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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６回上士幌町議会定例会を開会いた

します。 

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

ております。 

（午前１０時００分） 

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

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

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

◎議会運営委員会の報告 

○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、11月28日午後１時30分より委員会室において、議会運営委員全員

の出席をいただき、説明委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きましては、

既にお手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

  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６、同意第６号は、人事案件でありますので、議案上程の前に本会

議を休憩し、休憩中に全員協議会を開催いたします。また、これにあわせて、日程第24、

諮問第１号及び日程第25、諮問第２号の人事案件についてもご協議いたしますので、ご

承知おきお願いいたします。 

  ２点目は、日程第７、議案第61号から日程第９、議案第63号は、関連がありますので、

３件を一括上程し、総務文教厚生常任委員会に付託し、会期中の審査といたします。 

  ３点目は、日程第10、議案第64号から日程第12、議案第66号は、関連がありますので、

３件を一括上程及び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  ４点目は、日程第18、議案第72号から日程第23、議案第77号までの令和元年度上士幌

町一般会計補正予算（第６号）並びに５特別会計補正予算は、関連がありますので、６
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会計を一括上程及び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  ５点目は、日程第24、諮問第１号及び日程第25、諮問第２号は、関連がありますので、

２件を一括上程し、議案ごとに採決を行うことといたします。 

  以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

◎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、２番、山本和子

議員、３番、伊東久子議員を指名いたします。 

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

◎会期の決定について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から12月20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12月20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９月１日から令和元年11月30日までの間の議会の諸会議等について

報告書を配付しております。内容等の朗読は省略いたします。 

  以上が諸般の報告であります。 

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

いたします。 

  これをもって諸般の報告を終わります。 

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

◎所管事務調査報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第４、所管事務調査報告、公共工事の調査に関することを
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議題といたします。 

  産業経済建設常任委員会が閉会中も調査を行ってまいりました所管事務調査、公共工

事の調査に関することについて、会議規則第77条の規定により報告書の提出がございま

したので、委員長の報告を求めます。 

  産業経済建設常任委員会委員長、８番、江波戸明議員。 

○産業経済建設常任委員長（江波戸 明議員） 産業経済建設常任委員会より、公共工事

の調査に関する所管事務調査報告をいたします。 

  今回の調査の対象の公共工事は、10月２日現在、62件が工事契約として町と業者間に

おいて調い、工事の進捗状況において完了工事は21件となっており、３分の２程度が工

事の進行中という状況です。 

  調査を実施した工事については、４件に絞り実施しましたので、その内容について説

明します。 

  まず、この所管調査については、議員公開委員会として実施し、お手元に示した内容

で実施いたしました。 

  調査の状況でありますが、公共工事の調査に関することについて、令和元年９月19日

に委員会承認をいただいております。 

  ２点目の調査年月日でありますが、令和元年10月28日の１回であります。 

  調査地等については、委員会室、町内一円、工事現場であります。 

  説明員及び随行員（同行者）について、千葉副町長、農林課菅野主幹、羽田野主査。

建設課名波課長、渡部主幹、杉森主査、新堀技師であります。 

  現地調査の工事名等につきましては、上士幌町道の駅外構整備及び付帯工事でありま

す。上士幌町45号農道改良工事、上士幌町浄水場ナンバー２井戸ポンプ復旧工事、ナイ

タイ高原牧場レストハウス安全柵工事であります。 

  調査結果でありますが、令和元年度発注の公共工事のうち、１件の改良・舗装工事と

３件の施設建設工事等について、施工状況や完成現場等の現地調査を、委員外議員の出

席をいただき実施しました。 

  詳細につきましては、添付の資料参照をお願いしたいと思います。 

  あわせまして、株式会社生涯活躍のまちかみしほろが新たに取得し運営を始めていま

す起業家支援スペースｈａｒｅｔａの施設の視察を行い、協力をいただいたことにつき

まして、改めて感謝を申し上げたいと思います。 

  また、あわせまして、勢多地区家畜排せつ物処理の状況を行っている用地を確認させ

ていただきました。今後においては、施設等の事業効果の点検の視点で、事業完了後の
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管理方法や管理状況、管理運営費などの調査等も必要になると考えております。 

  以上で公共工事の調査に関する所管事務調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が、所管事務調査報告に対する質

疑は、議会運用例第96条の４の規定により省略いたします。 

  産業経済建設常任委員会の所管事務調査報告、公共工事の調査に関することについて

は、委員長報告をもって報告済みといたします。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午前１０時０９分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時１０分） 

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

◎一般質問 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第５、一般質問を行います。 

  一般質問は３名の議員から、お手元に配付のとおり通告を受けております。 

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

略いたします。 

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

◇ 山 本 和 子 議員 

○議長（杉山幸昭議長） それでは、順次発言を許します。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 私は、大きく２点、一般質問を行います。 

  １点目は、第２期上士幌町人口ビジョン・総合戦略について。 

  第１期上士幌町人口ビジョン・総合戦略、平成27年から平成31年度が今年度で終了し、

今、第２期、令和２年から６年度の策定に入っています。 

  この総合戦略は、日本創生会議が平成27年度に、人口減により全国の市町村の約５割

が削減する、消滅するとの発表により、国主導による人口増に向けたビジョンです。そ

して、国は新たな交付金を創設し、各種事業に財政的支援を行ってきました。 

  上士幌町は、この各種交付金を活用して、交通ターミナルやレストハウス、道の駅の

建設事業を進めてきました。一定程度人口もふえ、評価もされていると思いますが、全

国的にはうまくいっていません。消費税引き上げなど、ますます住みづらくなる中で、

人口減の根本的な対策を行わず、地方にだけ頑張れ、頑張れ、国の言う方向に進む自治
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体にどんどん交付金を交付する、このような方針でいいのかと疑問を抱きます。 

  この５年間の経過を見ますと、総合戦略には長期計画に入っている事業もありますが、

全く新しい事業もありました。本来じっくり町民の合意を得ながら進めるべきところ、

交付金に向けた申請が早まったり、国の補正等で急に事業実施が早まったりする中で、

十分な合意なしに進んできたように思います。第２期の計画に向けては、第１期の事業

が真に町にとって必要だったのか、進め方はどうだったのかなどの検証もするべきです。 

  また、今後も国は、交付金等を提示するものと思います。有利な交付金ありではなく、

必要な事業をきちんと見きわめて計画するべきです。 

  第２期上士幌町人口ビジョン・総合戦略について、既に検証、検討に入っていますが、

進捗状況と町民への周知や合意等、進め方についてお聞きいたします。 

  ２点目は、補聴器購入に公的支援を。 

  人間は誰でも加齢とともに高い音から徐々に聞こえなくなり、70歳以上の半数に難聴

があると言われています。言葉が聞こえにくくなると認知機能能力が低下し、コミュニ

ケーションにも支障が出て、社会的にも孤立することで認知症のリスクも高まると言わ

れています。 

  厚生労働省の介護予防マニュアルにも、閉じこもりの要因に難聴が挙げられ、そのこ

とが認知症の発症につながると示されています。難聴になったら補聴器の使用が聞こえ

の改善にとって大切ですが、15万から30万円ほどと高額で、年金暮らしの高齢者には手

が届きません。補聴器の公的補助は、障害者手帳を持つ重度の難聴者に限られており、

一般的にはありません。国の制度として、補聴器購入に公的支援が求められています。 

  こうした中で、今、全国的に中度、軽度の難聴者の補聴器購入に助成を行う自治体が

ふえています。道内では購入費への助成を赤井川村が、補聴器の現物支給を北見市が行

っています。国に公的支援の要請を行うと同時に、町としてもぜひ支援を行うべきです。 

  また、町内の方の実態はどうなのか、何人かの方にお聞きいたしました。 

  高いお金で購入したけれどもうまく使えていない方、また、三、四回目の購入だとか、

１回耳鼻科に行ったけれどもそのままになっている方、すごく聞こえが悪いけれども購

入に踏み切れない方など、状況も対応もさまざまです。やはり購入するとなると不安も

あり、勇気も要ります。すぐに自分の耳に合うとは限らず、調整も必要とのことです。 

  そこで、第一段階として、耳鼻科の先生を交えて実際に購入されている方、不安に思

っている方の交流を持ってはいかがでしょうか。 

  以上、お聞きいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 
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○竹中 貢町長 まず、第１点目、第２期上士幌町人口ビジョン・総合戦略について、山

本議員の質問にお答えいたします。 

  総合戦略につきましては、地方において今後ますます加速する人口減少にできるだけ

歯どめをかけ、地方創生を図ることを目的として、地場産業の担い手確保等による地域

経済の活力維持を初め、医療、介護、福祉、さらに子育て、教育の充実による次の時代

を担う世代の育成、また、子供からシニアまで誰もが健康で充実した生活を送ることが

できる地域社会を目指す生涯活躍のまちの推進など、将来にわたって持続可能なまちづ

くりを推進するため、町が施策を推し進める戦略として策定したものであります。 

  総合戦略策定に当たりましては、国の指針に基づき、産業や大学、金融、労働、報道、

医療、福祉、教育、子育てに関係する団体の代表者で構成する推進会議での検討や、議

会並びに広く町民の意見を反映させるためのパブリックコメントといった手続を踏まえ

作成するとともに、この戦略に基づきこれまで各種事業を推進してきたところでありま

す。 

  また、実施中の事業につきましても、毎年度、議会検証会議での議論を踏まえ、ＰＤ

ＣＡサイクルに基づく効果検証を行ってきたところであります。 

  事業の進捗や成果を図る指標となる重要業績評価指標、いわゆる平成30年度のＫＰＩ

につきましては、65の事業中、35事業が「順調に進んでいる」のＡ評価、29の事業が

「おおむね進んでいる」のＢ評価となっており、１事業、企業版ふるさと納税の活用の

みが「進捗がおくれている」のＣ評価となっております。 

  第２期の総合戦略策定に当たりましては、実在高度技術などますます進展する時代の

潮流を的確に捉え、柔軟かつ機動的に対応するため、第１期の成果や課題を踏まえ策定

しているところであります。現在、施策の事業内容を各課から骨子として取りまとめ、

推進会議において議論するとともに、会議を公開として住民の傍聴の機会を設けるなど、

情報等の開示をして策定作業を進めているところであります。 

  今後は、議会における協議、パブリックコメントにより住民意見を伺いながら、さら

に推進会議での議論を経て、新たな時代を見据えた施策を推進する土台となる第２期総

合戦略を策定してまいる考えでございます。 

  ２点目の補聴器購入に公的支援をについてであります。 

  議員ご指摘のとおり、加齢による難聴も認知症の原因の一つと言われておりますが、

難聴補正が認知症予防につながるかどうかについての公式な医学的根拠が十分に確立さ

れております。 

  現状では、認知症対策としての補聴器利用の認識は、まだこれからの状況であると考
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えているところでありますが、高齢になって外出を控える要因として、耳の聞こえが悪

くなったことを理由としている方が一定程度おられることもありますので、他の認知症

の要因とされている加齢、高血圧、糖尿病などの対策も含めた効果的な施策の実施を進

めていく必要があると認識しております。 

  補聴器の助成につきましては、道内では北見市で高齢者の非課税世帯の難聴者に対し

て、ポケット型補聴器の交付、赤井川村では購入費の２分の１の助成（限度額３万円）

の実態となっており、相談を受けた場合には、障害者支援法による制度の該当となるよ

うな難聴の状態であれば、制度への利用を勧めた上で、難聴の程度がそこまで悪くない

場合に利用いただいているとのことで、件数的には少数で、難聴の方を障害者支援法の

制度活用につなげることで、生活の改善に結びつけている実態にあるとのことでありま

す。 

  本町では、補聴器の相談の機会につきましては、毎年、社会福祉協議会主催のふれあ

い広場において、補聴器の販売店や相談会を開催しております。また、町内には補聴器

の取り扱い、取次店もあり、町民の利用がなされている状況にございます。 

  しかし、難聴による認知症の発症が高まる可能性や、補聴器についての正しい理解は

まだ十分ではありません。まず、難聴の症状の場合は、速やかに耳鼻科を受診し、適正

な治療判断を求めるべきことの周知、さらに、難聴に対しての理解や補聴器利用に対し

ての理解を深めるような取り組みの検討を進めてまいりたいと考えております。 

  今後は介護予防教室などの高齢者が集まる機会などを利用し、補聴器販売店や医療機

関等への協力を呼びかけながら、医師や言語聴覚士、認定補聴器技能者による町民周知

の機会へ結びつけたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 初めに、人口ビジョン・総合戦略について質問いたします。 

  この事業は既に素案もできておりますので、本来ならもっと早く質問すべきだったと

いう気もいたしますが、その素案そのものについて直接ふれることはいたしません。 

  ただ、基本的な考え方についてと、これから町民と一緒にこれを理解を求めながら進

める上での手続等について質問したいと思っています。 

  これは、たびたびいろんな形で質問してきたわけですが、国が示す地方創生会議戦略

そのものがうまくいっているのかということで、若干基本的なことを質問したいと思っ

ています。 

  竹中町長も調査の施行方針の中で、国のさきの国会で2020年目標とした東京圏転入超
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過の解消は困難であるという考えを示したと。ほとんどの自治体が目標にほど遠く、苦

労しているという自治体だと。ただ、上士幌町は全国的にも道内的にも人口が増になっ

ていて、評価されているかと思っています。 

  ただ、いろいろ新聞報道を見たり、私もいろいろ本を読んだりする中で、これは最近

の道新の記事なんですが、11月12日の中では、タイトルが「地方創生５年 止まらぬ衰

退」、それからサブタイトルとして「生計の看板」というのは地方創生だと思うのです

が、競争ありき、地域格差拡大というようなコメントがありました。 

  それから、町・国においては、これは首都圏の大学のヤマシタヒロスケ教授の文章を

引用しているわけですが、５年たったにもかかわらず、政府は人口減少とそれを引き起

こす東京一極集中をどうとめるのかが、根本的な、なかなか対策が示せずにいるという

コメントを新聞報道でありました。 

  本当につい最近、12月２日の新聞の報道でも、私の新聞評ということで、ヤマモトシ

ンヤさんという方が書いている中では、文書は長いんですが、抜粋してお話ししますと、

今、第２期総合計画策定が各地で進められていると。ただ、現状ではその施策の効果は

極端に乏しいのではないかというコメントもありました。その中で、最後のほうに、私

がこれはいいなと思って読ませてもらったんですが、各地自体にとって大切なのは、心

豊かに安心して暮らせる地域社会の実現と、その持続であると。それはどのような人口

規模であっても同じだと思うというコメントがあり、私もこれに同感いたしました。 

  その点について、町長、確かに国が示す方針どおりつくらなければいけないと、いろ

んなことを盛り込みながらつくらなければいけないことは重々承知しながら質問してい

るんですが、根本的な、基本的な考えについて町長のお考えをお聞きいたします。手短

にお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 まずは、今回の地方創生の国が掲げた戦略、東京の一極集中の是正とい

うことでありますし、それから、出生率の目標、そしてまた、東京の一極集中というの

は逆に言うと地方のほうが人口減少に歯どめをかけるということになりますけれども、

総合的に見て順調にいっているという状況ではないだろうと、そんなふうに思います。

それだけ相当難しい課題なんだろうと考えます。 

  とにかく東京の一極集中については、もう何十年、あるいは明治以降ずっと続いてき

た、そういった状況を、今、逆の方向にもっていこうという施策ですから、それは相当

大きな、そもそも単純な話ではないだろうと思っておりますけれども、しかし、こうい

った政策を打たなければ、やっぱり日本の均衡のとれた自治のあり方だとか、国土の安
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定的な発展等々については非常に難しいということですから、そういった意味で地方創

生という旗は、極めて大事なことだろうと思っております。ただ、言ったように、現実

の問題としてはそういっていないということ。 

  それから、国の政策ということでありますけれども、隣、競争だということでありま

すが、これについては一定の方針といいますか、採択の要件というのがありますから、

それは国が判断するのではなく、民間の有識者の会議がそういったことで判断するとい

うことで、僕らが行って、例えば政治力を使うだとか、あるいは国のほうにお願いして

こういったことができるということではないと。隣と競争して、どちらかが残ってどち

らかがだめになると、こういった性格のことではないということだけは言えるのだろう

と思います。 

  ただ、結構各自治体からもお話があるのは、地域再生計画をつくるだとか、そういっ

た手続に非常に手間がかかるというようなことで、なかなか踏み切れないというような

悩みも聞いているところでもございます。 

  最後のところで出てきていましたけれども、そもそもこの地方創生の部分だけの手だ

てで、あるいは交付金で人口減少がとまるものではないと思っております。基本的には

その町に豊かに住めるかどうかというのが一番根っこにあるということでありますから、

その延長上に国の交付金等の制度があれば、それは使わせてもらうということで、決し

て今まで事業をやっている中で、僕は無駄なものは一つもないと思っております。 

  ただ、レストハウスについては、これは交付金の以前の施設の整備でありますから、

対象ではございませんということだけはお伝えさせていただきたいなと、そんなふうに

思います。 

  そういったことで、そう簡単ではありませんけれども、地方創生というのは、多分こ

れは政権がかわっても、政策的にはやっていかざるを得ない重要な政策課題だと認識は

させていただいております。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） そんなに私と町長の見解は違ってはいないのかなという判断を、

今、いたしました。 

  やっぱり地方創生といいますか、要するに地方が元気になるということが大事ですの

で、そのために結果的に人口がふえればいいのですが、なかなか全国的にも人口が減に

なるというときに、第１期もそう、第２期も素案を見せてもらったんですが、さまざま

な教育、福祉の政策とか、農業問題含めて細かい政策が盛り込まれていますので、それ

自体は全然もうすばらしいことだと思っています。 
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  ただ、その評価がどうしても人口がふえたかふえないかという国の評価がきますと、

そこだけに身をとらわれないで、きちんと町民の、先ほど町長が言いましたような町民

の豊かに住めるかどうか、その辺を基本に据えながらこの計画を策定してほしいと、も

う素案ができていますので、これから町民に、議会もそうなんですが、具体的な検討に

入るのかと思いますが、その辺について、今、確認がとれたと思うので、その辺もう一

回、再度、人口増だけで国が評価してしまうと、うちは何百人ふえたから評価じゃなく

て、地域全体が赤ちゃんからお年寄りまで豊かに住めることが、やっぱり基本的な評価

だと、その評価がやっぱり今までされてきた評価の観点に余りないような気がするんで

す。その辺、再度確認いたします。町民を豊かにできることをやっぱり評価すべきだと。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 地方創生の目指すところといいますか、目標というのは、これまでも述

べさせていただいておりますけれども、この人口減少というのは東京の一極集中が大き

な問題なんだということでの、その是正ということ。それから、地方に働き口がなけれ

ば、なかなかそれは雇用も生まれない。そしてまた、そこでの経済も潤沢にいかないと

いうことで、働き場所の確保という意味と、それから、地域経済がしっかりするという

意味では、地域の経済がどのように元気になってくるかということであります。 

  だから、その上で人口が歯どめをかけるような手だということで、これは最終の目標

としているところでありますから、これはどうなったかというのは問われますけれども、

その過程の中でのさまざまな施策というのは、いろんな豊かさ、いわゆる安心して住め

るような環境の問題だとか、子育て、教育、それから介護、福祉、仕事、総合的なまち

づくりの政策の結果として、それがどのように評価されるかと、理解していただけるか

というようなことで、多分今の場合は、本町については首都圏のほうからも転入者が多

いということでありますけれども、そういった総合的な視点で評価をいただいて、社会

増につながっていっているものと、そのように考えております。 

  箱物を建てたから、施設を建てたから来るという話ではないだろうと思います。基本

的にはこの町の仕事や、あるいはさまざまなソフト事業、こういったことがどれだけこ

の町に来たら安心して住めるのか、子育てができるのかと、これが評価されたことなん

だろうと、そんなふうに思っています。その結果として、数字の問題が出てくるという

だけのことだと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） なかなか、若干かみ合わなくなってきたなと思ったりするんで

すが、結果的に国がやっぱり東京一極集中、それから地方にやっぱり人口を移したいと
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いう願いというか、その目標でこれをつくっているんだと思うんです。結果的に人口が

全町村、全国でふえればいいんですが、そうなかなかいかないと、それは頭にありなが

らも、やっぱり町としてそういう事業を、交付金も出ると思うんですが、活用しながら、

町民の豊かな暮らしをきちんと守るということをやっぱり前提に進めてほしいと私は思

っています。 

  ただ、国がこの第２期をつくるだろうという想定はあったんですが、国がこの指針を

示したのは多分６月だと思う。きのうの推進会議に行って見たので、６月に出されて、

具体的に動いたのがそれ以降ですので、委員会には９月に国の方針はこうですよと、町

はこうやりますよというような方針を出されたのは９月で、きのうの推進会議はもう既

に４回目です。多分そこで初めて素案が出されたんだと思うのですが、この進め方が物

すごく私はやっぱり早過ぎると思うんですけれども、具体的にこれからの進め方につい

て、素案が今度の委員会にかかると思いますので、そこで具体的な過去のことも含めて、

１期のことも含めてどうだったのかという意見もいただいたものですが、その進め方に

ついて質問したいと思っています。 

  素案をきのう見させてもらって、多分傍聴は私１人しかいなかったんですが、町民向

けにも初めて広報に見られますよと、傍聴もいいですよと言われて私も行ってきたんで

すが、その中で、結構委員会のときには、基本的な項目は５項目とプラスあればきちん

と６に入れて、基本目標は６と。その中にいろいろ盛り込んでいることが結構かなり従

来のものから、それから国の今度の指針に基づいた横文字の難しい言葉が結構入ってく

ると。そうなると、ボリューム的には軽微じゃなくて、かなりボリュームが多いのでは

ないかと思いますが、その点についてどんなふうにこれから町民との理解を得ていくの

か、まず質問したいと思うんですが、多分推進会議が４回開かれて、最後の推進会議は

多分２月だと思うんですが、その間にパブリックコメントをやる予定でいますけれども、

町民の声を聴取するのをどんなふうにやるのか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 この総合戦略は、基本的には国の大きな方針がやっぱり一つ前提になる

ということと、それから、地域的な課題がそこにあって、それらの組み合わせで戦略を

つくっていくということで、いずれにしても目標、目指すところというのは、そこでの

柱というのは人口減少というのが最も大きな目標値なわけです。それに対してどんな政

策を打つかということと、それから時代的な背景のもとで、国の方針も今回は新たな戦

略、これは国のほうとしても１期の反省を踏まえて、１期目でつくったから同じような

ことを踏襲するということではなくて、人口減少に歯どめをかけるためには、やっぱり
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まだ東京の一極集中をどう地方に振り向けるのかという意味では、企業に積極的に、も

