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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５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、８月29日午前９時より委員会室において、議会運営委員全員の出

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

議方法等について審議いたしました。 

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

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

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

  １点目は、日程第４、陳情第１号は、総務文教厚生常任委員会へ付託し、審査を行い

ますのでご承知おきお願いいたします。 

  ２点目は、日程第７、報告第６号から日程第８、報告第７号までは関連がありますの

で、２件を一括上程及び質疑を行うことといたします。 

  ３点目は、日程第11、同意第５号は、人事案件でありますが、議会運営委員会におい

て協議を行った結果、本会議の休憩をとって開催しておりました全員協議会を開催せず、

質疑、討論を省略し、採決を行うことといたします。 

  ４点目は、日程第12、認定第１号から日程第17、認定第６号までの平成30年度各会計

歳入歳出決算の認定については、関連がありますので、６件を一括上程し、議長を除く

議員全員による決算審査特別委員会を設置し、これに付託し、審議を行いますので、ご
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承知おきお願いいたします。 

  なお、決算審査特別委員会の委員長及び副委員長は、あらかじめ議会運営委員会にお

いて協議しておりますので、議長の指名により委員長及び副委員長を選出いたしますの

で、ご承知おきお願いします。 

  ５点目は、日程第18、議案第47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。 

  ６点目は、日程第21、議案第50号から日程第24、議案第53号までの令和元年度上士幌

町一般会計補正予算及び３特別会計補正予算は、関連がありますので、４件を一括上程

及び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

◎会議録署名議員の指名 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、９番、斉藤明宏

議員、10番、馬場敏美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９月19日までの17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９月19日までの17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。 

  お手元に令和元年６月１日から令和元年８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。 
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  諸般の報告に対する質疑は、議会運用例第58条の１第１項の規定により、これを省略

いたします。 

  これをもって諸般の報告を終わります。 

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

◎陳情第１号の上程、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第４、陳情第１号核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准

を求める意見書採択についての陳情を議題といたします。 

  陳情の朗読を省略いたします。 

  お諮りいたします。 

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

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

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、陳情第１号は、総務文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。 

  以上で陳情審査を終わります。 

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

◎意見書案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第５、意見書案第７号林業・木材産業の成長産業化に向け

た施策の充実・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５番、早坂清光議員から提案理由の説

明を求めます。 

  ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） ただいま上程されました意見書案第７号林業・木材産業の成長

産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書の提出についての提案理由について、

ご説明申し上げます。 

  この意見書につきましては、近年、毎年同趣旨の意見書案の採択をしているところで

ございますが、今年も北海道森林・林業・林産業活性化促進議員連盟連絡会から各市町

村議会の林活議連会長に要請があり、さきの議会運営委員会におきまして、議会運営委

員全員のご賛同を得まして、私が提案者となった次第であります。 

  以下読み上げて提案説明とさせていただきます。 

  林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書案。 

  本道の森林は、全国の森林面積の約４分の１を占め、国土保全、地球温暖化防止、林
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産物の供給等の多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能を十分に発揮させる

ためには、植えて育てて切って使ってまた植えるといった森林資源の循環利用を進める

必要がある。森林の整備を進め、木材を積極的に利用していくことは、山村地域を中心

とする雇用・所得の拡大による地方創生にも大きく貢献するものである。 

  道では、森林の公益的機能の維持増進と、森林資源の循環利用の実現に向け、森林整

備事業及び治山事業や林業成長産業化総合対策事業等を活用し、植林・間伐や路網の整

備、山地災害の防止、木材公共施設の整備、林業事業体の育成などさまざまな取り組み

を進めてきたところである。 

  今後、人工林資源の本格的な利用期を迎える中、既存の制度や森林環境譲与税を活用

した地域の特性に応じた森林整備の着実な推進や、森林資源の循環利用による木材産業

の成長産業化の実現に向けて、施策の充実・強化を図ることが必要である。 

  よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

  １、森林の多面的機能を持続的に発揮し、林業・木材産業の振興と、山村における雇

用の安定化を図るため、森林整備事業及び治山事業の財源を十分かつ安定的に確保する

こと。 

  ２、森林整備事業の都道府県・市町村負担分の起債を可能とする地方債の特例措置を

継続すること。 

  ３、森林資源の循環利用を通じた林業・木材産業の成長産業化を実現するため、地域

の実情を十分に踏まえ、森林整備から木材の加工・流通、利用までの一体的な取り組み

や、森林づくりを担う林業事業体や人材の育成に必要な支援措置を充実・強化すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。 

  以上でございます。 

  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、関係者に送付いた

だきますようよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○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７号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより意見書案第７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７号は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩といたします。 

（午前１０時１１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１２分） 

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

◎一般質問 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第６、一般質問を行います。 

  一般質問は７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。 

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

◇ 伊 東 久 子 議員 

○議長（杉山幸昭議長） それでは、順次発言を許します。 

  ３番、伊東久子議員。 

○３番（伊東久子議員） それでは、質問いたします。 

  私は、自治基本条例の制定についてと題し、質問をいたします。 

  地方を活性化するための基本理念を定めたまち・ひと・しごと創生法と、国が地方自

治体を支援する地域再生法の一部を改正する法律の地方創生関連の２法が成立し、これ

を受けて平成27年に上士幌町人口ビジョン及び上士幌町総合戦略が策定されました。 

  人口減少問題の解決のために、若い世代の就労、子育て支援と町民に大変喜ばれてい

る政策も実施された一方、国の地方創生推進交付金の活用による建物が多く建てられま

した。交通ターミナル、ナイタイテラス、道の駅等について、町民の中からは不満を多

く聞き、町民の意見が自治に反映することが少なくなってきているように思います。 

  全国でも自治基本条例は、平成31年４月１日現在、376都道府県の自治体に設置され

ております。また、北海道では20市38町村、十勝管内でも５町１村に設置されておりま

す。本町についても、町民が主役となった住民自治と民主主義を実現していくために、
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自治基本条例を制定し、町民、町長、議員及び職員の責務を明確にし、多くの町民の意

見が広く聞けるような仕組みが必要であると考えております。 

  町長のお考えをお伺いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 自治基本条例の制定について、伊東議員のご質問にお答えいたします。 

  自治基本条例は、地方分権時代に当たって住民自治に基づく自治体運営の基本原則を

定めた条例、自治体の憲法とも言われております。地域課題への対応や、まちづくりに

対して、誰がどのような役割を担い、どのような方法で決めていくのかを明文化したも

ので、自治体の仕組みの基本ルールを定めた条例とされております。 

  制定されている多くの自治体では、情報の提供、共有や、市民参加・協働などの基本

原則、自治を担う市民、首長、行政等のそれぞれの役割と責任、計画審議会等への市民

参加や住民投票など自治を推進する制度について定められております。 

  全国では、平成９年に施行された大阪府箕面市のまちづくり基本条例が最初とされて

おります。北海道では、平成12年に制定されたニセコ町のまちづくり基本条例が初めて

であり、現在、全国377自治体で制定されていると認識しております。 

  議員ご指摘の説につきましては、交通ターミナル、ナイタイテラス、建設中の道の駅

に加え、次年度建設予定の消防署、少しさかのぼると生涯学習センター、認定こども園、

ぬかびら源泉郷のひがし大雪自然館など、どれもが各種計画や町民要望など、行政課題

となっていた案件であり、計画段階から関係団体、住民参加のもとで意見を集約すると

ともに、それらの声も含め、本町における最高の議決議案である議会において議論を重

ねて最終の意思決定を図ってきたところであります。 

  特に、住民への情報提供等につきましては、議会の公開、インターネット上での本会

議配信、９月からは常任委員会も配信、企画書提案・審査のプロポーザルの一般公開や

住民説明会、パブリックコメントや出前講座、日常的な町民との対話などの広報広聴、

加えて情報公開や個人情報の保護、請願、請求に関する権利など、広く住民参加や意見

を保障する体制を整えていると認識しております。 

  今日の地方自治は、地方自治法にのっとり、執行機関としての首長と、議決機関とし

ての議会議員は、住民の直接選挙によって選ばれ、二元代表性のもとで意思決定を図り、

住民の負託に応えるという仕組みであり、間接民主主義ではありますが、住民が主役で

あることは言うまでもありません。また、政策決定の背景には、住民の願い、思いがし

っかりと反映されるべきということも言うまでもありません。 

  本町におきましては、地方自治法のもと、私が所管する行政職員及び町長自身が住民
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の声をしっかり受けとめると同時に、選挙における公約等、未来を見据えて行政運営に

当たっております。また議会においても、同様の姿勢で議員の役割を果たしていただい

ているものと認識しております。 

  町民主体とする自治基本条例やまちづくり基本条例の内容につきましては、現状の仕

組みの中で対応が可能と考えております。 

  なお、自治基本条例を制定している多くの自治体では、住民基本台帳に登録されてい

る方以外に住民税を納めることのない働きに来ている方等にもさまざまな権利や義務を

有することとしていること等疑問が残るところであり、条例の制定には慎重を期すべき

と認識しております。 

  なお、住民を主体とするまちづくり、住民参加のまちづくり、住民と行政が協働する

まちづくり等については、引き続きまちづくりの基本的な姿勢として町民と向き合って

まいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、伊東久子議員。 

○３番（伊東久子議員） 再質問いたします。 

  上士幌町は、他町村から見てすばらしい、元気がある町だ、そして、住んでみたい町

だと、竹中町政に対しては大変好評だと言われておりますし、私もそう思っております。 

  町長の考えをお聞きするわけですけれども、答弁をいただいて、条例の制定に慎重に

期すべきとありますが、なぜでしょうか。 

  確かに、今始めている事業等について、行政は、広報だとか町民説明会はある程度は

私は開いていると思っています。そのこともとっても大事なことでありますが、議会と

いたしましても、町民との意見交換会では、本当に叱咤激励をもらいながら説明をして

います。一部の町民ではありますが、なぜ町政に対して反対なのか、これを考えてみま

した。条例審議委員等に町民みずから参加できない状況になっているのではないかと、

そういう仕組みになっているんでないかと思います。 

  各事業所の代表が、また推進委員になっている。ほんの一部公募委員はおりますが、

行政からお願いをして委員になってもらっているんではないかと、そのように感じます。

そのことが不満になって、自分の意見が通らないんではないかと、そう思っているんで

ないかと思います。 

  また、町民、行政、議会、職員とそれぞれの立場で責任を持たなければなりませんし、

その条例をつくるための条例の私は提案をしております。これは町の憲法だと思ってお

ります。自治基本条例では、議員の責務も明確にしておりますし、町民により直接選挙

で選ばれた者として、町民に対しての説明責任はあります。議会でも、今後、議会基本
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条例が必要になると思ってきております。 

  とりあえずここで一旦町長の答弁をお聞きします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 まず、まちづくりに参加する各種条例委員等の委員については、関係す

る団体、機関等々の人選と、それから公募は公式をとっています。でありますので、住

民が、たくさんの委員会がありますから、そういった中に自分の関心のあるところ、そ

ういったことについては十分応募できるという、そういう環境にあるということをひと

つご理解いただきたいというふうに思います。 

  この基本条例についてですけれども、今377ということで、ニセコの町の条例は非常

に全国的にも有名であります。そのころからかなり住民の参加、協働によるまちづくり

等々含めてこの条例が制定されていたということでありますが、その中で最も大事なと

ころというのは、情報の公開、透明度、政策の決定までの計画から、そして決定をする

と、そのプロセス、これらも含めた透明度というのが、当時は非常に閉鎖されていたと

いうような背景がひとつあったんだろうと思っております。 

  そういった中での住民の参加、あるいは議会の、行政の透明性の問題等々があって、

町長になって間もなくでありますけれども、情報公開のそういった条例も直ちに制定を

させていただいていると同時に、個人情報の保護についても表裏一体の関係にあります

から、そういったことへも直ちに着手させていただいたということであります。 

  この基本条例、まちづくりも含めて、一番根っこになっているのはそこにあるんだろ

うなというふうに思っております。情報公開、あるいは透明性を持って住民に知らしめ

ることによって、それをもとにして住民がそれぞれの関心度や、思いを持って参加して

いただける。参加する環境の基本がそこにあるだろうというふうに考えています。 

  そういった意味で、まずは本町の今における情報の開示、透明度、これらについては

他自治体にとっても、ほかの条例をつくっているところがすぐれていてうちがおくれて

いるなんて一つも思っていません。むしろ、上士幌町の今取り組んでいる情報の公開、

オープンさというのは、他の自治体に比べても全く遜色ない、むしろ誇りに思ってもい

いというふうに考えています。 

  私個人としても、情報を閉じ込めておくということに対しては、基本的には全く賛成

できないということであります。そういった意味で、議会の公開、特に議会の会議録に

ついては、図書館等々の文書にも残っておりますけれども、ネットの配信もこういった

地方でありますけれども、進めているということであります。 

  もう一つは、この９月９日から委員会から始まる委員会のネット配信、これはある意
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味では、管内でやっていないところがないわけではありませんけれども、これまた画期

的な情報の開示の一つだと、いわゆる政策決定するプロセスが行政側、議会側がそこの

中で見えるということであります。これまでも議会が見えないというご指摘が多々あっ

たというふうに思っておりますが、そういう中では、本町のうちだけに限らずでありま

すけれども、この議会の決定のプロセスとしては、委員会方式ということで、委員会の

中できめ細かく町からの提案事項、条例の制定等について、あるいは予算だとか、もろ

もろについて提案をさせていただいて、そこで議論を終えて、そして本会議にかけると

いうことであります。したがって、委員会で承認、あるいは了解をいただいたものにつ

いては、本会議の中では余り議論している姿というのは見えないというのも現実だった

と思います。そういったことも住民がどのように政策決定をしているのかと見えづらい

ところの一つであったのではないだろうかなと、そんなふうに思いますが、それは今回

のまた新たな委員会の公開によって、随分とその透明性がさらに図られるというふうに

考えております。 

  そういったことと、それからもう一つは、やっぱりこの当時のまちづくり基本条例の

１丁目１番地みたいな形になるんだろうと思いますけれども、用語の定義の中に、いわ

ゆる住民とはということになったときに、そこに住んでいる人、あるいは通勤している、

事務所がある者、通学している人、そういったもろもろの全ての人方が住民だと、こう

いう位置づけになっているというふうに思います。これは、後変わっている自治体もあ

るかと思いますけれども、それが当時からの基本的な冒頭の大事なところの用語の定義

というふうにされております。そうなると、これは地方自治法の中では、いわゆる居住

している者、さらにはそこでサービスも受けるけれども、一方ではそれなりの、多分税

金ということになるだろうと思いますけれども、そういった人方が対象というふうにな

っているわけです。これは多分、基本自治条例を考えたといいますか、制度設計をした

誰かが、知恵者がいるんだろうと思いますけれども、そこのところの背景といいますか、

どんな背景でそのような条例というふうになっているのかというのが一つの疑問になる

ところだなと思っています。 

  それと同時に、私のほうとしては、条例の上位方に法律があって憲法があるという流

れの中のそういった流れの中であるということでありますから、そういった意味では議

会の活動も、あるいは町行政の役割も自治法の中で定められて、それから、市民・住

民・町民の権利だとか、あるいはそういったこともその中にうたわれているということ

であります。 

  あと、個別の条例については、町内産業からいろんなところが含まれているというこ
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とでありますので、このことによって大きくよその姿を見ていると、これができたから

町が思いっ切り変わっただとか、こういった動きというのはごく限られているところは

あるかもわかりませんけれども、大体は制定しただけで終わっているというのが何とな

く見てとれるというような感じがします。というのも、やっぱり条例というのは、その

ときそのときの時代や社会の変化に応じて改正等が出てくるはずだと思いますけれども、

一つにはそういったところが全く見えないという動きが１つあります。それと、頑張っ

ている自治体もあります。それは否定しません。さらには、そのように当時ニセコから

生まれて、そのころぐーっと全体的なブームというのは変な話ですけれども、そういう

自治の流れというのがあったんです。ですから、基本自治条例の制定も平成17、８年か

らかなりの割合で30だとか全国でそれくらいの規模になってきました。だんだん制定が

なくなって、直近では３件だとか４件というふうになっているということであります。 

    そのようなことを考えると、そういったことも含めてなぜなんだろうかということな

んかもしっかり踏まえていかないと、なかなか思ったような形の条例はつくったけれど

も、それが具体的に実行にどう移るかということにつながっていかなければ、この条例

も意味がないということになりますので、今まで上士幌町がやっている住民参加の前提

としたような取り組みを踏まえながら、さらに本当に足りないものがどこかあるのかど

うかというのは、やっぱりこれは慎重に考えていく必要があるだろうなと、そんなふう

に考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、伊東久子議員。 

○３番（伊東久子議員） 確かに基本条例はできても、それを活用されていない町村はほ

とんどあるのかもしれませんけれども、例えば上士幌町なんかにおきましては、今、行

政の提案からそれを決定するまでの時間がとっても短く、町民の皆さんの意見を聞くこ

とがまずできないということと、もう少し時間をかけて意見を聞くことができれば、今

後いろいろな第６期総合計画だとか、それから地方創生の第２期のまち・ひと・しごと

創生総合戦略、2020年から2024年までの５カ年を策定するということになっていますけ

れども、これも行政主導で、ある一部の町民にこの代表の方たちだけで決定されるので

はなくて、この条例をもって新しいやり方をつくったからそのとおりやる、使わないで

はなくて、そういう使えるような条例をつくるべきだと、私もそのように思っておりま

す。 

  最近、管内の町村では、まちづくり基本条例を制定しているところ、今は６町１村で

すか、行政の住民参加の新しい手法として、町民を無作為に抽出して、幅の広い町民の

皆さんの声を反映すべきと、取り組み始めているところです。今。ですから、上士幌町
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で基本条例をつくって、そのことも入れてやっぱりつくるべきでないかと私はそう思い

ますが、町長、いかがでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 確かに説明会をしても、ある程度毎回出席していただける方と、全体的

に見ても少ないというケース、この間の消防署なんかもそうでありますけれども、少な

いということも事実ございます。これはいろんな意味合いがあるんだろうと思うんです。

町が進めていることに対して、全体的にそれは消極的であっても容認をするという前提

だとか、あるいは仕事が忙しくて、そもそも町民にとっては、やっぱり一番大事なのは

自分の家族を守り、というところが一番大事なところでありますから、生計のなりわい

をどう立てるかだとか、そのようなことがありますので、そういった中で、そういった

勧誘もなかなかできないという方もいるかと思います。そういった意味では、きょうの

道新にも出ておりましたけれども、新たな住民の参加の呼びかけの方法の一つとしてそ

ういったこともあるかと、これはこれとして参考にすべきだなというふうに思います。 

  今、お話もありましたけれども、再来年、第６期の総合計画が始まります。これは毎

回そうでありますけれども、いろんな手法、あるいは形の中で住民の声をくまなくとい

いますか、深掘りをさせていただいて、そして総合計画になると、10カ年の長期的な計

画でありますけれども、そういうことになります。ですから、来年からその準備が始ま

ってくるということで、町民の方々からいろんな意見をたくさん聞いて、あるいはアン

ケートを、それからこれまでの行政の評価等も含めながら10カ年の計画を緻密なものに

していく必要があるだろうというふうに思っています。 

  随分さかのぼりますけれども、平成13年からの合併の議論が始まりました。最終的に

は、この町は自立していくという結論を得ました。これは、住民の皆さん方からのさま

ざまな意見や、あるいは議会の皆さん方の交換の中で意思決定をさせていただいたと、

そんなふうに思っています。 

  その中で、町が将来持続的に一気に伸びるというために、大きくは５つの将来像とい

うのを打ち立てております。１つには、林業、あるいは環境のしっかりされた町を目指

していくんだということ。それから、観光の面でもさらに振興していくという意味では、

今もさまざまな観光の新たな取り組みが始まっているということであります。そして、

基幹産業の農業を軸にして、農業の発展という意味では、当時の平成16年３月の農協の

取り扱いが約105億円だったのが、今130億円を超えているということであります。まさ

に町の基幹産業に発展をし、また今、さまざまな６次産業化になって、地域の経済が非

常に活発になってきているということ。それから、人口減少に歯どめをかけると、それ
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はなかなか難しいということで、それをできるだけ減らないようにという意味では、交

流人口をどうするかということと、それから経済の縮減、縮小、人口減少によるところ

の経済の縮小を食いとめるために、６次産業化ということでの地元の農畜産物をその原

料にした加工品の生産だとか、さまざまなことをやってきております。そういった意味

で、今、当時の目標時に掲げたものは全てクリアしています。人口の問題にせよ、ある

いは基金の問題にしてもクリアしておりますけれども、もう一つ中核に掲げたのは、人

口が減って地方交付税が減っていくと、住民サービスがままならなくなってくるという

意味では、協働というこのまちづくりであります。協働というまちづくりで当時はアダ

プト・プログラム、里親制度で住民のみんなの力をかりながら公園の整備だとか、そん

なふうにして始まったところであります。 

  ただ、その後の協働というところがどのように発展していっているのかというところ

が、今回の大きな問題の、今定義であった中の解決の一つで、そこのところにあるので

はないのかなと、そう考えております。 

  ですから、次期の総合計画の中でも、住民が参加する、あるいは中で今までややもす

ると町がだとか、あるいは町長がだとか、職員がだとか、議会がだとか、いわゆる議員

がだとかという話はありますけれども、もう一つ、やっぱり協働という視点では、私は

だとか、私たちはだとか、そういった視点のかかわり方、これが非常に大切になってく

るというふうに思います。これが言ってみれば、今指摘されている基本条例といいます

か、まちづくりに参加するための大きなポイントの一つになるのではないだろうかなと、

これはじっくりと時間をかけながら総合計画をつくる過程の中での１つ大きなポイント

にすべきだろうと、そんなふうに思います。 

  大方の自治条例をつくっているのは、トップダウンなんです。いわゆる行政、町長が

つくって、そして議会で承認するという形なんです。それには住民がなかなかかかわっ

ていないというのが、その後の基本条例が地についたものになっていないというのが、

いわゆる学者等々の指摘にもございます。 

  それなんで、今の合併時の議論があったもう一つ大事な住民参加のもとの協働でする

と、最近は自助、それから互助、共助、公助だと、そういった流れのそれぞれの役割が、

改めてクローズアップされてきているというか、相当認識されてきていると。今までは、

行政がというのは、あるいは議会がというのは話の議論の中心であったんですけれども、

いわゆる主語を自分たちはというところにももう一つ置きかえて、じゃあどんなまちづ

くりをしていくのかということで、その計画のプロセスから住民が入って、いわゆる協

働という大きな切り口としてその辺あたりから住民参加のまちづくり、それには全体と
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して情報公開だとか、それはもう当然ある話であります。その辺については、相当かな

り本町としては進んでいると思いますから、そこのところの協働のあり方というのがこ

れから大きな基本条例にそれがなるのかどうかわかりませんけれども、議論すべきこと

ではないだろうかなというふうに思います。 

  そういった意味では、今いろいろとご指摘はされていること、僕は議会も行政も精い

っぱいやっているなというふうに思いますけれども、見えないところがたくさんあると

いうことですから、そういったところも見える形で、そしてまた住民も積極的にそうい

ったところに参加しながら協働でまちづくりするというのがこれから大事なところでな

いのかなと思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、伊東久子議員。 

○３番（伊東久子議員） 今、町長の答弁をいただきました。 

  私もそのとおりだと思っていますが、今までは行政の意識としては情報を出している

と、だけれども、住民側としては知らなかったと、このギャップを埋めるのは物すごく

大変だし、必要だし、努力が要ると思います。そのためには、情報の共有、町長の言う

ように必須であると思っています。全ての町民が賛成してくれるわけではないと思いま

すが、町民と行政とみんなでつくる基本条例であれば、これは皆さん協力してもらえる

のかと思っております。 

  昨日、中札内の職員研修の中で、無作為に抽出で住民を協議会を立ててということが、

勉強会がありましたので、私出席させていただきました。もう清水も池田もほかの町村、

６町村がこれに取り組んでいるという状況でした。これは、行政への住民参加の新しい

方法として、これまでは公募式、あるいは推薦一本釣りということだったんだけれども、

これからは公募方式もいるんですけれども、やっぱり無作為に抽出をしながら、高校生

から10代、20代の人たち、100人にアンケートを出しても10人ぐらいしか来ないと、そ

ういうお話もされていましたけれども、それでも町民の声を広く聞くという点では、私

は必要でないかと思って、今回質問をさせていただきました。 

  それと、先ほど、町長の答弁の中にありました住民票がここにない人のことは難しい

問題があると言いますけれども、住民票がない人はやっぱりない人で、その人の声は聞

いても、そういう人のことまでは聞かなくてもいいのかなという、私はそういう気がし

ますけれども、町長どうでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 それはその条文の中で定義としてここに住んでいるという人、それから

通っている人もそうだと一般的になっていますよね。だとすると聞かなきゃだめという
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ことですよね。ですから、いろんな権利がそこにも発生する可能性があります。税金を

払っている人が、その片方ではサービスを受けるというのは普通でありますけれども、

それ以外のことだってあり得るなということ。ただ、これが正しいのかどうかというの

は多分わかりませんけれども、ただ、この基本条例の中の住民という用語の定義の中に

は、大方それが基本になっているんです。基本になっていることに対して、これはやっ

ぱり整理する必要があるだろうと思います。 

  これも一般、税金を払っている人から見れば何なのってなりかねないし、じゃあ１週

間いた人はそこの住民なの。１カ月いたらなれるの。そんなようにさまざまないろいろ

と課題なり場面を想定すると、さまざまな問題が出てくる。それ１つとってもそういう

ことがあるなというふうに感じております。 

  非常に寛大な、そしてまた住民を全て住民だということだろうと思いますけれども、

なかなか難しい。ですから、余り動き切っていないけれども、そういう今までの各自治

体の例を見ると、そういうところにあるのかなと思ったりもしております。 

  いずれにしても、この統治といいますか、いわゆる国の関係でいくと、僕らとしては

法律があって、そして憲法、その範囲の中で条例をつくっていくというのが流れであり

ますけれども、このときの当時の基本条例の基本的な精神の中には、それはそれ、こっ

ちはこっちで最高なんだと、そこでぶつかり合うということも出てくるんじゃないかと

思っているし、この辺はまだまだどう解決したらいいのかなというのは頭の中にありま

せん。いろんな専門家の話を聞かなきゃならんということでありますけれども、そこだ

けとっても非常に不安な要素があるなというふうに思っているということであります。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、伊東久子議員。 

○３番（伊東久子議員） それはそれとして、そういうことをいろいろ考えると、この条

例というのはなかなかできないと思います。私が考えるには、無作為抽出ということは

住民票があるということだと私はそう思っていましたので、町長の答弁にあるように、

通ってきている人たちのことまでは私は考えておりませんでした。 

  また、この全国の基本条例の中には、次世代につなぐまちづくり基本条例だとか、過

疎の町の基本条例だとか、名称がたくさんあるんです。本当にみんなが参加したいなと

いうような名称を使っているところもありますので、十分検討して、町長がやる気にな

ればできると思うんですけれども、最後にそのことを聞いて質問を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 町長がやる気になればというのは、条例はつくれるだろうと思います。

これが生きたものになるかどうかというのは、やっぱり住民のそこに意思が反映される
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必要があるだろうというふうに思っております。それにはやっぱり時間がかかるんです。

プロセスが、つくるまでの間そのものがまちづくりの大事な過程だというふうに考える

必要があるだろうと、そんなふうに思います。 

  今、お話ありました次世代にというのは、これは非常に僕らの仕事としてはそれが大

事な一つだと思っています。今をどうするかという、そういう政策、これも大事。今生

きている人をどうするか。でも大事なのは、さらに今私たちは、子供たちやその子供た

ちにどうこの町をつないでいくかという将来に向けたまちづくりというのは、常にやっ

ていかなきゃならない。将来というのは非常に見えづらいところではありますけれども、

それは皆さん方の合意形成の中で政策を打っていくということだろうというふうに思い

ます。 

  どうしても自分の生活の身の回りの道路の傷みだとか、それはすぐわかりますし、こ

ちらのほうにも伝わってきて、すぐ直すということはできますけれども、将来をどうす

るかということについては、みんなそれぞれに対してイメージされるものが、あるいは

結論づけるものというのは違う可能性があるわけであります。そのために、私どもとし

ては、まずは政策を立案して、それを議会のほうとしっかりと議論して決めていくとい

うこと、その過程の中で必要に応じて大きな問題が起きたときには住民のいろんな形で

の意見の聞き方というのが特に出てくるかと思います。総合計画だとか、あるいは前の

合併のときの、そういう上士幌町が将来にかかわる大きな事案なんかについては、丁寧

にまたやっていかなきゃならないということがありますから、さまざまな形での聞き方

があるんでないだろうかなというふうに思っております。 

  私どもとしても、ある意味では議員もそうでありますけれども、４年間付託を受けて、

しっかり町民に間違った選択でなかったんだと思えるような仕事をするというのが、お

互いにそのような認識のものをやっているというふうに考えております。その後、思う

ような仕事をやっていないよというところが、これが選挙をやっていくことでの今の仕

組みになっているということであります。 

  その意味で、いろいろ理解を得ながらも、将来に向けたこの町が持続的に発展してい

くような、それは大変なことでありますけれども、そういう思いでやっていく必要があ

るなと。今言ったように、基本条例もさまざまな基本条例がある。福祉による基本条例、

協働によるまちづくりの基本条例、いろいろあります。そういう中で、うちにとって、

住民が参加をして、後々住民と行政の役割を認識しながらやっていくと、ある意味では

財源的にもふるさと納税なんかを通して豊かになりました。ですから、そういった面の

サービスという意味では、相当よその町から見ればうらやましいというふうに思われる
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ほどのサービスをしております。一方では、当時は貧しくてもみんなでやっていこうと

いう当時であったところが、ひょっとすると少し薄れてきている可能性もあるかもわか

りません。こんなところを１回、まちづくりは全体で進めていくという視点に立って、

総合計画がまた来年から計画が始まっていくということでありますから、将来のことを、

今いる子供も含めて意見を聞きながら練り上げていくということが大事で、そういう過

程を通して次の住民参加のまちづくりの一歩になっていくということがあればいいので

はないのかなと、そういうふうに考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で３番、伊東久子議員の一般質問を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

（午前１０時５０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５１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） 上士幌高校の今後のあり方について質問していきたいと思い

ますが、さきの６月の議会でもこのようなお話、ちょっとどうかなという部分ありまし

た。時間ちょっと十分でなかったんで、改めてよろしくお願いしたいと思いますが、町

は、上士幌高校の地方創生の一翼を担うという形で、全日制普通科の位置づけでまちづ

くりの一つの柱としながら、主要な教育機関として認識しているところです。しかし、

上士幌高校の当面の生徒確保対策のあり方としては、上士幌学の取り組みや、コミュニ

ティースクールなどによる対応という答弁が６月の先ほど申しました議会に説明されま

したが、従来の生徒の支援、生徒募集の方法などが本当に特色ある学校づくりになって

いないなというふうに感じております。先進的な高校維持対策からの脱皮に至っていな

いと感じられました。 

  今後の上士幌町及び十勝管内の児童生徒数の減少等の要因から、近未来においては、

多くの管内の高校において、生徒の安定した確保が困難な状況が見込まれます。上士幌

高校は、北海道及び国の構造改革特区を活用した高校普通科に対する全国からの生徒募

集枠の承認や、高校普通科における特別支援学級と制度をいち早く導入するなど、本町

が進める地方再生を柱とした高校づくりを早急に検討し、実現を目指す時期に来ている

と思います。これらの取り組みに対する考え方及び教育委員会が検討している取り組み
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についてお伺いいたします。 

  続きまして、２点目であります。 

  生涯活躍のまちづくりを目指すために、エコミュージアム構想を基軸としたまちづく

りについてであります。 

  町民が安心して暮らすためには、町が提唱している生涯活躍のまちの視点は理解でき

ますが、町民の多くは、自分自身がどのような立場で活躍を必要とするのかがわかりづ

らいところがあると思います。そのために、このことをより理解するためには、まちづ

くり条例の制定を町と町民が議論を重ね、町民目線のあり方を基本に議論して制定する

ことにより、町民の参画があるこれからの町の姿が見えてくると思います。そのことに

より、コンパクトタウン、地域コミュニティーと町内会活動などや、新たにつくられた

ＤＭＯやまちづくり会社の役割が確立し、個々の住民に理解され、目標を定めることが

できるとともに、町の目指す方向が理解されると思います。 

  その基本的なまちづくりのあり方を、町や町民全体が参加しているという背景づくり

が可能なエコミュージアム構想を柱として検討することにより、町民の参加しやすい活

動環境が見えてくると思います。 

  １点目、生涯活躍のまちづくりの現状と課題について。２点目、まちづくり条例の制

定について。３点目、エコミュージアム構想の作成について。このことについて、町の

考え方をお伺いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀雄二教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 上士幌高校の今後のあり方について、江波戸議員のご質問

にお答えします。 

  これからの地方創生を進めていく上で、地域の将来を支える人材育成を担う上士幌高

校の位置づけは重要であり、江波戸議員ご指摘のとおり高校振興策は近々の課題である

と認識しております。 

  十勝管内の児童生徒は、少子化の進行により、十勝学区において来春卒業する中学生

は2,956名で、前年度に比べ125名、５年前に比べると264名が減少しております。昨年

度は、音更、士幌、上士幌、幕別、芽室の９十勝第一学区の生徒1,130名のうち、640名

が帯広市内の高校に流出し、263名が帯広市内からの流入となっております。また、十

勝学区からの学区外への流出は、全体の6.3％に当たる193名おり、石狩学区や釧路、上

川といった都市部への流出も加速しております。 

  地元、上士幌中学校から上士幌高校への入学率につきましては、平成20年の72.7％を

最高に、公立学校の授業料無償化がスタートした平成22年は32.4％、平成25年は35.7％、
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平成30年は14.7％、今年度は25.6％と推移し、ここ５年間の上士幌高校への平均入学率

は約25％となっております。 

  上士幌高校の入学者数は、振興策の実施により、二間口を維持しておりましたが、公

立高校授業料無償化と、私立高校への就学支援金支給による授業料軽減制度のスタート

に伴い、町外の高校への流出が増加し、平成22年度の入学者数は、前年度より24名少な

い30名までに減少し、第１学年が一間口となりました。しかしながら、二間口維持を図

るため、関係者一丸となって振興策を見直し、通学費の全額補助などの保護者負担軽減

策の拡充や、学校のキャリア教育を推進の目玉とした学校改善が功を奏し、学校の魅力

や特色を打ち出すことによって、本日まで二間口を維持しております。とはいえ、ここ

３年間の入学者数は80名、50名、43名と減少傾向にあり、議員同様二間口維持に非常に

危機感を抱いております。 

  本町では、平成18年度にチャレンジパートナー特区計画を道に提出し、全国からの生

徒募集などを申請した経緯があります。現在、道立高等学校への道外からの出願につき

ましては、農業学科や水産学科並びに特色ある教育課程を編成している普通科や、総合

学科において21校が実施しており、来年度は、学校の特色ある教育課程と、地方創生の

観点から、離島の礼文高校も加わることとなっております。 

  上士幌高校につきましては、現在、二間口校であるため、全国からの生徒募集ができ

ない状況にあります。このため、高校や地域と協働したふるさと学習、上士幌学など、

地域課題の解決を通じた探求的な教育課程の実践や、グローカル人材の育成を通して道

外からの入学者の受け入れの拡大が図られるよう北海道教育委員会に要請してまいりた

いと考えております。 

  また、道内からの受け入れについては、現在の入学者選抜の枠組みの中で可能なこと

から、受け入れた場合の学生寮の整備など、責任を持って生徒を預かる仕組み等が必要

と認識しております。 

  高校における特別支援教育の取り組みにつきましては、昨年度より通級による指導が

行われておりますが、上士幌高校においては、先駆的に平成26年度よりモデル事業であ

る高等学校における個々の能力、才能を伸ばす特別支援充実授業を子ども発達支援セン

ターと連携し、３年間実施しており、一定のノウハウを積み上げ、今年度も継続して実

施しております。 

  教育委員会といたしましては、今後も上士幌中学校生徒及び保護者の理解を求めて上

士幌高校への進学率を高めることは当然必要であり、一方では、学区内の中学校からの

入学生の獲得に最大の努力を重ねる必要があると認識しております。 
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  また、地元学や熱気球部等の特色ある学校づくりの推進や、地域活性化に貢献するボ

