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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３年第５回上士幌町議会定例会を開会いた

します。 

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

ております。 

（午前１０時００分） 

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

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

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

◎議会運営委員会の報告 

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

  議会運営委員会委員長、山本和子議員。 

○議会運営委員長（山本和子議員） 議会運営委員会よりご報告申し上げます。 

  議会運営委員会は、９月２日午前９時より委員会室において、議会運営委員全員の出

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

議方法等について審議いたしました。 

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

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

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

  １点目は、日程第６、意見書案第24号は、産業経済建設常任委員会へ付託し審査を行

うことといたします。 

  ２点目は、日程第７、意見書案第25号は、総務文教厚生常任委員会へ付託し審査を行

うこととします。 

  ３点目は、日程第９、報告第６号及び日程第10、報告第７号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２号及び日程第12、同意第３号は人事案件でありますの

で、一般質問終了後に本会議を休憩し、休憩中に全員協議会を開催いたしますので、ご

承知おきお願いいたします。 

  ５点目は、日程第13、認定第１号から日程第18、認定第６号までの令和２年度各会計
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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、ご承知おきお願いいたします。 

  ６点目は、日程第19、議案第48号及び日程第20、議案第49号は、総務文教厚生常任委

員会へ付託し審査を行うこととします。 

  ７点目は、日程第24、議案第53号から日程第26、議案第55号までの令和３年度上士幌

町一般会計補正予算及び２特別会計補正予算は関連がありますので、３件を一括上程及

び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

◎会議録署名議員の指名 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、２番、山本和子

議員、10番、馬場敏美議員を指名いたします。 

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

◎会期の決定について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から９月24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24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３年５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。 
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  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。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午前１０時０５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０６分） 

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

◎意見書案第２２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第４、意見書案第22号林業・木材産業の成長産業化に向け

た施策の充実・強化を求める意見書の提出についてを議題とします。 

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

明を求めます。 

  ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） ただいま上程されました意見書案第22号林業・木材産業の成長

産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書の提出について、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、全道林活議連連絡会から北海道町村議会議長会に対し、各町村議会

での意見書提出についての要請がある中、北海道町村議会議長会においても各町村議会

での意見書議決が大切なこととして、本町議会にもその要請があったところです。 

  さきの議会運営委員会におきましてその取扱いを協議し、委員全員の賛同を得て私が

提案者となった次第であります。 

  コロナ禍で在宅勤務やテレワークの普及を受け、米国などでの住宅需要が高まり、世

界的に木材価格が高騰するウッドショックが道内道産材需要にも波及しているとの報道

もありますが、道産材は主に梱包材に用いられており、建材加工用の設備投資も先行き

が不透明な中では難しいのが現状であります。 

  こうした中、引き続き国に林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を

求めていくことが必要と考えております。 

  なお、同趣旨の意見書案は、北海道議会では第２回定例会の７月２日に採択され、各

市町村議会においても採択がされてきているところでございます。 
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  意見書の内容を読み上げて提案といたします。 

  林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書（案）。 

  本道の森林は全国の森林面積の約４分の１を占め、国土保全、地球温暖化防止、林産

物の供給等の多面的機能の発揮が期待されており、これらの機能を十分に発揮させるた

めには、「植えて育てて、伐って使って、また植える」といった森林資源の循環利用を

進める必要がある。 

  森林の整備を進め、木材を積極的に利用していくことは、山村地域を中心とする雇

用・所得の拡大による地方創生にも大きく貢献するものである。さらに、2050年までに

温室効果ガスの排出量を実質ゼロとする国の目標の達成に向けて、伐採後の着実な植林

による森林の若返りや長期間炭素を固定する木材利用の促進など、全国一の森林資源を

有する北海道において本町と道が連携して森林吸収源対策を積極的に推進することが必

要である。 

  本町をはじめ、道内各地域では、森林の公益的機能の維持増進と森林資源の循環利用

の実現に向け、森林整備事業及び治山事業や林業成長産業化総合対策事業等を活用し、

植林・間伐や路網の整備、山地災害の防止、木造公共施設の整備、林業事業体の育成な

ど、様々な取組を進めてきたところである。 

  本道の森林を将来の世代に引き継いでいくため、活力ある森林づくりや防災・減災対

策をさらに進め、森林資源の循環利用による林業・木材産業の成長産業化が実現できる

よう、施策の充実・強化を図ることが必要である。 

  よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

  記。 

  １、森林の多面的機能を持続的に発揮し、2050年カーボンニュートラルの実現に貢献

するため、適切な間伐と伐採後の着実な再造林の推進に必要な森林整備事業予算や、防

災・減災対策の推進に必要な治山事業予算を十分に確保すること。 

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

ＣＴ等の活用による林業イノベーションの推進、生産・流通体制の強化、都市の木造化

などによる道産木材の販路拡大、森林づくりを担う人材の育成などに必要な支援を充

実・強化すること。 

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

  議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

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

質疑ありますか。 
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（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第22号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより意見書案第22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22号は原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第２３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第５、意見書案第23号コロナ禍による厳しい財政状況に対

処し地方税財源の充実を求める意見書の提出についてを議題といたします。 

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

明を求めます。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 意見書案第23号コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税

財源の充実を求める意見書の提出についてを提案いたします。 

  説明をいたします。 

  この意見書につきましては、全道議長会より要請があり、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得まして私が提案するものでございます。 

  要請事項は５点ありますが、国の責任できちんと財源措置するものを要望したり、ま

た、町の財産がきちんと保障されるように要望するものでございます。議長会のほうよ

り各説明もありますので、もし質問等がありましたらよろしくお願いいたします。 

  それでは、意見書案を読み上げて提案に代えていきたいと思います。 

  コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書（案）。 

  新型コロナウイルスの感染拡大は、変異株の猛威も加わり、我が国の各方面に甚大な

経済的・社会的影響を及ぼしており、国民生活への不安が続いている。この中で、地方

財政は、来年度においても巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面している。 

  地方自治体においては、新型コロナウイルス感染症対策はもとより、地方創生、雇用

対策、防災・減災対策、デジタル化や脱炭素社会の実現とともに、財政需要の増嵩が見
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込まれる社会保障等への対応に迫られており、このためには、地方税財源の充実が不可

欠である。 

  よって、国において、令和４年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記の事項

を確実に実現されるよう、強く要望する。 

  記。 

  １、令和４年度以降３年間の地方一般財源総額については、「経済財政運営と改革の

基本方針2021」において、令和３年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同

水準を確保するとされているが、急速な高齢化に伴い社会保障関係費が増大している現

状を踏まえ、他の地方歳出に不合理なしわ寄せがなされないよう、十分な総額を確保す

ること。 

  ２、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、断じて行わないこと。また、生産性革命の実現や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固定資産税等に係る特例措置は、本来国庫補助金等により対

応すべきものであり、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。 

  ３、令和３年度税制改正により講じられた土地に係る固定資産税の課税標準額を令和

２年度と同額とする負担調整措置については、令和３年度限りとすること。 

  ４、令和３年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時

的軽減の延長については、更なる延長は断じて行わないこと。 

  ５、炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税と

して地方に税源配分すること。 

  以上をもって意見書案を提案したいと思います。 

  議員各位の賛成をいただきまして、関係機関に送付されるようお願い申し上げます。 

  以上で提案を終わります。 

○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23号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより意見書案第23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。 
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（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、意見書案第23号は原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第２４号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第６、意見書案第24号国土強靱化に資する社会資本整備等

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１番、渡部信一議員から提案理由の説

明を求めます。 

  １番、渡部信一議員。 

○１番（渡部信一議員） 意見書案第24号国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意

見書の提出について、その提案理由を説明いたします。 

  この意見書案につきましては、北海道町村議長会の要請に基づきまして、私が提案者

となり、早坂議員、伊東久子議員の賛成をいただいて提案するものでございます。 

  それでは、読み上げてその意見書案を提案いたします。 

  国土強靱化に資する社会資本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、国内外より訪れる観光客の増加が続いていたが、新型コロナウイル

ス感染症の影響の長期化により、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。また、近年道内においても、平成28年８月の

一連の台風や平成30年７月豪雨、９月の北海道胆振東部地震といった自然災害が、頻発

化・激甚化する傾向にある。 

  今後は、ポストコロナを見据えた新たな未来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、道民の安全で安心な暮らしを守ることはもとより、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、平常時・災害時を問わない北海道を支える基盤の確立に向け、防災・減災、国土強

靱化に資する社会資本の整備を図ることが必要である。 

  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、防災・減災、国土強靱化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、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。 

  記。 
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  １、国土強靱化に資する社会資本の整備・管理が長期安定的に進められるよう、公共

事業関係予算の所要額を確保するとともに、地域の実態に鑑み予算を重点配分すること。 

  ２、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」を計画的に進めるために

必要な予算・財源を確保すること。 

  ３、「防災・減災、国土強靱化に向けた道路の５か年対策プログラム」に基づく橋梁、

トンネル等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

実を図ること。 

  ４、新広域道路交通計画に基づき、高規格道路については、着手済み区間の早期開通、

未着手区間の早期着手及び暫定２車線区間の４車線化といった機能強化を図ること。ま

た、高規格道路と並行する国道とのダブルネットワークの構築などによるリダンダンシ

ーの確保や道路の防災対策などによる耐災害性の強化を推進するほか、重要物流道路の

さらなる指定を図ること。 

  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、北海道観光の振興に向けた道路交通環境の整備な

ど、地域の暮らしや経済活動を支える道路の整備や管理の充実を図ること。 

  ６、維持管理に活用可能な交付金制度を創設するとともに、公共施設の長寿命化につ

いて、すべての管理施設の点検や診断、補修、更新が交付対象となるよう採択要件を緩

和するなど、地方負担の軽減を図ること。 

  ７、冬期における円滑な交通確保のため、除排雪に必要な予算を確保するとともに、

老朽化が進行している除雪機械等の計画的な更新・増強が可能となるよう財政支援を強

化すること。 

  ８、日本海溝・千島海溝周辺型地震に備え、避難施設、避難路などの整備及び津波対

策緊急事業について、必要な予算の確保、地方負担を軽減する財政支援の充実強化を図

ること。 

  ９、堤防整備、ダム建設・再生などの対策をより一層加速するため、粘り強い堤防の

整備に関する交付金制度の拡充や準用河川改修の事業要件緩和、小規模河川改修に対応

した財政、技術支援制度の創設など、「流域治水」の取組に必要な財政支援を更に強化

すること。 

  10、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

体制の充実・強化を図ること。 

  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出するものであります。 
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  議員各位の賛同を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

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

質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第24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24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24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２５号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第７、意見書案第25号地域医療構想を見直し、実情に応じ

た医療体制の確立を求める意見書の提出についてを議題といたします。 

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

明を求めます。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 意見書案第25号地域医療構想を見直し、実情に応じた医療体制

の確立を求める意見書案についての提案を行います。 

  前段、意見書の提案に当たり、この間の国の動きや北海道の動きについて、調べた範

囲の中ではありますが若干説明いたしたいと思います。 

  国は、2014年度制定の医療介護総合確保法の中で、この医療地域構想を制定しました。 

  団塊の世代が75歳になる2025年に必要な病床数を、４つの機能分化の下で確保する計

画を進めています。全体としては、高度急性期、急性期の病床が減り、在宅介護へシフ

トするという、慢性期の病床も減るとする計画推計するものです。 

  既に北海道も2016年に北海道地域医療構想を想定し、各管内の2025年に必要とされる

病床数を推計しております。その中では北海道全体の病床数の数を出していますが、北

海道の推計では2016年７月１日と比べた場合に、2025年には全体としては7,975床のベ

ッドが減ると、それから、その中で高度急性期、急性期は１万5,163床の減、十勝も各

十勝市町村区も全部調べているんですが、道のほうで、十勝全体では493床減ると、高
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度急性期、急性期は849床減るとしています。 

  しかし、2015年の推計時点で、この北海道の示した中ではこれは現時点の見通し、

2016年見通しであり、実際には2025年にどうなるかは大まかな方向を捉えることも必要

だというふうに述べております。 

  全国の取りまとめについても全国で取りまとめしています。その中の推計では、2019

年５月の社会保障ワーキンググループの会議の中で、高度急性期、急性期の病床の削減

は思ったほど進まないと、数％にとどまり、その中のコメントでは、具体的な対応方針、

合意内容が地域医療構想の実現に沿ったものではないのではないかというふうに記して

います。とすれば、この医療構想の見直しをするべきところなんですが、国は、2019年

９月に、社会保障ワーキンググループに対して、病床削減を進めるために、242の公

立・公的病院再編統合計画を示しました。 

  そして、今年の５月21日の国会で、436、さっきの400よりも若干多いんですが、436

を統廃合する病床削減推進法が可決されました。これは、消費税を財源にし病床削減に

対し補助金を出し、予算は195億円と決まっています。およそ１万床の削減になるんで

はないかと推計されています。 

  このような中、昨今、コロナの中で、病床が足りない医療崩壊の状態が続いています。

助かる命も助からない、このことは私たちの身近に起こり得る問題です。よって、2014

年制定の医療構想を見直し、実態に合った医療体制の確保を行うべきと考えています。 

  また、在宅医療に関しましても、病床の減ありき、予想では減の予想をしていますが、

病床の減ありきではなく、地域包括ケア全体の中で地域の実態に合った計画とするべき

と考えて、この意見書を提案するものです。 

  それでは、お手元に意見書の案があると思いますが、これを読み上げて提案したいと

思います。 

  地域医療構想を見直し、実情に応じた医療体制の確立を求める意見書（案）。 

  国は、2015年から2025年の間に、「高度急性期」、「急性期」の病床を約4.6万床削

減、回復期は6.2万床増加、慢性期は4.0万床の削減で、合計で2.8万床の削減をしよう

としています。（第68回社会保障審議会医療部会、参考資料から） 

  しかし、コロナ危機が明らかにしたのは、重篤化しても入院できず、命の選別が迫ら

れる脆弱な医療体制です。この構想の病床の必要量はコロナ感染症を想定しておらず、

今般のような有事に迅速かつ冷静に対処できるような体制を整備する必要があり、命が

守られる必要な病床数を再検討すべきです。 

  国は、令和２年10月に「新型コロナウイルス感染症を踏まえた医療体制構築に関する



－14－ 

現状・課題」でコロナ感染症に対して「入院医療・外来医療双方において質の高い効率

的な体制の確保に向けた取組を進める必要がある」としています。しかし、現状は「自

宅待機の患者が死亡」「一般患者の手術延期」「救急患者の受入れ抑制」「外来診療の

抑制」など深刻な状況が広がっています。また、新型コロナ感染症の拡大で医療が逼迫

する中、５月の国会で「病床削減推進法」が成立しました。これは消費税を財源とした

補助金で病床削減を支援し、436の公立・公的病院を再編・統合するものです。 

  「慢性期の減床」の問題ですが、2025年はいわゆる団塊の世代が75歳を迎える年で、

「切れ目のない医療体制の構築」を掲げ、在宅介護へシフトし、在宅医療の充実、病

院・病床機能の分化で、必要療養資源の確保、地域包括ケアシステムで帰ってきた患者

の医療の質の担保、必要な人には介護を地域でサポートするとしています。しかし、慢

性期の病床は地域の実情が大きく反映することから一律の削減はなじみません。 

  つきましては、このまま地域医療構想を進めることは特にコロナ禍における医療崩壊

を招きかねず、自治体及び専門家や医療関係者の声を率直に受け止め、実情に応じた医

療体制を確立することを強く要望します。 

  記。 

  １、現在は、新型コロナウイルス感染症対策に注力すべきであり、地域医療構想の凍

結も含めて、現実的かつ弾力的な検討を行うこと。 

  ２、実情を勘案した医療体制を確立していく上で、地理的条件や経済的理由など、地

域の実情、住民の意見反映など受け止めること。 

  ３、2025年に向けた在宅医療の需要は「高齢化の進展」「地域医療構想による病床の

機能分化・連携」により大きく増大する見込みであることから、提供体制を都道府県、

市町村、関係団体が一体となって協議していく場を設けること。 

  ４、地域包括ケアシステムの充実に向け、医療・介護人材不足への対応を行うこと。 

  以上、提案いたしたいと思います。 

  皆さんの賛同をいただきまして、各関係機関に送付できますようよろしくお願いいた

します。 

  以上で提案を終わります。 

○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。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今、議員のほうから提案された部分について若干の懸念する

点がありますので、これについて確認したいと思います。 
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  いろいろ、医療の充実、状況含めてより充実することは本当に理解していかなならん

し、重大なこれからの高齢化社会を含めて大切な点だというふうに認識しております。 

  ただ、今回、この提案の中でコロナ禍と、基本的に国の第５次医療法の改正に基づい

た提案の仕方、これは明確に分けたほうが僕はいいのかなと思っています。混同すると

いうことも現状を含めたらあるんですけれども、やはりコロナ禍の在り方とそれから国

の根本的な対応、それを受けて2016年に北海道については、医療計画の一部として北海

道地域医療構想を策定しております。 

  ５つの基本的な柱を基に、13の課題を含めて今後の方向性を定めておりますが、これ

は公的医療機関等2025プランという形で、病院でのプランの検討なり、医療・介護事業

者の確保に向けた対応とか、医療と連携した地域包括システム構築の考え方、これにつ

いて北海道は各町村、それから公的病院等含めて、このプランニングの進め方を今して

いる最中であります。 

  我々についてはちょっとその辺の状況を十分に把握できていませんし、各町村、各医

療機関、これはやっぱりまだまだいろんな考え方の中で、この構想に基づいた部分でな

くて、自分たちの考え方を示しながら、この構想に対応するというふうに僕は動いてい

ると認識していますので、そういう意味で、先ほど申した自治体の病院、公的な病院と

か含めて、私的な病院も含めて、この辺についてどういうふうに影響していくか、あわ

せまして、福祉施設にもどういうふうに影響していくかという部分について、これにつ

いては僕はもう少し状況をきちっと確認しながら対応していかんと、この意見書の意味

というのはなかなかないんじゃないかなと。先ほど言ったようにコロナと分けるという

部分も含めて、これについて考え方を再度確認したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案者、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 何点かに分けてお答えしたいと思っているんですが、まず１つ

目のコロナ禍と、それから従来、国や道で進めているのを分けたほうがいいというご意

見なんですが、既に国のほうでは、意見書に入れようと思ってやめたんですが、コロナ

はまだ終息していないのに、コロナを終息した次の新しいいろんな、言葉としては新

興・再興感染なんていう言葉があるんですが、新しい、昔に返ったものも出てくるだろ

うと、そういうことも含めてきちんと計画をすべきだということを令和２年10月に策定

しています。 

  それは、新型コロナも含めた、新しいものを含めたものを検討すべきだというふうに

国は課題を示しています。それは医療構想と全然矛盾するものじゃなくて、コロナの中

でも前につくった医療構想そのものを見直しして、さらにコロナも含めていろんな病気、
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恐ろしいといいますか、拡大するものも出てくるかもしれないことをもう一回きちんと

検討すべきだということを国自体が言っているわけです。 

  ですから、コロナが発生する前にこれ決めたわけですから、実際、今コロナが発生し

たということについては、やっぱりきちんと医療構想を見直すべきだと私は思っていま

す。 

  それと、昨今、東京もそうですが、臨時の病床を作るべきだと医師会も言っています。

既に作っているところもあるんですが、病院というのは、建物造っても診療そのものは

なかなか難しいです。どこかの病院では、大きいところに仕切っておいて、そこに看護

師さんとお医者さんを置いて診る方法を取ると。それはそれとして臨時的にいいんです

が、もし病床を作ったり臨時の病院を造っても、そこを造ってすぐ診て、じゃ治ったら

すぐ、その前に医者が確保できるかと、看護師も確保できないと、じゃコロナが終息し

たからそれはすぐなくすかというそういう問題じゃなくて、そういうことも含めた医療

体制、それから看護師たちも含めた体制をもう一回見直すべきだと私は思っています。 

  それから、先ほど言いました北海道も私も調べたんですが、北海道のこの医療構想と

いうのは、既に2008年に医療計画をつくっています。その中に、国の医療構想が、医療

計画が入ったその中の一環として北海道医療構想を策定しています。 

  ですから、北海道医療計画は何なのかと遡ればずっと遡れるんですよ。ですけれども、

私たちは、提案者の馬場さんともよく話している、北海道が決めていることを尊重しな

きゃいけないと私は思っています。例えば士幌もあれば、管内では公立病院、国保病院

ありますが、そこで2015年にこれだけあればいいんじゃないかという病床数を想定して

います。それは尊重すべきだと思っています。しかし、実際には想定したものよりも、

国が示す医療構想の中では想定したものがまだ結構減らないんです。だったら、減らな

いことを私たちは尊重したいと思っています。 

  ですから、各町村とか十勝管内、それから北海道の決めたものを駄目だと言って、も

っと減らせとかもっと増やせというんじゃなくて、そういうことをぜひ尊重してほしい

ということでこの見直しをしてほしいというふうに言っているわけです。 

  ですから、例えば士幌の国保病院はちょっと分かりませんが、どんなふうに案をして

いるか。十勝管内で見ますと、十勝管内全部の町村の病床数の数、全部推計しています。

でも、これはあくまでも推計なので、ニーズによって変わるかもしれないと、そういう

ことも含めた北海道の医療構想ですね、それを示していますので、そのことは尊重すべ

きだと私は思っています。意見書出したからそれを認めないじゃなくて、むしろ逆で、

ぜひ医療体制を確立していく上でいろんな住民の意見とか、病院であっていろんな関係
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の方々意見を十分聞いてほしいということで、これを提案したいと思っています。 

  以上です。答弁になるかどうか分かりませんが。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 一般的に、今、提案者から言われた部分については、そうい

うデータ的な部分としては構わないと思うんですけれども、我々の町として議長名で出

すとしたら、もう少し他町村の今のいろんなプランニングを検討しながら、本町におい

ても介護関係含めていろいろな検討をしているんだというふうに僕は認識しています。 

  そういう部分を理解しながら対応していかないと、かなり民間の病院も当然公的な部

分等に入っていますから、そういう部分を含めてもう少し我々も理解してやらないと、

一生懸命、経営改善なり人的な確保、そういうことを含めて頑張っている、そういう医

療機関とそれから介護施設とかありますから、そういう部分で、今本当にこれ上げてい

いのかどうかという部分について、僕は、時期尚早とは言いませんけれども、必要に応

じては必要だと認識していますけれども、ちょっと十分でないなと認識して今確認させ

てもらっています。 

  今の説明でもちょっとまだ僕もことんと落ちるところがないんですけれども、そんな

認識で聞かせてもらっていますので、もし追加で何かありましたらまた説明お願いした

いと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案者、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 先ほどの説明の中でもお話ししたんですが、この地域医療構想

というのは、2014年に医療介護総合確保推進法の中でこれ決まりました。その医療介護

総合確保法というのは何かというと、その中に地域包括ケアが入ったんですよ。介護保

険がかなり変わって地域包括ケアが入って、病院にいる方も含めて地域で診るように地

域包括ケアを進めなさいということの中のその一部としてこれが入ったんです。 

  ですから、本来なら地域包括ケアでいくから慢性期の病床は減るだろうという想定だ

ろうと思うんですが、実際には町の実態含めて、うちの病院、今、北斗ありますけれど

も、じゃ全員がその地域に戻れるかといえばそこそこ違うと思う。 

  ですから、ここの中で言っているのは、地域に応じた例えば病院が必要なのか医者が

必要なのか、もしかしたら、自宅に戻ったけれどももう一回病院に戻りたいといったと

きにベッドがなかったら戻れないと、そういうことも含めて地域に合ったものをきちん

とつくりなさいということを言っていますので、慢性期の病床はやっぱり減らすんでな

くて必要というか、うちの町が要らないとかそういうんじゃなくて、必要な分をきちん

と確保するように地域の実態に合ったものをつくってほしいということでこの要望を上
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げたいと思っています。 

  そうしないと北海道の構想、国の構想ではやっぱり病床を減らしたいんだろうと思う

んです。その中できちんと声を上げていかないと、国はこう示したから、こう示したか

ら病院減らします。うちは公的病院がないのでないんですが、民間病院ですので、公的

な病院はこれだけ減らしなさいとやられた場合に、補助金出すよと言われた場合に、も

しかしたら、公的病院でも分かりませんが、慢性病床なり急性期病床を減らすかもしれ

ないと、その中で一番、回復期の途中のところはどんどん増えるんですよ。増やしなさ

いというふうに誘導されかねないというふうに私は心配します。 

  ですから、そうじゃなくて、３番ですか、きちんと都道府県や市町村、関係団体が一

体になって協議する場を設けてほしいと、そういう声を聞いてほしいということをこの

意見書として上げたいと思っています。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

  １番、渡部信一議員。 

○１番（渡部信一議員） この意見書案については、議運の中でもその扱いというか、そ

ういったものを議論してきたわけですけれども、そういった形でこの後、総務文教厚生

委員会のほうへ付託されるわけですけれども、私も、ただいま江波戸議員が申されたよ

うな共通認識でいます。 

  一つは、先ほどの全道議長会だとか、あるいはこういった病院の抱えている、あるい

は幅広いこういった要望、意見書とか、そういう動きの中で本上士幌町議会としてもど

ういうふうに扱っていくかという、そういうことがあればいろいろ議論を重ねながら積

み上げていく必要があると思うんですけれども、先ほどの江波戸議員の質問に対しても、

山本議員の主張は主張でそれは貴いと思うんですけれども、そういう中で、こういった

意見書を上げることによって、今後、各関係機関の議論だとかそういった声を促したい

と、あるいは町民のそういった声も促したいという。だから、少なくとも個人で意見書

を上げるんならこれは別なんでしょうけれども、つまりは上士幌町議会として、町民の

幅広い福祉あるいはそういった見地から、そういった声の下に一致協力して意見書を上

げていくというんであれば私も考えるところがあるんですけれども、全く逆だと。そう

いった意味で上げるにしても時期尚早であるし、もう少しほかの状況、あるいは先ほど

江波戸議員説明されたような形でのほかの町村の動きだとか、あらゆる意味でそういっ

た形と共通認識に立たないと、こういったものを出していってもどれだけの意味がある

のかというのを私は危惧するわけです。 
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  議会運営委員会の中でも議論しているわけですけれども、私は、質問というよりも、

この意見書は総文のほうに付託されるんでしょうけれども、そういった意味で危惧する

ところでございます。山本議員の提案に対してそういった意見を申し述べておきたいな

というふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案者、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 何か質問の要旨がよく理解できないんですが、議長会から出て

くる意見書も、昔、今もそうですが、議会の中で文章も変えていいと、議論していいと

いうふうになっていますし、今回もそうなんです。私もいろいろ提案させてもらったと

きに全部いろんな資料がついてきているんです、一緒に。意見書に対するこういう考え

だよということも含めて説明ついています。それを納得した上で議会運営委員会は全会

一致で通したり、あとは、ならないときには委員会へ付託して多数決を取ったりします

ので、議長会から来たものは全て議会が全会一致で上げられるものだと言って議長会が

下ろしているとは私は思っていませんので、ですから議長会でも、例えば道路問題もそ

うですね、１から何個もあるときに、１と２は必ず通してほしいというふうな議長会の

要望も含めた形で意見書が下りてきています。 

  それと、これ私、個人で上げていれば、個人で上げているというのは変ですが、いろ

んな文書を見ながら、それから馬場さんともいろいろ勉強させてもらって、北海道の医

療計画どうなっているんだろうかといろいろ見ながら文章をかなり直しました。２回３

回直しました。それで、どうしたら町として合うんだろうかというふうに三、四回直し

て、最後にちょっと言葉が間違っているなとか直したりしながら、この町の実態に合っ

た形で直そうと思って努力しました。 

  本当はもっと、これの1.5倍ぐらいあったんですが、かなり縮めたんです。ですから、

それはそこそこの、例えばここでいえば国保病院持っている士幌もそう、広尾もそう、

本別もそうですが、そこの町の実態また違いますので、もしかしたら病院を削減しろと

いうふうに、統廃合しろというふうに名指しで来ている広尾町、池田もそうですよね。

そこはどう思っているか分かりません。そこそこやっぱり思いが違うと思うんです。 

  うちの町は公立病院がないんですが、公立病院が削減された場合に、じゃ行くときに

ここだけで十分なのかと、じゃ私立病院が充実するかと、それも分かりませんので、そ

の点含めたら、町立病院がないから、公立病院がないからということにならないと私は

思っていますので、これが町民にとってどうなのかという視点で考えてもらいたいなと

私は思っています。 

  どうしてもここの町民にとって、町にとってこれはそぐわないというんであれば、そ
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れはそれとしてその方のご意見なので、反対なり保留なりそれはあっても仕方ないと思

っていますが、意見書を出した以上は直す、直さないはちょっとできませんので、出す

前にもっと練って直せばよかったと思うんですが、そぐわないところがあれば、それは

直すんだったら一回取り下げなきゃいけなくなっちゃうので、どうしても納得いかない

というのであればそれはそれとして委員会等に付託されるときに意見出してもらって、

議員同士でいろんな議論を交わしたらいいなと私は思っています。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第25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25号は、会議規則第39条第１項の規定によ

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

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、意見書案第25号は総務文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしまし

た。 

  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５６分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時０７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、４名の議員から、お手元に配付のとおり通告を受けております。 

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

いたします。 

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

◇ 小 椋 茂 明 議員 

○議長（杉山幸昭議長） それでは、順次発言を許します。 
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  ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 私のほうからは、農道取付道路の拡張、新設等についてを質問

