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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２年第１回上士幌町議会定例会を開会いた

します。 

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

ております。 

（午前１０時００分） 

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

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

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

◎議会運営委員会の報告 

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

  議会運営委員長、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申し上げます。 

  議会運営委員会は、２月25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、説明員に副町長の出席を求めて委員会を開催し、議事運営及び議案

の審議方法等について審議いたしました。 

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

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

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

  １点目は、日程第７、議案第１号から日程第12、議案第６号までの令和元年度上士幌

町一般会計補正予算（第８号）並びに５特別会計補正予算は関連がありますので、６会

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

行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  ２点目は、日程第13、議案第７号は、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22、議案第16号から日程第27、議案第21号までの令和２年度各会計

当初予算は、議長を除く議員全員による予算審査特別委員会を設置し、これに付託して

審査を行うことといたしますので、当初予算案に対する質疑は大綱的な質疑にとどめる

ようご協力をお願いいたします。 
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  また、予算審査特別委員会の委員長及び副委員長は、あらかじめ議会運営委員会にお

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

ので、ご承知おきをお願いいたします。 

  以上をもって議会運営委員会の議事運営の報告を終わります。 

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

◎会議録署名議員の指名 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

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

員、５番、早坂清光議員を指名いたします。 

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

◎会期の決定について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から３月19日までの17日間といたしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から３月19日までの17日間と決定いたしました。 

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

知願います。 

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

◎諸般の報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  お手元に、令和元年12月１日から令和２年２月29日までの議会の諸会議等について報

告書を配付しております。内容等の朗読は省略いたします。 

  以上が諸般の報告であります。 

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

いたします。 

  これをもって諸般の報告を終わります。 

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

◎行政報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第４、行政報告を議題とします。 
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  説明員より報告の説明を求めます。 

  竹中町長。 

○竹中 貢町長 新型コロナウイルス感染症への対応についてご報告申し上げます。 

  昨年末に、中国武漢市を発端とした新型コロナウイルスは世界各地で感染が広がり、

世界全体の感染者数は８万8,000人を超えております。 

  日本国内においても、１月15日に最初の感染が確認され、以降、全国に感染の広がり

を見せているところであり、北海道においても１月28日に最初の感染が確認されて以降、

３月２日現在で77人まで感染が拡大し、十勝管内においても２月27日に初の感染が確認

されたところであります。北海道においては、急速に拡大する感染者が全国最多となる

ことから、２月28日、北海道知事は緊急事態宣言を発表したところであります。 

  こうした状況から、新型コロナウイルスの感染対策は、水際対策から蔓延期へフェー

ズが移行しているとの認識の下で、ここ一、二週間が、感染拡大防止に極めて重要であ

るとし、国や北海道において様々な対策が講じられており、町に対しても、小・中学校

の臨時休業など要請がなされているところであります。 

  この間、町の対応といたしましては、国内での感染拡大を受け２月21日に、庁内ＬＡ

Ｎを通じて職員間の情報共有を図るとともに、２月25日に、町民に対しチラシの全戸配

布や、町ホームページ、ＳＮＳを通じて情報提供を行ってきたところであります。また、

２月27日に、新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、上士幌町新型インフルエン

ザ等対策本部を設置し、情報共有と発生時の対策についての確認及び今後の対応につい

て決定してきたところであります。 

  今後も、引き続き町民の皆様の安全・安心の確保のため情報を収集し、適時適切に

様々な対策を行ってまいります。 

  詳細につきましては総務課長から報告させます。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 別紙１をご参照願います。 

  町の対応といたしましては、２月27日に上士幌町新型インフルエンザ等対策本部を開

催し、２月25日に決定された国の新型コロナウイルス感染症対策の基本方針や、翌26日

の、ここ一、二週間が感染拡大防止に極めて重要であり今後２週間の大規模イベント等

の自粛を要請するといった首相発言を受け、町主催のイベントや会議の中止、または延

期。山村開発センターや生涯学習センターなど公共施設の利用者に対しては、利用自粛

を要請するとともに、高齢者に対する正確な情報提供など対策を講じてきたところです。 

  また、町内の小・中学校におきましては、北海道知事からの要請により、２月27日か
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ら３月４日までの間、臨時休業を決定しましたが、２月28日に、国からの、全国全ての

小・中学校や高校などについて春休みに入るまで臨時休業にするとの要請により、春休

みまで臨時休業することを決定したところです。併せて、学童保育所につきましては３

月７日まで休所し、認定こども園については、幼稚園部門について３月７日まで休園す

るとともに、保育所部門については、家庭で子供を見ることができる家庭については登

園を自粛するようお願いをしているところです。また、事業主に対しましても、緊急事

態を鑑み、お子様を持つ職員に対してご配慮賜りますようお願いをしたところです。 

  行政内部の対応については、職員の健康状態の把握に努め、基本的な感染症予防対策

である、うがい、手洗い、せきエチケットの徹底、各施設へのアルコール消毒液の設置、

窓口職員のマスク着用、不要不急の外出や出張を控えること。また、職員が感染もしく

は感染が疑われる場合の対応。さらには、業務体制の維持や、指揮命令系統の確認等に

ついて、適切に対処するよう指示をしたところです。 

  新型コロナウイルスの感染拡大は予断を許さない状況が続いておりますことから、町

民の皆様の安全と安心を確保するため、引き続き情報を収集し、適時適切な対応を図っ

てまいります。 

  以上です。 

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

疑ありますか。 

  ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） 以前にもちょっと説明受けましたけれども、２月25日が町の広

報の定期の発送日ということで、それに合わせてチラシ配布をしたということですけれ

ども、近年、町内会に加入をされていない世帯もかなりあるのではないかというふうに

思うのですが、このときに配布したものというのは、町内会等に未加入のところにも渡

るような状況で配布をお願いしているのかどうかということを１点お聞きしたいのと、

それから、農村部等では、非常に戸数は限られていますけれども、それぞれ世帯の距離

が離れているというようなことで、配布が、場所によっては１週間近くかかっておるよ

うなところもあるのではないかというふうに思いますけれども、そういう部分のそうい

うこともあるというふうに思っていますが、今回のような緊急事態ということでは、早

期に配布をしてもらうということが必要だというふうに思っているのですが、それらの

部分で、それをカバーするというようなことで、何らかのそういう周知の対応をされて

いるのかということについて、まずお伺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。 
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○尾形昌彦保健福祉課長 町内会に加入されていない、特に若い世帯の方だとかがいらっ

しゃるということでございますけれども、通常の広報の配布に関しましては通常の取扱

いをさせていただきまして、基本的には加入者である……町内会によって、ちょっとそ

のお取扱いが若干違うということもお聞きしていますけれども、通常の取扱いをさせて

いただいて、早急に皆さんのほうに周知できるような形をさせていただいたという形で

ございます。 

  また、農村部の部分につきましては、今お話しされたちょっと遅い配布のタイミング

もあるというお話をいただきまして、農協さんのほうにファクスを通じて周知をさせて

いただいたということで、いろいろご助言をいただきましてそういう対応をさせていた

だいたという状況になってございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） こうした緊急事態のときには、やはり広く皆さんに周知できる

ような対応を今後とも検討をしていくべきだというふうに思いますので、ここに向けて

そうしていただきたいことと、１回周知をしたからそれでいいのだということではなく

て、重ねてまた周知をしていくようなことも必要ではないかというふうに思いますので、

そのような対応をしていただきたいというふうに思います。 

  それから、高齢者世帯、高齢者お二人なり単身の世帯に対してお手紙を送りましたと

いうことでの資料がついているのですけれども、そんな中で、37.5度以上の熱があった

りなんかした場合は帯広保健所のほうに相談してくださいということなり、何か困り事

があれば、町の健康増進センター、あるいは地域包括支援センターのほうにご相談くだ

さいということになっているのですが、町の中では、ホームセンターに行ってもマスク

が全くないというような状況に、いつ入荷するか分からないというような状況になって

いまして、また、いろいろなデマ情報があって、トイレットペーパーやティッシュペー

パーがなくなるというようなことの話になっていて、実際に私も昨日ホームセンター等

へ行ってみましたら、全くもう在庫がないような状態の状況になっています。 

  そんなことで、非常にデマ情報とは言いつつも心配される方なり買っていらっしゃる

方を見ると、私も買っておこうかなというようなことで、そういう不安がやはり、高齢

者だけではないかもしれませんけれども、多くの皆さんにそういう気持ちが広がってい

るのだと思います。そういう部分では、そういう不安を解消するというようなことはで

きませんけれども、不安を和らげるというようなことの部分では、やはり高齢者の２人

世帯だとか単身者世帯には親切丁寧な対応をしなければならないというふうに思うので

すけれども、そういう意味で、こういう時代だからなかなか自宅を訪問するということ
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も難しいというようなこともあるのかもしれませんけれども、相談があったら電話くだ

さいということだけではなくて、やはり、特に１人世帯なんかについては何らかの連絡

を、何日かに１回でも取るような方策を検討すべきではないかと思うのですが、その辺

についてはいかがでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 マスクが買えないだとかトイレットペーパーがお店のほうで消

えつつあるという部分については、非常に国も、特にトイレットペーパーについては、

なくなることはないということも言っていますし、マスクについても、今、国を挙げて

増産の指示をして、間もなく市場のほうでは供給量が満たされるような流れにあるので

はないかなというふうに捉えているところでございます。 

  また、町のほうの備蓄も、ある程度、２万枚程度ございますけれども、この備蓄につ

いては、基本的には拡大防止のほうに重点を上げていきたいなと。 

  もう一つは、重症者になりやすいような弱者のいる介護施設ですとか、あとは病院関

係、そちらのほうを重点に対応を進めていくことが必要ではないかなという認識の下で

おります。 

  あと、１人世帯への対応の検討なのですけれども、今回、70歳以上の単身及び夫婦世

帯の方に、別途、郵送でチラシのほうを配らさせていただきました。また併せて、民生

委員等につきましては、やはり、なるべく感染を防ぐという意味では面談は避けていた

だいて、通常の活動をこれまでどおり、電話等を利用してやっていただくというような

対応を進めているところでございます。 

  さらに、１人世帯への対応といたしまして、個々の状況確認等の提案でございますけ

れども、この辺につきましては、ちょっと内部のほうで検討を進めさせていただきたい

なということで考えているところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） もう一点だけ意見等を述べさせていただきます。 

  マスク２万枚程度在庫あるけれども、その分については、今すぐどうこう、配るとい

うようなことでは、全体的に配るようなことは考えていらっしゃらないと思うのですけ

れども、このマスクがないという状況なので、やはり町として、ガーゼ等でマスクの作

り方を説明するだとか指導をするだとか、そういうふうなこと、そういう希望があった

らそれらに応えていくというようなことの対応というのも必要ではないかというふうに

思うのですけれども、その辺についてはどうでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形保健福祉課長。 
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○尾形昌彦保健福祉課長 現在のところそういう指導という部分についてはインターネッ

ト等で、そういう使い方できるというようなお話が出回っておりますし、また、最近、

マスク、感染者や濃厚感染の可能性のある方でなければ、消毒すれば複数回使えますよ

というようなことも出ておりますので、そういうことをまた改めて周知等を進めてまい

りたいなというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 若干、お話聞かせていただきたいと思いますが。 

  まず、26年にこの新型インフルエンザの行動計画つくって以降、このような大きな、

これに関わる部分については初めての体験という部分等含めて、また学校についても、

これだけの長期の休業と、休学といいますか、そういう形で、今までなかった経験の、

これから町民含めて、行政共々対応していかなければならないという時代だと思ってい

ます。 

  そんな意味で、やはりきちんとした部分で、まず対策本部については、もう早速つく

っていただいたという部分でありますから、この役割の中、ちょっと、若干、まず１点

目聞きたいと思います。 

  昨今、新聞、テレビ等を含めて、一定程度の、いわゆる経済的な地域における影響、

この部分についても、きっとかなり出てくるのかな。特に我が町は、温泉地、ホテル等

含めて観光施設等ありますもので、こういう部分についても、また商店街の、また食堂

等を含めてとか、心配、人が集まるような部分等を含めての宴会とか、そういう部分で

きっと影響出ていると思いますので、きっと早急にこういう状況については、町、行政

等を含めて、商工会関係機関等含めて、情報の収集はしっかりしておかなければならん

かなと思っています。ということは、終息がいつになるかという部分についても、ちょ

っとなかなか分からないところでありますから、かなりの経済効果に影響してくるかな

と思っています。 

  現実、今日の新聞で見て、学校給食の問題での牛乳の部分については、もう、やはり

滞るのではないかとありますけれども、十勝、特にうちの町についてはよつ葉がきっと

大体受け入れる態勢があるという部分ですけれども、やはりそういう部分も、農業関係

についても、基盤産業についても、若干影響があるなという部分ですから、まずこの、

町の経済に関わる部分についてはどこの部署がどういうふうに対応していくか。まず、

これ１点確認したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 上士幌町新型インフルエンザ等対策行動計画の中に役割の分担がご
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ざいまして、産業対策部という部署がございます。商工観光課、農林課、農業委員会が

産業対策部となってございますので、そちらを中心としてそういった情報収集等の対応

はなされるというふうに計画の中で事務分掌が決まっているところでございます。 

○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、議員のほうからありました観光面、産業面というような形

でございますけれども、一応、観光面におきましては、もう既にインバウンド観光とい

うことで、延べ人数のほう、あがったと思いますけれども、このコロナウイルスの発生

に伴いまして、やはり国内の観光の皆さんの動きも止まってきているという状況にござ

います。それで、私どものほうといたしましては、糠平地域を中心に、そのキャンセル

等の状況を今把握をして調査をしてきているところでございます。 

  28日の緊急事態宣言以降、４月までにキャンセル等があった部分でございますけれど

も、延べ人数で約1,700件で、1,000万ぐらいの被害額ということで現状は押えていると

ころでございます。 

  また、商店街におきましては、指摘ありましたとおり、いわゆるこの３月の時期でご

ざいますので、それぞれ宴会等が入っているところでございますけれども、それが軒並

みキャンセルになっているということで承知をしているところでございます。 

  このコロナウイルス、この事案の終息に向けて、関係機関と連携となりがら、その後

の対策について検討を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今あったように、やはり行政は、この場合は第一線に立って、

ある程度の実態の確認と、当然、先ほどありましたように対策の推進、これについては

今確認されていったかと思います。 

  もう一つ、一番大切なのは、やはり地域の雇用の関係の補償等を含めて、こういう問

題も出てくると思いますけれども、昨日、今日、国会では参議院の議論が対応していま

すけれども、なかなか具体な部分がなかなかついてこないのかなと。地域まで来るには

少し時間かかるのかなと思っていますけれども、こういうことを含めて、やはり切実な

問題、特にこの問題については切実さを感じる問題だというふうに認識しますので、こ

の雇用の休業補償等の扱いとか、これについても早急に企業に、要請しているという文

書がありますけれども、特にこういう部分について要請しながら、なるべく拡散、クラ

スター化を防いでいくようなことが必要ではないかと思っています。 

  併せまして、きっと町民からいろいろな苦情的な部分、例えばマスクがないとかとい

うことも当然あると思いますしその他の苦情等あると思います。特に、長期休暇に対応
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している学校については、教職員の対応をどうするかというのが１つの大きな課題だと

思っています。何かあっても、やはり教職員というのは子供たちに一番重点的に北海道

が率先して、学校の小・中・高を含めて対応していますけれども、あと保育所とかにつ

いてはまだ、学童保育とかはまだ十分でないという部分ありますけれども、そういう問

題を含めて、現場で働く人たちのこの苦労という部分についても、十分な配慮をしてい

かなければならないかと思いますので、この点も含めて、何か考え方、今出せる考え方

あったら報告をお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 石王教育推進課長。 

○石王良郎教育委員会教育推進課長 今回の学校臨時休業に関わりまして、文科省、道教

委からも、その教職員の取扱いについては、いろいろ考え方はある程度は出てきていま

すが、まだ詳細がちょっと見えてきていない部分もありまして、在宅勤務、教職員の在

宅勤務という考えも一方では示されていますが、まだ具体的なものが見えてきていない

状況がありまして、これは随時、この間も臨時の校長会を４回開催をして、いろいろな

情報共有する中で、学校現場でどういうふうに対応していくかというのは随時確認して

きているところでありまして、今後も必要に応じて、随時、学校と連携を取りながら、

子供たちがこの臨時休業の中でもきちんと過ごせるような形であるとか、先生方のきち

んとした対応であるとか、そういう部分は確認をして進めていきたいと考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 前段の雇用の部分か何かの考え方は。休業補償とか雇用の、前

段の江波戸議員の、学校職員の問題は答えていただいたのですけれども。 

  竹中町長。 

○竹中 貢町長 今回の、今、ウイルスの関係の対策は日々変わってきているのですよね。 

  そういったことに柔軟に対応していかなければならないというふうに思っております

けれども、最近、ここ、昨日今日という中では、いわゆるクラスター感染ということで

のその原因の追及、さらに拡大しないためには、１つには若者の感染がかなりあると。

しかし、あまり自覚がなかったり軽症であるということから、それが高齢者等のほうに

非常に感染が広がっているという、そういったその、いわゆるしっかりした科学的な検

証に基づいたいろいろなデータが今出てきているということでありますから、改めて、

この対策の１つには、濃密な関係を、どう、それを最小限に食い止めるかというのが蔓

延化を防止するための１つの大きなテーマであると。このような印象を最近の、直近の

報道等を受けて感じております。 

  そういった意味では、特に、今、幼児や、あるいは小学生を持つ親御さん、若者の20

代、30代の年齢の方々ということでありますから、この方々が、やはり、自らも感染し
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ないし、万が一感染しているとすればそれをうつさないための対策が必要だということ

でありますので、できる限り仕事のほうも、そういった意味では、一定の期間、できる

だけ事業者の理解も得ながら休業してもらって、待機をして拡散防止に努めていくと。

こういったことが今以上に必要になってくるというふうに考えます。 

  そういった意味で、今回、こども園や、あるいは小学校も休校なり休園しております

けれども、その対象の保護者というのが、同様の、同じ世代の方々ということでありま

すから、改めて、これは事業所が、そのことによって大きな損害を被らないように、そ

してまた事業者のほうについても、事業ですから、これ大変な営業上のいろいろな課題

ありますけれども、できるだけそのことについては理解していただくということと、そ

の経済的な負担軽減を図ると。これは働く側にとっても、それから雇用する側にとって

も、両方とも、このウイルスによって大きな損害を被らないようなその対策は必要だろ

うと。これが、今、国として動いていることで、具体的に、今まで、従来の有休、年次

休暇のことは、有給年次休暇はそれはそれとしてありますけれども、有給休暇の場合の

問題、それを雇用に、事業者が、有給休暇の場合でも一定の賃金を支払うというような

動きが出てきて、従来に増してその辺の制度の充実を図っていくということであります

から、この辺のことも、事業所さんのほうにもお伝えをし、そしてまた、働いている側

についても理解を求めながら、とにかく集中して蔓延防止に努めていく必要があるなと

いうふうに思います。 

  そういった中で、町が、必要な手だてがあるとすれば並行して対応していきたいとい

うふうに考えております。まずは、国が、この10日までの間に具体的に政策を出すとい

うことでありますから、それらについての状況をつぶさに掌握しながら対策を講じてい

くということ。多分、今回のこの事案を得て、相当町民の方々、保護者の方々、高い関

心を持って対処してもらっているというふうに思っています。というのは、１つには、

休業、休校等出てから、町としては、幼稚園、こども園ですね、その辺についての、で

きるだけ自宅で面倒見ていただきたいということ。それから、学童保育については当面

休所するというお話をさせていただいておりますが、このお願いをした26日木曜日であ

りますけれども、今、おおよそ190人のこども園の園児がいますけれども、その日に休

んでいただいたのが120名ありました。70名、都合がつかなくて登園してきたというこ

とでありますけれども、そのようなことであります。翌日の金曜日については50名とい

うことで、さらに理解を深めていただいていると同時に、土曜日については２世帯であ

ったのですけれども、その２世帯も早々に子供を引き取って自宅のほうで面倒を見てい

るということであります 
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  このように、親御さんのほうも非常に関心持っていただいて、その間、親御さんのほ

うは休むという現実が出てまいっているのが大方だろうとそんなふうに思いますから、

その辺についての不安の解消は、多分、国として、緊急課題として今取り組んでいると

いうことでありますので、それらを合わせながら、保護者についてもいろいろな報道も

毎日しっかり確認されているというふうに思いますが、必要に応じながら情報提供をし

て、その辺の対策についても心配ないように国にやってもらいたいということと同時に、

町ですべきことについてはそれに合わせて対応していきたいというふうに考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） 江波戸議員いいですか。 

  ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） 配付されました別紙１の14ページに、学童保育所は３月９日か

ら開所するというふうにあります。昨日の国会論議を聞いていましても、学童保育所に

行くことによってかえって、狭いところで学童を見ることによって感染が広がるのでは

ないのかというような議論もありました。本町についてはどのように学童保育所を運営

しようとしているのかお聞きしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 学童に来ると蔓延の心配があるということです。 

  一方で、やはり働く親、どうしても預けなければいけないという保護者もいるので、

学童はこのように昨日確認し合いました。わっか全体を学童にすると。 

  そうすると、一般利用団体である陶芸の方、手芸の方、夜ミニバレーやっている方、

カラオケやっている方の活動の場所がなくなるわけなのですけれども、そういった団体

には全て連絡を取らせていただきまして、今般の事情を説明して、何とか学童全体を、

その子供たち、学童が、今、大体80名いるのですけれども、今後、来週月曜日から開所

するに当たって新たに入りたいという子供もいるだろうし、または、先ほどのこども園

同様、控えるというのがあるのですが、見通しが立たないという現状の中では、最大80

は来るという前提を考えたときには、今のあそこのスペース、大体、今40人くらいで動

いているのですが、やはり手狭になると。面積を確保した中で、わっか全体を学童の運

営にしていくということで考えております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） 次に、突然、昨日から学校が休みということで、当然給食の準

備も給食センターではしていたと思います。これも報道によりますと食品ロスのために、

その材料を住民の方に安く販売したり、あるいは、パンとかであれば児童・生徒に無料
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で配布したりというようなことがテレビで出ていました。本町についてはどのように対

応されているかお聞きしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 石王教育委員会教育推進課長。 

○石王良郎教育委員会教育推進課長 まず給食の賄い材料の発注については１週間単位で

発注しているような形でありますので、来週からの給食の分については発注をしていな

いということでそれで済むような形になりますが、現在発注しているものでキャンセル

が利くものについてはキャンセルをしていただいている。利かないものについてはその

まま受け取って、基本的にはもう廃棄という形。賞味期限とかありますから、賞味期限

の中で有効に活用できるものはもしかしたら何らかの形で活用できる可能性もあるのか

もしれないのですけれども、それ以外のものについては廃棄ということで考えて進めて

いるところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） 町長のほうから認定こども園の受入れのことについても数、具

体的なお話があったのですが、当面、認定こども園、今後どのように運営しようとして

いるのかお聞きしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 弦巻課長。 

○弦巻佳光教育委員会幼児教育課長 認定こども園の中では、大きく、幼稚園型、それか

ら保育所型のお子さんがいらっしゃいます。資料にありますように、１号型で幼稚園の

方については、現在、休所という形で通知をさせていただき、来週から、学童と併せて

来ていただくという形にはまずなっております。 

  それで、そのほかの保育所型のお子さんについては、通知、さらに連絡網を通して、

電話でもって自粛をお願いするというような形になってございます。 

  今後についても、閉所という形にはしないので、自粛という形で協力を継続してお願

いをする予定です。 

  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） 大きく３点質問したいと思います。 

  １点は、小・中学校への対応についてなのですが。 

  まず１つ目は、２月26日付の通知はペーパーで行っているのですが、急遽、３月４日

以降ですか、それについても春休み中まで休校、学校を休みにするという通知について

どのようにされたのかと。 

  それと、文書を幾ら見ても卒業式、修了式等についてどうされたのかということにつ
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いて質問したいのですが。子供たちは、当然学校にまた行くものだと思っていろいろも

のを置いてあると思うのですよ。それについてどのように子供たちに通知し、学校を通

じてどのようにこれから対処するのかということについて質問いたします。 

  それから、もう一点は、これから学童保育所、いろいろあるのですが、心のケアです

か。見たら、図書館も休みだと。今見たらね。たしかそう書いてあると思うのですが。

結構、テレビで見ていますと、図書館に行って本をいっぱい借りて見るとかいうことも

あったり、子供たちがどんなふうに過ごすのかと。そういう心のケアそのものはどんな

ふうに把握していくのか、把握されていくのか。学校には、多分先生方は、学校長を含

め何人かはいると思うので、その辺のことも考えていかないと、春休み中ずっと休みだ

と、ちょっといろいろ心配になることがあるのではないか。その点、まず学校関係質問

したいと思います。 

  それから、２点目なのですが、緊急対応に関わって勝毎の新聞見ましたら、消防署の

ほうでももう訓練したということがありますので、申し訳ない、やはり起こり得るとい

うことを前提に、そのときにパニックならないように対応すべきだと。それで、管内で

は初めて緊急の防護服を着た訓練をやったということがあります。その辺について、ど

のように意思統一しているのかと。あったときにすぐと言ったってなかなか、どこまで

マスクがどうのこうの、あと病院の関係とか含めてどんなふうに対応されたのかという

ことについて、しているのか確認いたします。 

  それと、あと、これからのことが分からないということなのですが、３月11日までは、

全ていろいろな、ふれあいプラザからわっか含めて、図書館含めて休館になっているの

ですが、その後についての対応というのは、臨機、検討しなければいけないのだろうと

思うのですが、私もどっちがいいのか、私がちょっと、町長ではないのですが迷うとこ

ろで、そんなに厳しくていいものかと思う面と、通知がいきなり、私も電話でもらった

り、自粛してこっちから断ったりしたりしているのですが、その辺をどの時点で再度検

討していくのか。12日からは、一応再開することになると思う、基本的にはですね。そ

の辺について、どの時点で把握をし徹底していくのか。あまり私も、これは、テレビで

見ていても、その関連の方々も、どうなるか分からないというのが実態ですので、どん

なふうに動くのか分からないのですが、きちんと、自分たちも含め、どうやったらいい

のかということを押えながら、あと、緊急のときにどうするかと押えながら、パニック

にならないように、それでいて、かつ、できるだけ子供は外で遊ぶとか。例えば密集地

に集まらない。そういう基本的なことをやはりしっかり押えながら、いろいろな町の会

館、イベント等についてはなかなか難しいのですが、会館の会合もやはり、ある程度見
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通し持っていったほうがいいのかなと思って質問させてもらいました。よろしくお願い

いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 石王教育委員会教育推進課長。 

○石王良郎教育委員会教育推進課長 まず、小・中学校の対応の関係についてでございま

す。 

  ３月４日以降の臨時休業の通知をどうしているかということであります。 

  まずそのことにつきましては、早急に通知をする手段として学校連絡網を通じた通知、

これの中で、マチコミメールということで、即時にメールで一斉に保護者に配信するよ

うな形も取り入れていますのでそれを活用しつつやっているということ。それとホーム

ページですね。あと、５校長のつぶやきというブログもあるのですが、そこら辺にも案

内を出すことによって、かなり多くの保護者には通知は行くのかなと。 

  あと、正式には、保護者個々の文書の案内については、今日、一度発送するというこ

とで、児童・生徒全員に教育委員会のほうで責任持って郵送して、今回の臨時休業の取

扱いと関係施設の利用ができるかどうなのか含めて、子供たちのケアの問題とか健康管

理をどうするかというのを一連の文書を、あと学校の宿題とかもありますので、それも

随時、今日発送できるものはもう全部してしまおうということで進めているということ

であります。 

  あと、卒業式、修了式の対応ということでは、今現在の考え方は、来賓を招かないと

かより最低限の人員で、時間を短縮して実施する方向では考えておりますけれども、た

だ、この後、道教委として、全体的な取組としてどういうような対応、もしかしたら変

更してくることも可能性もありますので、その場合は随時、臨時校長会開くなり全体で

確認していく中で、保護者に今言ったようないろいろな手段を通じて通知をすると。 

  それと併せまして、今、分散登校という考え方が実はありまして、週１回程度、児童

が、学習をする場というよりも、やはり子供の体調ケア、心のケアを含めてどうなのか。

あと、学校に置いてあるいろいろな教材とかありますので、それを引き取ってもらうと

か、そういういろいろな、宿題を渡したり、そういうことで、今、各小・中学校でそこ

ら辺の日程調整をしながら進めているということでありますので、もし子供が家庭でい

る中で体調を崩したり心の部分でいろいろな課題というかあったような場合は、学校の

ほうにすぐ連絡をしてもらうような形を取っておりまして、そういう部分で、学校と、

必要に応じて発達支援センターとか連携を取りながら、その子供に対するケアについて

は十分な対応ができるように進めていきたいというふうに考えております。 

  私のほうからは以上です。 
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○議長（杉山幸昭議長） 永谷消防課長。 

○永谷全功消防課長 コロナウイルス感染が疑われる傷病者が発生した場合の救急出動等

の対応についての質問と思われますが、主に保健所等から要請がされる場合、また、

119番通報等によりコロナウイルス感染が疑われる場合、最後に、救急隊が現場に到着

しまして、その状況からコロナウイルスの感染が疑われる場合という３点が予想されま

す。 

  そういった３点につきましても、まず１点目の保健所からの要請につきましては、保

健所から、どういった服装、感染防止を行って救急出動しなさいという指示が来ること

になってございます。また、情報指令課、いわゆる119番を受けます帯広のほうから指

示が来得る場合も、どのような感染防止の態勢を取って救急出動するという指示が来る

ことになってございます。 

  最後の、救急隊員が現場に到着して感染が疑われる場合ということに関しましては、

現在、十勝広域消防局のほうから対応について指示がございまして、防護服を着る場合

と標準の救急白衣ですね、それで対応する場合と２点があるのですけれども、通常、保

健所と対応いたしまして、通常の服装、いわゆる感染防止の服で対応しても問題ないと

いう回答をいただいておりますので、通常の救急出動と変わらない対応をさせていただ

いているところでございます。 

  また、救急隊員が現場に着いて感染が予想される場合については、情報指令課を通じ

まして、保健所等、あと、感染防止の医院であります厚生病院、こちらのほうに連絡を

取って、どのような対処をするかというものの指示を待って対応することとなってござ

います。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 須田生涯学習課長。 

○須田 修教育委員会生涯学習課長 社会教育施設等の施設の現状についてですけれども、

まず、生涯学習センターわっかにつきましては、先ほど、冒頭、教育長からの説明もあ

りましたが、３月９日、来週の月曜日から３月24日までは学童保育所が活用するという

ことで、学童保育所と、あとは子ども発達支援センターも運営していますので、を除い

た部分は休館という形になっております。学童保育所については、長期休業中並みの対

応ということで８時から18時までの対応という形になります。 

  それから、図書館につきましては、３月16日までは利用自粛要請の上、開館しており

ます。ただし、小・中・高生につきましては使用できませんという形にさせていただい

ております。 
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  あと、カフェくれよん等は、当然３月24日まで一部休館ということですね。カフェく

れよんも24日までは休業という形になっております。 

  あと、関連する施設としましては、スポーツセンターについては今のところ３月16日

月曜日までは自粛要請の上、開館するという形です。ただし、こちらの施設についても

小・中・高生は使用はできませんという形になっております。 

  あと、使用者限られておりますが、屋内ゲートボール場は、３月16日まではゲートボ

ール協会のほうが自粛するということで受けておりますので実質閉鎖という形になって

おります。 

  それから格技場につきましては３月24日まで、要するに学校がお休みの間、そこも子

供たちのスポーツ少年団の活動ということに限定されておりますので、その期間までは

事実上閉鎖という形になっております。 

  あと、社会教育施設以外の山村開発センターですとかふれあいプラザ、浴場を除く部

分ですとか、それから、糠平温泉文化ホール、農業技術センターについては、現時点で

は３月16日月曜日まで利用自粛の上、開館という形などを決定しているところでござい

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 ふれあいプラザにつきましても、浴場以外の部分につきまして

は、ほかの公共施設と同様に３月16日までについては自粛をいただくということで対応

させていただきたいというふうに思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 私が……いろいろやっていますので３月11日まで休館というふ

うに聞いたので、わっか、ふれあいプラザ含めて。今報告を受けたので、わっかのほう

は、３月24日までは一般利用ができないというふうになったということですね。それか

ら、ふれあいプラザは３月16日までは当面使えないということで。私、11日までと聞い

たので、そうすると、私も結構いろいろサークル持っているので連絡しなければいけな

いので、今はすごく楽で、ＬＩＮＥでばっとやれば流れるのですが、その辺確認をして、

利用者については、やはり、あらかじめきちんと徹底しないといけないのかなと思って

います。 

  それはそこそこの判断でいいのだろうと思います。一律ではなくて、図書館もできれ

ば小・中・高生利用してほしいなとは思うのですが、そこはそこの判断でいいと思うの

ですが、それをまず確認したいのと、それ以降、３月24日以降については、ばらばらで

すが再度検討してどうなるか分からないということでいいのかどうか質問いたします。 
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  それから緊急対応の関係なのですが、いろいろな……３パターンあるというときに、

結果的に十勝全体の局からとか保健所を通じて指示を受けると思うのですが、そのとき

にスムーズに行くものなのか。結構、特に心配するのはその場で消防署の方が思ったと

きに、連絡取り合ってすぐに行けるものかと。それから、防護服なり何なりの備蓄がち

ゃんとあるのかどうかその辺確認しないと。どういうふうに、分からないのは備蓄して

あると訓練していれば驚くこともないと思うので、その辺がきちんとスムーズに行くも

のかどうかというの、把握どうなっているか質問いたします。 

  結構、なかなかこれからの検査対応は、多分、結構すぐできるようなことも対応して

いるというふうに聞いているのですが、結構、受けてもなかなか、病院に行くと、待っ

てと言われてすぐに受けられないとかいうこともあったりするので、その辺については、

消防を通じて行けばかなり確率高くきちんと検査を受けられるものか、その辺の把握は

どうなっているか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 須田教育委員会生涯学習課長。 

○須田 修教育委員会生涯学習課長 まず、３月11日までの利用自粛ですね、こちらのほ

うが16日まで、現時点で延長するような形で決定しているという部分の周知についてで

すけれども、社会教育関連のわっかを利用している団体等につきましては、昨日からい

ち早く電話をかけてその旨をお伝えさせていただいております。あとは、当然、今も貼

り出してはいるのですけれども、施設のよく見えるところに、延長になりましたという

ような貼り紙をさせていただくという形で対応させていただいています。当然、スポー

ツセンター等につきましても利用団体には電話等で既に連絡をしているところです。 

  あと、他の町有の公共施設については、現在のホームページ上では11日までというふ

うになっているかと思いますけれども、こちらのほうも、ホームページ上でも当然更新

したものをお知らせするとともに、恐らく個々の施設で周知方法、貼り紙等いろいろあ

ると思いますが図られるものと理解しております。 

○議長（杉山幸昭議長） 永谷消防課長。 

○永谷全功消防課長 救急要請がありまして感染が疑われる場合、スムーズに救急搬送が

できるのかというような趣旨だと思いますけれども、それについては、保健所から連絡

来る場合、また指令センターのほうから要請が来る場合、また、現場に到着して感染が

考えられる場合の３パターンとも、スムーズな通常の救急要請と変わらない対応という

もので進むというふうに思っております。 

  また、備蓄に関してなのですけれども、防護服、昨日の勝毎のほうに出ておりました

防護服、これについては最悪の状態を想定した訓練でございます。通常の救急出動と同
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じ服装で防御できるという通知が来てございますので、最悪というパターンで、保健所

から防護服の着用と指示があった場合に着る想定で訓練をしております。また、そうい

った服についても十分な備蓄を用意して対応するということになってございます。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 石王教育委員会教育推進課長。 

○石王良郎教育委員会教育推進課長 すみません。ちょっと補足説明をさせていただきま

すが、スポーツセンターが使えなくなるということでありますので、やはり子供たちが

運動不足になると免疫力も低下しますし、それが心にもやはり何らかの形で出てくると

いう可能性も十分あります。 

  不要不急な外出は控えるようにということではありますが、これは外に出るなという

ことではありませんので、やはり、随時、家の中に閉じ籠もりきりということではなく

て、各自の判断において外に出て適度に体を動かすとか運動をするとか、逆にそういう

ものは、やはりしていただく中で健康な状況を保持していただきたいと。そういうこと

で保護者にも通知をしているところでありますので、ちょっと誤解を招かないように補

足として説明いたしました。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、質疑ありますか。 

  １番、渡部信一議員。 

○１番（渡部信一議員） 移住・定住、あるいはお試し住宅、あるいはそういった業務を

コンシェルジュ、あるいはまちづくり会社のほうへ町の事業として委託していると思う

のですけれども、このコロナに伴うそういったことの影響、あるいは、現在お試し住宅

等に滞在されている、そういう入居者等いるのか。 

  あるいは、こういった感染症、そういった状況の下で、その業務というか、絶えず募

集したり、あるいはそこら辺で調整しながらやっていると思うのですけれども、そうい

った動きはどうなっているのか。今後とも積極的にまた、町の事業でもあり、この期に

及んでも通常と変わらないそういった募集体制とかそういったものを進めているのかど

うか、お尋ねしておきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 移住・定住の関係でございますけれども、現状、いわゆる短期

という、１週間、１か月という部分ですけれども、ちょうど今、年度替わりということ

もありまして、その短期の部分につきましては今いらっしゃらないということでござい

ます。また、中長期ですね、１年間の皆様については、今、現状いらっしゃる状況でご

ざいます。 
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  それらの方につきましては、こういうコロナの感染症の部分については注意を喚起し

ておるところでございますけれども、今後の申込み等の募集ですとかということのご質

問だと思うのですけれども、一応、受け付けはしているところではございますけれども、

これも状況に応じて対応していく必要があろうかと思います。逆に言いますと、それを

考えている方も、現状、北海道のほうに来ることがどうなのかということで、私どもよ

りもそれを利用される方が、それぞれ思いがあるのかなというふうに思っておりますの

で、こういった事態が早く収束することを私どもとしても願っているところでございま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありませんね。 

  ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 先ほども出ていました経済支援の関係なのですけれども、昨日

あたり盛んに報道等で言っている保護者休業に関わる企業支援というのは、多分国のほ

うでこれだけＰＲしているので、手厚く行っていけるかと思って安心はしているのです

けれども、先ほども出ていました産業関係ですね。宿泊関係、課長もおっしゃられたと

おり結構な件数のキャンセル出ているという部分もありますし、飲食店では、聞きます

と軒並みキャンセルだということで、一日二日の話ではなくて、ちょっと先の見えない

状態の中で、全国を見ましても関連倒産も発生しているという状況にあります。 

  国のほうの支援ざっと見ますと、資金調達等の程度の支援だというふうな、ざっくり

とした支援しかまだ出ていなくて、それだけではちょっともたないような状況ではない

かなと私も思っていますので、この点、国のほうの支援で薄い場合は町のほうとしての

支援を考えているかどうかということを質問させてもらいます。 

○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 国のほうにおきましては、この新型コロナウイルス感染症を受

けまして、今ありました資金繰りでございますね。どうしても、お客様がいらっしゃら

ないのですけれども雇用している部分ですとかそういった資金繰りの部分については、

低利での融資を行うということが１つ目でございます。２つ目が、観光等の部分の、そ

ういう影響に関する対策、それと、経営環境の整備と、大きく３つの部分が国のほうで

は示されているところでございます。 

  先ほどの雇用の部分につきましては、新聞等であります１日当たり8,000幾らという

ような部分もございますし、雇用調整助成金の利用を緩和するというような手だてもい

ろいろ出てきているところでございます。 

  しかしながら、いわゆる観光の部分に関しましては、誘客をするということが現状で
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きないような状況にございますので、それらのところを、何とか事業を耐えていただく

というような部分で行けば一番必要なのは資金繰りという形になるのかなというふうに

思っております。 

  町におきましては、中小企業融資というような資金的な活用もできることになってお

りますけれども、それでもまた足らない部分に関しては、商工会等と意見交換をしなが

ら、必要な対策について検討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） ほかありませんね。 

  以上で、行政報告に対する質疑を終結いたします。 

  これをもって行政報告を終わります。 

  ここで、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。 

（午前１１時１５分） 

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

◎町政執行方針・教育行政執行方針 

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

す。 

  町長及び教育長から、令和２年度の町政執行方針及び教育行政執行方針の説明を行い

たい旨の申出がありますので、順次これを行います。 

  初めに、町長から町政執行方針の説明を願います。 

  竹中町長。 

○竹中 貢町長 令和２年第１回上士幌町議会定例会に当たり、町政執行の基本的な方針

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

協力を賜りたいと思います。 

  令和２年度は、私に与えられた町政５期目の最終年を迎える年であるとともに、人口

減少の克服、地方経済の活性化、東京圏への一極集中の是正に立ち向かうとした、国及

び全国自治体で取り組んでいる地方創生第２期総合戦略の５か年のスタート年となりま

す。 

  第１期総合戦略においては、半世紀以上続いてきた人口減少が反転するとともに、東

京圏からの転入増、町民の所得が増えるなど、地方創生が目標とする課題を高いレベル

で達成しております。 
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  全国のほとんどの自治体の人口が減少する中では異例の成果を収めていますが、これ

には、農業を中心に第１次産業の着実な成長に加え、ふるさと納税での先取りした取組、

子育て・教育、移住・住宅政策など、過疎地における政策課題に対し、先駆的かつ積極

的な施策の展開によるものと考えております。 

  第２期総合戦略では、目標人口及び基本目標とも、第１期の戦略を踏襲しつつ、さら

に熟度の高い政策をもって、人口問題の克服や持続的な地域経済の発展を図っていくこ

とが肝要と考えております。 

  それを牽引するのが、日々革新的に進化する情報通信技術（ＩＣＴ）で、スマート農

業、家事や介護を手伝うロボット、テレワーク、福祉・医療、教育など、産業や暮らし

を変える重要なエンジン的役割を担っております。 

  その基盤となるのは情報通信網で、本町においては、市街地に加え、新たに農村地域

とぬかびら源泉郷においても高速通信の光回線を整備したところであります。 

  今後においては超高速通信、ビッグデータを活用した新しい社会（Ｓｏｃｉｅｔｙ

5.0「第５の社会」）を見据えて具体的に施策を展開するために、ＩＣＴ業務を担う行

政組織を設置し推進体制を整えます。 

  ふるさと納税寄附金は、かかる経費を５割以下とする新たな制約が設けられた一方、

企業版ふるさと納税は、寄附額の９割が税額控除される制度に改正されることから、社

会的な課題に資する事業等を精査し、社会貢献活動（ＣＳＲ）に意欲的な企業等にアプ

ローチしてまいります。 

  令和４年度からスタートする第６期総合計画（10か年）については、広く町民の声を

聴取し、持続可能なまちづくりを目指した計画を策定してまいります。 

  以上、新たな方針等を踏まえつつ、心豊かに安心して暮らせるまちを目指して全力を

尽くしてまいりますので、町民はもとより、議員の皆様に格別のご支援を賜りますよう

お願い申し上げる次第であります。 

  次に、今年度の主要な政策課題、施策について述べさせていただきます。 

  地場産業で地域の活力を生み出すまち。 

  農業。 

  ＴＰＰ、日欧ＥＰＡに続き、今年１月には日米貿易協定が発効し、日本の農業はかつ

てない自由化時代に入りました。 

  これらの市場開放により、国内の農業生産額が大きく減少する試算があり、本町農業

に及ぼす影響も必須との認識の下で、ＪＡ上士幌町との情報交換をはじめ連携を密にし

ながら、適切な対策を講じてまいります。 
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  昨年の本町の農業は大きな自然災害もなく、畑作においてはおおむね平年並みの作況