ランティア活動などの魅力ある取り組みを高校、学校運営協議会、高校振興会、魅力化

ワーキンググループなどと連携を深めて推進するとともに、若者の町外流出を食いとめ、

地域の産業発展に寄与する人材を育む観点から、上士幌町商工会とも連携してまいりた

いと考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 生涯活躍のまちづくりを目指すためのエコミュージアム構想を基軸とし

たまちづくりについて、江波戸議員のご質問にお答えいたします。 

  エコミュージアムは、30年以前にさかのぼり、エコロジー、環境生態学とエコノミー、

経済のエコと、ミュージアム、博物館の造語としてエコミュージアムとするといった海

外発信のまちづくりの考え方であります。 

  国内では、屋根のない博物館として普及し、街全体を博物館に見立てて、住民は学芸

員という新たな発想での観光振興を図る動きが注目を集めておりました。 

  本町におきましては、大学と連携したタウンカレッジで学んだ住民が、エコミュージ

アムの理念に共感し、旧国鉄士幌線に残されたコンクリートアーチ橋梁群の保存活動へ

と発展した例があり、住民と行政の協働の成功事例として評価されております。 

  一方、十勝三股地区における整備計画、ふれあい自然塾につきましては閉塞した状況

にあり、打開策の一つとして、エコミュージアムの発想のもと、町内を４つのエリア、

１、大地の恵みエリア、ナイタイ農村、２、自然理解と自然体験のエリア、糠平・黒石

平、３、ひがし大雪の道、幌加線路跡、４、自然体験と保存のエリア、三股としたエコ

ミュージアム構想の作成とつながったと認識しております。 

  今では、ぬかびら源泉郷エリアにひがし大雪自然館、環境省ビジターセンター併設や、

ホテル跡地に温泉公園が整備され、コンクリートアーチ橋は観光のスポットとして注目

を集めております。 

  ことしは、ぬかびら源泉郷地域に光回線とＷｉ－Ｆｉが整備されます。ナイタイ高原

牧場では、新築オープンしたナイタイテラスが高評価を得ております。また、地域の稼

ぐ力を出すこと等を目的としたＤＭＯ、株式会社カーチの観光地域づくり計画にはエコ

ミュージアム構造が反映されております。 

  ご質問の住民参加や生涯活躍の見える化や、自分の立つ位置を知るためにエコミュー

ジアム構想を柱にしてはどうかということですが、既にエコミュージアム構想は、行政

策の中で具現化されており、今後、ＤＭＯとして地域の観光資源を開発する過程でも、

行政・商工・観光・旅館・飲食等の関係者の多くの住民の参加のもとで観光によるまち
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づくりが具体化していくものと思っております。 

  次に、生涯活躍のまちの現状と課題につきましては、生きがいを持って健康で元気に

自分らしさを発揮して生涯を全うする、生涯にわたって活躍することが全ての人の願い

だと思います。そのために、人それぞれが生きがいや活躍の場を求め、働くことやボラ

ンティアなどで人の役に立つこと、好きなスポーツや趣味を楽しむことなど、そして、

行政では、そのような生き方や生活ができる地域社会をつくるために、働く場所の確保、

産業、学ぶ場やスポーツの場の提供、教育、ボランティア情報の提供など、各部局にお

いてさまざまな施策を講じているところであります。 

  今、町が新たな政策として取り組んでいる生涯活躍のまちにつきましては、人口減少

の克服や、大都市圏への人口や企業の集中を是正するために、地方創生の観点から制度

化された地方再生法の一部を改正する法律、平成28年４月20日施行に基づく事業であり

ます。国が示す生涯活躍のまち構想では、中高年齢者の住みかえ、健康でアクティブな

生活の実現、世代間の交流、必要に応じて医療や介護を受けることができる地域社会を

目指すといったことが主な事業内容であります。 

  また、構想を推進するために、国・自治体・事業主体の役割分担が明確化されており

ます。主に、国は政策的な支援、町は地域再生計画の策定、事業主体は町の計画を踏ま

えて運営を担う等であります。 

  町といたしましては、構想を推進するために、受け皿となる事業主体としてのまちづ

くり会社を官民共同で、「株式会社生涯活躍のまち かみしほろ」として設立したとこ

ろであります。事業については、官民連携のもと、健康寿命を主要テーマに健康に関す

る事業、生涯学習、スポーツに関する事業、起業家養成、人材育成に関する事業、人材

センター、介護人材の育成事業など、地方創生の方針に基づいた内容で、公益性、公共

性の高い事業であります。 

  なお、国では、令和２年から第２期のまち・ひと・しごと創生基本方針が閣議決定し

ております。その中で生涯活躍のまち構想につきましては、老若男女全世代が活躍する

地域社会や、企業との連携した人の流れなど、新たな視点を取り入れて、引き続き重点

的な施策として推進するとしております。 

  地方創生、人口減少の克服を主題とした生涯活躍のまちといっても、緒についたばか

りの施策であります。見える形での成果を上げるには、しっかりとした戦略と、一定の

時間が必要と考えております。難しい課題でありますが、引き続き着実に取り組んでい

きたいと考えております。 

  次に、まちづくり条例につきましては、伊東議員への答弁したとおりであります。 



－24－ 

  エコミュージアム構想の策定につきましては、策定済みとなっており、平成15年３月

の広報で町民にお知らせしております。その後、当構想は、前段に述べていること等さ

まざまな形で施策に反映してきており、直近では、観光振興計画、株式会社カーチの運

営方針等にもしっかりと息づいておりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前１１時０８分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時２１分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 上士幌高校のあり方について再質問したいと思いますが、ち

ょっと僕の意図と違う答弁を長々とされましたんで、簡潔にお願いできればと思います

けれども、１つ目の存続問題については、大きな課題の１つですけれども、現在の安定

した生徒をどう確保するか、まずこれであります。 

  安定した生徒の確保としては、昨年から振興策の方向性を変えてきていると、学校訪

問等だと思いますが、ただ歩くだけではやっぱりだめだという発言があったんですが、

私はこの部分、逆にちょっと総会の資料等を見てみますと、教育長、管内訪問１回ずつ

ぐらいしかこの２年間していない、記録的に見たんですが、生徒という部分は、当然３

年生毎年変わります。校長も２年に１回ほとんど変わります。父兄も当然でありますけ

れども、そんな意味で、担任もそうですけれども、非常に早く学校というのは動き始め

ます。ということは、その年理解されても、次の年、本当に上士幌高校のことが理解さ

れているかというとなかなか理解されていないのが僕は現状だと、経験的なことを含め

てそういうふうに思っていますんで、毎年変わる学校環境に対して、振興策、やっぱり

上士幌町の高校を残すという意欲、意思、こんなことが僕は必要ではないかと思います。 

  その信念を持ちながら、高校訪問をまずして、学校という部分をどういうふうに管内

の子供たちに、今置かれているのは管内が基本ですから、そういう部分でどういうふう

に対応するか、しっかりこの辺について対応できるかどうか確認したいと思いますので、

見解を伺いたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀雄二教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 まず、身近な学校訪問ということは、私もそのことについ
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ては大事に考えています。 

  昨年、一昨年、昨年度につきましては、学校訪問、１回目は教育長と高校の校長、２

回目につきましては学校の教頭先生とうちの教育専門員、実はもう一回、記録には残し

ていませんけれども３回目、１月でしたか、そのときも１回学校訪問、専門員が行って

います。また、管内の、特に帯広、そして音更、校長先生方が集まる機会が結構ありま

す。そんな場面においても上士幌高校の振興ということで、例えば先ほど通級の話をし

ましたけれども、そういった部分の手厚さ、それからきめ細やかな指導、そして高校の

いろんな経済的な支援の部分といったような部分では、歩く、または耳に入れるという

ことを非常に大事にしています。 

  そうでなければ、いろんな学校が私学も含めて営業活動、今どんどん進めていってい

ますので、１回の訪問、または２回の訪問、３回の訪問というだけではなくて、いろん

な角度の中で、今上士幌高校を何とか二間口残していきたいんだといったようなところ

では、先頭に立って今実施しているということをまずお伝えしたいなと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今、教育長の答弁で、ぜひそれを基本に、一番お金のかかる

ことでもないし、振興策的な部分でも本当にお金がかかりません。ちょっとそういう時

間は十分にかかる部分がありますけれども、ぜひ学校訪問等含めて、毎年変わる担任も

含めて、それから教科学年担当も含めてご理解できるような、やっぱり対応をしてほし

いな、専門員は専門員という立場がありますけれども、やはり教育委員会のトップが学

校を訪問することによっての相手が受ける度合いというのはかなり違うと思いますので、

その点の取り組みをよろしくお願いできればと思います。 

  ２点目の新たな視点を持った学校づくりです。 

  将来を見据えた中で、卒業生の定住化、地域の担い手確保、そんなことを含めて、や

はり広く、管内だけではなくて、一定での枠はありますけれども、基本的にはやはり管

内から来る子供が多くなってくると思います。95％ぐらいそういう形を含めて、ですか

ら、ぜひもう少し大きく、道内はもとより全国から対応できる、道内の枠は今言ったよ

うにありますけれども、全国を相手にした学校づくりというのもこれからは必要になっ

てくると思います。 

  先般、竹中町長のほうからも、小さな学校は少しずつ教育委員会としては残すという

部分がありますけれども、やはり地域創生という形で学校づくりをうたうとしたら、や

はりもう少し大きな視点、今町が進めている移住・定住とは言いません。大きな視点で

子供を集めるような、いわゆる構造改革特区指定を受けながら、こういう枠をつくって
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いってほしいなと思います。 

  当然、北海道も児童ばかりでなくて減少に始まっていますし、本町も何とか5,000人

をキープをしたいという、本当に大変な努力をしているかと思いますけれども、やはり

全体的な子供たちの減少、もっとスピード化していってくるかと思いますので、そうい

うことで、全国から集めるような特区体制をぜひ大きな旗を立てながら、国であり、ま

た、文科も含めて対応していただければと思っております。 

  この点について、まず迅速な行動を起こしてほしいなと思いますので、この点よろし

く、まずご答弁お願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀雄二教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 ことし７月26日の高校配置計画の資料を見ますと、２間口

で募集した学校の中で結果的に１間口でおさまっている学校は道内に８校ありました。

また、３間口から２間口というところでは、４校が学級の減と、また学級数、上士幌高

校、２間口校なんですけれども、２間口は維持しているけれども、30名以上の欠員のあ

る学校は上士幌高校を含めて９校ありました。どこの高校も大体人口が3,500から１万

人規模の学校でした。 

  そんな中で、今江波戸議員からありました道内枠、それから全国枠というところにな

りますけれども、実は、道内枠については北海道教育委員会のほうは認めております。

道内枠については枠があって、それが学区によっては５％枠だったり10％枠だったり

50％枠だったりしています。ことしの管内の状況を見ますと、193名が学区外に出てい

っている。そして100名が学区内に入ってきているということです。そのほとんどが、

先ほどお話ししたとおり石狩、それから上川、釧路、特に石狩は非常に多い人数が出て

いっていますので、今、行動レベルとしては、例えば札幌市には100の中学校がある。

その近隣の町には、市には、合わせると約45くらいの学校がある。そういった学校に対

して、まず上士幌高校というのはこういう学校なんだと。全国で２つある熱気球部のう

ちの１つがあって、そしてＩＣＴによる農業の推進、これは上士幌学等でも行っている

んですけれども、そういった特色ある学校づくりをしているんだと、そんなことを札幌

近辺、石狩を中心としながら、そちらのほうに何らかの形でアクションを起こしていき

たいなと思っています。そして、反応を見たいと。管外の石狩管内を含めて、どういっ

た学校が今私がお話しした内容について関心を持っているのか、それはもしかしたら、

今後、宿の問題というか住まいの問題は当然出てくるかと思うんですけれども、住宅あ

りきということではなくて、町の高校にどれだけ関心を示しているのか、発信をしてい

きたいなというふうに考えています。 
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  また、全国公募につきましては、現在、農業、それから水産、そして総合というとこ

ろで全国公募は道内で22校の学校が全国公募が認められています。その中で、特に普通

科については、今音更高校が普通科という枠の中で全国公募していますが、ここについ

ては、普通科の中に園芸だとか環境に関する選択科目があるということで普通科があり

ます。もう一つ、ことしからは礼文高校、こちらはなぜかなと思ったんですけれども、

礼文高校は、地域創生の観点ということと、あそこは縄文遺跡だとか高山植物、そうい

ったものを地域の産業経済に結びつけていきたいということで、礼文町が高校と協議を

して、道教委と協議をして、そういう１間口校の普通科ですけれども…… 

（「さっきも言っているからそこはいいんです」の声） 

○小堀雄二教育委員会教育長 その他道外からの募集に関しては、特に学校長が認める場

合については応募が可能と、それは校長と道教委の協議になるんですけれども、そうい

った部分もありますので、以前、アレルギーということの全国公募で１回申請したこと

がありますが、そういった魅力を、例えば東京には上士幌東京会とかもありますし、そ

んな場面を通して高校発信していきたいなと思っております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今、再答弁の部分で、１回目の答弁の説明を受けて時間がち

ょっともったいないんですけれども、これは全国特区というのは国が保障している部分

ですから、ぜひ特区を使って手を挙げてほしい。今言ったように調査することはやぶさ

かでないと思います。 

  そんなことで、もう一つは、その一方では、きっと受け入れるハードの問題とかソフ

トの問題あると思うんです。こういう部分につきましては竹中町長にお願いしながら、

地域創生の一つとして、ふるさと納税の活用とか、または民間活力、こんなことを含め

て、また町民のまちづくりの意欲、こんなことを含めて、ハード＆ソフトを含めて対応

していただければと思います。 

  もう一つは、全国のほかに特別支援教育に対する特別支援学級です。これは文部科学

省の学校教育法81条で高校にも特別支援学級をつくることができるとなっています。こ

れは物すごくやっぱりハードルが高いというのは、今言ったように、通級制は北海道も

認めてきましたんで、上高も今対応してきたと思いますけれども、一方では、義務教育

の卒業者の50％近くが改めて高校に進学しているんです。そういう状況を含めて、今後

は丁寧な人材づくりという部分もありますし、それからこういうところで育った子供た

ちが、将来どういうところで働くことができるか、そういう意味で、そういう子供たち
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も含めて本町の今後将来のいろんな産業の担い手になるんじゃないかと、そういう形の

連携を含めて、高校問題については考えてほしいと思いますし、この学級も全国に基本

的にないことになっていますんで、ぜひ上士幌高校に特別支援学級をつくれるような行

動も含めて対応してほしいと思いますし、今後、そういう子供たちが確実に教育を受け

ながら担い手となっていくような環境も、本町においては必要ではないかと思いますの

で、この点について答弁よろしく、手短にお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀雄二教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 特別支援学級の話がありました。非常にハードルが高いと

いうお話をされていました。ハード、ソフト、両面にわたって上士幌高等学校を支える

手段を考えながら、ハード、ソフト支えて、子供たちが今度地域の産業の担い手にもな

るというのは僕も認識しておりますので、前向きにそこの部分取り組んでいきたいなと

思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 前向きな回答というふうに認識しながらよろしくお願いした

いと思います。 

  続きまして、生涯活躍のまちづくり、これについての質問をしたいと思いますが、町

は、町民に対して生涯活躍のまちづくり、その実践と成果、非常に少しずつ見えている

のかなと思っていますし、先ほど伊東議員との答弁の中にも含めて、それから私の答弁

の中にも、これは時間がかかることだと、そういう形で私も認識しておりますが、そう

いう時間がかかるということは、やっぱりもう少し丁寧に底辺から対応していくかとい

うふうに認識しております。 

  地域創生戦略会議の地方版として、この支援を受けながら５つの基本目標を町は立て

ておりますし、それに対してプラスワン、このプラスワンは僕はすごく町民に身近に対

応していけるのかな、また、町民がこれに対してきちっと対応していかないと、なかな

かまちづくりとしても難しいんじゃないかな、そう認定しながら、まずこの構成に当た

って町民理解による生涯活躍のまちづくりに対して、町民はどんな感じで今受けている

のかな、まだつくってから短いですけれども、町長のある程度の考え方と、課題があれ

ば、ちょっとお話し願いたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 生涯活躍のまちという、そういう表題で町民に説明しても、なかなか具

体的にそれぞれのイメージにピシッと来ないというところがあるだろうというふうに思

っています。 
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  そういった意味の中で、生涯活躍するためには、今そこの中核に据えているのが健康

寿命、健康に過ごそうというこのメッセージを中心にして発信をさせていただいている

ということであります。ですから、それにちなんだような事業が、今組み立てられてい

るということで、健康であることによって、何て言いますか、積極的に地域や、あるい

は仕事をするにせよ、何をするにしても元気でやっていけるという、これをある程度定

着させていくということで、今なんかは多分、朝なんかは僕は朝しかよくわかりません

けれども、相当の人方が歩いているんです。歩いて実感として、多分自分の１日のスケ

ジュールの中に歩く時間、スカッとして１日始まるよということだとか、あるいは仕事

を終えてから１日の疲れをそんなふうにとりながらということで、着実に今ふえてきて

おります。その数は当初、地方創生の初期のときには150人分という前提で機器をそろ

えましたけれども、多くの要望があって、今段階で五百数十人になっているということ

であります。ですから、この二十歳以上で、しかも医療や介護を受けていないという人

が対象でありますから、その割合というのは相当大きいだろうと。これが日常化して、

自分の習慣化されることによって、まずはこの生涯活躍のまちの前提となる健康寿命を

延ばしていくという、そういう、別にそれは町民は意識するからとかではなくて、体の

中で感じとっていただけるんでないだろうかなと、こんなふうに思っております。 

  それから、もう一つは、これもやっぱり従来の課題となっていたことにどう取り組む

かということでは、人材センター、ハローワークがなくて、人手不足でどうするかとい

う大きな問題がありましたけれども、こういうことなんかというのは、今までそれぞれ

の経験ですべと技を持ちながら、技術を持ちながら発揮する場所がない。あるいは定年

になったらあとはのんびりとという思いも多くの方にあったかと思いますけれども、そ

ういった意味でちょっとした小遣い銭を稼ぐような、そういう仕事が今人材センターの

中でやっていただいておりますけれども、これは多くの発注した側から非常に大きな感

謝の気持ちをいただいております。したがって、そこにかかわって地域貢献という  

ふうに視点もあるだろうと思いますけれども、その人方にとっては、従来なかった生き

がいや自分の役割を確認をしていただいているんではないだろうかなと、こんなふうに

考えていますが、それがほかも含めて、そのような取り組みの中で、着実に自分が存在

感なり居場所だとか、このようなことを確認なり実感していただきたいなと、そう思っ

ておりますが、今始まったばかりということであります。 

  これがある意味では協働のまちづくりにもつながっていくことではないだろうかなと、

そうも考えています。 

○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） 今答弁ありましたように、町長としては、一歩一歩進んでい

るなと僕も認識しています。ただ、町民としては何をしていいのかと、今町長言ったよ

うに非常にわかりづらい。なかなか理解しづらいというのもありますけれども、例えば、

今、福寿協会のまつばにあります交流施設等で、毎週食事会、水曜日に食事会をやった

りという部分では、結構多くの町民たちが、あそこの場所というのは、食事であったり

おしゃべりしたりとか、そういう場所になってきているんだなというふうに認識してい

るという部分で、きっとそういうサテライト的な部分が町内あちこちにきっとあるんで

すけれども、なかなかうまく活用していけない、これからやっぱり生涯活躍するとした

ら、引きこもりじゃなくて外に出て人と話しするとか、そこから僕は始まると思ってい

るんです。そのために歩いていかんならんから、ウォーキングしないといかん、健康を

つくっていかなければならんとか、そんな部分を含めて僕はもう少し、いろんな施設を

今つくっていますけれども、施設の活用の仕方をもう少しうまく連携させていったり、

大きな目的と言いませんけれども、いろんな場がありますけれども、例えばスポーツセ

ンターだったら健康づくりの場とか、ふれあいだったら温泉とか、そんなことを含めて

とか、若かったら図書館なり語らいとか、そんなことを、それから市民の場とか、いろ

いろな場があると思いますけれども、どうもうまく連携していないのかなと思っている

んです。その中で、きっと箱物は先ほどつくるっていうのはきっといろんな箱物をこれ

から含めてできていくと思うんですけれども、やはりその中には、人の動きをどうつく

っていくか、つくったからには人の動きをどういうふうにそこに興味を持たすか、また、

そこの中でどんなことが人として対応できるか、僕はこういうことを含めてエコミュー

ジアム構想ができているという話がありますけれども、これは僕はここにかなりかかわ

っているんで認識はしていると思いますけれども、自然の分と違って本当の生態という

のは、もう一方では人と人、人の生活をどういうふうにしていくかというのが、生態の

一つの部分ですから、その部分をもう少し町民の中で生涯活躍のまちづくりの中に生か

しながら、エコロジー的なみんなでやろう、みんなで考えながら何か寄り合いをしてい

こうとか、そういうまちづくりになると、きっと僕はかなり人と人の融和ができたり、

町もやはりいろんな尋ね事、例えば先ほど伊東議員からありました地方自治条例をつく

ってどうでしょうか、きっと僕は自治条例というのは寄り合いだと思っているんです。

やっぱり町民の幸福をどういう中でそこにやりながら、自分たちがそこでどう生きるか、

ただ、自治条例、ちょっとかた過ぎますから、私はもう少しやわらかい生涯活躍のまち

づくりに特化した条例もあってもいいのかな、先ほどこの開会の初めに町民憲章を述べ

ました。これずっと述べていますけれども、やはり僕はこの町民憲章的に近い形で、こ
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の生涯活躍のまちづくり条例があったらきっと町民はもう少しわかりやすい、こんなこ

とができるんだな、こんなこともすべきだな、それを受けて町もこういうせっかくつく

った施設をこういうふうに使えるんだな、僕はそういうふうに出てくると思うんです。 

  ですから今、きっといろいろ批判と僕はそういうふうに認識はしていませんけれども、

非常に利用の悪い施設がたくさんできていて、それは一つは交通ターミナルでしょうか。

あれもいろんな角度で考えると、結構おもしろい施設になるんじゃないかとか、僕はそ

ういうふうにまちづくりというのは考えるべきだと思いますし、あそこにどんな人が寄

ってきておもしろいことをやってくれるのかな、あそこでお話し会やってもいいんじゃ

ないかとか、ちょっとそばの講習をやってもいいんじゃないかとか、僕はそういうまち

づくりがあるとしたら、この町中がいわゆるミュージアム構想という部分の博物館的に、

やっぱり何となく人が活動できたり、それから認識したり、参加できるんじゃないかと

か、僕はそういう基本的な土台づくりをぜひ緻密にやっていく町というのはきっと長く

いくし、自分たちの生きがいというのもその中で感じるのかなと思いますけれども、こ

れは町長、どういうふうに認識しているでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 非常にすばらしいといいますか、納得のできる提案だと、そんなふうに

思っております。そういう方向にどんなふうにして道筋をつけていくかというのが課題

になるんだろうというふうに思いますが、ぜひ、今課題になっている、ある意味では互

助のところ、お互いにどう助け合ったりするかという、その辺のところというのが、あ

る意味では欠落、あるいは不足している部分としてこれからこのソフトの面になるかと

思いますけれども、関心を持って、互助の具体的な実態をどうつくり上げていくかとい

うのが非常に大切だと、そんなふうに思います。 

  生涯活躍のまちの条例という、これもまたおもしろい提案だなと、何かやっぱり基軸

にして、具体的に見える形でないと、単なる今ほかに出ている基本条例だけでは具体的

な動きに展開していくのはなかなか現実的には難しいだろうなということであれば、や

っぱり目的を明確にして、それに住民がどうかかわるかというのは、これは一つの手法

として非常にいい話だと、そんなふうに思います。 

  施設間の連携だとか、多く使われているところ、そうでないところ、いろいろありま

すけれども、これもまた人の動きが出てくると、多分その中でいろんな知恵が出てきて、

その施設のいわゆる特性なり、使い勝手もそれぞれ多分あるだろうと思いますから、そ

ういう動きというのは出てくるだろうと思いますので、そういう動きをどんなふうにし

て奨励をするなり、情報提供なり支援をしていくかというようなことは非常に大切なこ
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とだろうなと、そんなふうに思います。 

  いずれにしても、今、やっぱり課題になるというのは、お互いに支え合う、助け合う

というところが、しかし極めて難しい話なんです。みんながみんなそれぞれの生活があ

って、全部できるかというとそうはいきませんけれども、しかし、何かちょっとした刺

激、あるいは条件があればかかわりたいという人もいるだろうと思いますから、それら

については、ぜひ利活用がさらにされるように提案もいただければ、多分大方について

はそれらについても何ら支障がないだろうというふうに思います。そしてまた、行政が

そのために何が支援が必要なのかということであれば、それは支援することは全然構わ

ない話だというふうに思います。そういう意味では、やっぱりお飾りではなくて、そう

いったものをみんなが関心もって使ってもらえるように、ハードルは高くはないよと、

そういう認識を持ってもらえるような情報の提供なり、広報等でもお知らせをしながら、

交流を図っていただければなと、そんなふうに思います。 

  ただ、ターミナルの具体的なこともあります。でも、あそこは数だけで議論しちゃま

ずいなと、そんなふうに思います。というのは、そもそも交通弱者をどうするかという

のが前提でありました。交通弱者って、やっぱりそれは限られてくるわけです。老人だ

とかそういうこと。昨今でも足のない人、車を持っている人は、多分余り用途としては

必要ないというふうに思っているかもわかりませんけれども、病院に通っている人なん

かについてはあそこに来て、あそこからバスに乗って出かけていくということで、これ

は数は少ないけれども、非常に感謝されているといいますか、僕はつくってよかったの

ではないだろうかなと、そんなふうに思っています。さらに、これからまだまだ今言っ

たような利活用の仕方だとか、あるいは交通のネットワークとしてあそこが拠点になる

という意味では、そういったことも含めて機能をさらに生かしていくといいますか、た

くさんの機能をあそこの中で発揮できるように施策を講じていきたいというふうに思い

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） 今、町長からも答弁ありましたように、やっぱり特化したま

ちづくりの条例という形は、僕はあることによってまちづくりする部分で職員も含めて、

また、町も効率的なお金の使い方をするのかな。先ほど町村合併の議題においては、本

当にスポーツセンターも士幌と一緒にしたらいいんじゃないかとか、何々もなくしたほ

うがいいんだよとか、または審議委員のお金も減らしたほうがいいんじゃないかとか、

そんなことを議論して、本当にチープな町をつくっていこうという部分で考えてきた部

分がありますけれども、先ほどあったように、ふるさと納税のお金ばかりじゃなくて、
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それはすごく効率よく使うべきだというふうに僕は認識していますけれども、やっぱり

今やるべき財政のバックボーン、こんなことを含めて今つくった分については、財政が

ないとなかなか町民との融和もぎすぎすし始めるんじゃないかと思っています。 

  そんなことを含めて、これからのまちづくりにはやっぱり都度都度の町民に対する町

の財政をわかりやすく説明するという手法も僕は大事だなと思っているんです。一概に

言えませんけれども、ナイタイテラスをつくると、あそこに管理費、今までどのくらい

出した、今度は1,000万円以上かかるんだとか、僕は目的が違ったらきっと説明できる

と思うんですけれども、観光という部分がＤＭＯのまちづくり会社も含めて、観光とい

うことからしたら、ナイタイテラスと道の駅があればＤＭＯがそれで成立するんじゃな

くて、本当の役割違うと思っているんです。観光商社っていう大きな役割の中で、当然

まちづくりの中に溶け込まなきゃならないのが、僕は新しくつくったまちづくり会社で

あり、ＤＭＯだったんです。 

  今、町長、人材センターの部分について非常に評判と、僕はそうわかります。高齢化

しているとできないことたくさんある。僕自身でもこれちょっと誰か頼んだほうがいい

かなとか、そんなことたくさんありますから、そういうタイミングとしては人材センタ

ーという部分はいいですけれども、やはりこの２つの大きなまちづくりという新たな改

革の１つ、またはまちづくりの中核にしようとしているとしたら、どうしても自立させ

ていかなければならない。こういう部分も考えていくとしたら、町はもうちょっと遠目

で見ていかないとならないという、やはり既存の町民と、新たにつくった部分に対して

余り格差をつけるということは、当面の成長期は少しは援助あってもいいんですけれど

も、将来に向けては財政的な部分も含めてそこにリスクを背負わないようなことをして

いかないと、僕は町民として何となく不安に感じたり、ちょっと変だなという認識は僕

は出てくると思っていますんで、そういうことも含めて、まず、今後将来を含めて町の

建物ばかりでなくて、財政的にはどうしても町民、どこかの機会で町民懇談会という部

分でさきに提案していましたけれども、そういう場でお話ししてくれていると、町民と

してはもう少し参加してもいいのかなとか、それから先ほど言ったように、いろんな施

設に自分がどうかかわっていくか、例えばナイタイテラス、本当に言っても農業という

歴史はないんです。なかなか見えないんです。景観はその日によってはいいときもある

し、だめなときもありますけれども、歴史はなかなか見えない施設、今度つくる道の駅

も少しは博物的な展示も予定されていますけれども、やっぱり歴史を見ながら、我々も

歴史を大事にしていかなければならないと思っています。 

  そんな意味では、９月に上士幌神社の例大祭、秋祭りあるんですけれども、たまたま
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うちの行政区、今回当番でみこしの対応はしていかんならん、人いないしなとか、ちょ

っと平日で忙しいし何で商工会と一緒にやらないとか、そんなこともありますから、も

う少し歴史も大事にしながら対応していかないと、全てがチープ、小さくなってきてし

まうのかなという気がしますので、もう少し歴史を大事にするようなまちづくりもあち

こちにサテライト的にあってもいいんだと思います。 

  先ほど町長言ったように、本当についこの間までは農協も100億円の生産額でしたけ

れども、この町を支えているのはやっぱり農業基盤ですから、230億という本当に管内

でもベスト３ぐらいに入る大きな飛躍をしていますし、そういう部分でも、この開拓以

降約110年近くなった開拓以降どんな苦労があったんだっていう、私たちはやっぱりそ

れを忘れちゃだめだと思っているんです。そういうことを含めて、新たな今度は人工知

能なり、ＩＣＴなり、人口情報社会なりの、これにまた向かっていかんならんという、

非常に町民にとってもいろんな狭間の中で対応していますから、やはり丁寧な、そして

みんなでやろうといういわゆる互助の部分を持って再点検しながら公助と、それから互

助、共助含めて自助をどうするんだという範囲を含めてまちづくりの柱にしていただけ

ればと思いますけれども、この点について町長、見解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） 昼食の時間になりますが、議事の都合により若干の時間を延長

して審議を継続したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議時間は延長することに決定いたしました。 

  竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 まず、新しくつくった会社、官民共同でつくったということで、地方創

生の観点に背景があるということを理解した上で、この２つの会社の性格が、同じ株式

会社でありますけれども、全く違うということであります。生涯活躍のまちについては

あったように、いわゆる健康寿命延伸のためのさまざまな取り組みだとか、あるいは起

業家養成の塾だとか、あるいは地方創生に関する学びのことだとか、さらには人材セン

ター、これらについては収益を基本的には上げるという話ではないと、基本的には。で

も、これは住民サービスを前提として必要な事業ということであります。 

  これまでも、例えば人材センター、ハローワークについてはぜひ必要だというふうに

言われておりましたけれども、議会の中でもいろんな質問があったけれども、じゃあ誰

がやるのというところで、ずっと長い間解決の糸口がつかめなかったということであり
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ます。そういった意味での今回いわゆる新しい組織、会社がこれを請け負ってもらって

いるということで動き出したということであります。 

  それから、いわゆる介護の初任者研修、これも人がいない、人がいない、何とかしな

きゃならんという話であっても、じゃあ誰がやるのと、これまたできなかったというよ

うな中での人集め、特に高校のところに行ってこれからの資格のことだとか、あるいは

地域の中で仕事をしていただくということも含めてお話をしながら始まって、非常に苦

労されていっている中で、一定の今人数になってきているということではあります。 

  言ってみれば、行政が本来やらなきゃならんこと、あるいはやってほしいというよう

な方が、今のまちづくり会社の仕事として大方はしているということでありますから、

それは町としては本来サービスを与えるべきサービスということを請け負ってもらって

いる前提で育てていく必要があるなと。 

  カーチについては、これはもう完全に稼ぐということが前提だというふうに思ってお

ります。ですから、そこでは赤字をさせないという前提で経営方針を、戦略をつくって

いくということであります。 

  ＤＭＯの話もありました。確かにそうなんです。道の駅と、それからナイタイテラス

と、あるいはそこそこであればそれで済むのかという、それがＤＭＯということではな

くて、町全体の観光資源を発掘するなり、あるいはそれを商品化するなりという、そう

いうプランニングをするだとか、そういったことも地域全体の観光をつくり上げていく

というような仕事、それをするのは、いろんなところがその担い手になっていくという

ことであります。旅館のほうにプラスになっていったり、観光に関する商店や食料にプ

ラスになっていくと、地域全体の利益につながっていくというようなこともＤＭＯの仕

事として、大きな仕事としてあるということでありますから、従来の単にそこだけとい

うことではなくて、さまざまなことをやってもらうんだという意味では、ある意味では

公益性もありますけれども、その場合に道の駅、それらを運営するに当たっては、町民

に負担をかけないように収益を上げるという前提で今いろいろ動いているということで

す。 

  加えて、今、当初からあそこのカーチの中の大きな役割の一つとしては、いわゆる雇

用であります。この雇用をどう生み出すかというのは、地域経済につながっていく話だ

ということであります。この後、実際に運用していくという段階になったときに、もち

ろん個別の営業に対する評価といいますか売り上げだとか、あるいは利益がどうだった

とか、こういったことも事実でありますが、それに関連してどんなふうにして波及効果

が起きているか、これが非常に大切なことだというふうに思います。そこで収益が全て
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収奪されて町民の仕事がなくなるだとか、あるいは売り上げが落ちるということではな

くて、むしろ、そこを拠点にしながら新たに町内に収益が回っていくというようなこと

もしっかりとした調査をして、それが結果的に地域全体の経済の振興につながっていく

んだということを見える形で皆さん方に報告できればなと、そんなふうに思います。 

  事実、ナイタイの日曜日なんかについては、あそこをあふれて町なかへ動きが出てき

ていると、町なかへ来てもレストランもいっぱいになってまた違うところに動いている

だとか、こういった事例が出てきております。それはぜひこれからも、そういうことも

町民につくってやっぱりよかったなと、こんなことは具体的に見える数字で出していき

たいというふうに思います。 

  きのうも北十勝４町の町長と議長の懇談会があって、道の駅だとかそういうことの運

営なんかについて話しました。上士幌は、来年あります。そして、４年には音更が開か

れるということで、北十勝３町に新しい道の駅を目的とした道の駅ができるということ

で、これは多分３町がお互いに相手から人を奪うということではなくて、お互いに連携

をしながら、さらに入りをふやす、あるいは収益を上げる、評価していただくというよ

うなことをやっていこうというような話もきのうさせていただいたところでもございま

す。 

  それから、歴史を大切にという話でありました。全くそのとおりで、とりあえずは今、

歴史的な資料については散出しないように残しているということであります。それをど

のように展示するかというのは、いろんな展示の仕方があるだろうというふうに思いま

す。これはこれからまた具体的にどうあったらいいのか、その辺についても検討してい

ければなと思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 基本的には前向きな考え方で、まちづくりという部分につい