させてもらいます。 

  本町の基盤産業である農業は、年々、農畜産物生産額が増えてきており、令和２年度

においては248億円以上になりました。平成22年度の生産額は138億円でしたので、ここ

10年で110億円も増加しており、この急成長ぶりには目をみはるものがあります。 

  これだけ伸びた背景には、各農畜産事業者の努力はもちろんですが、作業車両の近代

化、大型化による取組が大きな要因と考えられます。 

  これに伴い、農場出入口の取付道路の老朽化や車両大型化による拡張の必要、取付道

路の位置の不具合等の問題があります。この件については、上士幌町農協農産部で、６

月、畑作組合員にアンケートを取っており、65基の拡張、整備、新設の要望がありまし

た。 

  これらの問題を改善することによって、農作業事故のリスク軽減、農作業時間の短縮、

農産物輸送の効率化が期待されることから必要な案件と思い、町の考えを伺います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 農場取付道路の拡張、新設等について小椋議員のご質問にお答えいたし

ます。 

  本町の農業生産額は年々右肩上がりに増加しており、令和２年度の上士幌町農協の取

扱高は248億円と過去最高を更新したところであります。この結果は、農業関係者のた

ゆまぬ努力による経営規模の拡大、農作業のアウトソーシングや農業機械の大型化によ

る効率化・省力化など、様々な要因が相乗効果を生み出したものであると感じておりま

す。 

  また、農作業の効率化に向けましては、これまで本町で進めてきた担い手への農地集

積、農業農村整備事業による農地の区画整理や排水改良により、優良農地の大区画化が

進み、大型機械による農作業体系が確立されたことも寄与しているものと認識しており

ます。 

  一方、圃場への進入路に目を向けますと、車両の乗り入れ幅に余裕がない箇所や農地

集積に伴い、取付道路が不足している箇所などが見受けられる状況となっております。 

  道路から農地への取付道路を施工する場合、一般的には、農地所有者が道路管理者と

協議し、工事の承認を受けた後に自己負担での工事を行うこととなります。町道の場合

は町建設課、国道、道道の場合は、それぞれの道路管理者の承認を受けて工事を行う必

要があります。 
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  町といたしましては、取付道路の新設や拡幅は、農作業の効率化はもとより、農作業

の安全の観点からも重要であると考えられることから、今後は、畑作組合へのアンケー

トを実施した上士幌町農協とも十分に協議を行い、さらに、畜産農家の意向確認や取付

道路の現状と必要性をしっかりと把握した上で、補助事業の創設などの支援策を検討し

てまいります。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） まず、冒頭ありました、右肩上がりに増加している農業生産額

についてのお話をちょっとさせていただきたいと思います。 

  この件につきましては、８月14日の日本経済新聞でも大きく取り上げております。こ

の記事によりますと、2014年と2019年の農業産出額の比較ということで記事になってお

り、道内の市町村の中でも、2014年段階で産出額が100億円以上の町村のみに絞っての

比較となっておるようですけれども、その道内の市町村の中でも、上士幌町が最も伸び

たという記事で大きく取り上げてあります。 

  2014年が136億円、2019年が207億円と５年間での増加率が52％、この52％という伸び

率が全道でトップということで記事になりました。しかも、その52％の増加というのは、

全国においても第４位というすばらしい成績であります。先ほど話した令和２年度、つ

まり2020年度の農業生産額は248億円ということで、双方お話ししたんですけれども、

この記事にある農業産出額とは若干違うので、一致したものとは言えないんですけれど

も、さらにこのニーズが上がったんじゃないかというふうに推測されると、その伸びは

計り知れないものがある、うちの農業はすばらしい状態であるということがうかがえる

と思います。 

  一方で、2004年度には200件の農家があった中で、2021年度で見ると145件まで減少し

ていると。その中でも、町全体の農地面積は約8,800ヘクタールと変わっていないとい

う状況が、今の上士幌町農業の現状だということです。これは、町内の畑作農家１件当

たりは43ヘクタール、酪農畜産関係は70ヘクタールを超える状況でやっているというこ

とで、まさに大型化が進んでいるという状況がうかがえる数字かと思われます。 

  今回質問するに当たっては、もちろん私、専門でないので、農協の農産部のほうの

方々に何回かお話を伺いに行ったんですけれども、そんな中でも、こういう記事もある

でしょうけれども、この躍進ぶりには他町村から視察が来ている状態なんですというこ

とでお話も伺いました。 

  この辺の本町の農業の伸びに関してのお考えも改めて伺いたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 
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○竹中 貢町長 直近の数年間の伸び率ということでお話がありましたけも、もう少し遡

ると、平成16年、合併当時には105億円でありました。この町が持続して元気に活力の

ある町をつくっていくという中に、基幹産業である農業の振興は欠かせないという前提

で、そのための施策を講じてきたというふうに思っております。 

  特に行政ですべきことというのは、一番はインフラ、基盤整備について町がしっかり

と責任を持つということだろうと思います。その上で、農業者がそれぞれの経営スタイ

ル、経営方針に基づいて収益を上げていくという役割分担があるというふうに思ってい

ますが、こういった意味では、歴代農協とも一致した考え方の下で、基盤整備に徹底し

て施策を講じてきたということであります。 

  特に強く思っているのは、交付税が削減されたときに、農業基盤についても多くの自

治体では縮小するというような時代もありましたけれども、本町では、そういったとき

においても、厳しい状況の中であっても、基盤整備については、農家さんあるいは農協

との連携の下で、できるだけ要望に応えるような対策を講じてきたというのが、今はそ

れが実ってきたと、そんなふうに思っています。 

  地域的に見ても、ずっと苦労してきた地域、それから、従来から非常に畑の出来がい

いというようなところがありますけれども、そういった地域格差も基盤整備によって大

きく収益を上げるようになってきたということと、もう一つは、何といっても酪農畜産

の伸びですね、大型化と分業化であります。コントラクターの事業だとか、ＴＭＲセン

ター、これらについても、いち早く道内の各自治体に先駆けて取り組んできて、それで

収益を上げているというようなことで、時代を先取りした、そういった農協あるいは組

合員の経営方針、これも非常に今日の伸びに大きく影響しているということであります。

常に挑戦する農業を続けてきて今日があるというふうに思っております。 

  今日的には、そういった生産額を、さらに環境の視点からも循環型農業ということで

は、いわゆるバイオガスエネルギーでの地産地消だとか、さらに、課題となっている農

業の問題についても先進的な取組をしているということで、今お話があったように、収

益だけではなくて、そういった次の時代を見据えた農業の在り方についての先進的な取

組についても、多分、視察に来ていただいているんだろうと、そう思っております。こ

ういったこれまでの皆様方の努力はさらに継続して進めていく必要があるだろうと、そ

んなふうに考えているところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 今のお話の中でもありましたとおり、牛の飼料向け作物の生産

を請け負うコントラクター事業や、2012年には、作物から牛の餌をつくるＴＭＲセンタ
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ー事業を始めたということで、この辺の努力も重なっての数字かということがうかがえ

るかと思います。 

  答弁の中で、農作業の安全の観点からも重要であるという答弁をいただきましたけれ

ども、町政の現状という資料から見ますと、令和元年度の本町の農業事故の発生状況と

いうのが載っておりまして、入院・退院合わせて元年度19名と記載があります。これは、

平成30年度の16名、平成29年度の10名に対してだんだん増えている状況にあるというの

がうかがえる資料かと思われます。 

  本町には農作業事故ということは発生しておりませんけれども、農協に資料があると

いうことで提出願った中を見ますと、全道的に見ると、令和２年度には16名の方が農作

業事故で亡くなっているということと、令和３年度においても、８月10日現在で、既に

６名もの方が農作業事故で亡くなっているということで、それらの状況が分かりました。 

  もちろん本町にはそういうことはないんですけれども、そういうことに結びつくおそ

れをなるべく回避しなくてはならないということも思いますし、これらの対象とならな

いような事故等もところどころ発生しているということで、例えば取付道路の狭さによ

る関係があるのか、トラックの脱輪があるというお話を聞いております。 

  補助事業の創設ということでお話しいただきましたけれども、こういう状況を考えま

すと、スピード感を持って取り組む必要があるかと思いますけれども、この辺に対して

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。 

○竹中 貢町長 取付道路の性格ですね。本来、道路から農地に行くその間の道路という

ことになりますけれども、基本的には、個人の責任で行うというのが原則だというふう

に思っています。取付けは農業に限らず、ある意味では個人の住宅でも取付道路という

のは必要になってくるということもありますし、様々な工場やいろんな分野でそういっ

た取付けが必要になって、公道とつながっていくということだろうというふうに思って

います。こういった前提の下ということになってまいります。今、農業者全体の問題と

して農家の皆さん方から要望が出されているということであります。 

  そういった意味では、農業生産とも、あるいは事故防止ともつながるというようなこ

とを考えると、個人の責任においてと言いつつも、一定の環境整備のために支援の必要

性は、町としてもしていくべきでないだろうかなと、こんなふうに考えております。 

  たまたま農産関係のほうのアンケートということでありますけれども、これは、同じ

ように畜産関係でも取付けはあるわけであります。ですので、そういった意味では、農

業のその関係全体としてどうなっているのかというような聞き取りも必要になってくる
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ということ、今出されてきたアンケートだけではなくて、もっと広範な視点でこの問題

を捉えていく必要があるというふうに考えておりますので、そういった意味では、農協

とも十分、このアンケートの背景、それから、ここだけの問題でいいのか、どのような

支援の仕方があるのかということはしっかりと打合せをしていく必要があるんだろうな

と、そんなふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 効率化や安全面から重要であるという認識は、補助事業を創設

するということで一致したというふうに捉えているところなんですけれども、拡幅や新

設、今言ったような事業を進めるに当たって、個人の負担によるものが基本だというこ

とをされていますけれども、補助事業を始めるに当たっては、農地所有者にとっては、

補助事業の負担割合がどういうふうになってくるのかというのが非常に気になる点にな

ってくるかと思います。 

  事業が創設されましても、割合によっては二の足を踏むような農家さんが出てくるよ

うであれば、本来目的とするような事業になり得ないという心配も若干しております。

目指す効率化や安全確保を達成するためにも、負担軽減を図りながらこの事業が広く浸

透されまして実施され、圃場そのものは、農家さんが世代が代わってもずっと使うとい

う点でいくと、安全で長く使えて効率のいい圃場整備につなげていく必要があると思い

ますので、この補助割合の考え方につきましても考え方を伺いたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 取付道路が必要だというのは65件というふうに出ておりますけれども、

果たしてそれが緊急に整備しなきゃならない65件なのか。今の状況の中で対応できると、

急ぐ必要はないというようなところだとか、いろんな農家さんによって必要度というの

はあるんだろうなと、そんなふうに思っています。その辺の点検をする必要もあるだろ

うし、それから、一定の負担をするという前提だということになりますと、それもまた

判断材料の一つになってくるんだと思います。 

  これまでも受益者が農家の皆さん方という中では、農協と、そして町の支援と、それ

から受益者の負担、これは一定の割合でこれまでも行ってきて事業が進められてきてい

るということでありますから、過去のそういった負担割合、こういったことが一つのベ

ースになって補助率の決定につながっていくのかなというふうに思っています。ここで、

町単独でこうしますと言うのはちょっと難しいかなと。これから改めてまた農協として

の、本当にこれが必要なのかどうかというようなこともしっかり意見調整をする必要が

あるだろうと、そう思っています。 
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○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） この補助事業の創設によって農作業の安全が図られ、作業効率

が上がり、一層の農業支援に反映されることを願いまして、私の質問を終わりたいと思

います。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、６番、小椋茂明議員の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午前１１時２６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２７分） 

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

◇ 山 本 和 子 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 私は、大きく２点質問いたします。 

  初めに、町民一人一人が大事にされるまちづくりについて質問いたします。 

  今、コロナ禍の中で、様々な活動が規制されたり、町民同士がなかなか交流できずに

います。国は、この状況を変えていく手だてとして、デジタル化社会を未来社会とし、

デジタル関連法を５月12日に成立させました。既に実施されている施策に加え、今後、

さらに個人や自治体にも大きく影響が出てきます。今でも大変な人々がいる中、国の方

針どおり進めると、真に町民が大事にされ、豊かなコミュニティーが築けるのか大変心

配するところです。 

  以下、３点質問いたします。 

  ①デジタル関連法により町はどう変わるのか、メリットはあるのか。住民サービスが

統一化されて、町独自のサービスができづらくなるのではないか。窓口業務がＡＩの導

入やデジタル化され、職員の縮小につながりサービス低下にならないか。各種サービス

の手続等がデジタル化されると、経済的事情等で利用できない人も出てくるのではない

かと心配されます。 

  ②従来どおり、さらに一層、町民に寄り添った住民サービスを行っていくべきです。

窓口業務は、生活相談と一体となっていることもあり、各関係担当との連携が必要です。

さらに、今、外に出る機会をためらう方も多い中、相談を待つのみではなく、手を差し

伸べることも重要になってきます。 

  ③豊かなコミュニティーをどう築いていくのか。コロナのせいもあり、今、町内会や
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サークル等、交流の機会が大きく減ったままです。幾らデジタルを活用しても、実際に

会って直接触れる機会がないと心が病んでしまいます。少人数でもいろんな活動ができ

るような方策を、町主導ではなく、町民のアイデアなどで築いていけないか質問いたし

ます。 

  大きな２点目です。2030アジェンダの精神に基づいたＳＤＧｓの取組を。 

  世界は、日本はこの先どうなるのか、なかなか収束しないコロナ感染症、度重なる自

然災害、温暖化、紛争の絶えない国々など、このままでは世界が壊れてしまうのではな

いかと、多くの方々、国が警鐘を鳴らし、2015年に国連でアジェンダ2030を宣言しまし

た。いつまでも続く世界を残そう、世界から貧困をなくそうと目指すべき世界像を掲げ、

正式には、「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ」と言わ

れています。この目標を可能とするために定めたのが、17項目の持続可能な開発目標、

ＳＤＧｓです。 

  今、世界的にＳＤＧｓの運動が盛んに行われ、日本も積極的に取り組んでいますが、

ＳＤＧｓは、この2030アジェンダの精神の下に取り組まなくてはなりません。しかし、

日本政府が2016年に示した重点施策の３つの柱は、１、Society5.0の推進、２、地方創

生、３、女性のエンパワーメントとなっています。一番大事な貧困・格差対策は柱にも

課題にも入っておらず、独善的な日本モデルとなり、上辺だけのＳＤＧｓではないかと

言われています。 

  そこで、上士幌町の取組ですが、企画財政課からの資料や広報を見ても、国の方針ど

おりで、2030アジェンダの精神が欠けているのではないかと思います。 

  下記、質問いたします。 

  ①2030アジェンダをどのように捉えているのか。 

  ②日本の柱、課題をどう捉えているのか。 

  ③上士幌町の取組について。世界全体が、上士幌町がずっと残っていくために真に行

動に移すべきこと、自然を守り、町民全体の貧困をなくすこと等を中心に町民と一緒に

取り組むべきではないかと思っています。 

  以上、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 町民一人一人が大事にされるまちづくりのためにという山本議員のご質

問にお答えいたします。 

  １点目のデジタル関連法により町はどう変わるのか、メリットはあるのかなどのご質

問についてであります。 
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  デジタル改革関連法が成立した背景には、新型コロナウイルスの感染拡大において、

日本におけるデジタル化の遅れが顕在化したことがあります。本年９月１日のデジタル

庁の創設を契機として、国や地方自治体の情報システムの標準化・共通化が進められ、

一元的な管理が可能となることで、行政手続のオンライン化や省力化、申請手続の簡素

化や公的給付の迅速化が実現し、住民の利便性向上につながるものであります。 

  また、健康・医療・介護分野における大容量データの利活用や、教育分野のＧＩＧＡ

スクール構想により整備された１人１台端末やデジタル教材の効果的な活用で、子供た

ちの個別最適な学びが可能となります。 

  また、業務のデジタル化、ＡＩの導入によって、職員の縮小、サービスの低下につな

がらないかといったご指摘についてでありますが、デジタル変革（ＤＸ、デジタルトラ

ンスフォーメーション）の目指すところは、新たな技術と人が行うこととの役割分担が

あると考えております。 

  日本全体において、少子高齢化による労働力人口の減少が避けられない中、システム

や機械が担ったほうが早い、効率的と思われる単純作業を仕分ける。その結果、職員は

人と人が接するサービスに時間をつくることができるようになり、より創造性が求めら

れる業務、より付加価値が高められる業務に注力することができるようになると考えて

おります。 

  各種サービスの手続等がデジタル化されると、経済的事情により利用できない人が出

てくるのではとのご指摘ですが、デジタル端末をお持ちでない方には、これまでと同様

に役場窓口で職員による対応を継続し、入力したデータ等の利活用がなされるものと考

えております。 

  また、本町では、高齢者等へのタブレットの貸与を進めており、貸与に当たっては、

高齢者にも分かりやすい画面表示の作成や職員によるきめ細かな操作説明を行っており、

本町が掲げる「誰一人取り残さないデジタル化の推進」を引き続き進めてまいります。 

  ２点目のさらに一層町民に寄り添った住民サービスの提供についてであります。 

  各課における窓口業務につきましては、議員ご指摘のとおり、町行政と町民との大切

な接点であります。従来どおり、窓口において対面し直接お話しをする中で様々な相談

を受けることは、適切な住民サービスを提供する上でも重要な手段と考えております。 

  例えば町民課の総合窓口におきましては、ワンストップで用件が済むように関係課と

連携を密にした対応を心がけており、一緒に問題解決ができるよう親身に話を聞き、町

民に寄り添った住民サービスの提供に努めているところです。また、窓口だけではなく、

保健師やケアマネジャー、民生委員・児童委員等が町民の下へ赴く場面も多数あります
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が、その際に受けた相談等を基に、関係課との連携による必要な支援を行っております。 

  一方、本議会において事業費の補正予算を提案させていただく多職種連携情報共有シ

ステム運用事業は、医療・介護の現場でのＩＣＴを活用した情報共有システムでありま

す。在宅で療養する高齢者の下へ医療・介護職のスタッフが訪問する際に測定する脈拍

や、血圧等のバイタルデータや日常の観察、療養状況を、かかりつけ医をはじめ、ケア

マネジャー、介護職、看護師、薬剤師等の多職種間でリアルタイムで共有・連携するこ

とにより、在宅において医療と介護を必要とする高齢者への適切なケアが可能となりま

す。 

  ほかにもＩＣＴを活用した事例といたしましては、地域包括ケアセンターが支援する

要支援認定者のタブレットによるビデオ通話の取組があります。これまで職員が定期的

に訪問と電話で行うモニタリングのうち、電話をビデオ通話に切り替え健康チェック等

を行うことにより、画面を通じて利用者の姿と自宅の様子が分かり、電話より多くの情

報を得られております。 

  今後も、このような様々な手法を活用するとともに、関係課や関係機関との連携を密

にし、積極的なサービスの提供を進めることが大切であると認識しております。 

  ３点目の豊かなコミュニティーを町民のアイデアなどで築いていくことについてであ

ります。 

  町民の皆様が生き生きと豊かに暮らせる元気なまちづくりには、地域コミュニティー

が大変重要であると認識しており、本町では、町内会をはじめ、老人会、少年会、サー

クル、地域づくり団体など様々な団体が活動を行っております。 

  現在策定中の総合計画に伴うまちづくりアンケート結果においては、各団体が会員減

少及び高齢化、役員の担い手不足などの課題を抱えつつ、このコロナ禍の影響により活

動が十分になされていないとも承知しているところであります。住民同士のつながりが

希薄になるとコミュニティー機能が弱まり、地域防災機能の低下、地域での子育て機能

の低下、地域文化の衰退など、様々な問題につながると認識しております。 

  このような中、昨年は、生涯活躍のまちかみしほろへの委託事業において、住民コミ

ュニティーの醸成を目的とした「まちまるごとチャレンジ」事業として、町民から公募

した企画を応援する取組を行いました。動画配信による「おうちで夏祭り」イベントな

ど２件の実績でありますが、まさに町民のアイデアと自発的な活動が行われている事例

であります。今年度も、まちづくり会社において、住民コミュニティーの醸成を目的と

した事業を引き続き展開しているところであります。 

  また、町では、まちづくり活動支援事業において、自らの企画かつ少人数での活動に
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対しての支援事業も創設しているところであります。ぜひこれら事業を活用していただ

きたいことと、新しいサークルの芽も出てきていることから、行政としては、町民が自

発的な活動をできる環境をこれからも整えていきたいと考えております。 

  次に、2030アジェンダの精神に基づいたＳＤＧｓの取組をについてであります。 

  １点目の2030アジェンダの捉え方についてであります。 

  2030アジェンダは、世界の貧困を撲滅し、持続可能な未来を追求するもので、2030年

までに達成すべき17の目標と、グローバルなパートナーシップを含めた実施手段、フォ

ローアップとレビューのための枠組みから構成されております。 

  前文の冒頭に、「このアジェンダは、人間、地球及び繁栄のための行動計画である。」

と記載されており、人間、地球、繁栄をキーワードに、広範囲に及ぶ貧困や環境の悪化

と気候変動がもたらす危機の問題まで、世界が直面している課題に対し、誰一人取り残

さず、全ての主体が取り組むものであると承知しております。 

  本町においても、こうした考えに基づき、経済・社会・環境の三側面における持続可

能な開発を調和させながら、目標達成に向け各種取組を進めていくことと考えておりま

す。 

  ２点目の日本の柱、課題の捉え方についてであります。 

  日本の重点事項につきましては、昨年12月に策定された「ＳＤＧｓアクションプラン

2021」では、感染症対策と次なる危機への備えやビジネスとイノベーションを通じた成

長戦略、ＳＤＧｓを原動力とした地方創生、経済と環境の好循環の創出、一人一人の可

能性の発揮と絆の強化を通じた行動の加速を重点的に取り組んでいくものと承知してお

ります。 

  優先課題といたしましては、「あらゆる人々が活躍する社会・ジェンダー平等の実

現」、「健康・長寿の達成」、「生物多様性、森林、海洋等の環境保全」など８つの項

目が挙げられており、日本が抱える課題が網羅され、各課題に対する具体的な取組につ

いても示されているものと認識しております。 

  ３点目の上士幌町の取組についてであります。 

  これまでのまちづくりでは、農山村という地域特性から食料自給率の向上や環境保全、

循環型社会を目指し、家畜ふん尿のリサイクルによる再生可能エネルギーの地産地消を

進めてきたほか、イノベーションに対する支援、子育て教育に対する投資、さらに、住

民が生涯にわたって生き生きと活躍する取組などを行ってまいりました。その結果とい

たしまして、65年ぶりに人口が増加に転じたことにもつながっているものと認識してお

ります。 
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  今後につきましても、現在策定中の総合計画や総合戦略の中心テーマと整合性を図り

ながらＳＤＧｓの取組を深化させ、「まちの価値」を高めていくこととします。また、

経済・社会・環境をつなぐ統合的取組によりＳＤＧｓの見える化と実効性を高め、町民

と一体となって目標に向かっていける環境づくりにも着手するなど、持続可能なまちの

実現に向け取組を進めてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 幅広く質問したいと思っているんですが、答弁等に時間がかか

りましたので、手短にまとめて質問したいと思います。 

  最初に、町民づくりの関係の１点目の質問からなんですが、実際に９月１日にデジタ

ル庁が発足いたしまして、各種新聞報道にもどのようになるかということについて出ま

した。そうしますと、多分、これから首相が中心となるデジタル庁、その下に600人の

いろんな職員がいるらしいんですが、民間の方が200人と。そういう中で、かなりいろ

んなことが、省令なり法律なりがどんどん下りてくるんではないかと、その点について

大変危惧いたします。 

  それで、３点まとめて質問いたします。 

  そのことにより、国が首相中心に、デジタル庁が中心になっていろんな情報を一つに

したいというのがあると思うんです。例えばマイナンバーカードを普及しながら、今、

国民健康保険証も一応マイナンバーにつながってはいるんですが、そんなふうに情報を

一元化するほうにいくんではないかと。その一元化された情報を、もちろんここに企業

の民間の方も入っていますので、きちんと守ることができるんだろうかと。今は町独自

で、町の情報も保護条例の中で厳しくありますが、担当課が違っても厳しく、本人の了

解を得ながら情報を流したりしますが、そのことが国のほうで全部情報を一括されたと

きに、きちんと情報が守られるんだろうかということがまず一つ心配されます。 

  その次に、サービスの問題、多分、町長もいろいろ情報を得ていると思うんですが、

いろんなことを統一化したい、標準化したいと。いろんなレセプト、統一するためのが

ありますね。そういうことを統一化したいときに、各町村の様々なサービスそのものが

統一化の方向に誘導されてしまうんではないかと。例えばの例で、うちの町は医療費が

18歳までずっと無料なんですが、そういうことを含めて、いろんな情報をするときにそ

ういう町独自のサービスがないがしろになって統一化されていくと、町独自の住民サー

ビスがしづらくなるんではないかと、一般的にいろんな新聞報道を見ますとそういうふ

うに危惧されています。 
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  それから、３点目の問題は、これはもう既に町もいろいろなところで書いていますが、

窓口業務が要するにＡＩ化ですか、人を介さないで書類なりしていくと、窓口業務を担

当する人が少なくていいと。そうなると、これは総合計画の中で書いてあるんですが、

ＩＣＴの活用に庁内の各種手続がデジタル化されて、そのことにより削減を図り、削減

というのは予算の削減か人か分かりませんが、効率的な行政運営が求められているとし

て、窓口に対する人の削減とかにつながっていくんではないのかなという。 

今、私３つ指摘したんですが、ほかにもいろいろあると思いますが、その３点につい

て、まずそういう心配はないと、町独自できちんとやっていけるんだということであれ

ば、国は国で進めるとしても、それもあまりいいと思いませんが、町独自の考えについ

て質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず、情報の一元化によってセキュリティーの問題ですね。これは、や

っぱりまだまだ皆さんが心配しているところだろうと、そんなふうに思っております。

サイバー攻撃だとか、もう頻繁に今でもいろんな企業に対して起きているという、そう

いった状況を見ますと、100％安全だというのはなかなか言い切れないのではないだろ

うかなと、そんなふうに思いますが、ただ、そういった中でも、二重三重のチェックに

よってセキュリティーをしっかりと守るというような仕組みをつくるというのは、これ

はもうこのデジタル化を進める上でまずは大事な基本的な作業だと、そんなふうに思っ

ています。 

  それはプロの集団にしかできない、私どもとしてどうこうとできるものではありませ

んけれども、いろんな立場から見て安心だと思ってもらえるような、そういったセキュ

リティーの対策をしっかり講じてもらいたいなと、こんなふうに思っております。 

  いずれにしても、デジタル化の流れというのは、これは止められない大きな流れだと、

そんなふうに思っておりますので、そこでの課題についてどう一つ一つ克服していくか

というのが、もう一つ今求められているところと、そんなふうに思っております。 

  それから、町独自の事業についても、情報の一元化によって全て国の把握なり、いろ

んなところに出ていくのではないだろうかなと、そう思っていますけれども、その辺に

ついてはよく分からないところもありますけれども、一つには、行政のデジタル化、言

ってみれば情報の一元化という意味では、どこの町でも行っている事業ですね。国保だ

とか介護だとか住民の基本台帳の関係だとか、こういったことについてはシステムの統

一化を図るということだろうというふうに考えております。 

  これについて、町がそこに参加しないとか、そういったことには多分ならないだろう
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というふうに思います。町だけがその情報から、ＳＤＧｓは一人も取り残さないという

精神はありますけれども、逆に町だけが取り残されるというようなことがあってはなら

ないだろうと、そんなふうに思っております。 

  そういった意味で、今ばらばらになっている行政システムですね。民間それぞれが出

しているのを自治体がそれぞれの選択によって、保険関係にしても介護関係にしてもい

ろんなところでやっていますけれども、これを一元化するということ、国が方針として

言ったとすれば、その流れに町としても参加するということになっていくだろうと思い

ます。 

  ただ、町の独自のＩＣＴですね、これはこれとして、今申し上げたように、例えばタ

ブレットを使ってお年寄りとの面談の情報だとか、あるいは既にそういった関係で動い

ておりますけれども、そういった類いのことについては、これは町独自の中で完結する

ことでないだろうかなと、こんなふうに認識しているところであります。 

  その辺のまだ様々な問題点があるのかどうか分かりませんけれども、私としては、独

自のものについては独自で情報は管理するということ、それから、一つの事業に同じよ

うに参加するようなところがあるとすれば、そこが共有するということになってくるか

と思います。この中にも触れていますけれども、介護関係だとか医療関係だとか、それ

ぞれの団体や行政が情報を共有するということであれば、そういったところに情報の一

元化を図っていくという意味での共有化というのは必要になってくるのかなと、そんな

ふうに考えております。 

  それから、効率化の問題であります。これはもう基本的には、行政のサービスにおい

ては効率化をするというのが、住民に対するあるいは財政の費用対効果も含めて、それ

は原理原則であります。ただ、効率化とそれからサービスの低下ということをごっちゃ

にしちゃまずいだろうというふうに思っておりますので、効率化を図るということ、す

なわち、それが行政サービスの低下につながらないというのが前提だというふうに考え

ております。 

  日本の人口、承知のとおり人口減少が進んでいくというのは、もうこれは避けられな

いと。労働人口も減ってきたといったときに、今までと変わらないサービスを受けるた

めには、今までの人口減少の中だけでそれを解決できるところは難しくなってくる。そ

こをこういったＩＣＴに、機械でできることがあるとすればそこを委ねて、人間が本来、

人と人とが関わり合っていくことによって行政サービスが可能になるというようなこと

は、それはなくなるものではないだろうと、そんなふうに思っておりますから、人のや

るべきこととそれから機械がやることとを分別しながら、住民のサービスに対してさら
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に向上を図っていくということが必要になってくるというふうに考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 後半は町長が言うとおりだなと思っています。既に各担当課が