となりました。酪農・畜産部門については引き続き堅調で、農業生産額は、過去最高と

なった一昨年に迫る水準と伺っております。 

  農業振興策につきましては、消化液の散布費用やデントコーンの受託に対する費用等

を支援していくとともに、農作業の省力化、精密化を図るため、ＩＣＴ・ＩｏＴを活用

した農業版エネルギーマネジメントシステムの構築等、スマート農業を積極的に推進し、

生産性の向上や労働力不足解消に向けた取組を進めてまいります。 

  農業技術センターにつきましては、地元の農畜産物を活用した新たな特産品の開発、

製造、販売等、６次産業化の拠点施設として改修を進めるとともに、運営面の充実を図

ってまいります。 

  家畜糞尿処理対策につきましては、道営東部居辺地区バイオガスプラントの建設工事

に着手するとともに、バイオガス発電や消化液の利活用をさらに進め、農村地域におけ

る資源・エネルギーのリサイクルシステム構築に向け取り組んでまいります。 

  基盤整備につきましては、国営事業の萩ヶ岡排水路の整備、道営事業による農地や農

道の整備を進めてまいります。 

  家畜伝染病対策につきましては、生産者の規模拡大により予防の重要性が増している

ことから、防疫体制の強化に努めるとともに、発生時には迅速な対応により被害の拡大

を防止してまいります。 

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

適正な管理運営を図ってまいります。 

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

もに、農地利用の最適化を推進するため、担い手への農地の利用集積や農地の流動化を

促進してまいります。 

  林業。 

  本町の人工林の大半を占めるカラマツは、加工技術の向上もあり引き続き需要が高く、

製材工場ではカラマツの原木が不足傾向にあります。 

  一方、林業就業者の減少と高齢化等により担い手不足が深刻化していることから、森

林環境譲与税を有効に活用し、造林や担い手対策等に対する支援の充実を図ってまいり

ます。 

  また、温室効果ガスの吸収など、森林の果たす役割や森林整備の必要性、地域資源へ

の理解を深めるとともに、森林への愛着を育むため木育活動を推進してまいります。 

  商工業。 
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  商工振興にとって今年度の期待は道の駅の開業にあります。昨年オープンしたナイタ

イテラスの利用者が町なかへと流入しており、道の駅の開業は相乗効果をもたらし、さ

らなる商店街のにぎわいが期待されることから、来訪者へのもてなしとして、商店を紹

介するサイトの開設や店舗内外のＷｉ－Ｆｉ環境整備等の取組を支援してまいります。 

  バルーンスタンプ子育て支援カード事業や中元・歳末大売出しについては、地域内で

消費が循環する景気浮揚事業として支援してまいります。 

  町内中小企業経営者の高齢化、後継者不足は、町の形を変え、住民生活への影響が懸

念されることから、新たに事業継承を検討している事業者に対する支援制度をつくりま

す。 

  地場産品を活用した農林商工連携による６次産業化や、起業化等の意欲的な取組に対

する支援を行ってまいります。 

  創業支援事業につきましてはこれまで６店舗が開業しており、引き続き支援してまい

ります。 

  雇用・求人につきましては、町と、「株式会社生涯活躍のまち かみしほろ」が業務

提携により進めている無料職業紹介事業において、町内求人企業と求職者との雇用成立

に向けて取り組んでまいります。昨年度は求職相談者数も増加しており、今後もさらな

る雇用促進に努めてまいります。 

  企業誘致。 

  企業誘致につきましては、各自治体とも地域経済の活性化を図る上で主要な政策課題

と捉え、国においても、地方移転企業に税制の優遇などの政策を講じていますが、今な

お東京圏に集中し、極めて厳しい現実にあります。企業誘致に至るには、地域資源や地

域特性など様々な形で情報発信を続け、粘り強く継続的な取組で信頼関係を構築するこ

とが重要と考えております。そのため、ゆかりのある企業やウィーワーク参加企業等と

の関係を深めるとともに、新設するシェアオフィスに来訪を促し、戦略的に企業や人材

の誘致を図ってまいります。 

  また、最先端のＩＣＴを駆使した遭難救助のロボットコンテストや自動運転バスの実

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

いります。 

  観光。 

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

ポーツ、豊富な食など魅力ある観光資源があふれています。これらの素材を生かし、観

光による地域経済の活性化・地域づくりを図る観光地域商社「株式会社ｋａｒｃｈ」は、
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令和元年８月に観光庁のＤＭＯ候補法人に登録となりました。２つの観光拠点の指定管

理者として、地域素材を意識した経営やエネルギーの地産地消を図るため、電力小売り

販売件数の拡大に期待するところであります。また、観光地域づくりの推進組織として、

マーケティング調査や旅行商品開発調査などの取組により、候補法人からＤＭＯ法人と

して活動ができるよう支援してまいります。 

  新たな観光の拠点となる道の駅かみしほろは、５月28日の開業の予定であります。開

業を契機に、ナイタイテラス、商店街、ぬかびら源泉郷などにも人の流れを誘導し、観

光の新たなステージに寄与するよう支援してまいります。 

  ぬかびら源泉郷では、景観整備構想により、環境省と町との連携による温泉公園整備、

昨年はネイチャートレイルと温泉街案内看板整備を行ってまいりました。これらを含め、

山岳の自然やひがし大雪自然館、ぬかびら源泉郷など魅力あふれる観光地づくりを一体

的に進めてまいります。 

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

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

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

ます。 

  北海道バルーンフェスティバルが令和５年夏に第50回の記念すべき大会を迎えること

から、今年度は準備検討委員会を設置し、記念事業等の検討を進めてまいります。また、

企業版ふるさと納税制度を活用し、熱気球を通じた関係人口拡大に向けた事業に対する

支援を頂くための取組を進めてまいります。 

  健康で安心して暮らせるまち。 

  保健・医療。 

  健康寿命の延伸を目指し、生きがいを持って活躍できるまちづくりに向けて、予防を

理念とした「スマートライフかみしほろ」を推進してまいります。そのため、新たに管

理栄養士を増員して、栄養指導や食育の啓蒙などにより町民の健康意識を高揚し、糖尿

病等をはじめとする生活習慣病の予防の充実強化を図ってまいります。 

  がん予防対策では、胃がん単独検診での胃カメラ検診の推進等により受診率の向上を

目指します。また、国民健康保険の特定健診では、無料化と個別勧奨の強化により受診

率の向上を図っていますが、今年度はさらに、成人歯科健診の助成で歯周病の予防対策

を講じてまいります。 

  感染症対策につきましては、新型コロナウイルスをはじめとした新たな感染症発生時

の情報周知や危機管理対策、また、小児や高齢者等を対象とした定期予防接種の接種勧
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奨等についても、引き続き取り組んでまいります。 

  母子保健につきましては、妊娠期からの切れ目のない支援のために、各種健診や交通

費等の助成継続、食育、生教育につきましても取り組んでまいります。また、新たに、

新生児に対する聴覚検査の助成を実施し、新生児難聴の早期対応を図ってまいります。 

  健康ポイント事業においては、健康や生活習慣改善意識向上のスタートアップとして、

今後も参加者の拡大を図ってまいります。 

  町営浴場につきましては、サウナ室の改修により快適な入浴環境の向上を図ってまい

ります。 

  地域医療につきましては、上士幌クリニックにおける夜間・休日の救急医療を含め、

町民が安心して町内で受診できるよう、医療機関や医師の維持確保、在宅医療や在宅看

護など、第一次医療圏としての機能と安定した地域医療体制確保のため、引き続き支援

してまいります。 

  地域包括ケアシステムの充実。 

  高齢になっても孤立することなく、安心して暮らし続けられる地域を醸成するため、

国の支援の下で配置する生活支援コーディネーターにより、地域の実情に応じた多様な

サービスの充実や支え合いの体制づくりを、町民の意見を広く聞きながら進めてまいり

ます。また、元気な高齢者や時間にゆとりがある方が、短時間の仕事や介護支援ボラン

ティアポイント事業等で地域の支え手側に回っていただけるような仕組みを検討してま

いります。 

  介護予防については、「地域まるごと元気アッププログラム」や、認知症初期集中支

援チームによる認知症の早期発見・早期予防活動で「認知症になりにくい町づくり」を

引き続き進めてまいります。また、デイサービスや元気ぴんぴん塾の実施で通所系サー

ビスの充実を図り、切れ目のないサービスの提供に努めてまいります。 

  介護保険外サービスにつきましては、家族介護用品支給事業を継続するとともに、在

宅介護の家族支援を充実してまいります。移動支援につきましては、後期高齢者の町内

医療機関への通院助成をはじめ、高齢者等福祉バスについては、利用者の利便性に配慮

し、逐次、経路の見直しなど高齢者が外出しやすい環境づくりに努めてまいります。ま

た、高齢者が安心して生活できるよう、緊急通報システムや郵便局の見守り事業を支援

してまいります。 

  特別養護老人ホーム入所者の健康維持のために、冷房設備の整備を支援してまいりま

す。地域密着型サービスは、きめ細かい生活支援が可能な小規模多機能型居宅介護サー

ビスと、リハビリ機能が充実した介護老人保健施設との連携により、在宅生活での自立
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に向けた支援にも努め、医療・介護・予防・生活支援・住まいが一体的に提供される地

域包括ケアシステムを充実してまいります。 

  福祉。 

  障がい福祉につきましては、障がいのある人が自立した生活を目指す就労継続支援Ｂ

型事業として、生涯学習センターのカフェの運営や清掃業務等を委託してきており、今

後も障がい者支援を継続してまいります。 

  低所得者の高齢者等世帯に対しては、厳しい冬の生活支援として福祉灯油の支給を実

施してまいります。 

  また、ふるさと納税寄附金を原資にした「生涯活躍いきがい基金」は、健康寿命の延

伸や生涯活躍の施策等に活用してまいります。 

  子育て支援。 

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

児を持つ女性の雇用の拡大につながっております。全国的な幼児教育・保育の無償化の

ほか、本町独自の認定こども園におけるゼロ歳から２歳までの全児童の保育料と給食費

を含めた完全無料化や医療費の無料化など、子育て・教育の町として、さらに充実した

取組を行ってまいります。 

  また、令和２年度を初年度とする「第２期上士幌町子ども・子育て支援事業計画」に

基づき、子育てに関する相談窓口の明確化など、各種支援策を進めてまいります。 

  安全で快適に生活できるまち。 

  防災・情報インフラ。 

  近年、全国各地で大規模自然災害が発生し、被災地に甚大な被害をもたらしておりま

す。いつ発生するか分からない災害に備え、人命を守ることを最優先とし、自助・共

助・公助の連携による災害に強いまちづくりの推進に向け防災訓練を実施するとともに、

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

に努めてまいります。 

  また、行政内部に地域防災マネジャーを配置し、持続的な地域防災体制の構築を図っ

てまいります。 

  消防・救急。 

  常備消防は、消防広域化のメリットである直近署所からの出動による救急出動を含む

各種災害の現場到着時間の短縮など、初動体制の充実が図られております。 

  非常備消防である消防団は、地域における防災体制の中核的存在として活躍するため、

活動しやすい環境づくりに努め、地域の防火・防災力の一層の向上を目指します。 
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  防災拠点施設としての消防庁舎建設につきましては、令和３年３月完成に向け事業を

進めてまいります。 

  交通安全・防犯・消費者保護。 

  社会問題化している、高齢者ドライバーによる交通事故防止の対策として、アクセル

の踏み間違い防止支援制度については、現在、国において検討中との情報もあることか

ら、その動向を踏まえて対応してまいります。高齢者運転免許自主返納につきましては、

返納者への啓発とその後の対策について検討してまいります。 

  町民の安全・安心を確立するため、平成30年度から主要交差点に設置した防犯カメラ

は、昨年発生した事件・事故等でも解決に向けて有効に機能しており、今後も必要に応

じてさらなる充実を図ってまいります。 

  また、悪質かつ巧妙化している詐欺等の被害に遭わないよう、啓発活動や相談窓口の

機能充実を図り、消費者保護に努めてまいります。 

  住宅・上下水道・道路の整備・土地利用。 

  町営住宅につきましては、公営住宅等長寿命化計画等に基づき、まちなか住宅の整備

や北団地の改修整備を進めてまいります。 

  一般住宅では、民間賃貸住宅の建設や持家住宅の新築・リフォーム、子育て家庭の住

宅建設を支援してまいります。 

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

図ってまいります。 

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

更新・改修を進めるとともに、下水道の普及・啓発に努めてまいります。 

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

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

施してまいります。 

  地籍調査につきましては、計画的な土地利用や適正な土地取引、税の公平負担を図る

ためなど、土地政策の基礎となるもので、引き続き調査を進めてまいります。 

  公共交通網の形成。 

  公共交通網の形成計画につきましては、交通弱者と言われる子供やお年寄りの利便性

の向上や、山間地における公共交通の衰退に歯止めをかけ、田舎暮らしの魅力アップ、

観光等の交流人口の促進につなげるよう、今年度は法定協議会を軸に、関係機関、専門

家、受益者の意見を聞き、農山村における新たな交通システムを構築してまいります。 

  自然の豊かさと美しさが実感できるまち。 
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  環境保全・環境美化・公園。 

  家畜排せつ物を資源とする再生可能エネルギーの地産地消につきましては、「北海道

エネルギー地産地消事業化モデル支援事業」でかみしほろ電力所を発足させ、既に公共

施設やＪＡ等での運用に始まり、現在は一般町民にも供給しており、引き続き、地産地

消や省エネへの啓発も含め、利用者の拡大に向け支援をしてまいります。 

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

けた取組を進めるとともに、住環境の整備に向け老朽施設の解体撤去に対する助成を引

き続き行ってまいります。 

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

ります。 

  人づくりを大切にするまち。 

  生涯学習センター「わっか」は、町民の学びの場、交流・憩いの場として定着してき

ております。今後も、世代や国籍などに関わらず、誰もが集う生涯学習の拠点施設とな

るよう環境整備を進めてまいります。 

  教育につきましては、郷土への理解と誇りを育み、将来の上士幌町を担う人材の育成

に向け、地域全体で子供たちの育ちに関わり、幼児から高校まで切れ目のない一貫性の

ある教育環境の整備を図ってまいります。 

  自覚を持ち心が通いあうまち。 

  交流・移住・定住。 

  国における第２期地方創生では、東京の一極集中を是正するために地方とのつながり

を築き、地方への新しい流れをつくることを基本目標とした関係人口の創出の施策が鍵

となっております。本町では、ＮＰＯ法人上士幌コンシェルジュと連携したお試し暮ら

し体験の施策が同様の役割を担ってきております。 

  現役世代や主に企業人が利用すると思われるシェアオフィスは、テレワークやサテラ

イトオフィスと移住・定住の可能性を含むものであり、お試し暮らし事業との連携が必

要と考えております。 

  ふるさと納税寄附者を対象に実施しているふるさと納税見本市は、寄附者と上士幌町

との絆を強めリピーターの確保を図るとともに、関係人口創出の観点からも充実してま

いります。 

  生涯活躍のまち。 

  「生涯活躍のまち」の取組については、町民誰もが、健康で安心して充実した生活を

送ることができる町を目指し、地方創生の施策の下、官民共同で「株式会社生涯活躍の
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まち かみしほろ」を設立する中で、介護職員初任者研修、人材センター、生涯活躍か

みしほろ塾・起業家養成塾、健康ポイント事業、まなびの広場など、行政や団体等にお

いて従来から必要とされていた課題について、民間の視点を入れながら多角的に事業を

行っています。 

  また、まちづくり会社では、地域に根差した事業として、住民の困り事を綿密にリサ

ーチするなど、地域に根差したビジネスモデルの創出に取り組んでおります。 

  今後は、起業家支援センターを拠点に、地域の困り事の掘り起こしと、スキル習得研

修による担い手の育成、さらに、ＩＣＴ技術を活用し、困り事と担い手のマッチングを

効率的に行いながら、住民の福祉と地域経済の活性化に寄与することを目指しており、

町としても、まちづくり会社と連携しながら生涯活躍のまちを進めてまいります。 

  まちづくり活動・開かれた行政。 

  ボランティアをはじめ様々な非営利団体とは、協働するまちづくりの担い手として連

携を図るとともに、活動の活発化に向けた協力・支援を行ってまいります。また、行政

情報の開示や出前講座等により住民参加の促進を図ってまいります。 

  以上、令和２年度の町政執行の基本的な方針と主要な施策について述べさせていただ

きました。これを具現化にするための予算総額は、一般会計で91億7,409万6,000円とな

り、前年度当初予算額と比較すると16億5,253万8,000円、15.3％の減額となりました。

また、５特別会計を加えた６会計の予算総額は110億4,285万3,000円となり、同じく前

年度予算額と比較して16億4,601万8,000円、13.0％の減額となりました。 

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

１億8,921万5,000円、6.9％の増額となる29億1,291万9,000円を見込んでおります。 

  歳出におきましては、時代の潮流と町民のニーズを踏まえるとともに、第５期総合計

画における６つの目標を実現するための施策はもとより、「第２期上士幌町人口ビジョ

ン・総合戦略」における主要課題に対する政策に重点的に財源を配分するなど、積極的

な予算編成といたしました。 

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

運営に一層努めてまいります。 

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

執行方針といたします。ありがとうございました。 

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

（午前１１時５０分） 

 ────────────────────────────────────── 
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○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

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

  教育長、小堀雄二君。 

○小堀雄二教育委員会教育長 令和２年第１回定例会の開催に当たり、上士幌町教育委員

会所管行政に関する主要な方針について申し上げます。 

  現在、国においては、第３期教育振興基本計画を策定し、教育基本法に示された理念

の実現と、教育を通じて生涯にわたる一人一人の可能性を育むことを中心に、次世代の

教育の創造を見据えた取組を進めております。 

  上士幌町教育委員会では、よりよい社会の形成と未来の創り手を育むという観点から、

様々な教育課題に立ち向かい、学校教育、社会教育の確実な推進に努めてまいります。 

  以下、令和２年度の主要な施策について申し上げます。 

  主要施策の展開。 

  １、地域ぐるみの子育て支援。 

  子供の良好な成育を支えていくためには、乳幼児期から青年期までの長期間にわたる

取組が必要であり、子供たちの将来が、生まれ育った環境によって左右されることのな

いように支援策を講じてまいります。このため、保護者支援の観点から、認定こども園

の２歳児までの全児童の保育料と入園児全員の給食費を引き続き無料化するとともに、

中学校１年生の補助教材経費の増額をはじめ、修学旅行経費、漢字や英語など各種検定

料の助成を実施してまいります。 

  また、令和２年度を始期とする「第２期上士幌町子ども・子育て支援事業計画」に基

づき、子ども発達支援センターの職員を子育て支援コーディネーターに位置づけるなど、

母子保健事業と連携を図り、子育てに関する相談窓口の明確化や各種支援策を進めてま

いります。 

  （１）保育と幼児教育の充実。 

  保育と幼児教育は、子供たちの生涯にわたる学びと人間力育成の向上に寄与するもの

であり、幼児の自発的な活動である遊びや生活の中で感性を育むことが重要です。この

ため、認定こども園はもとより、家庭や地域が保育と幼児教育の重要性について一層理

解を深め、質の高い教育が提供されるよう、保育と幼児教育の理解や安全対策、子育て

支援等に関する研修機会の充実を図ります。 

  また、認定こども園と小学校との連携・接続の観点から、両者に幼少連携担当教諭を
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配置し、相互の教育活動の理解促進に努めるとともに、指導要録等を用いた引継ぎの徹

底を促進してまいります。 

  グローバル社会の担い手となる子供たちの国際理解を促進するため、認定こども園に

国際交流推進員を配置し、リズム遊びなどを通したコミュニケーション力の向上に努め

ます。さらに、地域サロンなどを活用して、町内在住外国人と子供たちの触れ合う機会

が得られるよう計画してまいります。 

  （２）子ども発達支援センターの充実。 

  子ども発達支援センターの持つ機能を生かして、療育を必要とする子供や発達に不安

を抱える保護者の支援に視点を当て、就学前から学齢期、社会参加までの切れ目のない

支援体制を整備してまいります。 

  また、障がいのあるなしに関わらず、子供たちの自立と将来を見据えた社会参加の実

現に向け、センター内の療育機器を定期的に地域に開放するなど、一人一人の教育的ニ

ーズに応えられるように努めてまいります。 

  （３）学童保育所の充実。 

  学童保育所では、保護者の仕事と子育ての両立を支援するとともに、子供たちの健全

な育成を目的に、保育所における子供の遊びや生活の場としての機能が果たされるよう、

施設運営や施設環境の充実を図ってまいります。 

  ２、教育環境の基盤整備。 

  （１）かみしほろ学園の推進。 

  今年５年目を迎える「かみしほろ学園」は、上士幌町子ども教育ビジョンに定められ

た５つの「目指す子ども像」の一層の具現化を図るため、これまでの１室３部会から、

総務・連携協働・研究推進の３部４グループに組織改編します。 

  この中において、ふるさと学習の体系化を通した持続可能な開発のための教育や、持

続可能な開発目標について校種間連携を進めてまいります。また、学びを支える家庭・

地域との協働の観点から、地域人材を登用した地域協働グループを新設し、社会に開か

れた教育課程の実現を目指します。 

  （２）子どもの読書活動の推進。 

  上士幌小学校に配置している司書教諭と読書コーディネーターの連携の下、新刊本の

選書や蔵書配置の工夫を通し、子供たちの豊かな感性を高めてまいります。今年度は、

北海道教育委員会の指定事業である「地域人材との連携による子どもの読書活動推進事

業」を町図書館と連携して実施してまいります。 

  また、上士幌町子どもの読書推進計画に基づき、引き続き、子供の読書活動に関する
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調査研究を行い、経年変化から得られる成果や課題を分析するとともに、令和３年度か

ら５年間を計画期間とする「上士幌町第２期子どもの読書推進計画」の策定を進めてま

いります。 

  （３）学校施設の整備等。 

  学校施設の適正な維持管理に努めるとともに、計画的な改修・修繕を行ってまいりま

す。 

  今年度は、上士幌中学校のバスケットゴール耐震化や理科室の換気整備修繕の工事等

を実施してまいります。 

  （４）教職員の働き方改革。 

  教職員が生き生きと子供と向き合う時間を確保することは、学校全体の活力を生みま

す。このため、教育委員会では、教員が担うべき業務に専念できる環境や子供たちと向

き合う時間が確保されるよう、スクラップ・アンド・ビルドを念頭に、『学校における

働き方改革「上士幌町アクションプラン」』を着実に推進してまいります。また、勤務

時間外の負担軽減が図られるよう、留守番電話機能を備えた受電環境を整備いたします。 

  ３、義務教育の充実。 

  小学校において、新学習指導要領が全面実施になります。この理念の実現のためには、

学校のみならず、家庭や地域社会とも理念を共有し、地域ぐるみで未来社会を切り開い

ていく子供を育成することが重要です。このため、主体的・対話的で深い学びのための

授業改善や、社会教育と協働した外国語活動の実践、プログラミング学習など子供たち

の可能性を育む教育を推進してまいります。 

  （１）確かな学力の向上。 

  前年度の全国学力・学習状況調査の結果は、小学校の正答率は、国語科において全国

を1.8ポイント下回り、算数科は全道を上回り全国平均と並びました。また、中学校は、

国語科において全国平均を上回り、算数科は全国を6.8ポイント下回る結果となりまし

た。教職員の不断の努力により、確実に改善の兆しは見られるものの、依然として課題

が見られる領域があります。 

  このため、探究的な学びを深める授業改善を重視するとともに、思考力や表現力を育

む「書く」活動、家庭学習の強化、学ぶ土台となる学級集団の形成に努めてまいります。

また、特別に配慮が必要な生徒の発達段階を考慮した学習や、困り感を持つ生徒に寄り

添った指導が行われるよう、中学校に特別支援担当教諭や学校魅力化推進員を配置いた

します。さらに、カタリバ北海道と連携したキャリア教育の推進や、映像教材を中心と

した「まなびの広場」への参加を奨励して学ぶ意欲の向上に努めてまいります。 
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  （２）豊かな心と健やかでたくましい心身を育む教育の推進。 

  インターネットに接続するゲーム機や携帯電話・スマートフォンを持つ子供たちが増

え、ネットゲームやＳＮＳを活用した交流が広がっています。このため、学校・関係機

関・家庭が連携しながら情報モラル教育の充実を図るとともに、啓発用パンフレットな

どを活用して、望ましい生活習慣が確立されるよう取り組んでまいります。 

  いじめの根絶に向けては、教師と子供たちの信頼関係、子供たち相互の人間関係が築

かれるよう、認め励まし合う集団の育成を目指します。また、「上士幌町いじめ防止基

本方針」に基づき、学校における教職員間の情報の共有や一貫性ある生徒指導体制を強

化してまいります。いじめについては早期発見が早期解決に結びつくことから、新たに

「上士幌町いじめ防止対策会議」を開催するとともに、北海道教育委員会が実施してい

る「いじめの問題の実態把握及びその対応状況等調査」を有効に活用し防止に努めてま

いります。 

  健やかな体の育成については、日常的に運動に親しむ姿勢や基本的な生活習慣の確立

が全ての活動の根幹となります。このため、各学校の特色を生かした「１校１実践」や

上士幌町連合ＰＴＡと連携した「家族だんらんノーテレビデー」、「早寝早起き朝ごは

ん運動」を推奨して、望ましい生活習慣の定着を図ってまいります。 

  さらに、「全国体力・運動能力・運動習慣等調査」の結果を踏まえ、体育の授業改善

や始業前の時間等を有効活用して体力の向上を目指してまいります。 

  （３）情報活用能力の育成と国際理解教育の推進。 

  新学習指導要領において、「予測できない変化を前向きに受け止め、主体的に向き合

い、自らの可能性を発揮する」子供の育成が示されました。このため、国において、学

校のＩＣＴ環境整備とＩＣＴを活用した学習、いわゆるＧＩＧＡスクール構想が打ち出

され、新たな社会「Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0」の教育改革に取り組み、令和５年度までに、

１人１台の端末環境を整備することとしています。 

  このため、国の動向に注視しながら、校内通信ネットワークの整備に努めてまいりま

す。また、プログラミング教育の必修化に伴い、新たにＩＣＴ推進担当教諭を教育委員

会に配置するとともに、昨年６月に協定を結んだ十勝ＥｄＴｅｃｈコンソーシアムとの

プログラミング教育連携を活かし、学校における推進体制と環境整備の充実に努めてま

いります。また、小学校教科書の改訂に伴うデジタル教科書の拡充やイングリッシュル

ームにおける大型モニターの設置等、ＩＣＴの環境整備を進めてまいります。 

  国際理解教育については、外国人英語指導助手及び国際交流推進員を中心に、認定こ

ども園と小学校の接続を考慮した取組方法を工夫いたします。また、社会教育と連携し
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て、町内に存在する外国人を対象に、日本文化の体験や外国文化に触れ合う交流機会を

拡充してまいります。 

  （４）食を育む学校給食。 

  本町の小学生は、全道・全国に比べ、朝食を毎日食べている割合が低く、望ましい食

習慣の定着に課題があります。このため、栄養教諭を中心に、学校給食を生きた教材と

して食育が推進されるよう指導の充実に努めてまいります。 

  なお、学校給食センターは、現施設となってから21年目を迎えることから、今年度は

ボイラー設備を更新してまいります。 

  今後も、衛生管理や栄養管理の徹底、調理機器等の計画的更新を図り、学校給食の安

全確保を図ります。 

  ４、高等学校の振興。 

  上士幌高校の令和２年度高校入試出願変更後の入学志願者は、定員の0.7倍となる56

名と、50名だった昨年に比べ若干増加しております。少子化により、管内の中学校卒業

生は昨年度より125名、来年度はさらに約100名減が見込まれていることから、これまで

以上に危機感を持って安定的な２間口維持となるよう取組を進めてまいります。 

  こうした現況から、外部人材を含めた有識者や教職員、コミュニティ・スクールコー

ディネーター、ＰＴＡや卒業生、地元企業等からなる、（仮称）「上士幌町教育魅力化

プロジェクト」を立ち上げ、上士幌高校振興会とともに、志望者増に結びつく取組を推

進します。 

  また、上士幌町を含む北十勝を舞台に課題に挑戦する地元学への支援や、地域との協

働による心の通う共創的な学びや交流を通して、魅力ある高校づくりを進めます。 

  上士幌高校は、今年、開校70周年の節目を迎えます。生徒が「行きたい」、卒業生が

「行ってよかった」、地域も「高校の教育資源を活かしたい」、教員も「働いてみたい」

と思えるような学校魅力化を地域ぐるみで醸成できるよう重点的に取り組んでまいりま

す。 

  ５、生涯学習の振興。 

  生涯学習センター「わっか」は、町民の活動拠点として、子供から高齢者まで多くの

利用があります。今後も、引き続き、町民にとっての居心地のよい学びの場、世代間交

流の場、まちづくりの中核の場となるよう努めてまいります。今年度は、プレイルーム

等の床点検口の修繕や視聴覚ホール舞台装置保守点検等を行い、より安全に利用できる

よう整備してまいります。 

  （１）社会教育の推進。 
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  少子・高齢化や個人の価値観の多様化など、社会を取り巻く環境の変化により、様々

な行事への参画や担い手が減少傾向にあります。 

  このため、若者世代を中心とした地方創生塾を開設し、持続可能なまちづくりや地域

活性化に向けた取組を進め、新しい時代の流れをつくってまいります。 

  また、誰もが居場所と役割を持ち自己実現の機会をもたらす「学びの森」事業への参

加奨励や「みんなの学び応援事業」への企画提案を呼びかけ、多世代交流や多文化共生

を推進してまいります。 

  60歳以上が対象のシルバー学級生は、対象人口の5.7％に当たる117名が登録しており

ます。今年も積極的に参加者を募り、学習意欲や活動意欲を高められる「生涯活躍」を

目指した取組を推進してまいります。 

  （２）社会体育の推進。 

  体力の向上や健康づくりは、健康寿命の延伸のみならず、生きがいのある人生、明る

く豊かな生活を送り、家族や地域の絆を深める上で大きな役割を果たしております。 

  東京オリンピックイヤーである今年度は、より多くの町民に運動やスポーツの楽しさ

を広げられるよう、体育連盟や各競技団体等と連携を図りながら、スポーツ・健康づく

り実践者の拡大に努めてまいります。 

  また、日常的に体を動かす習慣や意欲を高める健康ポイント事業をはじめ、各種教

室・講座を実施するとともに、健康志向・競技力志向に対応できるよう、スポーツセン

ター内におけるフィットネス・トレーニング機器の充実に向けて検討してまいります。 

  （３）芸術文化活動の振興。 

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

るものと考えております。このため、町民の誰もが優れた芸術文化に触れることができ

る機会の提供に努めるとともに、町文化協会や各サークルの活動を支援してまいります。 

  また、町民文芸誌「火群」編集委員会や地域の宝さがしの会などの自主的な活動を引

き続き支援してまいります。 

  （４）文化財の保護、保存・活用。 

  上士幌町の持つ豊かな自然との触れ合いを深め、埋蔵文化財や郷土資料等、地域に残

された貴重な歴史資料の保護・保存を、町民の協力を得て進めてまいります。特に、郷

土史などの歴史資料は、学校の総合的な学習の時間や社会科と深い関わりがあり、上士

幌町教育研究所が発行した「かみしほろ学シリーズ」とも連動することから、わっか等

での展示を通して、自らが生まれ育つ郷土への理解と誇りを育んでまいります。 

  （５）図書館活動の充実。 
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  町民の主体的な学びや学習活動は、活力ある地域社会を支える基盤となります。この

ため、自己実現が一層促されるよう、図書資料の収集や読書環境の整備に努め、町民の

生涯学習を支援してまいります。 

  また、子供の読書活動を推進するため、巡回文庫・学級文庫等の取組や、ボランティ

アグループと協働して、子供たちに本と出会える機会を提供してまいります。 

  むすびに。 

  以上、令和２年度の教育行政の推進方針と主要な施策について申し上げました。 

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

教育行政執行方針といたします。 

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

わります。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午後 １時２２分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 再開いたします。 

（午後 １時２２分） 

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

◎報告第１号の上程、説明、質疑 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第６、報告第１号専決処分の報告についてを議題といたし

ます。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  名波建設課長。 

○名波 透建設課長 ただいま上程されました報告第１号専決処分の報告について、その

提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  令和２年１月24日に発生しました音更町内の駐車場における車両物損事故について、

地方自治法第180条第１項の規定により、令和２年２月７日付で専決処分を行い、２月

13日付で示談の合意について取り交わしたところでありますが、損害賠償の額の決定及

び和解について、同条第２項に基づき議会に報告するものであります。 

  専決処分の内容につきましては専決処分書をご参照願います。併せて、事故発生状況

略図もご参照ください。 

  １の賠償の相手方は記載のとおりであります。 

  ２の事故の概要でありますが、令和２年１月24日午後４時54分頃、本町職員が駐車場
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で車を降りようとドアを開けた際に強風でドアがあおられ、隣に駐車していた相手方の

車両側面に接触し破損させたものであります。 

  和解の内容でありますが、（１）損害額。町の損害額はゼロ円とする。相手方の損害

額は15万8,753円とする。内訳は、車両修理代５万5,253円、代車補償料10万3,500円であ

ります。 

  （２）過失割合。町の過失割合は100％とする。 

  （３）損害賠償額。町の損害賠償額は相手方の損害額の100％である15万8,753円とす

る。 

  （４）決済の方法、町は相手方に15万8,753円を支払う。 

  （５）その他。今後、本件に関しては異議を申し立てないこととする。 

  なお、職員に対しましては、安全運転及び車両管理について注意を促し、再度徹底を

図ってまいります。 

  以上、報告第１号を説明させていただきました。 

  ご審議いただき、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。 

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

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

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

  これをもって、報告第１号については報告済みといたします。 

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

◎議案第１号から議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第７、議案第１号令和元年度上士幌町一般会計補正予算

（第８号）、日程第８、議案第２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３号）、日程第９、議案第３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２号）、日程第10、議案第４号令和元年度上士幌町介護保険特別会計補正予算

（第５号）、日程第11、議案第５号令和元年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第

４号）、日程第12、議案第６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３号）、６件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第１号から第６号までの一般会計並び

に５特別会計の補正予算の内容についてご説明申し上げます。 
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  補正総額は、全会計で１億3,752万円の減額補正となっており、補正後の予算総額を

120億4,753万円とするものでございます。 

  それでは、議案第１号一般会計補正予算（第８号）からご説明いたします。 

  １ページをお開きください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から6,468万1,000円を減額し、総額を102億

6,159万2,000円とするものでございます。 

  追加補正の内容を申し上げます。 

  総務費では、一般共用事務用品及び事務機器管理経費110万9,000円、生涯活躍のまち

上士幌創生包括プロジェクト事業41万6,000円、財政調整基金積立金１億6,568万8,000円、

戸籍住民基本台帳管理経費20万1,000円。 

  民生費では、国保会計繰出金43万8,000円、同じく、国保会計繰出金76万6,000円、介

護保険会計繰出金80万2,000円、障害者自立支援給付事業570万5,000円。 

  農林水産業費では、畜産クラスター関連事業１億2,404万円、ナイタイ高原牧場運営

安定化基金積立金418万円。 

  商工費では、糠平湖魚族管理経費7,000円でございます。 

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

ございます。 

  第２条では、６ページの第２表にありますとおり、繰越明許費といたしまして、畜産

クラスター関連事業１億2,404万円、勢多環状線道路側溝補修事業4,211万9,000円を翌年

度に繰り越して実施をいたします。 

  第３条では、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2,070

万円を8,300万円に、過疎対策事業の限度額14億9,470万円を14億4,250万円にそれぞれ変

更補正をいたします。 

  次に、特別会計の補正予算についてご説明をいたします。 

  93ページの議案第２号国民健康保険特別会計補正予算（第３号）でございます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から3,841万2,000円を減額し、総額を６億

7,875万9,000円とするものでございます。 

  追加補正するものにつきましては、人件費32万6,000円、療養給付費交付金等返還金

285万4,000円でございます。 

  次に、112ページ、議案第３号後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）でござい

ます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に27万8,000円を追加し、総額を9,820万円と
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するものでございます。 

  追加補正するものは、後期高齢者医療広域連合納付金36万9,000円でございます。 

  次に、117ページ、議案第４号介護保険特別会計補正予算（第５号）でございます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から407万5,000円を減額し、総額を５億

7,653万1,000円とするものでございます。 

  追加補正するものにつきましては、施設介護サービス給付費事業342万円、高額介護

サービス費事業60万円でございます。 

  次に、130ページの議案第５号水道事業特別会計補正予算（第４号）でございます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に94万1,000円を追加し、総額を１億8,748万

4,000円とするものでございます。 

  追加補正するものにつきましては、事務管理経費24万5,000円、簡易水道施設改良事

業157万3,000円でございます。 

  次に、135ページ、議案第６号公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）でござい

ます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から3,157万1,000円を減額し、総額を２億

4,496万4,000円とするものでございます。 

  第２条では、138ページにありますとおり、地方債補正といたしまして下水道事業の

限度額を2,360万円から1,130万円に、過疎対策事業の限度額を2,350万円から1,110万円

に変更補正をいたします。 

  追加補正するものはございません。 

  以上が補正予算の内容でございます。 

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

補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表のとおりでございます。 

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

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

  よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより会計ごとに質疑を行い

ます。 

  それでは、議案第１号令和元年度上士幌町一般会計補正予算（第８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、22ページから款ごとに一括して質疑を行います。 
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  歳出、議会費及び総務費について質疑を行います。 

  22ページから38ページまで。質疑ありますか。 

  ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） 総務費の地域振興対策費の中のふるさと起業家支援プロジェク

ト、こちらについては予算額が300万円ということでついていまして、今回減額という

ことで300万円、そのまま減額されております。これについてはどのようなアプローチ

を企業側にされたのかお聞きしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 この事業につきましては昨年度から取り組んだものでございま

す。皆様方ご存じだと思いますけれども、町なかのそば屋さん、あれが１つ特筆される

ものだと思います。 

  具体的な取組ということでございますけれども、やはり機会を見ながらお話はさせて

いただいております。例えば関係人口で、こちらのほうにお越しになって、逆参勤交代

事業ですとか、そういった民間の企業の方、あるいは企業の方たちといろいろとお付き

合いをされている方ですね。そういった折にはお話をさせていただいているところでご

ざいます。 

  ただ、なかなかこちらのほうで企業を……企業と言いますか起業をということに関し

ましてはなかなか難しいというところで、この300万の事業でございますけれども、内

訳も少し言わせていただきますと、150万円町費、150万円がクラウドファンディングに

よって募集をして、アッパー300万円の事業を組むというものでございます。こちらの

ほうも折々に触れいろいろとアプローチはしておりますけれども、なかなか難しいとい

う点、この辺はご理解いただきたいと思います。 

  何かあった折に、やはりしっかりと備えておくということも必要だということで予算

のほうをお認めいただいて今年度来ておりましたけれども、次年度もそういう臨機応変

に対応するために考えていきたいということで、アプローチにつきましては、日々そう

いうふうなことでアプローチをしているということでお答えさせていただきたいと思い

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 28ページのまちづくり活動支援事業なのですが、予算的には多

分それほど利用されてはいないのですが、どのような事業を展開されたのかと。 

  それからもう一点は斉藤議員が質問したのでしませんが、次に、34ページの、これは
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多分マイナンバーだと思うのですが、今の時点でどの程度、マイナンバーのカードです

ね、カードを皆さんに通知といいますか補助金出して作っているかどうかを確認したい

と思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 この活動支援事業につきましても、毎回この議場においていろ

いろとご発言のほう、ご助言のほう頂いているところでございます。 

  今回、１件の事業費、20万円を残させていただいて、あとは減額させていただくとい

う予定でございます。 

  アプローチのほうといたしましては、毎回お話のほうさせていただいておりますけれ

ども、機会あるごとに、広報はもちろんですけれども行政区長会議ですとか、このよう

な、ある意味使う町民の方にとっては使いやすい、いつでも使えるというところでこれ

は門戸を広げているところでございます。 

  昨年はアイスキャンドルですか、アイスキャンドルを作りたいということで、その備

品に充てるということで支援をさせていただいたところでございますけれども、今年度

につきましても、昨年、もう一年というお話もあって、その辺はアプローチをさせてい

ただきましたけれども、去年の分で十分大丈夫だというふうなところがあったものです

から、それはそれで今日に至っておりますけれども、いずれにしましても、使いやすい

制度としてはそろえておきたいといいますか、備えておきたいということでございます。 

  以上でございます。 

○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 大変申し訳ございません。今、手元にちょっと資料

がないので、後ほど枚数のほうご報告させて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） まちづくり支援事業の関係なのですが、昨年は20万ということ

なのですが、今年度ですね、令和元年度、それはまだないというふうによろしい、一応

あるかもしれないので残しておくということでいいのかと。やはり、制度はあるのです

がなかなか、いろいろやりたい方とマッチングしていなかったりとか、制度そのものが

どこまで知られているのかなということもありますので、町民の方がいろいろなことに

関わって事業をすることについて、やはりすごくいいことだと思いますので、もっとも

っと普及する形、町が主導でやるのではなくて町民の方が、何かやりたいということに

ついてこういう事業ありますよというのをアプローチしながら、やはりこの事業を活用

したらいいのかなと思って質問、毎回、申し訳ない、質問させてもらいます。今年度は
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今のところないと。まだ数日ありますので、ぜひその辺をよろしくお願いしたいと思い

ます。答弁お願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 答弁要ります。 

  松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 今年度につきましては、そういったことでアプローチはしてい

る部分はありますけれども、実績としては今のところはないということで、１件分は残

させていただいているということでございます。 

  知らせる努力ですね。そうですね、今、私の頭の中で、もうちょっと深く入り込むと

しましたら、例えばわっかのところに出向いて行って、こんな使いやすい事業があると

いうふうなところで宣伝をするですとか、そんなようなこともひとつ、町民と直にお話

することによって、ああ、これだったら、ああそうか、そんなのだったらちょっと使っ

てみるかというようなこともイメージできますので、その辺のところを努力していきた

いなと思います。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。今のページまでですね。 

  江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 何点かちょっと教えてほしいと思います。 

  当初計画段階で本当は聞いておけば一番よかったのですけれども、そういうチャンス

なかったものですから、改めて、ちょっと細かいところもなるかと思いますがよろしく

お願いしたいと思います。 

  24ページの一般共用事務用品の中で、これはパソコン代、複写機、コピー機の係る部

分で59万円ほど今回予算化されていますけれども、これは町も、今、低炭素化を含めて、

なるべくペーパーレス化をしていくという部分ありますけれども、当初予算額に比べて

そんなに率的には高くない。当初は960万前後ですからそんなに率的には高くないので

すけれども、ペーパーレス化についてちょっと確認したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 ペーパーレス化については、今の段階で具体的になっているという

ことはないのですけれども、議員おっしゃるとおり、今後については、当然時代の流れ

としてペーパーレス化というのは進めていかないといけないというふうに思っておりま

す。 

  今後についていろいろな研究をする中でペーパーレス化、また経費の削減に向けた取

組を進めていきたいというふうに思っております。 
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○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 財政サイドから、皆さん方にちょっと知っておいていただきた

いということで、今お話しさせていただきたいと思います。補足ということになろうか

と思いますけれども。 

  財政のほうの決裁、伝票の決裁ございますよね。私もこんな数、毎日毎日押すんです

よね。電子決裁にできないかということで内部的にお話ししました。管内的には幕別と

もう一つやっているところがあるようなのですけれども、１枚、今現実に１枚決裁する

のに分単位でかかってしまいます。ですから、やはりそこら辺のところが、もうちょっ

と、実際に判こ、実際に自分が押すぐらいのスピードできるようになれば、これはやは

り簡潔にできるのではないかなということで、そんな努力も今しているということでお

話しさせていただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 何点かちょっとあるのですけれども。 

  25ページのふるさと納税推進事業の部分、14番の使用料及び賃貸料のパソコン使用料。

大きくちょっとは下がっていますけれども、当初も、予算的にも180万ぐらいあったの

ですけれども、何かこれちょっと、使わなかったのかなという部分が気になりますけれ

ども、その次、同じくこの中でＰＲブース出展料及びシステム使用料については全く使

っていないような状況というふうに認識したところであります。これについては、何か

事業の都合で使えなかったのか。当初予算で使えなかったとしたら早い段階で分かれば、

減額補正ということによって財政の効率化に対応できるのだと思いますけれども、この

点についてちょっと確認したいと思います。 

  併せまして、ジャパンイノベーションチャレンジ開催支援事業、支援するということ

ですから、町のほうも財政を対応したかちょっと確認できませんけれども、住宅借上料

についても当初予算どおりで、これも早い段階で分かっていたら、12月段階も含めて、

財政運用上は減額したほうがよかったのかなと思いますけれども、この辺の事情をちょ

っと確認したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 パソコン使用料、ブース出展料ということでございます。ブー

ス出展料につきましては、これまで予算としては持っていましたけれども、それが実施

できなかったと、しなかったということでございます。 

  パソコンの使用料につきましてはスペックをいろいろと用意している部分もございま

す。それと、ふるさと納税の協力隊推進員ですとか、その辺が今まで２名いましたけれ
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ども途中で退職したですとか、そういったところから減額になるということでございま

す。 

  あと、ジャパンイノベーションチャレンジの住宅料でございます。これは、ご指摘い

ただいたように、12月でも事業が済んでいるのであれば速やかに12月に補正というとこ

ろではないかということでございますけれども、そのとおりでございまして、その点に

つきましては、事務しっかりと今後行っていきたいということでお答えさせていただき

たいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 何点かまたあるということですが、これは、同じく27ページ

