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令和 ２ 年  第 ６ 回  上 士 幌 町 議 会  定 例 会  会 議 録 

招 集 年 月 日  令和 ２ 年 ９ 月 ８ 日 

招 集 の 場 所  上 士 幌 町 議 会 議 場 
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日 時 及 び 宣 告 

開 会 令和 ２年 ９月 ８日 午前１０時００分 議 長 杉 山 幸 昭 

延 会 令和 ２年 ９月 ８日 午後 ４時 ６分 議 長 杉 山 幸 昭 

応（不応）招議員並びに 
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△   欠  席 
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早   早  退 
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番号 
氏    名 

出欠 

の別 

議席 

番号 
氏    名 

出欠 

の別 

議席 

番号 
氏    名 

出欠 

の別 

１ 渡 部 信 一 ○ ７ 中 村 哲 郎 ○    

２ 山 本 和 子 ○ ８ 江波戸   明 ○    
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会 議 録 署 名 議 員 ５番  早 坂 清 光  議 員 ６番  小 椋 茂 明  議 員 

本会議に職務のため 

出席した者の職氏名 
議 会 事 務 局 長 船 戸 竜 一 議会事務局主査 遠 藤 裕 司 

地方自治法第１２１条

の規定により説明のた

め出席した者の職氏名 

町 長 竹 中   貢 建 設 課 長 渡 部   洋 

副 町 長 千 葉 与四郎 教育委員会教育長 小 堀 雄 二 

会 計 管 理 者 青 木 弘 彦 教育委員会教育推進課長 木 下 由季子 

総 務 課 長 杉 本   章 教育委員会生涯学習課長 須 田   修 

企 画 財 政 課 長 杉 原 祐 二 教育委員会幼児教育課長 弦 巻 佳 光 
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ＩＣＴ推進室長 
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日程第１９ 認 定 第 ５号 令和元年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算の認 

               定について 
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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６回上士幌町議会定例会を開会いた

します。 

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

ております。 

（午前１０時００分） 

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

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

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

◎議会運営委員会の報告 

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

  議会運営委員会委員長、山本和子議員。 

〇議会運営委員長（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、９月３日午前９時より委員会室において、議会運営委員全員の出

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

議方法等について審議いたしました。 

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

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

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

  １点目は、農業委員会会長から就任のご挨拶を行いたい旨の申出がありますので、日

程第１の前に、議長の発議をもって許可することにします。 

  ２点目は、日程第５、意見書案第14号は、産業経済建設常任委員会へ付託し審査を行

いますので、ご承知おきお願いします。 

  ３点目は、日程第９、報告第６号から日程第10、報告第７号までは関連がありますの

で、２件を一括上程及び質疑を行うことといたします。 

  ４点目は、日程第11、同意第14号から日程第14、同意第17号は人事案件でありますの

で、議案上程の前に本議会を休憩し、休憩中に全員協議会を開催いたします。また、同

意第14号から同意第16号までは関連がありますので、３件を一括上程し、質疑、討論を

省略し、議案ごとに採決を行うことといたします。 
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  ５点目は、日程第15、認定第１号から日程第20、認定第６号までの令和元年度各会計

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

員全員による決算審査特別委員会を設置し、これに付託し審査を行うことといたします。 

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

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

ので、ご承知おきお願いします。 

  ６点目は、日程第21、議案第64号から日程第23、議案第66号までは関連がありますの

で、３件を一括上程及び質疑を行うことにいたします。 

  ７点目は、日程第26、議案第69号から日程第31、議案第74号までの令和２年度上士幌

町一般会計補正予算及び５特別会計補正予算は関連がありますので、６件を一括上程及

び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  以上をもって、議会運営委員会の議事運営の報告を終わります。 

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

◎農業委員会会長就任挨拶 

○議長（杉山幸昭議長） ここで、７月20日付をもって就任されました髙木裕巳農業委員

会会長から就任挨拶の申出がございますので、発言を許します。 

  農業委員会会長、髙木裕巳君。 

〇髙木裕巳農業委員会会長 本日は、定例議会の開会に当たり、会長就任挨拶の貴重な時

間をいただきまして、心より厚く御礼申し上げます。 

  先般、７月20日の農業委員会総会におきまして、役員並びに各委員会の構成が決定さ

れ、不肖私が会長を仰せつかることになりました。 

  今、農業は、貿易の自由化による新たな国際環境に入り、また、本町においては、担

い手の育成、農地の流動化対策、さらには新型コロナウイルス感染症などの課題に直面

し、それに対応した高度かつ真摯な農業経営が求められているところであります。 

  私たち農業に従事する者の使命は、先人たちが築き上げたこの地域農業を守り、次世

代につなげていくとともに、安心・安全な農畜産物を生産することであります。 

  また、全くその器ではございませんけれども、農業委員会の使命と役割を十分に認識

いたしまして、農業者の利益を代表する機関として、厳正、中立な運営を行い、力強い

農業の確立のために全力を注いでまいる所存でございます。 

  今後とも、関係各位のご支援とご協力をいただきますよう切にお願い申し上げ、簡単

ではありますが、就任の挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。（拍手） 

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



－6－ 

◎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、５番、早坂清光

議員、６番、小椋茂明議員を指名いたします。 

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

◎会期の決定について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から９月25日までの18日間といたしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から９月25日までの18日間と決定いたしました。 

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

知願います。 

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

◎諸般の報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  お手元に令和２年６月１日から８月31日までの議会の諸会議等について報告書を配付

しております。内容等の朗読は省略いたします。 

  以上が諸般の報告であります。 

  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、行政報告を議題といたします。 

  説明員より報告の説明を求めます。 

  竹中町長。 

〇竹中 貢町長 本町における今後のごみ処理方法についてご報告申し上げます。 

  現在、本町のごみ処理につきましては、北十勝２町環境衛生処理組合において、士幌

町と共同で処理を行っておりますが、最終処分場の埋立て可能な年数が、あと数年とい
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う状況にあり、新施設の整備等に関する検討を進めなければならない時期となっており

ます。 

  こうした中、十勝管内13市町村のごみ処理を行っている十勝圏複合事務組合において

は、中間処理施設くりりんセンターのあり方についての検討が行われ、令和９年度以降

は新たな施設でごみ処理を行う方針が定められたところであります。 

  北十勝２町環境衛生処理組合では、これらの状況を踏まえ、将来的なごみ処理のあり

方について検討が行われ、北十勝２町を除く全ての市町村が新中間処理施設への共同処

理の方向に進んでいること、最終処分場の再整備が相当困難であること、施設の老朽化

や最新の環境基準等への対応、スケールメリットという視点などから、十勝圏複合事務

組合の新中間処理施設が稼働予定の令和９年度を目途に、広域処理に参加することとし、

中継施設を整備するとともに、最終処分場の延命を図りながら、中間処理施設及び最終

処分場を同じタイミングで移行する方針が示されたところであります。 

  これを受け、本町では広報及びホームページを通じて基本方針を周知するとともに、

この件に関してのパブリックコメントを実施し、町民からいただいたご意見等に対する

回答を行ってまいりました。 

  パブリックコメントの中では、広域処理への移行に対する反対意見はございませんで

した。中継処理に関すること、最終処分場に関すること、収集ごみの分別に関すること

などに関するご意見があり、それぞれの町の考え方を回答させていただいたところであ

ります。 

  今後におきましては、十勝圏複合事務組合に対し、広域処理参加の申入れを行ってま

いる予定でございます。 

  なお、最終処分場の延命のほか、中継施設の整備等も含め、引き続き検討していく必

要があることから、関係機関と連携を図り、継続的に協議を進めてまいりたいと考えて

おります。 

  以上、ごみ処理に関する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。 

  ２番、山本和子議員。 

〇２番（山本和子議員） この件に関しまして、委員会でも報告があり、そのときにも質

問等させてもらったんですが、今後の町民との説明等について質問したいと思っている

んですが、今回パブリックコメントを３件ですか、何点か質問等があったと思うんです

が、こういう状況なので、なかなかそれだけで十分な声の反映とは思えないんですが、
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多分町民の方々は件数は少なくても、およそこういう感じの質問等、疑問に思っている

方がたくさんいると思うんですよ。その点について、今後について、このパブリックコ

メントでのご意見、質問等について、多分広報等にまだ出ていないと思うんですが、そ

れについては町民に、こういうことがありましたよというご報告をするのかと。 

  それから、今後について、継続的に協議するというのは、多分士幌とかあちこちの関

係だと思うので、町民との協議というのはなかなか今できがたい状況にあるんですが、

その辺についてどんなふうに町民との協議なり対話なり、説明等進めていくのか質問い

たします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 一つには、このごみ処理場の最終処分場のこの先の収容年月が数年間し

かないという現実の問題が一つあるということです。もう一つは、施設そのものが老朽

化をして、環境基準はクリアしてはおりますけれども、新しい精度の高い環境というこ

とになりますと、ややも、施設そのものも老朽化の域に入ってきているというような現

実の問題として、この先どうするかというのは、緊急の課題ということであります。 

  そういった中で、広域化の十勝一円でのという、そういう動きが出てまいりましたこ

とから、それらも併せて本町としては、２年ほど前からこの関係についての調査研究を

進めてきている。その都度、北２町の議会の中でも議論を重ねてきたと、そんなふうに

思っております。 

  非常に町民の生活に密着した事案であるということから、非常にこの辺の説明につい

ては、あるいは情報については丁寧にすべきという考え方のもとで、昨年の広報５月号

からこれまで数回、丁寧に取組状況等々、あるいは課題等について広報をしてきたとい

うことでありまして、それらを踏まえて最終的に２町の組合としては、広域化に参加さ

せてもらうというのが、タイミングも含めて適当であるという結論を出したのが、北２

町としては３月の定例会だというふうに思っております。 

  それらを踏まえて、パブリックコメントという流れになってきたわけであります。７

月から８月にかけてということでありました。この一連の中で、一つには、この広域化

に対して反対だという意見についてはほとんど聞こえてこなかったという事実がござい

ます。ただ、今回のパブリックコメントでありますように、私どもも想像しているとこ

ろでありますけれども、料金はどうなるのかだとか、あるいは中継施設の処理について

どれくらい持ち出しが出てくるのか、施設建設費はどれくらいかかるのか、あるいはラ

ンニングコストはどれくらいかかるのかというのが大方、いろいろなところの話の中で

も課題として受け止めております。 
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  それらについては今後、まずは広域のほうに意思表示をしなければなりません。その

前の段階で、具体的に料金設定だとか、あるいはその先の具体的なことまでについては、

まだ今の段階では具体的にお示しすることができませんが、少なくても、今かかる予算

や、あるいはサービスを低下させないという前提のもとで広域化に加入させていただく

という判断も私どもとしては考えた上でございますから、具体的にこの後、19市町村が

一堂に会したときに、新たな建設費の案分で本町は幾らになるのかだとか、あるいは運

営にかかるコストですね、ごみ処理の量に応じてだとか、いろいろな算定があるんだと

思いますけれども、そういったことが具体的に出てまいります。こういうことが多分、

町民にとって一番関心の高いところだろうというふうに思いますので、それらの情報に

ついては、逐一、情報を提供させていただくということと、様々な心配事、あるいは疑

問点については、パブリックコメントもそうでありますし、日常の業務や、必要に応じ

て説明会なり、あるいは出前講座というようなことも、幅広いウィングを持って対応し

てまいりたいと、そういうふうに考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

〇２番（山本和子議員） 最終的には広域のほうに意思表示をしなければならないという

ような結論なんですが、北２町での、決定ではありませんので、こういうことをやりた

いということを方向を示して、町民にパブリックコメントをやりながら、今回広域のほ

うのいろんな計算等も含めて、町民のほうにも明らかにしていくと思うと、広域のほう

に意思表示をするときの、どこで判断するのかと。これは北２町に関わることですので、

町の議会として深まった議論はなかなかできない状況にあると思うんです。委員会では

ごみの問題については議論はしてはいるんですが、そこに入る、入らないの議論はそこ

までいくという、北２町の問題になってきますので、その辺の広域のほうに意思表示を

するときのタイミングといいますか、その辺はどういう、時期の問題と、どこまでいっ

たときに意思表示になるのか、その辺もしあるのであればお知らせ願いたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 基本的にはこの事務については、北２町で行っているということであり

ます。そこでの意思決定というは非常に重要だというふうに思っております。そこでは、

少なくても北２町で従来どおりやるということについては難しいという判断であります。

その上で、必要に応じて委員会なり、あるいは全員協議会なんかのほうに報告させてい

ただいておりますけれども、そういった中での北２町のこの決定については、基本的に

は合意をするという流れというふうに私どもとしては理解をしております。 

  この報告を受けて、特別もう独自にやるべきだというようなことが議員の大多数とあ
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るとすれば、また大きな変化になりますけれども、この流れについては、もう広域化す

るという、そういう前提だというふうに思っておりますから、今月中にでも意思を表明

を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） ほかありますか。 

  ８番、江波戸明議員。 

〇８番（江波戸 明議員） このくりりんの建設については、承知のことだというふうに

我々町民も認識していると思うんですけれども、今年の２月、くりりんのほうで全管内

３カ所ですか、基本的には、説明会をしたという部分で、足寄の説明会にちょっと出席

させてもらってちょっと質問したんですけれども、くりりんとして、まだ入っていない

２町について、くりりんの建設計画等含めて説明していただけますかという質問をちょ

っとさせてもらったんですが、それについては、くりりんとしてはいいですよという部

分ありますけれども、そういうことを含めて、我々についても、このくりりんというの

がどういう組織なのか、どういう部分で将来負担かかるのかとか、概要を今のうちに知

っておかんならんと。特に建設については、一部それに対しての問題もあるという管内

の方もいますけれども、我々については、やはり将来を考えた場合、今、町長の報告が

あったように、そっちの方向に向かっていくのが選択肢の一つだなというふうに認識し

ますけれども、そのくりりんについて、町民についてどのような形で説明できるか、こ

ういう機会を設けるか、そのことについて確認したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 これまで私どものほうとしても、そういった説明の機会だとか、いろい

ろと事務サイドといいますか、担当レベルで詳細を聞くといいますか、照会をしている

こともありますけれども、やはり現実問題として、今お話あったように、入っていない

ところのことについて、その段階ではなかなか説明は難しいということであります。 

  ですから、今回このように意思表示をしたということになれば、そのことによって改

めて19市町村の費用だとか、そういった、多分基本的な考え方についてはもう決まって

いるんだと思いますけれども、くりりんの焼却施設の規模の問題だとか、あるいはそこ

の機能だとか建設費の問題、今もまだ検討最中だというふうに思いますけれども、今知

り得る範囲の中での説明というのは可能だろうと、そんなふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

〇８番（江波戸 明議員） そういう形で、できるだけ積極的に、町民についても、今後

くりりんの対応に積極的にお世話になるという部分ありますから、熟知しておく、承知

しておくということも必要だと思います。 
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  ただ、２月段階でくりりんについても、事業総体はかなり大きな事業総体になります

から。それから場所の問題とか、それから例えば浸水の問題とか含めて、いろいろ課題

になっている部分が、ちょっと今後の検討課題になったというふうに僕認識しています

から、そういうこと含めて、我々についても何らかの形で、町民に今後当然付き合って

いくような形をまず方向性として見出していますから、その状況について逐次、そうい

う機会があればありがたいなと思いますので、その点、最後確認したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 くりりんそのものが環境施設でありますから、今心配されるようなこと

があったとすれば、それはやはり本来、事業としては成り立たないと、そんなふうに思

っております。その辺についても適切に調査した上で、支障のないような施設建設なり、

運用をしていくものだというふうに思いますし、そういう懸念についても的確に説明で

きるような、そういった機会なり、あるいは私どもして調査をする、あるいは意見をし

っかり聞いて皆さん方にそのお答えを返したいと、そんなふうに思います。 

  いずれにしても、本町の施設建って、当時は途中でダイオキシンの問題だとかありま

したけれども、現実の問題、今としては燃焼させるために化石燃料を使わざるを得ない

と。極めて環境問題に逆行するような施設でありますし、多分２町で施設を建設すると

なれば、多分相当の持ち出しが出てくるだろう、そういうふうに予想されます。 

  まあ、一員となるということになれば、懸念されていることだとか、そういったこと

については、様々な機会を通して反映を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。 

〇２番（山本和子議員） 先ほど答弁の中で、北２町の合意は今月中に行いたいというふ

うにたしか答弁されたと思うんですが、これは町長のレベルではなくて、北２町の議会

の中にそういう報告をして議決を得るということなのか、９月といいますと、決算終わ

った後に北２町の議会が開かれるんだろうと、その辺の経過が分からないと、そこで決

まれば、その後について、町としても進め方が多分変わってくるんだと思うんですよ、

いろいろな情報を得ながらと。その経過について、北２町の議員なので、そういうこと

をまた初めて聞くものですから、その辺の北２町の議会との関係、もう一度お願いしま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 北２町としては、もう広域化に参加するという方針を持ってこれまで議

論して、その結論を得ているというふうに思います。その上で、それぞれの町村の中で

このような報告の機会なり、それから町民の意見、パブリックコメント、今回はそうせ
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ざるを得ないということでありましたけれども、そういうことを踏まえて、あとはくり

りんの本体のほうにその結論を申し上げるということでありますから、今日の報告をも

って正式に参加の意思表示をさせていただくと。これは２町で同じような考え方と、北

２町の考え方がそもそもそういった前提で進んできたと、そのように認識しております。 

（「休憩入れて」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ３回やっていますので。何か答弁漏れありますか。ちょっと考

え方の違いだったら、ちょっと休憩とって、ちょっといかがと思うんですけれども。 

  そしたら、簡潔に。暫時休憩しますので。 

（午前１０時２７分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 再開いたします。 

（午前１０時３０分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、行政報告に対する質疑を終結いたします。 

  これをもって行政報告を終わります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

（午前１０時３０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３２分） 

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

◎意見書案第１４号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第５、意見書案第14号国土強靭化に資する道路の整備等に

関する意見書の提出についてを議題といたします。 

  意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である５番、早坂清光議員から提案理由の説

明を求めます。 

  ５番、早坂清光議員。 

〇５番（早坂清光議員） ただいま上程されました意見書案第14号国土強靭化に資する道

路の整備等に関する意見書の提出についての提案理由とその内容についてご説明申し上

げます。 

  この意見書案は、北海道町村議会議長会から各町村議会で採択の上、国の関係者に送

付してほしい旨の要請を受けたものであります。 
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  さきの議会運営委員会におきまして、その取扱いを協議いたしましたが、委員全員の

賛同とならなかったことから、賛成者を得て私が提案者となった次第であります。 

  広大な大地の北海道で経済活動を促進し、各地域で安心・安全な生活を送る上で、道

路の果たしている役割は大変大きなものがあります。 

  現在、新型コロナウイルス感染症拡大により、様々な分野でその影響を受けているわ

けですが、今後、経済面でも生活面でも、道路の整備等を促進していくことが大きな課

題となっていることから、本意見書案を提案するものであります。 

  それでは、読み上げて提案いたしますので、議員各位のご賛同をよろしくお願い申し

上げます。 

  国土強靭化に資する道路の整備等に関する意見書（案）。 

  北海道は、豊かで美しい自然環境や広大な大地と海に育まれた豊富で新鮮な食など、

多様な魅力を有しており、国内外より訪れる観光客の増加が続いていたが、今般の新型

コロナウイルス感染症拡大の影響により、本道の経済は食産業や観光業、農林水産業な

ど幅広い分野において、大きな打撃を受けている。 

  今後は、感染抑制のための取組を継続しながら、経済活動との両立を図ることや復興

に向けた取組を加速することが必要であり、そのためには北海道の強みである「食」や

「観光」に関連する地域（生産空間）が持つ潜在力が最大限発揮されるよう、生産性の

向上に資する高規格幹線道路ネットワークの早期形成や機能向上が必要不可欠である。 

  また、本道は近年、豪雨、暴風雪、地震、津波などの自然災害時に発生する交通障害、

多発する交通事故、道路施設の老朽化など、様々な課題を抱えている。加えて、本州に

比べ積雪寒冷の度合いが特に甚だしく、除排雪等に要する費用も多額となっている。 

  こうした中、地方財政は依然として厳しい状況にあることから、国と地方の適切な役

割分担のもと、道路整備・管理に必要な予算を安定的かつ継続的に確保することが重要

である。 

  よって、国においては、国土の根幹をなす高規格幹線道路から住民に最も密着した市

町村道に至る道路網の計画的・体系的整備の必要性や、新型コロナウイルス収束後の物

流・観光をはじめとする経済活動の復興における道路の重要性などを踏まえ、より一層

の道路整備の推進や管理の充実・強化が図られるよう、次の事項について特段の措置を

講ずるよう強く要望する。 

  １、長期安定的に道路整備・管理が進められるよう、新たな財源を創設するとともに、

道路関係予算は所要額を満額確保すること。 

  ２、高規格幹線道路については、着手済み区間の早期開通はもとより、未着手区間の
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早期着手及び暫定２車線区間における４車線化といった機能向上を図ること。 

  ３、令和２年度までの限定的な措置となっている「防災・減災、国土強靭化のための

３か年緊急対策」を継続し、対象事業の範囲を拡充すること。また、地方が国土強靭化

地域計画に基づく事業を着実に推進するため、必要な予算を確保するとともに、緊急自

然災害防止対策事業債等の継続を含めた地方財政措置制度の充実を図ること。 

  ４、道路施設の老朽化対策を推進するため、点検・診断・補修などのメンテナンスサ

イクルを確立し、予防保全を含む戦略的な維持管理・更新事業を行うための技術的支援

の充実を図るとともに、対策予算を確保すること。 

  ５、冬期交通における安全性の確保、通学路などの交通安全対策、無電柱化の推進、

安全で快適な自転車利用環境の創出、北海道観光の発展に資する交通ネットワークの形

成など、地域の暮らしや経済活動の復興を支える道路の整備や管理の充実を図ること。 

  ６、災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等のため、北海道開発局及び開発建設部の人員

体制の維持・強化を図ること。 

  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出するというものでございます。 

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

だきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

  以上、意見書案第14号の提案理由の説明を終わります。 

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

質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第14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意見書案第14号は、会議規則第39条第１項の規定によ

り、産業経済建設常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、意見書案第14号は産業経済建設常任委員会に付託することに決定いたしまし

た。 

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

◎意見書案第１５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第６、意見書案第15号種苗法改正案の慎重な審議を求める

意見書の提出についてを議題といたします。 
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  意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である１番、渡部信一議員から提案理由の説

明を求めます。 

  １番、渡部信一議員。 

〇１番（渡部信一議員） ただいま上程されました意見書案第15号種苗法改正案の慎重な

審議を求める意見書の提出についてを説明いたします。 

  この意見書案につきましては、上士幌町農民同盟より意見書の提出の要請がありまし

て、私が提案者になり、議会運営委員会全員の賛同を得まして、私が提案者になった次

第であります。 

  それでは、朗読をもって説明に代えさせていただきます。 

  種苗法改正案の慎重な審議を求める意見書（案）。 

  主要農産物種子法が2018年４月に廃止され、国民の主要食糧である米や麦などの種子

の安定供給への不安感が払しょくされない中で、本年の通常国会に多くの懸念事項が内

包する「種苗法の一部改正案」が提出されました。 

  種苗法の改正は、北海道の農業生産にも大きく係る案件として捉えており、近年、問

題となっているわが国の優良品種の海外流出を法的に規制することは極めて重要であり

ます。その一方で、品種開発者の育成者権利を高め、自家増殖を許諾制へと見直すこと

により、農業者の権利（自家増殖）が弱められ新たな費用負担が生じるなどの課題が山

積しております。また、外資系種子会社を通じた海外流出への不安も懸念されています。 

  こうした中で、種苗法改正案は通常国会において十分な審議が確保できずに、今秋開

会予定の臨時国会での継続審議となりました。 

  このため、種苗法の改正にあたっては、廃止になった主要農作物種子法での役割を再

考し、優良種子の安定確保・安価供給の継続に向けた公的機関における農産物種子の研

究・開発の維持と地方財政措置の位置づけを強化することが必要不可欠であります。 

  また、試験場など公的機関が有する種苗の知見の提供などが、民間企業による独占的

な種子開発を招き、利益優先による種子代の高騰などにも発展しかねません。 

  ついては、種苗法改正案の審議にあたって、国民の意見を幅広く聴取し、十分に時間

をかけて丁寧な議論を行い、農業者が将来にわたり安心して作付できるよう、慎重な取

り扱いをされますよう下記のとおり要望いたします。 

  １、今回の改正案では、すべての登録品種の自家増殖が許諾制となるため、企業への

主要種子の独占や許諾による事務作業の煩雑化、費用の増加などが見込まれることから、

農業者が安心して作付けできる環境を整えること。 

  ２、主要農作物種子法において機能していた、都道府県における地域の特色を生かし
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た種子の研究・開発などを、今まで通り国などの公的機関が責任を持って進めるよう、

従来行っている地方財政措置を改正法案に盛り込むこと。 

  ３、外資系企業における地域ブランドなど優良な国産農産物の種子の海外流出を防止

するための万全な対策、制度を構築すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。 

  議員の皆さんの満場一致の賛同をいただき、各関係省庁に送付いただきますよう、よ

ろしくお願いしまして、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、これより質疑を行います。

質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第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。討論ありますか。 

  ８番、江波戸明議員。 

  討論がありますので、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。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。 

  ８番、江波戸明議員。 

〇８番（江波戸 明議員） 種苗法改正案の慎重な審議を求める意見書の提出について、

このことについて提案者から意見書案の趣旨と対応について提案されましたが、私も提

案者に同意いたし、賛成討論をさせていただきます。 

  さきの国会において、種苗法改正案が審議されましたが、審議未了により継続審議と

なっています。 

  食料の確保は国民にとって安全保障上の最大の課題ですが、国は新たに国内食料の自

給率37％から45％の目標を掲げましたが、その目標に到達することは遠い話となってい

ます。 

  しかし、私たちは食卓の食料自給率を向上させ、食の安全・安心、命を脅かす危機感

や日本農業の維持が厳しくなる社会情勢の中で、生産者と消費者が対等の立場で食と暮

らしに関する新しい価値を創造する必要があります。 

  継続審議中の当該法は、種の多様性と安全、農家経営を損ねる危険性を備えています。 

  そのために、この法案については、このたび、意見書として提案されたとおり、食の

安全・安心に対する参考人招致、細やかな公聴会開催などを実施し、国民の声を慎重に
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拾う必要があります。特に食の安全性への不安、自家増殖は農業者の歴史的権利である、

登録品種の自家増殖の許諾制による農業者負担の増加、併せて消費者価格の高騰などが

見込まれます。 

  国はこれらのことについて、国民の命と健康を守る最大の課題である食の安全保障に

対するためにも、慎重な審議が必要です。 

  本意見書の提出について賛成の立場で、このたび提案者から報告されました意見書の

内容を理解し、関係機関に対し、議長名をもって意見書を提出することに対し、賛成の

討論といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する反対の討論を行います。 

（「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。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論がありませんので、これをもって意見書案第15号に

対する討論を終結いたします。 

  これより意見書案第15号の採決を行います。 

  本案は起立により採決を行います。 

  なお、起立しない議員は反対とみなします。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山幸昭議長） 起立多数であります。 

  よって、意見書案第15号は原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第１６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第７、意見書案第16号１人ひとりを大切にする少人数学級

を求める要望意見書の提出についてを議題といたします。 

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

明を求めます。 

  ２番、山本和子議員。 

〇２番（山本和子議員） 意見書案第16号１人ひとりを大切にする少人数学級を求める要

望意見書についての提案と、その内容について説明いたします。 

  この意見書案につきましては、私が提案者、小椋茂明議員に賛成者になっていただき
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まして、議長宛てに提出したものですが、９月３日の議会運営委員会におきまして、議

会運営委員全員の賛成をいただきまして、議会運営委員会として提案するものでござい

ます。 

  子供たちの豊かな教育環境の保障のために、少人数学級への要望、必要性は長年の大

切な課題となっています。国の精査が一向に進まない中、都道府県単位、上士幌町含め、

市町村単位で独自の予算で少人数を取り組んでいます。 

  今回の新型コロナ感染症により、一刻も早く国において取り組んでほしいという多く

の団体、方々の要望が増えています。 

  子供たちの発達に欠かせない、一緒に遊んだり学んだりする機会をしっかり保障する

ために、国に要望意見書を提出するものです。 

  意見書案の文案につきましては、お手元に配付のとおりですが、読み上げて提案した

いと思います。 

  １人ひとりを大切にする少人数学級を求める要望意見書（案）。 

  新型コロナウイルス感染拡大による一斉休校で、多くの子ども達が一緒に学んだり、

遊んだり地域でのんびりと過ごす機会を失いました。学校活動にも深刻な影響を与え、

また、先生方の負担も大きくなっています。６月から学校が再開しましたが、マスクの

着用、身体的距離の確保など「新しい生活様式」の徹底を促していしますが、今の40人

学級のままでは、感染を防ぐための身体的距離も取れず、子ども達のケアや学習の遅れ

への対応も難しく、早急に少人数学級の実現が必要です。 

  文部科学省は、2011年に「少人数学級推進計画」を立て、2016年度までに小中学校の

35人学級、2018年度までに小学校１、２年の30人学級の実現を目指していましたが、現

在、35人学級は小学校の１、２年のみのままです。 

  これに対して、前川喜平氏も呼びかけ人になっている「少人数学級を求める教育研究

者有志」がメッセージ発表し、また、全国知事会会長、全国市長会会長、全国町村会会

長も７月２日に「子どもたちの学びを保障するために、少人数学級により児童・生徒間

の十分な距離を保つことができるように教員の確保が是非必要である」とし、「新しい

時代の学びの環境整備に向けた緊急提言」を発表しました。 

  上士幌町では、町独自で教員を採用し、１、２年生は２クラスに、また小学校６年ま

でを35人以下の学級に、また、町独自で専科教員も採用し、子ども達の学びを保障する

政策に取り組んでいます。 

  国において、早急に30人学級、その後すみやかに20人程度の学級へ移行すること、ま

た、子ども達に仲間との共同の学びと豊かな学校生活を保障するよう、必要な措置を十
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分にとるように要望します。 

  記。 

  １、安全・安心な少人数学級をすみやかに実施すること。 

  ２、授業を詰め込み過ぎず、仲間との学びと豊かな学校生活を保障すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。 

  以上の内容です。 

  議員各位の賛同をいただきまして、関係機関に送ってくださいますよう、よろしくお

願いを申し上げます。 

  以上で提案理由の趣旨説明を終わります。 

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

質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第16号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより意見書案第16号の採決を行い

ます。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、意見書案第16号は原案のとおり可決されました。 

  ここで15分間程度休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前１０時５７分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時０６分） 

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

◎一般質問 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第８、一般質問を行います。 

  一般質問は８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
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略いたします。 

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

◇ 早 坂 清 光 議員 

○議長（杉山幸昭議長） それでは、順次発言を許します。 

  ５番、早坂清光議員。 

〇５番（早坂清光議員） それでは、一般質問させていただきます。 

  公園等の維持管理、整備、活用についてということで質問させていただきます。 

  町が管理する公園や児童遊園地、緑地は20カ所ほどあります。これら公園等は、子供

たちや親子の遊び場として、また、町民の健康づくりや親睦交流の場として大切な施設

であります。 

  第５期上士幌町総合計画では、公園・緑地に、課題として、「①遊具やトイレがない

公園や老朽化が進んでいる公園があり、②として、町外からも遊びに来てもらえる公園

が求められ、③として、より住民ニーズに即した公園づくりが必要」を上げ、施策とし

て、「既存公園の維持管理とともに、町民の意見も取り入れ、公園の再編成も含めた公

園、緑地のリニューアルを進めます」と記述されています。 

  しかし、町民の皆さんには、具体的にどのような計画で整備が進められているか、分

かりにくい現状にあります。また、地方創生での移住促進や関係人口の拡大をより進め

るためにも、公園等の整備や重要と考えます。 

  現状、遊具等は定期的な点検と補修に努められていると思いますが、トイレ施設につ

いては、今日的な生活環境にほど遠い状態のままとなっている箇所も散見されます。ま

た、人口減少や市街地形成の変化により、その役割の見直しや利活用を促進するための

再整備も必要と思います。 

  公園等の維持管理、整備、活用に関し、以下の事項について質問しますので、具体的

対応や今後の考え方について、答弁を願います。 

  １として、たか台公園のトイレは早急に再整備をすべきと思いますが、どのように認

識されているか。また、交通公園は交流施設が整備されて10年余りが経過しています。

利用者の高齢化などに配慮して、トイレを交流施設近くに再整備してはどうか。 

  ２、道道の新設により、みどり団地西側用地は緑地となっているが、道の駅から中心

市街地に至る良好な立地条件にある。周辺住民の方々への配慮も必要だが、道の駅と連

動したイベントや親子の触れ合いの場などとして有効活用を図るべきと思うが、どうか。 

  ３、公園、児童遊園地等について近年、住民の声をどのように把握されているのか。

また、利用状況をどう把握されているか。 
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  ４、今後の公園、児童遊園地等の新設、再整備、再編などについて、どのような認識

で行おうとされているか。 

  以上、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

〇竹中 貢町長 公園等の維持管理、整備、活用について、早坂議員のご質問にお答えい

たします。 

  １点目の公園のトイレについてでありますが、たか台公園のトイレにつきましては、

パークゴルフ場内と児童公園側にそれぞれ設置されております。ご指摘のとおり、老朽

化したくみ取り式のトイレであり、衛生的にも課題があると認識しているところであり

ます。 

  現在、たか台公園は、公共下水道区域に指定されておりますが、下水道本管が敷設さ

れておらず、水洗トイレを設置するには、下水道工事も必要となります。 

  たか台公園のトイレの再整備につきましては、これらのことを総合的に検討し、対応

してまいりたいと考えております。 

  交通公園におきましては、平成23年度に交流施設が整備され、多くの町民の皆様に利

用されているところであります。これまで利用者の方からも、交流施設に隣接したトイ

レの再整備についてご意見をいただいているところであります。 

  改修の時期や内容につきましては、今後検討してまいります。 

  ２点目のみどり団地西側の緑地についてでありますが、隣接する道道が新設された際

に緑化し、遊歩道とベンチを整備したものであります。 

  オープンした道の駅は、町なかに人を呼び込むゲートウエー型の道の駅の機能を有し

ております。 

  今年は、コロナ禍の影響で人の動きが停滞しておりますが、そのような中にあっても、

道の駅から町なかへと人や車が流れていると伺っております。アフターコロナを意識す

るとき、道の駅と隣接する緑地帯は、町なかに誘導する重要な導線でもあると考えてお

ります。今のところ、利活用に関する計画はありませんが、新たな可能性を含んだ魅力

的なエリアであり、今後において検討すべき課題と認識しております。 

  ３点目の公園等に関する住民の声及び利用状況の把握についてでありますが、過去に

公園マスタープランや総合計画を策定する際に、町民全体に対するアンケートを実施し

ております。それ以降におきましては、利用者から直接寄せられるご意見により、整備

要望等を把握した上で、利用者の声を反映できるものについては、その都度対応してい

る状況にあります。 
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  また、利用状況の把握につきましては、キャンプ場や団体で利用されるパークゴルフ

場以外につきましては、日常の点検管理において、大まかな利用状況を把握していると

ころでありますが、具体的な人数までは把握できていない状況にあります。 

  ４点目の公園、児童遊園地等の新設、再整備、再編についてであります。 

  ふだんは、通常の維持管理や利用者の声を伺う中で、子供たちや地域の公園として整

備を図ってきておりますが、少子高齢化など、時代の流れとともに、地域における公園

の役割も変化してきております。 

  今後につきましては、子供たちや小地域における公園や町内外の人が集うことのでき

る公園など、それぞれの公園の機能を整理して、町全体を網羅した計画の策定が必要と

認識しております。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

〇５番（早坂清光議員） この間、町行政においては、新型コロナウイルスの感染症の広

まりという中で、感染予防対策や経済対策等々に当たられてきていますし、また、そう

した状況下でも、地方創生を初めとします地方課題に果敢に取り組まれてきているとい

うふうに私は認識しております。そのことにつきましては、理事者並びに職員の皆さん

に敬意を表したいと思います。 

  私の後、７名の議員さんから質問がありますので、できるだけ簡潔になるように努め

ながら再質問させていただきます。 

  さて、町は他の自治体に先駆けた移住、定住や農林商工連携、ふるさと納税等々の取

組を推進していた中で、国の人口減少や少子化等に対応するための国を挙げた施策とい

うことで、地方創生の取組が開始されました。この間の本町の先進的な取組ということ

については、町の内外から高い評価をいただいておりますし、また、ふるさと納税を活

用しながら、子育てや教育、福祉の充実というようなことを図ってきたということで理

解しております。 

  そうした中、町民の皆様からの率直な声としては、もう少し町民生活で身近なこと、

目立たない小さなことにも目を向けた施策を取り組んでほしいという意見を、私どもお

聞きします。 

  その一つとして今回、私は公園等ということを取り上げさせていただきました。 

  １点目の件ですけれども、たか台公園のトイレについてですが、現在の施設は平成以

前の昭和の時代、もう35年か、それ以上たっているのかもしれませんけれども、そうい

う時代に造られたものだというふうに思います。トイレを見ますと、ああ、昔はこんな

トイレだったなというふうに感じてしまうほどであります。 
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  公園をパークゴルフで利用されている高齢者の方や子育てをされている若いお母さん

の世代からも、危険だという声や利用をためらってしまうということをお聞きしまして、

何とかならないの、という声をお聞きすることがあります。 

  行政側の状況についても、答弁にありましたので理解はいたしますけれども、私は再

整備が急がれる課題だというふうに思っております。総合的に検討し、対応という答弁

ですけれども、具体的にどのぐらいな検討期間で整備ということになるのかお聞きした

いと思います。また、併せまして、交通公園のほうの整備についても、同じ具体的なこ

とについて伺いをお聞きしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 今、たか台公園、あそこに２カ所ありますけれども、同じような声はた

くさん聞いています。問題は、やっぱり利用状況と整備の仕方だと、そんなふうに思っ

ております。あそこにまた今、本管を引いてやることが、利用者の人数だとか、それか

ら今後の利用の仕方だとか、総合的に判断をもうせざるを得ないというふうに思ってい

ますが、そしたら、一つにはパークゴルフ場を、もう一つの下のほうの、航空公園のほ

うのパーク場、あそこについては仮設のトイレにして、一応水洗のような形をとってい

ます。今のところは、いわゆるそういった機能を持っていませんから、非常に環境的に

もよろしくないなと、そんなふうに思っております。 

  早急というのは、来年等々のレベルも含めて、具体的に２つあるのが本当に必要なの

かどうか。それから、もう一つのほうの公園についても、最近、あまり利用頻度が非常

に少なくなってきてるいというふうに思っております。そんなことで、実際の問題は、

たぶんあそこは使いづらいというのは、よく理解できます。最近、特に洋式になってい

るということもありますし。そんなことから、ひとつ、統合してやりたいなというふう

に思いますが、公園全体としては、後に出てきますけれども、今、総合計画をつくると

いうことでありますから、めり張りの利いた、本当、身近なところでの公園だとか、あ

るいはさっきお話のあった町内外の公園だとかありますけれども、たか台公園について

は、早急にある程度考え方を整理して、次年度、何らかの形で反映をするというような

考え方を示したいというふうに思います。 

  もう一つ、交通公園のところの公園であります。あの公園については、躯体もしっか

りしているところがございますから、これまでもほかの公園、航空公園のほうのトイレ

についても洋式に変えたりして環境を整えてきております。あそこは遠いといいながら

も、100メーターまであそこのところからあるかどうかということですから、建て直す

というのは果たして、それはそれにこしたことないだろうけれども、あそこまで行くの
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にそんなに不自由ではないだろうなと思って、ひとつ考えておりますが、その辺の意見

も聞きながら、快適な環境をあそこの中にも整備するということは、この後の具体的な

施策として検討させていただきたいなと、そんなふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

〇５番（早坂清光議員） たか台公園のほうについて、総計の新しい計画もありますけれ

ども、できるだけ、答弁いただきましたけれども、早く整備ができるように進めていた

だきたいなというふうに思います。 

  それから、交通公園のほうのトイレですけれども、多分出来上がって、途中で和式だ

ったのを洋式にしたと思うんですよね。あそこの下のほうの形状を見ると、コンクリを

打って高くして、その上に洋式のトイレがあるというようなことで、小さい子供たちだ

ったら、なかなか使いにくいのではないかなという、何か危なっかしいなというような

ことも目にしています。 

  そんなことで、お金もかかることですから、全てが全てお金をかけてということには

ならない部分もありますけれども、やはり安全に安心して利用できるように進めてほし

いと思いますし、もう少し交通公園のほうについては、そういう町民の声も聞きたいと

いうことでしたので、そういうことも聞いていただいて、具体的に検討を進めていただ

きたいというふうに思うことを申し上げたいと思います。 

  ２点目の関係に移らせていただきますけれども、遊歩道とベンチを当初整備をしたと

いうことですけれども、遊歩道については当初、木材チップか何かが敷かれていたんだ

と思うんですけれども、今はもう要所に２本のポールというか、ここが遊歩道ですよと

いうようなことの表示はされていますけれども、芝生と一体化していて、遊歩道かいと

いうような状況に現状はなっていると思うので、その辺はちょっと、今すぐ答弁はいた

だきませんけれども、内部でちょっと見ていただければなというふうに思います。 

  それから、利活用という部分で質問しているんですけれども、私は通りがかりで見て

いる限りは、誰かが遊んでいるというようなことをあまり目にしていないんですけれど

も、お近くに住んでいる方のお話を聞くと、親子でキャッチボールをしたり、サッカー

少年団が帰りにまたあそこで練習というか、遊んでいたりというようなことなり、そう

いうことの利用はされているということで、全く利用されていないということではない

というふうに思います。 

  ただ、ちょっと違うことも申し上げますけれども、７区の熱気球ふるさと公園があり

ますですよね。あそこは池がありまして、町の公園でああいう冷たいきれいな水が流れ

ているような公園というのは、あそこしかないというふうに思うんですが、ちょっと人



－25－ 

目につかないような位置になかなかあるというようなことで、７区のところは、あそこ

は以前の保育所時代には、年長さんを連れて、夏の暖かいときにはあそこまで出かけて、

水遊びをするということで出かけたそうですけれども、今はこども園の中に井戸を掘っ

て遊べるような施設が、状況があるということで、こども園での利用はないようです。 

  何が言いたいかということですけれども、みどり団地のところの緑地も含めて、もう

少し、あそこも入って利用していいものなのかどうなのかということも、何かよく分か

らないような緑地というか、その印象を受けるし、７区の部分も、もう少しこういう公

園があるんですよという、若いお母さん方は分からないと思うんですよね、あそこにあ

あいう施設があると。 

  そういうことの部分では、もっと公園を利活用してもらうという部分では、ＰＲとい

うか、あそこの場所に、どうぞ利用して結構ですよみたいなことの何かの表示をすると

か、そういう工夫も必要ではないかと思うんですが、その辺についてはどうでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 まず最初の道の駅のところの緑地帯ですね。道の駅がないときには、そ

れほどそんなに意識されて、あそこで利活用だとか、芝生にはなっていますけれども、

そんなにあそこで遊びたいという、それほどの魅力的な環境ではないと。一般的に、お

話あったように、散策したりキャッチボールする程度の、そういうエリアだというふう

に思っていますが、今回、道の駅ができたことによって、道の駅と町なかとのつなぐ大

事な空間になっているということですから、今これは公園整備を全体的に考えるときに、

改めてあそこはいろいろとみんなで知恵を出し合う、そういうエリアでないだろうかな

と、そんなふうに思います。 

  一方では、先ほどお話あったたか台公園のところの、あそこにある遊具のところ、あ

れも、どれだけこれからも使われるのかと。以前は幼稚園なんかの遠足なんかいる姿見

ましたけれども、そういった姿もだんだん少なくなってきているということですから、

その場所の利用頻度と当初の目的がミスマッチといいますか、つながっていないところ

もあるだろうと思うんです。ですから、たくさんある公園をもう一度、今回の総合計画

の中では再編、整備をしていくということが必要だろうというふうに思います。 

  今の７区のところもその一つだろうというふうに思いますけれども、そのときには周

辺に若いお母さん方、あるいは子供たちがいて、みんなが集うような、そういう非常に

重宝なところだったと、そんなふうに思いますけれども、そういうのが時代とともに少

子高齢化になったりして、そこに求められるものも変わってきているということですか

ら、あそこにどれだけまたてこ入れするかというのも、なかなか考えるところがあるな
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と、そんなふうに思います。あれもこれも含めて、やはり全体的に見直しをして、本当