全部統一してデジタルのいろんな情報を整理するということはもう動いていますので、

その点で否定するものじゃありませんし、その効率化できたことにより人が関わらなく

てもできることがあれば、その分、さっき答弁にもありましたように、いろんな内容に

ついて職員自身がもっと深く関わったり、政策的にもできるようにいくという方向では

全然異論はありません。 

  そのときに、先ほど言った町独自のタブレットの問題、いろんなサービスをデジタル

を通じて、ＩＣＴを通じてやることについては全然構わないんですが、そのことが国か

ら押しつけられてくることについて、私は、町独自で考えて、ぜひ最大限、町独自でし

てほしいと。 

  例えば深谷市が窓口業務の実証実験をやったというのは、これは総務省の中で実証実

験をやった結果、要するに窓口業務をデジタル化していくと、人がいなくてもいいから

どんどん次へ次へ行って、結果的には紙媒体じゃなくて、人を介さないで、そういうふ

うに実証実験をやった結果こうなったと。これがいいのか悪いのか分かりませんが、多

分、そういうことも想定されてくるんではないかと。窓口業務に行って、はい、次、は

い、次と行けば、そこに全く人がいないわけではないと思うんですが、人を介しても

次々行って、結果的には、関わらなくてもいろんな手続ができるというふうになってい

くのかなということが大変危惧されます。 

  その点については、私は、町独自できちんとサービスが低下しないということを基本

に置いて進めてほしいなと思っています。それ、先ほど言ったとおりでいいなら確認し

てほしいなと思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 そのとおりだというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 山本議員、１件目の質問、まだありますか。 

  １件目はこれで終わりですか。 

○２番（山本和子議員） まだあります。 

○議長（杉山幸昭議長） １件目、まだありますか。 

○２番（山本和子議員） はい。 

○議長（杉山幸昭議長） じゃ、続けて。 

○２番（山本和子議員） そういうことを９月１日付で出されたら次々といろんな問題が
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下りてくるんではないかと。そのときに私どももきっと対応していかなきゃいけないの

で、一つ一つ確認しながら様子を見ていきたいと思うんですが。 

  あと、じゃ町がどうするかということについてなんですけれども、上士幌町は、例え

ば何かの申請に行ったら保健福祉課、町民課を含めて、この間も相談に行ったら建設課

も含めてきちんと連絡を取り合って、この人をどうしたら救えるんだろうかという、本

来なら駄目と言ったら変ですが、ちょっと規格外だけれども、ちょっと違うけれども何

とかしましょうというふうに、結果的に情報を交流して保健福祉課の職員が回ってくれ

て、社協まで行って連絡を取ってくれて、その方を何とか自立できるような方向で動い

てくれた例があります。 

  そういうふうにやっぱり人を介して、窓口に来た人、それから困っている人に対して

本人の許可を得ながら情報を交換しながら、きちんと一人一人に目配りする対応をして

ほしいなと思っています。それは今もそうですので、これからもそのようにしてほしい

なと思うので、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 ありがとうございます。同じように、そういった意見が私のところに寄

せられた事案がございました。いろんな役場にあるいは市役所に行きますけれども、そ

れぞれ自分が移動して担当部署のところに行くというのがほとんどだという中で、上士

幌町では、一つの席に座るとそこで様々な手続が済むと、初めて経験したと、もうすば

らしいというような評価をいただきました。非常に大切なことだと、そんなふうに思っ

ています。 

  特に最近、オリンピック・パラリンピックが終了して、多くの感動をいただきました

けれども、ＳＤＧｓもそうでありますけれども、多様性というのが大きなこれからの課

題の一つになってくるだろうと思います。健常者だけではなくて様々な人がいるという

ことでありますから、そういった人方に全てがデジタルで対応できるものではないとい

うふうに思いますので、数は少数であったにせよ、来て困らないように、そういった行

政サービスというのは引き続きしっかりとやっていく必要があるだろうと、そんなふう

に思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで休憩といたします。 

  再開は午後１時といたします。 

（午後 ０時００分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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（午後 １時００分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 大きな１問目の最後の質問、③の質問に関わる問題なんですが、

デジタル化等を進めて、いろんなことが便利になったりサービスを受けやすくなったり

する面もあると思うんですが、やはりコロナ時期ということもあり、今、大変苦慮して

いるところなんですが、いずれ、例えばもしかしたらコロナと共存しなきゃいけないか

もしれないと、それから、さらに別なことが起きるかもしれないというときに、やっぱ

りそういうことを見据えて、一人一人がきちんと大事にされる町をどうするのかという

のは、すごくこれからの課題になるかと思っています。 

  総合計画の懇談会も参加させてもらって、ちょっと少なくて、でもその方の発言でそ

うだなと。昔はお葬式もできたのに今はできないと。それから、私もこのデジタル化の

いろいろな情報についていくのがやっとなんですが、いろんなニュースを見ても、町の

ニュースを見ても横文字ばかりだと、とても分からなくてとかんかんに怒っている方も

いました。 

  それはそれとして、なかなか理解する言葉が結構多くて大変なんですが、そういう人

も含めて、どうやって一人一人を大事にするまちをつくっていくのかなと、やっぱり基

本的な大事な点だと思うんです。その点について質問いたします。いろんな支援事業は

いいんですが、地域をどうするかというのは、デジタル化だけじゃ解決できない問題が

あると思います。その点についてぜひ力を入れていくべきと思います。その点について

質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 コミュニティーをどうするかという話であると思います。 

  それでなくても、地域のコミュニティーでは従来から変化をしてきているというのは、

コロナ前であってもそういった流れというのは見えていたわけですね。冠婚葬祭そのも

のが、地域にあったものが、ほとんど地域の力を借りなくてできるということ、それか

ら、いろんな意味で豊かになってきているというのも、それも一つあるんだろうと思い

ます。困り事が少なくなってきたというようなこともあったりしているんでないだろう

かなと、そう思ったりもしていますが、いずれにしても、何かあったときの地域コミュ

ニティー等、支え合うということが、これは何といっても大事な地域に課せられたとい

いますか、地域に期待するところであります。 

  もう既に何回となくこの議論はさせていただいていると、そんなふうに思っています
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けれども、いずれにしても、もう従来のようなコミュニティー、冠婚葬祭を軸にしたコ

ミュニティーをもう一回復活させるというのは、そういったことをよりどころにして復

活させるというのは非常に難しくなってきたと。さらに、コロナがさらにそれに追い打

ちをかけているということです。お葬式なんかは、端的に玄関先でお参りをしてくると

いうこと、これがコロナがなくなったら元へ戻るのかといったときに、果たして戻るの

かなというふうに思っております。そういった意味では、お年寄りを抱える家族のほう

も準備をされていて、そして、葬祭場だとかそのようなところにお願いをするような流

れができてきたということであります。 

  そういったときに、何をよりどころにという意味では、これまた、まだ緒についたと

ころでありますけれども、何といっても生命・財産を守るという意味での防災、それか

ら防犯だとか、こういったことが変わらない、普遍的な、大きな絆をつなぐ一つの要素

ではないだろうかなと、こんなふうに考えております。こういったことがこれからも必

要になってくるだろうと、そんなふうに思います。 

  そして、地域の中にあっても全てが施設に入って満足しているということではなくて、

ぎりぎりまで頑張っている、そういった方もいらっしゃいますから、そういったところ

にはしっかりと心配のないような手だてを講じていくということは、これはこれとして

必要なことなんだろうなということです。これは、ある意味では一人一人を大切にする

ということでありますけれども、コミュニティーという意味ではなかなか難しくなって

きていると、そんなふうに考えております。 

  もう一つ、これからの新しい軸としては、それぞれの趣味だとか、地縁という枠組み

だけではなくて、そういう同好の志を持った人方の集まりの中におけるコミュニティー

だとか、それから、ＮＰＯなんかも、行政と地域をつなぐ重要な役割としての活動をさ

れているというようなこともございます。こういった事例は上士幌町の中でも芽生えて

きておりますし、ＮＰＯなんかについても大変優良な事例が出てきておりますから、こ

んなようなところの活動も、しっかり希薄になった部分を補完をしていくというような

ことで動き始めているということで、政策的にも様々な形での支援の仕方があるのでは

ないだろうかなと、こんなふうに考えております。 

  いずれにしても、人口が少なくなれば一人一人がよく見える地域社会ということであ

りますから、安心して暮らせるような、そういった地域づくりをしっかりと今後とも進

めていきたいと、そのように考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 私も含めてなんですが、町民全員が友達みたいなね、そういう
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感じで声をかけ合うと。この間も買物に行ったら、どうするの、載せてくかと言ったら、

荷物どっさり。私、腰が痛かったんですが、どっさり積んで、どうもありがとうという、

そういうお互いに顔を見せ合いながら、何かの時には力になってねという。本当に身近

なことなんですが、そういうことを含めてそれも一つのコミュニティーの大事なのかな

と、私知りませんじゃなくて。あと、いろんなサークルの支援があったり、また新しい

息吹が出ていまして、いろんな活動がどんどん出ていますので、それも活動にしながら、

ちょっと困っている人がいたら町民一人一人が、職員も含めて声かけ合って目配りしな

がらやっていくと、それがすごく大事なのかなと思って質問させてもらいました。 

  次、大きな２点目のアジェンダ2030の問題なんですが、根本的な問題というのは答弁

のとおりですので、世界的な地球の問題、それから温暖化も含めてなんですが、それも

含めて何とかしなきゃいけないと立ち上がってつくった問題です。ただ、そのことの捉

え方の方法が、やっぱり日本の国も町自体もそれぞれちょっと見解が違ってくるのかな

と思って質問させてもらいました。 

  全体的な確認については、多分、町長も私も同じですのでそれはいいんですが、国の

問題として、2020年のＳＤＧｓアクションプランと2021年のアクションプランを大まか

にまとめたものを私も見ているんですが、どうしても見えるのは、日本自体が持続可能

な国にいくためにどうしたらいいかと。そうすると、やっぱりデジタル化中心にいくべ

きと、そういう形でいくと。 

  それから、ちょっと気になるのは、防災、国土の強靱化といって、公共施設をきちん

とインフラを進めなきゃいけないという問題とか、あと、ちょっと思ったのは、何で東

京オリンピック・パラリンピックもこの部類に入るんだろうかと。そこまでいってアク

ションプランを国がつくって、それをよりどころにして、多分、町もつくっているんだ

と思うんです。 

  そうしたときに、どうしても気になるのは、国が持続可能な国づくりをすると。北海

道のアクションプランは見ていませんので、町は町として持続可能なまちづくりをする

ということがどうしてもメインになってしまっているんではないかと。じゃなくて、も

ともとの貧困をどうしようかとか、今で言えば毎年起こる、ここはないですが、洪水の

問題、それから温暖化の問題でＣＯ２の問題、そういう問題について、根本的なことを

どうするかということに焦点を当てたほうが私はいいんではないかと思う。その辺につ

いてどんなふうに捉えているか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今、国のアクションプログラムに合わせて町のＳＤＧｓの方針が出され
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るのではないだろうかと、そんなお話をされましたけれども、全くそれは意識したこと

はありません。結果的に町が全てのことと、国のアクションプログラムの８つの課題に

合致しているという、結果としてそうなっているということであります。 

  今、町がＳＤＧｓのアワードに申請した内容というのは、町の得意な分野を軸にして、

それをＳＤＧｓに合わせたらどことひもづくのかというようなことで、そのときに初め

て強くＳＤＧｓを意識したのであって、日頃の行政施策が結果的にＳＤＧｓのある意味

では目指すところに、相当のところが連動しているということであります。 

  同じように、日本のＳＤＧｓのアクションプログラムですね、１番目には、人々が活

躍している社会、一つは生涯活躍するということもそこに入ってくるだろうし、それか

ら、ジェンダー平等ということについては、なかなかそこまでは意識した政策というの

はつくっておりませんが、そういったことだとか、あるいは健康長寿でありますね。こ

れも、早くから健康寿命をどう伸ばすかというような施策を講じてきているところでも

あるし、それから、様々なイノベーションですね、技術革新をこの町から起こしていっ

て、新たなビジネスモデルをここから生み出していくんだというようこと、これらもそ

の中にはあります。 

  今お話があったように、貧困という問題は、この日本の中にも含まれてはいますけれ

ども、町としてそのことが全面的に表に出て、ＳＤＧｓの申請の中には入っていないの

は事実であります。一人も取り残さない、全ての国の人々が健康で人間らしいというこ

となんだろうと思いますけれども、そこにおける貧困というのは、極貧困層、１日1.2

ドルの生活、こういうレベルで生活している人をなくしようというのが、169のターゲ

ットの冒頭に出てくるものであります。 

  それは、うちの町にとっては、少なくともそういった貧困層は基本的には存在はしな

いというふうに思っております。残念ながら経済的に恵まれない方については、様々な

社会制度の下で人間らしい生活ができるような、そういったことは行政としてもしっか

り目配り、気配り、そしてそのような人がいないようにしてきているつもりでいますか

ら、あえてそのようなことはこの中では取り入れられていないということでございます。 

  ＣＯ２の問題についても、これはもう上士幌町、森林がこれだけ豊かであります。森

林の持つ資源が、5,000人の町民にとっては100年分のＣＯ２を吸収してくれると。これ

は地球環境に極めてすごい役割を果たしてくれているということでありますし、再生可

能エネルギーのバイオマス、ガスの発電についても、エネルギーに対する課題解決や、

あるいはＣＯ２の排出等に大きく寄与しているということで、こういう町の取組そのも

のが、出して、その結果として評価されているということでありますから、これからも
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こういうところを軸にしながら、なおＳＤＧｓの中で取り上げられたようなところはや

っていく必要があるだろうと思います。 

  もう一つは、このＳＤＧｓは行政だけで取り組むものではないということであります。

貧困の問題でありますけれども、中学生が発展途上国に自分たちの着た小さくて着られ

なくなった古着だとか、あるいは運動靴だとか、こういったことを発展途上国のほうに

送られていると。これも町民としてＳＤＧｓの貧困に対する取組のすばらしい事例だと、

そんなふうに思いますし、それから、間接的でありますけれども、昨年、ＪＩＣＡの

方々がコロナ禍で目的地に出ていくことができなかったと。この町でＪＩＣＡの方々を

受け入れて、独自の訓練をこの町でしていただきました。これも、貧困国あるいは発展

途上国に行って技術指導等々をする彼らがこの町から巣立っていったということが、町

としても貧困に対する取組をしているということでありますから、行政だけを取ってＳ

ＤＧｓとこの貧困は、しないでおくということではなくて、そもそもこれからは町民全

体で取り組むべきこと、お年寄りも含めていろんなことをやっているというふうに思い

ますから、そういったことを明らかにしながら、誇りと自信を持ってＳＤＧｓの参加一

員として頑張ってもらいたいなと。 

  これはこの後になりますけれども、そういう思いで17の目標を一つ一つ達成できれば

いいなと、そんなふうに思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 世界全体の2030の問題をどういうふうに捉えるかというのはな

かなか難しいのかなと思って、私は、町のこの間の取組を、ずっと出された資料を全部、

何回も目を通しても、どうしても上士幌町が持続可能なまちづくり、それはそれとして

いいんですが、そのことになっているような気がして、違うんではないかという思いで

います。 

  例えば、一番最初に気づいたのが、５月十何日付の、令和３年のときの、このときに

も委員会で質問させてもらいました。ＳＤＧｓを取り入れることによって期待される効

果があるから取り組むんではないんではないかということで質問させてもらいました。

ブランド化を向上させ、関係人口を増やすとか、それ違うんではないかということを一

番最初に指摘したのはその問題です。 

  それから、時間もあれですが、例えば広報で７月号、８月号と、８月号、９月号かな、

その中でよく見たら、これＳＤＧｓのマーク、ほとんどついていることが、私のサーク

ルにまでついていたので、えっと思って、１から17までほとんどのところについていま

した。それは行く行くはつながるかもしれないけれども、そうじゃなくて中身だと思う
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んです。活動の中身がＳＤＧｓにつながっているかどうかの問題であって、いろんな活

動を全部ＳＤＧｓにつながっていますよと言われても、違うんではないかなと思って、

私は違和感を持ちました。 

  例えばの話、自衛隊募集、えっ、何でこれがＳＤＧｓなんだろうと思ったときに、11

番なので、住み続けられるまちづくりといえば、自衛隊の災害救助は確かにそうなんで

すが、でも、自衛隊の活動だっていろいろあるときに、自衛隊募集自体がＳＤＧｓと言

えるかどうかというのはまた別問題で、災害救助はもちろんそうですし、中身だと思う

んです。全てのところにマークをつけていくと、全てがＳＤＧｓだと言われてもちょっ

と違うんではないのかなという思いがいたしました。 

  その点について、さっき、うちの町は世界には目的になるような貧困層はいないとい

うけれども、例えばの話、なかなか学校に行けなかったりする子、あと就学援助の問題

も、今、生保の1.3だけれども、その問題、あと障害を持った方も、もちろんデイサー

ビスに行っているんですが、その方々がこれからどうするのかと、程度の差はあっても

貧困はあると思うんです。そのときに、その方々を本当に一人残さず救える方法を取る

のも一つの方法だと思うんです。世界みたいに食べることも大変だからどうのこうのと

いう貧困ではないんですが、そういうこともありますので、例えば一人も残さないとい

うんであれば、タブレットを持って、ああだ、こうだじゃなくて、さっきも質問しまし

た買物に行きたくても行けない方もいたりするときに、どんなふうに助けられるんだろ

うかと、そこに焦点を当てても、一人も残さない政策というのは出てくると思うんです

が、それら全ての活動にわたって、これもこれもと17の項目に全部つけてＳＤＧｓだと

いうんではないんではないかと。 

  やっぱり中身の問題として、その人、一人一人を大事にする取組について、教育もそ

うなんですが、今度、教育は決算で質問しようと思っているんですが、そういうことに

ついて取り組む中身をきちんと確認しながら取り組んでほしいなと思っています。 

  未来ビジョンも見させてもらったんですが、そのときにも何点か質問したんですが、

スマートタウンをつくってどうのこうのと、全部ＩＣ化して、全部、基盤整備したら未

来社会に行くんだというのは、それは国の方針であって、そうじゃなくて、ＩＣ化して

も、全てそこで一元管理されても、そこに行けない人、それに関わらない、またまた違

った貧困もあるんではないか、そこに目が行かないと何となく形だけのＳＤＧｓになっ

てしまうんではないのかなという思いで質問させてもらっています。その辺について答

弁をお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 
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○竹中 貢町長 いろいろ項目がついているものが適切なのかどうかという、このお話が

一つあったと思いますけれども、これは熟度もあると思います。これについては、すば

らしいという内外からの客観的な評価だとか含めてあるのはあるだろうし、でもそれは

一つのテーマ、項目、これはこのところに該当するんだと。これから、頑張り度だとか

そのようなことでの啓発という視点もあるんだろうと思います。 

  それから、そのものに対するそれぞれの視点によって、それが結びつくか、いやいや、

そうではないなというのはあるだろうと思います。今お話しされた自衛隊なんかについ

ても、それは人によっては極めて大事な、国をつくるというような役割を担っていると

いうふうに感じている方もいるだろうと思いますし、議員については、何となくそれは

違和感があるなというようなこともあるだろうと思いますけれども、そのように一人一

人によって視点が違うところは、これは否定できないと思いますが、いずれにしても、

いろんなところで結びついているということをお互いに確認しながら、その中で自分た

ちが何をすべきか、あるはそれをどんなふうにして育てていくべきか、こういったこと

をそれぞれの視点で考えてくれればいいのではないだろうかなと、こんなふうにも思っ

たりしています。 

  また、貧困の問題でありますが、国際的な視点でのＳＤＧｓの数量的な面でいうと、

先ほど言った1.2が極貧困層というような取扱いだということであります。お話があっ

たように、なかなか食事にもありつけないというような子供、こういった意味での格差

というのが国内にもあるというのも、これは事実でございますから、国内あるいは町内

の問題としても、そういったことがあるとすれば、そういったことに対しては十分気配

りをしながら一緒に解決していくという、これはとても大切なことだろうと、そんなふ

うに思いますので、議員おっしゃるとおりであるというふうに考えております。 

  今、動き始めたばかりでありますので、あれもこれも全て完璧な状況ではないという

ふうには思います。ただ、先に答えがあるからということではなくて、常に町民、いわ

ゆるまちづくりの延長上がＳＤＧｓのモデルにかなっていくということでなければ、先

ほどお話がありましたように、関係人口も生まれるわけでないというふうに思っており

ます。何もなくして、この町に来てもらいたいだとか、あるいは新たな企業だとか、そ

う簡単にいくものではないと。この町そのものに魅力があって町民が豊かに暮らしてい

るという、そういう前提が大事だということを考えておりますので、それはすなわち、

今、私どもがやっている特色ある事業を中心にしながら進めて、それが結果的にＳＤＧ

ｓにつながっていって、よその人方も関心を持って、この町で仕事なり、あるいは住ん

でもらったり、あるいは関係人口になっていくというようなことが結果的に望まれると
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いうことの形なんだろうなと、そんなふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 最後になりますが、私はいつも基本的には、例えば温暖化にな

ると、昨日、今日は寒いという情報もあるんですが、やっぱり地球がなくなるかもしれ

ない。なくなるまでとは変ですが、ＣＯ２を抑えなければいけないという問題があると

きに、例えばその問題一つとっても物すごく大変な問題で、地球があってこそ日本があ

り、日本があって町があるというとこの視点をきちっと抑えながら、例えばバイオマス

の問題はすごく、再生エネルギーは大事な問題で、そういうふうに基本をそこに抑えな

がら取り組んだらいいんではないかというふうに私は思います。 

  極端な話、例えばエコキャップを集めたらどうのこうのと。エコキャップ、ペットボ

トル自体、やっぱり削減したほうがいいと私は思ったりしますし、いろんなこと、これ

を集めたら再利用でいいんだよと。もともとの根本は、やっぱりプラスチックはなくそ

うとか、例えばごみの処理場の問題も、何回言ってもなかなからちが明かないんですが、

あそこで十勝中のものを燃やすということはＳＤＧｓとしたらどうなんだろうかと思っ

たりもするんですよ。だけど、進んでいくときに、もしかしたら世界が言う2030と違う

ことも動いているんじゃないかと。それもＳＤＧｓだと言われたら、私は、違うんじゃ

ないかと首をかしげながらいかないといけないのかなと思って、やっぱり基本は世界的

な、地球を残そうということに視点を当てながら進めるべきだと思っていますが、その

点について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 ＳＤＧｓを進める上での重要なポイントというのが、三側面と言われて

いまして、地球イコール環境をベースにしながら、人間、社会性、そして繁栄、経済と、

この３つの側面が連携をしていって、そして持続可能な社会をつくっていくというふう

に考えております。 

  したがって、今お話があったように、地球があって初めて自分たちの生活なり、なり

わいがあるということで、それは社会的な意味を持つんだということであります。この

環境の問題というのは、しばらく前までは何となくお金がかかって大変なんだという、

そういった社会的な風潮がありましたけれども、いや、そうではなくて、環境そのもの

が社会的に極めて大きな意味を持ち、そして、それは経済的なつながりを持っていくん

だというふうに変わりつつあると。これは非常に大きな変化だというふうに思いますし、

そういった資源があるのが上士幌町だというふうに考えておりますから、言ってみれば、

そういう優れた地域資源を活用しながらまちづくりを進めていくことが、結果的にＳＤ
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Ｇｓを推進していく、そんなようなことになっていくのではないだろうかなと、こんな

ふうにまとめさせていただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、２番、山本和子議員の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩します。 

（午後 １時２７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２８分） 

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

◇ 中 村 哲 郎 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） では、一般質問をさせていただきます。 

  私は、爆発的な新型コロナウイルスの感染に対する対策についてということで質問さ

せていただきます。 

  今や新型コロナウイルスの感染は爆発的に広がり、国内新規感染者数は、８月21日時

点で２万5,000人超、東京は5,000人超、北海道も500人超、ここ十勝においても１桁か

ら２桁へと徐々に、そして着実に広がりつつあります。もはや医療体制は逼迫しており、

救える命も救えない状況すら発生してきています。残念ながら、これが新型コロナウイ

ルスの感染が始まって約２年が経過している日本の状況です。 

  これは、危機管理体制の甘さ、つまりデータをベースとした考え方の欠如、最悪の状

況に対する想像力の欠如が一因であると言えると思います。もし最悪のシナリオが描け

ていたのなら、ＰＣＲ検査の拡大、医療体制の整備・強化、ワクチンの早い段階での確

保や国内製造の準備、ロックダウンの法案の検討、ワクチンパスポートや検査証明の運

用の検討などは行われていたと思います。これは、国の話と思っているかもしれません

が、町においても、その規模に応じて最悪のシナリオとそれに対する対策を考えておく

必要があると考えます。 

  そこで町長に質問いたします。 

  町民の命を守るといった観点で、最悪の感染シナリオを想定した上で新たな対策を検

討されていますでしょうか。もし検討されていたらお聞かせいただきたいと思います。

具体的には、最悪シナリオの例として、町内で２桁の感染者やクラスターが発生した場

合、この想定では帯広で３桁、近隣町村でも２桁の感染者数、この場合に、以下の点に

ついて検討内容をお聞かせください。 



－45－ 

  １、自宅療養も含め、医療体制をどのように構築するか。 

  ２、人の流れをどのように制御するか。 

  ３、町内観光施設をどのように運用するのか。 

  ４、町としての新たな経済対策はどのように行うのか。 

  ５、その他の項目があれば教えていただきたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 爆発的な新型コロナウイルス感染に対する対策について、中村議員のご

質問にお答えします。 

  新型コロナウイルスにおいては、感染力の強いデルタ株の出現により、８月28日時点

における新規感染者は全国で２万2,751人、北海道においても457人と、爆発的な感染状

況にあります。この傾向は十勝管内においても顕著で、８月28日時点の新規感染者数は

31人で、直近の統計を見ますと連日２桁の感染者が確認されるなど、本町においても、

どのように感染拡大を食い止め、町民の命を守る対策を実施するかが課題と考えており

ます。 

  １点目の自宅療養も含め、医療体制をどのように構築するかについてでありますが、

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、帯広保健所が感染

症発生時の感染者及び濃厚接触者の移送や入退院等の対応、感染者の自宅や職場等への

消毒指導を行っており、町は求めに応じて対応することとしております。また、医療体

制につきましても、国や道で体制整備することとなっております。 

  現在、本町のワクチン接種は、十分な発症予防効果が得られる２回目の接種率が、対

象人口当たり64％（８月28日現在）と順調に進んでおりますが、未接種者を中心に感染

者の拡大が最悪のシナリオとして発生した場合、十勝のコロナ病床や軽症患者を受け入

れる宿泊療養施設の調整がつかず、自宅療養を余儀なくされる患者が生じることが想定

されます。その際には、新型コロナウイルス感染拡大防止の一時滞在住宅等支援実施要

綱に基づき、自宅で療養できない場合には、町が準備した一時滞在住宅の提供を行うと

ともに、生活支援として、家族の支援が受けられない方に対する食事や買物支援を行っ

てまいります。さらに、保健所の行う健康状態の確認を補完するパルスオキシメーター

の貸与や、町独自の健康確認等の対応も、状況に応じ必要になるものと考えております。 

  ２点目の人の流れをどのように制御するかについてでありますが、町内での蔓延を防

止する観点から、公共施設の閉鎖や経済活動の自粛などを要請し、人的交流の抑制を行

う必要があると認識しております。 
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  ３点目の町内観光施設をどのように運用するかについてであります。現状の緊急事態

宣言下におきましては、道の駅とナイタイテラスでは、消毒、除菌、席数を半分以上に

減らすことや、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの注意喚起を行うとともに、イ

ベントにつきましては中止しております。航空公園キャンプ場及びぬかびら野営場につ

きましても閉鎖をし、自然館及び文化ホールも閉館しております。また、町が財政的に

支援を行っている宿泊施設のおもてなしキャンペーンにつきましては、期間中、中止の

取扱いとなっております。 

  今後におきましても、本町の感染者の大幅な増加や近隣市町村の感染状況が悪化した

場合につきましては、公共観光施設はさらなる施設の利用制限、ナイタイテラスの休業、

道の駅は、24時間トイレの利用や防災・道路情報の提供などの最低限の機能を残し休業

要請をするなど、できる限りの人流抑制対策が必要であると考えております。 

  また、民間の観光関連事業所におきましては、現在でも細心の注意を払い励行してい

る感染症対策のさらなる強化をお願いするとともに、利用者等に対しても、十分な感染

症対策をお願いすることが重要と考えております。 

  ４点目の町としての新たな経済対策はどのように行うのかについてでありますが、現

状におきましては、国や道の支援事業のほか町独自の支援策といたしまして、飲食店プ

レミアム付スタンプラリー事業やプレミアム商品券事業、飲食業者への支援金事業、宿

泊事業者へのおもてなしキャンペーン事業を行っております。観光や飲食業など苦境に

立つ業界に焦点を合わせ、国や道の経済対策を注視しながら、その利活用の周知や支援

を行うとともに、商工会と連携の下、現在行っている支援の実施状況を確認しながら、

必要があれば追加の経済対策を検討してまいりたいと考えております。 

  ５点目のその他の検討項目でありますが、さきに述べましたとおり、本町で接種が進

んでいるファイザー社製のワクチンは、発症を予防する高い効果があり、発症予防効果

は95％とされております。また、感染者の傾向を見ますと、ワクチン接種が進んでいな

い人口の多い都市部の40代以下の若年層の発生が顕著となっていることから、ワクチン

接種が感染拡大に対する有効な対策であると考えられます。 

  このことから、町内での感染拡大を防ぐための最優先の対策といたしましては町民の

接種率を上げることで、特に若年層への勧奨を進めており、順調に接種が進んでいる状

況であります。また、引き続き３つの密、感染リスクが高まる５つの場面の回避や人と

人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指消毒をはじめとした基本的な感染

防止対策の徹底も重要であることから、今後も、感染拡大防止のために継続して町民の

方々に協力を求めてまいりたいと考えております。 
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○議長（杉山幸昭議長） 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。 