っと何らかの地方に行くインセンティブを与えて、サテライトオフィスだとか本社機能

の移転だとか、このようなこともさらに積極的にやっていかなきゃならんというような

動きもございます。 

  それから、町は町として、これまでも一貫してまちづくりを進めている。何回もお話

させていただいておりますけれども、今のまちづくりの大きな出発点というのは、合併

時のときのあの議論が出発点にあって、それを踏襲してきているのが今の大きな流れだ

と、そんなふうに思っております。その当時から都市との交流だとか、あるいはＩＣＴ

を使うだとかということでありますが、そういった類のものがまた新たに国のほうの政

策に入ってきているということなんです。 

  ですから、国、国と言いますけれども、町は町の独自の課題を持ってずっと進めてき

たことが、ある意味では、今、国の政策の中に織り込まれてきていると。関係人口なん

かも言ってみればそうだと思います。これまで何年かやってきましたふるさと納税の感

謝祭、見本市なんかについても、ああいうことを通しながら関係人口をふやしていくべ

きだと、こういう視点で関係者の評価を得て、そのための施策がこの後出てくるという

ような様子も聞いているところでもございます。 

  そういった意味では、目標すべくやるべきことというのは、基本的には今までしてい

る町の方針、単年度、単年度の事業方針や、あるいは総合計画とこれらを網羅したもの

ということでの基本的なやる戦略、目標値を高めるような担当のほうから素案をつくっ

て、そして、今、二十数名の人方であります。これはほとんどのところが網羅されて、

それぞれの大きな住民の声を聞けるような、そういう組織体になっていると考えており

ます。 

  今、言ったように、６月に大きな方針が出てきて、その間もずっと検証し、そしてそ

れは議会のほうにも逐一報告させていただいて、ＫＰＩ数値目標に対してどのような成

果なり指標になっているのかというようなことは報告されて、これは今までにない、総

合計画でもそういったことは基本的にはやっていないと、10カ年のうちの半年ぐらい、

５カ年のときに見直しをしますけれども、このように１年のうち２回、上期、下期、検

証して、そしてまた皆様方の意見を聞きながら進めているというのは非常に丁寧な形で

ありますし、町民にも見える形で、いつでも町民の参加できるような体制にもあると考

えております。ですから、短いということでありますけれども、ずっと流れはきている

ということでありますから、流れの中で来月、再来月で決めることになります。 

  もう一つは、これは早過ぎると言われますけれども、これはみんな同じ土俵でやって
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いるわけです。上士幌だけが早くやっているということではなくて、みんな全国の

1,700の自治体が同じような状況の中でやっています。６月に出て、多分12月中に第２

期のもう少し詳細な地方創生の戦略が出されてくるだろうと思いますし、それを踏まえ

て、来年度の国としての予算が、今、最終段階にきて、あした閣議決定をするという報

道がなされております。そうすると、来年の当初予算に出てくるものと、それから補正

予算で出てくるものと、こういったことが出てくると思います。来年の１月の国会の中

で直ちに出てくると思います。 

  こういった状況は私の町だけと、町民をないがしろにしたり一方的に走っていること

ではなくて、こういうスケジュール感の中で動かざるを得ないと、後から終わってから

やりたいと思ってもそれはもう行かないということですから、今までやってきている延

長上で必要な事業については手を挙げさせていただくということでありますし、その関

係についてはしっかりとやっぱり議会のほうにお諮りをして、議論をさせていただくと

いう流れになっていくと思っております。 

  いろんな形での、この今の議論もそうでありますし、それから委員会の議論も全て町

民にオープンされておりますから、そういった意味でいろんな声を反映できる場所とい

うのは、僕はこの5,000人の町でこれだけオープンにし、物事を進めている町はないと

思っておりますので、積極的に意見を私どものほうに、もっとこんなことをやってほし

い、あるいは意見があればお伝えできれば、より精度の高いものになっていくのではな

いだろうかと、こんなふうに考えているところでございます。 

  この後、議会のほうに伝わり、委員会の中でも、素案と、きのうの戦略会議と、ある

いは検証会議のレベルで開きましたので、そういったことの直近の状況を踏まえて議会

のほうにもお諮りをさせていただきたいなと。そして、しっかりと議論をしていただい

て、全体的ないいものをつくり上げていければと、そう考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 本当に職員の方々も短い時間にいろいろな政策を練って素案を

つくったというのは、物すごい大変なことだなと特に思います。 

  私は、教育、福祉の関係はよく、ああ、そうだと納得できることが多いんですが、ど

うも企画関係のいろんな横文字の予算というのが、どうも先ほど言いました、もう補正

でいう閣議決定がどうのこうの言われるとわかりづらい面があったり、国の方針でまた

先ほど町長が言いましたように、多分交付金等についても新たな関係人口をふやすとか

何か、そういうことも含めた新たな創生に関する交付金なんかも多分準備してくるんだ

ろうと思って、やっぱり手を挙げると補正予算が、交付金がくるということも想定され



－17－ 

るのかと若干思いながら、今、質問させてもらっているんですが、国の早さもわかるし、

町としても対応しなきゃいけないのも十分わかるんですが、やっぱりそれでも、なおか

つ先ほど町長が議会にも町民にもいろいろお示ししているということなんですが、やっ

ぱり一つ段階としてパブリックコメントをやるという期間が12月の中旬から１月まで持

つということを計画にありますので、それをきちんとやっぱりどれぐらいの方が見にく

るかわかりませんが、やっぱりきちんと示すべきだと。 

  多分、私はきのうたまたまこういう形で、総合戦略、前回よりも1.5倍ぐらい多いの

と、あと、比較表です。これを多分役場の前とか図書館とかふれあいプラザに置くんだ

ろうと思うんですが、見に来る、来ないは町民の方々の選択肢ですので、やっぱりやる

ということを示さなきゃいけないと思うんです。どうやったら町民にわかってもらうと

なると、なかなか難しい。私が見ても、何が問題か、問題ないかとぱらぱらと見てもわ

かりませんので、やっぱりこういうことがあるんだよということをやっぱり示すことが

必要だと私は思っています。 

  それと、この件に関してその示し方と、先ほど言いました交付金の関係で、もう既に

来年度の予算に出てくるのではないかということがありましたが、計画が12月素案で来

年の２月にはもう決定、３月には決定されると思うんですが、修正したにしろ。そうす

ると、それが素案は計画になりますけれども、即載った事業が決定事業だ、じゃなくて、

やっぱりある程度、もう一回煮詰めていかなきゃいけないと思うんです。だけれども、

交付金の関係から手を挙げなきゃいけないといったら、また同じことの繰り返しで、町

民にどう理解してもらうんだろうというのがこれからの課題だと思う。 

  その辺について、これから新たな交付金が多分出てくるのは間違いないと思うんです

が、そのときにきちんと議会も町民も理解する形で、きちっと進めてほしいなと。それ

はさっきの話で、どういう予算が出てくるか、どういう計画になるかわかりませんが、

そのことを確認したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 多分交付金の事業が、今までの進めてきたことと全く違ったことを、全

くないことに手を挙げるということはあり得ないだろうと思います。今までやってきた

事業の中で、そういった制度を使うことによって、より財源的な措置だとか有利に働く

というようなことに、もしあったとすればそこに申請をしていくということであります

から、何かあればとは考えておりません。今までの、しかも総合戦略そのものは、基本

的には第１期を踏襲した上で新しいところをどうするかということですけれども、新し

い国の方針と言われているものについても、想像するところについても、町としてはも
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う既にいろんな形で動いてきているということでありますから、そんなに突拍子もない

ようなことで手を挙げ、もしそうだとすれば、それは採択されないと思います。基盤が

なかったり、何も今までないとすれば、それはしっかり審査の上で採択はなかなか難し

いということになってくると思う。やっぱりちゃんとした基盤があって、積み上げがあ

って、なおかつやることによってさらにそれが前に進んでいくというような事業をきっ

と採択していくような感じになるだろうと思いますから、その辺についてはいずれにし

ても皆様方のご意見を伺うことになりますけれども、全くなかったことにではなくて、

今まで進めてきている、課題になっていること、この延長上に交付金という新たな事業

が出てくれば、それは手を挙げさせていただくというような考えでおりますので、ひと

つその辺についてはご安心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） どういう交付金が出てくるのか、どういう事業に交付金が出て

くるかわかりませんので、今すぐどうのこうのじゃないんですが、なかなか素案を見る

中でも、まだまだ疑問に残る事業も、名前として載っている事業もありました。そのと

きやっぱりきちんと議論をして、載っているからすぐ挙げるじゃなくて、先ほど言いま

した当初予算にも出てくるかもしれない予算も閣議決定があるんじゃないかということ

もあったんですが、そうではなく、きちんと議論をしてから、役場、担当課としてはす

ぐ手を挙げて補正がつかなきゃ困るということもあるかと思いますが、それをきちんと

議論していかないと、何カ所か気になる事業も入っているのを見ましたので、それは議

論を進めながらやってほしいと、それは確認です。 

  答弁があればお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 議員さんも11人おりますので、山本さんの考え方や、あるいはまたほか

の議員さんのいろんな見方や評価の仕方もあるだろうと思いますから、それらは議論に

付して皆さんで検討いただくというような手順はしっかりとっていくと考えています。 

  それから、先ほどパブリックコメントの話がありましたけれども、それはもう、やっ

ぱり大事な、僕は住民参加の一つの場面だと思いますので、時間もしっかりとって、そ

してまた、結構いろんな、今、オープンにして、私どもとしては情報提供、資料提供は

させていただいているつもりだと、そんなふうに思っております。 

  こういったことも引き続きしっかり進めていきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） いろんな事業について、私もいろいろ視点をあちこち見ながら、
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議会の調整に参加していきたいと思っていますので、これからもよろしくお願いいたし

ます。 

  それと、補聴器の関係なんですが、答弁書にもありましたように、医学的な根拠とい

うのはまだまだ示されていないと把握しています。ただ、国のほうでも、長い名前なん

ですが、国立研究開発法人日本医療研究開発機構による聴覚障害の補正による認知機能

低下の予防結果を検証する研究というのが、事業が始まっていると聞いています。 

  こういう事業がきちんと検証された後に、多分公的に国のほうでも補助するようにな

るのかという、私もそれは推測ですが、やはり国の公的支援とか医療的な、科学的な根

拠がなければ町も支援しづらいのはわかっています。 

  それも前提に置きながら、町の実態がどうなのかと、答弁書も含めながら私も調べて

まいりました。町内では社協がふれあい広場、あそこで販売目的ではないんですが、業

者の方が来て相談を受けていると。簡単な聴覚検査をし、そのときに重度の方は公的支

援が得られますので、それに福祉的な観点で結びつけていくというようなことを行って

いると聞きました。 

  それから、取次店も何店かあると思うんですが、それは本当に取り次ぐだけです。相

談窓口ではなくて。あと、直接来ている、帯広も何カ所かあると思うんですが、帯広補

聴器センター、さくら補聴器センター、帯広補聴器センターは、今、時計台補聴器セン

ターと変わっているらしいのですが、その業者の方が結構頻繁に商工会館を借りてやっ

ていると。５月２回、７月１回、８月１回、９月１回、11月２回、来年１月もやってい

ると。それは全く、そこに業者の方が来て説明を受けて、独自で相談を受けているとい

うのはお聞きしました。 

  そういう点も含めて、答弁にもあったのでそのとおりだなと思うんですが、やっぱり

耳の聞こえというのは、補聴器センターにはきちんと資格を持った方がいると思うんで

すが、やっぱり耳鼻科の健診を受けて耳の検査もいろいろ、私も一回難聴で耳鼻科に行

って調べてもらって、今、治ったと思っているんですが、検査を受けた結果、やはり言

語聴覚士、その方も含めて客観的なデータをもとにつくるのがいいとされています。そ

の点について、保健福祉課なのかどこかわかりませんが、そういう取り組みをこれから

するということなんですが、具体的にどういう取り組みをするようになるのか質問いた

します。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 まだ現場のほうと具体的にどうしていくかという話の詰めはこれからに

なっていくと思いますけれども、いずれにしましても専門医なりそういった立場の人の
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話を、やっぱりしっかりそういう機会をつくると、ややもすると補聴器もまた意外と身

近なところに手に入ったりするということがありますから、自分の判断だとか、それか

ら販売しているところ全てが医学的な知見をもってやっているかどうか、専門的な知見

を持っているかどうかというのは、その辺はよくわかりませんから、やっぱり診察をし

っかり受けて、自分の聴覚のレベルがどういった状況にあるのかということと、それか

らやっぱりもう一つは、異物が耳に入ってくるということに対して、これはかなり、や

っぱり購入しても、その後合わないだとか、そういったことが出てくると聞いておりま

すので、非常にその辺の取り扱いは難しいと、無駄にお金を投資、支出させてもまずい

と思いますから、やっぱりちゃんと自分の症状を医学的な立場で診てもらうということ

と、それから、お医者さんはなかなか上士幌へ来て講演をするというのも、これまた日

常的な仕事があって難しいと思いますので、今、議員がお話されたように、言語聴覚士

という、そういう立場の人だとか、そういう専門的なしっかり安心している人方からお

話を聞いて、自分がどんな立場に置かれているのか、あるいはどんな手だてを講じてい

ったらいいのかというところは、これからいろんな機会を通して学ぶ、あるいは検証す

る機会をつくっていく必要があるんだろうと思っております。 

  まだ保健師のほうとしても、ここの中まで入り込んでいくというのは、今のところな

かなか難しい。自覚の問題ですから、なかなかこれはどこまでが病気なのか、機械の聞

こえない程度も人によって随分、いわゆる違いが出てきますので、同じ聴覚のレベルで

あっても、人によってはもっと厳しく感じている人だとか、あるいはそうでないと感じ

ている。やっぱりそういうものを含めて、客観的なそういうデータを知るような機会、

そういった意味では医療機械やそういう専門士の機会に、不安を持っている方々に出て

きてもらうような、参加してもらうような、そういった手だては講じていきたいと考え

ております。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） まず一つ、相談窓口というか相談する場があるといいなと私は

思っています。 

  私、最近会ったら、耳、大丈夫とかと聞くんですが、やっぱり一回つけたけれどもや

めたという方も結構いました。それから合わないと。それから、本当にピンポンしても、

そこにいるのに何で出てこないんだろうと言ったら、耳が聞こえないんだと言われて、

その方も本当に困っているけれどもどこに行ったらいいかわからないという方もいまし

た。そのときに、値段が高いからいいんじゃなくて、自分に合うか合わないかで、小さ

くなればなるほど高いらしいんですが、もう既に４回、５回取りかえている方もいまし
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た。だから、結構いろんな方がいるのかなという気がいたしました。 

  それから、これは新聞のチラシ、最近とっているんですが、小さい字なんですが、要

するに何とか技能免許の方がいるとか、いない方というのはやっぱり危ないなという、

補聴器も13種類か、結構あるらしいんです。 

  あと、結構帯広でも、札幌もそうだと思うんですが、補聴器の看板が結構目に入ると

いうことで、多分需要があるんだろうと思います。そのときに、私は即公的支援を求め

たいと思っているんですが、これはやっぱり国がきちんと根拠を示してから、私でも今

回で取り上げているんですが、国が示して、医学的な根拠とどうしたらいいかという、

補助するとしてもきちんとした医者の、例えば承諾とか、何か必ず必要になってくると

思う。その辺はこれからの課題として、そういう相談窓口が持てないだろうかと思って

います。 

  いろいろやっぱり仲間同士で相談したりとか、こうやって治したよとかいうことがあ

るので、そういうことができないだろうかとういことで、社協のふれあい広場でも１回

しかありませんし、それから補聴器センターが来てやるのも、月１回あるといってもこ

れは業者さんですので、業者さんは多分売ることが目的になると思いますので、何かど

こかの機会でそういう交流の場とか、保健福祉センター含め耳鼻科の先生が来てくれた

ら一番いいんですが、なかなか耳鼻科も結構混んでいますので、そういう機会を設ける

ことができないだろうか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 確かに補聴器の相談会というのはかなり前からやって、町の施設を使用

して使っているということであります。 

  今、お話があったように、商業ベースでやっているような感じもしたりするわけであ

りまして、そういった意味ではもっと安心できるような公的な場所での相談会、相談窓

口が常時やれるかどうかというのは、そこに対応できる職員がいなきゃならんというこ

とになりますから。ただ、専門的でなくても一定の相談、どんなことまで相談に応じる

ことができるかという意味での相談の窓口だとか、いろいろレベルだとか取り次ぎ、あ

る意味では相談の取り次ぎというようなこともありますから、そういったことも含めて

この後検討させていただきたいと、そんなふうに思います。 

  先ほど山本議員もお話しされておりましたけれども、今、国のほうとしてもお話があ

ったように、しっかりした検証をしているということで、それが認知症とどのような因

果関係にあるのかだとか、このようなことも調査中だということでありますから、そう

いったことも含めて、この後の国としての政策につながっていくと思っております。こ
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れはもう３年くらいの予定でやるということであります。 

  本町も三愛介護の関係で、外出を控えているというような調査で、どんな理由なのか

というようなことも聞いております。このときには外出を控えていると、99人中で９％、

７番目の要因が耳がというのがありました。１番は足腰の痛さということでなかなか外

出できないと。それから、トイレが近いだとかというのが２番目。そして、３番目が交

通手段ということで、足の問題が、やっぱり自分でまた町なかに出ていくのには大変だ

ということもありますし、それから、遠くへ行くにしても足の問題というので出不精に

なるなどということでありまして、耳が不自由だということについては７番目という、

９％くらいだというようなデータが出ております。 

  いろんな、いわゆる閉じこもりについては、さまざまな要因が重なったからのことだ

ろうと思いますけれども、それらについては一人一人に対して介護包括ケアの視点から

も、きめ細かく出不精の人方に対して手だてを講じるといいますか、その原因を探って、

そしてそれに対する解決策をお互いに考えていくというようなことも必要でないだろう

かと思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） 山本議員、待ってください。まず、残り９分ほどありますけれ

ども、まだ再質問は大分ありますか。 

○２番（山本和子議員） すぐ終わります。もう一回。 

○議長（杉山幸昭議長） もう一問ありますね。 

  それでは、２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 先ほど町長のほうから詳しいデータを教えてもらって、本当に

助かっているんですが、やっぱりいろんな形のデメリットで自分が出られないという中

に、わずか９％ですか、耳の聞こえがあれば、これからもそういうことを含めて、これ

から来年、再来年ですか、介護保険も見直しが入るかと思うんですが、そのときにそう

いうことも一個入れながら、耳のことも入れてほしいと。 

  それから、国がきちんと公的に、いつか来年か何かわかりません。そのときにきちん

と町としても助成する制度を検討してほしいと。そのことを確認して終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 今のご意見は十分検討させていただきたいと、それらを含めて対応策を

講じていきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で２番、山本和子議員の一般質問を終わります。 

  ここで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。 
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（午前１１時０１分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１４分） 

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

◇ 野 村 恵 子 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、４番、野村恵子議員。 

○４番（野村恵子議員） 私のほうからは、ピロリ菌検査と除菌についてと、道の駅防災

拠点機能について質問いたします。 

  初めに、ピロリ菌検査、除菌についての８行目の、今、日本人にかかっている胃がん

の「78％とありますが」のところを、すみません、訂正をお願いします。「98％」に訂

正をお願いいたします。 

  それでは、始めます。 

  がんの原因になる要素に、感染症のほか、喫煙や生活習慣遺伝などがあります。日本

人の場合は感染症によるがんが25％程度と、米国の10％、欧州の６％と比べ、日本がよ

り高いことがわかっています。感染症によるがんは、ヒトパピローマウイルスによる子

宮頸がんが２から３％、肝炎ウイルスによる肝臓がんが10％、最も高いピロリ菌による

胃がんが15％です。 

  今、日本人がかかっている胃がんの98％は、ピロリ菌感染によるものとされています。

また、ピロリ菌は1982年に発見され、その後、がんだけではなく、胃潰瘍や十二指腸潰

瘍にも関連することがわかりました。日本では胃がんの５年生存率が60％と高い割には、

胃がんによる死亡は50年前と変わらず、年間５万人にもなります。 

  平成28年の時点では、道内９市町村だった中高生対象のピロリ菌検査が、平成31年に

は道内55市町村で実施されています。中高生の若いうちに検査を受け、除菌を行えば、

胃がんだけではなく胃潰瘍など胃の病気の予防にも効果的です。将来のある子供たちを

胃の病から救うためにも、本町で実施してはいかがでしょうか。 

  平成28年３月に一度、山本議員からこの件に関して質問があり、当時、町長の答弁は、

将来の実施について検討していきたいとありました。今回改めてピロリ菌検査を無料で

実施し、陽性者には除菌の助成を要望いたします。町長のお考えをお尋ねいたします。 

  次に、道の駅防災拠点機能についてです。 

  本町の道の駅は、平成27年１月に重点道の駅候補に選定されてから４年がたち、いよ

いよ令和２年５月28日にオープンの運びとなりました。平成27年度に重点道の駅制度が
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創設され、地方創生の拠点として道の駅への期待が高まっています。地域の特徴や情報

を発信できる場であり、地域振興の拠点となる重要なインフラの一つになっています。 

  また、近年関心が高まっているのが、防災拠点としての機能です。2013年12月に、国

土強靭化政策大綱にも、道の駅防災拠点化が示されています。現在、全国には道の駅が

1,160駅、道内では125駅となりましたが、地域の防災拠点として位置づけ、協定締結を

されている道の駅は、平成31年２月現在30駅となっております。125駅のうち30駅とい

う数字は非常に低いと思います。来年オープンに向け、道の駅の防災に備えた対応をど

のように考えているか、町長にお聞きいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 野村議員のご質問にお答えいたします。 

  まず、１点目のピロリ菌検査、除菌についてであります。 

  中高生のピロリ菌検査及び除菌につきましては、11月13日の北海道新聞にも取り上げ

られており、全国的にも関心が高まりつつあります。また、検査等に係る費用負担につ

いて補助を行う自治体がふえていることにつきましても、議員が述べられたとおりでご

ざいます。 

  しかし、一方で、子供のピロリ菌除菌の是非については議論が二分しており、欧米の

ガイドラインでは、無症状の感染小児に対する胃がん予防のための検査及び除菌療法を

推奨していないこと、また、日本においても、日本小児栄養消化器肝臓学会が、小児期

ヘリコバクター・ピロリ感染症の診断と管理ガイドライン2018において、成人では胃が

んのリスクを低下させるが、小児ではリスクを低下させる科学的根拠がなく、推奨しな

いという指針を示しております。推奨しない理由としましては、抗生剤による除菌療法

によりアレルギー疾患の発症リスクが高まる可能性など、負の効果をもたらすことが懸

念されること、無症状の小児に対しては慎重な対応が必要であることが挙げられており

ます。 

  また、日本の健康保険制度において、小児の除菌治療は保険適用となっていないこと

から、安全性が認められていない、現段階では重篤な副作用の報告はないものの、今後

もそうとは限らないとの意見もあります。 

  以上のことから、本町といたしましては、現段階においてはピロリ菌検査の小児への

実施につきましては、国の方針や科学的根拠等を踏まえながら検討してまいりたいと考

えていますので、ご理解をお願いいたします。 

  本町における胃がん検診につきましては、ふれあいプラザで実施する巡回ドック時の

がん検診以外にも、医療機関における人間ドックでも受けられるよう体制を整えており、
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令和元年10月からは、平成28年２月に改正されたがん予防重点健康教育及び健診実施の