に家族でちょっと庭先で遊べるような公園だとか、先ほど答弁書にありますように、町

全体での集えるような公園、特に集える公園が少ない、ないというふうに言われていま

すから、そこを思い切ってどこに、そこに改めてリセットするのかと。そういった意味

では、先ほどの道の駅のところの緑地帯なんていうのは、町内、あるいは町外からも楽

しんでもらえるエリアになれる可能性があるなという期待はしているところであります。 

  そんなことで、全体的に計画策定するのは、今回の総合計画の中で、公園については

見直しをするということで、少し時間かかりますけれども、ご理解いただきたいと思い

ます。 

  また、日々の安全点検については、皆様方の意見を踏まえて、事故のないように対策

はこれまでも講じてきたというふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

〇５番（早坂清光議員） ３点目に質問したことに移らせていただきます。 

  町民の声の把握という部分では、公園マスタープランを作成したときに聞いたという

ことですけれども、たしか平成16年にマスタープランを作られて、たしか16年ぐらいた

っていることだと思うんです。また、現在の総合計画も、新しい計画の検討の時期とい

うことで入っていまして、もう10年ぐらいたっています。そういう意味では、今、新し

い計画作りも始まっていますので、新しい総合計画に向けて検討していくんだというこ

とで、町長のほうから今、答弁あったんですけれども、やはり町民の皆さんのご意見な

り要望を丁寧に聞いていただきたいなというふうに思うものですから、その辺について

どうお考えかお聞きしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 公園については、結構若いお母さん方や、あるいはこども園に通ってい

るところから伺う機会がございます。ストレートにまたいろいろなところにお話出てき

ているというふうに思います。それは一番公園の使う層というふうに思っておりますの

で、かなり本音のところはそんなところから聞くことができるというふうに考えており

ます。 

  十分これからもそうしたいというふうに思いますし、それから、お年寄りには、今度

は憩いの場といいますか、ゆったりできるような、そういった年代によって目的別はあ

るだろうというふうに思います。まちづくりもいろいろな課題がありますけれども、産

業経済から福祉教育というふうにありますが、これらについては、より快適な生活をす

るための一つの公園の果たす役割なんだろうというふうに思いますが、これは今までい
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ろいろなインフラ整備、環境整備をやってきましたけれども、この後、ここらについて

は十分重要なレベルとして整備を図っていく、全体としての、あと10年後、20年後を見

据えた公園のあり方等については検討していく、そういうタイミングにしたいなと、そ

んなふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

〇５番（早坂清光議員） ４点目に質問したことに入らせていただきます。 

  公園は心や体の癒やしの場ということなわけですけれども、例えばけがや病気、ある

いは障害があって車椅子を利用する、あるいは小さな幼児のいる方がベビーカーで、公

園の中をベビーカーで散策するというようなこともあるわけですけれども、どうも公園

の現状を見ると、遊歩道というか、そういうふうに中に入っていく部分なんかが舗装さ

れているとか何らかの平らな状況になっていて、車椅子だとかベビーカーで入っていっ

て利用できるというような状況にはなっていないように思うんですけれども、その辺に

ついては、新しい計画ということの中ではあれかもしれませんけれども、現状について

はどのように認識されていますでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 現状については、特にやはり安全性の問題だと、そんなふうに思ってい

ます。公園で事故に遭って、何らかの障害、けがに遭われないように、これはやはり行

政として一番気遣いするところで、その辺については徹底させていただいております。 

  いずれにしても、公園について町民がある意味、政策の中の重要な課題として提起を

する、あるいはそのことについて議論するというのは、非常にある意味ではこの町の基

盤が整ってきて、さらなる生活環境の高みをよくするという、非常にまちづくりとして

はこの辺についてまでお金を投資する、そしてみんなで使うということに容認してやっ

てくれというのは、ある意味では、この町の成熟度が少しずつ高まってきている、そう

いう背景にもあるのかなと、そんなふうに思っております。 

  何回もお話しするように、町全体の公園の配置計画、それはそこにいる住んでいる

方々の世代だとか年代構成だとか、それからよそからの人方の誘導だとか、あるいはみ

んなで集える場所だとか、これは本格的に検討すべきのが今回の総合計画の一つなのか

なと、そんなふうに思っております。 

  そんなことで、これからのいろいろと、そういったことについてのご意見を賜ること

もあるかと思いますから、よろしくお願いしたいと、そんなふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

〇５番（早坂清光議員） 次の質問に移らせていただきます。 
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  10区の国道273号線と道道、町道、昔で言う６差路と言っているところですね。あそ

このところに、通称６差路児童遊園地という言葉になっているんですけれども、そうい

う遊園地があるんですけれども、６差路を解消するために、神社の方向から道道のほう

に新しい道をつけて、交差点が４差路になったんですけれども、児童遊園地自体は、そ

れ以前のものと大した、状態は変わっていないというふうに見えるんですけれども、そ

れで、あそこの公園は、３方向から出入りができるようになっていまして、ただ、扉が、

扉というか、ゲートがないということで、小さいお子さんを遊ばせて、ちょっと目をそ

らしていると、子供が出ていってしまうというようなことがあったりして、非常にそう

いう部分では扉をつけてほしいというような要望もあります。 

  そのことについては、そういう話があるということで、担当課もいらっしゃいますの

で、対応していただきたいというふうに、検討していただきたいというふうに思います。 

  それで、あそこの旧町道といいますか、そのところは隣接する町民の方がお家があっ

て道路を利用されているということで、なくすことはできないわけですけれども、道道

側の南側のほうについても、もう少し広げて、遊園地として活用できるような余裕があ

ると思うことと、国道側のほうについても、旧道の通行止め、何かゲートというか、と

めた、道路ここまでだよという、何か柵をしてありますけれども、それから防火水槽も、

西側のほうに水槽もあるという状況のところなんですけれども、６差路から４差路にし

たときの状態のまま、そのままの状態になっているような状況で私は目にしてしまうん

ですよね。あそこはやはり、町外から来られる方も273号線、あるいは道道等々のとこ

ろで、もう少し全体的な環境を改善するようなことをしたほうがいいのではないかとい

うふうに思っていまして、全て児童公園で新たに大きく行うわけでは、整備するという

意味ではなくて、児童公園の再整備ということもありますけれども、一帯をもう少し、

昔のままではなくて、もう少し環境整備をすべきというふうに見ているんですけれども、

その辺についてはどうお考えでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 ６差路のところですね、三角公園というふうにも言っていたと思います

けれども、果たして今、あそこの利用者、子供の数だとか、それから交通量、多方面か

らあそこは入ってくるということになると、果たしてどんな形であれを使っていくのが

いいのかというのは考えどきでないのかなと、そんなふうに思いますね。これまでもあ

まりそうそうあそこでたくさん遊んでいるという姿等、交通事故の問題というのがやっ

ぱり頭の中に引っかかって、そこでなければ駄目なのかというのも、ちょっと気がかり

になっているところなんです。それから、その対角線上に花クラブが前にいろいろ整備
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していただきましたけれども、そこのところが今、解散して、そのまま放置されている

というようなこともございますから、そういう意味では、国道をゲートウエーの、町の

中に入ってくる、ちょうど目につくところでありますから、それらも含めてどうしたら

いいものかなというのも、これからの検討課題としたいなというふうに思います。 

  一方では、こども園のところの遊び場も一般的に開放するという前提で森のところだ

とか造ったりなんかしておりますから、その辺の利用の問題なんかもあるのではないか

なと。年代に応じた遊び場所と遊び方と、そんなこともあって、それらをいかに町民に

周知をして使っていただこうかなと、こんな対策も必要でないかと、そんなふうに思い

ます。 

  個別に気になるところは多分たくさんあるかというふうに思います。今のままの公園

の箇所数が必要なのかどうかということもあるだろうし、全体の見直しですね、この際、

考えるべきときだろうと、そんなふうに思います。今、具体的にそこをどうこうすると

いう話は、ちょっとなかなか即答できないということをお許しいただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

〇５番（早坂清光議員） 10区のところが児童遊園地をリニューアルしてどうこうという

よりも、私の今言ったことは、どちらかというと、あそこの一帯の環境が何か漠然とし

ているというか、雑然としているというか、あの時代のまま残っているというのが、も

う少しめり張りをつけられないのかなという、環境整備というような部分でそう思うも

のですから、申し上げました。そのことについては再答弁どうのこうのということでは

ございませんけれども。 

  それから、次の質問なんですが、今の総合計画の中で、町外から遊びに来てもらえる

ような公園が求められていますということで記述されていまして、先ほど町長のほうか

ら２区の緑地のところ、みどり団地の緑地のところも、ひとつあれだなという話があり

ましたけれども、その辺、町外から来てもらって利用できる公園というような部分では、

やっぱり道の駅と連動させて、そういうことでの場所なり機能というようなことを考え

ていらっしゃるのかどうかということと、もう一つは、コンパクトシティーの一環とい

うようなことで、役場前の中央公園の再整備というようなことを、この間、構想という

ようなことで上げられてきているんですけれども、そのことの具体化というようなこと

については、今どのようにお考えかという２点お聞きします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 道の駅のところの緑地帯については、やはり道の駅を造った目的の一つ

が、よそからの人に寄っていただいて、さらに町なかで経済活動してもらいたいと。い
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ろいろな消費なり食事なんかをしてもらって、地域の経済の活性化にもつなげていきた

いというのが目的の一つでありますから、その間に雑然としている状況なのか、あるい

は歩いていること自体がちょっと変化があって楽しいのかだとか、それから、特によそ

からの方々にとっては、滞在時間をどれだけ長くするかだとか、こういったことは、単

に公園ということだけではなくて、いろいろな地域の経済活動にもつながっていく、そ

ういう付加価値の高い可能性を含んでいるということですから、単に遊具があって遊ぶ

だけのことではなくて、そういう狙いを実現させるような整備の仕方というのはどうな

んだろう。それは今、具体的にどうこうという、私どもとしては回答できませんけれど

も、そういう可能性を持った魅力的な場所であるということは、ひとつあるのではない

だろうかと、そんなふうに思います。 

  それから、役場前の公園でありますけれども、片方ではそういった魅力的なことがあ

るということと同時に、ここの中の公園整備ですね、何となく造った当時はお庭という

感じの公園で、樹木があってあずまやがあったということですけれども、子供たちが遊

ぶには、そう感動させるような状況ではないだろうと。ですから、日頃からあそこで遊

んでいる子供たちは、認定こども園の子供たちは頻繁に来て遊んでいますけれども、土

日だとかは閑散な状況にあるということであります。 

  これも今、駐車場の整備だとか、それが公園前の玄関口の動線、もうかなりコンクリ

ートはがたがたになってきて、非常に美観上もよくないし、これはいろいろな意味で整

理しなきゃならんことだというふうに思います。ただ、それをどのコンセプトでやるか

については、これまたいろいろと議論を得た上でやる必要があるのではないだろうかな

と、そう思います。こども園のところも結構遊具がありますから、なかなか土日は閉園

しておりますので、使いづらいということもあるかもしれないですけれども、もう一つ

のほうの森については、基本的には開放しているという前提でありますので、そんなと

ころを使っていただきたいと思います。ただ、泥んこになることがあるものですから、

お母さん方としてはどんなふうにして考えていただけるのかと、そんなふうに思います。 

  いずれにしても、こども園があって、その延長上に今の役場前の公園があって、さら

に時代の流れの中では再整備が必要だということでありますけれども、これらについて

も、総合的な公園の整備の中でどうするかと。今お話ししたことになると、あれもこれ

もと、相当な予算が伴ってくるということになりますから、やはりめり張りをつけて、

公園の整備について考えていくということだろうというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

〇５番（早坂清光議員） 最後の質問になると思うんですけれども、いま、町長のほうか
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らお話あったように、公園とか児童遊園地、緑地等の維持管理ということでは、年間

5,000万から7,000万近い毎年予算が計上されているという状況にあります。予算を増額

するといっても、必要だからどれだけでも出すということではない、限度があることだ

というふうに思います。人口の減少だとか高齢化によって、例えばパークゴルフも航空

公園にパークゴルフ場があるんですけれども、なかなか遠いので、利用することが少な

くなってきているというような状況も話としてお聞きします。もっと気軽に出かけると

ころにパークゴルフ場があったらいいなというような話も聞いたりしますし、子供たち

の住んでいるところだとか人口の減少だとか、そういうことによっても、時代によって

また利用の仕方というのは、昔とまた違うのかもしれません。そういう部分で、先ほど

来町長からの答弁ありますように、めり張りのある配置というか、整備をしてほしいと

思いますし、そういう中で町民の皆さんのご意見も十分聞いて進めていただきたいとい

うふうに思うんですけれども、今、新しい総合計画づくりが始まったところですけれど

も、新しい総合計画づくりの中で、公園等の再整備や再編等について、具体的にこの後、

私どもにも示されるということで思ってよろしいのかどうか、その辺どうでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 公園整備も計画の中に入ってきますけれども、これ、全体計画をつくる

ということになれば、総合計画だけの範囲の中で議論は尽くせないだろうと、そんなふ

うに思います。ですから、公園独自のマスタープラン、独自の新たな計画づくりという

のを、それらも視野に入れて総合的な計画づくりというふうに考えたほうがいいのでは

ないかなと、そう思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

〇５番（早坂清光議員） 最後ですね。詳細にわたることもあるんですけれども、それは

担当課のほうとお話しすればいいことですので、その辺はまた改めて住民の声がある分

については、担当課のほうと協議なり相談をしたいというふうに思います。 

  そんなことで、町民の声を反映させながら、新たな再編、先ほど町長からは、再度公

園のマスタープランづくりが必要だろうということの答弁をいただきましたので、そう

いう部分、きちんと町民の声を聞きながら進めていただきたいということを申し上げて、

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、５番、早坂清光議員の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午前１１時４９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。 

（午前１１時４９分） 

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

◇ 伊 東 久 子 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、３番、伊東久子議員。 

〇３番（伊東久子議員） それでは、私のほうから質問をさせていただきます。 

  高齢者が安心して上士幌町に住み続けるためにと題して質問いたします。 

  新型コロナウイルスは世界全体で蔓延し、収束の見通しがつかない状況にあります。

北海道でも感染が増加傾向にあり、クラスター感染だけではなく、市中感染も増えつつ

あると報道されておりました。 

  そこで、高齢者が安心して上士幌町に住み続けるために、３点についてお聞きいたし

ます。 

  １点目、コロナウイルス予防の管轄は帯広保健所ですが、上士幌町での危機管理状況

に備え、お試し住宅の確保をしておりますが、医療、福祉に関しての対応は十分でしょ

うか。高齢者については、緊急事態解除になっても、継続して自粛生活をしています。 

  昨年12月頃よりインフルエンザ、その後、新型コロナウイルスの影響で、施設入所者、

入院患者は約９カ月間もの間、家族や身内に会うことができずにいます。十勝でも数名

の感染が確認され、上士幌町は大丈夫だと思っていますが、十勝の居住地、年齢を公表

していない事例もあります。医療、介護者にＰＣＲ検査で安全を確認しながら家族に会

えるよう、行政支援が必要と思います。お聞きをいたします。 

  ２点目といたしまして、移住・定住で賃貸住宅が多くなりましたが、町内会への加入

が少なく、いろいろな問題も起きています。 

  前回も質問し、同僚議員も質問していますが、その後、行政区長会議が実施され、改

善されたのでしょうか。進捗状況をお聞きいたします。 

  ３点目、空き家、空き地対策については、株式会社生涯活躍のまちかみしほろで調査

を行い、その結果、空き家33件、空き店舗９件、空き地24件でありました。その後、平

成30年度にはワークショップ３回行われており、42名が参加しておりました。 

  町内を回っても、空き家、空き地は調査時と変わっていないように思いますし、特に

空き家については、庭の木が隣にまで伸び、廃屋状態です。空き地は草刈りもせず、伸

び放題です。 

  防犯上からも、高齢者が安心・安全に生活するために、事業を早急に進めるべきと思

いますが、いかがでしょうか。 
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○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

〇竹中 貢町長 高齢者が安心して上士幌町に住み続けるために、伊東議員のご質問にお

答えいたします。 

  １点目の医療、介護施設職員へのＰＣＲ検査の実施、安全な面会の実施についてであ

ります。 

  コロナ感染症の重症化リスクは、高齢者や基礎疾患のある方が高いと言われており、

施設に入院、入所されている方との接触が多い医療、介護施設職員のＰＣＲ検査を実施

することは大切なことと思います。家族の面会は、身内であっても、施設外から入室す

るリスクを考えると、より慎重な予防対策が必要と思います。 

  施設職員の検査につきましては、検査キット確保や検体の分析など、実施に当たって

の課題があるものと思いますので、医療、介護施設と協議した上で、実施する場合には

かかる費用について支援を考えてまいります。 

  次に、入所者や入院患者への面会についてでありますが、施設に入所されているご家

族等にお会いできない不安や寂しさは、推しはかれないものがあります。少しでも元気

なお顔を見たい、子や孫の健やかな様子を見てもらいたい、そのようなご家族の願いは

理解するところであります。 

  感染リスクのないリモート面会のためのＷｉ-Ｆｉ環境の整備にかかる費用を支援し

てまいります。予算につきましては、本議会に計上しております。 

  ２点目の町内会への加入についてですが、議員ご指摘のとおり、賃貸住宅の建設等に

より、世帯数は増加しておりますが、町内会への加入は増えていない実態にあります。

全国的に見ても、町内会への加入率は低下している状況にあり、近隣住民同士の交流の

希薄化が問題となっております。 

  そのような中、昨年は、社会福祉協議会と連携し、高齢者の見守りなど、共助の必要

性を町全体として一体的に進められるよう、市街地区行政区長連絡協議会との意見交換

を行いました。８月には行政区長の研修会として、北海道町内会連合会の主催する町内

会活動実践研修会へ参加し、11月に開催した防災訓練では、行政区長の皆様への参加を

呼びかけ、地域防災の重要性について意識共有、情報共有を図ってきております。 

  行政区、町内会活動の役割は、地域コミュニティーにおいて非常に重要ですが、住民

同士の関わり方が、従来求められてきたものとは変化してきております。特に加入率の

低い若者世代は、様々な情報はスマホ等、デジタルから取得し、デジタルを通してのコ

ミュニケーションが一般化しております。 

  このような時代背景においては、スマホ等をツールとして、町や町内会の情報を届け
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ることで、コミュニティーの一員としての帰属意識の醸成を高める、そのような工夫も

必要と考えております。また、町内会活動を奨励するために、運営交付金の増額につい

ても、検討してまいりたいと思います。 

  今年度につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行政区長会議や

行政区長研修の実施は見送ることとなりましたが、防災訓練等を通じて、地域活動のあ

り方について考える動機づけを行いながら、引き続き転入届の際に窓口での加入要請や

賃貸住宅助成事業に基づく建築の際の事業者にも要請を行ってまいります。 

  ３点目の空き家、空き地対策についてであります。 

  人口減少社会を迎え、全国的に空き家が増加傾向にあります。空き家については、適

切な管理がされないまま、放置された状態が続くと、防犯、衛生、景観など、地域住民

の生活環境に影響を及ぼす可能性が高くなります。 

  本町では、地域住民から、空き家の庭木や雑草が繁茂しているので何とかしてほしい

旨の要望があった場合、現地の状況を確認した上で、所有者に対して、草刈りや枝木の

剪定をお願いする文書を送付しております。 

  今年度からは、文書に、かみしほろ人材センターが実施する庭の手入れに関する事業

を案内しており、業務依頼が増えていると伺っております。また、平成27年度より開始

した老朽施設解体撤去促進事業では、建設後おおむね30年を経過した老朽施設で、12カ

月以上使用していない等を条件に、解体撤去費用に対して補助を実施しております。昨

年度までの５年間で、市街地47件を含む87件が解体され、本議会においても、事業費の

補正予算を提出させていただいており、着実に解体が進んでいるものと認識しておりま

す。 

  本事業につきましては、広報やホームページだけではなく、毎年送付する固定資産税

納税通知書に事業案内を同封し、周知に努め、人材センターとも連携し、地域の環境美

化や安心・安全な生活環境の整備に努めてまいります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで休憩といたします。 

  再開は午後１時といたします。 

（午前１１時５９分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

 ────────────────────────────────────── 
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○議長（杉山幸昭議長） ３番、伊東久子議員。 

〇３番（伊東久子議員） それでは、再質問をさせていただきます。 

  上士幌町の医療、介護者の皆さんにとっては、毎日感染者を出さない、ならないとい

うことで、すごいご苦労されていると思っています。高齢者が多い職場ですので、どう

しても密接を避けるということはできないのではないかと、そのように思っております。

大変な仕事だと思っています。 

  そして、そのＰＣＲ検査の方法なんですけれども、テレビで専門家の先生たち、それ

ぞれに違う言い方もされておりましたが、唾液によるＰＣＲ検査。これは、ＰＣＲ検査

というのは、１回したから、そのときは大丈夫でも、次の日から陽性になる可能性とい

うのはあるということも話しておりました。ですから、看護師さんだとか介護者の皆さ

んには３週間ごとに検査をしながら、密接な仕事をしていただくということは、行政の

支援があれば、私はできることだなと思っております。 

  また、検査キットというのがあるそうで、それは時間がかからず判定がすぐ分かるよ

うで、かかる経費については、ぜひ病院関係者の方たちの情報を聞きながら、お願いを

聞きながら進めていただきたいなと思って、このようにするということですので、安心

をいたしました。 

  一般町民の皆さんは今、大変コロナのことで、ちょっとナーバスになっている点もあ

ると思うんですけれども、少々熱があっても病院に行きづらいとか、それから、コロナ

と診断されたら帯広保健所まで行かなければならないというか、そういうのをとても気

にしている人が多くなってきているようにも思います。 

  先日、十勝医師会の会長さんは、近いうちに、日頃、かかりつけのお医者さんで疑い

のある患者さんについてはＰＣＲ検査、これ、ＰＣＲ検査は保険が利かないらしいんで

すけれども、疑いのある患者さんについては保険適用で検査ができると、そのように話

しておりました。 

  まだまだ本町にとっても、日本列島にとっても油断はできないと思います。 

  それで、国や道から、いろいろなコロナ情報が出てきたときに、とにかく町民に早く

知らせていただいて、正しく決められたことを守るということが、感染を減らしてなく

すということになるのではないかと思って、今回質問させていただきました。 

  また、今回の予算で、行政の支援によりＷｉ-Ｆｉ環境ができるということで、これ

で９カ月もの間、家族に会えなかった人たちも大変喜んでいると思いますので、時間を

かけずに、早急に取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 



－36－ 

〇竹中 貢町長 何点かご質問がありました。 

  一つには、最もリスクが高いと言われる高齢者の福祉施設や医療施設と、そこでそれ

に従事している職員の健康管理。これは自分のこともさることながら、そこにいる入院

の人方の予防にもつながってくるということで検査できないだろうかということであり

ます。 

  日々刻々とコロナの対策だとか、まだまだ知見が毎日のように変わってきて、ある程

度時間がたつことによって、さらにいろいろなコロナの性格だとか対処の仕方だとか変

わってきているということがあります。そのために、その対処方法もいろいろ出てくる

わけでありますけれども、２月段階のあの状況と、それから今段階では、相当コロナの

性格が明らかになって、大体その中では、高齢者、それから基礎疾患がある人方が重症

化しやすいということでありますから、そこのところの手当てというのは、やはり重点

的にすべき課題なんだろうなと、そう思います。 

  できることであれば、そこのところをやりたいということで答弁をさせていただいて

おりますけれども、果たしてそれができるかどうかというのは、いろいろ課題があるだ

ろうと思います。検査のキット、それから検査の受け皿、そのようなところがあるのか。

ここのところは多分、保険が利かない対象だというふうに思います。そのためには、ま

ずは医療機関のほうに、一番現場のところでいる医療機関のほうに相談させていただい

て、職員に対してそのようなことが本当に必要なのかどうかと。それから、予防対策も

それぞれ講じているだろうというふうに思いますので、その辺はある程度こちらも強制

的にできる話ではありませんから。それと、そういった検査の検体のキットだとか、検

査を調査する機関だとか、そんなようなことも全部整っていなければ駄目だということ

になります。全体的な、とにかくＰＣＲ検査の容量が少ないということで、今お話しあ

った十勝の保健所も一日30件だとか、それから今回の十勝の医師会でも30件だとか、そ

れから帯広でやるとしても30件だとか、こういったことがありますから、誰でも彼でも

ということは基本的にはならないだろうと、そんなふうに思います。そこのところは、

きっと保険適用の対象になるんだろうというふうに思いますけれども、今お話されたと

ころは保険対象外ということですから、民間のそういうルートがあって、それで検査が

してもらえると。多分そこそこの検査料というのがかかるだろうと思いますけれども、

これらについては、もしやりたいと、あるいは、そしてまた確保できるということが分

かれば支援をさせていただきたいなと。これは、これから医療機関等々にお話をさせて

いただきたいと、そのように思っております。 

  それから、熱があってもということで、なかなか行きづらいということですが、ここ
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は当初から地元のクリニックと診療所と協議の中では、熱があって突然来るのではなく

て、事前に相談をしてくださいというようなことを第１段階ではそうさせていただいて、

そんなにハードルが高くないと。その上で、コロナの疑いがあるだとか、あるいは普通

のそれ以外の熱だとか、一定の判断はかかりつけのお医者さんなんかについてはしてい

ただけるというふうに考えておりますので、地元からその辺については相談を受け付け

る体制はあるというふうに考えておりますから、もしそういった方がいらっしゃるとす

れば、ぜひ相談をしてくださいと。逆に言うと、むやみやたらに普通の一般の人方が行

くところに、少し熱が出たから行くというのは、ちょっと場合によっては様子を見ると

いうこともあるのではないかということであります。それは自分を守るということと、

もう一つは、人にうつさないということと併せての手順というか、考え方になります。 

  それから、情報の提供については、これも相当提供させていただいて、いわゆるコロ

ナ対策の３密の防止のチラシだとか、そういった防止対策もありますし、それから、い

わゆる給付の関係だとか、そういう経済支援対策だとか、それらについても、この間、

相当丁寧にさせていただいているということであります。 

  ただ、最近は北海道もある程度落ち着いてきているというような状況でありますから、

それから、国のほうも、東京も久しぶりに100人切っただとかいうようなことで、緊急

状況も少しは収まってきているのかなというようなことで、新しい情報というのはそう

そうありませんけれども、いろんな検査だとか、それから冬に向けての対策だとか、そ

んな情報についてはこれからも出てくるだろうと思いますし、町としても必要に応じて

対策を講じて、町民の方々にも、それなりの生活スタイルだとか注意すべきことについ

ては注意を喚起を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） ３番、伊東久子議員。 

〇３番（伊東久子議員） いろいろ町も努力していることには理解をしております。 

  また、ＰＣＲ検査の十勝医師会とか保健所、30件ぐらいと言いますけれども、民間の

検査するところが多分あるのではないかと思いますので、状況によってはもっと多くの

人たちの検査ができるのでないかなと私は思っていますので、どうぞ医療機関に事情を

聞くときには、そういう機関もたしかあったと思いますので、その点も聞いてみていた

だきたいなと思います。 

  それから、２点目に入ります。 

  次に、町内会勧誘について、単身者だけではなく、家族持ちの人も加入していないと

いう事例がたくさんあります。問題なのは、町内の高齢化で役員のなり手不足、それと

防犯、防災対策。共助が成り立たない状況になっている現状ではないかと思います。 
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  私、５日に防災訓練を受けましたが、盛んに共助が大切だ、共助が大切だという話を

盛んに言われておりました。それは認識はします。自助、共助、公助については認識は

します。現状、このままでいったら成り立たなくなるのではないかと思っております。

公助を待つだけでしたら、助けられないことも出てくるのではないかと心配しておりま

す。 

  それに、今年になってからだと思いますが、14区のふれあい団地の町内案内図が消さ

れておりました。確かにプライバシーの問題は、地域により、入居している名前を出し

てほしくない人もいるかもしれません。ですけれども、ふれあい団地の１階は虚弱な高

齢者の方が多く住んでおります。全て削除するのではなくて、希望者を載せなければい

いのだと思います。入居者の方たちに聞いても、説明もなく、何も知らなかったと。町

民に納得してもらう行政の説明は、私は必要ではなかったのかなと思っております。 

  もう一つ、この２点目についてのごみ問題もその一つです。 

  生ごみのカラス対策が、多分分からないんだと思うんですけれども、教えてあげよう

としても、誰がそのごみを出したのか分からない。そして、近所の高齢の人たちが毎度

掃除をしている状況もあります。 

  私は上士幌に住むに当たっては、上士幌町民になったんだから、ルールはきちんと守

ってもらうような指導をきちんとしなければならないと考えています。少しきつい言い

方かもしれませんが、町内加入を条件に住んでもらうことも必要ではないかと思います

が、町長の考えをお聞きいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 だんだん薄くなってきていると。これはこのとおりだと思います。本町

に限らず、全国的なそういった傾向にあるということです。 

  何でなのかなというところも考えないといけないなと、そんなふうに思いますが、こ

れはみんなで何でだろうと考えているんだろうと思いますけれども、一つにはお互いに

共通の課題というか、そういうのがなくなってきている。例えば、私も、議員もそうだ

ろうと思いますけれども、生きるために精いっぱいだった時代。お互いにおめでたいと

きにはお赤飯で祝ったり、そのようにし、そしてまた、小さい子供がいたら助けてあげ

るということですけれども、ある程度今、そういう面での心配はなくなってきたと。隣

近所に頼らなくてもよくなってきたというようなことですよね。ですから、冠婚葬祭な

んかもその一つの例で、お互いに助け合って、結婚式があったり葬式があったりしたけ

れども、これももう今は民間のビジネスでそれも必要なくなってきたというようなこと。 

  子育てでつながっていたところ、何でつながれている、ここの子育てでつながってい
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たものも、少子化で子育てができなくなってきた。今度はお年寄りになってくると、今

度はお年寄りが外に出ていく時代から、隣近所の縁も薄くなってくると。様々なそんな

ようなことを思ったりもしているわけでありますけれども、そういった意味では、お互

いに共通のテーマというのは何なのかというところを、ひとつ大事なポイントとして今、

考えていかなければならないというふうに思います。やはり全世代にとって大事なのは、

今出てきている防災だとか防犯だとか、このことというのは、多分どの世代においても

お互いに共通の課題。変な人がいるとすれば、それを何とかしなければなければならな

いというのは、みんなの願いであるというふうに思いますけれども、災害あって自分の

身の安全を守りたい。これはこれからの一つの大きな鍵が町内会を結びつける、そこに

鍵があるのではないかと。年寄りがいたとすれば、その人をどう助けるかという、そう

いう力も働いてくるということ。これは若い、」お年寄りも含めてそこにあるんだろう

と。若いからって、全く無関心ではなくて、そういう役割があるとすれば、そこに関心

を持っていただけるのではないかなと、こんなふうにも思ったりもしています。 

  ただ、そこにどういうきっかけで入っていくかといったときには、情報の取得の仕方

が全くもう違ってしまっているということですね。今までは口コミでやってきたものが、

隣近所の口コミで世間話ができたのが、全くそれはなくなったということでありますし、

これだけスマホだとか普及してきたら、それだけで全部事が足りてしまうということで

すので、そういった媒体を通して町のことを知ってもらったり、あるいは町の活動に興

味を持ってもらいながら関心を起こさせるというのが、今回の回答の一つなわけです。 

  そういう意味で、今ちょうど今回のコロナも、コロナが教えてくれた一つには、日本

はそういったデジタル化でありながら、その辺がいろいろなところに福祉だとか、ある

いは産業や教育のほうに遅れているというようなことも出ておりましたし、それが人間

関係を疎遠にするのではなくて、そこをきっかけにして、お互いの共通の課題というの

を見つけて、そしてコミュニティーが形成されていくという、時の軸になるのは、一つ

は防災関係ではないかなという感じを持っております。これはこれからの戦略の一つで

やる必要があるんだろうと。区長のほうに幾ら、それは入ってくださいと言っても、な

かなかそう簡単にいかないと。そこの共通の認識が、そもそもなかなか一体化できてい

ないということがありますから、その辺あたりから戦略を練り直していく必要があるの

ではいなかと思います。 

  それから、町内会の案内看板が、案内の住宅が消されているということで、今初めて

聞きました。建設課長が来ておりますので、何か情報あったら。 

○議長（杉山幸昭議長） 渡部建設課長。 
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〇渡部 洋建設課長 住宅の入居者の情報につきましては、私も詳しくちょっと、今、資

料ないんですが、聞きましたところ、やはり個人情報の関係、その他ありまして、消す

ことになったということで聞いておる状況でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、伊東久子議員。 

〇３番（伊東久子議員） 先ほども言いましたけれども、14区のふれあい団地につきまし

ては、１階のほうにはほとんど、要支援だとか、それこそ何か困ったときに手助けをし

なければならないお年寄りたちがすごく住んでいるんですよね。だから、その人たちの

了解もなしに消すという方法はないのではないかと思いましたけれども、担当課として

はそれは、１人の人の報告から消してしまったのか、それとも14区全部の確認をとりな

がら消したのか、そこら辺ちょっと確認したいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 暫時休憩いたします。 

（午後 １時１８分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き再開いたします。 

（午後 １時１９分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 渡部建設課長。 

〇渡部 洋建設課長 これまでの経過についてですけれども、個人、１人、２人とかから

言われて消したという形ではなくて、やはり数年前から何名かからそういった話があっ

て、その上で行政区長さん等に相談した上で、それであれば消したほうがいいのではな

いかということで、そういった形にしておるということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、伊東久子議員。 

〇３番（伊東久子議員） 消すのは簡単かもしれないけれども、やはり防犯だとか防災だ

とか、あと、高齢者の虚弱な人たちをどうするかということを考えたら、健康な人はい

いんですけれども、多分これから問題になってくるのかなと思います。 

  要支援の人たちの名簿も確認をとったら載せてもいいですよということに多分なって

いると思うんですけれども、ですから、今回の住宅の件についても、ここに名前載せて

いいですよという人には載せてもらう、嫌だという人は消してもらう、そういう方法を

とったほうがいいのではないかと。これからもまだそういう可能性はありますか。 

○議長（杉山幸昭議長） できれば町長のほうに。 

  竹中町長。 

〇竹中 貢町長 これが強制的に事務的にやらなければならないものかというところまで
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今度はいってしまうんですけれども、基本的には町内のお互いにコミュニティーを図る

上でも、名前があったりするというのは、これまでの自分たちの慣習からいうと望まし

いだろうと。ただ、都会なんかになると、だんだんその辺については公にしたくないと。

最近は電話も出ないというケースも出てきているという場合もありますが、十分この町

内会の持つ意味だとか含めて、それぞれの町内会と考えることと、それから、行政とし

て強制はできないとしても、考え方として、どの形が望ましいのかというのは、整理し

ていく必要があるだろうというふうに思います。これまたそういったことも時代が映し

ているのかなと、こんなふうに思ったりしているんですけれども、ちょっと気がかりな

点の一つだなと、そんなふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、伊東久子議員。 

〇３番（伊東久子議員） 了解しました。確認、ただ担当課が消してしまったのかと私も

思っていましたので、そういうことは許されないなと思って質問をしましたので、高齢

者を守るという点のほうもちょっと考えていただきたいなと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

  ３点目に入ります。 

  空き家、空き地につきましては、生涯活躍のまち、まちづくり会社に依頼して調査を

いたしましたね。空き地は草刈りがされていないままです。草刈りされていないところ

というのは、ごみがすごく投げられるんですね。それも知っていただきたいなと思いま

す。 

  担当課の努力はよく分かります。最近私、この件について関わりましたので、十分理

解しています。固定資産税の通知書に、管理できない場合には人材派遣会社があります

よというお知らせも入っておりますし、このことについては、担当課としては一生懸命

やっているなと、そういうふうには思いました。でも、行政は特に縦割りですから、町

民課が一生懸命やっても、なかなか解決できないと。 

  私、よく道路パトロールの車が回っているんですけれども、あの車がそういう状況を

見たときに、担当課のほうに報告すれば、わざわざ担当課が行かなくても解決できるこ

となのかなと思っております。そして、道路パトロールも、車に乗って回るのではなく

て、きちんと降りて確認していただきたいたなと。縁石の破損だとかいっぱいあるんで

すけれども、そこら辺もちょっと気になるところです。 

  あと、団地内の道路も網目状にそこから草が生えてきてひどいことになっております

ので、お年寄りの方が老人車というんですか、ころころ押して歩いているんですけれど

も凸凹ですから、とても大変だなと、いつも思っておりました。 
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  上士幌に長く住み続けている高齢者の方たちも、本当に今までも安心して住んできた

と思うんですけれども、特に最近、こういうことが目につきますので、安心して、本当

に上士幌に住んでいてよかったなという、お年寄りの方って、なかなか声出して言いま

せんので、そこら辺もちょっと、皆さんで自分事として気をつけながら歩いて、守って

いけたらいいなと思って、そのようなことで質問を今回させていただきました。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 周辺の草だとか空き地の雑草だとか、特定のところが意外とそういう状

況にあるだろうと。アダプトなんかはかなりいろいろなところでやっていただいて、縁

石の草だとか刈り取っているという状況がございます。 

  ただ、じゃ、全てきれいになっているかというと、そうはいっていないというところ

がありますから、それらについては、最終的には行政ということになるんだろうと、そ

んなふうに思いますし、町道だとか町の管理だとすれば町だということになるんだと思

いますけれども、できれば自分の家の前くらいについては、住民の一人として環境美化

に協力いただきたいものだなと、こんなふうに思っておりますが、それはあくまでもお

願いするしかないだろうというふうに思います。 

  それから、特に空き家の解体は行政的な支援で、かなり整備されてきているというふ

うに思います。これは本人の理解を得なきゃならんということもありますけれども、結

構それはいろんな税金の納付の機会に、送付の機会にそれらの情報も提供させていただ

いて、来られないけれども自分でまちづくり会社に頼むだとか、あるいは補助金を使っ

て解体をするだとか、こういったことにはつながっていっているのではいなかと思いま

すけれども、ただ、時間がかかってきているというふうに思います。それでも、よそか

ら見れば、よその人方から見れば、この町はきれいだなというふうに言ってもらってい

ますから、今みたいなところで不快感のないように、何らかの形でお願いをするような

ことと、それから、どうしても手の足りないところについては行政でやるということが

出てくるのではないかと、こんなふうに思います。それが協働ということになってくる

んだろうと思いますけれども、そのような町民であってほしいなということを、いろん

な機会を通してお願いをして、清掃活動にも協力をいただきたいということでございま

す。 

  とりあえずはそういったことであります。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、伊東久子議員。 

〇３番（伊東久子議員） いろいろ答弁をいただきました。 

  ぜひ、こういう問題になってくるのは、やはり町内会に入る人が少なくなって、アダ
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プトやっている人が高齢になってくるとか、いろいろなことに多分つながっていくんだ

と思うんです。防犯、防災にしても、若い人の手をかりないとできないということもつ

ながってくると思いますので、そこら辺よく考えながら行政を運営していただきたいな

と思って質問させていただきました。 

  これで終わります。答弁があればお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいですね。 

  以上で、３番、伊東久子議員の一般質問を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

（午後 １時２９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３１分） 

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

◇ 野 村 恵 子 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、４番、野村恵子議員。 

〇４番（野村恵子議員） 私からは、町内の環境美化について質問させていただきます。 

  令和２年、道の駅オープンに向け、商店街の植樹を植え替え、景観がよくなりました。

来町者の方々に気持ちよく上士幌の街を見ていただきたく、商店街の入り口から車道脇

の雑草を取り除き、花の管理等、美化に努めています。また、国道273号線の沿道にあ

る花壇は、町民の協力により、花の管理、雑草取りなど、シーズンオフまできれいに管

理されています。 

  ただ、残念なことに、全く手つかずの場所もあり、雑草が生い茂り、不快な気持ちに

なります。 

  国道、道道は、それぞれの道路管理者の管理ですが、年間の予算が決まっており、な

かなか除草等の管理まで行き届いていないのが実情です。旭川方面から来町される方か

ら見ますと、町の入り口が雑草だらけで、環境が悪い状態に思われます。 

  平成元年に環境省より、環境美化行動の日の設定についての通達がありました。この

趣旨は、各地の地方公共団体、民間団体等の呼びかけにより、各種の環境美化運動が展

開されつつある、このような運動は国民の環境問題に対する意識の高まりを反映するも

のであり、環境保全の推進の観点から、一層その輪を広げていくことが望まれる、この

ような運動を全国的に普及し、盛り上げていくため、引き続き環境週間の趣旨を踏まえ、

国民がこぞって環境美化に取り組む日として環境美化行動の日を設定することを呼びか
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けるとあります。 

  そこで、町長の考えをお聞きします。 

  １点目ですが、この活動で本町はクリーン作戦を行っていますが、環境美化運動の活

動例として、草花の植栽、草取りとあります。手つかずの沿道、歩道をこの運動に合わ

せて活動を行ってはいかがでしょうか。 

  ２点目ですが、公営住宅の空き家と私有地の空き地の環境美化についてお伺いいたし

ます。 

  近年、民間の賃貸住宅が増え、町内の空き地が減り、環境がよくなってきましたが、

町なかには幾つかの空き地があり、草刈りが行われていないところもあります。持ち主

には問合せをされているようですが、実施されていません。草が伸び放題だと、その場

所にごみが捨てられることがあり、環境がよくありません。地主にはどのような対応を

されているのかお聞きします。 

  また、公営住宅の空き家の周辺の環境については、どのように対応されているのかお

聞きいたします。空き家だけではなく、現在住んでいる公営住宅の周辺も、玄関のすぐ

脇に木が生えるなど、そのままになっていたり、以前に住んでいた方が植えた木などが

そのままになっていたりします。退去のときに全部庭木を撤去すべきですが、実施され

ていません。また、自然に生えた木が敷地内に大きく伸びたままのところもあります。 

  公営住宅全体の環境美化について、どのような考えをお持ちなのかお聞きいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

〇竹中 貢町長 町内の環境美化について、野村議員のご質問にお答えいたします。 

  １点目の環境美化運動についてであります。 

  本町では、行政区や老人クラブ、ぬかびら源泉郷旅館組合などによる自主的な地域清

掃活動のほか、町と社会福祉協議会の共催で空き缶クリーン作戦を実施しております。

これは、清掃活動を通じて、ごみのポイ捨て防止の啓蒙を行い、環境をよりよくしよう

とするもので、多くの団体及び個人の参加をいただき、地域に密着している活動であり

ます。 

  国道273号沿いの植樹ますや、商店街である道道停車場線沿いにおいては、商店街や

行政区、アダプトプログラム参加者の協力により、大変美しく管理されているところで

ありますが、一方で、ご指摘のとおり、一部において除草等の管理が行き届いていない

箇所がある状況も見受けられるところであります。 

  このような状況において、町では、景観上の観点からも、各道路管理者に対して除草

の要請を行っているところでありますが、除草は通行上の支障になると認められる場合
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とされ、地域の環境美化活動に頼っている現状であります。 

  今後、議員ご指摘の環境省が奨励する環境美化運動の一環として、どのような形であ

れば可能かを検討してまいります。 

  来町者をお迎えするために、市街地区、商店街においても、環境を整えることは、お

もてなしの観点からも重要な課題であり、各道路管理者や商店街、地域の皆さんの協力

を得ながら環境美化に努めてまいります。 

  ２点目の公営住宅の空き家と私有地の空き地の環境美化についてであります。 

  私有地の環境美化につきましては、先ほど伊東議員のご質問の中でお答えさせていた

だいたとおりであります。 

  公営住宅の環境美化につきましては、空き家となっている住宅について、町では年に

３回から４回の除草作業を実施しているほか、残置物として残ってしまっている樹木や

自然に生えて大きくなってしまった樹木につきましても、状況に応じて剪定や伐採を行

い、環境美化に努めているところであります。 

  また、入居中の住宅につきましては、庭などの管理は入居者に行っていただくことと

しておりますが、草刈りなどが実施されておらず、環境保全や衛生上、問題があると判

断される場合には、文書や口頭により適正な管理をお願いしております。 

  住宅の退去時におきましては、庭木等の処分をした上で退去していただいております

が、入居者自身が植えたものではなく、何らかの理由で樹木がそのままになっている場

合もあるため、その場合は町で処分しております。 

  今後も環境美化に配慮し、町民の皆様が快適に生活できる住環境を提供できるよう、

適正な公営住宅管理に努めてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、野村恵子議員。 

〇４番（野村恵子議員） 再質問をさせていただきます。 

  １点目ですが、伊東議員と重なる質問があると思いますが、お答えいただきたいと思

います。 

  １点目ですが、ここ１カ月ぐらい前から、国道と道道の旧６差路のところの街路樹の

木の根元からちゃんと剪定されているんですよね。すごく街路樹の根元はきれいになっ

たんですけれども、あれが伸びてくると、ある商店の駐車場から出るときに、やはり視

界が悪くなって、事故を起こしたりもするので、引き続き剪定が必要かと思われます。

今後ともぜひ剪定のほうは、誰がやっているのかちょっと見たことがないんですけれど

も、切られていることは、ここ１カ月ぐらい確認しています。 
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  それで、ぜひとも今後課題となる歩道の草取りをどういうふうに検討していくのか、

改めて町長に再度お伺いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 樹木の剪定、旧６差路のところという話ですね。 