  私は、この答弁を読んで、今現状の対応のことが結構書かれているので、最悪のシナ

リオということについては、触れてあるところもあるんですが、ちょっと残念な部分も

あるかなと思いました。 

  最悪のシナリオというのは、こういう状況は時々刻々変化する中で常に考えておかな

いといけないというふうに思います。今の最悪なシナリオがどうなっているのかという

ところなんですけれども、今、皆さんご存じのとおりピークアウトして、ピークは過ぎ

て感染者数も下がってきているように一応見えますが、世の中的には医療も逼迫してい

て、まだまだという意見がほとんどだと思います。 

  そんな中で、最悪のシナリオというのを今になってどのようにお考えかというのをも

う一度改めてお聞きしたいんですが。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 最悪のシナリオ、最大値として、北海道からだとか想定はされて、ご質

問にあるとおり、２桁の感染が出てくる可能性があるということであります。現状は、

そのようなことのないように予防対策等々、ワクチンやその他を含めて対策を取ってい

くという必要があるかと思います。 

  もしそういった状況になったときは、多分、自治体だけでの対応というのは難しいだ

ろうと、そんなふうに思います。今までの事例があるように、クラスターが発生して、

そういった場合には、自衛隊への要請だとかそういったことも当然出てくる話なので、

それはもうシミュレーションの中に想定されることだと、そんなふうに考えております。 

  今、町としてすべきことについては、とにかく多くの人方にワクチンを打っていただ

いて、感染の予防、極めて効果的であるというような指摘があるわけでありますので、

そのようなことをいろんな形でお願いをしているということであります。 

  例えば、中には希望されないという方もいらっしゃいますので、それは強制できませ

んけれども、無駄なくワクチンを打っていただくために、急遽、ワクチンがその日に打

てなくなっただとか、あるいは事情があって打たないだとかといった場合に、余るとい

うことも出てくるわけであります。こういったことも、全ての方々に打ってもらうよう

に、今、ＩＣＴの関係のインフォカナルで逐一、今日のワクチンの空き状況、１人分空

いていますよ、４人分空いていますよと、このような情報を周知しながら、一人でも多

くの人方に参加してもらいたい。 

  あるいは、町内だけではなくて職場の接種ですね。これも町民だけでなくて、帯広か
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ら通っている上士幌に来ている人方、こういった方たちも接種の要請をしている。ある

いは、ここに住民票はないけれども介護のために親元に来ている方だとか、このような

ことで、住民ではないけれども、この町で今、一時期過ごしていると、そういった方々

にも広くワクチンの接種を呼びかけているということで、今、町としては、若年層が増

えているということでありますので、その辺の啓発活動だとか含めて徹底して、力をそ

こに注がせていただいているということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 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。 

  今おっしゃられた若年層への推進というのはぜひともお願いしたいんですが、この後、

ちょっと私もそれについて触れたいと思っているんですけれども、まず初めに、最悪な

シナリオで私は取りあえず３つ考えています。 

  一つは、今、町長が言われたように２桁という、ここでは２桁ですが、東京とか大都

市圏ではかなりの数が出ておりますが、そういった極端に感染者が多くなるというシナ

リオです。 

  この場合、十勝のコロナ病床というのは、ネットのあれでは120ぐらいと書かれてい

たんですけれども、あと宿泊所は190ぐらい、合わせて310ぐらいあるんですけれども、

多分、それが満床とはいかないまでも、なかなかそこに入れないような状況も想定して、

それに入れなかった人が、先ほどお話がありましたが一時滞在住宅、でも２桁になると

それも満杯になって、結局は自宅療養者が増えて、あと保健所が実質機能しなくなる。

連絡は取れるかもしれませんが、東京であるように実質的に機能していない、濃厚接触

者を追えない、そういったような状況はあるかと思います。それで命を守れなくなるか

もしれないという状況があります。 

  それで、答弁にあった、自宅療養になった際の町独自の健康確認の対応というのはど

ういうものかというのをちょっと具体的にお聞かせ願えないでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 最悪のシナリオと、これは多分、この要綱をつくって手だてを講じると

いうのはあまりほかの自治体にはない事例だと、そのように思っております。 

  既にそういった状況を踏まえて訓練もしております。消防署員、そして保健師等です

ね、移送の関係だとか、あるいは食品だとか、あるいは消毒の関係だとか含めて訓練を

して、万が一の状況に備えているということでございます。その施設については、お試

し住宅の、今、コロナで止まっておりますから、そういったところを専用に確保してや

るということであります。 
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  もう一つは、当初心配していた自宅療養の関係でありますけれども、かなり保健所も

丁寧に、例えば食品の配送だとか、電話等のやり取り等がなされているというふうに聞

いていますので、そこはそことして、今、町や保健師がそんなにそこに関わるというこ

とはございません。ある意味では機能しているということであります。 

  それと、当初、家族がかかったときに、ほかに濃厚接触者をつくることなく、安全に

治療に専念するために一時滞在の住宅に移ってもらうと、こういう思いもありましたけ

れども、現実的にはなかなか難しいと。むしろ家族の中でしっかりと療養して、お互い

に助け合ってといいますか、完治に向けて努力されているというふうに聞いております

から、実際のところ、今使う状況にはございません。多分、使うとなれば、先ほどお話

があったように、よほどの危機的な状況のときにそういったところを使うというような

ことになるんではないだろうかなと、そんなふうに思いますが、そのための施設として

しっかりと確保していきたいというふうに思います。 

  それからもう一つは、ふだんでも今やっていますＰＣＲ検査ですね。これは診療所の

ほうにお願いをしてやっておりますけれども、こういうふうにして何回も受けられるよ

うな町というのは、多分、上士幌町以外に私はあまり聞いていません。１回だとか、そ

ういうふうにやっているということであります。 

  無症状の人方も受けることができるということでは、早期に発見なり、あるいは感染

予防に対する安心感を持ってもらうという意味では、非常に危機管理に基づいた対応だ

と、そんなふうに考えています。普通であれば１人２万円かかるところでありますけれ

ども、保険適用されて普通の病気であっても３割でありますけれども、９割補助する。

さらに、今であれば診療所のほうも、熱やそれの疑いがあるような自覚があったときに

はＰＣＲ検査もしていると。これはもう法令に基づくもので無料というふうになってお

りますから、いつでも受けられるような体制も含めて、できるだけクラスターが発生し

ないような、このようなところに気配りしながら対策を講じさせていただいているとい

うことでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） 分かりました。 

  次に、最悪のシナリオを考える上での２つ目のフェーズなんですけれども、人の流れ、

観光施設、経済対策についてですが、それほど感染状況が改善していないにもかかわら

ず、経済活動を一定程度緩和せざるを得ない状況、これが最悪のシナリオの一つだと私

は思っています。 

  緩和する、しないにかかわらず、大都市圏ではほとんど政府の呼びかけを結果的には
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無視したために大感染を招いています。まさに昨夜ですけれども、経団連が経済活動の

活性化を政府に提言しているというニュースがありました。さらに、そのニュースでは、

国民の我慢を考慮して早期に検討すべきというふうに言っていました。それがどれぐら

いかというと、具体的には３か月とかそんな先じゃなくて、もう１か月先ぐらいを考え

ているというふうに経団連の方はおっしゃっていました。 

  ということは、１か月先に、もしかしたらですよ、そんなに状況がよくなっていない

にもかかわらず、経済活動が活発化されるようなことが議論されるかもしれない、人が

動くかもしれないという、そういう最悪のシナリオだというふうに私は考えています。 

  ただ、幸運なことに、先ほど町長も言われたように、本町ではワクチン接種が非常に

順調に進んでいて、恐らく２回接種完了の80％というのはもうすぐ見えてくるようなと

ころまで来ているんじゃないかなというふうに思っています。少し前までは、80％あれ

ば集団免疫が得られるとのことでしたけれども、今はもうデルタ株や直近ではミュー株

などの台頭で、完全な集団免疫獲得はし難くなっているかと思います。それでも町内の

感染リスクはかなりの確率で抑えられると思われます。 

  そこで、この経団連が言うような経済活動がもし活発化されたときには、都会では多

分動き始めると思われます。その動いたときには、町民はちゃんとみんな耐え忍んでい

るんですけれども、その町民の中の出入りと町外からの入町、この２つに関してはやっ

ぱりかなり制御していかないと、町民の感染は守れないかなというふうに私は思ってい

ます。前者、つまり町民の出入りについては、ワクチン２回接種はもちろん前提で、特

に緊急事態宣言やまん蔓延防止措置が発せられている、あるいはそれ相当の地域から町

に入るときは、抗原検査やＰＣＲ検査を受けて陰性を証明するというような、そんなよ

うな運用も必要かなというふうに私は思っています。 

  それからあと、後者の町外の方々の入町については、世の中でそろそろ運用が始まり

かけているワクチンパスポートのような、ああいう証明書、ワクチン２回接種かあるい

は例えば３日以内のＰＣＲ検査や抗原検査の陰性証明などの提示、そんなルールを設け

るということが、私は、近々必要になってくるのかなというふうに思いますが、その点

についてはどうお考えですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 去年の状況と今年の状況であります。去年は、ある意味では100年に一

度のコロナだということで、とにかく未知のもので非常にみんな慎重になっていたり、

経済活動も止まっていたり、あるいはいろんな不安だとかあったということであります

が、それでも夏場に緊急事態宣言が発出されて、それ１回で、あと正月明けてからかな、
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普通のある程度の経済活動が行われていたんですね。今頃であれば、この町にも、ナイ

タイのほうにも、僅かですけれどもバスの出入りなんかもあった。今年は、ほとんどま

ん延防止あるいは緊急事態宣言がずっと続いているんです。そういう意味の人の流れや

車の流れというのは、町の中あるいは国道を含めても、去年から見ても相当少なくなっ

てきているというのを感じております。 

  それだけで、ある意味では経済活動もかなり厳しいというのが実態だろうと、そんな

ふうに考えております。飲食店もそう、観光業もそう、そういったところなんかは相当

厳しい状況にあるということであります。できればしっかりと対策を講じて、経済活動

が動き出すというのが望ましいだろうというふうに思います。それはいつなのかという

のは、なかなか僕らの判断では難しいところがあるというふうに思っています。 

  いずれにしても、これは大方の見方としては、コロナがゼロになるということはない

ということでありますから、どこかのレベルの段階で社会活動、経済活動を従来どおり

に戻すということだろうというふうに思いますが、そういった意味で昨日の経団連の発

言というのは、最近では新たな動きとして関心を持ったところであります。 

  特にワクチンの接種とパスポートということでありますけれども、これはお互いに安

心する上で大事なことでないかなと、そんなふうに思います。この町に来る人方もいろ

んな形で、仕事で来る人、それから家族、帰省で帰ってくる人だとかいろんな人がいる

わけでありますから、それを一々チェックして止めるということは不可能な話だと思い

ます。 

  ただ、僕らのほうの仕事として行政に来る、あるいは町長とのいろんなお話をすると

きには、今、大体はＰＣＲ検査の証明書を持ってきていまして、名刺判くらいの大きさ

のもので、町長これ、ちゃんと打ってきていますというようなことで接客をさせていた

だいているというケースが増えてきているということであります。来る人も非常に気遣

いをしているということであります。 

  できるだけ早く収束してくれることを願いつつでありますけれども、ただ、そういっ

たことがなければ、ワクチンパスポートなんかというのも、これは大事な安心材料の一

つとして必要なことでないだろうかなというふうに思います。 

  もう一つは、当初、60％から70％くらい出てくると集団免疫ができるという話であり

ましたけれども、どうも最近の専門家の話ではそうもいかないと。３割の人が感染する

ことによって拡大していくというような話も出てきましたから、やっぱり何としても、

今、40代以下のところがかなりのパーセンテージで増えているということでありますの

で、そこはいろんな意味での理解を求めて、ワクチンを打ってもらうということが必要
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でないだろうかなと。 

  不安もたくさんあるだろうと思うんですね。妊婦だった場合にはどうするのかだとか、

それから、子供だったらどうするのかと、そんなような不安もたくさん聞きますけれど

も、報道なんかの専門家の話の中では、むしろ妊婦さんであってもワクチンを打つこと

のほうが、子供のあるいは母子ともに健康のためにいいんだという話が出されてきてお

りますから、そういった意味での安心がつながっていくだろうというふうに思います。 

  こういう専門家のメッセージだとか、あるいは若者であっても重症化するというよう

なメッセージをしっかり伝えていきながら、若い人方も打っていただくように、町は町

としてそれなりの努力をしていく必要があるだろうと。あまり関心ないと言われていま

したけれども、東京の渋谷のあの列を見ると、若い人はそれなりに関心を持っているん

だろうなと。あとは、供給体制が都市部のほうにしっかりあるのかどうかという、その

ような気もしております。早く一人でも多くの人方がワクチンを打って、少なくとも今

できることをみんなでやっていくことが望ましいだろうなと、そんなふうに思っており

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） 先ほど町長からお話がありましたＰＣＲ検査については、町の

支援、非常にありがたいというふうに思っておりますが、やっぱり町外への移動とか入

町の際、もっとＰＣＲ検査や抗原検査を受けましょうというようなＰＲをしてもいいん

じゃないかなと私は思っています。私自身は、当然、東京に行ったら必ず受けてきます

し、先ほど町長が言われたように、役場へ来る人、町長に会いに来る人、みんなそうい

う検査を気を遣って持っていると。それがやっぱり常識という、何が常識かちょっとあ

れですけれども、でも、そういった気遣いはちゃんとすべきじゃないかなと思いますし、

そういうＰＲをしても、今このような状況ではいいんじゃないかなというふうに思って

います。 

  先ほどの経団連の提言の最後のくだりで、ワクチン証明書は国内経済活動の活性化に

向けて活用すべきだということをうたっておりましたので、やっぱり近い将来、そうい

うような運用体制というのができてくるというふうに思いますので、ちゃんとワクチン

受けていますかとかＰＣＲ検査受けていますかという質問も、別に失礼には当たらない

というふうに思う次第です。 

  これまで行ってきた基本的な感染対策、マスク着用だとか、うがい、手洗い、消毒、

換気とか３密の回避とか、そういうことをするのは前提として、町民が自然に動けるこ

と、つまり町民が普通に仕事ができること、外食が自然にできること、もっと言えばパ
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ークゴルフが自然にできること、健康イベントができることということが自然に行われ

れば、町内の経済だけでなく、健康維持についてもそこそこ正常時を取り戻せるという

ふうに思っています。 

  なので、今までみたいに何とかキャンペーンとかいうような経済対策は、正常に回る

ことによって逆に必要はなくなるんじゃないかなと思いますので、入町の際、外出の際、

そういった検査をちゃんとするとか、ＰＲをするほうがとは言いませんが、そういうＰ

Ｒをしてもいいんじゃないかなというふうに私は思います。 

  この運用については、観光施設とか飲食店にとどまらず、先ほど役場はやっていると

いうことだったんですけれども、町内の企業であるとか、ひいては個人の、例えば親戚

だとか友人だとか、そういった人についてもやっていきましょうというようなＰＲも含

めて行ったらどうかなというふうに思うんですけれども、そこら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。 

○竹中 貢町長 そうですね、大体は町内で活動している分についてはリスクはかなり低

いと、そんなふうに思います。どちらかというと、よそへ行ってもらってくるというケ

ースが地方においては多いのではないだろうかなと。ここで言うと帯広だとか、札幌の

ほうは今止まっていますけれども、そういったところへ行って無症状の感染者からもら

ってくるというケースが何となく多いような気がします。 

  そういう意味では、この中だけの経済活動がある意味で行われるとすれば、それほど

不安がないのかなというふうには思いますけれども、ただ、現実問題はそうもいきませ

ん。壁はつくれないということがありますので、いずれにしても、特に町民に対しては、

よそへ行ったときの気遣い、あるいは行った後の対応の問題だとかそのようなこと、そ

れから、町外から来るときには、どのように周知するかというのは難しいところがあり

ますけれども、ただ、よそから来る人というのはかなり今は相当意識をして来ていると、

そんなふうに思っております。いろんな機会があることにおいて、特にやっぱり若い人

方に対する、多分、行動範囲も広いだろうと思いますから、そこのところに対する注意

喚起は何らかの形で続けていく必要があるのかなと、そのようなことで、これで完璧だ

という、その手だてというのはなかなかありません。 

  しかし一方では、これまでの経験から、どうすればいいのかということもいろんな形

で学びつつありますので、それぞれが気をつけていただきながら、行政としても、それ

をさらに確認してもらう意味での啓発等については行っていく必要があるのかなと、そ

う思います。 
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○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） 多分、経済活動が動き始めると思いますので、いろんな状況を

踏まえて対策をお願いしたいと思います。町民も、都会の人たちとは違って、皆さんや

っぱり我慢できるような体制が、町長との関係もいろいろ信頼されているところもある

と思うので、今はまだ我慢していますけれども、だんだんストレスがたまってきて、そ

うじゃない人もだんだん出てくるかもしれないので、そこら辺も考慮して対策をお願い

したいと思います。 

  最後に、３つ目の最悪シナリオなんですけれども、新学期を迎えて12歳未満のお子様

とか、感染に関して、やっぱり家庭内感染であるとか若年層の重症化などが心配されて

きておりますけれども、先日、抗原キットが一定数配付されているというようなことも

伺いましたけれども、そのキットの活用を含め、多分、私、それだけだと足りないんじ

ゃないかなというふうに思うんですけれども、その運用方法であるとか、さらなるキッ

トの購入であるとか、そういうのに予算をつけるような予定というのはあるんでしょう

か。 

  今、東京では４人に１人が家庭内感染という、これもかなりの状況ですけれども、あ

と、家庭で感染したときに子供だけが取り残されてしまう、それを預かる場所がないと

いったような状況も発生しているようですが、ここら辺については、親が持ってきて、

子供は感染していなくて夫婦が感染しているような状況というのは、すぐに想像がつく

と思います。こんなような状況というのはもう本当に厳しい状況だと思うので、こうい

った取り残された子供とか出た場合の対策とか、もし策があればお教え願いたいと思い

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 抗原キット、各学校に配付しているという話は聞いております。ただ、

いろいろと運用するに当たっても課題があるというふうにも聞いていますから、なかな

か、じゃ増やせばいいという、そういうことの状況ではないなというような気がしてお

ります。 

  これについては、教育長が現場のほうとして既にもう受け取っているという話も聞い

ていますし、いろいろ課題もあるということも聞いておりますから、詳しいところは教

育長のほうからお答えさせていただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 小学校、中学校における抗原検査キットについてです。 

  前に全員でお集まりいただいたときには、こども園というお話もさせていただきまし
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た。しかしながら、よくよくもう一度文書を読み返していった場合に、幼稚園型のこど

も園というところで、本町については小学校、中学校、１箱10本入り掛ける３、要する

に30回分のキットが９月上旬に届くというところで、道教委のほうから連絡が入ってい

ます。現在の段階ではまだ入ってきてはおりません。 

  これらについては、本質が、まずは教育現場に当たる教職員を前提とするという書き

方になっています。とはいえ教職員も、体調が悪い、優れない、違和感のある先生はも

う既に出勤しないで自宅で休む、または医療機関を受診する、保健所に連絡するという

ような、そういったシナリオが既に描かれていますので、じゃ、学校の先生が使用する

場面というのはどこだとなります。 

  その場合というのは、私たちも、朝は何ともなく、昨日の夜も何ともなく、しかしな

がら、時と場合によっては、職場に出て急に何か体調が変になる場合があるといったよ

うなときに、医療機関との連絡がつかなければ、それまでの間、自らが検査マニュアル

に従って使うということになっていますが、これは少し想定し難いなと。例えば上士幌

町の学校の教員が医療機関と連絡が取れないというのは、学校を行っている日にはちょ

っと想定し難いというところがあります。 

  そういったことを考えていたときに、上士幌町としては、これらはまず教職員は前提

にしながらも、使う場面というのが今後どこにあるのかということも出てきます。まし

て、今度は子供たちに使わせるとなれば、書き方としては、実は子供たち、教職員を大

前提としながらも、いろんなところでそれも可という表現がされています。その際に使

用するのは４年生以上という表現です。恐らく検査が、前にお示ししましたが鼻からや

るんですね、唾液じゃなくて。鼻からやったときに、恐らくぐーっとやって、ちゃんと

自分でやることになっているんですよね。これ、先生が鼻に棒を入れてやるんじゃなく

て、あくまでも自らがそういったことを学んで、自分で検査をして、自分で入れて15分

から30分やるということになっています。 

  ただ、これらについても事前に保護者の承諾が必要だと。その日じゃなくて。以前に

保護者の承諾が必要だと。かつ、もし検査するとなった場合も、その直前にまた保護者

に連絡しなければいけないと。そして、何を確認するのかというあたりを今実は照会を

かけているところなんですけれども、検査していいのかどうなのか、体調がどうなのか

ということを、何の承諾かが今ちょっと不明な部分があるのでしていますが、そういっ

たことを想定したときに、保護者に連絡がつくのであれば、学校の先生と限定すること

はできませんけれども、まず学校の先生が行うことが本当に適切なのかということと、

であれば、医療機関を受診したほうが速やかで検査も正確だというところで、今は取り
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あえず上士幌町の場合は、先生方用ということでは、今回、無償配付ということだった

ので希望は出しています。 

  ただ、これからいろんな難しい部分が出てきますので、その辺は対応をしっかりしな

がらその取扱いについては決定していきたいなと考えております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） すみません、あと、家庭内感染の子供だけ取り残された場合と

いうのは何かありますか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 担当が来ておりますので、担当のほうから具体的な話をさせていただき

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） 新井保健福祉課長。 

○新井英次郎保健福祉課長 ご両親が二人とも例えば陽性になったということで、子供が

取り残された場合ということでしょうか。 

  そのような場合については、基本的には保健所が判断することになるのかなと思うん

ですけれども、もちろん子供さん、例えば小学生低学年の方だけを残して家に誰もいな

くなるというようなことは、保健所のほうもそういうような対応はしないと思いますの

で、実際、その辺の対応は今のところ保健所が判断するということになっております。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） もう私からの質問はないんですけれども、何度も言うようです

けれども、町長、いろんな状況がどんどん変わっていく中で対策のほうをよろしくお願

いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、７番、中村哲郎議員の一般質問を終わります。 

  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１３分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時２３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。 
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○８番（江波戸 明議員） ＳＤＧｓの推進と連携した町民への思いやり政策などについ

て質問いたしたいと思います。 

  町は、第６期総合計画策定に向け、ＳＤＧｓとの一体的推進を施策推進の考え方の一

つとして作業を進めているところです。 

  今日の総合計画策定において、ＳＤＧｓとの一体的推進を掲げ、その考え方に向け取

り組むことは、今後、町が持続可能な社会をつくり上げるために欠かせないものと思い

ます。あわせて、町民、企業、行政が一体化し推し進めることにより、その考え方に対

するゴールも共有することができるものです。その結果として、この取組は町民に理解

され、その効果を全町民が持続的に得られるものと思います。 

  一方、現状における町民の生活環境は、町の政策と町民の努力により安定していると

いう感がありますが、町がさきに実施した町民アンケート等の結果を見ますと、少なか

らず、高齢化、少子化、所得、医療福祉、インフラ、災害、交通などに係る町民の不安

要素が見受けられるところです。 

  以下、次について質問いたします。 

  １、町民に対するＳＤＧｓに取り組む基本的な方針の説明と理解及びその効果の公表

方法について。 

  ２、上士幌町独自の課題を持ち、他の自治体との差別化を図ったＳＤＧｓの目標設定

とゴールの検討について。 

  ３、国民の安定した生活の確保を最重点とした意識を前提に、町独自の福祉灯油など

に見られる思いやり支援政策などについて、高齢者、障害者、低所得者等に向けた積極

的な見直しと、このことに係る上士幌町独自の条例等の制定に向けた考え方について。 

  ４点目、「ＳＤＧｓ未来都市」に係るハード事業などの取組方について。 

  ５点目、本町の重要な産業の担い手となる外国人技能実習生等に対する町の受入れの

環境整備とその対応について。 

  ２項目めになります。 

  関係人口関連事業に係る効果の検証と内容の公表及び友好・姉妹都市等の検討につい

てであります。 

  2019年５月17日、国会で関係人口の拡大が地方創生の柱であると発表され、国の人口

分散方針の推進も含めて、関係人口に関連する各自治体の動きが高まり、人口維持対策

の一つとして関係人口に係る様々な対応が始まりました。 

  我が町においても、関係人口に係る推進により、もっと田舎に住む人が増え、都市と

田舎の往来や人材交流が活発になればいいという機運は自然の流れです。町も、この政
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策の一環として、地方創生交付金等を財源とした環境づくりを目指し、さきにはシェア

オフィス、新たに企業滞在型交流施設の整備を進め、既に交通対策の拠点として上士幌

町交通ターミナル等を整備しております。あわせて、本町においては、都心で働いてい

る人の兼業、副業として、農畜産物など地場産業を活用する収益関係を構築する取組の

動きも見え始めております。 

  これら関係人口創出・拡大事業においては、マーケット活動と同じく、地域の認知、

地域のファンになってもらうなど様々なコミュニケーション対応が必要ですが、一方、

町民の方々にも関係人口に係る活動の情報提供や効果について常に公表し、理解を求め

ることも重要な要件となります。 

  さて、十勝管内においては、国内12市町村、国外10市町が姉妹都市・友好都市の提携

を行っております。このような姉妹都市・友好都市に係る自治体間の官民の交流につい

ても、町民が非常に身近に感じることができる関係人口構築のヒントとなると思います。 

  これらについて、次により町長の考え方を伺います。 

  １、関係人口対策をより一層推進するに当たり、ＰＤＣＡによる事業等の検証と効果

及び分かりやすい町民への公表について。 

  ２、上士幌町の自然環境や地場産業と関連した独自の特色を有した関係人口推進の戦

略と実践方法について。 

  ３、友好・姉妹都市等の締結などによる関係人口の新たな切り口に関する考え方につ

いて。 

  以上、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 ＳＤＧｓの推進と連携した町民への思いやり政策などについて、江波戸

議員のご質問にお答えいたします。 

  １点目の町民に対するＳＤＧｓに取り組む基本的な方針の説明と理解及びその効果の

公表方法についてであります。 

  ＳＤＧｓは、誰一人取り残さない持続可能でよりよい社会の実現を目指し、全世界で

この目標に取り組んでいくこととされており、本町においても、各施策にＳＤＧｓの視

点を取り入れ、さらに深化させることで、「まちの価値」を高めていくことを考えてお

ります。 

  例えばバイオガス発電などの再生可能エネルギーを活用したカーボンニュートラルの

実現、次世代高度技術を活用した持続可能なまちづくりなどの様々な取組を進めてまい

ります。また、町民の方々にＳＤＧｓを身近に感じ、自分事として考えられる環境づく
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りの取組のため、町の将来を担う若者を中心としたＳＤＧｓ推進プロジェクトチームを

立ち上げたところであります。 

  今後は、広報紙やホームページ等、様々な機会や媒体を通した情報発信に努め、取組

結果の共有も図りながら、町民の方々にＳＤＧｓを理解していただける取組を進めてま

いります。 

  ２点目の上士幌町独自の課題を持ち、他の自治体との差別化を図ったＳＤＧｓの目標

設定とゴールの検討についてであります。 

  本町においては、コロナ禍により新たな生活様式が変化する中、町民の暮らしを守り、

産業振興に的確な施策を行うことが、これまで以上に求められております。さきの選挙

で掲げたスローガンである「元気まち上士幌 つなごう子や孫へ」を具体的に示してい

くためにも、ＳＤＧｓの推進、農林業・商工観光の振興、災害に強いまちを目指すなど、

各種取組を進めているところであります。 

  今後につきましては、地方創生を推進するために策定した総合戦略において、「地場

産業で地域の活力を生み出すまち」、「子育て・教育の充実したまち」など６つの基本

目標の下、具体的な施策と事業目標等を設定して取組を進めていることから、これら取

組とＳＤＧｓゴールとの関連性を整理し明確化していくことで、各取組の効果がさらに

向上していくよう進めてまいります。 

  他自治体との差別化につきましては特に意識する必要はないと思いますが、世界や日

本が抱える課題に対しては、食料自給率（ＳＤＧｓのナンバー２、飢餓をゼロ）や、地

球温暖化やゼロカーボンなどに対応する再生可能エネルギー、森林の保全（ＳＤＧｓの

ナンバー７、エネルギー、ナンバー13、気候変動）、ドローンやＩＣＴによるイノベー

ション（ＳＤＧｓナンバー９、産業と技術革新）など、上士幌町の資源や特性を生かし

ていくことが重要と考えております。 

  ３点目の思いやり支援政策などに係る積極的な見直しや上士幌町独自の条例等の制定

に向けた考え方についてであります。 

  本町は、これまでも、誰もが安心して生き生きと暮らせるよう、高齢者及び障害者福

祉等の充実を図ってきております。今年度においては、議員ご指摘の福祉灯油等支給事

業を今後３年間継続して実施することを決定するとともに、コロナ禍における新しい生

活様式への支援といたしまして、臨時的に、生活困窮者等への助成事業である新型コロ

ナウイルス対応高齢者等生活支援事業を実施しております。 

  また、町独自の総合的な生活支援策といたしまして、三愛介護サービスをはじめとし

た支援や心身の機能維持を目的として実施する介護予防事業、不安な独居生活を支える
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緊急通報システム設置事業、費用助成といたしましては除雪費助成事業や補聴器購入費