ための指針に基づき、50歳以上の方がこれまでの胃バリウム検査ではなく、精密度の高

い胃内視鏡検査を単独でも受けられるよう受診機会を拡大しております。 

  町民の健康寿命の延伸に向け、死因の上位を占めるがんの予防対策は非常に重要と考

えており、がん検診の全体における検診受診率向上を図るとともに、健康教育を通じた

がん予防の普及啓発に努めてまいりたいと考えております。 

  ２点目の道の駅の防災拠点機能についてであります。 

  道の駅は、平成５年から、第１ステージは通過する道路利用者へのサービス提供の場

としておりましたが、平成25年度からは地域の拠点機能の強化とネットワーク化を重視

し、道の駅自体が目的地の第２ステージへと変化してきております。具体的には公共サ

ービス機能の集積、防災インフラとしての強化、訪日外国人観光客への案内や情報発信

などの取り組みとなってきております。特に防災に関しては、近年、全国各地で自然災

害が頻発化・激甚化し、今後の災害への備えが急務となっており、道の駅につきまして

も、新潟中越地震以来、防災拠点としての役割が注目され、地域防災計画に位置づけら

れた防災道の駅においては、あらかじめ道路管理者と道の駅設置者等が災害時における

対応について協定を締結することや、災害を想定した訓練を行うことが重要とされてお

ります。 

  本町の道の駅におきましても、その重要性を考慮し、計画時より防災拠点として機能

するように準備を進めてきているところであります。 

  道路管理者である北海道開発局帯広開発建設部と協定を締結することで協議中であり

ますが、具体的には２種類の協定書を締結することとなります。 

  １つ目は、災害時における防災拠点化に関する協定書で、災害が発生または発生する

おそれがある場合、道の駅を防災拠点として利用することにより、地域住民及び道路利

用者の避難支援及び安全確保を図ることを目的とするものであります。 

  ２つ目は、道の駅防災用備蓄資機材及び情報提供装置に関する協定書で、防災に必要

な資機材や国道等の被災情報等の情報提供装置（道路情報モニター）について、道路管

理者より提供を受け、それを町が管理・保管及び使用することに関する協定内容であり、

災害発生時の避難者の支援等を図ることを目的とするものであります。道路管理者から

提供を受ける物品につきましては、発電機や投光器、土木資機材などとなっております。 

  道の駅施設の停電対策といたしましては、大型発電機１台を常設し、停電時には自動

的に稼働するシステムとしており、必要最低限の施設内エリアに72時間継続対応できる

ものとしております。照明は施設全体の30％程度を点灯させ、寒冷期の避難スペースに
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は床暖房を作動させて対応いたします。トイレは手洗いや洗浄等に電気を使用するタイ

プですが、設置便器の８割程度を使用可能といたします。その他、被災情報の入手や家

族等との連絡に必要な通信機器の充電用コンセントやＷｉ－Ｆｉ環境を確保いたしてお

ります。その他、炊き出しが必要となる場合を想定し、調理機器も一部使用できるよう

にいたします。 

  なお、その他電力が必要となることも想定し、域外からの搬入により２台目の発電機

も接続できるようにしております。 

  これらの機能により、道の駅の防災拠点化を図ることとしておりますが、その機能を

発揮させるため、地域防災訓練も重要と考えております。これらの点につきましては、

道の駅だけの問題ではなく、全町的な防災対策の視点で検討を進めてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、野村恵子議員。 

○４番（野村恵子議員） まず、ピロリ菌のことに対してですが、ピロリ菌検査、除菌に

ついては賛否両論があります。 

  まず、反対派の意見として、反対というのはこの資料を見てですが、１つ目は、現在

胃がんのリスク対象の年齢は40歳以上、日本小児栄養消化器肝臓学会が、症状のない15

歳以下の子供にがん予防のためピロリ菌の検査や除菌をしないよう提案する指針を公表

したと、町長の答弁でもありました。小児では、リスクを低下させる科学的根拠はない

と指摘しています。 

  ２つ目は、小児が保険適用ではないと、除菌治療には小児に対して保険が適用になり

ません。適用がないということは安全性が認められないという反対派の意見。 

  または賛成派の意見としては、40歳まででは遅いという、胃がんリスクの対象年齢は

40歳以上で、検査してピロリ菌がいれば除菌し、ピロリ菌感染は５歳までに起こり、５

歳までに感染し、これら胃炎が持続してがんをつくる。40歳以上のピロリ菌を除菌して

も胃がんの可能性は減るものの、完全にゼロとはならない。日本でのピロリ菌感染は親

から経口感染がほとんどで、除菌の年齢対症が40歳以上なので、対象者に既に子供がい

る場合、それまでに感染する可能性がある。40歳よりも若い段階で除菌できれば子供へ

の経口感染も防げる。 

  ２つ目の保険適用については、賛成派からは、保険適用ではないものの、一部の自治

体は中学生の保険や検査や除菌の補助を行っているという、反対派、賛成派の意見でも

ありました。 

  ちなみに、大阪府の高槻市、規模は違うんですが、平成29年度にピロリ菌検査を受け
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られた中学校２年生の2,089人中、42人の方が感染していたと。佐賀県では中学校３年

生8,900人中、ピロリ菌検査を同意して受けた子供たちが6,953人、そのうち399人が陽

性であったという記録があります。 

  また、日経新聞なんですけれども、2017年の古い記事になるんですが、胃がんになる

リスクが高まるとされるピロリ菌は早いうちに除去しようと、中学生を対象に感染検査

を導入する自治体がふえてきた。ピロリ菌がもたらす悪影響に注目が集まり、国際機関

や医師らが検査を推奨。将来の地域医療を抑制したいという狙いもあると。兵庫県篠山

市では、同市は2014年から中学１年生の希望者を対象に、健康診断の尿検査を利用して

ピロリ菌の感染検査をしていると。費用は市が負担し、これまでに複数の生徒が陽性と

判断されていたという新聞の記事がありました。 

  それで、道内55市町村で実施される中、小児ではリスクを低下させる科学的根拠がな

いと、除菌治療は保険適用ではないと、安全が認められないとの理由で前向きな回答が

得られていないんですが、日本小児栄養消化器肝臓学会は科学的根拠がないと言ってい

ますが、世界保健機構の専門組織、国際がん研究機関は、14年、胃がん対策でピロリ菌

除去に重点を置くべきだと。国内の専門学会も16年に改定したピロリ菌検査の予防や治

療に向けた指針で、中高生ら若い年齢層での検査が特に重要と指摘しているとあります

が、今のところ町長のお考えはどうですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今、野村議員が賛否のお話をしました。というように、賛否があるとい

う前提だということに対して、そう簡単にそれでいいのかというのには、やっぱり慎重

に期するべきだろうと思います。 

  特に成人になった場合は、体の治療については十分その対策というのはあるというこ

とですが、改めて子供の副作用も実際、重篤な状況ではないとなっておりますけれども、

副作用も出ているということ。抗生剤でピロリ菌を除去するということですから、抗生

物質を体内に、ある意味では健康な子供の体内に入るということに対する、いわゆる後

遺症です。これらに対する不安というのが現実の問題があるということで、子供が多分

ピロリ菌で死ぬということはないだろうと、ピロリ菌が原因になっていろんな病気につ

ながっていくということなんだろうと思うけれども、それらに対するそういった裏づけ

というのは余り乏しいというようなことなんだと思います。 

  そういった意味で、国としても安全がしっかり確認されていないということと、がん

に対する不安もそれほどやるべきではない、それほど心配すべきではないというような

判断の結果なんだろうと思います。 
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  私どもとしては、そういった専門的なところまでの判断が及ぶところではありません。

それぞれ意見があるということでありますけれども、国がというところがあります。 

  もう一つ、先ほど日経新聞の話でいいましたけれども、これも日経新聞のつい最近の

話の新聞でありますが、11月23日の新聞に「根拠薄いがん検診９割」でという話が出て

いるんです。根拠がない、余りそんなに命とがんとの因果関係がそれほどないというよ

うなことに対する健診が、９割の自治体で行われているという話です。 

  その中で注目すべきは、国立のがんセンターが科学的根拠があるということで推奨し

ているというのは、胃だとか大腸、肺、乳房、子宮頸がん、これも例えば胃であっても、

内視鏡だとかそういった検査であれば有効だということでありますけれども、果たして

どうなのかと。それから、前立腺の検査もＰＳＡという検査をやりますけれども、あれ

も本当にどこまで信頼性が高いのかというようなことも、ある意味では問題提起をして

いるんです。 

  そのように僕らとしては健診を奨励している立場でありますけれども、むしろ検診を

受けることによって、放射能のエックス線の肺だとかいろいろいっぱいやりますけれど

も、それらを積み重ねただけでも、また多分そこでもゼロでないリスクはあるんだろう

と思いますけれども、その辺のことがというのが、いろんな立場のとこで、今、研究が

なされているところなんだろうなと、そんなふうに思います。 

  小児のピロリ菌についても、保健という立場よりも学校教育という視点でいろいろと

やっているというような市もあるようなことも伺っておりますので、不安要素があるも

のについて、積極的に町が、今、進めていくというのは、これはやっぱり控えるほうが

賢明でないのかと、こんなふうに思っております。それが非常に望ましいと、検診を受

けて、それがやっぱりがんの予防になり、あるいは健康寿命の延伸につながるというよ

うなことが、明らかにそれなりの期間のところからの報道があった、通知があったとす

れば、私どもとしてはそういったところを参考にしながら、いろいろと施策を講じてい

きたいというようなことでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、野村恵子議員。 

○４番（野村恵子議員） それでは、例えば中学生に対して、ピロリ菌を持っているかど

うかという尿検査だけでわかるというのがあるんですけれども、それも行うつもりはな

いんでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 もしピロリ菌があったとしても、それを除去するためにそこに抗生剤を

投与するということのリスクがそこそこあるということですから、その尿検査をする意
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味が何なのかということになりますので、今の情報の知り得る範囲の中ではその必要性

はないのではないだろうかという考え方です。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、野村恵子議員。 

○４番（野村恵子議員） わかりました。 

  次、道の駅に移ります。 

  道の駅防災についてですが、災害対応マニュアルの策定についてお尋ねいたします。 

  平成31年３月に、総務省の北海道管区行政評価局というところから、道の駅に求めら

れている各種機能の効果的な、発揮する、推進する観点から、道の駅の運営管理の実態

を調査し、結果を取りまとめた必要な改善措置について、北海道開発局から通知された

資料があります。その中に、道内の10市町村の13駅の調査を対象とした結果ですから、

125駅あるうちの13駅なので一概には言えませんが、まず、災害に対する事前準備の実

施状況ということで、防災対応マニュアルの策定状況ということで、３駅３市町村にお

いて、道の駅設置者である市町村または運営管理者による、災害が発生した場合の道の

駅の対応、職員の役割分担を取りまとめたマニュアルが作成されています。 

  他方、マニュアルが策定されていない道の駅設置者は、その理由について、１、災害

が発生した場合は市町村職員が急行し、状況を確認した上で、運営管理等に対し対応を

指示することとしており、市町村職員は災害対策基本法第42条の規定に基づき、市町村

長が作成する地域防災計画に基づき対応するため、改めて道の駅に限定したマニュアル

を策定する必要が低い。 

  消防計画または災害対応マニュアルに、地震等の災害が発生した場合に対応を定めて

いるため、これらに基づき対応するなどしていた。また、道の駅設置者の中に、これま

で市町村の被害が大きな災害等が発生していないものの、市町村の職員数が限られるた

め、災害が発生した場合は地域住民に対する対応を優先せざるを得ず、道の駅での対応

がおくれることを認識しているという意見もあったという結果報告なんですが、本町と

しても対応をどのように行っているか、マニュアル策定を行うのか、指定管理者と設置

の役割分担をどのように行われるのか、町長にお伺いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 冒頭お話がありましたように、今の道の駅の機能というのは非常に複数

化しているといいますか、たくさんの機能が求められております。 

  当初は道路のインフォメーションだとかトイレの設置だとか、そのようなことで道の

駅がスタートしているということでありますけれども、まさにお話があったように、26

年の道の駅の新たな機能を求めた、そういう募集の中でも、さまざまな機能が必要だと
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いうところがしっかりと重点道の駅に採択されているということでありますし、相談会

でも上士幌町としては防災の拠点として機能するんだということであります。 

  道の駅の、今、125あるといっても、その成り立ちがさまざまなんです。今風の、上

士幌町のように道の駅を目的化して、それが例えばいろんな多面的なそこでの、上士幌

でいうと雇用の相談だとか、それから観光のインフォメーションだとか、あるいは従来

のそれらを含めて、そこで経済的な面も含めて運営をしていくというようなところとい

うのは、やっぱり新しい時代の道の駅に大体そうなってきている。従来は、今まで使っ

ていた何かを転用して、それに合わせてということですから、なかなかそう簡単に防災

マニュアルだとか、あるいは人の問題も対応できないと、先ほどにもあったように、で

きない理由になっているのかと、そんなふうに感じました。 

  上士幌町としては、あそこに置ける職員の数も相当数必要になってくると思っていま

すし、今の道の駅に求められるような機能も含めて、そういった視点からも、国として

は駐車場の整備だとか、あるいは防災関係のさまざまな備品等の支援だとか、このよう

なことをするということでありますので、町がつくったマニュアルに沿って、町から行

って指示、管理者と相談してやりますなんて、こんなことにはならないだろうと思いま

す。道の駅そのものの中でしっかりとした防災計画をつくって、原型は当然そこに必要

になってきます。町全体の防災計画の中における道の駅の機能ということになってきま

すから、連携は必要ですけれども、やっぱりある意味では主体的にその中での運用をし

ていかなければならないということです。 

  そのためにも、町独自に発電機の用意をしたり、あるいは国のほうからさまざまな防

災グッズ等の備品なんかも用意されるということと、それから、国のほうと協定を結ん

で速やかな対応をすると。 

  ほかの公の施設は、どちらかというと町民を対象にした、いわゆる避難場所として考

えることでありますけれども、道の駅に関しては町内外を問わず、あそこを通りがかり

の車だとか、全て受ける対象になっていくということですから、あそこはあそこの独自

の防災のありよう、あるいは訓練の仕様というのがあるだろうと思っておりますので、

マニュアルについてはそれはしっかりとつくっていく必要があるだろうと思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、野村恵子議員。 

○４番（野村恵子議員） 最後になりますが、答弁の中で、炊き出しが必要となる場合を

想定し、調理器具も一部を使用できるようにと書いてありました。 

  いろいろな資料を見ていますと、災害対応型自動販売機の設置というのがありまして、

北海道コカコーラボトリング株式会社が活動の一環として、メッセージや災害等に関す
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る表示をしながら、災害が発生した場合は無償で飲料を提供することができる災害型自

動販売機を設置しているというのがありました。 

  調理器具も使用できるようにするということなんですけれども、飲料水については何

も書いていなくて、今後、始めるに当たっては、こういうことも提携をして設置する意

向があるかどうかお聞きしたいです。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 非常時のときのインフォメーションということでは、役場の１階にも自

動販売機で情報のテロップを流しております。 

  道の駅では、いろんな形の情報を提供する、そういう情報提供の機器が整備されると

いうことでありますから、全体の中でどうなっているのかというあたりは、これから確

認をし、情報の提供に漏れのないような対応をしていきたいと思います。 

  ただ、自動販売機をどのように置くかどうかというのは、経営者のほうにある程度そ

の辺の経営の全体的な視点で自動販売機が必要かどうか、それらも含めて共有をさせて

いただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で４番、野村恵子議員の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩します。 

（午前１１時４５分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時４６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、上士幌町中小企業融資の見直しについてを出

させていただきます。 

  上士幌町中小企業融資は、中小企業の育成振興及び経営の合理化を促進し、事業運営

の基礎となる金融の円滑化を図るために授けられたものです。 

  運転資金1,000万円以内、設備資金2,000万円以内とし、全体の融資枠は預託金額の３

倍となる３億円、さらには保証料の全額補助など、中小企業振興の大きな役割を果たし

ていると思います。 

  貸付状況は10月末現在、２金融機関合わせて60件、貸付残高は約２億3,100万円とな

っており、この制度がいかに利用価値の高いものか物語っています。当然ながら、貸付
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枠残はあと全体の２割ほどしかありません。 

  また、負担の多い保証料は全額補給ですが、利子補給は金利１％台の現在、金利２％

以上を越える部分しか補給対象となっておらず、規則のため当てはまらないのが現状で

す。 

  そこで、１つ、貸付枠の拡大について。 

  ２つ目、利子補給基準金利の見直しについて。 

  以上２点、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 上士幌町中小企業融資の見直しについて、小椋議員のご質問にお答えい

たします。 

  上士幌町中小企業融資につきましては、中小企業の育成振興及び経営の合理化を促進

する融資制度として支援を行ってきております。近年、本制度を活用する町内事業者の

方々の需要が伸びていることから、平成28年度に運転資金を500万円から1,000万円に、

設備資金を1,000万円から2,000万円に貸付枠の増額を行い、保証料も全額補助とする制

度改正を行いました。平成29年度には貸付総額を２億1,000万円から３億円とするため

に、金融機関への預託金を7,000万円から１億円に増資いたしております。平成30年度

には、これまでの一般融資資金に小口融資資金を加え、資金調達が容易となるよう、資

金の種類をふやす制度改正の実施をしてきております。 

  本制度改正に当たりましては、商工会、帯広信用金庫、十勝信用組合、町で構成する

金融懇談会におきまして、融資の現状や課題、町内の経済動向についての情報交換を行

いながら反映をしてきているところであります。 

  貸付残高の推移につきましては、平成29年度１億4,563万円、平成30年度１億9,281万

円、令和元年度は10月末現在で２億3,109万円と大きく上昇しております。また、10月

末の融資可能額は6,891万円、毎月償還額が482万円となっているところであります。 

  １点目の貸付枠拡大につきましては、過日開催された金融懇談会において、町内事業

者の設備投資が旺盛であることが確認されており、貸付枠の拡大について、新年度予算

において検討してまいります。 

  ２点目の利子補給基準金利の見直しについてですが、現在の融資利率は、融資期間５

年以内は0.95％、融資期間５年超は1.25％と制度始まって以来の低利率となっておりま

す。利子補給は高利率における中小企業への負担軽減のための支援措置として行ってき

ております。利子補給基準の見直しにつきましては、管内の状況も参考にしながら、金

融懇談会において検討し、対応してまいりたいと考えております。 
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○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） １点目の貸付枠拡大については、今の答弁のとおり必要性の高

さを認識しているということで、新年度に向けて取り組むということの内容かと思いま

すので、さらにこの制度が役割が高まって、よりよいものになることを願っております。 

  ２点目の利子補給基準の見直しですけれども、答弁のとおり、高利率における負担軽

減のための支援措置ということであるかと思うんですけれども、現状２％以上を超える

部分で補給をしますということによると、先ほどにもありましたとおり、１％台では該

当しないということは、つまり、このものそのものがないに等しくなってしまうと、利

子補給がないということと同じになっていると思うんです。 

  他町村の例も、一覧表を見て、古い、新しいも踏まえてありますけれども、そういっ

たことも含んで、利子そのものに対しての２分の１、３分の１という、そういう現状の

利率に左右されない補給という制度をやっている市町村もあるかと思います。このこと

について、今年度の第１回定例会の伊東議員の質問の中でも、商店街の関係の中の答弁

で、支援すべきものは支援を惜しむものではないという答弁をいただいているところも

記録されているところですけれども、今のことも含めて、せっかくある制度ですので、

時代に見合った形に見直しをということを考えておりますので、いま一度答弁をお願い

します。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 この融資の関係で支援制度の大きいのは、保証金です。これは、保証料

についてはかなり大きな額を補塡しているということであります。 

  利子補給については、制度が始まって、今、ほぼ回答がなくなるという段階でありま

すけれども、それを含めても今年度3,000円くらいなんです。最高多いときで全部含め

て26年で１万9,000円、27年で１万円ということです。これを、いわゆる借りている人

方に分配するとすれば、ごくわずかだと思います。やっぱりこれは、高金利のときにそ

この負担をするという前提でつくられたということでありますから、今の低金利、預金

なんかもマイナス金利になっている状況でもありますから、このことによって負担がと

いうことではなくて、本当に困ったときにしっかり補塡できるというようなことで、こ

の制度そのものについては２％という枠の中で残していきたいと思います。 

  一方、この保証料の関係でいうと、29年には247万円ほど町が補塡をしていると。30

年度も209万円ということですから、先ほどの利子補給にかかるところの、今年度は

3,000円だとかいうことで、来年は実質なくなるという状況なんですけれども、そのこ

とについては、この制度はしっかり残しつつ、保証料のところを手厚く行政が補塡をす



－34－ 

るということでご理解賜りたいと、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） 今の答弁があったように、確かに金額的にはすごい少ないもの

だというのは私も認識しているんですけれども、いわゆる金額の問題でないといいます

か、逆に言えばそれだけ少ないのであれば、見直して該当するところにやっても経済的

負担は少ないんじゃないかという意味合いもあって、あえてここを考えていただきたい

という意味で出しております。 

  今、言われておりましたように、保証の関係のほうが大変金額が張るし、大変助かる

ということは重々認識しているところでして、その点について重ねて確認したいんです

けれども、これは年に２回という仕切りの中でやっているというお話の中で、年２回で

やりますと、決算が終わったというか、２回の終わったすぐに申請したところは、実は

その保証の対象になるのが５カ月ぐらい後になるということで、この辺、利用者や金融

機関のお話を聞くと、もうちょっと小まめに切らないと該当するのか有効に生かせない

のではないかというお話も聞いていますので、この点について、サイクルの短縮化とい

うかそういうものの見直しも考えていただきたいと思います。 

  あともう一点、申請に関していろんな書類が添付になっていると思うんですけれども、

その中で納税関係の書類とかは、役場内の横連携で十分確認がとれると、あえて申請者

が改めてとらなくても、横連携で確認がとれるのではないかということで、帯広市など

では申請者に閲覧なり証明などを認めてくれということを捺印をもらって、その中で横

連携をとっていて、そういう手間を省いているという事例も聞いていますので、よりよ

いものにする意味でも、こういったことも取り組んでいくべきかと思いますけれども、

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 保証料の行政からの還付というか、補塡については、今ほどおっしゃっ

たように、これまでは年２回やっていたということですから、４月に申請した人が、実

際その保証料を手元に戻ってくるといいますか、行政からの補助金を受けるためには、

半年の時間差があるということなんです。これについては、町としては特段それにこだ

わる話ではない。商工会のほうとも連携をとってやれば、そんなにたくさん毎月何件も

あるわけではありませんから、いわゆる前倒し、前払いというのも変ですけれども、戻

ってくるまでの間、持ち出ししなきゃならんという、そういう財政負担を軽減するため

にも、できるだけ早く対応できるように、それは商工会でも十分に協議をしながら、い

わゆる申請者の便宜を図るように対応していきたいと思います。 
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  もう一点の、いわゆる税金の問題です。これは、どうしても、いわゆる公金を使うと