の町有財産の管理費の中でアスベストの関係がありますけれども、アスベストの対策と

いうのは、かなり以前から対応されてきていますけれども、これが最後になるのかどう

か。まだあるとしたら早急な対応というものが必要だと思いますけれども、新たなそう

いう場所が見つかった段階でという部分になったのか。それから、これが最後になる予

定なのか。そこのところ確認だけさせてもらわなと思います。 

  ということは、やはりいろいろな意味でちょっとやはり健康問題にかなり影響すると

いう部分ありますから、今はもう最終的に、結構時間かけながらアスベスト対策してい

ると思うのですけれども、まだちょっとこういう形で残っていたのかなと思ってちょっ

と認識させてもらいました。 

  これについて、今後のアスベストもうないよと、この町は。そんな形になっているの

かどうかちょっと確認したいと思います。 

  重ねてお願いしたいと思いますけれども、生涯活躍のまちで28ページです。 

  これについて、創生包括プロジェクト事業という形で新たに出てきていますけれども、

この時期に出てきたという部分について、この理由をもうちょっとあるのかなと思って

おります。 

  併せて、それから町職員の研修の経費です。これについては当初330万ぐらいの予算

が88万残しているという部分で、きっとこれからの役場職員を研修ということは非常に

大切なことかなと。我々議会のほうでも、これからやはりこの研修という部分をある程

度重視しながら、行政と一緒にいろいろなまちづくりを考えていきたいというのありま

すけれども、このような大変大きな課題になるかは別にしましても、残った理由という

のは非常に大切な課題になってくるかと思いますので、その辺ちょっと確認したいと思

います。 

  それと、30ページの企業誘致推進事業について、これについて、大きな予算を持ちな
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がら対応していると思うのですけれども、旅費についてはかなり消化していますけれど

も、ほかのことについてはあまり消化していないという部分で、企業誘致って、非常に

１つのまちづくりも大事なことですけれども、旅費だけが突出したような消化になって

いると思いますけれども、どのぐらいの実績・効果があったのかなというのがちょっと

心配になる部分ありますので、この点だけちょっと確認させてもらっていきたいと思い

ます。 

  併せまして、ほかについても使用料とか生活備品借上料とか、ちょっと、全く使って

いないようなゼロ料ですから、当初予算で確定された部分について、どういうふうに消

化するかというのがやはり当初予算の考え方にあったと思いますけれども、遂行されて

いないという部分についても含めて、考え方をお知らせいただければありがたいと思い

ます。 

  以上にしておきます。 

○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 生涯活躍のまち包括プロのところでございます。 

  これにつきましては、まず、41万6,000円、これ増額にさせていただいています。こ

れはｈａｒｅｔａ、委員会のほうでもご説明させていただきましたけれどもｈａｒｅｔ

ａのほうの火災報知機ですね。消防法の関係があって、それが設置しなければならない

というところから松井基金を充当させていただいて、今回41万6,000円を計上させてい

ただいているところでございます。 

  あと、関連して、地域おこし協力隊につきましては、これは純粋に燃料費必要なくな

ったということでご理解いただきたいと思います。 

  私のほうから、併せてもう一点、企業誘致の効果であります。 

  昨年の企業誘致事業につきましては、先ほどもちょっと一端を述べさせていただきま

したけれども、プラチナ大学というものが東京のほうで展開されているのがございます。

併せましてそこで展開されましたのが、逆参勤交代事業というものが実施されました。

実際にお越しになったのが19名、20名ぐらいお越しになったところでございます。 

  今回、この減額にさせていただいておりますのが、メインは関係人口をつくるという

ことで逆参勤交代事業を展開いたしましたけれども、そこの事業費の部分と当初から持

っている事業費というところで行きますと、その逆参勤交代でどこまで持っていただけ

るのかというのがありまして、実際、宿泊先等々もその運営費の中でできたということ

がございまして、それでこちらのほうは今使わなくてもよくなったということでござい

ます。 
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  ただ、企業誘致事業でございますので、先ほどのジャパンイノベーションチャレンジ

実行委員会、それが終わった段階での補正ということよりも、まだ今事業が動いている

ということもございましたので、この３月にこのような形での減額になったということ

で、この辺はご理解いただきたいと思います。 

  私からは以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 アスベストの関係でございますけれども、アスベストの含有の施設

については年数はちょっと定かではないのですけれども、３年ほど前に全施設の調査を

行ったところでございます。それで、剥離等が見られるものについては撤去をするとい

うこと。それから、剥離等の見られないものについては、道の基準では経過観察という

ことでございまして、この予算については剥離等の見られないものについての経過観察

ということで、毎年度点検をしているものでございます。 

  以上です。 

  それと、職員の研修経費でございますけれども、これについては、職員の自己提案型

の研修ですとか、あと、町のほうで、例えば東京で開かれるイベントですとか、そうい

ったところに研修をさせるというところの研修の旅費を持っているところでございます

けれども、まず、職員提案型の研修についてはちょっと応募がなかったということ。そ

れと、あとはイベント等に参加させる移住・定住のフェアですとか、それについてもち

ょっと参加の機会が少なかったということで、その執行残で減額をさせていただいたと

ころでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

  次に、民生費に入ります。 

  民生費は38ページから46ページまで質疑を行います。 

  ３番、伊東久子議員。 

○３番（伊東久子議員） 39ページの福祉団体等活動推進経費が200万円ほど補正減にな

っておりますけれども、当初予算は557万1,000円だったと思うのです。そして30年度は

398万6,000円の予算で決算が370万1,100円だったと思うのですけれども、この200万円残

ということは、何か事業計画をしていたのが、その事業ができなかったのかどうかお聞

きをいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 こちらにつきましては、福祉団体が活動される部分で、年間、

足りないことのないようなという部分で手厚い当初予算組んでいるという実態にござい
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ます。たまたま実績的に、今年度19団体、21回分見たのですけれども実績として少なか

ったという状況にございます。 

○議長（杉山幸昭議長） いいですか。 

  ３番、伊東久子議員。 

○３番（伊東久子議員） 前年度と比較して200万円も余分に予算を計上したというのは、

積算根拠みたいなのが多分あるのだと思うのですけれども、減になったからいいという

のではなくて、やはりきちんと積算根拠を立てながらやっていただきたいなと思うので

すけれども、その点についてどうでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 すみません。答弁漏れございました。 

  今年度につきましては団体も増えたという形で、昨年度よりも予算のほう増額させて

いただいたという状況にございました。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、伊東久子議員。 

○３番（伊東久子議員） 団体も含めてということは、団体含めなくて、これ200万って、

300幾らかしか使っていませんよね。団体も含めても同じ金額なのですか。この200万円

を多くしたということは、何か事業か何かを、その団体を入れたとしても、これがこの

まま補正減になるのであれば、金額というか、本来なら多くなるはずなのに少なくなっ

ているということはどういうことなのか。ちょっと理解できないのですけれどもお願い

いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 すみません。もう一つ申し忘れたことがあるのですけれども、

研修だとか活動のバスの事業も含んでおりまして、特にこのバスについては見直しをし

たということで、１日の移動距離のほうを300キロから450キロに拡大したという部分で

の当初予算の拡大を１つしてございます。併せて、団体につきましても１団体が増えた

と。対象団体が増えたということで、当初予算ちょっと増額をさせていただいたという

状況にございまして、結果的に、今年、あまり、昨年度の活動率的な部分で言うとちょ

っと少なかったという状況にございました。 

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

お知らせいたします。 

（午後 ２時００分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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（午後 ２時１０分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 先ほどの答弁にちょっとまだ補足をしたいということで申出が

ございますので答弁をさせます。 

  尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 ちょっと答弁に説明が不足していたというふうに感じましたの

で、追加して説明をさせていただきます。 

  この福祉団体等活動推進経費につきましては、老人団体とか福祉団体のバス旅行に主

に使う経費への負担でございます。昨年、老人団体から要望がございまして、もっと１

日当たりの距離を延長してほしいという要望がございまして、今年度から１日300キロ

を450キロに延長いたしました。各団体の要望のある事業ごとに最大値450キロを見たと

いうことで、各団体が450キロを全て行けるという予算取りをさせていただいたところ

でございます。実際、今年度このバスの旅行等の経費で、実際はこの450キロまでは到

達していなかったということで、今回ちょっと大きいのですけれども200万円の減額を

させていただくという内容でございます。 

○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 申し訳ありません。 

  先ほどご質問のございましたマイナンバーカードの発行枚数ですが、１月31日現在で

478枚というふうになっております。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） この枚数なのですが、私はそれほど、国のほうはもっと増やせ

みたいな、多分これから出てくるのだろうと思うのですが、この枚数は国のレベル、他

市町村のレベルから言えば普通の枚数、ほぼほぼ同じ枚数なのか。あと、国のほうから

はやはりこのマイナンバーカードを、これから国民健康保険に利用するとかいろいろ来

るものですから、そういうことについて奨励するような指示とかはあるのかどうか。そ

の点については町民の自主的な申請ですので、そこまではあまり深入りしないほうがい

いのかなと思って質問させてもらっているので、その辺の状況について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 木下町民課長。 

○木下由季子会計管理者兼町民課長 現在、マイナンバーカードの各町村の交付状況が示

されておりますので、全体の意思統一という形で、月１回開催されています課長会議の

ほうでも数字のほうご報告をさせていただいているのですが、全体数の中の枚数という

よりはパーセンテージで、大体市町村部ですと８％から９％台。今現在は、ちょっと最
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新の数字がちょっとあれなのですけれども、帯広市で10％を超える台数だったかなとい

うふうに、申し訳ありません、ちょっと手元にない資料なのであれなのですが、そのよ

うな率になっています。 

  あと、マイナンバーカードにつきましては、総務省も含めてマイナンバーカードをも

っと利活用できるようにということで、例えば医療保険制度との共通な利用だとかそう

いうことが現在示されてはいます。まだ具体的な方策というところでは取組をさせてい

ただいているところがありませんが、町民課については交付の窓口、あと、その利活用

部分につきましては、他の担当課とも連携をしながら情報を収集しながら対応させてい

ただいているような状況になっています。 

○議長（杉山幸昭議長） 民生費、ほかにありますか。 

  ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 40ページになります。 

  消費税引上げに伴う低所得者等に係るプレミアム商品券事業のところで、これだけの

戻りというかバックあったということは、当然申請率の低さが要因かと思うのですけれ

ども、この辺に至った原因、要因というのと、また、この手のタイプ、低所得者向けの

事業が出た場合に、これらに対する対策というのをどういうふうにお考えでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 今回のプレミアム商品券の申請率についてなのですけれども、

本町におきましては、非課税者468名に対しまして申請率が54％という状況でございま

した。子育て含めるともうちょっと上がって59％ということになるのですけれども、こ

の申請率につきましては、管内の状況、まだ正式には出ていないのですけれども、お聞

きしたところの中では悪い数字ではないというふうに聞いておりまして、総体的にあま

り申請率が高くなかったような状況にございます。 

  本町においては、この申請率を上げるべく、11月、最初郵送で案内申し上げたのは８

月なのですけれども、再勧奨ということで、さらに11月には497名の方へ再勧奨の案内

をして一定の効果を得たというところでございます。 

  また、併せて広報でも毎月このプレミアム付商品券についてのＰＲを行ったという状

況もございます。相応の努力を行ったのですけれどもやはり54％程度に収まってしまっ

たということでございます。 

  また、今後の同様の事業等があったときの対応策といたしましては、ちょっと今の時

点では、やはり再勧奨等を積極的に行うというぐらいしか、ちょっと今頭には浮かばな

いので、そのときにありましたら皆さんのお知恵を拝借しながら、また、できるだけ効
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果の高い事業に結びつけるように努力をさせていただきたいなと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 40ページの福祉灯油等支給事業についてお尋ねしたいと思い

ますが、先ほど町長のほうからも新年度に向けた執行方針の中に、福祉の中でかなり大

きなウエートでこのお話をされたというふうに認識しておりますが、今回大体当初予算

が600万円に対して160万ですから４分の１ぐらいの余しが出たという部分で、これ基本

的に何が原因かという部分、ちょっと確認しておかないと、また同じような数字が出て

きても困る。ということは、やはり低所得者さんの、本当に対応として、うちの、我が

町の単独事業だという部分で、非常に認識を高くしながら、この制度について支援した

いと思うのですけれども、手続が駄目だったのか、それから、そういう低所得者の人が

何らかの形で来られなかったのか。そうすると、町としてこれを踏まえて、次の対策と

いう部分、まだちょっと質問するには早いかもしれませんけれども、何だかやはり

100％に近い形で、マンドにせっかく調査した数字かと思いますから、対応できればい

いのではないかと思うのですけれども、取りあえず４分の１ぐらいの方がちょっと、支

給対象……額的に見てなかったという部分についての要因と、考え方、新たな考え方あ

れば、対応の考え方あればお知らせ願いたいと思います。 

○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 福祉灯油につきましては、いわゆる対象とする世帯につきまし

ては非課税世帯ということで、65歳以上の非課税の方がいる世帯で課税者と同居されて

いないと。生活が支援されていないと。もしくは扶養されていないということが条件に

なります。 

  そこで、毎年、その非課税世帯、非課税者であるかどうかというのも毎年の所得状況

で人数が変わるという状況。それから、同居の状況についても、扶養されているかされ

ていないかも毎年の状況で変わってまいります。 

  また、併せて、実際に冬に生活されていない方、例えば入院された方ですとか施設に

入られた方等についても対象とならないということでございますので、今年度につきま

しては、その方々も含めた人数はおおよそ440ちょっとぐらいかなというふうに考えて

いたのですけれども、実際申請いただいたのでは383名ということでこの数字になった

ということで、いずれにしても、対象となりそうな方も含めた数字と、人数ということ

で当初予算を計上させていただいているということでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 状況については何となく分かりました。 
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  ただ、手続が面倒くさいとか、ここまで、役場まで来ないとか、そういう懸念があっ

た分があるのかなという部分はいかがでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 福祉灯油につきましては、役場にいらしていただければ商品券

を直接手渡しできるということで、一度でこの商品券を手に入れられてすぐ消費に結び

つけられるということで、今回やったプレミアムよりはちょっと利便性が高い制度で、

すぐ支援のほうに結びつく制度ではないかなというふうに認識してございます。 

  ただ、やはりなかなか来られない方もいらっしゃいますので、そういう方については

代理人だとかそういう部分も、対応もしておりますので、ぜひ、もしそういう悩みがあ

ったらご相談をいただければなというふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、衛生費及び労働費に入ります。 

  46ページから50ページまで。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 46ページの老朽施設解体撤去促進事業なのですが、今年度もか

なり利用されていると思うのですが、今年度どれぐらい利用されたのかと、全体的に、

全町的に予想される解体、したほうがいいのではないかという施設等あると思うのです。

その辺の状況についてどのぐらい進んでいるのか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 木下町民課長。 

○木下由季子会計管理者兼町民課長 老朽施設解体の、現在把握をできている数字という

ことで、一応、２月末現在で13件、金額にして544万円の支出が確定している形になっ

ております。 

  あと、数件、お話等頂いている件数とかもありましたので、その部分等を除いて今回

減額というような形で報告をさせていただいています。 

  老朽施設は町なかの景観も含めて安全策もありますし、環境美化の防犯の視点からと

いうことで解体の促進を図るための補助金ということで取組をさせていただいているの

ですが、持ち主の方、もしくはご家族の方等からの申請がないと、なかなか解体という

ところに結びつかない部分もありますので、例えば固定資産税の通知を出させていただ

くときに、こういう制度もありますというようなお知らせも入れたりという努力もさせ

てはいただいているのですが、なかなか……議員も町の中をお歩きになっていろいろ気

になっている物件とかもおありになるのだと思うのですが、なかなか解体されない建物

も、実際には見受けられるのが現状ではあります。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 
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  次に、農林水産業費に入ります。 

  50ページから59ページまで質疑を行います。 

  ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） 55ページの東部居辺地区道営農地整備事業ということで、予算

的には8,228万円ということで、今回不用減で落とす額が2,761万9,000円ということで結

構大きな額が不用減になるのですが、これについてご説明をお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 道営事業については道のほうで予算化して事業を行うのですけれど

も、町の予算につきましては、基本的には道の指示によって毎年度予算化しているので

すけれども、どうしても町のほうが予算編成が早いものですから、どうしても、実際に

こっちのほうで予算取った後に道のほうで、道内の地区でいろいろ調整したり管内で調

整したり、あとは完了地区があればそっちのほうに予算が流れて行ったりということで、

管内、ちょっと遅れて道の事業費が決定するものですから、どうしてもこういう、毎年、

結構差が出ているというのが現状であります。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、商工費に入ります。 

  60ページから65ページまで質疑を行います。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 60ページの創業支援事業なのですが、約700万ほど利用されて

いると思うのですが、どのような形で創業支援が何件ほどあった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 創業支援事業につきましては、文字通り新たに事業所を立ち上

げた場合ということでございます。 

  今年度におきましては、飲食店１軒、それと、ホテル・旅館業１軒、それと、今まで

勘定しておりませんけれども理容業１軒ということで３軒の利用をいただいておりまし

て、新たに事業所を開設していただくということで、今進め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） ホテルというのは、これからのことも入って、実際に３軒あっ

たということなのですが、町民がなかなか見えなくて、過去には見えた時期もあるので

すが、それがなかなか見えないので、せっかく町がお金支援するのであれば、もうちょ

っとアピールしながら、町に活性化を含めてできるようなことがあればなと思っている

のですが、なかなか、創業支援しているのに、予算見て、ああ、こういう事業あったよ

な。あの方利用したかなということもあるのですが、なかなかちょっと見えないのと、
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あと、町民の方についても、町の補助金もらってやるのであれば、やはりきちんと町民

に返していくと、そういう姿勢も必要なのかなと思って、なかなかこの３軒が利用され

た。これからも含めて年度内にあると思うのですが、なかなか見えないので、その辺も

ちょっとアピールしながら進めてほしいなと思って質問させてもらいました。答弁があ

れば。 

○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 先ほどの宿泊業につきましては、事業承継といいますか経営者

が替わるという形でございます。 

  今、議員からあったように、補助制度を使ってこういう事業を始めましたというよう

なことも含めまして、例えば一般、道の補助事業ですとか、例えばそういう財団の補助

事業を使う場合は、その財団のＰＲをしてくださいとかというようなこともございます。

この部分についても、そのようなことの検討をさせていただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか。商工費よろしいですか。 

  次に、土木費及び消防費に入ります。 

  65ページから72ページまで質疑ありますか。 

  ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） 71ページの定住促進賃貸住宅建設助成費、これについては、今

年度の予算が6,000万ということで不用減が2,128万円ということなのですね。最近、町

内的に、この新しく造った賃貸住宅の空き部屋が多いのではないかということが町民の

中で話題になることもあります。それで、入居率がどうなっているのかということと、

それから、新年度に向けて需要がまだ十分あるのかどうか。その辺についてお考えを伺

いたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 

○名波 透建設課長 ただいま、賃貸住宅の状況、昨年行われました産経の委員会におい

ては調査の状況の報告をさせていただいたところでありますけれども、30年度まで建設

した物件についてアンケート調査を実施しております。その結果について、入居率は

85％でございました。その前の年に行ったときの入居率はたしか93％ほどであったとい

うふうに認識しておりますので、８ポイントほど下がっているという状況で、戸数にし

ますと57戸の空き室があるというふうな状況でございます。 

  だんだん入居率下がってきている状況ではありますけれども、今年度についてはいろ

いろ事業者さんも予定していたものも縮小したり取りやめたりという状況でこういう、

予算の執行率としては65％ほどになるかと思いますけれどもそういう状況でございます。 
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  それから来年の分ですね。来年こういう状況を委員会のほうで報告をさせていただい

て、２年度については予算の額を3,000万ほどで実施していきたいというふうに考えて

いるところでございまして、ただ、業者さん、オーナーさん、それから大型農業法人さ

ん、個人の農業法人さん、それから、来年は、今のところ規模等はまだ確定はしていま

せんけれども３件ほど問合せ・相談があるという状況でございますので利用はされてい

くのかなという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） ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） 70ページですけれども、委員会のほうでちょっと説明していた

だいて、私が勘違いしている部分があるかもしれませんけれども、住宅管理費の中の西

団地解体工事ということで、当初1,650万ほどの予算であったと思うのですが、今回

1,100万ほど減額するということの中身になっていますけれども、この辺の関係につい

て説明し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 西団地の解体工事ですね。これに関しては国交省の社会資本整備の

交付金の補助を受けて実施している事業でございまして、最近の傾向で行きますと、公

営住宅の事業、それからその他の国交省の補助事業に関しましては、前年度、実施する

前の年、要望金額を挙げていきまして、それについて申請していくという形でございま

すけれども、最近の傾向で行くと、メニューによって大分違いますけれども、要望した

額の半分、もしくはその６掛けとか７掛けぐらいの内示額というのが実際のところでご

ざいまして、この西団地については、一応、今ある３棟の老朽化した空き家となってい

る西団地の解体を申請してございました。 

  ３棟のうち、マンドにその補助金額、内示額がつかなかったものですから、その中で

一番危険を要するもの、それから順番に、半分ぐらいはついたのですけれども、３棟な

ので1.5棟というわけに行かないので、取りあえずその１棟について解体を実施しまし

て、残りについては次年度以降の要望額にまた乗せて要望していくという形でございま

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） １点目は、今、斉藤議員からありました定住住宅建設等促進

奨励事業ですけれども、産経でもこの部分について、一応状況についてはお知らせいた

だきましたが、今年も改めて、前年度繰越明許までしてこの事業を進めたという分です
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けれども、まず総務課として、このような事業が繰越明許として正しかったかどうか。

僕は、一般的な部分では、繰越明許というのはかなり規制されている部分ですから、ま

ず財政のほうにこの点、確認ちょっとしておかないとならないかなと。今年は繰越明許

ないかどうか分からないのですけれども、そういうことでちょっと確認したいと思いま

すけれども。 

  先ほど、名波課長からあったように57戸の空き室があるという部分でかなり増えてき

ている認識ありますし、今年、私、今11区１という段階でも数軒建っていますけれども、

ここにもかなり空き室率が高いと。今、最近建てたものについてはほとんど入っていな

い。それから、その前に建てたところも50％も入っていないとかそんな傾向あります。 

  今、ただ、何軒か本当に必要であるということが、令和２年度に一応手を挙げた方が

いるという部分で、一定程度見直しもちょっと、要綱の見直しをきちんとして、   

本当に町民のためになる、地域の産業に活用できるという、そういう住宅政策にきちん

と明確にしたほうがいいのかなと。一般住宅という部分については、一定程度、僕は限

界あるなというふうに認識しているような部分ですし、よく聞かれるのは、いや、空き

室あるけれどもまたどうすんだべなとかって心配もあるというのもあるのですけれども、

町民が心配することではないという部分はありますけれども、やはり町の財政５億以上

も投入していますから、大きなやはり財政支援と、そのメリット・デメリットがマッチ

ングするか。将来、この空き室どういうふうに利活用されるかという部分、ちょっとや

はり不安材料もあるなという認識をしているものですから、一定程度、先ほどあったよ

うにこの在り方について、新しい年度に向かってはやはり要綱を点検してほしいなとそ

ういうふうに思っていますので、そういう部分を含めて、やはりマンドな利用をしてい

くというのを、僕は、補助金、交付金というのはそういう性格を持っていると思います

ので、その部分を含めて考え方を示していただければと思います。 

  また、改めて新年度予算の中でもこの話ししたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 繰越明許が正しかったかどうかというご質問でありますけれど

も、間違いではないと思っております。制度としてこれはしっかりとしてあるものでご

ざいます。 

  ただ、今回の江波戸議員さんがご心配のように、冬にかかってしまうだとかそういっ

たところをご心配されて、果たしてそれが望ましかったのかというふうなことで行きま

すと、今のその要綱の見直しの話にもつながっていくのではないかなというふうに思い

ます。財政といたしまして、繰越明許制度はしっかりとした制度としてありますので、
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その点については間違いではないということでお答え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 私のほうから空き室の問題、先ほど、昨年度の調査の段階で57戸と

いうことでお答えをさせていただきました。 

  今年度も建設中のものもございますし完了しているものもございます。場所によって

というか業者さんによってかなりばらつきがある状況で、まだ入居率が、まだなかなか

上がらないという業者さんもいらっしゃいますし、年度末までに建てた賃貸住宅で行く

と、ほぼ９割以上の入居が決まっているといった報告もされておりますので、一概に全

然入っていないという状況ではないのかなというふうに認識をしております。 

  それから、要綱については、委員会のほうでも述べさせていただきましたけれども、

また３年の一応延長をかけさせていただくようご承認を得たところでございますけれど

も、途中でも要綱の中身を改定、その状況に合わせて変えていきたいというふうに考え

てございますので、状況を見ながらということで考えてございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、教育費に入ります。 

  教育費は73ページから85ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

  ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） 74ページの認定こども園の関係でお聞きをしたいと思うのです

が、歳出の中身についてどうこうということではなくて、本当は歳入のほうに関係して

質問するところなのですけれども、ちょっと歳入のほうにも質問する項目がございませ

んのでここで質問させていただきます。 

  それで、実は何を言いたいかというと、うちの町は保育料を無料化10年間ということ

で、限定ということで一応スタートをして、今無償になっているのですけれども、国の

幼児教育だとか保育の無償化というようなことが昨年10月からスタートしたというふう

に思うのですけれども、こうした国の制度に基づいて、町のほうに何らかの財源という

ことで当然入ってくるものだというふうに思うのですけれども、その辺の状況がどうな

っているのかということについてお聞きをしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 弦巻幼児教育課長。 

○弦巻佳光教育委員会幼児教育課長 幼児教育、保育の無償化につきましては昨年10月か

らスタートをしておりまして、年度途中ということもあります。それから、国の制度は、

スタートはしたのですけれども、財源措置とすると国が面倒を見るという方針だけがあ

りまして、額の算出根拠というのは全部交付税措置というふうに聞いております。補助

金と違いまして交付税措置という形なものですから、後から実績で出てくるということ。
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それから国は、これまでも子育て支援策というのをずっと何年か前から継続的に行われ

ておりまして、例えば今補助事業でやっている多子世帯の補助金であるとか、ほかの子

育ての支援事業等を除いた部分について今回の幼児教育の無償化があるというふうな形

になりますので、非常に複雑な計算、それから実績額に基づいて行うという形になって

ございます。 

  町としましては、今のところ額としてはちょっと示せないのですが、交付税措置がこ

れからされるというふうに聞いております。 

○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 財政といたしまして、どのようにこの制度を見ているのかとい

うことでございます。 

  この、令和元年度と令和２年度をちょっと区切って見なければいけないというところ

でございます。 

  令和元年の対応につきましては、ちょっと読まさせていただきますけれども、消費税

率引上げに伴う地方消費税の増収が僅かだったことから、地方負担分を国費、子ども・

子育て支援臨時交付金で措置すると。今示されておりますのが、国費総額が2,349億円、

我が国としては持っていると、のようです。ただ、それぞれの自治体ごとにこれは按分

されるということでございます。ここのところがまだ示されていないということでござ

いますけれども、もう今の情報では、ここ一両日中にその辺が示されてくるだろうとい

うところでございまして、今、財政のほうといたしましては、最終日に補正できたらい

いなというふうに思っております。歳入としましてですね。 

  この中で行きますと地方特例交付金ということで、子ども・子育て支援臨時交付金と、

そのようなことでできたらいいなと。交付金の支払いは今のところ３月19日予定という

情報で来ております。細かい数字、うちの子供たちが200名、ざっくり言っていると、

それは先ほど弦巻課長のほうから申し上げたとおりでございます。その数字が、具体的

に振興局通して国に行っていると。それを算定しながらまた降りてくると。そういうよ

うなところでございますのでよろしくお願いしたいと思います。 

  あくまでも、これは経費全てではなくて利用者の負担ですね。お父さん、お母さん方

に関わってくる利用料金がありますけれども、その分について歳入として入ってくると

いうことでございます。 

  次年度、令和２年度の対応でございますけれども、地方消費税交付金の増額で対応す

るということのようです。一旦そこの中では見るんだけれども、もし数字のやり取り、

やりくりの中で不足分がもし出た場合は普通交付税の中で措置をするという回答でござ
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います。 

  地方消費税率の従来分は１％で変わらず、引上げ分、社会保障財源交付金は0.7％か

ら1.2％へ大幅引上げされるということのようでございまして、すなわち、0.7から1.2、

その中に入っているのだよというところで制度上の設計はそのようになっているようで

す。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） まだ具体的な部分の数値等なり、どうやって計算をされてくる

ものなのかということが明らかになっていないという段階なので、これ以上質問させて

いただいてもあれなので、再度こういう国の制度がどう進んでくるのかということもう

少し明らかになった段階で、また説明等をしていただくことで、これで終わりたいと思

います。 

○議長（杉山幸昭議長） 要望でいいですね。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 保育料の関係は当初予算で質問しようと思っていたものですか

ら今回は避けていたのですけれども、さっき、ちょっと令和２年との関係で、地方消費

税そのものは、もともと消費税が上がれば来るお金は増えるというふうに決まっている

のに、そこに子供の分を含んで込みでと言われたら、何か損したような気分になるので

その辺はどう考えるのか。 

  もともと消費税増えれば、パーセンテージで言えば増えるの当たり前なので、８から

10になれば、もともと使った、それは一般会計に入って自由に使えるのに、そこを保育

料分の込みでなどと言われても、何かごまかしだと言って、今、その辺どういうふうに

考えるかと、それはまず置いて、それも質問したいと思うのですが…… 

○議長（杉山幸昭議長） 山本議員。これは新年度でやってください。今補正予算やって

いますので。 

○２番（山本和子議員） はい。その辺どう考えるか、答弁があればお願いいたします。 

  それと、74ページのプログラミング推進事業で、当初予算に1,218万円。この内訳は

ほとんどロボットの借上料だと思うのですが、その中で、実際にどのように実施されて、

来年度から具体的な授業入るわけで、その辺について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 国と、何か、ちょっと違うのではないかというご意見かと思い

ます。 



－62－ 

  今の地方消費税の内訳について、私、今手元にあるものを基にしながらお話しさせて

いただきたいと思いますけれども。 

  平成26年から地方消費税が引き上げられたというところ、これは遡ればそのようにな

るかと思います。従来分が１％。令和２年度、今のお話しさせていただいた分で行きま

すとこれも１％と。従来は変わらないと。もう一つがその引上げ分、社会保障財源交付

金ですね。これが26年のときには0.7％で令和２年からは1.2％になるということで

0.5％上がるということでございます。 

  そうは言いながらもどうなのというご意見かと思いますけれども、今日のところは、

私はそこまでしかお答えできませんことをご理解いただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 石王教育推進課長。 

○石王良郎教育委員会教育推進課長 プログラミング教育についてでありますが、来年か

ら小学校教育においてプログラミング教育が必修化されるということになっておりまし

て、それの前年からの準備ということで、ソフトバンクのペッパーを借り上げ、３年間

ということで借り上げて実施をしてきている。10台ということになっております。 

  そこら辺の現状、活用状況ということでありますが、例えば上士幌小学校ではクラブ

活動の中でそれを実施をして、ペッパーのプログラムを子供たちが実際にパソコンでプ

ログラムをしてそれを動かしてみるとか、そういうような取組をしていたり、放課後子

ども教室の中で何回かやってきていると。そういう状況があります。 

  あと、糠平小学校でも同じような取組をしておりますが、あそこは、例えば観光地と

いうことでそのＰＲを子供たちが考えてペッパーにしゃべらせたり動かしたり、そうい

うようなことを実際やって、そういう取組についてもほかの小・中学校の教職員含めて、

一緒に参加をして学んでいくという取組をしていたり、中学校においては技術科の授業

の中でそのプログラミングを、ペッパーを活用したプログラミング等を進めてきている

と。 

  あともう一つは、それの指導体制ということで、昨年、十勝ＥｄＴｅｃｈとの連携協

定を６月に結びまして、それで、まだこれからということなのですけれども、実際来て

いただいたのが、コア専門学校から来ていただいたのが昨年９月、上士幌小学校の中で

の取組で学生たちに来ていただいて、寄り添っていただいたというか、指導を含めてし

ていただいたということを進めてきています。 

  ここら辺につきましては来年に向けてということで、ソフトバンクのほうとも具体的

に、どういうようなそういう活用方法があるかというのは、また改めていろいろ指導を

頂きながら、来年の取組に向けて一歩進めた取組をしていきたいと思いますし、あと、
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ＩＣＴ推進、これ新年度でありますが、その配信の中で、より一歩進んだ活用プログラ

ミング教育の進めていくということで対応を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） 新年度につきまして、その予算の中で詳しく質問させてもらい

ます。いろいろ予算組んでいますので、それ。     

  ほかの関係で77ページの就学援助の関係ですね。要・準要保護児童援助事業なのです

が、これ、はっきり言えば、要するにきちんと、申請主義ですので申請されなければ援

助対象にならないのですが、その中で申請が漏れとかないのかどうかということについ

て質問をしたいと思うのです。 

  途中からでも申請はできるのですが、従来申請していたのに今回申請しないというこ

とについてチェックしながら、該当する方については全員申請できるような体制を取る

べきではないかと思うのです。そういう例がなかったのかどうか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 石王教育推進課長。 

○石王良郎教育委員会教育推進課長 就学援助の申請につきましては広報とかでの啓発で

あるとか、学校を通じて申請、こういう形でということで、子供たちを通じて保護者に

配布をして、それに基づいて申請していただくと。基本的には申請を受けて初めて認定

するという形になっておりますが、前年度申請いただいているような方については、そ

こら辺は当然また申請ということではご理解いただいていると思っていますし、ただそ

の中で、申請が本当はできるのだけれども漏れているとか、そういうようなところまで

のチェックについては現状はやっていないですし、その部分になると、各子育て世帯全

員の前年の申告がどうだったのかという調査をしてという、そこまでのことにはちょっ

となりませんので、あくまでも基本的には申請に基づいて認定をするということ。その

ための周知をちゃんとしているということになります。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員、３問目になるから教育全般で。今３問目

になりますので。 

  どうぞ。 

○２番（山本和子議員） その申請の関係なのですが、基本的な姿勢として全児童世帯が

就学援助の申請をできるのだという基本を持ったほうがいいと思うのです。じゃないと、

今までもらったから、何か……中にはいるのですよ。申し訳ないというか、ありがたか

ったということが、何かお世話になっているみたいに捉えて、今回はやめようかという

方も私の身近なところでいたものですから、基本的には全員が申請できると。例えば税

金の関係は調整すればもちろん分かりますので、該当しないだろうというのはおおよそ
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分かるのですが、例えばうちは生保の1.3ですね。町村によっては池田も1.5、広尾も

1.5と。1.1のところもありますけれども。その金額というのはどこまで該当するかとい

うのは本人は分からないと思うのですよ。だから、基本的には全員が申請してもいいと

言ったら変ですが、申請できるのですということを言ってあげないと、何か申し訳ない

とか、今までもらったから遠慮するんだみたいな方、中にはいたのですよ。その辺をき

ちんと、申請するときに、基本的に皆さんが申請できるのですよ。ただ、共働きだった

り収入があれば該当外れるというのがもし分かっていれば申請しないこともあるので、

その辺はやはりちゃんとしないと、結構その方、結構苦労して、大分私も対応したので

すが、そういうこともありますので、その方もらっていれば、その後の、例えば就学援

助もらっていれば、その後、別な形でいろいろ金銭、お金をやりくりできたのに、その

ことによって大変な思いをするということもありますので、きちんと、申請主義ですの

で、全員はチェックできないとは思うのですか、その辺をきちんとちょっと明記しなが

ら来年度対応してほしいなと思っています。もう既に始まっていますね。１年生始まっ

ていますのでよろしくお願いいたします。 

  答弁があればお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 石王教育推進課長。 

○石王良郎教育委員会教育推進課長 保護者に配布している資料としては、大体標準的に

お子さんが何人いてとか、こういう世帯は大体目安としてどのぐらいというのは、一定

程度は示しているとは思いますが、ただそれは実際、その世帯によって当然状況が変わ

りますし金額も変動しますけれども、一応そういうのを、一定程度の情報、こういうよ

うな部分でということを示した中で申請していただいているということを認識しており

ますので、そういうことで、各保護者の人には、これまで以上にやはりそういう中身を

周知徹底して、やれるような状況がある家庭については申請してもらえるような情報を

提供するということで進めていきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 教育費、ほかありますか。 

  次に、給与費明細書及び地方債に関する調書は86ページから92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９ページから21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７ページから８ページまで一括
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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６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１号令和元年度上士幌町一般会計補正予算（第

８号）の質疑を終わります。 

  次に、特別会計補正予算の質疑を行います。 

  特別会計の質疑は、会計ごとに歳入歳出一括して質疑を行います。 

  初めに、議案第２号令和元年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、

93ページから111ページまで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） 105ページの特定健康診査事業について質問いたします。 

  今年度まだ終わっていませんけれども、令和元年度の受診率はどの程度なのかと。そ

れから、30年度の最終結果は、多分50を超えていると思うのですが、どれぐらいになっ

たのかと。それによって、かなり、以前の説明の中では支援金がかなり、340万ほども

らえたということもありますが、平成30年度の決まった数字と令和元年度の見込みの受

診率について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 特定健診の受診率でございますけれども、この国保分ではなく

て一般の方も含めた中の総体の率ということでお話をさせていただきますけれども、平

成30年度の確定値につきましては56.8％ということになってございます。 

  それから、本年度の状況でございますけれども、ここ３年間、28、29、30とずっと上

がってきてございますので今年度も期待しているところなのですけれども、前年並みか

なというところで今推移しているということで、最終確定値、ちょっとどのぐらいにな

るかというのが出ましたらまたお知らせをさせていただきたいなというふうに考えてお

ります。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第２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３号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第３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２号）は、
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112ページから116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３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２号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第４号令和元年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第５号）は、117

ページから129ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第４号令和元年度上士幌町介護保険特別会計補正

予算（第５号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第５号令和元年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第４号）は、130

ページから134ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第５号令和元年度上士幌町水道事業特別会計補正

予算（第４号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第６号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３号）は、

135ページから146ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

  ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） 143ページに、下水道管理センターの改築工事ということで、

予算額が5,700万。今回、不用減で1,962万2,000円を不用減として落とすのですけれども、

かなり大きな減額になるのですが、この理由についてお聞かせ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 下水道の施設整備事業でございますけれども、先ほども国交省の補

助事業を使ってございまして、なかなか最近の傾向で行くと要望どおりついていかない

というところでございまして、その関係で要望額と申請額に差が生じていると。ただ、

この下水道の施設整備事業については、長寿命化計画を立てて進めているところでござ

いまして、基本的に近々にやらなければならないものについては最優先でやっていくと。

それ以外にまだ１年、２年、何とかなるだろうというところについては次年度の分に乗

せていくと。ただ、下水道の整備に関してはかなり大がかりな施設、たとえば汚物を除

去するためのスクリーン装置ですとか、かなり金額が張るものもございますので、そう

いったものを対象にするかしないかでかなり額が変わってくるというところで、そうい

う判断を現場のほうでしてやっているという状況でございますのでご理解いただければ

なというふうに思います。 
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○議長（杉山幸昭議長） よろしいですか。 

  ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第６号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３号）の質疑を終わります。 

  次に、各会計補正予算に対する質疑が終了いたしましたので、これより町理事者に対

する総括質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 質疑がございませんので、町理事者に対する総括質疑を終了し

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、町理事者に対する総括質疑を終わります。 

  以上をもって、議案第１号から議案第６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１号令和元年度上士幌町一般会計補正予算（第８号）の討論を行いま

す。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

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

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第２号令和元年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）の討

論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第２号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第３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３号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第４号令和元年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第５号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第４号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第５号令和元年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第４号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第５号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第６号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３号）の

討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第６号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

  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 ３時０２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） 

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

◎議案第７号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第13、議案第７号かみしほろシェアオフィス条例の制定に

ついてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 ただいま上程されました議案第７号かみしほろシェアオフィス

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。 

  地方創生総合戦略における最大の目的としておりますのは、東京圏の一極集中の是正

により人口増加をいかに図るか、チャレンジするかであります。多様な働き方が求めら

れる今日において、そのための一施策として展開し、町外企業のワーケーションやテレ

ワークに応え、企業誘致や人材誘致を図ろうとするのがシェアオフィス設置事業であり

ます。 

  このたび、必要条例として制定するものであります。 

  条例の構成につきましては全体で９条の構成となっております。 

  第１条では、設置を定めており、町外企業の誘致や企業等の人材誘致に資するととも

に、町内企業との交流及び地域振興を図るとしております。 

  第２条では、名称及び位置を定め、名称はかみしほろシェアオフィスと定めるもので

あります。 

  第３条、第４条では、利用の許可、利用の制限を定め、第５条では利用料を定めるも

のであります。額は、別表第５条関係のとおりとするものであります。 
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  第６条では、利用料の不還付を定め、第７条は利用料の減免とし、第８条は損害賠償、

第９条は委任を定めるものであります。 

  なお、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。 

  また、本案件につきましては、過日２月19日開催の町行政改革推進等委員会に諮問し、

本案のとおりの答申を頂いておりますことをご報告させていただきます。 

  以上、かみしほろシェアオフィス条例の制定についてその提案理由と内容をご説明い

たしました。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７号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、議案第７号に対する質疑を終結いたします。 

  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７号は、会議規則第39条第１項の規定により、

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

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第７号は総務文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。 

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

◎議案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第14、議案第８号上士幌町監査委員条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題といたします。 

  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８号上士幌町監査委員条例の一部を

改正する条例の制定について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  例規集は、第２編議会、選挙、監査、第３章監査をご参照願います。 

  今回の改正につきましては、令和２年４月１日付で地方自治法の一部が改正されるこ

とに伴い、本条例で引用している条文の条番号が変更となることから改正するものであ

り、条例の内容についての変更は生じないものであります。 

  具体的な改正内容についてご説明いたします。 

  議案第８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５条中、第243条の２第３項を、第243条の２の２第３項に改正するものであります。 
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  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、これより議案第８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８号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第８号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第15、議案第９号上士幌町農業環境管理施設条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  高橋農林課長。 

○高橋 智農林課長 ただいま上程されました議案第９号上士幌町農業環境管理施設条例

の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容についてご説明申し上げま

す。 

  町例規集は、第８編産業、第２章農林をご参照願います。 

  上士幌町農業環境管理施設につきましては、道営担い手育成草地整備改良事業等によ

り整備した家畜糞尿処理施設であり、北海道との土地改良財産の譲与契約に基づき町の

行政財産として登録し、施設の使用に当たっては上士幌町農業環境管理施設条例に基づ

き管理されておりますが、土地改良財産譲与契約書第５条第２項に定めた指定用途に供

すべき期間である15年を経過する施設については譲渡の対象となることから、本条例の

別表から該当する施設を削除し行政財産としての用途廃止を行うものであります。 

  内容につきましては、お手元の議案第９号関係の新旧対照表をご参照願います。 
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  改正前の別表のうち下線を引いた部分の11施設を削除し、改正後の別表に改めるもの

であります。 

  なお、附則として、この条例は交付の日から施行するものであります。 

  また、本条例の一部改正案がご可決いただけましたら、別表より削除されます施設に

つきましては、本定例会最終日において、地方自治法第96条第１項第６号の規定に基づ

き、議会の議決を経て、施設の譲渡先である使用責任者への無償譲渡を行う予定であり

ます。 

  以上、議案第９号上士幌町農業環境管理施設条例の一部を改正する条例の制定につき

まして、その提案理由と内容についてご説明申し上げました。ご審議の上、ご可決くだ

さいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第９号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、議案第９号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第９号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第９号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第16、議案第10号町立学校設置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。 

  教育委員会石王教育推進課長。 

○石王良郎教育委員会教育推進課長 ただいま上程されました議案第10号町立学校設置条

例の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由と内容についてご説明申し

上げます。 

  例規集は、第11編教育、第２章学校教育をご覧ください。 
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  令和元年度末をもって糠平小学校を閉校し上士幌小学校に統合することにつきまして、

ＰＴＡをはじめとした地域の皆様の苦渋の選択によるご英断をいただき決定したところ

であります。 

  この糠平小学校の閉校に当たりまして、町立学校設置条例の一部改正が必要となりま

すので、今回提案させていただくものです。 

  内容につきましては、お手元の議案第10号及び議案第10号関係の新旧対照表をご覧く

ださい。 

  町立学校設置条例の別表第１の中から、糠平小学校の名称及び位置を削るものです。 

  附則としまして、この条例は令和２年４月１日から施行するものです。 

  以上、町立学校設置条例の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由と

内容についてご説明申し上げました。ご審議いただき、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10号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、議案第10号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第10号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第17、議案第11号工事請負契約の締結についてを議題とい

たします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  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11号工事請負契約の締結について、

その提案理由と内容をご説明申し上げます。 
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  別紙、議案第11号関係資料をご参照願います。 