  以前は、以前といいますか、結構下から伸びるのが速いんですよね。それで、本来は、

通行に妨げがあるというような場合、あるいはほかに何らかの障害を、電線に影響を与

えるなんていった場合には、これは道道の樹木でありますから、道が行うということで

すけれども、現実問題は、年１回か、あるいは樹木についてはそれ以上時間がかかって、

乗り換えに合わせてやっていると。ですから、下のほうについては、なかなかそれだけ

で道は手はつけていないのではないかなというふうに思います。聞いていません、私も、

そのことについては。後でまた課長のほうから答弁させます。 

  それと、春先、６月、７月くらいには、そこは役場の管理職の人方がボランティアで

そこを清掃していたというのを見ていますし、それできれいになったということもござ

います。さらにさかのぼっていうと、その樹木については、そもそも道道の拡幅に合わ

せて並木を整理するということで、いわゆる管理は商店街でやりますというような申合

せで動いていきたということでありますので、さかのぼっていくと、やはり自分たちの

街区のところでお客さんを迎えるということであれば、そんなところにもお願いしたい

ものだなというふうに思っております。 

  今のところについて、もし情報を持っていたら、課長のほうから。 

○議長（杉山幸昭議長） 渡部建設課長。 

〇渡部 洋建設課長 今、町長からもありましたとおり、やはり元をただしていくととい

うところで、商店街さんの協力の上で美化されてきたという中で、ご指摘の場所に関し

ては、もう既に商店がなくなってきていたりとか高齢化が進んでなかなか作業がうまく

いかないという部分が見えてきているところかなと思います。 

  やはり玄関口として、あのままでは、やはりこちら側としてもなかなかいただけない

というところで、先ほど申し上げたとおり、道路管理者に対してもお話ししているとこ

ろなんですが、やはり通行上支障があるというような、ある程度の管理瑕疵のボーダー

ラインがあるという中でありましたので、やはりどういう形か、今後早急に考えていか

なければいけないんですが、ボランティアであったりだとか、町のほうでどういうふう

にしていかなければいけないか、その辺は本当に早急にちょっと考えていきたいという

ふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 暫時休憩します。 
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（午後 １時４３分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 再開いたします。 

（午後 １時４３分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） ４番、野村恵子議員。 

〇４番（野村恵子議員） 植栽ますだけではなくて、歩道のインターロッキングに雑草が

ひどいので、できる限り、６月、７月ぐらいになると、結構根が張って、雑草が取れに

くくなるので、もしやるとしたら、まだ草が若いうちに草取りとかをやると、そんなに

今の６差路のインターロッキングのところが草だらけにならなくても済むのかなという

のは思っています。ぜひ検討していただきたいと思います。 

  ２点目ですが、私有地の空き地の環境ですが、伊東議員の説明にもありましたが、文

書を送って草刈りなどの案内をお願いしているということでしたけれども、我が家の近

くの私有地が雑草が刈られていない状態で、そこにごみが捨てられて回収に来ていただ

いたということがあります。雑草を刈ってもらうような案内は文書で送付しているんで

すが、１回だけなのか、刈られていないところはどういうふうに今後対応していくのか

というのをちょっとお聞きしたいです。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 多分、限られた定期的な刊行物というか、送付物があるときに、そうい

うようなところに、空き家だとか空き地で草刈りに困っているというところについては、

案内しているんだろうと思います。それ以外に、町民から問合せがあり、あるいは苦情

があるといった場合については、担当課のほうから所有者のほうに連絡をして何とかし

てほしいという、それは随時ということ、そういうことでの、所有者なり関係者に通知

をし、清掃をお願いをしているというのが現状だと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、野村恵子議員。 

〇４番（野村恵子議員） それでは、近いうちにうちの近所のところも苦情、何とかして

もらうように連絡してもらいたいと思います。すみません、よろしくお願いします。 

  ３点目ですが、公営住宅の環境美化について答弁ありましたが、公営住宅周辺の環境

美化というものに、目がちゃんと行き届いていないのではないかと思います。なぜかと

いうと、樹木が退去した住宅に木が残ったままのところが何カ所かあります。それで、

退去するときには樹木も撤去してもらう、撤去されない場合は役場で処分すると書いて

ありますが、見回って歩くと、結構木が残ったまま、伸びたままというところがあるん
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ですが、どうなっているんでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 日常的に点検をして、その辺については、目に余るところにはそれなり

の責任において処分してもらうというふうにはしているというふうに思います。時々、

直接私のところにも電話来たりなんかもしますけれども、そういうことであります。 

  ただ、その頻度なり、今指摘があるとすれば、まだまだその辺については、点検につ

いても巡回についてもしっかりとやるべきだというお話だと、そんなふうに思いますか

ら、そのように担当のほうには指示をして、そしてまた改めて雑草だとか、そういうそ

の環境に著しく影響を与えるようなことについては、所有者のほうにも連絡するように

と。ただ、空き家をすぐに解体せえなんていうのは、なかなか財産の処分、これは公営

住宅への質問でありますから、さっきの話になりますけれども、そんなようなことであ

ります。 

  公営住宅についても、結構自分たちできれいにしていただいている方もいらっしゃい

ますので、ただ、中には非常に隣近所にも不快な思いをさせているというのも、ないわ

けではないのかなと、そんなふうに思います。処分するよう、行政のほうとして、指導

としてしっかりやるようにしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、野村恵子議員。 

〇４番（野村恵子議員） 例えば退去する時点で、次の人が入るときにすっかりきれいな

更地ではないんですけれども、全部撤去した上で次の人を入れるというふうにしていっ

たほうが、前に残していった人の木だからそのままになっているというような状態にな

ったりするんだと思うんですよ。でしたら、この次に入る人は、必ず全部撤去した上で

のところに入っていったほうが、残るものはないと思うんですが。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 その辺が微妙なところでして、全てがそれは不法といいますか、処分し

てもいいものであればいいけれども、場合によっては個人の財産だとか、そのようなこ

とになりかねない場合もあるという厄介な、周りから見ればというのも、本人にしてみ

ると、それは極めて意味のあって貴重なものだなんていうことになると困りますから、

そのところが非常に公的な立場としての難しいところがあって、できれば常に一気呵成

にばんばん処分できれば一番いいんですけれども、そうはいかないというのがあるんで

す。 

  ですから、その辺の処分の仕方で、場合によっては長期間にわたって放置していると

いうところもありますから、こういうことについては、もう行政としても強制的といい
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ますか、しっかり整理してしまいたいということがありますので、その辺の心配はあり

ますから、弁護士なんかに相談なんかもしっかりした上でないと、処分もそう簡単にい

かないという事例が多々あると。その辺のことを配慮しているということがありますの

で。出ていくときにやってくれればいいんです。それはもう指導はしなければならない

けれども、そうでないという現実の問題が起きているわけですから、その辺の対処のこ

とについては、よりでも厳しくその辺の後始末をしっかりするようなことは言っていく

必要があるだろうなと、こう思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、野村恵子議員。 

〇４番（野村恵子議員） 最後なんですが、多分今、町長言われたところは11区のほうだ

と思うんですが、二、三年前に11区のしらかば団地の公営住宅のことで、無線の鉄塔が

建っているとか、車庫が置きっ放しになっているとか、全然状況が進んでいないという

お話をさせてもらったんですが、ちょっと質問ずれるんですが、その後どれぐらいの進

捗状況になったのか、もし分かれば教えていただきたいんですが。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 いろいろな事例、そう数多くはないというふうに思っておりますが、な

かなか本人と面会できないということらしいんですよね。ですから、場合によっては強

制的な措置がどんなふうにして可能なのかというようなことも含めて対応するようにと

いうふうに今、担当のほうには指示をしております。 

  いろいろ周りから見ればとんでもないということでありますけれども、その辺につい

ては、処分の問題についても含めてでありますけれども、慎重に、できるだけスピード

感を持って対応するようにしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、野村恵子議員。 

〇４番（野村恵子議員） 近所の方からお聞きしたところによると、物置、車庫みたいな

ところがあって、そこがちょっと猫が出入りできるような穴が空いているらしいんです

よね。そこをこっこを産んで野良猫が増えていると。それで環境もよくないので、でき

るだけそういうものは早急に撤去してもらいたいという要望を聞いてまいりましたので、

なるべく早く、スピードをもってやっていただきたいと思います。 

  質問を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 答弁いいですね。 

  以上で、４番、野村恵子議員の一般質問を終わります。 

  ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 
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（午後 １時５３分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時０５分） 

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

◇ 山 本 和 子 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、２番、山本和子議員。 

〇２番（山本和子議員） 私は、大きく２点にわたり、一般質問を行います。 

  １点目は、町民の不安を取り除く新型コロナウイルス感染症対策を。 

  新型コロナウイルス感染症は、今なお増え続けており、感染症対策をしっかりしたと

しても、いつ、どこで感染するかとの不安が常にあり、様々な活動の自粛が続いていま

す。個々の責任だけではなく、行政ができることを体制的にしっかりすること、一番は

ＰＣＲ検査を受けられる体制を早急に、また、各施設の換気をよくすることが重要です。 

  ２点質問いたします。 

  １点目、ＰＣＲ検査ですが、今は熱や喉の痛み等が出ても、また、心配で受けたくて

も、なかなか受けられない状態です。いずれ不安のある人、また医療機関、福祉施設、

学校など、クラスターの発生の危険のある施設などは、定期的に受けられるようにしな

くてはいけません。国がなかなかきちんと動かない中、保健所任せではなく、町中心に

できることがないのか、積極的に関わっていくべきです。 

  いずれ、市町村単位で受けることができるようにすべきと考えますが、今の実情、課

題についてお聞きいたします。 

  新聞報道によると、十勝医師会が新型コロナウイルスに感染した疑いがある患者が管

内町村部でＰＣＲ検査を受けられる体制づくりに着手したとあります。また、一部の病

院では、ＰＣＲ検査を実施するため、北海道と協議中との情報もあります。 

  ２点目、換気の問題です。 

  30分置きに換気をするとの注意事項があります。学校、ふれあいプラザ、わっか、山

開センター、スポーツセンターなど、町民がよく利用する施設の換気の状況を調査する

必要があります。窓を開けても換気の悪い施設、秋、冬には窓を開けづらい状況も出て

きます。生涯学習センターわっかは、プレールーム等の換気設備の導入予定ですが、科

学的なデータに基づき、基準を設けて対策を行うべきです。 

  大きな２点目です。 

  子供たちの学びを保障するために。 
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  新型コロナウイルス感染症による休校後、６月から学校が再開しましたが、マスクの

使用や密にならないように距離を置かなくてはならない状況が続いています。また、感

染症対策と学習の保障をどうするか、子供たちへの対応、先生方の負担等、課題はたく

さんあります。 

  ３点質問します。 

  １点目、町独自で30人以下学級の実現を。 

  一人一人を大切に、行き届いた教育を行うためには、一クラスの人数を少なくするこ

とが大事です。文部科学省は、2011年に一クラス30人も視野に入れた少人数推進計画を

策定しましたが、１、２年生以外はいまだに40人のままです。そのため、各都道府県が

市町村において独自の予算で少人数学級を実現しています。 

  上士幌町でも、平成27年から小学校１年生を二クラスに、今は１、２年生が二クラス

に、６年生まで35人以下学級に、また、専科の教員を２名配置し、充実を図っており、

評価いたします。 

  しかし、子供同士、最低１メートルを確保するには、一クラス20人以下にしなくては

ならず、そこで、町独自で一クラス20人以下を目指し、当面、中学生まで一クラス30人

以下にするべきです。 

  国も、７月17日閣議決定した骨太方針の中で、少人数学級の検討を盛り込みました。

国に早期の実現を要望しつつ、町独自で子供たちの学びを保障するべきです。 

  ２点目、今後の学校行事、学びの保障をどうするか。 

  国も町も、大きな施策は、主にＩＣＴ関係がほとんどで、実際必要なのは、一人一人

へのきめ細かい指導ですが、あまり予算化されていません、子供たちが楽しみにしてい

る修学旅行や各種行事が安心してできるような予算措置も必要です。 

  ３点目、先生方の負担を軽くし、子供たちに関わる時間や授業準備を保証するための

予算措置をすることが必要です。 

  そのためには、２点目、３点目に関わる内容をより充実させるために、親や先生方の

要望等を聞き取ることも必要ではないでしょうか。 

  以上、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

〇竹中 貢町長 まず、町民の不安を取り除く新型コロナウイルス感染症対策をについて、

山本議員のご質問にお答えいたします。 

  ＰＣＲ検査につきましては、現状では、保健所へ相談された方は、保健所の判断によ

り実施されておりますが、その他に医療機関を受診され、医師の判断により検査が必要
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になった方について、保健所に指示を仰ぎ、検査が実施されているケースもあります。 

  現在、十勝医師会でも、町村でのＰＣＲ検査の実現に向けて取組を進めており、北海

道と契約した医療機関が検体を採取し、民間の検査機関に検査依頼する形で実施となり、

検査対象は、医師の判断で必要がある方となっております。また、帯広医師会において

も、市内で検査センターを設置していく考えにあるとのことであります。 

  １点目のＰＣＲ検査の取組でありますが、国全体としてのＰＣＲ検査能力は不足して

いる現状にあります。国は検査能力を増やすとは言っているものの、希望者全てに対応

できる状況にはない上に、保健所としては、現状、急激に増えた場合の通常医療体制の

混乱などの配慮が必要であることから、町単独の検査の拡大については慎重であるべき

との見解であります。 

  町といたしましても、これらを十分考慮した対応が必要と考えております。 

  ＰＣＲ検査の拡充につきましては、北海道町村会としても緊急課題とした上で、先般、

拡充を求める要望を国に対して行ったところでもございます。 

  ２点目の換気についてでありますが、既に小・中学校の教室やわっかの図書館、役場

事務室等においては、定期的な二酸化炭素濃度の測定を実施し、濃度の変動の傾向につ

いて確認をしてきているところであります。国際的基準や有識者の意見、研究文献によ

る考察を厚生労働省が示しておりますが、室内環境を1,000ｐｐｍ以下の濃度を維持す

ることが望ましいとされており、これまでの検査では、全てにおいて基準内に収まって

おります。 

  この環境を維持するには、窓のある通常の部屋であれば、換気扇の利用と併せて、１

時間に２回程度の窓や戸を数分間全開する換気、もしくは対角２カ所での窓や戸につい

て、適切な幅を常時開けることでクリアできるとの見解があり、冬期においては、追加

暖房の検討や、重ね着などの対応も必要となりますが、防寒上、過大とならない換気量

を確保することが重要と考えております。 

  また、町の施設の貸出しについては、１人４平米を基準として最大利用人数を制限さ

せていただいており、併せて積極的な換気と物品等の消毒、短時間の利用、ソーシャル

ディスタンスの確保をお願いしているところであり、３密防止の対策をとりながら、コ

ロナ禍での活動の継続を実行しております。 

  わっかのプレールームにつきましては、今年度において改修工事を実施し、換気扇の

増設により、さらなる換気量を確保することとしております。夏季の日中の気温の高い

時間帯の子供たちの活動にも、一定の対応ができるものと考えているところであります。 

  コロナ禍の収束が不透明な中で、私たちに求められているのは、３密防止とマスク、
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手洗い、うがい等の励行、万が一感染したときには治癒に専念できる環境と、一日も早

い社会復帰を願い、痛みを共有する寛容さが必要と考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀雄二教育長。 

〇小堀雄二教育委員会教育長 子供たちの学びを保障するために、山本議員のご質問にお

答えします。 

  １点目の町独自で30人以下学級の実現をについてですが、子供たち一人一人を大切に

し、個に応じた教育を行うことは大変重要であります。このため、本町では、上士幌小

学校において、少人数学級指導教諭や専科担当教諭、学校教育推進支援教員などを配置

し、少人数での学級編制や習熟度別指導により、生活、学習の基礎基本の定着を図って

おります。また、上士幌中学校においては、特別支援教育担当教諭や学校魅力化推進員

を配置し、困り感のある生徒の学校生活を支援するなど、町予算での加配により子供た

ちの学びをサポートするとともに、教職員の負担軽減に努めています。 

  今回のコロナ禍においては、小・中学校とも、児童・生徒の感染防止や学習保障に向

け、校長を初め、教職員が一丸となって最大限努力しているところです。教室の密をな

くすことや子供同士のスペースを確保することは容易ではありませんが、現在ある教室

等を活用するなど、工夫しながら授業を進めています。 

  少人数学級の実現に向けては、町予算対応にも限界があることから、引き続き国や道

に要望していくとともに、教育委員会として、コロナ禍における少人数学級、少人数指

導のあり方について検討してまいります。 

  ２点目の今後の学校行事等については、新型コロナ感染症拡大により、学習の進度に

遅れが生じたり、参観日や１年生を迎える会、対面式や遠足など、１学期の行事が軒並

み中止や延期となりました。コロナ禍における教育活動は、様々な工夫が不可欠となり

ますが、一人一人へのきめ細やかな指導が行われるよう、学習保障に努めてまいります。

また、協働性や人間力を育む宿泊研修や修学旅行についても、行程等を検討し、２学期

に実施する予定となっています。さらに、運動会や体育祭、文化祭等の学校行事につい

ても、開催方法を見直し、保護者の皆さんにも参観いただけるような形態での実施を検

討しているところです。 

  ３点目の教職員の負担軽減については、２つ目の質問の予算にも関わりますが、第２

次地方創生臨時交付金において、消毒液や体温計、学習教材の購入など、学校裁量で柔

軟に対応できる費用が措置されたところです。また、今後の展開としては、道予算にお

ける人的体制整備事業として、学級担任を補助する学習指導員と、消毒などを行うスク

ールサポートスタッフが近く配置される予定となっており、子供たちの学習活動や安全
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確保のため、毎日検温や消毒作業などを行っている教職員の負担が少しでも軽減されれ

ばと考えております。 

  コロナ収束のめどが見通せず、不安な状況が続くことから、学校における新しい生活

様式に十分留意しながら、保護者や教職員の声にも丁寧に対応した学校環境の整備を進

めてまいります。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

〇２番（山本和子議員） 初めに、コロナ感染症の関係について再質問いたします。 

  コロナ関係については、この質問書を出したときからかなり情報も、国のほうも、新

聞報道を見ましても、十勝管内でも大きく前進というか、進んでいる状況もありますの

で、それも含めて再質問したいと思います。 

  最終的には受けたい人がいろいろなときに受けられることをいずれは整備しなくては

いけないと思うんですが、その中で今の現状と上士幌町で何ができるのかをちょっとや

りとりして質問したいと思います。 

  まず、相談窓口の件では、多分町長も知っていると思うんですが、９月４日付で厚生

労働省が、従来の帯広保健所とかもう１カ所ありますね。発熱外来センターではなくて、

かかりつけの医療機関を通じて、インフルエンザのこともありますので、そこを通じて

まず受診すると、そういうふうに方針が変わったといいますか、もちろん保健所のほう

ももちろん受け付けているんですが、そういうふうに変わったという通達が９月４日に

出されておりますので、それは多分、新聞報道もありますので、町長もそのことを知っ

ていると思うんですが、ここの町の医療機関、とりあえず受診できる医療機関は２つあ

りますが、その辺について認識をしているのかどうか、まず質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 最近、そのように一般の医療機関もこの相談、十分乗るようにというよ

うなことであります。これについては、保健所のほうに過度の負担がかかっているとい

うことで、非常に厳しい労働条件の中でということを少しでも緩和するというようなこ

とであります。 

  本町については、コロナ対策の中で一定の発熱なんかがあった場合については保健所

ということでありますけれども、しかし、そうもみんなが保健所というふうになれても

いませんから、地元のクリニックや、あるいは診療所に直接行くケースだとかがあると

いうようなことの懸念から、それはもし感染しているとすれば、ほかに感染を広げない、

あるいは医療従事者にとっても、今は防御態勢をとっておると思いますけれども、感染

のリスクがないわけでもないというようなことから、当初からできるだけ不安なことが
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あったら、地元であれば地元のかかりつけの診療所、クリニックのほうに、まずは一報

を電話等でいただくと。その上で適切な処置をして、地元であってかかりつけであれば、

既往症なんかも分かっているだろうと思いますから、その上で保健所のほうにしてもら

うだとか、あるいは診療に来てもらうだとか、このように感染の拡大防止だとか、そし

てまた、病院に気軽に相談に行けるというようなものは、早くから対応をとって周知を

させていただいているということであります。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

〇２番（山本和子議員） はい、分かりました。何カ所か行っても、発熱した方は車で待

ってくださいとかというふうに、地元の診療所関係、医療関係の方も従来からやってい

ると思うんですけれども、それもこれからきちんと、インフルエンザもありますので、

これからインフルエンザなのかコロナなのかといったら、本当に帯広保健所に電話しな

ければいけないのかと。電話したら、大丈夫だから診療所にとか言われても、そういう

のはやはりきちんと町民のほうに、これから熱が出ることも多分多くなるのではないか

と。その辺、徹底してほしいと思います。 

  それから、検査体制の問題で、今でしたら帯広保健所で、私も新聞報道でしかないん

ですが、今、30件ぐらいやれると。それから、帯広の医師会がドライブスルー方式で10

カ所ぐらいやって、30件ぐらい、それはもちろん民間の関係によって30件ぐらいできる

のではないかと。それから、十勝医師会も、既に採取だけやっていて、新聞報道による

と、既に９医療機関が道と契約を結んで検査を、採取といいますか、採っていると。そ

れと、18医療機関が、既にそれをやってもいいですよというふうに、十勝医師会のほう

ではそういう声もあると。 

  ただ、それはやっぱり今の時点では、北海道のほうと医療機関が多分提携、約束、許

可もらわないとできないのではないかなと思う。その辺の状況について、町内の診療所

関係について、把握できていれば答弁をお願いしたいんですが。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 町内の医療機関が検査について北海道と協定を結んでいるというお話は

伺っておりません。ただやっぱり、いろんな感染にかかわる相談だとか、その後の保健

所への対応だとか、十分配慮していただいているというふうにもお聞きしております。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

〇２番（山本和子議員） 既に私の知っている自治体も何件かあるんで、９医療機関は病

院がやって、それでそれに町が補助しているというケースもあるんですが、多分、十勝

医師会も各町村で、検査キットですか、それを採取できるような方向にいきたいんだと、
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そうしないと、帯広だ、あっちだってなって、いうふうに進むんだろうと思うんですが、

その場合に、多分これは本当に、今日はこれは７月の情報と、昨日、今日の情報、また

ぐっと進んでいますので、多分、医療機関がそういう希望があって、道のほうと結んだ

り、それから十勝医師会でも援助があったりするときは、多分そういうキットを各町村

の医療機関で採取できることにもなるのではないかと。なるというか、そうしなければ

いけないと思うんですが、そのときに町ができる援助というのを、やはり一緒にやらな

いといけないと思う。その辺について、まず第１段階、採取するキットを医療機関でで

きるような、もし方法が模索できれば、町ができることとして何か、援助とかそういう

ことがあれば、するのかどうか。その辺、具体的にはまだ見えてこないので。その辺、

まず聞きたいと思うんですけれども。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 コロナという病気ということであれば、保険が利いて、安心してその後

の処置が受けられるということになりますけれども、ただ、何でもないのに受けさせて

ほしいというような事例については、なかなか難しいのではないだろうかなというふう

に思います。 

  先ほど伊東議員の質問にお答えしましたように、いわゆる医療施設、それから介護施

設なんかについては、疾病の持った方々だとか、高齢によって基礎疾患があるだとか、

これは感染のリスクと重症化するリスクがあるということで、それに関わる従事者につ

いては、これは自分だけの問題ではなくて、クラスターの防止という視点も含めて、も

し施設等でそういう対応をする、したいということとできる環境があれば、それらにつ

いては優先的に応援をさせていただきたいなと、そんなふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 山本和子議員。 

〇２番（山本和子議員） なかなか物事は順番にしか進まないので、本当に一気にみんな

が受けられるような体制というのはなかなかいかないと思うんですが、先ほど言ったの

は、まず検査キットを町内なり、そこでまず受けることができるかと、それが第１段階

で、その次に、十勝医師会は民間医療機関にそれを検査してもらいますので、そこの診

療所で検査はできないと思うんですよ。そのときに検査することまでできるとなった場

合に、お金かかりますよね。テレビ報道は、物によるんですが、1,000万とか何千万と

か、物によるんですが、もしそういうことが、これは多分年内は無理としても、来年の

早期段階では、地元のところでとりあえず疑いのある人、全員は無理としても、疑いの

ある方、医者が判断した場合に地元で採って地元で検査できるところまで早期にいって

ほしいなと思っているんですが、そのときの相談なり医療機関との打合せではないんで
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すが、そういうことまでの話合い等はされているのかどうか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 コロナに対する、例えば行動履歴だとか、それから今でも濃厚接触の機

会があってちょっと不安だとか、あるいはちょっと熱っぽいだとか、そういう不安があ

ったとすれば、そのことに対して何らかの形で安心・安全のための対策として検査なり、

検査も今は抗体検査だとか、あるいは抗原検査だとか、いろいろありますけれども、検

査を受けて安心してもらうということはあり得る話だろうと思いますが、そもそも検査

そのもの絶対量がどう確保できるのかと。私どもとしては、残念ながら、その辺につい

ては把握できておりません。 

  ただ、何でもということになってくると、それは医療の関係のほうの混乱にもつなが

ってくる可能性もありますし、それからコロナのこの検査は、１回終わったからそれで

いいというわけではないということですね。ですから、引き続きずっとやっていかなけ

ればならないという、そういったこともありますので、不安の解消だとか、そういった

ことに対する手立て等について、できることであれば、まずは先ほどの、もし可能であ

るのであれば、医療従事者とかいった上、次の段階としてそんなようなこともしていく

と。 

  ただ、そういったときに、じゃ、無料でできるかといった場合には、混乱する可能性

も出てくるだろうと。不安があるとすれば、しかも保険が利かないということでもあり

ますし、保険が利くということは、それは僕らのふだんの検査でもそうですけれども、

ただ検査してほしいといったら保険が利かないわけですよね。どこが痛いだとかいった

ときに、何か症状があったら、いわゆる保険の適用になりますけれども、単なる検査だ

けではそうはいかない。それと同じように、検査だけやってくださいということになる

と、自己負担になるということになると、自己負担の分を全額公費でできるかとなると、

その辺については、金額にもよりますけれども、いろいろとその状況によって考えなけ

ればならないというようなことが出てくるのではないかなと、そんなふうに思っており

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

〇２番（山本和子議員） なかなか町がどうのこうのするという事業ではありませんので、

医師会があったり、各診療所のことがあったりするので、どんなふうに進むかは、先が

ちょっと見え始めたんですが、町が全部、キットも何も全部そろえて、そういう事業で

はないですので、ぜひ医療機関と提携しながら、医療機関と、情報ももちろん、担当課

や町長も情報、多分、申し訳ないけれども、北海道は遅れていると思うんですよ。いろ
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いろなところで既に介護施設全職員にＰＣＲ検査やっているところもあったり、全町民

に対して、足立区ですか、いろいろな何百万というキットをそろえながら受けたい人が

何回も受けられるような体制を構築するんだと進んでいるところもあるんですが、北海

道はまだそこまで全然いっていなくて、ちょっと足踏みというか、遅いなという気もす

るんですが、ようやく十勝医師会や帯広でも10カ所、一日30件できるというふうになり

まして、十勝医師会も各町村でまず採取できるようにしようと。いずれはそれは、まだ

限定で、疑いのある人しかできないんですが、それも徐々にいくときに、それを町が足

並みそろえながら、情報を得ながら進んでほしいと。町が突っ走るわけにもいきません

し、町がお金を出せば解決するものでもありませんので、その先には、先ほど伊東議員

の質問にあったように、まずどこから受けてもらったらいいかと。感染者の疑いのある

人ではなくて、例えば介護施設だとか、保育所の先生方とか、今、子供たちも結構増え

ていますので、きちんと手立てすることを、その都度考えながら、保険適用になると、

私たちもお金がかかるので、町が公的な補助をしていくようにぜひしてほしいなと思っ

ているんですが、これは今すぐ、制度が今ありませんので、そういう立場で町長が望む

のかどうかということを確認したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 いずれにしても、行政は困っている人にどんなふうな支援をするかとい

うのが大事な行政の使命の一つだというふうに思いますから、その辺では誰でも彼でも

というふうにいくかどうかというのは、やっぱり考えどころだというふうに思います。

そして、まだ検査の段階で町が全部公費を負担をするというのも、これもいろんな、お

金の面だけではなくて、医療機関に対する不安だとか、あるいはこの検査そのものが、

それで１回で終わる話でもないと。これが１回で終わって何でもなくて、あとは生涯そ

の心配がないというなら別ですけれども、そうではないことでありますから、場合によ

って、検査の終わった後に翌日になる可能性もあるということになりますので、その辺

に必要な人に必要なＰＣＲ検査をどのように受けてもらうかと。そのときに必要な支援

は行政として何をすべきかというようなことを考えながら、この対策を講じていくのが

必要だろうというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

〇２番（山本和子議員） とりあえずそこまで、必要な人に受けてもらうと、そこまでの

体制がいつ整うか分かりませんが、年内はちょっと厳しいだろうと思いますが、来年度

の早期、早い段階にはそういうふうに整っていくのではないかというふうに判断いたし

ます。 



－59－ 

  次に、よく言われる換気の問題なんですが、ＣО２を、濃度測定を定期的に行ってい

るというんですが、それは定期的、学校関係は定期的に行っているという情報もあるん

ですが、それは多分、基準に基づいて年１回か２回やっているんだろうと思うんですが、

その基準と、そのときにクリアした場合と、例えば小学校の教室でいえば、三十何人授

業したときの状況、空気入れ替えたときの状況。山開センター、今ほとんど使っていま

せんので、あそこは換気が悪いですね、本当に。窓開けても風入らないし、ステージの

上はほとんど風が通らないと、そういう何も使っていないときの基準ではなくて、いろ

いろなパターンの基準をやって、ぜひそれをいろいろな、どういうふうにしたら基準内

に収まるのかということをぜひ調査してほしいと。これから冬に入りますので、暖房を

使った場合にどれぐらいで入れ替わるのか。１時間に２回でいいものか。それもちょっ

と心配な点あります。その辺について、どんなふうにこれからもやっていくのか。デー

タに含めても、もうちょっと綿密なデータも必要なのではないと。その辺について質問

いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 それについても、医療機関との相談の上で、ぜひＣО２の検査をすべき

だということを指導を受けて、今、学校、それからわっか、あるいは役場、こういった

ところを中心にしながら、検査は毎日やっております。ここで議場の検査もしておりま

すので、今、770ｐｐｍということで、1,000ｐｐｍはクリアして、極めて正常な環境に

あるということであります。学校においても、心配のないように、検査の機器をそろえ

てやっておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

〇２番（山本和子議員） 分かりました。今も調べているということ、改めて安心いたし

ました。 

  この間、テレビで部活か何かやっているとき、この間も質問させてもらったんですが、

部活をやっていると子供たちが物すごい動くので、ＣО２が結構出るんですよ。それで、

先生が常に見ていて、もう超えたからストップしようと言って、すぐやめて換気したり

とか、そういう、例えばこれぐらいなら多分いいと思うんですが、子供たちが部活した

り何かしてるときというのは、日々変わると思うんですよ。そのときにきちんとした基

準があれば、今、ああそうかと思って感心しましたが、そういうことをきちんと設けて、

子供たちも先生も利用する方も安心できるようなデータをきちんと把握できるようにし

てほしいなと思っています。これはそういうことでこれから取り組んでほしいなと思っ

ていますので、この件については質問、これで終わります。 
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  次に、教育の関係について質問させてもらいます。 

  今既に上士幌小学校では１、２年生は二クラス、たまたま６年生は一クラスで、事情

があってちょっと35人超えているんですが、中学校３年生が40人という中で授業してい

ますので、これを道内的にも結構いい政策だと思うんですが、このままいくと、来年度

のことをちょっと今、心配しているんですが、来年度は一つずつ上がったときに、今の

４年生、５年生が35人ぎりぎりですね。ぎりぎりで上がっていくと。それから、今の６

年生が中学校に行ったら40人。41人になれば二クラスになるんですが、40人ぎりぎりで

はないかと。そのときに基準を30に下げたら、せめて小学校でも、そんなに、２つも３

つも増えるわけではありませんので、基準を30に下げたらもう一クラス、今で言ったら

４年生、５年生二クラスずつですね、そういうふうになるのではないかというふうに思

っています。 

  ただ、中学校はいろいろ、校長先生にもお話ししましたら、専科の問題があるので、

クラス分けして担任がいればいいというものではないんですよみたいなことも言われた

んですが、その辺の、現時点ではなくて、来年度以降について見通しについて、もし考

えがあれば質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

〇小堀雄二教育委員会教育長 少人数学級のことは、それと併せて、今回コロナ禍におけ

る少人数という２つの側面の、きっと質問なんだと僕の中で認識をしました。 

  まず、小学校のほうです。小学校のほうなんですけれども、上士幌小学校は今、大ま

かに分けて４つの教室の形態を使っています。１つは、今、１年生、２年生、４年生が

入っている教室がその一つなんですけれども、67.5平米。１人１メーターの間隔をとっ

て学習をするとなると、最大30名という計算式が出てきます。今は、１年生は18名、そ

れから２年生は15名、４年生は30名、さっき言った30名ぎりぎりというのが、今の４年

生の教室になっています。もう一つの教室は、今、３年生が使っている教室で、ここは

60平米あります。定員というか、１人１メートルという間隔でいけば、25名が定数とい

うことになりますが、そこは今、21名のクラスになっています。もう一つ、ここは今年

に入ってコロナ禍の中で、子供たちが３密を防ぎながら学習していく環境をつくってい

かなければいけないということで、当初の教室から広めの教室に移っています。以前は

難聴とダウンのお子様が訓練だとか学習の場として使っていた部屋が、ここが120平米

あります。ここには最大で50名の子供を収容することができますが、ここは今、33名の

子供が入っております。そして、もう一つあるのがプレールームというところです。こ

こは子供たちの集会所になっていますが、これも先ほどと同じ考えの中で、場所を動か
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しました。ここは179平米ありますので、72名の収容が可能ということで、そこに対し

て今は36名の子供たちがここで学んでいます。 

  今後、このコロナ禍の中で、さらに密度を下げていくという工夫になった場合につい

ては、今、上士幌小学校においては、コンピューター室、ここは１人１台の端末が可能

になったことで、あの教室自体が空けようと思えば空けられる教室になっています。そ

れから、児童会室も普通教室を使っています。それから、放課後子ども教室も拠点とし

て１教室持っています。こういった部屋を今後どのように活用していくのかということ

が検討の材料になっていくのかなというふうに考えています。 

  ですから、今のところ、仮に30人というくくりの中では、上士幌小学校については、

来年も再来年も、この基準の中ではクリアできていけるし、コンピューター室等を改造

することによって回避ができるというふうに判断しています。 

  問題は中学校のほうです。 

  中学校のほうにつきましては、今、１年生が使っている教室、間仕切りの教室になり

ますけれども、ここが45平米ありますので、１教室当たり20名ということになります。

今、21名ということで入っています。また、２年生の教室も45平米あるんですけれども、

こちらのほうの収容人員が20というふうにすると、ここに今、21名入っているという状

況になっています。そして、３年生の教室は、ここは広くて108.75平米ありますが、こ

こには今、収容人員が45名に対して今、36名の名の生徒が入っています。 

  もし、これが中学校の35人学級、議員、中学校のほうを訪問されて校長とも話をした

と思うんですけれども、仮にそれが35人になった場合は、ただ単に教員１人を増やせば

いいという問題ではなくなってくるということです。教科担任制を持っていますので、

例えば１人の英語の教員が今、週20時間持っています。これで一クラス増えるとなると、

４時間増えますので、週28時間。それで、上士幌中学校の場合は、週29時間で想定して

います。月曜日から金曜日まで６時間で30時間、そこから水曜日１回だけ５時間授業や

っていますけれども、週29時間で想定しています。それプラス、教科プラス総合的な学

習の時間だとか道徳の時間、そして学級活動等入っていったら、これで90時間くらい入

ってきますので、単に１人の教員の増ではなくなるだろうというふうに考えると、間口

を増やすことによって、もしかしたら、二、三名の教員を補充していかなければならな

いだろうというふうに考えています。 

  それが、二クラスにすることがベストなのか、少人数学級ではなくて、来年中学校の

コンピューター室も、あそこは風通しのいい場所になっていますが、あそこも基本的に

は１人１台の端末なので、子供１台持っていますから、あそこが仮に要らなくなるとす
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れば、そういった場所を通して、少人数での指導だとか、それからＴＴの先生方の配置

だとか、こういったことは検討する材料になるのではないか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。 

〇２番（山本和子議員） 今の答弁の中で、一応、上士幌では35人以下という方針を持っ

ていますので、１年生、２年生、３年生はまだ十何ぼとか20人前後なので、それは私が

言った30人はクリアできていると思うんですが、４年生、５年生は微妙に30人超えるこ

ともあるので、そこをただ単に大きい教室に移ればでなくて、基本的にこれからは30人、

教える側からすれば、20人が理想的ではないかと、それに向けて一区切り30人どうかと

いう提案をさせてもらいました。それは、コロナ禍の中では、面積的には工夫しながら

やっているということが出ましたので、であれば、30人、多分、４年生ですか、先ほど

言った三十何人という、そこをちょっと工夫して、もう一クラス作れないかなという気

もいたします。 

  それから、中学校の問題で、校長先生も、確かに専科制ですので、クラスを分けたら、

その先生が両方にいかなくては、それで少なくとも２時間増えると。それが全科目にな

ると増えるという話をしているのを、お話し聞きました。 

  それで、いろいろな町村の例があるんですが、京都市だったかな、逆に中学校３年生

を30人にしていると。そして、そこには専科を、講師として、多分クラス分けしている

とは思うんですが、講師を派遣をして維持していると。科目は数学、理科、科目全部で

はないですが、そういう方法もあると。確かに中学校３年生のクラスを見たら、大きい

んですけれども、たしか四十何人いて、広さの問題ではなくて、人数をそこで、支援の

子も入れたら40人超えますので、そこでやるというのは、ただ厳しいのではないかと。

そのときに、クラス分けするのか、講師を派遣して、多分授業そのものは可能だと思う

んです。クラス分けして数学を二クラスに分けると。教室は多分あると思うので、その

方法もとれるのではないかと。ああ、なるほどなと思ったのは、１、２年生を二クラス

に分ける方法もあるけれども、逆に中学校３年生はこれから大変なので、そこを手厚く

しているというのも全国的な例を見て、視点がちょっと変わったんですが、そういう方

法もとれるのではないかと。その辺どうでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

〇小堀雄二教育委員会教育長 コロナ禍における話の中で面積というところの説明で、そ

れ以外は、今、国のほうが今から40年前ですか、小学校は40人学級と、それからずっと

変わっていなくて、今、議員も記載しておりましたけれども、2011年に小学校１年生が
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と。その後、国と道の関係、国と都道府県の関係において、今現在、北海道では１、２

年生が35人学級、そして今年から小学校３年生が道費による35人学級になっています。

ただ、この道費の35人学級というのは、１学年１学級の教室で36人いた場合については

適用されるという制度になっています。ですから、上士幌小学校はたしかあのとき37名

が通常学級にいたので、今、道費の中で35人学級が２学級維持されていると。 

  これは、国や道の動きを見据えながらも、我が町の教育をどうするかということもき

っと大事だと思っています。それで、来年、令和４年はどうなるかということなんです

けれども、今、上士幌小学校の３年生が道費で今、35人で二学級になっていますが、来

年、この子供たちが４年生になったときは、引き続きその学年が36人以上いれば二学級

になることになっています。でも、そうでないところも出てくると。そして、来年は、

令和４年は、新たに来年は一クラス35人を全道展開するというふうに道教委のほうは話

しています。令和４年からは、全ての３年生と４年生は35人学級というような話が今、

出ています。上士幌町の教育委員会としては、今の３年生以上は35人学級と。 

  それで、実は１、２年生は少人数学級といって、上限を定めていません。定めていな

いんです。27年に１人少人数学級で配置してからは、少人数指導学級ということは言っ

ていますが、人数は言っていません。ただ、教育長の考え方としては、あまり今度逆に

人数が少ないと、子供たちがグループ学習ができないだろうだとかという話もあります。

それと、１人の教員と少人数の子供たちとの人間関係という部分も、非常に紆余曲折も

あるという論文だとかも出ています。ですから、20が理想なのかもしれませんけれども、

その辺をちょっと見極めながら、今のところは考えても30を上限としながら、下限は20

名程度と。これは全国知事会だとか全国町村会、市長会あたりも少人数学級の話をされ

ていて、いろいろな都道府県教育長、町村教育連合会あたりは、まずは35人、そして30

人、できれば25人と、そういう段階的な話にもなっておりますので、そういった今、中

央教育審議会もいろいろな議論が始まりました。小学生の専科の話も出てきていますの

で、その辺も動向踏まえながら、我が町の教育のあり方として考えていければなと思っ

ています。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

〇２番（山本和子議員） 分かりました。大体30人が見えてきました。 

  多分、国のほうもこの時点になって40人をずっと維持するわけはないと思うので、多

分35人、国のほうでもうすぐなると思うんですが、道のほうはやると言っているのでや

ると。そして、町のほうも、今度は35ではなく、30にする可能性も出てくると。お金の

出どころがちょっと減るので、その辺もぜひ検討しながら少人数学級に取り組んでほし
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いと。 

  中学校については、ちょっといろいろ課題も出てきますので、中学校のほうまで国の

ほうで示してくれたり、道のほうで、何か中学１年生は道のほうで見られるらしいんで

すが、基準に沿わないので、上士幌町は合わないと、できないということで聞いている

んですが、その辺も緩和されたら、多分今の６年生が中学校に行ったときに二クラスに

なる可能性があるかなという気もします。そうすると、道のほうで講師なり専科を決め

なきゃいけませんので、町独自で用意しなくてもよくなると。その辺も見極めながら、

ぜひこれから検討してほしいなと思っています。 

  次に、先生方の負担の問題なんですが、結構いろんな、子供たちの対応だけでも結構

大変なのに、消毒やら、トイレ掃除は小学校や中学校なんかは子供たちがやっていると

いう話も聞いたんですが、テレビ報道でいろいろなアンケートを見たら、先生が一生懸

命やっているということもありました。その辺についての先生方の作業上の負担を軽く

する方法を、ぜひ検討してほしいと。 

  それで、これは前の交付金の関係で質問させてもらったんですが、学習指導員とスク

ールサポートスタッフは、既にもう来ているんだろうと。その辺について確認したいと

思うんですが、来て仕事をされているのか。 

  それと、それは、この採用は今年度限りで終わりなのかどうか、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。 

〇小堀雄二教育委員会教育長 道教委の教職員の働き方を少しでも軽減させたいという、

その学習相談員については、既に小学校と中学校に配置しています。ただ、道の予算が

週４回程度で週16時間程度というふうになっていますので、今来ていただいている方は

週16時間になっていませんので、今まだ探しています。というより、もうほぼ決まって

はいます。実態としては、学習指導員は既に学校に配置になっています。 

  また、スクールサポートスタッフにつきましても、まだ学校には行っていませんけれ

ども、今、履歴書を寄せて、それぞれ小学校２人、中学校２人内定をして、９月、その

書類が整い次第、学校配置をして、教職員の負担軽減に向けて取り組んでいただこうと

考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

〇２番（山本和子議員） 先ほど言ったのは、これは緊急に、あと数カ月しかないんです

が、この方々は年度内で予算は、国ですね、道ですか、予算がないと思うので、この

方々についての仕事自体は年度内に１回切れるのかどうか。もし切れた場合に、この問
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題はずっと続きますので、町としてこういう方に代わるような仕事なりを見つけて採用

されることも検討するのかどうか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

〇小堀雄二教育委員会教育長 道の予算は来年の３月の末までになっています。というの

が今、道教委からの通知文です。もしこれが今年度限りというふうになった場合につい

ては、学校の先生方が、実は今、朝の検温ですね、子供たちの登校時刻が８時15分まで

になっています。少し変えたのは、今まで上士幌小学校も中学校も、玄関、結構早い時

間帯に開けていたんですね。いろいろな事情があって、早く来る子供がいるからという

ことで開けていたんですけれども、そうなると、先生方もおのずと早く出てくる傾向に

あったということで、保護者にも連絡をして、玄関を開ける時間を決めたと、今回。特

にコロナ禍の中で、今７時50分に玄関を開けています。先生方の勤務時間は８時10分か

ら16時40分までなんですけれども、今、このコロナ禍の中で、弾力的な勤務時間を設定

することが可能だと。一日７時間45分の設定が可能だということで、小学校においては

早出勤務を先生方がしてくれています。そして、お尻のほうで調整をしていくというこ

とになっています。 

  こういった朝の検温、それから消毒、それから健康観察、この３本柱が、やはり不可

欠です。非常に学校の先生方は熱心に取り組んでいて、子供たちが放課した後も、20分

から30分、先生方全員で消毒作業というか、アルコール消毒をして次の日に備えていま

す。 

  こういったことが今後ももし想定されて続くというのであれば、これは今後、町独自

のそういった消毒作業、特に必要なのが消毒をするという作業の方が私は必要なのかな

と思っておりますので、そういった道の予算の動向見ながらも、町独自でそういった

方々の応援を得ながら、子供たちの学びを保障できるように予算化、もしかしたら予算

化になるかもしれませんが、そこはまた相談をさせていただきたい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。 