助成事業など、そして、権利擁護センターの運営などを実施するとともに、様々な生活

課題に対する相談体制として相談窓口の機能の充実を図ってきております。 

  今後も、支援が必要な方々に対し、地域福祉分野を中心とした基本方針を示す上士幌

町地域福祉計画等に基づき、地域の支え合いや行政サービスによる支援の充実を図って

まいりますので、現行制度の中で対応できるものと考えております。 

  ４点目の「ＳＤＧｓ未来都市」等に係るハード事業などの取組方についてであります

が、町の施策は産業から教育、福祉と多岐にわたっており、そのときの様々な状況を勘

案してハード事業等の施策を展開しております。その過程においてＳＤＧｓとひもづく

かなどの検討は必要になるものの、ＳＤＧｓを主目的としたハード事業はないものと考

えております。 

  ＳＤＧｓを推進するに当たりましては、地域が一体となって取組を進めるため、ＳＤ

Ｇｓの推進体制を構築するほか、町民への理解促進を図ることとしております。また、

人材の育成に加え、教育旅行や企業の研修旅行を見据えたＳＤＧｓツアーの造成のほか、

様々な情報媒体を活用しながら発信力を高め、「ＳＤＧｓ未来都市」に求められる社会、

経済、環境の三側面を統合的に発信し、人や企業を呼び込むソフト事業が中心になるも

のと考えております。 

  ５点目の本町の重要な産業の担い手となる外国人技能実習生等に対する町の受入れの

環境整備とその対応についてであります。 

  農業における外国人技能実習生の受入れに関しましては、一般的には、実習実施者で

ある農業者が監理団体へ申込みを行い、実習生を受け入れることとなります。このため、

町といたしましては、外国人に限らず、働く方の住環境においては、定住促進賃貸住宅

助成事業による従業員住宅の整備を支援しており、生活の利便性や出身国とのリアルな

情報交信については、光回線の整備によって満足いただいているものと考えております。 

  また、一昨年には小学校児童との交流学習、昨年は認定こども園の園児との遠足交流

が外国人の方々と行われるなど、異文化との触れ合いや多様性を重視したまちづくりも

重要と考えております。上士幌町に住んでよかったと思われるよう、事業者の理解を得

ながら、地域との交流も積極的に進めてまいりたいと考えております。 

  続いて、関係人口の関連事業に係る効果の検証と内容の公表及び友好・姉妹都市等の

検討についてであります。 

  関係人口は、移住した定住人口でも観光に来た交流人口でもない地域と多様に関わる

人々を指す言葉で、関係人口と地域住民や団体、事業者等との交流による新しい価値の
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創出によって、さらなる人の流れを生み出すことが期待されております。 

  本町におきましては、ふるさと納税やお試し暮らし、シェアオフィス等の関係人口を

生み出す基盤があることから、目的別に新規関係人口の創出を図るとともに、既に本町

との関係ができている方々とは、関係の継続性とさらに信頼を高め、関係を深める取組

が求められております。 

  １点目のＰＤＣＡによる事業等の検証と効果及び分かりやすい町民への公表について

であります。 

  事業の検証につきましては、上士幌町第Ⅱ期総合戦略の施策検証において、重要業績

評価指標（ＫＰＩ）の検証を行い、その結果については、各団体等の代表者で構成され

る検証会議に諮り、町のホームページで公表しておりますが、町民の方々に対しまして

は、ホームページだけではなく、広報紙や様々な機会を通して事業効果の周知に努めて

まいります。 

  ２点目の自然環境や地場産業と関連した独自の特色を有した関係人口推進の戦略と実

践方法についてであります。 

  関係人口創出の戦略につきましては、ふるさと納税制度を活用した特産品の魅力発信

に加え、総合戦略にも盛り込んでいる多様な働き方の提案や、就労拠点を提供すること

によって創出を目指すこととしております。 

  その具体的な手法といたしまして、移住を検討している方が「ちょっと暮らし」をで

きる生活体験モニター事業があります。本町はいち早く移住政策に取り組み、これまで

常に全道トップレベルで推移し、関係人口にふさわしいお試し暮らしの体験者数は、平

成20年から今日まで1,270人、さらに214人が完全移住につながっており、人口減少を食

い止める施策として評価を得ております。 

  また、昨年オープンしたシェアオフィス、今年度建設の企業滞在型交流施設は、お試

し暮らしの実績により、一定の割合で完全移住につながっているというデータを踏まえ、

多様な働き方の場を提供することで、企業人や企業との関係、テレワーク等の新しい企

業誘致に期待しているところであります。 

  現在、シェアオフィスにつきましては、コロナ禍でＰＲ活動が制限されておりますが、

これまでゆかりのある企業を中心に12社と契約し、延べ561人にご利用いただいており

ます。ワーケーションとして利用している企業では、ワーク（仕事）と、バケーション

（休暇・休息時間）を使い分け、仕事と調整しながらゴルフや釣り、トロッコ、ドライ

ブや、既に実績を上げ始めている生産者と消費者をつなぐ縁ハンスプロジェクトなど、

ワーケーションが目指す働き方を実行している企業の事例が報告されております。 
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  これらは、議員ご指摘のとおり、本町の自然環境や地場産業と関連した関係人口の可

能性を示唆する動きとして、今後、多様なワーケーションプログラムの開発を急ぐ必要

があると認識しております。 

  ３点目の友好・姉妹都市等の締結による関係人口の新たな切り口の考え方についてで

ありますが、本町は、過去に京都府の旧丹波町と友好町の盟約締結により、議会、行政

をはじめ各種行政委員会や住民団体による相互訪問を重ね、人的交流を中心に友好を深

めてまいりましたが、相手方の自治体合併を機に交流がなくなった経過があります。長

く続いた官民の交流は、両町のまちづくりや住民活動において大変参考となり、また、

地域活性化にもつながったと考えております。 

  現在、本町では友好町・姉妹都市の締結をしている自治体はございませんが、関係人

口の観点からも有効と考えております。そのためには、継続的な交流やお互いの政策課

題を補完し地域振興につながることなど、互いにメリットを共有するパートナーが求め

られると考えておりますが、友好や姉妹関係の構築には「縁」が大切と考えております。

焦ることなく、情報の収集や発信を行う中でマッチングの機会を模索してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） ただいまのＳＤＧｓに関しての部分でありますが、この目標

は、地方自治の原点に返れば、誰一人取り残さない、先ほどからずっと言われている言

葉だと思いますが、町民がしっかり理解しながら、目標と粘り強い取組が官民含めて一

体となって対応していく、そういう形でないとできないなと思っています。そのように、

行政としては、自治体としては新たなものに挑戦していくということは非常に大事であ

りますが、この検証にきちっと対応していかないと次の展開が開けないのかなと、そう

いうふうに認識しているところであります。 

  つまり、あらゆる取組の検証を適切に行い、説明しながら今後の教訓にしていただく、

こんなことが一番大事なことかと思います。オール町民でこの問題を抱えながらスター

トラインに立ってする、そのためには町民の理解が、まずどんな環境をつくって、行政

等含めてこの関係をつくり上げていくか、これがまず１点目、大事なことだと思います。 

  もう一方、今、ＳＤＧｓ推進プロジェクトチームは若い人が中心になっておりますが、

未来を担う青年等の声をしっかり聞くことは大変必要なことでありますが、今までのま

ちづくりに寄与してくれた高齢者の生き方の歴史を含めたオール町民が身近に考える、

この町の町民の未来の生き方を示すものではないかと私は思うところであります。この

ことについて、まず１点目、町長の考え方について確認したいと思います。 
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○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず、ＳＤＧｓは行政だけで進むものではないということで、町民全て

が何らかの形で関わることがＳＤＧｓを進める上で重要なポイントになってくると、そ

のように思っております。 

  そういった意味では、ＳＤＧｓの理解を深める、今動き始めたといいますか、ＳＤＧ

ｓそのものも、言葉として出てきたのは上士幌町としてはつい最近の話でありますから、

すぐに目標とするところに、皆、同様に理解を求めるというのはなかなか難しい話で時

間が必要だと、そんなふうに思います。 

  それと、ＳＤＧｓはそんなに難しい話ではないということもしっかり伝えていく必要

があるというふうに思います。身近にＳＤＧｓと深い関わりを持つものがたくさんある

ということであります。例えばつくる側の責任と使う側の責任という項目、目標値がご

ざいますけれども、今、地球環境の問題が出ておりますけれども、つくる側としては、

プラスチックの排出問題だとかそういった課題がありますけれども、一方では、使う側

の立場としても、どのようなものを使うかだとか、ごみの排出の問題だとか、それから、

食料であればフードロスをなくする、そういった生活、これは日々の生活の中に大事な

ＳＤＧｓの要素があるということでございます。 

  このようなことというのはなかなか今まで伝えることがなかった。ＳＤＧｓという視

点が出てこないときにはなかなかこれは、リサイクルの視点だとかそういったことであ

ったにせよ、もっと大事なことだということを伝え切れなかったということはあります

けれども、そういったことというのは日々の生活にあって、それをもって皆さん方がや

ることによってＳＤＧｓが推進されていくということでありますから、行政だけではな

くて、町民がそのような活動を通して具体的にＳＤＧｓの理解につながっていくものと

いうふうに思いますので、理論という部分だけではなくて、実践はどのようなことがあ

るのかということは皆さん方に伝えて、そして提供をしながら一緒に取り組んでいく、

その中でＳＤＧｓに対する理解度というのは深まっていって、全体的なものになってい

くんではないだろうかというふうに考えています。 

  そういった意味では、理論的なこと、あるいは、ことだけではなくて実践をいかに一

つ一つできることから始めていくのかと、こういった仕掛けが必要なんだろうなという

ふうに思っています。 

  そういった中で、お年寄りの話が出ましたけれども、物を大事にするということだと

かそういったことについてはお年寄りがずっと経験をして、長い経験の中から蓄えたい

ろんな知識なり、そういった残すべきすばらしい価値というのがあるということであれ
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ば、それをこれから子供たちあるいは若い世代に引き継いでいくということで、ＳＤＧ

ｓがそこでまた一体化されていく可能性が生まれてくるんじゃないだろうかと、そう思

っています。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今、町長からあったように、やっぱり一番大きな問題は、き

ちっと年代を超えて丁寧にＳＤＧｓという、結果ですね、それをどうやって知らしめる

かと。きっと我々についても、行政についても、いろんな意味のロスがあるのかなと。

それを改善することによってかなり財政的な問題にも響いてきたり、我々の日常生活に

もそれが影響してきたということがあると。例えば先般、北２町のごみ処理場の燃えな

いごみの処理についても、もうちょっと考えれば財政的な部分がもうちょっと潤った、

潤うわけじゃないですけれども、ロスが少なかったのかなとか、やっぱりそういうこと

を我々は考えていくというのが、これは一つの形だと思います。今、町長が言われたよ

うに、丁寧に時間をかけながら対応していくことが必要じゃないかというふうに思いま

す。 

  次に、本町に5,000人が住み続けるために、地域の特性を生かした形を考えていかな

いと、なかなか、5,000人が安心したり、地域の特性を感じながら生きていくという、

生活していくという、そんなことがあると思います。 

  今回、「ＳＤＧｓ未来都市」のモデルに選ばれて対応するような形になりますけれど

も、やっぱりどこかに基軸といいますか、考え方の軸が必要になってくるんではないか

なというふうに思っています。こんなことを含めて、我が町の人口なり、土地の利用な

り、地理的環境、そんなことを含めて、先ほども多様性の問題もありました。こんなこ

とを含めて、我が町が検討する親和性の高いモデルをどうつくり出していくか、こんな

ものもＳＤＧｓを進める役割の大きな課題になると思います。 

  そんな意味で、今までの中であまりなかったなという認識でちょっと僕、心配してい

るんですけれども、国立公園を持つ町の自然環境の在り方。先ほどもほかの同僚議員の

意見のやり取りの中であったんですけれども、やっぱり自然環境のことで、景観なり、

保養なり、ゼロカーボンに向けたり、安全な農作物とか観光振興、地域産業につながる、

町の検討している「ＳＤＧｓ未来都市」の将来ビジョン、ここら辺が、うちの一番大事

なところが、特性の一つがちょっと欠けているのかなと思いますから、これをヒントに

するとなかなかいい、独特のまちづくりの一つになってくるかなと。それが先ほど言っ

たゼロベースの、ロスをなくしていくようなまちづくりの一つの基軸になるかなと思い

ますけれども、町長にこの点について確認したいと思います。 
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○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 町の特性あるいは町のほかにない魅力や資源、こういったことでは、答

弁書にも書かせていただいていますけれども、何といっても食料自給率の問題です。こ

れはもう飢餓に対する大きな貢献ということになりますし、もう一つは、地球温暖化と

いうのは、これは極めて大きな課題であるというふうに思っています。特に今日、温暖

化が言われているのは、産業革命から2030年までにＣＯ２が1.5％を超えるともう歯止め

がかからない、地球が汚染されるといいますか、温暖化で破壊されていくという研究結

果が出ていると。極めてこれは深刻な問題、2030年というのはあともう僅かであります。

そういったときに、この1.5％を超えたときには、地中のメタンガスだとか、それが噴

出して、大変な温暖化になって、人類そのものが非常に危機的な状況にあるということ

が言われております。 

  そういった意味では、地球環境をどんなふうにして温暖化から守るかというのは、こ

の17の中でも世界的な視点から含めて極めて大事なことだと。その可能性を上士幌町は

持っているということであります。 

  森林関係についても、今までは産業の一環として、どちらかというと、重きを置かれ

た価値として製材製品だとかというふうに言われがちでしたけれども、それ以上に温暖

化を防止をするあるいは二酸化炭素を吸収するという意味では、極めて大きな価値のあ

る産業がここにあるということであります。 

  さらに、バイオマスの関係でありますが、こういったところが本町にとっての最大の、

ある意味ではよそのところとの違いであり、優位性がここにあるというふうに考えてお

りますから、ここをどのように生かしていくかというのが大事なポイントになってくる

だろうと。17ありますけれども、あれもこれも平均的というよりも、こういうところを

うちの町として伸ばしていって、さらに足りないところを補完していくというような、

そのような進め方というのが政策上も必要でないんだろうかなと、そんなふうに考えて

いるところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） ぜひその辺の考え方で、基本的な部分、少しずつ基軸をしっ

かりしながら対応していただければと思いますし、我々もやっぱりその認識で対応して

いかなければならないなというふうに思っているところであります。 

  今、町長が言ったように、僕は、このＳＤＧｓというのは人と人の思いやりがもっと

大きな、グローバル的に考えてもあるのかなというふうに認識しています。自然環境を

守ることによっての森林、水、空気、エネルギー含めて、健康に生きる上での食料なり、
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教育なり、ジェンダー問題を含めてあると思いますし、また、そこには経済が働く環境

づくり、こんなこともやっぱり一つ一つ、人がきっちり思いやりを持ちながら、また、

平和の精神をきちっと取り残さないようにしていくと、そんなことできっとあると思う

んですけれども、そこまで大きくなると、なかなか行政としても対応できない部分があ

ると思うんですけれども、我が町においても、例えば福祉関係のアンケートを見ますと、

やっぱり身近な部分で様々な課題があるなと思います。きっとそういう課題をどういう

ふうにきちっと町として、このＳＤＧｓに絡むわけではありませんけれども、どうそう

いう思いやりに対応できるかなと。先ほど福祉灯油の話もちょっと出ましたけれども、

何らかの形でどう思いやっていくか、それがきっと新たなまちづくりの一つの基軸にな

ってきて、このＳＤＧｓをみんなが理解する一つの方法かと思います。 

  その意味で、何かの目標といいますか、町でいえば条例とかそういうことに結びつい

ていくと、そこから何となく枝葉が出てくるかなという認識を僕はしているんですけれ

ども、障害的な部分とか健康に係る部分についての思いやり条例をつくっている町もあ

ります。ですから、我が町はやっぱりＳＤＧｓにかかって、17のカテゴリーは別にしま

しても、今、思いやりか何かの一つの大きな基軸を持ちながらまちづくりの一つにする

ぞと、そんな形の考え方について僕は必要だと思います。条例化という部分ではありま

せんが、何らかの基軸が必要だというふうに思いますけれども、この点についての考え

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 思いやりというのは、相互に大切なことだなと、人として大事なことだ

なと、そのように思います。思いやりを包括的に含めると福祉という大きな視点で見る

ことができるんだろうと思いますが、上士幌町の様々な老人福祉、障害者等々の、法に

基づく計画もありますけれども、一つ特徴的なのは、そのほうにまで、あるいは障害の

レベルまで達しないところ、ある意味では非常に思いやりの行き届いたのが三愛計画の

僕は制度だと、そんなふうに思っています。単に福祉制度に乗っかってその事業を町が

補塡するということではなくて、要介護者にならないレベルの段階だけれども、いろい

ろと支援することによって健康な生活を送れるというような視点での三愛計画、例えば

食事の提供だとかあるいはタクシーの券だとか、最近であれば補聴器の支援だとかある

いは交通安全上の対策だとか、様々なところで、法に基づかないところで独自の対策を

講じさせていただいていると。 

  これは、町民それぞれの悩み事や課題、困り事を受け止めた上でその政策につながっ

ていっていると、そんなふうに思っておりますので、その思いやりの視点というのは総
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合的にはされているというふうに思います。 

  今お話がありました条例化、思いやり条例という話がありましたけれども、現状、私

の中にはまだすとんとこないところがありますので、今は、分かりましたというよりも、

今の中でも十分できるなと。でも、なおその上でそういった条例があることは画期的な

ことで、町民にも様々な形でプラスになったり、あるいはまちづくりにプラスになって

いくということがどこかでまた見えるとすれば、それはそれとして検討する必要がある

だろうなというふうに思いますが、現状はかなり今の段階でも、申し訳ないですけれど

も、他町村から比べれば相当手厚い気配りをさせていただいているなというふうに思っ

ています。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今、町長からありましたように、第６期ですか、三愛計画も

読ませていただいたり、かなりシビアにまちづくりの、大変な部分をカバーしているな

というふうに認識していますし、そういう問題を認識しながらＳＤＧｓと結びつけると、

余計、それは加速化しながら理解が深まるのかなと思いますので、何らかの形でまたご

検討をよろしくお願いしたいと思います。 

  また、ちょっと心配していたんですけれども、これから「ＳＤＧｓ未来都市」に向か

って、言葉的にスマートタウンとか出てきていますし、例えば更別は、農業関係ですけ

れども、スーパータウンとかという部分がありますけれども、今回、この「ＳＤＧｓ未

来都市」に向かって、当面ハード事業については考えていないという認識をちょっとし

ています。 

  ただ、何らかの形で、町民総意で必要な部分についてはあってもいいんですけれども、

現状の中ではそういう認識をさせてもらってもいいのかなというふうに認識しています

ので、その点の確認等をさせてもらっていきたいと思いますし、僕は別に何でもかんで

もデジタルじゃなくて、先ほどもちょっとあったように、やっぱりアナログ的な考え方、

我々が肌身で感じる今日の天気とか感じとか、いろいろあったり、危険とかそんなこと

もあるかと思いますので、そういうことのアナログ的な部分も含めて、この「ＳＤＧｓ

未来都市」に向かった環境づくり、その計画なり、遂行の仕方なり、これについては十

分に町民の理解を得ながら進めていただければと思います。この点を確認したいと思い

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 うちの町の産業あるいは生き方というのは、そもそもはアナログだと、

そんなふうに思っております。これまでもまちづくりの戦略上考えてきているいわゆる



－68－ 

スロータウンという考え方、今はそんなに使われておりませんけれども、都会のスピー

ド社会に対して地方のスローな社会、スローな社会というのは、つまり自然とともに生

きていく、時間とともに生きていくというそういう生活スタイルだと、そんなふうに考

えています。 

  それを農業に置き換えると非常に分かりやすいと思いますが、農業は春に播種して、

そして秋に収穫すると。これはやっぱり一定の時間軸、時間とともに産業が成り立って

いるというところであります。一方は、東京のほうは時間を追い越していくような、政

治・経済、24時間、そういったところであります。そもそもはそういった町であるとい

うところなんです、もともとは。その上で、経済や、それから都市との時間軸の短縮な

り、あるいは過疎対策、地域経済の活性化を図るといった上で、手段としてＩＣＴが必

要になってくるというようなことなんですね。 

  ですから、そもそもはそういったアナログな社会の中で、しかしそれだけでは生産性

も上がらないということがありますので、今で言うドローンによる肥料の散布だとか、

いろんなことがこれから行われていって、それで経済も回っていくと。地球、人、そし

て経済が回っていくというような、そういう循環がこの町でつくられていくんだという

ふうに思いますが、そもそもは、アナログというのはこの町の特性であるということを

ご理解いただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 当然、世界的に、国内的にもそうですけれども、各地こぞっ

てＩＣＴについてはかなり勢いよく対応できると。ただ、それをやみくもに取り組むん

じゃなくて、やはりきちっとそういう世界の情勢を見ながら、イノベーションを見なが

ら、我が町は少し、無理しない中で取り組むという方法もありますし、できる部分の実

証については積極的に対応すると。ただ、その実証についても、やっぱりきちっと公表

していくということをしていかないと、じゃ何を行政は財政的に支援したんだとか、そ

ういう疑念がないような進め方も今後必要だというふうに僕は認識していますので、そ

の点についてもよろしくお願いしたいなと思います。 

  あとは、この点の部分で、基幹産業になっているうちの町の農業、特に畜産、酪農に

ついて、かなり多くの海外からの技能実習生が来ています。イメージ的にちょっと、言

い方によっては難しいところがあるんですけれども、いろんな生活のために来ている方

がほとんどかなという認識をしながら思っていますけれども、近年、この５年ぐらいで

毎年約20人ぐらい増えてきて、イメージ的にこの５年間で100人は間違いなく増えてき

ているんですけれども、その前もいましたから、百何十人はきっとこの外国の技能実習
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生がいるかと思います。 

  ただ、これから全国的な人口減、担い手不足という部分でいくと、やはりうちの基幹

産業の畜産なり酪農の中についても担い手をしっかり確保していくという、これは物す

ごく大事なことかなと認識しています。そんなことで、どういうふうにこの次のステッ

プ、制度的に特別技能実習生の部分で、ワンステップで、今、３年までの対応があった

んですけれども、５年なり、また、もう一つ上に級が１級上がるような、ある程度恒久

的な地元での対応ができるような形があるかと思います。 

  そんな形の実習生について、これでいくと、前も言ったように中学生と同じぐらいの

人数になります、大体百何十人という。それについては、もう少し対応していくとした

ら、例えば教育委員会等を含めての、学校へ行ってちょっとやったとかそういう部分で

なくて、やはり何らかの支援といいますか、それが大事だと思います。 

  特に、特別技能実習生になるとしたら日本語教育がないと次のステップになかなか上

がらないというのがありますから、何らかの形の日本語教育とか交流の場所づくり、こ

んなこともこれから僕は必要になってくるぐらいの、人口の２％から３％に近くなって

くると思いますから、その対応もしていく必要もあるなと。これはやっぱりグローバル

な対応の一つの、まちづくりの一つだというふうに認識していますから、そんな考え方

について、先進的な海外対応のモデルをつくっていただきたいと思います。 

  僕も、役場を１年休職させてもらってアメリカで農業研修をさせてもらいました。そ

の中で、今の技能実習生と違うような形で行っていますから、向こうへ行って、何らか

のウエルカム的な部分がないとなかなかそこで頑張れないなと思いますし、またこの町

に技能実習生が来たいなとか、そんなことも印象づけるような施策も、今のうちに対応

できることはしておいたほうが次の優秀な担い手の確保になるかと思いますけれども、

これ、グローバル的な人材の確保も含めて、町長の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 もう既に人口減少が進んで労働人口が少なくなってきているということ

と、それから、地元の農業だとか大型化が進んで従業員がどうしても必要だということ

ですから、これはこの後も続いていく課題だろうと、そんなふうに思います。これまで、

それぞれの事業者の意思で監理団体のほうに申請をして、それで従業員として来てもら

うと、そういった関係で働き手を確保しているということでありました。今そのお話を

聞く中で、一方では人材センター、あそこの無料職業紹介所、これは基本的にはハロー

ワークを通してということになりますから、日本人が中心になっているんだろうと思い
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ますけれども、町としてもそういうような政策を打っているわけであります。果たして、

今そういった関係の中で従業員を募集していますけれども、ほかに本当に困っている農

家さんがあるとすればどんな手だてが必要なのかなということを今のお話の中でちょっ

と考えたところです。そう簡単に妙案はありません。 

  ただ、東川の例を見ると、介護人材を受け入れて、そして育成をして、地元なりそれ

ぞれのところで頑張ってもらうと、こういうやり方をしているところもありますから、

それをすぐ、うちとしてもまねのできる話でもありませんけれども、今の形の募集の仕

方だけでこの後もしっかり確保できていけるんだろうかななんていうのがちらっとよぎ

りました。そういう意味では、農協なんかとも、この状況であるけれどもどうなんだろ

うみたいな話なんかは話題として出していくというのもあり得るのかなと、そう思いま

す。 

  もう一つは、やっぱり働き手で来ていますので、多分、24時間働いて、そして給料を

もらって母国のほうに送るというのが一番の狙いなんだろうなというふうに思いますけ

れども、とはいうものの、２年も３年もそういった暮らし方だけで本当に来た意味があ

るのかと。日本の文化にも触れることなく帰っていっていいんだろうかというのも、こ

れまたグローバルな社会になっていったときにもったいない話だなと、そのような気も

します。 

  そういったときには、いろんな町民の力を借りながら、交流の場だとかそういったこ

とも必要になってくるかもわかりませんけれども、これは事業者の理解が、積極的にそ

ういったところに参加し、あるいはどんなことを求めているのかだとかも把握した上で

何らかの、あまり気負って新たに人をつけてあれもこれもしなきゃならんというのはそ

う簡単にいかないと思いますけれども、自然体の中でできることがあれば、そういった

ものについては受け入れる門戸を広げていくというのは十分あり得る話ではないだろう

かなと思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今、町長のほうからも、地域の基幹産業の人材確保、担い手

確保という部分では、これからの日本の人口減少を含めて、やっぱり喫緊の課題に近く

なってくるかなと思います。東川のように公的な日本語学校を持ちながらという部分は

ちょっと難しいと思いますけれども、日本語教育とかそういう部分の機会、それは僕の

経験では、メキシカンがいましたけれども、あそこのスパニッシュに対応して英語のナ

イトスクールとか昼間の交流とか、そんなことをやっていましたので、その一つのヒン

トになるかなと認識しながら思っているところであります。 
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  次は、関係人口について若干だけ対応したいと思いますけれども、この役割について

は、これから国の対応についてもいろいろこれからのまちづくり、田舎づくりの一つの

大事な形で、この関係人口の在り方についてかなり力が入ってきているかなというふう

に思います。 

  ただ、その役割というのは僕はスパイス的なものかなと。味つけによってはすごくい

いまちづくりに対応してくれますし、下手したら、逆の意味でもスパイスの味で悪くし

てしまうとかありますけれども、きっと我々の町が望んでいるのは、いいスパイスの組

合せにしてほしいなというふうに思うところだと思います。 

  ただ、なかなか関係人口という言葉で、いろんな意味でいろんな施設を造ったり対応

したりしていますけれども、これからについては、果たしてどのようなまちづくりと関

係人口を結んでいくかという部分について、なかなか町民は分かっていないのかなと。

僕自身もあまり、分かろうとして僕もある程度気にはしていますけれども、全体的に見

たらちょっとこの関係人口というのは分かりづらいと思いますけれども、きっとこうい

うことをつなぎながら、我々にない知恵とか我々にない技術とか、先ほど言ったＩＣＴ

とか、やっぱりそういう風があると思うんですね。その風にどういうふうに対応してい

くかという部分だと思います。 

  ただ、町のほうも、やっぱり我々についても改めて、上士幌町の総合戦略推進会議の

部分というのはあるかと思いますけれども、ここだけじゃなくて、町民を入れたプラス

ワンのどこかの知恵があるとその関係人口の方々との味つけがよくなるのかなと、その

中でいいヒントがあって、お互いウィン・ウィンの関係をつくれるんじゃないかと思い

ますけれども、この点について１点、この関係人口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 関係人口でそれを最終の目的とするのではなくて、望まれるのは、最終