  議決を求めます工事請負契約の締結は、旧士幌線第三音更川橋梁補修工事であります。 

  令和元年12月議会において債務負担行為補正の議決をいただいたものであります。 

  工事の概要は、橋面防水工、断面修復工、落下状態保存工、橋脚巻立工、侵入防止柵

工、管理用階段工及び仮設工であります。 

  工事入札につきましては令和２年２月19日午前９時30分に執行し、町内２共同企業体

及び町外３業者での指名競争入札の結果、１回の入札により落札されました。 

  契約の金額は9,328万円、入札予定価格は9,578万8,000円で落札率は97.38％でありま

す。 

  契約の相手方は小寺・田西経常建設共同企業体。 

  代表者、上士幌町字上士幌東２線229番地、小寺建設株式会社・代表取締役小寺友之

氏であります。 

  また、当該工事の工期は契約締結の日から令和２年11月30日までとしています。 

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

ただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第11号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、議案第11号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第11号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第18、議案第12号工事請負契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。 
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  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12号工事請負契約の変更につい

て、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  別紙、議案第12号関係資料をご参照願います。 

  このたび議決を求める工事請負契約の変更は、令和元年９月３日に議決をいただきま

した令和元年度上士幌町情報通信基盤整備工事であります。 

  契約変更の理由でありますが、当初設計では必要自営柱を3,000本と見積もっていた

ところでありますが、工事進捗に伴い、光回線を共架できる民間所有の電柱が増加した

ことから自営柱建柱工事が減少し工事費圧縮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２億1,997万572円減額し11

億6,052万9,428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、これより議案第12号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） ちょっと確認だけさせていただければと思います。 

  先般２月20日の段階で頂いた数字とまた減少していますけれども、これは、先ほど、

今、課長から言われたように民間柱の利用ということで、当初3,000本が最終的に1,770

数本という形が大きな減額の理由になるかと思いますけれども、これは設計段階で、こ

の民間柱の活用とかそういう部分については配慮されない設計だったのか。そういう部

分でかなりラフな設計をされたのか。そこら辺ちょっと確認しながら、やはり大きな金

額で、町の負担は非常にないというかちょっとあれですけれども、すごく負担が少ない

のですけれども、このような設計の仕方というのはよかったのかどうかを含めて、やは

りもう少し設計というのはきちんとやはり調査しながら、民間柱の問題とか、それから

先ほど、先に、途中にループ化、安全対策という部分で配線、橋を２つにまたいでルー

プ化するということとか一部変更あったのですけれども、ちょっとそういう意味でちょ

っと心配なことかなと思っていますけれども、民間柱の活用等を含めて、効果的だった

らそれが一番いいと思うのですけれども、ちょっと設計、ラフだったという認識はいか

がでしょうか。 

○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 3,000万からこの1,776本、最終的な本数になったということで
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ございますけれども、まずこの事業、ＮＴＴ東日本に委託をかけたところでございます。

自分たちがお持ちになっているＮＴＴ柱、それと北電がお持ちになっている北電柱、そ

れと、それで足りない場合は自営柱ということでございます。 

  設計の段階で、最初から確実に北電柱に架けられる。あるいは、ＮＴＴは自分たちの

電柱ですからよく分かる部分あるかと思いますけれども、北電のものを使わさせていた

だくというときに、これは必ず使えると。だから自営柱要らないのだというところでの

設計にはならなかったというところでご理解いただくしかないのかなと思います。 

  ですから、最初に、予算的には少なくというよりも、やはり架けられないのだという

ところを前提にしながら、そして、日々、北電の担当者と一つ一つ電柱を当たりながら、

どうなんだどうなんだと物すごいキャッチボールをやってのものなのですね。ですから、

走りながらやっていったというところでございます。 

  あと、補助対象の時期、かなり補助オーケーだよというのも遅れて来たというのもご

ざいますけれども、そうでありながらも急いでと。急いだ中には、そういうように並行

に進めなければならなかったということで、電柱は、１回１回、架けられるのかという

ところで、１本１本やって、そして一つ一つやるのが筋かもしれませんけれども、やは

り年度内に、補助事業の関係もあって、そういったところで最初の設計は見なければな

らなかったというところで、最終的な決算としてはこの数字に収まったというところで

今回の減額になったというところでお認めいただけたらなと思います。 

  あと、ループ化の話も出ましたけれども、いろいろとご助言いただく方いらっしゃい

ました。その都度、委託先のＮＴＴさんとも協議しながら、今回、特に２本の橋、上士

幌橋、萩ヶ岡橋。萩ヶ岡橋１本で通すと。西のほうですね。上音更地区と。その辺は大

丈夫なのかというようなご指摘を頂きながら。28年の災害ございましたけれども、あの

ときに萩ヶ岡橋落ちました。ただそのときには、ケーブル、電話線含めて、それはしっ

かりと生きていたのですね。そういうことからすると、それ１本でも行けるのではない

のかというような判断で来ておりましたけれども、やはりもう一つ強化を図るべきでは

ないかというご助言を頂いて、この辺は総務省、北海道通信局とも相談をしながら、そ

の分については認められるのではないかというようなところから、より、そういうご意

見を頂いたことによって強化が図られて、特に西側ですね、上音更地区、勢多地区の方

たちにはより一層安心して使っていただけるのではないかなと、そのように考えるとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 
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○８番（江波戸 明議員） もう一回、ちょっと関連で確認しておきたいと思うのですけ

れども。 

  今、北電柱が民間の部分で使えるよという部分とＮＴＴも使えるよということですけ

れども、これについて、使う場合、今後、町として、この辺に対して使用料とか負担金

とかそういうことが発生するかどうかちょっと確認したいと思います。自営柱だったら

そういうことはないと思うのですけれども。そこら辺ちょっと確認させてください。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 これにつきましては、高額ではありませんけれども発生はいた

します。やはり公設民営、町がお借りしているということになりますので、それは発生

していくということでご理解いただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、議案第12号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第12号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第19、議案第13号定住自立圏の形成に関する協定書の一部

を変更する協定の締結についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 ただいま上程されました議案第13号定住自立圏の形成に関する

協定書の一部を変更する協定の締結について、その提案理由と内容をご説明申し上げま

す。 

  町例規集は、第２編議会、選挙、監査、第１章議会をご参照願います。 

  定住自立圏とは、都市機能を有している中心市と通勤・通学等の住民生活全般に深い
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関わりのある周辺市町村が、相互に役割分担・連携・協力をし、大都市圏への人口流出

を食い止め、住民生活に必要な生活機能を確保し、地方への人口定住を促進しようとす

る自治体間連携の取組であります。 

  本町での取組経過は、平成23年６月21日開催の町議会におきまして、協定書原案のと

おりご議決を賜り、平成23年７月７日の合同調印式において、帯広市と管内18町村が、

それぞれ１対１の定住自立圏の形成に関する協定を締結したものであります。 

  本議案の提案は、令和２年度から６年度までの向こう５か年の第３期十勝定住自立圏

共生ビジョンとして、上士幌町議会の議決すべき事件に関する条例第２条の規定により

議会の議決を求めるものであります。 

  別添、定住自立圏の形成に関する協定書、新旧対照表議案第13号関係をご参照願いま

す。 

  第２期共生ビジョンからの変更される点を読み上げさせていただきます。 

  まず初めに、生活機能の強化に係る政策分野における３ページの４、３行、（２）に

フードバレーとかちの推進にバイオマスの利活用を加え、５ページ、（８）の航空宇宙

産業基地構想の推進を削除するものであります。 

  続きまして、結びつきやネットワークの強化に係る政策分野における７ページの３、

移住・交流の促進の（２）結婚を希望する若者の支援を削除し、同じく、７ページの圏

域マネジメント能力の強化に係る政策分野の２、データ分析を削除するものであります。 

  以上、定住自立圏の形成に関する協定書の一部を変更する協定の締結について、その

提案理由と内容を申し上げました。ご審議賜り、ご可決くださいますようよろしくお願

い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第13号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、議案第13号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第13号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 
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  よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第20、議案第14号町道路線の認定についてを議題といたし

ます。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  名波建設課長。 

○名波 透建設課長 ただいま上程されました議案第14号町道路線の認定について、その

提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  配付させていただきました議案第14号関係町道認定路線位置図をご参照ください。 

  新規認定路線396番につきましては、電源開発上士幌電力所敷地南側に隣接する本町

中央通線交点を起点とし、上士幌西39号交点を終点とする道路を整備したことから新規

路線の認定をするものであります。 

  内容でございますが、番号396、路線名、本町中央通連絡線、起点、字上士幌東２線

227番地13地先、終点、字上士幌東２線227番地７地先。主な経過地、１区。適用延長

117.48メートルであります。 

  以上、道路法第８条第１項の規定に基づき路線を認定したいので、同法第８条第２項

の規定により議会への議決を求めるものであります。 

  以上、議案第14号町道路線の認定について、その提案理由と内容についてご説明させ

ていただきました。ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第14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14号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第14号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 
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 ────────────────────────────────────── 

◎議案第１５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第21、議案第15号財産の取得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。 

  名波建設課長。 

○名波 透建設課長 ただいま上程されました議案第15号財産の取得の変更について、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財産の取得の変更は、令和元年７月31日の議案46号として議

決いただきました財産、除雪トラックの取得についてであります。 

  変更の理由でありますが、本件につきましては、財産取得契約でありますので、契約

時点、７月の消費税率を８％とし車両価格5,310万円、消費税額424万8,000円とし、契

約金額5,734万8,000円として契約したところでありますが、除雪トラックの最終納入期

日が３月に確定しましたことから、納入時の消費税率10％を適用し、消費税額の変更分

106万2,000円を増額し、契約額を5,841万円とするものであります。 

  変更後の財源につきましては、国からの交付金が1,485万6,000円、過疎債が4,150万円、

一般財源が205万4,000円となります。 

  以上、地方自治法第96条第１項第８号の規定により、財産の取得の変更について提案

理由と内容についてご説明申し上げました。ご審議の上、ご可決くださいますようよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第15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15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。討論はありますか。 

（「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15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15号は原案のとおり可決されました。 
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 ────────────────────────────────────── 

◎議案第１６号から議案第２１号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第22、議案第16号令和２年度上士幌町一般会計予算、日程

第23、議案第17号令和２年度上士幌町国民健康保険特別会計予算、日程第24、議案第18

号令和２年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算、日程第25、議案第19号令和２年度

上士幌町介護保険特別会計予算、日程第26、議案第20号令和２年度上士幌町水道事業特

別会計予算、日程第27、議案第21号令和２年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算、

６件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第16号から21号までの令和２年度一般

会計並びに各特別会計予算の内容を申し上げます。 

  初めに、予算編成方針の要点でございます。 

  国は、令和２年度地方財政対策において、地方の安定的な財政運営に必要となる地方

の一般財源総額が令和元年度を上回る額を確保することとしており、地方交付税につい

ては2.5％、約4,073億円の増としております。 

  本町におきましては、令和元年度普通交付税の額が前年度比0.5％、1,239万7,000円

の増となったところであります。令和２年度においても過疎対策事業債償還費の増など

により前年を上回ることが予想されます。 

  このような中、第５期総合計画における６つの目標を実現するための施策はもとより、

本町の喫緊の課題である人口減少と地方創生に対する重点対策であり、２期目の初年度

を迎える第Ⅱ期上士幌町人口ビジョン・総合戦略の６つの基本目標である地場産業で地

域の活力を生み出すまち、子育て・教育の充実したまち、健康で安心して暮らせるまち、

移住定住による人口減少を食い止めるまち、小さな拠点の形成を目指すまち、生涯活躍

するまちを達成するための施策を重点テーマとし、積極的に推進することを方針とした

ところでございます。 

  それでは、令和２年度各会計予算編成の概要についてご説明申し上げます。 

  令和２年度の予算規模は、一般会計及び５特別会計で、総額110億4,285万3,000円と

なってございます。前年度当初予算と比較いたしますと16億4,601万8,000円、13％の減

額となってございます。 

  一般会計につきましては、91億7,409万6,000円、前年度比で16億5,253万8,000円、

15.3％の減額であります。 
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  歳入のうち町税につきましては、７億5,816万2,000円、前年度対比1,404万8,000円、

1.9％の増額であります。 

  地方交付税につきましては普通交付税と特別交付税の総額で29億1,291万9,000円、前

年度比１億8,921万5,000円、6.9％の増額でございます。 

  寄附金につきましては、主にふるさと納税寄附金として12億2,000円、前年度比３億

円、20％の減額であります。 

  繰入金につきましては10億2,758万円、前年度比１億4,972万6,000円、12.7％の減額で

あります。このうち主なものは、財政調整基金からの繰入れ４億4,135万8,000円、公共

施設整備基金から１億9,488万1,000円、ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金から１

億6,316万9,000円であります。 

  町債につきましては、18億8,893万6,000円、前年度比５億8,086万9,000円、23.5％の

減額であります。このうち主なものは、消防庁舎建設事業が８億5,840万円であります。

また、臨時財政対策債は、１億1,383万6,000円でございます。 

  歳出につきましては、建設事業として新消防庁舎建設事業、まちなか住宅建設事業、

旧士幌線第三音更川橋梁補修工事や道営事業による新たなバイオガスプラント建設に係

る負担金などを計上するとともに、引き続き、ふるさと納税推進事業や健康寿命の延伸

に向ける生涯活躍のまちを推進するための上士幌創生包括プロジェクト事業における地

域包括ケアシステムの充実に向けた各種事業、基幹産業である農業の基盤整備をはじめ

とする地域産業の活性化対策、交流・移住・定住促進施策としての移住促進・二地域居

住事業、定住促進賃貸住宅建設費助成事業や子育て住宅建設費等助成事業、また、５月

に開業を予定しております道の駅の整備及び運営経費などを計上してございます。 

  次に、国民健康保険特別会計につきましては、７億3,756万2,000円の予算規模で、前

年度比2,186万円、3.1％の増額でございます。保険給付費のほか、国民健康保険事業費

納付金などの経費を計上してございます。 

  次に、後期高齢者医療特別会計につきましては、１億702万8,000円の予算規模で、前

年度比914万9,000円、9.3％の増額であります。後期高齢者医療広域連合納付金が主な

経費でございます。 

  次に、介護保険特別会計につきましては、５億7,823万円の予算規模で、前年度比103

万7,000円、0.2％の減額であります。介護サービス給付費や介護予防・生活支援サービ

ス事業費、認知症予防経費などを計上しております。 

  次に、水道事業特別会計につきましては、２億402万1,000円の予算規模で、前年度比

904万1,000円、4.6％の増額であります。簡易水道施設改良に係る経費などを計上して
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おります。 

  次に、公共下水道事業特別会計につきましては、２億4,191万6,000円の予算規模で、

前年度比3,249万3,000円、11.8％の減額であります。下水道施設整備に係る経費などを

計上してございます。 

  以上、令和２年度一般会計並びに５特別会計の予算編成内容を申し上げました。詳細

は、別途配付の当初予算資料のとおりでございますので、説明は省略させていただきま

す。ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願いを申し上げます。 

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

和２年度各会計予算の６件は、一括して予算審査特別委員会を設置し、これに付託して

審査したいと思いますので、各会計の予算案に対する質疑は大綱的な質疑にとどめ、詳

細な質疑は予算審査特別委員会において行うよう、ご協力願います。それでは、質疑あ

りますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上をもって質疑を終結いたします。 

  ここでお諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案第16号から議案第21号までの令和２年度各会計予

算の６件は、議長を除く議員全員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これ

に６件を一括して付託して審査することにしたいと思いますが、これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第16号から議案第21号までの令和２年度各会計予算の６件は、議長を除

く議員全員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに６件を一括して付託

し審査することに決定いたしました。 

  ただいま設置されました予算審査特別委員会の委員長及び副委員長は、委員会条例第

８条第３項の規定により、委員会において互選することになっておりますが、議会運用

例第113条の１の規定により、あらかじめ議会運営委員会において協議いたしました。 

  ここでお諮りいたします。 

  この際、予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選の方法は、議長の指名推選

によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 
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  よって、予算審査特別委員会の委員長及び副委員長は、議長において指名することに

決定いたしました。 

  それでは、指名いたします。 

  予算審査特別委員会の委員長に３番、伊東久子議員を、副委員長に５番、早坂清光議

員を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  予算審査特別委員会の委員長に３番、伊東久子議員を、副委員長に５番、早坂清光議

員を選任することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、予算審査特別委員会の委員長に３番、伊東久子議員を、副委員長に５番、早

坂清光議員を選任することに決定いたしました。 

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

◎散会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしましたので、本日の

会議を終わります。 

  明日からは休会とし、本会議の再開は３月16日月曜日午前10時でありますので、ご承

知願います。 

  本日はこれにて散会といたします。 

（午後 ４時００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。 

  議会運営委員会委員長、山本和子議員。 

○議会運営委員長（山本和子議員） 議会運営委員会よりご報告申し上げます。 

  議会運営委員会は、３月５日午後４時10分より、委員会室において、議会運営委員全

員の出席を頂き、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については、既にお手元に配

付のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

  以上で議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで暫時休憩します。 

（午前１０時０１分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時０１分） 

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

◎一般質問 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、一般質問を行います。 

  一般質問は、５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） それでは、質問いたします。 
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  私は、子供たちの豊かな発達を願ってという題で一般質問を行います。 

  私たちは、子供たちが健康で感性豊かに育ち、確かな学力を身につけてほしいと願っ

ています。しかし、ここ２年ほどの間に、視力、体力低下など、体の異常が目立ち、学

力の面でも心配される事態となっています。その原因が、スマートフォンなどの電子メ

ディアの長時間使用によるものと、多くの方が警鐘を鳴らしています。 

  今、学校教育は競争的な面が強く、子供たちの発達にとても大事な遊び、文化を重要

視していないと考えます。このような中、子供たちは仲間とのコミュニケーションを求

めるなど、スマートフォンの長時間使用に走っているのではないかと思います。 

  子供たちの成長にとって何が大切かをしっかり押さえて、子供たちの豊かな発達を保

障する環境を守ることが緊急の課題となっています。以下、質問いたします。 

  １、スマートフォンなどの電子メディアの長時間使用により、学力、視力等健康面で

の影響についてどのように考えるか。また、上士幌町の実態と対策について。 

  ２、全国体力テストの結果が出たが、全国的には前年を下回り、その原因はスマート

フォンの長時間使用との指摘があるが、上士幌町の結果と対策について。 

  ３、遊び・文化の重要性について。かみしほろ塾での澤口俊之氏の講演の中では、

「脳の発達には遊びと身体運動が大切で、８歳までの育ち方が大切である」、また、日

本医師会は、「遊びは子供の主食」と強調しており、そのことは小・中学生にも言える

ことです。発達の根底の保障こそ大事にするべきであり、かみしほろ学園構想の重要な

柱にするべきです。 

  ４、ＧＩＧＡスクール構想やプログラミング教育等、ＩＴ教育をどう進めていくのか。

国の政策そのままではなく、一人一人を大事にし、先生と友達が豊かに学び合うことを

大切にするべきです。 

  ５、地域も含めた豊かな教育活動をどう進めていくのか。様々な情報の中で、影響を

受けやすい子供たちがすくすく育つためには、学校、地域など多くの方の協力が必要で

す。居場所づくりを初め、ふれあいを大切にする取組をどう進めていくのか質問いたし

ます。 

  以上、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀雄二教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 山本議員のご質問にお答えいたします。 

  １点目と２点目の電子メディアの長時間利用による学力、視力等健康面の影響と体力

への影響についてお答えします。 

  文部科学省の学校保健統計調査によりますと、令和元年度、裸眼視力1.0未満の小学
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生は34.6％、中学生は57.5％、さらに、裸眼視力0.3未満の小学生は9.4％、中学生は

27.1％と調査を開始した昭和54年以降、年々増加しています。 

  上士幌町の小学生に特化してみると、裸眼視力1.0未満は22.6％であり、全国平均よ

り12％よい結果となっています。 

  次に、電子メディアの利用について、小学校５年生の全国体力・運動能力・運動習慣

等の調査から、３時間以上画面を見ている町内小学生は男子61％、女子40％であり、特

に男子は全国を22％上回る結果となっています。 

  また、体力テストは、小学校男子で８種目中６種目、女子は２種目、全国を上回る結

果が出ています。こうした結果を踏まえ、情報モラル教育や啓発用パンフレット等を活

用して、連合ＰＴＡや学校運営協議会との協働で、早寝早起き朝ごはん運動や家族だん

らんノーテレビデー、さらに、体づくりの１校１実践を通して、望ましい生活習慣の定

着を図ってまいります。 

  ３点目の遊び・文化の重要性についてお答えします。 

  子供にとって遊びは、いわば知識の栄養であり、学びの土台です。子供たちは遊びな

がら、走る、跳ぶ、転がる、投げる等の動作を組み合わせ、筋肉、骨格、神経をフルに

動かし体育の勉強をしています。また、遊びながら会話を交わし、時にはもめごとなど

の課題を克服して、生きた国語や社会、理科等を学んでいます。 

  その基礎となるのは、認定こども園が行う遊びを通して育む、身につけたい36の基本

動作であり、幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿の実践です。幼児期の豊かな遊

びが小学校生活の学習へと発展し、一人一人の自立へと導くのが教育の目標と考えてお

ります。かみしほろ学園は、上士幌町教育ビジョンの５つの子供像の具現化を図る組織

です。知育、徳育、体育全てが重点事項であり、ご指摘の要素も運営各部で共有化され

るものと認識しております。 

  ４点目のＧＩＧＡスクール構想やプログラミング教育についてお答えします。 

  学習指導要領の改訂は、何ができるようになるのか、何を学ぶのか、どのように学ぶ

のかを柱として、確かな学力や健やかな体、豊かな心を育むこととし、予測できない変

化を前向きに受け止め、主体的に向き合い、自らの可能性を発揮する子供の育成が示さ

れています。 

  このＧＩＧＡスクール構想は、令和時代のスタンダードな学校像として描かれた考え

方であります。１人１台の端末及び高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備し、

言語能力と同様に、学習の基盤となる資質、能力を育むことが求められています。 

  本町においては、小学生で５人に１台程度、中学生では３人に１台程度の端末を整備
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していますが、多様な子供たち一人一人に対応する構想実現に向け、関連する補助事業

を有効に活用しながら環境を整えてまいりたいと考えています。ＩＣＴを効果的に活用

していくことにより、主体的・対話的で深い学びの視点から、学習活動を一層充実させ

ていくものです。 

  プログラミング教育は、単にパソコン入力が上手になることが目標ではなく、情報の

収集、整理、比較、発信、伝達する力を初め、情報モラルや基本動作を含めたトータル

な情報活用能力を育むことが大切です。このため、教員と子供たち、子供たち同士が豊

かな学びからコミュニケーション能力が育まれるよう、また、子供の可能性が広がる手

だてとなるよう準備を進めてまいります。 

  ５点目の地域も含めた教育活動についてお答えします。 

  地域のイベントや集いに積極的に参画する住民が減少し、地域コミュニティーの低下

が指摘されています。また、これまで地域づくりの中心的な役割を担っていた団体の活

動や担い手不足も懸念されています。議員ご指摘のとおり、豊かな教育活動は学校、地

域など、多くの方々の協力の中、地域ぐるみで進めていかなければなりません。 

  本町では、わっかにおいて、誰もが参加できるけん玉やパズル、フリスビーなど、約

40種類の遊び道具の貸出しのほか、教職員の協力によるスポーツ少年団の指導支援や水

泳教室、体操教室などを行っています。 

  また、コミュニティ・スクールゆめ育応援団や町内企業の地域人材の協力を得た放課

後ほろんクラブ、生涯学習ラリー、子ども発達支援センターが行う各種体験活動、さら

に、子育てグループや団体が行う継続的な行事や各種広場、祭典等のイベントが居心地

のよい空間や時間を演出し、心が通う仲間づくりへと導いています。 

  教育委員会といたしましては、今後も学校や家庭、地域と連携して、世代や国籍を問

わない交流の深まりやふれあいが図られるよう取組を進めてまいります。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） それでは、１番と２番は答弁が一緒になっていますので、それ

を併せて再質問をしたいと思います。 

  １、２を通して、私がスマートフォンとの関係とか影響はどうなんだろうかというこ

とを中心にこの全体の質問を考えているんですが、１番、２番の答弁の中では、視力に

ついては全国の平均よりもいいと。体力テストについては、部分的ですが、小学校では

８項目中６項目がいいと。それから中学校で２項目いいということで、それをよしとす

るのかどうか、ちょっと私にはよしとするように見えるんですが、学校、全国的には体

力は落ちています、視力は落ちていますので、その辺の関係はどうなのかと。いろんな
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方が新聞等、学者さんが、スマートフォン、電子機器の影響で、かなり視力も体力も学

力も落ちているということがあるんです。その辺の認識がどうなのかということをまず

確認したいと思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 まず、視力についてですけれども、全体としてはいいとい

う話を今させていただきましたが、実は、それ以下の視力0.3未満という部分では、若

干全国を上回っているということで、視力は、そこは低下している部分があります。 

  視力は学年が進むにつれて悪くなる傾向があり、これは上士幌小学校においても同様

な結果です。一般的に視力が0.7あれば、教室のどこの場所に座っても黒板の字が見え

るということになっていますけれども、まず、上士幌町の医学的に視力の悪い子供たち

に対して今どのようなことをしているのか、ちょっとまずお話をさせてください。 

  養護教諭の話も伺っていますけれども、小学校においては、特に席替えのときに、視

力が余りよくないという子供たちについては、前のほうに座らせる配慮をしているとい

うことが一つと、それと一番心配しているのが、視力が低下していっている子供たちが

そのまま放置をするのが一番危険だということで、年に２回、４月、10月に視力検査を

行っていて、その結果によっては、例えば0.7から0.9の子供たちについては再検査、ま

たは0.6未満の子供たちは、子供から保護者を通して受診を要請しているということに

なっています。 

  上士幌町の特徴としては、非常に今、子供たちの医療費の無料化が進んでおりますの

で、その医療費の無料化を有効に活用して、特に長期休業期間中、医療機関を受診し治

療しているというのが特徴だと。非常に養教さんもいろんな学校を経験しているんです

けれども、これはもう一つ、上士幌町の特徴だというお話があります。 

  もう一つ、体力の話がありました。全国平均を上回っているから、じゃいいのかとい

うことになるんですけれども、決して全国平均を上回れば平均点以上だということには

なるんですが、ただ、落ちこぼれている面もあります。例えばこういったものがテレビ

やテレビゲーム、パソコンなんかの影響もあるのかなと思いながらも、今おっしゃって

いましたのが、脳科学者、先般、かみしほろ学園で講演頂いた先生も脳科学者でありま

すけれども、一概にはただちょっと言い切れない部分があると。脳科学というのは、実

証実験が非常に難しいということで、傾向としては捉えることができるけれども、スマ

ホを長時間やっているから、じゃ体力が悪いのかとは直接的には言えないという学者も

います。 

  ただ、言えることは、スマホをやっている時間が長ければ、当然体を動かしていない
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時間が増えるということで、そういった意味では、昔と今では大体その子供の歩く歩数

が１万歩くらい減っていると。１万歩イコール大体１時間、１時間減っているというこ

とで、そういった意味では、体づくりを今後進めていかないといけないだろうというよ

うな話も伺っております。 

  十分ではないかもしれませんが、まず１回、閉じたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 今の答弁、視力の関係をかなり詳しく説明されたんですが、体

力の面では一概には、私もスマートフォンが直接影響じゃなくて、長く使っているとそ

ういう影響があるというので、体育庁のほうの新聞、昨日の新聞がちょうど、道新のと

ころに体育庁のコメントが出ていました。子供の体力が落ちていると。それはやっぱり、

全国平均ですね。その中で、やっぱりスマホは一休みしようと。全国平均が、一覧表も

グラフもあるんですが、去年、2018年度までずっと上がったのに、2019年度の結果で、

全ての学年で全部下がったんですよ。下がったのがなぜかというので、体育庁も、それ

から文科省もスマホの長時間が影響しているんじゃないかという発表ですね、出ていま

すので、長時間使ったことにより、視力自体は上士幌町は努力されていて、ちょっと影

響は分からないんですが、全国平均の中で落ちていると。その平均よりも上だからいい

ということにはならないんではないかというので、私は質問させてもらいました。 

  それで私が提案といいますか、申し上げたいのは、過去に遡って、体力のあれは数字

が出ますよね。数字が、何メートル跳んだ、何とかで、総合点が５．何ぼとかなれば、

過去に遡ってどうかと分かりますので、それと評価しないと、全国平均で何項目、上と

か下じゃなくて、過去に遡ってどうだったというのを、やっぱり指針を持たなきゃいけ

ないのかなと思うのと、じゃ、どれぐらいを目標にするかということを、やっぱり目標

を持たないといけないのかなと。そういう点について、視力についてはちょっと保健福

祉課も含めて連携とって頑張っていると思うんですが、体力面についてどのように考え

るのか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 今、議員おっしゃったとおり、その単年度、単年度の結果

に左右されることがあってはいけないと思っています。例えば小学校５年生と中学校３

年生は全国体力・運動能力調査を行っていますので、その経年変化を追いかけていって

います。 

  それで、特に、上士幌町の子供たちの特徴としては、柔軟性に欠けるという結果がこ

こ五、六年、ずっと出ています。一方で握力だとか、力の部分は非常に高いと。柔軟性
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に課題があるということもあって、そこの部分を何とか克服していって、バランスのよ

い体づくりをしていこうという取組を進めています。 

  その一つが、町独自で配置した専科教員の存在になります。小学校の先生は全ての教

科の担当をするということがおおむね前提になっていますけれども、先生方の得意、不

得意というのがあります。体育を専科にやってきた先生方は技術的なスキル、知識も豊

富であります。そういった先生を中心にしながら、県費負担教職員と共同しながら、朝

の時間の体づくり、特に柔軟性という部分が課題になっていますので、朝の15分の時間

を使った取組の実践、こういったものを通して、２年、３年積み重ねた結果、今年度は

その５年生の課題となっていた柔軟性の部分の１項目をクリアすることができたという

ことです。 

  ただ、これだけでは体づくりはできませんので、学習指導要領にもありますように、

ただ単に教科で行うということではなくて、学校の教育活動全体を通して、子供たちが

自分の体のつくりだとか、自分の能力を知る場所、そういった計測器具を校内のあちこ

ちに置いて、自分で実験できる、自分で実践できるという可視化を通して子供たちの体

づくりを、教職員そして子供、双方が見れるような形で進めております。 

  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） なかなかスマホとの長時間使用がどう影響が出ているのかとい

うことを中心に、今回一般質問をしたいと思っているんですが、先ほどの答弁の中で、

いろんな学者がいますので、長時間影響はあるかと思うんですが、その辺の答弁がなか

なか明確じゃなかったので、文科省からＷＨＯです。その中で、私もいろいろ調べて見

たんですが、文科省が去年の３月に、ギャンブル等依存症などを予防するためにという

中で、スマホのことも取り上げています。ＷＨＯがこのことを指摘して、文科省もこの

ことを注意しなければいけないというふうに指摘しています。 

  それは、具体的な計画は町まで下りているか分からないんですが、長時間使用に対す

る弊害が出ていると、そのことについて、やっぱり体力面でも、先ほど言いましたスポ

ーツ庁もこのことを指摘すると。スマートフォンの普及の拡大に伴って、子供たちの運

動時間が減少していることを挙げていると。それから、鈴木大地長官は、それは学校だ

けでは、上士幌町は体育専科を置いたりしていますので、一定の効果があり、多分全国

平均よりも上の面があったと思うんですが、鈴木長官が言うには、スポーツ庁幹部は、

学校だけではなかなか限界があると。子供の体力アップにはやっぱり地域全体で取り組

んでいかなきゃいけないということも指摘しております。その点を含めて、町独自では
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なかなか、私はスマートフォンの影響ということをすごく気にしているものですから、

その辺で体育の取組と、それから町独自の取組をどんなふうにしていくのか、まず質問

します。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 昨日、スポーツ庁のコメントが新聞等にも出ていました。

小学校５年生の体力テストについては、2008年にスタートして、今回初めて最低だった

というのも出ておりました。そういったスマホの影響なんかも当然指摘している方もい

っぱいいます。 

  実は僕も、上士幌町の実態だけをちょっとこの後、お知らせしたいなと思っています

が、利用している子供が多いのが実態です。東京都の結果、これは単に聞き取りのアン

ケートなんですけれども、スマホを長時間することによってどんな体の変化が起きまし

たかという問いがありました。視力が下がっただとか、寝不足になっただとか、夜なか

なか眠れなくなったとか、手や指が痛くなったとかという声が中・高校生からまず出て

いるということ。 

  そして、警察庁のほうのインターネットを多く利用する子供たちへの調査という部分

では、家族や友達との連絡がとりやすくなったというプラスの面もこれはあると。一方

で、夜、寝る時間が遅くなったとか、勉強する時間が減っただとか、ＳＮＳで相手から

いつ来るか気になって仕方がない時間が増えただとか、それから保護者が知らない友達

が増えただとか、それから家族との会話が減っただとか、プラスの部分もありますけれ

ども、マイナスの部分もあるということです。 

  実は、上士幌小学校、年に２回ほど、学校評価をやっています。その中で、保護者に

問いかけている問題が一つあります。こういう問題です。家庭ではテレビ、ネット、ゲ

ームのやり過ぎやネットの危険に気をつけていますかという質問に対して、回答85％あ

るんですけれども、昨年度は80％が、気をつけているかどうかという質問に対して、

「気をつけている」というのが昨年度、今年度については、90％の方が「気をつけてい

る」というふうに回答はしています。ただ、記述式の中では、気をつけているんだけれ

ども、家族がいる時間はいいんだと。家族がいない時間にどういった利用をしているの

か全く分からないと、これが、不安ですというような声も出ております。 

  先ほど、こういったことを受けながら、子供たちの体づくり、またはスマホを媒体と

した、プラス面もあるんですが、悪い部分も当然出てくるということもありますので、

小学校、体づくりの部分では１校１実践という話を先ほど答弁させていただきましたが、

これは小学校では朝の時間を活用した体づくり、中学校は玄関ホールの運動能力テスト
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のそういった場面をできる部分、もう一つは、今年、それを学校だけに押しつけるとい

うことではなくて、やはり、家庭や地域の中にもこういったものを浸透していかないと

いけないなと思っています。 

  例えば、ノーテレビデー、ある期間、ある時間をテレビをつけず、スマホもやらない

で親子で一緒に会話しましょうという取組は、実は上士幌町内でも行っています。ただ、

大きくやっているかといったら、大きくはまだできていません。そういったものをまず

実践したいなということと、認定こども園はもう既に始めていますけれども、小学校も

やっていますが、「早寝早起き朝ごはん」ののぼりを立てて、そういった運動を奨励す

る、早寝早起き朝ごはんの奨励、そういったものを通して望ましい習慣をつけていかな

ければいけないなと思っています。 

  スマホはやり過ぎればきっと中毒になる、依存症になるということです。ただ、お酒

と同じで、適度に飲めば体もよくなるだろうし、いろんな健康上もプラスになるんでし

ょうが、やはり、飲み過ぎれば肝臓を悪くしたり、アルコール中毒症になると、同じよ

うになりますので、スマホについても、スマホを買うだけが、子供たちに買い与える、

時にはそのリスクもきちっと学んで、そして学んだ上で子供たちとの約束を果していけ

るように、これはそれぞれの家庭の取組になっていくと思うんですけれども、教育委員

会としては啓発していきたいなと考えております。 

  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） 本当にスマホの問題は個々の問題、家庭の問題、地域の問題を

含めて、駄目だというわけじゃなくて、使い過ぎたらこういう弊害があるんではないか

ということを認識していかないと、多分普及したのはここ10年ぐらいだと思うんですが、

私もよく分からないので、そのときに、ここ一、二年、大変害があるというので医師会

もこんなふうに３種類ぐらいチラシをつくって、スマホの時間、私は何を失うのかとい

うので、使い過ぎの場合ですよ。睡眠時間を奪われる、学力も下がると。それから、澤

口先生が言ったのは、そこの脳が壊されるということが指摘されました。体力の面と視

力の面と、あとコミュニケーションです。直接しゃべらなくてスマホでしゃべる、それ

もコミュニケーションの一つなんですが、そんなふうに人間が直接話す時間が減るとい

うようなことで指摘しています。 

  それを私も教育委員会は何をするのかと、様々ありまして、教育委員会も広報にちょ

こちょこ出ているのをずっと見ていました。スマホを長時間使わないよう家庭のルール

をつくりましょうと、長時間によるネットの障害もありますよとか、体力テストの結果
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を踏まえて、スマートフォン等を長い時間見る傾向があるけれども、歯止めがかけるよ

うにしましょうとかいうことを勧めています。そういうふうに何らかの形で、個々人の

対応で個々人が使うのは自由なんですが、それをどうやったら地域的にカバーできるか

と。 

  それと、この間、私、澤口先生がスマホの話をするのを全く知らないで参加して、後

半にスマホの話をし始めたので一生懸命メモをとったんですが、昨日もあるお母さんに

聞いたら、親子で参加したんだけれども、その話を聞いて驚いたと。もっと早く知りた

かったと。親子でそういう話を、何か、子供さんにすれば、スマホをちょっと規制され

るかなと嫌な顔もしたらしいんですが、そんなふうにいい面もあるし、長い時間使った

らこういう弊害もあるよと、やっぱり指摘されながら、地域で、親子で共有することが

大事だと思うんですよ。どうしても、子供同士、やっぱりメールすればどうのこうの、

子供同士の付き合いがありますので、一概に規制できないと思うんですよ。それはやっ

ぱり、先ほど言ったアンケートの結果、努力しているというのが昨年よりも10ぐらい増

えて九十数％になったというふうに、地域の中でこの問題を取り上げて、何らかの形で

共有していくと。長時間使うと、やっぱり視力、体力もそうなんですが、学力も下がる

よと。 

  ちょっと時間的に余裕がないので、学力の話もしたかったんですが、私、学力の面で、

仙台の教育委員会と東北大学が共同で研究した結果、５年ぐらいかけて、７万人ほどの

子供たちの調査した結果をデータに基づいて分析した結果があるんです。今、ちょっと

出そうと思ったら出なくて。それをずっと読んでいたら、データに基づいて、やっぱり

スマホとか長時間使用すると、全ての項目にわたり、算数、国語、理科、社会含めて、

テストの結果が下がったというデータに基づいて、やっぱり長時間使えば使うほど成績

が下がると。澤口先生もそうなんですが、極端に言えば、スマホを使わないと、偏差値

というのは余り好きじゃないんですけれども、偏差値が上がると。それは相対評価です

ので、スマホを離すと、要するに勉強の力がつくということを言っています。その点に

ついて、どんなふうに町が、広報で私、２回見たんですが、広報で指摘しながら、例え

ば話題にしていくとか、そういう取組をこれからどうするのか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 東北大の川島隆太先生ですよね。たしか仙台市教育委員会

と共同しながら７万人集めたという。その結果を見れば、たしかスマホを使っている時

間が１時間未満であれば、そうそう下がらないと。むしろ上がっている子供もいるとい

う、たしか結果でなかったかなと思います。それは気分転換にしていたり、気分転換、
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気晴らし、ちょっと休憩時間というのがあったと思うんですが、その時間が長くなれば

なるほど、幾ら家庭学習で２時間、３時間やっても、スマホを３時間、４時間やってい

れば学力は下がっているという、たしか私もそれを見たことがあります。たしかスマホ

を全くやらない子のほうが、学校の授業で集中するから、そういうテストの結果がいい

というのもあったと思います。 

  ですから、先ほどお話ししたとおり、スマホが駄目だということではなくて、そうい

ったリスクを考え、ルールを決めていけば、きっとこれからの時代、この後の質問にも

関連してくると思うんですけれども、ＩＣＴの活用に発展していくんじゃないかなと僕

の中でも思っています。 

  今年、特にやっていきたいのは、実は単Ｐ、単位のＰＴＡ活動の中でもそれぞれ目標

を持つんですけれども、連合ＰＴＡとしても、一つ共通の話題でいきたいねという話は

実はしています。または、義務の中の学校運営協議会の中でも、学校の基本方針の承認

の中だけではなく、学校の基本方針の承認ということの中には、重点政策だとか、今年

の施策も含まれてきますので、そういった中に、スマホということだけではなくて、Ｉ

ＣＴの使い方、それから環境、そして保護者の対応等の啓発も含めて、一つ話題にでき

ればいいなと思っていますので、それは私のほうからも機会を見て話題提供していきた

いなと考えております。 

  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） もう一つ気になる点があったんですが、上士幌の体力テストの

結果のときに、使っている時間の国の人数ですね。国の倍以上だと、使っている子の人

数ですね、平均の。それは広報にも載っていました。小学校５時間以上使っている人数

が、全国の２倍以上だと。多分人数だと思うんですが、それから、小学１年生、女性で

は１から２時間は45％、これが全国の使っている人数だと思うんですが、２倍以上とか、

その結果を見ると、上士幌町のこれからのスマホの使い方がどうなっていくんだろう、

全国でもこれだけ厳しいときに、何で上士幌の子供たちがそれほどスマホを利用する人

数が多いというふうに私はとるんですよ。そうなのかなというのと、それから、じゃこ

れから一、二年、それがおさまるものか、増えるものか、そうなった場合に、その子た

ちが時間がどんと増えた場合に、体力、学力も含めてどうなるのかというのが、他市町

村とは違った、士幌は分かりませんよ、隣も分かりませんが、全国の中で、全道の中で

ちょっと厳しい状況になるのかなという、私の想像ですよ。そのときにやっぱり町がき

ちんと長時間使用に対する弊害等が予測できれば、抑えていかないと、どんなに視力の
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ことをやったり、体力をやっても、そのことがどんどん広まったときに、その努力した

ことが報われないことになるんではないかと。 

  ですから、そういういろんな視力の面や体力の面、学力も、小学校を含めて専科をつ

けたりということも含めて、それと一緒に、やっぱりいろんな、これから再質問、いろ

いろ質問しようと思った、遊びの面とか、いろんな面で並行して進めていかないと、せ

っかく努力しても、子供たちが努力しているのに、いざとなったらあれと思って、いろ

んな知識か何かがそこっと抜けちゃうことになるんではないかと、その点心配して、今

後の予想はどうなのかなという、人数が多いと、倍以上だというのを見たときに、たし

か驚きました。北海道がまず全国で多いんですよ。多いというのを聞きます。その中で、

上士幌が人数的に多いというのは、どういうふうになっていくのかな、すごく心配して

いるんです。その点についてどうでしょうか。もし予測できればということで。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 小学校５年生の男子ですね、たしか。小学校５年生の男子

の質問に対しての回答が、全国よりも、スマホを５時間以上見ている子供が37％という

ふうになっています。すなわち、上士幌小学校の５年生、19人いますので、７名が５時

間以上見ているという計算になります。僕も驚いています。なぜこういう数字が出てき

ているのかと。質問の捉え方を間違っていたのか、本当にそうなのか。もし、本当に勉

強以外でそういった時間を５時間使っているとすると、１日24時間のうちの５時間、学

校８時間、寝る時間８時間と考えたときに、じゃ、あとの時間は何やっているんだろう

ということになっていくんじゃないかなと思います。 

  そうすると、きっとこの後の質問、再質問があると思うんですけれども、遊びだとか

放課後の過ごし方というのは、僕の中でも大きなテーマです。 

  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） それで、本当にそれに代わるもの、スマホとかテレビ、ゲーム

に代わると言ったら変ですが、それと別なところで、やっぱりいろんな遊びだとかいう

ことに、地域で、わっかに行って何かするということに向けていってほしいなと思って

いろいろ質問させてもらいました。 

  保育所でいろんな形で取り組んでいるのは承知しているんですが、遊びそのものが、

やっぱり子供の権利といったら大それているんですが、子供の遊び、主食、これも医師

会のチラシなんですけれども、遊びは子供の主食だと。だから、何か目的があって遊ば

せるんではなくて、遊んだ結果こうなるよというふうな形で、遊びはもっともっと大事
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にすると。それは小学校も中学校も、高校生もそうなんだと思うんですが、遊んで駄目