ては共有できる部分もあったかなと思っています。 

  最近、ちょっとふっとこの町の中に安らぎを感じることが少なくなってきているよう

な気がしています。これは賃貸住宅がどんどんできているとか、そういうばかりじゃな

くて、どこか何か違うのかなと思っています。確かに僕の住んでいるところはコンパク

トタウンの範囲外かなと思ったりしているんですけれども、うちの町内会にあった学童

がなくなっていったり、苗畑がそのまま放置と言いませんけれども、毎年町も草刈りだ

けは予算をつけながら対応していったりとか、何となくそんな気がします。 

  そしてまた、まちづくりの根幹の中でも町の業者も当然加わっていると思うんですけ

れども、大きなＪＶを組みながら業者が来たり、それからコンサルタントに結構資料を
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つくってもらったりとか、きっとそういうことも含めてふっと感といいますか安らぎ、

町にやわらかさが少し欠けてきたのかなと思っているんです。僕は簡単な表現をしてい

ますけれども、このやわらかさをどうとるかというのは、きっとこれから町民と町と、

それから議会と含めて丁寧な議論しかないなと僕は思っているんです。 

  そんな意味で、先ほど伊東議員さんからありましたように、根幹の根幹、いわゆる本

町のバイブル的な存在である地方自治、我が町の独自性を持った自治条例と言いません

けれども、まちづくり、大きな体躯を持った自治条例も検討する、まして第６期の長期

計画をもうそろそろアンケートとかとっておかないと、なかなか結論は出ないと思いま

す。 

  先般、今社会教育の計画が進んでいますけれども、アンケートの集計結果が４％とか

という非常に率の悪い中で計画づくりがされてきたような経過も僕は認識していますけ

れども、やはりまちづくりについては、いかに町民のニーズを高まりながら、その中に

未来を据えた、例えば先ほど言ったようにＩＣとかＩＴとか、それからＩＣＴとか含め

て、そんなことを含めたまちづくりを模索していかんならんと思っています。 

  そんなことで、自動運転がどうか、それは別にしましても、やはりもう一方では、こ

の町が本当にお金をかけていいのかどうかという部分も含めてきっと考える時代にもう

一歩入ってくるような予測をしますので、そんなことも含めてまた丁寧な議論と、それ

から町民との対話を含めてよろしくお願いし、答弁にかえていきたいと思います。 

  何かありましたら町長、よろしくお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 残り時間ありませんので、いいですね。 

  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） 

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

◇ 早 坂 清 光 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） 私は、町道の整備、維持管理についてということで質問させて

いただきます。 
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  本町内の道路法に基づく公道については、今年３月の町政の現況によりますと、国道

２路線、６万9,692メートル、道道は９路線、５万9,373メートル、町道は認定路線353

路線で、橋梁を含むその実延長は43万57メートルとなっております。 

  各道路の果たす役割は、その重要性などから、主要な道路は国や北海道が主管し、そ

して町は、町民生活や地域経済活動などを考慮して町道路線を認定し、その整備と維持

管理に当たってきているところです。 

  こうした中で、町道は、国や道の補助制度や過疎債などを活用しながらその整備等を

行ってきていますが、町民の皆さんには、身近な道路の整備や補修がどのような考え方、

計画で進められているのか、また、交通安全対策や除草などの環境整備がどう進められ

ているのかなど、わからない点も多々あります。このような状況を踏まえて、以下の事

項についてお伺いいたします。 

  （１）町道の新設や補修整備等について、住民や団体等から要望等をどのように把握

されているのか。 

  （２）簡易舗装道は、春先になると凍結凍上が町内各所で散見されるが、その状況を

どう把握され、どのような基準、手順で補修等を進められているか。 

  （３）町道の中には、農村部で過去の国の事業などで整備されたところもありますが、

再整備が必要になっていると思います。それらも含め、今後の町道整備の考え方、また、

年次的な整備計画等があるか伺います。 

  （４）として、地方創生の交付金等を活用し、観光施設等の整備を進めているが、住

民と来訪者の交通安全対策についてどのように認識され、どう対処されようとしている

のか。 

  （５）として、のり面、正確には路肩と申し上げたほうがいいと思いますけれども、

側溝等の除草はどのような頻度で行っているか。特に交差点等での交通安全対応が必要

と思うが、どのように対処されているか。 

  （６）冬季の除雪については、人材確保や車両維持に業者さんとともに苦慮されてい

ると思いますが、除雪のよりきめ細かな対応に向けてどのように対処していくのか、以

上伺います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 町道の整備、維持管理について、早坂議員のご質問にお答えいたします。 

  本町におきましては、現在、町道353路線、総延長430キロメートル、99橋の橋梁を維

持管理しております。その大半が、高度経済成長期以降に集中して整備され、古いもの

では40年を経過している路線もあります。経年劣化や、近年の車両の大型化などによる
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要因から、今後も老朽化が急速に進むと考えておりますが、道路は、交通、通信、医療、

地域経済活動のため、必要不可欠なインフラでありますので、適切に維持管理を行って

まいりたいと考えております。 

  １点目の町道の新設要望につきましては、町民を初めとして、関係団体や各種機会に

おいて受けております。要望を受けた際には、要望箇所の確認を行い、道路の必要性や

緊急性、事業効果や補助事業の有無等を関係課により検討し、必要と判断したものにつ

いて順次事業化をし、整備を行っております。 

  また、道路の補修整備につきましては、日常のパトロールによるもののほか、町民の

皆様からの情報提供等により把握し、現場状況の確認を行い、緊急を要するものから順

次整備・補修を行っております。 

  ２点目の簡易舗装道の凍結凍上につきましては、ご指摘のとおり、町内の、特に市街

地に散見される状況です。その主な要因は、地下埋設物設置後に生じる凍結融解による

変化や、経年劣化と考えられますが、舗装の破損は今後もふえることが予想されます。

段差の著しい箇所には、緊急措置として土のうの充塡や舗装の補修を行っております。 

  今後は、道路の構造の改善を図りながら、予防保全型の手法を取り入れるなど、将来

的に生じる補修費用の平準化を図りたいと考えております。また、再整備や新規事業箇

所につきましては、上士幌町道路の構造の技術的基準等を定める条例や、同条例施行規

則によるもののほか、国の道路構造令等により整備を進めているところであります。 

  ３点目の農村部の再整備が必要となっている道路につきましては、その大半が昭和50

年代から平成の初めまでに国などの事業で整備されたものであります。昨今の農業機械

の大型化や、ＴＭＲセンター、バイオガスプラントの稼働による大型車両の増加により、

道路に与える影響が大きくなっていると考えられます。 

  道路補修につきましては、市街地と同じく対処し、路線の再整備についても新施設と

同様、要望を受けた箇所の状況を十分把握し、優先順位により整備を行っております。 

  ４点目の観光施設等を整備するに当たっての来訪者と地域住民の交通安全対策につき

ましては、各道路管理者や公安委員会と協議しながら進めております。ナイタイテラス

へのアクセス道路については、入り口ゲート付近に設置されている農道の案内看板を認

識しやすいものへ変更していただき、町道においても支障木の処理や、区画線の補修を

行っております。また、現在整備中の道の駅周辺の道路である国道、道道の複車線化を

要望し、各道路管理者により実施していただく予定となっております。 

  今後も施設整備に当たっては、町民のみならず、上士幌町へお越しいただく方につい

ても、事故がなく、快適に過ごしていただけるよう万全を期すとともに、注意喚起に努
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めてまいりたいと考えております。 

  ５点目の町道の除草につきましては、市街地の通学路の歩道と車道の境目部分の清掃

を兼ねた除草を年２回、農村部については、路肩部分の除草を年１回を基本として行っ

ております。ご指摘のありました交差点部分につきましては、現場状況を確認し、安全

確認に支障が出るような箇所については、適切に対応したいと考えております。 

  ６点目の冬期間の除雪につきましては、毎年町内７事業者による除雪共同企業体と契

約をしておりますが、オペレーターの高齢化や、若年者のなり手不足などにより、その

確保には苦慮しております。確保に向けて昨年は、町内の企業に協力をお願いし、新た

にオペレーターを確保することができました。今後も引き続き協力を要請し、きめ細か

な除雪対応とともに、人材不足を補うような先進的な技術を活用した除雪システム等の

導入を検討するなど、従事者の環境改善についても取り組んでいきたいと考えておりま

す。 

  また、企業体に対し、除雪作業に必要な大型特殊免許や、車両建設機械運転技能講習

の取得経費に対する助成を行っております。昨年の対象者は１名でしたが、今後除雪オ

ペレーターとして活躍いただけるものと期待しております。 

  構成企業が所有する除雪車両の老朽化も進んでおり、除雪作業の一層の効率化を図る

ため、今年度、除雪専用車を購入いたしました。今後におきましても、計画的に除雪機

械の更新を進めたいと考えております。 

  除雪対策は、交通、通信、医療や地域経済のため重要だと考えております。しかしな

がら、さきに述べたとおり、オペレーターの高齢化や、若年層の人手不足が進む一方で、

現場状況を的確に把握し、効率的な除雪を行うことが課題となっておりますが、オペレ

ーターの確保や、機械の増強、大型機械で対応し切れない箇所の除雪など、きめ細かい

対応ができるよう努めてまいりたいと考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） 再質問ということでさせていただきます。 

  町長は、朝夕市街地のさまざまなところで見かけることがございますので、町道につ

いては十分つぶさに把握されているんだというふうに思います。 

  住民の生活、あるいは地域の経済活動で、身近な町道というのは非常に重要な役割を

果たしていると思います。 

  そうした中で、特に簡易舗装道等の凍結等で、町民の皆さんからいろんなご意見なり

どうなんだというようなことをお聞きすることがありますし、また、郊外の交差点等で、

雑草や雑木で非常に左右の確認がしづらいというようなところもあります。そんなこと
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を含めて今回質問をさせていただきました。 

  １点目です。町道の新設はというようなことで質問しておりますけれども、そんなに

ケースとしてはないんだというふうに思います。補修整備ということではたくさんある

んだろうというふうに思っております。答弁いただきました中で、必要性や緊急性など

の検討を行い、順次整備・補修を行っているということで、補修等の分についてはそう

いうような答弁をいただきました。 

  そういう中で、逆に要望があって検討してすぐやれる、やれないというようなことが

あるんだと思いますけれども、その結果というか、町の考え方なりそういうことを住民

の皆さんにどう、その後少し待ってほしいだとか、こういうことでこうだということを、

どのような場面でどのように説明して理解をいただいているのかというようなことにつ

いて、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 道路は、１人だけで両立するという、そういう性格のものではありませ

ん。したがって、多くの要望は、地域挙げて要望として出されてくるということであり

ます。そういった意味では、その要望に対してどう対応するかというのが一定のルール

に基づいて、例えば民家がどのくらい町道のところにあるのかだとか、いろんなその条

件に合わせて優先順位というのはある程度決めておかないと、そのときそのときの担当

者の思いの中でやったのでは、これは平等、公平な行政ができないということでありま

すので、そういった一定の内部規定といいますか、そんなようなものを設けながらやっ

ております。その上で、要望している、あるいは陳情していただいたところには、その

理由についてはしっかり回答をさせていただいているという状況でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） 町民説明ということでは、いろんなことで今の一般質問等でも

ほかの議員さんからもご意見出ているところですので、しっかりやってお願いしたいと

いうふうに思います。 

  それで、答弁の中にもありましたけれども、上士幌町の道路の構造の技術的基準等を

定める条例という中で、交通量だとかいろんなことを配慮して、道路の基準だとかいろ

んなことを話して決められているということで、私も大枠しかわかりませんけれども、

そんなことで対応されているんだと思うんです。 

  それで、市街地の中には、町の補助制度もありますので、賃貸住宅があちこちに建設

をされています。現在もそうした工事中の現場を目にするわけですけれども、これまで

空き地だったところに次々と住宅が整備をされているという状況があって、以前見たそ
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この地域の町並みといいますか、そういう景観と一変したなというふうに感じるような

ところもあります。その中で、例えば７区から16区方面というようなことで申し上げま

すと、簡易舗装道というようなことのままになっているようなところがあります。そう

いうことで、先ほどの条例の話もありましたけれども、交通量もその基準に該当するだ

けあるかないかはちょっとあるかもしれませんけれども、そういう中で、子供たちも学

校に通学するという場面も出てきているんだろうというふうに思います。 

  そういうことで、簡易舗装道になっているんだけれども、こういう住宅が密集してく

るような状況にあってきているところについては、簡易舗装道ではなくて正規の舗装道

にする、または片側だけでも歩道を設けるというようなことの対応も必要ではないのか

なというふうに思っています。町道の道路の幅がどれだけあるのかというようなことも

また関係するんだろうというふうに思いますけれども、その辺についての対応、あるい

は再整備ということについての考え方をお伺いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 新興住宅地、７区、16区、もともと旧住民のたくさんいるところではあ

りますけれども、今加えて新しく賃貸住宅がたくさん建っているというところだと思い

ます。 

  確かにあそこはおっしゃるとおり簡易舗装で、つい数年前にも直したんですけれども、

やっぱり砂利圧だとか基準が簡易ということで、傷みが早く来るということであります。

そういった意味では砂利圧の抜本的な対策なんかも必要になってくるんだろうと思いま

すけれども、相当多額の予算が、ある意味ではしっかりやり直しするということであり

ますから、多額の予算が伴ってくるということでありますので、勢い一気にそこを整備

するというのもなかなか難しい。あそこは特に側溝なんかも非常に薄いといいますか、

見えづらいところがあって、雨なんかのときにも心配されるようなところであります。 

  町内の旧住宅街等々も似たようなところがありますけれども、そこもやっぱりこの道

路は消耗品的な要素がありますので、順次、あるいは逐一点検をしながら当面整備、補

修をしていくということと同時に、さて、ある程度永久的といいますか、長期的な視点

では、そこの道路の砂利圧を含めて抜本的な対策はどうなったらいいのかというのは、

これからまたそれは絵を描いていったり、全体的な道路の補修だとか、そんなこととあ

わせながら一定の予算は確保していきたいというふうに思いますので、そういった中で

対応を図っていきたいというふうに思います。 

  歩道については、それが今の道路の幅の中でどんなふうにとれるのか、路肩の白線を

もって安全管理といいますか、そのようなことで対処していくというようなこと等々も
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考えながら行かざるを得ないというところがあるのではないだろうかなと、そう思って

おります。安全対策という意味では、それ以外に標識の問題だとか、そういったことで

ドライバーに注意喚起するような、そのようなことも一方ではしていく必要があるのか

なと、そう思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） ２点目の簡易舗装道路の関係で質問をいたします。 

  答弁いただきましたけれども、簡易舗装道については、毎年春先になると同じような

状況が繰り返されて、役場に言っているんだけれども、さっぱり直してくれないという

話があったり、直しても同じような形で、直してもなかなか抜本的な対応になっていな

いということで、また同じような状況になるというようなケースもあります。そういう

ことで、もう少し抜本的な対策、対応をしてほしいというふうに思うわけですけれども、

答弁では、予防保全型の手法を取り入れるなど云々というようなことで答弁いただいて

おりますけれども、期日的なことも含めてもう一回答弁いただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 道路の維持補修、毎年経常的に予算かかりますけれども、その辺のとこ

ろに少しでも投入できるように、財政的な裏づけ等についてもさせていただいていると

いうことであります。 

  そういったことで、抜本的というのも、これもまた、もしそれが必要だとすれば、そ

ういったところをなぜかというその辺の基準、優先順位等も、どうしてもその辺も考え

ながら住民のほうにも理解を求めていかざるを得ないなと、そう思っております。 

  いずれにしても、毎日の生活道であったり、それから産業道であったりするわけであ

りますので、今特に厳しいところについては、順次といいますか、そうせざるを得ない

なと、特に砂利圧の見直しをするとなると、相当の費用がかかるということであります。

一定の基準でいうと、国道であると平米当たり70万円かかるというのが言われているん

です。一般の町道なんかでも大体30万円か40万円ぐらいかかるということでありますか

ら、そういったことを考えますと、やりたくてもやっぱり一定の協議だとか、あるいは

補修等の中で理解してもらわなきゃならんということも出てくるということであります

ので、その辺についてはご理解いただくように丁寧に要望のお話をしてご理解をいただ

くということだろうというふうに思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） ３点目に質問した事項に移らせていただきます。 

  農村部の道路は、質問しましたとおり過去の国の補助事業を使って整備をされて、現
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行はまた何らかの補助制度等を探して再整備ということでやっています。その道路の幅

員というか、車道の幅のままで補修ということになっているんだというふうに思います。 

  そういう中で、非常に作業機械なり重量の重い作業機械というか車両というか、そう

いうものが幅も広くてということも作業機械が道路を通行するという状況になっている、

そういう部分では、農村部の道路、号線等で主要なところはもう少し車道幅を広げると

いうことをしなきゃならないなということのケースを考えられることはないのかどうな

のか、ちょっと私も十分に見ているわけではないんですけれども、そんなふうにも感じ

たりするんですけれども、その辺についてはどうでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 農村地域の道路についても、車両そのものが今と規格が大分違って、幅

もそう広くないということであります。最近であれば、例えば取りつけ道路の橋のとこ

ろ、もう最近の大型車両だと、欄干の上を走らなきゃならんくらいの、そういう規格が

そもそも今ずれてきているというような状況であります。それは農道についても同じこ

とが言えて、路肩のほうは特に基盤が弱くて、傷みが激しい。しかもありますように、

バイオガスプラントのいろんなかなり重たいふん尿の処理だとか、それから牛乳のロー

リーにしても相当の重みでありますから、傷みが相当激しいということであります。こ

れは上士幌町だけでなくて、この十勝管内全体的な課題として、そういった再整備につ

いての補助制度、そういったことの充実度については、国・道のほうに要望をさせてい

ただいているということであります。 

  ですから、抜本的に幅員そのものが農道について狭いという状況ということでありま

す。これは町単独ではなかなか難しいところでありますから、国や道のほうに予算の確

保について要望していくということであります。十勝全体としてもそういった課題を抱

えておりますから、一緒になって整備についても予算の拡充について要望していきたい

というふうに思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） 町のさまざまな事業分野では、３カ年の何々計画とか、５カ年

の何々計画というようなことで、町民の皆さんにそういう計画を示すということがあり

ますけれども、町道についてもそういう整備計画というようなこと、総合計画の予算の

裏づけということで、財政計画ということで年次的にいつからいつまで何々道の整備の

予定というようなことで記載がされていますけれども、町民の皆さんに対してそういう

整備計画ということを年次的な計画ということをお示しするようなことというのはでき

ないんでしょうか。 
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○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今、国による防災に強い国づくりということで、長寿命化の対策が必要

だということで、そういった長寿命化に向けた計画を各自治体でつくってほしいと、そ

ういう話が出てきております。 

  したがって、橋梁だとか道路等も含めてプランニングを立て、そのことが国の事業に

乗っかっていくという前提もございますので、そういった計画をこれからつくるとすれ

ば、その後、具体的にどんな形になるかわかりませんけれども、一定のお知らせをする

ことができるんじゃないかなと、そう思います。 

  ただ、町道の細かいところまでどうするかというところをどこまで詰め切れるかとい

うのはなかなか難しいところがあるかなと、そんなふうに思いますが、道路は全部続い

ておりますから、町道、道道、国道と続いておりますので、その辺がちゃんと体系的に

整備できるような、問題ないような、そういった課題を抽出をしてプランニングに上げ

ていくという形になろうかと思いますが、その後町民にお示しできるものであれば提起

をして、この後の中長期の計画なんかにもご理解いただければと、そう思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） ４点目に質問しました交通安全対策の関係でお聞きをしたいと

思います。 

  答弁、ナイタイテラスということで案内看板を設置しているということなり、道の駅

の整備に向けては、国道や道道の複線化ということでの答弁をいただきました。 

  午前中の一般質問のやりとりの中でもありましたけれども、ことしナイタイテラスが

オープンをして、この夏の週末等になると非常にお客さんがたくさんナイタイのほうに

行かれて、食事しようと思ったけれどもできないからまた別のところで食事していこう

ということで町なかに来られるということで、非常にそういう部分で相乗効果が生まれ

ていていいことだというふうに思うんですけれども、また、今整備している道の駅とい

うのは、町なかにお客さんを誘導するための施設になるということも、この間のいろん

な議論の中で説明がされていることです。 

  そういう中で、市街地の道路については、東西南北きちっと直線になって、直角で交

差点というところもありますけれども、過去のいろんないきさつといいますか、斜めな

道路も交差しているということで、非常に危険というか、交通安全上注意しなきゃいけ

ないなというようなところが多々あろうかというふうに思います。 

  そういう部分で、町道だけに限定して言えることではないかもしれませんけれども、

私の知る範囲では、電源開発さんのところの一灯式の信号のところで、ことしになって
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から何回か交通事故が車同士等で起きているということなり、二瓶石材さんの北側のと

まれ、とまれが２カ所斜めになっているんです。あそこでとまらないで事故になったと

いうようなケースがあるということもちょっと聞いたりしております。 

  そんなことで、そういう意味の信号の設置だとか、とまれの標識も、その交差点のと

ころにとまれという標識があるだけじゃなくて、もう少しそれを事前にわかるように、

早い段階からとまれが先にあるんだということの標示だとか、そういう部分での交通安

全対策ということでの対応をどのように考えられているかということをお聞きしたいと

思いますし、それからまた、現実にどんなところで交通事故が多く発生しているかとい

うことで把握され、なおかつその対応をどうされているかということも含めて答弁お願

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 ことしナイタイテラスがオープンして、車の流れが大幅にふえておりま

す。初めてナイタイに行く人、それから過去に経験ある人、それぞれでありますけれど

も、そこに安全に誘導できるような一つに標識がしっかりなされているかどうかという

ところです。 

  ずっと私も車なりやっていって、いろいろちょっとふぐあいがあるなというようなと

ころもあります。例えば、距離の告示だとか、事務所に対しての距離なのか、大体の上

に対しての距離なのか、ときどき混乱しているようなところもあったり、それから今言

ったように二瓶石材のところの一時停止が、確かに見えづらいというところがあって、

ときどきお巡りさんがあそこでチェックなり、あるいは安全の対策として行ったりなん

かしております。おっしゃるとおりだというふうに思います。 

  その辺の安全や、あるいは目的地まで行くための道路、ナビがありますから、相当精

度の高いナビで大体は行けますけれども、一方はやっぱり標識を見ながらというのもあ

りますので、その辺は、道道は道のほうにもお願いしなきゃならなかったりすることは

ありますけれども、初心者の視点で不便がないのかどうか、こんなことをやっぱり情報

をもらいながら、その辺の精度の高いものにしていく必要があるだろうと、そんなふう

に思っています。僕らはいつもなれているから当たり前に行ってしまいますけれども、

そうでない人に対して親切な対応も必要になってくるだろうというふうに思います。 

  それから、今の確かに電発のところもそうでありますが、これも要望はしているので

ありますけれども、なかなか信号の設置だとか、新たな対策について後手後手に回って

いるという状況でございます。それぞれの公安委員会だとか、そういう役割の中でやっ

ているところもありますので、それ以外で町としてやれることがあるとすれば、それな
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りの注意喚起するということも、それは必要なのかな。特に事故が心配されるようなと

ころについては、独自にということも考える必要があるかと、そんなふうに思います。 

  あとは、町なかに人がこれからまた誘導するといいますか、道の駅をきっかけにして

町なかに入ってくる、ナイタイからもそうでありますが、そういったことになってくる

といったときに、インフォメーション、案内板、案内のことも、これもまたやっぱり来

訪者にとって優しい、そういった標識、きめ細かい標識が必要になってくるのかなと、

これらも念頭に入れながら道の駅後の人の流れ、そしてまた安全で快適な町内での過ご

し方をしてもらうような、そういう手だては考えていく必要があるなと、そう思ってお

ります。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） ちょっと別なこともお話ししますけれども、団地内道路という

ことについては、例えば３区の２だとか、７区から16区にかけてというようなところで

は、交差点の交わるところの道路の一方側に車道に白いラインを引いて、こちらはあれ

だよというようなことで、そういうことでいずれかがとまらなきゃならないんだなとい

うようなことを意味するような表示もしています。最近そういうのを見かけたりします。

そういう部分で今質問したことで答弁いただきましたけれども、そんなことで交通安全

対策ということでよろしくお願いしたいことと、この関係でもう一点伺いますけれども、

区画線の表示についてです。 

  区画線の表示の決算を見ますと、平成29年度の決算額で中央線、その他の表示で決算

額104万8,000円です。ことしのこれから決算認定に係る決算の報告書を見ますと、平成

30年度は283万円ということで、29年度から見たらかなり上がったように見えます。で

すけれども、町内の各道路を走っていると、区画線がもうそろそろ新しく整備してくれ

たらいいのになと思うところがかなりたくさん見受けます。そしてまた、夜だとか雨の

日だとか走るということになりますと、センターラインがきちっとわかる、あるいは端

のラインが線を引いているところが薄くなくなって、きちっとあればよりわかりやすい

というようなところで、高齢者の運転に係る事故というのも非常に全国的に多くなって、

マスコミで報道するから多くなっているように感じるのかもしれませんけれども、そう

いう部分の対策等も含めて、区画線をもう少し整備することを加速していただきたいと

思うんですが、その辺はどういう認識でしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 交通安全上、その必要を認識した上で、担当を現場のほうからの要望と

いいますか、意見を聞いた上で予算を増額をしているということであります。それがど
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のくらいに延長になったり、整備できるかというのは、ちょっと今私としては把握でき

てはおりませんけれども、いずれにしても、交通安全上の危険度の高いところ、特に子

供たちが通学する、そういったところだとか、交差点のところだとか、こういったとこ

ろを優先的にやっているはずだというふうに思っております。 

  その上で、いわゆるすり減って白線が消えているだとか、薄くなってどうにもならな

いというのがどれくらいあるのかだとか、多分現場のほうをいつも走っているとすれば、

おおよそイメージされているというふうに思いますから、そういったところの現場のほ

うの意見を聞きながら対応していきたいというふうに思っています。 

  今までのところは、従来に増して予算規模をふやして、その辺の安全管理に努めると

いう前提でここ一、二年、予算と実行に移させていただているということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） よろしくお願いしたいと思います。 

  ５点目に質問をしましたのり面と書きましたけれども、路肩だとか側溝等の除草とい

うようなことで、これも交通安全という部分の視点から質問をさせていただいておりま

す。 

  それで、郊外農村部の道路の交差点等に差しかかりますと、路肩１メートルぐらいは

機械で年１回刈っているという、これは機械がやっていると思うんですけれども、その

刈っている路肩から、側溝といいますか、その下にかけての側溝にかけてのところに大

きな、何ていう種類の植物かというのはわかっていないんですけれども、大きくなる草

が生えていて、あるいは雑木が小さかったやつが大きくなってということで生えて、交

差点で一時停止して左右確認しようとしても、それをちょっとのけぞって見なければ、

なかなか確認できないというところがあります。町道の交差点の郊外のそういう農村部

の全てが起こる、どこという意味ではなくて、やっぱり舗装道路と舗装道路が交わって

いるようなところぐらいは、やっぱりきちっと路肩とか下のところに雑木だとか雑草と

いうようなことの、特に大きくなって交通に障害があるようなものは処理していただい

たほうが、交通安全上いいんじゃないかというふうに私は思うんですけれども、その辺

についての考え方はどうでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 建設課のほうとしても、道路の安全パトロールを常に行っておりますか

ら、そういった中で危険の予測されるようなところについては対応していくということ

だろうというふうに思います。今お話あったということでありますから、それはまた現

場のほうにしっかり伝えて、今以上に注意をしながら安全対策を講じてもらうように指
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示をしていきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、６点目の除雪の関係について質問させていただきまして、答弁いただきました。 

  この間のさまざまな議会での審議について、除雪の話題についてはいろいろ議論がさ

れてきている経過があります中で、今回質問させていただいて答弁いただいています。 

  そんなことで、より丁寧親切な除雪ということで対応をお願いしたいというふうに思

いますが、この部分で１点だけお伺いしたいことは、答弁書の中で人材不足を補うよう

な先進的な技術を活用した除雪システム等の導入の検討というのがございますが、ちょ

っと私、そういう部分についてよくわからないものですから、そういう先進的な技術を

活用した除雪システムというのはどんなことが今技術的に始まっているのかというよう

なことをちょっと教えていただきたい。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今、ＧＰＳで自分の位置だとかわかるように、かなり情報通信技術の関

係で自分の位置だとか、除雪するにしても、そういった最新の情報インフラをベースに

して、人手が今まで２人いたところを１人でも済むような、そういった車両とシステム

ができつつあるということですから、そういった機械が車両を入れることによって省力

化を図ったり、また、安全を損なうことなくやっていけるという。今までは必ず後ろに

誰かがついていなきゃだめだとか、こんなことで除雪しているときには２人以上が大体

いるんじゃないかと思いますけれども、その辺のことができるような車両の購入だとか、

そういったことになっていくだろうと思います。 

  その辺での車両の更新については、これから多分最新の先端の技術を搭載した車両等

を、費用はどのくらいかかるかわかりませんけれども、そうしていかないと、今の人材

不足の対応も難しくなってくるという意味での先進的な技術ということであります。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） わかりました。 

  次に、町道等の維持管理ということと、道の駅の整備ということで関連して質問させ

ていただきたいんですけれども、道の駅が整備中ですけれども、道の駅ができると、道

の駅のエリア内の駐車場等を含めて緑地帯といいますか、そういうところの環境整備と

いうことは、指定管理先がどこかにまた委託するのかもしれませんけれども、そういう

ふうに環境整備をされると思うんです。それで、私が言いたいことは、あそこは国道が

あって道道があって町道もあって、そういう３つの管理者が違う道路があるんですけれ
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ども、今の現状を見ていてもそうなんですけれども、道の駅のエリアに隣接する町道だ

とか道道とか、あそこら辺も草が生い茂っているような状況になっているんです。年に

１回だとか２回とか刈ることになっているのかもしれませんけれども、道の駅ができる

ということでは、やっぱり道の駅のエリアだけじゃなくて、周辺の環境整備も一緒に、

同じ時期に同じように対応して、やっぱり道の駅のほうを見たらきれいだねというよう

な感じの環境整備になっていなきゃだめだというふうに思うんです。そういうことで、

いろんな道路の取りつけ等の関係では、国や道とお話をしているということなんですけ

れども、その後の来年度からオープンしてからの、その辺の国道の側面の草刈りだとか、

そういうこと等についても頻度を上げていただいて、周辺環境もよくしていくというよ

うなことをしていただくように、町は町で自分の道は町でやらなきゃいけないことです

けれども、国・道にもそういうふうに要請をしていただきたいと思うんですが、その辺

はどうでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今の道の駅の設置場所についても、町なかへの玄関口ということになり

ますから、そこを来訪者にきれいな環境で迎えるというのは、これは私どもとして大事

なことだというふうに思います。 

  やっぱり国道・道道の除草、草刈り、１回だとか大体そういうふうに決まっているん

です。予算の関係上。従来から見れば大分予算が削減されてきたという事実があるんで

す。ですから、国道を走っていても結構伸びるまで草刈りをしていないということがあ

ったりなんかして、観光立国としてはいかがなもんかな、そういう話を国や道のほうに

も要望はさせていただいております。でも、うちだけこの国道の241だとか243だけやる

と、そういう簡単な話ではありません。しかし、あの道の駅の周辺については、そうい

った意味では町としても要望はさせていただきます。道や国のほうにも要望はしますけ

れども、そこだけで多分道や国が来て草刈りをすると、これは余り現実的な話じゃない

なと思いますが、ただ、じゃあ協議の上で、場合によっては町がその部分を受託してや

るだとか、そんなことができないかだとかという要望と、それから、最終的には、道道

であってもその周辺だけは町としてしっかり管理をすると、これはお客さんを迎え入れ

るという意味合いで、草ボーボーにしておくわけにいかないということもありますから、

そのことも場合によっては考えなきゃならんのかなと思いますが、いずれにしても、

国・道のほうには要望していきたいというふうに思います。多分これは、士幌も同じよ

うな環境にありますから、向こうは向こうのほうで国とどういうふうにやりとりしてい

るのか、自分たちでどう整備しているのか、道の駅は国のほうの支援も得ながらやって
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いることでもありますので、その辺については十分相談させていただきたいなというこ

とと同時に、いずれにしてもきれいな環境でお客さんを迎え入れたいという思いを持っ

て対応していきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） 今、道の駅の周辺環境の整備というようなことで、国・道でそ

ういう働きかけの要望をお願いしますということを申し上げて、そういうことで協議し、

働きかけて対応をお願いしたいと思います。 

  ここの部分だけでなくて、今回私は町道の関係という、当然町の道ということで町道

の関係について質問させていただきましたけれども、同じようなことが、全体的な質問

しました事項で、国道や道道についても言えることだと思います。そんなことで、道や

国に対しても今町道関係でいろいろ質問させていただいたような事項について、働きか

け、要請を、この地区にしていた要望ということにさせていただいて、お願いをして、

私の質問を終わりたいと思います。 

  ありがとうございました。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、５番、早坂清光議員の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午後 １時５０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５１分） 

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

◇ 馬 場 敏 美 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、10番、馬場敏美議員。 

○１０番（馬場敏美議員） 上士幌町の高齢者福祉に見る地域包括ケアシステムの現況と

まちづくりについて質問いたします。 

  地域包括システムという用語は、2003年に高齢者介護研究会の「2015年の高齢者介護

～高齢者の尊厳を支えるケアの確立に向けて～」で初めて使用されました。この用語が

法的に定義されたのは、10年後の2013年12月に成立した社会保障改革プログラム法によ

ってであります。この間、地域包括ケアシステムの概念は、大きく変化しながら確立し

てきました。当初の介護サービスを中核としていたのとは異なり、ニーズに応じた住宅

の提供や、医療や介護等サービスの同格位置づけ、在宅のみとりだけではなく、医療機

関と入所施設でのみとりなどの施策が実施されるようになりました。 
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  しかし、このさまざまな考え方の変化は、地域包括ケアシステムの構築に向けた取り

組みをより難しいものにしてきました。特に、医療・介護連携は、一部の地域を除き、

両者の交流がほとんどなかったこと、さらには地域包括ケアシステムの実態は、ネット

ワークであるにもかかわらず、システムとしたことであります。地域包括ケアシステム

は、全国一律にこうすればよいというものではなく、地域の自主性や主体性、特性に基

づきつくり上げていくことが必要であります。恐らく、医療、介護、生活支援といった

それぞれの要素が必要なことは、どの地域でも余り変わらないことだと思いますが、誰

が旗を振り、連携を図るのかは、まさに地域の特性によるところであります。 

  2015年から厚生労働省は、高齢者に対象を限定した地域包括ケアシステムを、全世

代・全対象型地域包括支援に拡大することを提起しました。地域包括ケア構築による地

域共生社会の実現という理念には合理性があるものの、実際に自分の住むまちがそこに

向かって具体的に何をしていくのかという地域に見える青写真を描くことができなけれ

ば、地域包括ケアの構築推進も言葉だけで終わってしまいます。 

  そこで、上士幌町における高齢者を中心とした地域包括ケアシステムの構築推進を通

して現状の課題を整理しながら地域包括ケアと地域共生社会の実現に向けた具体的な取

り組みを提起する中で議論を深めていきたいと思います。 

  本町の高齢者の現況は、2018年10月１日現在、65歳以上の高齢者人口は1,724人、高

齢化率35.05％、うち65歳から74歳は711人、75歳以上は1,013人となっています。この構

成は、団塊世代が75歳以上になる2025年に65歳以上の高齢者人口は1,775人、高齢化率

38.23％、うち65歳から74歳は696人、75歳以上は1,079人と推計されており、65歳以上の

人口は緩やかに減少傾向に入っていきますが、後期高齢者比率は増加していきます。 

  次に、要介護認定者数ですけれども、2018年12月現在、被保険者数1,744人のうち、

328人、2025年の推計では、被保険者数1,775人のうち、406人としており、これも増加傾

向にあります。 

  ひとり暮らしの高齢者世帯数は、2018年10月１日現在、482世帯で、前年度474世帯と

比較しても、これも増加傾向にあります。また、認知症高齢者数の増加も見込まれるこ

とから、今後も高齢者が住みなれた地域で安心して暮らせる地域包括ケアの推進と、地

域共生社会の構築は、重要な政策課題と思いますので、以下について質問いたします。 

  １つ目です。現場レベルの双方向の情報共用ソフトの整備についてであります。 

  ソフト整備は、それぞれの機関が役割の分担を明らかにし、１人の利用者を地域全体

で支える地域完結型・ネットワーク型、上士幌町でいえばコンパクトシティ型地域包括

ケア提供体制を確立する上で欠かすことのできない必要な整備であると考えます。 
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  ２つ目に、第３の住まいの必要性についてであります。 