的にはこの町を好きになっていただいて、そして住んでもらう、あるいはこの町で新た

な仕事をつくっていただくというのが一番の狙いですけれども、ただ、そう簡単にいか

ないという前提で、この関係人口という政策を国のほうとしてつくり始めたということ

であります。 

  いずれにしても、人間関係がなければ、多分、住むに値しないということでよそへ行

くというふうに思っております。ですから、ここに関係人口あるいは移住・定住で来て

いる人方が結果的に住んでいるというのは、いろんな人方との交流や日頃の人間関係を

通して最終的に決断しているというふうに思っていますので、組織的に、計画的に住民

と生きている人方のそういった事業ということだけではなくて、自然体の中でお互いに
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引きつけ合うものがあって、最終的に所期の目的が達せられるというようなことが必要

なんだというふうに思います。 

  いずれにしても、そう簡単に関係人口からさらにというのは、誰も彼もそうなるもの

ではないので、かなりの時間と、上士幌町と来る人方とのお互いのじっくりした見合い

の中で最終的に結ばれていくというようなことだと、そんなふうに思います。 

  私どもとしては、きっかけはつくりますけれども、最終的な結果については、それぞ

れの判断にお任せして、無理やりというようなことは避けて、自然体の中で、いい環境

の中で住むなりあるいは仕事をするなり、こんなふうになってくれるといいなと、そん

なふうに思っております。見えないところで様々な人方が町民と関わり合いを持ってい

るという、その辺がこの町のある意味ではよさでもあるのかなと、そんなふうに感じな

がらこの事業を、環境の整備も含めて、行政としては、あるいは町民の力を借りながら

いい関係をつくっていければなと、そう思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） そのような考え方で、僕はやっぱり今、町長が言ったように、

僕はこれから関係人口のここのニーズの把握なり対応という部分については、よくワー

ケーションプログラムの開発とか、特別な部分はあまりしなくてもいいんじゃないかな

という認識も一方ではあると。当然、最低限は必要ですけれども、今言ったように四季

折々の町民の日常生活、こんなことに接する機会とか、田舎生活を取り入れた地域の歴

史とか文化とか、それから自然観察会への参加とか、何となくナチュラルに入っていけ

るようなことをすると、やっぱりいろんな趣味の方がいますから、併せて仕事と趣味と、

それから保養とか、そんなことに対応できる場づくりも、このまちづくりの一つの根幹

になるかなと思います。 

  そんな意味で、先ほども糠平小学校の解体という部分がありますけれども、糠平小学

校の跡地も、そういう人たちが民意でシェアオフィスを造るとか、そんなことを含めて

とか、黒石の電源の用地、ああいうところもなかなか日本中探してもないところですか

ら、そういうところに、誘致とは言いませんけれども、民力で対応してくれるとか、そ

のための環境ぐらいはやっぱりつくっていくような舞台もあってもいいのかなと僕は認

識しています。 

  そんなことを含めて、これからうちの町のよさを、それから民間との日常生活のつな

がりも含めて、この関係人口というのは熟成していくのかなと認識していますので、先

ほど町長の言った方向もかなりそれに近い考え方があったなというふうに認識させても

らっています。これについて何かありましたら一言と、それから、最後に時間の関係で
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友好・姉妹都市の締結の関係です。 

  先ほど報告があったように、我々の町も、海外ではスレイブレイクとか友好関係があ

ったり、京都丹波との関係があったりしながら、結構、子供たちも経験した歴史の中を

引き継いでいる部分もあるかと思います。一つの関係人口としてはもう少し見える化し

たらすごく分かりやすい、誰でも年齢関係なく、高齢者でも子供でもその町と人とのつ

ながりが何となくできやすい、それから安心して見れると、こんなことが今後関係人口

の一つの強力なひもになるかと思いますので、この辺についてはある程度十分な縁を探

しながらという部分がありましたので、もう一回、この部分について２点ほど確認させ

てください。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 関係人口にはワーケーションの発展的な形で、民レベルの力で独自のそ

ういったワーケーション施設を設置、こんな話がありましたけれども、非常にそれは望

ましいスタイルだなというふうに思います。その人方がどんなところに住みたいのかと

いうのは、僕らの常識とまた違った視点を持っておりますので、例えば今、候補で挙が

った糠平の学校跡地だとか、あるいは黒石平、町民から見ると不便なところだなと思い

ながらも、でもその人方にとっては全くかけがえのない空間であったりするという、そ

ういうことだろうというふうに思います。 

  そういう意味のその基盤となる水道やあるいは電気や、あるいは通信環境だとか、そ

ういったものが整備されているとすると、場合によってはその可能性がある。これが次

の発展的な形として、できれば民レベルでこの町に対する期待と魅力を感じていただい

て、そういう形での新たな交流施設が造られるというのは非常に望ましい話だなと、こ

んなふうに思います。それ以外にもあるんだろうと思いますけれども、非常に望まれる

話だと、そんなふうに思います。 

  それから、姉妹都市の関係については、決してこれを否定しているのではないという

ことであります。一回やってのことでありますけれども、できれば、先ほどありました

けれども、都市と農村だとか、ある意味ではお互いに引きつけ合うものがなければ、な

かなかどうかなと。丹波町は丹波町でよかったんですけれども、それは違った何かの縁

があってそこに回ってきたんだろうと思いますけれども、同じような農村で、お互いの

暮らしや仕事ぶりについては分かるけれども、それ以上はなかなか結びつくというのは

難しいというのがあるような気がしております。そういう意味では、山と海なのか都市

と農村なのか、いろんな結びつきがあると思いますけれども、お互いにないところで、

そこでいい関係になりたいなというようなところがあれば、僕は、そういったところと
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はぜひ縁を深めていければなと思っております。 

  今までは防災関係なんかについてを通しながら友好関係を結ぶというのが一つありか

なと。都市のほうで大きな地震があったときに、食料だとかあるいは避難場所として困

っているといったときに、うちとしては食料だとか、それから子供を受け入れるような

そういう環境があるということがありますから、万が一のための避難場所として上士幌

町との関係をつくるなんていうことも、これは別にお金のかかる話でない。時々はこち

らのほうの物産と向こうのほうの交流をするなんていうのは、これなんかをしながらそ

ういう交流の仕方もあるんじゃないかなと。そういう縁がどの機会にどういうときに生

まれるかというのは、それはなかなか断定的にこうだと言い切れないので、いろんなチ

ャンスはあるだろうと、そんなふうに思っています。今回もワーケーションだとかいろ

んな関係で企業人らが来ていますから、そういったところが取り持って結びついていく

なんていうこともあり得るかもしれません。 

  そういった意味で、こういった関係を別に否定することなく、しっかりとチャンスを

待ち、そして、あったとすれば積極的にチャレンジをしていきたいなと、そういうふう

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。 

  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。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。 

（午後 ３時２３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４０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９、報告第６号令和２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10、報告第７号令和２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。 

  佐藤企画財政課長。 

○佐藤泰将企画財政課長 ただいま上程されました報告第６号令和２年度上士幌町財政健
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全化判断比率の報告について、報告第７号令和２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、その内容のご説明、ご報告を申し上げます。 

  財政健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率は、平成19年度に制定されました地

方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第22条第１項の規定に基づき、

監査委員の審査に付し、その意見を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２年度上士幌町財政健全化判断比率の報告についてご説明い

たします。 

  なお、併せまして参考資料として配付いたしました報告第６号関係及び報告関係２も

参考にご参照願います。 

  それでは、報告第６号、２ページ目、健全化判断比率報告書をご覧願います。 

  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います。参考欄に

つきましては、黒字であったため比率が算定されなかったものの、計算結果を参考とし

て記載したものであります。 

  この財政健全化判断比率は４つの比率からなっております。実質赤字比率につきまし

ては、普通会計の赤字の程度を指標化したものであります。本町の場合は一般会計が対

象となりますが、黒字決算となっておりますので、数値が算出されなかったものであり

ます。 

  連結実質赤字比率につきましては、特別会計及び公営企業会計を含めた全ての会計を

対象にし、町全体としての赤字の程度を指標化したものであります。本町の場合は、一

般会計及び５特別会計を合わせたものが対象となりますが、黒字決算となっております

ので、数値が算出されなかったものであります。 

  実質公債費比率につきましては、全ての会計における地方債元利償還金と一部事務組

合の償還金負担分、公債費に準ずる負債の償還金を合わせたもので、町の経常的な収入

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30年度から３か年の平

均数値が用いられ、令和２年度は7.5％となっており、昨年度の6.6％に比較して0.9％

増加しております。 

  この増加の主要因としましては、平成28年度に借入れを行った生涯学習センター整備

事業、糠平源泉郷中央園地整備事業、居辺東14線双葉地区西38号などの各農道整備事業

等、過疎対策事業債につきまして、３年間の据置期間が終了し令和２年度から元金償還

が始まりましたが、これらが令和元年度をもって償還が終了した金額を上回っているこ

となどから、令和２年度の単年度数値が上昇したものであります。 

  次に、将来負担比率につきましては、全ての会計と加入している一部事務組合、第三
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セクター等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率

であります。すなわち、町の支払わなければならない借金や負担金等の残高の程度を指

標化し、将来的に財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものであります。本町に

おいては、将来負担額に対し充当可能基金や普通交付税で措置される額が大幅に上回っ

ていることから、数値が算出されなかったものであります。 

  以上の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

っております。 

  また、指標の財政健全化判断比率につきましては、その算定の基礎となる資料を付し

て監査委員の審査に付し、別紙のとおりの意見をいただいておりますので、ご参照お願

いいたします。 

  次に、報告第７号令和２年度上士幌町公営企業資金不足比率の報告についてご説明申

し上げます。 

  ２ページ目、資金不足比率報告書をご覧願います。 

  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います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、指標の資金不足比率に

つきましては、その算定の基礎となる資料を付して監査委員の審査に付し、別紙のとお

りの意見をいただいておりますので、ご参照お願いいたします。 

  以上、報告第６号並びに報告第７号を一括してご説明、報告させていただきました。

ご審議の上、ご承認を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより２件を一括して質疑を

行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって報告第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。 

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

◎同意第２号の上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第11、同意第２号公平委員会委員の選任についてを議題と

いたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに町長から提案理由の説明を求めます。 

  竹中町長。 
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○竹中 貢町長 ただいま上程されました同意第２号公平委員会委員の選任について、提

案理由と内容をご説明申し上げます。 

  公平委員会委員であります佐藤正彦氏が令和３年10月８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、佐藤正彦氏、住所及び生年月日については記載のとおりであります。 

  以上、同意第２号公平委員会委員の選任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２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２号は原案に同意することに決定いたしました。 

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

◎同意第３号の上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第12、同意第３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。 

  竹中町長。 

○竹中 貢町長 ただいま上程されました同意第３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斉藤博子氏が令和３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、斉藤博子氏、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３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、
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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３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３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13、認定第１号令和２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14、認定第２号令和２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15、認定第３号令和２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16、認定第４号令和２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17、認定第５号令和２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18、認定第６号令和２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。 

  杉原副町長。 

○杉原祐二副町長 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２年度上士

幌町一般会計歳入歳出決算の認定ほか５特別会計の歳入歳出決算の認定について、その

決算の概要をご説明申し上げます。 

  まず初めに、令和２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。 

  配付している附属資料の令和２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128億1,427万2,000円で、令

和元年度と比較いたしますと１億5,887万9,000円の減となっております。この予算の執

行結果につきましては、歳入においては127億4,865万7,000円の決算額となり、予算総

額と比較して6,561万5,000円の減、収納率は99.5％となっております。歳出におきまし

ては、決算額は121億8,024万6,000円で、予算総額と比較して６億3,402万6,000円の執行
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残、予算執行率は95.1％となったところであります。 

  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５億6,841万1,000円で、翌年度へ繰越しすべき財源

を除いた実質収支も５億3,165万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２億7,115万5,000円を条例の規定によって基金に編入したところ

であります。 

  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109億3,783万7,000円に対し、繰越明許費に係る未収入財源が１億8,011万

8,000円となったため、歳入決算額は109億448万4,000円、予算額に対して3,335万3,000

円の減、収納率で99.7％となっております。歳出の決算額は103億6,108万7,000円、翌年

度への繰越額が２億1,687万9,000円となったため、予算額との比較で５億7,675万円の執

行残、執行率において94.7％となり、歳入歳出差引額で５億4,339万7,000円の黒字決算

となりました。 

  また、翌年度へ繰越しすべき財源を差し引いた実質収支額は５億663万6,000円の黒字

決算となっております。 

  次に、国保会計です。 

  最終予算額７億4,938万1,000円に対しまして歳入決算額は７億2,702万2,000円となり、

予算額との比較で2,235万9,000円の減、収納率で97％となりました。一方、歳出決算額

は７億1,243万2,000円、予算額との比較で3,694万9,000円の執行残、執行率は95.1％と

なり、歳入歳出差引額及び実質収支額で1,459万円の黒字決算となっております。 

  次に、後期高齢者医療会計につきましては、最終予算額１億983万1,000円、これに対

して歳入決算額は１億926万1,000円、予算額との比較で57万円の減、収納率99.5％とな

りました。歳出決算額は１億748万4,000円、予算額との比較で234万7,000円の執行残、

執行率97.9％となりました。歳入歳出差引額及び実質収支額で177万7,000円の黒字決算

であります。 

  次に、介護保険会計につきまして、最終予算額６億1,756万4,000円、これに対して歳

入決算額６億1,348万円、予算額との比較で408万4,000円の減、収納率で99.3％となりま

した。一方、歳出決算額は６億575万9,000円、予算額との比較で1,180万5,000円の執行

残、執行率98.1％、歳入歳出差引額及び実質収支額で772万1,000円の黒字決算となりま

した。 
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  次に、水道会計です。 

  最終予算額１億9,189万9,000円、歳入決算額１億8,840万円、予算額との比較で349万 

9,000円の減、収納率で98.2％となりました。歳出決算額は１億8,788万2,000円、予算額

との比較で401万7,000円の執行残、執行率は97.9％、歳入歳出差引額及び実質収支額で

51万8,000円の黒字決算であります。 

  最後に、下水道会計の決算状況についてでございます。 

  最終予算額２億776万円、これに対して歳入決算額２億601万円、予算額との比較で

175万円の減、収納率99.2％となりました。歳出決算額は２億560万2,000円となり、予算

額との比較で215万8,000円の執行残、執行率で99％、歳入歳出差引額及び実質収支額で

40万8,000円の黒字決算となっております。 

  以上、令和２年度各会計の決算状況についてご説明いたしました。ご審査の上、ご認

定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） 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２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は、私と大戸監査委員によりまして、実質30日間を要

し、必要に応じて各課担当職員からの事情聴取をするなど、慎重かつ厳正に審査をいた

しました。 

  審査の結果につきましては、別紙、令和２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。 

  審査の対象は、上士幌町一般会計外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３年７月７日から８月24日までの実質30日間であり

ました。 

  審査の場所は監査委員室で行いました。 

  審査の方法については、令和２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など、３項目に重



－81－ 

点を置き、例月出納検査の結果も考慮し、関係職員から事情聴取するなど慎重に審査を

いたしました。 

  審査の結果でありますが、令和２年度上士幌町一般会計及び５特別会計歳入歳出決算

額は、証書類及び関係諸帳簿と照合し、相違ないことを確認し、予算の執行及び収入、

支出等の財務に関する事務等について適正に執行されたものと認めるものであります。 

  以上、令和２年度決算審査結果とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 認定案件６件の提案説明及び監査委員の決算審査意見が終わり

ました。 

  これより質疑を行いますが、認定案件６件に対する質疑は、議会運営委員長の報告に

ありましたように、決算審査特別委員会を設置して、これに付託の上、審査したいと思

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。質疑ございますか。 

（「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２年度一般会計

外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
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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８番、江波戸明議員を、副委員長に10番、馬場敏美議

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８番、江波戸明議員を、副委員長に10番、馬場敏美議

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８番、江波戸明議員を、副委員長に馬場敏美

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。 

（午後 ４時０８分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ４時０９分） 

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

◎議案第４８号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第19、議案第48号上士幌町一般職の任期付職員の採用等に

関する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  船戸総務課長。 

○船戸竜一総務課長 ただいま上程されました議案第48号上士幌町一般職の任期付職員の

採用等に関する条例の制定について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  今回の上士幌町一般職の任期付職員の採用等に関する条例につきましては、地方分権
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の進展や構造改革特区制度等における地方公共団体の要望を受け制定されました、地方

公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づき本制度を導入いたしまして、

勤務条件等の改善を図り、職員が働きやすい環境をつくることで人材の確保を進めてい

くものでございます。 

  具体的な内容についてご説明いたします。 

  議案第48号をご参照願います。 

  第１条は、趣旨についての規定であります。 

  地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律に基づき、任期付職員制度を

活用し、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めることを趣旨としているもの

でございます。 

  第２条につきましては、任期付職員の採用することができる条件を述べております。 

  第１号及び第２号は、専門的知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するが、

その適任者の確保が一定期間困難な場合等に任期を定めて採用することができること、

第３号は、任期に定めのない職員、これは一般職となりますが、一定の期間、他の業務

に従事させるため、その職員の代わりに専門的な知識経験を有する者を確保することが

一定期間困難な場合に任期を定めて採用することができること、第４号は、民間での実

務経験を通じて持っている専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定

の期間に限られる場合に、任期を定めて採用することができるよう規定しております。 

  第３条も、任期付職員の採用することができる条件を述べております。公務の能率的

な運営を確保するために、一定期間に終了することが見込まれる場合や、一定期間に限

り業務の増加が見込まれる場合などに、任期を定めて採用することができるよう規定し

ております。 

  第４条は、第３条第１項または第４条第２項に基づき採用された業務に従事させる場

合や、住民サービスの提供時間を延長する場合には、短期間勤務の職として任期を定め

て採用することができるよう規定しております。一例として、介護休暇、育児休暇など

の場合を想定しております。 

  第５条は、第３条第１項または第４条第２項に基づき採用される職員の任期は、法律

で３年を超えない範囲内とされておりますが、その特例として、公務の能率的運営を確

保するために必要な期間の見込みが３年を超えることが明らかな場合は、法律の規定に

基づき５年を超えない範囲内とするものでございます。 

  第６条は、それぞれの職に任期の上限を定め、その範囲内において任期を更新する際

は、当該職員の同意を必要とする内容規定となっております。 
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  第７条は、委任事項となります。 

  なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 

  また、条例の制定に伴い、職員の給与に関する条例のほか、３条例の一部改正を併せ

て行うものでございます。 

  具体的な改正内容についてご説明いたします。 

  議案第48号関係、関連４条例新旧対照表をご参照願いたいと思います。 

  下線部分が改正部分となります。 

  第２条は、職員の給与に関する条例であります。町例規集は、第５編給与、第２章給

料をご参照願います。 

  条例の第３条の３の次に、表題にあります「（任期付短時間勤務職員の給料月額）」

の条文を加えるとともに、第９条の３第２項第３号及び第11条第２項、並びに第22条に

「及び任期付短時間勤務職員」を加えるものであります。 

  次に、３条は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例であります。町例規集は、第４

編人事、第４章服務をご参照願います。 

  条例第２条第４項に「又は上士幌町一般職の任期付職員の採用等に関する条例（令和

３年条例第●号）第４条」を加えるものであります。 

  次に、第４条は、職員の育児休業等に関する条例であります。町例規集は、第４編人

事、第４章服務をご参照願います。 

  条例第２条第２号の次に、（３）上士幌町一般職の任期付職員の採用に関する条例

（令和３年条例第●号）第４条第３項の規定により採用された職員」を加え、第16条の

２を削るものであります。 

  次に、第５条は、上士幌町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例であります。

町例規集は、第４編人事、第２章定数・任用・公表をご参照願います。 

  条例第３条中、「法第28条の５第１項に規定する」を削るものであります。 

  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48号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） この法律は平成14年につくられた法律に基づいて条例化され

たというものなんですけれども、適用する範囲というのは、ある程度、町として考えて

いる職種なのか、そこら辺についてちょっと確認したいと思います。 
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  例えば新採の、学校を卒業したばかりの保育士が採用されるような要件にもなってい

るんですが、短期の部分は何となくそのように読み取れるんですけれども、それ以外に

ついては専門職的な技能を有しているというふうに認識できるのか、そこら辺も含めて

大ざっぱでよろしいですからちょっと説明いただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 船戸総務課長。 

○船戸竜一総務課長 この任期付職員の採用の条例なんですけれども、基本的にはスキル

のある技術職員を採用ということになります。ですから、通常でいくと実務経験ですと

か研究経験のある方が主になるかなと思います。ただ、新採職員を否定するものではな

いかなと思っております。ただ、どちらかというとスキルのある方を採るというような

ことになりますので、そのときは、正職員と同じような換算をしながら職員を採用する

というふうになります。 

  それから、短期職員につきましては、先ほど議員も話されましたとおり、時間が短い

ということがありますので、その場合については、新規の職員のこともかなり十分考慮

していかなければいけないかなというふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第48号に対する質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案第48号は会議規則第39条第１項の規定により総務

文教厚生常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第48号は総務文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。 

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

◎議案第４９号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第20、議案第49号過疎地域の持続的発展の支援に関する特

別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例の制定についてを議題といたしま

す。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  青木町民課長。 

○青木弘彦町民課長 ただいま上程されました議案第49号過疎地域の持続的発展の支援に

関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例の制定について、その提
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案理由と内容をご説明申し上げます。 

  ご参照いただきます例規集は第６編財務、第３章町税となります。資料は、議案第49

号関係－１及び議案第49号関係－２、新旧対照表をご覧ください。 

  １、制定趣旨であります。 

  今回の制定理由につきましては、過疎地域自立促進特別措置法が令和３年３月31日を

もって失効し、新たに過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が制定されたこ

とに伴い、過疎地域内の産業の振興をより効果的に促進するために、同法に基づく固定

資産税の課税免除の対象となる業種及び設備投資の追加などを定める条例を制定するも

のであります。 

  本条例の制定に伴い、過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域における固定資

産税の課税の特例に関する条例を廃止するものであります。 

  ２、制定条例の内容であります。 

  旧条例との比較によりご説明申し上げます。 

  条例名につきましては、旧条例は、過疎地域における固定資産税の課税の特例に関す

る条例でありますが、新条例では、いわゆる新過疎法の名称を入れ、根拠法を明確にし

ております。 

  対象業種につきましては、旧条例にある製造業、農林水産物等販売業、旅館業に、新

過疎法に規定された「情報サービス業等」を追加しております。 

  対象となる設備投資につきましては、旧条例は新設または増設でありますが、新過疎

法では「取得等」としております。「取得等」とは、新過疎法において取得または製作

もしくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては、改修のための工事による取得

または建設を含むと定義されております。 

  取得価額の要件につきましては、旧条例は取得価額要件なしでありますが、新条例で

は、省令の規定に基づき、業種、資本金の額に応じて下限額を設定しております。製造

業、旅館業においては、資本金5,000万円以下の場合は500万円、資本金5,000万円を超

えて１億円以下の場合は1,000万円、資本金１億円を超える場合、2,000万円が下限の取

得価額となります。農林水産物等販売業、情報サービス業等においては、資本金の額に

かかわらず500万円が下限の取得価額となります。 

  ３、施行日及び経過措置等であります。 

  この条例は、公布の日から施行し、令和３年４月１日から適用するものであります。 

  経過措置としまして、「本条例の適用日前に製造の事業、農林水産物等販売業又は旅

館業の用に供する設備を新設し、又は増設したものに係る課税免除については、廃止前
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の旧条例の例による。」と規定するものであります。 

  以上、提案理由と内容をご説明申し上げました。ご審議の上、ご可決くださいますよ

うよろしくお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第49号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 対象業種に新たに追加となった情報サービス業というのを具体

的に言いますと、どのような職種が対象になるんでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 青木町民課長。 

○青木弘彦町民課長 今回加わった情報サービス業等につきましては、新過疎法第23条で

規定されたものでありまして、そこには情報サービス業、インターネット附属サービス

業等をいうとされていますが、小椋議員おっしゃる具体的な例としましては、情報サー

ビス業の例としましては、情報処理業、あと市場調査、世論調査、社会調査業などが挙

げられます。あと、インターネット附属サービス業の例としましては、ポータルサイト、

サーバー運営業ですとかインターネット利用サポート業、あとソフトウエア業とか、そ

ういったものが具体例として挙げられると思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第49号に対する質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案第49号は会議規則第39条第１項の規定により総務

文教厚生常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第49号は総務文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。 

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

◎議案第５０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第21、議案第50号上士幌町手数料条例等の一部を改正する

条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  青木町民課長。 

○青木弘彦町民課長 ただいま上程されました議案第50号上士幌町手数料条例等の一部を
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改正する条例の制定について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  ご参照いただきます例規集は、手数料条例は第６編財務、第４章税外収入となります。

個人情報保護条例、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例は第３編行政

通則、第３章情報管理となります。 

  資料は、議案第50号関係－１及び議案第50号関係－２、新旧対照表をご覧ください。 

  １、改正の理由であります。 

  今回の改正理由につきましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に

関する法律（令和３年法律第37号）の施行に伴い、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）が改正されたことにより、

所要の規定の改正を行うものであります。 

  ２、改正の内容であります。 

  第１条による改正としまして、上士幌町手数料条例（平成12年条例第29号）の一部改

正を行うものであります。 

  今般の法改正により、個人番号カードの発行主体である地方公共団体情報システム機

構が個人番号カード発行手数料の徴収権限を有することとなったため、上士幌町手数料

条例から個人番号カードの再交付手数料に関する規定を削るものであります。 

  新旧対照表をご参照ください。 

  別表第３中、１の項を削り、「２」の項を「１」の項とし、３の項から６の項までを

１項ずつ繰り上げるものであります。 

  次に、第２条による改正としまして、上士幌町個人情報保護条例（平成13年条例第23

号）の一部改正を行うものであります。 

  この条例において引用している行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律の条項等を改めるものであり、条例の内容についての変更は生じな

いものであります。 

  新旧対照表２ページをご参照ください。 

  第25条第３項中、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に、「第19条第７号」を「第19条

第８号」に、「同条第８号」を「同条第９号」に改めるものであります。 

  次に、第３条による改正としまして、上士幌町個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例（平成27年条例第35号）の一部改正を行うものであります。 

  この条例において引用している行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律の条項を改めるものであり、条例の内容についての変更は生じない

ものであります。 
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  新旧対照表２ページ下段をご参照ください。 

  第１条及び第５条第１項中、「第19条第10号」を「第19条第11号」に改めるものであ

ります。 

  ３、施行期日であります。 

  この条例は、公布の日から施行し、令和３年９月１日から適用するものであります。 

  以上、提案理由と内容をご説明申し上げました。ご審議の上、ご可決くださいますよ

うよろしくお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第50号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第50号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第50号の採決を行います。  

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第５１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第22、議案第51号上士幌町格技場条例を廃止する条例の制

定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  須田生涯学習課長。 

○須田 修教育委員会生涯学習課長 ただいま上程されました議案第51号上士幌町格技場

条例を廃止する条例の制定につきまして、その提案理由と内容についてご説明申し上げ

ます。 

  上士幌町例規集は、第10編教育、第５章体育をご参照願います。 

  上士幌町格技場の老朽化に伴い、令和３年６月21日から格技場機能が新しい消防庁舎

研修室に移転したことから、その社会教育施設としての用途を廃止し、併せて上士幌町

格技場条例を廃止するものであります。 
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  なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。 

  以上、上士幌町格技場条例を廃止する条例の制定について、その提案理由と内容につ

いてご説明申し上げました。ご審議いただき、ご可決くださいますようよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第51号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第51号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第51号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第５２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第23、議案第52号財産の取得についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  木下教育推進課長。 

○木下由季子教育委員会教育推進課長 ただいま上程されました議案第52号財産の取得に

ついて、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  本町では、遠距離通学児童・生徒の通学対策としてスクールバス６台で対応しており

ます。町有バスは３台を所有しています。このうちの１台が購入後11年が経過し、車両

の老朽化に伴い暖房設備等の故障が顕著なため、バスを購入し更新するものです。 

  議会の議決に付すべき財産の取得につきましては、条例に基づき1,000万円以上とな

っていることから、今回、議案を上程するものです。 

  議案第52号をご覧ください。 

  財産を次のとおり取得したいので、地方自治法第96条第１項第８号の規定により、議

会の議決を求めるものです。 

  １、財産の種類、スクールバスです。 
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  ２、財産の内容、中型バス１台、41人乗りです。メーカー、車種につきましては、日

野自動車株式会社、メルファというバスを購入いたします。 

  ３、取得金額です。2,539万3,640円です。 

  ４、取得の相手方は、河東郡上士幌町字上士幌東３線242番地、上士幌町上士幌自動

車工業株式会社代表取締役、佐藤正彦氏です。 

  本件に関する見積り合わせにつきましては、８月６日に執行しております。 

  なお、中型バスにつきましては需要が少ないため受注生産となりますので、車両の納

車は令和４年２月末頃を予定しております。 

  以上、財産の取得につきまして、その提案理由と内容についてご説明申し上げました。

ご審議いただき、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第52号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  １番、渡部信一議員。 

○１番（渡部信一議員） ただいまの提案でありますけれども、従来ですと、これだけ大

きな買物というか、入替えですね、こういったものは入札とか、あるいは先ほどの説明

で見積り合わせという、そして普通なら、例えば日産だとかいすゞだとか日野だとか、

こういったディーラーと直接、入札みたいな形で条件を付してやってきたというのが常

だと思うんですけれども、今回、地元の自動車工業ということで、それはそれでよろし

いかと思うんですけれども、ここら辺の経過について、これだけの買物を単なる見積り

合わせだけで執行してしまうというのはいかがなものかなと。 

  併せて、先ほどの公平委員の選定ではないですけれども、そこにも名前が出てくると

いう、こういったやり方が公平というか、そういうことに引っかかってこないかどうか、

そこら辺の関係についてこの際お尋ねしておきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 暫時休憩します。 