〇２番（山本和子議員） ぜひ先生方については、本当に子供たちに行き届いた教育のた

めに時間を割いてほしいというふうに思っています。もちろん検温も大事ですが、消毒

も大事なんですが、本来の仕事からいけば、それはちょっと違うのではないかと。特に

コロナ禍の休校時間も含めて、今、大変だと思うんですよ。学びをどうするかと。それ

は今年で終わるわけではありませんので、来年度以降に積み残した分どうするかとなる

と、先生方にすれば、一人一人に合わせた教材研究、テレビの報道では本当に一人一人
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に合わせた教材研究をやって大変だという中学校の先生の例も映っていましたが、それ

は個々の先生方ほとんどだと思うんですよ。であれば、やはりその方はトイレ掃除して

何掃除して全部やってへとへとになっていましたが、そうではなくて、そこを解放して

あげて、子供たちにしっかり目が行き届くようなふうにしてほしいなと。それで、来年

度、国・道の動向もあるんですが、もし必要なら、町独自でそれは考えていきたいとい

うことで、確認させてもらいました。 

  それと、直接の教員の方々、子供、保護者の声を直接聞く機会、あまり私もないんで

すよ。会えば聞いたりするんですが、そういう声を聞く場があるのかどうか。いろいろ

なところのアンケートを私は客観的に見ているんですが、町の先生方や子供の声、たま

にプリントをもらったけれども、とても消化できないんだというような声を聞いたり、

面倒を見てあげられないとかいう、そういうのはあるんですが、そういう声をアンケー

トをとったり聞く機会があるのかどうか、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。 

〇小堀雄二教育委員会教育長 今、上士幌小学校、上士幌中学校とも、年に２回、学校評

価を行っています。前期、後期というふうに分けています。前期の部分は９月の末まで

ということで、上士幌小学校は既にアンケートをとっております。そこには経年変化を

測る、測定する項目もあるんですけれども、保護者の声も載せられる場面が出ておりま

す。中学校も同様です。そういったものが、例えば校長会だとかにおいて共有をされて、

そしてここは学校が中心となって動かなければならない部分、もう一つは、やっぱりそ

ういった環境を整える行政側がこれを受け止めるという部分ということで、その辺は共

有はしております。 

  また今後、９月、10月になると、保護者の意見の声が出てくるのが、ＰＴＡの要望も

あります。これが最後一つになって、こども園、それから高校も含めた要望ということ

で、私たちのほうにそれが提出されて、検討していくという機会はございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

〇２番（山本和子議員） なかなかＰＴＡなり校長会含めて、そこの中で把握し切れない

声ってたくさんあると思うんですよ。たまたま今日、いろいろな方がいると思うんです

よ。学校に不安で子供を送り出すことができない親、多分上士幌はいないと思うんです

が、そういう不安があったときに、私はやはりきちんと学校に行ってもらって、きちん

と集団の中で、勉強だけではなくて、遊んだりすることを大事だなという気持ちもある

んですが、そういう子も含めた形で学校全体を運営できるような、なかなか声に出せな

い親、子供たちの声も含めて、何か把握をしてほしいなと思って質問させてもらいまし
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た。ＰＴＡとか何かになったら、アンケートしたら割と表向きのことしか答えてこない

のではないかな。その辺も含めていろいろな声を把握しながら教育行政進めてほしいな

と思って質問させてもらいました。答弁お願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

〇小堀雄二教育委員会教育長 先ほど私、お話ししたのが、学校全体という部分で、個別

具体な話の部分はしていませんでした。 

  発達障害を持つお子さん、またその保護者、それから、学校に行きたくても、なかな

か行けないというのも、実は上士幌にもいます。そういった保護者は学校にも個別に相

談するんですけれども、学校と発達支援センターの中での調整があって、その中でいろ

いろアドバイスをしたり、連携をしたりして、その子供たちが、またその保護者が学校

というところに気持ちよく通学できるような対策支援というのは、年に何度か対策会議

も持っております。また、上士幌の場合、特徴なのは、ただ単にＴＴだとかを配置して

いるだけではなくて、支援員の人方ですね、教員免許を持たない、評価をしないそうい

った支援員が今、小学校にも２人、今年は３人配置しています。また、中学校には１人、

これは今年、地域おこし協力隊で山梨のほうから来ていただいた児童養護施設を経験さ

れたということで、地域だとか家庭と連携をとり合った、そういった経験がある方に来

てもらっています。 

  確かに先生にはなかなか言えない部分も、そういった方々に話す機会は、子供たちも

多いようですし、保護者もそういった方々を介しながら、不安解消に今、努めていると

いう状況になっています。 

  ただ、いずれにしても、今日の新聞で、北海道教育委員会の道立学校の教員の45時間

以上の勤務が、40％超しているということで出ていました。朝、僕もすぐ、上士幌町も

今年からタイムカードを導入しまして可視化しました、見える化しました。そういった

可視化したものについては、教職員一人一人の人事評価の中の一つに項目に上げさせて

いただいて、教職員の働き方改革の項目に入れています。全道の中では、45時間以上の

勤務が40％あったというふうに出ていますが、上士幌町を今朝、調べてみましたら、同

じ６月で調べてみましたら、上士幌町は44％の先生が45時間以上の勤務をしていたとい

うことで、道立の場合は、恐らく道立の高校と特別支援学校というふうになると思うん

ですけれども、同じようにやってみても、上士幌はやはり多かったと。たくさんの先生

方とか支援員だとかメンバーそろえているんですけれども、いかに今回のコロナ禍が先

生方の負担になっているかというのは、僕も実感しています。そういった先生方の負担

を軽減するために、上士幌町の教職員の働き方アクションプランを作って、これを現実
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なものに今、進めています。そういったものを見ながら、先生方が学校に健康で通える

ようにもしていくのが、自分たちの務めになっていくのではないかなと思っていますの

で、子供はもちろんなんですけれども、そこに指導する先生方の健康にも留意しながら

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） よろしいですね。 

  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。 

（午後 ３時０４分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時１５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。 

〇６番（小椋茂明議員） 私からは、地方創生臨時交付金について質問させていただきま

す。 

  国の地方創生臨時交付金は、新型コロナウイルス感染症対応として、地方における

様々な対応、取組を全力で支援するために交付されています。その内容は、地域の実情

に応じて、事業継続や雇用維持等への対応を後押しするとともに、新しい生活様式への

対応を図る観点から、５月の１次補正予算で１兆円、７月の２次補正では２兆円計上さ

れ、全国の自治体に交付限度額が示されたところです。 

  本町には、１次補正で約5,900万円、２次補正では約２億円の交付限度額が決定し、

７月の臨時会では、２次補正交付金約２億円のうち、14事業、約4,100万円の事業を決

定したところです。残りの約１億5,900万円は、各課から提案を総括し、今定例会で、

この後、明日、議案審議される18事業、12月定例会で１事業を提案される予定です。 

  これだけ多くの事業を行うに当たり、町民への周知をどのように考えているかお伺い

します。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

〇竹中 貢町長 地方創生臨時交付金について、小椋議員のご質問にお答えします。 

  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては、第１次交付金、
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本年４月、国補正予算成立の本町交付金上限額は5,914万9,000円、第２次交付額につき

ましては、これは国のほうは６月補正予算でありますけれども、本町交付金上限額は２

億12万6,000円と、合計２億5,927万5,000円が国から示されました。 

  第１次では、予防対策、経済対策を主として緊急的に対応する事業が求められ、４、

５月の町議会臨時会及び６月町議会定例会において、一般財源事業を含む17事業、事業

費総額では２億4,877万8,000円の補正予算をご可決いただき、事業を執行しております。

第２次では、事業継続や雇用維持、新しい生活様式への対応を初め、特に地域未来構想

20で示されたＩＣＴ活用で、未来につながる施策が求められたところであります。 

  ７月の町議会臨時会において、14事業の補正予算をご可決いただき、９月町議会定例

会で18事業、12月で１事業の予算補正、事業執行を予定しているところであります。 

  ご質問の地方創生臨時交付金による各種事業の町民周知についてであります。 

  １次及び２次の事業につきましては、各課部局において、関係団体や町民要望、未来

への投資を踏まえて、企画、立案してきている事業であります。 

  施策の立案から決定、事業執行に至る手順でありますが、事業案ごとに所管する町議

会常任委員会、これについてはインターネット中継で配信されているということであり

ます。それにおいて行政側より事業内容をご説明し、ご審議をいただいております。こ

の審議経過を踏まえた上で、町議会において補正予算案のご審議をいただき、ご可決後、

事業の執行となります。 

  この一連の審議過程は住民へ公開されており、最も大切な住民周知の場であると理解

しております。また、これらの記事を扱った新聞報道も広報の役割を果たしているもの

だと考えております。 

  事業執行の段階では、事業の性格によって、広報手法は異なってまいります。例えば

給付的事業は該当者へ周知しておりますし、経済対策では商工会など、補助団体を通じ

て、消費者たる町民の皆様へ周知を行っていただいております。町ホームページでは、

臨時交付金事業を含むコロナ対策情報について、本年２月からこの間、70件ほどの情報

を提供しており、その他、町広報紙、チラシ配布、新聞折り込み、個人宛てへの郵送な

ど、様々な媒体を活用して周知を図ってきたところであります。 

  今後においても、情報漏れがないように、適宜適切な情報を提供し、周知徹底を図っ

てまいります。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

〇６番（小椋茂明議員） 今の答弁の中で、政策の立案から決定、事業執行の話は、まさ

に当然のことでありまして、私たちも常任委員会で各種事業、説明を受けて聞いており
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ますし、どれも必要な事業が並んでいるという認識もしております。 

  そんな中で、今の答弁の中に、この一連の審議過程は住民へ公開されており、最も大

切な住民周知の場であると理解しているというお話しありましたけれども、これはイン

ターネットを録画で流しているからということであれば、果たしてインターネットの中

継とか録画というのが、どこまで町民の方が見られているのか。私ども視聴のデータみ

たいなものを事務局にとってもらったことがあるんですけれども、その数値では、町内

の方がどれだけか、また、どういう内訳かというのは分かりませんし、ホームページも

同じことが言えると思うんですよね。見ている中で、どれだけ町民の方が見ているとい

うのは判別できないという中でいると、例えばインターネットを見たから、ホームペー

ジを見たからこんな事業を知ったよという声を聞いたことは、めったなことではないと

いう認識が私の考えです。どちらかというと、新聞報道載ったときは、こんなことやる

んだね、あんなこと決まったんだねということをよく言われることがありますので、反

響としてはそちらのほうがとても大きいのではないかという思いをして見ております。 

  今回の２次補正分でも、７月の臨時会で出されたものは既に行っているもの、終了し

たものもありますし、今定例会、明日以降補正で出てくるのも合わせると、32事業とい

うたくさんの事業が今回の対象となってやるわけですけれども、その辺の今の体制でそ

こまで伝え切れるかということに対しての考え方をお伺いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 まずは住民の理解度の問題で周知のことで、ホームページも、それから

ネットもあまり見ていないというお話でありますけれども、これは努力していかなけれ

ばならない話でありますが、やはり何と言っても、傍聴もあります。片方では情報をし

っかりと提供すると、この政策議論するといった上で、それを全部オープンにしている

ということでありますから、それについては町民の方々には、ぜひ関心のあるところに

ついては、何らかの方法で取得してほしいなと。これは住民側にもぜひお願いしたい。

でも、ネットがなくても、ここに来ていただけるとかもありますし、それは民主主義の

一番大事な原則のところだなと、そんなふうに思います。 

  それから、給付事業だとか、そういう特定のところに関わる、例えば今回も、いわゆ

る低所得者に対して、夏場の暑いときの環境保全といいますか、コロナ対策のために使

っていただきたいというのは、これは特定の人になりますから、特定の人には直接郵送

なりしてきめ細かく対応していると。今回の給付金の事業でもそうですけれども、何回

ともなくそういう情報を提供して、そして最後の段階では、10件ぐらいですか、最終的

に申請しなかったということでありますが、その過程では、申請していないところには
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相当丁寧にやっているというふうに私どもとしては認識をしております。 

  商工会の事業については、町は補助をしながら、今もクーポンやっていますけれども、

それについては、各個店だとか、それから道の駅なんかでもやっているということであ

りますから、それぞれ自分が何の情報を欲しいのか、どういう、そのニーズによっても

違ってくると思いますけれども、必要な人に必要な情報は、私どもとしては届けられて

いるというふうに考えております。特に今回はコロナ禍で、できるだけ情報が漏れのな

いようにするために、特に郵送で全戸に案内を２度ですか３度ですか、しているという

こと。これは今までにない予算もかかっておりますけれども、そんなふうにして住民の

方々には受益あるものについては、それを見逃さないようにお願いをしているというこ

とであります。 

  これについては、これからもそのように徹底して情報の提供はしていきたいなという

ふうに思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

〇６番（小椋茂明議員） 今答弁ありましたように、個別に案内する事業、また経済関係

のように、チラシとかをまいて宣伝しているものというのは心配ないかと思って私も見

ているんですけれども、今定例会で、明日、補正予算で14事業、最終日で４事業という

ことで説明あると思うんですけれども、今言ったようなチラシとか個別ではない事業が

どこまで周知できるかなというのがちょっと心配、疑問に思っております。例えば一番

予算が大きくついております町民向け一斉告知システム整備事業ということがあるんで

すけれども、全町民、または任意の住民に情報を一斉配信するシステムを整備し、緊急

事態時において、町民に対し迅速な情報提供を行うとともに、閲覧情報確認機能等を活

用することにより、安否確認や見守りにも活用すると。これは非常に町民の方において

も関わりが深いし、とても大事な事業だと思うんですけれども、今言ったような経済関

係とか個別でないとなると、これ、例えば今回も議会だよりのチラシというのを、新し

く議会だより我々メンバーで考えて、なるべく見せようということでずらっとこうやっ

て書くんですけれども、今のに関して言えば、補正になってしまうので、一番最後の一

般会計補正というのでしか、このチラシ上では表現できないということは、今のシステ

ム事業もなかなか伝わりづらいということもありますので、この大変金額が大きくて大

事だと思われる事業に関して、さらなる周知の徹底、方法という考え方を再度お伺いし

たいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 事業によっては、期限を切って、いつからいつまでだというのと、今回
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デジタルの関係というと、これはここから始まって、最初はやはり少ないんだと思うん

ですよね。まだまだなじんでいませんから。それで、ゆくゆくはそういう地域社会にな

っていくだろうと、そこを今、手をつけなければ、多分この町は情報の過疎になったり、

新たな時代の技術に対応できなくなっちゃうということで、まずそれから、今から始め

ていくということですから、これは継続していって、そのうちに最初にやる人、それか

らそれに啓蒙されて新たな広がりだとか、それから、日常の行政業務の中でも、そうい

ったことについては、ずっと継続していく話だと思う。だから、そういうことについて

は、一過性の話ではなくて、ずっといくということでありますので、周知活動なり理解

を求めるについては、この後、今年だけに限らず、来年も再来年も続いていくというこ

とで、やがて何年か後には多くの町民がそこに関心を持ってもらって、新しい生活スタ

イルだとか情報の収集の方法だとか出てくるのではないかと思うんですね。ですから、

まだまだ足りない、情報の面でも足りないというふうに言われていますけれども、若者

はほとんど今、スマホになってきていますから、そういった意味では、今までなかった

から町の情報もとれないということ、あっただろうと思いますけれども、それを何らか

の誘導するような方策だとかあって、それで参加すると。それが結果的に、町に対する

愛着の意識だとか、それから仲間同士のまた新たなコミュニケーションの場が膨らむだ

とか、こんなふうになっていくという前提の、今、取組だということでありますので、

それは少し時間が欲しいなというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

〇６番（小椋茂明議員） この事業が確立したときには、私が今、心配しているようなこ

とも、どういう活用の仕方が対象になるかというのは、これからの論議だと思うんです

けれども、もし可能であれば、ちょっと一斉に告知できる場面が、もしかしたらこれを

使って増えるのかなということで、非常に期待する事業でもありますし、ぜひ慎重に取

り組んでいっていただきたいと思います。 

  ほかにも今回、定例の中でたくさん事業があるんですけれども、さっき経済関係とか、

そういうのを除くと、ほかにも今回、初日だけでも14ある中で、チラシとか個別でない

事業が多々、たくさん掲載出ていまして、例えば老人福祉施設等のＷｉ-Ｆｉ環境設備

や有床診察所、簡易陰圧装置整備事業、健康増進センターのＷｉ-Ｆｉと、指定避難所

感染症予防対策、学習センターの換気、学習センターのＷｉ-Ｆｉということで、これ

は新聞等で取り上げてもらえれば、一番、さっき言ったように伝わりやすいかもしれな

いですけれども、新聞の方々も事業を１個１個大きく取り上げるというのは、なかなか

難しいことで、ここらの細かいだろうと思われることは、きっとそう個別に取り上げら
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れないでいるかと思うんですけれども、これらについても、ここまで事業が多ければ、

通常であれば、１個、２個であれば補正ということで一くくりしていますけれども、こ

れだけ事業をなぜやるかといったら、コロナ感染症対策として、いかに町民の方にこれ

に対して安心をしてもらうか、また、対策を講じているかということを分かっていただ

くという意味で実施するという認識のもとで考えますと、これだけ対策事業をやってい

るということを、今までにない別な形で町民の方に伝えることが必要だと思います。そ

うすることによって、これだけやってくれているんだという安心感が、少しでも不安を

払拭できる一部になると思いますので、その辺についてのお考え方を再度お願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 今回のコロナ禍の臨時対策の事業としては、１次、２次で大方、予算的

には使われるのかと。ただ、まだ１次で残っている部分がありますけれども、そのほか

に何が出てくるか分かりませんが。そんなような感じがします。一連の１次から２次含

めて、どんな対策をやったのかというのは、一つには広報だとか、そんな中で全体を明

らかにするといいますか、大体節目になってきたというふうに思いますので、そんなふ

うにして、町の取組について理解していただこうと。そんな中で、例えば介護施設に入

所されている方、あるいは入所されている方の家族であれば、ああ、こんなふうにして

Ｗｉ-Ｆｉは入ってくるのかだとか、あるいは冷暖房の関係だとか、そんなことを知っ

てもらうような機会にしたいんだということで、その辺についても、また周知の仕方を

考えてお知らせしたい、そんなふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

〇６番（小椋茂明議員） 今言われたように、町民周知というのをぜひお願いしたいと思

いますし、たくさん事業があるということで、あまり一生懸命書くと、文字だらけにな

って見てもらえないということは今までもあることですので、簡潔に見やすくというこ

とをしながら、これだけやっているということを町民の方に分かっていただいて、今こ

の不安が拭えないコロナ対策の中で、少しでも町民の方が安心して暮らせるまちづくり

をお願いして、私の質問に代えさせていただきます。 

  以上で終わります。 

○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。 

  暫時休憩いたします。 

（午後 ３時３３分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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（午後 ３時３３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。 

〇１０番（馬場敏美議員） 私のほうからは、大規模災害時における要配慮者への支援に

ついて、福祉避難所の事前指定及びその準備状況について質問いたします。 

  近年の大規模災害では、高齢者や障害者が多数犠牲となっており、災害時における要

配慮者への支援は大変重要となっております。 

  平成23年の東日本大震災では、被災地の死者数の６割を高齢者が占め、障害者の死亡

率が被災住民全体の死亡率の約２倍に上るなど、高齢者、障害者の被害が顕著で、また、

避難所のハード面の問題やほかの避難者との関係等から、自宅での生活を余儀なくされ

たケースもあったと言われております。 

  これらの教訓を踏まえ、平成25年に災害対策基本法が一部改正され、市町村長に避難

行動要支援者名簿の作成が義務づけられ、本人同意のもと、名簿を地域の防災組織等に

事前提供が可能になっております。また、同法第49条の７に基づき指定される指定避難

所のうち、同法施行令第20条の６第５号に、福祉避難所指定基準を設けております。 

  こうした改正等を踏まえ、上士幌町における災害発生時における要配慮者への支援、

ここでは福祉避難所の事前指定及びその準備状況について質問いたします。 

  ①福祉避難所が設置される時期について。 

  上士幌町地域防災計画に基づく福祉避難所の施設利用は、必要性を判断して開設する

と思われますが、大規模な地震が発生した場合の開設の基準及び災害救助法との関係は

どのようになっているのでしょうか。 

  ②福祉避難所の確保に関する協定書を締結している施設数及び受入人数について。 

  ③避難行動要支援者名簿の作成状況について。 

  避難行動要支援者名簿に登録されている人数及び最新の情報を取得するための具体的

な取組並びに更新時期はどのようになっているのでしょうか。 

  ④福祉避難所の平時からの周知方法について。 

  施設の情報、場所、受入人数、提供可能な支援内容等や避難方法、一般避難所で生活

可能な避難者に対しては対象でないなど、平時からの周知の必要性及びその手段につい

て。 

  ⑤福祉避難所を支える支援者の確保について。 

  大規模災害時には、行政機関や関係機関だけでは十分な対応ができないことが予想さ
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れております。専門的人材の確保やボランティアとの連携等、平時からの環境整備の必

要性をどのように考えているのか。 

  ⑥福祉避難所における備蓄品の状況について。 

  福祉避難所における高齢者等に配慮した備蓄食料及びアレルギー対応食料品等の備蓄

状況はどのようになっているのか。 

  ⑦福祉避難所の設置、運営訓練の実施について。 

  幅広い関係者が参加する実践型の福祉避難所の設置、運営訓練の企画、実施を検討し

ているんでしょうか。 

  以上、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

〇竹中 貢町長 大規模災害時における要配慮者への支援について、福祉避難所の事前指

定及びその準備状況、馬場議員のご質問にお答えいたします。 

  １点目の福祉避難所の開設基準等についてですが、福祉避難所は災害対策基本法施行

令において、災害対策基本法による避難所の指定基準の一つとして規定されております。

その対象者は、要配慮者とされており、高齢者、障害者、乳幼児、その他特に配慮を要

する者となっております。通常の避難所での生活が困難と判断される方で、必要性の高

い方から優先的に移送することとされており、要配慮者は精神的に不安定になることも

多いことから、最低限の家族の受入れも必要であるとされているところであります。 

  開設につきましては、災害発生後に一定の指定避難所を開設することとなり、その後

に指定避難所では、生活に支障を来す要配慮者がいる場合に、福祉避難所を開設してい

くと想定しております。住宅滅失が相当数となるような大規模災害時において、国が災

害救助法の適用としたときには、北海道が主体的に災害対策を実施する流れとなり、北

海道からの委任により町が対策を実施することとなります。その際には、避難所経費等

について、国の支援対象となるものであります。 

  次に、２点目の施設数や受入人数ですが、本町の福祉避難所は、特別養護老人ホーム

すずらん荘、高齢者生活福祉センターのデイサービスセンター、高齢者グループホーム

２カ所、地域密着型特別養護老人ホームこまくさ苑、小規模多機能型居宅介護施設まつ

ば、地域交流スペースこでまりの７施設について、管理法人と協定を結び、指定してい

るところであります。収容人員については、面積的には最大40名程度と想定しておりま

す。 

  ３点目の避難行動要支援者名簿につきましては、要介護３以上の方や障害者手帳１、

２級の方、難病者などの災害時に支援が必要とされる方への避難支援のため整備を図る
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こととしております。本町では、名簿が未整備でありますが、災害時要援護者の登録を

平成18年から進めているところであり、さらに、平成29年から開始している行政区役員

や民生委員、社会福祉協議会と協働で始めている困りごと、引きこもり等についての地

域実態調査において、支援を必要とされる方の確認作業を進めております。登録された

方の中から避難行動要支援者を選定することで、名簿の整理を進めております。 

  ４点目の福祉避難所の周知方法でありますが、本年４月に全戸配布しました防災ガイ

ドマップで周知したところであります。また、町ホームページにおいて、一般避難所と

ともに、福祉避難所についてお知らせをしております。 

  今後も、広報の防災のお知らせの中での紹介や防災訓練等での情報提供など、町民へ

の浸透を図ってまいります。 

  ５点目の福祉避難所を支える支援者につきましては、大規模災害の場合には、福祉避

難所のみならず、一般の避難所の運営についても多くのスタッフが必要となると考えら

れます。福祉避難所につきましては、特に介護や医療サポートも想定されることから、

町全体の中で、どのように人材や資源を合理的に配置していくのかの判断が必要と認識

しているところであります。福祉避難所において不足となる介護等の専門職については、

北海道への要請等も併せて検討が必要と考えております。さらに、専門知識を有する生

活相談員の配置については、北海道災害派遣ケアチームへの派遣要請も検討するところ

であります。 

  町内では、上士幌消防団、女性消防団員が防災活動等に参加されておりますが、避難

所運営の協力も要請していけるように、事前の取組を進めてまいります。 

  大規模災害時に支援協力いただける方を確保していくためにも、日頃からの一般の

方々への情報発信や啓蒙を実施することが重要であり、さらに、医療、介護関係者に向

けた情報発信やボランティアの組織などを強化していく必要があると考えております。 

  ６点目の福祉避難所における備蓄品でありますが、日用品や食料品につきましては、

一般の災害備蓄品からの対応となり、要配慮者の特性によって、必要となる生活器具等、

歩行器、ストーマ装具、酸素ボンベについては、町の備品や協力機関からの貸与、もし

くはレンタル等により確保することが想定されます。一般の備蓄非常食としてのアルフ

ァ化米のおかゆは想定しているところであり、高齢者、幼児等への利用も可能と考えて

おりますが、今後は福祉避難所において必要とされるような牛乳アレルギー対応ミルク

を初めとするアレルギー食の備蓄の検討を進めてまいりたいと考えております。 

  最後に、福祉避難所の設置、運営訓練につきましては、一般の避難所と併せた訓練を、

関連する関係者や一般町民の参加により実施し、課題を解決していくと同時に、継続し
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た取組が必要と感じております。また、昨年からは町民に広く参加を呼びかけた防災訓

練も始めており、次年度には福祉避難所の開設運営訓練も予定しております。 

  今後も防災意識の高揚を図り、町民全体で災害を乗り切る取組を進めていかなければ

ならないと考えておりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、馬場敏美議員。 

〇１０番（馬場敏美議員） 最初に質問した部分で、福祉避難所の開設の手順についてで

ありますけれども、災害救助法が適用されたときは、北海道からの委任により町が対策

を実施する云々と答弁しております。現状、災害救助法の適用の適否にかかわらず、福

祉避難所として指定していれば、市町村の判断により開設できることになっていると思

いますけれども、必要であれば町独自の判断で福祉避難所を開設できるという、確認で

すが、そのようなことでよろしいでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 そのようなことで結構だと思います。一般の避難所に対する必要な条件

ですね、４項目ですか、加えて必要な介護施設だとか弱者だとか、そういったことに対

応できるような施設であれば、環境であれば、それは独自に福祉避難所としても的確と

いうふうに認識しておりますし、町独自に必要と認めれば、緊急以外でも開設すること

ができると、そのように判断しております。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、馬場敏美議員。 

〇１０番（馬場敏美議員） 福祉避難所の確保に関する協定書を福寿協会と結んでおり、

現在、福寿協会が運営する７施設と協定を結んで、最大40名程度の受入れを想定してい

るとあります。この人員は、今年の８月に改訂された町の地域防災計画の中で、密を避

けるために１人４平米ということを前提としておりますが、実は平成27年の指定時には

もう少し人数が多かったのかなというふうに思っています。 

  最大40名ということで、当時指定したよりも人員が少なくなっておりますけれども、

今まで被災された地域の経験等、いろいろ見ますと、災害発生時には福祉避難所への避

難は想定よりもかなり多くなるというふうに言われております。平成元年度の決算が出

ておりますけれども、その中に施策報告書によれば、災害要配慮者登録状況で、高齢者

の状況は190名という人数が出ております。全員がそのまま移行するとは思いませんが、

ほかの指定避難所でこの不足分のスペースを確保できるのかどうか、この辺どのように

考えているのかお伺いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 
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〇竹中 貢町長 今、５つの条件をもって福祉避難所ということになっておりますけれど

も、それ以外のところでも可能性はあり得るというふうに思っております。例えばそれ

を介護する人だとかサポーターだとか、一定の条件が満たされれば、そのようなところ

で開設をすると。特にコロナということになりますと、やはり一定の、３密を避けるだ

とか、こういう最低限の環境というのを守らなければならないということが出てまいり

ますので、一般の指定避難所以外のところでも、例えばこの前なんかもその可能性があ

るだろうと、そんなふうに思っております。 

  それと、避難そのもののあり方も、随分変わってきているといいますか、時代ととも

に変化してきて、今回のコロナ禍の中では、あまり密集したところに避難したくないと、

これは一般の被災者でもそうなんですが、例えば車で休むだとか、そのようなことも、

行動も出てきていますね。昨日もおとといも、災害の訓練も電気自動車の展示もされて

おりましたけれども、ああいったところでは、一般の方々が１週間ほど自宅の発電を賄

うことができるというようなお話を聞きました。 

  ですから、そのように指定避難所も決められたところもありますけれども、そういう

多様な選択肢があって、福祉に必要なスペースなんかも確保していく、このような知恵

も働かせていかなければならないのかなというふうに考えながら、既存の枠だけではな

く、新しい時代に対応するような、その辺の可能性も含めて、一般の指定避難所、それ

から福祉避難所だとか、総合的に整備していく必要があるかなと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、馬場敏美議員。 

〇１０番（馬場敏美議員） 福祉避難所を利用しなければならない人の特性というのを、

やはりしっかりとその辺見据えながら判断していかなければならないのかなと、そんな

ふうに思っています。 

  次に、避難行動要支援者の登録名簿が未整備であるというふうに答弁しておりますけ

れども、いつ頃この整備を予定しているのか、その辺についてひとつ伺います。という

ことは、整備ができなければ、福祉避難所に避難するというのは、非常に多様なニーズ

を持っている方たちだと思っております。そういうニーズをきめ細かく分かっていなけ

れば、本当に基本的に必要な運営マニュアルですとか、個別計画の作成に結びついてい

かないのではいないか、そんなふうに思っております。これは非常に大事な部分なので、

ある程度、いつ頃整備するのかというのをめどを立てながら進めていく必要があるのか

なと思っておりますので、この辺お伺いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 今、これまでも災害の要配慮者の登録全体の指定については受けており
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ますけれども、およそ200人ほどがおられるということでありますが、その中で福祉避

難所の入所対象者というのは、これは防災計画の中で一定の基準が決められておって、

例えば介護度であると、３以上だとか、そんなふうになっています。ですから、今、こ

の登録の中にも、該当する人と、それから該当しない人だとか、こういった人もその中

におられる。こういった今のところの一人一人の置かれている環境だとか、それから希

望だとか、これらについては、一つには民生委員さんの活動の一環の中で、日常的に接

する中で情報の把握だとか、あるいは介護職員のほうの訪問だとかいろいろなところで

情報を確かめていくということを今、作業しておりますので、そう遠くないうちにその

辺の今登録されている方が福祉避難所を利用するかどうかという把握はできるのではな

いだろうかなというふうに思います。そもそも人数が限られておりますから、そういう

ことであります。 

  ただ、それ以外にも、実はいる可能性はあるかと思いますので、その辺に対する周知

の問題も課題となってくるかなと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、馬場敏美議員。 

〇１０番（馬場敏美議員） ぜひ進めていただきたいなと、そんなふうに思います。 

  それから、地域実態調査、進めているということで、先ほど伊東議員のほうからも、

町内会の参加が非常に低調になってきているというようなことで話がありましたけれど

も、実態調査において、行政区役員、民生委員、それから社会福祉協議会と共同で確認

作業を進めているという話がありました。災害時において、行政区の果たす役割は非常

に大きい、今までの被災地の経験等からも言われております。例えば平常時から各行政

区に福祉協力員的な方を配置して、要配慮者と行政のつなぎ役ですとか民生委員との連

携など、要配慮者への対応については、そういう方々が有用に機能するのではないかと

思っておりますけれども、この辺についてお願いいたします。 

  それからまた、東日本大震災において、福祉避難所の課題の一つとして、一般避難所

から福祉避難所への行政による振分け、被災規模が大きい場合には機能しないおそれが

あるというふうに報告されております。部外者の協力を含め、誰が振分けを行うのかを

あらかじめ明確にしておく必要があると思います。また、ここが機能しなければ、福祉

避難所に必要な情報提供も滞ってしまいますので、マニュアル等で、この方だけしか振

分けができないということではなくて、より広くマニュアルをもって振り分けるような、

そういう具体的な対策も必要ではないかと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。 

〇竹中 貢町長 まず、地域の協力が必要だということで、それに関わる応援者というこ
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とでの協力者と、お話しありました。 

  今、町内会の役員の問題というのは非常に課題になっております。なかなかなり手が

いないということで、それもまた町内会の大きな課題でありますが、そこにこういった

福祉の協力員を独自にまた設けてくれということだけでは、なかなか難しいかなという

ふうに思っているんですね。 

  では、どうするかといったときには、やっぱり先ほどの伊東議員のときにもありまし

たけれども、町内会のこれからのありようと、そこに心のよりどころといいますか、帰

属するものは何かといったら、やっぱり今のお話もつながってきますけれども、防災の

問題というのは、人の命を守るという、これはみんなが共通する課題だと、そんなふう

に思いますので、今までも自主防災組織のこの関連について、それなりに働きかけてや

ってきていますけれども、ここあたりがもっともっと必要になって、理解していただく

ということが必要でありますから、ついこの間やりました防災訓練でありますけれども、

ああいったことを機会を通しながら、各町内会のほうに自主防災組織、自分たちの命は、

少なくとも最初は自分たちで守るんだという中で、今のような役割の人方も当然配置さ

れていくというような手順で、全体的に防災に対して取り組んでいくんだと、こういう

強い思いをみんなが持ってもらうことが必要でないだろうかなというふうに思います。 

  この協力員については、非常に必要だと思いますけれども、単に任命するだとか、そ

れだけでは非常に難しいなというふうに思いますので、そういった町内会活動の新たな

よりどころといいますか、町内の人方の、地域の人方のよりどころというのを、そこの

あたりに、やはりもう一回考えて、町内会活動のありようなんかについても、問題を提

起をしていければと、そんなふうに思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、馬場敏美議員。 

〇１０番（馬場敏美議員） 今の部分は非常に大切な部分だなと思います。 

  それともう一つ、名簿ができていく過程の中で、情報公開をどうするかということも、

やっぱり考えていかなきゃならないのかなと思いますね。特に福祉避難所を利用する方

たちというのは、１人で避難することが難しいという状況があれば、いざそういうとき

になったときに、誰の手をかりるかという部分でいくと、やはり情報公開をどのように

考えていくかということも、非常に大事なことなのかなというふうに思っております。 

  次に、福祉避難所における備蓄品について、いろいろな部分で今後検討していかなけ

ればならないということで書かれております。 

  災害発生時の段階で必要な物品の調達は困難であると言われています。指定避難所で

の一定程度の備蓄がよいとされていますが、場所やスペースの関係で難しいと聞いてい
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ます。また、町の現在の保管場所は、町内５カ所、糠平１カ所となっており、中には老

朽化した保管場所もあるようです。個々の施設が行うには限界があると思われますので、

町が中心となって、防災資機材倉庫の整備等について、地域的な体制をつくる必要があ

るのではないかと思っておりますけれども、これについてはいかがでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

〇竹中 貢町長 それも現実的な課題というふうに認識しております。特にあの老朽化し

た施設に保管しているということであって、いざといったときに十分機能するように注

意はしていますけれども、長期保存に衛生の問題で耐え得るようなところだとか、そん

なようなところもしっかりチェックしなければならないというふうに思いますが、今一

つ大きな転機になるのは、これは役場庁舎の改築、いわゆる耐震化の関係で、もう迫ら

れるということです。今日の北海道新聞にも出ていて、対応が遅れているということで、

非常用の発電能力ということでありますが、それを72時間にしっかり対応できるような

環境にしなければならないということであります。当面はそういった環境で給油だとか、

そういったことによって延長はできますけれども、消防署ができて、そこには72時間の

しっかりした体制もできるということであります。引き続き役場庁舎の耐震化の中で、

全体的なスペースの問題が多分出てくるだろうと思いますから、そこが一つ大きなこの

備蓄の場所のエリアとして、どこかに生まれるのか生まれないのかというのは検討する

必要があるだろうというふうに思っておりますし、それから、できるだけ近いところに

備蓄所を確保するということが必要だと、そんなふうに思います。 

  それから、備蓄の関係でありますけれども、一応、北海道のほうとしても、避難所の

マニュアルだとか備蓄の関係で出されておりますけれども、例えば非常食だとか、そう

いったことについては一定の確保をするということが必要だと思いますけれども、酸素

ボンベだとかストーマだとか、酸素ボンベですと、一定の期間がたったら更新しなけれ

ばならないと、それから、どれだけ使われたかがあるのと、いろいろありますので、そ

ういったときに、やはり何でもかんでも、全部予定どおり備蓄できるかといったら、難

しいところもあると、それを補うためにどうするかといったとき、今回の防災訓練が非

常に大きな参考になったところが一つあるだろうというふうに思います。あの中で各機

関だとか団体だとか、あるいは事業所だとか、持っているもの、特性があるということ

ですね。病院であれば、どれだけのベッド数があるのかという、そういうやりとりがあ

ったり、それから電源開発であれば、今、スマホの電源の場所は確保できるだとか、こ

んなふうにして、個別の持っている機能、特性で、そういうものを総合的に合わせて備

蓄の関係も考えていくことも大事でないのかなと、そんなふうに思います。 
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  ですから、そういう意味では、福祉関係の訓練が、どうしても必要になってくると。

福祉避難所における訓練をして、そして足りないもの、それからいろいろな教訓を得て、

さらに精度を高めていくというようなことが必要になってきますから、来年はそこに着

手するということでありますので、この訓練というのは、非常にこれから大切であって、

やっぱりそのことによって、自分を自ら守ったり、あるいは自分が何ができるかという

ことを感じたりすることができると。 

  もう一つ、せっかく今、議員のお話し聞きました。昨日ですか、これまた道新の記事

になっていて、何もやっていない、備蓄していない上士幌って出ていました。多分、町

民が非常に不安になっているだろうというふうに思いますけれども、これについては、

今日、勝毎のほうの新聞と、それから明日道新のほうに流しますけれども、回答の仕方

と、それから取上げ方がどうなのかなという感じはしています。 

  ここでちょっとお話をさせていただきます。 

  例えばあの中では４品目何もないというふうに新聞に出ていたんですね。例えばマス

クであります。マスクは今、５万枚備蓄しております。その前にもある程度、公共の施

設、保育所、こども園だとか、あるいは福祉施設だとか、それから学校だとか、そのよ

うなところに今使うべきものを配布しているという現実、そのほかにもＪＡさんから寄

贈いただいたということだとか、町民自らのマスクという意味では、町独自に10枚各戸

に配布させたと。少なくとも充足できる範囲にあると、そんなふうに思っております。

そしてまた、消毒用の液にしても、500リットルは確保しているということですから、

これまた心配はないということでありますし、防護服についても、400着の備蓄を用意

しているということでありますから、あのことを見て多分、何だようちはというふうに

心配されていると思いますけれども、この辺については告知させていただきます。 

  今回の補正の中でも、さらにベッドの確保だとか、足りないものを順次整備していく

ということで考えておりますので、ひとつその件についてもご理解いただきたいなと、

そんなふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、馬場敏美議員。 

〇１０番（馬場敏美議員） 最後に、公助の役割についてちょっと質問しようと思ったん

ですけれども、ただいまの町長の答弁の中で、平時の公助の役割として、訓練等積み重

ねてというような話がありましたので、ちょっとそれで、本当に平時に行政としてしっ

かりとリーダーシップをとって何をするかということが本当に大事なんだろうなと思っ

ています。そのことが今、町長からお話になったのかなというふうに思っております。 

  この大規模災害に対する避難をどうするか、町民の命を守るという部分については、
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本当に町がリーダーシップをとって平時からやっていかなければならないことだと思い

ます。また、平時だからできることもあるんだろうし、平時でしっかりと体制づくりを

しておかなければ、本当にそういう場面に遭ったときには何も機能しない、そういうこ

とだと思っておりますので、ぜひ町民を巻き込みながら、そういう体制づくりに一緒に

取り組んでいっていければいいなと、そんなふうに思っております。 

  以上で質問を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 答弁いいですね。 

  以上で、10番、馬場敏美議員の一般質問を終わります。 

  暫時休憩します。 

（午後 ４時０５分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 再開いたします。 

（午後 ４時０５分） 

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

◎延会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） お諮りいたします。 

  本日の会議はこれにて延会にいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議はこれにて延会することに決定いたしました。 

  再開は、明日９月９日水曜日、午前10時でありますので、ご承知願います。 

  本日はこれにて延会といたします。 

（午後 ４時０６分） 
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 ────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 定刻となりましたので、これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

（午前１０時００分） 

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

◎一般質問 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、一般質問を行います。 

  昨日に引き続き一般質問を続けます。 

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

◇ 中 村 哲 郎 議員 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） 一般質問をさせていただきます。 

  新型コロナウイルス、その後の対策について。 

  ３月の一般質問で新型コロナウイルスに関して、以下３つの質問をさせていただきま

した。 

  ①町民感染時の情報伝達とプライバシー。②隔離施設と遠隔医療。③いじめや誹謗中

傷への対応。あれから約半年が経過し、基本スタンスには変化はないと思われますが、

当時の状況から変わったこともあると思います。今回はその後変更された事項をご開示

いただきたいと思います。 

  まず、①町民感染時の情報伝達とプライバシー、それと③誹謗中傷に関してですが、

十勝管内の感染者への誹謗中傷の例で、感染者のその後の人生を変える可能性もあるこ

とから、プライバシーの情報開示は控える旨、町長から説明がありました。プライバシ

ー保護、誹謗中傷回避の観点からの配慮でしょうが、かえってその後の感染拡大回避の

ため、訪問場所や濃厚接触可能性などの特定が遅延する可能性があると思います。その

考え方、方針について伺いたいと思います。 

  次に、②隔離施設と遠隔医療に関してです。 

  隔離施設として移住体験用の住宅を準備しているということですが、その運用方法、

例えば対象者の特定、保健所との連絡、重篤化の対応、病院への搬送、ＰＣＲ検査や診

断、入居中の食事、退出後の消毒などについてお聞きしたいと思います。 

  次に、遠隔医療に関しては、国も推奨していた割には、米国の利用率46％、約半数に

対して、日本は15％と伸び悩んでおり、本町でもなかなか進んでいないと思われます。
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全国的な原因として誤診の可能性、診療報酬、個人情報漏えいなど、課題は山積みです

が、本町における問題点、考え方並び方向性について伺いたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 新型コロナウイルス、その後の対策について、中村議員のご質問にお答

えします。 

  感染に関する情報の開示につきましては、感染症対策として北海道がそれらの情報に

ついて管理を行うことから、検査の判断結果や罹患状況については北海道からの情報提

供によるものとなります。北海道では感染拡大の防止や道民の不安解消に向けて、感染

症の発生に関する情報について、個人情報の保護に十分留意した上で、住所は発症した

振興局単位までとし、行動歴の内容についても慎重を期して公表しております。公表に

当たっては、感染症の拡大防止に必要と判断した行動履歴等、例えば各種施設や長距離

バスでの濃厚接触の可能性がある方が特定できない場合などは公表することとなります

が、特定の個人や場所などが判明し、プライバシーの侵害や住民の不安をいたずらに増

幅することにつながるような情報は公表しない対応とされております。 

  本町におきましても、道の考え方を基本として、感染拡大に向けた対応と、風評被害

や個人が誹謗中傷の被害にならないよう十分配慮して対応してまいります。市中感染の

可能性があると言われている中では、３密防止とマスク、手洗い、うがいを徹底する新

生活様式の励行を町民の皆様にお願いしたいと思います。 

  次に、一時滞在住宅の提供についてであります。 

  新型コロナが疑われる重症者の方につきましては、帰国者・接触者相談センター帯広

保健所へ相談いただき、指示に従っていただくことになります。その他としては、救急

搬送によって指定医療機関に搬送されるケースがあります。また、町内医療機関を受診

されて疑いのある場合で、救急搬送までの必要がない軽症な場合は、保健所の判断で検

査が実施され、結果判明まで自宅待機になる場合も想定されます。 

  これらの検査結果を待たれている方や、ウイルスに罹患されて軽症となり自宅療養と

なった方に対して、家族等への感染のおそれがあることなどから、自宅での生活に支障

があると判断される場合に、対象者本人、あるいは同居家族が一時的に滞在できる住宅

を提供するものであります。利用者には外出を控えていただくため、日用品の提供と食

事費用支援や健康観察を町が実施し、買物や食事等の生活支援を家族ができない方につ

いては、町で対応することとしております。併せて、対象者の移送につきましても、本

人や家族の移送が困難な場合には、運転席と後部座席を隔離した町の公用車を利用して

いただく体制も整えているところであります。 
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  また、退去時の一時滞在住宅の消毒につきましても、日にちを置いて町が消毒を実施