  第３の住まいですが、上士幌町の介護サービス量は、ほぼ必要量に達してきており、

待機に必要以上の時間を要することは解消されてきています。この第３の住まい、高齢

者専用住宅等は、少子高齢化社会の中で独居高齢世帯、高齢夫婦世帯の増加、医療、介

護、生活支援等を受けながら地域で生活する人に対応するべく、住宅サービスとしての

住まいの整備であり、在宅と施設をつなぐ住宅として、高齢期の住まいの選択がふえる

ことで、地域の大きな安心材料になると考えます。 

  次、地域ケア会議と住民参加についてであります。 

  地域ケア会議の設置主体は、地域包括支援センター、または市町村としています。地

域ケア会議は、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムを支える中核拠点として、そ

の機能を持ち、他職種協働による地域包括支援ネットワークの構築が求められています。

この会議の重要性から、地域住民の地域ケア会議の参加は、今後地域共生社会へ向け、

互助をどう育み、根差していくかという点においても協働していかなければならないと

考えます。 

  次に、地域の拠点づくりについてであります。 

  現状、地域サロン、小地域ネットワーク、認知症カフェ、各種ボランティア活動、子

育て支援活動、障害者支援活動、健康づくり活動、介護予防活動と、多くの活動に地域

住民が参加、協力しています。これらの活動・協力関係を日常的に縛られることなく継

続し、また、参加以外の時間帯や、活動に参加していない住民も、それぞれ目的は違っ

ていても、自分の意思で自由に利用できる場としての地域の拠点が必要と思います。そ

こには支える側、支えられる側というどちらか一方の関係性ではない関係が生まれ、こ

のつながりは、互助を育む重要な拠点にもなっていくと考えます。 

  最後に、互助の組織化についてであります。 

  地域の情報は、地域包括支援センターを中心に民生・児童委員、行政区長、各事業者

などの連携の中で行われてきました。従来から行われてきたこの情報の収集を、地域住

民も含めたネットワークに位置づけ、組織として情報の流れを明らかにし、さらにはフ

ォロー体制も整備し、継続できる体制整備が必要であると思います。具体的には、民

生・児童委員の担当地区を１つの担当地区とし、民生・児童委員を中心に行政区長、複

数の福祉協力員の参加を前提に組織化を図り、互助の広がりを目指します。その広がり

の場、住民が集う場が、地域の拠点整備でもあります。これにより組織化されたメンバ

ーは、必要時、地域ケア会議への出席が可能になります。また、地域住民組織であるこ

とから、常にフォロー体制を整え、活動に対する安心感が必須であり、その活動をバッ
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クアップする組織の整備も必要であると考えます。本来であれば、住民同士の継続的な

関係による自発的協力が相互扶助を可能にしていくものであると思いますが、ここでは

互助の組織化というある意味強制的な手法で取り組み、互助を育み、地域共生社会の構

築へ向かおうとするものであります。 

  ただいま申し上げた内容の実現、実施に向けて、町長の考えをお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお集まりください。 

（午後 ２時００分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時１２分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 上士幌町の高齢者福祉に見る地域包括ケアシステムの現状とまちづくり

について、馬場議員のご質問にお答えいたします。 

  議員ご指摘のとおり、平成30年度には、本町の高齢化率の増加がとまりました。これ

で重度認定者が少なく、元気な高齢者が多い特性でありましたが、高齢者層の平均年齢

の高齢化が進んだことなどから、特に介護度が重度の方の比率が大きくなっている状況

にあります。 

  地域包括ケアシステムの構築の目的は、住みなれた地域で自分らしい暮らしを人生の

最後まで続けることとされております。総合計画基本目標である健康で安心して暮らせ

るまちにも通じるものとなっております。それには、住民が参画し、他職種が連携して

支えることが重要であります。そのためには、住民みずから取り組む健康維持や介護予

防などの自助を初め、住民主体の交流の場や、支え合いの活動となる互助、介護が必要

となった方については、介護保険サービスの利用による共助、そして社会福祉制度によ

る公助に至るまでの機能で、偏りや切れ目なく支え合える地域を目指す必要があります。 

  地域包括ケアシステムとは、何か１つ特化した事業の充実ではなく、生活支援体制整

備に関する事業を初め、認知症総合支援事業や、医療・介護連携推進事業、介護予防事

業などの各種事業を通じた他職種の連携と協力関係なしには実現できないものと考えて

おり、関係者間における日常的なネットワークのもとに各関係機関が役割を持って取り

組んでいるところであります。 
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  １点目の現場レベルの双方向の情報共有ソフトにつきましては、在宅医療、介護連携

や介護施設におけるＩＣＴツールは開発されてきており、対象者の情報を共有化するこ

とで、迅速で間違いの少ない対応や、介護施設職員の労働環境の改善に効果があるなど

とされています。これらについては、本町における現状の情報連携の仕方や、介護現場

の環境、関係者間での協議など十分に検証した上で整備するべきであり、今後の課題で

あると認識しております。 

  ご質問の１人の利用者を地域全体で支えるための情報共有ソフトにつきましては、個

人情報の取り扱いとして、行政以外の社会福祉協議会、介護施設、民間委員等の機関間

の情報伝達についての本人同意や、個人情報の保守管理方法、システム間の情報伝達方

法、情報機器の利用方法などを整理していく必要があります。 

  本町におきましては、要援護者登録機能を有する地域福祉支援システムと、相談記録

や介護予防計画策定機能を有する地域包括支援センターシステムが連動しているシステ

ムを福祉担当、介護支援担当、介護保険担当、防災担当、消防で共有できるように、平

成30年度に導入し、その運用により情報の共有化を始めたところであります。登録時に

役場外部への情報提供の同意をいただいた場合は、町内会や社会福祉協議会等への提供

に結びつくものであります。今後も情報共有化に向けた研究を進めてまいります。 

  ２点目の第３の住まいの必要性につきましては、高齢者専用住宅等について、公的な

賃貸住宅の提供といたしましては、公営住宅や老人アパートでの対応となっており、老

人アパートにつきましては、北団地の建てかえ時に公営住宅団地に包含する位置づけで

検討しているところであります。建てかえにおきましては、シルバーハウジング事業等

での高齢者の生活サポートの提供も検討していく必要があると認識しているところであ

ります。西団地の町なか住宅移転におきましては、移転対象者となる入居者の特性につ

いて、高齢単身や、高齢夫婦世帯が多い実態から、移転後の家賃の上昇を抑えることや、

周辺施設への外出機会拡大も含め、コンパクトで住みやすい高齢世帯向けの供給を検討

しているところであります。 

  ３点目の地域ケア会議につきましては、介護保険制度が開始された平成12年度より実

施されており、医療・介護・福祉等の関係者により会議を開催してきました。国が示す

平成27年度からの第６期介護保険計画時より、地域ケア会議には、個別課題解決機能、

ネットワーク構築機能、地域課題発見機能、地域づくり資源開発機能、政策形成機能の

５つの機能を地域包括ケアセンターが実施する各種会議や協議体等に位置づけ、運営し

ております。特に、個別課題解決やネットワーク構築に係る会議につきましては、町内

医療機関の医師にも参加いただいており、医療と介護の連携を深めているところであり、
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地域で支える困難事例等につきましては、定例の地域ケア会議とは別に会議を設定し、

民生委員等の地域関係者にも参加いただき、情報と課題解決への共有を図った経過もあ

ります。 

  本町の住民参加の取り組みといたしましては、町内会を中心とした地域の実態調査に

おける取り組みを進めており、また、今年度からは、地域力を高め、互助による地域支

援を形づくるために、町民参加による「あすわがミーティング」を開催しております。

地域での互助が根づく仕組みを皆様で考えていけるよう進めているところであります。 

  昨年には、地域課題を掘り起こすために、地域ケア会議に参加する介護関係者を中心

として、医療介護関係者や、一般町民からの意見聴取を目的に地域包括ケアセミナーを

実施し、社会福祉連携会議での課題解決へとつなぐよう試みたところであります。明確

な課題の掘り起こしには至らなかった反省はありますが、多くの町民に地域包括ケアの

周知がされました。また、町内の施設で働く介護・医療職員同士が交流することで、仕

事に対するモチベーションの維持にもつながったことも成果であります。 

  ４点目の地域の拠点づくりにつきましては、町民が自由に集まることができる公共施

設の空間としては、わっか、ふれあいプラザ、こども園交流スペース、交通ターミナル、

ぬかびら文化ホールなどのほかに、地域管理の市街地各地区集会所や、農村部コミュニ

ティーセンターがありますが、どのように使われるかが重要であります。福寿協会の地

域交流スペースでは、多くの町民が交流されている実態があります。気楽に集まれる空

間の確保とあわせて、主導的に住民活動を担っている方や、参加される方の意向を十分

酌み取り、支援をしていくことが継続的な取り組みには重要であると考えております。 

  ５点目の互助の組織化については、自発的意向を損なうことがないような支援が必要

であると感じているところであります。町内会におきましては、地域ごとそれぞれの実

態があり、持続可能な取り組みへ結びつけるためにも、町内会で一番よいと思われる方

法を尊重しながら、関係機関等と連携を進めてまいりたいと思います。 

  民生委員におきましては、全国的にも担い手不足の状況にあり、定員割れの地域もあ

るのが実態であります。近年では、民生委員活動の参加意欲を感じる方の減少や、年金

の支給年齢の引き上げや、女性の社会進出、町内における企業や事業所での人手不足の

状況などから、忙しく働いておられる方が多くなり、なり手が見つけにくい現状であり

ます。地域の互助の力を高めるための人材育成も進めていく必要があります。 

  また、独自に福祉協力員を配置して、高齢者の見守り活動を実施している町内会も町

内にあることから、身近な互助による安心・安全な地域づくりへの手法の一つとして周

知することで、町民の理解を深めることも必要であると考えております。 
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  健康寿命の延伸により、元気に生き生きと活躍できる町に向けて、見守り合い、助け

合える地域社会を町民皆様で育てていく必要があると感じておりますので、ご理解を賜

りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、馬場敏美議員。 

○１０番（馬場敏美議員） ただいま答弁いただきました内容についてお伺いいたします。 

  ５点質問させていただいておりますので、一つ一つ質問していきたいと思います。 

  まず、１点目の現場レベルの双方向の情報共有ソフトの整備についてでありますが、

これについては、答弁の中で今後の課題であると認識しているという答弁がございまし

た。 

  実は、2017年７月25日、生涯活躍のまち上士幌町創生包括プロジェクト基本構想、こ

の地域包括ケアの項目で、情報の共有と一元化に取り組んでいくということで、２年前

にこのようなことで明文化されております。恐らく、実施に向けて動き出しても、少な

くとも１年とか２年ぐらいの時間が必要だというふうには思っております。コンパクト

シティのまちづくりを進める本町において、コンパクトシティ型地域包括ケアのさらな

る構築推進に向けて必要不可欠な要素だ、そのように考えておりますので、ぜひ協議の

開始に向けて早急に取り組んでいただければなと思いますけれども、これについてはい

かがでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 要介護者等々の情報の的確な把握と、いろんなところにかかわって支援

を受けながら元気に生活をしていくというためにも、医療・介護・福祉、いろんなさま

ざまなところが情報を共有するということが非常に大切なことだと、そんなふうに思い

ます。 

  ただ、問題は、やっぱりそれぞれの機関の現況といいますか、そこの枠組みを全部乗

り越えるといいますか、融合するというか、その辺というのは非常に難しい一面がある

と思います。例えば、医療の中でも情報のいろんな医療機関、病院同士が情報を共有す

る、そのことだけでもなかなか現実的には、個人のカルテなんかも本当は情報共有にで

きることがいろんな意味でいいはずだと思いますけれども、なかなか現実のところはい

ろんなハードルがあるということであります。 

  この町の中で安心して暮らしていくためには、ぜひその辺のところが必要であるとい

うことでありますが、その前段として、まず、町内の中での各関係課が情報を共有化す

るという一歩が始まったということでございます。それを拡大をしながら、今度は介護

施設のほうだとか、いろんなところとどう理解を得ながら情報の共有化に行くかと、そ
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の辺の共有化するためのお互いの連携の確認と、何ができるかだとか、それからもう一

つは、やっぱり個人情報のこの問題というのは大きな壁としてあるわけです、今は。特

に、個人情報法という関係については、非常に難しい問題がありますので、そういった

意味では、情報の漏えいの問題だとか、そういったリスクのところについてもしっかり

した上で、安心して自分の情報がいろんなところで回っていって、そして必要なときに

必要な施設の、あるいはサービスなり支援を受けるというようなことが大事だというふ

うに思っています。まずはその一歩が始まりましたので、その次の段階として、情報提

供してもいいという方が前提になりますけれども、同時に施設間の連携といいますか、

情報の共有化ということについても、どこまでお互いの情報が共有できるような、ある

いはするような役割がそこに出てくるのかと、こんなことなんかも大きないろんな課題

としてあるのではないだろうかなと思っております。 

  ある意味では、そういったところの各関係機関・団体が情報共有化しているという、

そういうような先進的な事例があれば、そんなところも参考にさせていただきたいなと、

議員にとっては介護関係についての非常に見識が高いというふうに、今までのキャリア

から含めてそう思っておりますので、そんなような情報もいただければいいのではない

かと、ハードの整備については、それは行政として責任を持ってやらなければならない

というふうに思って、そしてまた、各機関等には支援策だとか、そんなことは講じるこ

とができるだろうというふうに思います。 

  お互いに情報を共有するそのものの合意形成というのを図っていくということは非常

に難しい、でも大事なことだと思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、馬場敏美議員。 

○１０番（馬場敏美議員） ありがとうございます。 

  先進的にやられているところも既にあるというふうに聞いておりますので、それがい

いというわけじゃないですけれども、上士幌町としてどうあるべきかというのが大切だ

と思いますので、先ほど言いましたけれども、少なくとも１年とか２年とか、やっぱり

そういうスタンスの中でしか、これは実現できないことだと思いますので、ぜひよろし

くお願いしたいと思います。 

  次に、２点目の第３の住まいの必要性についてであります。 

  誰もが高齢期を迎えて健康状態に不安を感じ始め、自宅での生活が心配になることが

来ると思います。そのようなときに移り住むことができる住宅であります。高齢者や障

害者など、地域とのつながりの中で可能な限り地域で暮らせる住まいのことです。 

  パーソナルスペースはもちろん、パブリックスペースも備え、必要に応じ、夜間の見
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守りもあり、この建物は在宅の持つ人間関係の維持と、施設の持つ安心感の提供など、

両者のよさをあわせ持った住まい、第３の住まいとして地域住民にとって大きな安心材

料になるんではないかと思っております。 

  答弁の中でシルバーハウジング事業等の高齢者の生活サポートの提供を検討していく

必要があると答えておりますが、このシルバーハウジング事業等とあるのは、シルバー

ハウジング的機能を有する建物の検討ということでとらえていいのでしょうか。 

  本町における高齢者介護のハード面の整備は、この第３の住まいの整備によって、高

齢者の部分はほぼ完成に近づいたのかな、私自身はそんなふうに思っております。それ

によって、より選択の幅も広がると考えておりますので、ぜひこの実現の方向で取り組

んでいただきたい、そんなふうに思っております。 

  先ほどのシルバーハウジングの部分でよろしくお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 この事業につきましては、厚労省、そして国土交通省と連携をとりなが

ら、高齢期の介護施設に入る前といいますか、自宅で自分らしいどう生活をするかとい

う意味合いで制度化されているということであります。 

  公的な機関、行政がこれを整備するのが基本的には望ましいんだろうというふうに思

います。介護施設までではない、生活支援だとか、買い物のお手伝いだとか、できるだ

け日常生活、自分の自立をしていくという前提での施設でありますけれども、ただ、健

常者というレベルでなくて、それなりの要介護の２レベルだとか、しかし、それ以上重

篤にならないような住まいなり、あるいは暮らし方をしていくということで、いろんな

お年寄り、できるだけ元気でいてもらいたいと思いながらも、年とともにいろんな機能

が弱ってまいりますから、それに応じた対策の一つとして、今までは健常者と、あと施

設と、大きく分けると大体このように区分されて、あとは自宅でという部分がありまし

たけれども、その間のすき間を埋めるのがこのハウジング等という意味合いで、ハウジ

ングの定義はありますけれども、それに類似したようなバリアフリーの関係だとか、そ

ういったことを整備をしていく必要があるのかなということであります。 

  これはまた今、北団地の整備等々も始まっておりますから、そういった中で、かねて

から馬場議員とも介護の関係の中でもこの老人アパートの問題だとか、そんな話も施設

の周辺にという話だとか、いろいろ話をさせていただいておりますけれども、今後、こ

れらを詰めながら進めていきたいというふうに思います。 

  今、西団地から、大体高齢になって町なかに来ていただいておりますけれども、まだ

元気なうちはいいですけれども、やがてなかなか難しくなってきたということになった
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ときに、次の住まいとしてこの第３の今もお話あった、そういったときに転居してもら

いながら安心して暮らせるような、そういう住まいを確保する必要があるんではないか

と、そう考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、馬場敏美議員。 

○１０番（馬場敏美議員） ありがとうございます。 

  私自身は、このシルバーハウジング等ってこの中で答弁していますけれども、シルバ

ーハウジング的機能を持って、プラスシルバーハウジングには制約する部分もあります

ので、この機能プラスもう一つ上士幌町にとって必要な機能ってあると思いますので、

そういう機能を包含した建物ということで、もし実現するときにはそういう方向で考え

ていただければなと、そんなふうに思っております。 

  ３点目の地域ケア会議と住民参加についてであります。 

  ここで住民参加として質問させていただきましたのは、本町が進めているまちづくり

は、地域住民の主体的な参加を前提としています。地域の情報の集積は、まちづくりに

おいて最も大切な要素であると思っております。そのアンテナの役割が、地域包括支援

センターであり、地域ケア会議の場であると思っております。 

  答弁の中で、昨年は地域包括ケアセミナーを実施し、地域福祉連携会議へつなぐよう

試みたとありましたが、地域ケア会議の場においては、専門職の目だけでなくて、地域

の目も近年特に必要になってきていると思います。これについていかがでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 当事者の思いといいますか、いろんな悩みや、あるいは不便さだとか、

そういったことをケア会議のほうに、そういったことを踏まえながら協議はしています

けれども、やっぱり当事者の声を直接さまざまな形で聞くということは大切だというふ

うに思います。それは日常的に支援センターの職員等々についてはいろんな接点を持っ

たり、あるいは民生委員さんなんかの情報を得ながら収集しているということだと、そ

んなふうに思っております。 

  その辺については、やっぱり一番サービスにとって必要なのは、当事者がどんなこと

で困っているのかということだろうというふうに思いますから、そのような視点でさま

ざまな機会を通して住民の皆さんといいますか、それぞれの立場の人からの意見を聴取

をしていくというのは、相当今手厚くといいますか、プラザのほうでもかかわっている

というふうに私どもとしては認識をしているところであります。 

  ただ、まだまだ全ての人の声が隅々まで聞きとっているかということになるとありま

すけれども、あとはもう一つ足りないところでは、いろんな形で企業や、あるいは具体
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的には郵便局のそういったところの見守りだとか、あるいは食事の宅配の中でのことだ

とか、さまざまな目を通して住民の率直な課題を吸い上げていくというには心がけてい

るはずでありますし、今後もさらにそれらについては十分配慮していく必要があると思

います。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、馬場敏美議員。 

○１０番（馬場敏美議員） ありがとうございます。 

  地域ケア会議の目的は、まず第一にはケアカンファレンスということで、今町長がお

話ししたように、当事者の生活をどうケアプランによって支えていくかということ、こ

れは地域ケア会議の一番大事な役割の一つだと思います。今、私が地域の目も特に必要

だというふうにお話ししたのは、地域ケア会議の中の１つの機能であります地域づくり

資源開発機能ですとか、政策形成機能というのがあります。そういうところでの地域の

目というのが必要になっていくのかな、そんな思いでちょっと質問させていただきまし

た。この辺も今後ぜひ進めていっていただきたいな、そんなふうに思っております。 

  次に、４点目の地域の拠点づくりであります。 

  答弁の中で、町民が自由に集まることのできる公共施設の空間としては、わっか、ふ

れあいプラザ、こども園交流スペース、交通ターミナル、ぬかびら文化ホール、地域管

理の市街地各地区集会所、農村部コミュニティーセンターなどがあるというふうに答え

ております。ここで考えています地域の拠点は、２人でも成り立つ関係性を受け入れる

ことのできる場所という発想です。井戸端会議ができるような場所と言うふうに考えて

おります。そう考えると、場所が持つハード、ソフト両面が重要になります。地域の拠

点は、この視点が大事になると思いますが、これについていかがでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 ２人でも関係が保たれているという、それが大事だというのは、背景に

はひとり暮らしが多いということだとか、高齢夫婦世帯が多いだとか、それらに対する

対応の一つとして、今お話しされていた２人でもという話なんだろうなと、そう思いま

す。確かに非常に従来のコミュニティーが非常に希薄になって、近隣との隣近所のおつ

き合いも非常に薄くなってきているという、こういう現実がございます。ですから、そ

ういった意味では、隣にちょっと声をかけるだとか、今、なかなかよそのうちに上がっ

てお茶を飲んだりというのはどのくらいまでが日常化されているのかちょっとわかりま

せんけれども、以前から見ると、それらも少なくなってきているんだろうなと、そんな

ふうに思います。 

  そういった意味では、２人でもというのは、２人の場所というのは、それぞれのお互
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いの隣近所でお互いに行ったり来たりするという関係の大切さだとか、そういったこと

をある意味では奨励をしながら、お互いに元気だったり安否を確認するというような、

そのような全体的な運動といいますか、啓発をしていくということも必要なのではない

だろうかなと思います。 

  個別にその都度２人のために方々に、また、公共的な施設をつくるというのは現実的

な話ではないだろうと思います。ある程度やっぱり一定数の利用だとか、それから一定

の距離感といいますか、全ての隣近所というわけにいきませんので、そういったことが

ありますので、公共としては一定の距離の中にそういった整備をさせていただくと同時

に、今のところは各町内会のブロック別に集会施設なんかをつくっていますけれども、

そこでの使い勝手の問題だとか、そんなようなところにもし不便さだとか、こんなこと

があると１人でも２人でも行ったら何かできるよというようなことがあれば、そのよう

な手だても行政としてはする必要があるんではないかと思いますが、もう一つは、やっ

ぱり隣近所のそういったおつき合いをどうするかという、こういう町の中にしていくと

いう取り組みも一方では必要なのではないかなと、こんなふうに今感じたところでござ

います。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、馬場敏美議員。 

○１０番（馬場敏美議員） ありがとうございます。 

  ２人でも成り立つ関係ってちょっと象徴的にとられたようなんですけれども、いわゆ

る２人が集まれば３人、４人、５人集まっていきますよという意味でちょっと使わせて

いただきました。そういう意味で、町長も今答弁しましたように、現状の公共施設は、

なかなか、例えば２人で行ってお茶飲もうかという環境にはなっていないなと、そんな

ふうに思っておりますので、新しく施設をつくって云々ということではなくて、現在あ

るもの、例えばまた空き家なんかも利用しながら、本当にコミュニティーとして集まれ

るような場所、そういう場所が大切なのかなって、そんなふうに思っております。 

  それから、これに関連するところなんですけれども、福寿協会の地域交流スペースと

答弁の中にありましたけれども、ちょっと福寿協会のこの地域交流スペースを調べてみ

ましたら、平成30年度で延べ4,200人強の利用者がいるということなんです。福寿協会

によれば、地域交流スペース開設予定の１年半前から地域住民オブザーバーとして参加

した町福祉課職員とともに、地域包括ケアの勉強会ですとか視察を重ね、さらには自主

設計業者も加わり、地域住民が利用しやすい交流スペース、集まった方たちが利用しや

すい交流スペースというのはどういうものなんだろうかということを、実際設計に反映

したということなんです。加えて、当時集まった人は会をつくっているんですけれども、
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この会は、仲間づくりを目的として、会に縛られることなく時間の許す範囲で活動に参

加するという、本当に緩やかな関係を維持して現在も続けているということで、このと

きのメンバーは、現在も法人の応援団として継続してかかわりを持っていただいている

ということでした。これなんかは拠点づくりの一つの方向性を示しているのかな、そん

なふうに思っております。 

  この拠点というのは、上士幌町は、実にいろいろな施策を打って、町民向けにやって

きております。先ほど質問でも言いましたけれども、いろんなサロンですとか認知症カ

フェですとかやってきています。でもそれは、やる側が設定した時間の中で来て、１時

間なり２時間終わってしまうというようなやり方なんです。じゃあそこに参加した人た

ちが、きょうはないけれども、三々五々ちょっと集まってみようか、そういう環境の場

所がないんです。そのための拠点づくりという意味で、ここで質問させていただきまし

たんで、ぜひ理解をしていただいて、その方向で進めていただければなと、そんなふう

に思っております。 

  ５点目の互助の組織化についてでありますが、互助をどう育んでいくのかということ

は、まちづくりにとって大変難しい問題であると思っております。そのためにも、生活

する身近なところにちょっと立ち寄ってみようかなと思う場所、先ほど言いましたけれ

ども、井戸端会議ができる場所があることで、人々が集い、そこから生まれる関係性が

互助を育む大きなきっかけにつながるのかな、そんなふうに思っております。 

  地域共生社会に向け、難しい課題であるからこそ、具体的にまず取り組んでいく必要

があるのかな、そんなふうに思っております。それが、先ほど言った地域の拠点でない

のかな、そんなふうに思っております。 

  現状、地域の相談員として民生・児童委員や町内会長などが担っていると思います。

なり手が見つからない等課題があることは承知しております。現在、町が実施している

緊急通報システムの場合、緊急協力員３名が必要だということで、民生委員等が協力員

になるケースもあると思っております。そのような住民を24時間バックアップする組織

を整備して、安心して活動できる環境を整えていくというようなことが必要ではないの

かなと思います。 

  本当に住民が何かを担っていくというときに、常にバックアップする、特に今お話し

した緊急通報システムの場合は、通報が入った場合に、時間関係なく現場に行ってみな

きゃならんという状況が生まれるということです。その協力員は、非常にそういうこと

がプレッシャーなのかな、そんなふうに思いますけれども、そういうときに24時間ここ

に連絡すれば、もしかしたら一緒に行ってくれるんだみたいな、そういうバックアップ
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組織なんか、民間組織に対しては特に重要だと思っておりますけれども、これについて

いかがでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 きょうの議論の流れの一つに、いわゆる協働と、それから同様だと思い

ますけれども今の互助という話、それから自助と、この辺のところの、それがこの町の

中でいろんなところで見えるという姿が大事だという大きなきょうの議論が１つ展開さ

れたと、そんなふうに思っております。 

  今あったように、いろんな事業もする側の都合に合わせてということでありますけれ

ども、できれば自分たちでやれるものでやったほうがいいよと、そういう互助の仕組み

をどうするかと、非常に難しいことでありますけれども、しかしそれはかなり成熟した

地域社会になっていくということの１つの姿だろうと、そんなふうにも思います。 

  それは、町民一人一人がやっぱりそういうことに理解をしてもらう、あるいは自分た

ちが必要としながらみずからの意思で行動する、このようなことをどうつくっていくか

というのが非常に大切なところでないだろうかなというふうに今考えております。 

  そういった町になるように、多分、最終的にはみずからの生活、身の回りのことは自

分たちでやっていくよと、その上で足りないところについては公なり、あるいは施設に

お世話になるというような、そこのところがもう一回大事なポイントの１つとして今再

確認をさせていただきました。 

  できるだけそのためになるように、行政が何をすべきかというのも片方にあるだろう

と思います。課題としてはあると思いますので、ぜひこれからも今までの見識の中から

いろいろとご助言をいただければと思います。 

  緊急の場合の、24時間の見守りというのは、安心というのは非常に大切なことなんで

す。先ほど出ていたように、１人をみんなでどう支えるかということの１つとして、い

つでも何かあったときには協力員にお願いするだとか、あるいは協力員に力をかりると

いうことになる。でもやっぱり協力員も、夜だとか、そういったことではこれまたやっ

ぱりいろんなプレッシャーになって、誰でもできるという話でもないだろうと思います。

そこのところを解決する手だてとしては、やっぱりこれからのもっと高度に進んでいく、

いわゆる情報通信の技術だとかを活用しながら、何かあったときにはすぐ通報、今まで

以上に精度の高い通報なり、あるいはそういうようなことが伝達されて、少なくとも消

防署は24時間ずっと、町民の安心・安全のために勤務しておりますから、そういったと

ころとつながったり、やりながら、まずは町民がこれだけあれば安心だなと、こう思っ

てもらえるような仕組みを、それはもうこれでいいということはありませんけれども、
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今やれることだとか、あるいは可能性があることについては探っていく必要があると、

一方、この民生委員さんに過度の仕事の期待をするというのは、今のそれぞれの店のほ

かに専用を持っていたりしている中で、なかなかこれまた大変なことだなと、であれば、

違った形でそこをサポートするような、そういった人材なり福祉協力員というのもあり

ましたけれども、そんなようなことで新たな視点から取り組んでいかないと、従来の中

だけでは、それでは今度は民生委員ももういいよと、こうなりかねないと、そんなよう

な心配もします。その辺の現状を踏まえながら、最終的には24時間安心だと、この町に

住んでいたら安心だよということを、ひとり暮らしであっても高齢者であっても、家族

や子供たちにも安心だから心配することないよと、こう伝えられるようなどう環境整備

するか、なかなかそれはこれだけで解決するという話じゃありませんけれども、そこに

向けて精一杯どう努力していくかというのは僕らにとっても大切なことだなと、そんな

ふうに思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、馬場敏美議員。 

○１０番（馬場敏美議員） 本当に言葉だけではいろんな言葉が出てくるんです。特にこ

の介護ですとか、福祉というところは。それがなかなか具体的に実現しないというのも

現実だと思いますけれども、今、町長さんおっしゃったような形で上士幌町がそういう

方向に行くことを強く望みます。 

  ちょっと時間がありますので、これは答弁を求めませんけれども、私の思いも含めて

ちょっとお話しさせていただきます。 

  今回、５項目について質問させていただきましたけれども、私自身は、一つ一つじゃ

なくて、この５項目、まだ例えば人材ですとか医療だとか入ってくるんだと思うんです

けれども、少なくともこの５項目が１つになって地域包括ケアシステムの構築推進とい

うところに密接に連動しているのかな、そんなふうに思っております。 

  本町はコンパクトシティのまちづくりということで進めておりますので、地域包括ケ

アシステムにおいても、コンパクトシティ型の推進が本町の特徴となるのかな、そんな

ふうに思っております。まさにまちづくりと一体的にやっていけるのかなと思っている

ところでございます。 

  地域包括ケアシステムの構築推進に当たっては、もう一度、誰が旗を振るのか、それ

から誰が何をするのか、事業内容が客観的に見えることが目的達成の必須条件になると

思っております。特に、福祉というのは数値化が難しいと言われておりますが、これを

どう見える化するかというのが非常に重要だというふうに思っております。これがなけ

ればなかなか地域包括ケアという言葉を使っても、町民はなかなか見えてこないんだ、
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そんなふうに思っております。 

  ただ、注意しなければならないのは、互助を地域で育むことが地域共生社会の実現に

向かうということではなく、地域の医療・介護・福祉の一体的整備が地域住民の安心に

つながり、そして、それを進めることが信頼されることだ、そんなふうに思っておりま

す。その補完として、互助を育み、協働して助け合いながら暮らしていける上士幌町を

目指していければいいな、そんなふうに思っておりますので、今後ともそれに向けて取

り組んでいければと思っております。 

  以上で質問を終わります。ありがとうございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で10番、馬場敏美議員の一般質問を終わります。 

  ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午後 ２時５４分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時０５分） 

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

◇ 斉 藤 明 宏 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） 前段の私の一般質問の通告書の日付が９月21日ということにな

っていますので、８月21日に訂正をお願いしたいと思います。申しわけございません。 

  それでは、私は、会計年度任用職員制度導入の準備状況について質問いたします。 

  総務省は、平成21年４月と平成26年７月に、臨時非常勤職員及び任期付職員の任用等

についての通知を出しましたが、その後の調査で、臨時非常勤職員が増加傾向にありな

がら、各自治体では、通知の趣旨が徹底されていないなどの実態にありました。そこで

総務省は、平成29年６月に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の運用に

ついて通知を出しました。この改正法の趣旨には、次のように記載されています。 

  地方公務員の臨時非常勤職員については、総数が平成28年４月現在で64万人と増加し

ており、現状において地方行政の重要な担い手となっていること。このような中、臨時

非常勤職員の適正な任用、勤務条件を確保することが求められており、今般の改正を行

うものとした。改正内容としては、一般職会計年度任用職員を創設し、任用服務規律及

び整備を図るとともに、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化を行

い、会計年度任用職員制度への必要な意向を図るものであること。あわせて会計年度任
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用職員については、期末手当の支給を可能とするものであること。以上の改正に基づき、

従来制度が不明確であり、地方公共団体によって任用勤務条件に関する取り扱いがまち

まちであったものに対し、統一的な取り扱いが定められたことにより、今後の制度的な

基盤を構築するものであることと明記されました。 

  この通知によって、総務省からは、会計年度任用職員制度の導入に向けた事務処理マ

ニュアルなども出されており、令和２年４月１日から導入が始まります。つきましては、

本庁における導入準備の状況について、次の項目について質問いたします。 

  会計年度任用職員制度の導入準備状況について。 

  臨時非常勤職員の実態把握の状況について。 

  任用勤務条件の設定状況について。 

  職員団体との協議の状況について。 

  条例規則の制定改正の状況について。 

  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 会計年度任用職員制度導入の準備状況について、斉藤議員のご質問にお

答えいたします。 

  会計年度任用職員制度につきましては、平成29年法律第29号地方公務員法及び地方自

治法の一部を改正する法律により、新たに創設され、令和２年４月１日から施行される

こととなっております。 

  改正法の趣旨につきましては、議員ご指摘のとおり、地方公共団体における臨時非常

勤職員の任用の適正化と、適正な勤務状況の確保により、処遇改善を図ることであると

認識しております。 

  本庁におきましても、令和２年度からの制度導入に向け、総務省からの改正法運用通

知及び事務処理マニュアルに基づき、現在準備を進めているところであります。 

  １点目の臨時非常勤職員の実態把握についてでありますが、本庁では、本年４月時点

で各部局合わせて準職員18名、月給臨時職員86名、平成30年度中におけるパート職員43

名、合計147名の臨時非常勤職員を任用しており、これらについて各部局に調査を依頼

し、勤務条件等の実態について把握を行ったところであります。 

  ２点目の任用勤務条件の設定条件でありますが、制度の趣旨を踏まえ、総務省のマニ

ュアルを基本としながら、現行の勤務条件から不利益が生じることのないよう職務内容

に応じた検討を進めている状況であります。 

  ３点目の職員団体との協議状況でありますが、現段階では、勤務条件の設定が完了し
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ておりませんので、一定程度原案が定まった時点で協議を進めていきたいと考えており