でなくて、遊んでよかったねと、ああ、そうかいと、これだけ遊んだのというふうに、

それを大事にしたほうがいいと思うんですよ。でも、どうしても、見てみますと、何か

するために、自立させるために、こうこうこうすれば、遊びがどうのこうのとなっちゃ

うんですが、その辺が違うんではないかと。 

  それで、日本の中にいますと、どうしても小学校に入ると、中学校に入った、次、高

校。高校に入ったら次、大学か専門学校、就職というふうにずっとある中で、子供たち

はやっぱり遊びとかゆとりとかぼんやりするというのは、どっちかといえば、やっぱり

大人から見ると、ちょっと煙たがられるというか、そういう中にあるんじゃないかと。 

  それで、私もいろいろとずっと取り組んではいるんですが、世界的には子供は遊ぶ権

利を持っているというのは、1977年に国際協会でそれを決めました。その後に、子ども

の権利条約、これは54条あるんですが、その中で、31条に休んだり遊ぶのは権利だと。

私、いつも思うんですが、学校は休んでもいいんじゃないかと、自分で勝手に思ってい

るんですが、休んだりぼんやりする、遊ぶのは権利だというふうに決めています。 

  日本もこれに批准していますので、本当はこれに従った施策を持たなければいけない

んですが、国連は何回も、多分去年かな、多分４回パスして、５回勧告されました。そ

の中の文章、大体まとめた文章なんですが、過度に競争的な学校環境は、いじめや精神

的障害、不登校、自殺などの原因になることを懸念すると。そして、子供たちをこの競

争から開放して、遊び、その他の時間を促進し、支援することを政府に勧告するという

ふうに国連が、政府ですから、文科省も含めてそうなんですが、勧告しているんですが、

なかなか是正されないということがあります。 

  日本の中にいると、これが当たり前に思うんですが、世界から見たときに、フィンラ

ンドとか、うちの息子はオランダにいます、オランダの教育も全然違いますね。そうい

うふうに見たときに、日本は競争、競争で、その中であることがやっぱり遊びとかが軽

視されているんではないかと、そんなふうに私は思っています。その辺についてどんな

ふうに考えるのか。 

  それから、そのことが学園構想の中に、例えば学力をつけるとか、いろんな施策があ

るんですが、根底に遊びとか、子供の育ちの礎になるようなものが根底にあるというふ

うに書いてはあるんですが、そのことを基本にやっぱりやるべきだと思っています。そ

の辺について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 議員、質問は３つ目ということでよろしいでしょうか。 
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○２番（山本和子議員） はい、３点目です。 

○小堀雄二教育委員会教育長 私自身も子供の成長にとっては、遊びっぷりだとか、食べ

っぷりだとか、あとは付き合いっぷりという、３つのぷりというのが必要なんだという

考えも持っています。特に、この中で遊びっぷりというのは、これが充実していけば、

当然おなかもすきますし、生活習慣も整っていくと。また、そういった個人で行う遊び

ということではなくて、集団で行う遊びを通していくと仲間も増えていくと。この遊び

がなくなれば、その２つの要素というのはやっぱり減っていくんだろうなと思っていま

す。 

  幼児は遊びを中心とした体づくり、心づくりというのがありますが、小学校はそれを

基盤にしながら、その遊びを基盤にしながら学びへとつなげていくという部分がありま

す。しかしながら、学習一つ一つの中に、遊びの要素が含まれてはいけないのかとなっ

た場合に、それは遊びの要素もきっちり含めて、子供たちの興味や関心を引き出してい

くというものも必要になっていくんじゃないかなと考えています。 

  今回、かみしほろ学園の中で、全て共有しているので、そういった認識がありますと

いうお話をさせていただきましたけれども、特に今回の構想、かみしほろ学園の中では、

組織の一つに連携協働部というものを新設します。その中に、コミュニティ・スクール

の推進に関わることと、地域ボランティアに関わることを設け、さらに、小項目の中に

地域の教育資源の活用・支援、そして地域の先生、それから放課後学習の企画と運営と

いったような部分を項目として入力をしています。このこと自体は、上士幌町教育ビジ

ョンの中の２番の郷土の歴史を学び、伝統・文化を大切にし、郷土を誇れる子というの

と、お互いの個性を認め尊重し合い、思いやりと感謝の気持ちを大切にできる子という

ことで、この中には当然遊び、また遊びから学びへの発展も含めて、包含しております

ので、こういった部分がかみしほろ学園として進めていく一つの項目になっていくんじ

ゃないかなと思っております。 

  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） 遊びはこれからもいろんな形で重要視していくというふうに確

認させてもらいました。 

  次に、４番ですね、ＧＩＧＡスクールの関係なんですが、多分これで質問終わりそう

な気もするんですが、実際買うのは今年度か来年度になると思うんですが、その関係に

ついて質問したいと思います。 

  ＧＩＧＡスクールの構想、この構想自体が私も最近知った構想ですので、新聞報道に
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よりますと、パソコンを１台ずつ持っていると。その子に合ったプログラムを、多分パ

ソコンの画面を見ながらクリアしていくんだろうというふうに私は想像しているんです

が、電子機器を使った、いわゆる個々の教育が本当に子供の学ぶ力になるのかというの

が、そういう疑問を持っている方もいます。小堀教育長は、そうじゃない人もいるとい

うふうに多分捉えると思うんですが、それは、この間の澤口さんも言っていましたね。

電子機器の学習よりも体験が大事だというのと、電子メディアの使用が脳にダメージを

与える、前頭前野を萎縮させるんではないかということがあって、必死にメモしました。

この人の本を買おうと思ったら、なかなかこれに関わった本はなくて、発達障害に関す

る、要するに電子メディアとか、脳の発達障害に関する本はあったんですが、そういう

ふうな、していました。 

  ですから、パソコン１台持つということは、電子メディアを通じて学ぶというふうに

取ると思うんですが、その辺について疑問はないのかというふうに。多分教育委員会と

しては、国からの補助金もつきますし、文科省は令和の学校像だと言われれば、それは

それなりに購入し、指導しなきゃいけないというんですが、その電子メディアを通じて

学習することが、本当に脳にとっていいのかどうかということについては検証したのか

どうか、その辺について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 先般、かみしほろ塾の澤口俊之先生のお話については、僕

もたくさんの保護者からすごく勉強になったという話、一方で、先ほど出ていた川島先

生、随分同じ脳科学者の中でもいろんな考えがあるようです。異なる部分はあるんです

けれども、新しい学習指導要領を展開するに当たっては、全国どこにいても共通のテー

マについてはやっていかないといけないなというのがまず一つあります。 

  その中で、これはＩＴ、インターネットだけではないということです。インターネッ

ト、そしてコミュニケーション、Ｃの部分、それからテクノロジーという部分、このＣ

の部分が今回の新しい学習指導要領の大きな狙いになっていくんじゃないかなと思って

います。 

  その中では、よく主体的、対話的で深い学びというのがありますけれども、この主体

的というのは、学ぶことに興味を持ち、自己学習を振り返って次に進む力、そして対話

というのが、子供同士のワークショップ、そして先生や地域の人との対話を通し、自己

の考えをつなげるということ。深い学びというものは、個人やグループで学んだことを

相互に関連づけて問題を解決する力をつけていくということ。これから先については、

町の総合戦略の中の人口ビジョンでもあるとおり、20年たったら、町の人口はたしか
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4,200、社人研のほうの推計ではたしか3,200程度だったんじゃないかなと思っています。

すなわち、今の６年生が20年たったら三十二、三歳、中学校３年生は35歳くらいになっ

ていて、社会の中心になって物事を展開していく役割を担っていくと。 

  この中で、特にＣの部分を大事にしなければいけないなというのは私も思っています。

ただ単に機械をいじるということではなくて、20年たったら、今ある仕事がなくなると

言っている学者もいます。今の子供たちが想像もつかない仕事が、今の20年後にはそう

いった仕事になっていくだろうというふうに考えていったときは、やはり、この調整能

力という部分はつけていかないといけないのかなと思っています。 

  その中で、ＩＣＴ教育は大きく３つに分けることができるんじゃないかなと思ってい

ます。個別で学習する、これは主としては個に応じるということで、一人一人の習熟度、

それからマルチメディアを用いた表現活動が、これは個別活動になります。そして、大

事なのは一斉学習です。これは例えばデジタル教科書による画像を拡大していって、そ

この部分だけを抜き出して拡大をして書き込んでいって、子供たちも学びをそこで書き

込んでいくという作業が一斉学習、そしてまた、そういった動画の活用もできるという

ことがあります。 

  そして、Ｃの部分になりますけれども、これは共同学習と言われるものです。発表や

話合い、複数の意見や考え方を議論して、グループによってその答えを導いていくと。

先の見えないものに対して探求しながら見つけていくという学習スタイル、この３つを

組み合わせてＩＣＴの教育が進められていくんじゃないかなと思っています。 

  何年かしたら、恐らく働き方も生活も随分変わっていくんじゃないかなと思いますけ

れども、どんなに子供たちが、社会が変化していっても、その時代、時代に対応できる

子供たちに育てる、そしてその未来に連れていくというのが、きっと我々の役割になっ

ていくんじゃないかなと思っていますので、そのＣの部分を大切にしながら、ＧＩＧＡ

構想を国の動向を踏まえて進めていければなと考えております。 

  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） ＧＩＧＡ構想の、先ほど言いましたいろんな利点もあると思う

んですが、私が一番大事にしたのは学校教育ですね、今までと同じように。多分、それ

は従来ずっと、これからも続くと思うんですが、先生がいて、子供たちがいて、勉強し

てやり取りしながら、また、私が読んだ本で、やっぱり私もよく分からない漢字を携帯

でいじって出すことがあるんですが、そうじゃなくて、本当に自分で辞書を開いて、見

て、書き取ると。そういう作業が脳にすごくいいというのは、子供だけじゃなくて大人
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も、高齢者もそうだというふうに、実際に開いて、見て、書いて、それから何か体験す

るときに、このデジタルの画面も、それはそれも活用されると思うんですけれども、実

際に見て体験することが脳にすごくいいということもあります。 

  ですから、これはこれで全部否定するわけじゃありませんので、そのことも大事にし

ながら、学校の先生と子供たちが学んで、メモを取ったり、そして実際に見に行くと。

それから、さっき言いました地域の年配の方を含めて、経験豊かな方の話を聞くと、実

体験しながらいかないと、これだけではなかなか子供にきちんと入らないんじゃないか、

そのことを確認したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 おっしゃるとおりだと思います。 

  先ほどいろいろ調べるのも、例えばスマホで調べる、いろんな電子辞書、スマホで調

べていくという方法もありますが、実は脳が活性化していくというのは、そのスマホを

見て調べている時間ではなくて、図書館へ行って調べている過程において脳が活性化す

るというような研究論文も出されていると思います。 

  ですから、昔よく言った読み、書き、そろばんの部分は大事にしながらも、情報のリ

テラシー、情報の読み、書き、そろばんと言われている情報の収集だとか活用だとか応

用だとかというものも、当然その中に入れながら進めていければなと考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） そんなふうに一概に全部否定するわけじゃありませんので、従

来やってきたことを大事にしながら、実際に子供たちが体験して、冷たいとか、熱いと

か、これはどうなる、こうなるということを自然の中で学ぶことが、やっぱり脳の中に

は一番いいと。一番というか、よりいいというふうに確認してほしいと思います。 

  これから地域がどうするのかというのは、先ほど言いましたように、学校だけではな

かなか難しい。スマホの問題から、これからの学習についての問題を含めて、家庭だけ

では難しいと。それで、地域がどうするのかというので、いろいろ活動がありました。

今も続いています。それはそれとして重要にしてほしいなと思っています。 

  これは、私が前に、私、よく新聞の切り抜きをとっておく、勝毎の新聞、令和２年、

今年の２月１日の上士幌小学校の実例が載っていました。その中で、子供たちが全校集

会で遊んでいると。すごくいいなと思って眺めました。それから、けん玉キッズの子供

たちがわっかでしょっちゅう、毎週金曜日ですか、やっています。そういうことをやっ

ていると。 

  そういうふうに地域で学校も遊びもやっているということはもちろん分かるんですが、
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地域でやっぱりそこにわっかに集って何かをするということを、やっぱりこれからもや

ってほしいなと。なかなか最近、少ないんですよね。イベントをやっても、冬祭りをや

ってもちょっと少ないので、どうやって地域の方々が手を取り合って取り組めるんだろ

うかなというのを、私もいろいろやっている事業があるんですが、なかなか厳しい面が

あると思うんですが、その辺をきちんと、人数が少ないからじゃなくて、やっぱりそこ

に来ない理由はあると思うんですけれども、来るためにどうするかと、声をかけ合うと

か、今までの事業だけでも結構大変ですけれども、そこに、わっかに集ってもらうこと

をやっぱり大事にしてほしいなと思っています。 

  それから、多分これで最後になると思うんですが、先ほどスマートフォンの問題から

ＧＩＧＡスクールの問題等々いろいろお話ししましたが、文科省の方針でいろいろ下り

てくる事業もあると思うんですよ。それはそれとしてやらなきゃいけないと思うんです

が、その中で、上士幌の子供にとって何が一番大事か、教育長は今日は結構熱弁してく

れましたので、若干私とはかみ合わない面もあったんですが、やっぱりきちんとどうい

うことをしたら上士幌の子供にとって豊かな発達を保障するのかということをきちんと

踏まえながら、独自の取組もやっぱりすべきだと。言われたことをやるんじゃなく、言

われたことはもちろんしながらも、町独自で何をしたらいいのかと。先ほど視力の問題

もありました。それから、小学校の専科の問題もありました。それからわっかの取組も

あります。そういうことを、町独自で何をしたら子供に本当にいいのかと議論しながら

いかないといけないかなと。大変な課題なんです。これを確認して、質問はこれで終わ

りになるかなと思うんですが、よろしくお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 今日、視力の問題、それから体験活動の問題、体力の問題、

学力の問題、ＩＣＴの関係の問題と、いろいろと議員には投げかけていただいて、そう

いったものについては、確かに学校教育の部分においては、特に国、文科省の方針が下

りてきますので、それに乗り遅れないようにしながらも、今この町にとって一番大事な

ものは何なんだということは、一歩一歩、ちょっと立ち止まって考えていきたいなと思

っています。 

  いずれにいたしましても、学力だとか、体力だとか、体験活動、それぞれ独立したも

のではなくて、３つそろって生きる力という捉え方をしております。子供の中で、体力

というのはやっぱり心臓部に当たるんだろうなと思っていますし、学力というのは手足

になっていくんだろうなと思っていますし、それから、体験というのは、いろんな疑問

を発見しながら次につなげていくという部分では、脳の発達に関わっていくんじゃない
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かなと思っています。 

  そのためには、教育委員会だけではなくて、議員もいろんな地域活動をされています

けれども、そのような仲間を増やして、例えば社会教育の授業でやっているみんなの学

び応援事業等もあります。そうしたものに対して呼びかけて、参画をしてもらう。まず

は参加からだと思うんですけれども、参画していただきながら、地域全体で子供たちを

育むという、そういった姿勢を町民に周知していきたいなというふうに考えております。

ありがとうございます。 

○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。 

（午前１１時００分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１１分） 

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

◇ 江波戸   明 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今日までのまちづくりの足跡を確認し、未来を見据えたまち

づくりのために、仮称「まちづくり史誌」の作成について。 

  本町のまちづくりは、安村治高丸氏が開拓のくわを入れてから110余年の年月が過ぎ

ました。その間におけるまちづくりの歴史を系統的に今日までに記されてきた記録とし

て、昭和45年及び平成４年に作成されました町史があります。約10年前に新たな町史等

の作成の資料集めなどの動きがありましたが、しかし、今日までにおいては、それらの

資料集めや関係する調査の対応が中断されているような気がいたします。 

  今日までの我が町のまちづくりは、厳しい開拓時代の時代から黎明期に向かい、地域

の基幹産業の基盤の推進と確立のもと、目覚ましい発展を遂げ、人口においては、昭和

30年には１万3,608名を有したところですが、少子高齢化、離農、公施設等の統廃合な

どの社会的変化などにより、人口の減少も加わり、今日は4,971名に至っているところ

であります。 

  このような人口の推移の裏には、地域産業の興廃の要因につながる町の歴史と符合す

るものが多くあります。このことは、今日までの町の政策の展開や地域産業の推移を的

確に知る手がかりにつながり、将来のまちづくりに向けた基本的な取組の在り方に対す
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る貴重な経験となり、これからまちづくりを育む町民に対しても大いなる参考となる歴

史的財産になるものと思います。 

  その意味から、今日におけるその都度ごとの町の様々な変革などの歴史を的確に残し

ていくことは、将来を担う上士幌町民に対する大切な私たちの務めではないかと思いま

す。 

  特に近年は、町の歴史を体験している先人や町民が残した貴重な写真などの資料にお

いても、急速な世代交代などにより失う可能性が高まっている時期でもあると思います。

その意味で、町は歴史を的確に残し、将来のまちづくりの遺産となる歴史の大切さを意

識し、仮称「歴史に学ぶ新たなまちづくり史」の作成を早急に始める必要があります。 

  また、今日までの製本化による編さん史等の作成と併せて、今日の情報機能のデジタ

ル機能による仮称「歴史に学ぶ新たなまちづくり史」を作成し、まちづくりの歴史と未

来に向けた町の推進の形を踏まえた情報を盛り込んだ編集を行い、瞬時に全国に向けて

発信する仕組みをつくることも、今日においては必要になると思います。 

  この事業により、我が町の特性や活動を知ってもらえるなど、我が町に対するまちづ

くり応援団員としてのきっかけになると思います。 

  このような町史誌の作成に取組を進めることにより、我が町を気にかけていただける

方々が増加することにより、総合戦略の課題である関係人口の増加等の一翼につながり、

ふるさと納税に加えて企業版ふるさと納税の効果的な動向につながるものと思います。 

  改めて、これからの貴重な財源の活用を工夫し、新たなまちづくりへの推進とその効

果が生み出されるものと思います。新たな町の歴史誌を作成するために、町民の皆様方

の積極的な参加を求めた体制を確立し、早急に庁舎内に担当部署を設置し対応をすべき

と思います。 

  次に、２点目の町民が暮らしやすい町の施設の在り方を踏まえた土地利用計画と施設

の効果的な利用に関する方向づけの在り方についてご質問いたします。 

  近年、町の施設の新改築等により、施設自身のグレードは高齢化に向けたバリアフリ

ー化を取り入れるなど高まっております。しかし、特に高齢化を迎え、その上に将来に

おける人口の減少の傾向を踏まえて町民目線から見た場合、その利活用に関する効果は

どのように判断しているのかなど、今後の施設運営及び管理に係る効果や財政負担を踏

まえた検証を改めて行うべき時期にあると思います。 

  このことに係る以下の内容の質問を行いたいと思いますので、町民が安心して暮らせ

るまちづくりに向けた、その実態及び課題と今後に向けた効果的な利活用等について考

え方をお尋ねいたします。 
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  １、町民のふれあいの場づくりを基本に備えた施設が、高齢者等が自由に出入りを行

いやすい雰囲気を備え、誰でも使いやすい施設の工夫と担当部署において受入れにおけ

る指導や対応を含めた配慮がされているかについて。 

  ・幼児等の保護者が認定こども園及び分室の施設に対し、幼児教育の拠点としての教

育施設としてどのように考えているかについて。 

  ・コンパクトタウンの考え方を前提としたまちづくりの方針が町民に浸透し、本町の

市街地構成と町民の活動しやすい仕組みになっているか及びこの件に関する町民の認識

をどのように感じているかについて。 

  ・将来における町の土地利用計画が明確に示されていなく、都度の課題ごとに施設用

地等を検討している感じがします。持続可能なまちづくりの基本として、特に将来の公

的施設の在り方などは、土地利用計画を明確にし、町民の理解が必須であると考えると

ころです。町民を巻き込んだ土地利用計画を早急に策定することの意義に関する考え方

について。 

  ・計画段階での利用計画と現状の利用が下回っている施設等について、利用の向上を

図る工夫などをどのように検討すべきかについて。 

  ・施設の新築や改築による運営と維持管理に係る今後の財政負担の在り方をどのよう

に検討し、かつ町民の皆さんの理解に向けた説明を行う考え方の必要性について。 

  ・将来の高度情報システム化時代を見据え、新たな行政部署におけるＩＣＴ担当によ

る公共関連対応ばかりでなく、直接住民生活に関わる課題を補塡する体制について対応

することが検討されているかにいて。 

  以上、お伺いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 江波戸議員のご質問にお答えいたします。 

  まず、今日までのまちづくりの足跡を確認し、将来を見据えたまちづくりのために仮

称「歴史に学ぶ新たなまちづくり史」の作成についてであります。 

  まず、本町の歴史を記録した町史につきましては、ご質問の中にあったとおり、開町

40周年時に町史を、開町60周年時にその後の20年を主につづった町史補追版を作成して

きたところであります。約10年前、平成23年度には開町80周年の際に、次回の町史編さ

んや資料の散逸を防ぐために、町の情勢など、資料収集を行ったものであります。 

  令和３年度に開町90周年を迎えることから、この間の資料収集と整理を行い、町史の

編さんについては、歴史的節目となる開町100周年が望ましいものと考えております。 

  なお、資料の収集に当たっては、町民に提供を呼びかけてまいります。 
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  町史編さんの際には、時代の趨勢に合わせてデジタル版も作成すべきという点につき

ましては、既存の町史及び補追版はデジタル版に編集して保存しているところでありま

す。これらの資料をウェブ上で公開することについては、掲載された写真等の版権の問

題から、公開などは慎重を要すべきものと考えております。 

  ＩＣＴ情報通信技術が高度に発達している今日、行事の記録写真等については、デジ

タル版として収集・整理・保存しており、その数は年間２万枚に達し、それに伴う文書

等のデータも含めると、極めて膨大な資料として蓄積しております。 

  なお、災害によって貴重な資料が消滅しないよう、過去の印画紙の写真についてもデ

ジタルデータ化を進めており、文書等のデジタル化についても今後検討してまいります。 

  議員ご指摘の「歴史に学ぶ新たなまちづくり史」につきましては、まちづくりの歴史

と将来に向けた町を内容とした情報誌として、上士幌ファンを獲得するためにも作成す

べきとのご提案と思います。 

  町としましては、現在、町の行事や動きについて様々な媒体を活用し情報を発信して

おります。その上で、まちづくり応援団を獲得するための情報誌の作成に、町民の参加

を求めた体制と担当部署を設置して行うことについては、慎重な検討を要するものと考

えております。 

  次に、町民が暮らしやすい町の施設の在り方を踏まえた土地利用計画と施設の効果的

な利用に関する方向づけの在り方についてであります。 

  １点目の町の施設が高齢者にとって使いやすい施設として配慮されているかという点

につきましては、各公共施設を管理する担当部署において、訪れた町民の方が安心して

施設を利用できるよう、十分な配慮のもと担当者が対応しているものと考えております。 

  ２点目のこども園及び分室の教育施設につきましては、山村開発センターの分室を設

置した平成30年４月の入園児総数は159人、こども園153人、分室６人でありました。こ

ども園の定数は170人でありますが、入園者は月を追うごとに増える傾向にあり、平成

31年３月には185人、こども園170人、分室15人となりました。新設されたこども園に対

する施設環境、運営に係る経費負担、指導など、よい評価を頂いているものと理解をし

ております。分室になったことによる保護者からの苦情等については受けておりません

が、分室は仮設のものと考えており、中長期的な視点に立って、入園児童数の動向等を

推計し、慎重に対応してまいります。 

  ３点目のコンパクトタウンの考え方によるまちづくりにつきましては、公共施設の再

編整備計画において、平成23年３月の東日本大震災を教訓にするとともに、誰もが安心

して暮らしやすい町を求めて、翌年度に都市計画を専門とする講師を招聘し、町民対象
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の講演会や一般町民と中・高校生を対象とした公共施設の在り方を考えるワークショッ

プをそれぞれ開催しております。 

  これが今日の公共施設、街並み再編の発端であります。 

  同時期に、第５期上士幌町総合計画がスタートしており、生涯学習センターの改築に

ついても盛り込まれました。人口減少、少子高齢化が進行する中での施設整備につきま

しては、将来を見据えて、老朽施設の統合や機能の統合といった施設づくりの必要性か

ら、平成25年度内閣府特定地域再生策定事業の制度を活用し、生涯学習センターを軸に

公共施設等再配置計画を策定しております。 

  策定に当たっては、アンケート調査、子供から高齢者、各種団体・サークルなど、広

く町民の意見を反映した計画となっております。これらを基に、平成29年２月には、上

士幌町の公共施設等配置計画に関わる整備計画を策定しており、策定経過の中で町民の

意見の聞き取りや町民への周知を図ってきているところであります。 

  このことに限らず、町の施策や動きについては、町広報誌や町ホームページ、必要に

応じて説明会、パブリックコメント、さらには出前講座等で町民への周知並びに情報共

有を図ってきているところであります。 

  ４点目の土地利用計画につきましては、第５期上士幌町総合計画改定版に、土地利用

の活性化について未利用、低利用公共用地の有効活用に関する施策を掲げております。

土地利用の状況としましては、平成26年１月に策定した公共施設等再配置計画において、

中心市街地の空き地・空き家調査を実施しており、公共施設の適正な立地を検討する際

に活用しております。また、さきに説明しました上士幌町の公共施設等配置計画に関わ

る整備方針に関連する施設等の整備に関しましては、行政区に対する住民説明や関連団

体等への説明を適時行いながら、各公共施設の配置に関する考え方について、住民の皆

様にご理解いただき、整備を進めてきております。 

  将来の土地利用の在り方といたしましても、特に福祉ゾーンとして、旧生きがいセン

ターとその周辺が課題になるものと認識しており、その際には、住民の意見や有識者の

助言を十分踏まえながら整備計画を策定すべきものと考えております。 

  ５点目、６点目の施設の利用状況、施設運営の財政負担につきましては、10年前まで

遡っての新築または大規模改修施設における利用状況は、ひがし大雪自然館ほか、計画

段階における利用者数に対し、運用開始後の利用者数が全て上回っていると認識してお

ります。 

  なお、昭和から平成前期に建設したスポーツセンターや糠平温泉文化ホール、地域の

集会施設等は、建築当時からは人口が減少してきていることから、利用者も減少してい
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ると認識しておりますが、スポーツや文化、イベント、コミュニティーといった施設機

能は十分生かされているものと思っております。 

  大型施設の改築や新築につきましては、当面、役場庁舎の耐震化工事に伴う大型の改

築を予定しておりますが、改築に当たっては、計画段階から議会にお諮りするとともに、

町民に対しても必要に応じて意見を聴取する機会を設け、よりよいものに仕上げていく

ことが肝要と考えております。 

  ７点目の新設するＩＣＴ推進室につきましては、ＩＣＴ技術の導入により、町民の生

活、産業、教育、福祉等において有益になるというような役割を担って設置するもので

あります。その中でも、一人暮らしや高齢者世帯にあっても、より安心して穏やかに暮

らすための環境として、ＩＣＴの活用に着目しているところでもあります。 

  Society5.0（第５の社会）は、高度に進化した情報通信技術を活用し、暮らしや産業

に革命的変化をもたらす社会と言われております。本町としましては、その基盤となる

光回線がほぼ全町に整備されます。ＡＩ、人工知能やビッグデータに求められる超高速

通信５Ｇにつきましても、農業分野で実証実験を行っております。新技術の通信が、田

舎にこそ安心と豊かな暮らしを実現させる革新的なツールになるものと期待していると

ころであります。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） まず、この件については、きっと何らかの形で町長のほうに

町民のほうから、何人かは別にしましても、要望されている一件かなと思って認識して

おります。 

  そんなことで、町民の方もなるべく早く町史の記録を残しておいてほしいなという要

望がきっとたくさんあるような意味合いも私は捉えていますので、そんな認識で、この

課題を取り上げたところであります。 

  本町には開拓のくわが入ったのは113年、開基的には、100年をこれから10年後に迎え

るという部分がありますけれども、もう既に113年ですから、これに10を足すと120年以

上の歴史が残ってきます。 

  そんなことで、100周年まで含めて、今までつくった後、40年ぐらいのタイム的な間

隔をどういうふうに記録に残っていくかという部分について、一番大事なのは、僕はや

はりここの中で、まちづくりにいろいろ関わってきた人が、もう時代の変化でだんだん

亡くなってしまったり、記憶が乏しくなってきたりとか、そういう部分があると思って

います。そのため、やっぱり生き続けてきた軌跡の検証と、私たちはそれをきちっと継

いでいく任務が私はあるんではないかと思っています。 
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  その中で、いろんな人たちの足跡がきっと記録の中で取り出されておりますけれども、

町の歴史は、こういう人たちの足跡をきっちり残していきながら、そこに何を形で残す

か。何を含めて、その辺の体験と経験の臨場感を学ぶか、こんなことが必要なことにな

ってくると思います。 

  先ほど教育長からありました。やっぱり学校教育の中でも、子供たちが町の歴史に学

ぶ、これは中学年等でありますけれども、今、教育研究所でも立派な歴史書をつくって

もらって、先般、ちょっと見せてもらいましたけれども、やはり歴史を学ぶということ

も、教育の大きな中身になってつながってくると思いますし、それでなかったら、ふる

さと教育というのは、余り必要でなくて、これから未来に向けた教育という部分では僕

はないと思っています。 

  ですから、まず、今まで先人がいろいろ残してきた分についての考え方について、ど

ういうふうな形で町として、今、編さん資料を残していますという部分はありますけれ

ども、これについて、もうちょっと具体の部分でご説明願いたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 町史につきましては、町の歴史を事実としてしっかり残していくという

使命があるということと、お話しあったように過去に学び、そして将来を見据えると、

展望するという役割もあるだろうと、そんなふうに思います。 

  これまでの開拓の初めから40年間の歴史をつづった町史、少なくともこれは町史とし

て大きなデータとして利活用されていくものと、そういう前提にあるというふうに思っ

ております。それに加えて、その時期時期の起こった事象について残していくというこ

とでは、散逸するということが一番問題があるというふうに思っておりますから、そう

いう意味での資料の収集については、しっかりとやってきているということであります。 

  そういう意味で、60年の、20年加えて60年ということでありますが、この後、100年

というのは、一つの目安としてそう考えておりますけれども、こう考えるべきであると、

10年先のことでありますから、私は今の段階でそこまで責任を持って答えるということ

はありませんけれども、とにかく町の資料についてはしっかり残しておくということは

大事だと、そんなふうに思います。 

  したがって、来年90周年を、３年ですね、迎えるということでありますから、そのと

きに新たに資料の掘り起こしを行って、しっかりそれは一つは保存していくということ

であるかと思っております。 

  その中で、進め方として、基本的には写真だとかそういったものをデータにしながら、

改築の際に紛失してしまうようなことのないように、町民に要望していきたいというふ
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うに思いますし、場合によっては、その事業の中で、教育的な視点から、年配の方々の

お話を記録に残していくというようなことも一つの事例としてあるのではないだろうか

なと、そんなふうに思っています。 

  いずれにしましても、町史が、歴史がしっかり残っていくという体制は、このうちも

しっかり取っていきたいというふうに思いますし、今日までの町については、そういっ

た歴史があって今があるというふうに思って、尊敬の念と、それらを踏まえて将来をさ

らに発展させていくというのは、私どもの責務であるというふうに思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今、町長から当面の考え方を含めて、現状についてもお話し

されたかと思いますけれども、町の条例の中に、上士幌町町史編さん委員会設置条例と

いう条例があります。この中で、位置づけとして、常務委員の位置づけというのがあり

ますから、僕は一応この条例に基づいて、何らかの形で早い段階で、ある程度責任の立

場といったら別ですけれども、その編さんを、10年先に100周年の節目につくるという

ことは、一定程度の目標になったかなと今認識していますけれども、その中で、今から

担当を明確にしながら、その人が情報をきちっと取り寄せながら、それから町民との、

本当に失わないうちに、いろんな聞き取り、写真、それから事実関係は別にしても、い

ろんな物語があるんじゃないかと思っていますんで、そんなことが必要であると思いま

す。 

  まず、この条例に基づいた委員会の大まかな形ではなく、常任委員等の設置をつくる

ような考え方がないかどうか、その辺ちょっと確認したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 それについては、もし100周年ということであると、それに遡ってその

体制を整えていくということになるかと、そんなふうに思いますから、すぐ今、今日、

明日設置をしても、結果的に動き切れないというようなことになるか、あるいはずっと

それが続いていくということになりますので、集中的に専門的な人材も配置するだとか、

そんなようなことを考えた上で、町史にふさわしい、100周年にふさわしいものができ

ることが私としては望ましいんでないだろうかと、そのための体制準備については、遅

れを取らないようにしっかりやっていく必要があるだろうと、そんなふうに思っており

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今ありましたように、なるべく早く、専門的な部分は別にし

ても、常務的な委員さんの配置というのは、僕は必要なことかなというふうに認識して
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おります。 

  今、前向きなような感じで取りましたので、よろしくお願いしながら、今日の社会の

流れというのは、すごく第３の近代化という形を含めて、物すごい勢いで流れているな

というふうに思います。 

  この、スピードアップしていますから、その歴史を体験的にきちっと実施をしたり、

表現できる方、これがだんだん減ってくると思いますし、40年といったら、役場職員が

二十歳前後で入った場合、もう退職に近い年齢に達しますから、そこだけ考えても、き

っと役場職員だけの範囲で考えても、すごい歴史の変化というのはあったのかなと。 

  例えば農業関係でも、やっとトラクターが入り始めて、今もうとてつもない大きなト

ラクターが、そして、それよりもまして情報を取り入れた、本当に時代になってきてい

るなと、これを40年というのはすごく大きな変化があった時代だと思っていますから、

今入ってきた、例えば担当者が、それこそ実感として思い返せるのかなとか、そういう

部分も含めて、僕はちょっと不安ではないですけれども、どうかなという懸念がちょっ

とあります。 

  そういったことを含めて、やはり、40年のギャップというのはすごくありますから、

なるべく早く、今ありましたように、常務体制を含めて対応してくれればと思っており

ます。 

  例えば、今ナイタイのレストハウスは改めてできました。これについては、レストハ

ウスが改めた分は、物すごい勢いで宣伝しています。ところが、僕は歴史というのは、

本当に台風、強風等で崩壊した後、本当に小さなハウスで一生懸命町民の方がそこで営

業を続けてくれていた。僕はこっちの歴史のほうが大事かなというふうに認識します。 

  当然、レストハウスの運営がスピーディーに、効果的に、地域の稼ぎの一つになると

いうことは、当然望む姿でありますけれども、こういうことがだんだん薄れてしまって、

例えばナイタイハウスはできたよ、結構お客さん来てくれたよではなくて、やっぱりそ

ういうことが、僕は町の歴史の中で大事なことかなと思ったり、今、自動運転バスが試

験的に、この３年間ですか、やっていますけれども、僕は今福祉バスの運転手さんが利

用者に対して、毎日顔を見ながら、健康状況を見ながらお話ししながら、こういうこと

の歴史も僕は大事だなと思っています。 

  きっと将来、10年後は、自動運転バスが走り始まるかと思いますし、そんなことによ

って、そういうことが忘れられちゃいかんなと、僕はそういうふうに思っていますから、

そこに地域のコミュニティーとか、血の通った行政の対応とか、そういうことがやっぱ

り常に、常に歴史の中に浮き彫りにされてきて、残されていく、記録されていく、これ
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が非常に大事なことだと思っております。 

  本当に町民がいろいろな意味で、こういうこと、努力した分を今のうちから拾ってお

かなきゃならん。これは編集する段階でどうするかは別にしても、そういう記録的なも

のをやっぱり現場で取材しながらとか、対応する時期は今ではないかと思っていますか

ら、毎年毎年少しずつの積み重ねで、最終的な編さんが町民にとって、こんなことだな、

勉強になったなということで、必要性を感じるような編さんに行き着ければなと思って

いますので、この10年先を見据えた中でも、今日の動きをそういう捉まえ方も含めて編

さんに向けてたいただければなというふうに認識しております。この点についてご質問

したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 町史、歴史が歴史として伝えていくもの、多分毎日人々の生活が動いて

いますから、それを全部拾い上げて残していくというのは、なかなかそれは資料として

は難しいというふうに思いますが、歴史が営々として続いていくというために、一定の

客観的な歴史書としては、判断の下で残すべき、あるいは記載すべきもの、こういった

ことが精査されていくというふうに思います。特に、40年という、あるいは20年の歴史

の中でも相当いろんな変化が起きてというのは事実であります。 

  私も結構長いこと、この町政に関わらせていただいて、いいこともあるし、あるいは

本当に社会を不安にさせるような事案だとか、そのような様々なことがありますから、

産業の変化あるいは医療福祉についても様々なことがある。これは、まずはやっぱり的

確に資料だけは散逸しないということは、まずそのことはしっかりしておかなきゃなら

んということと、併せてそれをどのように冷静に、町史として残していくかというのは、

専門的な視点から、そういったことは必要はあるだろうと、そんなふうに思います。 

  その間の、様々な、今あった人々の機微といいますか、そういったことも、いろんな

その資料編の中で、多分使われてくるものだろうなと、そんなふうに思いますが、これ

らについても、例えば新年度期90周年になるとすれば、そのように語らい、人々の生き

ざまあるいはそういう経験を資料としてしっかり残していくというようなことも含めて、

町民の歴史をくまなく資料として残していく。その上で町史や、あるいはそれに関連す

るようなストーリーといいますか、町民編だとか、そのようなことも時には考えられる

のか分かりませんけれども、様々な形で編さんに関わっていく、いいものができるよう

に、間違いのないような、歴史書として将来に恥ずかしくない、あるいは信憑性のある

ものをしっかりとつくっていく必要があるかなと。行政としては、その辺のあたりが極

めて大切な役割だと、そんなふうに思っています。 
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○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今、町長のほうからも、町民が行政において、含めて、町民

生活において忘れては駄目なことでして、紆余曲折した歴史や、重ねて喜びの歴史、こ

んなことがあったなと思います。例えば、近年でいえば、本当に希望あるように、まち

づくり会社なり、ＤＭＯ会社ができて、これ町の対応していくよと。 

  その中で、併せて歴史の中ではこれがどういうふうに推進しながら確保されてきたと

か、いろんな意味の、一つのまちづくりもあったかなという認識もしていますけれども、

いろんないいこと、悪いこと、そしてふるさと納税で、かなりまちづくりの基幹的な財

政が確保されながら前に進んできているとか、そんなことを含めては、町長のほうから、

そんな考え方についてあったのかなと思っています。 

  そんなことを含めて、１つはまちづくりの史誌を考える場合、これ直接編さんすると

いう部分でなくて、これとぶら下がりながら、町の生涯活躍の場づくり、町民参加とい

う部分を、僕はこの中にあるのかなというふうに認識します。 

  ということは、やはり、歴史というのは記憶が喪失されていったり、いつの時代でも

きちっと足跡があるんですけれども、やっぱりなくなっていくよと。そんなところでは、

町の語り部なり、それで写真や建物とかは別にしましても、本当にそういうことが必要

になってくると思います。 

  そんなことで、町史づくりに生涯活躍の高齢者の元気づくりの場としての、そういう

活躍の場もあるのかなと思っています。それは、すぐに編さんに結びつかないけれども、

ああいうときがあったよな、だけどこんな町にまたなってほしいな、こういうふうにな

ってほしいなという、もうそこから僕は発生してくると思いますんで、高齢者の一つの

生涯の生きがいのあるまちづくりという大きなカテゴリーの中で、この物語が一緒にい

ってくれると、高齢者、私たちもこれからの高齢者も含めて、何らかの形でそういうと

ころに参加できるかな。 

  ただ、史誌は企画的に、歴史をぽんぽんと追っていくんじゃなくて、そこに少しでも

加わったり、参加するような、やっぱり過去の貴重な人々、人材、語り部等を含めて、

そんな輪が、僕はまちづくりの一つの大事な流れではないかと思っています。古い写真

を持ち寄って案が集ってくるとか、それから、町の景観の変化を語るとか、歴史を      

気構えた活動の発掘に生きた喜びとか、いろんな意味で、そういう高齢者の生きがい、

生涯活躍の町と言っていますから、それもこういうことで、自分たちの足跡を検証しな

がら、対応できる場、そんなことになるかと思っております。 

  これについて、また考え方があれば、町長のほうからお願いしたいと思います。 



－118－ 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 町史の紙面を飾る、あるいはそこで記述していく内容と、それにつなが

っていく過程での資料の収集なり、情報の収集、これらについては、例えばシルバー学

級だとか、そういった意味では、教育委員会の管轄の中で、生きがいづくりも含めて学

びの場をつくっているということでありますから、プログラムの中で、この場面、こう

いった体験を聞く、話を聞く、そんなようなことも一つの収集の仕方でないだろうかな

と、そんなふうに思いますし、また、随分になりますけれども、地域の宝探しの会、集

まり、こういったことなんていうのも今お話しされたようなことについては、極めてふ

さわしい活動内容であると、そんなふうに思います。単に歴史をひもとくということだ

けではなくて、そこから新しい可能性、宝探しの会なんかでいうと、産業遺産から、そ

れは観光資源になったという、そういう事例もございますから、そんなようなこともあ

り得るのではないだろうかなと。 

  こういう様々な活動の中を通して、最終的には町史の中にどんなふうに盛り込まれて

いくかというような体系的なその資料の収集やあるいは住民の声を取り上げるというよ

うなことは、これは必要なんだろうなと、そんなふうに思っておりますので、これらに

ついては、それぞれ担当とかの中で今タイミングとしてできること、あるいはこの後、

計画されるようなことも含めて検討の対象にさせていただければなと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） この件について、最後にちょっとお話を聞きたいという分に

ついて、ＩＣＴを活用したデジタル化という部分も僕のほうでいかがかと話しています。 

  このウェブ上の公開については、編さんにおける個人情報とか、そういう保護の関係、

本当に非常に慎重を期すというふうに認識していますけれども、それは当然、避けてい

かないとならない一つの、これからの、特に個人情報等を含めては大事なことかと思い

ますけれども、この効果ということについて、史誌の紙でつくるという一つの方法も含

めて、このウェブ上を含めて、デジタルで町の歴史を何らかの形でいくと、いろんな意

味で僕は情報を得ながら、この町に興味を持つという、そういうことが出てくると思う

んですよね。 

  例えば大雪山国立公園の自然はどういうふうに歴史に残ってきたか、うちの町の中で。

当然森林の伐採の変革とかありますけれども、やっぱり動植物も含めて、国内の１億何

がしの人たちの、少しでもそこに注目すると、うちの町に来てみたいな、こんな温泉の

発見があって100年たった、ここにちょっと来てみたいなとか、そういう部分が一つの

歴史と絡まって、ただ、100年のぬかびら温泉源泉郷にということじゃなくて、歴史と
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絡まった、やっぱり我が町の観光も含めた、自然も含めたＰＲもできるんじゃないかな

というふうに、勝手ながらの考え方でちょっと認識するところもあります。 

  そんなことを含めて、ネットによって、やはりこれから企業の、うちの魅力化の点検

もできるかと思いますし、また、重ねてふるさと納税の産地の状況、こんなものをつく

っているところからこんな製品ができているよとかを含めて、当然やっているというふ

うに認識しますけれども、やっぱりそういう歴史、本当に先ほど町長が言ったように、

40年前は小さなトラクターから始まって、大型の収穫機までいったり、本当にいろんな

歴史の中で、今はこういう生産がされているとか、そういうことで、この町の違う魅力

といいますか、努力といいますか、それがやっぱり見えるような歴史的なもの、新たな

視点での情報提供もあるかなというふうに思っています。 

  そんなことで、タイムリーな情報を流すためには、もう入替えができますから、デジ

タルは。いろんな情報を入れていって、また新たな情報ができてきたら、またそこに加

えていったり、そんなこともできるのがこのデジタル情報の歴史、町史に残す一つの大

きな有利さだと思いますので、このデジタル化の在り方についても、ぜひ併せて検討し

ていただければと思いますが、これについて考え方を聞きたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 もう時代は、これだけいろんなデータが膨大になってきているというこ

とですから、ペーパーで処理するという、そもそもこのことに限らず、そういう時代で

はないと。クラウド化になっていくということだろうと、そんなふうに思いますから、

どうしても行政はしっかり保存は、基本的には文書のそれぞれ保存年限がありますけれ

ども、しっかり保存はしております。それを必要なときに的確に引き出したり、あるい

は町の様々な背景を知るということになると、これなかなかそれ難しい、今の情報の収

集の仕方あるいは提供の仕方では難しいと、そんなふうに思っています。 

  そんなようなことから、町はもう新年度、ＩＴの関係の推進室をつくるということで

あります。これらのことも検討の中に含めて、文書の関係についても、どんなふうにし

てデジタル化するか、あるいは特化をして、一つの固まりとして、例えば文化財はどう

するのかだとか、あるいは農業関係の代替はどうするのかとか、そういう領域ごとにお

いてやるという手法もあるかと、そんなふうに思います。 

  いずれにしても、これは結構大がかりな作業になっていくと。歴史的な大きな転換の

作業に入ってくるというふうに思いますから、それなりの費用負担もかかるかと、そん

なふうに思いますけれども、総合的に文書のデジタル化については、これから検討して

いきたいと、そんなふうに考えております。 
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○議長（杉山幸昭議長） ここで休憩といたします。 

  再開は午後１時といたします。 

（午前１１時５４分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 次、町民が暮らしやすい町の施設の在り方を踏まえて、土地