することとしております。利用の案内は、町内医療機関で受診された方や保健所におい

て検査実施された方等が対象であると考えられ、町内の医師に対して対象者への周知を

いただくよう依頼しているところであります。 

  次に、遠隔医療についてであります。 

  厚生労働省は、新型コロナ感染症拡大防止のため、電話や情報通信機器を用いて医療

機関が診療できるように対応したところであります。病院の一覧が公表されております

が、管内でも50以上の病院が対応をしている実態にあります。そのほとんどは初診以外

の再診の対応となっており、定期的に受診して同じ薬を処方される方が主であると思わ

れます。 

  本町では、実施医療機関はありませんが、電話による相談や訪問診療などで一定の対

応がされていることもあります。今後の動向も踏まえながら、町内医療機関とも情報共

有を図ってまいります。 

  また、先端医療として、高速情報回線を使った遠隔手術機器などもありますが、もう

少し身近となる離島での高精細カメラ等による遠隔医療は、離れた場所にいる医師がチ

ーム医療で診察することなどに関しては、特に医療過疎の地域において現実味のある方

法であると感じております。現状では、医療機関の外部との安全で高速な通信環境の整

備や新たな診断治療方法に対する研修など、経済的、もしくは人的な課題でありますが、

本町では高速インターネット環境が整っておりますので、医療・介護面での活用も促進

されるものと考えているところであります。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） 答弁ありがとうございます。 

  追加の質問をちょっとさせていただきたいのですが、まず感染者発生時の情報伝達と

プライバシーについてですが、町長の答弁にあったように、感染拡大防止に必要と判断

した場合、例としては濃厚接触者が特定できない場合には公表しますと、特定できる場

合は非公表ということですが、みんなが知りたい情報を、ちょっと言葉、表現は悪いで

すが、隠したり、不十分だからこそかえって不安をあおり、想像で物を言う人たちが増

え、うわさが蔓延するのではないでしょうか。結局それが感染者を苦しめることになる

と私は思っています。 

  現に、町長が例に挙げられた十勝管内の人生を変えられた家族のお話は、私が得てい

る情報では事実とは異なるということも言われています。どちらが正しいかはともかく、
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町長は自分が得た情報から、結局のところ上士幌町民には情報発信を抑制するという決

断を下されたと、道に従うということは前提にあるんですけれども、結局はそういう形

を取られたということになります。これが間違いとは絶対言いませんが、ここまで来た

新型コロナウイルスの感染ですから、誰もがかかる状況にあることを前提に正直に開示

するという考え方はないですか。そして、かかった人を保護する、いたわる、こういっ

た方向はどうでしょうか、難しいとお考えですか。 

  私は、本町に感染者が出た場合は、今でも可及的速やかに情報を正しく開示してほし

いと考えています。私が言う情報開示とは、どこの誰という情報よりは、むしろ行動履

歴です。道の方針に従えば町長の答弁はそのとおりだと思いますが、上士幌ではできる

限り正直に、速やかに情報発信して、１秒でも早く、１人でも多くの人命を救うという

ことを優先しますといった方向性を打ち出してはいかがでしょうか。これが、まず１つ

目です。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず、十勝のお話でありますけれども、当時は記者会見をして公表した

という事実であります。それがいろんな形で、正しい事実と、それか、そうでないとい

うことだとか、いろんなことが拡散して、少なくとも相当本人を苦しめていったという

のは、これはそのように伺っております。 

  一番大切にしなきゃならんというのは、かかるということも、これは今の中では、い

つどこでかかるかというのはもう市中感染もあり得るということですから、それは否定

はできないだろうというふうに思います。そこで最も必要なのがクラスターですね、そ

れがほかに広がっていかないという対策というのが、一番行政として考えなければなら

んし、町民の人方についても、そのようなことになってはならないというふうに思って

おります。 

  そのようなときに、今クラスターの関係であっても、特定できないところについては

開示をしているということでありますし、そうでないところについては、大方は多分本

人のことも含めて、当時とはさらに違ってきて非公表が多くなってきている。これは本

人の意向も含めて非公表になっているということですから、それは道としても公表でき

ないということなんで、町としてもそれ以上公表できないということであります。です

から、道が公表している範囲の中では、それは公表する。道が公表することについては、

うちは公表しませんともなりますけれども、それはそれ以上に、感染したときにどうい

うふうに情報が入ってくるか分かりませんけれども、上士幌町で発生をしたということ

まで情報が来るのか、来たとすればそれは上士幌町としても情報になりますけれども、



－94－ 

あえてそのことを公にするのはいかがなものかなという感じはしています。 

  大事なのは、それよりも３密を防止する、そういう日々の生活で感染の拡大を防ぐと

いうことが、大体今までの知見の中ではそれがほぼかなりのレベルで高まってきている

ということでありますから、介護にせよ、あるいは飲食にせよ、そのことに徹底しても

らうということが感染防止につながっていって、町民の安心・安全と、それから罹患少

ない町にいくものだなというふうに思いますから、そこのところをぜひ皆さん方にお願

いをしていけば、感染の拡大にはつながっていかないだろうというふうに考えています。 

  感染者については適切な処置をするということであります。繰り返しますけれども、

濃厚接触者についてはそれなりの対応をするということでありますから、それ以上のこ

とまで含めて公表していくというのは、結果的に苦しめることになるのかというふうに

思います。ただ、これがインフルエンザみたいに一般化していって、今までみたいな対

策を取らなくても済むというような状況があれば、多分公表のことも、非公表のことも、

そのこと自体も議論の対象になってこないんではないだろうかなと、そんなふうに思い

ますから、そういうときが一刻でも早く来るように、ワクチンの開発なり、あるいはさ

らなる安全対策が講じられるように、私どもとしても期待を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） ７番、中村哲郎委員。 

○７番（中村哲郎議員） 私も町長に同感で、やっぱり大切なのは３密とか感染防止をす

る態度だと思っています。ただ、やっぱり誰がかかってもおかしくない、この半年以上

たったこのおかしくない状態で誰かがかかるということを考えると、本町でも道の駅や

ナイタイ高原をオープンして、東京や札幌からも少なからず人が来ている状態で、いつ

感染しても、誰が感染してもおかしくないという状況の中で、コロナに関してやっぱり

情報発信というのはある程度したほうが、町民も安心だというふうに私は思っています

し、いじめや誹謗中傷を行う、私はそういう人の気は知れないんですけれども、上士幌

町にはまず私はいないというふうに信じています。なので、できる限り開示する、むし

ろそれを開示してくれた人に対して、感染した人に対していたわる気持ちが私は大事か

なと思います。それをちょっと率先して、町長、行政、そういったところがやっていた

だきたいなというふうに私は思っています。 

  皆さんご存じでしょうけれども、新潟の三条市の市長さんが、やっぱり誹謗中傷を恐

れてＰＣＲ検査すらためらう人が出てしまった状況に対して、万が一にも感染が確認さ

れた方が誹謗中傷などを受ける事態に陥らないよう、市民の皆様にご理解をとご協力を

お願いしますと告げた後に、誰もが感染する可能性がある、もしいつもと違う症状が現
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れた場合には、周囲の目が気になるかもしれませんが隠すことなく、勇気を持って検査

を受けてくださいと、そういう発信をしています。そういう姿勢が私は大事かなという

ふうには思っています。 

  もう一つの例で、同じく新潟の見附市の漫画が話題になっていますが、見附市の公式

フェイスブックの漫画が反響を呼んでいます。「安心して感染したい」という漫画のタ

イトルです。そこにも、うわさをするのも、村八分にするのも、後ろ指を指すのも、陰

口をたたくのもウイルスじゃない、人なんだよなと思うと。見附人として互いを思い合

う温かい人でありたいと思うというふうにつづられています。恐怖心から起こるいじめ

や誹謗中傷、いたわる心、どちらも人間の持つ感情ですが、でも、どちらを本質的に大

事にするか、信じるかというのが私は問いたいです。 

  このことが町民への信頼感にもつながると思います。ひいては子供たちの教育につな

がるのではないでしょうか。本町で感染者が出たら、速やかにやっぱり行政、町長が、

誰でも感染する可能性があるから、いじめや誹謗中傷はしないようお願いしますという

ような趣旨のことを告げていただきたいなというふうに思います。もちろん私も協力し

ますし、皆さんに説得して回ります。どうでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 そのことについては、議員と同じふうに考えております。そういういた

わる気持ち、これは昨日の山本議員の結びのところでお話しさせていただきました。い

ろんな対策を講じるということもありますけれども、最も大切なのは、もう一度その部

分をお話しさせていただきたいと思いますけれども、ある意味では、今、議員のお話を

町民にということでありますので、改めて思いますが、コロナ禍の終息が不透明な中で、

私たちに求められているのは３密防止とマスク、手洗い、うがい等の励行、万が一感染

したときには治癒に専念できる環境、そして一日も早い社会復帰を願って、痛みを共有

する寛容さが必要だと、このようにお話をさせていただきます。ここが一番大切なとこ

ろだと、そんなふうに思っています。 

  今の公表の話も、公表できる範囲の中ではしますけれども、個人の名前だとか、それ

をあえて出されていないものをこちらのほうで積極的に出すものについては、いかがな

ものかなと。慎重であるべきだと。 

  そのことともう一つは、不安視するような行動で濃厚接触者が見つからないだとか、

多数そういった場所があるというようなことがあったとすれば、公表して濃厚接触者に

注意を喚起する、あるいはＰＣＲを受けてもらう、これはあり得る話だろうと、そんな

ふうに思いますけれども、今、道のほうでも出しているような情報の範囲以上のことに
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ついては、私どもとしてもまた知る由がないということもありますけれども、あえて込

み入った心配させるような情報については避けたほうがいいだろうなというふうに思い

ます。 

  一方では、今お話しさせていただいたように、あり得るということを前提に、そうい

う寛容さが今、町民の皆様方に同じように共有できれば、大変すばらしい町だというふ

うに自負をしたいと、そんなふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） ありがとうございます。ぜひそうしてください。 

  次に、一時滞在住宅についてですが、町長の話をまとめると、この住宅にはＰＣＲ検

査の結果待ち、あるいは罹患した方で軽症の人の場合の本人か、その家族が一時的に入

れるというお話でした。私も何日か前に聞きに行ったところ、今現在３軒ぐらいあると

いうふうに聞いておりましたが、一旦感染者が出ると、もしクラスターでも発生した場

合にはこれでは足りないというふうには思いますが、そんなことを仮定の話で言ってい

ると何軒あっても足りないので、そこはともかくとして、この一時滞在について、この

話が何か急に出たというふうにちょっと現場の人間からは聞いておりまして、一時滞在

としてお試し住宅を使うという決定プロセス、それから、あとは近隣の住民への承認プ

ロセス、そういったプロセスについて、まずはちょっと聞きたいと思います。 

  そして、さらにコロナでお試し住宅を使う際の一応ガイドラインとか、ルールとか、

運用マニュアルとか、そういったものがあるのでしょうか。もしこれがあれば、優先順

位とかがある程度決まってきて、３軒でも４軒でも有限がある中でやりくりは多分でき

るかなというふうに私は思います。その点いかがでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 急に出たという話は、どんな話、どこからどういう話なのか分かりませ

んけれども、１つには、家庭内感染がかなり多いと。最近になって、特にさらに家庭内

感染の比率が高まっているというデータが東京都なんかからも出されているということ

であります。身近なところにそういったことが多いということでありますから、そこの

ところのクラスターを防ぐというのは、当初から課題でもあったことでありますし、医

療機関とも相談しながら、次の対策としてこういったことは必要だというような認識に

立ったところでございます。 

  これをやる上で、このようなことが果たして大丈夫なのかと、あるいは課題、いろい

ろと注意しなければならないことはどのようなことがあるのか、このようなことを含め

て保健所のほうにもしっかりと相談した上で決定をしたということですけれども、保健
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所としては、当初、感染したとすればそれは医療機関にそもそもは入院するというのが

第１次でありますけれども、そこまで行かない自宅療養だとか、待機だとか、こんなこ

ともあったということと、それからホテルでの過ごし方だとかあるということでありま

すけれども、本町においてはそのようなところが見当たらないということでありますか

ら、一方では、今お試しの関係のところの住宅ということでありますけれども、コロナ

の関係でその辺はストップすると。町がそこを依頼しているところでもありますから、

そういったところで静かに静養していただくというようなことでの対応であります。 

  マニュアルという意味では、例えば保健師の対応だとか、あるいは消防の対応だとか、

それから移送の関係だとか、消毒の関係だとか、こういったことについては各課それぞ

れ連携を取って役割分担を決めているということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎委員。 

○７番（中村哲郎議員） ありがとうございます。 

  ということは、マニュアルというものではないけれども、そういったプロセスはちゃ

んと踏んでいるという理解でよろしいでしょうか。 

  さらに、ちょっとこのマニュアルとか、ガイドラインとかのそういうものとかという

ことではないんですけれども、一度こういう議場のところで、緊急事態宣言が解除され

たぐらいのときに、私がここで、今後やむを得ない出張とか外出があった場合に、万が

一感染者が出たときのために、役場とか事業会社とかで独自のルールをつくったらどう

かという質問に対して、町長はそのときはちょっと否定的な回答をいただいたんですけ

れども、出張、外出、あとは来訪者の受入れの際、そして感染者の可能性が高まったよ

うな、そんなような場合とか、あるいは感染者が出た場合、そういったときのガイドラ

インとか、ルールとか、あればというふうに思っているんですけれども、そこら辺の作

成であるとか、そういったことに関してはいかがでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 町外からの移動について、町がまずはつぶさに把握するということがそ

もそも難しいと思います。役場の職員の移動だとか、出張だとか、それは分かりますけ

れども、一般の人方を一人一人がどうこうというのは、これは現実的な話としては非常

に難しいんじゃないだろうかなと思います。 

  役場の職員に対しては、いわゆる北海道、緊急事態宣言のときであれば、北海道がさ

らにその範囲の中で北海道自治体としての取決め、様々な指導だとか、こういうものも

出てきました。県をまたがる移動については自粛するだとか、いろいろありましたから、

そういったことについては、それらを１つマニュアルとして私どもとしては忠実にしっ
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かりと守っていくということだろうと、そんなふうに思っております。そこが専門家会

議を経て得た結論というか、最新の対策というふうに私どもとしては押さえて、それが

おろそかにならないように対応するということで、庁舎内においても順次こういった感

染予防の対応だとか、あるいは消毒だとか、さらには日常的な体温の計測だとか、この

ようなことを徹底するような対策を講じてきているということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） では、ちょっと最後になりますが、遠隔診療、オンライン診療

についてですけれども、オンライン診療はまだ課題はありますが、コロナの感染症拡大

防止の観点からも、コロナとは関係ない患者さんの感染リスクを回避する観点からも有

効であることが判明したと思います。私も町長の言うとおり、医療過疎地域の重要な課

題であり、解決方法の一つであるというふうに思っております。今後の技術革新である

とか、制度改革に注目していきたいと思っていますが、本町では、幸いＩＣＴの関連部

署立ち上げとか、Ｗｉ－Ｆｉの整備とか、タブレットの配布だとか、そういうことを行

って基礎的なインフラ整備には注力しているというふうに思います。 

  ただ、町長の答弁では、遠隔手術機器とか、高精細カメラとか、ちょっと未来過ぎる

ような例が述べられていたような気がしましたが、今後近い未来、１年以内ぐらいのオ

ンライン診療、どのようになっているか、どこを目指しているかというのを最後にちょ

っとお聞きをしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 オンライン診療、日本は遅れていて、オンライン診療に限らず、今回の

コロナでデジタル化の遅れというのは国際的には明らかになって、後進国であるという

ことで、今急いで国のほうとしても短期間のうちにデジタル化に向けて対策を講じてい

くということであります。 

  実は、医療の関係でいうと、将来的にはそういった遅延がないということだとかも含

めて、高精細の技術を使って手術もあるだろうと思いますけれども、実際の問題、じゃ、

ここの町で、診療所でそのようなことが可能かどうかというのは、そう簡単な話ではな

いだろうと思います。 

  そこで、既に一度いろいろと考えたところがあって、それは中断といいますか、実施

に至っていないんですけれども、小児科ですね、やっぱり診療科目のないところ、これ

について不安をどう解消するかということで、一度担当課のほうと話をしてきた、それ

がそのまま今止まっているということでありますけれども。 

  小児科、突然子供が熱を出したりするという、一応町内でもそのような対応をしてく
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れるという環境にはありますけれども、しかし、お母さん方にしてみれば、非常に夜分

電話して聞くのも何となくつらいなというような思いを聞いておりました。そういった

中で、東京のほうでオンライン診療で、特に小児科の関係であるということで、それは

一応実施をすると課題は何なのかということをやりとりをしましたが、実際、じゃ、ど

れだけ利用者がいるのということが、やっぱり現場のほうとしての悩みどころであると

いうことです。 

  当時、年間にして百数十万かかるというお話でありましたけれども、それに見合うと

いうのは変な話でありますけれども、その辺は慎重に、しかも町内でないというわけで

もありませんから、そのようなことでもう少し様子を見ようというのが今の状況でござ

います。 

  特に、子供を持つお母さん方にしてみると、特に初めての子供なんかであると、ちょ

っと熱を出すと非常に不安になるというふうに思うんですが、電話をすると、これはそ

れほどでもないよというようなケースが多々出てくると。それはそれとして安心すると

いうことですから大事なことなんですけれども、そういったことで、夜間電話をすると

いうのはなかなか勇気の要ることだというのは介護の中でも聞こえてきたということが

あって、そのようなことに検討を加えたことがあったということであります。 

  今、改めてこのコロナが出てからでありますから、再度この件についても検討してみ

ながら、１回実施をしてみるという手もあり得るのではないだろうかなと、そんなふう

に思います。これは地方においても、子育てする上で安心できると、夜間診療というこ

とですから、夜間診療に限ったところでありますけれども、そのようなこともこれまで

実際具体的に検討しておった経過があります。再度コロナ禍の中でそういう需要のこと

だとか、若いお母さん方との意見を聞くなどしながら、やるとすれば、そのようなとき

にはまず第一弾としての入り口になるのかなと、そう考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） ぜひそちらの方向を進めていただきたいと思います。うちの町

内に限らず、やはりこういうシステムが、こういう制度がなかなかうまくいかないとい

うのは、やっぱり使うほうもなかなかうまく使い切れていないのかなというように思い

ます。特に、今おっしゃられた子供さんに対して使うというと、お母さんはやっぱり30

代ぐらいの人だと思われます。ですので、ＰＣとかスマホとかには全く抵抗のない世代

だと思います。なので、様子を見たり、テストをしたりということが結構、意外と早く

検証できるのではないかなと思いますので、ぜひそういう形で進めていただきたいなと

いうふうに思います。 
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  以上をもちまして、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７番、中村哲郎議員の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午前１０時３５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３６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） 町民が安心できるコロナウイルス感染症対策の在り方につい

て。 

  連日、新聞、テレビ等で報道されているコロナウイルスによる感染の発生状況を見ま

すと、当面は終息の先が見えないばかりでなく、コロナ禍による心理的な恐怖や自粛へ

の意識は私たちの日々の生活はもとより、地域経済の減少、医療や福祉の閉鎖感、教育

行政の困難、文化活動の不活性化など、従来から町民が担ってきた様々なまちづくりの

在り方を一変させているような気がいたします。 

  しかし、このような状況の中で、私たちは従前と変わらないまちづくりを維持しなが

ら、一方、新たにコロナ禍への関わりを日常的に持ちつつ、改めて自らの生活環境を含

め、町民意識の在り方を常に確認しながらまちづくり目指す必要があります。そのため

の基本方針として、まちづくりを自分たちで考え、自分たちで決めるという自活の考え

方を前提としたまちづくりの在り方を町民に見える化にしていく必要があると思います。

今日のコロナ禍の環境下において、安心のあるまちづくりを引き続き継承するために、

次の質問をいたします。 

  １点目、コロナウイルスに係る効果的な投薬やワクチン接種は、今後においては急速

に開発され、国等の認定の下、これらの対応については近い将来は実施されると思いま

すが、我が町はこの現状を踏まえて、コロナウイルス感染症ゼロの町を目指すために、

新型コロナウイルスに係るＰＣＲ検査及び抗体検査等の対応について、全町民に対し確

実に実施できる仕組みづくりを、町と医療関係機関の連携の下、模索することが必要だ

と思います。このことを進めることにより、町民のコロナウイルス感染症に対する安心

感を少しでも高めることができると思います。このことに係る取組における考え方と進

め方について、どのように考えているか。 
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  ２点目、コロナウイルス感染症ゼロを目指したまちづくりを進める中において、仕事

や会議、旅行などの行動による道内、道外への移動が生じることになりますし、当然の

こと、必要なことです。このような状況における町外からのコロナウイルスを持ち込ま

ないことを前提とした町として独自のコロナウイルス感染症対策に係る町民のガイドラ

イン、またはルール、例として、町外への行動に伴う自粛期間の設定、必要に応じたＰ

ＣＲ検査等の実施などを策定し、町民のコロナウイルス感染症に対する意識を高める必

要があると思います。もし、町役場庁舎内においてコロナウイルスの感染が発生した場

合、町民に係る対応について、町民に多くの行政停滞と課題を生じることになります。

まず、町役場の、職場としてコロナウイルスに係るガイドライン、またはルールを率先

して作成し実行する必要があります。このような対策を行うことについて、どのように

考えているのか。 

  ３点目、コロナウイルス感染症対策として、国・道などからの要請により、例として

小・中学校の休校、事業所の休所などがありましたが、これらの多くは一律に全国や全

道で要請されているところですが、置かれている自治体の状況によっては、これらの要

請の効果に対し、自治体においては効果の欠点が浮かび上がったという状況も報じられ

ています。このことを踏まえ、要請等の対象となる事業体や組織体に対し、事業内容な

ど課題別に町の独自な考え方の下、効果的な要請等を行うことが必要だと思います。 

  一方、そのような重要な対策を決定する場合、職種別や課題別に係る専門機関の設置

の検討をする必要があると思います。例えば、仮称でありますが、コロナウイルス感染

症ゼロを目指す分野別専門会議等を設置し、行政機関と町民等を含めた専門知識を持っ

た有識者の参画の下、多くの目線で要請行動に対する対策を確認し、実施することが効

果的な気がします。そのことは、この認定された会議が議論し、方向性を検討し、対応

することは多くの町民に対し迅速に理解を得やすい情報が提供されるものと思います。

このような組織体を設置することについて、どのように考えているか。 

  ２点目の課題であります。コロナ禍を見据え、国立公園と共生する町を意識し、国立

公園の機能を魅力ある観光及び自然文化資源としたまちづくりについてであります。 

  私たちは大雪山国立公園を持った町に暮らし、特に東大雪エリアの自然豊かな山岳森

林環境をベースとした保健、休養、文化、生物の多様性等に係る機能を十分に備え、併

せて四季折々の気候の多様性を活用できる環境を持ったすばらしい町であります。この

ことは新たなまちづくりを推進することができるすばらしい素地を持ち、このことをキ

ーワードとして検討する必要があると思います。 

  しかし、私たちは国立公園の持つ魅力については、日常的で当たり前過ぎることから、
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あまり感じていないものかもしれません。今日のコロナ禍の状況下における国民の自粛

と３密の対応における窮屈感から、コロナ禍の終息等を踏まえ、我が町は、より自然に

あふれ、雄大な空間の持つ安心を抱かせる機能を持つ大雪山国立公園、東大雪エリアが

存在することで、他の自治体にない地域的特性があり、まちづくり戦略として独自のキ

ーワードを備えていると思います。 

  町観光協会に加え、観光地域づくり法人を目指す株式会社の稼ぐ観光地づくりの役割

も加えて、官民一体となって国立公園の魅力を活用したまちづくりに取り組める大きな

背景があると思います。現状では、旧国鉄士幌線コンクリートアーチ橋梁群、源泉かけ

流しとスキー場がある温泉街など、集客のツールとなっています。 

  一方、この地域は年間60度に至るプラスマイナスの気温差は他の地域にない自然の多

様な変化を見せ、パウダースノーのスキー場、糠平湖の氷上の様々な魅力が楽しめる冬

のアウトドアの多様性に対応できる環境も備えております。加えて、この自然型国立公

園の地域への恵みは、我が町の農畜産物の付加価値を高めるキーワードを兼ね備え、食

の安全・安心の向上への効果につながる可能性は十分に持ち得るところです。また、我

が町には環境省が国立公園計画に利用施設として指定されている糠平集団施設地区、十

勝三股園地があり、併せて自然展示施設、ひがし大雪自然館も備えています。 

  一方、ひがし大雪自然館には、観光推進を主体とした目的を持ち、商工観光課の事務

分掌下にありますが、教育文化を観光の目玉の一つとした行政づくりもあります。以前

の博物館が教育機関の枠にありましたように、この部署においても教育機関の部署に置

き、担当学芸員の機能をより高め、特に自然に係る教育文化をつかさどる中核として、

この施設が持つ機能を町の特性を生かした観光戦略の一つとして検討することが必要と

思います。 

  今後は町が投資しているＤＭＯと、町がどのように関わりを持ち、地域に稼ぐ力を発

揮してもらえるのか、常に見極めて対応する必要があると思います。今日のコロナ禍を

踏まえて、国民の新たな魅力発見につながるまちづくりとして、大雪山国立公園東大雪

エリアの町の活力アップを目指す１つとして、国民全体に向けて我が町の国立公園と共

生する取組を魅力あるものとして進める形で考え方を伺います。 

  １点目、十勝三股地域を中心とした観光資源などの活用について。 

  ２点目、ぬかびら源泉郷を中心とした観光資源などの活用について。 

  ３点目、ナイタイ高原牧場地域を中心とした観光資源などの活用について。 

  ４点目、国立公園の自然を生かした農畜産物の価値の向上について。 

  ５点目、国立公園と共生した町の条例の制定に向けた検討について。 
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  ６点目、ひがし大雪自然館を地域特性を生かした自然環境に係る文化施設としての、

観光資源として活用することについて。 

  ７点目、行政と町観光協会及びＤＭＯの今後の在り方について。 

  ８点目、特に令和元年度、ＤＭＯへ町から業務委託したＤＭＯ推進事業に係る事業実

施内容の評価と今後のＤＭＯに対する観光振興に係る委託の対応と効果について。 

  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 町民が安心できるコロナウイルス感染症対策の在り方について、江波戸

議員のご質問にお答えいたします。 

  １点目の全町民に対するＰＣＲ検査や抗体検査の取組についてであります。 

  ＰＣＲ検査等の現状や課題につきましては、山本議員に回答したとおりでありますが、

検査の結果陰性と判定されても、後に陽性になるなど、信頼性にも留意すべきとの意見

もございます。また、大勢の検査になると医療機関の負担は極めて大きいと想像しなけ

ればなりません。全町民のＰＣＲ検査については課題が多いと考えているところであり

ます。 

  なお、発熱やのどの痛み、味覚の変化など、コロナが心配される症状のある方につい

ては速やかに検査を受けることができる環境が求められております。国としても、検査

の拡大に向けた取組が進められているところでありますが、まだ十分ではありません。

現在、十勝医師会でも北海道の委託を受け、町村でのＰＣＲ検査の実施に向け、取組を

進めているとのことでありますが、遅々とした感もありますが、前に向かって動いてい

るものと思っております。 

  ２点目の新型コロナ感染症に係る町民のガイドラインの作成についてであります。 

  いまだ新型コロナウイルス感染症についての実態が十分に解明されていないことから、

容易に対応策を策定できる状況にはないと判断しているところでございます。また、感

染症対策とその対応は北海道の権限で実施することになっていることから、北海道の動

向を注視しながら対応しているところであります。町職員につきましては、不特定多数

の町民と接触する機会の多い職場であることから、日常生活にもより慎重を期した新北

海道スタイルを厳守するよう求めているところであります。 

  ３点目の町独自の考え方による対策の必要性についてであります。 

  新型コロナウイルス感染症は法律に基づく指定感染症であるため、庁舎内に新型イン

フルエンザ等対策本部を設置し、対応を図っていくこととなります。本部会議では必要

に応じ、町内の医師の意見をいただくことや、関係者の意見をいただくなどして対策を
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決定しているところでございます。 

  他に専門的な会議の場としては、医療、福祉、行政等の関係者が一堂に会する地域ケ

ア会議を初め、法人代表者で構成される地域福祉連携会議において、地域課題や各事業

所が抱える総合的な課題等を協議、意見交換をし、施策へ結びつける取組を行っており、

このような場での意見を踏まえて、感染症対策の決定や住民への周知を図ってまいりま

す。 

  ２点目であります。コロナ禍を見据え、国立公園と共生する町を意識し、国立公園の

機能を魅力ある観光及び自然文化資源としたまちづくりについてお答えいたします。 

  このたびの新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、東京一極集中から地方への関心が

より高まってくることが想定されます。このアフターコロナを見据えたとき、大雪山国

立公園のすばらしい自然環境を生かしたまちづくりは本町の特性として優位性があり、

また地方創生へのモデルにもなり得るものと考えております。 

  １点目の十勝三股地域を中心とした観光資源などの活用についてであります。 

  三国峠の大樹海は平成30年度日本遺産に選定された大雪山を舞台にしたアイヌ文化伝

承の「神々が遊ぶ庭」の物語に取り上げられております。その景観は観光客の人気スポ

ットであり、眺望の先、東大雪に連なる山々は登山者を魅了しております。また、旧国

鉄士幌線の鉄路や近代から古代にわたる栄枯盛衰の歴史があり、最近はサイクリングロ

ード、トカプチ400の起点としても関心が高まっており、これら固有の自然資源や歴史

は観光資源としても高いポテンシャルの活用が必要と認識しております。 

  ２点目のぬかびら源泉郷を中心とした観光資源などの活用についてであります。 

  当該地域は源泉かけ流しの温泉街を初め、様々な観光資源を有しております。最近で

は、冬季のアイスバブルが話題となるなど、懸案だった温泉公園やネイチャートレイル

も整備され、新たな集客を期待していたところでございます。 

  このような中、コロナのパンデミックは人の移動を止め、特に観光業においては大き

なダメージとなっております。ぬかびら源泉郷においても同様の影響を受けており、経

営の持続化に向けた支援が最優先の課題となっております。当面は観光協会や旅館組合

などと連携を深め、経営の持続化に向けた対策を取ってまいります。 

  ３点目のナイタイ高原牧場地域を中心とした観光資源などの活用についてであります。 

  ナイタイ高原牧場は育成牧場としての役割と併せて観光牧場として重要な役割を担っ

ております。昨年リニューアルしてオープンしたナイタイテラスでは、13万人を超える

多くの観光客にご来場いただきました。北海道を象徴する雄大な景観は、地元十勝はも

とより国内外から高い評価を得ていることができたものと理解しております。 
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  今年度はコロナの影響で苦戦しておりますが、今後においても選ばれる観光地となる

よう運営会社と連携を密にし、顧客の満足度を高めるための食の提供や接客など、さら

なる高みを求めていく必要があります。 

  ４点目の国立公園の自然を中心とした農畜産物の価値向上についてであります。 

  大雪山国立公園に隣接した自然豊かな環境の下、育まれた本町の農畜産物については、

その潜在する価値を広くアピールすることにより、付加価値の向上の可能性があると考

えております。それらをより具体的なものとするため、今年度改修を行う農業技術セン

ターでの地場産品を活用した商品開発や、農商工連携事業の活用を奨励してまいります。 

  次に、５点目の国立公園と共生した町の条例の制定に向けた検討についてであります。 

  国立公園につきましては、近年観光資源として積極的に活用する考え方に立って施策

が講じられています。その一環として、環境省指導の下、新たに官民協働型の大雪山国

立公園連絡協議会を設立したところであります。本町でも課題となっている登山道の整

備も本会議の協議の対象になっております。条例の制定が様々な問題の解決につながる

とすれば、大変意味のあることだと理解をします。そのためには、観光関係団体よりの

理解はもとより、町民全体の機運の高まりが必要と考えます。行政といたしましても、

国立公園を活用した施策を今後とも意識しつつ、事業を推進してまいりますが、その中

で条例化等の機運を見据えた上で検討することが手順と考えます。 

  次に、６点目のひがし大雪自然館を地域特性を生かした自然環境に係る文化施設とし

て、観光資源として活用することについてであります。 

  ひがし大雪自然館は、東大雪の自然博物館的機能を持った施設でありますが、この資

源を観光振興に生かすことを狙いに、環境省と共同で設置したものであります。自然館

は東大雪を取り巻く自然の学術的な展示物が高い評価につながっておりますが、同時に

観光の情報発信の拠点としての役割を担っております。施設や屋外のフィールドを活用

した体験教室などは、教育と観光を一体化した取組として自然館の価値を高めているも

のと認識しております。そのため、専門的な識見を持った学芸員を配置しており、観光

振興に寄与することを念頭に環境省と一体となって施設運営をしてまいります。 

  次に、７点目の行政と町観光協会及びＤＭＯの今後の在り方であります。 

  まず、それぞれの役割についてであります。行政については、主な業務としては観光

に係る総合的な計画の策定やインフラ整備支援など、非営利団体ＮＰＯである観光協会

は、観光に関する広報活動や誘致活動を中心に事業を行っており、共に非営利の活動が

軸になっております。 

  一方、ＤＭＯ観光地域づくり法人は、地域の稼ぐ力を引き出すとともに、観光地域づ



－106－ 

くりのかじ取りの役割を担います。非営利の団体と、稼ぐ力を引き出すことを目的とし

たＤＭＯの３者が連携を深めることにより、産業としての観光によるまちづくりが推進

されていくものと考えております。 

  本町につきましては、株式会社カーチが観光庁からＤＭＯの登録候補としての認可を

得ており、さらに登録に向けて準備中であります。 

  最後に、令和元年度、ＤＭＯへ町から委託したＤＭＯ推進事業に係る事業実施の内容

の評価と、今後のＤＭＯに対する観光振興に係る委託の対応と効果についてであります。 

  令和元年度においては、ＤＭＯ観光市場調査、道の駅等開設誘致宣伝事業、観光周遊

ルート開発検討業務の３業務を委託、発注し、本町への観光客の動向等の分析調査、道

の駅開設に向けた事前告知等、２次交通対策の検討のためのバスツアー等を行っており

ます。いずれもＤＭＯの今後の円滑な運営に必要な資料収集ができたとともに、今年度

開設した道の駅の集客効果にもつながっていくものと期待して、認識しております。 

  ＤＭＯの登録要件にマーケティングほか、各種データ等の継続的な収集、分析、デー

タに基づいた戦略の策定などがあります。これらは観光地域づくりにとって必須の課題

となるため、引き続き国や町からの業務委託が必要と認識しております。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前１０時５８分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１０分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 先に、コロナゼロの町の部分で、第一に確認として、ＰＣＲ

検査の信頼性として、町としてどんな課題を持っているか、もう少し詳しく具体的にお

聞きしたいなと思っています。やはり今の中で国のほうも含めて、ＰＣＲ検査について

はかなりいろんな意味で地域まで対応できるような仕組みづくりができていると思いま

すし、コロナが発生した段階から比べて、かなり我々についての検査の対応の場所とい

いますか、そういうこともかなり身近になってきていると思っています。十勝管内にお

いても、医療機関等を含めて、この対応についてかなりできるよと、そういう意味では

管内の安心感もできてきているのかなと思っています。 
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  そんな中で、特に今問題になっているのは無症状化の感染者、これについても非常に

分からない中で来ていますし、先ほど質問の中にあった部分でも、やはり多くの町民の

中に、町外からの来訪者、これは歓迎することも含めて、やはりもう一方、ちょっと気

になる部分だというふうに町民の方はかなり多く思っているところであります。 

  そんなことで、今かなり簡単と言ったらあれですけれども、低価格で鼻汁、唾液等を

含めて、そこからコロナの検査ができる、ＰＣＲ検査ができるという状況がありますか

ら、一定程度、非常に検査が身近になってくるんではないかなと思っています。それで

町民の安心感を対応できると思いますけれども、やはり全てという部分にはちょっと僕

はなかなかいかないと思いますし、世田谷区等についても全区民としつつも、かなりの

予算等を含めて対応する人数についても一定程度制限がありますけれども、うちの町に

ついてもおおむね、先般の福祉医療機関についての率先したＰＣＲ検査とかを含めて、

何らかの形でこのＰＣＲ検査をできやすい環境を模索してほしいなと思っていますので、

もう一度この点について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 １つには、絶対量として検査のキットがすぐ手配できるか、多分今の段

階では、国としては日に20万というふうに言っていますから、それは全部はできないと

いうことはその段階で一つには明らかになっていることであります。 

  それから、いわゆる病気でないということになったときには、保険が利かないという

ことになります。この検査に係る費用も、最近民間でも出ているということですから、

いろいろ価格の格差はあるだろうとは思いますけれども、そこに対して町が情報を持ち

得ているかということになると、町としては、そういう民間だとかの検査の事業者にネ

ットワークも持っていないと。医療機関だとか、多分国だとか、あるいは同レベルであ

るのかもしれませんけれども、町としては直接請け負うべきそういう企業と主従してい

ないということがございます。 

  さらには、一般にいけば70％の確立だとかというふうにも言われておりますから、そ

の漏れた人、あるいは一時期陰性であっても翌日に陽性になるということも十分あり得

るというような、このような報告もなされているということでありますから、それをも

って絶対化して全てが開放されるということには、むしろ心配を増幅させることにもつ

ながりかねないというふうに思っております。 

  ＰＣＲ検査、今のところの価格でいうと、唾液のものも出ているということでありま

すけれども、いずれにしても、まずは絶対数が確保できるのかどうかというのは、町と

しては非常に難しいということがあります。 
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  さきの伊東さんから、山本さんから、今のコロナの前段の質問を含めて説明させてい

ただいておりますけれども、これをもって感染が全部止まるということには基本的には

難しいと。うちの町だけやったって、それは難しいんじゃないかと。それから、移動し

てくる人方に対して、それらのことについてどうチェックして義務化すると、これもで

きる話ではないだろうというふうに考えております。 

  いずれにしても、5,000人町民にやるということは非常に難しいということと、それ

からその必要性については、必要な方については実施可能であればやるという話はさせ

ていただいています。例えば医療だとか、介護、でも、これも条件があって、医療機関

がそのことが必要だというふうに前提がなければ、こちらのほうとしてはできないとい

うことがあります。その上で、そういった機器類がちゃんと確保できるかどうか、町と

しては財政的な支援は可能だという範囲の中で必要なところにやっていくということで

あります 

○議長（杉山幸昭議長） 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、僕は基本的な考え方の中で、や

っぱりこの次、第３波等を含めて、そういう状況もやっぱり考えておかんとならないと。

そのためにきっちり模索できる問題、それからキットは、この検査費用については唾液

等を含めてかなり安くなってくるので、そういう安心感をどういうふうに求めていくか

と。 

  例えば、先ほど患者が出た場合、ＰＣＲの陽性が出た場合の隔離の仕方とか、そこら

辺にいる近辺の人たちの理解とか、やっぱりそういう部分については、一定程度そうい

う対策をしますよという部分を含めて、やっぱりある程度の心構えと模索は必要ではな

いかと思います。これについてはかなりの議員さんが質問していますので、この点につ

いては前向きに、できれば第３波も頭に入れながら対応していただければと思っていま

す。 

  ２点目ですけれども、町民に対応するための感染防止のルールづくりという部分で質

問したいと思います。 

  今、基本的にはＡＩの顔認識等によっての熱の図り方についてはもう常識的な世界に

入っております。また、あと事業所での業務の停滞とか、まちづくりは常に前向きにい

かんならんとしたら、特に役場での感染等を含めては、きっと認定こども園とかそうい

う部分についてもかなり影響があるかと思います。 

  先般、ちょっと役場の東京等の出張の部分で確認させていただきましたが、例として

大変申し訳ないんですが、帰ってきて、特に支障がないようだという部分で、即職場に
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就いたという部分があります。僕はやはり職場に就くということは、それだけの状況を

把握したという部分はありますけれども、一定程度は例えば役場としても自粛するとい

う部分を、町民の中でもかなり認識している方はいますから、認識している方向に向か

って行かんとならんという部分はありますし、僕はそういう警戒心はどこかでやっぱり

まだ持っておかんとならんと思いますので。 

  例えば、役場の中でそういう、どうしても業務的にかなり必要だと思いますから、そ

ういう部分については、例えば当分の間、別室で、当然基本的なチェックはおろそかに

するべきではないと思いますけれども、特別な部屋で業務に遂行するとか、そういうル

ール化を僕はつくっていくべきだと思います。そのことを遂行することによって、町内

の事業所とか、そういうところに対応できるようなこと、あまり堅苦しくなく、できる

ことをお互いやっていこうという部分で、まず役場がこういう対応をしていただければ

と思います。 

  そんなことを含めて対応することによって、今何となく行事等を含めて、やめるとい

う方向性、コロナイコールやめるという部分でありますけれども、何とかできることを

考えながら対応する、そういうことを考えながら対応するようなことをしていかないと、

何か町民全体にいろんな意味で、スポーツ、文化、そんなことを含めて何となく停滞が

始まってきているんではないかと思っています。当然行政区活動なり、ほかの諸団体の

活動を含めて、そこで僕はやっぱりもう一つは、そういう環境を整えながら、ルールを

明確にしながら、なるべくやれる方向はないかなと。 

  例えばですけれども、僕も文化祭の展示部門で展示させてもらっていますけれども、

さっそく中止の案内が来ました。ただ、救われる部分については、何らかの方法でそう

いう展示をすべくことを模索するとありますけれども、僕は逆だと思っています。模索

をしながらやめますというふうにしてほしいなと。僕は、そういう基本的なルールでそ

ういう対応の仕方が明確であると、こういうこともできるかと。ですから、少しずつで

きる方向で考えることも必要だと思いますし、今ありましたように、本当に町が一定程

度のルールをつくりながら、町民が少しずつなり、閉じ籠もりがちになっている部分を

改善することも、僕はコロナ禍の大きな課題、対策だと思っていますので、この点につ

いて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 １つには、東京出張へ行ったときは待機をする、そういったことで安心

を確認するということが必要でないだろうかという話がありました。私自身、３月に東

京出張があって以来、ずっとなくて、８月に北海道町村会の要望陳情で東京へ行ってま
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いりました。飛行機の中は、何分の１でしょうかね、何十人、ほとんど１列の中でいう

と右と左ぐらいしかいません。降りてからはタクシーで全て移動をしていきました。そ

れで、必要な用務を終えて帰ってきました。これも東京出張であります。 

  相当やっぱり配慮をしながら、それは東京へ行っちゃ駄目だという、そういう感染の

レベルだとか、いろんなことがありますので、それはもう十分配慮をしてやるべきだと、

そんなふうに思っておりますけれども、そのようにして行ってきて、であればしばらく、

今の話でいうと待機という話になるのかも分かりませんけれども、これをうちの行政だ

けというふうには多分ならないだろうと思いますから、町民全部そういうふうにしてや

ってくださいと。あるいは逆に言うと、来る人だとすれば、もう来たらその段階でどこ

かにいなきゃならんというようなことまで含めたルールというような、今そういう印象

を受けました。それはもう経済活動が止まってしまうんではないだろうかなと。仕事が

止まってしまうんではないだろうか。 

  一方では、イベントをやるべきだという話があったということでありますから、十分

その辺の配慮をしながらイベントなんかをするのは、やっぱり両方とも生きていかなき

ゃならんだろうと。感染も防止しなきゃならん、それから経済もしなきゃならんという

ことでありますから、そのことについては分かりますけれども、しかし、一方でそうい

った移動に対して極度な規制だとか、あるいはその後の対策となるとすれば、それはも

う経済活動も止まってしまうということになりかねないということです。 

  ルールの話がありましたけれども、ルールで一番大事なのは３密だと思っています。

３密とマスクと、それから手洗い、うがいですね。これがやっぱり今までの知見の中で

は、それが一番最も大切なことだと。それが濃密の関係であったりしたところで、換気

が悪いところであったり、いろんなクラスターが発生しているという、このようなこと

がやっぱり検証されていることだろうと思いますから、そこのところはいろんな行動の

中でも徹底すべきことではないだろうかなと。であれば、感染のリスクというのは、ゼ

ロとは言いませんけれども、極めて低いものになっていくということでありますから、

これは私たちの日頃の活動の中でもそういったことに注意する。 

  イベントなんかでも密閉した中でやるとなれば、やっぱり非常に危険でありますけれ

ども、外で短時間に触れ合う分についてはそれほどリスクのことについて今のところは

あまり否定されていないような感じがします。いろいろ検証する中で、順次リスクなど

の問題があって、例えばこの大衆のイベントであります。野球だとかでありますけれど

も、国が5,000人という、これが解除されそうだということです。ですから、それは今

までそういった中での感染が出ていないという判断の下で、さらに緩和をするというこ
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となんだと思います。そのようにして、どんなふうにしてやっぱりお互いに生きていく

かということであります。 

  もう一回戻りますけれども、ルールについては特段それ以上のことではなくて、その

ことを徹底してみんなが守ることが感染症予防の最大の防止対策だと、そのように考え

ています。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 基本的にルールといっても、今言ったように自粛、３密を含