ます。 

  ４点目の条例規則の制定、改正の状況ですが、本年12月議会で新規条例及び既存条例

の改正について議案を上程させていただき、あわせて規則を改正したいと考えていると

ころであります。 

  いずれにいたしましても、会計年度任用職員制度の導入につきましては、制度の趣旨

を踏まえ、適正な人材確保や効率的な行財政運営を勘案しながら、来年４月からの円滑

な制度導入が図られるよう準備を進めてまいり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） ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） ありがとうございます。 

  答弁書にありますように、現状では、臨時、非常勤合わせますと147名の臨時・非常

勤職員が実在するということでございます。今回の制度導入に当たって、主な対象者と

なるのは、答弁書にあります86名の月給臨時職員が大半を占めるのかなというふうに理

解をしております。これにつきまして、私としては、本来、正職員が担当であるべき職

種まで臨時職員で対応しているように私には見受けられます。この点について、町長の

お考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 人材の確保については、行政運営を進める上での重要な担い手でありま

す。非常に多様化をし、そしてまた時代の変化に対応するために従来に増して職員の必

須能力が問われているということでございます。 

  これも一時期、いわゆる合併議論のときから全ての行政改革を思い切って断行させて

いただきました。非常にそれぞれが身を切る思いでやらせていただいて、職員の数につ

いても、当時は最終的には平成31年度でありましたけれども、そのときには上士幌町の

人口が4,100人くらいを想定したということでございます。そんなふうにした、それに

見合うような職員の確保も縮小なり、いわゆる人材の財源の確保をどうするかというよ

うなことも含めて採用については抑制してきたという状況がございました。 

  最大のときには正職員で100名ちょっとのところまで来たところがありますけれども、

今新たに新しいことにさまざまなことに挑戦をして、正職員もふえてきております。一

方では、臨時職員についても仕事補完をしていただくということでございます。あくま

でも正職員は正職員としての仕事を責任持ってやっていただくということでありますし、

その指示を受けて、臨時職員のそれぞれの能力の範囲に応じて仕事を補完をしていただ

いているということでございます。 
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  待遇の面では、正規の職員と臨時職員については大きな差があるということは事実の

とおりであります。それを踏まえて今回の制度改正が必要だということになってきたと

いうふうに思いますが、これをしっかり受けとめて、改善のほうに向けて対応していき

たいというふうに思っております。 

  いずれにしましても、正職員、臨時職員、さまざまな職員の組み合わせによって行政

運営をさせていただいておりますので、そういったことでご理解をいただきたいなと思

います。 

○議長（杉山幸昭議長） ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） ありがとうございます。 

  来年３月には、課長職の方が５人と主幹職の方が１名退職されます。そうなると必然

的に昇格者が６名出ることになります。主幹職、主査職にも昇格者が出るとなると、こ

れははたから見ていて、係職の若い人が不足するのではないかなというふうに心配をし

ています。このことについて町長は、年齢的な人事構成についてどのようにお考えにな

っているかお伺いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 先ほど申し上げたとおり、一時は人口減少をするということと、それに

あわせて適正な職員の数にするということで、職員の採用を相当控えてきたということ

であります。その間、空白のときが現実問題起きたということも事実であります。大体

退職者２人いるとすれば、その間もせいぜい１人だとか、そういったことで圧縮してき

たということでありますから、一定の年齢のところについては薄いという層があるとい

うこともこれまた事実でございます。 

  来年また大量に定年になるということでありますけれども、これについてはそういう

状況を見据えて、これまでも大きな支障のないように人材の採用をしてきているところ

でもございます。あとは、組織として仕事に支障のないように、これまでもそうであり

ましたけれども、いわゆる縦割りのそういうことではなくて、お互いに連携をとって事

務を遂行して、そして町民サービスの支障のないような、そのような手だてを講じてき

たということでもございます。 

  最近は、若い人、特に最近多いのは、現場のほうの保育の関係の専門職、これはどこ

でも人手が足りなくて、非常に困っているということでありますが、そういった意味で

の人材がふえてきておりますけれども、それ以外に地域おこし協力隊なんていうせっか

くこの国の制度としてその道のエキスパートといいますか、町が特定の分野について、

既存の職員だけではなかなか大変だというようなテーマ等については、そういった人材
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を確保して、そして３年間の間にそれが職員のほうにまた伝わっていくなり、あるいは

必要であれば、そういう人に引き続き何らかの形でお願いするというようなことで、さ

まざまな工夫を重ねながら人材の確保と、そしてまた円滑な業務の遂行ということをあ

わせてさせていただいているということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） わかりました。 

  総務省は、この制度導入に当たって、財政上の制約を理由に必要な移行に抑制を図る

ことは、適正な任用勤務条件を確保するという改正法の趣旨に沿わないと通知をしてい

ます。このことについて、町長はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 この制度の背景の一つには、働き方の改革、あるいは同一労働・同一賃

金という、そういう視点もその中に含まれているというふうに思っております。 

  そういう意味合いの中から、もう恒常的に臨時職員だとすれば、それなりの待遇をす

べきだろうという背景のことを考えると、これは財政的な負担はかかってまいります。

本庁において、今だけでも数千万円の新たな財政負担がそこに伴ってくるということも

試算されております。うちの町がそうでありますから、もっと規模の大きい自治体にな

ると、数億円だとか億の単位の財政負担が伴ってくるということですから、これらにつ

いても、町に、あるいは自治体に負担だけを求めるのではなくて、国やそれなりのとこ

ろについても何らかの新策がないものかと、こういったことについてはさまざまな機会

の中で意見なり議論を交わしていくというふうにしていきたいと思います。 

  ただ、こうなったからといって、今までの働き方を劣悪にしたり、人件費の削減のた

めに意図的にこの働き方の内容を変えたりするというのは、決してあってはならないこ

とだろうなと、それは私どもとしては十分認識させていただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） ありがとうございました。 

  それでは、職員団体との協議がまだ行われていないということですが、来年４月から

実施となると、早期に協議を進める必要があると思いますが、このことについて町長の

お考えをお伺いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 具体的に国からの細かい内容についての情報がまだ入っていないという

ことであります。そういった意味では、協議そのものが十分にできる環境というか、協

議内容というのがまだそろっていないということでありますから、もう少し時間をいた
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だきたいなと、そんなふうに思っております。 

  いずれにしても、こういった制度改正が起きるということでありますので、制度改正

についてもやがて相談をさせていただくと、そういった意味での口頭での話等について

は、組合のほうには伝えることは全然問題ないだろうと、そう思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） ありがとうございました。 

  この制度が、改正法の趣旨にのっとって導入されることを再度要望いたしまして、私

の一般質問を終わります。 

  ありがとうございました。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、９番、斉藤明宏議員の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩します。 

（午後 ３時２２分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 再開いたします。 

（午後 ３時２２分） 

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

◎延会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） お諮りいたします。 

  本日の会議はこれにて延会にいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議はこれにて延会することと決定いたしました。 

  再開は、あす９月４日水曜日、午前10時でありますので、ご承知願います。 

  本日はこれにて延会といたします。 

（午後 ３時２３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、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。 

（午前１０時００分） 

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

◎一般質問 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、一般質問を行います。 

  昨日に引き続き一般質問を続けます。 

  ここで暫時休憩します。 

（午前１０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１０時０１分） 

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

◇ 山 本 和 子 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 私は、大きく２点質問いたします。 

  １点目は、令和元年度の財政状況と今後の財政運営について。 

  令和元年度の普通地方交付税は、臨時財政対策債が決定し、その合計金額は当初予算

より約8,000万円多くなっています。また、大型事業の補助金や交付金や地方債もほぼ

決定し、今年度の財政状況が把握できているのではないかと思います。 

  以下、３点質問いたします。 

  １、今年度の財政運営について。 

  繰越金も含め留保財源は幾らあるか。今後の活用法について質問します。 

  ２、基金の有効活用について。 

  ふるさと納税金の活用で一般財源に余裕ができ、その分、公共施設整備基金や財政調

整基金がふえてきています。もっと有効に活用するべきです。 

  令和元年度基金繰り入れは、当初予算で約11億円、財政調整約7.6億円、公共施設整

備が1.2億円、夢基金が1.6億、生涯活躍生きがいが0.7億円となっています。財政調整

基金等を活用し、新たな生活支援対策の事業を組めないか質問します。 

  ３、地方債の返還の見通しと今後の財政運営について。 
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  令和元年度の新たな地方債は当初予算で約24億円、地方債残高は過去最高の102億円

となっています。事業の財政状況もほぼ決まったので、およその確定の金額、また返済

計画はどうなっているか質問します。 

  ここ最近の返済は約５億円となっていますが、今後ふえていくと判断しますが、その

際、財政調整基金ではなく減債基金を活用するべきです。また、ここ最近の大型事業は、

国の補助金や地方債が大きく認められていますが、これも私たちの税金です。その後の

返済についてもリストを含め一般財源が充てられます。借金は必要事業最低限に抑える

べきです。 

  ２点目です。株式会社生涯活躍のまちかみしほろへの委託事業の検証を。 

  株式会社生涯活躍のまちかみしほろは、平成27年に策定された上士幌町人口ビジョン

総合戦略の上士幌町創生包括プロジェクト上士幌版ＣＣＲＣに基づき、平成29年に設立

した会社です。 

  町は、３年間の期限つきの国の地方創生交付金を活用し、この会社に事業を委託して

きました。内容は、平成27年のコミュニティネットが国の交付金当初予算で4,500万円

で実施した調査結果に基づき、１、地域包括ケア、２、生涯活躍の場の創設、人材セン

ター、生涯学習大学、健康寿命延伸等、３、移住希望者募集です。この３年が経過し、

次期の申請を行う前に、この事業の検証を行うべきと考え、町長に次の点質問いたしま

す。 

  １、事業内容が町民の要求に合っているのか。調査委託を受けたコミュニティネット

のアンケート先は、町外の方々がほとんどでした。健康ポイント事業など人気の多い事

業もありますが、上士幌塾など町民が広く学び、生き生きできるか疑問に思う事業もあ

ります。 

  ２、地域包括ケア事業など、本来町が中心になるべき事業ですが、町や福祉団体と連

携がとれていないのではないか。 

  ３、体制の問題。ほとんどが地域おこし協力隊を含む町の職員で、それも途中で何人

も入れかわっています。会社として先を見通した運営ができないのではないか。 

  ４、会社としてのまちづくりに責任を持った経営は難しいのではないか。ほとんどの

事業は町の委託事業で、むしろ町主導で行ったほうが町民全体を把握できて、健康づく

りになるのではないかと考えます。 

  ４点について指摘いたしましたが、委託事業内容を整理するべきです。交付金ありき

ではなく、町民の目線で検討するべきです。 

  以上、質問いたします。 
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○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 まず、令和元年度の財政状況と今後の財政運営について、山本議員の質

問にお答えいたします。 

  今年度の普通交付税につきましては、４月23日に総務大臣から閣議報告がなされ、各

地方公共団体に対する交付額が決定したところであります。全国総額は15兆2,101億円、

そのうち市町村分は７兆304億円で、前年度と比較して1,260億円、1.8％の増となって

おりますが、普通交付税の補填財源である臨時財政対策債発行可能額を含めますと、前

年度と比較して2.3％の減となっております。 

  １点目の、今年度の財政状況についてでありますが、本町の今年度の普通交付税につ

きましては、児童数の増に伴う経費が増加したことや町債の償還措置額の増加など、基

準財政需要額は前年度より6,517万5,000円の増額となりましたが、減額要素である町税

の増収等により、交付決定額は26億196万8,000円で前年度と比較し1,571万3,000円の増

額となりました。 

  また、臨時財政対策債発行可能額１億1,030万6,000円との合算では27億1,227万4,000

円、前年度と比較し2,001万8,000円、0.7％の減となりました。 

  なお、当初予算との比較では、普通交付税で8,826万4,000円の増となり、一方、臨時

財政対策債で899万9,000円の減となっております。このことから、現段階での留保財源

は、繰越金も含めると２億1,758万3,000円となり、この財源は、今後予定されている道

の駅整備に係る備品購入費、経費等の補正予算の財源として活用していく予定でありま

す。 

  ２点目の新たな生活支援対策の事業への活用を含めた基金の活用につきましては、平

成30年度末における特別会計を含めた基金残額総額は78億2,401万1,000円となり、その

うちご指摘の財政調整基金は20億6,693万2,000円、公共施設整備基金は17億4,487万

4,000円となっております。なお、財政調整基金につきましては、年度間の財源調整や

地方交付税の推移、景気の動向による税収入等の不確定要素に対応し、安定的な財政運

営を行うために適切な財政運営の結果生じる執行残については、基金に積み立てており

ます。 

  また、公共施設整備基金につきましては、今後、総合計画で予定されている役場庁舎

の耐震化への対応やまちなか住宅建設等における財源として活用するほか、老朽化等に

より供用廃止となった施設の除却経費としての活用を見込んでおります。このうち、本

年度の基金の活用につきましては、６月補正後の予算額で財政調整基金は７億9,820万

1,000円を繰り入れし、各種事業の財源として活用をいたします。 
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  また、公共施設整備基金は3,268万円の繰入額で、基金総額では、「ふるさと納税・

子育て・少子化対策夢基金」の繰入額１億6,828万円も含め、総額11億2,502万4,000円の

繰入額となっております。 

  このように基金につきましては、必要性や緊急性の高い施策を実施するための財源と

して有効に活用していると認識しておりますし、今後も補正予算を含め必要とされる有

効な施策に対して計画的に活用していく考えであります。 

  ３点目の地方債の返済の見通しと、今後の財政運営につきましては、本年度の一般会

計における地方債の借入額は、前年度からの繰越明許費分を含めると20億8,800万5,000

円となり、本年度末残高見込みは96億6,771万円となっております。 

  次に、返済計画についてですが、本年度の返済金である元利償還金は７億6,515万

8,000円となっておりますが、これまでも地方債の借り入れの際には、交付税措置のあ

る有利なものを活用しております。現在借り入れしている地方債全体の交付税措置率は

76％であることから、５億8,152万円が普通交付税の算定の際に措置されており、町の

実質的な負担額は１億8,363万8,000円と考えられます。 

  今後の推計についてですが、来年度借り入れ予定の消防庁舎建設事業を含めた総合計

画で予定されている事業分を想定した場合、地方債残高のピークは令和２年度末でおよ

そ104億円の残高となり、交付税措置分を除くと町の実質的な負担額は25億円程度と考

えられます。なお、元利償還金のピークは令和８年度で、その額はおよそ11億円となり

ます。将来、これらの財源として、これまで元利償還金が増加することを想定して積み

立ててきました減債基金11億4,262万円について、議員ご指摘のとおり、今後の安定的

な財政運営のために計画的に活用していく考えでございます。 

  また、今後の地方債の活用については、交付税措置のある有利な制度となっているこ

とや、耐用年数の長い公共施設においては、現在の町民だけではなく、世代を超えて長

く利用されることを鑑み、世代間の負担を公平にする側面もあることから、本町にとっ

て必要とされる施策における財源の選択としては、積極的に活用すべきと考えておりま

す。 

  その際には、実質公債費比率や将来負担比率等の財政指標を勘案するとともに、将来

の財政を圧迫しないよう、これからも計画的な活用を行ってまいります。 

  今後、地方交付税総額が厳しくなることを見据え、慎重かつ効率的な財政運営が求め

られる状況にあることを考慮に入れて、基金地方債の有効な活用により、これからも町

民が安心して生活できる施策を充実するとともに、引き続き財政の健全化を維持してい

く所存でありますので、御理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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  次に、株式会社生涯活躍のまちかみしほろへの委託事業の検証についてであります。 

  町では、平成27年に上士幌町人口ビジョン・総合戦略を策定し、５つの基本目標であ

る地場産業、経済、雇用、２つ目、子育て、教育、文化、３つ目、医療、福祉、安心、

４つ目、移住・定住・交流、５つ目、地域施設整備・交通に加え、もう一つの目標とし

て、生涯活躍のまちをプラスワンとして掲げております。 

  平成29年には、生涯活躍の実現を図るため、生涯活躍のまち上士幌町創生包括プロジ

ェクト基本構想を策定し、それを基本に取り組みを進めているところであります。構想

では、テーマ１安心して住めるまちとして、心身の安全が図られ、地域全体を包括的に

整備する。テーマ２、円滑に生活を送れるまちとして、子どもや高齢者、障がい者など

誰もが買い物などで自由に移動できるよう、自立して滞りなく生活ができる環境の整備。

テーマ３、健康に暮らせるまちとして誰もが気軽に健康づくりに取り組み、健康寿命の

延伸に取り組むまち、テーマ４、豊かな生活を送れるまちとして、人とのふれあいや交

流、趣味、芸術文化に触れ、日常的に豊かさを感じられるまち。テーマ５、やりがいが

見つけられるまちとして、人材センターを核とした就業、就労機会の創出。テーマ６、

移住したくなるまちとして、都市部等への移住に関する情報発信などにより、住民が安

心・安全に守られ、健康で最後まで自分らしく生きられるよう、生きがいを持って生涯

を送ることができる地域コミュニティーの創造を目指しております。 

  生涯活躍のまちの取り組みにつきましては、公共性、公益性の高い事業が中核になっ

ていることから、地域再生法の改正、平成28年４月施行により国の役割、財源、情報等、

自治体の役割、計画作成等、そして事業主体となるまちづくり会社の運営を担うものと、

それぞれの役割を定めております。町といたしましても、構想を具体化するための事業

を単独で実施することは、組織的、財政的にも困難であるとの認識のもとで、行政、Ｎ

ＰＯ、企業、団体等と連携協働のもと、株式会社生涯活躍のまちかみしほろ、まちづく

り会社を設立し、会社がその担い手の一つとして取り組みを進めているところでありま

す。 

  生涯活躍のまちの事業内容につきましては、地方創生が目指す人口減少の克服、地域

経済の活性化、東京圏の一極集中の是正に効果が期待できる事業に焦点が当たります。

現在、本町が行っている事業としましては、地域包括ケア充実のため、介護職員初任者

研修や地域包括ケア充実の基盤づくりのため、かみしほろあすわがミーティング、高齢

者の住みかえ意向調査、生涯活躍の場創出のための人材センターや生涯活躍かみしほろ

塾、上士幌町健康ポイント事業など多様な事業に取り組んでおります。 

  これらは本来行政が取り組むべき事業でもありますが、これまで課題として先送りに
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してきた案件であります。まちづくり会社の設立によって、会社が持つスピード、柔軟

な発想のもとで事業が実現できているものと考えております。 

  なお、これらの取り組みにつきましては、事業の検証を踏まえ見直しを図っていくべ

きと考えております。 

  事業の推進に当たりましては、行政、住民の皆様方や福祉団体等と連携しながら、話

し合いの場や学習機会の創出など、住民の方々のためになるよう努めているところであ

ります。 

  次に、地域包括ケア事業につきましては、地域包括支援センターが全体のマネジメン

トの機能を担い、地域ケア会議や地域福祉連携会議等において、医療、福祉、行政機関

が情報を共有しながら検討、協議を進めてきております。このような中、昨年度は本町

における地域包括ケアのあり方の検討を行い、住民主体による見守りの体制づくりが必

要であるとの結果に基づき、今年度まちづくりカフェ、あすわがミーティングを開催す

ることといたしました。町民が地域の互助体制づくりについて考え、主体的な行動へつ

なげていくきっかけになる機会を提供し、生活支援、介護予防体制整備における体制づ

くりを進めているところであります。 

  また、深刻な介護施設の人材不足から、担い手の養成が課題となっていながら実施で

きていなかった介護職員初任者研修につきましては、まちづくり会社に委託し、少しず

つでありますが、受講者が増加しているところであります。受講者が町内福祉事業者に

採用されている実績も見られ、引き続き地域の担い手の養成、支援を行ってまいります。 

  次に、体制の問題につきましては、地域おこし協力隊として広く募集し、採用した上

でまちづくり会社に派遣しておりますが、会社に対する人件費支援という側面と、有能

な人材が将来まちづくり会社のスタッフとして活躍してくれることを期待しているとこ

ろであります。 

  まちづくり会社は、株式会社として法人の登録をしておりますが、議会の審議過程の

中でも、公益性、非営利性の性格を持った組織として行政の支援や関与が必要との進言

から、町の株式取得率を50％以上にした経過があります。 

  また、国としては、地方創生の事業主体として期待されている生涯活躍を担う法人が、

安定的な事業運営ができるような支援を検討中との情報もあります。 

  次に、会社としてまちづくりに責任を持った経営は難しいのではとのご指摘でありま

すが、町が行うべき事業の中で、民間が行うことが行政サービスにつながると思われる

事業については、業務発注するもので、会社は能力の範囲で受託またはサポートするな

どの関係は大切でありますが、まちづくりの責任は行政にあると認識しております。委
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託事業の内容につきましては、地方創生に向けた生涯活躍のまちづくりに必要な取り組

みとして十分検討した上で、交付金を有効に活用するために申請しているものでありま

すので、ご理解を賜りますようお願いいたします。 

  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） 答弁が大分長引きましたので、財政問題簡潔にして質問したい

と思っています。 

  まず、留保財源含めて今年度の予定なんですが、繰越金も含めて２億1,758万円の財

源があるという中で、道の駅の整備事業に関する備品購入は、予算では多分3,000万円

ほど見ていると思うんですが、前の事業を見ましたら。その後の報告ありませんが、そ

のほかにも予定があるのかと。緊急のことがありますので、約1億8,000万、２億円ほど

あるんですが、それを今後どれぐらい使う予定があるのかと。それから、最終的には年

度末に留保財源も含め基金に積むと思うんですが、特にいろいろな基金がありますが財

政調整基金は比較的自由に使えますので、多分それに積むんだろうと思うんです。その

点含めて、どこまで見通せるかわかりませんが、財政調整基金の目安としてどれぐらい

あればいいのか。多分このままいったら、多分年度末では今よりもちょっと減るのかな

という、私の予想、今20億円ほどありますが、その辺についてどのようにお考えか質問

いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 この大きな補正予算としては、今回の答弁でもお話させていただいたよ

うに、道の駅の備品関係が出てくるというふうに思っています。当初は3,000万の予算

でありますが、これはいわゆる地方創生拠点整備の交付金の補助対象としての金額であ

ります。したがって、それが補助制度にのっからないという備品、これがもうたくさん

出てきます。机だとかいろいろなインフォメーションの関係だとか出てきます。これが

かなり出てきますので、今回の最終日に向けて、今回の委員会でも諮らせていただきま

すけれども、おおよそ8,000数百万がまずは出てまいりますということでございます。 

  その後に、最終的にと。今の備品については、今回の工事の進捗にあわせて整備する

というものでございます。 

  あと、最終的に財政調整基金がどうなるかということについては、私の今のところで

は、なかなか見通しがつきづらい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） 当初3,000万と言って、いきなり5,000万も、これ一般財源だと
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思うんですが、そういうふうに何か道の駅そのものは交付金と補助金でほぼ国のお金を

活用してできるのでほっとしているような感じもするんですが、見えないというか新た

なお金が財政負担が出てくると。そうすると、多分、今年度の留保財源含めるとほぼ１

億円ぐらいしかなくなるし、その後あれば今年度の年度末には、余り基金に積めるほど

の大きなお金は出てこないのかなという判断いたします。 

  それも含めて、過去にさかのぼれば、私が議員になったころには財政調整基金は４億

円でした。その当時は私もどれぐらい積んだらいいのかと言ったら、４億円ぐらいで、

そのときには、余り積み過ぎると国から、お金があり過ぎるから積めないんだという話

があったんですが、その後、減ることはなくずっと４億円、十何億円、一時、合併のこ

ろちょっと伸び悩んだこともあるんですが、その後、納税金も入ったりしていて、もう

20億円はるかに超すという状況がありますが、その辺についてきちんと、どんなふうに

この財政調整基金がどれぐらいあればいいのかと。今後、総合計画をつくるときにどれ

ぐらいあればいいのかと。貯金があるから借金もできるという、その理屈もわかるんで

すが、基金があるから国も地方債等認める、その直接かかわりはないと思うんですが、

安心はできるんですが、その辺についてどの程度基金を持ち得れば大丈夫なのかと。将

来ずっと、私でも長生きできればいいんですが、やはりそのときの５年、10年の中で、

どういうふうに今生きている方々が幸せに暮らせるかというふうな活用もしなければい

けないと、その点含めて簡潔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 基金のパーセンテージ、あるいは金額等々については、いわゆる国ある

いは道だとかの、そういったいろいろと適正な額だとかあるとすれば、そちらのほうを

参考にさせていただくということになりますけれども、今私のほうで幾らがいいだとか、

何パーセントがいいだとかというようなことは申し上げられません。 

  ただ、基金、町が自立できていくためにという、そういう視点でのいわゆる将来、平

成16年度のときのシミュレーションで見ますと、当時で予測として20数億円基金として

残っていると。それはもういろいろなところを行政改革をして、身の丈にといいますか、

当時の身の丈というのは4,100人余りの人口という前提でありますけれども、それと、

それから地方交付税が縮減されていくという、そういったことを予測しながら、それで

20数億円を基金として積んでいると。それで、自立しているという状況であります。 

  そんなことを考えると、町に今全体として30年末で78億円ということですから、かな

り財源的には全部に、財調だけではなくて、いろいろなところに基金が積まれて将来の

さまざまな負担に対して対応できるような、心配のないような環境をつくっているとい
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うことでありますので、全体的にそのような財源といいますか、基金のありようだとい

うことについてご理解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） それと、次、一番町民が気にするところは、地方債の関係だと

思うんですが、例えば建物を建てた場合には、借金しても交付税が入ってくるよとか、

そういうことも含めて町民がどれだけ理解しているのかなという判断いたします。 

  当初予算では、平成31年度は102億円の地方債残高の予定でしたが、かなりいろいろ

縮小というか借金そのものが減りまして、今答弁ありましたように96億円ということで

した。ただ、答弁にありましたけれども、今後令和２年には過去最高の104億円になる

と。これ本当に過去最高になりますので。それで、返すピークが令和８年からがピーク

で約11億円元利償還金を返していくと、そこから減っていくという答弁がありました。

これは今の時点で、残っている総合計画も含めて入れた分で、それなら多分、さっき実

質公債費比率も含めてそんなに国から指導を受けるぐらいの数字に上がらないと思うん

ですが、その点について、どのように判断するのかと。 

  それから、総合計画分の事業は、新たにどういうものがあるのかと。それから、その

先心配するんですが、去年も同じ質問したときには、35年ぐらいピークに減っていくと。

それはその時点であって、事業がふえて借金すれば、そのピークがずれて、借金のピー

クもずれて、返すピークもずれて、それが、去年から見れば、もう五、六年ずれて、金

額もふえていると思うんです。その辺が、また新たな事業をして借金ふえるとピークが

ふえて、借金のピークがふえていくと、多分その繰り返しだと思うんですが、新たな事

業で借金しなければ、私財政余り見ているわけじゃないので、返せるというふうに判断

をしているのかどうか、その辺まず、今の時点では判断しているかどうか、まず質問し

ます。その後については、その後の問題でどのように考えるのか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 借金の残額としてのピークは来年度だと、こういったふうに認識をして

います。その中には、今計画が盛られている耐震化の事業、これが多分当面では最も大

きな事業であると。その後の、今のところとしては、総合計画そのものが今年度、来年

度で終わりますので、それで新たに令和４年から始まるということですから、そのとき

に向こう10年間のまちづくりのまた大枠の構想計画がなされてくるということでありま

す。 

  ただ、今予測している範疇の中では、緊急性があって、どうしても大きな投資をしな

ければならないというのが現状では余り大きくは出てこないのではないだろうかと、そ
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う思っております。 

  来年がピークで、返済のほうのピークというのは今言ったように８年と、猶予期間が

ありますので、そういった意味での時間差があるということであります。この額だけで

大変だと、このようなことで心配のないように、その裏づけとしての財源確保といいま

すか、しっかりと考えながら、いろいろな制度を使いながらやっているということであ

ります。この100億円といっても、実質に町として直接借金を払う額というのは25億だ

ということを、これは皆様方、町民の方々にもぜひご理解をいただきたいなということ

です。 

  そのように、いわゆるいろいろな借金の性格、これは民間が借金するのと行政が借金

する仕組みというのが、この辺が全く違うところがあるものですから、なかなか理解が

行き届かないところがありますけれども、こういう制度のもとで私どもは健全な財政運

営をさせていただいている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） その辺は多分、私も一生懸命調べながら、ニュースに書きなが

ら、消防の問題でもこれぐらい８億円借りるけれども、７億円は返ってくると、町の負

担はこれぐらいですよというふうな、全部返すというわけじゃないので、その辺やはり

説明しながら、大事なものは借金しても建てると。だけど、やはりそんなにどうなのか

なというときに、やはり抑えていかないと、いずれは町の負担が出ますので。 

  それから、私が心配するのは、国との関係で多分交付税措置はずっと計算されますの

で、多分令和30年と聞いたんですが、計算されて返ってくるのは、計算上はそうなんで

すが、何かのはずみでちょっといじるとかされたりとか、国そのものが借金だらけのと

き、返すお金はきちんとずっと計算で決まっていたとしても、交付税の算定基準をちょ

こっと変えたりなんかすると、きちんと来るんだろうかとか、交付税、返済金、公債費

だけじゃなくてその点含めないと、国が百何兆円のお金組んで借金だらけで、その大も

とが崩れた場合に、町は財政的にしっかりしているといっても本当に担保できるんだろ

うかというのが、私はちょっと不安材料にもあります。 

  とりあえず、町としては十分基金として借金を返すだけの見通しを持っているという

ことで確認させてもらってよろしいでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 全く心配しないでいただきたいなと、そんなふうに思います。多分、今

までの財政運営、あるいは基金等も含めて他の自治体と比べて全くある意味では優等生

的な財政運営をしているということをお伝えしたいなと、そんなふうに思います。 
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○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、株式会社まちづくり会社への委託事業に対する検証につ

いて再質問いたします。 

  私、事業そのものの見直しをと思って質問させてもらったんですが、答弁書の中に、

そもそも町の構想の話を延々とされていましたので、そもそももう一回、過去三、四年

にさかのぼって質問させてもらいたいなと思って、きのういろいろ調べてみました。 

  もともとこの事業は、きょうは持ってきていないんですが、総合戦略の最後の最後の

ページにプラスワンとして上士幌町包括プロジェクトを入れました。平成27年10月に国

に出したはずです。私たちも、ＣＣＲＣって余りよくわからない中で、それ自体はもと

もと入っている事業入っているので、特に大きな問題はないと、大きなというか議決要

件ではありませんでしたので、認めました。その次に28年、コミュニティネットに委託

をし、どういうことをしたらいいかと当時4,500万円かけて委託をしました。そのとき

の成果表がこれで、これは平成29年３月15日に製本になりました。でも、議会に報告を

受けたのは、多分この日じゃなくて４月に入ってからなんですが。それを受けて、多分

町が29年、これ最終的に７月25日に日付あるので、案は見ているんですが結果的に15日

にでき上がったと。 

  それで、今回の委託事業そのものはコミュニティネットが調査した結果に基づいて４

点、５点ほど示されています。 

  しかし、この報告書を受けたのが３月15日で、まちづくり会社ができたのは平成29年

にできて、既に創生金の交付金が29年５月付で国のほうに出しています。そのいろいろ

な事業、交付金にかかわる当初29年は約2,000万円でしたね、出しました。そんなふう

にいろいろな事業が、本当はほとんどはきちんと計画を決めて、議員さんも含めて納得

をして、議論をして次に進まなければいけないのに、その調査費に4,500万は報告もあ

ったし、ちょっと首傾げながら認めてきた。その次に、事業がちゃんといく前にもう申

請を上げると。それから、まちづくり会社がまだできていないのに、あのとき当初予算

2,000万円の予算がつきました。あのときにほかの議員さんも苦言して凍結しました。 

  いろいろなことが交付金ありきで事業をみんなの合意、議員さんもなかなか足並みそ

ろわなかったような気がするんですが、そういう中で事業が進みました。町民もそうで

す。そういう中で進んできた事業のあり方そのものがどうだったんだろうかという、そ

こまで本当は検証してほしかったんですが、その点についてどうなんですか。全て、カ

ーチもそうですね、国がこういう交付金を出しますよと、こういう会社をつくったらＤ

ＭＯつくったら補助金対象に結構なりますよと。今回も、名前はちょっと忘れましたが、
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何とか何とかを立ち上げたら交付金対象になりますよというふうに、町の中に違った会

社をつくると、そうすると国から交付金来ますよと。それによって申請がとにかく早い

ですよね、次から次へといきます。だから、町民の合意を得る前に事業進んじゃうと、

特にこのまちづくり会社については、当初28年、９年、そういう中で進んできたのでは

ないかと私は思っていますが、その点について、町長答弁をお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 まず、根本にあるのが地方創生ということです。この地方創生というの

は、何回も、今回の中にもお話しさせていただいておりますけれども、集約して言うと、

この人口減少のままであったら将来、例えば2060年には日本全体が8,000万人台になる

よと。民間の有識者会議のその前の答申を受けて、答申ではないですね、そういった提

言を受けて、いよいよもうかねてから人口減少の問題というのはやがて来るよと、少子

高齢化の中で人口の問題が出るよと。しかし、なかなかそれを具体的に政治の世界の中

で政策として国として動いてきていなかったということでありますが、そういったこと

の中で、いよいよその尻に火がついたというふうなことで、国挙げて、あるいは国とい

うのは自治体も全部含めて、この地方創生に取り組むという流れができました。それが

総合戦略ということで1,700余りの全部の自治体が取り組むということで、この３点、

ほかにもいろいろそのためには例えば地方に人の流れを起こすという意味では、若者の

地方での雇用を30万人にするだとか、あるいは子供が育てやすい、あるいは生みやすい

環境だとか、そういったことを含めて細かいところまで出ましたけれども、集約すると

その３点に集約されると、そんなふうに思っております。 

  そのもとで計画をつくって、直ちに動き出すんだということでありましたから、最初

の計画の５つの基本目標とそれからプラスワンということで、それをつくったのが27年

ということであります。それに基づいて、国としては翌年度から地域創生交付金という

新たな財源を確保して、各自治体それを実行するための自治体としての取り組みをする

という動きが出ました。ですから、それがベースになって、さまざまな計画を立てて提

案していったという経過でございます。 

  確かに時間がないというのは、これは上士幌だけではなくて、全ての自治体が同じ条

件の中でこの事業に取り組んでいくという、いわゆる緊急性があったということについ

てはご理解いただきたいなと。町がだとかということではなくて、町、国全体、自治体

全体がそういうタイムスケジュールの中で動いていって、ですから、例えば12月くらい

に計画を立てて、それを申請するのが１月であったりしながらいったということであり

ますけれども、そういった中でもできるだけ情報については、議会のほうにも伝えなが
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ら進めてきたというつもりであります。 

