内会単位の支え合い体制や自主防災組織づ

くりに向けて、平成29年度から、町と社会福祉協議会が共同で市街地行政区に働きかけ

地域実態調査を進めており、行政区の役員や民生委員とも連携し地域課題を共有する中
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で、平常時からの支え合い体制づくりが進むよう取り組みを始めています。 

  今年度につきましては、十勝管内のボランティアが集合するボランティアミニ愛ラン

ドが本町で開催されますので、多くの町民の参加を呼びかけ、理解と参加拡大につなげ

てまいりたいと考えております。 

  その他、行政といたしましては、町が主管する空き缶クリーン作戦や教育委員会主管

のアダプトプログラムによる環境美化活動、小学生の登下校時の見守りを行う交通指導

員の活動、社会教育では、ボランティアリーダーセミナーを実施し、参加者の一部は、

各種行事のボランティアスタッフや学童保育所の支援員としてボランティア活動を行っ

ております。また、今年度からはまるまるゼミを開催し、ゼミに登録した中高生がみず

から商品開発を行い、町内イベントに参加するなどの活動を始めているところでありま

す。 

  青年層に関しましては、上士幌町青年会のアダプトプログラムへの参加、社会教育事

業への協力のほか、新たなまちづくりを目的とした青年団体フリーフライトがさまざま

なボランティア活動を展開しております。また、地域総体で子供たちを育むことを目的

に導入されたコミュニティ・スクール制度の中では、ゆめ育応援団が組織され、学校行

事や授業にボランティアとして協力いただいております。 

  学校現場におきましては、特別活動の大掃除や花壇整備、古切手集め、総合的な学習

の時間ではクリーン作戦、エコキャップ集め、リングプル集め、認知症サポーター養成

講座、福祉体験、職場体験活動、交通安全旗波作戦など、このような各領域において活

発に取り組まれているのが現状であります。 

  しかし、議員ご指摘のとおり、今後のあり方につきましては、担い手不足を予想しな

ければなりません。ボランティア活動は地道な活動です。それゆえ、しっかりと評価さ

れなければなりません。 

  行政といたしましては、関係部署を通しながらそれぞれに対応させていただいており

ますが、ボランティア活動を持続可能とするために、ともに推進し、活動に満足感、手

応えを感じていただくことが一番大切であると思っております。今後もこのことを継続

しながら進めてまいりますので、ご理解を願いたいと思います。 

  最後になりますけれども、第50回熱気球大会についてであります。 

  本町のバルーンフェスティバルは、1974年（昭和49年）に参加気球５機によります第

１回熱気球フェスティバルとして、当時は現在の日本気球連盟の主催のもと開催されま

した。以降、上士幌町熱気球フェスティバル、北海道バルーンフェスティバルと変遷を

遂げ、現在では北海道バルーンフェスティバル組織委員会と北海道新聞社との共催で開
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催してきております。 

  この間、日本選手権やインターナショナル大会、また、ことしで第37回を数えるウイ

ンターバルーンミーティングを開催してきておりますが、夏の大会においては、平成６

年度の87機参加機数をピークに、現在では三十数機で推移している現状にあります。 

  中村議員ご指摘のとおり、佐賀県のバルーンフェスタは規模、観客数とも本町を大幅

に上回る大会でありますが、一方で、日本で最も歴史のある大会は本町であるという自

負心を持っております。 

  これまで本町の熱気球振興に寄与していただきました熱気球連盟の皆様や本町の熱気

球関係者の皆様はもちろん、フライトのフィールドとして農地をご提供いただいており

ます近隣町を含めた農家の皆様、そして、町民の皆様のご理解とご協力のもと成り立っ

ていますことを、感謝しているところでございます。 

  さて、１点目のご質問の関係者の意向を取り入れる方策についてでありますが、大会

のあり方について、今後議論を要するところと捉えております。競技に関しましては、

ご指摘のとおり、競技指向なのか、あるいは楽しくフライトすることに重きを置くのか、

これまでも組織委員会、競技運営委員会においても議論をしてきているところでありま

す。過去に、冬の大会を含め４回の日本選手権を開催しておりますが、競技牲を求めた

場合、競技運営体制の強化や学生チームなどの初心者チームにとっては、ハードルの高

い大会となってしまうなどの課題が生じます。 

  本町の大会は、学生チームにとって、熱気球の登竜門と言われており、その学生時代

を経験したパイロットの皆様が、社会人となっても、本町でのフライトを楽しむため参

加しているという実態もありますので、その点を考慮していく必要もあると考えます。 

  また、競技運営体制につきましては、審判員として現在復活しておりますオブザーバ

ーの養成・確保が難しい現状にあります。過去80機参加の場合も、人材を確保するため、

自衛隊のご協力をいただいたこともあります。大きな大会を目指した場合、参加機数増

に伴う競技運営体制をどうしていくかが大きな課題であり、従来型でなく、それにかわ

る機材の導入などの工夫と経費が必要になると考えます。 

  第50回大会に向けては、これらの課題のほか、さまざまな議論が必要と考えますが、

中村議員のご指摘のとおり、まずは実際に熱気球にかかわる方のご意見を聞くことは大

変重要と考えます。また、大会は競技だけでなく、イベントとの両輪で成り立っており

ますので、イベントのあり方についても、関係者の皆様との議論が必要であります。 

  組織委員会にはさまざまな方々に参加していただいておりますので、その委員の皆様

のご意見、またそれ以外に、初期の時代に活躍されておりましたバルーニストの皆様の
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ご意見をいただくことも重要であると考えます。手法としては、アンケートのご提案が

ありましたが、直接ヒアリングや意見交換の場を設けることも考えられますので、それ

ら手法についても、今後検討してまいりたいと考えます。 

  次に、２点目のご質問であります、今後の進め方についてですが、先般の組織委員会

総会でも確認されておりますが、今年度の事業計画には、第50回大会に向けて準備検討

委員会の立ち上げ、記念事業の検討を掲げております。準備検討委員会のメンバーにつ

きましては、今後詰めてまいりますが、先ほど申し上げてきました関係者の方々に参画

していただくことを想定しております。 

  第50回大会までに、ことしを含めて４年の猶予がありますので、しっかりと議論を重

ね、バルーニストを初め、多くの観客、そして町民の皆様も楽しめる大会にしていきた

いと考えております。そして、「熱気球のまち」として持続的な発展を目指し、第50回

大会以降も、皆様のご理解とご協力をいただきながら、熱気球の振興を図ってまいりた

いと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） 町長、いろいろなご答弁ありがとうございました。 

  まず、第１点目の町内会の加入減に関する対策なんですけれども、去年、伊東議員か

ら質問が出るそのはるか前の平成23年１月に、まちづくり行政区アンケートというのが

とられておりました。そのとった期間が、平成22年８月から９月ということで、大体９

年が経過しております。そのときの内容を今見ておりますと、もうそのころから、高齢

化であるとか、会員の減少不足、活動の停滞縮小、活動資金の減少不足が一応上位に上

がっておりました。さらに、行政区や区名の見直し、整備、要望が出ています。９年前

です。 

  ですから、もうこの問題というのは、今始まったことではなくて、もう10年ぐらい前

からずっと起きていることなんですけれども、それが去年、伊東議員の質問、八、九年

たってから、また同じ質問が出て、今回も江波戸議員と私は同じ質問をしているという

ことで、皆さんの努力はあったんでしょうけれども、結果的には何も進んでいないとい

うのが現状なんじゃないかなというふうに私は思った次第です。 

  ですので、これ以上、ここでうんだらかんだら言うのも何なんで、私はもうこれ以上

は言いませんが、ただ一つ、これを研修会とか検討会とかいう域ではなくて、ちゃんと

策を出すための専門の委員会、名前は何でもいいんですが、そういう会をぜひ町長に設

立を促していただきたいなというふうに思っておるんですけれども、その点いかがでし
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ょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 １つには、従来型の町内会活動、行政区活動というのを、それがあるべ

き姿であるんだろうけれども、そこに全てが立ち返れるかといったら、それは現実問題

としては非常に難しい話だと思う。 

  というのは、質問にもありましたけれども、昨今の冠婚葬祭を一つの例にとってみる

と、あの冠婚葬祭はほとんどが以前は町内会でやっていたわけですね。最近は結婚式も、

それから祭りごとも町内会のかかわりというのは、ほとんど今はなくなってきた。さら

に、葬式もほとんど少なくなってきて、家族葬だとか、そういったことで、町内会にお

願いをして、町内会でみんなでやるという、そういう風習といいますか、伝統というの

がもう相当難しくなってきたという、それにかわるような形で、例えばお葬式にしても、

民間の人方が事業として成り立っているということで、上士幌町はまだ都市部から離れ

ているので、お葬式も多少、今までの経過の中でお手伝いなんかもしていますけれども、

僕もこの仕事の立場上、お通夜やお葬式に相当出ていますが、町内会に手を煩わせたく

ないとか、それから葬式のあり方も変わって、家族葬でやるだとか、もう、こういう状

況になってきているわけですね。 

  そうすると、そこでの、従来にあった町内会の隣近所の、いわゆるお互いに支え合う

従来型のコミュニティについては、それを今さら戻すというのは相当難しい話だろうと。

そうすると、じゃ次に町内会としては、何がそこに必要になってくるのかということだ

というふうに考えていかざるを得ないだろうというふうに思います。伝統的な今までの

やつに返るというのは、それは難しいという意味で、江波戸議員にも話をさせていただ

きましたが、そういう流れというのは、もうとめられない流れが一つあって、だとすれ

ば、そのかわり、ＮＰＯだとか、あるいはボランティア活動の活発化によって、一人一

人の課題解決にどう向き合っていくかというようなこと、これも一方では相当進んでき

ております。 

  以前は、地域包括ケアというのは、いわゆる医療、介護あるいは生活支援だとか、そ

れから健康だとか、そういうプロジェクトを組んで、必要な人方に手当てを講じるとい

うのは、福祉の政策としては非常に貧弱であったわけであります。それが今、相当充実

してきて、65歳なり、以上なり、あるいは生活に困っている人だとか、個別に対応する

ようなふうになってきたということですから、町内会がこれから何が求められてくるの

かというところは、もう一回そのようなところも見直しをするというか、考え方が変わ

っていかなければならないというようなところがあるというふうに考えております。 
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  基本的には、自主活動ということなので、実は合併のときに議論したのは、幾つか、

将来生き延びるためには、どうしても地域経済の問題だとか農業振興だとかいろいろあ

りますけれども、一つには、やっぱり町民がどう参画したまちづくりにするか、こうい

うことが非常に大事になってくる。それはお金がどんどん縮小されていくという、当時

の合併のときの背景から見て、そういう状況があったわけであります。そのことは基本

的には変わっていかないということでありますから、いわゆる議員がお話しのとおり、

まずは自分で生きるという前提の中で、今、町内会でどんなことが必要になってくるの

か。多分従来みたいに、あれもこれもやったやつをもう一回復活しようとしても、なか

なか難しいというふうに思いますから、今そういった意味で、町内会に入るためのハー

ドル、あるいは入るためにはどんなことがあればそこへ入っていくのかというようなこ

とも含めて、それは今あったように、委員会がいいのか、何がいいのかということにな

ると、そういったように、根本的なことを含めて議論をしていく必要があるんだろうと

いうふうに思います。 

  現状では、行政区区長なり、いわゆる非常勤の、町内会と行政のさまざまな課題等を

踏まえた立場の委員方にも委嘱しておりますから、そんな人方だとか、あるいは専門的

な人方の意見を聞きながら、どんなこれからの町内会でるのが望ましいのかというのは、

これは根っこからやらないと、なかなか難しい話であるなと、こんなふうに考えており

ます。 

  私のところへ、班長をやっておりますけれども、やっぱりなかなか難しいという問題

があります。この10年前、これは多分総合計画をつくるときの課題であったと思います

が、現実問題は、さらに当時から見ると、そういうコミュニケーションというか、地域

のありようというのは変わってきているなというふうに思いますから、変わった中で次

どう展開していくのか、もう一回考えていくことが必要なんだろうなというふうに今思

っております。委員会の話もそれらも含めて、さらにまた検討させていただきたいと思

います。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） 私の質問、４つある中の１つ目ですけれども、またちょっと後

でこれには触れるとして、今、２つ目にいきたいと思います。 

  防災訓練の実施時期並びにその内容についてということでした。この答弁の中で共感

できたことがあって、やっぱり公助には限界があって、自助、共助が重要であるという

こと、これが全くそのとおりで、私も述べたとおりなんですけれども、ただ、逆に共感

できなかったところは、理解を深める取り組みを行っているとか、考えているとか、進
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めてまいりますとか、なかなか実践、実態が伴っていないところの答弁がちょっと残念

だと思います。 

  全町民を巻き込む、全部といっても一斉にということではなく、そういう全町民が参

加できるような防災訓練をどのようなメニューで行うかというのが私の質問だったわけ

ですけれども、その答えは答弁の中にはちょっとなかったかというふうに思っています。 

  優先順位が低いとか、そういうことではないと思うんですけれども、難しい問題では

ありますが、この地区で消防の新庁舎ができるということに関しては、もうかなり進ん

でいて、ハード面は早いけれどもソフト面が遅いというのが、よくいろんなところで聞

かれることなんですけれども、この件についても、やはり防災訓練の実施をなぜやらな

いのかなというのがあります。 

  先ほども最後のところで、私が想像している16区のところと、上士幌消防団、社会福

祉協議会の合同の避難訓練が行われたと、炊き出しも行われたということがありました

が、実際にこういう訓練です。なぜ、16区しかやらなかったのかというのが、ちょっと

疑問があるんですけれども、実はこの問題は、前の町内会の問題と私はリンクしている

がために、これを質問に加えたんですけれども、今の町内会のメーンの行事は、予算の

報告とかを見ると、やっぱり花見とか総会が結構高い、優先順位を占めているんですけ

れども、こういった寄り集まりとか飲み会とか、もちろん私は大好きなんですけれども、

こういったかかわり方を好まない若者がふえていてというのが一つ原因にあるかと思い

ます。 

  私の少ない経験ではありますが、東京だから、東京ですらというかわからないですけ

れども、避難訓練や消防訓練というのを企画すると、全員とはいいませんが、参加する

若者は非常に多くなってきています。内容によっては子供も参加します。それを見た年

配の人たちが、初めて挨拶をします。どんな人がどんなところに、どんな子供が住んで

いるのかというのがわかります。こういったことが、一応防犯や共助ということの第一

歩じゃないかなというふうに私は思います。 

  例えば、上士幌であれば、これの後に別に花火とか総会とかすればいいだけのことだ

と思います。もしかしたら、その花見とか総会には、その方々は参加しないかもしれま

せん。でも、防犯とかの観点からは、ある程度の目的は達成したというふうに考えられ

るんではないでしょうか。 

  これは単なる一例ですけれども、町内会の方々も、今でも一応努力はしている、これ

はわかります。わかりますが、何をしたら若者世帯がより参加しやすくなるかを、今以

上に企画をしていく。それに対して行政が補助あるいは協力していくといった体制が必
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要ではないかなというふうに思います。 

  先ほど行政区の問題解決のヒントが、この消防訓練にあるかもしれないです。ですの

で、私は、災害はいつ起こるかわからないので、早いうちに実施、できれば今年度中に

実施していただきたいなというふうに思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 消防の訓練については、以前から各町内会のほうにもお願いをしながら、

なれていないときには行政のほうも一緒になってそこに参加をしてやってきたという状

況であります。 

  それは、やっぱり町内会のほうの、それに対して賛同して、いいですよということで

なければ、行政が単独でやるというわけにはいかないということであります。今もそう

いった働きかけをしております。ただ、現実の問題、なかなか広がっていないというの

はご指摘のとおりであります。 

  そこで、先ほどの町内会の話でありますけれども、何が今求められているのか、従来

のような事業、いわゆる冠婚葬祭だけではなかなかそれは難しいということだろうとい

うふうに思いますが、そんな中で、今、町内というか、うちの中の横の連携をとりなが

ら、社会福祉協議会のほうであるとか、あるいは保健福祉、消防等々を含めて、例えば

防災と、それから見守りと、そんなふうにして一緒にやりませんかという企画をして提

案をして、それもやっぱり行政区のほうに賛同を得なければ進んでいかないということ

になるわけですよね。 

  ですから、そういった意味では、まずは中村議員が行政区の中でもぜひそういった機

会を、行政区長なり、あるいは役員さんのほうに意見を反映をして、多分そんなような

ことで希望をとるということも出てくると思いますので、実施できればなと、そんなふ

うに思います。 

  やっぱり、ある行政区については、個別に避難場所の確認を毎年したいというような

ところだとか、そんなふうに出てきています。去年の16区の消防と、それから炊き出し

ボランティア関係を含めてやったというのは、これまた新しい取り組みで、地域の方々

からも評価されてきたと。半日だとか、長々とやられても、またこれ多分大変だろうか

ら、そんなに負担がかからないように、そういった訓練に参加してもらうというのも意

味あることなのかなと、そんなふうに思います。 

  今言ったように、これが従来とまた違った町内会のきずなをつなぐ一つのポイントの

可能性としては、私どもとしてもそういう認識のもとで今動き始めているということで

あります。 
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  一番なのは、自発的に、こんなことをやりたいから、行政や関係者のところに支援し