めた、本当は手短なことを含めてという部分でありますから。ただ、往々にして慣れて

しまってはまずいなという部分が僕はあると思いますから、そういう一定程度本当に軽

い、これだけは守ろうという部分をやはり改めて上士幌型の中で対応していただければ

と思っています。 

  最後にこの部分については、やっぱりコロナゼロを目指す分野別の専門家の話も聞く

という部分はしないとならんかと思います。今までこのようなことはなかなか、どうい

うような経過でやったかというのは、なかなか我々についてもこの部分については分か

らなかった部分がありますから、きっと上からの要請等を含めて、いろんな意味でこの

対応をしてきたのかなと思っています。ただ、やはりこのことについて専門家の意見を

聞くということを、町としてやっぱりある程度認識しながら、そういうことで我々につ

いても在り方について理解できるかなと思っています。これについて、考え方について

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 未経験のコロナでありますから、いろいろコロナの本質がなかなか全て

を確立されているものではないだろうということではありますけれども、ただ、着実に

コロナの性格が見えてきているというのも事実だと思います。高齢者や、あるいは基礎

疾患のある人方が重症化しやすいということだとか、そういった人によってということ

であれば、それに対して対策が必要になってくるということになります。それらを含め

て、今国において行われている専門家会議、それから北海道の中でも専門家会議、いわ

ゆるこれはコロナ感染症の専門家が、まさにプロがそこで議論をして、現状に合わせた

生活態度だとか、あるいは経済活動だとか、これらについて判断をしているということ

でありますから、まずは、そこは私どもとしては信頼すべき場であると、まさに専門会

議の場がそういったところにあるということでありますから、それらを十分尊重しなが

ら、私たちとしてはそれに対して対応していくということであります。 

  町内においては、感染症の先生という、幅広くお医者さんという立場で診察に当たっ
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ていただいていますから、非常に大切なご意見なり、知見の中でのお話は、それは私ど

もとしては聞く必要があるだろうし、それに対して対応する必要はあるというふうに。

これもお医者さんによっていろんな見方があったりするところもございます。そういう

ことがありますから、やっぱり国なり道なりの感染症対策のそこから出てきたものとい

うのは、非常に尊重しなきゃならんと。その上で、うち独自のものがあるとすれば、そ

れはそれとして、皆様の意見を聞いた上で個別の対策を講じていくということが行政の、

私どもの基礎自治体としてのより精度の高い対策としては、二重、三重のそういうこと

も考えた上で、あるいは意見を聞いた上で対策を講じていくというふうに思っておりま

すので、そのように進めていきたいというように考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 次に、国立公園と共生するまちづくりを意識しながら、魅力

あるまちづくりという部分で、平成31年の３月に上士幌町観光基本計画、戦略併せて、

ナイタイテラスなり、道の駅の基本コンセプトに対応してきた部分でありますが、ここ

に国立公園を明確にしたまちづくりについての記載がないという、僕はそんな気がして

いますので、我が町や、道内には６つの国立公園、また改めて日高の山脈を含めた７つ

目の国立公園という部分で、この新たな国立公園の在り方については、かなり近隣町村

についても魅力あるものだと認識しているところであります。 

  そんなことを含めて、今まで本当に観光基本、それからナイタイを含めて、国立公園

の記述がないという部分で、本当に僕はまちづくりのキーワードを外してしまっている

んじゃないかと思いますけれども、これについてまず町長の認識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 国立公園の観光資源としては、もう全て観光協会なり、観光に携わるも

の、私どもの日々の様々な発信の中では使わせていただいているということで、常態化

しているといいますか、当たり前に国立公園の中にいるという、そういうことはあると

思いますけれども、もしそういった様々な計画がないとすれば、それは改めて記載をす

るということは全然問題がないといいますか、むしろ気がつかなかったということであ

れば、それはその中で整理させていただくということだろうというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 併せまして、今回ここの報告にあったように、大雪山国立公

園の連絡協議会の部分が明示されています。これについては、本当に今までなかった大

きな連絡協議会の役割を明確に、前向きに対応してきたかというふうに認識していると
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ころであります。これは民間の参加という部分を得ながら、ここでやはり民間を入れて

少しでも魅力を発信しながら、そこで、言葉を借りてみましたら、もうけようと、稼ご

うという部分も含めて、観光をより一層稼ぐ、磨く、そういうものにしていきたいとい

うふうに私は思っています。 

  この中に、大雪周りの中でどうしたのかなと思ってちょっとチェックは、気にかかっ

ている部分というのは、上士幌町の観光協会と、それから改めてＤＭＯの参加がないと。

ちょっとこういう部分では、やはり積極的にこういうことに関わりながら、この東大雪

のエリア、大雪山23万ヘクタールのエリアをやっぱり魅力あるものにしながら、私はま

ちづくりも必要ではないかと思いますけれども、ここら辺１つと、それからうれしいこ

とには東大雪の登山の関係、これについては改めてこの連絡協議会が対応するというこ

とで、本町のガイドセンターがここに関わりながら、１つは東大雪の登山という魅力づ

くり、改めて対応するというふうに考えているところであります。 

  そんな一つの基地として、三股地区の本当に何とも言えない自然、もともとは本当は

大自然だった部分が少しずつ自然に帰っていく、また本当に大空間があるとか、そんな

ことを含めてありますし、登山の魅力のもう一つは、やはり宿泊を伴うという部分があ

りますから、ぬかびら源泉郷等を含めて宿泊施設に対しての対応、こんなことを含めて

僕はあるかと思います。 

  そういう部分で、これについて、大雪山と三股を含めたとこら辺の魅力について、も

う一回確認して、それから登山と、それから連絡協議会に、今後観光協会なりＤＭＯが

入るかどうかは別にしましても、やっぱりしっかり入りながら、そこで大雪山の各町村

との連携を取りながら、本当に日本で一番大きな面積を誇っている国立公園であります

から、その魅力を再発信するような形で対応していただければと思いますけれども、こ

の点について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 国立公園に対する考え方は、国が大きく今かじを切っております。これ

までは国立公園は守るということが第一義で、ですから極端に言うと、いじっては駄目

だみたいなところがありましたけれども、今はそうではなくて、国立公園は国民の財産

として、もっとやっぱり旅行や観光として活用すると、これがここ数年は、近々に大き

な変化になってきたということでございます。インバウンドの集客等も意識していると

いうことでありますが、そういうことで、その一環として連絡協議会が立ち上がったと

いうことであります。 

  上士幌町からも民間というか、ＮＰＯの立場で参加していると思いますけれども、観
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光協会が入っていない、あるいはＤＭＯが入っていないというお話はありましたけれど

も、これについては観光担当のほうから以後の経過が分かればちょっと説明させてもら

いたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 佐藤商工観光課長。 

○佐藤泰将商工観光課長 大雪山国立公園の連絡協議会で今年から新たな官民協働体制と

いうことの動きになっております。総会については、このコロナの関係で書面開催とい

うことで、今後は面談の総会が開かれる予定になっております。江波戸議員おっしゃる

とおり、上士幌町の観光協会はまだ構成には入ってはいないんですが、これまでの大連

協には関わりをもって参加をしてきております。改めて加盟については、環境省とまた

相談をしつつ、ＤＭＯも含めて今後加盟の方向で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） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） ぜひそういう形で、やはりここでＤＭＯの力、それから観光

協会のやっぱり魅力発信について、現状の対応をしていただきたいと思います。 

  特に、僕は残念に思っているのは、１つは十勝三股が集団施設地区から園地になった

という部分で、この計画が変更されました。それによって環境省の事業の規模が縮小さ

れているという部分がありますけれども、僕も環境省の事務所へ行っていつも話をした

りするんですけれども、その中で、ここについては本当に魅力あると、私の考えですけ

れども、コロナとかそういうところから解放された地域、景観、森林のすばらしさとか

滋養的な部分の魅力とか、学術な部分を含めて非常に動物の多様性、生物の多様性もあ

ってという部分で、事業としては、園地事業の中ではトイレとか、小展示施設とか、ト

レイルラインとか、そんなことは園地の中で、これは事業の中でできるという部分があ

りますから、今、きっとずっとしばらく集団施設地区に認定されたのが平成10年前後だ

と思いますけれども、以降あまりこの対応についてしていなかったなと思っています。 

  今、森の再生等を含めての事業も環境省はやっていますけれども、こういうことを含

めて、もう少しあそこを魅力あることによって糠平との連携、当然ナイタイ高原牧場の

レストハウスとの連携も含めて対応できればと思います。今、なぜナイタイ高原牧場の

連携という部分もありますけれども、ナイタイ高原牧場についても国立公園に半分以上

かぶさっています。そんな部分で、レストハウスは普通地区でありますがまさしく国立

公園の中にあると。 

  そういう意味で、先ほどもちょっと触れましたけれども、国立公園の中にあるレスト

ハウスという認識もちょっとない中で、僕はそれで違う魅力も感じながら、東大雪の地
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域との魅力を合体できて、ここへ何か教育的な部分と、それから教養と休養と含めて派

生するんじゃないかと認識しています。裏へ行けばすぐ然別に通じる部分もありますし、

峰は本当に然別の手前のナイタイ山につながっていったり、峰越林道からつながってい

ったりとか、そんな意味で、これからナイタイテラスはあそこで行き止まりでなくて、

もう一つ奥があるんだよという部分を含めて、それは国立公園の魅力を感じながら奥が

あるんだよという部分等を含めて、これは三股、糠平、そして黒石平と続くんだと思っ

ています。 

  そんな部分で、黒石に電源開発から譲っていただきました、本当に国道に面して12ヘ

クタールだったと思いますけれども、本当に大きなエリアも持っていますから、いろん

な意味でこの国立公園の中の魅力化、これは国民がこれからコロナで、ただ遊びに来る

んじゃなくて、そこでゆっくりしたいとか、そんな休養の場として売り込むのも、私は

この町の生きざまの一つの方向性かと思いますし、それについて本当に今後の検討にな

るかと思いますけれども、条例等を明確にしながら共生していくという部分を、これは

オリジナルなまちづくりになると思いますし、士幌とか音更とか、ほかの町村ができな

い、僕はまちづくりのキャラクターといったらキャラクターだと思いますけれども、そ

んな魅力を持っている町だというふうに思っています。これについて町長の考え方をお

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 三股の観光資源を生かした、そういったことについては、おっしゃると

おり、集団地区に指定されて林野庁からかなり広く林地を確保したという経過があると。

これは環境庁としてもそれなりの当時姿勢があったというふうに思いますけれども、途

中でやっぱりこれは大きく方向が転換されてきたという事実もございます。人工構造物

の建設が、１つそれが大きな転機になったというふうに、今は環境省でありますけれど

も、そのようなことからこの集団地区の新たな振興についてはストップしていると。 

  町長に就任したときに、もう既にそういう状況になって、三股、それから、それより

もビジターセンターも、全く国としては、当初の集団地区の計画がむしろ止まっている

のは地域のほうで問題があるのではないかと、地域のほうからむしろいろいろと指摘が

されて止まっているということですから、ビジターセンターについても極めてそれは難

しいということで、再生については私も門前払いを受けた、そういう経験を持っており

ます。粘り強くその辺については、ビジターセンターの運用元を含めて転換、それで糠

平のほうにも誘致ができたわけでありますから、随分時間がかかってきたという経過が

あります。 
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  ですから、あそこの中で開発の仕方も、委員がおっしゃっているのは、別にいろいろ

なものをつくるということではなくて、自然そのものをどんなふうにして観光として再

構築するかと、プログラムの開発だとか、どうしても急に必要な基盤、登山道がずたず

たになって登れないんだとすれば、それらを整備するかだとか、こういったことだとか

自然の再生だとか、そんなような思いであると思いますけれども、それらについては、

これからのあそこの地域の特性を生かした観光資源の資源づくりとして、必要になって

くるというふうに思います。 

  ナイタイ高原牧場の話も出ましたし、それから、その、越えていろいろな山が出てき

ましたけれども、そこのところは果たしてなかなか、そういうことができるといいなと

思いながらも、今日明日中にそう簡単にはいくのかという気がかりはあります。という

のも、然別のところのあそこの時のアセスといい、いろんなトンネルなんかが止まった

ケースもありますし、それから、それにある意味ではつながっていくルートのことも想

定してのお話ではないのかなと思います。そう考えると、非常に魅力的な土地でありま

すけれども、そこのところのどうするかというのは、今優先的にやれる近いところがど

うなのかというのはちょっとないと、気になっているということでございます。 

  観光による条例化については、答弁書で申し上げたとおりでありまして、それなりの

機運の醸成が必要と、今のところは少なくとも関係するところからはそういった類の話

は私どももまだ承っておりませんし、内部でもまだその議論はしていないということで

あります。先見的な視点でのお話をいただいたと、そんなふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 残り時間以内で簡潔にお願いします。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 最後に、令和元年度、ＤＭＯの町から業務委託した推進事業

についての評価でありますが、町としては一定程度の評価という部分で、この答弁書に

ついて私のほうで勝手に理解しております。 

  ただ、今回大きな３点の委託をした割には、僕はもう少し頑張ってほしかったなと思

っています。このためには、やはりカーチの部分に対応しているんですけれども、やっ

ぱり町が支援するとしたら、やっぱりカーチのほうも対応できる人材の確保という部分

と、それから全地域にわたって今後対応するような形でぜひ対応していかないと、何と

なくカーチと地域が分離してしまってもまずいんじゃないかなと思っています。 

  当然、道の駅の新たな事業展開のために宣伝するという部分については、もともと事

業者、いろんな事業者は自ら自分の店のことを身銭を切りながら宣伝するなりしていき

ながら対応しているという部分がありますから、やはりこういう部分で無駄な予算とい
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う部分にちょっと僕は見ちゃう部分もありますけれども、そういう部分で効率的な委託

と、それから目的、委託する目的は明確にしながら委託していかないと、やはり今後こ

のような形での対応については、僕はちょっと町民のニーズとしたり、町民の要望の中

ではちょっと課題が残るのかなと、そういう懸念があります。 

  今後、ＤＭＯがどう、この観光振興、町内の全体的な観光振興に寄与するか、最後に

町長の考え方をお聞きしながら終わっていきたいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 １つには、カーチがＤＭＯの受皿になっているということでありますけ

れども、カーチとＤＭＯはそもそも一緒のものではないという認識は持つ必要がある。

いわゆる法人としてそこに立ち上がって、そこの法人の中には、いわゆる観光協会なり、

町なり、一般町民なり含めて、この町の稼ぐ力をどう引き出していくかという役割を担

うのがＤＭＯの仕事だというふうに思っております。 

  ですから、まだまだ潜在的ないろんな可能性があったとすれば、それらを引き出して、

それを収益を上げていくのが事業者、旅館であったり、それから観光業に関わるところ

がそれらのことを、自分たちは日頃からそういう基盤の中身までなかなかやることがで

きないというところを、総合的な地域全体での関係者が集まった法人がそういうことを

考えて、リサーチなり、あるいはマーケティングなりをしていくということで、それを

関係事業者が使うということだと思います。 

  ですから、町はカーチのほうに出資をして、投資をしています。でも、この法人のほ

うについては、町はそこには投資をしているということではなくて、稼ぐ力を引き出す

ための事業をやるときの必要なことについて業務委託すると。特に市町村の中でそうい

った事業が出てきておりますから、やっているということでありますが、ただ、中身に

ついて、もっとちゃんと充実したものをつくりなさいということであれば、そのことに

ついては十分調査のレベルを高めていかなければならない。少なくとも、今それらをや

れる、町の中ではＤＭＯの候補法人になっているカーチがそのある一定の資格を持ち合

わせているという前提で、そこに委託をしているということであります。 

  ただ、議員にとっては満足できないというか、中身が薄っぺらいということであれば、

これはこの後の中身のことについては、委託する側から、しっかりその辺の目的に沿っ

た形での報告なり、調査なりするようにしなきゃ駄目だろうなと、公金を使っているう

ちはそういうことだろうと、そんなふうに思います。 

○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。 



－118－ 

  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。 

（午前１１時４７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４８分） 

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

◎報告第６号及び報告第７号の上程、説明、質疑 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、報告第６号令和元年度上士幌町財政健全化判断比率

の報告について、日程第３、報告第７号令和元年度上士幌町公営企業資金不足比率の報

告について、以上２件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  杉原企画財政課長。 

○杉原祐二企画財政課長 ただいま上程されました報告第６号令和元年度上士幌町財政健

全化判断比率の報告について、報告第７号令和元年度上士幌町公営企業資金不足比率の

報告についてを一括して、その内容をご説明、ご報告申し上げます。 

  財政健全化判断比率及び公営企業資金不足比率は、平成19年度に制定されました地方

公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第22条第１項の規定に基づき、

監査委員の審査に付し、その意見をつけて議会に報告するものであります。 

  初めに、報告第６号令和元年度上士幌町財政健全化判断比率の報告についてをご説明

いたします。なお、併せまして参考資料として配付しております報告第６号関係、平成

27年度以降の健全化判断比率の推移もご参照願います。 

  それでは、報告第６号健全化判断比率報告書をご覧願います。 

  各比率の括弧書きはそれぞれの指標の早期健全化基準を表示しております。参考欄に

つきましては、黒字であったため比率が算定されなかったものの計算結果を参考として

記載したものであります。 

  この財政健全化判断比率は４つの比率からなっております。まず、実質赤字比率でご

ざいます。普通会計の赤字の程度を指標化したものであります。本町の場合は一般会計

が対象となりますけれども、黒字決算となっておりますので数値が算出されなかったも

のであります。 

  連結実質赤字比率につきまして、特別会計及び公営企業会計を含めた全ての会計を対

象にし、町全体としての赤字の程度を指標化したものであります。本町の場合は、一般
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会計及び５特別会計を合わせたものが対象となりますが、黒字決算となっておりますの

で、数値が算出されなかったものであります。 

  実質公債費比率でございますが、全ての会計における地方債元利償還金と一部事務組

合の償還金負担分、公債費に準ずる負債の償還金を合わせたもので、町の経常的な収入

に対する借金の割合を指標化したものであります。比率には、平成29年度から３か年の

平均数値が用いられ、令和元年度は6.6％となっており、昨年度の5.8％に比較して

0.8％増加しております。この増加の主要因といたしましては、平成27年度に借入れを

行った定住促進賃貸住宅建設費助成事業や、上士幌農道整備事業などの過疎対策債や臨

時財政対策債について３年間の据置期間が終了し、令和元年度から元利償還が始まった

ことなどから令和元年度の単年度の数値が上昇したものであります。 

  次に、将来負担比率でございます。全ての会計と加入している一部事務組合、第三セ

クター等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率で

あります。町が支払わなければならない借金や負担金等の残高の程度を指標化し、将来

的に財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものであります。本町においては、将

来負担額に対し充当可能基金や普通交付税で措置される額が大幅に上回っておりますこ

とから数値が算出されなかったものであります。 

  以上の４つの指標全てにおいて括弧書きに記載しております早期健全化基準を下回っ

ているところでございます。 

  また、指標の財政健全化判断比率につきましては、その算定の基礎となる資料を付し

て、監査委員の審査に付しまして別紙のとおり意見をいただいておりますので、ご参照

をお願いいたします。 

  次に、報告第７号令和元年度上士幌町公営企業資金不足比率の報告についてご説明申

し上げます。 

  資金不足報告書をご覧願います。 

  公営企業の資金不足比率につきましては、水道事業会計、公共下水道事業会計の２会

計とも黒字決算となっております。このことから数値が算出されなかったものであり、

右側の欄に記載しております経営健全化基準を下回っております。 

  また、資金不足比率につきましては、その算定の基礎となる資料を付して監査委員の

審査に付し、別紙のとおり意見をいただいておりますので、ご参照をお願いいたします。 

  以上、報告第６号並びに報告第７号を一括して、ご説明、ご報告させていただきまし

た。ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより２件を一括して質疑を
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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６号及び報告第７号に対する質疑を終結い

たします。 

  以上で報告第６号及び報告第７号を報告済みとし報告を終わります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  休憩中に議会全員協議会を開催いたしますので、理事者及び議員の皆さんは委員会室

にお集まり願います。 

  なお、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。 

（午後 １時０８分） 

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

◎同意第１４号から同意第１６号の上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第４、同意第14号固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いて、日程第５、同意第15号固定資産評価審査委員会委員の選任について、日程第６、

同意第16号固定資産評価審査委員会委員の選任について、以上３件を一括して議題とい

たします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに町長から提案理由の説明を求めます。 

  竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 ただいま上程されました同意第14号から同意第16号固定資産評価審査委

員会委員の選任について、一括して提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  初めに、同意第14号について、固定資産評価審査委員会委員であります片寄繁之氏が

令和２年９月15日をもって任期満了となるため、引き続き同氏を後任委員として選任し

たいので、議会の同意を求めるものであります。 

  氏名、片寄繁之氏、住所及び生年月日は記載のとおりであります。 

  次に、同意第15号について、固定資産評価審査委員会委員であります兼子義雄氏が令

和２年９月15日をもって任期満了となるため、引き続き同氏を後任委員として選任した

いので、議会の同意を求めるものであります。 

  氏名、兼子義雄氏、住所及び生年月日は記載のとおりであります。 

  次に、同意第16号について、固定資産評価審査委員会委員のうち１名が令和２年９月
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15日をもって任期満了となるため、新たに次の者を後任委員として選任したいので、議

会の同意を求めるものであります。 

  氏名、茂木孝義氏、住所及び生年月日は記載のとおりであります。 

  以上、同意第14号から同意第16号固定資産評価審査委員会委員の選任について、一括

して提案理由と内容のご説明を申し上げました。ご審議の上、ご同意くださいますよう

よろしくお願い申し上げます。 

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

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

す。 

  これより直ちに同意第14号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は原案に同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、同意第14号は原案に同意することに決定いたしました。 

  次に、同意第15号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は原案に同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、同意第15号は原案に同意することに決定いたしました。 

  次に、同意第16号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は原案に同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、同意第16号は原案に同意することに決定いたしました。 

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

◎同意第１７号の上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第７、同意第17号教育委員会委員の任命についてを議題と

いたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに町長から提案理由の説明を求めます。 
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  竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 ただいま上程されました同意第17号教育委員会委員の任命について、提

案理由と内容をご説明申し上げます。 

  教育委員会委員であります松岡聡美氏が令和２年９月30日をもって任期満了となるた

め、引き続き同氏を後任委員として任命したいので、議会の同意を求めるものでありま

す。 

  氏名、松岡聡美氏、住所及び生年月日は記載のとおりであります。 

  以上、同意第17号教育委員会委員の任命について、提案理由と内容のご説明を申し上

げました。ご審議の上、ご同意くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

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

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

す。 

  これより直ちに同意第17号を採決します。 

  お諮りいたします。 

  本件は原案に同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、同意第17号は原案に同意することに決定いたしました。 

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

◎認定第１号から認定第６号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第８、認定第１号令和元年度上士幌町一般会計歳入歳出決

算の認定について、日程第９、認定第２号令和元年度上士幌町国民健康保険特別会計歳

入歳出決算の認定について、日程第10、認定第３号令和元年度上士幌町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第11、認定第４号令和元年度上士幌町介護

保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第12、認定第５号令和元年度上士幌町

水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第13、認定第６号令和元年度上士

幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以上６件を一括して議題と

いたします。 

  初めに、認定案について、理事者から提案理由の説明を求めます。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました認定第１号から認定第６号令和元年度上士

幌町一般会計歳入歳出決算の認定ほか５特別会計の歳入歳出決算の認定について、その
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決算の概要をご説明申し上げます。 

  まず初めに、令和元年度決算総括及び決算収支の状況につきましてご説明申し上げま

す。 

  付属資料の令和元年度決算に係る主要な施策報告書１ページ及び２ページにまとめて

おりますので、ご参照願います。 

  一般会計及び５特別会計を合わせた全会計の予算総額は129億7,315万1,000円で、平

成30年度と比較いたしますと１億1,676万1,000円の増額となっております。この予算の

執行結果につきましては、歳入においては128億3,661万8,000円の決算額となり、予算

総額と比較して１億3,653万3,000円の減、収納率は98.9％となってございます。 

  一方、歳出におきましては、決算額は124億2,262万2,000円で、予算総額と比較して

５億5,052万9,000円の執行残、予算執行率は95.8％となったところでございます。 

  このような歳入歳出の決算額における形式収支は、一般会計及び５特別会計の全てに

おいて黒字となり、その黒字総額は４億1,399万6,000円で、翌年度へ繰り越すべき財源

を除いた実質収支も４億1,284万6,000円の黒字となりました。 

  なお、一般会計及び国民健康保険特別会計並びに介護保険特別会計においては、実質

収支の黒字額から総額２億7,114万8,137円を条例の規定によって基金に繰り入れたとこ

ろでございます。 

  次に、各会計の決算の状況を申し上げます。 

  一般会計であります。 

  最終予算額111億8,421万3,000円に対し、繰越明許費に係る未収入財源が１億6,614万

円となったため、歳入決算額は110億7,543万5,000円、予算額に対して１億877万8,000円

の減、収納率で99.0％になりました。 

  歳出の決算額は106億7,388万8,000円、翌年度への繰越額が１億6,729万円となったた

め、予算額との比較で５億1,032万5,000円の執行残、執行率において95.4％となり、歳

入歳出差引額で４億154万7,000円の黒字決算となりました。 

  また、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は４億39万7,000円の黒字

決算となってございます。 

  次に、国保会計でございます。 

  最終予算額６億7,875万9,000円に対しまして、歳入決算額は６億6,387万8,000円とな

り、予算額との比較で1,488万1,000円の減、収納率で97.8％となりました。 

  一方、歳出決算額は６億5,482万6,000円、予算額との比較で2,393万3,000円の執行残、

執行率は96.5％となり、歳入歳出差引額及び実質収支額で905万2,000円の黒字決算とな
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ってございます。 

  次に、後期高齢者医療会計につきましては、最終予算額9,820万円、これに対して歳

入決算額は9,745万7,000円、予算額との比較で74万3,000円の減、収納率99.2％となりま

した。 

  歳出決算額は9,508万6,000円、予算額との比較で311万4,000円の執行残、執行率

96.8％となりました。歳入歳出差引額及び実質収支額で237万1,000円の黒字決算でござ

います。 

  次に、介護保険会計につきましては、最終予算額５億7,953万1,000円、これに対して

歳入決算額５億7,212万3,000円、予算額との比較で740万8,000円の減、収納率で98.7％

となりました。 

  一方、歳出決算額は５億7,207万2,000円、予算額との比較で745万9,000円の執行残、

執行率98.7％、歳入歳出差引額及び実質収支額で５万1,000円の黒字決算となりました。 

  次に、水道会計でございます。 

  最終予算額１億8,748万4,000円、歳入決算額１億8,458万2,000円、予算額との比較で

290万2,000円の減、収納率で98.5％となりました。 

  歳出決算額は１億8,397万6,000円、予算額との比較で350万8,000円の執行残、執行率

は98.1％、歳入歳出差引額及び実質収支額で60万6,000円の黒字決算でございます。 

  最後に、下水道会計の決算状況についてご説明申し上げます。 

  最終予算額２億4,496万4,000円、これに対して歳入決算額２億4,314万3,000円、予算

額との比較で182万1,000円の減、収納率99.3％となりました。 

  また、歳出決算額は２億4,277万4,000円となり、予算額との比較で219万円の執行残、

執行率で99.1％、歳入歳出差引額及び実質収支額で36万9,000円の黒字決算となってご

ざいます。 

  以上、令和元年度各会計の決算状況についてご説明をいたしました。ご審査の上、ご

認定賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議会運用例第60条の規定により、監査委員より決算審査

の意見を求めます。 

  根本広実代表監査委員。 

○根本広実代表監査委員 令和元年度の上士幌町一般会計及び５特別会計の歳入歳出決算

並びに基金運用状況につきまして、私と大戸監査委員によりまして、実質27日間を要し、

必要に応じて各課部局の担当職員から事情聴取をするなど、慎重かつ厳正に審査をいた

しました。 
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  審査の結果につきましては、別紙、令和元年度決算審査意見書、決算審査の概要のと

おりでございますので、ご覧をいただきたいと存じます。 

  審査の対象ですが、上士幌町一般会計と以下記載の５つの特別会計であります。 

  審査の期間につきましては令和２年７月８日から８月28日まで、実質27日間でありま

す。審査の場所は、監査委員室と各課のヒアリングについては委員会室で実施をいたし

ました。 

  審査の方法は、令和元年度上士幌町一般会計及び５特別会計については、歳入歳出決

算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書に基づ

き審査を行いました。 

  審査に当たっては、決算の計数は証書類及び関係諸帳簿と符合し正確であるか、予算

が議会の議決の趣旨に沿って執行されているか、基金については基金条例の趣旨に沿っ

て運用されているか、収入、支出、財産の管理及び基金の管理、運用等の財務に関する

事務等が地方自治法その他関係法規に準拠し適正に処理されているか、以上の３項目に

重点を置きながら、さらに例月出納検査の結果も考慮し、関係職員から事情聴取をする

などにより慎重に審査をいたしました。 

  審査の結果、令和元年度上士幌町一般会計及び５特別会計の歳入歳出決算額は、証書

類及び関係諸帳簿と照合し、相違ないことを確認し、予算の執行及び収入、支出等の財

務に関する事務等について適正に執行されたものと認めるものであります。 

  以上、令和元年度決算審査結果とさせていただきます。以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 認定案件６件の提案説明及び監査委員の決算審査意見が終わり

ました。 

  これより質疑を行いますが、認定案件６件に対する質疑は、議会運営委員長の報告に

ありましたように決算審査特別委員会を設置して、これに付託の上審査したいと思いま

す。 

  また、監査委員の決算審査意見に対する質疑は、議会運用例第58条の３第２項の規定

により、決算審査特別委員会において行うことができますので、質疑は大綱的なものに

とどめ、詳細な質疑は決算審査特別委員会において行うようご協力願います。 

  それでは、これより質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上をもって質疑を終結いたします。 

  ここでお諮りいたします。 

  ただいま議題となっております認定第１号から認定第６号までの令和元年度一般会計
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ほか５特別会計の決算認定の審査については、議長を除く10名の委員をもって構成する

決算審査特別委員会を設置し、これに６件を一括して付託し審査いたしたいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、認定第１号から認定第６号までの決算認定の審査については、議長を除く10

名の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに６件を一括して付託し

審査することに決定いたしました。 

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

◎決算審査特別委員会の委員長、副委員長の互選について 

○議長（杉山幸昭議長） ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員長及び副委

員長は、委員会条例第８条第３項の規定により、委員会において互選することになって

おりますが、議会運用例第113条の１の規定により、あらかじめ議会運営委員会におい

て協議いたしました。 

  お諮りいたします。 

  この際、決算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選の方法は議長の指名推選に

よりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、決算審査特別委員会の委員長及び副委員長は議長において指名することに決

定いたしました。 

  それでは、指名いたします。 

  決算審査特別委員会の委員長に、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。 

  決算審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、決算審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。 

  ここで暫時休憩といたします。 
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（午後 １時２９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２９分） 

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

◎議案第６４号から議案第６６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第14、議案第64号北海道町村議会議員公務災害補償等組合

規約の変更について、日程第15、議案第65号北海道市町村総合事務組合規約の変更につ

いて、日程第16、議案第66号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、以上

３件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 ただいま上程されました議案第64号北海道町村議会議員公務災害補

償等組合規約の変更について、議案第65号北海道市町村総合事務組合規約の変更につい

て、議案第66号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、以上３件につきま

して、一括してその提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  このたび本町が構成団体となっている一部事務組合において、加入団体の解散による

脱退に伴い、地方自治法第286条第１項の規定により、組合規約の変更が必要となるこ

とから議会の議決を求めるものであります。 

  初めに、議案第64号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、具

体的な変更内容をご説明いたします。 

  北海道町村議会議員公務災害補償等組合につきましては、町村議会議員の公務災害補

償事務等を行っている一部事務組合であります。 

  議案第64号関係、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約

新旧対照表をご参照願います。 

  別表第１中「山越郡衛生処理組合」、「奈井江、浦臼町学校給食組合」及び「札幌広

域圏組合」を削るものです。 

  なお、附則として、この規約は、地方自治法第286条第１項の規定による総務大臣の

許可の日から施行するものであります。 

  次に、議案第65号北海道市町村総合事務組合規約の変更について、具体的な変更内容

をご説明いたします。 

  北海道市町村総合事務組合につきましては、市町村等の非常勤職員の公務災害補償事
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務等を行っている一部事務組合であります。 

  議案第65号関係、北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約新旧対照表を

ご参照願います。 

  別表第１の石狩振興局の項中「、札幌広域圏組合」を削り、同表渡島総合振興局の項

中「、山越郡衛生処理組合」を削り、同表空知総合振興局の項中「、奈井江、浦臼町学

校給食組合」を削り、併せてそれぞれの団体数を改正するものです。 

  次に、別表第２の９の項中「、札幌広域圏組合」、「、山越郡衛生処理組合」及び「、

奈井江、浦臼町学校給食組合」を削るものです。 

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

の許可の日から施行するものであります。 

  次に、議案第66号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、具体的な変更

内容をご説明いたします。 

  北海道市町村職員退職手当組合につきましては、市町村職員等の退職手当支給事務を

行っている一部事務組合であります。 

  議案第66号関係、北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約新旧対照

表をご参照願います。 

  別表（２）一部事務組合及び広域連合の表渡島管内の項中「山越郡衛生処理組合、」

を削り、同表空知管内の項中「、奈井江、浦臼町学校給食組合」を削るものです。 

  なお、附則として、この規約は、地方自治法第286条第１項の規定による総務大臣の

許可の日から施行するものであります。 

  以上、議案第64号から議案第66号について、一括して提案理由と内容についてご説明

させていただきました。ご審議の上、ご可決いただきますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

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

行います。質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって３件に対する質疑を終結いたします。 

  これより議案ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、議案第64号に対する討論を行います。討論はありますか。 

（「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64号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 
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  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし）の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第65号に対する討論を行います。討論はありますか。 

（「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65号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし）の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第66号に対する討論を行います。討論はありますか。 

（「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66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66号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第６７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第17、議案第67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。 

  杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 ただいま上程されました議案第67号工事請負契約の変更について、

その提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  このたび議決を求めます工事請負契約の変更は、令和２年３月３日に議決をいただき

ました旧士幌線第三音更川橋梁補修工事であります。 

  別紙、議案第67号関係資料をご参照願います。 

  契約変更の理由でありますが、橋脚巻き立て工の施工方法の変更によるコンクリート



－130－ 

施工量の増加及び起伏の欠損部分の断面修復、また樹木の撤去やひび割れ箇所の接着剤

施工の追加等に伴い、設計変更を行った結果、増額となったものであります。 

  工事請負契約の変更内容でありますが、契約金額について514万8,000円増額し、

9,842万8,000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67号について質

疑を行います。質疑はありますか。 

（発言する声なし） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第67号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はありますか。 

（「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67号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし）の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第６８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第18、議案第68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。 

  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68号工事請負契約の変更について、

その提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  このたび議決を求めます工事請負契約の変更は、令和２年４月28日に議決をいただき

ました上士幌消防団訓練施設整備工事であります。 

  別紙、議案第68号関係資料をご参照願います。 

  契約変更の理由でありますが、再生骨材の在庫不足による切り込み砂利への変更、ま

た東西に予定していた街路灯の取りやめ及びすき取り土法覆基材の張り芝への変更に伴

い、設計変更を行った結果、減額となったものであります。 
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  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324万5,000円減額し、

7,683万5,000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68号について質

疑を行います。質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第68号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はありますか。 

（「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68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68号は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午後 １時４０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） 

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

◎議案第６９号から議案第７４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69号令和２年度上士幌町一般会計補正予算

（第６号）、日程第20、議案第70号令和２年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）、日程第21、議案第71号令和２年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）、日程第22、議案第72号令和２年度上士幌町介護保険特別会計補正予算

（第２号）、日程第23、議案第73号令和２年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第

１号）、日程第24、議案第74号令和２年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算

（第１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。 
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○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第69号、議案第70号、議案第71号、議

案第72号、議案第73号、議案第74号の提案理由と内容についてご説明を申し上げます。 

  このたびの補正予算につきましては、一般会計並びに５特別会計について補正を行う

ものでございます。 

  補正総額は7,240万1,000円の追加補正となります。補正後の予算規模は一般会計並び

に５特別会計の総額で121億4,972万8,000円となります。 

  それでは、予算補正を行う各会計の内容を申し上げます。 

  議案第69号一般会計補正予算（第６号）であります。 

  １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9,137万3,000円を追加し、総額

を102億9,810万3,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2

ページから４ページ、第１表のとおりでございます。 

  次に、第２条では、地方債補正といたしまして、５ページにありますとおり、過疎対

策事業債の限度額を７億4,310万円から７億4,300万円に変更いたします。 

  また、臨時財政対策債の限度額を１億1,383万6,000円から１億1,478万3,000円に変更

するものでございます。 

  次に、歳出のうち追加補正の主なものについてご説明申し上げます。 

  13ページをお開きください。 

  款、総務費、項、総務管理費、地上デジタル放送新たな難視対策事業266万8,000円、

同じく電子計算組織管理経費261万9,000円。 

  14ページでございます。 

  款、民生費、項、社会福祉費、医療・介護施設等感染拡大防止対策支援事業587万

8,000円。 

  16ページ。 

  款、衛生費、項、保健衛生費、老朽施設解体撤去促進事業233万円。 

  17ページ。 

  款、農林水産業費、項、農業費、人件費457万5,000円、同じく、農業次世代人材投資

事業225万円、同じく、農業気象観測機器導入事業662万5,000円。 

  19ページになります。 

  款、農林水産業費、項、町営牧場費、ナイタイ高原牧場運営安定化基金積立金1,439

万9,000円。 
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  20ページ。 

  款、商工費、項、商工費、観光協会助成経費1,871万2,000円、同じく、ぬかびら源泉

郷冬季観光客誘致事業1,200万円。 

  21ページ。 

  款、消防費、項、消防費、災害対策経費3,318万5,000円。 

  23ページ。 

  款、教育費、項、社会教育費、生涯学習センター管理運営経費313万6,000円、同じく、

生涯学習センター換気設備等整備事業1,269万4,000円を追加補正いたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、34ページをお開きください。 

  議案第70号国民健康保険特別会計補正予算（第２号）についてご説明を申し上げます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から125万2,000円を減額し、総額を７億

3,797万6,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は35ペ

ージ、第１表のとおりでございます。 

  歳出の補正内容につきましては、37ページ、款、総務費、項、総務管理費において、

人件費125万2,000円を減額補正いたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略いたします。 

  次に、45ページ、議案第71号後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）についてご

説明を申し上げます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から１万7,000円を減額し、総額を１億701万

1,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は46ペ

ージ、第１表のとおりでございます。 

  歳出の補正内容につきましては、48ページ、款、総務費、項、総務管理費において、

人件費１万7,000円を減額補正いたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略いたします。 

  次に、52ページ、議案第72号介護保険特別会計補正予算（第２号）についてご説明を

申し上げます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額に137万2,000円を追加し、総額を５億7,977

万6,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は53ペ
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ージから54ページ、第１表のとおりでございます。 

  歳出の主な補正内容につきましては、58ページ、款、総務費、項、総務管理費、人件

費108万5,000円を減額いたします。 

  59ページ、款、地域支援事業費、項、地域支援事業費、地域包括支援センター運営事

業16万8,000円を追加補正し、60ページ、款、諸支出金、項、償還金及び還付加算金、

介護給付費等負担金返還金228万6,000円を追加補正いたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略いたします。 

  次に、67ページ、議案第73号水道事業特別会計補正予算（第１号）についてご説明を

申し上げます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から443万4,000円を減額し、総額を１億

9,958万7,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は68ペ

ージ、第１表のとおりでございます。 

  また、第２条では、地方債補正といたしまして、69ページにありますとおり、公営企

業会計適用債の限度額を1,330万円から830万円に変更いたします。 

  歳出の補正内容につきましては、72ページ、款、水道経営費、項、総務管理費、人件

費54万2,000円を追加補正いたします。同じく、事務管理経費497万6,000円を減額補正を

いたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、80ページ、議案第74号公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）についてご

説明申し上げます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から1,464万1,000円を減額し、総額を２億

2,727万5,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は81ペ

ージ、第１表のとおりでございます。 

  第２条では、地方債補正といたしまして、82ページにありますとおり、公営企業会計

適用債の限度額を2,150万円から690万円に変更するものでございます。 

  歳出の主な補正内容につきましては、85ページ、款、下水道経営費、項、総務管理費、

事務管理経費1,462万3,000円を減額補正をいたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  以上、一般会計並びに特別会計の補正内容についてご提案を申し上げました。よろし

くご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。 
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○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより会計ごとに質疑を行い

ます。 

  それでは、議案第69号令和２年度上士幌町一般会計補正予算（第６号）から質疑を行

います。初めに、事項別明細書の歳出から質疑を行います。 

  事項別明細書の歳出は11ページから款ごとに一括して質疑を行います。 

  歳出議会費から総務費について質疑を行います。11ページから14ページまで質疑を行

います。質疑はありますか。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 地域新ＭａａＳ創出事業について質問いたします。 

  これは委託というか、実行委員会に対する委託の、正式に採用されたので戻ってくる

という金額なんですが、この事業そのものについて、そもそもの部分から質問したいと

思うんですが、この事業というのは、上士幌町地域交通計画の中の実行委員会の中で開

かれながら、このＭａａＳの実証実験を行うということが決定されていくんだと思うん

ですが、その協議会と実行委員会の在り方というか、既に今回コロナの関係でなかなか

実行委員会は開けていないと思うんですが、資料を見ますと、協議会は８月に開かれる

と、それから実行委員会はどれぐらい開くのか分かりませんが、そういう関係について

質問したいのと。 

  それから、当初説明があったときには、地域新ＭａａＳ創出事業というのはどちらか

といえば自動運転が採択が有利なんではないかということがあったと思うんですが、今

回全国の事業を見ましても、自動運転で採択されたというのは２町ぐらいしかなくて、

あとほとんどいろんな形の、上士幌もそうなんですが、いろんな形の地域創出事業にな

ったと、そういう国の流れが少し変わったのか、国の方針がどんなふうになっているの

か、それも含めて質問します。大きく２点、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 梶ＩＣＴ推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 まず、交通会議の関係性等についてお答えいたし

ますが、交通のほうの計画を策定するための協議会と、今回の地域新ＭａａＳ創出推進

事業を進めるための実行委員会とは別な組織となります。ただ、今回の実証は、交通計

画において今後予定されている部分が実証に大きく関わってまいりますので、連携を取

って行っているところでございます。交通会議のほうは、先般、今年度の１回目を開催

いたしまして、実行委員会においては民間の企業のメンバーが多く入っていることもあ

りますから、適宜実行委員会に関してはオンラインで今開催をしているところでござい

ます。 
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  地域新ＭａａＳ創出推進事業の採択を受けてなんですが、この事業に関しましては、

以前ご説明しましたように、実行委員会と経済産業省との間で契約がなされるという事

業になっております。事業費に関しましては、10分の10で受託事業、実行委員会は経済

産業省からの委託を受けるというものなんですが、補助対象外経費が想定されるという

ところで、当初3,000万円の予算に対して１割程度は補助対象外という、受託経費に該

当しないという部分が発生するだろうというところで、300万円、町の一般財源を見て

きたところに、今回新型コロナウイルス感染症対策の交付金を充てて、町の持ち出しを

なくすというものでございます。 

  創出推進事業の全国の採択状況ですが、私も当初ご説明に当たって、自動運転を事業

内容に組み込むことが加点要素になるというご説明をしたかと思うんですが、議員おっ

しゃるとおりでして、実際に蓋を開けてみると、自動運転の実施を行う地域のほうが今

回より少なくなって、本町も実はそうなんですが、ＩＣＴを活用していかに過疎地域、

中山間地域も含めた交通を効率化するというテーマの下に、自動運転にこだわると、こ

こは国のほうで、私も先般申し上げましたけれども、自動運転に関する法整備等、保険

の整備等、そういったことも含めてまだまだ追いついてきていないという部分があると

いうふうに申し上げましたが、その部分が影響している可能性もございますが、自動運

転よりは、今回本町が取り組むように、ＩＣＴを活用して移動を見える化するとか、空

き時間とか、人の移動の流れを見える化して、より効率的な交通をつくり上げるという

ところが多く採択されているという、私もそのような印象を受けております。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 自動運転が加点されずに、いろんな形で国のほうも認めている、

それはそれとして結果的にはいいのかなと、私はそういうふうに思っています。 

  協議会と実行委員会の関係なんですが、実行委員会そのものはＭａａＳ実証実験する

ための実行委員会ですので、それはそれで分かるんですが、実証実験を行うというのは、

そもそも論は多分昨年かその前にできた上士幌町地域交通計画をつくる中に協議会をつ

くりましたよね、１年目はアンケートを取ったりしながら、２年目が今年になるのかな、

協議会をやりながら計画をつくっていくと、その中にはこのＭａａＳ事業も入ってきて、

結果的には来年の３月までには地域交通計画をつくるんだと思うんです。 

  その中にこのＭａａＳ事業があって、これは決算でも質問しようと思っているんだけ

れども、例えば、私もいろんな地域交通網を高齢者を含めてやるときには、いろんな方

法があるだろうと、例えば、免許返納したときにその方をどういうふうにするかという

ことも含めて、その中のＭａａＳもあったと思うんですが、そういう中でのＭａａＳと



－137－ 

いうふうに位置づけていかないと、ＭａａＳ事業だけがぽつんと独り歩きと、そうなっ

ちゃって、それに形をつけた形で地域交通計画になってしまう傾向があるんではないか

と。 

  多分、いろんなＭａａＳのことも必要ですけれども、そのほかにいろんなソフト的な

サービスとか、そういうものを含めた中でのそういうふうに私は捉えているものですか

ら、その辺の協議会がまだ８月に第１回が開かれて、次、第２回が予定では11月、３月

ぐらいに開かれて、その中に最終的には、段階的には計画をつくりながら今年中には案

をつくったり、住民の意見も反映されながら来年の２月には確定するんだろうと、そう

いう流れの中にあるというふうに判断しているので、その確認をしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原企画財政課長。 