  その結果として、ほとんどのその事業については、国費をもって事業を行うことがで

きたということでありますから、結果としては、それが地域の振興にはつながっていっ

ているというふうに考えております。 

  ２つ目の計画をつくると、ＣＣＲＣの関係、当時はＣＣＲＣということが非常に一般

的に出ましたけれども、結果的にその軸になっていたのが、なぜ町がそれに取り組んだ

のか、なぜそれに手を挙げたのかということでありますけれども、その中にある幾つか

の項目です。１つは、人の移動です。都市部から地方へ移住・定住、これについてはも

う既に町としては動いているということであります。それに加えて、このＣＣＲＣにつ

いては、中高年齢層の人が町がそのように以前から移住・定住の取り組みとしては成功

している事例ということで評価されておりますけれども、全体的にはほとんど動いてい

ないということで、改めて中高年、やがてリタイアした人が地方のほうで第二の人生を

やると、そういうようなことを含めて、その対策としてＣＣＲＣ、中高年齢層の人が地

方で住む、そのための環境をどう整えるかということです。 

  ですから、そこで出てきたのが、サービスつき高齢者住宅等出てきました。そのほか

に、例えば元気で過ごすということが大事だということで、アクティブな生活をすると

いう意味では、スポーツや学ぶということが、非常にこれがまた大切になってくるよと

いうようなこと、加えていわゆる地域包括ですね、その町で安心してサービスが受けら

れるということだとか、あるいは世代を超えて、子供からお年寄りまでがその中で交流

をして、コミュニティーのある中で自分らしく生きていくと、こういったことでありま

す。 

  そういったことは全て、今町が取り組んでいる、今まで取り組んでいることの延長上

にあるということですから、何ら問題はないと。むしろさらに国のお金を使いながら、

これをさらに精度の高いものにしていきたいということでの提案ということであります。 

  これらについては、この構想等考え方については議会の中でも、私のプレゼンの中で

もさせていただいているこうした経過がございます。 

  そういうことを踏まえながらやってきていたのが、これまでの中で、本町としては、

いろいろなさまざまな課題があってやるべきことがあるんだけれどもできないよと。僕

はいつも人材センターなんかは、なぜ、それいろいろな人がいろいろなお手伝いをして

ほしいというのにできないと、いろいろなところに団体に、法人に働きかけながらもで

きていないというようなことなんかというのは、ずっとこの政策的な必要性としては思

いながら実現できていなかったことがあります。 
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  あるいは、健康寿命の視点でも今までどうしても介護やあるいは医療、これはもう本

当に必要なところに手厚い体制、環境整備をする必要があるけれども、元気で長生きを

するという、これまた非常に大切なことであると。ただ、そこになかなか行政的な、財

政的な支援、あるいは政策が回っていっていないとも、これも現実でありました。 

  そういった意味で、できることであるのであれば、そういったことに対する支援をす

るということも含めてこの制度の中にあるということですから、これはずっと考え方の

延長上にあって、そして必要に応じながら理解どこまでしていただくかというのは、そ

れはそれぞれにあるかと思いますけれども、これまでの政策の延長上としてやってきて、

なおかつそこに国の制度としていろいろな財源措置があると。しかも、ほとんどが町の

財源を使わなくて済むと。今でもほとんど国のお金、地域おこし協力隊から含めてもそ

うでありますけれども、そういうふうにしながら行政でやるべきことでありますけれど

も、しかし、それが民間でやることがより動いていくということであれば、そのほうが

適当でないかと。 

  それと同時に、今までも考え方の中で民間でできることについては、民間でやっても

らったほうがいいという考え方のもとで、例えばＮＰＯのコンシェルジュの育成なんか

についても積極的にやってきたということであります。 

  そういう延長上に、今その会社についても必要性を認めながら設立をし、しかも地域

全体のいわゆるそれぞれの中心的な役割を果たしている農協や商工会、あるいは金融機

関なんかも理解を得ながらやっていただいていると。ただ、会社だからといって、それ

については公益性があるので、そう収益というのは難しいよというようなことでありま

すから、その辺のことについても十分改めてご理解をいただきたいなと、そう思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 個別にいろいろ質問したいと思ったんですが、時間がありませ

んので、当初計画した国の方針に基づいた計画という、今町長言いましたように移住の

問題か中高年の活躍の場、最後にサ高住というのもあったんですが、あとアクティブな

というふうに町の方針にはありました。それでコミュニティネットの報告書の中にもい

ろいろある中で、当面何をやるかというので地域包括ケア充実と生涯活躍の場の創出、

それから移住希望というふうにいろいろ事業ありますが、大きくやれば３つに分けてこ

の事業進めてきました。 

  それで、サ高住はいずれ、いずれって別にやってもやらなくても、それは置いといて、

多分従来からの想定した目標そのものではないと思うんですよ。というのは、私やはり

移住も大事なんですが、町長その後、私も何回も確認して、生涯活躍する人は誰なのか
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と、それは町民だというふうに確認してきていると思うんです。移住してきた方が、ど

のことが活躍するには、町民がまず元気に活躍する健康寿命を延ばすことに焦点を当て

ましょうというふうにして、この事業を進めてきたと思うんですよ。それをまず確認し

たいんですが、また長くなっちゃうので。 

  それで、そう考えた場合に事業を整理したらいいのではないかと思います。例えば地

域包括ケア事業というのは、24時間体制がどうのこうのということは、民間の事業でで

きる問題ではありませんので、例えば保健福祉課の中の一部をになっていると。研修事

業はなかなかスケジュールを組むのが大変な、その一部をになっていて24時間体制、あ

と生涯どうのこうのとか、その施設がどうのこうのも、それはまちづくり会社がやれる

ような事業ではないと思うので、やはり事業を整理したらいいと思うんですよ。 

  それから、生涯大学、これはちょっと私も、そういう講座も必要だけど、町民にとっ

て何が必要かということをきちんと考えていかないと、いろいろすごい方が来て講義し

たときに、それはどちらかといえば町外向けの問題と、それから町長が、次はこういう

ふうにまちづくりは進んだよという先を見通した講義なので、それをちょっと別にした

ほうがいいのではないかと、私は考えています。 

  それから、あと、健康ポイント事業は、私はポイント事業を否定するわけではないん

ですが、結構ぶら下げて歩くんですが、歩くのと健康ってまた違うと思うんですよ。歩

くときに、よく見ていると本当に、よく歩くんですよ、ぶら下げて。だけど、何歩歩い

たかじゃなくて、そのことだけに特化するんではなくて、そのものをやはり保健福祉課

のほうでどういうふうに歩くと、教育委員会も推進、協力隊の方がいて結構指導してい

ますが、そういうふうに健康ポイント事業はいろいろな形でやるんですが、それだけに

何かどうしても、そこのまちづくり会社は健康ポイント事業やっていますよというふう

に、すごく何かアピールしていて、それが健康寿命につながるような錯覚を持っちゃう、

その辺きちんと整理したらいいかと。 

  それから、私、きょうもいろいろなパンフレットを持ってきたんですが、人材センタ

ーとか、あとたまたま上士幌救急セミナーとか、こういうものというのは、本当にささ

っとすぐやって、すぐできる事業というのは、これは本当になかなか町の中でできづら

い事業なので、こういう事業は、私は無料紹介事業もそうなんですが、こういうできる

ものをきちんと分けたらいいのではないかと。それによって、多分交付金そのものは、

それによって来る金額決まってきますので、ちょっと減るかもしれませんし、事業によ

ってはふえるかもしれません。そういうふうにきちんと分けて、今年度、３年間の反省

を踏まえて事業を分けて、町民がきちんと活躍できると、健康でいるというものに絞っ
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て委託するならすると。 

  それと、別な形でまちづくり会社が素早くできるものを分けると、そういうふうにき

ちんと分けてやったらいいのではないか。何もかもをここに持っていくと、とても大変

になると。 

  それから、体制の問題についても、協力隊員が３年でかわりますね。正社員がたしか

パート含めて３人だと思うんですよ。だけど独自の事業はないので、ほとんど財源はあ

りません。それから、国の交付金、人件費分の補助だといって協力隊員に渡すのもそう

なんですけれども、やはり独立するならするできちんとしないと、いつまでも町の補助

金もらう、その町の補助金は国の補助金、交付金なので、それでやっていって、本当に

町のあれを担う会社になるんだろうかという疑問を私は持ちます。その点についてきち

んと整理すべきだと思いますが、答弁をお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず、事業の整理の問題であります。上士幌塾なんかの話も出ましたけ

れども、これもかなり議会と議論しました。山本議員との質問のやりとりも相当あった

というふうに思っております。そのときにあったのが、いわゆるシルバー学級だとか、

ここでやっているから、こういったことが必要ないんじゃないのという話も出ていまし

たんですね。でも、それはすみ分けはしなきゃならんと。これはあくまでも地方創生と

いう視点なので、地方創生に関するようなことを軸にしながら講座を開いて、それは結

果的にこの町の何回もありますけれども、人口減少やあるいは地域の経済につながるよ

うな、そういった学びの場であると当時に、学ぶということについては、いわゆる認知

のそういった予防にもつながるだろうと。ただ、そういう意味では、この学ぶというの

は、このことだけ全て解決する話ではありませんけれども、そういった視点も含めて採

択の条件になったんだろうというふうに思っています。 

  今あったように、確かに上士幌塾については、多額のお金がそこに講師料として大体

出ています。これは町単独ではできないだろうと、そう思っております。相当町単独で

やるとすれば絞っていくというようなことも出てくるかと思いますが、それぞれ住民の

関心のある、あるいは聞いてみたいなという視点だとか、それからおっしゃったとおり、

町がこの後どういうふうにしていくのか、あるいは時代の流れに合った、そういう先を

見越したような事業ですね、これが実は10月に始まる、５、６に始まる生涯活躍のまち

の中の取り組みの講師陣です。ＩＣＴ情報通信の社会、５Ｇの社会、超高速通信時代に

なるよといったときに、その今代表的な方々に来ていただいて、しかもその地方の中で

その先端をいろいろな分野でそれが実用化していくというのが私どもとしても想定をし
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ていきたいなということでありますから、通常であれば呼べない人が来ていただくとい

うことについては、町にとっても、それからこれからの時代を予言する、あるいは予測

する時代の到来がこの講座の中にあるということですから、これは今、皆様方、町民の

方々が聞きたいという話ではないかもわかりません。 

  しかし、これからの世代の人だとか、こういった人方も含めて、これはみんなで考え

て、こういう時代に来るんだという意味であります。ですから、頭数だけでいくと少な

くなるかもわかりません。でも、これは大事なことだというような押さえであります。 

  最後は、包括ケアの関係の、去年人気あった人がきました。しかも、今回もいろいろ

な、前回も含めてアンケート等を含めて講師の選定なんかもさせていただきました。来

た人方は、おおよそ非常に喜んでもらっているのではないかなと、きのうもテレビの中

で聞きました。前に聞きました和田講師がテレビに出ておりましたけれども、その意味

ではいいのではないだろうかなと思います。 

  それから、包括ケアのそういったことも入っていますけれども、それはそこが担うと

いうことではなくて、それぞれのところでやるべきことなんだけれども、なかなかでき

ないよというようなことなんです。全体的にそうなんですね。全体的に今仕事をしてい

るのというのは、本当はやりたいんだけれどもできないから、そこでやれないだろうか

というお願いであります。 

  例えば今サポートセンター、今の方々、今の状況の中で頑張っていますけれども、将

来的にはあそこのグループホームなんかもやりたいんだけれども、じゃ誰がどうするの

といったときに、一緒に調査をしてもらったり、そのようなことをやりながら足りない

部分をサポートしているということであります。そこがあたかもほかのところをとるな

んていうことではなくて、むしろお助けみたいな、そのような仕事があって非常に重宝

してもらえているのではないだろうかなと思います。 

  それから、健康ポイントの話もありました。これは象徴的にされると、そういった問

題もいろいろあります。確かにそのとおりであります。しかし、歩くということだとか、

自分たちが健康を意識するという意味でのいろいろな情報を流したり、いろいろなイベ

ントをして関心を持ってもらうというのは、これは非常に大切なことではないのかなと

いうふうに思っております。何もないので、みんながいいのであれば、それは何もやる

必要がありませんけれども、でも、やはり必要だよねと。歩くなんていうのは、結局は

健診を受けても、それから病気になってもまずは歩いたほうがいいよと、血圧高くても

歩いたほうがいいよ、血糖値が高くても歩いたほうがいいというのは、大体指導される

のはそこではないかと。 
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  それを含めて、その上で保健師だとかいろいろなところで連携をしてやるということ

でやっていかないと、ここが主役というよりも、むしろ全体のところに主役があって、

そこに、いわゆるある意味ではサポートをして、足りないところを補っていくというよ

うな仕事だというようなことを考えると、これは僕は決して行政がこの仕事を委託する

ことが自立していないということではなくて、そこに新たなビジネスが起きて、公共性

ということですから、行政の仕事というのが多くなるだろうと思いますけれども、決し

てそれは独立していないということとつながるものではないだろうなと。その中で、全

く独自のものがあれば、それはそれで結構なことでありますし、今町民からやって喜ん

でもらえるというところが一番大事なことでないかなと。そう思いながら、まちづくり

会社のこの後の育成支援なんかについては、引き続きしっかりやっていく必要があるの

ではと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 持ち時間が来ましたので、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15分間休憩といたします。 

（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再開いたします。 

（午前１１時１４分） 

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

◇ 小 椋 茂 明 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 私のほうからは、大学等進学及びＵターン支援について、２点

目として、高齢者運転免許証自主返納支援についてご質問していきたいと思います。 

  １点目、大学等進学及びＵターン支援についてです。 

  本町では、子育て支援策として、こども園の無償化に始まり高校までの医療費無料化、

バルーンスタンプ子育て支援カードの発行、小学校における少人数学級教諭やＴＴの配

置などに代表されるように大変充実していると思います。 

  しかしながら、支援策は長いもので高校までであり、高校卒業後の進路においては約

70％の生徒が専門学校や大学に進学すると言われている昨今、負担が一番大きくなるこ

の時期に支援がないのが現状です。 

  その後に行われる成人式においては、それぞれの道で学びながら「いずれ上士幌に戻

ってきたい」との声が毎年複数人から聞かれます。そんなことから一つ、上士幌高校振
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興会の支援策とは別に、町内在住者の専門学校、大学等への進学支援について、２つ目、

Ｕターン支援策について、２点町のお考えをお伺いしたいと思います。 

  もう一点、高齢者運転免許証自主返納支援についてです。 

  第３回議会定例会において、山本議員からも質問のあった高齢者運転免許証自主返納

支援事業ですが、４月からこの事業を開始し８月までに５名の申請があり、まずまずの

スタートだと思います。 

  しかしながら、運転経歴証明書交付手数料と運転免許試験場へのバス運賃の補助では、

問題への本質的な解決にはなりません。 

  返納をためらう理由は、返納後の外出時の足の確保が大きいと思います。タクシー助

成のある通院サービスや町内循環バスもありますが、日常生活の自発的手段として電動

カート、電動自転車が挙げられます。しかし、どちらも高額な乗り物のため、購入に二

の足を踏んでしまうのが現状と思います。 

  そこで、これらの購入に際して、一部を助成するなど新たな事業を実施する考えはな

いかお伺いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀雄二教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 大学等進学及びＵターン支援について小椋議員のご質問に

お答えします。 

  上士幌高校の振興につきましては、地域の高校の発展充実と町全体の教育水準の向上

に寄与することを目的に、平成５年９月に産官学が連携して上士幌高校振興会を設立し

ております。これまで通学費を初め、入学準備、各種検定、見学旅行、部活動奨励など

修学中の支援策と卒業後のかなえたい夢の実現に向け、意欲ある生徒を応援する返済な

しの奨学金制度を設け、地元高校の存続と発展に努めてまいりました。 

  ことし３月に上士幌中学校を卒業し地元の高校に入学した生徒は10名、町外の学校に

入学した生徒は29名であります。ここ５年間の平均は約25％が地元の高校に通い、75％

が町外の高校などに進学しているのが実態であります。 

  高校卒業後の進路は進学と就職に大別され、進学につきましては、大学、短期大学、

専門学校などさまざまであります。 

  大学受験から卒業するまでの学費や生活費などの必要経費は日本学生支援機構や全国

大学生活協同組合連合会などの調査によりますと、国公立大学では約800万、私立大学

では約1,000万かかると言われております。 

  こうしたことから、学びたい気持ちを応援する奨学金制度が活用されております。奨

学金制度には日本学生支援機構奨学金を初め、地方自治体やあしなが育英会、交通遺児
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育英会の奨学金、さらには新聞奨学金、大学独自の奨学金などがあります。日本学生支

援機構の平成28年度学生生活調査によりますと、大学生の48.9％が何らかの奨学金制度

を利用しております。 

  道内においては、26大学、８短期大学、59の自治体が奨学金制度を設け学生を支援し

ております。道内自治体の奨学金につきましては、47自治体が貸与型無利子、12自治体

が返済不要給付型となっております。 

  自治体による奨学金制度は受給対象や期間、学校・学部・学科、人数、金額など千差

万別であります。その中には、地域を支える人材育成の観点から、Ｕターンを見越し、医

師・看護師・薬剤師・保育教員を目指す学部学科に通う学生を支援するケースもあります。 

  本町の子供たちは、地域の実践や解決を学ぶ探求的学び、地域の人とかかわる体験的

な学び、地域づくりの一員として行動する実践的な学びを通して地域社会で生きる力が

育まれております。 

  高校卒業後、高等教育機関で学ぶ学生が、ふるさと北海道、ふるさと十勝、ふるさと

上士幌に心の根を置き、地域で活躍できる人材を育む上でも、各団体が行う各種の修学

支援を義務教育段階で広く周知するとともに、国において地方創生の観点から、学生の

Ｕターンに対する施策を検討する旨の情報もあることから、町としてどのような援助が

できるのか情報収集に努め検討してまいりたいと考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 高齢者運転免許証自主返納支援について、小椋議員のご質問にお答えい

たします。 

  高齢者運転免許証自主返納支援事業につきましては、高齢運転者による交通事故の減

少を図るため、65歳以上の町民の方が運転免許証を自主返納して、運転経歴証明書の交

付を受けた場合は、申請手数料と運転免許証試験場への交通費の一部を補助するもので、

８月末現在で５名の方より申請がありました。 

  運転に不安があっても日常生活の足となる車を手放すことも厳しいという高齢運転者

や家族の方もおられるのではと考え、今後は、交通事故防止装置（踏み間違い加速抑制

システム）等を整備の補助制度についても検討してまいりたいと思っております。 

  日常生活の自発的手段として、電動カートや電動自転車の購入助成の検討をしてはと

のご質問でありますが、電動カートや電動自転車による高齢者の移動についても乗用車

同様の交通安全の懸念が生じます。現在、来年度のおでかけ確保対策（地域交通網形成

計画）の策定に向け、路線バス、高齢者等福祉バスの乗降調査やヒアリング調査を実施

しているところであります。 
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  高齢運転手に限らず全ての町民の方が快適に生活できるよう、あらゆる移動サービス

についての検討を進めており、また10月には自動運転バスを用いた貨客混載の配送サー

ビスの実証実験も予定しているところであります。 

  高齢者や買い物弱者の足の確保について、さまざまな角度から検討してまいりたいと

考えております。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） ありがとうございます。 

  まず、分けて再質問したいと思いますが、まず、進学支援のほうです。 

  上士幌高校の振興支援には、町を挙げての大事な高校を守るという意味で上高に手厚

い支援をしているというのは大変理解しているところであります。しかしながら、答弁

のとおり75％が町外の高校に進学しているという現状があります。そこには地元に高校

があるというのがわかっていながらも、部活動であったり、職業科であったり、進学校、

そういうような道への希望のために、そちらに進んでいる生徒がいるというのが現状で

あります。 

  今言った部活動の関係で見ますと、地元を離れて帯広関係のところで活躍している生

徒たくさんいるのを新聞等でもよく見ます。陸上競技で３年連続インターハイに行った

り、あとソフトテニスなんかではベスト８のうち半分が上士幌出身であったり、卓球に

おいても同じですね。地元の中学校ですと（上士幌中）というのが出ないので、もしか

したら気づかない方いらっしゃるかもしれませんけれども、そういった中で上士幌出身

の子がそれぞれの目的に沿って活躍しているというのが現状です。 

  そういった中で、高校に関係なく支援しているのもあることは実際ありますよね。医

療費を高校まで無料にしたりとか、あと子育て支援カード満点になったら10倍になるの

も、高校関係なく上士幌の住民であれば支援しているというのが現状であります。 

  しかしながら、上士幌高校への振興会の支援策というのは、大学に上がることに関し

ては国公立大学50万、私立大学20万というような厚い支援をしているというのも現状で

あります。もちろん、それと同じような政策をみんなにということは考えておりません。 

  しかし、一方では地元ということもあって、もちろん手厚くするのは当たり前なんで

すけれども、地元高校を選択しないからといっても、これから先ほど答弁にもあったよ

うにすごい費用がかかる進路を進む道なんです。ここに対しては何らかのバックアップ、

この町で生まれ育った子たちのさらなるステップアップの道へのバックアップというの

が僕は必要ではないかと思うんですけれども、その辺についてお考えをお願いします。 
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○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 上士幌高校の子供たちの部分については、今お話あったと

おりで、あとは今、担当のほうではありませんけれども、農業後継という部分では上士

幌町農業後継者の奨学金制度というのがこの町でありまして、高校生につきましては修

学期間中１万円掛ける36カ月。その生徒が大学まで行った場合については、大学４年間、

短大の場合は２年間というところでの奨学金を行って、現在４人がその制度を活用して

いるというふうにお聞きしております。 

  今、議員お話のあったように、町の子供たちが上士幌高校だけではなく、ほかの地域

の中でも学んで、その後のステージに向かっていくという部分では、何らかのやはり応

援というのは、僕の中ではあっていいのかなと思っています。 

  今の高校就学の部分も、いろいろな制度の活用が今生まれてきておりますので、そう

いった部分の活用を考えながら、ちょっと検討はしていきたいなと思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 先ほどの答弁、最初の答弁の中にも奨学金の話ありましたけれ

ども、奨学金は、いろいろ大学独自の奨学金などもあるんですけれども、例えば道内最

大の学生数を誇る札幌の私立大学の例を見ますと、学生数約5,000人という中で、各種

の奨学金の例ありますけれども、全部ひっくるめても対象になるのが140名程度と。だ

から、何パーセントしか該当にならないというのが現状なんですよね。そういった中で、

国のほうでも成立させた大学等就学支援法、これ2020年４月スタートということで、一

定の親の所得が低いところに対して学費見ますという制度なんですけれども、これも調

べてみますと、水準がかなり低いところしか対象にならないということで、全国で約

350万人いると言われている大学・短大・専門学生の中で対象となるのは１割程度しか

いないんじゃないかという予測の中でお話が論議されていて、大方９割近くは該当しな

いという中で、小・中・高だんだんとお金がかかっていく中で、一番かかるのはここな

んだというのも、多分お子さんを一通り見た人はわかっていると思うんですけれども、

そこについて、やはり町として子育て支援というのは、やはり就職、社会人になるまで

が一定のそういう時期に当たるのではないかなという見方もありますね。この辺につい

て、再度、教育長も含め、町長のほうからも答弁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 高校段階、それから大学、特に大学あたりでは出願から始

まって、そして卒業するまで奨学金を活用している子供が48％、ある統計では2.7人に

１人という数字が出ています。Ｕターンとの部分もちょっと兼ね合わせてお話しさせて
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いただきますと、そういって学んだ地元の子供たちが地域に戻ってきたときに、アンケ

ートの中では、やはり自分が生まれ育った町だったから戻ってきたというのが35％くら

いあると。それから、旅行やいろいろな学校での合宿などで上士幌を訪れて上士幌に戻

ってきたという関係人口のＩターンというのも32％、あと親が今までそこで暮らしてい

たからと、非常に地元に対しての強い思いを持っている学生が多いんだなというところ

もあります。 

  そういった、これからは確かに教育における人づくりというのが、地域を支えていく

というのがもうこれ大前提にあると思いますので、そういった苦学生をやはり応援する

というシステムは町の中でもやはり考えていきたいなと思っていますし、当然、国のほ

うでも、来年の文科省概算要求資料等を見ていっても、そういった部分を支えるんだと。

一生懸命、意志ある大学生、短大生を応援するんだというのも情報としてありますので、

そういった部分を見合わせながら、町としてどんな応援ができるのか、町長のほうとも

相談していきたいなと思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今、具体的な施策については、特に持ち合わせていませんけれども、そ

こら辺については教育委員会と十分連携をとっていきたいというふうに思います。 

  ただ、高校卒業して就職したり、あるいは大学に進学するというケースで地元を離れ

ていくという子供さんがかなり多いということで、それがまた地方の若者の減少につな

がっていっているということなんですよね。 

  ですから、やはりいろいろなＩターン、Ｕターン、Ｊターンだとかありますけれども、

生まれ育った子供たちが地元にまた帰ってきてもらいたいと、これは願いとしてはあり

ます。ただ、いろいろな仕事がありますから、その辺がマッチングできるかというのが

ありますので、その辺が難しいところ、全てが合うというふうにならないかと思います。 

  そんな中で、地元に戻ってくるための動機といいますか、どこかで調査しているもの

だと思いますけれども、それに一つには、在学中に地元のことに対する愛着やそういう

ものが育まれているという子供さんが意外とパーセンテージとしては多く戻ってきてい

るという事例があって、そんなようなこともあって、これから次期の地方創生の中で、

実は前回は、大学生の東京一極集中を是正するということで、東京都内の大学の新たな

学部の増設だとか、あるいは学生数の増加については認めないということで、逆に折り

返していうと、地方のほうの大学を充実させるんだというような政策をとってきました。 

  しかし、現実の問題、そのとおりになっていないということがあるんです。そんな中

で、その地元の高校生の過程の中で、ふるさとに対する関心の強いものについては、Ｕ
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ターン率が高いということでありますから、そこについては町としてもどんな形ででき

るのかということです。在学中に、今みたいなソフトの関係で子供たちの接し方だとか、

あるいは教育活動やそれなりの活動の中でもそのようなことも必要であるかというふう

に思いますし、また物理的な、財政的な支援をすることによって、またそれに地元に来

るはずみになるのかだとか、いろいろあるんだと思うんで、実際、地元の建築・土木に

しても、ほとんどのところが医療・介護にしても人手不足だという現実がございますか

ら、そういったところも含めてどういうことが可能なのかということなんです。 

  ただ、Ｕターンというひとくくりにして、全て上士幌出身の人が30になって、40にな

ってＵターンするから何とかしてくれって、これになっちゃうとなかなか、いわゆる制

度設計する上でも難しいということがありますから、そういう意味では、大学やあるい

は専門学校を卒業したときの、そういった節目のときに来るきっかけとして何らかの制

度をつくるということは、十分検討の余地があるのではないかと思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） Ｕターンのほうの話がいったので、Ｕターンのほうのお話に移

したいと思うんですけれども、私の質問の最後のほうで成人式の話言っておりますけれ

ども、私も教育委員をやりまして、ずっと15年間成人式参加しておりました。その中で、

特に近年多いかなという感じがするんですけれども、一人一人新成人がコメントする中

で、今こういうところで学んでいるんだと、こういうところに１回仕事に就くんだと、

こういうことをやっているんだと言いながらも、いずれ上士幌に戻ってきたいんだとい

う声が随分ふえたような感じがします。学生さん、やはり地元に大学・専門学校ないの

で、近くても帯広、また札幌、道外というのがほとんどなんですけれども、一回そうい

う華やかなところで暮らしてしまうと、もうそっちのほうが心地よくなってしまって、

もうずっとそっちにいるんじゃないかなというのが、一昔前までの印象でした。そして、

若者が地元離れてほかに行ってしまうという構造だったんですけれども、ここ数年、上

士幌に戻ってきたいという声があって、参加者の保護者の中からも、毎年入れかわる保

護者の中で、こんなに上士幌に戻ってきたいという子がいるんだねという驚いている声

を毎年何人かから聞かされます。 

  というのは、今町長も言いましたけれども愛町心が小中の間、高校も含めて芽生えて

いるのかなという思いをしっかりと感じております。 

  そういった中でそういう声に対して、成人式などでも、うちの町ではこういう策を用

意しているから、もしその気があるなら、どうぞＵターンして戻っておいでよという声

が出せるような町でありたいというふうに、私思って今回あげております。 



－102－ 

  最近、ニュースなんかで出ましたけれども、帯広の企業、福原さん初め奨学金返済支

援制度というのを導入するというニュースが流れております。これはさっき言った苦学

生を救済するというのもありますけれども、それをきっかけに地元中心にいい人材を入

れたいという思いは同じで、うちの町としても頑張ってきた人材をこの町に戻したいと

いう思いがありますので、再度この点についてお考えお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 ことしの成人式で５年前中学を卒業するときの生徒数が40数人だったと

いうことでありますけれども、ことしの名簿を見ますと、70数名が名簿登録されている

んですね。それは、よそから就労等々で上士幌に若者が来ているという現実があるとい

うことです。仕事だとかがあるだと思いますが、これは非常に大事なといいますか、評

価していいというか、この町に仕事として魅力を感じてもらって就労しているというこ

とだと思っております。 

  そのためにも、Ｕターンについても、その年齢とは別にしていろいろなところで出て

きていると、これも今までにない、そのような感じを僕は持っております。上士幌出身

者がよその町で世帯を持って、そして、またここに戻ってきたという事例だとか、何と

なくそのような感じがします。これは非常に大事なところであって、やはり何といって

も、この町が暮らしていくのにふさわしいというふうにやはり感じてもらわないと、来

られないだろうというふうに思います。 

  先ほどの質問の中でありましたけれども、やはりこの町がどんなふうにして暮らしよ

い町なのか、町民がどのようにしてこの町で豊かに暮らしていくのかと、ここがやはり

私どもとしては第一義の仕事であります。その上で、よその人方も魅力を感じて来ても

らうという順番だというふうに考えておりますので、そういった意味では、まずまちづ

くりをしっかりするということと、それから、今キャリア教育というような言葉を前か

ら聞いておりますけれども、具体的にキャリアのそういった実践の場だとか、そのよう

なことに今までどれだけ触れているかというようなことであります。 

  今、現実問題、人手不足の問題も非常に深刻になっていることがありますけれども、

さまざまな仕事の体験をしていただいて、インターンシップではないんですけれども、

休み中だとかそのようなことを経験しながら、じゃこの仕事に将来も含めて仕事をして

いこうかというような取り組みも今まで以上に大切になってくるのではないだろうか。

介護の初任者研修をやって、高校生が来ました。でも、今までは高校生がそういった機

会に参加するだとか、逆に、あるいはアルバイトなんかでも認められていないというこ

とはないだろうけれども、ほとんどそういったことは、なかなか幅広く自分の人生にと
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ってプラスになるんだと、そういう視点ではないというところでの押さえがあったので

はないだろうかと思いますが、こういうこともいろいろと社会勉強をしながら、自分の

適正な仕事につけていただくと。これはこの中でもやれることもあるのではないだろう

かなと、こういうふうに思ったりもしています。 

  これもまたこれからの新しい高校の動きといいますか、従来にない積極的な、そうい

った地域、地域と言いながらも、なかなか距離感があったというふうに思っていますけ

れども、それがさらに濃密な関係につながっていくと、子供たちのこの後の就業、就職

にもプラスになっていくのではないだろうかと、こんな期待も持って、さまざまな可能

性を求めて、これからも施策を講じていきたいと、そう思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 私の質問の冒頭にあった子育て支援の一番筆頭として、こども

園の無償化というのを最初に挙げましたけれども、この辺については先般も説明ありま

したけれども、国のほうで10月から無償化という制度になることで、町のほうとしては、

子育て、少子化、夢基金を活用してこれを実行していたというのか、浮いてくるという

状態になると思うんですけれども、これらについて、私の提言した策も含めどのような

方向でシフトしていくのかという考えもお聞きしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 確かに、無償化によって新たな町の負担の財源が浮くということがでて

まいります。これはこれとして、これがあるからそっちにしようということではなくて、

必要なものには、それはともかくとして手当を講じていくという、そういった視点で取

り組んでいますので、その浮いた分をどうこうということは、またよそに置いて、今さ

らに、ここの町で子供たちがＵターンできる、あるいは働きたいというようなために、

何か財源的な手当が必要なのであれば、それは手当として検討していくということでご

理解いただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 続いて、２つ目の質問のほうに移りたいと思います。 

  答弁の前半に書いてありました交通事故防止装置（踏み間違え加速抑制システム）等

の整備ということを書いてありますけれども、これは私ちょっと調べてみたところによ

ると、東京都が７月31日から受付相談始めている高齢者安全運転支援装置設置促進事業

補助金というのが当てはまるのではないかなと思っております。 

  これについては、ペダルの踏み間違いなどによる急加速などを制御する装置として機

能するものでありまして、物としてはアクセル踏み間違いで、超音波のセンサーで感知
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するタイプと、あと踏み具合が急だったりするなどの具合を見て感知するのとあるよう

です。これについては、全国的にもまだまだ採用しているところが極めて少ないんです

ね。調べても、東京都がようやく今言った１カ月前から受付始めたということで、東京

都において例を見ますと、免許を持っている70歳以上の方が対象となりまして、１割負

担が購入できると。要は、都のほうで９割助成とするという東京都の策であります。 

  これに準じたものはないかなと思って全国版で調べてみたところ、全国でもまだ本当

に数えるほど、７県ほどですね。それは、補助金、今東京都の場合は９割補助と言いま

したけれども、今見ました８県の中では３万円の定額補助だったり１万円の定額補助、

また２分の１補助、３分の２補助とまちまちであります。 

  これについては、後づけできるという点では、今持っている車につけられるという非

常に画期的なものだと思うんですよ。これについて、すごい必要な制度だと思いますの

で、ぜひ検討とありますけれども、導入に向けて力強く決定していただきたいと思いま

すが、いかがですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 最近の報道でも、本当に痛ましい事故が起きていると。運転手が悪意を

持って運転の結果が事故ということでなくて、やはり自分の身体機能の劣化によって起

きているということですから、事故を起こした人も、それから被害に遭った人も非常に

不幸な状況だということで心が痛む事例が多々出ているということであります。 

  都市部の運転の免許証はたくさん持っているかもわかりませんけれども、実際運転し

ている人は都市部のほうが割合としては地方より少ない。ところが、こういった田舎へ

来ると、残念ながら農村部から町なかへ来るのにも運転せざるを得ないと、ですから１

世帯の中に２台、３台という車を所有しているという例も多数あるということですから、

車社会、車を欠かせないという生活がやはり地方のほうでは余儀なくされているという

ことであります。 

  そういった事故を受けて、多分この後、高齢者の運転免許に対する、今までも70歳に

なったら高齢者の運転講習がありますし、75歳になって、また後期高齢の講習があって

やります。だんだんそれは厳しくなるという言い方変ですけれども、いわゆる身体的に

認知の問題だとか、そのようなことも安心を確認しなければ運転してはまずいぞと、な

かなか強制的に奪い取るということはできないのではないだろうかと思いますが、やは

り安全に対して相当やはり深刻な状況にあるというふうに考えております。 

  そういった中で、本町としても、免許証の返納については、今進めております。さら

に、今回金額としてはわずかでありますけれども、５件分の補正予算を上げさせていた
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だきますが、残念ながら、そういう人方は意外に運転せざるを得ないという人方がまだ

まだたくさんいるという前提のもとで、不幸な事故を少しでも軽減をしたいという意味

では、最近の新しい車は全部ほとんどついているんだろうと思いますけれども、長らく

乗っている車については外づけのことがあるということでありますので、これについて

はぜひ導入をして支援をしたいなというふうに考えております。 

  この今の中でも自分が自由にどう移動できるかということは、非常に大きな課題だと、

そんなふうに考えております。 

  特に町なかの中だったら、まだ場合によってはできるかもわかりませんけれども、農

村から出てきたときなんかについては、やはり自分で運転しなきゃならん。町なかだけ

は運転するけれども、よそは運転しないようにだとか、そんなようなことを工夫しかな

がら安全に対策を、家族含めて練っているというところですから、できるだけ事故の軽

減をしてもらうために、この制度については、具体的に考えていきたいと思います。 

  ただ、この制度設計については、これから、今、東京都のお話がありましたし、ほか

の事例があるとすれば、そういったところも参考にしながら、うちの町としてはどうい

う形が望ましいのかということを具体的に進めてまいりたいというふうに思います。 

  この後の、今足の問題、特に安心して移動できるという、そういう仕組みをつくると

いうのは非常に行政にとって大切な仕事だと、そんなふうに考えております。 

  10月の自動運転バスの実証実験もやりますけれども、これが遠い将来のことではなく

て、近い将来そういった時代に来るというところまで来ているということと、いち早く

町が取り組んできているということもありますから、そんなものを使ったり、簡単にそ

れは町内全部というわけにいきませんけれども、今までのコミュニティーバスの運行の

仕方だとか、あるいは一回、バスに乗って帯広まで行くという、運転免許を持って乗っ

たことのない人もたくさんいるだろうと思うんですよね。そのようなことの体験なんか

も、場合によってはやりながら、何が自分にとって不自由なのか、こうすればもっと快

適に運転免許のほうも返納できるよというふうなことも含めて、総合的な交通の整備を

していくという計画の段階でありますけれども、やっていきたいなというふうに思いま

す。 

  いずれにしても、善良な住民が不幸にもそのようなことにならないようにやるための

一つの手だてとして、やはりこれはできるだけ具体的に進めていきたいなと、そのよう

に考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） ただいま答弁ありましたことを整理しますと、さっき言った高
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齢者安全運転支援装置設置促進事業補助というのをやるという形で、これやるというこ