ていただきたいと、これがやっぱり一番望ましい形だと思いますけれども、現段階では、

担当のほうから働きかけをかけて動いているということであります。 

  やっぱりこれも、行政区の中でそんな話なんかもしながら、最終的にはどんなことが、

みんなが一つになってできることなのかなと。みんなが一つになれるようなものが何が

あるのかなと思ったりして、これは具体的にどうなっていくかわかりませんが、例えば

１つには、ブラックアウトの対策として、そのときにブラックアウトのないような、そ

のようなマスタープランを立てると。その上で可能であればやると。現実問題、費用対

効果も含めて、実状に合わないということはやめますということなんですが、そういっ

たときに、節電をお願いしなきゃならんということが多分出てくるだろうと思う。やっ

ぱりそういったものを定期的に訓練をしていかなければ、災害時あるいは停電になった

ときに、全く動かないと。動かなければ、やっぱり停電になってしまうと。100％間に

合っているときであればいいけれども、電力消費が多いときには、みんながそれぞれ今

の段階から何分の１かは電気を消そうと、こういう町民の間に共通の認識を立てて、一

斉に訓練に参加する。それに合わせて同じように防災グッズの確認だとか、これはもう

全町的に、あるときにやるという一つのいいきっかけになるのかなと。それが今の事業

を展開していった暁にはということになるんですけれども、現状でなかなか町内一つに

はなかなか難しいという現実です。 

  もう一つ、私どもとして今抱えている課題といいますか、それは防災関係の、やっぱ

りプロパーをしっかり確保しなきゃならんということです。今までのような、自分たち

は本当に何が必要なのか、あるいは公助が何が必要なのか、それをちゃんとした考え方

のもとで説明できるような、そういうプロバーがいて、日常的にその仕事に専門的にか

かわる。その上で、各行政区との接点を持ったりしながら、いわゆる地域ごとの防災訓

練の実現化に向けていくというようなことも必要だと。 

  その意味では、今、人の問題というのは非常に大事なポイントの一つだなというふう

に考えております。そのようなときに、やっぱり自分たちのことは自分たちで守るとい

うことだとか、あるいは専門的な立場で日常的にやるべきことはとか、いろんなことの

ノウハウが示されるものというふうに考えております。 

  いずれにしても、こういったことを機会にしながら、さまざまなところに波及する可

能性もあって、町内会の問題やら、あるいはみずから防災対策のことだとか、いろんな

ことが組み合わさったものとして、これからもさらに深堀りしていく必要があるのかな

と、そう思っています。 
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○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） ありがとうございました。 

  時間もあれなので、次、３つ目にいかせていただきます。 

  ３つ目、ボランティアの育成についてということなんですが、答弁にもございました

ように、いろんな活動をありとあらゆるところでやられているというのはわかります。

ただ、私がここへ来て、ボランティア活動をまず検索をしたときに、それがやられてい

るかどうかが全くわからない。そんな状況です。一番端的に言うと、ホームページを見

ても、何をやっているのかがさっぱり、社会福祉協議会がこんなにいっぱいやっている

のに伝わってこないというのが残念でならなかったです。 

  皆さん一生懸命やられているのは本当によくわかるんですけれども、例えば例で妥当

かどうかわかりませんが、札幌の福祉協議会とかを検索をすると、今自分がどんな立場

にいて、何を知りたいのかというメニューがまず４つほど並んでいたと思います。参加

するにはというのと、協力を得たいんだけれどもというような、そんなようなメニュー

から入っていきます。ですから、今ボランティアに私は参加したいんだけれども、何が

あるのということでクリックすると、次の、そういったような、非常にわかりやすい。

最後は細かいんです。最後は、ここに書いてあるように細かいメニューが、深く進んで

いけばいくほど、いろんなことがあるわけですけれども、今やっぱりここで言うように、

福祉協議会だけではなくて、いろんな方が、ボランティアという名前ではなくても、い

ろんな助け合いをやっている。これがなかなか伝わってこない。 

  特に思ったのは、何か災害とかが起きたときに、本当に役に立つのは、結局は、今、

元気なお年寄りはいっぱいいますけれども、やっぱり若い人たちなんですね。その若い

人たちは、今、自分たちの仕事があるからとか、そういったことで時間なんか割けない

よというような人が、意見を聞くと、そういう人は多いわけですけれども、でも、その

中でも、どれだけ関心を持ってもらえるかというのを、常日ごろ啓蒙活動というのが非

常に大切になってきます。 

  ですので、そこら辺の対策をどういうふうに町が推進していくのかというのを、ちょ

っとお聞きしたいのと、例えばこれも東京の例ですけれども、千代田区の福祉でいいま

すと、やはり企業に対してすごく発信しているんです。企業は企業の広報でそれを受け

とめて、自分の会社で社員に流していいものを選別して流しています。ですので、個人

としては、その情報を見て、自分はこれに参加しよう、あれに参加しようというのを自

分で決めて参加するような、そんな仕組みになっています。 

  しかも、若い人たちを、ここで一番初めに疑問だったのは、ボランティアを募るとき
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に、平日の10時とか、そういうところで登録を開始するんですね。それは、もう年をと

っている人しか相手にしていないということになります。東京とかでは、やはり、会社

が終わってから、あるいは土曜日、日曜日といったところで開きます。若い人、そうい

う思いのある人は集まってきてという、そういった違いがあります。 

  ですので、若い人たちに少しでも、いつも参加できないかもしれない。でも、そうい

うことに興味を持ってもらうという姿勢は大切じゃないかなというふうに思っています。

そこら辺の大きな観点でのボランティアの仕組みというか、そこら辺を町としてどうい

うふうにお考えになっているかちょっとお聞きします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今、ボランティア活動の関心があって、そういった情報の提供の仕方等

の情報、先進的な事例をいただきました。 

  いろんなところでいろんな活動をしているという、この現実は、この5,000人の町で

相当の割合でやっているということであります。例えば花壇の清掃、アダプトプログラ

ムでやっていますけれども、あれなんかについても、1,000人以上が登録されていると

いうことなんですね。それはかかわっている当事者はやっているということはわかるん

です。ほかから見ると、余り見えないということもあるかもわからないですね。やりた

い人も、一度はやりたいけれどもやりようがないということと、先ほどあったように、

ボランティアの対象はお年寄り同士の相互扶助みたいなところが本当だと思う、目指す

というようなお話しもありました。 

  若者の参加について、先ほどの町内会の話もありましたけれども、そういった意味で、

なかなか難しいというか、参加が大変だという前提で、対象を見ているところもあった

のではないだろうかなと、そう思うところがありますね。その辺のところをもう一回、

頭の中をリセットして、それでいろんな形の中での支援の仕方をお願いすると。結構、

若者も、いわゆるスポーツ関係のボランティアだとか、そんなことで、それぞれ持って

いる能力をいろいろと発揮をしていただいているんですね。ただ、全体像として見えて

いないということもあります。 

  以前は、本町にはさまざまなボランティア活動の一覧表みたいなものを活字に出した

こともありますが、そういった福祉ボランティア、教育ボランティア、さまざまな形の

ボランティアという領域がありますから、そんなようなことだとか、時間帯だとか、も

う一回全体的にどこかで整理をしていく必要性を、今訴えられましたので、ゼロからで

なくて、すばらしいところがあるとすれば、そのようなところの事例のことも情報をい

ただいて、この町に合ったように、全てが東京のようにいく話でもないし、地域は地域
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の特性もありますから、その特性に沿ったような形の中での、ボランティア活動を支え

合う社会の仕組みをつくっていくということだろうというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） どうもありがとうございました。 

  実は、このボランティアで私が思ったのは、先ほどの札幌の例をちょっと一例挙げま

したが、その中に何を今自分が提供できるかというメニューと、あと何を今協力しても

らいたいかというメニューもあったりして、とてもおもしろいんですけれども、その中

で、例えばですけれども、この町で言えば、冠婚葬祭で人手が足りないというところに

登録をしておけば、その人たちをあっせんする、ちょっと言葉はどうかわかりませんが、

ボランティアバンク、ボランティアバンクと今この世の中で使うと、意味がちょっと違

うんですけれども、イメージとしてはボランティアバンクだとか、そんなような、登録

して、そこから派遣できるような、そういうのもありかなというふうに私は思っていま

す。 

  最後に、もう時間もあと10分なので、熱気球大会ということで、この答弁の中で、準

備委員会の立ち上げというのがありましたけれども、私もそれでいいと、当然そういう

流れになるのかなというふうに思っていましたけれども、こういうものを立ち上げると、

とかく精通している人たちの集まりというふうになってしまうんですが、私が今回これ

を挙げたのは、いろんな人から、ちょっと違う意見が出てきています。ですので、そう

いう人たちの意見も吸い上げてもらいたいなということで、一つアンケートという提案

をさせていただきました。 

  アンケートが必要か、一番いいかというのはちょっとわかりませんが、でも、やはり

普通に今まで精通してきた人たちの意見だと、その精通してきた人たちなりの意見にな

ってしまうので、新しいものというのはなかなか伝わらなかったり、本来、自分たちが

イメージしたものと違うというようなこともあるかもしれませんので、そういったこと

も考慮して、私はアンケートが必要なんじゃないかというふうに考えています。 

  昔の人だけではなくて、どんどん新しいパイロットができて、いろんな方が今、気球

関係者として携わってきています。ですので、その人たちの意見も聞くことが重要かな

というふうに思っています。 

  それから、これは当然ですが、宿とか交通機関だとか、農工商業のかかわる人たちの

意見も非常に重要だと思いますし、そういう人たちの意見も全く重要なんですけれども、

あとやっぱり50回の大会をこの日本の中で一番初めに迎えるという、うちの町なので、

連盟の協力も仰いで、外の人たちにどんな大会だとうれしいかなというのも、ちょっと
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聞いてみたらおもしろいかなというふうに私は思っています。 

  ですので、私のここでの質問としては、アンケートが必要だと思うんですけれどもと、

アンケートも一つの手段だというふうに町長はお答えになられたんですけれども、ぜひ

とってもらいたいなというのと、あと委員会にはどこら辺までの人たちが含まれるのか

ということと、答弁にもありましたが、オブザーバーという立場の人、これが非常に重

要になってきますし、一応お金とかがかかると思います。機材も人も、人のやりくりも、

やっぱり最後はお金になってくると思いますが、ここら辺も把握する上で、あと４年間

ありますので、体験とか勉強とかしてもらう、そういった意味も含めて、今から始めな

いと間に合わないかなというふうに考えています。ここら辺の計画をどういうふう考え

ているのかなと、まだヤワでいいですけれども、そこら辺もお聞きしたいなというふう

に思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 50回に向けての今段階での情報というのは、答弁させていただいたとお

りでありますが、今、議員がいろいろとお話しいただきました意図するところとしては、

幅広い意見をちゃんと聞くということの大切さをお話しされたと、そんなふうに感じた

ところでもございます。 

  しかも、50回という大きな節目でありますので、それはまた特別なイベントとして、

それにふさわしいような準備をしっかりとやっていくべきだというふうに受けとめさせ

ていただきましたので、これから準備委員会なりする際に、ただいまの意見を踏まえて、

人員なり、あるいは意見を聴取するというようなことで、50回が盛会にすばらしい大会

になるように進めていくということと、もう一つは、やっぱり持続して、この熱気球が、

この後もそれらを節目にして持続し、さらに、評価されるような、そういったイベント

になることを、私どもとしても期待しているところでありますので、今後ともいろいろ

とまたご意見等を賜りたいなと、そんなふうに思います。よろしくお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） どうもありがとうございました。 

  まだ４年あるんですが、やはり、ここら辺の準備というのは、まだ時間がありそうで

ないので、やはり地道にやってほしいなというふうに思っています。 

  一つ、この上士幌町って気球のまちとは言うものの、結構気球に乗ったことがないと

いう人がかなり多いです。この人たちに気球に乗ってもらうと、多分人生変わるぐらい

感動するはずなんですけれども、そういう体験をしていただいて、オブザーバーを養成

するというやり方も私はあるのではないかなと思っています。いろんなところに行くた
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びに、気球はどこに行ったら乗れるの、係留じゃなくて、フライトですけれども、そう

いう話をよく聞きます。その人たちがもし乗ったとしたら、私の数少ない経験では、や

っぱりかなり感動すると思いますので、そういった中で、オブザーバーなり、そういっ

た裏方の人たち、必要な方たちを集めていくという方法も私はあるんじゃないかなとい

うふうに思います。 

  どうもいろいろありがとうございました。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、７番、中村哲郎議員の一般質問を終わります。 

  これをもって一般質問を終わります。 

  ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午後 ２時５８分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時１４分） 

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

◎報告第３号の上程、説明、質疑 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第10、報告第３号平成30年度上士幌町一般会計繰越明許費

繰越計算書の報告についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 ただいま上程されました報告第３号平成30年度上士幌町一般会

計繰越明許費繰越計算書の報告についてご説明申し上げます。 

  当該繰越明許費につきましては、平成30年度の一般会計予算でご可決をいただきまし

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

づき報告するものであります。 

  具体的内容につきましては、平成30年度上士幌町一般会計繰越明許費繰越計算書をご

らん願います。 

  計算書は左欄から款、項、事業名、金額、翌年度繰越額、財源内訳の順に、全４事業

について記載しております。 

  まず、２款総務費、１項総務管理費の上士幌シェアオフィス整備事業につきましては、

昨年度３月の第１回町議会におきまして、第９号補正予算でご可決をいただいているも

のであり、補正額の全額5,085万6,000円を繰り越しするものであります。財源内訳は、



－72－ 

記載のとおりでございます。 

  次に、４款衛生費、２項清掃費の清掃業務管理経費につきましては、当初予算として

ご可決いただいているものであり、当初予算のうち２万4,000円を繰り越しするもので

あります。財源内訳は、記載のとおりでございます。 

  次に、７款商工費、１項商工費の道の駅整備事業につきましては、昨年度３月の第１

回町議会におきまして、第９号補正予算でご可決をいただいているものであり、補正額

のうち12億2,896万4,000円を繰り越しするものであります。財源内訳は、記載のとおり

でございます。 

  最後でありますが、８款土木費、３項住宅費、定住促進賃貸住宅建設費助成事業につ

きましては、当初予算としてご可決いただいているものであり、当初予算のうち872万

円を繰り越しするものであります。財源内訳は、記載のとおりでございます。 

  以上、４件を合計しました翌年度繰越額は12億8,856万4,000円となっております。 

  以上、報告第３号についてのご説明、ご報告とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより報告第３号に対する質

疑を行います。質疑はありますか。 

  ８番、江波戸議員。 

○８番（江波戸 明議員） ただいま企画から報告された繰越計算書の関係で、ここでい

えば、一番最後の土木費、住宅費、定住促進賃貸住宅建設費助成事業の872万について

繰り越したという部分についての理由について、また、これについてちょっと教えてい

ただきたいと思いますが、基本的に、上士幌町定住促進賃貸住宅建設助成要綱、これを

ちょっと見せてもらいました。基本的に、本町の予算については年度主義という部分で

ありますが、建設の認可から２年以内に終わらない場合は、またチェックが入ると、町

から。そういうふうに要綱的にはなっているんですが、この初めから助成費用について

繰り越しするという例は余りよろしいことではないようなイメージを持ったものですか

ら、ですから、やはり年度主義という部分で、申請は申請で認定は認定ですけれども、

やはり年度予算の中で消化するのが一般的にいいのかなと、そういうふうに認識してお

ります。 

  そんなことを含めて、この点についてちょっとご説明お願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 

○名波 透建設課長 要綱の中身の話ですので、建設課のほうから答弁させていただきた

いと思います。 

  賃貸住宅助成事業につきましては要綱を定めておりまして、議員おっしゃるとおり、
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事業認定から２年以内に完成するものというふうになってございます。 

  今回の繰り越しに関しましては、全８戸、ちょっと構造の形態が違う部分がございま

して、集合住宅４戸、戸建て住宅４戸ということで、２件に分かれて申請をしていただ

いております。その申請時期は、昨年の12月、認定も昨年の12月ということで、いずれ

もまだ２年以内ということでございまして、当初は年度内、３月31日までの完成という

ことで申請が出てございました。 

  ただ、労働力確保は難しいということで、ことしの２月に事業規模、事業金額は変更

にならないですが、完成時期の変更をしたいということで、５月31日まで変更したいと

いうことで、変更申請がございまして、それを承認したものでございます。 

  この要綱の内容としましては、申請時期を限定しているものではございません。それ

から、建築物の大きさというか、規模も限定はしてございませんので、建築に関しては、

それ相応の工期が必要となるということで、当初から年度をまたぐということを想定し

て作成してございまして、そういうふうに運用しているというところでございます。 

  それで、議員おっしゃるとおり、年度主義という基本的な考え方はあろうかと思いま

すけれども、基本的に申請の時期を限定していないと。近年でいきますと、個人経営の

農家の方が労働力確保ということで、年度途中というか、夏期の繁忙期を終えられて、

秋口に、どうしても年度内にやりたいというご相談もありますので、なかなかその時期

を限定するのは、利用上どうかなというところもございまして、現状はこういうふうに

運用しているというところでございます。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） この部分について、延長して再認可を受けたと、期間の変更

を受けたという部分で理解はするんですが、基本的に12月に申請して、年度内に発行、

住宅を完成することということはちょっと難しかったのか、労働力の問題もあったとい

う部分と、それから厳寒期で、僕もスポーツセンターの横でやっていたものですから、

しょっちゅう見ていても、すごい大変な時期に工事をやっているなと認識しながら、工

事の大変さを見ながら対応していたんですけれども、やはり、この助成事業等について

は、僕は基本的にはやっぱり年度内におさめられるような計画設計が必要でなかったの

かなと、そういう認識をしています。 

  また、その時期が適切な、北海道の厳寒期にやるとしたら、また適切な建物としての

状況もちょっと難しい、確認も難しいところがあるのかなと思ったりしているものです

から、周りの環境等を含めて。そういうことを思っていますんで、できれば、この要綱
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にちょっと今言ったように、申請時期と完了時期の物事を書いていませんけれども、そ