○杉原祐二企画財政課長 地域公共交通計画に関しましては、今、議員おっしゃられたと

おり、様々な交通の移動手段の中に、その利便性を高めるというようなことで、このＭ

ａａＳの実証実験も１つあるというようにご理解していただければというふうに思いま

す。ですから、公共交通計画につきましては、今巡回している福祉バスもそうですし、

帯広からの路線バスもございますし、タクシーという移動手段もありますし、様々な移

動手段を体系的に整備して、今後あるべき交通という部分をどう考えていこうかという

ような計画になるということで、昨年調査等を行いまして、また今年もＭａａＳの実証

実験も含め、補足的な、とりわけ福祉バスの利用者アンケートというものをやりながら、

その計画に反映していきたいというふうに考えております。 

  第１回の会議につきましては、８月に今開催しておりまして、２回、３回と年間３回

程度予定しているところでございます。 

  補足については、今、梶のほうから説明させます。 

○議長（杉山幸昭議長） 梶ＩＣＴ推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 新ＭａａＳ創出推進事業においては、今、企画財

政課長から説明があったとおりなんですが、その中でまず、10月から一番最初に始まる

ものとして、福祉バスの予約制というのが始まります。これは、高齢者へのタブレット

なども配布させていただいて、タブレットから予約をしていただき、その代わりに、今、

週１回の上音更線と週２回の萩ヶ岡線を統合する形で、いずれの方も週３回予約ができ

る、また好きな時間に家の前まで迎えに来てくれる、ある意味タクシー的な利用ができ

るようになるというところで、今10月からの実施を予定しております。 

  まず10月に実証して、この間に空き時間がそれでも発生するのかと、そういった状況

を見ながら、ほかの例えば配送ですとか、そういったところに11月以降活用できればと
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思っていますが、まず10月からこの２路線で実証を行ってまいりますので、これからタ

ブレットの配布ですとか、当然その辺の地域の方、特に福祉バスを利用されている方全

員に訪問をさせていただいてご説明を差し上げますし、また地域のサロンですとか、地

域包括センターのほうで行っております運動教室等にもちょっとお邪魔して、対象にな

る方以外の方も含めてこういった取組をするということを説明させていただきたいと思

っておりますので、皆さんも機会がございましたら、周知のほうのご協力をよろしくお

願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 先ほど、実行委員会形式のＭａａＳ事業と協議会とは組織は違

うのは分かるんですが、私的には実行委員会よりも協議会のほうが、どちらかというと

包括的なことで、その中の実行委員会。 

  それから、交通計画をつくる中には、住民との意見交換会というのもあるんですが、

これも多分これから９月、10月開かれると思うんですよ。その中でやっぱり、私が言い

たいのは地域全体でこの事業をつくり上げていかないと、ＭａａＳだけが、どちらかと

言えば私も苦手なので、そっちのほうへずっと行っちゃって、それに逆につける形でつ

くるんではなくて、全体的なものからその中のＭａａＳ事業が骨になるか分かりません

が、そういうふうにぜひ地域ぐるみでつくれるような形で、何人集まるかは分かりませ

んが意見交換会をやったりとか、協議会でこのことを議題にして一緒に進めるようにし

てほしいなと思っていますが、何となくＭａａＳだけが新聞報道も結構出てくるもんで

すから、交通網をつくることのほうが大きな柱だと、その辺は確認したいと思います。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原企画財政課長。 

○杉原祐二企画財政課長 そうですね、地域の公共交通を守るということで、一つの手段

としてＭａａＳというものがあるというようなご理解でよろしいかと思います。このＭ

ａａＳの部分でいきますと、先般ご説明させていただいたとおり、いかに効率的に住民

のニーズに合うように公共交通を守っていくかといいますか、計画していくかというこ

とですので、その一つに予約制、デマンド式というようなことで、それを効果的に行う

ためにはそういうＭａａＳという取組が有効であろうということで、今回実証実験を行

いながら、この交通計画の中に反映していくということでございます。 

  ですから、これからいろんな形でタブレットの使い方等の説明を行っていくんですけ

れども、場合によっては、タブレットの利用じゃなくて、やっぱり電話のほうが便利だ

よねとかというようなご意見も町民の方からいただくと思いますので、そういうことも
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含めて検討の材料に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） 14ページまで、ほか、ありますか。 

  斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） 12ページなんですが、人件費の中で会計年度任用職員に関する

給料、それから手当、共済費についての減額があります。これについて、当初予定して

いた人員が確保できないための減額なのかをお聞きするのと、そのことによって業務に

支障がないのかどうか、お聞きしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 会計年度任用職員の減額の主なものとしましては、会計年度の産休

の保健師さんがいたんですけれども、その方が４月に退職されたということで、割と給

与水準の高い方ですので、それが１つ大きいのと、あとは当初予算から今現在の実態に

合わせているということで、長く勤められていた方が去年は３名ほど退職しまして、新

しい人に置き換わっているということで、そこで給与水準が下がっているということが

主な内訳でございます。 

  現在、職員数の配置においては不足がないということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、ありますか。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今の人件費の部分についてはちょっと質問しようと思ったん

ですけれども、分かりました。 

  13ページの一番上の地上デジタル放送新たな難視対策事業で、この対応する経過につ

いてちょっと認識していなかったものですから、どのような経過で原因がどんな形でと

いう部分で、これを町がやる必要性の問題について確認したいと思います。説明をお願

いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原企画財政課長。 

○杉原祐二企画財政課長 こちらの新たな難視という部分につきましては、いわゆるテレ

ビの地上デジタル放送になったときに、それまでのアナログ式からデジタル式に変わる

ときに、この役場のかいわいなんですけれども、電波が非常に悪いというような形で、

共聴アンテナを設置し、ケーブルで皆様に地デジ放送を見られるような形にしていると

ころでございます。ちょうど10区のほうから南地区集会所のほうまで、ちょっと細長い

エリアがあるんですけれども、そこの部分がその地域になっております。 

  今回この補正予算の部分につきましては、消防庁舎が新たに建設されるということで、

その部分のケーブルを引かなければいけないと、その部分の経費でございます。 
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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） そうしたら、従来の難視地区の併せて対応という部分ですけ

れども、どうしてもこれをやらないとならない部分を、ちょっと今説明で聞き取れんか

ったもんですから。そこら辺をもうちょっと説明していただければと思います。 

  それともう一つ、ほかに難視に係る部分については町内的には、今のところ町として

は確認していないかどうか、確認したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原企画財政課長。 

○杉原祐二企画財政課長 今回の予算補正につきましては、いわゆる地上デジタル放送の

テレビということでございますので、いわゆるＮＨＫの放送ですとか、そういった部分

のテレビを見るという部分でございますので、新たな消防庁舎においても、そういう災

害情報等という部分を得るためにはそういうテレビ放送が必要だということで、移設、

そこをつなげるというような工事をさせていただきたいというための費用でございます。 

  それと、共聴施設という部分でいきますと、上士幌小学校の南側の、昔アイスホッケ

ーの、あそこをつくった部分がありますけれども、あちらのほうにも共聴アンテナを設

置しているところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、14ページのほうよろしいですね。 

  ３番、伊東久子議員。 

○３番（伊東久子議員） 今、江波戸議員が質問した地上デジタル放送の新たな難視地区

なんですけれども、これ、当初は多分総務省の事業で国から全てお金が出ていたと思う

んですけれども、今回は移設するために一般財源を使うのかどうか、確認したいと思い

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原企画財政課長。 

○杉原祐二企画財政課長 新たな難視の部分につきましては、先ほど来、平成23年にいわ

ゆる地デジ放送が始まるというような形で、市街地域約270世帯の方々のところのエリ

アが電波が弱いというような形で、この共聴アンテナということの形で行ってきている

ところでございます。その際には、今、議員のほうからありましたとおり、総務省の補

助事業等を用いてきているわけでございますけれども、今回の部分については、施設が

新しくできるということでございますので、これは町の財源のほうで実施するというこ

とでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） それでは、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１１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 ２時２１分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 先ほどの難視対策について、ちょっと答弁調整があるというこ

とで、企画財政課長から再答弁をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  杉原企画財政課長。 

○杉原祐二企画財政課長 すみません、先ほどの13ページの地上デジタル放送新たな難視

対策事業の費用につきまして、ちょっと説明に誤りがございましたので、正しいことを

ちょっと説明させていただきたいと思います。 

  先ほど来、この難視の部分につきましては、平成23年に放送の形態が地上デジタル放

送になるというような形で、電波の弱い地域、この役場の周辺の東側になりますけれど

も、そこの270世帯にケーブルで各世帯に見られるような形で整備をしてきているとこ

ろでございます。それのところにつきましては、役場にそれを受けるアンテナがありま

して、そちらのほうから各戸に映せるような形にしているんですけれども。 

  今回の費用につきましては、小学校から受けた電波をこちらに持ってきているんです

けれども、そのケーブルが消防庁舎の建つ側に走っておりまして、いわゆる国道273の

東側にそのケーブルが今張られているんですけれども、今度消防庁舎が建つことによっ

て、それにちょっと支障が出てくる形になりますので、それを国道の向かいの西側に、

国道沿いにはうような形に移設をするという費用でございますので、ちょっと訂正して

おわびしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、伊東久子議員。 

○３番（伊東久子議員） 多分10区と14区と３区の２のあっちのほうだと思うんですけれ

ども、あれはアンテナはみんな、今までは帯広のほうを向いていたんですけれども、入

らないからといって役場庁舎のほうに向けたんですけれども、今度はまたどっちかにア

ンテナを向けなきゃ駄目なんですか。それとも今のままでいいのかどうか、そこら辺の。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原企画財政課長。 

○杉原祐二企画財政課長 役場から電波を飛ばすという部分については変わりませんので、

そのままで皆様結構なんですけれども、そこの役場から飛ばす電波を持ってくるのにケ

ーブルのラインが消防庁舎の建つところにちょっと支障があるということで、移設をさ

せていただくというものでございます。よろしくお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいですね。 
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  それでは、次に、民生費から衛生費に入ります。14ページから16ページまで質疑を行

います。 

  ４番、野村恵子議員。 

○４番（野村恵子議員） 16ページの狂犬病予防対策経費の委託料27万ついているんです

が、死亡焼却処理業務と書いてあるんですが、この内訳というか、それの説明をお願い

します。 

○議長（杉山幸昭議長） 青木町民課長。 

○青木弘彦町民課長 畜犬野犬・狂犬病予防対策経費の補正について、死亡犬等の焼却処

理につきましては、今１頭につき4,100円で業務委託をしているところであります。こ

ちらには委託料の名称として、死亡犬焼却処理業務となっておりますけれども、今年度

につきましては、犬、猫というのは本当に数が少なくて、７月までの実績でゼロとなっ

ています。内訳としては、今年度については特にアライグマの発生が非常に顕著という

ことで、アライグマ、テンですね、その駆除数が前年度の12頭から35頭というふうに急

激に増加しております。こちらの補正額につきましては、ちょっと今後の予測というの

が困難なんですけれども、今年度のこれまでの処理実績と今までの傾向から、残りの期

間において所要の額である27万1,000円を計上させていただきました。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、野村恵子議員。 

○４番（野村恵子議員） このアライグマというのは、町の中じゃなくて、ほとんどが農

家さんで仕掛けとかに入るのを処理しているんですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 青木町民課長。 

○青木弘彦町民課長 おっしゃるとおり、農家さんにキツネのわな、箱わなをかけますの

で、そこにキツネじゃなくてアライグマが最近多くかかっているという状況であります。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、野村恵子議員。 

○４番（野村恵子議員） 農家さんの被害というか、１頭につき4,100円、これは町が１

頭につき全額負担しているんでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 青木町民課長。 

○青木弘彦町民課長 そのとおりでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、ありますか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明議員） 15ページの老人福祉費の18負担金、補助金です。今回のコロ

ナ禍を含めて、福祉施設のＷｉ－Ｆｉと、それから簡易の陰圧装置、これはクリニック

にという部分ですけれども、せっかくの部分で、国も今回コロナ対策ということで、こ
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の予算を支援しながら地域のコロナ対策、安全対策、安心対策だというふうに認識しな

がら見せていただいていたんですけれども、本当に今回の状況というのは、きっと特例

中の特例かなという部分で、それと国の今回の交付金、コロナ対策交付金も含めて、十

分に来ていたというふうに認識します。 

  ただ、要綱を見ますと、やっぱり10分の８という部分の、いわゆる２割の補助金です

けれども、これについて100分の100、10分の10という形で考えてみたことがあるか。僕

は、ここはちょっとやっぱりこういう状況の中だったら、そのぐらいの支援、今の言葉

は前の犬の処理とか100％対応している部分があったりしていますので、そういうこと

で、ここら辺について10分の10を考えたことがあるか、もしくは今回間に合わんとして

も、この次のこのような状況になった場合、10分の10の補助体制を組むことも考えられ

るか、これだけちょっと確認したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 今回のコロナ対策として、今回この老人福祉施設等のＷｉ－Ｆ

ｉ環境整備、それから有床診療所の簡易陰圧装置のほうを、交付制度を使わせていただ

きまして今回補正予算のほうに計上させていただいたところでございます。計上に当た

りましては、理事者とも10分の10、10分の８というような部分での補助率については、

十分検討させていただいたというところで、これまでこういう医療・介護施設等につい

ては、これまでの補助制度、補助事業の中でも10分の８を基準としていたという実態が

ございます。それに倣って今回も10分の８とするという判断をしたところでございます。 

  やはり、それぞれが経営されているという側面もございますので、それぞれの経営の

努力をこれからも期待したいという部分が１つございました。 

  また、この補助制度のほかにも、各種支援等も実施しているというような背景もござ

いますので、この制度については10分の８でいくという判断をしたところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明議員） 10分の10についての検討もしましたという部分はあるんです

けれども、残念ながら10分の８でという部分で、やはり福祉施設は町からかなりの支援

をしてもらいながら、結構厳しい経営の中だという部分と、本当にこれはやっぱり町民

にとっても、あそこに入所している方と入所していない方の家族のほうと、円滑なコミ

ュニケーションとかそういう部分についても非常に効果的な部分だと思いますし、まし

て医療については、町民の皆様方はいろんな意味でお世話になるという部分で、命に関

わったり、そういう部分ですから、もし、今後このような国の手厚い財政支援と、それ

から町の温かい気持ちであったら、10分の10ということを考えられるかどうか、もう一
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回確認したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 尾形保健福祉課長。 

○尾形昌彦保健福祉課長 また、これからこのコロナの状況がどのように変わるか、それ

で医療・介護に関わる施設等の負担がどのようになっていくか、そのような国全体の社

会背景もあると思うんですけれども、この上士幌町においての情勢も踏まえて、十分施

設のほう、法人のほうとも話をする中で、必要性があれば当然検討していかざるを得な

いのかなという認識でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明議員） よろしくお願いしたいと思いますが、次は、16ページ、衛生

費の保健衛生総務費です。老朽施設解体撤去促進事業という部分の、ちょっと認識して

いなかったものですから、この内容について確認したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 青木町民課長。 

○青木弘彦町民課長 老朽施設解体撤去促進事業は、景観保全と防犯・防災対策として、

町内に存在する老朽施設の解体撤去をしようとする者に、最高で50万円の補助を実施し

ております。 

  今回、当初予算におきましては、直近２年度分の補助実績の平均値となる500万円、

最大10件分でありますけれども、こちらを計上しておりましたが、この７月末までに

433万円、件数にして10件分の補助を行っております。その結果、予算残額が現在67万

円となっております。こちら、あと昨年度までの実績から、今後の申請件数を10件程度

見込み、所要額である233万円を計上させていただきました。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、ありますか。 

（発言する声なし） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、農林水産業費に入ります。17ページから19ページまで質

疑を行います。質疑はありますか。 

  ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明議員） 確認事項になります。農業気象観測機器の関係です。これか

らずっと維持管理費がかかるという部分で、前の説明ではＪＡさんのほうから２分の１

の費用負担という部分で、年間、かなりそういう意味では結構、これ、維持管理がかか

るというふうに認識しながら、これはずっと恒常的な予算なのかと思っています。 

  その中で、この機器についてちょっと確認しておきたいと思いますが、今回機器の購

入費で480万ですけれども、基本的な、これはよく分かっていない部分なんですけれど

も、どのぐらいの耐久年度といいますか、耐用年数があるのか、ちょっとこれだけ情報
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的に教えていただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波農林課長。 

○名波 透農林課長 農業気象観測機器導入事業に係る機器の耐用年数なんですけれども、

センサー類、いろいろな６種類のセンサーがついていまして、それぞれのセンサーの耐

用年数というのもあるんでしょうけれども、一概にこの機器は何年ということの耐用年

数は、今のところメーカーのほうから聞いていないんですが、基本的には５年、10年の

範囲の中で作動するというふうに考えてございまして、部分的に破損したときには、そ

の部分を交換していくということで考えてございます。 

  なお、この観測機器に関しては、気象庁が使っている観測所と同じメーカーの機器で

ございまして、信頼度はかなり高いのかなというふうに思ってございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明委員。 

○８番（江波戸 明議員） これはきっと地域の気象、それから特に農業等を含めた非常

に効果的な機材の投入、施設の導入だと思います。管理等を含めてよろしくお願いして

おきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、ありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、商工費から消防費に入ります。20ページから21ページま

で。 

  ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 21ページの災害対策のところで、先般も委員会のほうで説明が

ありました感染症予防対策関係の消耗品ということで、この中に入っているかと思うん

ですけれども、先日新聞報道でちょっと誤った報道が出たということで、昨日防災訓練

のチラシの下のスペースを使って、本来の当町の備蓄関係のことを載せて回したという

ことがありましたけれども、どうしてもあのチラシ自体がほとんど防災訓練の結果、お

知らせになってしまって、下まで目が届いていないとすれば、間違った報道のまま誤解

されている方がたくさんいらっしゃるのではないかなと思いますので、この機会に、こ

の導入施策のことをクローズアップして、改めて備蓄の購入するものと備蓄の在庫を含

めた、町民への安心を与えるためにもそういうことが必要だと思いますけれども、いか

がでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 今ご質問にありましたとおり、９月７日月曜日に新聞の記事が出て、
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町民に誤解を与えてはいけないということで、新聞の折り込みチラシで町民の方には周

知もさせていただきましたけれども、新聞を取っていないという方等もいらっしゃると

思いますので、広報ですね、交付金の記事ですとか、今回の防災訓練をやった記事です

とか、そういったことと絡めて周知を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） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 今回これに関する事業がたくさんある中で、多くの事業の中に

入ってしまうとちょっと目立たないかなというのもちょっと心配するところがありまし

て、新聞報道がなければそこまでちょっと言わないんですけれども、そういうことがあ

った以上、これはこれとして、きちんと当町ではこれだけ準備もあるし、これから購入

するというのを改めてクローズアップした周知が必要だと思いますけれども、その辺い

かがでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 そのような形で考えていきたいというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） 災害時の一斉情報配信システム構築業務の関係で質問させてい

ただきます。委員会でも質疑させていただいて、答弁いただいていることもありますけ

れども、ちょっと重複する部分もあるかもしれませんけれども。 

  上士幌町においては、そういう一斉情報配信システムがないということで、今回ＩＣ

Ｔを活用して、スマホを中心にそういうことに向けての調査なり、初期の費用を計上す

るということで今回の予算になっているわけですけれども、それで、委員会の中でも、

スマホの所有状況を調査して、まずはするんだということで、高齢者の世帯等でスマホ

がないようなところは個別受信機を設置するというようなことで、たしか説明の中では

60台ぐらいの予算を見ましたというようなことだったかというふうに思っているんです

けれども、それで１点確認したいことは、これは１世帯ごとを対象にして、１世帯の中

で例えばどなたかがスマホを持っていれば、この世帯にはスマホがあるということの判

断になって、そこになければ、戸別受信機をないところにはつけていくというような考

えで、この予算の範疇の中ではそういう見方をされているのか、ちょっとまず確認をし

たいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 梶ＩＣＴ推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 まず、町民の方々がどれほどスマートフォンです

とかタブレットを所有しているという、そのパーセンテージが分からないことには、今

後の戸別受信機をどれほど予算計上していけばいいのかということが分からない部分が
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ございますので、今回まずスマートフォンやタブレットの保有率調査をさせていただく

というところと、まず、最初の目標としましては、やはり防災無線であってもそうかと

思うんですが、まず全世帯というのを最初の目標に置いていきたいと思っております。

ですので、世帯にスマートフォン、タブレットが、ご夫婦世帯で例えばご主人が持って

いるとかといった場合は、ちょっと優先順位は低くなって、まずは災害時の要支援者と

なる例えば独居の高齢者の方ですとか、そういったところで優先に戸別受信機を考えて、

まずは全世帯ということを最初の目標に置いて整備をしていきたいと思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） 今回調査してみなきゃ分からないということも多分にあって、

そういうことだと思うんですけれども、例えば１世帯でも、例えば高齢者が２人で生活

されていて、ご主人が携帯電話を持っているけれども奥さんが持っていないというよう

な場合があって、ご主人が出かけたら、家にはもう何も、そういう一斉配信の何もない

ということになってしまうと思うんですよね。 

  あるいは、４人家族でそれぞれがスマホを持っていればいいんですけれども、ちょっ

と今は取りあえず世帯のこと、１世帯当たりの対応をするということが状況で調査をす

るということなんですけれども、これからやっぱり防災というか、そういうことの配信

のシステムの効率を上げていくというか、よりきめ細かく情報が伝わるようにしていく

というためには、そういう部分にしていかなきゃならないと思うんですけれども、今回

の予算では、取りあえず調査してみなきゃ分からないという部分もあるんですけれども、

今後そういうことをさらに検討していくというようなことも考えていらっしゃるか。 

  委員会のときにも、スマホはあるけれども、使い慣れていないし、よく分からないか

ら、こういう受信機もつけてもらうということ等については柔軟に対応してほしいとい

うことを、私、意見として申し上げている部分もあるんですけれども、その辺の考え方

についてもう一度伺います。 

○議長（杉山幸昭議長） 梶ＩＣＴ推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 当初の目標としては世帯というところで、先ほど

申し上げたとおりなんですが、議員おっしゃるように、やはりスマートフォンで情報を

受けることができるというのが、これがこのシステムのよさの一つかなと思っておりま

すので、例えば外出時だった場合は、その外出時にスマートフォンに緊急の情報が来る

ということが今回のよさの一つかなというふうに思っておりますので、その場合に、先

ほどおっしゃったように、ご主人がスマートフォンを持っていて、そこには通達が来て

も、家にいらっしゃった奥様のほうには来ないということも想定されると思います。で
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すので、次の段階としては、ご家庭でタブレットを１つ配備していくとか、まず最初の

目標の段階と次の展開として、災害情報だけではなくてというところも町は見据えてお

りますので、次の展開としてはそこも考えていきたいと思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） 日常的にも、町の様々な情報を発信することでも活用していき

たいということで説明を受けていますけれども、これがきちんとある程度整備されたら、

これで上士幌町は大丈夫だということではないと思いますので、そういうデジタルのこ

と、それからアナログなことを組み合わせながら、やっぱり地道にやっていく部分は地

道にやっていくということで、どういう災害があるかも分かりませんので、そういう対

応をお願いして質問を終わりたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 今、議員おっしゃられたように、このシステムを入れればそれでお

しまいという話では当然ありませんので、個別に対応しなければいけない部分というの

は当然あるというふうに考えておりますので、きめ細かい情報配信について心がけてい

きたいというふうに考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今の早坂議員さんからもあった質問と同じような質問になり

ますけれども、この導入について、一斉配信しながら災害の状況、これから予想される

予測を含めて、それからまた、防災無線システムではなかなかできない通常の町の情報

とか、先にそんなお話もいただきました。 

  ただ、唐突に僕も聞いていたか、または町のほうも唐突に出してきたかちょっとあれ

で、十分にちょっとまだ理解されていないものですから、何点か質問させていただきた

いと思いますけれども、これは、防災計画がついこの間、８月に新たに基本計画の部分

が出されました。ここにちょっと僕も眺めてみたんだけれども、こういう部分、ちょっ

と記載がなかった部分なんですよね。あるとしたら、要配慮者に対応するような部分と

か、もろもろは書いているんですけれども、このＩＣＴという活用も当然これから一つ

のツールだというふうに認識しますけれども、まずここら辺との整合性がちょっと欠け

ていたのかなというふうにちょっと僕は認識しているんですけれども、これは僕の認識

違いか、まず基本的なことについて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 防災計画にそういう記載がないのではないかということでございま

すけれども、確かに災害時の一斉システムという文言ではないんですけれども、町民等
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に対する広報の方法というところ、新聞、テレビ、ラジオだとか、広報紙だとか、ホー

ムページだとか、ソーシャルメディア、それから緊急速報メールといったことで、あら

ゆる手段を講じて広報を充実させていくというようなことで記載をしているところでご

ざいます。 

  災害時の情報の発信につきましては、直近でいくと平成28年の台風のときですとか、

平成30年のブラックアウトのときとか、素早く町民に情報を伝達する手段がないという

ことで、議会の中からもお話もされているところですし、やはり災害時にはデマの拡散

というようなのもあって、ブラックアウトのときには水道が止まるといったようなデマ

も広まっていたということもありますので、こういった町民に迅速に正確な情報を伝え

ることというのは、非常に大事なことだというふうに考えております。 

○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、課長が言ったのは災害情報通信計画の部分かなというふ

うにちょっと眺めさせてもらったんですけれども、ここにも有線電話や携帯などの緊急

速報メールとか、そのような形であるもんですから、全くないわけではなくてとか、い

ろんなまだこの中でホームページ、ソーシャルメディアも含めてとか、そういう形で明

確になかったんですけれども、これは、災害の基本計画については８月に出しています

から、こことのやっぱり整合性というのは、なぜ必要かとなると、私はやはりこれは命

に関わったり、財産に関わったりとか、非常に町民生活がやっぱりかなりマイナス面に

関わる部分が過分にあるもんですから、今回について、どのような組織でこれを提案さ

れたかという部分についても、前回、何か明確でなかったような気がいたします。 

  ですから、やっぱり少しでも町民の意見をきちっと聞くと、その中でどういう方法が

一番いいのか、その中ではそれが本当に安くて、どういう形で全町民に、津々浦々まで

は別にしましても届くかとか、そういう検討をされたのかなというふうにちょっと認識

しているところがあります。そんな意味で、防災行政無線の問題とか、ほかの町村でも

この防災の一斉配信については、先ほどの出してもらった資料によると、うちの町がち

ょっと対応が管内でも遅かったというふうに認識していますけれども、今年度、維持管

理が500万かかっていくという計算になっています。 

  このような部分で町の費用負担と今後の維持管理費等を含めては、ほかの無線、一斉

対応の発信の仕方とどのような形で効果的になっているか、費用的な部分をまずどうい

うふうになっているかちょっとお聞きしたいと思いますし、今回も大ざっぱに、前も大

ざっぱで、ちょっと僕も聞き取って十分でなかったんですけれども、予算的には初期費

用として2,310万かかりますと、その中でコンサルティング費用とか、専用戸別の受信
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機とか、ですから、ちょっと前の資料のサービスを含めて、これについて詳細、おおむ

ね予算2,310万を提示されていますので、きっとこのおおむねの部分はあると思うんで

すけれども、特にコンサルティング費用とか専用戸別とか、これに係る部分についてち

ょっと詳細に教えてもらったほうが、僕は、我々については町民にもこの部分きっと全

部に発信すると思いますから、聞かれてこれはどうだよと聞かれてもちょっと分からな

いなということにはなっていいのかどうか、ちょっと分かりませんけれども、なるべく

だったら情報はちょっと持ったほうがいいかなと思っています。 

  それとシステム構築に係る機種選定とコンサルティング会社はどのように決定するの

かなというのはちょっと明確でなかったもんですから、この確認をちょっとさせていた

だければと思います。 

  あと、気になるのは、僕たちも聞かれてもスマホで関係して負担がかかるのかなとい

う部分がきっと聞かれる一つの大きな対応だと思いますから、この点についてもちょっ

と確認したいと思いますし、先ほどあったように、平時の情報、町の情報等については

これは出してもらえるんだろうなと思いますから、この点と、このシステムが町民に、

先ほどちょっと質問があったように、スマホで家族に１つしかなかった場合、本当に平

時も含めてちゃんと末端まで届くのかなという部分と、もし、このシステムを拒否した

場合、町としてそれにどう対応するのかなという部分とか、やっぱりいろんな課題があ

るかと思いますけれども、今何点かについての質問について、考え方について教えてい

ただければと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 まず、私のほうから、他の防災無線はどのぐらいの費用がかかるん

だということについて、ちょっとお答えしたいというふうに思います。 

  先日の資料のほうで、例えば隣町の例が記載されていると思います。整備費が２億

5,018万円ということで、ランニング費用については年間700万円程度かかるというふう

に聞いております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 梶ＩＣＴ推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 今回のシステム整備に係る費用の2,300万円の内

訳の部分でございますけれども、もともとシステムの整備、物品の購入費に525万とい

うところでございます。設定費用、当然これの配信するためのサーバーとか、そういっ

たものを上士幌町じゃない安全な場所、上士幌町が災害時においてもそのシステムは止

まることのないようなところに、全国の違う場所のところにサーバーを設定していくそ
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の開設費用が600万円、その開設に係る設定の費用が72万円、本町に導入のコンサルテ

ィングという部分でかかる費用と諸経費として300万円、戸別受信機の費用として513万

円という形で計上しております。 

○議長（杉山幸昭議長） 江波戸議員、まだ答弁、もう一つ何かあったですか。 

（「システムを拒否された場合の」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 拒否された場合の。 

  梶ＩＣＴ推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 当然、今回、先ほど総務課長からご説明あったよ

うに、防災無線よりも安価な、というのは皆様がお持ちのスマートフォンですとか、タ

ブレットを活用させていただくというところから、その費用は抑えられているという部

分でございます。 

  また、ではスマートフォンをお持ちでない方、タブレットをお持ちでない方に関して

は戸別受信機という形になりますが、これについては調査をさせていただきながら、ま

た、先ほどもスマートフォンは持っているけれども、なかなか難しいとか、この活用を

拒否される方に関しては、戸別受信機の配布という形で次年度以降、整備を行っていき

たいと思っております。 

（「業者の選定部分」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） そうだ、業者選定と災害時以外の情報を発信するかというのも

聞かれていると思いますが。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 今回のシステムの選定理由でございますけれども、

どのような観点からということでありましたが、文字と音声、両方の配信ができる、テ

キストの表示と音声の読み上げができると。これは戸別受信機に関しては音声のみでご

ざいますが、そういったところでございます。また、タブレットやスマホに配信できる

というのが一番大きなところのお答えです。また、あと未読と既読ですね、この登録し

ていただいた町民の方が、すぐにその情報を読まれているか、読まれていないかという

ことの判別ができることと、これらのポイントを比較して、全ての対応が可能なこのイ

ンフォカナルというシステムを選定させていただいております。 

（発言する声あり） 

○議長（杉山幸昭議長） 梶ＩＣＴ推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 このアプリの費用に関してでございますけれども、

アプリをダウンロードするには費用はかかりません。ただ、当然情報を取得するので、

皆さんのメールでふだん受信されているものもそうかと思いますけれども、メールを受
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信するにはパケット代がかかると。ただ、テキストになりますので、それほど多額な費

用額では、通常の皆さんがメールを１件受診されるのと同じパケット通信料が発生する

というところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） もう１問ありますね。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今初めて状況について、文字的にでなく言葉ですから、後段、

やはりこういう形でなるよという部分について、きっと町民の方もやっぱりかなり興味

があるんだとは思いますから、役場の担当を含めて、誰が知っていて、どんな形になる

んだという部分もありますし、先ほどちょっとまだ答弁がなかった、拒否された場合、

スマホなんかしないよと拒否された場合とか、やはり末端に届くためにかなり努力しな

いとならん部分はあるのかなと認識しています。 

  こんなことを含めて、費用的にはきっと個人のスマホを活用して、防災無線とかそう

いう部分でなくて、かなり維持管理も、年間500万ぐらいかかるという話になっている

かと思いますけれども、さっきの士幌の防災システムと比べて700万ですから、それと

比べて安いとか、そんな認識も含めて対応をしていくんですが、やっぱり若干費用につ

いて細かい町の情報を伝えようとすると、その都度、少しですけれどもと言われている

んですけれども、やはり負担がかかるなという部分もやっぱりよく理解させながら対応

していくために、もう少し発信段階で細かな情報と資料等について提案をしてもらいな

がら、新たな事業をスタートさせるとしたら、そういう詰めの細かい対応もやっぱり事

務的な部分も含めて必要ではないかと思います。 

  そんなことで、ちょっと何となく僕もすきっとしない部分ですけれども、このまま町

はやるとしたら、そういう町民サービスと命と安全を守って、財産も守っているという

仕組みの一つになりますから、それについては十分な町民の理解を含めて対応してほし

いなと思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 事業実施に当たっては、町民向けの事前の周知を行いながら、町民

向けの説明会なども開催しながら、きめ細かくフォローしていきたいというふうに考え

ております。いずれにしても、このシステムが全てではございませんので、これまでや

ってきたホームページだとかＳＮＳだとか、それからアナログ的な電話での連絡だとか、

そういったことも含めてトータル的に情報が発信できるように努めてまいりたいという

ふうに考えています。 

（「コンサルの選定、ちょっと聞いていないものですから」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） コンサルの部分ですね、答弁漏れの。 

  梶ＩＣＴ推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 コンサルというのは選定したシステムに係るコン

サル費用ということですが、コンサル会社というのはおりません。システムを選定させ

ていただいたときに、システムのかかるコンサル費用という意味ですので、別に何かこ

れがいいんじゃないかというような、勧めているという意味のコンサル会社というのは

存在しておりません。 

○議長（杉山幸昭議長） 存在していないと。 

  中村議員、どうぞ。 

○７番（中村哲郎議員） ちょっと戻りますが、防災に関しての消耗品とか、備品のこと

なんですけれども、前、リストを見ますと、必ず防災というと水が中心なんですけれど

も、水に関しては一切リストにはなくて、今回このコロナということで限定しているの

で、水はちょっとないといえばそうなのかもしれないですけれども、水に関してはどう

いう対応をされていますか。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 水につきましては、本町においては水源が豊富ということでありま

すので、過去にも断水等になったこともございますけれども、消防車等で水を運搬して

対応したということがございます。そういったことで、そのような対応ですとか、また、

あと近隣の町村からの消防車を利用した配送ですとか、そういったことで対応していき

たいというふうに考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） 渡部建設課長。 

○渡部 洋建設課長 今、お話がありました水源のほうも、川の水源だけじゃなくて、と

ころどころ井戸を掘って、深井戸で対応しているというところもありますので、水源に

関してはそういった形である程度安全だということで、これまでも何かあったときには、

五、六リッターのパックで、それも常備しておりますので、そちらのほうで足りなくな

った場合はそれをお持ちすると、また配るという形で対応しておりますので、よろしく

お願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） いいですか、中村議員。 

  中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） いや、実は私も昔公務員をやっていたときに、まずは水で、保

存水とか、それを人数分、日数分だけ想定してちゃんと保管する、その場所を確保して、

いろんなところに分散配置するというのが基本だったわけですけれども、今回はここへ
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来て、やっぱり水源が豊富とかそういった理由でないのかなとは思ったんですけれども、

本当にそれでいいのかなというのはちょっと疑問に思ったので質問しました。 

○議長（杉山幸昭議長） 中村議員、先ほどの答弁でいいですか。 

○７番（中村哲郎議員） はい。 

○議長（杉山幸昭議長） いいですね。じゃ、10番、馬場敏美議員も挙手されましたね。 

  10番、馬場敏美議員。 

○１０番（馬場敏美議員） ただいま江波戸議員の答弁の中で、課長のほうからきめ細か

く町民に説明をしていくという答弁がありましたので、ちょっと安心しているところで

はあるんですね。ということは、町は本当に町民向けの防災訓練等を含めて、昨年初め

て講演というか、講習を行いまして、そして今年の８月、地域防災計画を改定している

という状況があります。その中ではコロナ禍の対応も含めて書かれているかなというふ

うに読ませていただきました。そしてまた、５日には防災訓練、これも初めてかなと思

っています。それは何のためにしたのかということになると、やはりいつ起こるか分か

らない防災について、町民も含めてこの防災に対する意識をどうやって共有していくか

ということなんだろうなというふうに思っています。 

  これからそういう訓練等を重ねながら、そこはやっぱりこれからずっと続けていかな

きゃならないことだと思うんですけれども、そういう意味でいくと、この一斉情報配信

システムを導入というのはすごく大事ですし、そういう意識の共有というところでは、

すごくいい機会なのかなと、そんなふうに思っているんです。ですから、こういう機会

を通して、このシステムがどうかということも大事なんですけれども、こういう機会を

通して本当に防災に対して町民の意識を共有していけるような、そしてそれを通して安

心な体制をつくっていけるような、そんなようなことも含めて町民に対する説明の中で

取り入れていっていただければありがたいなと、そんなふうに思います。よろしくお願

いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 答弁は要りますね。 

  杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 今、議員がおっしゃられたとおり、昨年から始めて、防災訓練を開

始しまして、今回が総合的な訓練としては初めてということでございます。今後も訓練

を重ねていって、また部門別といいますか、細分化した訓練も必要かと思いますので、

そういったことも今後検討していって、町民の防災に対する意識の啓発を含めて、いざ

災害が起こったときにスムーズに対応できるようなことをやっていきたいというふうに

思っています。 
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  今回のシステムにつきましても、やはり過去の災害等でそういった情報の伝達が不十

分だというお話もありましたので、そういったことで今回導入をさせていただくわけで

すけれども、町民の説明会のときにも防災に対する啓発ができるようなことでやってい

きたいというふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、野村恵子議員。 

○４番（野村恵子議員） １つ確認なんですが、先ほどスマホには文字、あと戸別に貸し

出すのは音声となっていたんですけれども、私、これヤフーの防災速報というのが入っ

ていて、地震だとか大雨だとかというときは必ず文字じゃなくて音で知らせて連絡が入

るということになっているんですけれども、そこは今後どういうふうに対応されるのか。

メールだけを送られても多分見ないと思うんですよね、気づかないとか。何か大きい音

を出して、メールか何かが入っているよというのがあればすぐ目を通すんですけれども、

アプリに対して何も音がなくて、メールだけ入っただけじゃ緊急というような感じには

ならないと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 梶ＩＣＴ推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 議員おっしゃったＪアラートの緊急速報メールと

の連携機能もございますし、当然メールを送るときに、その本人のほうで音が鳴らない

設定になっていればメールの音はしないんですけれども、ただ、その緊急エリアメール

との連携という、システム上することも可能ですので、そういった音をあえて鳴らせて

送るということも可能かと。 

○議長（杉山幸昭議長） 野村恵子議員。 

○４番（野村恵子議員） ぜひ分かりやすいような大きな音で、緊急で流すようにお願い

します。 

○議長（杉山幸昭議長） 要望ですね。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 10月からスマホ保有率の調査が始まると思うんですが、これは

どんなふうに周知して、どんなアンケートを取っていくのかなという基本が、出だしが

大事だと思うんですが、私はやっぱり、スマホをこういうふうにするとすごく便利だよ

みたいなことをアピールしながらも、やはりガラケーなり、戸別の受信装置もあるよと、

総合的に分かるような形でお知らせしたほうがいいんじゃないかと。 

  私たまたま去年スマホを持ったけれども、絶対スマホは要らないとずっと思い続けて

きたんですが、これは便利だというのは持って感じるんですが、やっぱりほとんどのこ

の年代から上はガラケーが多いんではないかなと。スマホを持つことだけが、もうそれ
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だけでも抵抗があるし、私は時々音を切っちゃうんですよ、しょっちゅう鳴るから。あ

れは来るわ、これは来るわで、その消し方も知らないから、しょっちゅう鳴るので。 

  その辺を含めて、全体的に多分スマホに移行したほうが総合的にはいいんだと思うん

ですが、全体的なことを分かっていて、戸別でもいいですよとか、そういうことを分か

る説明をしてアンケートを取るのか、その辺がどういうふうに入っていくのか。じわじ

わといくと、意外と拒否しちゃうことが多いんじゃないかと。ばばーんといって、こう

いうことがいいことがあるよと言って、それになかなか来なくても、いずれは、今年駄

目でも来年でもというふうにいくとか、その辺がどういうふうに、きちんと説明したほ

うがいいのかなというふうに思っています。そこら辺について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 梶ＩＣＴ推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 調査につきましては、全戸への郵送での調査を予

定しておりますので、今、議員がおっしゃられたところを踏まえて、単純な持っている、

持っていないの保有の調査ではなく、スマートフォンをお持ちの方にはこういった情報

が伝えられるようになりますということも、周知も含めてアンケートを取るようにいた

します。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、教育費に入ります。22ページから23ページまで、質疑に

入ります。質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） それでは、次に、給与費明細書及び地方債に関する調書は24ペ

ージから33ページまで質疑を行います。質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の歳入は８ページから10ページまでを一括

して質疑を行います。質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の総括表は６ページから７ページまでを一

括して質疑を行います。質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、一般会計補正予算書の１ページから５ページまでを一括

して質疑を行います。質疑はありますか。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 歳入でよろしいですよね。歳入全般、今の財政状況をちょっと

知りたいなと思って質問したいと思っているんですが、全体的に留保財源は今幾らある
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のかということを最終的に質問したいんですが、繰越金が今回の補正でかなり使ってい

ますので、繰越金でどれぐらい残っているのかと、それから交付税のあれが決まりまし

たので、それも含めてどれぐらい留保財源があるのかという問題と、それから今回の交

付金の関係で、最初基金を崩しながら使ったりもしているんですが、交付金が来たこと

により、どういうやりくりかは分からないんだけれども財政調整基金に積んだというか、

マイナスで１億5,000万円繰入れしなくてもいいようになったんだと思うんですよ。そ

れは最終的には来年の３月の補正で、多分これは残金として残るのかなと思うので、そ

の辺の今の財政状況について、そんなに厳しいとは思わないんですが、かといって国か

らの交付金が来たから、それが全部、それで賄えて町が裕福とかそういう意味じゃなく

て、今財政状況がどんな感じになっているのか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原企画財政課長。 

○杉原祐二企画財政課長 まず、１点目の現在留保財源というご質問でございますけれど

も、議員のほうからありましたとおり、地方交付税の部分が予算に比して今多く交付さ

れるというような形になっております。 

  それで、約１億が留保財源としてございますということでございます。今回、歳入の

ほうで財調、基金の繰入金、これは財政調整基金のほうから繰り入れるという部分を減

額しているということでございますけれども、こちらのほうにつきましては、前の議案

でありました決算のほうで繰越金が生じていると、それは規定に、条例の決めによって、

２分の１以上を財政調整基金に繰り入れるという部分がございますけれども、それで前

年度繰越金という部分が10ページでございまして、それ以上に繰越額があるものですか

ら、こちらのほうで財政調整基金のほうの繰入金を減額したという内容でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） それで、基金の関係は出し入れがあるので、即幾らというふう

に出ないと思うんですが、繰越金の残が約5,000万円ほどあるんでないかと、それから

先ほど言いました交付金の関係では、当初予算に比べたら１億円ほど、一般的に多く見

積もりませんので、結果的にいつも１億、２億とはいつも多いんですが、それも合わせ

ると約１億5,000万円ほど一応留保財源としてあるのかなというふうに、私は把握いた

しました。 

  それは、最終的にこれからいろんなことがあれば使えるお金と、これからいろいろあ

りますので基金を崩しても、崩さなくても、このお金は出しながら使えるお金というふ

うに把握していいのかどうか、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原企画財政課長。 
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○杉原祐二企画財政課長 あくまでも現金としての留保財源でございますので、例えば災

害等で、どうしても専決で対応しなきゃいけないとかという場合の財源という形になり

ます。基本的には、予算を組んでというような形になろうかと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、なければ、以上で議案第69号令和２年度上士幌町一般会

計補正予算（第６号）の質疑を終わります。 

次に、特別会計補正予算の質疑を行います。 

  特別会計の質疑は、歳入歳出一括して質疑を行います。 

  議案第70号令和２年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、34ペー

ジから44ページまで一括して質疑を行います。質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第70号令和２年度上士幌町国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第71号令和２年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、

45ページから51ページまで一括して質疑を行います。質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第71号令和２年度上士幌町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第72号令和２年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、52ペ