いうことでありますので、基本的な納税の義務というのは、これはしっかり守ってもら

わないと、そこに町費を補助するというのは難しいということになりますので、その確

認はしなきゃならんと。確認をする方法でありますけれども、内部のことでやって済む

ということであれば、それはわざわざ申請者の手を煩わすことはないだろうと思います

から、関係する担当のほう、いわゆるそれを受け付けるほうと、それから税務のほうの

担当のところへのその辺の連絡調整によって可能であるとすれば、そのようなことを配

慮して対応していきたいと、そんなふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 今の答弁をいただいて、要望が通るような見込みがかなりある

と感じております。 

  商店街振興計画では、経営基盤の強化の中に、事業資金制度の拡充を推進という文言

もあります。ぜひこれを達成のために、よりいい形にしていただきたいと思います。 

  以上をもって私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 要望でいいですね。答弁はいいですね。 

  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。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  午後は予鈴をもってお知らせしたいと思います。 

（午前１１時５９分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時１１分） 

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

◎同意第６号の上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第６、同意第６号教育委員会教育長の任命についてを議題

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 ただいま上程されました同意第６号教育委員会教育長の任命について、

提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  小堀雄二教育長が令和元年12月17日をもって任期満了となるため、引き続き同氏を後
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任教育長として任命することとしたいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第４条第１項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

  住所、河東郡上士幌町字上士幌東３線233番地56。 

  氏名、小堀雄二。 

  生年月日、昭和35年１月29日であります。 

  以上、同意第６号教育委員会教育長の任命について、提案理由のご説明を申し上げま

した。ご審議の上、ご同意くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたが、本件は人事案件でありますので、

質疑及び討論については、議会運用例第105条の２の規定により、これを省略いたしま

す。 

  これより直ちに同意第６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６号は原案に同意することに決定いたしました。 

  ここで暫時休憩といたします。 

（午後 １時１３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１４分） 

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

◎議案第６１号から議案第６３号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第７、議案第61号上士幌町第１号会計年度任用職員の報酬、

期末手当及び費用弁償に関する条例の制定について、日程第８、議案第62号上士幌町第

２号会計年度任用職員の給与に関する条例の制定について、日程第９、議案第63号地方

公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例の制定について、以上３件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 ただいま上程されました議案第61号上士幌町第１号会計年度任用職

員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、議案第62号上士幌町第２号会計年度任
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用職員の給与に関する条例、議案第63号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、以上３件を一括して、

その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が、平成29年５月17日に交付され、

令和２年４月１日に施行されることとなります。 

  改正法の趣旨としましては、全国の地方公共団体において臨時・非常勤職員が増加し

ており、さまざまな分野において地方行政の重要な担い手となっていることから、適正

な任用、勤務条件を確保するものであります。従来、制度が不明確であったり、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区々であったことから、統一的な取

り扱いを定めるため、会計年度任用職員制度を創設し、任用、服務規律等の整備を図る

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移行を図るものであります。 

  本町におきましても、改正法に基づき会計年度任用職員制度への適正な移行を図るた

め、新規条例を制定するとともに、関連する既存条例の改正を行うものであります。 

  それでは、初めに、議案第61号上士幌町第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及

び費用弁償に関する条例の制定についてご説明いたします。 

  本条例は、会計年度任用職員のうちパートタイムで任用される職員に適用する条例で

あります。 

  第１条は、本条例の趣旨として、第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用

弁償に関し必要な事項を定めるとするものであります。 

  第２条は、第１号会計年度任用職員についての定義として、地方公務員法第22条の２

第１項第１号に掲げる職員と定めています。 

  第３条は、報酬について規定し、第１項では、常勤職員との権衡や職務の特殊性によ

り、規則で定める額を支給することとし、月額、日額、時間額の上限をそれぞれ定めて

います。第２項では、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬及び期末手当並びに費用弁償

の支給について、第３項では支払方法について定めています。 

  規則に定めることとなる報酬の単価については、別紙議案第61号関係資料をご参照く

ださい。現段階のものであり、今後追加等があり得るものであります。 

  第４条は、時間外勤務報酬について規定し、第１項は正規の勤務時間以外に勤務を命

じられた者に時間外報酬を支給することとし、第２項では勤務１時間当たりの支給割合

について規定しています。 

  第５条は、休日勤務割増報酬について規定し、祝日法に規定する休日及び年末年始の
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休日に勤務した際に支給することを定めています。 

  第６条は、期末手当について規定し、第１項では任用期間が６月以上で基準日に在職

する者に対し、報酬を月額に換算した額に規則に定める割合を乗じて得た額を支給する

こととし、第２項では、第１項に定めるもののほかは給与条例の規定を準用すると定め

ています。 

  第７条は、報酬の支給方法等について規定し、支給日を規則で定めることや、月額報

酬の者が月の途中で採用・退職があった場合は、日割りで支給することを定めています。 

  第８条は、勤務１時間当たりの報酬額について、月額、日額、時間額についてそれぞ

れ算出方法を定めています。 

  第９条は、報酬の減額について規定し、月額、日額で支給される職員が勤務しないこ

との承認がない場合は報酬を減額することを定めています。 

  第10条は、報酬からの控除について、職員の給与条例の例によることを定めています。 

  第11条は、通勤に係る費用弁償について規定し、職員の給与条例の例により規則で定

める額を支給することを定めています。 

  第12条は、出張に係る費用の弁償は、職員の旅費に関する条例の例により常勤職員と

みなし支給することを定めています。 

  第13条は、規則への委任について定めています。 

  なお、附則として、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。 

  次に、議案第62号上士幌町第２号会計年度任用職員の給与に関する条例の制定につい

てご説明いたします。 

  本条例は、会計年度任用職員のうち、フルタイムで任用される職員に適用する条例で

あります。 

  第１条は、本条例の趣旨として、地方公務員法第22条の２第１項第２号の規定により

採用された第２号会計年度任用職員の給与に関する事項を定めるとするものであります。 

  第２条は、給料の定義について規定し、第２項では現物支給の取り扱いは職員の給与

条例の例によるものと定めています。 

  第３条は、給料表について規定し、第１項では職員の給与条例に定める給与表の１級

から３級の範囲で規則で定めることとし、第２項では職務の級の分類の基準を規則で定

めるとしています。 

  規則で定めることとなる給料表については、別紙議案第62号関係資料をご参照くださ

い。 

  職員の給与条例に定める給料表の１級から３級をそのまま規則に規定することとして
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います。なお、金額につきましては、人事院勧告に準ずる給与改定後の金額となってお

ります。 

  第４条は、給与の支払い方法について規定しています。 

  第５条は、職務の級及び号俸の基準について、規則で定める基準に従い任命権者が決

定することを定めています。 

  第６条は、給与の支給方法について、職員の給与条例の例によることとし、第２項で

は読みかえ規定を定めています。 

  第７条は、扶養手当について、第８条は、住居手当について規定し、それぞれ職員の

給与条例の規定の範囲内で支給することができることを定めています。 

  第９条は、通勤手当について、職員の給与条例の規定の例によることを規定していま

す。 

  第10条は、給与の減額について規定し、承認なく勤務しない場合の給与の減額は職員

の給与条例の例によることとし、第２項では読みかえ規定を定めています。 

  第11条は、時間外勤務手当について、第12条は、休日勤務手当について、第13条は、

勤務１時間当たりの給与額の算出について、第14条は特殊勤務手当について規定し、そ

れぞれ職員の給与条例の例によることを定めています。 

  第15条は、期末手当について規定し、第１項では任期の定めが６月以上の者に対し、

職員の給与条例を準用し、職員の給与条例の規定の範囲内で支給することができること

を定めています。 

  第16条は、期末手当の不支給について、第17条は、期末手当の一時差しとめについて

規定し、それぞれ職員の給与条例の例によることを定めています。 

  第18条は、勤勉手当について、第19条は、寒冷地手当について規定し、それぞれ職員

の給与条例の規定の範囲内で支給することができることを定めています。 

  第20条は、心身の故障により分限休職とされた場合は、120日に達するまでの間、給

料の100分の80を支給することができることを定めています。 

  第21条は、給与からの控除について規定し、職員の給与条例の例によることを定めて

います。 

  第22条は、職務の特殊性により、町長が特に必要と認める者の給与は任命権者が別に

定めることを定めています。 

  第23条は、規則への委任について定めています。 

  なお、附則第１項として、この条例は、令和２年４月１日から施行することとし、附

則第２項では、この条例の施行日において、改正前の地方自治法及び地方公務員法の規
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定により、臨時職員として任用されていた者が引き続き会計年度任用職員に任用された

場合の在職期間の通算について定めています。 

  次に、議案第63号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例の制定についてご説明申し上げます。 

  議案第63号関係、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例、新旧対照表をご参照願います。 

  下線部分が改正部分であります。 

  第１条は、上士幌町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正でありま

す。町例規集は第４編人事、第２章定数・任用・公表をご参照を願います。 

  第３条は、任命権者の報告事項に関する規定ですが、報告の対象となる職員に、第２

号会計年度任用職員を加えるものであります。 

  次に、第２条は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正でありま

す。町例規集は第４編人事、第３章分限・懲戒をご参照を願います。 

  第３条及び第４条は、休職の効果に関する規定ですが、会計年度任用職員に対する休

職の期間については、任期の範囲内とする読みかえ規定を追加するものです。 

  次に、第３条は、職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部改正でありま

す。町例規集は第４編人事、第３章分限・懲戒をご参照願います。 

  第３条は、減給の効果に関する規定ですが、第１号会計年度任用職員に関する規定を

追加するものであります。 

  次に、第４条は、上士幌町職員の法令遵守の推進等に関する条例の一部改正でありま

す。町例規集は第４編人事、第４章服務をご参照願います。 

  第２条は用語の意義に関する規定ですが、会計年度任用職員及び臨時的任用職員は一

般職に属する職員となることから、臨時職員に関する規定を削除するものであります。 

  次に、第５条は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正であります。町例

規集は第４編人事、第４章服務をご参照願います。 

  第19条は、非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規定ですが、町長の定める基準に

従い任命権者が別に定めると改めるものであります。 

  次に、第６条は、職員の育児休業等に関する条例の一部改正であります。町例規集は

第４編人事、第４章服務をご参照願います。 

  第７条は、育児休業をしている職員の期末手当等の支給に関する規定、第８条は、育

児休業をした職員の職場復帰後における号俸の調整に関する規定ですが、それぞれ対象

となる職員から第１号会計年度任用職員を除くものであります。 
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  次に、第７条は、公益法人等への上士幌町職員の派遣等に関する条例の一部改正であ

ります。町例規集は第４編人事、第６章派遣をご参照願います。 

  第２条は、職員の派遣に関する規定ですが、地方公務員法第22条が全文改正されたこ

とに伴い、第２項第３号で引用する条番号の変更と文言整理を行うものであります。 

  次に、第８条は、証人等の実費弁償に関する条例の一部改正であります。町例規集は

第５編給与、第１章報酬・費用弁償をご参照願います。 

  第３条は、旅費の額及び支給方法に関する規定ですが、職員の旅費に関する条例の改

正に伴い、引用する項番号を変更するものであります。 

  次に、第９条は、職員の給与に関する条例の一部改正であります。町例規集は第５編

給与、第２章給料をご参照願います。 

  第21条は、臨時職員等の給与に関する規定ですが、第１項を改正後の地方公務員法に

基づく臨時的任用職員の給与を定める規定とし、第２項として、会計年度任用職員の給

与は別に条例で定めるとする規定を追加するものです。 

  次に、第10条は、職員の旅費に関する条例の一部改正であります。町例規集は第５編

給与、第４章旅費をご参照願います。 

  第２条は、定義に関する規定ですが、第２項が不要となるため削除し、第３項を第２

項とするものです。 

  次に、第11条は、上士幌町嘱託職員等に対する旅費及び費用弁償に関する条例の廃止

であります。町例規集は第５編給与、第４章旅費をご参照願います。 

  会計年度任用職員制度への移行に伴い、本条例が不要となることから廃止するもので

あります。 

  なお、附則として、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。 

  以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。ご審議の上、ご可決い

ただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより３件を一括して質疑を

行います。質疑ありますか。 

  ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） 今回の提案の３条例についてですけれども、この後、総務文教

厚生常任委員会に付託をされるというような予定にもなっていますので、大枠のことで

１点だけお聞きをしたいと思います。 

  そのようなことで委員会に付託になりますので、総務文教厚生常任委員会の所管に入

っておりませんのでお聞きをするわけですけれども、この間、議会では、会計年度任用
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職員制度についての地方自治体への内容の周知等を求めるということでの意見書案を採

択をしてきたというような経過もありますし、各予算審議等を通じて、臨時職員の処遇

の改善というようなことで議論がされて、質疑が交わされてきていると思います。 

  そういう中で、今回提案されました基本的な考え方といいますか、どのような整理を

されて提案に至っているのかということと、準職員だとかパート、いろんな方々の処遇

に関係することですけれども、全てここでお聞きをするということではなくて、事務補

助の臨時職員ということに限定をさせていただいて、大枠の処遇改善というようなこと

がどのようになっていくというようなことでの提案なのかということを、大枠、基本的

なことで結構ですのでご説明いただければと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 臨時的任用職員のうち、事務補助職員の待遇がどのように変わって

いくかということと、基本的な考え方ということだと思いますけれども、基本的なこと

から申し上げますと、改正法の趣旨が適正な任用勤務条件を確保するということですの

で、大前提として不利益を生じるような制度変更はしないということが基本に考えてご

ざいます。 

  どのように変わっていくかということですけれども、まず、現在の制度は、６段階の

賃金体系に分かれていまして、初年度から３年が経過すると１段階ずつ上がっていくと

いうような形になっていまして、最高の基準の上限に達するのが、16年かかって最高の

段階まで達するというような形になっております。 

  期末手当、いわゆるボーナスについては、年間1.8カ月ということでございますけれ

ども、会計年度任用職員に移行するに当たりまして、給与表については職員の給与表の

１の、高卒であれば１の１から始まりまして、毎年４号俸ずつ、職員と同様に職歴の加

算をしていくと。最高が１の25ということで、６年で最高に達するような形になります。 

  期末手当の部分につきましては、1.8月から今度は2.6月に月数がふえるということで

ございまして、初年度でいくと年間で11万円程度、上限でいくと年間45万円程度の増額

が図られるというようなことで考えております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今、早坂議員の質問と一部かぶる部分があると思うんですけ

れども、今回、地公法及び地方自治法を含めて、この法の改正により、かなり私は説明

どおり給与等の待遇については改善されたと認識していますので、本当にこの評価につ
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いてはいい評価だなと認識しております。 

  ただ、私もきっとこれは総文に付託されると思いますけれども、総文に入っていませ

んので、この場で確認だけさせていただきたいと思いますけれども、62の第２号の会計

年度任用職員の部分の例でよろしいですけれども、高卒した年齢で、どの段階でどこに

入るかとか、どのような形で３まで渡っていけるかと、その辺別紙の表で示していただ

ければと思いますけれども、このちょうど直近の金額が渡りの一つの境目になるのかと

思っていますけれども、それでいいのかどうか。 

  それから、今の人材が、例えば10年たった段階で、正規職員とどのぐらいの給与等の

開きが出てくるのか、それがもし資料があれば、説明できれば今後の参考になるかと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 どのように給料が上がっていくかというお話だったんですが、これ

は、事務補助の例でよろしかったでしょうか。 

（「２号」の声） 

○杉本 章総務課長 ２号で、事務補助職員についてでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 

○杉本 章総務課長 事務補助職員の場合は、高校卒業でいくと１級の１号から始まりま

す。14万6,100円でございます。経験年数を加算するごとに、１年経過するとここは４

号俸上がって１の５となっていきます。順次１の５から１の９、１の13、１の17、１の

21、１の25ということで、事務補助職員についてはこの１の25というのが上限となりま

す。 

  それから、正規職員です。10年後の数字というのは持ち合わせていないんですけれど

も、正規職員の、まず高卒の年収でいくと、237万6,468円。これが初年度の金額となっ

ています。ちなみに高卒の初任給は１の５の15万600円というのが高卒の初任給となっ

ております。 

  大学卒業の初任給が１の25、18万2,200円でございます。初年度の年収は287万5,116円

ということでございます。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 質問の仕方が下手だったんですけれども、例えばという部分

で、２号職員と正規職員の給与格差が10年後にどのぐらい開いているかという額等を含

めて、給与額で、もし参考になればと思いまして。 
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○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 10年後の数字は、今、手元にございませんので、後ほどお伝えした

いと思います。 

○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３件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61号から議案第63号までの３件は、会議規則第

39条第１項の規定により総務文教厚生常任委員会に付託したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第61号から議案第63号までの３件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。 

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

◎議案第６４号から議案第６６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第10、議案第64号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第11、議案第65号上士幌町町長

等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第12、議案第66号職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上３件を一括して議題

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64号議会の議員の議員報酬及び費用

弁償等に関する条例の一部を改正する条例、議案第65号上士幌町町長等の給与に関する

条例の一部を改正する条例及び議案第66号職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定について、以上３件を一括して、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  本年８月に行われた国家公務員給与に対する令和元年の人事院勧告において、職員の

給与改定についての勧告がなされましたことから、この勧告に準じて議会議員及び町長

等の特別職の期末手当並びに職員の給与について改正するものであります。 

  初めに、議案第64号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例についてご説明いたします。町例規集は第５編給与、第１章報酬・費用弁償を
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ご参照願います。 

  条例につきましては、期末手当の支給月数を年間で0.05カ月引き上げるものでありま

す。 

  具体的な改正内容についてご説明いたします。 

  議案第64号関係資料、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例新旧対照表をご参照願います。 

  下線部分が改正部分であります。 

  第１条は、令和元年12月１日から適用する規定であります。 

  第５条の期末手当の支給月数について、12月支給分を100分の222.5から100分の227.5

に改正するものであります。 

  第２条は、令和２年度から適用する規定であります。 

  第５条の期末手当の支給月数について、６月支給分及び12月支給分をそれぞれ100分

の225に改正するものであります。 

  なお、附則第１項として、この条例は交付の日から施行し、第２条の規定は令和２年

４月１日から施行するものであります。 

  附則第２項では、第１条の規定による改正後の条例の規定は、令和元年12月１日から

適用するものであります。 

  附則第３項では、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当については、改

正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなすとするものであります。 

  次に、議案第65号上士幌町町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例について

ご説明いたします。町例規集は第５編給与、第２章給料をご参照願います。 

  条例につきましては、期末手当の支給月数を年間で0.05カ月引き上げるものでありま

す。 

  具体的な改正内容についてご説明いたします。 

  議案第65号関係資料、上士幌町町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例新旧

対照表をご参照願います。 

  下線部分が改正部分であります。 

  第１条は、令和元年12月から適用する規定であります。 

  第３条の期末手当の支給月数について、12月支給分を100分の222.5から100分の227.5

に改正するものであります。 

  第２条は、令和２年度から適用する規定であります。 

  第３条の期末手当の支給月数について、６月支給分及び12月支給分をそれぞれ100分
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の225に改正するものであります。 

  なお、附則第１項として、この条例は公布の日から施行し、第２条の規定は令和２年

４月１日から施行するものであります。 

  附則第２項では、第１条の規定による改正後の条例の規定は、令和元年12月１日から

適用するものであります。 

  附則第３項では、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当については、改

正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなすとするものであります。 

  次に、議案第66号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いた

します。町例規集は第５編給与、第２章給料をご参照願います。 

  条例につきましては、国家公務員給与の人事院勧告に準じて、行政職給料表について

平均で0.1％引き上げるとともに、勤勉手当の支給月数を年間で0.05カ月引き上げ、ま

た、住居手当の基礎となる家賃の下限及び上限等をそれぞれ引き上げるものです。 

  具体的な改正内容についてご説明いたします。 

  議案第66号関係資料、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表をご

参照願います。 

  下線部分が改正部分であります。 

  第１条は、平成31年４月１日から適用する規定であります。 

  第17条の４の改正規定は、第２項第１号の勤勉手当の支給月数について、12月支給分

を100分の92.5から100分の97.5に改正するものであります。また、別表第１の行政職給

料表について、記載のとおり改正するものであります。改定率については平均で0.1％

の引き上げとなりますが、若年層に限定した改定となっております。 

  第２条は、令和２年度から適用する規定であります。 

  第９条の２の改正規定は、住居手当について、支給の基礎となる家賃の下限を6,000

円から１万円に、上限を４万1,400円から５万5,000円に、また、計算に用いる控除額、

加算額をそれぞれ引き上げるものであります。これにより、家賃月額が４万5,400円未

満のものは手当が減額に、４万5,400円を超えるものは手当が増額となります。 

  第17条の４の改正規定は、第２項第１号の勤勉手当の支給月数について、６月支給分、

12月支給分をそれぞれ100分の95に改正するものであります。 

  なお、附則第１項として、この条例は公布の日から施行し、第２条及び附則第４項の

規定は令和２年４月１日から施行するものであります。 

  附則第２項は、第１条の規定による改正後の給与条例の規定は、平成31年４月１日か

ら適用するものであります。 
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  附則第３項は、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与

条例の規定による給与の内払いとみなすとするものであります。 

  附則第４項は、住居手当に関する経過措置として、住居手当の月額が2,000円を超え

る減額となる職員について、１年間激変緩和措置を講ずるものであり、附則第５項は住

居手当の支給に関し必要な事項を規則に委任するものであります。 

  附則第６項は、改正条例の施行に関し必要な事項は規則に委任するものであります。 

  以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。ご審議の上、ご可決い

ただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより３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３件に対する質疑を終結いたします。 

  これより議案ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、議案第64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64号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第65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65号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第66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66号の採決を行います。 
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  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第６７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67号成年被後見人等の権利の制限に係る措置

の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 ただいま上程されました議案第67号成年被後見人等の権利の制限に

係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例の制定について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の制定によ

り、約180の法律について、成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除する

欠格条項を設けている各制度から、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、各

制度ごとに必要な能力を判断する個別審査規定へと適正化するとともに、所要の手続規

定が整備されました。 

  このたびの条例改正につきましては、本整備法の制定に伴い、本町の条例において関

連する規定を整備するものであります。 

  具体的な改正内容についてご説明いたします。 

  議案第67号関係新旧対照表をご参照願います。 

  下線部分が改正部分であります。 

  第１条は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正であります。町

例規集は第４編人事、第３章分限・懲戒をご参照願います。 

  第６条は、職員の失職の特例に関する規定ですが、地方公務員法の改正により、法第

16条に規定する欠格条項から第１号の成年被後見人及び被保佐人が削除され、号が繰り

上げられたことに伴い、第６条第１項で引用している号番号を繰り上げるものです。 

  次に、第２条は、上士幌町職員の給与に関する条例の一部改正であります。町例規集

は第５編給与、第２章給料をご参照願います。 
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  第17条及び第17条の２は期末手当に関する規定、第17条の４は勤勉手当に関する規定、