（午後 ４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。 

（午後 ４時５１分） 

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

◎会議時間の延長 

○議長（杉山幸昭議長） 答弁いただく前に皆さんにちょっとお諮りしたいと思いますが、

本日の会議時間は、議事の都合により、この際、あらかじめこれを延長したいと思いま
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すが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議時間は延長することに決定いたしました。 

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

○議長（杉山幸昭議長） それでは答弁をお願いします。 

  木下教育推進課長。 

○木下由季子教育委員会教育推進課長 渡部議員からのご質問の前に、大変申し訳ござい

せん、議案のほうに誤字がございましたので、ご訂正をいただきたいと思います。 

  取得の相手方の会社名のところですが、「上士幌町」というふうに入っておりますが、

「上士幌自動車工業株式会社」が正しい名称となっておりました。大変申し訳ございま

せん。よろしくお願いいたします。 

  今回の見積書の徴取に関する取扱いにつきまして、今、企画財政課のほうともご相談

をさせていただきましたが、見積書の徴取に当たり、財務規則第105条の中で、随意契

約の方法による契約を締結しようとするときは、２社以上の方から見積書を徴取しなけ

ればならない。もう一つ、契約の適正な履行の確保を図ることができる範囲内において、

地場業者の育成に努めることができるというふうになっておりました。 

  こちらのほうの地場業者というのは、町内に本店または営業所等を有するものという

ような位置づけになっており、こちらのほうの見積書の徴取のところを参照させていた

だきまして、今回は２社で見積り合わせを実施をさせていただきました。 

  車両につきましては、現在、町有のバスが３台ございます。今回更新を考えておりま

すのが21年購入の小型車、それから、26年に購入しました小型車と30年に購入いたしま

した中型車のバス車両がございますが、こちらのほうが、２台とも日野自動車のバスを

購入をさせていただいております。この２台のバスにつきましては、年数も経過をして

おりますが、大きな問題もなく運行が難しいということもない状態で、安全運行が確保

できているということもありましたので、日野自動車という形で選定を進めさせていた

だいた経過がございます。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） ちょっと今確認なんですけれども、今、議場で提案された議

案です、これ。議案を口頭で訂正したという部分で、普通は、議運できちっと通してい

くというのが基本的な筋だと思うんですけれども、その点の確認だけさせてください。 
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○議長（杉山幸昭議長） 暫時休憩します。 

（午後 ４時５４分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ４時５８分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） ただいまの８番、江波戸明議員の質問について事務局長より答

弁をさせます。 

○杉本 章議会事務局長 議案の修正の関係でございますけれども、議会運用例の第31条

ですね、会議に提出された議案等の誤植訂正をするときは、正誤表を各議員に配付して

訂正することができるというふうになってございます。これから、正誤表ではないんで

すが、差し替えの議案を配付させていただきまして議案の訂正とさせていただきたいと

思いますけれども、お諮りいただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 今、局長をして議会運用例の内容を説明させましたが、江波戸

議員、よろしいですか。 

○８番（江波戸 明議員） はい、いいですよ。 

○議長（杉山幸昭議長） 皆さん、そういうことで、今、休憩中に議運を開くとかいろい

ろありましたけれども、差し替えをするということでご理解いただくということでよろ

しいですか。 

（「はい、了承」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） それでは暫時休憩します。差し替えを配ってください。 

（午後 ４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 ５時０１分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） ほかに質疑ありますか。 

  １番、渡部信一議員。 

○１番（渡部信一議員） ただいまこの経過について説明がありました。従来も日野のス

クールバスが３台ほど入っていると。それはそれで、メーカーがどこであろうと私はそ

れは大した問題ではないと思うんだけれども、今までなら除雪車あるいはこういったバ

スについても直接ディーラーと、随意契約なのか入札なのか、そういう手法を取ったと
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思うんですね。今回、日野のバスということで、先ほど上士幌自動車工業、これが日野

の販売代理店か、あるいはそういった立場になったのか、あくまでも木下課長が言われ

たように地元というだけで、そこに力を入れて上士幌自動車工業を通して入れるような

方法にしたのか。 

  そういうことになれば、一般町民にしては、地元業者というのは、そういう意味では

それなりに考えていかなければならないと思うんだけれども、これだけの買物、やはり

公明正大というか、町民の税金を投入していくわけですから、こういう形になると何か

トンネルになったんでないかという、一見、そんなふうにも聞こえるわけですが、併せ

て、この件については、それぞれ除雪車入替えだとか、あるいはこれだけ大きなものを

入れ替えるときは、前段のそれぞれの所管の委員会の中で何らかの方向というか、そう

いうものが説明されて今まで来た経過があると思うんですけれども、そういったことに

ついてさらに明らかにしておきたいなというふうに思うわけで、答弁をお願いします。 

○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 渡部議員のほうからご質問がありました見積書の

徴取の部分につきましては、地元、いわゆる地場業者２社の見積り合わせという形で実

施をさせていただきまして、価格の折り合ったところと契約をさせていただくというよ

うな流れになっております。１社という形ではございませんので、すみません、ご了解

をいただけたらというふうに思います。 

  議員のほうからお話がありましたとおり、価格もかなり大きなものですので、本来で

あれば委員会のほうにお諮りをして、詳細な説明等が必要だったのではないかなという

ことは今改めて感じているところでございます。大変申し訳ございません。今後、十分

気をつけて対応させていただきたいというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいですか。 

  １番、渡部信一議員。 

○１番（渡部信一議員） そこら辺のバスを入れる、入れない、あるいは日野であるから、

三菱であるからということを私は問題にしているわけではないんです。これは今までと

ちょっと違ったようなこういった導入の仕方というか、だから、そこら辺でも少しすっ

きりこない。地元の２つの業者というか、これは1,000万円以下の例えば中古車という

か、そこら辺を地元業者を使って見積もり合わせするというのならまだ納得もいくんで

すけれども、これだけ大きな買物、従来であると、ディーラーと直接こっちで条件を示

しながら様々なそういった形の中で購入してきたと思うんだけれども、そこら辺が全く

今回、併せて、近々の委員会等にも一つも諮った経過もない。そういったこともないわ
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けで、余計ちょっと不可解に感じたものなんです。 

  だから、そういったことを踏まえて、今後についてもこういったことに対して、例え

ば除雪車だとかダンプだとか、あるいは牧場等の機械、トラックだとか様々なものがあ

るんですけれども、そういったものを全部、地元の業者を指名して、そして見積り合わ

せというか、そういう形の手法を取っていくのかどうか、今回だけなのか、そこら辺の

今後の経過についてもちょっとお尋ねしておきたいと思うんです。 

○議長（杉山幸昭議長） 暫時休憩します。 

（午後 ５時０７分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 再開いたします。 

（午後 ５時０８分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 杉原副町長。 

○杉原祐二副町長 ただいまの車両の購入のことに関して、今、渡部議員のほうからあり

ました例えば除雪車の部分に関しては、特殊な車両でありまして、地元のいわゆる事業

者さんが取り扱えないものということで、そういう特殊車両を取り扱っているトラック

のメーカーさんとかという形になっているということでございます。 

  今回のスクールバスについては、地元の業者さんが取り扱えるということで、地場の

業者ということで見積り合わせを行ってきたという経過でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいですか。 

  渡部信一議員。 

○１番（渡部信一議員） 確認なんですけれども、新たな手法というか、そういうふうに

記憶しているんです。今後、このような手法で、地元で取り扱えるバスだとかそういっ

たものについては、全てこういう手法で進めていくということで押さえておいていいん

ですか。 

○議長（杉山幸昭議長） すみません、渡部議員、ちょっと私のほうでミスしていました。

３回終わっていますので、特別、今、担当でなく副町長が答えたとおりです。 

  この際、副町長、何かありますか。 

  杉原副町長。 

○杉原祐二副町長 今回の事例が確かに金額的には大きい金額でございますけれども、通

常の車両等においても、地元の事業者さんが取り扱えるものについては、基本的には地

場事業者の育成という観点で町のほうとしては物の取得を行ってきておりますので、基
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本的にはそういった考え方で進めさせていただきたいというふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） この件について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52号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第52号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩といたします。 

（午後 ５時１１分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ５時１１分） 

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

◎議案第５３号から議案第５５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第24、議案第53号令和３年度上士幌町一般会計補正予算

（第４号）、日程第25、議案第54号令和３年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）、日程第26、議案第55号令和３年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第

３号）、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。 

  杉原副町長。 

○杉原祐二副町長 ただいま上程されました議案第53号から第55号の令和３年度一般会計

並びに２特別会計補正予算の内容についてご説明申し上げます。 

  補正総額は6,229万9,000円の追加補正となります。補正後の予算規模は、一般会計並

びに５特別会計の総額で104億998万2,000円となります。 

  それでは、各会計の補正予算の内容を申し上げます。 

  議案第53号一般会計補正予算（第４号）であります。 

  １ページをご覧ください。 
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  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ5,418万5,000円を追加し、総額を

84億3,153万1,000円とするものです。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２

ページから３ページの第１表のとおりでございます。 

  第２条では、地方債補正といたしまして、４ページ、第２表にありますとおり、臨時

財政対策債の限度額を「１億9,028万1,000円」から「１億4,813万9,000円」に変更補正

するものでございます。 

  次に、歳出のうち追加補正の主なものといたしましては、10ページをご覧ください。 

  民生費、多職種連携情報共有システム運用事業61万3,000円、11ページ、障害者自立

支援給付事業123万2,000円、衛生費、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業

448万2,000円、13ページ、農林水産業費、ナイタイ高原牧場運営安定化基金積立金4,114

万3,000円、牧場用機械購入事業190万円、14ページ、土木費、町営住宅維持管理経費

118万8,000円、15ページ、教育費、コミュニティスクール事業256万2,000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、18ページをご覧ください。 

  議案第54号令和３年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）です。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ17万6,000円を追加し、予算の総

額を７億825万1,000円とするものです。 

  第２項の歳入歳出予算の金額は、19ページ、第１表のとおりです。 

  補正内容につきましては、21ページ、療養給付費交付金等返還金において17万6,000

円を追加補正するものであります。 

  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、22ページをご覧ください。 

  議案第55号令和３年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第３号）です。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ793万8,000円を追加し、予算の総

額を６億4,400万4,000円とするものです。 

  第２項の歳入歳出予算の金額は、23ページから24ページの第１表のとおりでございま

す。 

  補正の内容につきましては、28ページ、福祉用具購入費事業34万4,000円、29ページ、

介護給付費等負担金返還金759万4,000円を追加補正するものです。 

  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。 
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  以上、一般会計並びに２特別会計の補正内容につきましてご提案申し上げました。よ

ろしくご審議賜り、ご承認くださりますようお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより各会計ごとに質疑を行

います。 

  それでは、議案第53号令和３年度上士幌町一般会計補正予算（第４号）から質疑を行

います。 

  初めに、事項別明細書の歳出から質疑を行います。 

  事項別明細書の歳出は、10ページから款ごとに一括して質疑を行います。 

  総務費から衛生費について質疑を行います。10ページから12ページまで質疑あります

か。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、農林水産業費に入ります。12ページから13ページまで質

疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、商工費から教育費に入ります。14ページから16ページま

で質疑を行います。質疑ありますか。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 15ページのコミュニティスクール事業の地域協働専門員につい

て質問したいと思うんですが、当初予算では協働推進員というのはあるんですが、専門

員というのは新たな採用なのか、その概要について説明をお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 須田生涯学習課長。 

○須田 修教育委員会生涯学習課長 このたびの地域協働専門員に係る補正についてです

けれども、現在、コミュニティ・スクールコーディネーターとして上士幌高校に配置し

ています会計年度任用職員の任期なんですけれども、今、地域おこし協力隊として雇用

しておりまして、その職員が、令和３年、今年度の10月16日で３年間の任期満了となり

ます。その後、その職務の必要性、継続性を勘案しまして、年度内を引き続き雇用する

予算としてこの予算を計上させていただいたと。 

  地域協働推進員というのが既存の職名であるんですけれども、そちらのほうとは給与

の体系とか内容が違うということで、新しく地域協働専門員ということで配置させてい

ただくという形になります。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 地域推進員というのは協力隊員という身分で採用したけれども、
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今度、臨時職員になるのかなという気もしますが、これは多分、年度内の来年３月31日

までになると思うんですけれども、その次については、必要な分について臨時職員扱い

になるのか。小学校についても協力隊が途中で切れましたよね。切れて、結果的に臨時

職員として小学校にいるんですが、その辺についてきちんと、年度途中で３月で切れる

というんじゃなくて、その方についての任用保障はその後どうなるのか。引き続き必要

な事業であれば臨時職員とかいう形でも採用していくべきというか、そういう方法があ

ると思うんですが、それについて質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 須田生涯学習課長。 

○須田 修教育委員会生涯学習課長 今回の会計年度任用職員の地域協働専門員につきま

しては、これは今年度の補正予算ということですので、先ほども申しましたとおり業務

の継続性と、年度途中ということもありますので、勘案しまして引き続き雇用する予算

を計上させていただいたということでございます。来年度以降につきましては、また関

係課等と協議させていただいて、必要であれば、また来年度の予算のほうに必要な予算

を計上させていただきたいというふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、地方債に関する調書は17ページの質疑を行います。質疑

ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の歳入は７ページから９ページまでを一括

して質疑を行います。質疑ありますか。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） まず１つ目は、財政調整基金繰入れを１億円ほど減額していま

すが、これはトータル的に残金が残りそうなので基金繰入れ、その辺の説明をお願いし

たいのと、それから、繰越金が結構満度に入っていると思うんですが、それの問題と、

それから交付税が今回７月で決定いたしましたので、当初に比べて、いつもマイナスで

組むわけではありませんので、１億円ほど上積みになっていると。その点含めまして、

繰越金も含めて、現在の留保財源はどれぐらいあるものかどうか質問いたします。大き

く２点ですね。 

○議長（杉山幸昭議長） 佐藤企画財政課長。 

○佐藤泰将企画財政課長 今回の財政調整基金繰入金約１億ほどでございますけれども、

令和２年度の決算残がかなり生じたというところで、ここの基金繰入金を減額という形
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になってございます。 

  留保財源につきましては、ちょっと暫時休憩して、いいですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 暫時休憩いたします。 

（午後 ５時２４分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 再開いたします。 

（午後 ５時２４分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 佐藤企画財政課長。 

○佐藤泰将企画財政課長 留保財源の金額でございますけれども、１億9,007万9,000円と

いう金額になってございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） そうしますと、約１億円と基金、今回繰入れた分も含めると約

３億円ほど、早めに基金を積んでしまうと、それはそれで年度末には見えてこないので、

本来なら３月の年度末に残った分について、残れば基金に繰り入れるというのは分かる

んですが、途中でむしろ基金に積んでしまったほうがお金が実際には年度末に残らない

ので、そういうふうに活用したのかなと。その辺のやりくりがちょっと分からないので、

従来だったら、そんなに基金を積まないで、むしろ交付税で調節しながら、留保財源を

残しながらいくのかなという気もしますが、それは町の財政の仕組みなので、その考え

方について。 

  最終的には年度末にもやはり基金の財源残りますので、そうしますと、ここの約２億

円ですね、この財源を有効に活用すべきだと私は思っています。その辺について、今後

の活用について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 佐藤企画財政課長。 

○佐藤泰将企画財政課長 山本議員おっしゃるとおり、今、留保財源等抱えている分がご

ざいます。今後、コロナ対策等も含めていろいろな動きが出てくるというところで、一

時留保という形で今回整理をさせていただいております。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の総括表は５ページから６ページまで一括

して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 



－101－ 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、一般会計補正予算書の１ページから４ページまでを一括

して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で議案第53号令和３年度上士幌町一般会計補正予算（第４

号）の質疑を終わります。 

  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54号令和３年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、18ペー

ジから21ページまで一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で議案第54号令和３年度上士幌町国民健康保険特別会計補

正予算（第３号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第55号令和３年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第３号）は、22ペ

ージから29ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で議案第55号令和３年度上士幌町介護保険特別会計補正予

算（第３号）の質疑を終わります。 

  次に、各会計補正予算に対する質疑は終了いたしましたので、これより町理事者に対

する総括質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 質疑がございませんので、町理事者に対する総括質疑を終了し

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、町理事者に対する総括質疑を終わります。 

  以上をもって議案第53号から議案第55号までの令和３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53号令和３年度上士幌町一般会計補正予算（第４号）の討論を行いま

す。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第53号の採決を行います。 



－102－ 

  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53号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第54号令和３年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）の討

論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第54号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第55号令和３年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第３号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第55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55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。 

  時間延長にご協力いただきましてどうもありがとうございました。 

  明日からは休会とし、本会議の再開は９月24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 ５時３０分） 
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商 工 観 光 課 長 名 波   透   
 



－105－ 

令 和 ３ 年 第 ５ 回 上 士 幌 町 議 会 定 例 会 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

令和３年９月２４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２４号 国土強靭化に資する社会資本整備等に関する意見書の提 

               出について 

日程第 ２ （総務文教厚生常任委員会審査報告） 

      意見書案第２５号 地域医療構想を見直し、実情に応じた医療体制の確立を 

               求める意見書の提出について 

日程第 ３ （総務文教厚生常任委員会審査報告） 

      議 案 第４８号 上士幌町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制 

               定について 

日程第 ４ （総務文教厚生常任委員会審査報告） 

      議 案 第４９号 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用 

               に伴う固定資産税の特例に関する条例の制定について 

日程第 ５ （決算審査特別委員会審査報告） 

      認 定 第 １号 令和２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 ６ （決算審査特別委員会審査報告） 

      認 定 第 ２号 令和２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 ７ （決算審査特別委員会審査報告） 

      認 定 第 ３号 令和２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 ８ （決算審査特別委員会審査報告） 

      認 定 第 ４号 令和２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 ９ （決算審査特別委員会審査報告） 

      認 定 第 ５号 令和２年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算の認 
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               定について 

日程第１０ （決算審査特別委員会審査報告） 

      認 定 第 ６号 令和２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１１ 意見書案第２６号 コロナ禍における農畜産物の消費拡大及び高温・干ばつ 

               による農作物被害対策を求める要望意見書の提出につい 

               て 

日程第１２ 議 案 第５６号 令和３年被表彰者の決定について 

日程第１３ 議 案 第５７号 上士幌町過疎地域持続的発展市町村計画について 

日程第１４ 議 案 第５８号 令和３年度上士幌町一般会計補正予算（第５号） 

日程第１５ 監報告 第 ４号 例月出納検査報告について 

日程第１６ 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17日午前９時より委員会室において、議会運営委員全員の出

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

議方法等について審議いたしました。 

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

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

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

  １点目は、日程第５、認定第１号から日程第10、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

おきお願いいたします。 

  ２点目は、日程第12、議案第56号令和３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とし、休憩中に全員協議会を開催いたします

ので、ご承知おきお願いいたします。 

  以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

◎意見書案第２４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24号国土強靭化に資する社会資本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。 

  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。 
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○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社会資本整備等に関

する意見書についてであります。 

  令和３年９月７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書案第

24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。 

  １、審査事項、意見書案第24号国土強靭化に資する社会資本整備等に関する意見書。 

  令和３年９月７日付託されたものであります。 

  ２、審査年月日、令和３年９月15日、１回であります。 

  ３、審査場所、本議場でありました。 

  ４、審査結果、当委員会は意見書案第24号に当たり、産業経済建設常任委員会全員で

の審査の結果、全会一致をもって原案可決すべきものとして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、北海道町村議会議長会より要請があり、国土強靭化に資する社会資本に関す

る整備等について、意見書の提案として議会に上程され、産業経済建設常任委員会に付

託された事件です。 

  意見書の内容は、全国的に各地において頻発している防災対策を重点とした10項目に

わたる意見の内容で、全てにおいて私たちの日常生活を安全・安心の下、快適に暮らす

ことができる環境整備のより一層の推進とその財源の確保であります。 

  近年においては、全国・全道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。 

  あわせて、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、国土強靭化のための５か年加速化対策としてまとめられているところです。 

  あわせまして、これらに係る新たな財源の創出につきましても、さきに北海道、十勝

圏活性化推進期成会を含めて強く要望・要請されているところであります。 

  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、国有林道含めて町道認

定358線が網羅され、特に寒冷地における冬季交通対策の安全を進めるための除排雪、

老朽化の除雪機械等の更新を進めるなど、多大な財政確保が求められているところです。

道路の維持管理状況においても、国道及び道道、町道の生活道路や農業生産道路におい

ても、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も加わり、道路構造上

の改善にも資する課題もあるところであります。 
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  当議会において、令和２年９月、国土強靭化に資する道路の整備等に関する意見書を

提出し、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係る要望

も含めて意見書を議決し、さきに提出したところです。 

  このような背景を踏まえて、本町の喫緊の課題として、これらの対策に係る安定した

財政の確保は、まちづくりに係るインフラ整備の根幹をなすものです。 

  以上をもちまして、このたび産業経済建設常任委員会に付託されました意見書案第24

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） 今、委員長のほうから、意見書に対する趣旨については、議長

会から要請があったこと等について説明がありました。 

  それも含めてなんですが、委員会の中で、項目的には多岐にわたるんですが、その項

目について、どのような議論をされたのかということについて質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長。 

○産業経済建設常任委員長（江波戸 明議員） 委員会の進め方としまして、項目にわた

って、１件ずつの項目について意見、質疑を交わしたところであります。 

  それにおいて、特に異議がないという形で、委員長の判断として、本件については採

択し、可決という形で成立させていただきました。特に具体的な部分については、各委

員、事前の中で熟知しながら、本件について慎重に、また丁寧に対応したというふうに

認識しております。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 

  これより意見書案第24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、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24号国土強靭化に資する社会資本整備等に関する意

見書についての反対討論を行います。 

  要望項目は多岐にわたるわけですが、私は２件について反対したいと思っています。 

  １点目は、高規格道路の問題です。 
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  高規格幹線道路建設は、バブル期の1987年に第四次全国総合開発計画、通称四全総と

いいますが、に基づく高速道路建設と、その後、さらに1998年の新全国総合開発計画、

通称五全総に基づく地域高規格道路によって推進されているものです。 

  この計画は、バブル期等の中で創設されまして、経済情勢も大きく変化している中で、

真にこの道路が必要か、費用対効果も含めて検討し直すべきと考えています。今求めら

れているのは、多岐にわたる要望の中にもあるんですが、身近な道路整備、また一般道

路、橋梁、トンネル等の維持管理、補修することが大事と考えています。 

  また、今、新型コロナ感染対策に国も地方も全力を尽くさなくてはならない中で、厳

しい財政運営が強いられております。要望項目の４の中にありますような高規格道路に

ついては、着手済み区間の早期開通、未着手区間の早期着手、暫定２車線区間の４車線

化といった機能強化を図るとなっていますので、これは反対いたします。 

  ２番目の問題として、重要物流道路の問題です。 

  重要物流道路は、2018年に道路法が創設されまして、国際海上コンテナ車、高さ4.1

メートル、長さ16.5メートル、最大重量44トンが認定された道路を、特殊車両通行許可

というものを必要としないで通行できることになりました。対象道路は、高規格幹線道

路、地域高規格道路、直轄国道、空港・港湾アクセス道路などです。 

  これに認定されますと、一気に通行できる道路が高速道路並みの改築につながる財政

問題も大きな問題となります。要望項目のように、さらなる指定を図るとなると、国際

海上コンテナ車が一般道路を通行する可能性もあり、安全上とても危険な問題であると

考えて反対いたします。 

  以上の理由で反対いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する反対の討論を行います。ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。ありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論がありませんので、これをもって、意見書案第24号

に対する討論を終結いたします。 

  これより意見書案第24号の採決を行います。 
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  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24号は原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第２５号の上程、報告、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、総務文教厚生常任委員会審査報告を行います。 

  意見書案第25号地域医療構想を見直し、実情に応じた医療体制の確立を求める意見書

の提出についてを議題といたします。 

  本案について、総務文教厚生常任委員会委員長の報告を求めます。 

  総務文教厚生常任委員会委員長、３番、伊東久子議員。 

○総務文教厚生常任委員長（伊東久子議員） 総務文教厚生常任委員会より、付託事件審

査報告をいたします。 

  本委員会に付託されました事件については、慎重審査の結果、次のとおり決定いたし

ましたので、上士幌町議会会議規則第77条の規定により報告をいたします。 

  １、審査事項、意見書案第25号地域医療構想を見直し、実情に応じた医療体制の確立

を求める意見書の提出について。 

  令和３年９月７日付託を受けております。 

  審査年月日、令和３年９月14日、１回であります。 

  審査場所は議場で行いました。 

  審査結果につきましては、当委員会は意見書案第25号に対する審査を行うに当たり、

冒頭、提案者である山本和子委員から補足説明を受けた後に質疑を行い、その後、討論、

採決を行いました。 

  討論では、反対、賛成の討論があり、反対討論の主な理由としては、北海道において

も各町村が各公立・民営施設の経営状況により本構想に対応しており、他町村の考えを

把握しないままでは乖離が生じ、町民の考えも整理されていない中で時期尚早である。 

国の政策は不十分であることは理解するが、総務文教厚生常任委員会でも地域包括ケ

ア等に取り組んでおり、徐々に改善されている。病床減については国公立病院が中心で
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あり、十勝管内の病院から意見書提出の要請も届いていない中で意見書提出するのは反

対である。 

  賛成の主な要旨としては、国の構想に基づいて北海道の構想もつくられているが、北

海道、十勝の病床数はそれほど減っていないことを考慮してほしい。国は在宅に移そう

としており、慢性期のベッドは減る方向にシフトするが、各町村が公立病院を抱えてい

る中で、本当に必要かどうかを含め、ぜひ見直しを検討してほしい。コロナ禍の中、補

助金をつけてまで病院を減らす方向については反対。 

地域医療構想は、超高齢化社会を迎える2025年度の医療・介護をどうするかというこ

とが背景。ベッド数の基本的な考えが示され、都道府県を中心に計画され、見直しもさ

れてきているが、全く予測しなかったコロナ感染症でベッド数が足りないとなったとき、

凍結するか見直すか、国も地方自治団体も表明すべきと思っている。介護人材の不足も

2025年に向けて大きな課題であり、幅広く見直す必要がある。 

  以上のような反対、賛成の討論があり、討論終了後、起立採決の結果、可否同数であ

ったことから、委員会条例第15条の規定により、委員長採決により原案可決すべきもの

と決定をいたしました。 

  なお、委員長である私が委員として討論に参加したことから、討論参加から採決まで

の間、斉藤副委員長が委員長の職務を行ったことを報告いたします。 

  以上で総務文教厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりましたので、これより委員長の報告に対

する質疑を行います。質疑ありますか。ありませんか。 

（「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25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。 

  １番、渡部信一議員。 

○１番（渡部信一議員） 地域医療構想を見直し、実情に応じた医療体制の確立を求める

意見書の提出に反対の討論を行います。 

  北海道においても、本件の構想に対応し、各市町単位で各公立民営施設に対し、医

療・介護のプランの推進を行っています。各町村別における状況は、各公立民営経営の

状況を鑑み対応しています。そのような状況では、本町における意見書の提出は、他町

村の考えを幾分に反映していないままでは、他の町民との乖離を生じています。 
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  本町総務文教厚生常任委員会の所管調査においても、地域医療についての調査の中で

も話題にも出なかった案件であり、あまりにも唐突であります。町民の考えも整理され

ない本町は時期尚早であります。 

  よって、本町議会として、この意見書提出には反対であります。 

  以上、反対討論とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。 

  討論ありますか。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 意見書案第25号地域医療構想を見直し、実情に応じた医療体制

の確立を求める意見書についての賛成討論を行います。 

  私が提案者になっているわけですが、意見書の提案に当たって説明をした内容と同じ

ですが、そのときの質疑や委員会での討論を踏まえて、再度、賛成討論を考えてみまし

た。 

  前段のお話の中で、前と同じなんですが、地域医療構想というのは、2014年制定の医

療介護総合確保法の中で地域医療構想を制度化しました。そのときには介護保険も大幅

に変わっています。それに基づいて、町も包括支援などの整備を行っていますが、この

もともとの基になるのは、団塊の世代が75歳になる2025年に必要な病床数を４つの機能

に分けて制度化し、どれぐらいの病床が必要かということを決めるものです。 

  全体としては、高度急性期・急性期の病床が減り、中の回復期は増えると見込んで、

在宅介護へのシフトの下、慢性期の病床は減るという推計を国のほうではしているよう

でした。 

  既に北海道も、北海道のほうにも病院の計画があるので、その中で、2016年に北海道

医療地域構想を策定し、管内の25年に必要とされる病床数を推計しております。これに

基づいて、北海道全体の病床数は、前回もお話しましたように、それほど減ってはいま

せん。 

  先ほど、町村が関わっていないという話ですが、十勝全体は、二次医療圏というんで

すか、そこの中で、年に１回か何回かは全体で、構想に関わる議論をしているというふ

うに把握していますので、ここに公立病院があるとかないとかの問題じゃなくて、十勝

全体の中での病床数はどうなのかと。それから、それに基づいて、北海道の病床数はど

うなるかということを北海道は推計しています。しかしそれは、もともと計画があるの

で、それよりもそれほど減っていなかったということが、調べて私も分かりました。 

  これが、じゃ全国はどうかといいますと、全国的にも各都道府県の推計を基にまとめ
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ています。そうしますと、そのときに2019年５月の社会保障ワーキンググループの会議