ういうこともちょっと配慮を入れて、この要綱があったほうが、我々についてはわかり

やすくて、本来の年度主義を踏襲して、やっぱり年度内の予算は年度で消化していくと

いう、やっぱり業者についても、また今、農家のほうの話もちょっとありましたけれど

も、やっぱりそれを基本にしたほうが、僕はいいんではないかなと、そういう認識をし

ているところであります。 

  以上であります。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 

○名波 透建設課長 この要綱を来年度の３月31日までというふうにしてございます。次

をどうするかというのはまだ決まってございませんけれども、通常ですと、予算時期ま

でに来年度の予定だとかというのを、実績のある業者さんだとか、町内の大型農業法人

さん等に聞き取りをしまして予算を決めたりしているわけでございますが、要綱が一回

切れるということで、そういうところも調査をして、来年度の動向がどうなるかという

のを踏まえまして、要綱を継続、それから要綱をなくすのかということも踏まえまして、

また、お諮りをしていきたいというふうに考えてございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって報告第３号に対する質疑を終結いたします。 

  以上で、報告第３号については報告済みといたします。 

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

◎議案第３４号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第11、議案第34号上士幌町森林環境譲与税基金条例の制定

についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  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34号上士幌町森林環境譲与税基金条

例の制定について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  本年３月に、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森

林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、国民一人一人が等しく負担を

分かち合って森林を支える仕組みとして、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律

が成立しました。 

  お手元の議案第34号関係をご参照ください。 
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  森林環境税は国税として、個人住民税均等割の枠組みを用いて、税率は１人年間

1,000円とし、市町村が令和６年度から賦課徴収することになります。 

  また、森林環境譲与税は、森林現場の課題に早期に対応する観点から、課税に先行し、

今年度から市町村及び都道府県に譲与されることとなります。今回譲与されます譲与税

は、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等、森林整備及びその

促進に関する費用に充てることとされており、私有林人工林面積、林業就業者数、人口

の区分の値に案分して譲与されます。森林環境譲与税は、その人の公表や実績の明確化

を図ることが必要であることから、新たに基金条例を制定し、事業の執行と財源の管理

を行うものであります。 

  次に、条例の内容でありますが、第１条では、設置の目的を定めております。 

  第２条では、積立額を定め、毎年度、基金として積み立てる額は、森林環境譲与税の

額に基づき歳入歳出予算で定めるものとしております。 

  第３条では、管理を定め、最も確実かつ有利な方法により管理することを定めており

ます。 

  第４条では、運用損益の処理を定め、基金の運用及び基金を原資とする事業の収益の

積み立てを定めております。 

  第５条では、基金の処分については、第１条の目的に限り処分することができること

を定めております。 

  第６条では、振替運用等を定め、第７条では、委任として、基金の管理に関して必要

な事項は規則で定めるとしております。 

  附則として、この条例は公布の日から施行するものであります。 

  次に、上士幌町における森林環境譲与税の試算額ですが、お手元の議案第34号関係の

裏面をご参照ください。 

  １に、上士幌町及び全国の譲与区分の値を記載しております。 

  ２に、全国の譲与区分別の譲与税額を記載しております。 

  ３に、１の全国の譲与区分の値に対する上士幌町の譲与区分の値に２の譲与税を乗じ

た額が上士幌町の譲与税額の試算額として記載をしております。令和元年から３年の計

算例を記載しておりますので、参考としてください。 

  以上、議案第34号上士幌町森林環境譲与税基金条例の制定について、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34号について質



－76－ 

疑を行います。質疑ありますか。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） これは、いずれ委員会付託になりますので、大枠だけ質疑した

いと思うんですが、これは国のほうの関係だと思うんですが、この基金条例の基金を積

むという方策ですか、それとか基金のいろんな項目については、国のほうのひな形があ

るのかどうか、その辺について確認したいと思います。町単独でやれるわけではありま

せんので、その辺について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 この基金に積むという話ですけれども、この基金は単年度単年度で、

その譲与した額を必ず使うというものではなくて、ある程度それぞれの何をするか事業

によって、次の年度にまたいで使ったりとか、そういうことで、利用しやすくするとい

う意味もございますし、それと、やっぱり税金を充てるということで、どういう人に使

っているかとか、そういうことを明確にするということからも、基金として管理をする

ということになっています。 

  あと基金条例については、１条の目的と、２条以降は、大体ほかの基金条例と同じよ

うな中身となっております。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 私が質問したのは、これは国のひな形に沿っているのか、単独

でそこそこの町が基金条例をつくっているのか、その辺の確認だけです。それだけです。 

○議長（杉山幸昭議長） 高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 申しわけございません。 

  これは国のひな形に沿って、全国どこの市町村でもつくられる条例で、基本的にはこ

の６月議会で基金条例をつくってくださいという指導のもとですね。譲与税が９月に譲

与されるということもありますので、６月議会で基金条例を制定するようにということ

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） これをもって議案第34号に対する質疑を終結いたします。 

  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34号は、会議規則第39条第１項の規定により産

業経済建設常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
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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34号は産業経済建設常任委員会に付託することに決定いたしました。 

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

◎議案第３５号から議案第３７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35号北海道町村議会議員公務災害補償等組合

規約の変更について、日程第13、議案第36号北海道市町村総合事務組合規約の変更につ

いて、日程第14、議案第37号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、以上

３件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35号北海道町村議会議員公務災害補

償等組合規約の変更について、議案第36号北海道市町村総合事務組合規約の変更につい

て、議案第37号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、以上３件につきま

して、一括してその提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  このたび、本町が構成団体となっている一部事務組合において、加入団体の解散によ

る脱退に伴い、地方自治法第286条第１項の規定により、組合規約の変更が必要となる

ことから、議会の議決を求めるものであります。 

  初めに、議案第35号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、具

体的な変更内容をご説明いたします。 

  北海道町村議会議員公務災害補償等組合につきましては、町村議会議員の公務災害補

償事務等を行っている一部事務組合であります。 

  議案第35号関係、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約

新旧対照表をご参照願います。 

  別表第１中、池北三町行政事務組合日高地区交通災害共済組合十勝環境複合事務組合

及び北空知葬祭組合を削るものです。 

  なお、附則として、この規約は地方自治法第286条第１項の規定による総務大臣の許

可の日から施行するものであります。 

  次に、議案第36号北海道市町村総合事務組合規約の変更について、具体的な変更内容

をご説明いたします。 

  北海道市町村総合事務組合につきましては、市町村等の非常勤職員の公務災害補償事

務等を行っている一部事務組合であります。 
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  議案第36号関係、北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約、新旧対照表

をご参照願います。 

  別表第１の空知総合振興局の項中、北空知葬祭組合を削り、同表、日高振興局の項中、

日高地区交通災害共済組合を削り、同表、十勝総合振興局の項中、池北三町行政事務組

合を削り、あわせてそれぞれの団体数を改正するものです。 

  次に、別表第２の旧の項中、北空知葬祭組合、日高地区交通災害共済組合及び池北三

町行政事務組合を削るものです。 

  なお、附則として、この規約は地方自治法第286条第１項の規定による総務大臣の許

可の日から施行するものであります。 

  次に、議案第37号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、具体的な変更

内容をご説明いたします。 

  北海道市町村職員退職手当組合につきましては、市町村職員等の退職手当支給事務を

行っている一部事務組合であります。 

  議案第37号関係、北海道市町村職員退職手当組合規約、新旧対照表をご参照願います。 

  別表（２）一部事務組合及び広域連合の表、空知管内の項中、北空知葬祭組合を削り、

同表、日高管内の項中、日高地区交通災害共済組合を削り、同表、十勝管内の項中、池

北三町行政事務を削るものです。 

  なお、附則として、この規約は地方自治法第286条第１項の規定による総務大臣の許

可の日から施行するものであります。 

  以上、議案第35号から議案第37号について一括して提案理由と内容についてご説明さ

せていただきました。ご審議の上、ご可決いただきますようよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより３件を一括して質疑を

行います。質疑ありますか。 

  ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） ただいまの説明の中で、北海道市町村総合事務組合規約の変更

についての中で、附則の部分で、総務大臣というふうに総務課長が言われたんですが、

そこは北海道知事の許可ということの誤りでないかと思いますので、いかがですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 申しわけありません。議案のとおり、北海道知事の許可からという

ことで、訂正させていただきます。申しわけありませんでした。 

○議長（杉山幸昭議長） そのように訂正をさせていただきます。 
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  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、３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35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35号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第36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36号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第37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37号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。 

  暫時休憩いたします。 

（午後 ３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。 
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（午後 ３時４０分） 

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

◎議案第３８号から議案第４１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第15、議案第38号令和元年度上士幌町一般会計補正予算

（第２号）、日程第16、議案第39号令和元年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）、日程第17、議案第40号令和元年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第

１号）、日程第18、議案第41号令和元年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第１

号）、４案を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 私のほうから１点、これから副町長のほうが予算の説明に入ら

せていただきますけれども、その前におわびと訂正と、それと新しい差しかえの予算を

配付させていただくように、お諮りのほうを賜りたいと存じます。 

  中身につきましては、13ページをごらんいただきたいと存じます。 

  ７款１項商工費でございます。商工振興費、それと観光費になっているかと思います。

それの節の部分でございまして、15節工事請負費、この金額が11億9,900万円になって

ございますけれども、本来であれば、ここに三角印、要するに減額がつかなければなり

ません。大変申しわけございません。罫線がちょっとこちらのほうに入って三角が消え

てしまったということで、不手際で申しわけございません。どうぞそのようなことでお

諮りいただければと思います。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 今、企画財政課長から議案書の一部訂正の差しかえの提案があ

りましたけれども、よろしいですね。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 暫時休憩して、差しかえを配ります。 

  暫時休憩いたします。 

（午後 ３時４２分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時４３分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） それでは、４案を一括して提案をお願いいたします。 

  千葉副町長。 
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○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第38号から41号までの令和元年度一般

会計並びに各特別会計補正予算の内容を申し上げます。 

  補正総額は、11億4,802万8,000円の減額補正となります。補正後の予算規模は、一般

会計並びに５特別会計の総額で115億4,168万3,000円となります。 

  それでは、各会計の内容を申し上げます。 

  議案第38号一般会計補正予算（第２号）でございます。 

  １ページをごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ11億4,907万3,000円を減額し、

総額を96億7,840万1,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２

ページから３ページの第１表のとおりでございます。 

  第２条では、地方債補正といたしまして、４ページにありますとおり、過疎対策事業

の限度額を23億1,260万円から13億270万円に変更補正するものでございます。 

  歳出のうち追加補正の主なものといたしましては、総務費における人件費職員分とし

て257万9,000円、同じく人件費準職員分として693万8,000円、同じくふるさと納税推進

事業として536万8,000円、同じく地域マイクログリッド構築マスタープラン作成事業と

して1,379万3,000円、同じく職員構成管理経費として209万3,000円、また、民生費にお

ける特別養護老人ホーム設備改修費助成事業として642万3,000円、衛生費における水道

会計繰出金として264万円、農林水産業費における畑作構造転換事業として781万9,000

円、商工費における熱気球管理経費として458万7,000円、教育費におけるコミュニテ

ィ・スクール事業として414万1,000円を追加補正をいたします。 

  また、減額補正の主なものといたしましては、民生費における介護保険会計繰出金と

して269万5,000円、農林水産業費における人件費準職員分として690万2,000円、商工費

における道の駅整備事業として12億59万7,000円を減額補正をいたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略をさせていただきます。 

  次に、各特別会計の補正予算についてご説明を申し上げます。 

  25ページの議案第39号国民健康保険特別会計補正予算（第１号）をごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ110万円を追加し、総額を７億

1,680万2,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、26

ページ、第１表のとおりでございます。 

  歳出の補正内容につきましては、総務費における人件費として72万円、同じく事務管
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理経費として38万円をそれぞれ追加補正するものでございます。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、36ページの議案第40号介護保険特別会計補正予算（第１号）をごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ269万5,000円を減額し、総額を

５億7,657万2,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、37

ページ、第１表のとおりでございます。 

  歳出の補正内容につきましては、総務費における人件費職員分として269万5,000円を

減額補正をいたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略をさせていただきます。 

  次に、47ページの議案第41号水道事業特別会計補正予算（第１号）をごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ264万円を追加し、総額を１億

9,762万円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、48

ページ、第１表のとおりでございます。 

  歳出の補正内容につきましては、水道施設費における簡易水道施設改良事業として

264万円を追加補正するものでございます。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  以上、一般会計並びに３特別会計の補正内容についてご提案を申し上げました。よろ

しくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。 

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

ます。 

  それでは、議案第38号令和元年度上士幌町一般会計補正予算（第２号）から質疑を行

います。 

  初めに、事項別明細書の歳出から質疑を行います。 

  事項別明細書の歳出は、９ページから款ごとに一括して質疑を行います。 

  総務費について質疑を行います。 

  ９ページから11ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） ふるさと納税推進事業の関係のシステム関係なんですが、５月

21日に説明された中での、いわゆるふるさとチョイスの独自のサイトを立ち上げるとい

うので、補正予算額が1,000万というふうになっているんですが、今回の補正は536万に
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なっています。その辺の関係についてどういうことなのか、説明をお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 これにつきましては、再度見直しを行いまして、あの時点では

1,000万以上はなかなか支出するのは難しいだろうと。それで、私ども事務方のほうも、

何とかそれ以内におさめたいとしながら、それで、サイト運営会社と何度もやりとりを

しながら、その中において、うちの担当もこのことに関しては、まさにプロの域に近い

職員でございまして、何とか頑張って、1,000万ではなく、やりとりする中で、536万

8,000円ですね、10％込みでありますけれども、できそうだという話になりまして、今

回この計上にさせていただきたいとするものでございます。 

  中身に少し触れさせていただきたいと思いますけれども、初期費用に398万ほどかか

ります。それプラス月額の運用費用といたしまして、14万9,000円、約15万と。それと、

向こう半年間ということになりますので、90万ほどでございます。それと、アクセスに

ついて、１万件、仮にあったとしましたら、0.1円かかるということで、これにつきま

しては、掛け算して、それほど何十万になるような金額ではございませんけれども、そ

れらを足しまして、488万、それに10％消費税ということで、今回536万8,000円を上程

させていただいたと。その中で、独自サイトを一回つくりながら、そして、それをまた

いいものに変えていきながら、少しでもこの返礼率、経費を含めて５割に持っていかな

ければならない、持っていきたいとするものでございます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。11ページまでの総務費、よろしいですか。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 総務費の10ページの負担金、この部分、ちょっと教えていた

だきたいと思いますが、この中で、地域マイクログリッド構築マスタープラン作成事業

のうち、作成負担金という形で1,379万3,000円が予算化されていると思います。このう

ち、先に補助金の対象になる金が1,267万3,541円という報告を受けていて、そのうちの

４分の３については国の補助の対象になるという形で、905万5,000円という形だと思い

ますけれども、今回の予算の提案の中では約100万ぐらい補助対象経費から膨れ上がっ

ているんですが、これはなぜ膨れ上がったか、ここら辺をちょっと確認したいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 総文の公開委員会のときにも資料１といたしまして、ご説明さ

せていただいたかと思いますけれども、消費税10％分が、これは補助対象外になりまし
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て、その分につきましては、町のほうで見なければならないとするもので、その金額が

111万8,903円ということになりまして、合計金額1,379万3,000円ということでございま

す。 

  今回、950万5,000円と、それと町の負担が316万9,000円ということで４分の１を見さ

せていただくということになろうかと思いますけれども、これも委員会のときにもお話

しさせていただきましたけれども、今、制度設計されております北海道に期待したいな

というふうに思います。ただ、不確定なところがあるものですから、今回の予算組みに

つきましては、このようにさせていただきたいと思いますけれども、進める中におきま

しては、そのことも同時に期待しながら、何とかこのマスタープランはいいものにして

いきたいなと、そのように思う次第でございます。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 先ほどもちょっと町長の答弁の中でも、この負担はこれから

調査を進めますよということでありますけれども、本当にしっかり、また負担のあり方、

それから今後の負担を含めて持ち帰るという形で、それを聞いて、少しはこれからまた

議論できるのかなと思っていますんで、今言ったように、ちょっと僕のほうの聞き漏れ

かもしれません，消費税の話は。ちょっと具体に聞いていなかったようなイメージがあ

ったものですから、確認させてもらったら、この差額は消費税ということで理解いたし

ました。ありがとうございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 11ページまでですので、町税の関係について質問したいと思い

ますが、北２町の滞納整理機構の負担金が８万6,000円ふえていますね。それと、次、

国保にいって、国保にいっちゃうと、今度は逆に十勝の滞納整理機構に対する17万減額

になっている、その辺の関係についてどういうことなのか。負担がふえたというのは、

誰か滞納に対する人がふえた、世帯がふえたのか、その辺の関係について質問いたしま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） 木下町民課長。 

○木下由季子町民課長 11ページの十勝市町村税滞納整理機構の負担金の関係だったんで

すけれども、今、山本議員おっしゃったように、総務費の賦課徴収費に相当する部分は

増額となっているんですが、29ページの国民健康保険のほうで負担金が減額となったよ

うな形になっております。 
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  総額の計算といたしましては、当初予算として、引き継ぎ件数等がまだ確定していな