第20条は休職者の給与に関する規定ですが、地方公務員法の改正により法第16条第１号

が削除され、成年被後見人及び被保佐人に該当することによる失職の規定が削除された

ことに伴い、それぞれ関係する規定を削除し、文言を整理するものです。 

  次に、第３条は、職員の旅費に関する条例の一部改正であります。町例規集は第５編

給与、第４章旅費をご参照願います。 

  第３条は、旅費の支給に関する規定ですが、整備法により国家公務員等の旅費に関す

る法律が改正されたことに準じて文言を整理するものであります。 

  次に、第４条は、上士幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正であります。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。 

  第23条は、家庭的保育事業の職員に関する規定ですが、児童福祉法の改正により、法

第34条の20第１項に規定する養育里親の欠格条項から、第１号成年被後見人及び被保佐

人が削除され、号が繰り上げられたことに伴い、第２項第２号で引用している号番号を

繰り上げるものです。 

  第５条は上士幌町消防団条例の一部改正であります。町例規集は第11編防災、第１章

災害対策をご参照願います。 

  第７条は消防団員の欠格事項に関する規定ですが、地方公務員法の改正により、欠格

条項から成年被後見人及び被保佐人が削除されたことに伴い、第１号を削除し、第２号

から第４号を順次繰り上げるものであります。 

  なお、附則として、この条例は令和元年12月14日から施行するものであります。 

  以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。ご審議の上、ご可決い

ただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第67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67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67号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 



－50－ 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。 

  ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午後 １時５５分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時０５分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 日程第14に入る前に、先ほど江波戸議員からの質問に対して、

今、総務課長のほうで用意ができたということで、答弁をさせますのでよろしくお願い

します。 

  杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 先ほど保留とさせていただきました件についてお答えいたします。 

  高卒の10年目の給料と、会計年度任用職員の事務補助の給与の差はどのくらいになっ

ているのかということだったかと思うんですけれども、会計年度任用職員については７

年目で上限に達しまして、年収にしますとおおよそ266万円になっております。 

  高卒の職員が10年目にいきますと、おおむね年収で370万円ということでございます。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 次へいきます。 

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

◎議案第６８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68号消費税及び地方消費税の税率の引上げ等

に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。 

  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68号消費税及び地方消費税の税

率の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、その提案理由と内容

をご説明申し上げます。 

  消費税及び地方消費税の税率が、今年、令和元年10月１日から、８％から10％に改正

されたことに伴い、町の使用料等について、消費税等相当額の転嫁だけでなく、経費等

の税負担以外の要因によるものも対象として、全ての使用料等について見直しを検討し
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てきたところでございます。 

  このたびの条例改正につきましては、見直しの検討の結果、８条例について一括して

改正したいとするものであります。 

  具体的な改正内容についてご説明申し上げます。 

  議案第68号関係、消費税及び地方消費税の税率の引上げ等に伴う関係条例の整備に関

する条例新旧対照表をご参照願います。 

  下線部分が改正部分であります。 

  第１条は、上士幌町行政財産使用料条例の一部改正であります。町例規集は第６編財

務、第４章税外収入をご参照願います。 

  現在の使用料に消費税等引き上げ分の２％を転嫁することとし、第２条第２項中、

100分の4.2を100分の4.4に、同条第３項中、100分の108を100分の110に改正するもので

あります。 

  次に、第２条は、上士幌町葬祭場条例の一部改正であります。町例規集は第７編民生、

第２章保健衛生をご参照願います。 

  町外者に係る葬祭場使用料について、近隣町村の状況を踏まえ改正するものであり、

別表を記載のとおり改正するものであります。 

  次に、第３条は、糠平湖畔休憩施設条例の一部改正であります。町例規集は第８編産

業、第１章商工・観光をご参照願います。 

  現在の使用料に消費税等引き上げ分の２％を転嫁することとし、第４条の表、使用料

（年額）の項中、11万8,800円を12万1,000円に改正するものであります。 

  次に、第４条は、糠平温泉スキー場総合管理施設条例の一部改正であります。町例規

集は第８編産業、第１章商工・観光をご参照願います。 

  現在の使用料に消費税等引き上げ分の２％を転嫁することとし、第４条の表、使用料

（年額）の項中、586万5,990円を597万4,620円に改正するものであります。 

  次に、第５条は、上士幌町三国峠休憩施設条例の一部改正であります。町例規集は第

８編産業、第１章商工・観光をご参照願います。 

  現在の使用料に消費税等引き上げ分の２％を転嫁することとし、第４条の表、使用料

（年額）の項中、192万930円を195万6,500円に改正するものであります。 

  次に、第６条、は上士幌町水道事業給水条例の一部改正であります。町例規集は第９

編建設、第４章水道をご参照願います。 

  現在の使用料に消費税等引き上げ分の２％を転嫁することとし、別表を記載のとおり

改正するものであります。 
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  次に、第７条は、上士幌町公共下水道条例の一部改正であります。町例規集は第９編

建設、第５章下水道をご参照願います。 

  現在の使用料に消費税等引き上げ分の２％を転嫁することとし、別表第２中、1,000

円を1,018円に、100円を102円に改正するものであります。 

  次に、第８条は、上士幌町個別排水処理施設管理条例の一部改正であります。町例規

集は第９編建設、第５章下水道をご参照願います。 

  現在の使用料に消費税等引き上げ分の２％を転嫁することとし、第７条第１項中、

2,000円2,038円に改正するものであります。 

  なお、附則第１項として、この条例は、令和２年４月１日から施行するものでありま

す。 

  附則第２項は、経過措置として、改正後の上士幌町水道事業給水条例の別表の規定、

改正後の上士幌町公共下水道条例の別表第２の規定及び改正後の上士幌町個別排水処理

施設管理条例第７条第１項の規定は、令和２年５月分として徴収する料金及び使用料か

ら適用し、同月分前の料金及び使用料については、なお従前の例によるものとするもの

であります。 

  なお、本提案に当たりまして、令和元年10月29日に行政改革等推進委員会を、11月５

日に水道事業及び下水道事業審議会を開催し、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68号について質

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） 条例の６条水道条例です。それから７条の公共下水道、それか

ら第８条個別排水処理施設管理条例の引き上げ分について質問したいと思いますが、こ

の引き上げについて、どれくらいの、従来の８は置いておいて、２％分を引き上げた場

合にどれくらいの料金となるのかと。実際に国に納めるお金は、またそれイコールでは

ないと思うんですが、どの程度になるものか質問いたします。 

  それと、10月以降が、年にすればまた計算方法、委員会のときには二百何万というの

を受けた気もするんですが、応えられる範囲でお願いいたします。 

  それから、従来どおりでしたら８％まで内税にして、実質は水道料金は下げた形で、

町民負担への転嫁はなかったと思うんですが、そのように引き上げをせずに町が負担す
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べきではないのかと考えますが、その点について、どうして今回に引き上げに至ったの

か、経過をお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 

○名波 透建設課長 今の税金の税額がどの程度変更になるかというのは、今、数字がな

いので後ほど答弁させていただきたいと思います。 

  改定に至った経緯といいますか、その考え方としましては、今までずっと値下げでき

ていたという考え方に、消費税が上がるたびに上げたのではなくて、そのままずっと据

え置きという形で、結果的に値下げをしていたという形になりますけれども、今回の消

費税の考え方として、消費税の仕組みとしては消費に対して広く公平に負担を求める間

接税であるという考え方のもとに、水道・下水道についてもこの考え方を踏襲して、使

用する量に対して公平に負担を求めるとしたものでございます。 

  これに至った経緯というか考え方については、もう一つ、地方公営企業法において人

口３万人規模の市町村についても法制化をされております。いわゆる企業会計で今後行

いなさいということが決められております。その移行期間はすぐにというわけではなく

て、令和５年までとなってございますけれども、公営企業として継続的に経営を行って

いく以上、原則として公営企業会計に移行をすることが求められて、それで、経営の健

全化に向けた見直しが必要であると担当としては判断をしてございます。 

  そういった意味も含めまして、今回は、いわゆる消費税分を転嫁した形で改正をさせ

ていただいたということでございます。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 引き上げ分の金額については、今、答弁はよろしいです。ここ

で答弁を待っていると先に進みませんので、委員会とか昨年の一般質問でも質問させて

もらって、二百数万とかそういうのを聞いていますので、その件についての答弁はよろ

しいです。 

○議長（杉山幸昭議長） 再答弁はいいですね。 

  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68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。 
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  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 議案第68号消費税及び地方消費税の税率の引上げ等に伴う関係

条例の整備に関する条例制定に対する反対討論を行います。 

  ことし10月以降の消費税10％引き上げに伴い料金等を引き上げる内容で、第６条上士

幌町水道事業条例、第７条上士幌町公共下水道事業条例、第８条上士幌町個別排水処理

施設管理条例の改正に反対するものです。 

  消費税分を国に納めなければならないものは企業会計で、上士幌町では水道料金、下

水道料金、個別排水処理料金となっています。 

  上士幌町は、消費税導入以来、消費税分は内税として町が負担し、料金引き上げを行

ってきませんでした。今回２％分を従来の料金に上乗せし、改正する内容となっていま

す。 

  消費税引き上げには強く反対するものです。また、国に納める決まりがあるといって

も、町民にその負担を転嫁せず、従来どおり町がするべきと考えます。 

  以上で反対討論といたします。 

○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。 

（「なし」の声） 

○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） これをもって議案第68号に対する討論を終結いたします。 

  これより議案第68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、議案第68号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第６９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69号上士幌町印鑑の登録及び証明に関する条

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。 

  木下町民課長。 
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○木下由季子会計管理者兼町民課長 ただいま上程されました議案第69号上士幌町印鑑の

登録及び証明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す。 

  例規集は第３編行政通則、第４章住民・印鑑をご参照願います。 

  今回の改正は、住民基本台帳法施行令等の一部改正及び成年被後見人等の権利の制限

に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑登

録証明事務処理要領の一部改正の通知がされたことから、この要領に準拠して制定され

ている上士幌町印鑑の登録及び証明に関する条例、昭和53年条例第16号の一部を改正す

るものです。 

  お手元の資料、議案第69号関係の１の上士幌町印鑑の登録及び証明に関する条例の一

部改正について及び議案第69号関係の２上士幌町印鑑の登録及び証明に関する条例の一

部を改正する条例新旧対照表をご参照ください。 

  それでは、資料の議案第69号関係の１、上士幌町印鑑の登録及び証明に関する条例の

一部改正についてをもとにご説明させていただきます。 

  改正概要の１点目は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している

中、さまざまな場面で旧姓を使用しやすくするという女性活躍推進の観点から、氏に変

更があった者の旧氏を住民票へ記載することができるよう規定が整備され、この改正に

伴い、住民票に併記された旧氏での印鑑登録が可能となります。 

  ２点目は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律

の整備に関する法律の施行に伴い、成年被後見人等であることを理由に、一律に排除さ

れる規定を設けている制度について、それぞれに必要な能力の有無を判断する規定を設

けるものです。 

  資料の議案第69号関係の２の上士幌町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正

する条例新旧対照表の下線部分が今回の改正文となりますので、ご参照願います。 

  なお、この条例は、交付の日から施行となります。 

  以上、提案の理由とその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69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69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。 
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（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第69号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第７０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第16、議案第70号上士幌町消防団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。 

  永谷消防課長。 

○永谷全功消防課長 ただいま上程されました議案第70号消防団条例の一部を改正する条

例の制定について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  町例規集は第11編防災、第１章災害対策をご参照願います。 

  提案の理由でありますが、平成25年12月に成立した消防団を中核とした地域防災力の

充実強化に関する法律に基づき、消防団への入団促進及び処遇を改善し、地域における

防災体制の充実強化に資することを目的に、費用弁償を増額改定するものであります。 

  消防団員の報酬及び費用弁償については、消防組織法第23条の規定により、市町村条

例で定めることから、管内消防団の状況を勘案し、報酬は増額改定を行わず、費用弁償

を増額するものであります。 

  別紙資料の議案第70号関係をごらんください。 

  消防団条例の一部を改正する条例新旧対照表、下線が改正部分であります。 

  別表第２、第14条関係、災害出動１回4,900円を6,000円に、訓練及びその他出動１回

4,200円を5,000円に増額改定するものです。 

  なお、附則では、施行期日を令和２年４月１日からとするものであります。 

  以上、議案第70号消防団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

内容について説明させていただきました。ご審議いただき、ご可決くださいますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第70号について質

疑を行います。質疑ありますか。 
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（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第70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70号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第７１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第17、議案第71号北十勝介護認定審査会共同設置規約の変

更についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 ただいま上程されました議案第71号北十勝介護認定審査会共同

設置規約の変更について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  提案の理由でありますが、介護保険事業における介護度の認定審査については、平成

11年７月から音更町、鹿追町、士幌町、上士幌町の４町合同で介護認定審査会を設置し、

認定審査を実施しているところであります。 

  この審査会規約第３条において、審査会の執務場所を音更町地域包括支援センター内

としているところですが、音更町が直営で実施している地域包括支援センターの業務が

民間事業所への委託に変更となることとなりました。現在、音更町保健センターに設置

していた地域包括支援センターについては、その名称がなくなることとなります。 

  よって、現在の所在地としている地域包括支援センターは音更町の施設の名称である

音更町保健センターに変更する必要があります。 

  北十勝介護認定審査会共同設置規約の変更については、地方自治法第252条の７第３

項の規定において、準用する同法252条の２第３項本文の規定により、構成町の議会の

議決が必要となることから、上士幌町議会の議決を得ようとするものであります。 

  議案第71号関係資料の北十勝介護認定審査会共同設置規約の新旧対照表をごらんくだ

さい。 
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  第３条中、「音更町地域包括支援センター内」を「音更町保健センター内」とするも

のであります。 

  また、不足において、この規約は、令和２年４月１日から施行するものとするもので

あります。 

  以上、北十勝介護認定審査会共同設置規約の変更について、その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71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71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71号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第７２号から議案第７７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第18、議案第72号令和元年度上士幌町一般会計補正予算

（第６号）、日程第19、議案第73号令和元年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）、日程第20、議案第74号令和元年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）、日程第21、議案第75号令和元年度上士幌町介護保険特別会計補正予算

（第４号）、日程第22、議案第76号令和元年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第

３号）、日程第23、議案第77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２号）、以上６件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第72号、議案第73号、議案第74号、議

案第75号、議案第76号、議案第77号の提案理由と内容についてご説明を申し上げます。 
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  このたびの補正予算につきましては、一般会計並びに５特別会計について補正を行う

ものでございます。 

  補正総額は1,341万円の減額補正となります。補正後の予算規模は、一般会計と５特

別会計の総額で119億4,551万2,000円となります。 

  それでは、各会計の内容を申し上げます。 

  議案第72号一般会計補正予算（第６号）であります。 

  １ページをごらんください。 

  第１条では、規定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ263万9,000円を減額し、総額を

100億8,673万5,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２

ページから４ページの第１表のとおりでございます。 

  第２条では、５ページの第２表にありますとおり、地方債補正といたしまして、緊急

自然災害防止対策事業の限度額を2,130万円から2,070万円に、過疎対策事業の限度額を

13億270万円から12億9,470万円に変更するものでございます。 

  歳出補正のうち、減額補正の主なものといたしましては、款民生費の消費税引き上げ

に伴う低所得者等に係るプレミアム付商品券事業404万5,000円、款衛生費の水道会計繰

出金1,322万3,000円、款農林水産業費の農業次世代人材投資事業225万円、豊栄東１線

農道整備事業377万8,000円、双葉地区農道整備事業285万4,000円、居辺東14線農道整備

事業122万4,000円、款公債費の町債利子償還金207万7,000円でございます。 

  また、追加補正の主なものといたしましては、款総務費の人件費職員分470万1,000円、

財政管理経費103万円、エネルギー地産地消事業化モデル支援事業推進経費131万8,000

円、款民生費の子ども医療給付事業440万8,000円、款農林水産業費の民有林造林促進事

業151万7,000円、款土木費の町営住宅補修事業513万4,000円、款教育費の人件費職員分

136万円、スポーツ振興助成経費137万3,000円、款公債費の町債元金償還金390万4,000円

となってございます。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、各特別会計の補正予算についてご説明申し上げます。 

  34ページの議案第73号国民健康保険特別会計補正予算（第２号）をごらんください。 

  第１条では、規定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ36万9,000円を追加し、総額を７

億1,717万1,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、35

ページ、第１表のとおりでございます。 
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  歳出における補正の内容につきましては、款総務費の人件費職員分26万1,000円、事

務管理経費10万8,000円をそれぞれ追加補正いたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、44ページの議案第74号後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）をごらんく

ださい。 

  第１条では、規定の歳入歳出予算の総額に４万3,000円を追加し、総額を9,792万2,000

円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、45

ページ第１表のとおりでございます。 

  歳出の主な補正内容につきましては、款総務費の人件費職員分2万9,000円、款諸支出

金の償還金１万4,000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、53ページの議案第75号介護保険特別会計補正予算（第４号）をごらんください。 

  第１条では、規定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ46万2,000円を追加し、総額を５

億8,060万6,000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総額は、54

ページから55ページ第１表のとおりでございます。 

  歳出の主な補正内容につきましては、款総務費の人件費職員分29万4,000円、款保険

給付費の福祉用具購入事業10万円、款地域支援事業費の介護予防マネジメント事業10万

4,000円を追加するとともに、人件費職員分３万6,000円を減額補正いたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、67ページの議案第76号水道事業特別会計補正予算（第３号）をごらんください。 

  第１条では、規定の歳入歳出予算の総額から1,167万1,000円を減額し、総額を１億

8,654万3,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は68ペ

ージ第１表のとおりでございます。 

  歳出の主な補正内容につきましては、款水道経営費の人件費職員分13万2,000円を追

加するとともに、款水道経営費の事務管理経費92万円、簡易水道施設維持管理経費400

万円、水道メーター更新及び新設メーター購入事業644万5,000円、款水道施設費の簡易

水道施設改良事業43万8,000円をそれぞれ減額補正いたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、77ページの議案第77号公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）をごらんく
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ださい。 

  第１条では、規定の歳入歳出予算の総額に２万6,000円を追加し、総額を２億7,653万

5,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は78ペ

ージ第１表のとおりでございます。 

  歳出の主な補正内容につきましては、款下水道施設費の人件費職員分２万6,000円を

追加補正いたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  以上、一般会計並びに５特別会計の補正内容についてご提案を申し上げました。よろ

しくご審議を賜り、ご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、これより会計ごとに質疑を行い

ます。 

  それでは、議案第72号令和元年度上士幌町一般会計補正予算（第６号）から質疑を行

います。 

  初めに、事項別明細書の歳出から質疑を行います。 

  事項別明細書の歳出は、11ページから款ごとに一括して質疑を行います。 

  議会費及び総務費について質疑を行います。11ページから13ページまで質疑を行いま

す。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、民生費から衛生費に入ります。 

  13ページから16ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 13ページの消費税引き上げに伴うプレミアム商品券のことなん

ですが、今回404万円減額になっていますけれども、広報に載っていますが、申請日を

延期し、交換期限を来年の１月30日までとしたはずなんですが、今回説明を受けたとき

には、11月14日に説明を受けた404万5,000円減額するという、受けているんですが、こ

の分について延期したのであれば、減額する分が減ると予想されますが、その点どうな

るか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 ただいまの質問なんですけれども、当初の見込みが町内全体の

非課税の方の人数、それと、未申告をされて、申告されていない方で所得が不明な方、

その方と、あと、今回対象となっています子育て世帯という方々が対象になったという
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ことで、その最大数を当初予算に盛り込ませていただきました。 

  国の実施内容がだんだん定まっていく中で、その枠が扶養に入っていると適用除外に

なるだとか、そういう条件が整理されていきまして、大体現在の対象人数が絞られてき

たということで、その対象人数の最大値をもって今回の補正予算、その分は残して、要

らない分を減額させていただくということで、今回延期をさせていただいて、さらに幅

広く使っていただきたいということでお知らせをしているんですけれども、その分は見

込んでの予算という形での計上となっております。 

○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） さっきの款の２をうっかり飛ばしてしまって、戻ってよろし

いでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） はい。 

○８番（江波戸 明議員） そうしたら、款２の企画費の生涯活躍のまち上士幌創生包括

プロジェクトの事業で、これは起業家支援事業80万円という分で予算化の予定になって

いますけれども、この具体的な内容について、どういう形で起業家を育成していくのか

を含めて説明いただければありがたいと思います。 

  あわせまして、同じ項目で、畜産版のＥＭＳの調査内容で、これについては改めて畜

産農家の調査等を含めてやっていますけれども、今後は改めて畜産農家の環境対策につ

いては非常に大切なことだと思うんですけれども、改めてこれを拡大していく方法、考

え方というのはあるかどうか、対象農家です。これについて説明していただければと思

います。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 起業家支援の80万円の事業内容ということでご質問だったかと

思いますけれども、これにつきましてお答えしたいと思います。 

  上士幌の起業塾につきまして、本科コースというものを設けておりまして、それがも

う今、実際に事業自体は進んでいるところでありますけれども、第１回目に10月19日に

始まりまして、２回目が11月２日、11月16日、４回目が11月30日と。この土曜日、第５

回で７日になりますけれども、これを５日セットで実施している事業ということでござ

いまして、この中においていろいろと起業に当たっての自分はこういうことをやりたい

んだというものが出されますので、それに伴って今回起業しようとしている方たち、一

生懸命やっているその提案に対して、松井さんからいただきました寄附金をこれに充て

るということで、80万円の計上をさせていただくということでございます。 
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  あと、創業支援、次の展開になりますけれども、これが起業家、自分がやりたいとい

うことで手がけられますと、うちの町については創業支援ですとか農商工の連携のビジ

ネス創出ですとか、そういうものにつなげていっていただきたいなという願いはありま

すけれども、まず、今回の80万円についてはそのような内容でございます。 

  あと、ＥＭＳ、エネルギー・マネジメント・システムの部分でありますけれども、こ

れは、例の北海道の補助事業として、５年間で最大５億円をいただける事業でございま

す。その中の一環として、この取り組みについて、農家が広がりを見せていくのかとい

うことでございますけれども、今、技術的な部分についてはいろいろ、例えば牛舎内で

いきますと、硫化水素ですとかいろんな一酸化炭素だとか二酸化炭素だとかあって、そ

のつけているモニターが結構今の技術では壊れやすいだとかとあるんです。ただ、願い

としては、それをしっかりとしたものにしながら多くの農家さんに使っていただきたい

ということで、今、その過程にあるということで、思いとしては広げていきたいという

ことで、農林課のほうとも話しているということでご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 款の民生費の、先ほど質問があった分とかぶりますけれども、