とになれば、私の調べが全てでないかもしれませんけれども、きっと道内初になるんじ

ゃないかなと思われますので、ぜひとも今前向きに答弁いただいたものを進んでいって

いただきたいと思います。 

  後半のほうの返答で、本来の私の質問の部分に入るんですけれども、電動カート、電

動自転車ということで、これは交通安全の面で懸念が生じるという返答ですけれども、

ここを自転車、こういうものまで全て安全運転の懸念と言ってしまったら、動きは本当

にもう特定されてしまうんですよね。年齢いった方、元気な方もいるし、悪い方もいら

っしゃると思うんですけれども、なぜこれ出したかというと、やはりそういう問い合わ

せ、需要があるというのを確認した上での質問なんですね。町内の自転車屋さん２件に

確認したところ、購入までいかなくても、これどんなもんだろうという問い合わせが年

間にして十数件あるという中で、そのうち、ちょっと使いこなせないかなと思って断念

する人、よし買いましょうと言って買う人、あと３分の１ぐらいは金額でやはりちょっ

と心配して欲しいけど、ちょっとそれは手が出ないなといって断念しているのが現状な

んです。 

  ですから、町長言われているように、自動運転バスなんかもすごい画期的で近々、そ

ういうのが導入されている町の状況はよくわかるんですけれども、その反面、自発的に

自分の範囲で行動できる道具として、そういうものを必要としている人がいるというの

も現実なんです。その点においては、幅広い施策、どこか一つこればかりをスポット当

ててやるというのではなくて、今言われているようなことも一通り、もちろん必要なこ

とですし、私が提案していることも実際いるということも考えてみて、少し検討してい

ただけないかと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今のこれからの本町の中での人の移動に関する調査、研究ですね。これ

はやはり多様な乗り物の手段がそこに介在してくるというふうに思っています。手押し

車もその一つだというふうに思いますし、多分、お年寄りになって自転車、普通の僕ら

の自転車では、これはかなり運動能力といいますか身体機能なんかが必要になってきま

すのでなかなか難しいと。ただ、四輪車ということになると、あるいは三輪車か四輪車

と、これはまた違った乗り物の一つになってくるかと思いますが、そういういろいろな

さまざまな乗り物と移動の方法だとかというものを検討していくということになります。

これに特化してどうするかということについては、まだまだ全体的に整理されていない

中でありますので、ちょっと猶予は欲しいなと、そんなふうに思います。 



－107－ 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） いろいろ質問出していただきましたけれども、一通り検討する

こと、前向きにやること含めていい答弁いただけたと思っております。 

  私からの質問は以上とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、６番、小椋茂明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。 

  ここで休憩といたします。 

  再開は午後１時とします。 

（午前１１時５３分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（午後 １時００分） 

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

◎報告第６号及び報告第７号の上程、説明、質疑 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、報告第６号 平成30年度上士幌町財政健全化判断比

率の報告について、日程第３、報告第７号 平成30年度上士幌町公営企業資金不足比率

の報告について、以上２件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます 

  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６号 平成30年度上士幌町財政

健全化判断比率の報告について、報告第７号 平成30年度上士幌町公営企業資金不足比

率の報告についてを一括して、その内容をご説明、ご報告申し上げます。 

  財政健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率は、平成19年度に制定されました地

方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第22条第１項の規定に基づき、

監査委員の審査に付し、その意見を付して議会に報告するものであります。 

  初めに、報告第６号 平成30年度上士幌町財政健全化判断比率の報告についてをご説

明いたします。なお、あわせまして参考資料としてご配付いたしました平成26年度以降

の健全化判断比率の推移も参考にご参照願います。 

  それでは、報告第６号２ページ目、健全化判断比率報告書をごらん願います。 

  各比率の括弧書きはそれぞれの指標の早期健全化基準を表示しています。参考欄につ

きましては、黒字であったため比率が算定されなかったものの計算結果を参考として記

載したものであります。 
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  この財政健全化判断比率は４つの比率からなっております。実質赤字比率につきまし

ては、普通会計の赤字の程度を指標化したものであります。本町の場合は一般会計が対

象となりますが、黒字決算となっておりますので、数値が算出されなかったものであり

ます。 

  連結実質赤字比率につきましては、特別会計及び公営企業会計を含めた全ての会計を

対象にし、町全体としての赤字の程度を指標化したものであります。本町の場合は、一

般会計及び５特別会計を合わせたものが対象となりますが、黒字決算となっております

ので、数値が算出されなかったものであります。 

  実質公債費比率につきましては、全ての会計における地方債元利償還金と一部事務組

合の償還金負担分、公債費に準ずる負債の償還金を合わせたもので、町の経常的な収支

に対するに借金の割合を指標化したものであります。比率には、平成28年度から３カ年

の平均数値が用いられ、平成30年度は5.8％となっており、昨年度の5.1％に比較して

0.7％増加しております。この増加の主な要因といたしましては、平成30年度の単年度

数値は、平成26年度に借り入れを行った。地域密着型介護老人福祉施設整備事業、介護

医療施設建設費助成事業、認定こども園建設事業の特に借入額の大きい起債３件につい

て３年間の据置期間が終了し、平成30年度から元金償還が始まったことなどから、数値

が上昇したものであります。 

  次に、将来負担比率につきましては、全ての会計と加入している一部事務組合、第三

セクター等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率

であります。すなわち、地方の支払わなければならない借金や負担金等の残高の程度を

指標化し、将来的に財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものであります。本町

においては、将来負担額に対し充当可能基金や普通交付税で措置される額が大幅に上回

っていることから数値が算出されなかったものであります。 

  以上４つの指標全てにおいて括弧書きに記載しております早期健全化基準を下回って

おります。 

  また、指標の財政健全化判断比率につきましては、その算定の基礎となる資料を付し

て、監査委員の審査に付し別紙のとおりの意見をいただいておりますので、ご参照をお

願いいたします。 

  次に、報告第７号 平成30年度上士幌町公営企業資金不足比率の報告についてご説明

申し上げます。 

  ２ページ目、資金不足比率報告書をごらん願います。 

  公営企業の資金不足比率につきましては、水道事業会計、公共下水道事業会計の２会
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計とも黒字決算となっていますことから数値が算出されなかったものであり、右の欄に

記載しております経営健全化基準を下回っております。 

  また、指標の資金不足比率につきましては、その算定の基礎となる資料を付して監査

委員の審査に付し、別紙のとおりの意見をいただいておりますので、ご参照をお願いい

たします。 

  以上、報告第６号並びに報告第７号を一括して、ご説明、ご報告させていただきまし

た。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより２件を一括して質疑を

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） 実質公債費負担比率なんですが、平成30年度においては３年間

平均で5.8なんですが、多分、今後借金がふえますのでこの負担比率は上がっていくの

ではないかと。単年度ごと見れないんですが、30年度だけでも平均すればこうなんです

が、この30年度だけだったらどれぐらいの数字となるのか、その辺がわかっていれば教

えていただきたいのと、それから、結果的に25を超えると国の指導とか入ってくると思

うんですが、18ちょっと超えると適正化計画をつくるという義務づけがあると思うんで

すが、そういうことにならないと思うので、その辺について、今後の見通しについて質

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 単年度でいきますと7.1でございます。３年平均で5.8というこ

とでございます。 

  今、25を超えるとというようなお話がございましたけれども、それには遠く及ばない

といいますか、健全に推移していくものというふうに試算してございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 25億円だったらかなりきつい状況で、その前段18というのもあ

るんですが、過去にずっと私もいろいろ資料を全部整理してまとめているんですが、過

去においては15.5というのが最高で平成18年。ですから、それを見ても、それをちょっ

と超えると18近くなるなという気もするんですが、過去においては18年度に15.5という

ふうに過去最高大きいときがありました。 

  これから借金が104億円になるということもあれば、この負担比率が多分交付税措置

されるものがどんどん入ってくるので、負担そのものは、その当時はその18年の15.5と

いうのはわからないんですが、その辺も十分検討されながらいけばいいのかなと思いま
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す。借金が多いからだめというわけでもない、その辺はどうなのかというふうに質問い

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 今、令和10年までシミュレートしてございます。 

  単年度でいきますと、今18、過去は15.5のお話ししていましたけれども、先ほどの一

般質問の答弁の中でもあったかと思いますけれども、この今推計で見ますと、やはり令

和８年、これが単年度数値として11.0を見てございます。30年は7.1、今年度、今試算

としましては6.9見ております。据置期間があって、その後始まるということでござい

ますので、この後若干上がりつつはございます。10を超えるのは令和５年、10.4になる

のではないかというふうに試算してございまして、それが少しずつ、ほぼそこで推移す

るんですけれども、令和８年で11.0と。その後は９年、10年に償還のほうほとんど終わ

ってくるということもございますので、10.0、10.2ということで試算しているところで

ございます。 

  ３カ年平均になりますと、また少しそれは落ちていく等々もございますけれども、そ

のようなことでご理解いただきたいなと思います。 

○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６号及び報告第７号に対する質疑を終結い

たします。 

  以上で、報告第６号及び報告第７号を報告済みとし報告を終わります。 

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

◎報告第８号の上程、説明、質疑 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第４、報告第８号 平成30年度上士幌町一般会計継続費精

算報告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８号 平成30年度上士幌町一般

会計継続費精算報告書の報告についてご説明申し上げます。 

  当該継続費につきましては、平成29年度の一般会計予算でご可決をいただきました平

成28年８月の台風で被災した萩ヶ岡橋の復旧工事である公共土木施設災害復旧事業の継

続年度が終了したため、継続費精算報告書を調整し、地方自治法施行令第145条第２項

の規定に基づき報告するものであります。 
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  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継続費精算報告書をごらん

願います。 

  報告書は左欄から款・項・事業名・年度・全体計画として年割額とその財源内訳、実

績として支出済額とその財源内訳、計画と実績の比較の順に記載してございます。 

  当該公共土木施設災害復旧事業の継続費につきましては、平成29年度５月の第３回定

例議会におきまして、第１号補正予算でご可決をいただいた後、同年度３月の第１回定

例議会におきまして、第11号補正予算で年割額を変更したものであります。 

  全体計画では、２カ年の総額３億3,876万3,000円のうち、平成29年度に２億5,587万

3,000円、平成30年度に8,289万円を継続費の年割額として各年度に支出する計画であり

ましたが、実績では支出済み総額３億2,917万9,918円のうち平成29年度に１億3,396万

2,186円を支出し、年度内の執行残のうち１億2,191万円を逓次繰り越しいたしまして、

平成30年度に逓次繰越分と年割額の内数の総額１億9,521万7,732円を支出したものであ

ります。なお、財源内訳は記載のとおりでございます。 

  以上、報告第８号についてのご説明、ご報告とさせていただきます。よろしくお願い

いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより報告第８号に対する質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって報告第８号に対する質疑を終結いたします。 

  以上で、報告第８号については報告済みといたします。 

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

◎報告第９号の上程、説明、質疑 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第５ 報告第９号 専決処分の報告についてを議題といた

します。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 ただいま上程されました報告第９号 専決処分の報告について、そ

の提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  今回報告させていただきます専決処分につきましては、令和元年６月19日にナイタイ

高原牧場内で発生いたしました物損事故については、令和元年８月21日付で示談書を取

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

定により、令和元年８月21日付で専決処分を行いましたので、同条第２項の規定に基づ
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き議会に報告するものであります。 

  専決処分の内容につきましては、専決処分書をご参照願います。あわせてお手元の報

告第９号関係、事故発生状況略図をごらんください。 

  賠償の相手方は記載のとおりであります。 

  事故の概要でありますが、令和元年６月19日午前11時ごろ、ナイタイ高原牧場で勤務

する町準職員が、全農ＥＴ研究所所有の牛舎内においてＥＴ研究所より委託を受けてい

るふん尿処理作業中にホイールローダーを後退させたところ、右側後輪が牛舎の水槽に

接触し破損させたものであります。 

  和解の内容ですが、損害額、相手方の損害額は16万8,480円とする。内訳は水槽修理

代16万8,480円であります。 

  過失割合、町の過失割合は100％とする。 

  損害賠償額、町の損害賠償額は相手方の損害額の100％である16万8,480円とする。 

  決裁の方法、町は相手方に16万8,480円を支払う。 

  その他、今後、本件に関しては異議を申し立てないこととする。 

  以上、報告第９号 専決処分の報告についてご説明させていただきました。ご審議い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより報告第９号に対する質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって報告第９号に対する質疑を終結いたします。 

  以上で、報告第９号については報告済みといたします。 

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

◎同意第５号の上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第６ 同意第５号 教育委員会委員の認命についてを議題

といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに町長から提案理由の説明を求めます。 

  竹中町長。 

○竹中 貢町長 教育委員会委員の任命について。 

  ただいま上程されました同意第５号 教育委員会委員の任命について、提案理由と内

容をご説明申し上げます。 

  教育委員会委員であります矢戸宏和氏が令和元年９月30日をもって任期満了となるた

め、引き続き同氏を後任委員として任命したいので、議会の同意を求めるものでありま
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す。 

  住所、河東郡上士幌町字居辺東9線244番地、氏名、矢戸宏和氏、生年月日、昭和56年

４月24日であります。 

  以上、同意第５号 教育委員会委員の任命について、提案理由の説明と内容のご説明

を申し上げました。ご審議の上、ご同意くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたが、本件は人事案件でありますので、

質疑及び討論については、議会運用例第105条の２の規定により、これを省略いたしま

す。 

  これより直ちに同意第５号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は原案に同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、同意第５号は原案に同意することに決定いたしました。 

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

◎認定第１号から認定第６号までの上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第７ 認定第１号 平成30年度上士幌町一般会計歳入歳出

決算の認定について、日程第８ 認定第２号 平成30年度上士幌町国民健康保険特別会

計歳入歳出決算の認定について、日程第９ 認定第３号 平成30年度上士幌町後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第10 認定第４号 平成30年度上士

幌町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第11 認定第５号 平成30年

度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第12 認定第６号 平

成30年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以上６件を一

括して議題といたします。 

  初めに、認定案について、理事者から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認定第１号から認定第６号 平成30年度上

士幌町一般会計歳入歳出決算の認定ほか５特別会計の歳入歳出決算の認定について、そ

の決算の概要をご説明申し上げます。 

  まず、初めに、平成30年度決算総括及び決算収支の状況につきましてご説明を申し上

げます。 

  附属資料の平成30年度決算に係る主要な施策報告書１ページ及び２ページにまとめて
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おりますので、ご参照願います。 

  一般会計及び５特別会計を合わせた全会計の予算総額は128億5,639万円で、平成29年

度と比較いたしますと10億7,980万7,000円の増額となってございます。この予算の執行

結果につきましては、歳入においては116億2,683万9,000円の決算額となり、予算総額

と比較して12億2,955万1,000円の減、収納率は90.4％となってございます。 

  一方、歳出におきましては、決算額は112億282万3,000円で、予算総額と比較して16

億5,356万7,000円の執行残、予算執行率は87.1％となったところでございます。 

  このような歳入歳出の決算額における形式収支は、一般会計及び５特別会計の全てに

おいて黒字となり、その黒字総額は４億2,401万6,000円で、翌年度へ繰り越すべき財源

を除いた実質収支も３億9,548万円の黒字となりました。 

  一般会計、国保特別会計及び介護保険特別会計においては、実質収支の黒字額から総

額２億82万円を条例の規定によって基金に繰り入れたところでございます。 

  次に、各会計の決算の状況を申し上げます。 

  一般会計でございます。 

  最終予算額109億6,426万8,000円に対し、繰越明許費に係る未収入財源が12億6,002万

8,000円となったため、歳入決算額は97億5,724万円、予算額に対して12億702万8,000円

の減、収納率で89.0％になりました。 

  歳出の決算額は93億6,206万6,000円、翌年度への繰越額が12億8,856万4,000円となっ

たため、予算額との比較で16億220万2,000円の執行残、執行率において85.4％となり、

歳入歳出差引額で３億9,517万4,000円の黒字決算となってございます。 

  また、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は、３億6,663万8,000円の

黒字決算となってございます。 

  次に、国保会計でございます。 

  最終予算額７億3,518万5,000円に対して、歳入決算額は７億2,086万6,000円となり、

予算額との比較で1,431万9,000円の減、収納率で98.1％となりました。 

  一方、歳出決算額は７億883万8,000円、予算額との比較で2,634万7,000円の執行残。

執行率は96.4％となり、歳入歳出差引額及び実質収支額で1,202万8,000円の黒字決算と

なってございます。 

  次に、後期高齢者医療会計につきましては、最終予算額9,875万4,000円、これに対し

て歳入決算額は9,812万4,000円、予算額との比較で63万円の減、収納率99.4％となりま

した。 

  歳出決算額は9,582万円、予算額との比較で293万4,000円の執行残、執行率97.0％とな
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ってございます。歳入歳出差引額及び実質収支額で230万4,000円の黒字決算でございま

す。 

  次に、介護保険会計につきましては、最終予算額５億5,668万円、これに対して歳入

決算額５億5,438万7,000円、予算額との比較で229万3,000円の減、収納率で99.6％とな

りました。 

  一方、歳出決算額は５億4,095万6,000円、予算額との比較で1,572万4,000円の執行残、

執行率97.2％、歳入歳出差引額及び実質収支額で1,343万1,000円の黒字決算でございま

す。 

  次に、水道会計でございます。 

  最終予算額１億7,907万3,000円、歳入決算額１億7,692万7,000円、予算額との比較で

214万6,000円の減、収納率で98.8％となりました。 

  歳出決算額は１億7,626万8,000円、予算額との比較で280万5,000円の執行残、執行率

は98.4％、歳入歳出差引額及び実質収支額で65万9,000円の黒字決算でございます。 

  最後に、下水道会計の決算状況についてご説明を申し上げます。 

  最終予算額３億2,243万円、これに対して歳入決算額３億1,929万5,000円、予算額との

比較で313万5,000円の減、収納率99.0％となりました。 

  また、歳出決算額は３億1,887万5,000円となり、予算額との比較で355万5,000円の執

行算、執行率で98.9％、歳入歳出差引額及び実質収支額で42万円の黒字決算となってご

ざいます。 

  以上、平成30年度各会計の決算状況についてご説明を申し上げました。ご審査の上、

ご認定たまわりますようお願いを申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議会運用例第60条の規定により、監査委員より決算審査

の意見を求めます。 

  根本広実代表監査委員。 

○根本広実代表監査委員 平成30年度の上士幌町一般会計及び５特別会計の歳入歳出決算

並びに基金運用状況につきまして、私と大戸監査委員によりまして、実質21日間を要し、

必要に応じて各課部局の担当職員から事情聴取をするなど、慎重かつ厳正に審査をいた

しました。 

  審査の結果につきましては、別紙、平成30年度決算審査意見書、決算審査概要のとお

りでございますので、ごらんをいただきたいと存じます。 

  審査の対象につきましては、上士幌町一般会計、上士幌町国民健康保険特別会計以下

４つの特別会計であります。 
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  審査の期間につきましては令和元年７月17日から８月26日までの実質21日間審査をい

たしました。審査の場所につきましては、監査委員室で行ったところです。 

  審査の方法は、平成30年度上士幌町一般会計及び５特別会計については、歳入歳出決

算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書に基づ

き審査を行いました。 

  審査に当たっては、決算の計数は証書類、関係諸帳簿と符合し正確であるか、予算が

議会の議決の趣旨に沿って執行されているか、基金については基金条例の趣旨に沿って

運用されているか、収入、支出、財産の管理及び基金の管理、運用等の財務に関する事

務等が地方自治法その他関係法規に準拠し適正に処理されているか、以上の３項目に重

点を置き、また例月出納検査の結果も考慮し、関係職員から事情聴取するなど慎重に審

査をいたしました。 

  審査の結果につきましては、平成30年度上士幌町一般会計及び５特別会計歳入歳出決

算額は、証書類及び関係諸帳簿と照合し、相違ないことを確認し、予算の執行及び収入、

支出等の財務に関する事務等について適正に執行されたものと認めるものであります。 

  以上、平成30年度決算審査結果とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 認定案件６件の提案説明及び監査委員の決算審査意見が終わり

ました。 

  これより質疑を行いますが、認定案件６件に対する質疑は、議会運営委員長の報告に

ありましたように決算審査特別委員会を設置して、これに付託の上審査をしたいと思い

ます。 

  また、監査委員の決算審査意見に対する質疑は、議会運用例第58条の３第２項の規定

により、決算審査特別委員会において行うことができますので、質疑は大綱的なものに

とどめ、詳細な質疑は決算審査特別委員会にて行うようご協力願います。 

  それでは、これより質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上をもって質疑を終結いたします。 

  ここでお諮りいたします。 

  ただいま議題となっております認定第１号から認定第６号までの平成30年度一般会計

ほか５特別会計の決算認定の審査については、議長を除く10名の委員をもって構成する

決算審査特別委員会を設置し、これに６件を一括して付託し審査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） 
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○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、認定第１号から認定第６号までの決算認定の審査については、議長を除く10

名の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに６件を一括して付託し

審査することに決定いたしました。 

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

◎決算審査特別委員会の委員長、副委員長の互選について 

○議長（杉山幸昭議長） ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員長及び副委

員長は、委員会条例第８条第３項の規定により、委員会において互選することになって

おりますが、議会運用例第113条の１の規定において、あらかじめ議会運営委員会にお

いて協議をいたしました。 

  お諮りいたします。 

  この際、決算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選の方法は議長の指名推選に

よりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、決算審査特別委員会の委員長及び副委員長は議長において指名することに決

定いたしました。 

  それでは、指名いたします。 

  決算審査特別委員会の委員長に、２番、山本和子議員を、副委員長に３番、伊東久子

議員を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  決算審査特別委員会の委員長に、２番、山本和子議員を、副委員長に３番、伊東久子

議員を選任することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、決算審査特別委員会の委員長に、２番、山本和子議員を、副委員長に３番、

伊東久子議員を選任することに決定いたしました。 

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

◎議案第４７号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第13 議案第47号 上士幌町道の駅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。 
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  杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 ただいま上程されました議案第47号 上士幌町道の駅条例の制

定について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  提案理由でありますが、現在建設中であります道の駅に関して、来年の開業に向け新

たに条例の制定が必要とのことから、ご提案するものであります。 

  条例の内容についてご説明いたします。 

  第１条の設置ですが、大きく４つの目的を掲げております。１つ目には、道路利用者

の良好な休憩の場の提供、２つ目には、地域情報等の発信により町民と来訪者との交流

の促進、３つ目には、農畜産物等地場産品の販売により地域産業に資すること、４つ目

には、災害時の防災拠点として機能することを目的としております。 

  第２条では、名称及び位置を、第３条では、道の駅に置く施設を定めております。 

  第４条では、道の駅における事業として、第１条の目的を達成するための事業として、

ここにある７つを掲げております。 

  第５条では、地方自治法の規定により、指定管理者による管理を行うことを定めてお

ります。 

  第６条では、指定管理者が行う業務の範囲を定め、第７条では、道の駅の休館日及び

開館時間を記載のとおり定めております。ただし、休館日、開館時間については、町と

の協議により変更することができるものとしております。 

  第８条から第12条では、道の駅の利用に関する事項を定めております。 

  第13条では、利用料金を定めております。道の駅施設内外のいわゆるテナント料でご

ざいますけれども、別表、第13条関係に記載の金額を上限として定めております。詳細

につきましては、議案第47号関係資料を後ほどごらんいただければと存じます。 

  第14条では、利用者の原状回復義務、第15条では、道の駅来場者の入場制限、第16条

では、損害賠償を定めております。 

  第17条では、第５条で規定した指定管理者が不測の事態により管理ができなくなった

場合に、次の指定管理者が決まるまでの間、町が行うことを規定しております。 

  第18条では、委任として必要な事項を規則で定めることとしております。 

  附則におきまして、この条例は令和２年４月１日から施行するものであります。ただ

し、第２号で指定管理者の指定に関する手続、その他準備行為を施行の日前に行うこと

ができることとしております。 

  なお、指定管理者の指定につきましては、上士幌町公の施設に係る指定管理者の指定

手続などに関する条例により手続を進めてまいります。 
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  以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。ご審議の上、ご可決い

ただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第４７号について

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） 若干、提案、上程されましたので、事前に、これは慣例では

委員会付託という状態になるかというふうに認識していますが、まず、きょうこの上程

された条例が、かなり次の作業に押し迫っているんじゃないかと。いわゆる指定管理者

制度を含めて、この部分についてですが、この条例を制定しようとした段階の日程なり、

またこの事前協議に付した段階でも不備があって、すぐ直すとか、ちょっと十分な準備

がなかったような気がします。 

  ただ、これは七飯町の道の駅の条例にかなり類似したようなつくりになっていますか

ら、もう少し早い段階で上程する前に、十分な委員会協議等がとれたのではないかと思

いますけれども、おくれているとは言いませんけれども、次のやはり段取り等を含めて

あるんだと思いますけれども、その段取りの部分を含めてですね、それから、これも上

程に至った日程の中で、どのような形でこの条例を協議したか、そこら辺についてちょ

っと教えていただきたいと思います。 

  ２点目は、あったように指定管理者制度を使いますけれども、指定管理者制度の第５

条においては、理事者の指定等を含めて、指定管理者を定めることができるとあります

けれども、この場合、何かあったら町の責務というのはどうなってくるのかなと思いま

すので、重要な視点でありますから、この２点について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 まず、１点目のこの条例の提案、その後の手続に関する日程の

関係でございますけれども、我々町のほうといたしましては、来年の開業に向けてとい

うことで、この９月定例会において条例の制定という部分は、町のほうで考えてきた日

程でございます。 

  ただ、議員ご指摘のとおり、審議の時間がというようなご指摘については、真摯に受

けとめたいというふうに思います。 

  それと２点目の第５条の町の関与、関与といいますか役割ということでございますけ

れども、先ほどのご提案でも申し上げましたけれども、公の施設に関する指定管理の手

続条例の中におきまして、内部資料でございますけれども、導入資金として、町のほう
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としては、指定管理の部分について、協定等を交わしながら、その運営状況、管理状況

につきまして管理していくという形になっておりますので、そういう形で町が関与して

まいるということで、ご承知おきいただければというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今ありましたように大変審議時間が短い、後ろが定められた

ようなスケジュールを提案されていますけれども、平たく言えば、この議会のほうでこ

の日程的、本来予定でやっていますからそうですけれども、タイトな中でこの条例を再

度確認しながらという部分があります。特に町民の大きな注目の施設の条例であります

から、特に管理の仕方、これについては指定管理者という制度ありますから、そこにつ

いては、十分に委員会でもきっと十分な議論がないとなかなか難しい部分ではないかな

と思いますから、条例とあわせて、この管理が指定管理者制度をできるということでは

なくて、するとなっていますから、そこら辺十分に配慮してもらいながら、また協議等

を含めて、資料の提出も含めて十分な準備をお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 答弁ありますか。 

  答弁求めますか。 

  杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 今、議員からありましたご意見につきましては、この案件の審

議でございまして、資料等を必要に応じて提出させていただきたいと思います。 

○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） これをもって議案第47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47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。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第47号は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４８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第14 議案第48号 上士幌町営ナイタイ高原牧場管理条例

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。 



－121－ 

  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48号 上士幌町営ナイタイ高原牧場

管理条例の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由と内容についてご説

明申し上げます。 

  町例規集は第８編３行第２章農林であります。 

  今回の条例の一部改正につきましては、本年10月１日から消費税率が10％に引き上げ

られることから、ナイタイ高原牧場の使用料及び手数料を改正するものであります。 

  お手元の議案第48号関係、上士幌町営ナイタイ高原牧場管理条例の一部を改正する条

例、新旧対照表をごらんください。 

  改正の内容でありますが、第６条第１項第２号中、2,000円を2,037円に改め、同条第

３項中1,000円を1,018円に改め、同条第４項中、5,000円を5,093円に改めます。 

  次に、２ページの別表を改正前の別表から改正後の別表に改めます。 

  附則といたしまして、この条例は令和元年10月１日から施行するとし、経過措置とし

て、この条例による改正後の上士幌町営ナイタイ高原牧場管理条例第６条の規定は、こ

の条例の施行の日以後の牧場の利用について適用し、同日前の牧場の利用については、

なお従前の例によるとするものであります。 

  以上、議案第48号 上士幌町営ナイタイ高原牧場管理条例の一部を改正する条例の制

定につきまして、その提案理由と内容についてご説明申し上げました。ご審議の上、ご

可決くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第48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48号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論ありませんので、これより議案第48号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「ご異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。 

 ────────────────────────────────────── 
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◎議案第４９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49号 工事請負契約の締結についてを議題と

いたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 ただいま上程されました議案第49号 工事請負契約の締結につ

いて、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  別紙議案第49号関係資料をご参照願います。 

  議決を求めます工事請負契約締結は、令和元年度上士幌町情報通信基盤整備工事であ

ります。本事業は、平成30年度に実施しました上士幌町情報通信基盤設計業務に基づき、

農村地区及びぬかびら源泉郷地区の各世帯に無線局とそれに伴う光ファイバー基盤を整

備することにより、情報格差を解消し、農業及び観光業の振興を図るものであり、国の

補助事業採択を受け、令和元年度当初予算において関係予算の議決をいただいたもので

あります。 

  工事事業者の決定につきましては、前年度の設計業務を行った事業者が引き続き本体

工事、施工管理を行うことが最も効率的かつ合理的であることから、令和元年８月28日、

午前11時に、町外通信１業者での見積もり合わせを執行し決定されました。 

  契約の金額は13億8,050万円で、予定価格は14億5,237万4,000円でございます。落札率

は95.05％であります。 

  契約の相手方は、札幌市中央区大通西14丁目７番地、東日本電信電話株式会社北海道

事業部長、高橋庸人氏であります。 

  また、当該工事の工期は、契約締結の日から令和２年３月31日までとしております。 

  以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。ご審議の上、ご可決い

ただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第49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49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49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。 

（「ご異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第５０号～議案第５３号までの上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第16 議案第50号 令和元年度上士幌町一般会計補正予算

（第４号）、日程第17 議案第51号 令和元年度上士幌町介護保険特別会計補正予算

（第２号）、日程第18 議案第52号 令和元年度上士幌町水道事業特別会計補正予算

（第２号）、日程第19 議案第53号 令和元年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正

予算（第１号）、４件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第50号 令和元年度上士幌町一般会計

補正予算（第４号）並びに議案第51号 令和元年度上士幌町介護保険特別会計補正予算

（第２号）、議案第52号 令和元年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第２号）、

議案第53号 令和元年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）の内容を

申し上げます。 

  補正総額は5,403万8,000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118億6,560万3,000円となります。 

  それでは、予算補正を行う各会計の内容を申し上げます。 

  議案第50号 一般会計補正予算（第４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4,792万2,000円を追加し、総額

を99億9,620万5,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当額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。 

  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、緊急自然災害

防止対策事業2,130万円を新たに追加いたします。 

  また、臨時財政対策債の限度額を１億1,930万5,000円から１億1,030万6,000円に変更

補正するものでございます。 

  次に、歳出のうち追加補正の主なものといたしまして、款、総務費、項、総務管理費、



－124－ 

町税等過誤納還付金経費200万円、款、民生費、項、社会福祉費、障害者自立支援給付

事業299万8,000円、款、農林水産業費、項、林業費、森林環境譲与税基金積立金560万

円、同じく款、農林水産業費、項、町営牧場費、牧場施設機会修繕経費260万7,000円、

款、商工費、項、商工費、観光施設維持管理経費228万6,000円、款、土木費、項、土木

管理費、地籍調査事業915万3,000円、同じく、款、土木費、項、住宅費、子育て住宅建

設費等助成事業1,350万円、款、教育費、項、教育総務費、認定こども園管理経費607万

2,000円を追加補正をいたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、19ページ、議案第51号 介護保険特別会計補正予算（第２号）についてご説明

を申し上げます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に342万2,000円を追加し、総額を５億7,999

万4,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、20

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、款、諸支出金、項、償還金及び還付加算金、介護給

付費等負担金返還金342万2,000円を追加補正をいたします。事項別明細書以下につきま

しては、説明を省略させていただきます。 

  次に、25ページ、議案第52号 水道事業特別会計補正予算（第２号）についてご説明

を申し上げます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に59万4,000円を追加し、総額を１億9,821万

4,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は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、款、水道経営費、項、総務管理費、簡易水道施設維

持管理経費59万4,000円を追加補正をいたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、30ページ、議案第53号 公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）について

ご説明を申し上げます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に210万円を追加し、総額を２億7,650万

9,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は31ペ

ージ、第１表のとおりでございます。 
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  第２条では、地方債補正といたしまして、32ページにありますとおり、下水道事業の

限度額を2,250万円から2,360万円に、過疎対策事業の限度額を2,250万円から2,350万円

にそれぞれ変更補正するものでございます。 

  歳出の補正内容につきましては、款、下水道施設費、項、下水道施設整備費、下水道

施設整備事業210万円を追加補正をいたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  以上、以下並びに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50号 令和元年度上士幌町一般会計補正予算（第４号）から質疑を

行います。初めに、事項別明細書の歳出から質疑を行います。 

  事項別明細書の歳出は10ページから款ごとに一括して質疑を行います。 

  歳出総務費について質疑を行います。10ページ、質疑ありますか。 

（「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。10ページから12ページまで、

質疑を行います。ありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、農林水産業費に入ります。12ページから14ページまで質

疑を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、商工費から土木費に入ります。14ページから16ページま

で質疑を行います。質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、教育費に入ります。16ページから17ページまで、質疑を

行います。質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、地方債に関する調書は18ページを一括して質疑を行いま

す。質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の歳入は、７ページから９ページまで一括

して質疑を行います。質疑はありますか。 
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（「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。質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、一般会計補正予算書の１ページから４ページまで質疑を

行います。質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で議案第50号 令和元年度上士幌町一般会計補正予算（第

４号）の質疑を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 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、歳入歳出一括して質疑を行います。 

  議案第51号 令和元年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、19ページ

から24ページまでを一括して質疑を行います。質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第51号 令和元年度上士幌町介護保険特別会計補

正予算（第２号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第52号 令和元年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第２号）は、25

ページから29ページまで一括して質疑を行います。質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で議案第52号 令和元年度上士幌町水道事業特別会計補正

予算（第２号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第53号 令和元年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

は、30ページから36ページまで一括して質疑を行います。質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第53号 令和元年度上士幌町公共下水道事業特別

会計補正予算（第１号）の質疑を終わります。 

  次に、各会計補正予算に対する質疑が終結いたしましたので、これより町理事者に対

する総括質疑を行います。質疑はありますか。 

（「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） 
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○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、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50号から議案第53号までの令和元年度各会計補正予算に対する質

疑を終結いたします。 

  これより議案ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、議案第50号 令和元年度上士幌町一般会計補正予算（第４号）の討論を行い

ます。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論ありませんので、これより議案第50号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「ご異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第51号 令和元年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第２号）の討論

を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論ありませんので、これより議案第51号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「ご異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第52号 令和元年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第２号）の討論

を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論ありませんので、これより議案第52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。 

（「ご異議なし」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52号は原案のとおり可決されました。 
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  次に、議案第53号 令和元年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

の討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論ありませんので、これより議案第53号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「ご異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。 