ージから66ページまで一括して質疑を行います。質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第72号令和２年度上士幌町介護保険特別会計補正

予算（第２号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第73号令和２年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第１号）は、67ペ

ージから79ページまでを一括して質疑を行います。質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第73号令和２年度上士幌町水道事業特別会計補正

予算（第１号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第74号令和２年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、

80ページから90ページまで一括して質疑を行います。質疑はありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第74号令和２年度上士幌町公共下水道事業特別会

計補正予算（第１号）の質疑を終わります。 
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  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。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69号から議案第74号までの令和２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69号令和２年度上士幌町一般会計補正予算（第６号）の討論を行いま

す。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第69号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第70号令和２年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の討

論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第70号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第71号令和２年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の

討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 
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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71号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第72号令和２年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第２号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第72号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第73号令和２年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第１号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第73号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第74号令和２年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）の

討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第74号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 
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  よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。 

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

◎散会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしましたので、本日の

会議を終わります。 

  明日からは休会とし、本会議の再開は９月25日金曜日、午前10時でありますので、ご

承知願います。 

  本日はこれにて散会といたします。 

（午後 ３時２３分） 
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令 和 ２ 年 第 ６ 回 上 士 幌 町 議 会 定 例 会 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

令和２年９月２５日（金曜日） 

 

日程第 １ （産業経済建設常任委員会審査報告） 

      意見書案第１４号 国土強靭化に資する道路の整備等に関する意見書の提 

               出について 

日程第 ２ （決算審査特別委員会審査報告） 

      認 定 第 １号 令和元年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定につ 

               いて 

日程第 ３ （決算審査特別委員会審査報告） 

      認 定 第 ２号 令和元年度上士幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決 

               算の認定について 

日程第 ４ （決算審査特別委員会審査報告） 

      認 定 第 ３号 令和元年度上士幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出 
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日程第 ５ （決算審査特別委員会審査報告） 

      認 定 第 ４号 令和元年度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算の 
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      認 定 第 ６号 令和元年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出 

               決算の認定について 

日程第 ８ 意見書案第１７号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急 

               激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書の提 
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日程第 ９ 議 案 第７５号 工事請負契約の締結について 

日程第１０ 議 案 第７６号 令和２年被表彰者の決定について 
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日程第１１ 議 案 第７７号 令和２年度上士幌町一般会計補正予算（第７号） 

日程第１２ 監報告 第 ４号 例月出納検査報告について 

日程第１３ 閉会中の継続調査の申出について 
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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、９月18日午前９時及び９月25日午前９時半より、委員会室におい

て、議会運営委員全員の出席をいただき、説明員に副町長の出席を求めて委員会を開催

し、議事運営及び議案の審議方法等について審議いたしました。 

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

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告を申し上げます。 

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

  １点目は、本日、尾形保健福祉課長が忌引き休暇のため欠席となっていることから、

塩澤保健福祉課主幹が説明員として出席しておりますので、ご承知おき願います。 

  ２点目は、行政側より、９月９日に審議が行われました議案第69号令和２年度上士幌

町一般会計補正予算（第６号）の質疑に対し、補足説明を行いたいとの申し出がありま

したので、日程第１の前に議長発議をもって許可することといたします。 

  ３点目は、日程第２、認定第１号から日程第７、認定第６号については６件を一括報

告し、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。なお、認定第２号から認定第６

号までの５件は、議長を除く議員全員による特別委員会において討論がありませんでし

たので、討論を省略し、採決を行いますのでご承知おき願います。 

  ４点目は、日程第10、議案第76号令和２年被表彰者の決定については人事案件であり

ますので、議案の上程前に本会議を休憩し、休憩中に全員協議会を開催いたします。な

お、採決におきましては野村恵子議員が除斥対象となりますので、地方自治法第117条

の規定により除斥した後に採決を行いますのでご承知おき願います。 

  以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

◎補足説明 
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○議長（杉山幸昭議長） ここで、青木町民課長から発言を求められておりますので、こ

れを許可したいと思います。 

  お諮りいたします。 

  青木町民課長から求められております発言について、これを許可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、青木町民課長の発言を許します。 

  青木町民課長。 

○青木弘彦町民課長 ９月９日にご審議いただいた議案第69号令和２年度上士幌町一般会

計補正予算（第６号）に関する野村議員のご質問への答弁について、説明が十分でなか

ったことから補足説明させていただきます。 

  衛生費の畜犬野犬・狂犬病予防対策経費に関しての部分であります。 

  野村議員から、焼却処理の委託料は町が全額負担しているのかというご質問がありま

した。本焼却処理業務につきましては、１頭につき4,100円で業者委託しており、委託

料は毎月処理頭数に応じて業者へ支払いしているため、本会議においては「はい、その

とおりであります」と答弁をさせていただきました。しかし、処理した動物のうち、農

業被害を及ぼすと思われる動物については１年間の処理実績の２分の１に当たる額を年

度末に農協に負担していただいていることから説明が不十分であったと感じております。

この点について深くおわび申し上げ、補足説明とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、町民課長からの補足説明を終わります。 

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

◎意見書案第１４号の上程、報告、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、産業経済建設常任委員会審査報告を行います。 

  意見書案第14号国土強靭化に資する道路の整備等に関する意見書の提出についてを議

題とします。 

  本案について、産業経済建設常任委員会委員長の報告を求めます。 

  産業経済建設常任委員会委員長、８番、江波戸明議員。 

○産業経済建設常任委員長（江波戸 明議員） 国土強靭化に資する道路の整備等に関す

る意見書について、令和２年９月８日に提出され、産業経済建設常任委員会に付託され

ました意見案第14号に係る事件について次の内容で決定しました。 

  以下、審査の経過等含めて報告いたします。 
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  １、審査事項、意見書案第14号国土強靭化に資する道路の整備等に関する意見書。 

  令和２年９月８日付託。 

  ２点、審査年月日令和２年９月16日、１回であります。 

  ３点目、審査場所については本議場であります。 

  審査結果、当委員会は意見書案第14号に当たり、産業経済建設常任委員会全員で審査

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報告いたします。 

  次に、審査の経過とその内容を報告いたします。 

  この度、北海道町村議長会より要請があり、産業経済建設常任委員会に付託されまし

た国土強靭化に資する道路の整備については、今年度の北海道議長会の書面による定期

総会においても道内各地域から多くの特別議決の要請がされているところであります。

その要望の主な内容は、高規格幹線道路、地域高規格道路等を中心に医療圏の緊急対策

の迅速と安全対策、災害による道路網の寸断への対応、農畜産物の安全や確実な輸送、

移動等の手段の確保、観光立国への観光客への連絡ツール、地域道路の安全整備の改善

などを前提とした要望が示されています。 

  本町においても、道路網を形成している国道２線、道道５線、国有林道幹線24線、町

道認定353線が網羅され、とりわけ町道は430キロメートルの延長があり、舗装率は

53.3％になっています。今年度の町の道路全般に係る当初予算では農林課２億7,700万

円、建設課２億6,300万円、合計５億4,000万円との多大な予算が示されております。道

路の維持においても、特に近年、生活道路や農業用生産道路においては経年劣化による

傷みや作業機や運搬車等における大型化に加わり、道路構造上の改善に資する課題もあ

るところであります。このような対策を進めることにおいても、町として中長期で道路

整備計画を組み上げ対応するとしても、多大な年限と予算が必要になります。 

  このような背景を踏まえて、本町の喫緊の課題の一つとして道路の整備等に係る予算

の安定した確保は、まちづくりの根幹をなすものです。近年においては全国的に大きな

災害に見舞われ、平成25年においては、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防

災・減災等に資する国土強靭化基本法が公布されたところです。併せて、新たな段階に

入った国土強靭化の取組を円滑かつ着実に推進するために、防災・減災、国土強靱化の

ための３か年緊急対策としてまとめられているところであります。 

  一方、この度の意見書においては、長期安定的に道路整備管理が進められるよう、新

たな財源の創設にかかる要望を行っています。併せまして、新たな財源の創設につきま

しては、北海道十勝圏活性化推進期成会も含めて要望されているところであります。今

日までの道路財源制度の在り方については、昭和28年、道路整備費の財源等に関する臨
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時措置法が制定され、揮発油税を特定財源とし、第１次道路整備五箇年計画が発足しま

した。その後の経過年度においても道路譲与税、軽油取引税、石油ガス税、石油ガス譲

与税、自動車取得税、自動車重量税、自動車重量譲与税が措置され、道路等に関する財

源とされてきました。 

  しかし、道路財源については、平成21年度から道路整備事業に係る国の財政上の特別

措置に関する法律の一部を改正する法律改正により、道路特定財源が全て一般財源化し

ました。このような背景を受け、新たな財源の創設については国民の社会保障制度を揺

るがすことがないことを原則に、国民全体で確認し進めることは必須の条件としておか

なくてはならないところです。 

  以上の内容をもちまして、付託されました意見書案第14号について報告いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりましたので、これより委員長の報告に対

する質疑を行います。質疑ありますか。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 委員長の報告にありました、全体の町内に対する、430キロの

道路、それから53.3％しか、今、整備されていないという報告について、十分整備する

ことは私も要望したいと思うのですが、先ほど、最後にお話がありました新たな財源の

中で、かつての道路特定財源を意味するものではないと思うんですが、社会保障を揺る

がすことなく新たな財源をつくるというのは、具体的に何か示しているものがあるのか

どうか、その議論についてされたかどうかと。結果的には、国の予算は限られておりま

すので、道路特定財源ではないにしろ、道路に関わる道路予算扱いは社会保障が必然的

に減っていくのではないかというようなことを私は危惧しています。 

  それから、高規格道路につきましてですけれども、まだまだ、２車線を４車線にする

とか、４車線を６車線にするとか、過去に決めた計画が実行されていないことも含めて、

それを一般財源でこれからやろうとしていると私は思っています。その辺について、私

はこういう時代に、コロナもある中で、必要な道路は必要なんですが、高規格道路につ

いてやはり検討すべきではないかということも含めて考えています。その点について、

議論があったかどうか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 江波戸委員長。 

○産業経済建設常任委員長（江波戸 明議員） まず、本町の道路事情については、今、

山本委員からありましたように、まだまだ整備とか老朽化による、やはり更新をしてい

かなきゃならないと。また、この道路整備についてもやはり、長期計画でありますし、

先般も農道関係等についての整備についても長い期間等含めて対応していかなきゃなら
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んという認識をしているところであります。 

  そんなことで、本町の道路事情をきちっと確保するためにも、かなりの財源を国の支

援等を含めて必要になってくるんだと思いますので、そのこともこの強靭化の道路整備

の中に入るかと思っています。 

  また併せまして、財源の在り方でありますが、今までありましたように、車の運送等

に係る部分を中心とした部分に課税されながら道路の財源としていましたが、平成25年

以降については一般財源に組まれているという部分があります。ただ、一般財源につい

ては多くの部分から組合せをしながら財源確保していると思いますが、基本的な部分に

ついては変わっていないかと思います。ただ、今後、どのような財源に対応するかとい

う部分についても、北海道の議会議長会とか、十勝の活性化期成会とか含めて、どのぐ

らいの財源が必要かという部分についてはまだ模索したり、要望が具体的に挙がってい

ません。我々についてもこれちょっと確認しましたけれども、現状、そのような形であ

りますから、この部分についてはこれからの検討課題になるかと思っています。 

  ただ、先ほど申しましたように、やはり私たちの基本的な生活を崩すような財源につ

いては間違ってもこういう形にならないのではないかと思っています。ただ、考えられ

ることはちょっと、勝手な想像ですけれども、これから自動車のＥＶ化、電気化等を含

めて、そのような財源も協議の１つになるかとか、まだそういう形で本当に道路を活用

したりする部分については、先ほどあったように、医療体制から災害からいろんな地域

の産業、観光も含めてのいろんな状況に対応する部分ありますから、そんなことを含め

て対応の中で、またこれから検討していく形になると思います。ただ、原則は我々の社

会制度については触れないということで今、申し上げる段階かと思っています。 

  以上であります。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 

  これより、意見書案第14号に対する討論を行います。討論ありますか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。 

  先に、本案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） 意見書案第14号国土強靭化に資する道路の整備等に関する意見

書について反対討論を行います。 

  町民の暮らしや経済活動において道路整備は重要であり、そのための財源確保は必要
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とは考えています。しかし、そのために今求められているのは、新規の道路建設ではな

く、改修時期を迎えている一般道路、橋梁、歩道、安全施設の維持、補修を優先とした

事業とするべきです。また、財源には限りがあり、新型コロナ感染対策等で国も地方も

膨大な財政を投入し、厳しい財政状況を強いられています。今必要なのは新型コロナ対

策の財源です。そのことを基本に考えまして、要望事項６点の中で、１、２に反対いた

します。 

  １点目、新たな財源の創設の問題です。1954年に道路整備のために、今まで一般財源

だったガソリン税も含めて５年間の緊急措置として道路特定財源が創設され、国・地方

合わせて毎年約６兆円ものお金が道路整備など公共事業に使われてきました。これは、

2009年４月に廃止され、一般財源になり教育、福祉、社会保障含めた自由に使える財源

になりました。１の要望項目にあります新たな財源の創設とは、かつての道路特定財源

ではないと言いつつも、国の財源は限りがあります。限りある財源を道路整備に特定す

るものであり、反対いたします。 

  ２点目の、高規格道路の問題です。全体の文章や、２番の中にもありますように、高

規格道路が優先されるのではないかということで危惧しています。高規格幹線道路は、

自動車が高速で走れる構造で造られた自動車専用道路で、1987年に閣議決定された第四

次全国総合開発計画のときに位置づけられました。２種類あります。高速自動車国道と

一般国道の自動車専用道路の２種類があります。約１万4,000キロメートルにもなりま

す。また、財源はもともとは、高速道路は郵便貯金などを原資とする財政投融資制度か

ら借り入れ、料金収入で返済する仕組みでした。 

  しかし、採算が合わず、赤字路線が続く中で、道路特定財源も高速道路等に充てるこ

とが可能になりました。この道路特定財源は今、廃止になり一般財源化しています。で

すから当然、高速道路は一般財源で充てることに今、なっています。2020年度の高速道

路の予算を見ますと、三大都市圏環状道路等の整備に4,304億円、暫定２車線区間を４

車線化するために1.1兆円を予算化しています。 

  また、2019年度の補正予算におきましても、６車線化を進めるため、5,500億円もの

事業が進められています。この事業を計画どおりにするとなると、まだまだ財源が必要

となってきます。経済情勢が大きく変化し、閣議決定した第四次全国総合開発計画に基

づく高速道路について、真に必要かどうかを含めて検討し直すべきと考えています。 

  以上、２点の理由で反対いたします。 

  財源ありきで無駄な公共事業を進めるのではなく、今必要なこと、特に医療、命を守

ることを最優先するべきと考え、この意見書については反対いたします。 
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○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、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、賛成の討論を行います。ありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論がありませんので、これをもって意見書案第14号に

対する討論を終結いたします。 

  これより意見書案第14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、意見書案第14号は原案のとおり可決されました。 

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

◎認定第１号から認定第６号までの委員長報告、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 決算審査特別委員会審査報告を行います。 

  日程第２、認定第１号から日程第７、認定第６号までの令和元年度上士幌町一般会計

及び５特別会計の歳入歳出決算の認定について、６件を一括して議題といたします。 

  ６件について決算審査特別委員会の審査報告を求めます。 

  決算審査特別委員会委員長、早坂清光議員。 

○決算審査特別委員長（早坂清光議員） 本委員会に付託されました令和元年度各会計の

歳入歳出決算の認定について、審査結果を、上士幌町議会会議規則第77条の規定により

報告いたします。 

  審査事項は、認定第１号令和元年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定について、

認定第２号令和元年度上士幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認

定第３号令和元年度上士幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、認

定第４号令和元年度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第５

号令和元年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第６号令和
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元年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてです。 

  審査年月日は、令和２年９月10日、11日の２日間です。 

  審査場所は議場で行いました。 

  説明員に、竹中町長、千葉副町長、小堀教育長、各課部局長、主幹及び主査の出席を

いただき、審査をいたしました。 

  審査の結果ですが、認定第１号から認定第６号までの令和元年度上士幌町一般会計及

び５特別会計の決算認定議案が令和２年９月９日開催の第６回町議会定例会において提

案されました。この決算認定議案の審議では、議長を除く10名による決算審査特別委員

会が設置され、審査を行いました。 

  当特別委員会に付託されました認定案件については、町理事者をはじめ、各課担当職

員により各会計歳入歳出決算書及び主要な施策報告書の提出をいただきながら、熱心な

質疑を重ね審査いたしました。 

  慎重審査の結果、認定第１号令和元年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定につい

ては反対討論があり、起立採決の結果、賛成８、反対１の起立多数により認定すべきも

のと決定いたしました。 

  また、認定第２号から認定第６号の各特別会計歳入歳出決算の認定については、全会

一致をもって認定すべきものと決定いたしました。 

  認定案件の質疑及び討論の内容については、議長を除く議員全員が特別委員会の委員

でありますので、省略させていただきます。 

  以上をもって、決算審査特別委員会に付託されました認定審査の経過と結果について

ご報告申し上げ、決算審査特別委員会審査報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりました。 

  決算審査特別委員会は、議長を除く議員全員で構成されておりますので、委員長報告

に対する質疑は、議会運用例第96条の５の規定により、これを省略いたします。 

  また、特別会計決算の認定第２号から認定第６号の討論については、議会運用例第

100条第３項の規定により、これを省略いたします。 

  これより認定第１号の討論を行います。 

  それでは、認定第１号令和元年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定についての討

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。先に本案に反対の討論を行います。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 認定第１号令和元年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定に
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対する反対討論を行います。 

  ４点にわたり反対といたします。 

  １点目、暮らしを守る問題です。令和元年度は私たちの暮らしが厳しさを増している

にもかかわらず、10月から消費税が10％に引き上げられ一層大変な生活を強いられまし

た。高齢者方向けのプレミアム付商品券やカード払いでの還元策などが取られましたが、

恩恵を得た方はほんの僅かです。こういう中、町長は子供からお年寄りまでの施策に相

当使っていると質問の中で述べていますが、一層大変なときに町独自での生活が大変な

方への新たな施策はほとんどなく、直接、町民の命や暮らしを守る自治体、町として町

民の暮らしを守り切る立場に立っていないと判断し、反対いたします。 

  ２点目は、まちづくりの問題です。 

  令和元年度は道の駅の工事、高度情報通信網整備事業、光回線など25億円以上の工事

など、国の補助金や交付税による、先へ先へと進むための大型事業が次々実施されまし

た。稼ぐ町として、国の施策による地方創生と称する事業が果たしていいのかと疑問に

思います。まちづくりが見えない、ほとんどはパブリックコメントで町民の声を聞く方

式なので、あまり知らないうちに事業が進む、また、新たな隠し事業もあり、早過ぎて

よく見えないとの声もよく聞かれます。町長は説明会を丁寧に行い、その中で異論はな

かった、町民全体の理解は難しいと言いました。もっと町民に目を向け、耳を傾けて一

緒にまちづくりを行うべきと考えます。 

  ３点目は、財政の問題です。ふるさと納税金や国の補助金が各施策に生かされている

こともあり、基金は令和元年度決算は前年よりは僅か減ってはいますが、全体で74億円

と高額を維持しています。その反面、地方債は96億円となり、前年よりも13億円増えて

います。町長は交付税措置されるので、実際返すお金は20億円から30億円、また、全道

的には比較的健全な財政運営をしていると言いますが、国から措置される補助金も交付

金も私たちの税金です。借金は必要なもの最低限にすべきだと考えています。 

  ４点目は、平和の問題です。私たちには消費税10％を押し付けておきながら、相変わ

らず軍事費は増え続けています。2019年度、令和元年度は過去最高の５兆2,600億円、

さらに、2020年、令和２年度の予算は５兆3,100億円と増えています。アメリカに言い

なりに買わされたアメリカからの武器輸入がほとんどの金額となっています。また、自

衛隊は災害時に尽力し、町民や国民の安全に寄与していることは認めますが、アメリカ

の言いなりの戦争に巻き込まれる危険性が今なおあり、今の自衛隊の在り方に反対いた

します。自衛隊協力会への補助金等を含むため、反対いたします。 

  以上で反対討論といたします。 
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○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。 

  ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） 認定第１号令和元年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定に

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、長期にわたって影響を受けている町内業者の皆様に

対して、本定例会２日目で議決された本町の各種助成対策と、国、北海道の助成措置と

連携して有効な対策を実施していただくことと、町民生活が安心・安全に暮らせるよう

に万全の対策を講じていただくことを要望いたします。 

  そのような中で、９月10、11日の２日間、決算審査特別委員会において令和元年度上

士幌町一般会計歳入歳出決算の認定について審査が行われました。令和元年度の大型事

業としては、国の２分の１の維持と有利な起債となる過疎債を活用し、道の駅上士幌整

備事業が一部外構工事を残して工事が実施され完成し、ナイタイテラスとの相乗効果で

観光振興と交流人口の増加による活性化の効果が今年度、既に発揮されています。また、

高度情報通信網整備事業で庁内全域の光回線敷設工事によって総延長184キロメートル

が整備され、今後の農業生産の新たな基盤が整備され、スマート農業が現実のものとな

ります。そのほかでも、商工業、福祉、医療、教育にも有効に予算が支出されると評価

し、今後の上士幌町の持続的な発展に結びついていく決算内容と評価し、この決算認定

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、この決算を認定いただくこ

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、本案に対する反対の討論を行います。 

（発言する声なし） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、賛成の討論を行います。 

  ８番、江波戸明委員長。 

○８番（江波戸 明議員） 認定第１号令和元年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定

について。 

  ただいま提案されました認定第１号令和元年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定

に関し、賛成の立場で討論に参加いたします。 

  令和元年度の予算決算額と歳出決算額については地方交付税の維持と各種町税、その

他収入財源とし、100億円台と大型予算が組まれ黒字決算で終了しています。基金積立

金、備荒資金組合納付金とも微増ですが、地方債については大型事業による増額が示さ

れてきたところであります。また、前回、前日、提案されました健全化判断比率におい
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ても監査委員の意見にも示されているとおり、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質

公債費比率、将来負担比率とも良好であると示されています。財政運用面から見た場合

の町財政は、ほぼ順調に進んでいると考えられます。 

  このような中、本町においてまちづくりの根幹の一翼を担う、上士幌町人口ビジョ

ン・第Ⅱ期総合戦略を作成し、新たな時代を見据えた計画を改正し、新たな未来に向け

た方向性も発信されました。 

  一方、令和元年度後期において、日本はおろか世界中を震撼させているコロナウイル

スに関する抜本的な対策は、いまだその先が見通せず、今日においても多くの町民の生

活に極度の不安と行動に関する規制が呼びかけられています。国もこのコロナ対策とし

てコロナ対策特別交付金を設け、多大な財政発動を行っているところです。 

  このような背景の中、令和元年度の予算の執行において、特に気になっている課題に

ついて少し申し上げたいと思います。 

  新たな時代に向けたＩＣＴ関連等の事業については国もデジタル改革ＩＴを担当する

大臣を配置し、全国市町村と国民生活の環境の向上に向け推進する体制を進めていると

ころです。このような背景を受けながら、町は自動運転導入推進事業、ジャパンイノベ

ーションチャレンジ事業、地域マイクログリッド構築マスタープラン作成、光回線設置

等に取り組んだところです。これらの取組の経過と結果を町民に明らかにし、直接町民

生活に対する実用性の課題解決を明確にし、その都度の検証と今後の対応の方向性を位

置づける必要があります。 

  町が対応すべきＩＣＴの在り方として、町が今、何が必要か、町民懇談会等を含めて

町民の意向も把握し、第６期まちづくり総合計画に明確に反映する時期と思います。ま

た、後年次につながるナイタイテラス整備、道の駅の整備、シェアオフィス整備などの

大型事業による継続的な維持管理費や高度情報化通信整備、道路整備、水道整備など地

域インフラ整備対策にかける維持管理費など、恒久的な支出が見込まれます。 

  町の事業の将来につながる職員の増加や任用職員等の人的経費の膨らみによる、将来

につながる財源の在り方も検討課題と考えられます。コロナ下における新たな生活様式

とともに、国の財政基盤の不安定な課題や今後の町財政の推移等を含めて、新たな町の

行政を推進する姿を見出し、行政における推進の在り方も求められるところです。 

  このようなまちづくりに対する事業の推進や施策を点検し、総合的な判断の中におい

て、認定第１号令和元年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定に関し、賛成の立場で

討論を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案の反対の討論を行います。 
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（発言する声なし） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案の賛成の討論を行います。 

（発言する声なし） 

○議長（杉山幸昭議長） 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、これをもって認定第１号に対す

る討論を終結いたします。 

  これより認定第１号の採決を行います。 

  本件は起立により採決を行います。 

  なお、起立しない議員は反対とみなします。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山幸昭議長） 起立多数であります。 

  よって、認定第１号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、認定第２号令和元年度上士幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いての採決を行います。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、認定第２号は委員長の報告のとおり認定すべきものと決定されました。 

  次に、認定第３号令和元年度上士幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついての採決を行います。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、認定第３号は委員長の報告のとおり認定すべきものと決定いたしました。 
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  次に、認定第４号令和元年度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

の採決を行います。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

よって、認定第４号は委員長の報告のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、認定第５号令和元年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

の採決を行います。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、認定第５号は委員長の報告のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、認定第６号令和元年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついての採決を行います。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって認定第６号は委員長の報告のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

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

◎意見書案第１７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第８、意見書案第17号新型コロナウイルス感染症の影響に

伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書の提出についてを議

題といたします。 

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

明を求めます。 

  ２番、山本和子議員。 
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○２番（山本和子議員） ただいま上程されました意見書案第17号新型コロナウイルス感

染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書の提出

について、その提案理由についてご説明申し上げます。 

  この意見書案につきましては、北海道町村議長会から要請があり、さきの議会運営委

員会におきまして議会運営委員全員の賛同を得まして、私が提案者となった次第であり

ます。 

  以下、読み上げて提案説明といたします。 

  新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確

保を求める意見書（案）。 

  新型コロナウイルス感染症の拡大は、甚大な経済的・社会的影響をもたらしており、

国民生活への不安が続いている中で、地方税・地方交付税等の一般財源の激減が避けが

たくなっている。 

  地方自治体は福祉・医療、教育・子育て、防災・減災、地方創生、地域経済活性化、

雇用対策など喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、今

後の地方財政は、かつてない厳しい状況になることが予想される。 

  よって、国においては、令和３年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項

を確実に実現されるよう、強く要望する。 

  記。 

  １、地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税等の一般財源総額を確保・

充実すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努

めるとともに、償還財源を確保すること。 

  ２、地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能が適切に発揮でき

るよう、総額を確保すること。 

  ３、令和２年度の地方税収が大幅に減少することが予想されることから、万全の減収

補塡措置を講じるとともに、減収補塡債の対象となる税目についても、地方消費税を含

め弾力的に対応すること。 

  ４、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国

税・地方税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当

たっては、有効性・緊急性等を厳格に判断すること。 

  ５、特に、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るが

す見直しは、家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。また、新型コロナウイルス

感染症緊急経済対策として講じられた特例措置は、本来国庫補助金等により対応すべき



－182－ 

ものであり、今回限りの措置として、期限の到来をもって確実に終了すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。 

  議員各位の満場の賛同を賜り、この意見書を可決いただきまして、関係者に送付して

いただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

  以上をもって、意見書案第17号の提案理由の説明を終わります。 

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

質疑ありますか。 

（発言する声なし） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第17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。 

（発言する声なし） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより意見書案第17号の採決を行い

ます。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、意見書案第17号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第７５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第９、議案第75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75号工事請負契約の締結について、

その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  別紙、議案第75号関係資料をご参照願います。 

  この度、議決を求めます工事請負契約の締結は、農業技術研究センター改修工事であ

り、関係予算については令和２年６月９日開催の定例議会において議決をいただいたも

のであります。 

  工事の概要は、農業技術研究センターを食品衛生法に基づく施設基準を満たす営業許

可相当施設として改修する工事であります。工事入札につきましては、令和２年９月７

日午前10時30分に執行し、町内業者を含む４共同企業体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7,887万円、入札予定価格は8,000万3,000円
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で落札率は98.58％であります。契約の相手方は、市川・秋葉経常建設共同企業体。代

表者、帯広市緑ケ丘２条通５丁目４番地、株式会社市川組、代表取締役市川幹雄氏であ

ります。また、当該工事の工期は契約締結の日から令和３年２月19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75号について

質疑を行います。質疑ありますか。 

（発言する声なし） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第75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。 

（発言する声なし） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第75号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第75号は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前１０時５２分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１１時３９分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） ここで、地方自治法第117条の規定により、４番、野村恵子議

員の退場を求めます。 

（４番野村恵子議員退場） 

○議長（杉山幸昭議長） 暫時休憩いたします。 

（午前１１時３９分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１１時４０分） 
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 ────────────────────────────────────── 

◎議案第７６号の上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第10、議案第76号令和２年被表彰者の決定についてを議題

といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  杉本総務課長。 

○杉本 章総務課長 ただいま上程されました議案第76号令和２年被表彰者の決定につい

て、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  本件につきましては、上士幌町表彰条例第２条第１項の規定により、議会の議決を求

めるものであります。 

  被表彰者の功績につきましては、別紙、議案第76号関係資料をご参照願います。 

  初めに、社会功労賞、災害の防止に貢献された方１名でございます。氏名、野村和彦

氏、住所及び生年月日は記載のとおりであります。 

  次に、産業功労賞、産業の振興に貢献された方１名でございます。氏名、山本弘一氏、

住所及び生年月日は記載のとおりであります。 

  なお、本提案に当たりましては、令和２年８月31日に表彰者選考委員会を開催し、町

長の諮問に基づき答申を受けたところであります。 

  以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。 

  ご審議の上、ご可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） これより議案第76号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第76号は原案のとおり可決されました。 

  暫時休憩いたします。 

（午前１１時４２分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１１時４２分） 

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

◎議案第７７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11、第77号令和２年度上士幌町一般会計補正予算（第７

号）を議題といたします。議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第77号令和２年度一般会計補正予算

（第７号）の内容を申し上げます。 

  補正総額は3,634万3,000円の追加補正となります。補正後の予算規模は一般会計並び

に５特別会計の総額で121億8,607万1,000円となります。 

  それでは、補正内容を申し上げます。 

  一般会計補正予算（第７号）でございます。１ページをごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ3,634万3,000円を追加し、総額を

103億3,444万6,000円とするものでございます。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２

ページから３ページの第１表のとおりでございます。 

  歳出のうち、追加補正の主なものといたしましては、款総務費、項総務管理費、地方

バス路線維持対策経費222万7,000円、款民生費、項社会福祉費、高齢者生活福祉センタ

ー冷房設備設置事業979万円、款衛生費、項保健衛生費、予防接種経費247万1,000円、

款農林水産業費、項林業費、林産業振興対策事業600万円、款商工費、項商工費、商店

街活性化対策事業1,500万円、款教育費、項教育総務費、感染症予防学習保障支援事業

140万円、款教育費、項小学校費、特別支援教育支援員設置事業178万9,000円を追加補

正をいたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  以上、一般会計の補正内容についてご提案を申し上げました。 

  よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願いを申し上げます。 

○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77号の質疑を行

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） 10ページになりますけれども、商店街活性化対策事業費という

ことで、この中身につきましては、先般の産業建設常任委員会で説明を受けたところで

はありますけれども、この中身につきましては飲食店スタンプラリーということが初め

ての形、こういう形では初めての形で提案されて行う案となっておりますけれども、こ

れは現在進行形で行われています飲食店割引クーポン券事業と比較しまして、飲食店が

全店参加していないというのが現在の状況でして、参加していない理由の中には、町外
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者も対象としている事業であるから、ちょっと見合わせているというようなお店や飲食

店もあるという中で、スタンプラリーという形を考えると、なるべく多くの飲食店に、

参加したうえでないと、その事業としての魅力が発揮できないということもありますの

で、その辺の現在、参加していない飲食店への周知を、どのような形で考えているかを

ご質問します。 

○議長（杉山幸昭議長） 佐藤商工観光課長。 

○佐藤泰将商工観光課長 ただいまの件でございますが、まず、グルメクーポン、今２回

目をやっております。１回目から２回目にかけては若干、参加店舗が増えているという

状況です、今回、飲食店スタンプラリー事業ということで計画をしておりますが、少し

でも参加店が多く参加していただけるように商工会においては商工会会員さんへの呼び

かけの努力をしていただきたいと思いますし、商工会会員以外については我々商工観光

課のほうで参加を呼びかけていくということで考えています。 

  議員おっしゃるとおり、１店舗でも多く参加していただき事業効果を高めていきたい

というふうに考えておりますので、ご理解のほうよろしくお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） もう一点、質問させてもらいます。 

  11ページの、上士幌町がんばる学生応援給付金ということで出ておりますけれども、

これは、当初の80名を見込んだ中での事業だったと思うんですけれども、補正を組むと

いうことで、これの申請の現状と今後の見通しということで質問させてもらいます。 

○議長（杉山幸昭議長） 教育委員会教育推進課長 

○木下由季子教育委員会教育推進課長 上士幌町がんばる学生応援給付金の事業ですが、

当初、80名を予定し予算化をさせていただきました。その段階で、積算がなかなか難し

いという部分もあったんですが、ＰＲ等も含めて執行に向けて努力をさせていただいた

ところです。今回、給付金の支給事業につきまして、一応10月末日が休日となりますの

で、11月２日までを申請期限とさせていただき、今回、既に支給させていただいている

人数が79名です。申請があり、まだ支給をさせていただいていない方が今現在２名おら

れますので、補正の段階で人数もちょっと計算を悩んだところではあるのですが、大学

等がリモートでなかなか事業が進まなかった状況等もあり、在学証明書が取得できない

ケース等もちょっと想定をされるということでしたので、この後の申請もあるのではな

いかということを考え、一応10名程度ということで補正をさせていただきましたので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、質疑ありますか。 
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  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） ３回ということですね。２点質問したいと思うんですが…… 

○議長（杉山幸昭議長） 目ごとで３回。 

○２番（山本和子議員） そうすると、どこまで入りますか。予防接種の関係を質問した

いと思っているんですけれども。 

  予防接種の関係で、今回、コロナの関係もありまして、大幅に制度が変わって、周知

の方法なんですが、委員会の中では各世帯というか、65歳以上の方には詳しく説明する

ということなんですが、その説明の仕方がきちんと分かるように、10月から受けられる

とかバスの問題とか、そういうことが分かるようにきちんと説明してもらいたいのと、

それから、目標値なんですが、前回、50％台なんですが、目標80ということで予算を組

んでいますけれども、目標値を、できるだけ多くの方が受けたらいいのかなという気も

しますが、その辺について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 塩澤保健福祉課主幹。 

○塩澤尚弘保健福祉課主幹 お答えします。 

  インフルエンザ予防接種のご案内としまして、本日発行の広報の中に折り込みチラシ

ということで、カラー版のチラシを本日入れることとしております。その中に65歳以上

の高齢者の方と、あと生後６か月、高校３年生の方、妊娠中の方、64歳以下の方という

ことで、項目別に分けながら周知のチラシを作っておりますので、そのようにお読みい

ただければ詳しく分かるかなというふうに思っております。 

  80％というふうに見込んだ理由ですけれども、委員会等でも説明しているとおりコロ

ナのこともありまして、恐らく多数の方が希望されるだろうということで多めに見込ん

でいるというところでありますので、その80％を目途としながら進めていきたいと思っ

ております。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、ありますか。 

  山本議員、いいんですね。先ほど、何か２問と言っていたんですけれども、いいんで

すか。 

  じゃ、後でしたら質問していただくことにして、８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 11ページの目は事務局費、教育費の、感染症予防の学習保障

支援の関係で書かれています。 

  先般、貸付書の資料をいただいております。この中でちょっと気になっている部分で、

保護者がひょっとしたらどんな判断するか、ちょっとという部分で。器具の不具合等に

より交換が必要な場合は教育委員会に申し出てくださいと。なお、故意、人為的に通信
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機器を破損したことにより使用不能になった場合や、貸し付けた通信機器等を紛失した

場合は貸付通信機器相当額の支払いをお願いすることがありますと、すごく柔らかく書

いてあります。 

  これできっと保護者は、逆にお願いすることもあるということは、どんなときかなと、

僕もそう思っているんですよ。どんなときに支払いをお願いされるのかなと。この部分

についてやはり、教育委員会として、保護者が心配するようなちょっと書き方になって

いますから、判断の材料、公平な部分で、なくしたり壊れたりという部分で、それは本

当に故意なのか、本当に不可抗力なのか、そんなことも含めて判断のちょっと、やっぱ

りきちっとしたガイドライン的な部分がないと、それから、１人で担当者が判断するん

じゃなくて、ある程度判断しないとやはりトラブルの一つ、原因になるのかなと思って

います。 

  ということはやっぱり、この支払いをお願いするとありますから、そんなことはどう

いうことかなというふうに、やはり保護者の心理も含めて一定程度、教育委員会の中で、

こういう場合という分も含めてきちっとした内部的な対応もしておいたほうがいいのか

なと、そんな形でちょっとこれ許可書の中を見せてもらって、ちょっと書いていますけ

れども、これについての考え方、しっかりしておかないと、後でトラブってもまずいな

と思いますので、この考え方だけ確認したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 木下教育委員会教育推進課長。 

○木下由季子教育委員会教育推進課長 今、ご質問のありました、先日、総務文教厚生常

任委員会の公開の委員会の中でも貸付けの要綱につきましてご説明をさせていただいた

ところですが、貸付けの要綱の中で、最初、機器の紛失等の場合の負担等の取扱いにつ

いても触れるような形でちょっと検討させていただきましたが、基本的には無償貸付け

ということで、壊すとかということが前提ではないもので、消耗品に近いようなものと

いう考え方もありますので、やむを得ない部分もあるのかなというふうには思うんです

けれども、やはり貸付けをさせていただくということで、持ち物としては、町、教育委

員会が保護者の皆様にお貸しをするという形のものなので大事に取り扱っていただきた

いという思いを込めて、すみません、こちらのほうのちょっと書き方とさせていただき

ました。 

  委員会の中でもご質問いただきましたが、不公平というか、ないようにということで

したので、この貸付許可書を申請いただく際にも、この貸付けの考え方と、また体制で

すとか期間の問題ですとか、取扱い等についても十分事務局の中でも説明をさせていた

だいて貸付けをさせていただくような形では考えております。 
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  この場でちょっとご報告をさせていただいていいのかどうかということもありますが、

そう簡単に壊れるものではないというふうには思っています。ただ、小さな子供さんも

含めて、ご家庭に貸付けするという形になる場合に、やはり壊れてしまうということも

想定はされると思いますが、そこが故意かどうかという判断のところは大変難しい問題

ではあるのかなというふうには思っておりますが、貸付けをさせていただく許可申請書

を提出いただく段階でも十分、保護者の方に説明をさせていただくことで、ご了解いた

だきたいなという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） 併せまして使い方ですけれども、前にも、土曜、日曜も、週

休の宿題の対応もこれで使うとかという話を聞いています。ですから、学校のほうもき

っと貸出しについても結構手間かかると思いますから、なるべく簡便に貸付けしていけ

るような体制について、学校と十分に協議していると思いますけれども、もう一回そこ

だけ確認させてください。 

○議長（杉山幸昭議長） 木下教育推進課長。 

○木下由季子教育委員会教育推進課長 議員からご指摘のとおり、教職員の皆様の働き方

改革とというところも当然ございますので、貸付けについては、品物としては先ほどの

貸付けの許可書の話と同じなんですけれども、子供たちにお渡ししているものという形

になりますので、それをそれぞれの家庭に持ち帰っていただくということになりますか

ら、当然、品物を大事に取り扱っていただくというところは大前提で、ただし、品物自

体の扱いにつきましても学校のほうの負担がなるべく軽くなるような形で、ただ、品物

としての管理はしっかりさせていただくような形で教育委員会のほうも協力体制をつく

りたいかなというふうに思っております。 

○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 今後、端末を家庭に持ち帰ることが想定されるという前提

です。現在、教育研究所の構成が幼小中と入っていますので、今その中で学習用の端末

であるということを大前提に、端末持ち帰りのためのガイドラインを作成をします。昨

日、おとつい、その話をして、やはり、今回初めての取組になるということで、保護者

もこれをどのように取り扱っていいのか、また、子供たちもどのように取り扱っていい

のか、どう大事に使えばいいのか、それから、あくまでもこれは学校で、または家庭で

勉強するための端末だということを大前提に、その時間の設定の部分だとか、使用する

前の清潔を保つだとか、幾つか項目がありますので、そういったことを教育研究所とし

て作成をし、それを今後、学校そして家庭に配布をし、理解を深めていくということで
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今、準備を進めているところです。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 間もなくお昼になるわけですけれども、議事の都合により若干

の時間延長をして審議を継続したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） じゃ、ご異議なしと認め、よって本日の会議は時間延長するこ

とに決定いたしました。 

  ほかに質疑。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 教育費の、11ページの関係なんですが、特別支援教育支援員の

設置事業が増えて、ＴＴですか、その分が減っているこの予算の関係と、実際の人事配

置が変わったのかどうか、その辺、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 木下教育委員会教育推進課長。 

○木下由季子教育委員会教育推進課長 小学校費、教育振興費の特別支援教育支援員設置

授業が増額となり、小学校教育充実授業のほうが減額という形になっております。こち

らのほうは上士幌小学校のほうに配置をさせていただいておりました学校教育推進支援

教員がご本人のご都合により７月末で退職という形になりました。支援教員という形で

教員の免許を所持している方ということでしたので、この後の後任ということで教育委

員会としても対応をさせていただきたいというふうに考えていたところですが、なかな

か途中での人材の確保ということが難しい状況になりました。そこで、幼児教育のほう

に一般事務職員という形で配置をされていた方を特別支援教育支援員という形で年度の

途中になったんですけれども、対応させていただきまして、上士幌小学校のほうに配置

をさせていただいたような状況になっております。この人件費の部分での増減という形

になっています。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 予算の関係はちょっと増減があったりするんですが、人的には

いわゆる小学校に配置するＴＴの関係、最初の方が退職したけれども、特別支援員を入

れて、そこの体制的には、穴と言ったら変ですが、そこに配置できると。ただ、予算上

は違うので、予算上、違うと言ったら変ですが、組み方が違うのでなったということで、

人の配置では補うことができたのかとか、その辺を確認して、来年度はまた募集したり

すると思うので、その辺を確認して、もし、減ったのであれば誰か募集を入れなきゃい

けないと思ったので、その辺、確認、再度したいと思います。 
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○議長（杉山幸昭議長） 木下教育推進課長。 

○木下由季子教育委員会教育推進課長 今、前段でもちょっとお話をさせていただいたん

ですが、お辞めになった方が教員の免許を持っておられる職員ということで、小学校の

ほうでも大変、もともと配置をされておられる業務のほかにもいろいろサポートしてい

ただいてということで大変助かっていた方だったんですけれども、ご本人のご都合によ

りということで、やむなく年度の途中での自己都合の退職という形になってしまいまし

た。 

  この分につきましては、小学校の校長先生をはじめ皆様とも協議をさせていただいた

んですけれども、教員配置でなくても取りあえず何とか職員のほうの配置をお願いした

いということで、教育委員会内でいろいろ議論をさせていただきまして、人材のほうを

確保させていただきたいということで今回、対応させていただいたような状況になって

います。 

  次年度以降は、また予算のことも含めて小学校、中学校さんと令和３年度の対応につ

いてまた今現在、対応検討中になっておりますので、その中で必要な人材について募集

をするような形で考えていきたいというふうに思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） 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77号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論、採決を行います。 

  議案第77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77号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第77号は原案のとおり可決されました。 

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

◎監報告第４号の上程、報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第12、監報告第４号例月出納検査報告についてを議題とい

たします。 

  報告書の朗読を省略し、直ちに代表監査委員より報告の説明を求めます。 
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  根本広実代表監査委員。 

○根本広実代表監査委員 監報告第４号例月出納検査報告について、その結果をご報告申

し上げます。 

  現金出納の検査につきましては、地方自治法第235条の２第１項の規定に基づき実施

しているものでございます。 

  今回の報告は、令和元年６月分、７月分、８月分の例月出納検査結果を報告するもの

でございます。 

  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。 

  検査の結果につきましては、計数などは正確であり、諸帳簿などと相違ないことを確

認いたしましたことをご報告申し上げます。 

  以上、監報告第４号の監査結果報告といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 代表監査委員より提出されました例月出納検査報告書の収支状

況等は、添付を省略しておりますので、必要な場合は事務局で閲覧を願います。 

  以上で、監報告第４号を報告済みとし、監査委員からの報告を終わります。 

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

◎閉会中の継続調査の申出について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第13、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、本定例会の会議に付された案件の審議は全て終
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了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  令和２年第６回上士幌町議会定例会を閉会したいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  今定例会が９月８日から18日間の会期にわたり、本会議及び委員会の議事運営に特段

のご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

  以上をもって、令和２年第６回上士幌町議会定例会を閉会いたします。 

（午後 ０時０７分） 
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