非常に当初予算の1,100万円からかなり減額して、最終的な予算を組み立てるんですけ

れども、聞くところによると非常に役場に行ったり、また商工会に行ったりとか、非常

にこの時期含めて手間でかかるという部分を聞いているものですから、これによって結

構また行かない人がいたのかと思います。せっかく今回の消費税の関係等を含めていた

だいた町内の循環すべき資金といいますか、金繰りだと思うんですけれども、そこらへ

んについて今回の取り組み、めったにない取り組みだと思いますけれども、担当課とし

てどのような課題があったのか。課題があれば課題という部分も含めてお知らせできれ

ば、その中で最終的に400万何がし減額したと認識しておりますので、そこの経過があ

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） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 プレミアム商品券につきましては、国の補助事業といたしまし

て、全国同一の方法で取り組んだという形でございます。いろいろ報道等でも、やはり

低所得者の方が商品券を買わなければならないということで、その買うお金に苦慮する

のであるというような悩みだとかというのが報道されてございまして、うちの町でもこ

の事業をやるに当たって、町民からは何名かそういうお声もいただいているところでご

ざいます。 
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  現在、町のほうでは、できるだけ皆さんに広く使っていただきたいということで、広

報を利用しまして毎月いろんな形でご案内を差し上げているという取り組みを行ってご

ざいますし、あと、11月に入りましては再勧奨を郵便で行わせていただきまして、また

広く呼びかけを行っているところでございまして、11月15日現在につきましては、大体

47％の方が申告、申請をいただいているという状況でございまして、この数字、100の

うち47ですので、いいとは言えないんですけれども、全体から、ほかのところから比較

しますとそこそこ皆さんご理解をいただいているというような感じを受けているところ

でございます。 

  あわせて福祉灯油も、今現在、行ってございまして、大体プレミアム商品券と福祉灯

油の対象になる方が、大体同一の方が多いということで、そういうことも功をなしてい

る部分もあるのかと、担当課としては認識しているところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 基本的にそのような形で理解したいと思いますけれども、例

えばどうしても役場に来るという部分を含めて難儀しているとしたら、例えば商店街の

一部とか、今回改めてまちづくり会社のほうにもそういうスペースがあったとか、そう

いう部分で出張して呼ぶのは別にしても、一、二回とかそういう形も制度的にできない

のかと思う部分もあったものですから、そういうところで役場でないとどうしてもこれ

は業務的に処理できなかったのか、もしくはそういうところでできるのか、それを確認

したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 事務作業といたしましては、役場のほうで一度申請を受け付け

ていただきまして、それから商品券を買うための交換用の券を送らせていただいている

という形をとりまして、その券をもって商工会のほうで買っていただくという内容にな

ってございます。 

  その申請の場所につきましては、今回うちの町については役場とさせていただいたん

ですけれども、基本的には役場でやるという形になってございまして、またそれが分散

しますと、やっぱり町民の方にもかえって個人の特定の確認だとか含めて大変な事務作

業になるということで、町のほうに申請という形にさせていただいております。 

○議長（杉山幸昭議長） 次にいきます。 

  次に、農林水産業に入ります。 

  16ページから19ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） 次に、商工費から土木費に入ります。 

  19ページから20ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

  ３番、伊東久子議員。 

○３番（伊東久子議員） 商工費の中の消費者協会に出している補助金が丸々減額になっ

ておりますが、どのような状況になっていたのか教えてください。 

○議長（杉山幸昭議長） 木下町民課長。 

○木下由季子会計管理者兼町民課長 消費者協会の補助金の減額ということで、今回補正

で上げさせていただいております。 

  消費者協会、うちの組織はかなり古いときから設立をしていただいておりまして、会

員の皆様も活発にご活動いただいていたところなんですが、高齢化と、あと役員のなり

手というところがここ数年問題になって議論をされてきているとお伺いをしてきていた

んですけれども、今年度の総会の場で会を解散する方向で考えているということを、役

員の皆様から協会の総会の中で提案があり、今年度１年間活動の状況を確認させていた

だきながら対応したいと。 

  その中で、会費等の徴収等もさせていただいているようで、繰越金が手元にあるとい

うことなので、町からの補助金は使用しないこととして、今年度、役員の担い手づくり

だとかそういうことも対応しながら、町の助成金についてはいつでも活用できるように

ということで、そのままにさせていただいていたんですけれども、役員会含めてなかな

か難しいということでお話をいただきましたので、補正のほうで減額ということで対応

させていただきました。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、伊東久子議員。 

○３番（伊東久子議員） それじゃ、今まである繰越金について、活動は続けているとい

うことで理解してよろしいかと思います。 

  これは、年間の相談件数というのがもしわかれば教えていただきたいのと、今後、こ

の消費者協会がなくなることによって、どこが相談の窓口になるのか、それも教えてい

ただきたい。 

○議長（杉山幸昭議長） 木下町民課長。 

○木下由季子会計管理者兼町民課長 申しわけありません。年間の件数については、今、

手元に資料がありませんので、後ほど確認をさせていただいてご説明をさせていただき

たいと考えています。 

  先日来、町長のほうにも要請がございました。協会の役員様のほうから町長のほうに、

行政に対しても、消費者行政の取り組みについて、今後もきちんと取り組んでいただき
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たいということで、地元の役員さん４名と道の消費者協会のほうから１名来られて、要

請ということで来られています。その場に担当のほうも同席をさせていただきまして、

今、消費者の方の置かれている状態というのが、詐欺も含めて大変巧妙化して複雑化し

ていて、やっぱりそういう被害に遭わないような対策というか、取り組み、あと、相談

対応というのが大変重要なので、そこのところについてはしっかり取り組んでいただき

たいということでのお話もいただき、町長のほうからも、相談支援の部分につきまして

は途切れることなく対応させていただきたいと思っておりますということでお答えをさ

せていただいている状況もあるんですが、今まで、先ほども申し上げましたが、本当に

消費者協会のほうに頼り切りで、行政のほうへはほとんど余り対応できていない部分と

かが多々ありますので、相談に対するスキルですとかそういうところも含めて、現行の

役員さんあたりともご相談をさせていただきながら、相談支援に対する対応も、行政の

職員のほうもうまく引き継ぎをさせていただきながら対応したいということが一つと、

相談体制が消費者協会が、例えば隣町とかの士幌さんは協会がないんですが、相談につ

いては音更のほうに委託をされていたりとかというようなケースもあるということでお

伺いをしましたので、上士幌町のほうでどういう体制がとれるのかということを、今現

在の消費者協会の皆様とも相談させていただきながら、行政の体制の整備につきまして

は、理事者のほうとも相談をさせていただきながら対応したいと考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） いいですか。 

  ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） 私も、今、伊東議員のご質問されたようなことをお聞きしよう

と思っていたんですが、伊東議員のほうで質問されて、答弁もありましたので、私より

要望ということで申し上げておきたいと思いますけれども、消費者協会が果たす役割は

大変大きいと思います。 

  そうしたことで、そういう役員の皆さんが来庁されたということですけれども、でき

るだけ取り組みのできるものは継承するように、人の配置も含めてそうしていただきた

いということで思っていまして、予算編成期ですのでそういうことも含めて検討してい

ただきたいなということで、要望として申し上げておきたいと思います。 

  なお、新年度の予算が提案された段階で、また新年度予算の中でどうなったのかとい

うことをお聞きしたいと思いますので、そんなことで検討をよろしくお願いしたいと思

います。 

  答弁はいいです。 

○議長（杉山幸昭議長） 商工費、土木費、ほかありませんか。 
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  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 20ページの町営住宅の補修事業なんですが、これは北団地の補

修なのかと思って質問させてもらっているんですが、当初予算1,200万円、今回513万円

ほど補正が大きくなっていますが、この理由と、それから時期的に昨年は２戸を直して、

もう既に修理がほとんど終わっていたと思うんですが、今回すごくおくれて、今、もう

真っ最中で工事しているんです。このおくれた理由についてお願いいたします。 

  多分入札は終わって、もう担当課がどこかわかりませんので質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 

○名波 透建設課長 住宅管理費の需用費の部分の補正でございますけれども、これに関

しましては、ここ数年の傾向として、全体的な町営住宅の施設が大分老朽化していまし

て、大きいところでいきますとふれあい団地の温水ボイラーだとか換気扇だとか、この

中の、いわゆる町営住宅全部の分が入ってございますけれども、そういう老朽化した機

器の修繕、もう20年近くたってございますので、温水ボイラーに関しては部品がもう製

造されていないということで、壊れた場合は全部取りかえという形になっていると、こ

こ数年そういう傾向が続いています。 

  ことしかなり修繕費が多くなったのはもう一つございまして、入退去が昨年と比べま

して、昨年、町営住宅全体でいきますと20件ほどだったんですけれども、年度の中で。

今年度に関しては、きょう現在でもうその数を超えていると、二十数件になっていまし

て、この要因は何かと思って私も調べたんですけれども、例えば賃貸住宅のほうに転居

される方だとか、自分で住宅を建てて移られる方、それから転勤で転出される方、要因

はさまざまで特定はできなかったんですけれども、ことしはかなり多いということでご

ざいます。 

  さらに、年末、年度末に向けて入退去が多くなるということもございますし、先ほど

言っていた温水ボイラーに関しては、使用時間も長くなるので、この時期から春にかけ

てかなり故障している件数が多くなっているということで、若干余裕を見て補正をさせ

ていただいております。 

  それから、北団地の修繕工事、これに関しては、建築業務がふえて、入札等の時期も

ずれているというのもありますし、業者さんのほうもかなり人手が不足していて忙しい

ということで、工期が延びていると認識してございます。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 私は北団地の関係でふえたのかと思ったもので、それとは別と
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して、北団地の修繕の関係については従来どおり、時期はおくれていますがやっている

と。 

  先ほど気になる点が、ボイラーの関係なんですが、例えばふれあい団地でしたらボイ

ラーがもう１基20万円ぐらいすると思う。取りかえているんだと思うんですが、団地に

ついては15年ぐらい過ぎるともう部品がないから取りかえなきゃいけないというのは、

計画的にやらなきゃいけないと思う。その辺もきちんと確認しないと、危ないといって、

結構金額が張るものですから、計画的に、ふれあい団地は済んだのかとか、それから、

北団地のほうもお風呂をかえています。あの辺も計画的に見ていかないといけないのか

なと。いきなり壊れるから補正ではない。その辺もきちんと計画をつくってやるべきだ

と。その点について再度質問して終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 

○名波 透建設課長 議員がおっしゃるとおりに計画的にやっていくことが一番いいのか

なと思いますけれども、基本的にボイラーの部品でいきますと、メーカーのほうの責任

としては、部品は７年間供用するというのがございまして、実際は大体10年程度部品が

供給されるということもございますので、長いものについては10年以上となっています

ので、基本的に壊れた段階で部品が調達できるものに関しては、安い方法として修理し

ていくという流れでございます。 

  計画的にその辺を年度を区切ってやっていけば一番いいんでしょうけれども、現状と

しては修繕が必要な段階で、部品がないものについては取りかえていくということにし

てございますので、今後は予算等を含めて、そういう計画的に考えていきたいと思いま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせします。 

（午後 ３時０４分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時１４分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 先ほど伊東議員の質問で保留になっていた分の答弁をお願いい

たします。 

  木下町民課長。 

○木下由季子会計管理者兼町民課長 申しわけありません。先ほどの相談件数ということ
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なんですが、平成30年度で上士幌町の消費者協会のほうでお受けした相談は３件でした。 

○議長（杉山幸昭議長） それでは、補正予算のほうの、次に教育費に入ります。 

  21ページから23ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、公債費に入ります。 

  23ページから24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、給与費明細書及び地方債に関する調書は、25ページから

33ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の歳入は、８ページから10ページまで一括

して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の総括表は、６ページから７ページまでを

一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、一般会計補正予算書の１ページから５ページまで一括し

て質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で議案第72号令和元年度上士幌町一般会計補正予算（第６

号）の質疑を終わります。 

  次に、特別会計補正予算の質疑を行います。 

  特別会計の質疑は、歳入歳出一括して質疑を行います。 

  議案第73号令和元年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、34ペー

ジから43ページまで一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で議案第73号令和元年度上士幌町国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第74号令和元年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、

44ページから52ページまで一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で議案第74号令和元年度上士幌町後期高齢者医療特別会計
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補正予算（第１号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第75号令和元年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第４号）は、53ペ

ージから66ページまで一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で議案第75号令和元年度上士幌町介護保険特別会計補正予

算（第４号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第76号令和元年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第３号）は、67ペ

ージから76ページまで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） 簡易水道施設管理費について、今回、簡易水道の施設の維持

管理費のうち、委託料が377万1,000円、これは大きく減額されていますけれども、当初

予算、委託では1,459万3,000円の予算に上がっていたなと思いますけれども、かなり結

果的な執行残になると思うんですけれども、これは大きく結構残ったイメージがあるん

ですけれども、これについて、特に浄水場の管理業務について大きく下がっているもの

ですから、今後、このような形での範囲の予算が来年度以降基本になるのか、そこら辺

も含めて教えていただければと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 

○名波 透建設課長 ただいまの水道施設の維持管理費の補正の分でございますけれども、

基本的にここに上げてある予算については、水道施設の巡視であるとか、浄水場その他

施設の維持管理ということになってございます。 

  水道施設の維持管理については、その年によって、大雨が降ったときはかなり浄水場

に砂がたまったりなんかして、そういう作業が多くかかるということでございますので、

ことしについてはそういう大雨の災害というのは余りなかったというところで、まだ月

数はありますけれども、これから冬季になりますとその辺が落ちついてきますので、こ

こで減額をさせていただいたということでございます。 

  来年度はこの数字で行くのかという話になりますと、やはりここ最近のそういった降

雨災害を見ても、余裕を持った維持管理をしていきたいということで、予算については

また同程度で上げさせていただきたいと考えてございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今、課長のお話で内容は理解したところでありますが、もう

一点、同じく備品の分で、備品購入費の中で当初予算が1,500万何がしだった分が、今

回644万円等を含めて減額されて、特にこれは水道のメーター更新及び新設メーター購
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入事業という分の水道メーター器という部分ですけれども、これでいくと対象する件数

がかなり減ったというイメージしか受けなかったんですけれども、これはどういうこと

かという部分と、そこら辺、余り大きな数字だったものですから、そこを確認だけさせ

ていただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 

○名波 透建設課長 議員がおっしゃるとおり、この備品購入に関しては水道メーターの

部分でございます。 

  計量法によりまして水道メーターの使用期が８年と決められておりますので、毎年同

じ数ということではございませんけれども、更新時期が決まってございます。更新の数

量については、更新しなければならない分は数は押さえてございますが、あと、水道施

設を新規につけたいというところについては、水道メーターを新しく購入してつけると。

その分も若干余裕を見ていたということもございます。 

  一番大きな要因としては、いわゆる公表されているメーターの定価、何種類か径によ

って違うんですけれども、それを予算として計上させていただいて、春先に三者で見積

もり合わせをして、その見積もり合わせをした業者さんは、ある程度のロット数を見込

めるので、若干金額を下げて札を入れていただいているというところで、いわゆる執行

残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） ほか、ありませんね。 

  以上で議案第76号令和元年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第３号）の質疑を

終わります。 

  次に、議案第77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２号）は、

77ページから84ページまで一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で議案第77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２号）の質疑を終わります。 

  次に、各会計補正予算に対する質疑が終了いたしましたので、これより町理事者に対

する総括質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 質疑がございませんので、町理事者に対する総括質疑を終了し

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 
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  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72号から77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72号令和元年度上士幌町一般会計補正予算（第６号）の討論を行いま

す。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第72号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第73号令和元年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の討

論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第73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73号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第74号令和元年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の

討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第74号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第75号令和元年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第４号）の討論を
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行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第75号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第75号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第76号令和元年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第３号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第76号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第76号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第77号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２号）の

討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第77号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第77号は原案のとおり可決されました。 

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

◎諮問第１号及び諮問第２号の上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第24、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について、日

程第25、諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦について、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。 
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  竹中町長。 

○竹中 貢町長 ただいま上程されました諮問第１号及び諮問第２号人権擁護委員候補者

の推薦について、一括してその提案理由を申し上げます。 

  人権擁護委員は、住民の基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及、高揚を図ること

を使命としております。人権擁護委員３名中、２名が令和２年３月31日をもって任期満

了となるため、新たな人権擁護委員の候補者として次の２名を推薦したいので、人権擁

護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものであります。 

  最初に、諮問第１号人権擁護委員の候補者として推薦する者。 

  住所、河東郡上士幌町字居辺東12線263番地。 

  氏名、佐々木守。 

  生年月日、昭和25年12月10日。 

  次に、諮問第２号人権擁護委員の候補者として推薦する者。 

  住所、河東郡上士幌町字上士幌東２線233番地24。 

  氏名、髙嶋幸雄。 

  生年月日、昭和31年１月25日。 

  以上、諮問第１号及び諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦について、その提案理由

を申し上げました。ご審議を賜り、ご意見をいただきますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたが、本件は人事案件でありますので、

質疑及び討論については、議会運用例第105条の２の規定により、これを省略いたしま

す。 

  これより直ちに諮問第１号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は原案について適任であるとすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、諮問第１号は原案について適任であるとすることに決定いたしました。 

  次に、諮問第２号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は原案について適任であるとすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 
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  よって、諮問第２号は原案について適任であるとすることに決定いたしました。 

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

◎散会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で本日の議事日程は全て終了いたしましたので、本日の会

議を終わります。 

  あすからは休会とし、本会議の再開は12月20日金曜日、午前10時でありますのでご承

知願います。 

  本日はこれにて散会といたします。 

（午後 ３時３０分） 
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 ────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 定刻となりましたので、ただいまより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

（午前１０時００分） 

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

◎議会運営委員会の報告 

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

  議会運営委員長、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、12月16日午前９時より、委員会室において、議会運営委員の出席

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

の審議方法等について審議いたしました。 

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

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告を申し上げます。 

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

  １点目ですが、本会議の開催に当たり、小堀教育長より発言を求められておりますの

で、日程第１、選挙第６号の前に行うことといたしますので、ご承知おきをお願いいた

します。 

  ２点目は、日程第３から日程第５までの委員会報告は、関連がありますので３件を一

括上程及び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  ３点目は、日程第７、議案第78号及び日程第８、議案第79号は、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。 

  ４点目は、日程第９、議案第80号及び日程第10、議案第81号は、関連がありますので

２件を一括上程及び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  ５点目は、日程第13、監報告第５号及び日程第14、監報告第６号は、関連があります

ので２件の一括上程を行うことといたします。 

  以上で議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

◎教育長就任挨拶 

○議長（杉山幸昭議長） ここで、12月18日付をもって就任されました小堀雄二教育長か

ら就任挨拶の申し出がございますので、発言を許します。 
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  教育長、小堀雄二君。 

○小堀雄二教育委員会教育長 12月４日、町議会議員の皆様に再任のご同意をいただき、

教育行政の大役を仰せつかることになりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

  上士幌町の教育目標にある「上士幌町の大地をしっかりとふみしめ、きびしい自然に

耐え、豊かな明日の郷土をつくる人」の実現に向け、陣頭に立ち、教育委員会はもとよ

り各学校、各団体、各委員会などと協力、役場との連携を通して職責を果たす決意でお

ります。 

  時代が平成から令和に移り、新しい時代や新時代の言葉を多く聞きます。新しい時代

にふさわしい教育とは何なんだろうと考えたとき、それは町民一人一人の興味や意欲を

導いた快適な学びと、世代を越えてこれからでも挑戦できる学習環境づくりだと考えま

した。義務教育における確かな学力の育成、特別支援教育の充実、情報教育、さらには

ふるさと学習や読書活動、体験的な学びは人生の土台となります。また、社会教育にお

ける芸術文化活動、生涯学習活動などについては、きずなづくりとコミュニティー形成

が基盤になると考えております。 

  本町における教育課題はなくなったわけではありません。まだまだ山積していると認

識しております。これらの課題に立ち向かいながら、これまで育まれてきた文化を大切

にし、課題を新しい時代の目標と捉え、見える化の中で一つ一つ丁寧に対応し、令和時

代の芽を育んでまいりたいと考えております。 

  上士幌の雄大な大地と風土、鮮明な四季を背に、誠心誠意上士幌町教育の充実のため

に心を引き締めて努力してまいりますので、皆様のご支援を心からお願い申し上げ、就

任の挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

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

◎選挙第６号選挙管理委員及び補充員の選挙 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、選挙第６号選挙管理委員及び補充員の選挙を行いま

す。 

  お諮りいたします。 

  選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定により、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、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。 

  お諮りいたします。 
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  指名の方法については、議長において指名すること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、指名の方法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。 

  選挙管理委員に丹羽義徳さん、柏川秀明さん、児玉孝さん、山田忠雄さんを指名し、

選挙管理委員補充員に嶋木篤麿さん、髙嶋幸雄さん、佐々木恵さん、賀陽龍司さんを指

名いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま、議長において指名いたしました選挙管理委員４名及び補充員４名の方を、

選挙管理委員及び補充員の当選人と定め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、ただいま指名いたしました選挙管理委員として丹羽義徳さん、柏川秀明さん、

児玉孝さん、山田忠雄さんが当選され、選挙管理委員補充員として、嶋木篤麿さん、髙

嶋幸雄さん、佐々木恵さん、賀陽龍司さんが当選されました。 

  次に、補充の順位についてお諮りいたします。 

  補充の順位は、ただいま議長が指名いたしました順序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、補充の順位はただいま議長が指名いたしました順序に決定いたしました。 

  ここで暫時休憩といたします。 

（午前１０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１０時０９分） 

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

◎委員会調査中間報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、委員会調査中間報告、地域の医療と福祉の調査に関

することを議題といたします。 
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  総務文教厚生常任委員会から、所管事務の調査中であります地域の医療と福祉の調査

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

旨の申し出があります。 

  お諮りいたします。 

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

いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、地域の医療と福祉の調査に関することについて、中間報告を受けることに決

定いたしました。 

  それでは、中間報告の発言を許します。 

  総務文教厚生常任委員会委員長、３番、伊東久子議員。 

○総務文教厚生常任委員長（伊東久子議員） 令和元年７月25日から12月10日にわたり行

いました総務文教厚生常任委員会所管事務調査の中間報告を行います。 

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

告をさせていただきます。 

  今回の所管事務調査は、地域の医療と福祉の調査に関することであります。 

  この所管事務調査につきましては、令和元年６月21日に承認の議決をいただき、調査

を行ったものであります。 

  調査年月日は、７月25日、８月21日、12月10日の計３回であります。 

  調査は、委員会室で行いました。 

  説明員に千葉副町長を初め、尾形保健福祉課長、佐藤主幹、塩澤主幹の協力をいただ

きました。 

  調査の内容ですが、現在の地域の医療と福祉については多くの課題がある中で、今回

は地域包括ケアシステムの現状を調査いたしました。現在、介護が必要になった高齢者

が安心して暮らせる医療、介護、福祉が連携して支える仕組みとして、地域包括ケアシ

ステムの充実が求められています。この地域包括ケアシステムの経緯と課題を調査し、

本町における課題を解決するため、どのような政策が必要か提言するため調査を行いま

した。 

  調査の結果といたしまして、地域包括ケアシステムは医療や介護、生活支援など多く

の組織が連携し、情報の共有をすることが重要であります。そして、その中心となるの

はどこなのかを明確にする必要があると思われます。また、その中心となる組織は、専
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門職の目だけでなく、地域の課題を吸い上げる意味でも、地域住民の参加ができる体制