利用の関係についてご質問したいと思います。 

  まちづくりの計画は、今日の状況を見ながら、いろんな意味で検討するんですけれど

も、基本的には人口の増減、加減、含めて、地方自治体の財源の在り方、このことを考

慮しながら、きっと対応するというのが前提だというふうに思っております。 

  近年、４年間を見ても、町の人口80人ぐらい増えていますけれども、逆に言えば、こ

の間ちょっと調べたら、外国人の方も82名ぐらい増えているという部分で、もう近年、

４年間の中では、外国の人が結構増えてきているなと、これは一つはきっと近年のまち

づくりの傾向の中の特色になるのかなと思いますから、今後、こういうことも含めて、

適宜人口との背景を歴史的にちゃんと見ながら、まちづくりをやっぱりしていくことに

なるんではないかなというふうに思っていますし、職場の変化、特に今、農業生産団体

の大きな法人等がありますから、こういうことを含めて、今この町にどんなことが起こ

っているのかなという部分を含めて、いろんな分析をしながら、まちづくりなり、財政

の在り方というものについても考えていくかというふうに思うところであります。 

  まず、町の変化の在り方をどのように分析しているか、どのようなタイミングで対応

しているか、当面、これから大きな計画が、総合計画を含めてありますけれども、その

中に、日々町の状況というのを分析する必要の中で、建物なり、利活用なり、土地利用

なりが検討されるかと思いますけれども、この点、ちょっと考え方をお聞きしたいと思

います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 町の様々な計画策定の全体状況になるのは、今お話しあったとおり、人

口というのは大事な要素の一つだろうと、そんなふうに思っております。 

  この人口については、もうこの質問にありますように、最盛期の１万3,000人から、

もうほぼ半世紀以上にわたって減り続けてきたということであります。人口の大きなピ
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ラミッド構成ですね。年代区分ごとの人口構成を見ても、高齢者のほうが多いと。少子

高齢化という大きな流れとしては、その一つはあるということでありますから、その流

れはそう簡単に解決する話でないだろうと、そんなふうに思っております。 

  単独だけの状況で考えると、そういったことを考えると、社会減、人口減というのが、

これは避けられないと。しかも加速していくということがありますけれども、そこがま

ちづくりの大事な、単に統計上のそのことだけで町の人口が決定されてしまうものでは

ない。大事な要素であろうけれども、そうではない。そこにどんな施策を打つか、ある

いは町が魅力を感じてもらえるかということで、人の増減が出てくるということであり

ます。 

  そういった意味では、今お話しあったように、外国人が、これは労働力不足というこ

とで、上士幌だけじゃなくてほかの自治体も含めてそこに頼らざるを得ないという現実

があります。この人口増というのは、多分これからもあるだろうというふうに思います。

自然減はこれは避けられない状況、もう一つは、社会的な増減ですね。上士幌町から出

ていく人、入ってくる人、これがこの４年間、５年間で大きくこの人口の自然減を補っ

て人口維持をしているという状況だと、そんなふうに思います。 

  ただ、これもそう簡単なことではないというふうに思いますから、中長期に見れば、

人口は減るというふうに思いますが、ただ、それをいかに最小限に食いとめるかという

ことと、人口が減っても、もう一つは経済的な活力をどんなふうにして維持していくか

というのが、これは戦略的にこれからもやっていかなきゃならん課題だろうというふう

に思います。 

  そういったことを踏まえた上で、大きな流れとしては、人口減少は避けられないとい

いながらも、努力によっては、その幅を縮めていくことができる。これは、やっぱり行

政のあるいは議会も含めて、まちづくりをどうしていくかというところにかかってくる

というふうに思います。そのこところを大事にしながら、できるだけこの町が持続的に、

後々に引き渡すことができるような、これはこれからも非常に大切なことであるし、そ

ういった意味での将来的な大きな潮流を踏まえながら、施策を打っていく必要があるか

なと、そう思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今、町長からあったように、人口とまちづくりと本当に連動

した形になると思いますけれども、この中で、土地利用に関する考え方をちょっと整理

したいと思いますけれども、私はこのことをまちづくりのやはり基本として、この土地

利用ということを、ある程度総合計画なり、含めた議論の中にしっかり対応していく必
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要性があるんではないかなというふうに思いますし、また、その効果を重視する必要性

もあるんではないかなというふうに思っています。 

  特に、例えば土地利用計画、きちっと決まっているとしたら、環境に優しいまちづく

りという一つのまちづくりをつくるとしても、インフラなり、それから緑化なり、環境

整備を先にきちっとできていくのかな、あてがいぶちに、後でつくるのではなくて、や

はり、そういう部分は、将来を見た部分でも、一定程度インフラ等を含めて、町の環境

づくりもできていくのかなと。そんな意味で、美しい町という部分も、そういう発想が

ないと、なかなか上手にうまく出来上がっていかないかというふうに思いますから。 

  例えば町なかの分断をしている、民間の所有で、今は拓殖自動車が持っているという

大きな空間施設があるんですけれども、こんなこともやはり考えていく時代にもう来て

いるのかなと。どう考えても、夏の間、あそこは危険地帯で、うちの町の部分を、市街

地を二分しているような部分でありますし、横にパーク場、焼き肉施設とか、町民の交

流の場もありながら、将来、そういうこともやっぱり考えていくとしたら、あそこをう

まく利用しながら、町民なり、移住対策なり、公園対策なり、いろんなことを考えてい

くことも必要になってくるかなと思います。 

  あくまでも公的な施設ばかりではなくて、民の施設も取り込んだ、やはり土地利用と

いうことも考えていく必要性もあるんではないかなと思いますし、こんなことが明確に

なって、町の土地の利用、いろんな意味で明確になることによっての企業対策、こうい

う土地がありますよ、こういう環境の土地がありますよ、こういうところがありますよ

ということも、これからシェアオフィスとか含めてやる場合も含めて、そういう計画が

あると、きっと宣伝もしやすいし、また企業も魅力を感じて来るチャンスといいますか、

そんなこともあるんだと思います。 

  特に、町の遊休地なり、空き地施設の活用という部分をきちっと見直ししていきなが

ら、公的施設のスクラップ・アンド・ビルドの適正な処理をしていかなきゃならんかと

思っています。特に、自分の住んでいる地域の11区に関しては、旧営林署の苗畑、あそ

こはＣＣＲＣ含めてとか、そういう部分も大きなポンチ絵的な計画がありましたけれど

も、なかなか進まないけれども、ここをどうするんだという部分をある程度引き出すこ

とによって、企業の魅力、土地の魅力を含めて出てくるのかなと思っています。 

  ちょうど十勝農業共済が一部利用していますけれども、今度はあそこ、連絡できるの

は通路とか、そういうことも将来考えているといったら、企業なり、住宅地に展開する

なり、分譲するにしても、いろんな意味で活用しやすいかなと、それがきっと土地利用

計画と思いますので、そんなことも含めて、またあとは西保育所、それから青少年会館
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の空き施設、このことも考えておくことによって、町の在り方といいますか、方向が少

しずつ見えてくるし、地域に住んでいる方も、こういうことになってくるんだなという

理解も含めて出てくるかと思います。 

  特に、西団地の、これから移転問題も含めてちょっと厳しいイメージが、どうしても

11区とか、そういうところについては思っちゃう部分がありますけれども、そこには次

のステップ、次の形がある程度見えると、また違った意見、町民の意見とか考え方、そ

こに対応するその土地利用者、こんなことが少しずつ浮かび上がってくると思いますけ

れども、こういうことを確認できる意味で、中長期的にまちづくりに対して、あそこの

土地利用と施設の在り方を含めて、町長の考え方をお聞きしたいなと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 何点かご質問がありました。 

  全体的な計画ということになると、近々に迫っている総合計画の中で、大枠、共通の

認識を図っていくことが望ましいかなと、そんなふうに思っております。 

  今、まちづくりが大きく再編されております。公共施設を中心ということになります

けれども、この流れとしては、先ほど町史の話が出ましたけれども、分村したときの人

口というのは5,000人、今よりも少し多いくらいなんですね。 

  しかし、この町なかの構成というのは、今よりもずっとずっとコンパクトであったと

いうことです。最盛期、１万3,000人ということでありますけれども、それに合わせて、

もう何となく自然体で広がっていったのが、本町に限らず、大体の大きな流れであると

いうことであります。それが、今5,000人を切ったということになると、従来のスリム

な姿にどう戻すかということで、あちこちに、町なかにも空き地があるということであ

りますから、そういうその初期の姿にしながら、それは生活する上でも合理的なことな

んだろうと。 

  西団地の、今高齢者がいて、あそこから町なかに歩いてくるというのは、非常にそれ

は生活上の不便さもあるし、あるいはひきこもりだとか、いろんなことに派生しかねな

いという、町の今の形は、これはやっぱりスリムな形にして出やすいような形にすると。

実際、こちらのほうに来て住んでいる人については、近くに商店があったり、あるいは

公共施設があって積極的に町に出るようになったというようなお話を聞いています。 

  その後の残ったところについてはどうするかという意味では、これは高齢者が遠隔に

いて、幾ら福祉バスがあったにせよ、やっぱりそれは規制された中での行動しかできな

いということであれば、町なかに来てもらうというのが非常に行政サービスとしてはふ

さわしいのではないか。今、その中で解体作業も始まっていますから、一定の形が見え
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たときに、そこは改めて今度はもう一度、若者が住むような、そういったことにするの

かだとか、あるいは企業の関係にするのか、こういった議論がこれからなされていくの

が望ましいだろと、そんなふうに思っております。 

  また、営林署だとか、それから拓バスの跡地ですね。これもこれまでも防犯上のこと

だとか、様々な形で課題があって、いろいろと会社のほうとも協議した経過もございま

す。ただ、なかなか具体的にどうするかというところがなくて、土地を所有するという

ことはどうするんだという議論が、必ずそれについてくるということでありますから、

その辺のこと。 

  それから、今、営林署のほうも随時自分の所有地を一般に競売にかけているというよ

うなことがありますから、あそこもかなり広いところで空き地になってくる可能性もあ

るだろうというふうに思いますから、今の生活しやすい、高齢者も、それから子供たち

も歩きやすいまちづくりというか、これは一つの大きな公共施設として動いていますけ

れども、民間のそういったことも含めて、これはこれからの課題として、総合計画なり、

そしてまた、かなり大きな意味を持つ計画になりますから、十分この辺については、議

員の皆さん方も協議をした上で具体化していきたいと。そう簡単に、やったはいいけれ

ども、企業誘致といっても、そう簡単なことでもありませんから、その辺の見通しだと

か、いろんな要素を踏まえて、中長期の計画をつくっていくのが望ましいかなと、そん

なふうに今考えているところであります。 

○議長（杉山幸昭議長） 残り３分ですね。簡潔にひとつお願いします。 

  ８番、江波戸議員。 

○８番（江波戸 明議員） 町長のほうからありましたように、我が町の市街地というの

は、もうほとんどインフラ整備が終わっているんじゃないかと思います。道路、下水道、

上水道を含めて。ですから、あえて本当にコンパクトがいいのかどうかという部分も、

しょせん縦横２キロぐらいの町ですから、もうそれ自身が僕はコンパクトだなと思いま

す。 

  そういう中で、今ありましたように、若い人がうちの町内の11区のほうにも三、四軒

は建ってきています。そういう部分で、ああいうところにも住みたいんだなとか、そう

いう部分も出てくると思いますし、うちの町も優良田園促進住宅法等で、やはりもう少

しゆったりした農村的な部分もきっとあると思うんですよね。その一つの地域の、市街

地に一番近い中でも、そういう地域の人となり得るという部分は、僕はちょっと思うと

ころがありますし、これからいつまでもその土地に住み着くということでなくて、住替

え等を含めて、高齢者だったら町なかでも、ちょっとしたら、若い人だったらちょっと
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外れてもとか、そういうこともこれから時代の趨勢を考えたらあり得るのかなと、そう

いう政策も、今そういう形もちょっと動いているかと思いますけれども、動き始めて、

そういうことがやっぱりうまく活用することによって、このインフラ整備が完全に終わ

っている市街地をうまく使う、それから少しずつ条件が違う使い方をやっぱり特徴づけ

しながら、売込みも含めてとか、住替えも含めて対応できるような環境をつくっていく

とか、そういうこともこれから非常に必要じゃないかなと思っています。 

  それで、この計画をつくった段階では、一部大学の先生方の力を借りたということも

ありますけれども、本当はきちっと地域に住んでいる人たちが、この計画に携わってい

く、そんなことも僕は必要だと思いますし、そういう声を大事にしていかなならんでは

ないかなと思っております。 

  そんなことで、コンパクトタウンという部分を含めて、少しでも地域コミュニティー

の減少にならないような、やっぱり町なかに行っても、本当に住みやすいという部分は

ありますけれども、町コミュニティーがちょっとどうなるかとか、それから今、賃貸住

宅ができてきている現状も含めて、どういうふうにそういう問題に対応していくか、こ

んなこともこれから課題になると思いますので、本当に残された時間、ちょっとありま

せんが、一言よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ちょっと、じゃ簡潔に。 

  町長。 

○竹中 貢町長 やっぱり多様な生き方というか、住まいの求め方というのはあるだろう

というふうに思います。今はお年寄りにとって生活しやすい環境ということで、そうい

う環境を整備させていただきました。そこのところにどうするかと、やっぱりこれも、

場合によっては循環をして、どんと人が増えたとき、減っていったとき、新たなまた見

栄えだとか、こういう時代、時代に大きな変化がありますから、そういったところに対

応できるような、そういう具体的な施策が必要だと、そんなふうに思っています。 

  住替えの問題もありますし、コミュニティーの課題も大きな課題として残っています。

こういった課題は、随時抱えているわけでありますから、引き続き安心して住めるまち

づくりをどうするかという視点では、また今後とも皆さん方と意見を交換していきたい

と、そう思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、８番、江波戸明議員の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩します。 

（午後 １時１８分） 

 ────────────────────────────────────── 
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○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時１９分） 

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

◇ 馬 場 敏 美 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、10番、馬場敏美議員。 

○１０番（馬場敏美議員） 仮称「認知証の人が普通に社会参加できるまち」新規条例の

制定について質問いたします。 

  本町におけるまちづくりの基本計画は、現在、第５期上士幌町総合計画を上位計画と

して、福祉関連では、社会福祉法に基づく上士幌町地域福祉計画を統合的な計画に位置

づけ、個別計画として上士幌町三愛計画があります。 

  近年、各地域で認知症の人からの発信がまちづくりに反映され、当事者として条例づ

くりに直接参加している例が出てきております。 

  国においては、2019年６月20日、衆議院で議員立法として認知症基本法案が提案され、

その中で、市町村の努力義務ではありますが、基本理念として、認知症の人が地域にお

いて尊厳を保持しつつ、他の人々と共生することが妨げられないことを旨とする、また、

基本的施策では、認知症に関する教育の推進、認知症の人の社会参加の機会の確保等が

条文化されています。 

  本町の高齢者に関係する計画には、特に団塊世代が75歳を迎える2025年に向けた施策

の中に、認知症対策がそれぞれ記載されておりますが、残念ながら、認知症当事者から

の発信が計画へ反映されているという手法が取られておりません。 

  高齢者に係る計画を継続的に、そして実効性のあるものにしていく上で、認知症の人、

町民、事業者及び関係機関の役割並びに町の責務を定め、認知症の人が暮らしやすいま

ちづくりに向け、認知症の人が普通に社会参加できるまち条例を制定し、生き生きと活

躍でき、希望を持って自分らしく暮らし続けることができるまちづくりを目指すことが

大切であると考えます。 

  本町における第５期総合計画には、「このまちが好きだから みんなで創ろう 元気

まち上士幌」、第１期総合戦略では「いつまでも暮らし続けられるまち」、第７期三愛

計画では「いつまでも元気で暮らせるまちづくり」「地域でふれあい生きがいを持って

暮らせるまちづくり」「みんなで支え合い住み慣れた地域で安心・安全に暮らせるまち」

を掲げております。 

  これらの計画の中には、新年度からスタートする計画や、一、二年後の見直しが迫っ

ているものもありますが、計画作成においては、健康な側にいる人たちの考え方だけで
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はなく、繰り返しになりますが、認知症の人、町民、事業者及び関係機関の役割、町の

責務を明確にすることで、要介護や病気になっても安心して暮らせる共生社会の実現に

近づくのではないでしょうか。 

  以上、認知症施策に当たり、当事者視点を取り入れた条例を制定することにより、こ

れを基本理念としたまちづくりは、誰もが安心して暮らすことができるまちづくりにつ

ながると考えますが町長の見解をお伺いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 仮称「認知症の人が普通に社会参加できるまち」新規条例の制定につい

て。 

  馬場議員のご質問にお答えいたします。 

  認知症の対策につきましては、国において、平成27年１月に認知症施策推進総合戦略

（新オレンジプラン）が策定されており、認知症への理解を深める普及啓発や適時適切

な医療と介護の提供など、７つの柱を重点的な取組として進められてきました。 

  令和元年６月18日に、認知症施策推進大綱が閣議決定され、認知症の人や家族の視点

を重視しながら、共生と予防を車の両輪として施策を進め、認知症の発症を遅らせ、認

知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指しているところであります。 

  その後の認知症基本法案は、議員立法として衆議院に提出され、現在、継続審議とな

っているところでありますが、認知症になってもその方の尊厳や社会の一員として尊重

される考え方は、今後の取組において十分配慮すべきものであると認識しているところ

であります。 

  大府市や神戸市など、先駆的に認知症に対する条例を制定した自治体では、当事者か

ら意見を十分聞き取ることで、条例の内容や施策に反映がされております。また、条例

は理念を広く市民に浸透させることが目的の一つでありますが、補償制度や早期診断な

どの支援制度等も同時に進めることで、市民の関心と理解を深めることにつながってい

るものと感じているところであります。 

  そのため、新規条例の制定は、住民の理解と当事者や家族からの発信、関連する社会

福祉法人等の連携が深化することが必要であり、そのことがあって条例の必要性や内容

の議論が進むものであると考えております。特に、認知症は本人や家族が相談をためら

うことで早期発見、医療の関わりが遅れてしまう実態もあります。認知症に対する正し

い理解を当事者や家族に深める取組の展開や安心して通える居場所づくりなどを地道に

進めていくことが重要であると認識しております。 

  また同時に、認知症の人やその家族を地域で理解し見守る体制づくりと、共に暮らし
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ていく意識の醸成が重要であり、そのための情報発信や学習活動の推進が必須でありま

す。 

  新規条例の制定においては、現在実施している施策、成果の確認により、不足する施

策の充実や整理を進め、町民の間に認知症に対する理解が深まることにより、当事者や

家族の意見反映、認知症施策に関する社会福祉法人等との連携と共通認識から、最終的

に条例化を目指していくことが最良であると考えるところであります。 

  本町におきましては、平成28年４月に、認知症になりにくいまちづくり宣言を表明し

ております。認知症についての正しい知識の提供、認知症になりにくい生活習慣の普及、

体力と認知力の測定などによる早期発見、早期対応に努め、高齢者の自立した生活をサ

ポートすること、そして認知症になっても安心して生活できるまちづくりを目指してお

ります。 

  また、認知症予防発見対策としての「まる元」運動教室の推進や認知症の人や家族か

ら一般の方も対象とした認知症予防カフェの開催など、医療、福祉等の関係機関とも連

携する中で、積極的に認知症についての施策を進めてきているところであります。 

  今後もさらなる町民理解の進展に向けて取組を広め、深めることが必要であります。

事業に参加されることで当事者の家族のつながりが深まることは、元気に生き抜くため

のきっかけとなり、自分らしく生きるための話をしていただく場にもなることで、今後

の施策の意見反映にもつながるものと考えております。 

  次年度策定の上士幌町三愛計画の策定におきましては、これまでも関係団体からの意

見聴取や現場職員の情報を拾い上げ、策定委員会での意見を頂きながら策定してきてお

りますが、今後はさらに認知症の方、障害者などの当事者や家族の視点を汲み入れる手

法も検討してまいります。 

  今後も誰もがなり得る認知症に対して、再度町として掲げた宣言を確認していく中で、

町民の皆様の理解・共生・受援力を深めていくことと同時に、関連する医療・福祉機関

や関係団体との連携と共通認識を持って、認知症の人であっても、普通に社会参加でき

る町を共に目指していきたいと考えているところであります。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、馬場敏美議員。 

○１０番（馬場敏美議員） ただいま答弁の中にもありましたけれども、令和元年の認知

症施策推進大綱、これは実は認知症の人や家族の視点を重視しとありますが、実は、当

初、認知症の当事者、家族の視点が全く入っていなかったという、そういう経緯がござ

いまして、共生という言葉が入ったということで、当事者の視点がこういう大綱の中に

も入っていないという現状がありました。 
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  また、ただいま答弁の中で、住民の理解、当事者や家族からの発信、関連する社会福

祉法人等の連携が深化することが必要で、最終的に条例化を目指すというような答弁で

あったなというふうに思います。私は、今だからこそ、この条例が必要だというふうに

思っております。 

  本町では、実際に認知症に関わるいろんな取組をしてきております。その中の一つが、

認知症サポーターの養成講座を行って、昨年の12月現在、1,116名登録しているという

状況があります。１人当たりの高齢者人口で見ますと、1.5名ということになりまして、

これは管内でも３番目に多い人数になっております。また、認知症サポーター登録店、

これも40店舗ぐらいもう既に登録しているという状況がございます。それから、弁当の

宅配時の見守りですとか、町民参加による認知症の模擬捜査訓練等も行ってきておりま

す。 

  そして、何よりも介護現場においては、非常に認知症の中でも対応が難しいと言われ

ていたピック病の方を施設で受け入れて見てきたという、そういう状況がございます。

そしてまた、介護保険法の中では、当事者に軸足を置いた制度としてケアプラン介護計

画の作成、これも制度化されてきております。このように啓蒙啓発、そして現場の経験

もたくさん積んできているのかなと、そんなふうに思っております。 

  厚労省の調査によると、65歳以上の高齢者の認知症発症率が2015年で16％、525万人、

これが2025年では20.6％で730万人と言われております。65歳以上の５人に１人が認知

症になると推計されております。また、85歳以上では、55％以上の方が認知症の発症の

可能性があると言われております。本町においても、例外ではないと思っております。 

  このようなことから、誰もが認知症になる可能性があるという前提で考えれば、認知

症と共によりよく生きていくという当事者一人一人に軸足を置いた視点が必要であると

思います。認知症の人、町民、事業者並びに関係機関の役割、そして何よりも町の責務

を定めた条例を制定することは、町のスタンスを明確にすることでもありますし、認知

症の人と共に生きる決意表明にもなるんではないかと、そんなふうに思っております。 

  そして、本人はもとより、家族や地域の安心を高めることにつながるのではないでし

ょうか。このような意味においても、制度、それから現状を成熟する中で条例を目指す

というよりも、なるべく早く、早急に条例の制定の中で、安心・安全に生活できるまち

づくりを目指したほうがいいんじゃないか、そんなふうに思っておりますけれども、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 まず、認知症についてのこれまでの我が国の取組といいますか、まさに
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認知度でありますけれども、極めて浅いですね、歴史的に。馬場議員についても専門で

すから言うまでもありませんけれども、つい数十年前にようやく動き始めたということ

だと思います。それまでは、今は使われておりませんけれども、ぼけだとか、痴呆症だ

とか、様々な時代背景があって、早期にはなかなか家庭から外に出ることすら、何とな

く後ろめたいというようなことで、社会の中から、本当に隅に置かれてきたということ

であろうかと思います。 

  以来、急速にいろんな医学的な視点からも、あるいは行政サービス、社会保障という

視点からも整備されてきていますが、先ほどお話しあったように、大綱の中でも本人の

意思を尊重するという文言がなかったりだとかという、そのことでありますから、まだ

まだ全体的な普及啓発の途中にあるのかなと、そんなふうに思っております。 

  せっかく議員立法として法案を提案しているということでありますけれども、それは

まだ可決されないということであります。これはどういうことなのかということなんか

もよく存じ上げておりませんけれども、いろいろと課題がまだそこにはあるのかなと、

そう思ったりもしています。 

  先ほどもお話ししたように、町やあるいは法人を含めて、様々なところで認知症に関

する取組というのは、決して劣っているということではなく、むしろ全体的なその取組

としては、かなり先進的な取組をしているというふうな評価を頂いているというところ

でもございます。それが全体的に見える形で統合されているのかということと、もう一

つは、今回のこの条例のもっとも柱である認知症当事者の意見をどう取り入れているの

かということで、みんなやる方々は立派なことをやっていると、こういう思いを持って

この介護関係や認知症関係についての事業や支援をしているということでありますけれ

ども、一つ、私どもも含めて、改めて教えられるのは当事者の立場に立っているのかど

うかということだと、そんなふうに思っております。 

  つい最近、ＮＨＫのドキュメンタリーで長谷川和夫さんの日本を代表する認知症の先

生のドキュメンタリーがございました。非常に感銘を持って、説得のあるお話だったな

というふうに受け止めました。認知症の先生でありながら、認知症になって始めて、認

知症のことをみんなに伝えることができるということでありますから、そういった私ど

も認知症にまだなっていないところでは、やっぱりそこのところの視点が決定的に、認

知症の立場に立っていなかったと、これは全てそういうことだろうというふう思って、

非常に衝撃的でもありますし、私どもとしては、その視点はより極めて大事なことだな

と、こういう認識をしたところでもございます。 

  そういった意味では、このサポート登録なんかも非常に大切で、最終的に行政が何を
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どうするかということではなくて、町民一人一人が認知症とどう向き合っていくのかと

いうのが、この認知症のまちづくりといいますか、認知症の方々が安心して住めるまち

ということになるんだろうと、そんなふうに思っております。 

  そういったところの準備も一つ一つができつつあるということでありますから、これ

はやっぱり条例制定に当たっては、そういった方々の条例に関わって宣言に参加しても

らうだとか、いろんな取組の過程があって、まさにこれは町民の意思を持ってそういう

町を目指していくんだというような形での条例を制定していく手順が必要になってくる

んじゃないかなと、こんなふうに考えております。決して先送り、先送りするというこ

とではなくて、そういうことがやっぱり今日的には非常に大切になってきているという

ことも、私どもも認識しながら準備をしていければなと、そんなふうに思いますから、

そういったときには、やっぱり行政だけでなくて、議会としての総意を持って、この認

知症の人方が安心して暮らせる町を、既に宣言をしながら一つずつやっていますけれど

も、もっと大きな輪として進めていくのが望ましい。そういう視点で、今回答弁させて

いただいたところであります。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、馬場敏美議員。 

○１０番（馬場敏美議員） 非常に前向きなお話を聞かせていただいたなと、そんなふう

に思っております。本当にこれは非常に進めていく上で難しい内容だなというふうに思

います。当事者の立場にどう立つかというのは、これは非常に人それぞれ考え方も違う

し、難しいところなんですね。そうすると、当事者の話を聞ける体制、状況をどうやっ

てつくっていくかというのが大事になると思います。 

  今、町長もありましたけれども、日本の認知症の研究の第一人者である長谷川和夫さ

んが、私もテレビを見ました。今、町長がおっしゃったとおり、今まで本当に認知症の

ことが分からないでやってきた、自分が認知症になって初めて認知症のことが分かった

という、非常に重い言葉だなというふうに私も受け止めて見ていました。 

  そういうことも含めて、いかに当事者に軸足を置いたまちづくりをしていかなきゃな

らないかということなんだと思うんですね。これは恐らく認知症条例をつくったから、

この認知症だけじゃなくて、上士幌町総体のまちづくりに向けての、いかに当事者、い

わゆる町民の意見を聞きながらまちづくりをしていくかというところにつながるのかな

と、私はそんなふうに思っております。 

  最後になりますけれども、和歌山県の御坊市の条例の実際の制定に関わった認知症の

人本人がこういうことを言っているんですね。将来的に認知症の人と区別しない地域、

そして、この条例が必要のない地域になればと願っていますとこの方は言っているんで
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すね。私は、この認知症条例の制定が、この認知症の施策の入り口なのかなと思ってい

ます。そして、出口は何かといったら、今この方がおっしゃったように、認知症の条例

がない地域になればいいな、そういう出口を求めて、いかなきゃならないかなと、そん

なふうに思っております。 

  先ほどの町長の前向きな答弁を頂きましたんで、特にこれについては答弁はよろしい

です。 

  以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、10番、馬場敏美議員の一般質問を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

（午後 １時４１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４１分） 

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

◇ 中 村 哲 郎 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） 私から、質問、大きな項目で３つ質問させていただきます。 

  まず１つは、新型コロナウイルス対策についてということです。 

  先日、町長から新型コロナウイルス感染症への対応という報告がございました。その

後、幾つか気になる点がありましたので、改めて３点ほど質問させていただきます。 

  現在、国や北海道から発せられた対策、方針に従って、町民も大人から子供まで窮屈

な暮らしを強いられています。今のところ落ちついて行動しておりますが、一旦本町に

感染者が出て、感染が広がる気配が見えた場合には、必要以上に心配される人たちが現

れることも想像されます。 

  そこで、まず１つ目ですけれども、もしこのような状態になった場合、最新かつ正確

な情報を小まめに配信するとともに、適切な行動を取る旨のアナウンスをすることで、

町民の不安を払拭していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  もし、していただけるのであれば、その際の伝達方法並びにプライバシーの取扱いに

ついての考え方も併せてお伺いいたします。 

  ２つ目、この先も新型コロナウイルスとは毎年付き合わなければならない可能性があ

ります。この際、現在の医療体制に加え、今のうちにいろいろと考えておく必要がある

と思うのですが、その点についてお考えをお伺いします。 
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  最後に、今では分散登校などを考えられているようですが、子供たちの心と体のケア

について、どのような対策をお考えですか。特に、今後、差別やいじめにつながらない

ような対策についてもお伺いします。 

  次に、大きな項目で２番目ですが、企業誘致推進事業の今後についてということでお

伺いします。 

  企業誘致推進事業は、私の非常に関心の高い事業の一つであります。 

  一昔前の工場誘致などというのは現実味が薄いため、今やいろいろな形で本町に関わ

る、いわゆる関係人口に焦点を当て、交流や経済面からも本町を活性化するための事業

と理解しております。その布石として、他の市町村に先駆けて、東京神保町にシェアオ

フィスを構え、いろいろな企業と交流を持つことに努力されていることは大変評価して

おります。私も実際に見学に行き、今風の仕事や働き方に大変興味が湧いた次第です。 

  先日、東京で開催されたまるごと見本市で行われたセミナーも活況で、上士幌町への

関心の高さがうかがえました。ただ、セミナー終了後、いろいろな企業や自治体の方と

名刺交換をさせていただいたところ、非常に大きな企業は、関心はあるがその先は未定

という、そういう印象を受けました。 

  しかしながら、その後の出席者のアンケート結果を見せていただいたところ、兼業・

副業で上士幌の企業で働きたいとか、上士幌の企業が委託料を払うとしたら仕事を受け

てみたいとか、上士幌の産品でビジネスをしたい等の質問に対して、「とてもやりたい」

「やりたい」と回答された方、合わせて60％から70％程度でした。このようなことから、

企業誘致推進事業はかなりの段階まで来ていると思います。 

  そこで質問です。今後の戦略、次の具体的な一手をお伺いいたします。 

  最後、３つ目ですが、今出てきたまるごと見本市についてです。 

  まるごと見本市は今回で５回目を迎え、今年も成功したと思っております。私の東京

方面の知人からも、すばらしいイベントとのお褒めの言葉を頂いております。ただ、帰

ってから町民とお話をしたときに、すばらしいイベントだとは聞くが、どのようなもの

か見たことがないから分からないという声が聞こえてきました。 

  そこで、一般の町民もまるごと見本市に参加できるように検討してもらえないでしょ

うか。特に、これからほかの都市で働いて税金を納めることになる町内出身の若者や高

校生には、そのチャンスを与えて、ふるさと納税に興味を持ってもらいたいと思ってお

ります。いかがでしょうか。 

  以上、３つ質問です。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 



－134－ 

○竹中 貢町長 中村議員のご質問にお答えいたします。 

  まず、第１点目の新型コロナウイルス対策についてであります。 

  １つ目のご質問の、最新かつ正確な情報の提供ですが、今回の町民の皆様に対しての

周知は、町広報誌の配布時にチラシを２枚同時に入れさせていただきました。また、情

報が届きにくい単身・夫婦高齢者等へは直接文書を送付したところであります。その他

に、公共施設での情報掲示と町ホームページにおいての周知を実施しております。 

  今後、緊急性の高い情報の伝達としましては、消防サイレン設備での放送や町公用車

の広報スピーカーでの巡回放送、また、新聞折り込み、チラシ配布も想定されるところ

であります。 

  適切な情報提供や感染拡大防止対策など、周知内容に関しましては、感染症対策では、

特に北海道の対応を十分踏まえた上で進めることが、町民の混乱を招かないことにもつ

ながると判断をしております。 

  情報発信におきましては、個人に係る情報であればプライバシーを十分尊重し、個人

の意思確認を行いながら適切な情報をお知らせすること、保健所とも調整を図りながら

対応を進めることが重要と認識しております。 

  ２つ目の今後の医療体制の対応検討でありますが、感染症対策における医療機関や医

師会との協議・連携は、国の指揮下において道の機関である保健所が対応することとな

っており、町はその指示・要請に従いつつ、町内関係機関への情報周知や町内の発生状

況等に合わせた対応を進めることとされております。 

  今回の対応につきましては、町の対策本部での協議や情報共有を図り、保健所との調

整や町内医療機関とも協議しながら、対応を進めているところであります。過去の新型

インフルエンザ発生時には、緊急の発熱外来をふれあいプラザ車庫に設置して対応した

経過もあります。今後も感染症の疑似病患者の多発などで、要請により一次医療で初期

対応が必要になったときには、同様の対策を講じることもあり得ると考えているところ

であります。 

  今後も町民が安心できる医療体制を確保するため、感染症発生時等における医療機関

との協力体制や民間事業所との支援協力を確認し、非常時に備えた準備を進めていく必

要があると認識しているところであります。 

  ３つ目の子供たちの心と体のケアについてですが、新型コロナウイルスを理由とした

いじめや偏見は決して許されるものではありません。このため、教育委員会では、「児

童・生徒の心のケアについて」を町のホームページやブログを通して、家庭での話合い

の機会をお願いするとともに、各機関の相談窓口を紹介しているところであります。 
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  また、いじめ等の未然防止や早期発見、早期対応の取組として、子供たちの健康観察

を兼ねる分散登校日を設け、学校再開時に子供たちが安心して学校生活を送ることがで

きるよう、指導の充実に努めているところであります。 

  次に、企業誘致推進事業の今後についてであります。 

  平成２年度、町執行方針において、企業誘致につきましては、各自治体共に地域経済

の活性化を図る上で主要な施策に据え、国においても地方移転企業に税制の優遇などの

政策を講じていますが、今なお、東京圏に集中している。企業誘致に至るには、地域資

源や地域特性など情報発信を続け、継続的な取組で信頼関係を構築することが重要であ

る。そのため、ゆかりのある企業やウィーワーク参加企業との連携を深めるとともに、

新設するシェアオフィスに来訪を促し、戦略的に企業や人材の誘致を図っていくという

内容の所信を述べさせていただきました。 

  地方創生における大きな目的の一つは、東京圏の一極集中の是正により、地方への人、

経済の流れをいかに実現するかであります。本町は、これまで移住・定住のお試し暮ら

しやふるさと納税寄附者との縁を大切に関係人口の構築に努めてまいりました。第２期

総合戦略におきましては、より東京圏の企業との連携を図り、関係人口を活用した上士

幌町における「しごと、人材の創生」に取り組んでまいりたいと考えております。 

  今年度は、そのための基盤となる町内を広域的にカバーする光回線の整備、かみしほ

ろシェアオフィスの整備を進め、一方では、都市部企業側の視点から、地方創生と働き

方改革の同時実現を目指す逆参勤交代トライアルツアーの受入れや都市部で展開する大

手シェアオフィスへの入居により、首都圏企業とのネットワーク、関係性の構築を図っ

てまいりました。 

  今後の具体的な施策といたしましては、運用が開始されるシェアオフィスを拠点にテ

レワークやワーケーションで企業や企業人との関係を深めてまいります。また、働き方

改革では、本業とは別に副業や兼業などが一般化する流れにあります。一方、上士幌町

の農業、商業の側面からは、高品質の農産物や商品を生産しながら、ブランディングや

マーケティング、新たな販路の獲得といった部分で、人材、情報の不足等の課題が指摘

されております。 

  そこで、このようなスキルを持つ都市部の企業や人材をターゲットとしたモデルツア

ー等を開催し、上士幌町の事業者、生産者とのビジネスマッチングにも取り組んでまい

ります。 

  企業と連携した関係人口が上士幌町の商材の付加価値を高めて、町の経済を活性化さ

せ、さらに町へのふるさと納税寄附者等の関係人口により、その機会が周知、拡散され、
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また、新たな人材を呼び込むといった企業誘致、人材誘致の好循環を目指してまいる考

えであります。 

  ３点目のまるごと見本市についてであります。 

  今年度で５回目となりました上士幌まるごと見本市は、２月15日に東京にて開催し、

800人を超える参加を頂き、盛況に開催することができました。この見本市は、ふるさ

と納税をきっかけとした関係人口を深化させ、上士幌町のファンづくりのために非常に

重要なものと考えております。 

  イベントには、ふるさと納税返礼品提供事業者を初め、商工会、観光協会、建設業協

会、農協、町内の金融機関、役場など、総勢66名が参加し、来場した寄附者には、ふる

さと納税で町が元気になっていること、返礼品の試食会等、心から感謝の気持ちを持っ

て接客していただきました。 

  なお、来場者には、アンケート調査をしておりますので、広報５月号（４月25日発行）

及び町ホームページで紹介いたします。 

  ご質問の一般の町民、特に若い人や高校生にそのチャンスを与えたらというご提案で

すが、現在、上士幌高校では、上士幌学において本町のふるさと納税を取り入れ、生徒

たちが熱心に学習しているところであります。また、教育委員会では、まちづくりに関

する中高校生ボランティア養成事業の取組を積極的に行っております。見本市で町の大

人たちが心を一つにして寄附者に行っている町の紹介や感謝のもてなしを、若者が実体

験することは郷土の魅力の再発見、郷土愛の醸成を図る上ですばらしい舞台の一つであ

ると考えており、令和２年度において、初めての取組ですが、中・高校生の派遣のため、

予算を計上したところであります。 

  若者がイベントに参加することで、ふるさと納税がまちづくりに貢献していることの

理解や応援してくれる寄附者への感謝の念が育まれるよう取り組んでまいります。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午後 １時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０７分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） 先ほどの３つの大きな質問の中の１つ目、コロナウイルス対策
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についてですけれども、緊急情報伝達方法については、一応理解をいたしました。あり

がとうございます。 

  ただ、適切な情報提供については、北海道の対応を十分に踏まえた上とか、保健所と

の調整を図りながらということで、そういうお立場は理解できないことはないんですけ

れども、それがネックで情報伝達が遅れるということが私としては一番心配だったわけ

です。ですので、感染者が現れた場合には、その瞬間からさらなる感染予防を徹底する

ために感染経路等の詳細とか、現在調査中という条件付きでも構わないので、事実だけ

は可及的速やかに町民に知らせていただきたいというふうに思っておりますが、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 感染が疑われる、あるいは一定のルールに基づいて体温だとか、そのよ

うな症状が出て、そしてウイルスの検査を行うというのは、保健所等を通して、そうい

った常備機関の流れの中で検査をしていくということになっておりますし、第一報につ

いては、保健所、そこから北海道のほうに流れていくということであります。そちらの

方から町村のほうに知り得る情報が来るということでありますから、そういった出され

た情報というのを、私どもとしてはいち早くお出ししたいというふうに思います。北海

道や保健所より事前に情報を得るということは、それは現実的な話ではないと、流れと

してはそういう状況になっていないということでありますから、そういった来たときに

遅々とするのではなく、速やかに町民にあるべき、受けた情報については、情報を提供

していきたいと、そういうふうに対応したいというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） では、そういう流れで、なるべく可及的速やかに知らせていた

だきたいということはお願いしたいと思います。 

  次に、この町で発熱外来というのは経験があるということで、安心はしましたが、一

旦流行すると、一定の規模でやっぱり隔離施設というのは必要かなというふうに思われ

ますが、それをつくる計画というか、それと病院に行かなくても済むような遠隔診断と

かいったような、そういう新しい方法については、どのようにお考えですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 感染病棟については、第３次医療圏の、そういったところに一定の病床

を持っているということであります。それでもまだ、今は十分でないということであり

ますから、それぞれの医療機関のほうにベッドを提供するように、そういったことにつ

いては、道の段階で、今動いているというふうに思います。町が独自に病床を確保する
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という仕組みにはなっておりませんし、しかも、町独自あるいは診療所とやることにつ

いての、むしろ第２次感染だとか、様々な課題、不安要素が出てまいりますので、そう

いう大きな流れの中での対応をさせていただきたいというふうに考えております。重ね

て言いますけれども、町独自で病床を確保するというような、そういうような仕組みに

はなっていないということであります。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） それと、遠隔の診断というのは。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 この件についての遠隔診断というのは、ほかでも聞いたことはありませ

んから、多分いろんな相談の仕方だとか、そういうことで相談窓口とか、そういったと

ころにあるんだろうと思いますが、コロナに関して遠隔で診察を受けると、こういう事

例というのは、私どもとしては把握しておりません。現実問題、ないのではないかなと

いうふうに思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） 遠隔診断というのは、コロナに限ったことではなく、一般的な

質問で、ちょっと混ざってしまったのでご容赦いただきたいと思うんですけれども、じ

ゃ、この件はほかの場面でご質問したいと思います。 

  ３つ目に質問したいじめとか、そういった子供の教育、これから差別とかいじめにつ

ながらないようにというのは、確かにそうなんですけれども、私がこれをわざわざ質問

したのは、子供は多分その対応で全く問題ないと思うんですけれども、本当は大人の差

別やいじめのほうが問題だと私は思っていて、わざとこの質問をしたんですけれども、

この一般質問はご覧になっている方が多いかと思うので、あえてこの場を借りてちょっ

と言いたいことがあるんですけれども、新型ウイルスはここまで来ると、誰もが感染し

てもおかしくない災害のようなものだと一応私は思っております。なので、誰かが感染

した場合には、感染者は正直に情報提供する、そして、その町民は、例えば変なうわさ

をしたりとか誹謗中傷するのではなくて、純粋に町の感染拡大予防に徹していただきた

いなと、そういう助け合う気持ちを忘れないでいただきたいなということを言いたかっ

たんです。多分、そういった行動が子供たちは敏感に感じていると思いますので、ぜひ

そういうふうな立ち居振る舞いをしていただきたいなというふうに思っています。 

  最近のニュースを見ると、ストレスがたまったことで、親の虐待にまで発達している

ようなケースも見受けられるので、ぜひそんなことは決してないようにお願いしたいな

というふうに思っています。 
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  それと、最後に、このテーマを質問として掲げてから約２週間ぐらいたつわけですけ

れども、この間に、皆さんご存じのように、世界、国内経済が大打撃を受けています。

株式市場や原油市場の下落を言うに及ばず、地域経済に至るまでかなり低迷が見えてき

ています。 

  そんな中、臨時休業した小学校に通う子供たちを世話するための従業員に有給休暇を

取らせたりする会社に対して賃金助成をするなどの策は取られているものの、イベント

の中止とか、飲食店、ホテル、交通機関なんかの取り消しは、今や本当に大問題になっ

ているんですが、ほぼ手がまだついていないという状況です。 

  そこで、私が言うまでもなく、この町でも商工会を中心に考えていただいていると思

うんですけれども、中小企業の深刻なこの時期に、支援策とかいうのは、多分もう相談

も来ているかと思うんですけれども、今はまだ低金利とか無利息とか無担保の融資ぐら

いしか世の中には出回っておらず、融資というのはいずれ返さなければならないので、

支援策としては、ちょっと弱過ぎると思います。ですので、この不況に、この町も例外

ではないと思われますので、今どのような対策に乗り出しているかをちょっとお聞きし

たいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 この新型ウイルスの関係では、もう日々刻々と新しい情報が入ってきて