い段階で、大まかな見込みということで予算要求をさせていただいた段階の金額が144

万2,000円だったんですが、実際に十勝市町村滞納整理機構のほうから引き継ぎ件数等

が確定し、金額が確定したということでご連絡をいただいた分が135万2,000円になりま

す。差し引きで９万円の減額という形になるんですが、引き継ぎの内容につきまして、

いわゆる税関係の一般会計に属する金額と国保税の国保会計に属する金額の率がありま

すので、そちらのほうを引き継ぎ割合に応じて案分計算させていただいた結果、賦課徴

収費のほうが増額、国保税の方が減額というような形で、総体では９万円減額となった

形になっています。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） そうしますと、31年度に十勝整理機構のほうに引き継いだ件数

は何件なのか。それは当初見たそのもの自体は変わらないんだろうと思う。何件なのか

質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 木下町民課長。 

○木下由季子町民課長 確定をさせていただいた引き継ぎ件数は11件です。うち前年度か

らの継続という方もいらっしゃいまして、こちらのほうが５件というふうになっており

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、民生費から衛生費に入ります。 

  11ページから12ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 12ページの健康増進センター管理運営経費の事業の修繕につい

て、どのような修繕を行う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 こちらの健康増進センターの施設修繕料の内容でございますが、

ふれあいプラザの浴場の給湯用の三方弁、お湯の温度を自動調整するための電動の三方

弁が故障したということで、現在、手動で温度調整をしているという状況でございます。 

  これから最盛期を迎えるということでございまして、自動温度調整を修繕をして、夏

の繁忙期に向けて、今回補正をさせていただいて修理に向けたいという考えでございま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか。８番、江波戸明議員。 
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○８番（江波戸 明議員） 民生費の３の28の繰出金について、今回、特別養護老人ホー

ムの設備改修、いわゆる福寿協会への対応だと思いますけれども、642万3,000円ほど支

出になっています。これは先般のブラックアウト対策という部分で、福祉施設ですから、

それで緊急の課題、それから緊急の対応を含めて、少しは課題があったのかなと思って

いますんで、非常にこの予算をつけてもらったのはありがたいと思いますが、あそこの

経営、非常に、元馬場理事長もいますけれども、僕も何となく見ていたら、かなり厳し

い。それからまた、介護施設の介護人も足りないとか、そういう部分があります。 

  ですから、こういうことを含めて、一回、あの施設にかかわる分について、町と福寿

協会でどのような、設備については投資するのは非常に困難なイメージを持っているも

のですから、ここら辺について、数年間の年次計画等を含めて、どのような協議方をし

ながら対応しているか。今回は緊急性がありますんで状況はわかりますけれども、あわ

せてこのようなことをちょっと教えていただければありがたいと思います。 

○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 今回のこの補正につきましては、江波戸議員おっしゃるとおり、

ブラックアウト対策が契機となりまして、町のほうでも特別擁護老人ホーム関連施設に

つきましては、町の福祉避難所として位置づけをさせていただいているということもご

ざいますので、入居されている方も含めて、要援護者の災害対策という位置づけになっ

てございます。 

  それで、今回の交付金の内容につきましては、福寿協会のほうで、国の地域介護福祉

空間整備等施設整備補助金として発電機を補助申請したところ、内示が得られたという

ことに関して、残額の８割について町が補助していこうという考えのもと、今回補正計

上をさせていただいたという内容でございます。 

  また、質問のもう一つの内容でございますが、福寿協会のこれからの支援のあり方等

につきましては、毎年、施設の理事さんと一緒に、うちの理事者と懇談等を行っている

ところもございまして、それから福寿協会に対する補助金の関係では補助申請並びに補

助申請後の検査の段階でも、今後の運営方針について、職員等ともどもに内容を確認を

させていただきながら進めているという状況にございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午後 ４時０４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 ４時１３分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 次に、農林水産業費に入ります。 

  12ページから13ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、商工費に入ります。 

  13ページから14ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、教育費に入ります。 

  14ページから16ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） コミュニティ・スクール事業の関係で質問いたします。 

  これは、今まで協力隊の方を臨時職員、賃金ですから、そういうふうにするというこ

となのかと。それから、コミュニティ・スクールにかかわる人員、それについてどうい

うふうに考えているのか。当初予算で協力隊員を募集するといって、それはおかしいん

ではないかというふうにした、まだいるのに。当初予算ではそれにかかわる協力隊は募

集をしなかったのかと。この方が臨時職員で、来年、多分３月ぐらいで切れるんだろう

と思うんですが、その後についてどうなるのか。 

  それから、高校にもコミュニティ・スクール関係の協力隊員派遣していますが、その

辺の関係はどういうふうに連絡を取り合っているのか。連携ですか、質問いたします。 

○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 コミュニティ・スクール事業の中の今回の賃金、共

済費につきましては、平成28年度からコミュニティ・スクール制度を導入しまして、そ

の中でそれを推進するために情報の発信ですとか、あとは学校と地域との調整、コーデ

ィネートですね。そういうふうな役割を担うコミュニティ・スクールコーディネーター

という職員を、地域おこし協力隊ということで採用して雇用しています。 

  現在、コミュニティ・スクールコーディネーター、こども園から中学校までをカバー

しているコーディネーターが、平成28年７月採用ということで、今年度の６月いっぱい

で、地域おこし協力隊としては最大３年間の任期を満了するということになっておりま

す。 
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  その当該職員につきましては、今後も当然コミュニティ・スクールコーディネーター

は必要であるという考えのもと、引き続き７月からも雇用を継続したいということで、

今回、それに係る要綱を整備して、共済費、賃金を計上させていただいております。 

  年度当初の募集も一応考えました。それは、要するに今年度の６月いっぱいで今のコ

ミュニティ・スクールコーディネーターを担っております職員が任期満了というのがわ

かっておりましたので、新たに当然募集するには、早目に募集をして、引き継ぎ等をし

なければいけないということで、一度は募集等も考えたんですけれども、現在、その役

割を担っている職員のこれまでの実績、それから今後も引き続きその役割を担っていき

たいというようなことで、本人ともいろいろ面談等しまして、今回このような形で新た

に要綱を整備して計上させていただいたということになりまして、今、７月１日から、

今回は３月31日までの間の賃金あるいは共済費ということでございますので、また４月

からは、改めて令和２年度予算で計上させていただくという形になると思います。 

  このコミュニティ・スクールコーディネーターの役割というのは、今後も地域と学校

をつなぐ役割あるいは情報発信ということで、ますます重要になってくるというふうに

考えておりますので、この辺はまた引き続き人材が途切れることなく雇用していきたい

というふうに考えております。 

  あと上士幌高校のコミュニティ・スクールコーディネーターも、今１人、地域おこし

協力隊として採用をしています。上士幌高校に週３日駐在して、いろいろ学校の状況等

も把握しながら、先生なんかともコミュニケーションをとりながら事業を推進している

ということでございます。特に、上士幌学につきましては、地域の方々の協力を得なが

ら進めていかなければならない事業ということでございますので、そちらのほうの地域

等を結ぶコーディネート役を、現在は中心に行っているということでございます。週の

うち３日間高校ということでございますので、残り２日間は、基本的には教育委員会の

ほうに籍を置いておりますので、その間に情報交換等をさせていただきながら、教育委

員会、それからコーディネーター、高校という形で、一緒になって事業を進めていって

いるということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） このコミュニティ・スクール事業は上士幌は力を入れて早期に

立ち上げて、管内的にもかなり注目を浴びている事業だと思うんですが、そこの立場の

一番大事なコーディネーターをどうするかというのは、ころころ変わってきたと思うん

ですよ。 

  ですから、私は、そこに本当に必要だったら、協力隊員は３年しかいませんので、ま
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た高校もまた３年たったら、基本的にかわりますね。基本的には１回、タイムリミット

でかわります。今度臨職で採用するとなったら、じゃ、ずっと臨職でいくのかどうか、

その方針を持たないと、臨職でといったって、臨職はやっぱり１年間、丸々１年ではあ

りませんね。その辺をきちんと位置づけないと、協力隊員で募集してぱっと来て、３年

間で終わりですよと。来る方は、これは当初予算でも言ったんですが、情熱を持って来

るわけですので、その辺をきちんと町がどういうことを仕事をしてもらうから、どうい

うことをしてもらいたいということを、情熱を持って訴えてきて、そこでかみ合えば採

用になると思うんですが、その辺をきちんとしないと、当初予算も中途半端で、途中も

今も中途半端で、上高に行っている方も週３日行ったり来たりして、何か中途半端な気

がします。その辺をきちんと位置づけていかないと、せっかく立ち上げた、私、コミュ

ニティ・スクールそのものがいいか悪いか、私も自分の自論があるので、ここは言いま

せんが、やっぱり学校を中心に地域がかかわっていくことについて重要な役割を果たす

ときに、協力隊でいいのかと、私は最初から思っていましたが、その点について、きち

んと位置づけをして、今年度はこれでいいんですが、来年度以降どうするのかと。正職

員でも、本当に必要だったら、協力隊員は物すごく多いわけですので、その辺をきちん

と位置づけて対応してほしいなと思って質問させてもらいました。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 要望でいいですね。答弁しますか。 

  須田生涯学習課長。 

○須田 修教育委員会生涯学習課長 コミュニティ・スクール制度ですけれども、当初は

小学校から中学校ということで出発しました。平成30年度４月からはこども園、それか

ら10月からは上士幌高校も、道立ですけれども、コミュニティ・スクール制度を導入し

ております。 

  これからは、今までは個々の学校、各学校運営協議会単位で熟議あるいは事業の推進

等を主に行ってきたわけですけれども、これからは横の連携を密にしながら、横断的に

町全体の子供たちを、地域総がかりで育むということで進めていきたいと思っておりま

すので、ますますそういった意味では、コミュニティ・スクールコーディネーターの役

割というのは重要になってくるというふうに認識しております。 

  今後の職員、どういう雇用形態にするとかということにつきましては、また関係部署

等とも協議しながら進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか。８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今、山本議員のほうから、ほとんど僕も質問しようとした部
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分が重複しますんで、ちょっと中身を変えて質問したいと思いますけれども、高校の学

校運営協議会については、これは発足したのは去年の10月ぐらいには、全道的に８校ぐ

らいという形で聞いているんですけれども、僕もこの運営協議会に出る立場だったもの

ですから、コーディネーター、ＣＳの方の部分について、運営委員会に来ては余り発言

がないし、どんなことをしているかとか、そういうのがちょっと見えないという部分と、

今フルタイムで高校に来ているわけでもないというのは、きっと業務的にコミュニテ

ィ・スクールのコーディネーターとしての業務がないのかなと、情報提供とか交換とか、

それは非常にいいかと思いますけれども、上士幌学だけをやるとしても、本当にワンマ

ンのパワーが必要かといったら、きっと僕は必要でないんではないかと思っています。 

  それと、高校については、義務教育と違って保護者、父兄がかなりの方が、地域外の

父兄者がいるという部分で、非常にコーディネーターとしても難しい立場にあるんだな

と思っています。 

  そういうことを含めて、３年たつと、今までいたコーディネーター、義務教育担当の

コーディネーターを含めて、今あったように、もう少し専門的な部分をかませながら、

やっぱり社会教育的な大事ところの業務を持たせながら、もう少し深みのある対応をす

ることによって、職員という部分がいいのか、それとも専門員的な部分がいいのか別に

しましても、やはり、今までの地域との交わりの経験、それからほかの情報の蓄積はき

っと３年間であったと思うんですよ。 

  そういう部分を含めて、やはり安定した職場でないと、なかなか、来年どうなるのか

なとか、そういうことのないような対応をしていかなくてはならんかと思いますし、き

っと高校ももっと、そういう不安に陥るんじゃないかなと僕思っているんですよ。義務

教育よりかはもうちょっと、先ほど言ったように環境が違いますから。ただ、高校とし

ては、いろんな意味で情報をもらえるというプラス面はありますけれども、町が配置す

るだけの、本当に必要性というのは、ちょっと考えるべきでないかと思いますし、もし

考えるとしたら、もう少し業務量をきちっと、ワンパワー分ぐらいの業務量がないと効

率的でないかなと。 

  それから、ここばかりではなくて、地域おこし協力隊の最後については、ここで根を

おろしたい、そういう率はかなり低いかもしれませんけれども、基本はそこにあるかと

いうふうに認識していますんで、採用段階とか、育成段階については、そういう認識の

中で、この協力隊のあり方というのは再度検討していただく部分になるかと思いますの

で、もしありましたらよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 
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○小堀雄二教育委員会教育長 上士幌高校のコーディネーターにつきましては、現在、道

立学校では12、市町村の学校では６つ、これが学校運営協議会を設置している高校にな

ります。 

  その中で、上士幌高校は昨年、私ども教育委員会が随分道教委、それから高校に働き

かけをしてきました。その背景にあったのは、先ほどの江波戸議員の高校の振興策等も

絡んできてはいたんですけれども、魅力ある高校ということ、それから、これからの高

校のあり方、文科省等の動きを把握しながら、何とか上士幌高校が地元の高校の立ち位

置にしっかり根が張れるように、私たちのほうでも応援したいなと考えました。 

  現在、コーディネートを配置している学校は上士幌高校だけです。全国19の都府県に

も置いていますけれども、全部で190名ほどがコーディネーターという役割を担ってい

ます。どうしてもその道立学校になると、地域と学校との距離感があるといったような

ことが課題に挙げられています。 

  こんな中、今回、上士幌高校のコーディネーターに任命したのは、カタリバ北海道と

いうキャリア教育、子供たち、生徒と大学生がかかわり合いながら自己実現を見つめて

いけるような事業を、実は上士幌高校は長年取り組んでいますが、そのカタリバ北海道

に所属していた学生、今はもう社会人なんですけれども、彼女がそういった上士幌高校

で自分にできること、ただ、先生方の働き方を支援するだけではなくて、内面から湧く

子供たちの可能性を引き出したいと。そして、生徒会等においても、自分たちが学校を

つくっていきたいというような側面を支援していきたいということで来ていただきまし

た。 

  現在、週３日なんですけれども、これは業務がないということではないんですね。今

のところ、上士幌高校、まだ学校運営協議会を立ち上げて、去年の10月からですから、

まだそんなに期間がないということもあって、今のところは週３日でお願いしますとい

うことです。 

  だけど、教育委員会としては、それがもし必要があれば週４日でも行けるよと。ただ

し、１日は義務のほうのコーディネーターと高校のコーディネーターと教育長、生涯学

習課も含めてなんですが、ことしからミーティングを開いています。それぞれがどんな

活動を通して、今の課題は何なのかというようなことをどんどん出し合っていって、こ

れから求められる認定こども園から高校までの姿をちょっとビジョンをイメージしなが

ら今組み立てています。 

  また、コーディネーターだけにそういったことを任せるのではなくて、ともに走る、

ともに理解し合える伴奏者というものも今回配置をしています。ですから、コーディネ
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ーター１人が悩み苦しむということではなくて、教育委員会全体が教育のあり方を考え

るスタート時期になったんだなと思っています。 

  義務のほうについては、３年間が経過しました。スタートから３年間、これはそれぞ

れの学校運営協議会の基盤を固めるために、縦軸で実は動かしてきました。縦軸で動か

して、まず学校を知るところから始めようと。以前は開かれた学校だとかと言っていま

したけれども、今の時代、もう開かれた学校という観点ではなくて、地域と一緒に歩く

学校づくりを地域の人方も交えながら進めていこうという観点に立って進めています。

今４年目に入りました。 

  今、生涯学習課長が話したとおり、ことしからは横軸と斜めの関係を、この３年、４

年で構築していければいいなということと、コーディネートはやっぱり僕自身も必要だ

というふうに認識しています。ただ、このコーディネーターの１人工が今後も必要にな

っていくのかというのは、これからの、先ほどボランティアの考え方もありましたけれ

ども、または、職員の中で、今の業務のあり方を少し見直しながら、職員の中でそのコ

ーディネーター業務をしていくというのも一つの方法なのかなと思っています。４年目

に入って、縦から今度横、斜めの関係に入っていく中では、今、義務で配置している職

員の資質、能力、考え方、気概、これはすばらしいものがあります。どうしてもここは

やっぱり力を借りながら、一方で、その数年後には、そういった地域人材も育てていけ

るような環境をつくっていきたいなと考えています。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありませんね。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、給与費明細書は、17ページから23ページまで質疑を行い

ます。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、地方債に関する調書は、24ページを一括して質疑を行い

ます。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の歳入は、７ページから８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、５ページから６ページまでを

一括して質疑を行います。質疑ありますか。 
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（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、一般会計補正予算書の１ページから４ページまでを一括

して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で議案第38号令和元年度上士幌町一般会計補正予算（第２

号）の質疑を終わります。 

  次に、特別会計補正予算の質疑を行います。 

  特別会計の質疑は、会計ごとに歳入歳出一括して質疑を行います。 

  初めに、議案第39号令和元年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、

25ページから35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39号令和元年度上士幌町国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第40号令和元年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第１号）は、36ペ

ージから46ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で議案第40号令和元年度上士幌町介護保険特別会計補正予

算（第１号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第41号令和元年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第１号）は、47ペ

ージから50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41号令和元年度上士幌町水道事業特別会計補正予

算（第１号）の質疑を終わります。 

  次に、各会計補正予算に対する質疑が終了いたしましたので、これより町理事者に対

する総括質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 質疑がございませんので、町理事者に対する総括質疑を終了し

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、町理事者に対する総括質疑を終わります。 

  以上をもって議案第38号から議案第41号までの令和元年度各会計補正予算に対する質
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疑を終結いたします。 

  これより議案ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、議案第38号令和元年度上士幌町一般会計補正予算（第２号）の討論を行いま

す。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第38号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第39号令和元年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の討

論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第39号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第40号令和元年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第１号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第40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40号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第41号令和元年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第１号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第41号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。 