とするのが望ましいと考えます。 

  次に、介護保険制度を支える人材の確保は、全国的な課題と言わざるを得ません。こ

の問題は対処療法的な解決でなく、外国人労働者の派遣制度の活用など抜本的な取り組

みが必要となっていることから、一企業だけでの解決は難しく、官民を挙げて計画的に

取り組むことが必要であると考えます。 

  以上、地域包括ケアシステムに対する中間報告とさせていただきます。 

  最後に、この所管事務調査に関し、多くの皆さんのご協力をいただきましたことに感

謝を申し上げ、総務文教厚生常任委員会の所管事務調査中間報告とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりましたが、委員会調査中間報告に対する

質疑は、議会運用例第96条の４の規定により省略いたします。 

  本件はこれをもって報告済みとし、総務文教厚生常任委員会は、引き続き継続して調

査することといたします。 

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

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

◎議案第６１号から議案第６３号の上程、報告、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第３から日程第５までの委員会審査報告を行います。 

  議案第61号上士幌町第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する

条例の制定について、議案第62号上士幌町第２号会計年度任用職員の給与に関する条例

の制定について、議案第63号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、以上３件を一括して議題といたし

ます。 

  ３件について総務文教厚生常任委員会委員長の報告を求めます。 

  総務文教厚生常任委員会委員長、３番、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委員会審査報

告をいたします。 

  本委員会に付託されました事件につきましては、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77条の規定により報告をいたします。 

  審査事項、議案第61号上士幌町第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁

償に関する条例の制定について、令和元年12月４日付託。議案第62号上士幌町第２号会

計年度任用職員の給与に関する条例の制定について、令和元年12月４日付託。議案第63

号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関
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する条例の制定について、令和元年12月４日付託。 

  審査年月日、令和元年12月10日、計１回であります。 

  審査場所、委員会室であります。 

  説明員、竹中町長、千葉副町長、杉本総務課長、遠藤主査。 

  審査結果であります。当委員会は、議案第61号から議案第63号の審査に当たり、質疑、

聴取による審査の結果、各議案とも全会一致をもって原案可決すべきものと決定したこ

とをご報告申し上げます。 

  以上で総務文教厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりましたので、これより委員長の報告に対

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61号から議案第63号に対する討論、採決を行います。 

  初めに、議案第61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61号に対する討論を終結いたし

ます。 

  これより議案第61号の採決を行います。 

  議案第61号については、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第61号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第62号に対する討論を行います。討論ありますか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。 

  初めに、本案に対する反対の討論を行います。 

（発言する声なし） 

  次に、賛成の討論を行います。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 上士幌町第２号会計年度任用職員の給与に関する条例の制定

に関し、賛成の立場で討論を行います。 
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  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日より施行されることになっており、本町においてもさきに

本条例が上程され、４月１日より施行されることになっております。本町においても、

さきの議会での答弁にあるとおり、４月段階では合計147名の臨時非常勤職員が任用さ

れており、行政業務等の推進に大きな人的役割を果たしていることから、適切な給与の

あり方が求められるところです。 

  このたびの条例の制定は、法の制度創設に基づく行政の適切な対応と評価されるもの

であり、本給与にかかわる条例については、当該職員の雇用条件に対し前進できる内容

であることから、賛成すべきとしたところであります。しかし、当該職員の職務は、そ

の複雑困難及び責任の度合いに基づき、級別職務分類表として規定で定める基準に従い

任命権者が決定するものとしておりますが、さきに議会において、例として高卒新人採

用に関する正職員と会計年度任用職員について確認した際、10年後の所得においては約

100万円の差が出る旨説明がありました。 

  一般的に、職務による正職員と会計年度任用職員においては、職務の内容を踏まえ、

給与等については差があることは承知されますが、安心して働く職場づくりとして、給

与の所得額は雇用に対する安心をもたらす絶対的な条件の一つとなります。今後労働条

件の向上は、働き方改革とともに町民の平均所得が向上しているという上士幌町人口ビ

ジョン・第Ⅱ期総合戦略（案）にあることや、町内における各職場における人材確保難

が課題と言われている実情を的確に捉え、町全体において安定した職場環境づくりに向

けた対策も必須の課題であると思います。 

  最後に、町として適切な行政の業務を進めるべき人材確保の面からも、本条例に係る

規則で定める給与等の内容については、町内事業所とのバランス等に配慮しつつ、毎年

ごとの前向きな規則の見直しが必要だと思います。この点を含めて、町民のために安心

して会計年度任用職員が働くことができる職場として、給与や労働条件のあり方が、よ

り一層安定した雇用を求める環境の中で推進されるものとして確信するところです。加

えて、さきに決定しました上士幌町第１号会計年度任用職員においても、同様の方針を

もって対応を願うところです。 

  町はこのような今後の安定した雇用環境を一層の努力で確保する期待も含めて、本条

例の制定に対し、賛成の討論といたします。 

○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。 
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（「なし」の声） 

○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） ほかに討論がありませんので、これをもって議案第62号に対す

る討論を終結いたします。 

  これより議案第62号の採決を行います。 

  本案は起立により採決を行います。起立しない議員は反対とみなします。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山幸昭議長） 起立多数であります。 

  よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第63号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これをもって議案第63号に対する討論

を終結いたします。 

  これより議案第63号の採決を行います。 

  議案第63号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第63号は委員長の報告のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第６、意見書案第９号日米共同訓練での道民生活と地域経

済活動に配慮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９号日米共同訓練での道民

生活と地域経済活動に配慮を求める意見書の提出について、提案者であります私から提



－89－ 

案理由とその内容についてご説明申し上げます。 

  明年１月から２月にかけて、米海兵隊輸送機オスプレイも参加します日米共同訓練が

道内で行われることになっています。その訓練の概要については、既に防衛省から発表

となっているところですが、訓練が実施されることによって道民生活や地域経済活動に

影響が最小限となりますよう配慮を求めるということで、意見書を提出するものでござ

います。 

  それでは、意見書を読み上げて提案いたします。 

  日米共同訓練での道民生活と地域経済活動に配慮を求める意見書（案）。 

  本年８月から９月にかけて、北海道外の陸上自衛隊西部方面隊と米陸軍との共同訓練

が北海道で初めて行われた。来年１月から２月には、米海兵隊輸送機ＭＶ22オスプレイ

が参加する日米共同訓練が、航空自衛隊千歳基地を補給拠点に北海道大演習場（恵庭

市・千歳市など）と矢臼別演習場（別海町など）で行われることが防衛省から発表され

た。 

  矢臼別演習場で訓練が実施される場合に、陸上自衛隊帯広駐屯地の十勝飛行場をオス

プレイの燃料補給等の中継地として使用することはないとされているが、オスプレイ以

外のヘリコプターの整備や離着陸で使用されることになっている。 

  こうした中、オスプレイやそれ以外のヘリなどの飛行ルートは明らかになっておらず、

本町をはじめとする十勝管内市町村の上空を飛行する可能性は高くなっている。 

  オスプレイは、３つの飛行モードをもつ輸送用ヘリコプターであり、その特殊性ゆえ

の墜落事故などが国内外で報告されており、その安全性に不安を抱く道民もいる。ひと

たび墜落などの事故が起きれば道民の生命と財産が犠牲となる。また、昼夜を問わず低

空飛行を繰り返すオスプレイの騒音は凄まじく、平穏な日常生活や酪農業などへの影響

をもたらすことになる。 

  我が国の安全保障に関わる問題は、国において対処する事項だが、日米共同訓練の実

施にあたっては、安全管理の徹底と関係自治体への飛行ルートの事前情報提供など、道

民の安心・安全な日常生活、酪農業などの地域経済活動に配慮することを強く要望する。 

  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出するという内容のものでござ

います。議員各位のご賛同をいただき、提出したいというふうに思いますので、よろし

くお願い申し上げます。 

  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。 
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  ４番、野村恵子議員。 

○４番（野村恵子議員） 地域経済活動に配慮という文章がありますが、これは例えば上

士幌ではどのようなことかお聞きいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 早坂議員。 

○５番（早坂清光議員） お答えいたします。 

  まず、オスプレイやその他のヘリ等が、本町の上空を通過することもないとは言えな

いということです。そういう中で、本町の上空を通過するというようなことになる場合

には、直接的にはないかもしれませんけれども、騒音だとかそういうことの影響はある

というふうに思っています。そういう意味で、地域経済活動という言葉をここに置かせ

ていただいているのは、上士幌町だけということではなくて、周辺等も含めて、北海道

の基幹産業が農業でありますので、そういう特にオスプレイ等は騒音がすさまじいとい

うことで言われていますし、その他のヘリ等も上空を飛ぶというようなことになります

ので、家畜を使用されている農家さん、酪農業だけではなくて肉牛を飼っている方もい

らっしゃるかもしれませんし、養鶏等をされている方もいらっしゃると思います。そう

いう意味で、生産活動という言葉の使い方もあるかもしれませんけれども、私は地域経

済活動という言葉でここに表現をさせていただいておりますので、ご理解をいただきた

いと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） いいですか。ほか、ありますか、質疑。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） ２点ほどちょっと確認したいと思いますけれども、私たちも

含めて平和を守る、維持するということは、これは国民としての大事な要件になってく

るかと思いますから、この点を含めて、私はやはりこのようなことというのは、訓練と

かそういうことはなるべく避けるべきかなと思いますけれども、いろんな見解があるか

と思います。その点について、まずこれは議長名で提出するという形になりますので、

我々議会がどういうふうに考えるかを含めて、ちょっと確認したい点が２点ほどありま

す。 

  １点目は、まず町民からの要望や要請等については、まだ議会等にないというそうい

う背景がありますし、帯広においてはやはり基地の活用、十勝飛行場の活用等を含めて

きっと喫緊の課題だというふうに認識していますけれども、本町についてはなかなかそ

ういう部分が見えていないなというふうに認識しております。そんなことで、この案件

に対して、意見書の提案の中にどのような背景があったのか、町民的な部分がちょっと

今のところ僕としてはなかなか感じられない部分がありますので、提案者としてあれば、
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１点目、お願いしたいと思います。 

  ２点目ですけれども、このような事案について、町民の個々の意思なり思想なり信条、

さまざまな方がいるんだと思います。この中では、議会の中の11名の中でもなかなかそ

れを全部あらわすことは難しいと思いますけれども、そういうことも含めて、どのよう

に町民に思想、信条等を含めてとか、日米の合同訓練等についての課題等について、前

段どのような配慮が必要になるか、または後段、議長名で提出した後、議会として、ま

た我々としてもどのような配慮が必要になってくるか、感じるところがあったらぜひ説

明をお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 早坂議員。 

○５番（早坂清光議員） まず、提出をされた背景についてというようなことで、このこ

とについては、意見書の内容、もう少し違った部分もあったんですけれども、連合北海

道を通じて地域の連合の皆さんのほうから、こういう意見書を出してほしいということ

の要請を受けて提出に至っております。 

  なお、既にご承知と思いますけれども、内容については、皆さんにご理解いただける

内容等に一部変更させていただいて提出をさせていただいております。 

  それから、町民の皆さんの中でも、いろいろ日米共同訓練等なり、そういうことに対

してのご意見はあるというふうに思っております。そのようなことで、私が提案してい

るのは、自衛隊そのものに対してどうのこうのということで提出してということでもご

ざいませんし、ただ、こういう訓練が行われるという中では、やっぱり訓練をされる防

衛省のほうには安全管理に努めていただきたいし、そして道民生活や地域の経済活動等

に影響の出ないように配慮をしていただきたいということの意味での意見書ということ

にさせていただきましたので、その点についてご理解いただきたいと思いますし、こう

いう意見書が採択というような形になるとするならば、またこれは私の立場で申し上げ

ることではございませんけれども、町民の皆さんにも知らせる部分では、議会だより等

の中でご検討いただくこともあるのかなというふうには思っております。 

  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） 今早坂議員から説明があったように、提出後も含めて我々議

会として出すとしたら、議長名で出すとしたら、やはりそういう配慮も必要だと思いま

すので、その点はやっぱり議会全体の中で議論をしながら、そういう配慮の仕方を含め

て対応させていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 答弁ありますか、早坂議員。 
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○５番（早坂清光議員） ないです。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、質疑ありますか。 

（「ありません」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいですか。 

  これをもって意見書案第９号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

  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。 

  １番、渡部信一議員。 

○１番（渡部信一議員） 私は、日米共同訓練での道民生活と地域経済活動に配慮を求め

る意見書に対しまして、反対の意見を述べさせていただきたいと思います。 

  日米共同訓練は、日米安保のもと、日米防衛協定に基づき、あらゆる有事に備え、住

民の安心・安全、生命、財産を守るために行われるものです。この意見書案の趣旨に賛

同できるものではありません。当初は、米海兵隊輸送機オスプレイが陸上自衛隊帯広駐

屯地の十勝飛行場を燃料補給等の中継基地とするのではないかという参加反対の要旨で

した。その後、提案者が一度取り下げている間、帯広駐屯地の十勝飛行場をオスプレイ

の燃料補給等の中継地として使用することはないとの発表がなされました。 

  文言を再整備したとしても、この意見書の国への提出については、町民の間にもより

慎重に扱うようにとの声も少なくありません。提案者が文言で示しているように、我が

国の安全保障に関わる問題は、国において対処する事項とされています。国の外交防衛

など、町民にはさまざまな考え方があります。これらのように、議員の間にも賛否が分

かれる案件については、委員会に付託し、町民の考え方、さらには町側にとってもこう

いった問題をどのように考えているかなどを討論しながら、町と歩調を合わせるという

ことも必要ではないかというふうに考えるところでございます。 

  今日、近隣諸国の軍事増強、さらにはミサイル発射実験など、明年はオリンピックが

開催されます。国際テロにも備えていかなければなりません。日米共同訓練はそれらの

抑止力としての訓練であります。もちろん民主主義の国家であり、個々人が、あるいは

団体がさまざまな価値観を持ち、声を上げ活動して、国に対しても要望、要請を上げる

ということには反対するものではありませんが、上士幌の町議会として意見書提出には

反対の意思を示しておきたいと思います。 

  以上、反対の討論とさせていただきます。 

○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。 
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  ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） 私は、日米共同訓練での道民生活と地域経済活動に配慮を求め

る意見書の提出に賛成する立場で討論を行います。 

  12月18日付の十勝毎日新聞では、帯広市が市議会総務委員会で訓練の概要を明らかに

した内容によると、帯広駐屯地ではヘリコプター15機程度の機体整備を行い、米海兵隊

員100人程度が宿泊すると報じられています。また、訓練のある日に発着が行われ、飛

行ルートや時間は十勝飛行場の運用規定に沿うが、その日の訓練内容によっては午後10

時以降の着陸もあり得ると報告しています。 

  今回の訓練で帯広市へのオスプレイの飛来はないとされていますが、午後10時以降の

夜間飛行の可能性があることや米海兵隊員の駐留など、住民生活への影響や不安は拭う

ことができません。ついては、今回の意見書の提出は非常に重要であるとの認識から、

意見書の提出に賛成するものであります。 

  以上です。 

○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。 

  ４番、野村恵子議員。 

○４番（野村恵子議員） 私は、反対の討論といたします。 

  この意見書に、我が国の安全保障に関わる問題は国において対処する事項とあるよう

に、防衛は国の専管事項であり、この意見書に対して一概に賛成とはならないと思いま

す。本来議長名で出す意見書ですので、議会全会一致で提出することではないでしょう

か。委員会に付託するべきだと思います。 

  以上、この意見書について反対討論といたします。 

○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。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） まず初めに、渡部議員と野村恵子議員に対する考え方について

の私の見解を述べたいと思います。 

  まず、この意見書につきましては、先ほど早坂議員からお話がありましたように、国

の防衛問題どうのこうのと言っているわけではなくて、直接町民にどうかかわるかと、

十勝道民、特に上士幌にかかわるかという問題について触れているので、日米共同訓練

がどうのとか安保条約がどうのとかという議論は、この中には文章はありません。 

  それと、先ほど渡部議員がおっしゃいましたように、取り下げたものをここで議論す

る場ではないと私は思っています。いろんな意見があって、早坂議員のほうで文書案を

検討したことは事実ですが、取り下げた文書、前の文書をどうでもって反対の議論には
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ならないと思います。それについてまず１点申し上げます。 

  それから、あともう一点は、全会一致という議論がありましたが、意見書につきまし

ては、あくまで全会一致が望ましいんですが、いろんな意見があるときに、議員さんそ

れぞれの考えでもって多数決で決まっていくのが議会のルールですので、努力をして文

章を直すとかそれは必要かもしれませんが、議会のルール上はそうなっていますので、

これは反対の理由にならないと思います。 

  それから、もう一点は、先ほど言いましたあらゆる有事の際に対して訓練をすると、

それから抑止力が必要であり、国において対処する事項であると、そのことについては

この文書は触れていませんので、それは確かにいろいろ意見が分かれます。極端に言え

ば、私はもう抑止力も必要ないと思っていますが、それはここで触れていませんので、

直接の反対理由にはならないと私は思っています。 

  それから、私は、これは沖縄だけの問題ではなくて、特に昨年から道内で訓練すると、

帯広でもどうのこうのあって、昨年は帯広での給油はなくなりましたけれども、もとも

とオスプレイは学校近辺とか病院を飛ばないということなんですが、帯広空港の基地の

周りには学校、病院がいっぱいあります。そこに来る場合にどうしても通るわけです。

とすれば、上士幌も移動するときには上空を飛ばないという保証はありませんし、どこ

を通るかというルートもはっきりされていません。そういう意味では、私は町民の命を

守る問題に関して言えば、全然沖縄での問題でもなし、これは急いで新聞を探したんで

すが、全国どこでも起こり得るという話だと思います。 

  それで、訓練自体は、今の時点でアメリカの海兵隊のオスプレイ、日本も持っていま

すね、それを含めると約50機ぐらいは飛び交うのではないかと、ここに実際何機来るか

わかりませんが、それぐらいの大がかりな訓練をもう既にやっています。日本に今現在

何機のオスプレイがあるか私も把握していませんが、少なくとも2016年に４機購入して

いるはずです。約447億円。だから日本もオスプレイを持っています。 

  それから、沖縄でもう何回も何回も事故があって、落ちたりとか小学校で危ない思い

をしたとかそういうことが、本当に危険なオスプレイの実態が明らかになっています。

欠陥だらけのオスプレイです。そのオスプレイが実際に道内で訓練をして、矢臼別に移

動したりするときに落ちないという保証もありませんし、一番心配するのは、ここの意

見書に書いてありますように、安全管理を徹底してほしいと、それから飛行ルートを明

らかにしてほしいと、もちろん酪農地帯ですので酪農業にも影響がありますが、かなり

低空だといいますので、学校近辺、病院近辺、本当に大丈夫なんだろうかと、そのこと

を配慮してほしいという意見書になっていますので、これは私からいえば、町民の生活
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や暮らしとかを考えれば、いろいろ経済も含めてなんですが、私自身は町民の中ではそ

れほど反対する声はないだろうと思っています。 

  大きい政治レベルで考えれば本当にいろんな意見がありますので、日米共同訓練がど

うなのかとか、安保条約がどうなのかと、抑止力がどうなのかという、それは確かにい

ろんな意見がありますが、町民の生活を守るためと考えれば、私は全然問題ない意見書

だと考えております。 

  以上で賛成といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する反対の討論を行います。 

  ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 反対の立場で討論させていただきます。 

  先ほど来いろいろな方々のお話が出ておりますけれども、まずオスプレイということ

が出ていますけれども、飛来はないということなので、その点についてオスプレイ云々

ということがまず違うんじゃないかというのが１点。 

  あと、先ほど来何人か申し上げていますけれども、非常にデリケートな問題でもあり

ますし、少し時間をかけて論議した中でやるべきだというふうに思いますので、本案に

関しては反対ということで討論申し上げます。 

○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。 

（発言する声なし） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、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） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論がありませんので、これをもって意見書案第９号に

対する討論を終結いたします。 

  これより意見書案第９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９号は原案のとおり可決されました。 
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 ────────────────────────────────────── 

◎議案第７８号及び議案第７９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第７、議案第78号工事請負契約の変更について、日程第８、

議案第79号工事請負契約の変更について、以上２件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 ただいま上程されました議案第78号及び議案第79号工事請負契約の

変更について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  このたび議決を求めます工事請負契約の変更は、令和元年５月９日に議決をいただき

ました上士幌町道の駅外構整備工事及び上士幌町道の駅外構整備附帯工事であります。 

  初めに、議案第78号上士幌町道の駅外構整備工事についてご説明いたします。別紙、

議案第78号関係資料をご参照願います。 

  契約変更の理由でありますが、駐車場等の路盤工に再生骨材の使用を予定しておりま

したが、用意できないことが判明したため、切り込み砂利に変更することや、インター

ロッキングブロックをカラー舗装及びアスファルト舗装に変更し、令和２年度の施工に

変更したことにより減額となったものであります。工事請負契約の変更内容であります

が、契約金額について1,359万6,000円減額し、１億476万4,000円とするものであります。 

  次に、議案第79号の上士幌町道の駅外構整備附帯工事についてご説明いたします。別

紙、議案第79号関係資料をご参照願います。 

  契約変更の理由でありますが、歩道の路盤工に再生骨材の使用を予定しておりました

が、用意できないことが判明したため、切り込み砂利に変更することによる減額や、立

ち入り防止柵、メッシュフェンス入り口、電線の地下埋設、緩衝保護材等を新設するこ

とにより増額となったものであります。工事請負契約の変更内容でありますが、契約金

額について88万円減額し、8,382万円とするものであります。 

  以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。ご審議の上、ご可決い

ただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより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78号に対する討論を行います。討論ありますか。 
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（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第78号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第78号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第79号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第79号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第79号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第８０号及び議案第８１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第９、議案第80号財産の取得について、日程第10議案第81

号財産の取得について、以上２件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 ただいま上程されました議案第80号及び議案第81号財産の取得

について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  このたび議決を求める財産の取得については、来年５月にオープン予定の上士幌町道