いるということでありますし、流行も中国からヨーロッパのほうに拡大をされている。

アメリカのほうでも非常事態宣言をされたということでありますから、パンデミックと

言われるように、世界的流行の域に入ってきたということだと、そんなふうに思ってい

ます。 

  そういった中で、北海道としてはいち早く非常事態宣言を先月の28日だったと思いま

すけれども、制限をし、そして不要不急の外出だとか、そのようなことを避けて、とに

かく急激な感染者の増加によって医療の危機にならないようにというようなことだとか、

第１弾はそんなふうにしておりますけれども、長引けば、今おっしゃったように、この

経済に与える影響というのは深刻なものになってくると、そのように思っております。 

  その前に、先ほどのお話があったいじめの関係でありますけれども、特に最初の頃は、

子供が発生したところについては、非常にそういったことが懸念されて、道教委のほう

としても、その対策としてしっかりケアをしなければならないというようなことを通達

をし、その流れの中で、各自治体としては今ケアをしているということであります。 

  議員がおっしゃったように、子供だけでなくて、大人のほうの意識改革も必要で、そ

れはある意味、上士幌に来ても不思議でないような状況になってきたということですか
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ら、感染者に対して、非常に差別的な見方だとか、そんなようなことのないようにとい

うことは、全くそのとおりであります。 

  これも少しずつ新型コロナの正体が見えてきて、だんだんそのことによって、少しず

つ対処の仕方も出てきているのではないだろうかなと、そんなふうに思います。特に、

今やっぱり深刻なのは、高齢者に対しての感染と、それから重篤な患者になるというと

ころがはっきりしてきたということであります。若者については、ほぼ８割から、そう

いったことのない、自然に治癒しているというようなことであります。 

  そういったこと等々を含めて、コロナに対する認識も高まってきているということか

ら、今おっしゃったように、過度に刺激的になる必要がないような、そういった情報提

供はしっかりしていかなきゃならんだろうなと、そんなふうに思います。 

  そして、その上で、今度はイベントの中止等が長引けば、経済に与える影響は極めて

大きいと、そんなふうに思っております。これらについても、先般の議会での報告以来、

必要な情報の収集、国の動き、こういったことをにらみながら、新たな対策の必要性は

強く感じております。特に、先般、商工会のほうの聞き取り調査もしていただきました

し、そしてまた、商工会長と農協の組合長と３団体の情報交換もさせていただきました。 

  そういった中で、特に商工会の関係での飲食業、ホテル業、ここはかなり打撃が大き

いというお話を聞いておりますし、農業関係でいうと、特に和牛等の価格が極めて下が

っているというお話もありました。 

  今の段階では、とにかく感染をいかに抑えて、多分大方の見方としては、ゼロになる

ということはないだろうという認識でありますから、それとどううまく付き合っていく

のかというようなことと、それから、医療機関におけるパニックにならないように、そ

れもまた感染者の急激な増を抑えるような取組ですね、それは幾つかの条件がありまし

て、いわゆる密閉されたところだとか、あるいは近いところでの意見交換だとか、それ

なりのイベントだとか、こういったことは避けたほうがいい。こういったことも見えて

きておりますから、その辺のところで、北海道としても急激に増えないような、動向を

見ていると、昨日、今日は数人になってきているというようなことがありますから、や

がてそういった中で、経済活動についても、いつの日か安全宣言ができることを私ども

としては期待したいというふうに思います。 

  今のところは、とにかく余り動けるというような状況ではありませんから、政策につ

いても、そういう状況を見ながら、国の政策もありますけれども、町独自の利用を喚起

するような、そういう政策もとっていきたいというふうに考えております。その際につ

いては、また議員の皆さん方にもお諮りをしながら、速やかにそういう支援策を講じて
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まいりますので、よろしくお願いしたいと、そのように思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 教育長、いじめは特にありますか。いじめ問題はいいですか、

教育長。 

  教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 分散の部分でいじめの部分になるんですけれども、上士幌

中学校は先週の月曜日に中学校３年生の健康観察を兼ねた分散、そして、その翌日が、

午前中が低学年、午後からが中学年、２年生ですね。上士幌小学校については、今日、

明日、あさってと、この３日間で今日は３年生、６年生、午前、午後、明日は２年生、

５年生、午前、午後、あさっては１年生、４年生、午前、午後ということで進めます。 

  それで、まず当初、道教委のほうからは３月５日登校したときに、子供たちの心のケ

ア、それからネットを使ったいじめ等に発展しないようにということで、そういう時間

を持ってくださいということだったんですけれども、それが期間が延長したということ

もありました。 

  上士幌町といたしましては、児童・生徒の心のケアについて、ホームページに掲載を

し、なおかつ学校を通してマチコミメールに入れて、校長先生方がやっている「５校長

のつぶやき」に投稿ということで、マチコミメールについては、メールできちっと開い

ている人はいつもチェックできるようになっています。できない方については、必ず電

話で連絡を取っているので、100％伝達されています。 

  事前に保護者に見てもらっている中身は、本当にこの期間の中で、子供たちが困って

いないか、特に発達障害を持っている、含む特別支援の子供たちについては心配だとい

う部分はありますので、観察を通して、必要があれば発達支援センターに連絡ください

だとか、いじめ等の問題に不安を抱える部分であれば、フリーダイヤルのほうに連絡し

てくださいと、そういった部分が親のほうにも流れています。 

  道教委から来ている一つ参考例として、北海道医療大学のほうが作成したものがあり

ます。これはやはりいじめだとか、偏見があってはならないと。この期間、先ほどイン

ターネットの話がありましたけれども、長時間のインターネットをすることなく、親子

で一緒にできるゲーム、幾つかあったんですが、そういったゲームやいじめや不安な部

分、特にストレッサーという、その要因がある部分については、親子で一緒に話し合っ

て、そして必要がある場合については、気兼ねなく学校、そして発達支援センターに連

絡くださいというようなことで行っています。 

  今日現在、特にこれでいじめられているだとかという話は一切入っておりません。来

週も分散を行いながら、健康観察を通して子供たちと保護者の部分の情報というのは、
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結構ぱんと流れる可能性がありますので、正しい知識を正しい情報で流していきたいな

と思っております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） ありがとうございました。 

  では、時間もあれなんで、次の企業誘致推進事業のほうについて、先ほどの町長の答

弁の中で、今年度は何をしていくかというところで、一つ、シェアオフィスを活用した

テレワークとかワーケーションの推進を、それから、２番目としては、働き方改革とし

ての副業、兼業の推進、それから３つ目が農業、商工でブランディング、マーケティン

グ、新販路のためのモデルツアーの開催をしてビジネスマッチングを推進する、この３

つぐらいが挙げられていたというふうに理解しましたが、このような具体的な推進戦略

があるのであれば、私は人口ビジョンの第２期総合計画の戦略のところでのＫＰＩには、

やっぱりこれを書くべきじゃないかなというふうに思っています。なぜならば、この事

業は字面では分かっていても、なかなかその感覚を含めて、難しいと思うんですよね、

状況を説明するのが。 

  それで、ここに挙げられたＫＰＩは、シェアオフィスに1,200人とか、サテライトオ

フィスに５社とか、こういったところが掲げられているわけですけれども、先ほど言っ

た３つのようなこういうことを目指しているということであれば、これを書くべきじゃ

ないかなというふうに私は思っています。 

  そもそもなんですけれども、このＫＰＩで挙げたこの数字というのの、まず根拠をち

ょっと教えていただきたいのと、できれば、先ほどの３つはいい推進案だと思うので、

これを掲げてほしいなというふうに思います。そこら辺のところをちょっとお聞かせく

ださい。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 具体的なＫＰＩにふさわしいのは、今出されたような内容でないだろう

かなということで、総合戦略にのせたほうがいいだろうということでありますが、総合

戦略は随時見直しをするということがありますから、この後、また検討委員会等の中で

検討させていただきたいと、そんなふうに思います。 

  それから、今のＫＰＩに具体的な数字を出されましたけれども、どんな根拠かという

ことについては、この質問の中で具体的に問いがなかったので、今すぐ根拠について、

町長のほうとして具体的に申し上げるのは、ちょっと資料不足だと、そんなふうに思い

ますのでご容赦いただきたいと思います。 
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○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） 私、この事業を期待しているんですけれども、印象としては、

これはもう企業や個人とのネットワークづくりが重要なポイントだというふうに私、考

えています。しかも地道な作業であるというふうに考えています。 

  そういう意味で、東京のウィーワークオフィスは有効な場であるというふうに私は考

えておるんですけれども、そういった意味で、東京のオフィス、もっと有効的に活用で

きるというふうに私は考えています。例えば、近い将来、本町への移住を考えている人

を、現在、東京の在住の地域協力隊という形、そういう名前はどうかあれですけれども、

そんなような形で募集して、兼業でも副業でもいいんですけれども、そこにネットワー

クづくりの能力にたけた人を置いて、もっと活用できるというふうに私は思っています。

今のこちらの上士幌にいる役場の方は、今は努力しておりますが、それだけだとちょっ

と不十分だし、もったいないなというふうに私は考えていますが、そこら辺の進め方と

いうのはどういうふうにお考えでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 ご承知のとおり、今の時代的には働き方改革という流れになってきてい

るということと、それから、みんなが会社に一堂に会してという、それもそうなんです

けれども、そういったことも時代的には改革していかなきゃならないと。今回の、順調

であればオリンピックで人の流れは東京から仕事も地方でと、こういうような政府のほ

うの大きな指導もあって、そういう方向にも動くのかなと思ったりもしていました。 

  一方、コロナになって、今度はテレワークなんかをかなり推奨しておりますけれども、

実は非常に難しいのは、このテレワークも個人、自宅でやりなさいよというような印象

が強いんですね。それでもう一つ、同時に、質問にありましたけれども、大企業の方々

については、このシェアオフィスについてどうするかというのは、ちょっと検討の余地

があるというお話があったということで、これはやっぱり背景には、その大企業のほう

の大きな仕組みの中で、テレワークを会社として積極的に推奨するという、そういうル

ールがなかなかできていないというのがまだまだ現実だということですから、国がその

テレワークや地方でといいながら、一方では企業側のほうの準備ができていないという

のが一つ課題としてあるわけです。 

  そういった中で、今おっしゃったように、個人ですね、あるいは個人的な小回りの利

く企業、こういったところとどう向き合っていくかというのが、やっぱり戦略上の大事

なポイントの一つになるだろうというふうに思います。 

  その意味では、今、ウィーワーク、東京のシェアオフィスを活用するというのは、と
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にかく発信しても可能性としては強いところになるのかなというふうに今考えています。 

  それを進める上で、どうしてもメンバー制になっておりますけれども、こちらからあ

そこに常駐するということではありませんから、イベントだとか、必要に応じて向こう

でＰＲするというふうになっていますけれども、今おっしゃったように、向こうのほう

に、いわゆる仕事をしてもらう協力隊を募集すると、これは極めて意味合いのある、可

能性のある、しかも日常的に企業と接することができるということでは、大切なことで

ないかと思います。 

  ただ、そのためにも上士幌のことを知ってもらわないことには始まりませんから、や

っぱり上士幌のほうに一定の期間、あるいはゆかりのある人がそこに参加してもらうだ

とか、このような手だては、やっぱり事前に準備としてやっていく必要があるのかなと、

こう思いながら、聞かさせていただいたところであります。 

  いずれにしても、企業としても、おっしゃるとおり、企業誘致で工場を大々的に誘致

するというのは、かなりハードルが高い時代であるというふうに思います。テレワーク

だとか、あるいはお試し暮らしとか、お試しの関係だとかやった上で、最終的に長い付

き合いの上で本格的なテレワークにつながっていったり、あるいはサテライトオフィス

の開設につながっていくということでありますから、答弁にもお話しさせていただいた

ように、よりよい関係を、町と、それから関心持ってもらった企業や企業人との関係を

粘り強くしっかり関係を深めていくということが大事だろうと。その上で、やがて成果

が出てくるというふうに思います。今年度やったからすぐ、どんどん来るという、そう

いうことではなくて、数年後にはそういった方々がこの町で仕事をする、あるいは移住

してもらうというような形が、答えが出てくるといいなと、そんなふうに考えておりま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） この事業は、先ほども言いましたように、非常に地道な作業の

繰り返しだというふうに私も思っています。なので、なかなか町民の方にも、その考え

方とか成果とか伝わりにくいこともあるかと思うんですけれども、先ほど言われたよう

な３つ、私は３つと理解したんですけれども、この３つの戦略を、具体的に落とした形

で基本に伝えていっていただきたいというふうに思います。私も応援をさせていただき

ます。 

  最後に、まるごと見本市についてなんですけれども、この質問をしようと思ったのは、

今年だけではなく、以前から本町の皆様から、少なからず参加したいという旨の意見を

聞いていたからなんですけれども、さらに、それで質問しようと思った決定的なことは、
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今年初めに、初めて参加させていただいた本町の成人式であります。そこで将来の抱負

を一人一人に聞いたときに、私が思っていた以上に、上士幌町愛を感じたところにあり

ます。いい大人に育っているなというのが正直な印象でした。 

  町長の答弁に、今年初めて中・高生を対象とした派遣予算を計上したとありましたけ

れども、それはそれとして結構な話だと思います。ただ、ちょっと確認させていただい

たところ、これ社会教育費の青少年教育推進事業で156万円ほど計上されていて、その

うちの旅費、費用弁償で25万円ということでした。ちょっと小さいかなというふうには

思ったんですけれども、中・高生もさることながら、先ほども私が質問で挙げたものに、

この地以外で働いている若者にも本町への気持ちを忘れさせないためにも、参加のチャ

ンスを与えたほうがいいのかなというふうに思っています。ふるさと納税を勧めるとい

った本町への気持ちを忘れない旨、参加のチャンスを与えたほうがいいのかなというふ

うに考えています。 

  そのための予算も計上していただきたいなというふうに思うんですけれども、見た限

りでは教育費なんですけれども、このような若者とか、さらには一般町民にはこの費用

は当然使えないんですよね。ちょっとそこら辺、もし使えないなら、ほかにもちょっと

準備していただきたいなというふうに思った次第なんですけれども、その辺いかがです

か。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず、参加している町内の関係者、各団体から、それぞれ団体の責任に

おいて、そして若者から高齢者までというのは、現役の世代でありますけれども、関係

するところが行って、広く町内のことを発信し、また帰ってきてから、いろんな形で住

民やあるいは家族の中にこうだったというお話は伝えられているものと、そんなふうに

思っております。 

  その辺で、またここでも、じゃどんな内容をやってきたのか、あるいは参加者はどう

いう反応があったのかということについては、行っていないから分からないと、確かに

そうだと思いますし、行った人が近場にいれば聞くこともできるだろうと思いますけれ

ども、そうでなければ、わざわざ役場に来なきゃならんということだと思いますが、そ

ういった意味で、これまでもアンケートをとっておりますけれども、今回また町民のほ

うには、ふるさと納税に来た感想や、あるいは食を通した評価だとか、さらにはセミナ

ーをやっておりますから、そういったセミナーでの反応、それらを周知をしたい、そん

なふうに思っております。 

  今回、この地以外というところで仕事をしている人という、そこの案内というお話で



－146－ 

ありましたけれども、それは東京ということだとすれば、ここからはいろんなところで

働いておりますから、この地以外で働いている人はもう方々にたくさんいますので、そ

こに周知するのはなかなか難しいんでありますけれども、そういう意味では、東京に上

士幌町のふるさと会が組織されております。そこの方々にも、町でやっている取組につ

いて知ってもらうということでは、今回も招待をさせていただいているところでもござ

います。 

  ただ、ふるさと会に参加する人というのは、どちらかというと、うちの町に限らずど

こでもそうなんですが、やっぱり上士幌町から離れて、そして望郷の思いですね、そう

いう年代になる方々がやっぱり多いんですね。言ってみれば、高齢世代の人方、現役で

も結構ベテランのレベルということで、若者がなかなか参加しづらいと。あるいは参加

していないと。これもふるさと会の課題でもありますし、町としてもその手だて等をど

うするかというのがあるんですが、これはなかなか難しい。一定の年齢になってくると、

そういうところに参加していただけるというような、こういうことがありますので、そ

の辺については、特に若者の上士幌町に対する関心を深めてもらうための努力をどうし

ていくか、さらに検討をさせていただきたいと思います。 

  それから、今回初めて、新年度、初めて中・高校生を、この予算を組んだということ

でありますけれども、今、Ｕターンだとか、そういったときには、中学生の時代あるい

は高校生の時代に、ふるさとについてどれだけ関心を持ってもらったかだとか、そうい

ういろんなことに参加したかが、これがＵターンにつながっているという、こういう事

例も報告されているということであります。 

  最近は少しずつでありますけれども、一定の家族を持った世帯もＵターンでここに来

ているというようなことがありますから、ある意味では、上士幌町の存在ということを

評価してくれているのかなと、そんなふうに思います。高校生の段階から、上士幌町の

町のイベントやあるいは文化だとか歴史だとか学ぶことが愛着につながっていって、そ

して、ここで具体的にまちづくりに積極的に参加するイベントに参加するということは、

非常にそれは高校生にとって、上士幌町の思いをさらに深めることにつながっていくだ

ろうということでは、教育的な視点から、教育委員会のほうに予算を配置していただい

た。それから、予算的には少ないということで、協力隊の予算の中に入っていますので、

そういった予算の組み方になっているということであります。 

  一般町民については、今それぞれ数十人が参加しているということでありますから、

では、どんなふうにして参加を奨励するか。例えばふるさと会で、以前には募集をして

参加してもらったというようなこともございました。このようなことも含めて、誰も彼
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も一気にと、予算でというわけにはいきませんから、やっぱり代表の方に、ある程度思

いの強い人だとか、その辺の選定の仕方だとか、予算が関係ありますけれども、今後そ

の辺については検討させていただきたいなと、そう思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） ありがとうございます。 

  そういった意味で、今もそういう人も、一般町民も入っているということなんですけ

れども、本当のそういう先ほど言われた商工会であるとか、建設業界であるとか、金融

機関であるとか、そういったところに関わりのある人が今のところは行っているという

ことで、全くの一般町民の方々については、今後、今お話があったように、選抜方法も

含めて、あるいは役割分担、そういうことも含めて、予算の範囲内ですけれども、有効

な選抜方法も含めて、予算の範囲内で募集してもらいたいなというふうに思います。 

  ひいては、このふるさと納税の制度が町民に理解していただいて、有効に活用される

ということを期待しまして、私の質問を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、７番、中村哲郎議員の一般質問を終わります。 

  暫時休憩します。 

（午後 ２時４３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４４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、ふるさと納税の今年度の状況と周知方法につ

いて質問させていただきます。 

  ふるさと納税は総務省からの通達により、返礼品を納付額の３割以下に、手数料や送

料など諸経費を含んだ合計も５割以下とする制約が設定されました。さらに、全国の市

町村との競争激化により、これまで全国全道で上位クラスになった本町も、１月末現在、

前年比同月で約75％にとどまり、どの市町村も苦戦している現状かと思います。 

  そんな中、本町は寄附金の用途を明確にすることや先月行ったまるごと見本市による

首都圏へのＰＲ活動によって、この状況の中でも一定の結果を出していると思います。

また、企業版ふるさと納税は、寄附金額の９割が税額控除される制度に改正されること

から、新たな展開が予想されます。 
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  一方で、集まった寄附金の使用用途が子育て関連にばかり注目が集まり、高齢者等福

祉バス運行事業を初め、福祉、医療、産業など、たくさんの該当事業があることが町民

に伝わっているかが疑問に思います。 

  そこで、１つ、今年度の寄附金額の見込み。２つ目、企業版ふるさと納税のアプロー

チ法。３つ、該当事業の町民への周知方法。 

  以上、３点についてお伺いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 ふるさと納税の今年度の状況と周知方法について。 

  小椋議員のご質問にお答えいたします。 

  １点目の今年度の寄附金の見込みについてですが、６月のふるさと納税の制度改正に

伴う駆け込みにより、４月から５月は前年度比約1.7倍の寄附額となりましたが、その

後は前年の６割程度の推移となりました。例年寄附が集中する12月は、一部の返礼品の

リニューアルや事務処理の迅速化などのサービスの向上に努め、前年同月比８割まで回

復したものの、最終の寄附見込額は15億円となり、前年度の３割減となる見込でありま

す。 

  改めて今年度は制度改正により一部自治体に集中していた寄附額は是正されたものの、

返礼品、送料や広告宣伝費等を含めた経費総額を５割以下に収めること等の制約の中で、

厳しい結果と考えております。 

  令和２年度においても、全国の中で最も高い運送コストや広告の抑制、世界を震撼さ

せている新型コロナウイルスによる景気の下振れ要因などを想定し、減少に歯止めをか

けるべく戦略の再構築が喫緊の課題と認識しております。 

  ２点目の企業版ふるさと納税のアプローチについてでありますが、平成30年度におけ

る個人の寄附総額は5,127億。一方、企業版ふるさと納税は、これまで寄附額の６割が

還元される制度の下で寄附総額が35億円程度と普及に課題がありました。そのため、令

和２年度から、寄附額の９割を還元する制度改正が行われたところであります。 

  今日、企業に対する評価の一つに、社会貢献活動ＣＳＲに積極的かいなかがあります。

また、企業は企業価値や成長戦略として国際的な約束事である17の持続可能な達成目標

ＳＤＧｓに関心が高まっております。 

  本町といたしましては、目標にある再生可能エネルギーによる発電、地産地消、森林

資源による環境保全や高い食料自給率、教育の充実、安全・安心、さらに未来社会

Society5.0の基盤となるＩＣＴ情報通信技術の積極的な活用など、ＳＤＧｓの先進的自

治体であると認識しております。 
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  企業の社会貢献活動と同時に、成長戦略の一環としてＳＤＧｓの事業化と本町の資源

をマッチングさせ地域振興を図るのが、企業版ふるさと納税に対する期待であります。 

  令和２年度は企業側への説明資料として、本町の取組が分かる概要を記載したパンフ

レットの作成や、国または民間で実施する地方自治体と企業のマッチングの機会などを

利用し、企業への積極的な直接のアプローチが必要と考えておりますが、景気の動向に

も左右されることやウィン・ウィンとなるパートナーに巡り会うのは容易ではありませ

ん。第２期の総合戦略にも掲げており、５か年の時間軸の中で戦略的に取り組んでまい

ります。 

  ３点目のふるさと納税寄附金該当事業の町民への周知方法につきましては、例年３月

発行の町広報誌に「ふるさと納税寄附金の使いみち」を４ページにわたって紹介してお

ります。また、適宜、町ホームページや町公式ＳＮＳなどでも町内外に周知しておりま

す。ふるさと納税寄附金該当事業は、高齢者等福祉バスの運行、福祉灯油、健診や医療

費の助成、入浴サービスのほか、多岐にわたっております。令和２年度のふるさと納税

寄附金の活用事業については、広報４月号（３月25日）で詳しく紹介をしております。 

  ふるさと納税の使途については、より理解を深めていただくために、町民に対しても

様々な機会を通して、ふるさと納税の使途や町の財政に貢献していること等について粘

り強く情報提供をさせていただきます。 

  また、行政全体の問題として、該当する事業を執行する関係課からも発信するなど、

ふるさと納税寄附金活用の情報発信のチャンネルを増やし、町民が情報を取得する機会

が増えるように努めてまいります。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） １点目の寄附金額の見込みのことについてですけれども、今の

ところデータとしてしっかり出ているのは2018年度のデータなんですよね。そこで、

2018年度のデータを確認してみますと、全国のベスト50の中に入っている道内の市町村

は６町村のみでして、その中に上士幌町が入っていて、道内では６番手という結果、20

億円ということで結果として残っているんですけれども、実は、これより上の５市町村、

森町、根室市、八雲町、白糠町、紋別市はいずれも海産物を売りにして展開していると

ころなんですよね。 

  そういった点では、どうしてもインパクトとしては、やはり海産物というのは大変魅

力的でありますし、どうしても、向こうも一生懸命やると、納付する側としては、そち

らのほうになびいていくのは仕方ない流れかと思っています。 

  そんな中で、ニュース等でも言われておりますけれども、全国で断トツのお金を集め
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た泉佐野市など上位４市町村は、対象外にされたということで、そういう流れに沿って

いないところは、そういうところから外れていく中で、流れにはめたところでも、今回

規制されたルールの中で、大変厳しくなるという町村が上位の中でも入っていまして、

返礼品の中に、本州の町の話ですけれども、ソニー製品を売りにしてやっていたところ、

また、ｉＰａｄ製品を売りにしていたところは、地場物を使うという規制の中で外れて

しまうので、多分大幅に落ちていくという中で、今四苦八苦しているんじゃないかなと

思っております。 

  そんな中、道内に目を向けてみますと、上位のほうの町村、どういう状況かなと思い

まして、私が直接最寄りの市町村の担当のほうにちょっと聞いてみました。白糠町にお

いては、こういう状況の中でも、取組はすごい浅いという中でも、年々伸ばしてきてい

て、今年度はさらに18年度よりもアップする見込みだという中で、担当者の方がおっし

ゃっていたのは、私たちもすごい日が浅いんですけれども、ここまで来れたのは上士幌

町さん、担当課の方にアドバイスしていただいて、その中で努力してここまで来たとい

うことで、非常に感謝しているということを伝えてもらいたいという話もしていただい

て、私も大変誇らしげに思って話を聞いておりました。 

  ですから、ほかの町も、上士幌には触れていないんですけれども、海産関係で伸びて

いるという中で、上士幌町が落ちたからといって、ここに書いてあるように厳しい結果

という話もしていますけれども、本来もともと、どちらかといえば集まり過ぎているぐ

らいの状況だったと私は認識しています。ここまでよく集まるものだという中で、海産

系を中心に他町村が巻き返してきたという中では、これは決して15億になったから駄目

ではなくて、15億もいまだにこの状況の中でも頂いているというのは、先ほども見本市

の話が出ていましたけれども、見本市等の努力、また関係職員の方の努力が大きく影響

しているかと思いますし、まるごと見本市のアンケートの結果も今日頂きましたけれど

も、すてきなおもてなしの場だと思いますとか、ふるさと納税を、またお世話になりた

いというように、関係人口の構築には非常に大きな役割を果たしていると思います。 

  そんな中で、当町のほうとしても、地域資源の差がここへ来て出てきているというだ

けであって、うちの町としては、いまだ健闘していると、すごい自信を持って取り組ん

でいっていいかと思いますので、その辺の現状の状況について再度考え方をお伺いした

いと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 ふるさと納税については、ほかの自治体に先駆けて取り組んで、非常に

マスメディアにも載っけていただいたりして、そういう戦略的な取組で高い評価を得た
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ということであります。 

  今、うちのそもそもの評価を頂いているのは、乳製品だとか、それから地場の肉関係

であります。特に、肉商品については、もう全国、競合が、特に和牛なんかというのは、

九州から西日本のほうが圧倒的なロットで、しかも歴史的な背景があって、評価が高い

ということでありますから、そこと一緒に競争するというのは、非常に厳しいという状

況にございます。 

  加えて５割という制限の中で、特に肉にしても、アイスにしても、全部冷凍商品なん

ですね。そこで、送料にかかると。特に、北海道はご覧のとおり、北海道に送る場合、

逆にいうと北海道から送る場合には、よその府県から見ると、やっぱり高いんですよ。

一番高いのは北海道なんですね。しかも、そういうふうに冷凍という、こんな送り方を

しなきゃならんということだとか、あるいは野菜物であると、かなり量的に多いという

ようなことで、そのハンディキャップが相当大きいというふうに思っています。 

  海産物については、北海道特有の、北海道しか取れないというものが結構あって、特

に、毛ガニだとか、あるいはサケというのは、北海道ブランドというのは圧倒的に高い

ということがありますから、そういう意味で流れているのかなと、こんなふうに思うと、

やっぱり先行きも厳しいという状況は変らないというのは、やっぱり消費者としては、

その量だとか、同じランクであっても、同じランクであれば、量の大きいほうに流れて

いく、これは心情的にそれはある。そこをできるだけカバーするために、様々なイベン

ト等で向き合っているという状況でございます。 

  こんなことでありますけれども、先ほどおっしゃっていただきました、非常にうれし

い話でありますけれども、白糠にしても、それから根室にしても、森町にしても、八雲

にしても、大体は上士幌町に来て視察をしていっているということであります。 

  その意味では、ふるさと納税の趣旨ですね。地方創生にこれが寄与すべきだと、この

精神は私どもとしては失ってはならない大事なことだろうと、こんなふうに思って、で

すから、東京での見本市でありますけれども、それはふるさと納税の関係者を中心にし

て案内を差し上げていますが、まちづくりのことをつぶさに紹介させていただくと、こ

ういった取組については、まだまだほかの町ではそこまでいっていないということがご

ざいます。多分それもやがてそうなってくるだろうと思いますが、常に私どもとしては、

そういうリーダー的な役割を果たしてきましたので、このふるさと納税が地方創生、今

日的な課題になっている人口の問題だとか、あるいは地場産業の発展に寄与するような、

その辺のことを忘れず、これからも取り組んでいくことが大事だろうなと、こんなふう

に思っています。 
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  様々な視察を全国から議会のほうにも来ていただいていますが、地方創生の取組だと

か、ふるさと納税がありますけれども、今回も九州のほうから現地の見本市のほうに視

察が来て、自分たちもこの後やっていきたいというふうなことで、非常にそういう意味

では、モデルとしての誇りをしっかり持ちながら、これからもまだ支持を頂けるような

取組をしていきたいと。今回は道の駅なんかでも、その辺の仕掛けも新しくしていこう

というような動きもございます。そう簡単なことではありませんけれども、やっぱり常

にチャレンジャーの精神を持って、ふるさと納税のさらなる評価を得るように努力して

まいりたいと、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） おっしゃるどおりだなと思って聞いておりました。確かに15億

という金額は、まだ10億超しているところのほうが極めてないという中で、非常に健闘

していると思いますし、さっき海産の関係で上位５市町村がいっているという話があり

ましたけれども、これ全部が順調にいっているわけではないみたいなんですね。金額こ

そありますけれども、八雲町あたりは36億から３割以上ダウンしたのが今年度の見通し

だということで、海産をもって３割以上ダウンするような状況で、競争が激化している

というのは、まさにこのことかなと思うんですけれども、そんな中で、上士幌をモデル

に頑張っている町がたくさん増えているというのは、すごい誇らしげなことだと思いま

すし、これからも頑張っていただきたいと思います。 

  次に、２番目の企業版ふるさと納税のほうに入りたいと思うんですけれども、余り浸

透していないのはどうしてかなという素朴な疑問もあって、ちょっと調べてみると、や

はり、まず最初に来るのが個人版のような返礼品の見返りがないということで、企業に

寄附のメリットを感じにくいというのがまず最初にあるのではないかということと、今

年度まで、企業が寄附する際に、予算などの詳細が固まっていないと申請できないとか、

企業の都合に合わせて申請するのが難しいとか、ちょっと難しいルールもあったようで、

これについては、今回改正されるということで、この辺の難しいからくりを改正される

と、これから伸びてくるんではないかということで、筆頭では９割還元ということを打

ち出して、これを広げようという動きがなっているかと思うんですけれども、企業版ふ

るさと納税においては、社会貢献、パートナーの構築、また新事業の展開ということが

テーマとなると思うんですけれども、この辺については、答弁でも書いてあるとおり、

非常に事業展開も、うちのほうとしても示しているということと、パートナーの構築と

いう点でいくと、やはり、なかなか簡単なことではないなというふうに感じて見ており

ました。 
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  それで、取組としてパンフレットを作ったとかいうようなお話をされていますけれど

も、それらの配付場面やさらなるＰＲの手法というのをどういうふうに考えているかお

伺いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 第１回目の企業版ふるさと納税が非常に少ないと、停滞している、認知

度も低いという中には、これは企業ですから、寄附をするということ、それは金額の多

寡だけではなくて、株主に対してどう説明するかということが多分一番大切なことにな

るんだろうと。やみくもにどこどこと、そう簡単にいかない。やっぱりそこに寄附する

意味というのを、会社としてしっかり抑えないと、社長単独で、気分でそこにやるなん

ていうことにはならないというのが、そこのハードルが一つ高いというのがあるなと、

そんなふうに思っております。 

  そうしてみると、やっぱり大企業と向き合うというのは、そう簡単に、よほど大企業

が、これが会社として寄附することが、会社の評価なり、株主についても理解していた

だけると、こういうような内容のものでないと、そう簡単でないだろうなと、そう思い

ます。そのために、私、ここにも書いてあるとおり、今、国際的な約束事で、2030年ま

でに世界が平和に繁栄するように、そういう約束事がＳＤＧｓというトータル目標を掲

げています。これは、結構今、会社としては、会社の一つの企業戦略、企業イメージ、

企業としての社会的な役割としてそれを大切にすると、こういう動きが出てきておりま

す。ですから、そこに私どもとしては訴えることができないだろうかというのが、今回

やる上での大事なポイントなんですね。 

  そのときに、何かといったときに、例えば今、地球温暖化の問題が出て、いかにこれ

を環境をよくするかというのが、これはもう世界的な課題になっているということです

から、化石燃料をやめて、できるだけ再生可能エネルギーを使うということについては、

誰もが必要なことだと、こんなふうに思っているはずだと思います。 

  そういった意味で、上士幌町は再生可能エネルギーで年間にすると、いわゆるバイオ

ガスプラントだけで年間でいうと100％になるということでありますし、太陽光だとか、

あるいは水力なんかも含めると、もう1,000％以上になるという、特にバイオマスの賦

存量といいますか、自治体レベル、しかも家畜排泄物を使った発電量としては、多分日

本で一番でないだろうかなと、こんなふうに思っております。 

  それは、企業に対するメッセージとして、非常に発信力があるという気がしておりま

す。それを今、地元で使っているわけでありますから、これはまた非常に望ましい姿で、

こんなところにさらに応援してもらえないだろうかという、これは具体的な一例であり
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ます。 

  ただ、これも企業の経済というか、売上げだとか、勢いだとか、そういうことが極め

て不離一体の関係にありますから、今の新型コロナの全ての経済が世界中で止まってい

るという中で、そちらのほうに目を向けてくれるような状況にあるかという意味では、

非常に不安をしていますけれども、やがてこれらも解決をして、新しい社会を目指して

いくといったときに、また注目してくれるときが来るだろうと思いますから、ある意味

では５か年の戦略をもって、この問題については対応していきたいということです。 

  このパンフレットを作るということでありますけれども、やみくもにこれを配付して

も、数だけは配付しますけれども、ちゃんと上層部のほうにいって議論の対象になって

もらえるかというのは、そう簡単でないだろうというふうに思います。 

  そういった意味で、企業版ふるさと納税が新たな仕組みに変わるということで、それ

をつなぐような、そういう新しい企業といいますか、サイトだとか、そういったことも

今できつつありまから、そこは企業版の関心のある企業はどんなところなのか、しかも

その企業はどんなところに、どんなまちづくりに対して関心を持っているのかというこ

とを精査なり、そのようなことも出てくるだろうと思いますけれども、そこを通して、

私どもとしては、必要なところにアプローチをしていくというようなことが一つ考えら

れるだろうなと、こんなふうにして思っています。 

  それを今、東京のほうにシェアオフィスがありますから、あそこは個人的な人方が結

構多いので、自分の意思決定で速やかにやれるという場合もありますから、そんなとこ

ろには、これからもよく情報提供して、気に入っていただければ、納税していただこう

かなと、こんなふうなことを一つ考えているということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 今答弁にもありましたとおり、まさに今、コロナの関係で日本

全体が冷え込んでいる中で、こういったことに目を向けてもらえるかどうかというのは

非常に心配な面はありますけれども、いつか終息したときには、今、町長が言われてい

るような考えが軌道に乗ってもらって、何とかいい形で運んでいければいいなと思って

おります。 

  続きまして、３番目の町民への周知なんですけれども、当然この手の話をすると、広

報等で説明していますよという説明が返ってくるんですけれども、先般の委員会でもち

ょっと申し上げたんですけれども、思っている以上にそこまで見ていない人も多いし、

そういう人に限って変な誤解をしている方も多いと。うちの町はいっぱいもらっている

けれども、子育て、子育てばかりでというようなことを言っている人というのは、多分
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そういうところまで見ていないから、そういう思いを発するし、そういう会話をしてい

る中で、聞いた人もそう思っているなんていう悪循環も生まれているのかなと感じて聞

いておりました。 

  もちろん私どもや担当職員に話が来れば、こうだよということを説明できるんですけ

れども、なかなかそういうことを役場の人に聞いたりとか、そういうことをしない人が

いる中で、せっかくこれだけ、今年度でいえば15億も頂いた中で、その内訳を使って活

用していっているという非常に大事な、貴重な寄附金なんですよね。それを質問の中で

もありましたとおり、子育てオンリーが目立ってしまって、なかなか福祉、介護、まし

ては産業関係もたくさん入っていて、資料もありますと、ふるさと納税の指定寄附金や

生涯活躍生きがい基金などの内訳を見ましても、かなり幅広く該当している事業が載っ

ておりますし、１億5,000万と7,000万だから２億ぐらいは子育て以外にも使っていると

いうことで、これが伝わっていないのが非常にもったいないなという思いもありますん

で、答弁どおり、根気強く情報提供していくということも大事ですけれども、分かりや

すく伝えることも大事かと思います。 

  例えば、そういうのを活用していますよというようなステッカーを貼るとか、事業を

やるときにはタイトルを添付するとか、そういう形で、分かりやすい形で周知していく

方法も必要かと思うんですけれども、この辺についてお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 ご指摘のとおりで、じゃ具体的にどのような周知手法があるのかという

ようなことであります。 

  スクールバスについては、あそこにふるさと納税・少子化対策夢基金という事業名を

載せさせていただいていますね。例えばここでお風呂のサービスの関係だとか、あるい

は入浴料金が300円だとか、多分公共施設を経営しているところでは最も低いほうだろ

うと思いますが、その前に、そもそもお風呂というのは、サービスの一環も含めて、経

営的には大きなマイナス要素を持って経営をさせていただいているということでありま

す。 

  しかし、そこに対する需要が高いと。あれもやっぱり基本的には費用対効果という視

点も指摘されるところでありますけれども、住民があそこで語らい、そしてまた健康づ

くりをするという意味では、町費だけではなくて、こういった資金がそういった事業を

可能にしているということがございます。あるいは、福祉灯油なんかについてもそうで

ありますけれども、あれも価格の高騰に限らず、今のところは厳しい年金生活者に対し

て支援をさせていただいていると。 
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  なかなかよその町ではできていないということがあるんですよね。そういったことに

対して、相当の手厚いサービスは、全体として、とにかく上士幌町としては、福祉にし

ても産業にしてもさせていただいていると。これはやっぱり一番はふるさと納税の寄附

金が最も大きな財源になっているということなんですね。これがなければ、ちょっとこ

の点については我慢していただきたいなと、水道料なんかもそうですけれども、今回

２％、消費税分を上げさせていただきますけれども、あれも一貫して、30年来、十勝の

中で最も低いと。あれが平均値のところでいくと、年間にするとかなりのまた負担増に

なったりしているということがありますね。 

  それから、介護関係のサービスの問題、その中でも頑張ったらその分を、頑張って、

介護の国の支援費が少なくなる分については補塡をさせていただくだとか、これは直接

ふるさと納税云々ということだけでなくて、全体に血液が回っているということなんで

すね。そのことについては、なかなか理解していただくのは難しいかも分からないけれ

ども、自分たちの暮らしがこのように潤沢にいっているというのは、そこにあるという

ことをやっぱりこれからも伝えていく必要があるだろうなというふうに思いますし、例

えば具体的にステッカーで、風呂の関係であれば、そのふるさと納税のお金も使わせて

いただいているという出し方も必要なのかなと、そんなふうに思います。 

  このサービスあるいはいろんな支援については、これでいいということはなかなかな

いんですよね。そういった意味では、時々はよその町と比較してもらうなんていうこと

も大事なことでないだろうかなというようなことと、いろんなところで、単にこれが企

画だけで説明するということでなくて、いろんな部署にまたがっていることですから、

それらについては、例えば会議の中でも、この件についてはこれを利用させていただい

ているとか、これを具体的にきめ細かく周知をしていくということなんかも必要なのか

なと、こう思ったりもしています。 

  なかなか十人十色で、いろんな広報を隅から隅まで見る人もいるだろうし、そうでな

い人もいるだろうけれども、いずれにしても、行政として一番大事なのは、やっぱり町

の広報が一番の情報源の大事なことでありますので、ここについては、引き続きしっか

り見ていただきたいなと。見ていただくことによって、せっかく受けるサービスも受け

られるサービスも受けられなかったりするということがありますから、ここのところに

ついては見ていただきたいなと。若い人は今、ネットなんかを使っていますから、そん

なことで、自分が該当することについてのサービスはどんなものがあるのかと、これは

また一方では住民にもぜひお願いをしたいなと、こういう機会にお願いさせていただき

たいなと。 
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  今回また広報が出ますけれども、最高のボリュームありますから、全部が全部自分に

関わってくるかどうか分かりませんけれども、自分に関わるところについては、きめ細

かくご覧いただきたいなと、そんなふうに思って、その上で、まちづくりにもいろいろ

と参加していただくと、大変すばらしいことでないかなと、そう思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） そういった形で、こういう誤解がないようなまちづくりを進め

ていってもらいたいと思います。 

  以上をもちまして、私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 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 ３時１６分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 再開いたします。 

（午後 ３時１６分） 

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

◎散会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしましたので、本日の

会議を終わります。 

  明日からは休会とし、本会議の再開は３月19日木曜日午前10時でありますので、ご承

知願います。 

  本日はこれにて散会といたします。 

（午後 ３時１７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申し上げます。 

  議会運営委員会は、３月12日午前９時より、委員会室において、議会運営委員会全員

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

の審議方法等について審議いたしました。 

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

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

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

  １点目は、日程第３、議案第16号から日程第８、議案第21号までの令和２年度各会計

予算案は、６件を一括報告とし、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  なお、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計及び介護保険特別会計の３会

計については、特別委員会での討論がなかったことから討論を省略することにいたしま

す。 

  ２点目は、日程第９、会議案第５号第６期上士幌町総合計画等調査特別委員会の設置

についてを議会運営委員会の提案により上程することといたしました。この会議案は、

議長を除く議員全員で構成することにし、特別委員会の委員長及び副委員長はあらかじ

め議会運営委員会において協議しておりますので、議長の指名により選任いたしますの

でご承知おきお願いいたします。 

  ３点目は、日程第14、議案第26号から日程第24、議案第36号までは関連がありますの

で、11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25、議案第37号及び日程第26、議案第38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27、監報告第１号から日程第28、監報告第２号までの２件につきま

しては一括報告することといたします。 
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  以上をもって、議会運営委員会の議事運営の報告を終わります。 

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

◎行政報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、行政報告を議題といたします。 

  説明員より報告の説明を求めます。 

  杉原商工観光課長。 

○杉原祐二商工観光課長 道の駅かみしほろの道の駅の登録につきましてご報告いたしま

す。 

  別紙１の資料をご参照ください。 

  本年３月13日に、国土交通省より、道の駅の第52回登録が公表され、道の駅かみしほ

ろが同日付で登録されました。今回、全国で13駅が登録され、北海道内では、本町を含

み２駅が登録されました。かみしほろは道内で127番目の道の駅となり、十勝では15駅

目となります。 

  登録が完了いたしましたことから、５月28日のオープンに向けたＰＲ活動を行ってま

いります。近日中に、商工会、観光協会のご協力をいただき、宣伝ポスターを各事業所

に掲示していただくこととしております。その他、ＳＮＳなど様々な媒体を活用いたし

まして、ＰＲしてまいりたいと考えております。 

  以上、道の駅かみしほろの道の駅登録についてのご報告とさせていただきます。 

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

疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で行政報告に対する質疑を終結いたします。 

  これをもって行政報告を終わります。 

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

◎議案第７号の上程、報告、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、総務文教厚生常任委員会審査報告を行います。 

  議案第７号かみしほろシェアオフィス条例の制定についてを議題といたします。 

  本案について、総務文教厚生常任委員会委員長の審査報告を求めます。 

  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付託事件審査

報告をいたします。 

  本委員会に付託されました事件については、慎重審査の結果、次のとおり決定いたし
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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７号かみしほろシェアオフィス条例の制定について、令和２年３月

３日、付託を受けております。 

  審査年月日、令和２年３月10日、１回であります。 

  場所につきましては、委員会室で行いました。 

  説明委員に、竹中町長、千葉副町長、松岡企画財政課長、梶主幹。 

  審査結果におきましては、当委員会は、議案第７号の審査に当たり、町長、副町長、

担当課長及び担当主幹の出席を求め、質疑、聴取による審査を行いました。 

  慎重審査の結果、全会一致をもって原案可決すべきものと決定したことをご報告いた

します。 

  以上で、総務文教厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりましたので、これより委員長の報告に対

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７号に対する討論を行います。討論ありますか。 

  ８番、江波戸明議員。 

  ちょっとお待ちください。 

  暫時休憩します。 

（午前１０時０８分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 再開いたします。 

（午前１０時０８分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありますので、これより討論を行います。 

  最初に、本案に対する反対の討論を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） ただいま提案されました議案第７号のかみしほろシェアオフ