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

◎散会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で本日の議事日程は全て終了いたしましたので、本日の会

議を終わります。 

  あすからは休会とし、本会議の再開は６月21日金曜日、午前10時でありますのでご承

知願います。 

  本日はこれにて散会といたします。 

（午後 ４時３６分） 
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 ────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 定刻となりましたので、ただいまより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

（午前１０時００分） 

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

◎議会運営委員会の報告 

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

  議会運営委員長、山本和子議員。 

○議会運営委員長（山本和子議員） 議会運営委員会よりご報告を申し上げます。 

  議会運営委員会は、６月18日午前９時より、委員会室において、議会運営委員全員の

出席をいただき、説明員に副町長の出席を求めて委員会を開催し、本日の議事運営及び

議案の審議方法等について審議いたしました。 

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

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告を申し上げます。 

  この際、議会運営委員会において協議されましたことについてご報告申し上げます。 

  １点目は、日程第１、会議案第２号及び日程第２、会議案第３号は関連がありますの

で、２件を一括上程し、会議案ごとに採決を行うことといたします。 

  以上で議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

◎会議案第２号及び会議案第３号の上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、会議案第２号議員の派遣について、日程第２、会議

案第３号議員の派遣について、以上２件を一括して議題といたします。 

  会議案の朗読を省略し、直ちに提案者である２番、山本和子議員から提案理由の説明

を求めます。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） ただいま提案されました会議案第２号及び会議案第３号の提案

説明を申し上げ、議員各位の理解とご賛同を賜りたいと思うものであります。 

  この２件の会議案は、さきの議会運営委員会におきまして、議会運営委員全員の賛同

を得まして、委員長であります私が提案者となった次第であります。 

  会議案第２号は、例年北海道町村議長会が主催する北海道町村議会議員研修会に、議

員全員を参加すべく提案を申し上げるものであります。 



－102－ 

  本年度は６月25日、札幌市札幌コンベンションセンターにおいて、講師に政治評論家

の有馬晴海さんと、大学教授の佐々木信夫さんをお招きして講演が実施される予定であ

ります。 

  翌26日は、道の駅運営に関する研修のため、議員全員で道の駅あいろーど厚田を視察

するものであります。 

  次に、会議案第３号は、同じく北海道町村議長会が主催する新任議員研修会に、本町

の新任議員５名参加すべき、ご提案申し上げるものであります。 

  この研修会は、４年に一度開催され、今年度は７月９日に札幌市第２水産ビルにおい

て実施される予定であります。 

  議員各位の賛同を賜り、両会議案をご可決いただきまして、議員各位が研修を深めて

いただきたいと思うものであります。 

  以上をもって、会議案第２号及び会議案第３号の提案説明をいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 本件については、質疑及び討論を省略いたします。 

  これより直ちに採決を行います。 

  初めに、会議案第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、会議案第２号は原案のとおり可決されました。 

  次に、会議案第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、会議案第３号は原案のとおり可決されました。 

  なお、この際お諮りいたします。 

  ただいま議決した２件の議決事項について、諸般の事情により変更する場合は、議長

に一任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、諸般の事情により変更する場合は、議長に一任することで決定されました。 
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 ────────────────────────────────────── 

◎意見書案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第３、意見書案第６号日米貿易協定交渉に関する意見書の

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１番、渡部信一議員から提案理由の説

明を求めます。 

  １番、渡部信一議員。 

○１番（渡部信一議員） この意見書案については、全十勝農民連盟の下部組織、上士幌

町農民同盟の要請に基づいて、さきの議会運営委員会において、議会運営委員全員の賛

同を得て、私が提案者となった次第でございます。 

  それでは、読み上げて意見書の案を提案したいと思います。 

  日米貿易協定交渉の初会合が４月に開催され、過去の経済連携協定の内容が最大限と

する日米共同声明に沿って交渉することを確認し、早期妥結に向けた交渉を進めること

で一致したとしています。 

  しかしながら、物品貿易協定（ＴＡＧ）と強調していた交渉範囲は物品にとどまらず、

電子商取引などのデジタル貿易についても協議するとされ、また、米国側は、通貨安の

防止を図るため、為替条項も取り扱うよう求めています。 

  一方、共同声明に沿って交渉するとしながらも、米国内では、農業分野での先行妥結

を求める声とともに、ＴＰＰを上回る関税撤廃・削減や輸入枠拡大を求める業界団体か

らの圧力が高まっています。すでに、ＴＰＰ11及び日ＥＵ・ＥＰＡ協定発効によって牛

肉や果樹などの農産品が前年より輸入増加する状況下、このまま米国の強硬な要求に屈

すれば、日本の農業及び関連産業や地域経済・社会が甚大な影響をこうむることになり、

我が国の食糧主権を形骸化し、国内農業・農村の崩壊につながる危険性があります。自

動車などの対米輸出のために、国民の命の源である自国の農産物を代償として差し出す

ことは断じて許されません。 

  世界的には、人口増加による食料不足や頻発する自然災害で食料供給が不安定になる

可能性が高いとされる中、安全・安心な食料を安定的に国民に供給することが重要とな

っています。 

  ついては、日米貿易協定交渉に当たり、我が国の食糧主権及び食料安全保障が守られ

ますよう、下記のとおり強く要望します。 

記 

  １つ、国民への安全で安心な食料を安定的に供給する観点から、我が国の食糧主権と
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食料安全保障を守ることを基本に、交渉内容の丁寧な情報提供を行い、国民合意がない

まま交渉を拙速に妥結しないこと。 

  ２つ目に、農業者の不安を払拭するため、国内の農業・農村をつぶしかねない米国の

強硬な要求に屈することなく、重要農畜産物の関税削減・撤廃及び輸入枠拡大などは断

じて受け入れないこと。 

  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書の提出をお願い、ご審議いただきま

して、賛同いただき、関係機関に送付されることをお願いいたしまして、提案理由の説

明とさせていただきます。 

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

質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第６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６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６号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第３４号の上程、報告、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第４、産業経済建設常任委員会審査報告を行います。 

  議案第34号上士幌町森林環境譲与税基金条例の制定についてを議題といたします。 

  本案について、産業経済建設常任委員会委員長の報告を求めます。 

  産業経済建設常任委員会委員長、８番、江波戸明議員。 

○産業経済建設常任委員長（江波戸 明議員） 本委員会に付託されました事件について

は、慎重審査の結果、次のとおり決定いたしましたので、上士幌町議会会議規則第77条

の規定により報告いたします。 

  審査事項、議案第34号上士幌町森林環境譲与税基金条例の制定について、令和元年６

月４日付託。 

  審査年月日、令和元年６月13日、計１回限り。 
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  審査場所、委員会室です。 

  説明員に、竹中町長、千葉副町長、高橋農林課長、高田主査。 

  審査結果であります。当委員会は、議案第34号の審査に当たり、町長、副町長、担当

課長及び担当主査の出席を求め、質疑、聴取による審査を行ったところ、全会一致をも

って原案可決すべきものと決定したことをご報告いたします。 

  以上で産業経済建設常任委員会の報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりましたので、これより委員長の報告に対

する質疑を行います。質疑ありますか。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 産経委員会の中で出された資料をもとに質問したいと思うんで

すが、この基金を組むために、森林環境税が国のほうで制定されたと思うんですが、こ

れによりますと、国民の負担を伴わずにとあるんですが、その財源は、負担を伴わない

財源というのはどういうことなのか説明、そういう審議をされたのかどうか、質問があ

ったのか確認いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 江波戸委員長。 

○産業経済建設常任委員長（江波戸 明議員） 今、質問のあった分の、国の税の徴収の

仕方でありますが、今、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が、本年３月29日

に公布されました。このことについて、まだ具体的な部分は承知されていませんが、間

違いなく、今、東日本大震災の形と似たような形で国民から徴収されるというふうに理

解しております。 

  それを、我々としては、本町の森林の適正な整備等を含めて、活用できるという部分

を含めて、慎重に国民の税金を含めて対応したいというふうに考えております。 

○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） これをもって委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 

（「休憩をお願いしたいんですが。担当課に質問できるのかどうか」

の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 暫時休憩します。 

（午前１０時１５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１９分） 
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 ────────────────────────────────────── 

○議長（杉山幸昭議長） これより議案第34号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「ありません」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これをもって議案第34号に対する討論

を終結いたします。 

  これより議案第34号の採決を行います。 

  議案第34号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第34号は委員長の報告のとおり可決されました。 

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

◎報告第４号の上程、説明、質疑 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第５、報告第４号株式会社生涯活躍のまちかみしほろの経

営状況の報告についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 報告第４号株式会社生涯活躍のまちかみしほろの経営状況の報

告につきまして、地方自治法第243条の３第２項の規定によりご報告申し上げます。 

  事業報告書の１ページをごらんください。 

  まず、総括的事項といたしまして、我が国の最近の経済動向は緩やかな回復が続いて

いるものの、人手不足感が高まる中で労働生産性が伸び悩んでいることから、生産性の

向上などにより潜在成長率を引き上げるために、人づくり改革や生産性革命を進めてい

くことが重要な課題であるとされております。 

  株式会社生涯活躍のまちかみしほろは、上士幌町、株式会社コミュニティネット、上

士幌町商工会、ＪＡ上士幌町、上士幌町社会福祉協議会、上士幌福寿協会、社会医療法

人北斗、上士幌コンシェルジュ、十勝毎日新聞社、帯広信用金庫、十勝信用組合、北海

道銀行、北洋銀行の計13団体の出資により、平成29年９月４日に設立されました。 

  第２期である平成30年度は、町からの委託業務である生涯活躍のまちかみしほろ創生

包括プロジェクト事業、無料職業紹介事業、関係人口創出事業モデル事業が実施されて

おります。 
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  売り上げは、町から委託料5,131万円と運営費補助金346万9,000円の支出を受け、効

率的な業務執行に努めた結果、経常利益は687万1,000円となっております。また、上士

幌町から補助金1,900万6,000円を受け、起業家支援施設として使用するために空き店舗

を取得しております。 

  第３期である今年度、令和元年度は、引き続き町の委託事業を実施することとしてお

り、委託料の売り上げは生涯活躍のまち上士幌町創生包括プロジェクト業務5,454万円、

無料職業紹介所業務248万4,000円の合計5,702万4,000円が予定されているほか、ふるさ

と納税推進業務として、上士幌町へのふるさと納税寄附者への特産品発送及びＰＲ業務

を実施することとしております。 

  また、上士幌町から４月１日より１名、５月13日より１名の職員派遣を受け、さらに

地元に密着した事業を展開していくこととしております。 

  次に、３ページの１、株式の状況につきましては、平成31年３月現在の資本金、株主

の内訳など、記載のとおりでございます。 

  次に、２、今期事業収益・資産につきましては、諸経費の縮減に努めた結果、当期純

利益が612万4,040円となっております。 

  次に、４ページの３、取締役及び監査役の状況、４、従業員の状況につきましては記

載のとおりでございます。 

  次に、５ページから６ページの５、今期実績報告につきましては、記載のとおり事業

が実施されております。 

  次に、７ページの６、今期会議体等報告につきましては、記載のとおりの実施となっ

ております。 

  続きまして、第２期決算報告書をごらんください。 

  次ページの貸借対照表ですが、記載のとおり、左側の資産の部合計、右側の負債・純

資産の部合計がそれぞれ1,774万3,217円となり、貸借が一致しております。 

  次に、次ページの損益計算書につきましては、売上高は町受託金の5,131万52円と人

材センターなどの売り上げ365万790円を合わせて5,496万842円となっております。売上

原価は商品仕入高の23万3,956円で、売上高から売上原価を差し引いた売上総利益は

5,472万6,886円となっております。この金額から、販売費・一般管理費5,142万670円を

差し引いた営業利益は330万6,216円となっております。これに営業外収益356万5,592円

を加えた経常利益が687万1,808円、さらに補助金収入である特別利益1,900万6,942円を

合わせると2,587万8,750円、ここから特別損失1,799万9,998円を差し引くと、税引前当

期純利益が787万8,752円となります。ここから法人税、住民税及び事業税175万4,712円
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を差し引き、当期純利益が612万4,040円であります。 

  次ページの販売費及び一般管理費の内訳は、それぞれ記載のとおりでございます。 

  続いての個別注記表及び監査報告書は記載のとおりでございます。 

  以上をもちまして、平成30年度株式会社生涯活躍のまちかみしほろの経営状況の報告

とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより報告第４号に対する質

疑を行います。質疑ありますか。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） この件につきまして、委員会のほうでも報告等を受けているん

ですが、正式な議案としては本議会が正式な議案ですので、再度確認の意味で質問させ

てもらいます。 

  平成30年度経常利益687万円ほどですが、これは、独自事業としてこういう事業が実

際に経常利益として上がったのかと、それから、今後の独自事業の見通しはあるのかと

いうことについて質問したいと思います。 

  それから、国からの交付金の関係は平成31年で切れるわけですが、今後も委託事業を

中心にいくのか。それについての財源等についても質問いたします。 

○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 経常利益687万円の内訳といいますか、独自事業なのかという

ところでございますけれども、なかなか独自で、全く単独で事業を興して、それがこの

利益につながったという会社ではまだまだないということでございます。 

  今、申し上げさせていただきましたけれども、今後、ふるさと納税の返礼品の手数料

ですとか、そういったものがある意味独自事業になってくるのかなというふうに思うと

ころでございます。 

  ご存じとおり協力隊等の派遣もしているということでいきますと、この経常利益687

万円を出すということは大変重要なことだと思いますけれども、まだまだよちよち歩き

のところだということでご理解いただきたいと思います。 

  あと、委託料、今後も国の交付金等々を考えているのかということでございますけれ

ども、ことしで３年目を迎えて、４年目を次年度から迎えるということでございます。

この地方創生法はまずなくならないと、続いていくということでございます。しっかり

と頑張っている地域は後押ししてくれるものだと思っておりますので、それはそれでや

っぱり有利な交付金でございますのでいただきながら、やはりもう一方では、今、おっ

しゃっていただきました独自事業を模索しながらいくというところが、会社に課せられ
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たものだろうというふうに思います。 

  町といたしましても、53.1％の出資比率を持っているということでございまして、そ

ういう意向はしっかりと伝える立場にもございます。そういったことはしっかりと会社

のほうにも伝えることになろうかと思います。現に副町長が取締役になってございます

ので、その辺のところは、私の立場といたしましては行政マンの立場で、皆様方からい

ただいたご意見をしっかりと会社に伝えるというところが使命だと思っておりますが、

副町長は両方の立場でもございますので、より一層その辺のところは会社のほうに落と

し込みをされるのではないかと、そのように考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 今後につきまして、創生交付金の申請をして、３年間得られる

といいと思うんですが、交付金ありきの事業ではなくて、やっぱりきちんと、先ほどそ

の会社自体が事業が進むのと、それから交付金を、委託事業そのものもきちんと町民等

に利益があるものをきちんと選んでいくと。交付金が結構消えますので、それありきの

事業ではなくて、きちんと地元に根差した活動と、それから、もし、株式会社を立ち上

げたわけですから、独自の事業もきちんとやらなくてはいけないと思いますが、交付金

はなくならないと判断するとあるんですが、それはそれとして、もしも、多分大丈夫だ

ろうと思うんですが、そのことも含めて町独自でやらなきゃいけない事業を委託してい

るんだと思いますが、その点について確認をして、もし何かの場合にはきちんと従来ど

おり継続する形でいかないといけないと思う。その点について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 そのとおりだと思います。やはり有利な交付金なものですから、

ほぼ全額国で賄ってくれているということでございますので、それはそれで、私どもの

ほうの立場としてはいただけるものはいただく努力をしなければならないと。 

  ただし、これがなくてもやらなければならない事業、やっぱり町民のためにというこ

とになれば、それはそれで予算措置をしながら展開していかなければならないというふ

うに考えるところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、ありますか。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 何点かお尋ねしたいと思いますし、また、説明をお願いでき

ればと思います。 

  １点目は、ふるさと納税の特産品の発送ＰＲ業務、これについてこの会社に対応した
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と。それから、先般、ことしの建設関係でまだ未知だと思いますけれども、シェアオフ

ィスの管理委託についてもこの会社に予定するという発言が委員会であったというふう

に認識しております。 

  こんなことを含めて、基本的に町内の団体、それからまた対応できるような業者と、

本来は町は公平にいろんなものを扱うという認識からいくと、こういう部分については

事前にいろんな業者と話し合いし、そこの中でできるかどうか確認し、もしよしんばで

きないとしたら、適切な形でまちづくり会社にお願いするというのが僕は筋ではないか

なと認識しています。それだけいろんな意味で人材の派遣とか優遇されているという言

葉は正しいかどうかわかりませんけれども、そんな形で町民的にはこの会社のことを見

ているのではないかなと、そういうふうに思いますので、ここら辺、まず関連した業者

等と議論したかどうか含めてお願いしたいと思いますし、先般、株主総会が終わったと

いうのがありますけれども、先ほどの株主が参集しながら２期目の対応をしたと思いま

すけれども、主な意見、課題になっている部分があれば、ちょっと情報提供してくれれ

ばありがたいのではないかと思っています。 

  あと、ここの職員を町からも派遣していたり、また地域おこし協力隊等を含めて、人

件費に数えればかなりの額がこの会社にいっているのかなと。本来会社が負担するよう

な分ですけれども、そういうふうに言っていると思いますけれども、この派遣の見込み、

先ほど健全な運営という部分については、なかなかこの数字を見ても、もう健全になっ

ているんです。数字的には。もう黒字になっていますから。だけれども、どこかやっぱ

り健全でないという意識があるのと、地域創生における交付金、例えば１兆円の交付金

をいろんな意味でその一部を活用しているのかなと思いますけれども、そんなことを含

めて、その活用の部分ではちょっと不安が最終的にあるのかなと。いわゆるこの会社が

自主自立できるような背景づくりはまだなかなか見えないという部分がありますから、

そういうことを含めて、１点目、お尋ねしたいと思います。 

○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、ふるさと納税業務ですとか、あるいはシェアオフィスの

今後のお話になりますけれども、先般の委員会ではこの会社にというようなお話もさせ

ていただきました。 

  議員がおっしゃる、やはりまず第一は公平に見るべきじゃないかということでござい

ます。当然私たちは公平に見るということで、それはもう大原則でございます。例えば

ふるさと納税業務につきましても、その関連の事業者等々と打ち合わせをしたかという

ことでございますけれども、これは何度も打ち合わせをさせていただきました。関連す
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るといいますのは、やはりコンシェルジュでございます。発送業務につきましてはコン