の駅で使用する備品を購入するものであります。 

  初めに、議案第80号についてご説明いたします。 

  道の駅において、物産販売やカフェレストラン、テイクアウト販売に使用する券売機、

ＰＯＳレジシステム一式を購入するものであります。財産の種類は備品（物品）でござ

います。財産の内容は、上士幌町道の駅券売機、ＰＯＳレジシステム一式でございます。

取得金額は3,575万円、取得の相手方は、帯広市西15条南28丁目１番地８、株式会社曽

我、代表取締役曽我浩昌氏であります。 

  なお、見積もり合わせにつきましては、令和元年12月９日午後１時30分に、３業者の



－98－ 

参加により執行いたしました。 

  予定価格は3,643万7,500円で、落札率は98.1％となっております。 

  納入期限につきましては、令和２年３月30日としております。 

  次に、議案第81号についてご説明いたします。 

  道の駅において、カフェレストランに使用する厨房機器等一式を購入するものであり

ます。財産の種類は備品（物品）でございます。財産の内容は、上士幌町道の駅厨房機

器等一式でございます。取得金額は1,368万4,000円で、取得の相手方は帯広市西４条南

28丁目２番地５、北沢産業株式会社帯広営業所、所長渡辺宏基氏であります。 

  なお、見積もり合わせにつきましては、令和元年12月９日午後１時30分に、３業者の

参加により執行いたしました。 

  予定価格は1,625万8,000円で、落札率は84.2％となっております。 

  また、納入期限は令和２年３月30日としております。 

  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） 道の駅に係る備品の全体的な状況を質問したいと思うんですが、

当初予算に約3,000万と、それから９月補正で8,700万ほど補正いたしまして、約１億

1,775万円ですか、予算を組んでいると思うんですが、今回はレジの関係と、それから

備品の関係なんですが、そのほかの状況について、議会にかけなくてもあるものはある

かもしれませんが、道の駅に係る備品の購入状況について質問したいと思います。 

  あと、今回また補正が出ますが、それはまた別として、今回の１億円ほどの備品の購

入状況について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 今回の部分につきましては、９月議会で補正をさせていただい

た分でございます。ただいま上程させていただいている備品のほかに、現在執行してい

るものは、３つの事業について執行させていただいております。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） ３つの事業というのは、全体的に予算の項目が分かれますので、

全体的なこれは多分来年の３月末までには購入するんだろうと思うんですが、その辺の

状況について、執行残ということはないと思うんですが、３つの事業というのは３つの
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大枠に分けた事業という意味なのか、その辺のことを説明していただいて、結構金額が

張るものですからどんなふうになっているのかと、先ほど98.1％の予算とか、次は84と

かになっていますので、業者に見積もり合わせをした後の結果については、結構予算的

に安いといいますか、なったりとかしていますけれども、その辺の状況についてどうな

のかと、全体的なことを質問いたしましたが、答弁お願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） それでは、ちょっと資料を今調べる間、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０３分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１１時１５分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 申しわけございませんでした。 

  先ほどのご質問で、基本的なスケジュール的なことということのお話でございました。

今現在建築工事を進めておりまして、それに伴う備品等の設置等をしていかなきゃいけ

ないというような形で、その建築の状況に合わせまして見積もり合わせを実施してきて

いるところでございます。今回ご提案していただきました案件のほかに、また来週も見

積もり合わせを行いまして、最終的には来年１月には発注を終わらせたいというふうに

考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、質疑ありますか。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） ちょっと確認したい部分等を含めて、このレジシステムの方

法の部分、ちょっと確認したいと思うんですけれども、このＰＯＳレジシステムという

部分について、これについては非常に今近代的なレジの関係で、どのような品物をどの

ような人がどのような形とか、非常に情報を一元化できるシステムですから、当然この

時代ですから導入したというふうに認識しております。ただ、今回同じ会社がこれから

指定管理者になるかどうかは別にしましても、ナイタイテラスと道の駅との連携、これ

はこのシステムの中で対応できるかどうか、それによってどのような売価、それからこ

れから品物の戦略、人的な配置、それから顧客のニーズに合わせた行動、そんなことが

このシステムというのは優秀なシステムになっているかというふうに思いますので、こ
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のちょっと確認、まず１点目にしたいと思います。 

○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 ＰＯＳレジシステムにつきましては、ただいま議員のほうから

もあったとおり、現在一般的にバーコードで読んで、いわゆる仕入れと在庫がわかるよ

うな形のシステムになるというものでございます。今回レジシステムの中で、物販のと

ころに置くわけでございますけれども、そこについてはセミレジ方式ということで、町

内のお店でも１件導入しているところがありますけれども、レジスタッフが現金をいじ

らないでお客様がそこでレジの精算をしていただくというものを今導入しようとしてお

ります。ナイタイテラスとのデータということでございますけれども、あちらはあちら

でそういうシステムの中でやるんですけれども、そのデータを落としまして、それを一

括で管理していくというような考えでおります。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） ちょっと十分認識できなかったんですが、いわゆるクラウド

型の本部システム的な部分で、ナイタイのデータとそれから道の駅のデータ、またはそ

ういうことが一元化して管理できる仕組みになっているのか、ちょっと確認したかった

部分もあります。これの確認をちょっとお願いしたいと思います。それによってやはり

観光的な部分等を含めてとか、いろんな人たちが来ているという部分等を含めてとか、

人的な判断もできるようなシステムぐらいの値段かなというふうに、価格から見て、ち

ょっとわからないんですけれども、やはりこれから近未来的な部分でいくと、このシス

テムというのはやっぱり次世代に対応できるシステムだというふうに認識していますけ

れども、ここら辺ちょっともう一回確認させてください。クラウド型になっているか、

一体型になっているか、ちょっと確認したいと思います。 

○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 今回導入するものにつきましては、クラウド化になっておりま

す。それで、ご質問のナイタイテラスのほうということでございますけれども、そのデ

ータがそれぞれでございまして、それを一緒にということが自動的にはなっていないと

いうことでございます。ただ、そのデータを読み込んで一緒に管理することが可能にな

ったということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 券売機等を含めて非常に高額な備品だなと思いますけれども、

基本的に耐用年数等を含めて、それからこれからの部分についても、かなり改善された

り改良されているなという部分はありますけれども、できれば一体化しながらこれから
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そういうシステムを連携できるんじゃないかと思ったりしていますから、そんなことを

含めて、備品全般の問題ですけれども、後年時の更新時の財政負担、これは町が対応す

るのか、もしくはテナント、それかもしくは指定管理者等が対応するのか、ここら辺を

ちょっと確認できればと思います。 

○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 今後の更新ということでございますけれども、指定管理者とは

この物品等につきまして協定を結ぶこととしております。その中で、備品の一覧という

のをつけまして、それぞれ次回の更新についてどういう形にするかということで、その

協定の中で明らかにしていくというような形にしたいと思いますが、基本的には協定の

中で協議しながらという形になろうかと思いますけれども、その協定の部分につきまし

ては、また議会の皆様のほうにご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80号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第80号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第80号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第81号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第81号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第81号は原案のとおり可決されました。 

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



－102－ 

◎議案第８２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82号公の施設に係る指定管理者の指定につい

てを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 ただいま上程されました議案第82号公の施設に係る指定管理者

の指定について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  公の施設に係る指定管理者の指定につきましては、上士幌町公の施設に係る指定管理

者の指定手続等に関する条例に基づき、上士幌町道の駅を当該条例及び規則に基づき指

定管理者に指定したいので、地方自治法第244条の２第６項の規定により議会の議決を

求めるものであります。 

  １、指定管理者の名称は、株式会社ｋａｒｃｈです。 

  ２、管理を行わせる施設の名称及び所在地は、道の駅かみしほろ、河東郡上士幌町字

上士幌東３線225番地及び227番地でございます。 

  ３、管理を行わせる期間は、令和２年４月１日から令和５年３月31日まででございま

す。 

  ４、管理業務の範囲につきましては、ここに記載の７点でございます。 

  続きまして、お手元の資料の議案第82号関係をご参照願います。 

  １ページ目は、上士幌町道の駅の指定管理者の選定に至る経過であります。 

  令和元年10月10日に開催されました第１回指定管理者選定委員会におきまして、審査

の結果、これまでの経過を踏まえ、公募によらず株式会社ｋａｒｃｈが候補者として選

定されたものであります。 

  10月10日に株式会社ｋａｒｃｈに対し、町の考え方の説明と関係書類の提出について

依頼を行い、11月11日に申込書及び事業計画書など、必要書類一式の提出がありました。 

  ２ページになります。11月21日に第２回の選定委員会が開催され、管理業務の計画書、

管理に係る収支計画書などを審査の結果、内容について承認されております。 

  11月27日に町長へ選定委員会の結果を報告し、株式会社ｋａｒｃｈを指定管理者の候

補者として選定したところであります。 

  なお、指定管理者選定を公募によらない方式とした理由につきましては、本日配付さ

せていただきました資料の議案第82号関係２のとおりであります。 

  ３ページ以降は、選定委員会における審査資料であります。株式会社ｋａｒｃｈから

提出されました事業計画書より抜粋をしております。 
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  ３ページ目に施設の管理に関する基本方針、４ページ目に事業計画、自主事業につい

て記載されております。 

  ５ページは管理に係る３年間の収支計画書の総括表、６ページは収支計画書の内訳書

でございます。説明については省略させていただきます。 

  以上、議案第82号公の施設に係る指定管理者の指定について、その内容と提案理由に

ついてご説明申し上げました。ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第82号について質

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） 全体的な指定管理料についての説明は資料を見させてもらって

大体把握したんですが、３年間の計画ですので、その中で３年間、４年後も含めて経営

的な収支の見込みはどうなっていくのかという点について質問したいと思います。指定

管理料は３年間、７対３で分けると、それから項目が違いますので、施設の管理と事業

関係とあるんですが、その中の例えば人件費分というのは、ここに自主事業の中に人件

費分は含まれていくんですが、それが３年間で例えば社員が何人というときに、協力隊

員なり町の派遣されている方が年度で多分抜けていく可能性があるので、その辺につい

ての全体的な事業収支についてどんなふうに把握しているのか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 収支につきましては、資料の５ページ目にございますけれども、

（３）の業務総体の収支ということで、令和２年度1,044万ほどから一応３カ年間黒字

の見通しでございます。 

  あと、スタッフの関係でございますけれども、今お話をいただいた地域おこし協力隊

等につきましては、一応期限がございますので、地域おこし協力隊につきましては、期

限後はできればこの会社において採用いただければというふうに考えているところでご

ざいます。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） そうしますと、人件費の中に含まれているのかわかりませんが、

町が派遣している職員については町が負担していますので、人件費分としては出てこな

いんですが、３年間の中では令和４年までは黒字でいくと、その後についてはもちろん

人件費もありますので、収支からいくとかなり厳しく見ていると思うんですが、その辺

について、その後についても令和４年、その時期、２回目の管理指定も出てくると思う
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んですが、その辺についても人的な支援を行っていくのかどうかと、できれば指定管理

の分の２つ分けたほうの上のほうは、ゼロに近づけていきたいというのはわかるんです

が、全体的にやっぱり人件費も含めた形で独立していって、きちんと営業できるのが一

番望ましいのかなと思って、その辺について、人件費的な派遣についてどこまでやって

いく考えなのか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 収支につきましては、今議員からご指摘のとおり、自主的に運

営していただくということが原則ではございますけれども、地域おこし協力隊なり町か

らの今の研修派遣の部分につきましては、それぞれ今立ち上がって、これからこの道の

駅については運営がまだ始まっておりませんので、その状況を見ながら町の支援のあり

方については検討してまいりたいと思いますし、原則的には会社のほうで行っていただ

くというのが考え方でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、ありますか。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 若干お聞きしておきたい点です。 

  まず、この大きな事業を始めるに当たって、業者を指定する時期がちょっと短かった

のかなと思うんです、指定業者を指名する場合。ですから、もしこれが公募だったら、

きっと間に合わない可能性が多分にあったりという部分が、ちょっと心配されるのは人

的な確保、営業するためにやっぱりサービス業という部分がメーンになると思いますの

で、人材的な確保と、それから業務の経理的な部分の人材確保とか、非常に５月のオー

プンまで半年もうあるかないか、これからそういう意味では計画をしている役場の担当

課も大変だと思いますし、これから運営しようとしているｋａｒｃｈも大変だと思いま

すけれども、まずちょっとこの辺、指定期間がイメージ的にこれでいいということはち

ょっと僕も断定できないんですけれども、ちょっと短過ぎたという理由が何かあれば教

えてほしいなと思います。 

○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 短過ぎたというご意見でございますけれども、これまでも指定

管理の部分につきましては、現在ナイタイ高原牧場とナイタイテラス、この２件でござ

います。その前につきましては、それぞれ福祉的な施設も指定管理を行ってきていると

ころでございます。今回のナイタイテラスの際もそうでございますが、道の駅につきま

しても追加資料で本日配付させていただきましたけれども、このナイタイテラス、道の

駅につきましては、その運営につきまして運営法人を立ち上げていくと、ＤＭＯ機能を
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持ったというような形で進んできているところでございます。その際、それぞれ住民の

皆様による委員会を設定しまして、その法人の検討委員会等を行ってまいっているとこ

ろでございます。それらの経過を受けて、町民説明会におきましては、ナイタイテラス、

道の駅の事業収支を含めまして、運営状況がどうなるかというご心配に対してご説明を

してきているという経過がございますので、議員のご指摘ももっともな部分もございま

すけれども、一応そういう動きの中で本日のご提案に至っているということでご理解い

ただければと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） そういうことを含めて、ちょっと収支の部分で３年間、まだ

事業が始まっていない中で収支をつくるというのは、収入と支出のバランス、非常にこ

う難儀した資料かなというふうに僕は認識しています。 

  そんなところで、ちょっと１点だけ確認させてもらいたいのが、役員報酬を各年で

600万、３年間で1,800万、指定管理の中に蓄えているんですけれども、ここしかちょっ

と僕見ていないので申しわけないんですけれども、きっとこのｋａｒｃｈは、ナイタイ

テラスの運営、それから地域電力会社等を含めて、これからいろんな意味で事業展開と

いう当初の目標があったと思うんですけれども、この役員については基本的に常駐して

対応する役員か、それかもしくはそういうことで、役員の場合はいろんな事業全体の中

での報酬になるんじゃないかなという認識もしているんですけれども、今回は役員報酬

600万という数字がここに押さえられていますけれども、将来事業がいろいろ展開した

場合については、ナイタイテラスの部分からもやっぱりこう役員報酬が出るのが一般的

かと思いますし、また、この役員の業務体制ですけれども、常勤になるのか、そこら辺

も含めてちょっと確認したいと思います。 

  それと、一般的に道の駅については、駅長という形で結構配置している道の駅が多い

と思うんですけれども、そこら辺の駅長とかそういう形の、身分は別にしましても、そ

ういう考え方はあるのかどうか、ちょっと確認したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 事業計画収支のほうの自主事業の欄でございますけれども、そ

この役員報酬の部分につきましては、今議員からありましたとおり、それぞれの事業を

この道の駅を含めてｋａｒｃｈのほうでは行っていると、またいくということでござい

ます。したがいまして、それらの報酬につきましては、やっぱり会社が第一義的に決め

る形になろうかと思いますけれども、トータルの中で出すべき報酬を決定されていくと

いうふうに考えておりますが、現状この自主事業分については600万を置いているとい
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うふうに町は理解をしているところでございます。 

  なお、役員は常勤かにつきましては、週５日というような勤務体系になるかどうかと

いう部分につきましては、週に何日かというような形になろうかというふうにお伺いを

しているところでございます。 

  ２点目の駅長でございますけれども、今のところそこのまだ検討はしていないところ

でございまして、この指定管理が決定されてから、またそういうような議論をしてまい

りたいというふうに思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第82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。ありますか。 

（発言する声なし） 

○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） 指定管理者の指定に関する賛成討論をしたいなと思います。 

  今課長のほうから、僕のちょっと疑問になっている部分を少しずつ回答いただきまし

たので、そのことも含めて賛成という形で考えておりますが、指定管理者制度は、公の

施設について民間事業者等の能力や経験を活用することにより、住民サービスを向上さ

せるとともに、公募による指定管理者の選定など、競争を導入することで経費の節減を

図り、効果的かつ効率的な管理運営を目指すことを目的として、自治法改正により導入

されたものです。 

  上士幌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例には、町長は第２条で

公募を原則として選定する、第５条で公募によらない指定管理者を選定することができ

るとしています。先に町が主体となり、民間事業者の出資を含め、株式会社観光地域商

社を平成30年に立ち上げ、その主な事業計画については、ナイタイ高原牧場レストハウ

ス、道の駅の拠点施設の運営、旅行業、体験型観光、宿泊業、商品開発、観光基本計画

なり戦略の策定、ＤＭＯ候補法人の登録、電力小売業等を示され、稼ぐ観光商社として

ＤＭＯ登録を目指すとして実現されてきたところです。 

  このような背景から、町などが立ち上げた当該法人に対し、この法人の設立目的とそ

の設置目的等が密接不可分である施設や、法人等の役割と施設の設置目的、機能の全部



－107－ 

または一部が合致する施設であれば、当該法人等が管理運営を行うことにより、安定的、

効果的な施設運営が期待できるところであります。当該法人がこのような要件を踏まえ

ておれば、第５条の指定管理者としての指定要件となり得るものと理解ができるところ

です。 

  このような背景から、当該法人が先に運営が開始されたナイタイテラスに係る指定管

理者の指定となったものと理解しているところであります。そのような経過を踏まえ、

町として道の駅の施設に係る建設段階から株式会社ｋａｒｃｈを指定管理者候補として

想定し、指定してきたものであり、町議会においてもその流れを理解し、指定の議決を

行ってきたものと思います。 

  このたびの指定管理者として指定の提案がされたこの法人としては、会社設立後日が

浅いことなどから、会社としての運営や計画の実行の成果については、まだ明確な成果

が見られないところであるなと感じております。しかし、まちづくりとしての行政では

取り組めない課題を進める機能も必要なことから、町が当該法人の設立の目的において

示した管理運営を実施する法人とすることも、当面は必要な選択肢の一つとなると考え

ます。 

  当面は指定された場合、指定管理者の必死の努力により、道の駅の管理運営はもちろ

んのこと、株式会社設立の経過とその期待を持たれている法人として、町の取り組みに

係る趣旨を理解し、当初計画の目標の達成に向かい進んでいくべきと期待するところで

す。その上で、町として町民の理解を常に求めながら、町は当該法人に対する財政負担

の改正に向けての努力を忘れず、当該法人が一日でも早期に自主自走ができるまで町の

支援に係る法人の具体性や効果目標を定め、速やかに町民に示した中で効果的な支援を

行う姿勢が必要と考えます。 

  その上で、指定管理者はその特性や強みを生かし、効果的で効率的な運営を目指し、

町民の不安などを解消できる経営の確立と町民の満足の一層の向上につながるものとな

るよう、努力が必要です。そのために、町は公平公正で客観的な指定管理者に対する審

査の仕組みが求められます。ぜひ町においては、指定管理者に係る成果検討委員会やモ

ニタリングなどの審査機能の導入により、その運営、管理の成果と課題などの内容を毎

年度ごとに明確にし、町民に対して管理及び運営状況の内容を公表する透明さも必要で

はないかと考えるところであります。 

  今後、さらなる新たな道の駅が近隣町村に設置されるなど、圏域における道の駅自身

の競争力が求められる環境がある中、稼ぐ観光商社として町民の不安を解消し、町民の

地域づくりの拠点の役割に関する期待をしっかり前提に、道の駅の指定管理者として株
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式会社ｋａｒｃｈの指定について、賛成の討論といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する反対の討論を行います。 

（発言する声なし） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、賛成の討論を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論ありませんか。 

（発言する声なし） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論がありませんので、これをもって議案第82号に対す

る討論を終結いたします。 

  これより議案第82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、議案第82号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第８３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83号令和元年度上士幌町一般会計補正予算

（第７号）を議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第83号の提案理由と内容についてご説

明を申し上げます。 

  このたびの補正予算につきましては、一般会計について補正を行うものでございます。 

  補正総額は２億3,953万8,000円の追加補正でございます。補正後の予算規模は、一般

会計と５特別会計の総額で121億8,505万円となります。 

  それでは、内容を申し上げます。 

  議案第83号一般会計補正予算（第７号）でございます。 

  １ページをごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２億3,953万8,000円を追加し、総
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額を103億2,627万3,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２

ページ、第１表のとおりでございます。 

  第２条では、債務負担行為補正といたしまして、３ページ、第２表にありますとおり、

旧士幌線第三音更川橋梁補修事業、限度額9,843万9,000円を追加いたします。 

  また、第３条では、３ページの第３表にありますとおり、地方債補正といたしまして、

過疎対策事業の限度額を12億9,470万円から14億9,470万円に変更するものでございます。 

  歳出の追加補正の内容につきましては、款農林水産業費の育成預託センター支援事業

として２億円、款商工費の産業振興対策経費として1,573万6,000円、同じく道の駅整備

事業として2,380万2,000円となってございます。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  以上、一般会計の補正内容についてご提案を申し上げました。よろしくご審議を賜り、

ご承認くださいますようお願い申し上げます。 

○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83号の質疑を行

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83号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論、採決を行います。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83号の採決を行います。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第83号は原案のとおり可決されました。 

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

◎監報告第５号及び監報告第６号の上程、報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第13、監報告第５号例月出納検査報告について、日程第14、

監報告第６号定期監査報告について、以上２件を一括して議題といたします。 

  報告書の朗読を省略し、直ちに代表監査委員より報告の説明を求めます。 

  根本広実代表監査委員。 

○根本広実代表監査委員 初めに、監報告第５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。 
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  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。 

  今回の報告につきましては、令和元年９月分、10月分、11月分の例月出納検査結果を

報告するものでございます。 

  検査の対象は、一般会計及び５特別会計の現金の出納状況でございます。 

  提出されました各会計、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、係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。 

  次に、監報告第６号定期監査報告について、その結果を報告申し上げます。 

  定期監査につきましては、地方自治法第199条第９項の規定により結果を報告するも

のでございます。 

  監査の実施概要ですが、今回につきましては、定期監査といたしまして公共工事を対

象に実施いたしました。 

  監査日時、監査対象等は報告書に記載のとおりでございます。 

  監査に当たっては、適法で正確かつ効率的に執行されているかについて書類監査を行

いました。 

  また、事業内容等については、あらかじめ総務課、農林課、建設課から書類の提出を

いただきまして、担当課長及び担当主査等から説明を受けるとともに、職員の協力によ

りまして実地調査を行いました。 

  定期監査の総合意見といたしましては、予算執行状況及び財務に関する事務について、

関係規定、契約等に基づき適正に執行されており、特別指摘すべき点はありませんでし

た。 

  今後におきましても、公共工事の適正な執行をお願いし、定期監査の結果報告といた

します。 

  以上、監報告第５号及び第６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お願いいたします。 

  以上で、監報告第５号から監報告第６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 
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○議長（杉山幸昭議長） 日程第15、閉会中の継続調査の申出についてを議題といたしま

す。 

  各委員会の委員長から、会議規則第75条の規定により、お手元に配付の申出書のとお

り、閉会中の所管事務調査の申し出がございます。 

  お諮りいたします。 

  各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査はこれを承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査はこれを承認することに

決定いたしました。 

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

◎閉会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上をもって、本定例会の会議に付された案件の審議は全て終

了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  令和元年第６回上士幌町議会定例会を閉会したいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  今定例会が12月４日から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６回上士幌町議会定例会を閉会いたします。 

（午前１１時５５分） 

 



－113－ 
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