ィス条例の制定に関する件について、賛成の立場で討論に参加いたします。 

  この条例は、設置目的にあります企業誘致や人材誘致に資するという大きな目的のも
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と、地域振興を図ることを前提として設置されたものです。この取組について、国は、

企業の人材確保や事業継続計画の観点からメリットがあり、地方においては、空き家、

空き店舗の再生、関係人口の増加と各種の政策を実現する手段となり得るとしています。

町が本施設をシェアオフィスの運営体としてのみの活用であれば、将来の財政負担が少

なくなるが、地域振興を図ることを明確にし、企業誘致、人材誘致を積極的に行うツー

ルとすることにより、本条例に基づくまちづくりにつながる設置の意味があると思いま

す。 

  その意味で、将来においても本施設の設置目的と地域での取組の成果を明確にし、町

や商店街の課題にもあります空き家、空き店舗の再生活用や、この町の自然を含めた特

性を広める手段となる関係人口との交流などの方向が明確化されることも、将来におけ

る地域の振興につながるものと思います。そのために、この施設の利用率を高め、都市

との拠点であるウィワークとの関係と連携に努め、単に国が示したモデル事業に収まる

ことなく、地域振興ツール施設として期待するところであります。 

  なお、本事業を担当する地域おこし協力隊職員が事業を理解し、このことに関連した

仕事として地域に根差す目標も期待するところであります。そのためには、シェアオフ

ィスに参加する企業、個々人とは関係人口を乗り越えた町民との交流や理解の場を通し、

関係人材としてのより一層の体制づくりが必要となります。重ねて、新たな働き方の取

組として情報、通信技術を取り入れた北のスマート田舎づくりを明確にしたまちづくり

とした取組に注視し、本条例の制定に賛成とし討論を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議案第７号に対する反対の討論を行います。 

（「なし」の声） 

○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。 

（「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７号に対す

る討論を終結いたします。 

  これより議案第７号の採決を行います。 

  本件は起立により採決を行います。 

  なお、起立しない議員は反対とみなします。 

  本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 
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  本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山幸昭議長） 起立多数であります。 

  よって、議案第７号は委員長の報告のとおり可決されました。 

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

◎議案第１６号から議案第２１号の上程、報告、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、予算審査特別委員会審査報告を行います。 

  日程第３、議案第16号令和２年度上士幌町一般会計予算、日程第４、議案第17号令和

２年度上士幌町国民健康保険特別会計予算、日程第５、議案第18号令和２年度上士幌町

後期高齢者医療特別会計予算、日程第６、議案第19号令和２年度上士幌町介護保険特別

会計予算、日程第７、議案第20号令和２年度上士幌町水道事業特別会計予算、日程第８、

議案第21号令和２年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算、以上６件を一括して議題

といたします。 

  ６案について、予算審査特別委員会の審査報告を求めます。 

  予算審査特別委員会委員長、３番、伊東久子議員。 

○予算審査特別委員長（伊東久子議員） 本委員会に付託されました事件について、慎重

審査の結果、次のとおり決定いたしましたので、上士幌町議会会議規則第77条の規定に

より報告をいたします。 

  審査事項、議案第16号令和２年度上士幌町一般会計予算、議案第17号令和２年度上士

幌町国民健康保険特別会計予算、議案第18号令和２年度上士幌町後期高齢者医療特別会

計予算、議案第19号令和２年度上士幌町介護保険特別会計予算、議案第20号令和２年度

上士幌町水道事業特別会計予算、議案第21号令和２年度上士幌町公共下水道事業特別会

計予算、これは令和２年３月３日に付託を受けております。 

  審査年月日は、令和２年３月５日と６日の計２日間でありました。 

  審査場所は議場によります。 

  説明員につきましては、竹中町長、千葉副町長、小堀教育長、各課部局長、主幹及び

担当主査の出席をいただきました。 

  審査結果につきましては、議案第16号から議案第21号までの令和２年度上士幌町一般

会計予算及び５特別会計予算は、今定例会の３月３日に提案されました。 

  この予算案の審査に当たり、議長を除く議員全員による予算審査特別委員会が設置さ

れ、審査を行ってきたところであります。 

  本特別委員会の運営に際して、委員並びに町理事者を初め、各課部局長、主幹及び担
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当主査の方々にご協力をいただきましたことに、厚くお礼を申し上げます。 

  当特別委員会は、慎重審査の結果、お手元に配付のとおり、議案第16号から議案第21

号までの６案は全て原案可決すべきものと決定したところであります。 

  各議案審査の質疑の内容については、議長を除く議員全員が特別委員会の委員であり

ますので、省略をさせていただきます。 

  なお、議案第16号令和２年度一般会計予算案、議案第20号令和２年度水道事業特別会

計予算案、議案第21号令和２年度公共下水道事業特別会計予算案については、質疑終結

後、討論があり、起立採決の結果、起立多数で原案可決すべきものと決定いたしました。 

  その他の議案第17号から議案第19号までの３特別会計については、討論がありません

でしたので、簡易表決をもって全会一致により原案可決すべきものと決定をいたしまし

た。 

  以上で、予算審査特別委員会に付託されました議案審査の経過と結果の報告を申し上

げ、予算審査特別委員会報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりました。 

  予算審査特別委員会は、議長を除く議員全員で構成されておりますので、委員長報告

に対する質疑は、議会運用例第96条の５の規定によりこれを省略いたします。 

  また、議案第17号から議案第19号までの３特別会計予算案の討論についても、議会運

用例第100条第３項の規定によりこれを省略いたします。 

  これより、各会計の予算案ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、議案第16号令和２年度上士幌町一般会計予算の討論を行います。討論ありま

すか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。 

  先に、議案第16号に対する反対の討論を行います。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 議案第16号令和２年度上士幌町一般会計予算案に対する反対討

論を行います。 

  昨年10月より消費税が10％になり、全国的にも町内的にも経営、生活が冷え込んでい

ます。また、今、猛威を振るっているコロナウイルスの影響も計り知れません。今こそ、

国を挙げて無駄をなくし、弱者対策に力を入れなければなりません。国においては、軍

事費を増やし続けることをやめ、大企業がため込んでいる449兆円もの内部留保の活用

をするときです。また、地方への財政支援等は、全国どこに住んでも同じレベルの教育、

福祉が受けられるようにすべきと考えます。各自治体で差が出るふるさと納税金の恩恵
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ではなく、地方交付税を増やすことを重点にする施策を守らせるべきです。 

  以下、３点の理由で反対いたします。 

  １、財政問題、まちづくりの問題です。 

  上士幌町は、ふるさと納税金や道の駅など国の交付金などを有利な支援で、比較的、

財政的には、今のところ安定しているかと思います。このことは、町長初め、職員の

方々の努力の成果もあると判断するところです。さらに、令和２年度は、今後の大きな

事業のために企業版ふるさと納税金の活用に力を入れるとしています。しかし、町とし

て有利でも国への税収減につながり、国全体としてはいいのかと疑問を持っています。

財政難の折、また、今後心配される各種対策において、国も地方も無駄をなくし、生活

優先の財政運営とするべきです。既に、事業が進んではいますが、もっと慎重な財政運

営、町民本位に基づいた事業実施をしていくべきと考えます。 

  ２番目は、マイナンバーカードの問題です。 

  2017年度から導入されておりますが、全国的には13％で、十勝管内には８から10と進

んでいません。それは必要性を感じないからです。しかし、令和２年度においては、国

民健康保険証を医療機関のシステム改修を行い、令和３年度からは本格運用を図る予定

です。マイナンバーの目的の１つであった社会保障費削減が、いよいよ可能となってし

まいます。国の制度は、町民の命や暮らし、福祉を守ることにならないかと、このマイ

ナンバー制度の導入、システム改修等含むため反対いたします。 

  ３番目の問題は、平和の問題です。 

  令和２年度、国の軍事費は過去最高５兆3,200億円、各種関連予算も含めますと５兆

5,700億円となります。その中には、ローンまで組んで爆買いするステルス戦闘機35な

どを含んでいます。また、政府は、自衛隊護衛艦を中東に派遣するなど、アメリカの言

いなりで国のほうには目を向けていません。日本を守るため、災害救助に尽力をしたい

という自衛隊の方々の思いも無視する結果となっていると思います。このような中、自

衛隊募集事務委託事業、自衛隊協力会への補助金含むため反対いたします。 

  以上、反対の意見といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議案第16号に対する賛成の討論を行います。 

  ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） 議案第16号令和２年度上士幌町一般会計予算に賛成の討論を行

います。 

  前段、新型コロナウイルス感染症の対策に連日ご苦労されている町職員及び関係機関

の皆様に敬意を表します。また、このことによる影響を受けている町内業者の皆様に対
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して、国・北海道と連携して迅速に対策を実施していただくことと、住民生活にも万全

の対策を講じていただくことを要望いたします。 

  そのような状況の中で、３月５日、６日の２日間、予算審査特別委員会において令和

２年度上士幌町一般会計予算について審議が行われました。竹中町政５期目の最終年を

迎える来年度予算となりますが、国が進めている地方創生第Ⅱ期総合戦略の５か年のス

タートとなることから、情報通信技術を活用し、本町の基幹産業であります農業におい

て、スマート農業の実現、福祉、医療、教育にも活用が期待されます。また、５月28日

には待望の道の駅かみしほろのオープンや、ナイタイテラスのさらなる活用で、交流人

口を増大させ、商工業の活性化に期待が持てます。これらのことから、今後の上士幌町

の持続的な発展に結びつく予算内容と評価し、この予算案に賛成するものであります。 

  議員各位のご賛同をいただき、ご可決いただくことをお願いし、私の賛成討論といた

します。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議案第16号に対する反対の討論を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議案第16号に対する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） ただいま報告されました議案第16号の令和２年度上士幌町一

般会計予算、当初予算に係る予算審査特別委員会審査報告に関し、賛成の立場で討論に

参加いたします。 

  新たな令和２年度は、まちづくりの根幹である総合計画の作成に向けた作業は令和３

年度末までに完了し、本年度からは人口ビジョン第Ⅱ期総合戦略がスタートし、国にお

いては過疎地と指定された場合、過疎地域自立促進計画の策定も視野に入れる大変重要

な時期を迎えているところです。町は地域創生交付金等の効果的な活用により、まちづ

くりの核として位置付けた各種施設を整備してまいりました。令和２年度は、地域防災

拠点としての消防庁舎の改築及び消防団の訓練施設の新設、農業技術センターの改築、

町営のバイオガスプラント等予定されております。次年度以降においては、公共施設の

ハード面では、役場庁舎の大型改修等が予測されているところです。これらの事業の進

行と並行し、今後は、全てのアイデアなどを集積したまちづくりのソフト面を積極的に

生かした全町民に向けた住みよい、幸福感の持てるまちづくりへの効果が見込まれると

期待しているところです。 

  これらハード事業の財源措置として、地方創生交付金を主財源とし、過疎債による補

填などを見込み、町においては自前の財源以外の効率的な財源を活用した財政運営を進
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めていることに関しても、効果的な財政運用として評価もされるところです。 

  今後においては、これらの施設の活用を十分に精査し、施設運営に係る町財政の負担

を著しく阻害しない、全町民を巻き込んだ知恵をもって対応を願うところです。特に、

今年度開設したナイタイテラス及び新年度からの道の駅の運営は、ＤＭＯ、観光商社が

担うところですが、経営方針の軸をしっかり構えて、将来にわたる町の財政負担などの

支援を予定しない稼ぐ法人として成長を願うところです。 

  町民に関する身近な政策として、健康で安心して暮らせる町においては、保健、医療、

地域包括ケアシステム、福祉、子育て支援などにおいては、とりわけ目新しい目玉的な

取組が見受けられませんが、今日まで高い目標を持って取り組んできました福祉、医療

などに係る水準の高い、安定した政策の推進を継続しているところと思います。 

  そのうちでも、予防を理念としたスマートライフかみしほろを前提としたまちづくり

に加えて、予防を通り越し、治療や施設入所などの段階に至っている町民の方々に対す

る医療、介護等のアフターケアについては、深刻な町民の課題になることから、具体的

にそれらの現場事情を承知の上、予防後の町民に対する施策の充実を行う必要な時期に

来ています。 

  あわせて、本気でまちづくり活動、開かれた行政を展開する意味は町長が積極的に町

民との懇談の場を持ちながら、的確な町民要望を確認する姿も、開かれた行政の基本的

対応になるものと思います。町民に耳を傾けた広聴として、町民との意見交換などの懇

談の場を都度開催し、その町民との意見交換などの効果を踏まえて、町民を主人公とし

た町政運営の対応を願うところです。総体に係る財政運営の効果と無理、無駄な事業の

積極的な検証を前提に、攻めの行政と守りの行政を明確にした行政を進める予算の議案

であることを期待し、委員長の報告にある令和２年度予算審査特別委員会審査報告につ

いては、賛成の討論といたします。 

  最後に、長年、行政運営を担ってきた数名の職員が定年等により、行政の第１歩から

遠ざかり、退職なりが予定されているところであります。都度において培ってきた行政

経験を活かし、引き続きまちづくりについての支援の対応を願うところであります。 

  以上をもちまして、議案第16号の提案について賛成の討論を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議案第16号に対する反対の討論を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議案第16号に対する賛成の討論を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論がありませんので、これをもって議案第16号に対す
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る討論を終結いたします。 

  これより議案第16号の採決を行います。 

  本件は起立により採決を行います。 

  なお、起立しない議員は反対とみなします。 

  本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山幸昭議長） 起立多数であります。 

  よって、議案第16号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第17号令和２年度上士幌町国民健康保険特別会計予算の採決を行います。 

  本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第17号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第18号令和２年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算の採決を行います。 

  本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第18号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第19号令和２年度上士幌町介護保険特別会計予算の採決を行います。 

  本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第19号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第20号令和２年度上士幌町水道事業特別会計予算の討論を行います。 

  討論ありますか。 
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  討論がありますので、これより討論を行います。 

  先に、議案第20号に対する反対の討論を行います。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 議案第20号令和２年度上士幌町水道事業特別会計案に対する反

対討論を行います。 

  昨年10月より消費税が10％に引き上げられたことにより、令和２年５月より町の料金

も引き上げるものです。上士幌町は、消費税導入以来、そして、その後の引上げのとき

にも、引上げ分は内税にして、町が負担して国に納めてきました。今、町民の生活が大

変なとき、せめて町の公共料金分は今までどおりにし、引き上げるべきではないと考え

ます。 

  以上、引上げ分の料金を含むため反対いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議案第20号に対する賛成の討論を行います。 

  ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） 議案第20号令和２年度上士幌町水道事業特別会計予算に賛成の

討論を行います。 

  水道事業特別会計においては、これまで３％、５％、８％と３度の消費税導入及び引

上げの際には、内税方式でその引上げ分を吸収し、料金の引上げは見送ってきました。

しかし、今回、10％の引上げに対しては、今後の経営の安定のためにやむなく２％分を

料金に転嫁するものであり、やむを得ない措置だと了承するものであります。また、今

後、令和５年度から導入される複式簿記を導入する企業会計への移行も見据えた予算内

容であり、賛成するものであります。 

  議員各位のご賛同をいただき、ご可決いただくことをお願いし、私の賛成討論といた

します。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議案第20号に対する反対の討論を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議案第20号に対する賛成の討論を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論がありませんので、これをもって議案第20号に対す

る討論を終結いたします。 

  これより議案第20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。 
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  本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山幸昭議長） 起立多数であります。 

  よって、議案第20号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第21号令和２年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算の討論を行います。  

討論ありますか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。 

  先に、議案21号に対する反対の討論を行います。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 議案第21号令和２年度公共下水道事業特別会計案に対する反対

討論を行います。 

  先ほど申し上げました、水道事業特別会計と同じ内容で反対するものです。 

  この中には、消費税引上げ分が含まれているため反対いたします。 

  以上で、反対といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議案第21号に対する賛成の討論を行います。 

  ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） 議案第21号令和２年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算に

賛成の討論を行います。 

  公共下水道事業特別会計においては、これまで５％、８％と２度の消費税導入及び引

上げの際に、内税方式でその引上げ分を吸収し、料金の引上げは見送ってきました。し

かし、今回の10％への引上げに対しては、今後の経営安定のためにやむなく２％分を料

金に転嫁するものであり、やむを得ない措置だと了承するものであります。また、今後、

令和５年度から導入される複式簿記を導入する企業会計への移行も見据えた予算内容で

あり、賛成するものであります。 

  議員各位のご賛同をいただき、ご可決いただくことをお願いし、私の賛成討論といた

します。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議案第21号に対する反対の討論を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議案第21号に対する賛成の討論を行います。 

（「なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論がありませんので、これをもって議案第21号に対す

る討論を終結いたします。 

  これより議案第21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。 

  本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山幸昭議長） 起立多数であります。 

  よって、議案第21号は委員長の報告のとおり可決されました。 

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

◎会議案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第９、会議案第５号第６期上士幌町総合計画等調査特別委

員会の設置についてを議題といたします。 

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

を求めます。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） ただいま提案されました会議案第５号第６期上士幌町総合計画

等調査特別委員会の設置についての提案説明を申し上げ、議員各位のご理解と賛同を賜

りたいと思うものであります。 

  特別委員会の設置につきましては、議会運営委員会において検討、協議し、議会運営

委員全会一致を得て、私が提案者となり、ご提案申し上げるものでございます。 

  会議案第５号第６期上士幌町総合計画等調査特別委員会の設置についてでありますが、

総合計画は本町のまちづくりを進めるに当たって最も基本となる計画で、これまで５回

の改定が行われ、令和４年度から新たな計画が実施されることになります。議会といた

しましては、この計画に策定段階から積極的に関わり、あらゆる角度から調査、検討を

加えることにより町民目線に立った、町民のための計画になると考えております。 

  また、来年度からは、上士幌町人口ビジョン第Ⅱ期総合戦略による事業が実施される

ほか、現在の過疎地域自立促進特別措置法が継続された場合の計画策定など、総合計画

と関連の深い計画についても総合的に調査、検討することにより、実効性の高い計画が

策定されると考えております。このことから、総合計画を中心とした諸計画について、
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調査及び研究を行う必要があると判断し、議長を除く議員全員をもって構成する特別委

員会を設置しようとするものであります。 

  なお、特別委員会の設置に伴う委員長及び副委員長の選任については、議長の指名に

より選任をいただくことになっておりますので、ご理解とご協力を申し上げます。 

  議員各位の満場の賛同を賜り、この会議案をご可決賜りますようお願いを申し上げま

す。 

  以上をもって、会議案第５号の提案説明といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案理由の説明が終わりましたので、これより会議案第５号に

対する質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上をもって会議案第５号の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、会議案第５号に対する反対の討論を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、会議案第５号に対する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） ただいま提案されました会議案第５号上士幌町総合計画等調

査特別委員会の設置について、賛成の立場で討論を行います。 

  私たち議会議員は、昨年の地方統一選挙を通し、町民の理解を受けて議会活動を行え

る環境ができました。そのことから、どのような姿勢で議会活動を進めるかは、町民の

目線を大切にし、町行政の取決めを一層理解するために、その点検を行うことを前提に

しつつ、新たな議会としてのまちづくりへの検討や提案等示すことが必要であると思い

ます。その意味では、新たな令和２年度からは、まちづくりの根幹である人口ビジョン

第Ⅱ期総合戦略の実行、総合計画の調査と策定、過疎地域自立促進計画策定の準備など、

重要なまちづくりの場面に直面しているところであります。 

  まちづくりの趣旨は町民の幸福を求めることを前提としていることから、議会として、

この特別委員会の活動を重視し、町民との意見交換や説明責任を重視し、一方、行政と

については十分な政策議論を交わし、まちづくりの課題をより共有し、十分な理解のも

と協働を行いながら政策を継続的に推進し、取決めの可否状況等を確認する役割があり

ます。そのことにより、常に町民の意見などを意識し、町の政策を理解するため積極的

に議論に加わる姿勢を保持し、議員自ら重要業績評価等を踏まえた視点を持ち、時代に
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沿ったまちづくりに参加することになるものと思います。 

  その意味で、議会運営委員長が提案されました上士幌町総合計画等調査特別委員会の

設置に賛成し、討論を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、会議案第５号に対する反対の討論を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、会議案第５号に対する賛成の討論を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論がありませんので、これをもって会議案第５号に対

する討論を終結いたします。 

  これより会議案第５号の採決を行います。 

  本案は起立による採決を行います。 

  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、会議案第５号は原案のとおり可決されました。 

  ただいま設置されました第６期上士幌町総合計画等調査特別委員会の委員長及び副委

員長は、委員会条例第８条第３項の規定により、委員会において互選することになって

おりますが、議会運用例第113条の１の規定により、あらかじめ議会運営委員会におい

て協議いたしました。 

  ここでお諮りいたします。 

  この際、第６期上士幌町総合計画等調査特別委員会の委員長及び副委員長の互選の方

法は、議長の指名推選によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、第６期上士幌町総合計画等調査特別委員会の委員長及び副委員長は、議長に

おいて指名することに決定いたしました。 

  それでは、指名いたします。 

  第６期上士幌町総合計画等調査特別委員会の委員長に５番、早坂清光議員を、副委員

長に４番、野村恵子議員を指名いたします。 

  お諮りいたします。 
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  第６期上士幌町総合計画等調査特別委員会の委員長に５番、早坂清光議員を、副委員

長に４番、野村恵子議員を選任することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、第６期上士幌町総合計画等調査特別委員会の委員長に５番、早坂清光議員を、

副委員長に４番、野村恵子議員を選任することに決定いたしました。 

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

◎議案第２２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22号上士幌町職員の服務の宣誓に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 ただいま上程されました、議案第22号上士幌町職員の服務の宣誓に

関する条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容をご説明申し上

げます。 

  例規集は第４編人事第４章服務をご参照願います。 

  今回の改正につきましては、令和２年４月１日から導入される会計年度任用職員につ

いて、地方公務員法第31条服務の宣誓の規定が適用されることから、新たに会計年度任

用職員の服務の宣誓についての規定を設けるものであり、国から示されている条例案に

準じて改正しようとするものです。 

  具体的な改正内容についてご説明いたします。 

  議案第22号関係新旧対照表をご参照願います。 

  下線部分が改正部分であります。第２条第２項として、会計年度任用職員の服務の宣

誓については、前項の規定にかかわらず別段の定めをすることができる旨の規定を追加

するものであります。具体的には、フルタイム、パートタイムにかかわらず、最初の任

用の際に署名をした宣誓書を提出していただくことを想定しています。 

  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。 

  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22号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  ８番、江波戸明議員。 
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○８番（江波戸 明議員） 今、総務課長から概要について説明を受けて、基本的には理

解しておりますし、国の定めを含めて対応するとなっていますけれども、特に、12月20

日に決定されて４月１日から始まる会計年度任用職員の扱いという部分になりますけれ

ども、この中身で確認しておきたいと思います。宣誓書の中身なんですけれども、基本

的に上士幌町職員の服務の宣誓に関する条例に添付されています、この例式を基本とす

るという形で認識してよろしいでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 ただいま議員のおっしゃるとおり条例に規定しています様式ですね、

宣誓書の様式をそのまま使うということを想定しております。 

  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） 今回の条例の部分で、任命権者は特段の定めをすることがで

きるという部分が中身的に、僕、ちょっと認識していませんけれど。例えば、今、コロ

ナウイルスが蔓延して、保育所等のパートの職員の方がかなり勤務時間がなくなってい

るというふうに聞いているところであります。かなりそういうパートの方々については、

非常に勤務条件等含めて時間等を制約されながら、このようなことになると、どうして

も、子供たち、今、かなり自粛的な対応の中で、子供たちが来ていないという部分があ

って、現在賃金ですけれども、来年から給与になりますけれども、これの目減りが大き

いなという部分でですね、その他いろいろな意味で正職員と違った待遇が明確だという

部分も認識していますので、これについて、もう少し宣誓書の部分については、もう少

し簡潔で、あまりこの難しさではなくて、日本国憲法を尊重しとかって、そういう難し

くなく、何か別立ての宣誓書の様式を考えてみてはどうかなという部分もあると思うん

です。 

  そんなことで、ここまでびしっとした宣誓書でなくてもいいんじゃないかなと認識し

ますけれども、ここら辺の考え方について何かありましたら考え方を示してほしいと思

います。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 地方公務員法上は、会計年度任用職員であっても、一般職という扱

いになっているものでございまして、宣誓書についても常勤の職員と同じようにという

ことで考えていたものでございます。待遇の面については差があるということは事実で

ございますけれども、宣誓につきましては、地方公務員法にのっとった形ということで、

職員と同じような形で考えさせていただきたいというふうに考えております。 
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○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） もし今後、採用段階で、本当にこれから人材確保というのは

非常に難しい、特にパートさんの職業的な方については、この任用の２号の方について

は難しい時期もきても困るなというのもありますし、ここら辺は、少し、もし将来にわ

たって考え方で軟らかくできるんだったら、またその努力もしてもいいのかなと思いま

すんで、もし考え方があったらお願いいたしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 今回につきましては、制度が初めて導入されるということで、この

ような形で進めていきたいと思っておりますけれども、将来的には、実際に実務をやっ

ていく中で、簡略化できたりするものがあれば、そういうことは検討していきたいとい

うふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第22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22号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。 

  ここで15分間の休憩といたします。 

  再開は５分前に予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前１０時５７分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時０８分） 

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

◎議案第２３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第11、議案第23号職員の育児休業等に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。 
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  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23号職員の育児休業等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  例規集は第４編人事第４章服務をご参照願います。 

  本条例の改正は、令和２年４月１日から会計年度任用職員制度が導入されることに伴

い、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき、会計年度任用職員が育児休業及び

部分休業を取得することができるよう、国の非常勤職員に準じて関係規定を整備するも

のであります。あわせて、育児短時間勤務に関する一部改正や文言の修正等を行うもの

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23号関係、新旧対照表をご参照願います。 

  下線部分が改正部分であります。 

  第２条の改正は、育児休業をすることができない職員について、非常勤職員に関する

規定を追加するものです。在職期間が１年未満の場合や、子が１歳６か月に達する日ま

でに任期満了し、引き続き任用されないことが明らかな者、規則で定める勤務日の日数

が少ない者は育児休業することができないとするものです。 

  第２条の３は、育児休業の期間に関する規定で、原則は子の１歳到達日までとし、配

偶者と職員がそれぞれ育児休業をしようとする場合は、子が１歳２か月に到達する日ま

で、また、子の１歳到達日において育児休業をしており、かつ、規則で定める特に必要

と認められる場合は、子が１歳６か月に到達する日までと規定しています。規則では、

特に必要と認められる場合として、保育所等に申込みを行っているが入所できない場合

や、子を養育する予定であった配偶者が死亡した場合などを定めることとしています。 

  第２条の４は、子が２歳に達する日まで育児休業することができる、特に必要と認め

られる場合について定める規定であり、子の１歳６か月到達日に育児休業をしており、

かつ、規則で定める特に必要と認められる場合と規定しています。規則では、特に必要

と認められる場合として、保育所等に申込みを行っているが入所できない場合や、子を

養育する予定であった配偶者が死亡した場合などを定めることとしています。 

  第２条の５は、再度の育児休業が認められる場合についての規定で、子の出生日から

57日以内に最初の育児休業をした場合は、再度の育児休業が認められるものです。 

  第３条は、再度の育児休業が認められる特別な事情に関する規定ですが、非常勤職員

に関する規定として、育児休業を１歳６か月または２歳まで取得する場合や、任期満了
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後再度任用され、引き続き育児休業を取得する場合を追加するものです。 

  第８条は、文言の修正です。 

  第11条は、シフト制で勤務する職員の育児短時間勤務に関する勤務の形態を定めるも

のです。 

  第14条は、育児短時間勤務職員等についての給与条例の読み替え規定ですが、再任用

職員が育児短時間勤務をした場合の規定を追加するものです。 

  第16条の２については、任期付短時間勤務職員についての給与条例の読み替え規定を

追加するものです。 

  第18条は、部分休業することができない職員についての規定ですが、非常勤職員に関

する規定を追加するもので、在職期間が１年未満の職員や勤務日数、勤務時間の少ない

職員については、部分休業することができないとするものです。 

  第19条は、部分休業の承認に関する規定で、非常勤職員に関する規定を追加するもの

です。１日の勤務時間から５時間45分を減じた時間を超えない範囲内で行うとするもの

です。 

  第20条は、部分休業している職員の給与の取扱いに関する規定で、非常勤職員に関す

る規定を追加するものです。部分休業で勤務しない時間について、１時間当たりの報酬

または給与額を減額して支給するとするものです。 

  附則第１項は、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、改正前の地方自治法により任用されていた臨時職員等が、引き続き会

計年度任用職員として採用された場合は、当該在職期間を改正後の職員の育児休業等に

関する条例の在職期間とみなし、通算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23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23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23号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案23号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第２４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第12、議案第24号上士幌町営住宅条例等の一部を改正する

条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  名波建設課長。 

○名波 透建設課長 ただいま上程されました議案第24号上士幌町営住宅条例等の一部を

改正する条例の制定について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  町例規集は第９編建設第２章建築・住宅、上士幌町営住宅条例をご参照願います。 

  今回の改正につきましては、民法の一部が改正され、入居保証の取扱いが本年４月１

日に施行されることから、国土交通省より、住宅困窮者の公営住宅の入居に際し、これ

までの連帯保証人の確保から転換を図るよう、各自治体に通知されているものでありま

す。 

  本町においても、少子高齢化が進む中、町民が安全で安心して暮らせる持続可能な地

域社会を形成していくために、住生活の安定性という観点から、子育て世帯、高齢者、

障害者など多様化する住宅困窮者の居住の安定を確保していくことが重要であるとし、

町営住宅における保証人制度廃止等について、条例の一部を改正するものであります。 

  主な改正内容でございますが、お手元の議案第24号関係、上士幌町営住宅条例等の一

部改正新旧対照表をご覧ください。 

  上士幌町営住宅条例第10条につきましては、保証人制度の廃止に伴い保証人に関する

記載を削除するものです。 

  新旧対照表３ページの第13条第４項については、認知症患者等の収入申告が困難な場

合における家賃決定方法を追加するものです。 

  新旧対照表６ページの第44号については、民法改正により法定利率が変動制となった

ことに伴い、条例中の利息に関する表記を改めるものでございます。 

  新旧対照表７ページから８ページの上士幌町まちなか住宅管理条例、同じく９ページ

の上士幌町単身者住宅管理条例、10ページの上士幌町特定公共賃貸住宅管理条例、11ペ

ージの上士幌町子育て世帯支援住宅管理条例につきまして、保証人制度の廃止に伴い、

保証人に関する記載を削除するものです。 
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  改正条例の施行期日につきましては、令和２年４月１日から施行することといたしま

す。 

  以上、議案第24号上士幌町営住宅条例等の一部を改正する条例の制定について、その

提案理由と内容についてご説明申し上げました。 

  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24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） この連帯保証人を必要としないというのは、４月１日以降は分

かるんですが、過去に連帯保証人になっている方も、時効というか、必要となるのかと、

それから、連帯保証人がない代わりに、例えば緊急連絡先を設けるとか、そういうこと

も多分指示されているのかなと思う、その辺の明記はどんなふうになっていくのか質問

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 連帯保証人を削除することに伴いまして、緊急連絡先を確保すると

いうことで考えております。緊急連絡先を確保することで、安否確認ですとか滞納の抑

止、それから、身寄りのない高齢者の方が死亡したとき等に関しまして協力を得るため

に、そういうものを、年に１回の収入調査をいたしますので、年に１回、緊急連絡先を

確認していくということで考えております。 

  それから、改正の前の分につきましては、基本的には連帯保証人の責務が伴うという

ことでございますけれども、公平性という観点から、今後、申出等により保証人を解任

していくだとかいうふうに、決定ではないですけれども考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 特に、高齢者の方が公営住宅に入っている場合に、その保証人

の方が、いろいろな事情で亡くなったりとか、不在といいますか、そういう方もいます

ので、そのときにきちんと相談を受けながら、改めては必要としないと、亡くなったり

なんかしたときに欠員なっても、それは改めて保証人が必要ないんだということを、ぜ

ひこの条例改正と一緒に連絡してほしいなと思っています。その点について質問いたし

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波建設課長。 

○名波 透建設課長 既に連帯保証人で提出されている方も、高齢化、それから収入状況

も変わっておりますので、そういう方の整理も進めていきたいというふうに考えてござ
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います。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第24号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第24号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第２５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第13、議案第25号上士幌町学童保育所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。 

  須田生涯学習課長。 

○須田 修教育委員会生涯学習課長 ただいま上程されました議案第25号上士幌町学童保

育所条例の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由と内容についてご説

明申し上げます。 

  上士幌町例規集は第７編民生第１章社会福祉をご参照願います。 

  初めに提案理由でございますが、今回の改正は、学童保育所が災害等の理由により臨

時に休所しなければならない場合等を想定し、その費用の減免について規定するもので

あります。 

  次に、改正の内容についてですが、議案第25号関係上士幌町学童保育所条例の一部を

改正する条例新旧対照表をご覧願います。 

  下線部分が改正部分であります。 

  第６条の費用の減免の第２項として、前項に規定する場合のほか、町長が特別の事由

があると認める場合は、前条の費用を減額しまたは免除することができるとするもので

あります。 

  なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、令和２年３月１日から
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適用するものであります。 

  以上、上士幌町学童保育所条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由

と内容についてご説明申し上げました。 

  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25号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 今回の改正は、コロナウイルス対策によって生じた変動に対応

するための改正ということだと思われるんですけれども、実際のところ、どのような形

で減免または免除という想定をされているのでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 須田生涯学習課長。 

○須田 修教育委員会生涯学習課長 今回の新型コロナウイルスの感染防止の対策として、

学童保育所は３月に入りまして、前半の１週間は休所、その後も開所いたしましたけれ

ども、自粛の上開所という形で、今、運営しております。 

  この条例制定後は、町長が特別の事由があると認める場合というところで、この新型

コロナウイルスの防止策による休所というのが該当してくるということを想定しており

ますけれども、その具体的な減免の方法ですとか内容につきましては、利用者の公平性

等を勘案しながら、今後、十分協議させていただいて対応させていただきたいと考えて

おります。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第25号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第25号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第２６号から議案第３６号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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○議長（杉山幸昭議長） 日程第14、議案第26号財産の無償譲渡について、日程第15、議

案第27号財産の無償譲渡について、日程第16、議案第28号財産の無償譲渡について、日

程第17、議案第29号財産の無償譲渡について、日程第18、議案第30号財産の無償譲渡に

ついて、日程第19、議案第31号財産の無償譲渡について、日程第20、議案第32号財産の

無償譲渡について、日程第21、議案第33号財産の無償譲渡について、日程第22、議案第

34号財産の無償譲渡について、日程第23、議案第35号財産の無償譲渡について、日程第

24、議案第36号財産の無償譲渡について、以上11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26号から議案第36号財産の無償譲渡

について、以上11件を一括して、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  本件は、３月３日開催の上士幌町議会定例会でご可決をいただきました上士幌町農業

環境管理施設条例の一部改正条例により、用途廃止となった農業環境管理施設について、

使用責任者に無償譲渡することとしたいので、地方自治法第96条第１項第６号の規定に

基づき、議会の議決を求めるものであります。 

  初めに、議案第26号についてご説明いたします。 

  １の無償譲渡する財産ですが、混合舎、１次発酵舎及び２次発酵舎で、総面積

1,187.26平方メートルであります。所在地番、財産の種別、構造等は記載のとおりです。 

  ２の無償譲渡の相手方は、記載のとおりであります。 

  ３の無償譲渡する理由でありますが、行政財産としての用途廃止に伴い使用責任者に

無償譲渡することにより、当該施設の有効活用を図るものであります。 

  次に、議案第27号についてご説明いたします。 

  １の無償譲渡する財産ですが、混合舎、１次発酵舎及び２次発酵舎で、総面積

1,766.04平方メートルであります。所在地番、財産の種別、構造等は記載のとおりです。 

  ２の無償譲渡の相手方は、記載のとおりであります。 

  ３の無償譲渡する理由でありますが、行政財産としての用途廃止に伴い使用責任者に

無償譲渡することにより、当該施設の有効活用を図るものであります。 

  次に、議案第28号についてご説明いたします。 

  １の無償譲渡をする財産ですが、堆肥舎で総面積541.80平方メートルであります。所

在地番、財産の種別、構造等は記載のとおりです。 

  ２の無償譲渡の相手方は、記載のとおりであります。 

  ３の無償譲渡する理由でありますが、行政財産としての用途廃止に伴い使用責任者に
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無償譲渡することにより、当該施設の有効活用を図るものであります。 

  次に、議案第29号についてご説明いたします。 

  １の無償譲渡をする財産ですが、堆肥舎で、総面積844.80平方メートルであります。

所在地番、財産の種別、構造等は記載のとおりです。 

  ２の無償譲渡の相手方は記載のとおりであります。 

  ３の無償譲渡する理由でありますが、行政財産としての用途廃止に伴い使用責任者に

無償譲渡することにより、当該施設の有効活用を図るものであります。 

  次に、議案第30号についてご説明いたします。 

  １の無償譲渡する財産ですが、堆肥舎で、総面積450.00平方メートルであります。所

在地番、財産の種別、構造等は記載のとおりです。 

  ２の無償譲渡の相手方は記載のとおりであります。 

  ３の無償譲渡する理由でありますが、行政財産としての用途廃止に伴い使用責任者に

無償譲渡することにより、当該施設の有効活用を図るものであります。 

  次に、議案第31号についてご説明いたします。 

  １の無償譲渡する財産ですが、混合舎、１次発酵舎及び２次発酵舎で、総面積

1,572.67平方メートルであります。所在地番、財産の種別、構造等は記載のとおりです。 

  ２の無償譲渡の相手方は記載のとおりであります。 

  ３の無償譲渡する理由でありますが、行政財産としての用途廃止に伴い使用責任者に

無償譲渡することにより、当該施設の有効活用を図るものであります。 

  次に、議案第32号についてご説明いたします。 

  １の無償譲渡する財産ですが、堆肥舎で、総面積1,151.10平方メートルであります。

所在地番、財産の種別、構造等は記載のとおりです。 

  ２の無償譲渡の相手方は記載のとおりであります。 

  ３の無償譲渡する理由でありますが、行政財産としての用途廃止に伴い使用責任者に

無償譲渡することにより、当該施設の有効活用を図るものであります。 

  次に、議案第33号についてご説明いたします。 

  １の無償譲渡する財産ですが、堆肥舎で、総面積676.80平方メートルであります。所

在地番、財産の種別、構造等は記載のとおりです。 

  ２の無償譲渡の相手方は記載のとおりであります。 

  ３の無償譲渡する理由でありますが、行政財産としての用途廃止に伴い使用責任者に

無償譲渡することにより、当該施設の有効利用を図るものであります。 

  次に、議案第34号についてご説明いたします。 
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  １の無償譲渡する財産ですが、堆肥舎で、総面積709.80平方メートルであります。所

在地番、財産の種別、構造等は記載のとおりです。 

  ２の無償譲渡の相手方は記載のとおりであります。 

  ３の無償譲渡する理由でありますが、行政財産としての用途廃止に伴い使用責任者に

無償譲渡することにより、当該施設の有効活用を図るものであります。 

  次に、議案第35号についてご説明いたします。 

  １の無償譲渡する財産ですが、堆肥舎で、総面積598.50平方メートルであります。所

在地番、財産の種別、構造等は記載のとおりです。 

  ２の無償譲渡の相手方は記載のとおりであります。 

  ３の無償譲渡する理由でありますが、行政財産としての用途廃止に伴い使用責任者に

無償譲渡することにより、当該施設の有効活用を図るものであります。 

  次に、議案第36号についてご説明いたします。 

  １の無償譲渡する財産ですが、堆肥舎で、総面積435.00平方メートルであります。所

在地番、財産の種別、構造等は記載のとおりです。 

  ２の無償譲渡の相手方は記載のとおりであります。 

  ３の無償譲渡する理由でありますが、行政財産としての用途廃止に伴い使用責任者に

無償譲渡することにより、当該施設の有効活用を図るものであります。 

  以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。 

  ご審議の上、ご可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより11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11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26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26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26号は原案のとおり可決されました。 
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  次に、議案第27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27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27号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第28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28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28号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第29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29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29号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第30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30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30号は原案のとおり可決されました。 
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  次に、議案第31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31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31号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第32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32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32号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第33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33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33号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第34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34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34号は原案のとおり可決されました。 
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  次に、議案第35号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第35号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第36号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第36号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第３７号及び議案第３８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第25、議案第37号令和元年度上士幌町一般会計補正予算

（第９号）、日程第26、議案第38号令和元年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第

６号）、２件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第37号令和元年度一般会計補正予算

（第９号）、議案第38号令和元年度介護保険特別会計補正予算（第６号）の内容につい

てご説明を申し上げます。 

  このたびの補正総額は、３億6,294万3,000円の減額補正でございます。補正後におけ

る全会計の予算総額を116億8,458万7,000円とするものでございます。 

  それでは、一般会計補正予算についてご説明をいたします。 

  議案書の１ページをお開きください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から、それぞれ３億6,594万3,000円を減額し、

総額を98億9,564万9,000円とするものでございます。 
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  第２条では、繰越明許費の補正といたしまして、議案書の４ページ第２表にあります

とおり、町有財産取得事業238万4,000円を翌年度に繰り越して執行しようとするもので

ございます。 

  第３条では、地方債補正といたしまして、同じく４ページの第３表にありますとおり、

過疎対策事業の限度額を14億4,250万円から12億7,910万円に変更補正するものでござい

ます。 

  歳出における主な減額補正の内容につきましては、高度情報通信網整備事業３億

6,573万5,000円、公衆無線ＬＡＮ環境整備事業58万3,000円でございます。 

  また、追加補正につきましては、介護保険会計繰出金37万5,000円でございます。 

  次に、介護保険特別会計補正予算についてご説明をいたします。 

  議案書の11ページをご覧ください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ300万円を追加し、総額を５億

7,953万1,000円とするものでございます。 

  歳出における追加補正の内容は、施設介護サービス給付費事業300万円でございます。 

  以上が、補正予算の内容でございます。 

  なお、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、第１表のとおりであります。 

  また、事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  以上、一般会計並びに介護保険特別会計の補正予算につきましてご提案を申し上げま

した。 

  よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第37号から議案第

38号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） これをもって議案第37号から議案第38号に対する質疑を終結い

たします。 

  これより議案ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、議案第37号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第37号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第38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38号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。 

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

◎監報告第１号及び監報告第２号の上程、報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第27、監報告第１号例月出納検査報告について、日程第28、

監報告第２号財政援助団体等監査報告について、以上２件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、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１号例月出納検査報告について、その結果を

ご報告申し上げます。 

  現金出納の検査につきましては、地方自治法第235条の２第１項の規定に基づき実施

しているものでございます。 

  今回の報告は、令和元年12月分及び令和２年１月分、２月分の例月出納検査結果を報

告するものでございます。 

  検査の対象につきましては、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、計数などは正確であり、諸帳簿などと相違ないことを確認いたしました

ことをご報告申し上げます。 

  次に、監報告第２号財政援助団体等監査報告について、その結果をご報告申し上げま

す。 

  財政援助団体等監査につきましては、地方自治法第199条第７項の規定により結果を

報告するものであります。 
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  監査の実施概要ですが、今回につきましては、上士幌町観光協会を対象に実施いたし

ました。監査の日時、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、団体の事務事業が適法で、かつ、運営が適正に行われているかに

ついて監査を行いました。また、監査に当たっては、あらかじめ事務を担っている商工

観光課から書類の提出をいただき審査を行ったほか、担当課長及び主査等から運営内容

を聴取したところであります。 

  監査の総合意見といたしまして、団体の運営に関しましては適正に行われており、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、本町の観光施設の充実や今後も多くの来訪者が見込まれること

から、一層の事業推進をお願いし、財政援助団体等監査の結果報告といたします。 

  以上、監報告第１号及び第２号の監査結果報告といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 代表監査委員より提出された例月出納検査報告書の収支状況等

は添付を省略しておりますので、必要な場合は事務局で閲覧願います。 

  以上で、監報告第１号から監報告第２号を報告済みとし、監査委員からの報告を終わ

ります。 

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

◎閉会中の継続調査の申出について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第29、閉会中の継続調査の申出についてを議題といたしま

す。 

  各委員会の委員長から、会議規則第75条の規定により、お手元に配付の申出書のとお

り、閉会中の所管事務調査の申出がございます。 

  お諮りいたします。 

  各委員長からの申出のとおり、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、本定例会への会議に付された案件の審議は全て

終了いたしました。 
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  お諮りいたします。 

  令和２年第１回上士幌町議会定例会を閉会したいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  今定例会が３月３日から17日間の会期にわたり、本会議及び委員会の議事運営に特段

のご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

  以上をもって、令和２年第１回上士幌町議会定例会を閉会いたします。 

（午前１１時４８分） 
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