シェルジュにお願いしてきたというところでございますけれども、これもご理解いただ

きたいと思いますけれども、コンシェルジュもそもそも自走をする部分について、やは

りなかなか難しいところがございました。やはりコンシェルジュも成長していっていた

だきたいというふうなことも含めて、タイミングよくこのふるさと納税事業が国で展開

されてきたということかと思います。 

  平成25年から爆発的に寄附をいただくこととなりました。じゃ、その発送業務をどこ

にお願いするのかということでございます。地域で循環させるということが第一だと思

います。コンシェルジュにつきましても、当時はやはり人員も２人ですとか、そんなよ

うな組織体だったかと思いますけれども、やはり成長していっていただきたいという思

いを込めながら、そこにある意味自主事業になりますけれども、お願いしたところ、し

っかりと応えてくださったというところで今に至っているかと思います。 

  このまちづくり会社につきましても、やはり同じような視点で町の産官学金労言の担

い手として成長していっていただきたいというものがございます。当然公平性を持ちな

がらですけれども、片一方では公が出資している、あるいは各団体が出資しているこの

会社、一方でやっぱり伸びていっていただきたいなということでございます。 

  そういったことから、関連事業者とも打ち合わせはしてきているということで、次な

る展開もそのようなことで、ふるさと納税業務の発送はお願いしたいというふうに考え

ているところでございます。 

  あと、シェアオフィスの話でございますけれども、シェアオフィスの、前回の委員会

のときに、江波戸議員のほうから、やはり民間に全てのほうが、まずはそこを考えるべ

きじゃないかというお話でございました。 

  シェアオフィスで今、考えておりますのが、建物の周りの環境、緑地をどうするのか

だとか、草刈りをどうするんだとか、そういうような話と、シェアオフィス、外から来

る業者をお招きしなければならないというおもてなしの部分、アテンダーの部分が出て

まいりますので、その辺のところもどこの方にお願いするのがいいのかというところは、

両方視点を持ちながら展開していきたいなと思っているところでございます。 

  あと、株主総会での意見につきましては、これは副町長のほうからお答えしていただ

いたほうがいいのかなと思います。 

  あと、職員、協力隊の人件費はいつまでか不安があると。自主自立の背景が今の段階

ではなかなか見えないということでございます。先ほどの687万円プラスになっている

ということは事実でございますので、その辺のところは少しずつやはりシフトできるも
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のはシフトしていくと。シフトするというのは、引き上げられるものは引き上げていく。

そして、会社独自のプロパーでの採用もできていくというのが望ましいだろうというふ

うに思います。 

  どちらにいたしましても、まだよちよち歩きの２年生です。いろんな議論経過を踏ま

えましてもまだ３年目です。今後、やはりまさに一生懸命発展するように頑張っていっ

ていただくというのが、私の今の立場でお答えできる範囲かなと考えるところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 株主総会での意見はあったのかというようなご質問だったかと思い

ます。私も取締役という立場で出席をしておりますけれども、当初の株主総会の際には、

先ほど企画財政課長が説明した内容で事業報告が行われました。そのことに対して、株

主の皆さんからは特段のご意見はなく、全会一致でご承認をいただいたということでご

ざいます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 大変町も苦慮しながら、この会社を何とか自主独立という、

運営できるような形を考えているんだと思いますから、なるべく経費をかけないで、こ

のときにこうしていかないと、最終的に町がやっぱりどれだけ支援できるかによっての

会社になってしまうと、そんな懸念がありますので、できる限り経費の削減を含めて対

応してもらうような形がいいのかなと思います。 

  そんなことを含めて、僕もことし、こうして昨年上士幌塾に何回か出席させてもらい

ました。その段階では、いろんな意味で著名人が来ていますので、いろんな情報も得ら

れたと思いますけれども、なかなかまちづくりに対しての基本的な部分は理解できます

けれども、直感として、いや、これはすぐ使えるなとか、そんなことはなかなかないよ

うなイメージを持たせていただきました。 

  それと、もう一つ大事なことは、非常にＰＲが華美過ぎるんじゃないかなと。いろん

な意味で華美なＰＲをし過ぎて、ここにかなり予算を使っているのかな。豊富な予算で

対応するうちはいいんですけれども、やはり自主的な部分で、本当に役場、そして町民

に対してもかなり少しでも町のお金を効率よく使おうという部分で、予算ではやりくり

が大変だと思いますけれども、ちょっと遠目で見て大変申しわけありませんが、本当に

ポスターからパンフから、それから旗から新聞広告まで、非常にそんな認識を持ちまし

た。それは地方交付税のお金を使うという部分もあるかもしれませんけれども、僕はや
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っぱり戦略的に、しっかり自分たちが参加している、我々町民も参加している、それか

らこの会社も参加しているという顔が見えてこないと、なかなかこの事業というのはう

まく旋回していかないんじゃいかなと、そういう気がしますので、これについてもまた

ありましたら教えてほしいと思いますし、ほか、もう一つは、職員体制の人件費の事務

的な契約の仕方は、我々はわからないんですけれども、きっと町に準拠している部分と

か、給与体系はわかりませんけれども、やっぱり会社を継続していくためには人材をき

ちんと確保していくために、やはり一定程度の給与をきちっと支払える体制でないと、

なかなか人材は育っていかないという部分はありますから、参考にそこら辺ちょっとあ

れば、できれば給与体系とか状況を含めて概要だけ教えていただければありがたいと思

います。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 前段の部分は私のほうからお答えさせていただきます。 

  上士幌塾の町のイメージとしてどうなのかというお話で、もう少し町民サイドの内容

をと、町民と一緒にというようなご意見かなというふうに思います。 

  その視点というのは当然持っているところでございますけれども、もう一つ上士幌塾

を開催する意味をここでお話しさせていただきたいと思いますけれども、やはり外から

人を呼び込みたいというのも大きな願いとしてございます。それと、町民のやりたいこ

とと合致させながらということでございまして、一方ではそういう二面性もあるという

ことをひとつご理解いただけたらなというふうに思います。 

  ＰＲが華美過ぎるのではないかということでございます。確かに旗がびらびらはため

き過ぎているのかなというようなことも、私自身も感じないところもございますので、

その辺は、また会社のほうにそういうご意見もいただいているよということは伝えたい

と思います。 

  あと、人件費等の中身でございますけれども、この辺につきましては副町長のほうか

らのお話がいいかなと。要するに待遇の話、どうなっているのかということは、副町長

のほうからの話がいいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 暫時休憩いたします。 

（午前１０時４６分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 再開いたします。 

（午前１０時４６分） 

 ────────────────────────────────────── 
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○議長（杉山幸昭議長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 職員の給与の関係ということで、いわゆる個人情報にも当たります

ので、おおまかなところだけということでお話をしたいと思いますが、ご承知のとおり

スタート時点で、いわゆる地域おこし協力隊を派遣する形で事務作業を進めてきており

ますので、ベースとしては町から派遣している協力隊については町のほうでお支払いを

している給与がございますので、そんなことでベースになっていくと思いますが、実際

にプロパーの職員も採用しておりますので、そのプロパーの職員については、協力隊の

基本的な給与を十分に参考にといいましょうか、それを基準にしてお支払いをするとい

う形をとっております。 

  協力隊については、国からの交付税措置がございまして、その一定程度の交付税の範

囲も決まっておりますけれども、特に特徴的なこととしては経費の面、特に住宅料なん

かについては、それも国の経費で見られるということでありますから、そういったこと

を含めて、プロパーの職員についてはそういうことも加味をして、そういった給与を支

給しているということでございます。 

  ただ、いずれは、先ほどからもご議論ありますけれども、やはり自主自立していくと

いうことになってきますと、最終的にはやはり全員がプロパー職員となるということが

一番望ましい姿でありますので、そういった方向になったときには、いわゆる給与表の

問題とかも、今、議論をしておりますけれども、そういったことをしっかり整理をしな

がら、会社としてのそういった形をしっかりとつくっていきたいと考えているところで

ございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、質疑ありますか。 

  ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） 委員会でもちょっと同じような質問をさせていただいたんです

けれども、これは株式会社ですので、ここに利益の処分計算書というのが出ていないの

でわからないんですけれども、多分今回は１年生ということもあって、100％社内留保

かとは思うんですけれども、これを来年からは利益処分計算書と、それからあと配当の

政策について追加していただきたいなと思います。 

  本来、株式会社は全てとは言いませんが、やっぱり金で評価されるものです。ほとん

どが。ですので、これ、大株主、つまり筆頭株主が町であるということは、配当をもら

うと当然町民に還元されるという、そういう形になります。 

  ですので、この株主が株式会社に対して配当してほしいというのをちゃんと言って、

いろんな使い道があると思いますので、それを利益処分計算書にちゃんと反映させて、
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配当の政策もちゃんと出して、町民に還元していただきたいなというふうに思っている

んですけれども、そこら辺をどう考えているのかというのをお教え願いたいなというふ

うに。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 貴重なご助言だと捉えます。次年度はその辺のところもしっか

りといただきながら、ご提示させて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） 中村議員、いいですか。 

○７番（中村哲郎議員） はい、大丈夫です。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今、中村さんの回答ということではなくて、この株式会社のそもそもの

生い立ちと性格について、改めて今回の選挙で選ばれた方々もいらっしゃいますので、

少しお話しさせていただきたいと思います。 

  この生涯活躍のまち、日本版ＣＣＲＣというふうにも当初言われてスタートしたもの

でありますけれども、これについては、いわゆる地方創生、人口減少問題をどうするか

というのが背景にあって、地方が元気になるために、あるいは地方の過疎をどう防ぐか、

あるいは人口減少をどうとめるかというのがその背景にあります。それをもとにして内

閣のほうでも閣議決定をして、生涯活躍のまちを進めていこうということであります。 

  そのために、国、それから自治体、そしてその事業主体と、こういう三者の役割を持

ちながら、いわゆる健康寿命のことだとか生涯活躍をしていくための具体的な事業を進

めていくということであります。 

  役割としては、国としては、さまざまな情報の提供や財政的な支援をしましょうとい

うこと。そして、自治体にあっては、生涯活躍のまち、それを進めるために、どんな事

業計画を組んでいくのかという計画策定が町の仕事ということであります。それを実施

するために事業主体をそこで設立していくという流れであります。 

  事業主体については、社会福祉法人や、あるいはＮＰＯ、株式会社、いろんな形態が

あるということであります。そういったことでありますので、本町では株式会社という

形をとりながら、しかし、そこに出資しているのは、行政やあるいは各町内の団体、株

式会社等々が参加しているということでありますから、通常の株式会社の性格と若干違

うということがあります。 

  委託事業も、そういったそもそもの生涯活躍のまちの方針から行くと、それもそれと

して、独自の事業と、町が委託していても、それは広域的な仕事、町民にとってプラス
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になるということでありますから、会社としての大事な仕事だという認識であります。

独自にまたそれはそれとして、利益を上げる。それはまた展開する必要もあるだろうと

いうふうに思います。そのために、地域再生計画を立てて、それを国のほうに認可をし

ていただいているということでありますから、株式会社だから全て独自に財源を、ある

いは事業をというのとは若干違うというところがあります。公益性というのが非常にこ

の株式会社に持たれているということでございます。 

  それとまた、片方の、これからもｋａｒｃｈのほう出てまいりますけれども、ｋａｒ

ｃｈについては、いわゆる観光ビジネスという視点でのこれまた地方創生、地方に観光

によるまちづくりがこれからも必要だという前提での国の大きな方針の中で動いている

というようなことであります。そちらのほうについては、基本的には稼ぐということを

前提にしておりますから、町が具体的に委託する。指定管理のほうはお願いするという

ことがありますけれども、そういった性格を持った今回の地方創生の一連の事業である

と。あるいは会社の生い立ちであるということをご理解いただきたいと。そんなことで、

町も含めてこの会社を町民にとっても必要な会社として存続するように応援をしていき

たいものだなと、そんなふうに考えております。 

  地方創生の交付金の話が出ましたけれども、先ほど１兆円と言ってましたけれども、

1,000億円です。地方創生のお金というのは。国のほうとしては１億円ということです。 

  ソフト関係でいうと５割の助成がありますけれども、残りの５割については交付税で

またバックするということでありますので、事業費については直接町の負担というのは

基本的には持ち合わせていないということであります。 

  そんなようなこともまずは押さえておいて、これからまたいろいろとこの会社等々の

成長、そして安定的な運営がなされるように、皆さんからもさまざまなご意見等々を賜

りたいなと、そのように思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、質疑ありますか。 

  １番、渡部信一議員。 

○１番（渡部信一議員） １年目の事業報告ということで、それはそれで賜っておきたい

わけですけれども、先般の委員会等でも、あるいはこの事業報告書の中でも、来年度の

職員の配置だとか、あるいは来年度の方針とか若干ふえているわけですけれども、差し

支えなければ、この役員体制が末で、つまりコミュニティネットからの役員が退任され

たと。そういったことで、コミュニティネットといえば、出発時点あるいは計画段階か

ら相当のノウハウを持ちながらいろいろな論議はあったわけですけれども、この会社設

立に当たって、その関連の職員とかそういったものはいろいろな形で派遣されたり、そ
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ういった形の中で続けてきたわけですけれども、職員の来年度の名簿を見ても、コミュ

ニティネットの関係の者も途中で退任したり、あるいは来年度もそういった形でいるの

か。そういったことで退任されて、純然たる上士幌の副町長初め、農協、あるいは商工

会、信金、信組、あるいはそういう金融機関、あるいは報道機関等もあるわけですけれ

ども、そういったことになっていくと思うんですけれども、コミュニティネットが役員

も引き上げた、あるいは株式はそのままかと思うわけですけれども、そういった影響と

いうか、あるいは報告事項ですから、明年のことは通らないんですけれども、そこら辺

影響があるのかどうか。どういうことになっていくものなのか。全くそれはそれで、そ

れまでのこととして受けとめておいてよいのかどうか。そこら辺のことを差し支えなけ

ればご説明いただきたいと思うわけですけれども。 

○議長（杉山幸昭議長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 コミュニティネットから前期取締役としておりましたけれども、あ

くまでも任期満了に基づいて今回は退任をされたということでございます。 

  そういう意味では、今、そのことがどう影響するのかというのようなご質問の部分が

あったかと思いますが、このことについて、今回のまちづくり会社のほうで、そのこと

による影響ですとかということは一切ございません。あくまでも任期満了による退任で、

また新たにもう一人取締役を決定させていただいたということでありますので、事業そ

のものに何かの影響があるかということは、そういったことはないということでお答え

したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、ありますか。 

（発言する声なし） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって報告第４号に対する質疑を終結いたします。 

  これをもって報告第４号については報告済みといたします。 

  ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴を持ってお知らせいたします。 

（午前１１時００分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１２分） 

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

◎報告第５号の上程、説明、質疑 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第６、報告第５号株式会社ｋａｒｃｈ経営状況の報告につ
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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 報告第５号株式会社ｋａｒｃｈの経営状況の報告につきまして、

地方自治法243条の３第２項の規定によりご報告いたします。 

  別紙の第１期事業報告書の２ページをごらんください。 

  株式の状況ですが、資本金は840万円で、上士幌町を初め３つの企業、２つの金融機

関で起債された株式を発行しております。 

  事業収益、資産の状況ですが、2018年度の純利益257万1,760円と資本金との合計であ

る1,097万1,760円が総資産となっております。詳細につきましては後ほど決算報告でご

説明いたします。 

  次に、３ページの役員組織体制については、記載のとおりであります。 

  次に、４ページから６ページの事業内容でございます。 

  株式会社ｋａｒｃｈは、「新たな価値をビジネスに」を合い言葉に、５ページに記載

の経営理念、行動指針を定めて事業を推進しております。2018年度事業としましては、

ナイタイテラスの運営準備、プロモーション、旅行商品の開発・検討、電力小売事業な

どを行っております。 

  次に、７ページの事業計画をごらんください。 

  2018年度の実績ですが、今期売り上げは町からのプロモーション事業受託で759万

9,000円、写真講座などイベント運営受託で369万5,000円、先行して電力小売を公共施

設などで行っている販売が1,555万8,000円で、売り上げ合計は2,685万2,000円となって

おります。 

  売り上げ原価は1,586万6,000円で、粗利益は1,098万6,000円となっております。一般

販売管理費が762万7,000円で、営業利益は335万9,000円、経常利益は342万6,000円とな

っており、税引き後の2018年度の利益は257万2,000円であります。 

  続きまして、９ページの第１期決算報告書、貸借対照表をごらんください。 

  記載のとおり、左側の資産の部合計、右側の負債・純資産の部合計がそれぞれ3,781

万3,067円で、貸借が一致しております。 

  次に、10ページの損益計算書につきましては、先ほどの事業計画でご説明いたしまし

たとおりでございます。 

  11ページの販売費及び一般管理費の内訳は、それぞれ記載のとおりでございます。 

  次に、12ページの株主資産等変動計算書につきましては、資本金は840万円、繰越利
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益剰余金の当期末残高は、当期純利益と同額の257万1,760円。株主資本合計の当期末残