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

◎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９月19日木曜日、午前10時でありますので、ご

承知願います。 

  本日はこれにて散会といたします。 

（午後 ２時０５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、９月13日午前９時より、委員会室において、議会運営委員全員の

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

審議方法等について審議いたしました。 

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

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告を申し上げます。 

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

  １点目は、日程第３、認定第１号から日程第８、認定第６号については６件を一括報

告し、認定第２号から認定第６号までの５件は、議長を除く議員全員による特別委員会

において討論がありませんでしたので、討論を省略し、採決を行いますのでご承知おき

を願います。 

  ２点目は、日程第13、議案第56号及び日程第14、議案第57号につきましては、関連が

ありますので２件を一括上程及び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといた

します。 

  ３点目は、日程第15、議案第58号令和元年被表彰者の決定については、人事案件であ

りますので、議案第58号の前に本会議を休憩とし、休憩中に全員協議会を開催いたしま

すのでご承知おきをお願いいたします。 

  ４点目は、日程第16、議案第59号令和元年度上士幌町一般会計補正予算及び日程第17、

議案第60号令和元年度上士幌町介護保険特別会計補正予算は、関連がありますので２件

を一括上程及び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  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。 

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

◎陳情第１号の上程、報告、質疑、討論、採決 
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○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、総務文教厚生常任委員会審査報告を行います。 

  陳情第１号、核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書採択についての

陳情を議題といたします。 

  本案について、総務文教厚生常任委員会委員長の報告を求めます。 

  総務文教厚生常任委員会委員長、伊東久子議員。 

○総務文教厚生常任委員長（伊東久子議員） 総務文教厚生常任委員会より、陳情審査報

告をいたします。 

  本委員会に付託されました陳情につきましては、慎重審査の結果、次のとおり決定い

たしましたので、上士幌町議会会議規則第94条第１項の規定により報告いたします。 

  審査事項、陳情第１号核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書採択に

ついての陳情、これは令和元年９月４日に付託を受けました。 

  審査年月日、令和元年９月10日、計１回であります。 

  審査場所、委員会室において行いました。 

  審査結果、本委員会は、慎重に審査を行った結果、全会一致をもって採択すべきもの

と決定をいたしました。 

  委員会の意見といたしましては、陳情内容は、日本政府が速やかに核兵器禁止条約に

署名と批准することを求める意見書の提出を望むものであります。これは平成30年７月、

核兵器禁止条約が国連会議において採択され、核兵器にかかわるあらゆる活動を禁止し、

同時に被爆者や核実験被害者への援助を行う責任も明記されたものとなっております。 

  委員会といたしましては、慎重審査の結果、願意妥当と判断し、採決すべきものと決

定をいたしました。 

  また、委員会では、この決定を受け、別途意見書案を提出いたしますので、議員各位

のご賛同をいただきたく存じます。 

  以上で、総務文教厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで暫時休憩いたします。 

（午前１０時０６分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 再開いたします。 

（午前１０時０６分） 

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

○総務文教厚生常任委員長（伊東久子議員） ただいまの文書で、間違えましたので、訂

正をしておきたいと思います。 
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  陳情審査を受けたのは、令和元年９月３日でございました。失礼をいたしました。 

  以上で終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりましたので、これより委員長の報告に対

する質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 

  これより陳情第１号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これをもって陳情第１号に対する討論

を終結いたします。 

  これより陳情第１号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本陳情に対する委員長の報告は採択すべきものです。本案は委員長の報告のとおり決

定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、陳情第１号は委員長報告のとおり採択と決定いたしました。 

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

◎議案第４７号の上程、報告、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、産業経済建設常任委員会審査報告を行います。 

  議案第47号上士幌町道の駅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） 付託事件審査の報告をしたいと思います。 

  本委員会に付託されました事件について、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。 

  １、審査事項、議案第47号上士幌町道の駅条例の制定について、令和元年９月４日付

託案件であります。 

  ２点目、審査年月日、令和元年９月11日、計１回の審査でした。 

  ３、審査場所、委員会室になります。 

  ４、説明員、竹中町長、千葉副町長、杉原商工観光課長、佐藤主幹、石井主査により

審査をしたところであります。 
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  審査結果、当委員会は、議案第47号の審査に当たり、町長、副町長、担当課長、担当

主幹、担当主査の出席を求め、質疑、聴取により審査を行いました。付託された条例案

件は、多くの町民が関心を持つ新たに設置される道の駅に係る施設の運営とその管理に

係る条例の制定であります。特にこの条例の持つ特徴的なものは、地方創生におけるま

ちづくりの中核施設の役割を位置づけられており、その管理運営の主体を公設民営によ

る指定管理者制度によるものとしたところです。 

  そのような経過を踏まえ、本条例の議決に至る審査は、議会における町民への説明責

任を見据え、将来にわたる町の財政負担及び運営の効率化を重視し、慎重に質疑、聴取

を実施しました。本条例に係る２回の公開産業経済建設常任委員会による事前協議にお

ける質疑の経過と付託事件審査による質疑のもと、産業経済建設常任委員会の全会一致

により、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に付されました上士幌町道の駅条例の審査報告を終わ

ります。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりましたので、これより委員長の報告に対

する質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 

  これより議案第47号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、議案第47号に対する討論を終結いたし

ます。 

  これより議案第47号の採決を行います。 

  議案第47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47号は委員長の報告のとおり可決されました。 

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

◎認定第１号から認定第６号までの委員長報告、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 決算審査特別委員会審査報告を行います。 

  日程第３、認定第１号から日程第８、認定第６号までの平成30年度上士幌町一般会計
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及び５特別会計の歳入歳出決算の認定について、６件を一括して議題といたします。 

  ６件について決算審査特別委員会の審査報告を求めます。 

  決算審査特別委員会委員長、山本和子議員。 

○決算審査特別委員長（山本和子議員） 令和元年９月４日に本委員会に付託されました

平成30年度各会計の歳入歳出決算の認定についての審査結果を、上士幌町議会会議規則

第77条の規定により報告いたします。 

  審査事項は、認定第１号平成30年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定について、

認定第２号平成30年度上士幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認

定第３号平成30年度上士幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、認

定第４号平成30年度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第５

号平成30年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第６号平成

30年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてであります。 

  審査年月日は、令和元年９月５日と６日の２日間です。 

  審査場所は議場で行いました。 

  説明員に、竹中町長、千葉副町長、小堀教育長、各課部局長、主幹及び主査の出席を

いただき、審査をいたしました。 

  審査の結果ですが、認定第１号から認定第６号までの平成30年度上士幌町一般会計及

び５特別会計の決算認定議案が、令和元年９月４日開催の第５回町議会定例会において

提案されました。この決算認定議案の審議では、議長を除く10名による決算審査特別委

員会が設置され、審議を行いました。 

  当特別委員会に付託されました認定案件につきましては、町理事者を初め、各課担当

職員により各会計歳入歳出決算書及び主要な施策報告書の提出をいただきながら、熱心

な質疑を重ね審査いたしました。 

  慎重審査の結果、認定第１号平成30年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定につい

ては、討論があり、起立採決の結果、賛成８、反対１の起立多数により認定すべきもの

と決定いたしました。 

  また、認定第２号から認定第６号の各特別会計歳入歳出決算の認定については、全会

一致をもって認定すべきものと決定いたしました。 

  認定案件の質疑及び討論の内容については、議長を除く議員全員が特別委員会の委員

でありますので、省略させていただきます。 

  以上をもって、決算審査特別委員会に付託されました認定審査の経過と結果について

ご報告申し上げ、決算審査特別委員会審議報告を終わります。 
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○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりました。 

  決算審査特別委員会は、議長を除く議員全員で構成されておりますので、委員長報告

に対する質疑は、議会運用例第96条の５の規定により、これを省略いたします。 

  また、特別会計決算の認定第２号から認定第６号の討論については、議会運用例第

100条第３項の規定により、これを省略いたします。 

  これより認定第１号の討論、採決を行います。 

  それでは、認定第１号平成30年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定について、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。先に認定に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） 平成30年度一般会計歳入歳出決算の認定についての反対討論を

行います。 

  町民の暮らしがますます厳しくなる中、国は年金引き下げ、いろんな社会福祉の基準

となる生活保護基準の引き下げ等を強行しています。このような中、一旦延期されてき

ました消費税10％が10月から強行されようとしています。その影響は、国民の負担増加、

経済の混乱等はかり知れません。国民には我慢の生活を押しつけておきながら、2018年

度の軍事は過去最高の約５兆2,000億円、しかし2019年、今年度はさらにふえて約５兆

2,600億円となっています。そして、地方には国の各種政策の反省もなく、人口をふや

せと競わせ、国の方針どおり頑張っている自治体には各種交付金等を有利に交付してい

ます。真に地方自治を守り、生かす行政がしづらくなっているように思います。 

  このような中、平成30年度の決算を見ますと、各種町民生活を応援する事業等も含ん

でいますが、国の国民生活をないがしろにする政治から、真に町民生活を守り切ってい

る決算になっていないと判断し、反対とします。 

  １つ目の問題につきましては、まちづくりの問題です。 

  大きな事業等、国の交付金や有利な地方債の該当になるなど、財政面は効果的な面が

ありました。しかし、真に必要な事業なのか、町民の声が分かれる中、どんどん事業が

進んできました。また、国の進む方向を示す自治体像を先進的に実践しているように思

います。町長は、町が財政的にも安定し、時代の先を行くまちづくりが町民の幸せにつ

ながると思って精力的に頑張っていることも理解できなくはありません。しかし、町民

の幸せは確かに財政的な豊かさも必要ですが、みずからつくる、ともにつくるまちづく

りに一緒に参加することが大事ではないでしょうか。「生涯活躍のまち」上士幌への事

業委託、ｋａｒｃｈによる道の駅等々、まだまだ課題は山積しているように思います。 
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  ２点目は、財政問題です。 

  平成30年度の地方債残高は、過去最高の83億円となります。そして、一般質問の答弁

では、令和元年には96億、令和２年には104億円となるとのことです。心配な返済計画

では、令和８年がピークでその後は減っていくとの予定で、返せる見込みはあると判断

はしています。しかし、ここまでふえた地方債が真に重要な事業によるものかは疑問も

残るところです。国の交付税が戻ってくるとはいえ、国は1,000兆円もの借金を抱える

中、真に必要な事業に限って地方債は余りふやさないことが望ましいと考えます。基金

はふるさと納税金の恩恵もあり、平成30年度末残高は過去最高の約76億円となっていま

す。財政調整基金を初め、ふるさと納税金による夢基金や生涯活躍生きがい基金等、有

効に大切に活用すべきと考えます。 

  ３点目、平和の問題です。 

  平成30年度におきましては、しきりに北朝鮮のミサイル発射問題で自衛隊の強化と瞬

時警報システム導入と、戦争を想定しての動きが強まりました。さらに令和元年、２年

と軍事費はふえ続け、過去最高の５兆3,000億円となりそうです。消費税引き上げを強

行しながら、片や一方では欠陥だらけのミサイルＦ35など、いわゆる爆買いを続けてお

ります。今の自衛隊が最近特に多い災害救助に尽力していることは認めるところですが、

ますます軍備増強、戦争への道に引き込まれていくことに反対いたします。自衛隊協力

会への補助金や瞬時警報システム改修等、特殊攻撃や弾道ミサイル等までも含んだ瞬時

警報ミサイル改修等も含むため、反対いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、認定に賛成の討論を行います。 

  ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） 私は、決算審査特別委員会において、２日間にわたり慎重審議

されました平成30年度一般会計歳入歳出決算の認定について、賛成する立場から討論い

たします。 

  町の収入である歳入においては、町の自主財源である町民税や固定資産税などの町税

が歳入全体の8.6％という状況下で、なおかつ地方交付税も前年を下回るという中で、

自主財源の最大限の確保、地方創生に係る交付金やふるさと納税寄附金の確保と活用、

さらに、不足する財源を非常時に備えた各種の積立基金からの繰り入れ、地方債の発行

など、財源確保に苦慮され、確保に努められた結果の決算になったと思います。 

  一方、歳出では、子育て、教育、福祉、医療、介護、産業振興、道路や住宅など、各

分野の事務事業において、安心・安全な住民生活や経済活動などの充実と継続性が維持

され、また緊急性や優先度などに配慮した予算執行、決算になったと思いますし、地方
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創生を初めとする町の将来を見据えた新たな事業にも取り組まれた結果の決算になって

いると思います。 

  以上、私の賛成理由を申し上げましたが、今後予算執行に当たられる行政側には、以

下２点を要請したいと思います。 

  １点目は、決算審査特別委員会での審議経過、また、この間の常任委員会や本会議で

の審議内容を十分に検証され、今後の事務事業の予算執行に当たっていただきたいと思

います。 

  ２点目は、本決算では、地方創生総合戦略第１期４年目を迎えた中で、重点事業とし

ていたナイタイ高原牧場、ナイタイ高原レストハウス整備事業としてのナイタイテラス

建設、道の駅整備に向けた実施設計と用地造成整備などが進められました。本町の他に

先駆けた地方創生の取り組みは、町内外から高い評価をいただいていますが、住民の皆

さんの中からは、町の説明が足りない、事業面の赤字の心配はないか等々の声がありま

す。私ども議員も当然に説明責任がありますが、住民の皆さんによりご理解をいただき、

協働のまちづくりがより促進されるよう、丁寧な対応を求めたいと思います。 

  以上、私の賛成討論とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、認定に反対の討論を行います。 

（発言する声なし） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、認定に賛成の討論を行います。 

（発言する声なし） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 他に討論がありませんので、これをもって認定第１号に対する

討論を終結いたします。 

  これより認定第１号の採決を行います。 

  本件は起立により採決を行います。 

  なお、起立しない議員は反対とみなします。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山幸昭議長） 起立多数であります。 

  よって、認定第１号は委員長の報告のとおり可決されました。 
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  次に、認定第２号平成30年度上士幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いての採決を行います。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件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、認定第２号は委員長の報告のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、認定第３号平成30年度上士幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついての採決を行います。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件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、認定第３号は委員長の報告のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、認定第４号平成30年度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

の採決を行います。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件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、認定第４号は委員長の報告のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、認定第５号平成30年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

の採決を行います。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件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、認定第５号は委員長の報告のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
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  次に、認定第６号平成30年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついての採決を行います。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件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。 

  よって認定第６号は委員長の報告のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

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

◎意見書案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第９、意見書案第８号核兵器禁止条約の日本政府の署名と

批准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３番、伊東久子議員から提案理由の説

明を求めます。 

  ３番、伊東久子議員。 

○３番（伊東久子議員） ただいま上程されました意見書案第８号核兵器禁止条約の日本

政府の署名と批准を求める意見書の提出についての提案理由の説明を申し上げます。 

  この意見書案につきましては、さきの総務文教厚生常任委員会に付託された陳情第１

号の審議において、全会一致により採択すべきものと可決したところであります。この

決定を受けまして、私が提案者となり、委員全員が賛成者となって提案するものであり

ます。 

  以下、読み上げて提案説明といたします。 

  核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書案。 

  人類史上初めて広島、長崎に原子爆弾が投下され、爆発による強烈な熱線、爆風、人

体を貫く放射線は一瞬で町を破壊させ、多くの人々の命を奪った。それから72年を経た

2017年７月７日、核兵器禁止条約が国連会議において、国連加盟国の約３分の２に相当

する122カ国の賛成で採択された。 

  この条約は、核兵器は破滅的な結末をもたらす非人道的な兵器であり、国連憲章、国

際法、国際人道法、国際人権法に反するものであると断罪し、開発、生産、実験、製造、

取得、保有、貯蔵、使用とその威嚇に至るまで、核兵器にかかわるあらゆる活動を禁止

し、同時に被爆者や核実験被害者への援助を行う責任も明記され、被爆国、被害国の国

民の切望に応えるものとなっている。 
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  よって、平成７年９月22日、非核平和都市宣言を決議した本町は、国において次の措

置を講ずるよう強く要望する。 

  記。 

  １、政府は、速やかに核兵器禁止条約に署名すること。 

  ２、衆議院、参議院の両院で速やかに核兵器禁止条約を批准すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出いたします。議員各位の満場

のご賛同を賜り、この意見書をご可決いただき、関係者に送付いただきますようお願い

を申し上げます。 

  以上をもって、意見書案第８号の提案理由の説明を終わります。 

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

質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第８号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。先に本案に対する反対の討論を行い

ます。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。討論ありますか。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） ただいま伊東委員長から、核兵器禁止条約の日本政府の署名

と批准を求める意見書の提出について提案がありました。このことについて、私も意見

書の署名と批准を求める考えについて、採択に同意いたしたいと思います。その意味で

賛成討論をさせていただきたいと思います。 

  国は、行政府の長として、民主主義を原則に住民自治の原則であります地方自治体の

中で検討された意見を十分に吸い上げ、国内外の現状と歴史を酌み取り、国づくりを進

めるものです。我々地方議会は、あらゆる町民の陳情の中身を公平に読み取り、理解を

行った中で最適という判断をすることに先ほど決定いたしました。本件の陳情に係る核

兵器による人間の尊厳が一瞬に奪われた広島、長崎の原爆投下被害ばかりでなく、第五

福竜丸事件、福島原発の被爆による避難など、多くの場面で核の持つ破壊力と放射能な

どの恐怖を体験した世界唯一の国であります。日本を祖国に持つ我々は、これらを過去

の出来事として捉えるのではなく、常に現実を捉まえ、世界の紛争解決に努力し、二度

と同じような過ちを犯さない国としていかなければなりません。まして核兵器の保持は、
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地球全体においても恐怖と不安を醸すばかりでなく、大きな経済の損失であります。 

  このような考え方から、先ほど委員長の意見書の提出について同意いたし、賛成の討

論といたしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する反対の討論を行います。ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。討論ありますか。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 本意見書について、賛成の討論を行います。 

  2017年７月７日にニューヨークの国連本部で議決されました核兵器禁止条約、これに

ついて、８月29日現在では26カ国が批准し、70カ国が署名をしています。しかし、当時

日本政府はこの国連会議をボイコットしました。日本が唯一世界で被爆を受けた国にも

かかわらず、ボイコットし、今なお批准、それから署名をしていません。 

  世界全体では、核兵器は縮小の方向には動いていますが、2019年のストックホルム国

際平和研究所のデータを見ますと、世界全体では１万3,855から１万3,895まで減っては

いますが、数だけでは追い切れません。アメリカ、ロシアとも減ってはいますが、全て

の保有国が核兵器の最新鋭化を図っていると指摘しています。数を減らしながらさらな

る最新鋭化をなくすためには、世界全ての国が核兵器をなくさなくてはなりません。こ

れは核を持っている特にアメリカ、ロシアが最多で持っていますが、そこのところを、

北朝鮮だけに持つなではなくて、全世界が一致してなくさなければいけないと思います。 

  平成７年９月22日に、議会としては非核三原則の堅持と恒久平和の実現を願って非核

平和都市宣言を行いました。これは議会のみにならず、町長も含めて町民全ての方が願

い、それから世界的には全ての国が、国民が、世界の人々が願うことであります。核兵

器のもたらす１発の原爆で今なお苦しんでいる方々、それからそれにおびえる世界の

方々については、速やかに日本政府が署名し、議会が批准することを求めるものであり

ます。 

  以上、賛成といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する反対の討論はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する賛成の討論、ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論がありませんので、これをもって意見書案第８号に

対する討論を終結いたします。 

  これより意見書案第８号の採決を行います。 

  本案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、意見書案第８号は原案のとおり可決されました。 

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

◎会議案第４号の上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第10、会議案第４号議員の派遣についてを議題といたしま

す。 

  会議案の朗読を省略し、直ちに提案者である２番、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４号の提案説明を申し上げ、

議員各位のご理解とご賛同を賜りたいと思うものであります。 

  この会議案は、さきの議会運営委員会におきまして議会運営委員全員の賛同を得まし

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４号は、例年、十勝町村議会議長会が主催する十勝町村議会議員研修会に議

員全員が参加すべくご提案を申し上げるものであります。本年度の研修会は、10月28日

に足寄町におきまして実施される予定であります。議員各位の賛同を賜り、会議案をご

可決いただきまして、議員全員が参加をし、研修を深めていただきたいと思うものであ

ります。 

  以上をもって、会議案第４号の提案説明といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 本件については、質疑及び討論を省略いたします。 

  これより直ちに採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、会議案第４号は原案のとおり可決されました。 

  なお、この際、お諮りいたします。 

  ただいま議決した議決事項について、諸般の事情により変更する場合は議長に一任願

いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、諸般の事情により変更する場合は議長に一任することに決定されました。 

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

◎議案第５４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第11、議案第54号災害弔慰金の支給等に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 ただいま上程されました議案第54号災害弔慰金の支給等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容についてご説明申し

上げます。 

  町例規集は、第７編民生、第１章社会福祉をご参照願います。 

  提案の理由でありますが、令和元年８月１日に、災害弔慰金の支給等に関する法律が

議員立法により改正されました。よって、この法律から参照している上士幌町の災害弔

慰金の支給等に関する条例についても、参照条文の変更や規定の変更が必要となるため、

改正を行うものであります。 

  法律の改正の背景としまして、阪神淡路大震災の後に制定された被災者生活再建支援

法により、被災者への支援が手厚くなりました。しかし、この制度がなかった阪神淡路

大震災で被災された方は、義援金の配分も少なく、多くの被災者が災害援護資金の借り

入れで生活再建を行っている実態にあります。借り受け者の状況においては、高齢化が

進んでいること、また、貸し付け事務を行う自治体の債権管理コストが課題となってお

ります。そのため、公平性に十分配慮しつつ、一定の低所得者等の返済免除や債権管理

の実態を踏まえた現行制度の不備を訂正するものとなっております。 

  別紙資料の議案第54号関係の災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

新旧対照表をごらんください。 

  条例の改正内容としまして、第13条１項２号及び第３号において、イロハニの表記を
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アイウエオの表記に訂正するものであります。 

  裏面をごらんください。 

  第15条３項において、償還等についての法律の参照内容として、新たに「報告等」を

加え、参照条項について参照となる法律の条項に対応する条項番号に改めるものであり

ます。 

  なお、附則では、施行期日を令和元年10月１日とするものであります。 

  以上、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その

提案理由と内容についてご説明いたしました。 

  ご審議いただき、ご可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第54号に対する質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第54号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第54号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第５５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第12、議案第55号上士幌町三愛介護サービス事業給付条例

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55号上士幌町三愛介護サービス

事業給付条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容についてご説

明申し上げます。 

  町例規集は、第７編民生、第１章社会福祉をご参照願います。 
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  提案の理由でありますが、三愛介護サービス事業の利用料や事業単価については、介

護保険法で定める報酬単位数等を参酌して定めております。その報酬単位等について、

本年10月からの消費税引き上げや介護職員の待遇改善に対応するために、報酬単価の改

定が予定されております。そのため、三愛介護サービス事業のショートステイ事業及び

入浴サービス事業について、事業単価の改正を行うものであります。 

  また、三愛介護サービスの給食サービス事業については、町独自のサービスとして、

365日の夕食の提供とあわせた見守り機能により、安心・安全な在宅での生活支援とし

て平成12年から実施してきたところであります。これまで事業単価について、改正を行

っていない状況にございます。 

  また、10月からの消費税引き上げについては、軽減税率の対象となりますが、この業

務実施での燃料や水光熱費、人件費等の経費の増加もあることから、事業単価の見直し

を行うものであります。 

  別紙資料の議案第55号関係の上士幌町三愛介護サービス事業給付条例の一部を改正す

る条例新旧対照表をごらんください。 

  条例の改正内容ですが、別表第３条関係において、１、ショートステイ事業の１日当

たり事業単価、金額4,370円を4,380円に改定し、利用者負担額を2,650円から2,670円に

改定いたします。３、給食サービス費の１食当たり事業単価を700円から750円に、４、

入浴サービス事業の１回当たり事業単価を8,320円から8,380円に改定するものでありま

す。 

  なお、附則では、施行期日を令和元年10月１日とするものであります。 

  以上、上士幌町三愛介護サービス事業給付条例の一部を改正する条例の制定について、

その提案理由と内容についてご説明いたしました。 

  ご審議いただき、ご可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第55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55号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第55号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 
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  本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第５６号及び議案第５７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第13、議案第56号上士幌町特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、

日程第14、議案第57号上士幌町特定教育・保育施設の利用者負担額に関する条例の一部

を改正する条例の制定について、以上２件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  弦巻幼児教育課長。 

○弦巻佳光教育委員会幼児教育課長 ただいま一括上程されました議案第56号上士幌町特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の制定について及び議案第57号上士幌町特定教育・保育施設の利用者負担額

に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由と内容についてご説明申

し上げます。 

  初めに、議案第56号上士幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、議案第56号

関係の新旧対照表をごらん願います。 

  子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、本条例を一部改正するものです。 

  内容は、第２条第９号の支給認定を教育・保育給付認定に改め、第10号の支給認定保

護者を教育・保育給付認定保護者に、第11号の支給認定子どもを教育・保育給付認定子

どもに改め、以下の該当する箇所も同様に改める内容となっております。 

  なお、第12号の支給認定証につきましては、改正されておりません。 

  附則として、この条例は令和元年10月１日から施行するとしております。 

  次に、議案第57号上士幌町特定教育・保育施設の利用者負担額に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてをご説明いたします。 

  令和元年10月から国の子育て支援新制度により、３歳から５歳までの幼稚園などを利

用する子供たちの幼児教育・保育の利用料が給食費を除いて無償化されることになりま

す。また、預かり保育を利用する場合の利用料も、最大月額１万1,300円までの範囲で

無償化されます。上士幌町では、既に認定こども園の利用料についてゼロ歳から５歳ま
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でを無料としており、給食費を含めて今後も無償化を継続するため、条例を一部改正す

るものです。 

  改正の内容でありますが、議案第57号関係の新旧対照表をごらん願います。 

  第２条の別表第１を別表に改め、附則第２項の平成38年を令和８年とし、３歳から５

歳までの１号認定と２号認定の部分を削除し、別表を改正するとともに、備考の２で給

食費を無料とすると定めております。 

  また、預かり延長保育料として、１月ごとに合計額から１万1,300円を控除した額と

定めております。 

  附則としまして、１でこの条例は令和元年10月１日から施行するとし、附則の２では、

同日前に徴収し、または徴収すべきであった利用者負担額については、なお従前の例に

よるとするものです。 

  以上、議案第56号及び議案第57号の提案理由と内容についてご説明申し上げました。 

  ご審議いただき、ご可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより２件を一括して質疑を

行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって２件に対する質疑を終結いたします。 

  これより議案ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、議案第56号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第56号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第57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57号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前１０時５７分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１１時１３分） 

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

◎議案第５８号の上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第15、議案第58号令和元年被表彰者の決定についてを議題

といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 ただいま上程されました議案第58号令和元年被表彰者の決定につい

て、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  本件につきましては、上士幌町表彰条例第２条第１項の規定により、議会の議決を求

めるものであります。 

  被表彰者の功績につきましては、別紙、議案第58号関係資料をご参照願います。 

  被表彰者の住所、氏名、生年月日について申し上げます。 

  自治功労賞、地方自治の進展に貢献した方１名でございます。住所、河東郡上士幌町

字居辺東12線263番地、氏名、佐々木守氏、生年月日、昭和25年12月10日。 

  なお、本提案に当たりまして、令和元年９月９日に表彰者選考委員会を開催し、町長

の諮問に基づき答申を受けたところであります。 

  以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。 

  ご審議の上、ご可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） これより議案第58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58号は原案のとおり可決されました。 
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 ────────────────────────────────────── 

◎議案第５９号及び議案第６０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第16、議案第59号令和元年度上士幌町一般会計補正予算

（第５号）、日程第17、議案第60号令和元年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第

３号）、２件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  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59号令和元年度一般会計補正予算並

びに議案第60号令和元年度上士幌町介護保険特別会計補正予算の内容を申し上げます。 

  補正総額は9,331万9,000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119億5,892万2,000円となります。 

  それでは、予算補正の内容を申し上げます。 

  一般会計補正予算（第５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9,316万9,000円を追加し、総額を

100億8,937万4,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２

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、款議会費、項議会費、事務局管理

経費13万2,000円、款民生費、項社会福祉費、介護保険会計繰出金２万9,000円、同じく

高齢者生活福祉センター管理運営事業３万1,000円、款農林水産業費、項農業費、農業

技術研究センター改修事業302万円、款商工費、項商工費、道の駅整備事業8,995万

7,000円を追加補正いたします。 

  次に、７ページ、介護保険特別会計補正予算（第３号）についてご説明いたします。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ15万円を追加し、総額を５億

8,014万4,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、８

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、款地域支援事業費、項地域支援事

業費、成年後見制度利用支援事業15万円を追加補正いたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  以上、一般会計並びに介護保険特別会計の補正内容についてご提案を申し上げました。 

  よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願い申し上げます。 
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○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第59号から議案第

60号を一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） ５ページの農林水産業費の技術センター運営費です。 

  この改修に302万ほど予算がされていますけれども、現況とか昨年度を見ますと、一

般の方の利用が結構多いと、これが基本的になっている部分がありますけれども、本当

に改修に当たっては新たなチャレンジということで、地域の水産物の事業化に向けた製

品化等がありますけれども、十分にここら辺について一般の方々とうまく共存、共栄で

きるような設計内容をぜひお願いしたいなというふうに思っていますけれども、１点目

はこの点と、２点目、もう一方、育成棟であります。ハウス、これについてどういうふ

うにするのかなという部分、これも見ますと、若干の利用がされているかなと、22回と

か何かありますけれども、今回シストセンチュウの分はここで上げたかどうかわからな

いんですけれども、一定程度の利用がされております。このことについて、やはりあそ

こもほとんどあいている施設かなというふうに認識しておりますので、この施設につい

て、今回設計の中にどう取り組むかという部分についても、ちょっと調査しているかど

うか、それが調査の対象になるのか、また改修の対象になるか、わかれば説明をお願い

したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 今回の改修に当たりましては、まず農業者、それから商工会関係と

いうことで、アンケートを300人ほどにお送りしまして、回答については36事業者ほど

から得ております。 

  また、今後も現在施設を利用している方、それから広報、町のホームページ等で意見

を募りながら、改修のほうは進めていきたいというふうに考えております。 

  それから、ハウスの利用でございますけれども、現在、農協とｋａｒｃｈも一部利用

しているという状況がありますので、この分については、現状のままでまた使っていく

ということで考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 農協のほうの研究対象に何がなっているというのはわからな

いんですけれども、ｋａｒｃｈを含めてとか、研究棟じゃなくて育成棟のほう、これに

ついてはもう少しきちっとした利用活用を高めていかないと、やっぱりこれからの管理

上の問題とか、せっかくの施設ですから、あれも改良しながらまた別のほうに対応でき

るとか、そういうことも考えることによって技術センターの多様化ができるのかなと認
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識しております。そんな意味では、かなりの部分でちょっと利用率が低いなという部分

がありますから、それについても、せっかくの改修の際ですから、ちょっと方向性を含

めて検討をしていただければ、町民的な部分でも有効な施設になるんじゃないかなと認

識しておりますので、その点もしあればよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 ハウス、それから育成棟の利用につきまして、これも実際にどのぐ

らいの面積が使われているのかも含めまして、その部分も含めて改修のほうを検討して

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、質疑ありますか。 

  ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 今回の中で、農業技術センター改修計画検討会委員ということ

で名簿が上がっていまして、何名かお名前があるんですけれども、アンケートをとった

ときに、改修した際に利用する意向はありますかということで、14件あるということで、

返答があった結果を見ているんですけれども、この辺のあると答えた方の事業者の方々

と検討委員会との連動性というのはどういうふうになっているんでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 検討委員会の中では、このアンケート結果を報告して、検討委員会

の中でこのアンケートに答えた方にヒアリングを実施してほしいということで、14事業

体の方にヒアリングを実施しております。 

○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ページの商工費の道の駅整備事業備品購入費、これについ

てお伺いしたいと思います。 

  テナント側が用意する備品と町が基本的に用意、設置する備品に対する費用負担とい

うのは、基本的に僕は違うのかなと思っていますけれども、きっと業者が自分たちで売

るためのいろんな製品づくりなり、対応の中で備品が必要になってくると思いますけれ

ども、基本的に町が負担する分、それから業者が負担する分とでどこかにきちっとした

線引きがないと、備品というのは消耗品の一部ですから、これは将来必ず消耗していっ

て、町がするとしたら、財政負担が後年時伴う可能性があるというのが僕は備品だとい

うふうに認識しております。 

  そんなことで、指定管理者制度に基づいて対応するというのがありますけれども、こ

れについて、やはり初めからガイドラインといったらちょっとおかしいですけれども、
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明確にしておかないと、備品をどちらが負担するんだというふうに、一定程度議論が交

わされたり、町の負担をどうしてもせざるを得ないという部分が出てくる可能性があり

ますけれども、今からきちっとそこら辺について、備品のテナントもしくは指定管理者

の運営する方々の部分について明確にしておかなきゃならないのではないかなと思って

います。これからまだ備品が出てくるという情報もあるんですけれども、この部分で、

建設費の約１割はこの備品に費やされると、その備品も将来恒久的なものではなくて、

消耗していくものもあるという部分がありますので、やはり今の段階できちっと整理し

ておくべきではないかと思いますけれども、この点について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 まず、１点目のここに入るテナントの方の備品ということでご

ざいますけれども、現在２件、昨年公募させていただきまして、応募いただいた２業者

という形になっております。その２業者の備品の関係でございますけれども、こちらの

ほうにつきましては、基本的に冷蔵庫系をそこに配置するということで、事業者さんの

ほうでつくる商品の部分については、事業者さんのほうで対応していただくという考え

方でございます。 

  その他、それぞれ指定管理者が行う備品のほうにつきましては、江波戸議員のほうか

らも、委員会等でもご意見をいただいておりますので、その辺のガイドラインといいま

すか、方向性につきましては、指定管理者と協議を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。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第59号から議案第60号に対する質疑を終結い

たします。 

  これより議案ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、議案第59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59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59号は原案のとおり可決されました。 
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  次に、議案第60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60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60号は原案のとおり可決されました。 

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

◎監報告第４号の上程、報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第18、監報告第４号例月出納検査報告についてを議題とい

たします。 

  報告書の朗読を省略し、直ちに代表監査委員より報告の説明を求めます。 

  根本広実代表監査委員。 

○根本広実代表監査委員 監報告第４号例月出納検査報告について、その結果をご報告申

し上げます。 

  現金出納の検査につきましては、地方自治法第235条の２第１項の規定に基づき実施

しているものでございます。 

  今回の報告は、令和元年６月分、７月分、８月分の例月出納検査結果を報告するもの

であります。 

  検査の対象は、一般会計及び５特別会計の現金の出納状況でございます。 

  提出されました各会計、各月ごとの収支状況などの資料を参考としながら、収入・支

出伝票、預貯金通帳等の検査を実施いたしました。 

  検査の結果につきましては、計数などは正確であり、諸帳簿などと相違ないことを確

認したことをご報告申し上げます。 

  以上、監報告第４号の監査結果報告といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 代表監査委員より提出された例月出納検査報告書の収支状況等

は、添付を省略しておりますので、必要な場合は事務局で閲覧を願います。 

  以上で、監報告第４号を報告済みとし、監査委員からの報告を終わります。 

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

◎閉会中の継続調査の申出について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第19、閉会中の継続調査の申出についてを議題といたしま
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す。 

  各委員会の委員長から、会議規則第75条の規定により、お手元に配付の申出書のとお

り、閉会中の所管事務調査の申し出がございます。 

  お諮りいたします。 

  各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査はこれを承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査はこれを承認することに

決定いたしました。 

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

◎閉会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上をもって、本定例会の会議に付された案件の審議は全て終

了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  令和元年第５回上士幌町議会定例会を閉会したいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  今定例会が９月３日から17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５回上士幌町議会定例会を閉会いたします。 

（午前１１時３１分） 
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