高は1,097万1,760円であります。 

  続いての個別注記表及び14ページの監査報告書は記載のとおりでございます。 

  次に、７ページの事業計画のページにお戻りいただきまして、第２期となります2019

年度の計画をごらんください。 

  2019年度売り上げにつきましては、ナイタイテラスで6,779万8,000円、電力販売事業

で１億7,300万8,000円などの総売り上げで２億6,921万円を見込んでおります。売上原価

及び管理費を除いた税引き後の利益といたしまして、239万3,000円を見込んでいるとこ

ろでございます。 

  以上をもちまして、株式会社ｋａｒｃｈの経営状況の報告とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより報告第５号に対する質

疑を行います。質疑ありますか。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） この件につきましては、委員会で報告があり、質疑させてもら

ったんですが、正式な議案ですので確認の意味で質問させてもらいます。 

  平成30年と31年で分けて質疑したいと思うんですが、平成30年度は主に電力販売事業

のみですので、それについて委員会でもさせてもらったんですが、この中であらわれて

こない1,500万円の短期借り入れについて、その計画では８月末に返す予定になってい

ますが、その辺の具体的な返せる見込みがあるのかどうか。これだけでは確かに純利益

217万円とあるんですが、それではない別な会計と言ったら変ですが、その辺の関係に

ついて確認したいと思っています。 

  それと、平成31年につきましては、これはもう具体的にナイタイテラスも事業が入っ

てきますので、その辺の売り上げ状況等について今のところ順調に進んでいるのかと。 

  それから、電気についても４月以降はさらに民間、個人も契約が入ると思うので、そ

の辺についてどのように今後推移していくのか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 まず、１点目の平成30年度の1,500万円の借り入れについてと

いうことで、こちら、委員会のほうでもご質問いただきまして、参考人のほうから回答

いたしておりますが、短期で借り入れいたしまして、返して、また借りると。その理由

は、電気料金を、いわゆる卸していただいたところに払わなきゃいけないという作業が

あるものですから、短期で資金繰りをしているというお話だったというふうに思います。 

  ２点目の平成31年度の見通しでございますけれども、現在、町のほうとして捉えてい
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ますのは、今、この会社からいただいた資料でございまして、先ほど報告させていただ

いたとおりテラスでは約6,800万円で、電力小売販売で１億7,300万円ほどの売り上げを

見込んでいるということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 平成30年度分の事業の関係なんですが、過去の委員会でも説明

があって、1,500万円を借りて、短期で返して、また借りるという形でやるという方法

で説明を受けているんですが、平成30年度については、委員会の中でまだ電気代、収益

の中に入ってこない分が約1,000万円、九百何万円あるので、それで十分返せるという

ような説明を受けたんですが、それで確認していいのかと。要するに、事業をするため

にはお金が必要だと、短期借り入れするというのは説明でわかったんですが、それを繰

り返していくと返せなかったときには利子がつきますので、その辺がちょっと心配な面

がありました。その点について、平成30年度としてはそれで十分できるのかと。でも、

どっちにしてもまた借りるわけですから、同じことの繰り返しになりますが、それをま

ず質問いたします。 

  それと、これは委員会で前に質問したことがあるんですが、指定管理費の関係で、も

ともとの町の事業の見通しの中での指定管理費というのは、見通しがあったときに、そ

れも具体的な委託をするときのｋａｒｃｈの見積もりの計画の中で、町とも協議しなが

ら委託費が一千何万円ほどふえたと。その主なものは、警備員の関係で人件費分ですの

で、かなりふえてきました。その点について、３年間の事業委託は、指定管理は３年間

の事業ですので、その中で指定管理費一千三十何万円ですか、それは３年間同じなんで

すが、実際にやった場合にこの事業の計画どおり指定管理費については、３年目は減る

んでしたか。それでいくのかどうか。 

  例えば具体的にこの間も質問させてもらったんですが、警備員がなかなか手薄ではな

いかというときに、町の職員が対応することもあり得るという話もした。そのときに、

具体的に警備員と、それから係る経費について、指定管理費がふえることなどを確認い

たします。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 まず、１点目の借り入れの関係でございますけれども、こちら

の会社のほうの経営という視点でやっていますので、ちょっと私どもでは知り得ないも

のになりますが、ただ、議員ご指摘のとおり、借り入れするということは利息がかかる

ということですから、これは普通の一般企業でも利息のかからないように資金繰りでき

れば、それにこしたことはないということでございますので、その辺の、今後、いわゆ
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る売り上げが大きくなったときに、その支払いが可能であれば、その中で資金繰りをし

ていくというようなことになっていくのではないかと思います。 

  委員会でもございましたが、いずれにしても短期の借り入れであっても、金融機関か

ら借り入れを起こすときに、我々は余り経験はないですけれども、会社を経営されてい

る方々は、たくさんの資料を出して銀行にご理解をいただいて融資を受けるということ

でございますから、このｋａｒｃｈにおきましても同じ作業を行っているということで

ございます。 

  ２点目の指定管理でございますけれども、こちらのほうは議決をいただいて、３カ年

の指定管理という形になっております。その指定管理料につきましては、毎年度の予算

においてまたご審議いただくような形になると思いますが、初年度は、今、議員からあ

ったとおりオープンの年ということで、現在も日曜日ですとか入り口のところに警備員

の配置をしているようでございますけれども、どうしても多くのお客様が指定管理され

ている牧場のＪＡさんの事務所のほうに行ってしまうというようなことで、私どもも看

板をつけたり工夫をしているんですけれども、そういったことにならないように配慮を

してきているところでございますので、次年度以降につきましてはまたその状況を見な

がら対応してまいりたいというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、質疑ありますか。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） ｋａｒｃｈの今年度の事業の中に取り組まれているマイクロ

グリッドの関係で、これについて、まず株主総会、それから取締役会でどのような議論

がされたのかなと。 

  ちょうどこれを申請した時期が議会議員の選挙期間に近かったり、そういう部分で先

般は４分の１のマスタープランの予算を町のほうで対応したんですが、きっとこれから

この事業で本当に本格的にやるとしたら、規模的には20億円と言われていますから、こ

の会社のキャパとして本当にそれが相応しいかどうか心配ですから、本当にこれからこ

のプランが具体にできたとき、なるべく早い段階で町民説明なり、我々についても勉強

して、しっかりいいのかどうか、先般町長がお話ししたように、それを見ながら最終判

断になるかと、そういうふうに思っています。 

  先般、全国の11の地区からこのマスタープランの申請があったうち、北海道では阿寒

農協、そして本町、その他５地区が採択されております。そんな意味で全国で５地区で

すから、マスタープランをつくった限りは進まねばならんとか、そういうことはきっと

考えている一つかもしれませんけれども、町長からもあったように十分にマスタープラ
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ンを見ながら、本町と、それから株式会社ｋａｒｃｈの力量、それからどういうふうに

組み合わせていくのか、専門性がきっとかかると思いますので、それからその後の費用

とか十分議論しながら、このｋａｒｃｈの経営の状況等を含めて我々について報告いた

だきたいと思います。その点よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 私のほうからは、会社として取締役会でどういった経緯があっ

たかという質問にお答えさせていただきたいと思います。 

  さきの委員会でも参考人のほうからお答えした部分でございますが、一応取締役会と

いう形でみんなが集まってという形じゃないですけれども、それぞれ社長が取締役、役

員のところに回って、申請に当たっての了解を得ているということでございます。 

  この点については私のほうからお答え申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今回のマイクログリッドの事業については、昨年のブラックアウトを経

験して、地元の中でも町民の中から、電気をつくっているのにそれが使えないものだろ

うかという話がありました。それはそれとして、当然あってもおかしくない話だなと思

っていますし、そういった経験の中で、国としてもこういったブラックアウト、あるい

は再生可能エネルギーをいろんなところで使っているのにもかかわらず、それを使う方

法はないんだろうかと、多分そういう議論になっていったんだろうと思います。 

  そういったことを含めて、ことしの１月の補正予算で、国としてマイクログリッドの

関係での調査研究を進めていく。あるいはハードの面のシステムを事業化していくとい

うことでの補正予算を組みました。 

  これまでもマイクログリッドが全く、いわゆる一定地域の中で電気を供給するという、

そういう仕組みがないかというと、あるんです。都会の中で一部、一エリアだとか、あ

るいは企業の中だとか関連するところ、そういったところをやってはいます。ただ、今

回は、その前にも北海道としては再生可能エネルギーの地産地消という事業をやってお

りまして、上士幌町がそれに、今、家畜排せつ物の資源を使って電気を起こしていると

いうことを提案して、今、それはそれとして採択をされて、５年間に５億円の補助を受

けるという事業が進められているということでもあります。 

  そのようなことで、ブラックアウトの対策として、近未来といいますか、できれば停

電がないということは、極めてこれは価値のある、意味のある、防災上も暮らしの上で

も、あるいは経済の発展振興の上でも非常に大切な課題を解決することにつながってい

くということだろうというふうに思います。 



－123－ 

  そういった意味で、上士幌町の資源としては、年間ベースにすると、家畜、牛の資源

を使ったものとしては年間では100％の自給率になると。ただ、日にすると、深夜は余

り使われないし、それから搾乳だとかそういったときには多く使われますから、完全に

全てがそのことによって賄われるということではありません。そのほかにも、太陽光だ

とか、あるいは水力がありますけれども、町民の中には特に太陽光というのはかなりの

割合として、今、設置されております。町としても環境の問題や省エネも含めて、これ

までも奨励をして補助制度を今でも続けているというようなことであります。 

  このような資源が町にあるということを踏まえて、もしこの町に全道的な同じような

規模での停電が起きたときに、この町が停電のない町だと、こうなると、これは医療、

介護、福祉含めて極めて意味のある大事なことになるだろうと、そんなふうに思いま

す。 

  ただ、それができるかどうかというのはいろんな課題があるというのも、まだ全道、

あるいは国全体としてもそういう自治体はありませんから、仕組みをつくるのにどれだ

けのお金がかかるのか。あるいはランニングコストがどれだけかかるのかと、これも全

く見えていないところがあります。これらを調査研究するのが今回のマスタープランに

なるというふうに思います。マスタープランの中では４分の３が国ということでありま

すけれども、これは単に一自治体の課題解決の問題ではないというふうに北海道のほう

でも捉えていると思います。そういった視点で、今回の６月の補正の中には、北海道と

して４分の１の支援のことについても検討していきたいというようなことで、予算を計

上しているというふうにお話を伺っております。 

  これは、停電のない町、あるいはそういったことから受ける利益というのは、いずれ

はこれは町のことであると。町がそのことがないことが最も大事なことだということで、

町が申請をするという前提で、今、おりました。ところがいろいろと協議を重ねている

うちに、それが電力の取り扱いをしているところでなきゃだめだということがわかって

まいりました。 

  そのようなことから、うちの町で電力を取り扱っているというところは、あるいは電

気を起こしているところは、ここと循環センターと、それからｋａｒｃｈが小売販売を

やっているということが、２社がありますので、そういった中でｋａｒｃｈのほうに受

け皿になってもらえないだろうかというような、率直なところの経過があります。 

  そんなことで、ｋａｒｃｈがこのことで利益を受けると、多分そのようには考えてい

るような状況でのまだ積算もされておりませんし、だと思います。そもそも町がこの事

業を、停電のない町を目指そうという、もしできるものであればそれが非常に望ましい
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ことだと、理想的な関係、いわゆるまちづくりの一つにもつながっていくということで

あったんですけれども、制度設計上そうはいかなかったということで、ｋａｒｃｈのほ

うにお願いしているという部分もございます。 

  ですから、この後幾らかかるかというので、20億円という話がありましたけれども、

全くこれはまだ積算されておりません。それと同時に、初期投資と、それからランニン

グコストもメンテだとかあるいはそんなことでかかってくるだろうと思います。これら

も含めて、その財源はどこになってくるのか。そのうちどれだけかかっていくのかとい

うようなことは、そのことをｋａｒｃｈにやれという話には多分ならないんだろうと思

います。財源がｋａｒｃｈのほうで何十億、何億出すと、多分それはないというふうに

思います。今までの経過のことを踏まえると。 

  そんな中で、町としてやる、国としてどんな支援があるのか。あるいはｋａｒｃｈが

やるとすれば、町がそれに対して広域的な停電のない町を実現するために、どれだけの

ことを町として応援できるのかというような、そういう仕組みになっていくんだろうと

思います。そこで利益というのはそうあるというよりも、むしろ停電のないということ

によるこの町の暮らしや経済を支えるという、そういう広域性が極めて高いということ

でありますから、その辺のことの意味合いと、それから費用だとか、それらをしっかり

調査研究の中で整理された上で判断をしていくということであります。 

  今、お話があったように、随時必要に応じて情報を出せる段階がありましたら情報を

出しながら、皆さん方のその判断を仰ぎに、いろんな意見を聞いた上で最終的に判断に

つなげていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 

○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） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 電力の小売についてですけれども、2019年度、約10倍以上の１

億7,300万円という計画を立てている中で、かなりの数値だと思われるんですけれども、

この件につきましては、さきの常任委員会でも参考人のほうから相談会の来場の関係も

確認したところでありますけれども、この数値をクリアするに当たっては、もちろんｋ

ａｒｃｈの自己努力というのも一番でありますけれども、それだけで達成できるかなと

いうぐらい大きな数字だと見ております。この点について、今後の周知と支援というの

をお伺いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 ただいまのご質問でございますけれども、７ページの資料に電
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力の小売が2018年度1,555万8,000円ということでありますけれども、電気の部分につき

ましては請求が翌月にずれるという、そういった形になるんですが、これは実は1,500

万円というのは１カ月分でございまして、１カ月と半、1.5カ月分でございますけれど

も、これが町の公共施設とＪＡさんの施設の分の電気料金でございます。それが単純に

11カ月掛けられるという形でありますので、見込みとしては１億7,300万円という部分

は、一般家庭も含めまして何とか目標としては達成できるのではないかというふうに会

社としては捉えているところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって報告第５号に対する質疑を終結いたします。 

  これをもって報告第５号については報告済みといたします。 

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

◎議案第４２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第７、議案第42号上士幌町税条例等の一部を改正する条例

の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  木下町民課長。 

○木下由季子町民課長 ただいま上程されました議案第42号上士幌町税条例等の一部を改

正する条例の制定について、その提案理由と内容についてご説明いたします。 

  例規集は、第６編財務、第３章町税をごらんください。 

  今回の改正は、地方税法等の一部改正に伴い、上士幌町税条例等の一部を改正するも

のです。 

  改正する条例は、上士幌町税条例（昭和29年条例第１号）、上士幌町税条例の一部を

改正する条例（平成29年条例第２号）、上士幌町税条例の一部を改正する条例（平成30

年条例第21号）となります。 

  お手元の資料、議案第42号関係の１の上士幌町税条例等の一部改正の概要及び議案第

42号関係の２の上士幌町税条例新旧対照表をご参照いただきたいと思います。 

  それでは、資料の議案第42号関係の１、改正の概要をもとにご説明をさせていただき

たいと思います。 

  なお、資料の関係条項欄に記載されております法については地方税法、改正法につい

ては地方税法等の一部を改正する法律、令については地方税法施行令、条例については

上士幌町税条例となります。 

  初めに、（１）個人町民税の１、非課税範囲の改正についてです。 

  改正法において、個人町民税の非課税対象者に単身児童扶養者が加えられたことから、
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関係条項の規定を整備するものです。現在、夫または妻と死別・離婚した後に再婚をし

ていない寡婦・寡夫と言われる方で、子供を扶養しているひとり親については、非課税

対象とされていましたが、今回の改正において単身児童扶養者として児童扶養手当の支

給を受けている未婚のひとり親についても、前年の合計所得金額が135万円以下であれ

ば非課税対象とするものです。なお、この改正は、令和３年度以後の年度分から適用す

るものとなっています。 

  ２点目は税額控除の改正です。 

  １つ目は、寄附金税額控除に係る規定の整備です。 

  改正法において、特例控除額の対象となる、いわゆるふるさと納税寄附金について、

寄附金の募集を適正に実施する都道府県または市町村のうち、（１）返礼割合が３割以

下であるもの、（２）地場産品であるもの、以上の２つの要件のいずれにも該当する返

礼品のみを寄附者に送付する地方団体を、総務大臣がふるさと納税の対象として指定す

るとされたことに伴い、関係条項の規定を整備するものです。なお、この改正は、令和

２年度以後の年度分から適用するものとなっています。 

  ２つ目は、住宅借入金等特別税額控除の拡充に伴う規定の整備です。 

  改正法において、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除が拡充された

ことに伴い、関係条項の規定を整備するものです。主な拡充内容としては、10％の消費

税率等が適用される住宅の取得、住宅の改修等について、令和元年10月１日から令和２

年12月31日までに居住した場合に限り、住宅ローンの控除期間を13年間とするものです。

なお、現行の控除期間は10年間となっています。この改正は、令和２年度以後の年度分

から適用するものとなっております。 

  次に、（２）軽自動車税になります。 

  令和元年10月１日より、軽自動車税に環境性能割が新設されます。現行の軽自動車税

は種別割に名称が変更され、軽自動車税は環境性能割と種別割の２つの構成に変更とな

ります。 

  １つ目の種別割に係る改正についてご説明させていただきます。 

  種別割に対するグリーン化特例軽課の延長に伴う規定の整備です。改正法において、

排出ガス性能や燃費性能など一定の環境性能を有する軽自動車に対し、その環境性能に

応じた軽課、税率の引き下げを行う、いわゆるグリーン化特例の期間が延長されたこと

に伴い、関係条項の規定を整備するものです。 

  現行のグリーン化特例の対象につきましては、取得期間は平成29年４月１日から平成

31年３月31日まで。軽課年度は平成30年度または令和元年度、取得の翌年度分のみとな
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っています。区分及び軽減率については、資料の表のほうをご参照いただきたいと思い

ます。 

  今回の法改正により延長されたグリーン化特例の対象期間ですが、取得期間は平成31

年４月１日から令和３年３月31日まで。軽課年度は令和２年度または令和３年度、取得

の翌年度分のみとなっています。区分及び軽減率については、現行のとおりとなります。

なお、乗用、自家用の電気自動車等に限り、取得期間が令和３年４月１日から令和５年

３月31日まで。軽課年度は令和４年度または令和５年度、こちらも取得の翌年度分のみ

となりますが、延長措置が講じられることとなりました。軽減率は現行どおりとなって

おります。なお、この改正は、平成31年４月１日から令和５年３月31日までに新規取得

をする車両について適用するものとなっています。 

  ２つ目の環境性能割に係る改正についてです。 

  環境性能割は、現行の自動車取得税の廃止に伴い創設をされるもので、取得価格が50

万円を超える車両に対して環境性能に応じた税率を課税することとなりました。環境性

能割は市町村税となりますが、軽自動車を取得したときに都道府県に納めていただくこ

とになり、納税の手続につきましては現在の自動車取得税と同様となることとなってお

ります。 

  今回の改正は、環境性能割の臨時的軽減措置の創設に伴う規定の整備です。改正法に

おいて消費税率等の引き上げへの対応として、乗用、自家用の軽自動車に係る環境性能

割の税率を１％分軽減するとされたことに伴い、関係条項の規定を整備するものです。

車両の区分、現在の規定及び改正案については、資料の表をご参照いただきたいと思い

ます。なお、改正後の税率は、令和元年10月１日から適用されることとなります。令和

元年10月１日から令和２年９月30日までに取得した車両について適用するものとなって

おります。 

  最後に（３）その他です。 

  法等の改正に伴い、その他規定の整備並びに引用条項及び文言の整理を行うものとな

っています。 

  続きまして、添付資料、議案第42号関係の２上士幌町税条例新旧対照表をごらんいた

だきたいと思います。 

  新旧対照表の表中、下線が引かれている部分が今回の改正部分となります。なお、こ

の条例は、公布の日から施行し、平成31年４月１日より適用することとなりますが、議

案第42号本文中、附則第１条においてそれぞれの区分に応じ当該各号ごとに施行期日等

を定めております。また、附則第２条から第４条において町民税に関する経過措置を、



－128－ 

附則第５条において固定資産税に関する経過措置を、附則第６条から第８条において軽

自動車税に関する経過措置を定めています。 

  以上、提案の理由とその内容についてご説明を申し上げました。 

  ご審議の上、ご可決くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第42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42号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第42号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第４３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第８、議案第43号上士幌町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 ただいま上程されました議案第43号上士幌町国民健康保険税条

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

ます。 

  町例規集は、第７編民生、第３章国民健康保険をご参照願います。 

  提案の理由でありますが、地方税法等の一部を改正する法律が平成31年３月29日に公

布され、同年４月１日に施行されたことに伴い、所要の改正を行うものであり、大きく

２点の改正を行うものであります。 

  １点目は、国民健康保険税における賦課限度額の引き上げ、２点目は低所得者の保険

税負担を軽減するため、５割軽減及び２割軽減の対象世帯に係る軽減判定所得基準を変

更する改定であります。 
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  別紙資料の議案第43号関係の２、上士幌町国民健康保険税条例の一部改正についてを

ごらんください。 

  １点目の国民健康保険税における賦課限度額の引き上げに関する改正の内容でありま

すが、国民健康保険税の基礎課税額の医療分について、現行の58万円から61万円に改正

するものであります。改正による影響額ですが、全世帯数793世帯のうち現行の限度額

世帯が113世帯あり、改正後における対象世帯は111世帯となります。税額にいたしまし

て336万9,000円が増額と試算しております。 

  昨年度から負担の公平化と財政運営の安定化を図り、持続可能な医療保険制度の構築

のために、都道府県単位での国民健康保険制度の運営が始まりました。被保険者数の減

少による税収入の減少傾向や医療費の全国的な増加傾向が課題とされる中、本町におい

ても制度に沿った統一化や国保財政の健全化を確保する観点から、地方税法施行令と同

一水準の改正を行おうとするものでございます。 

  ２点目の国民健康保険税における軽減制度に関する改正内容でありますが、５割軽減

する所得判定基準については、国保加入者等１人当たりに加算する金額を現行の27万

5,000円から28万円に、また、２割を減額する所得判定基準については、国保加入者等

１人当たりに加算する金額を現行の50万円から51万円に改正し、軽減対象世帯の所得判

定基準の拡大を行うものであります。 

  次に、（２）の改正による影響額でありますが、現行の状態での試算では、５割軽減

対象世帯につきましては、改正による変化はありません。２割軽減対象世帯につきまし

ては、軽減対象でなかった世帯から２割軽減に引き上げられる世帯が４世帯ふえ、78世

帯から82世帯に対象世帯の範囲が拡大されます。７割軽減も含めた全体の軽減対象世帯

は390世帯となります。 

  裏面をご参照ください。 

  軽減額の増加、すなわち減額される税額についてでありますが、軽減対象世帯が増加

することにより、軽減額は２割軽減で６万6,000円の増となり、税収としては６万6,000

円の減額と試算してございます。なお、この軽減措置による国保税の減収分につきまし

ては、一般会計からの法定繰り入れの予算措置ができるものであり、軽減額の４分の３

については、国・北海道からの補助がございます。 

  なお、賦課限度額の改正及び軽減制度に関する改正につきましては、施行期日を公布

の日から施行し、平成31年４月１日より適用するものです。 

  次に、議案第43号関係の１、新旧対照表により条文改正のご説明をさせていただきま

す。 
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  第２条は賦課限度額の規定でありますが、同条第２項において医療分の基礎課税額の

賦課限度額を58万円から61万円に改正するものであります。 

  次に、第21条は、国民健康保険税の減額できる軽減措置を規定しておりますが、裏面

の第２号の５割軽減の対象につきまして、１人につき加算する額27万5,000円を28万円

に、また、同項第３号での２割軽減の対象については、１人につき加算する額50万円を

51万円にそれぞれ改正するものであります。 

  附則においては、施行期日を公布の日から施行し、平成31年４月１日より適用するも

のです。なお、平成30年度分までの国民健康保険税については、従前の規定によるもの

とされます。また、この改正内容につきましては、本年５月12日開催の国民健康保険運

営協議会に諮問し、承認の答申をいただいておりますことを申し添えます。 

  以上、上士幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、その提案

理由と内容についてご説明いたしました。 

  ご審議いただき、ご可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで休憩といたします。 

  再開は午後１時からにいたします。 

（午前１１時５５分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第43号について質

疑を受けます。質疑ありますか。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 限度額について質問いたします。 

  限度額はこの間、毎年のように引き上げを行われていますが、所得がそんなに大幅に

ふえているわけではないので、制度そのものも問題があると思うんですが、国の政令と

はいえ58万円から61万円に上がった場合に、農家の方々、それから自営業の方々の負担

はかなりふえるのではないかと。その辺どのように判断するか質問いたしまします。 

○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 国のほうで定められた限度額の値上げ幅でございますけれども、

基本的に全国の国保の被保険者の中で、大体所得の高い方の1.5％程度がこの限度額に

なるようにという取り決めの中で、ここ最近は毎年ぐらい限度額の変更がされてきてい
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るという状況でございます。 

  この限度額につきましては、やはり所得の高い方にはそれなりの負担をしていただか

なきゃならないという国保全体の運営上の方法、それと、あと社会保険との負担の割合、

負担感のすり合わせというものが根拠となっていると理解してございます。 

  本町においても、農業所得については毎年、ここ最近はずっと所得がふえているとい

う背景の中もございますし、自営の方は年によってちょっと差はあるかとは思うんです

けれども、やはり本町においても低所得者の方に対する負担感をできるだけなくしてい

きたいという思いもございますし、それにはやはり総体の保険料についても集めなきゃ

ならないという観点から、やはり国の定められた範囲の中で今回も変更させていただい

て、国保事業について運営をしていきたいなということで考えてございます。 

○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43号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

  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43号に対する反対の討論を行います。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 議案第43号上士幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

への反対討論を行います。 

  今回の改正は、医療分の限度額を58万円から61万円に引き上げる内容であり、町民負

担がふえるために反対いたします。 

  国民健康保険は、協会けんぽや共済組合、後期高齢者以外ほとんどの方が加入。自営

業や退職された方、無職の方が中心で、所得のない方が３割も占めています。そのため、

国が責任を持ち医療費の負担を行ってきましたが、国の負担は減らされ、このことが国

民健康保険税への引き上げにつながり、とても払えない状況になっています。さらに、

平成30年度からは広域化になり、町からの繰り入れや町独自の施策等も行いづらくなっ

ています。 

  このような中、限度額につきましてはここ数年毎年上げられています。平成20年度と

比べてみましたが、そのときには医療分47万円、そのほか後期高齢者介護納付金も合わ

せると68万円の限度額でした。今回との比較をいたしましたが、医療分はプラス14万円

の61万円、全体ではプラス27万円の限度額は95万円と大幅にふえています。この限度額

対象世帯の主な農家の方、先ほど所得はふえているというお話もありましたが、ぎりぎ
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りの方を含めて自営業者の方の世帯の方も決して所得が多いとは言えないと判断いたし

ます。 

  また、国民健康保険税の計算の仕方にも問題があり、所得割とは別に世帯当たり、個

人当たり、資産税当たりと加算されますので、協会けんぽと比較しますと同じ所得でも

税金は倍以上になるケースもあります。制度のそのものが早急に見直し必要と思います。 

  全体の改正の中では軽減措置もあり、拡大もあり、負担の減る世帯もありますが、限

度額につきましては国の税見直しに準ずる改正ではありますが、町民の負担がふえるた

めに反対いたします。 

  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43号に対する賛成の討論を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 他に討論ありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論がありませんので、これをもって議案第43号に対す

る討論を終結いたします。 

  これより議案第43号の採決を行います。 

  本件は起立により採決を行います。 

  なお、起立しない議員は反対とみなします。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山幸昭議長） 起立多数であります。 

  よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第４４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第９、議案第44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44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
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の規定に基づき町議会の議決を賜り、平成28年度から平成32年度、次年度令和２年度ま

での５カ年の計画を策定し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ます。このた

び、先月５月30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ございます。 

  変更内容でありますが、指定避難所等にフリーＷｉ－Ｆｉスポットを設置し、インタ

ーネット環境を整備するに当たり、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。災害時の情報収集に有効手段とされるインターネット環境を町内局所

に整備することにより、町民が正確な情報を速やかに収集できる環境を確保するもので

あります。また、平時におきましても、観光情報等に活用できるシステムを構築するこ

とにより、利便性の向上を図るものであります。 

  そのほか、高度情報通信網光回線等整備事業における令和元年度の事業費等債により、

同区分内における２割以上の事業費増となるものであり、ご提案させていただくもので

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には、上士幌町過疎地域自立促進市町村計画に登載する必

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。 

  具体的な変更は、事業内容に公衆無線ＬＡＮ環境整備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。 

  ご審議賜り、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44号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第44号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第44号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 
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  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第４５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第10、議案第45号令和元年度上士幌町一般会計補正予算

（第３号）を議題といたします。 

  議題の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第45号令和元年度上士幌町一般会計補

正予算（第３号）の内容を申し上げます。 

  補正総額は２億6,988万2,000円の追加補正となります。補正後の予算規模は、一般会

計並びに５特別会計の総額で118億1,156万5,000円となります。 

  それでは、内容を申し上げます。議案第45号一般会計補正予算（第３号）であります。 

  １ページをごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２億6,988万2,000円を追加し、総

額を99億4,828万3,000円とするものでございます。補正の款項の区分及び当該区分ごと

の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は２ページから３ページ第１表のとおりでご

ざいます。 

  歳出のうち追加補正するものといたしましては、総務費において町税等過誤納還付金

経費200万円、民生費において消費税引き上げに伴う低所得者等に係るプレミアム付商

品券事業1,391万1,000円、衛生費において健康増進センター管理運営事業95万1,000円、

農林水産業費において強い農業・担い手づくり支援事業540万6,000円、同じく畜産クラ

スター関連事業２億1,556万5,000円、商工費において産業振興対策経費630万円、同じ

くぬかびら源泉郷冬季観光客誘致事業333万3,000円、土木費におきましてまちなか住宅

建設事業2,182万4,000円を追加補正いたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  以上、一般会計の補正内容についてご提案申し上げました。 

  よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第45号を一括して

質疑を行います。質疑ありますか。 
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  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 消費税に伴う低所得者等に対するプレミアム付商品券の事業な

んですが、これから予算が通れば周知に入ると思うんですけれども、具体的にどのよう

に周知するのか。広報だけでは本当にわかりづらくて、また、委員会の中では各家庭に、

非課税世帯に該当しますので、その辺の案内はする等の説明はあったんですが、わかり

やすく説明、周知すべきと思う。その点について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 プレミアム商品券の事業につきましては、全国的に展開される

という事業でございまして、国もメディア、テレビ、新聞等を通じて広報されるという

ようになってございますし、当町につきましても、特に広報を利用して毎月これから丁

寧な説明を皆さんに伝わるようにしてまいりたいなと考えてございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、質疑ありますか。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） ６ページの総務費、一般管理費の中で、町税等の過誤納還付

金の経費なんですけれども、この検収につきましては、システム上の問題だという形で

理解しておりますけれども、当初予算で300万円ほど初めから過誤納の予算が計上され

たと思いますけれども、その処置についてちょっと参考にしたいと思いますので、どの

ような形で300万円の過誤納の処理をしたか確認したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 木下町民課長。 

○木下由季子町民課長 総務費の過誤納還付金の増額補正なんですけれども、今回のは法

人町民税の還付金に不足が生じることが想定をされるため、年度の早い時期ではあった

んですが、補正を上げさせていただきました。 

  法人町民税、今回３月決算期で５月に確定申告をされた事業所が11社ありまして、そ

のうち２社が90万円を超える大口の還付という形になりましたので、６月20日付で還付

の手続をさせていただいたんですが、総額が250万円を超えました。当初予算で例年の

支出状況を判断し、例年の予算で300万円程度を予算として組んでいたんですけれども、

既に二百数十万円支出がされたということで、この後の還付のことを想定された場合、

また大口というのが発生しますと対応ができないということで、大変申しわけないんで

すが６月の議会での補正の提案とさせていただきました。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） もう一回の確認なんですけれども、どのような手続で税納付
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者に対応したかということを聞きたかったんですけれども。還付する手続。言っている

意味がわかりますか。文書でぽんとやったのか、それとも違う方法で対応したのか。そ

の辺の確認だけです。 

○議長（杉山幸昭議長） 木下町民課長。 

○木下由季子町民課長 法人町民税の申告納税という仕組みですので、こちら側の事務方

の誤りではなく、法人税の予定納税をされた金額が、確定後、金額が少なくなったとい

うことで、既に予定納税されていた金額が100万円で、確定したら50万円になりました

というふうに決算されたときに、50万円で確定になりますので、100万円納めていただ

いたうちの50万円を町のほうからお返しするというような形になります。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、質疑ありますか。 

  よろしいですか。 

（発言する声なし） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第45号に対する質疑を終結いたします。 

  これより、討論、採決を行います。 

  初めに、議案第45号に対する討論を行います。討論ありますか。 

  討論がありませんので、これより議案第45号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。 

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

◎監報告第３号の上程、報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第11、監報告第３号例月出納検査報告についてを議題とい

たします。 

  報告書の朗読を省略し、直ちに代表監査委員より報告の説明を求めます。 

  根本広実代表監査委員。 

○根本広実代表監査委員 初めに、監報告第３号例月出納検査報告について、その結果を

ご報告させていただきます。 

  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

しているところでございます。 

  今回の報告につきましては、平成31年３月分、４月分、令和元年５月分の出納検査結
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果を報告するものであります。 

  検査の対象は、一般会計及び５つの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にしながら、収入・支出伝

票、預貯金通帳等の検査を実施いたしました。 

  検査の結果につきましては、計数などは正確であり、諸帳簿など相違ないことを確認

いたしましたことをご報告申し上げます。 

  以上、監報告第３号の監査結果報告といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 代表監査委員より提出された例月出納検査報告書の収支状況等

は添付を省略しておりますので、必要な場合は事務局で閲覧を願います。 

  以上で、監報告第３号を報告済みとし、監査委員からの報告を終わります。 

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

◎閉会中の継続調査の申出について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第12、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出がございます。 

  お諮りいたします。 

  各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査はこれを承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査はこれを承認することに

決定いたしました。 

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

◎閉会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上をもって、本定例会の会議に付された案件の審議は全て終

了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  令和元年第３回上士幌町議会定例会を閉会したいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 
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  よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  今定例会が６月４日から18日間の会期にわたり、本会議及び委員会の議事運営に特段

のご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

  以上をもって、令和元年第３回上士幌町議会定例会を閉会いたします。 

（午後 １時２２分） 
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