では、実際にネットで調べれば、その資料出てくるんですが、高度急性期や急性期の病

床数の削減は数％止まり、思ったほど減っていないといいますかね、であったと。具体

的な対応方針合意が地域医療構想の実現に沿ったものではないんではないかというよう

な、まだまだ検討する余地があるんじゃないかみたいなことが書かれたものを報告して

います。 

  そうしますと、であれば、その地域の実態に合った構想を尊重し、例えば十勝、北海

道、各町村の構想を想定して、国は病床、そのことについて、見直しをするのが当たり

前ではないかと。 

  しかし、そう思いながら、私はそう思うんですけれども、これは私の考えかもしれま

せんが、国はそれなのに、何で2021年、今年ですね、病床削減するために病床削減推進

法を決めるということが、私にはなかなか理解できません。 

  公立・公的病院を再編統廃合行い、432を統廃合すると。十勝で６つほどそこになる

んですけれども、それをお金を195億円つけるんですが、ベッド数にすると、約１万床

も削減する予定だというふうになっています。私は、このように考えるときに、本当に

必要かどうかは、各地域の実際に推計を取ったわけですから、十勝、北海道の実態を踏

まえた中できちんと、病床数がどれぐらい必要かということをもう一回検討し直すべき

だと思っています。 

  あと、最近の新聞でも分かるんですが、このような中、今コロナ禍の中で病床が足り

ないので、各都道府県単位、市町村単位で今、臨時の病床数を増やす計画を持っていま

す。北海道でも、この間新聞にも出ていましたが、10月中旬にも最大100床程度のベッ

ド数を確保する方針を明らかにしました。 

  これが、例えばコロナだから必要だとか、今だから必要で次は要らなくなるとか、そ

ういう問題ではなくて、いろんなことがあるときには、コロナの危機を乗り越えるだけ

の一時的なものではなくて、病床をどうするかということは、今後計画的に考えなくて

はいけないと思っています。 

  これは政府自ら、令和２年10月１日に医療計画の見直し等に関する検討会の中で、こ

れは地域医療構想を考える検討会なんですが、その中で、新型コロナウイルス感染症を

踏まえた医療提供体制構築に関する現状と課題というのが資料として出ています。その

中では、長々と文章あるんですが、その中で要点だけメモしてきたんですが、昨年の10

月です、現状の押さえは、これまでの医療計画や予防計画等では想定されていない事態

が生じていると。これ去年ですから、今年なんか、さらに想定されていない事態が起こ
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っていますが、課題の中では、新型コロナ感染症への対応も引き続きやらなきゃいけな

いし、全力を注がなきゃいけないんですが、新興・再興感染症対応、これは過去にあっ

たいろんな感染症、１回収束したと思われるものもそうなんですが、それの対応に係る

医療連携体制を構築する必要があると言っています。 

  ですから、地域医療構想を決めたときは2014年ですので、そのときには今回のコロナ

も想定はありません。ところが、コロナが起きたことにより、もし、まだ収束していな

いんですが、コロナが収束したとしても、さらにいろんな、幾度となくこういうことが

起きるのではないかと。要するに、今回の事態は想定外ではあるけれども、コロナ感染

症は収束していないのに、収束したとしても、今後に、過去に幾度となく起きた伝染病

の世界的な流行や、装いを新たにした古典的な細菌の再襲来が起こるんではないかと想

定した体制を構築すべきだということを自ら、昨年の２年10月にそのようにまとめて出

しています。 

  具体的に何かするかということは特にないんですが、そういうことも含めたら、私は

当然見直すべきだと。 

  先ほど、他町村の考えも整理しながらとかあるんですが、これ、他町村がどうのこう

のじゃなくて、上士幌町でも、ここの病院ではなかなかできないときには、あちこちに

医療体制、入院とかすると思う、そのときには十勝全体で、もしかしたら札幌に行くと

いう、札幌全体でやっぱり医療を考えなければいけないと思っています。ここの公立病

院があるとかないじゃなくて、医療体制をどうするのかということを全体で関わるため

には、町村の個々の問題ではないと私は判断しています。 

  私がここで強調したいのは、他市町村のことをどうのこうの言うんじゃなくて、この

ような中で、意見書の中ではいろいろ項目を挙げているんですが、このようなことを４

点挙げているんですが、地域に合った計画をどうしたらいいのかということを、きちん

と地域の議論を踏まえて、そのことを反映してもらいたいと、十分聞いてほしいという

ことです。 

  ですから、例えば十勝はこれぐらい必要と、北海道はこれぐらい必要と、でも、コロ

ナがなったから、じゃどれぐらい必要かと、もう一回検討したときに、果たして減る方

向にいくのか、増える方向にいくか分かりません。そのことも踏まえて、十分地域の声

や関係者の声を聞いてほしいということが今回の意見書案の趣旨です。 

  それと、議会として、他市町村がどうのこうのとあるとは思うんですが、やっぱり町

民の命を守るのにどうしたらいいかという観点で、私は、それは私個人の考えかもしれ

ませんが、国にきちんと要望することが大事であると考えて、私はこの意見書案につい
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ては大賛成です。 

  以上で賛成討論終わります。 

○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。 

  ３番、伊東久子議員。 

○３番（伊東久子議員） 私は、意見書案第25号について反対討論をいたします。 

  意見書の内容については、国の施策において不十分であるということは、これは理解

をいたします。病床数削減については、主に国公立病院を示していると思います。北海

道十勝においても、ベッドの削減については今までないと思います。 

  今回、新型コロナウイルスが蔓延いたしましたが、平時に空きベッドを確保しておく

ことは大きな赤字経営で、公立病院が苦労している要因と思われます。上士幌では地域

包括ケアとシステムについて委員会で取り組んでおり、改善もされておりますし、委員

会の中でそのような話もありませんでした。 

  ほかの公立病院から国に対して要請がない中、また文面は抽象的であり、上士幌町議

会として提出することに反対をいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。 

  ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） 私は、意見書案第25号の審査結果、原案可決すべきものとの決

定に賛成する立場で討論に参加いたします。 

  地域医療構想は、団塊の世代が全員75歳以上になる2025年以降、医療費の急激な増加

が見込まれるということから、超高齢化社会にも耐え得る医療提供体制を構築するため

として、2014年、平成26年６月に成立した医療介護総合確保推進法によって制度化され

ました。 

  北海道においては、21の医療圏ごとに医療関係者、市町村長、介護関係者等で構成す

る地域医療構想調整会議が設置され、北海道段階には地域医療構想調整会議協議会が設

置されていると理解しております。こうした中で、国は2019年９月に、地方での議論が

進んでいないとして、全国の公立病院や日赤などの公的病院のうち、診療実績が乏しく、

再編・統合の議論が必要とされた病院名が初めて公表され、北海道では111病院中54施

設、十勝管内では６病院名が公表されました。 

  こうした中で、十勝にも地域医療構想調整会議が設置されています。地域医療構想は、

公的病院をどうするかだけでなく、これからの全ての自治体、地域での医療や介護の在

り方をどうしていくかが問われているものであります。私は、意見書を提出することが

有意義であると思います。 
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  以下、賛成の理由を申し上げます。 

  １点目として、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない状況下で、令和の時代

はウイルスとの戦いの時代になるという専門家の発言もあります。また、政府の新型コ

ロナ感染症の対策分科会の尾身会長は16日の参議院厚労委員会で、日本の医療制度をめ

ぐり、根本的な見直しが必要だとし、地域医療計画には感染症に対する発想がなかった

と発言されています。 

  地域医療構想は、新型コロナウイルス感染症の発生以前に制度化されたもので、昨年、

医療計画に新興感染症の感染拡大時における体制確保という文言が追加されましたが、

平時から感染症対策を十分に勘案した地域医療構想にすべきというふうに思います。 

  ２点目に、国が示した公的病院の再編・統合、病床数等については、基本的に所在自

治体での対応となりますが、十勝圏において手術や救急に対応する急性期の病床が減少

となった場合、帯広市内及び近郊の病院に集中することになり、万全の受入れ体制が確

保されるのか懸念され、私たちにとっても他人事ではないということであります。 

  ３点目として、公的病院の再編・統合、病床機能を４機能に分類し、急性期の病床数

を減らして、在宅医療やリハビリ向け病床への転換を促すとされています。これは、大

都市も過疎地も関係なく、全国一律の基準であります。面積の広い北海道をはじめとす

る地理的条件や経済状況など、各地域の実態・実情に応じた対応が必要と思います。 

  ４点目です。国は都道府県に対し、医療計画において、病院間の機能分担や連携強化、

医療・介護従事者の確保等の取組の強化を求めています。これまでも地方、特に町村に

おいては、医師をはじめとする医療人材、介護人材の確保に向けて、様々な取組をして

いるところであります。また、対応に苦慮しているところであります。国のかけ声だけ

で解決できる課題ではありません。国の抜本的な人材育成と確保に向けた施策と地方へ

の十分な財政支援がされるべきと思います。 

  以上、賛成理由を申し上げました。 

○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。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 地域医療構想を見直し、実情に応じた医療体制の確立を求め

る意見書、意見書案第25号について、反対として討論をさせていただきます。 

  地方議会における意見書の提出は、地方自治法第99条により対応できるものとなって

いますが、この条例第99条の趣旨は、当該地方公共団体の公益に関する事件を前提に、

提出の原則として認識し、意見書の提出を対応すべきものです。その原則の基本は、議

員自ら提案された意見について、地域からの要請や関係する議長会との要請、地域を含
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めて町民に喫緊の問題に関する内容であるかの見定めの上、意見書の提出の対応につい

て検討すべきものと思います。その上、意見書については、十分な議会における理解の

下、審議が行われた経過を踏まえたものであるべきではないかと思います。 

  地域医療及び介護等における事実は当然として、町民が安心して暮らせる大きな基本

的な原則は十分に理解するところです。 

  国が、団塊の世代が70歳を超える医療・介護における2025年問題での医療・介護の最

大化に対応する方針を示したのが、地域医療構想です。高齢者人口の増加に大きな地域

差があることと、医療の機能に見合った資源の効果的かつ効率的な配置を促し、急性期

から回復期まで、患者が状態に見合った病床で、実態にふさわしい、より良質な医療サ

ービスを受けられる体制をつくることから、地域医療構想が制定され、北海道において

も、区域・実態を踏まえた地域医療構想を策定し、入院・外来等の医療需要、二次医療

圏ごとの医療機関の必要量、医療機能の分化・連携を目指すものとしています。 

  北海道については、この改正を踏まえて北海道医療計画を策定し、道内の区域ごとの

体制整備を進め、５つの基本的柱及び今後の方向を定め、対応してきているところです。

このことを受け、十勝管内の公共医療施設をはじめ、民間医療機関においては、多項目

にわたる取組の評価及び今後の方向性を模索しながら、改善の対応を進めているところ

と認識しています。 

  本来、本議会においても、この地域医療構想を踏まえて、その現実と課題についてし

っかり議論し、広く関係する医療現場の実態とその対応を認識しなくてはならないとこ

ろです。 

  我々の現状では、区域の医療体制の状況や、そのことに関わる看護体制などの把握が

不十分なままでは、地域医療構想の見直しに対応するには、しばし地域内の他町村の公

的及び民間医療の取組と歩調が合わない可能性があるところであります。十分な資料と

実態調査の状況を基に、議会及び行政との間における意見交換の対応が、また併せて必

要と感じます。 

  あわせて、コロナ禍における医療機関の切迫状況は喫緊の課題であり、この地域医療

構想の病床等の確保や医療従事者との対応と分離し対応する必要があり、同一の案件と

して地域医療構想の見直しに対応する意見書とはならないと認識しているところであり

ます。 

  そのような状況を判断し、本意見書の提出においては、調査内容の的確な把握の不十

分さを含めて時期尚早と認識し、反対の意見といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。 
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  10番、馬場敏美議員。 

○１０番（馬場敏美議員） 意見書案第25号について、賛成の立場で討論します。 

  誰もが安心して暮らし続けることができる地域社会の実現は、全ての住民の願いであ

ります。国においては、団塊の世代が全て75歳以上となり、超高齢化社会を迎える2025

年を見据え、医療・介護が必要な状態になっても、できる限り住み慣れた地域で安心し

て生活を継続し、利用者の視点に立って、切れ目のない医療及び介護の提供体制を構築

するため、2014年６月に、関連の法律を一括で改正する地域における医療及び介護の総

合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律が成立いたしました。 

  この一括法は、2015年３月施行の医療法改正では質の高い医療提供体制を構築すると

ともに、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、必要病床数を含む

地域医療構想を医療計画の一部として策定しております。 

  国は、2015年から2025年の間に４区分の病床を合計2.8万床削減する計画を示してい

ます。この病床削減は、2015年の病床削減数が基礎となっております。このような状況

下、今般の新型コロナウイルス感染症の蔓延は、現在、医療体制に多大な影響を及ぼし

ており、新型コロナウイルス感染症に対する対応は最重要課題であります。地域的には、

病床数不足の発生、自宅待機者の増加、一般患者の手術延期、外来受診控えなど深刻な

状況が広がっています。 

  また、少子高齢化という課題が進行している中、地域包括ケアシステムの構築は、医

療・介護資源、在宅医療の推進、介護サービスの体制の整備などにおいても影響を及ぼ

し、特に医療・介護従事者の人材不足は、地域包括ケアシステム体制の構築の在り方を

大きく左右する状況にもなっています。 

  これらの状況を踏まえ、一度立ち止まり、自治体及び専門家や関係者の声を率直に受

け止め、見直しを行い、地域の実情に応じた医療提供体制を確保することが必要である

と考え、賛成の討論といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する反対の討論を行います。 

（発「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25号

に対する討論を終結いたします。 
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  これより、意見書案第25号の採決を行います。 

  本件は起立により採決を行います。 

  なお、起立しない議員は反対とみなします。 

  本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  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） 起立少数であります。 

  よって、意見書案第25号は否決されました。 

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

◎議案第４８号の上程、報告、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 総務文教厚生常任委員会審査報告を行います。 

  日程第３、議案第48号上士幌町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定につ

いてを議題といたします。 

  本案について、総務文教厚生常任委員会委員長の報告を求めます。 

  総務文教厚生常任委員会委員長、３番、伊東久子議員。 

○総務文教厚生常任委員長（伊東久子議員） 総務文教厚生常任委員会より付託事件審査

報告を行います。 

  本委員会に付託されました事件については、慎重審査の結果、次のとおり決定いたし

ましたので、上士幌町議会会議規則第77条の規定により報告をいたします。 

  審査事項、議案第48号上士幌町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定につ

いて。 

  令和３年９月７日付託を受けております。 

  審査年月日、令和３年９月14日、１回であります。 

  審査場所は、議場で行いました。 

  説明員に、杉原副町長、船戸総務課長、伊藤主査。 

  審査結果、当委員会は議案第48号の審査に当たり、副町長、担当課長及び担当主査の

出席を求め、質疑、聴取による審査を行いました。 

  慎重審査の結果、全会一致をもって、原案可決すべきものと決定したことをご報告申

し上げます。 

  以上で総務文教厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりましたので、これより委員長の報告に対
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する質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 

  これより議案第48号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これをもって、議案第48号に対する討

論を終結いたします。 

  これより議案第48号の採決を行います。 

  議案第48号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第48号は委員長の報告のとおり可決されました。 

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

◎議案第４９号の上程、報告、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 総務文教厚生常任委員会審査報告を行います。 

  日程第４、議案第49号過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う

固定資産税の特例に関する条例の制定についてを議題といたします。 

  本案について、総務文教厚生常任委員会委員長の報告を求めます。 

  総務文教厚生常任委員会委員長、３番、伊東久子議員。 

○総務文教厚生常任委員長（伊東久子議員） 総務文教厚生常任委員会より付託事件審査

報告をいたします。 

  本委員会に付託されました事件については、慎重審査の結果、次のとおり決定いたし

ましたので、上士幌町議会会議規則第77条の規定により報告をいたします。 

  審査事項、議案第49号過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う

固定資産税の特例に関する条例の制定についてであります。 

  これは、令和３年９月７日に付託を受けました。 

  審査年月日、令和３年９月14日、１日であります。 

  審査場所は、議場で行いました。 

  説明員に、杉原副町長、青木町民課長、鈴木主査であります。 

  審査結果、当委員会は議案第49号の審査に当たり、副町長、担当課長及び担当主査の
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出席を求め、質疑、聴取による審査を行いました。 

  慎重審査の結果、全会一致をもって、原案可決すべきものと決定したことをご報告申

し上げます。 

  以上で総務文教厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりましたので、これより委員長の報告に対

する質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 

  これより議案第49号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これをもって、議案第49号に対する討

論を終結いたします。 

  これより議案第49号の採決を行います。 

  議案第49号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第49号は委員長の報告のとおり可決されました。 

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

◎認定第１号から認定第６号までの委員長報告、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 決算審査特別委員会審査報告を行います。 

  日程第５、認定第１号から日程第10、認定第６号までの令和２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委員長の報告を求めます。 

  決算審査特別委員会委員長、８番、江波戸明議員。 

○決算審査特別委員長（江波戸 明議員） 本委員会に付託されました令和２年度各会計

の歳入歳出決算の認定についての審査結果を上士幌町議会会議規則第77条の規定により

報告いたします。 

  審査事項は、認定第１号令和２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２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２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
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定第４号令和２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２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

２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３年９月９日及び10日の２日間であります。 

  審査場所については、本議場で行いました。 

  説明員に、竹中町長、杉原副町長、小堀教育長、各課部局長、主管及び主査の出席を

いただき、審査を行いました。 

  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２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３年９月７日開催の第５回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

より各課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２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・賛成討論があり、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が、決算審査特別委員会は議長を

除く議員全員で構成されておりますので、委員長報告に対する質疑は、議会運用例第96

条の５の規定により、これを省略いたします。 

  また、特別会計決算の認定第２号から認定第６号の討論については、議会運用例第

100条第３項の規定により、これを省略いたします。 

  これより認定第１号の討論、採決を行います。 

  それでは、認定第１号令和２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、討論を行います。 
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  初めに、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） 認定第１号令和２年度上士幌町一般会計決算の認定に対する反

対討論を行います。 

  いまだ猛威を振るうコロナ感染症の収束は見えず、病床逼迫の下、自宅で命を落とす

方が増え続けています。これは、昨年からの経済を回すこと優先、また今年のオリンピ

ック優先など、命をおろそかにする国の政治の責任は大きいと考えます。 

  こういう中で、令和２年度は、国の軍事費は過去最高、医療問題では病床が逼迫して

いるにもかかわらず、今年５月には病床を約１万床減らすという病床削減推進法が可決

されました。 

  コロナ対策に追われた１年ではありますが、町独自の対策等、不十分であると考えま

すし、国の進める地方創生を積極的に推進していいのか、疑問に思うところもあります。 

  ３点にわたり、反対討論といたします。 

  １点目は、財政問題とまちづくりの問題です。 

  上士幌町は、ふるさと納税金や道の駅など、国の交付金や100％交付税で措置される

地方債の活用などで、比較的財政的に安定しているかと思います。 

  こういう中で、地方債残高は過去最高の約105億円で、交付される金額を引きますと

町の負担は約26億円と、町のほうから報告を受けています。しかし、借金を国で見てく

れるとはいえ、わたしたちの税金ですので、必要最小限とするべきと考えます。 

  さらに、令和２年度につきましては、今後の大きな事業のために企業版ふるさと納税

を導入しました。企業の寄附頼みのまちづくりを行うべきではないと考えます。 

  ２点目のデジタル化とまちづくりの問題です。 

  2017年度から導入されましたマイナンバーを国民健康保険証とひもづけするためのシ

ステム改修が令和２年度に行われ、令和３年度からの運用開始となっています。なかな

かこの運用開始については、うまく進んでいないように新聞報道では見受けますが、今

後さらに、免許証や銀行の口座など、いろいろひもづけする予定です。 

  さらに、今年９月１日にデジタル庁が発足したことにより、今後の各政策の統一化な

どが進められるのではないかと、また、情報漏えいや町民のサービス低下になるのでは

ないかと心配されます。デジタル化によってスマートシティになるのが町民の幸せにつ

ながるのかという心配もするところです。 

  最近の新聞の記事で、タブレットに関する記事が載っていましたが、これを見た高齢

の方が、タブレットを買わないと、これからまちづくりに参加できないのかと、スマー
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トフォンを買ったらいいのかと、電話だけでできるものがあるんだろうかと、いろいろ

分からないことだらけですが、近所に出て歩くわけにもいかないので、本当になかなか

分からないことが多いと言っていました。多分、今、コロナ時期ではあるんですが、こ

ういう方々が多いんではないかと私は把握しています。 

  デジタル化が進んでも、人と人のつながりを大事にしないと、まちづくりが希薄にな

っていくのではないかと、今後のことを大変心配しています。 

  また、コロナ対策では、国からの臨時交付金の活用ですが、その使い道は、ほとんど

がＩＴ関係が多く、直接町民負担や生活の軽減に関するものが少ないように把握してい

ます。 

  ３点目の平和の問題ですが、令和２年度は、コロナ禍で国民が大変な思いをし、医療

が崩壊状態の中でも、軍事費は過去最高の５兆3,200億円となっています。こういう中

で、自衛隊の在り方もきちんと検討されるべきと考えています。町としては、自衛隊協

力会の補助金等も含めた決算になっていますので、反対いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に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２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、北海道に新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言が出されている中で、ワクチ

ン接種や感染症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、本町が実施して

いる各種助成対策と国、北海道の助成措置を連携して有効な対策を実施していただくこ

とと、町民が安心・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。 

  そのような状況の中で、９月９日、10日の２日間、決算審査特別委員会において、令

和２年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定について審議が行われました。 

  令和２年度の大型事業としては、消防庁舎建設事業が一部外構工事を除いて９億

2,948万9,000円で実施され、完成しました。町民の安心・安全な生活を守る防災拠点と

して、今後の活用が期待されるところです。 

  また、ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金から繰入れにより、26事業に１億

3,545万5,000円、ふるさと納税・生涯活躍いきがい基金から繰入れにより、９事業6,245

万1,000円、ふるさと納税指定寄附分により、50事業１億4,176万円が充当され、町民生

活を支えている各種事業に活用されています。改めて、ふるさと納税で本町をご支援い
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ただいている全国の皆様に深く感謝申し上げます。 

  そのほかにも、商工業、観光、福祉、医療、教育にも有効に予算が支出されていると

評価し、今後の上士幌町の持続的な発展に結びつく決算内容と判断し、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。 

（「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２年度上士幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いての採決を行います。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、認定第２号は委員長の報告のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、認定第３号令和２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
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ついての採決を行います。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、認定第３号は委員長の報告のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、認定第４号令和２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２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２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。 

 ────────────────────────────────────── 
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◎意見書案第２６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第11、意見書案第26号コロナ禍における農畜産物の消費拡

大及び高温・干ばつによる農作物被害対策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１番、渡部信一議員から提案理由の説

明を求めます。 

  １番、渡部信一議員。 

○１番（渡部信一議員） 意見書案第26号コロナ禍における農畜産物の消費拡大及び高

温・干ばつによる農作物被害対策を求める要望意見書の提出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、北海道農民連盟、その配下であります全十勝農民連盟、

さらに地元上士幌農民同盟の要請がありまして、さきの議会運営委員会において議会運

営委員全員の賛同を得て、私が提案者になった次第であります。 

  ご存じのように、今年の夏は観測史上始まって以来という記録的な猛暑、さらには雨

不足というようなことで、特に上川、あるいは北見、網走、オホーツク海側、甚大な被

害を被っております。それは、飼料作物、あるいは畑作物、野菜等、それぞれ皆様方も

報道等で聞いておられるかと思います。 

  地元においても、多少なりは、高温・干ばつにおいて影響はないとは言えないですけ

れども、当町においては、おおむね静かな収穫期を迎えて、順調に進んでいるんじゃな

いかと思うわけですけれども、十勝的に見ても、ジャガイモ等の小粒傾向、そういった

ものが、次年度からの種芋の供給だとか、そういったものにも影響してくるんでないか

というようなことで、全道的な取組の中で、今回、国のほうへ意見書を提出されるよう

要請されたものです。 

  それでは、以下、読み上げて提案いたします。 

  新型コロナウイルスにおいては、昨年から感染拡大が収まらず、未だに世界全体に経

済の低迷を招いており、国内では８月27日から21都道府県に「緊急事態宣言」が拡大さ

れ、「まん延防止等重点措置」も12県となるなど危機的な状況にあります。 

  この影響で、観光・インバウンド需要などの落ち込みや人流の抑制によって中食・外

食産業の低迷が依然として続いており、農業においても米や牛肉・乳製品、小麦、小豆、

砂糖などの農畜産物価格の低下と需要の減少を招いており、価格回復と需要喚起対策の

強化が不可欠となっています。 

  こうしたもと、本道においては７月から８月上旬にかけて記録的な高温・少雨の気候
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が続いたことから、全道にわたって農産物全般に被害が及んでおり、特に、馬鈴しょで

は小玉傾向、てん菜では根部が肥大せず、玉ねぎでは変形などによる大幅な収量減少が

見込まれています。また、野菜においては、収穫時期を迎え高温障害等で廃耕する圃場

もあるほか、定植直後の苗において潅水作業が追い付かず枯れてしまうなど大きな影響

が出ています。さらに、酪農・畜産においても高温・干ばつにより、飼料作物が生育停

滞から枯れ始め、地域によっては収量が半分以下に落ち込むことも予想され、今後の生

乳生産への影響が危惧されています。 

  ついては、次年度に向けて営農継続が図られるよう、下記の内容を要望致します。 

  記 

  １ コロナ禍における農畜産物の消費拡大対策等の強化について 

  新型コロナウイルスの危機的な感染拡大により「緊急事態宣言」が21都道府県に拡大

され、北海道でも３度目の「緊急事態宣言」の発令となったことから、一刻も早くコロ

ナ禍を収束させる効果的な対策と、農畜産物の価格回復や消費拡大対策を強化すること。 

  ２ 高温・干ばつによる農作物の被害対策について 

  １）営農継続に向けた経営安定対策の強化 

  高温・干ばつの影響で農作物の大幅な収量減少が見込まれていることから、損害認定

を迅速に行い、農業共済金の早期支払いなどの対応を図ること。 

  また、野菜を含む畑作物については、廃棄や品質低下が顕著なことから、次年度の営

農継続が図られるよう無利子・無担保の資金融通、無利子資金への借り換えなど金融対

策を最大限に講ずること。 

  ２）次年度以降の種子馬鈴しょの確保 

  種子圃場においても高温・干ばつによる収量減少が懸念され、次年度以降の種子馬鈴

しょについては、恒常的な種子不足に拍車をかける恐れがあり、安定的な生産体制が図

られる種子の確保対策を講じること。 

  ３）酪農・畜産経営の安定に向けた対策の強化 

  高温・干ばつで牧草やデントコーンなどの収量減少や品質低下が見込まれ、酪農では

生乳生産量の減少や乳質低下、畜産では栄養価の少ない粗飼料による発育への影響が今

後危惧されることから、酪農・畜産経営の安定に向け、代替飼料の確保及び価格差補塡

等の対策を講ずること。 

  ４）灌漑システムの整備、散水・潅水資材などへの支援 

  記録的な高温・干ばつが続いたことから、被害農家からは畑地への灌漑対策を求める

声が高まっており、灌漑システムの整備を図るとともに、高額なリールマシンなどの散
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水機や灌水資材等への助成など万全な支援策を講ずること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により要望意見書を提出するものです。 

  どうか満場の一致をいただきまして、ご可決いただきますよう、よろしくお願いいた

しまして、提案説明に代えさせていただきます。 

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

質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、意見書案第26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26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26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。 

  10分程度休憩といたします。再開は５分前に予鈴を。 

  休憩中に、引き続き議会全員協議会を開催いたしますので、委員会室にお集まりをい

ただきたいと思います。 

（午前１１時２３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３２分） 

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

◎議案第５６号の上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第12、議案第56号令和３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。 

  船戸総務課長。 

○船戸竜一総務課長 ただいま上程されました議案第56号令和３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。 
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  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56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３名でございます。氏名、中村光雄

氏、次に、家常豊氏、次に、坂井良仁氏でございます。住所及び生年月日は、議案第56

号に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であります。氏名、早坂晴雄氏、住所

及び生年月日は、議案第56号に記載のとおりであります。 

  次に、善行賞、模範となる善行をされた団体でございます。団体名、ボランティアみ

どり会であります。 

  以上、４名１団体でございます。 

  なお、本提案に当たりましては、令和３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

ただきますようお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） これより議案第56号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第５７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第13、議案第57号上士幌町過疎地域持続的発展市町村計画

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。 

  佐藤企画財政課長。 

○佐藤泰将企画財政課長 ただいま上程されました議案第57号上士幌町過疎地域持続的発

展市町村計画について、その提案理由及び内容についてご説明申し上げます。 

  国の過疎地域対策は、昭和45年の過疎地域対策緊急措置法が時限立法として制定され

て以来、四次にわたり過疎対策のための特別措置法が制定され、各種対策が講じられて

きました。 
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  しかし、過疎地域では人口減少に歯止めがかからず、地域の活力低下が続くなど、依

然として厳しい状況にあることから、現行の過疎地域自立促進特別措置法の令和３年３

月末の失効に伴い、令和３年４月１日に、第５次となる過疎地域の持続的発展の支援に

関する特別措置法が施行されました。 

  本町は、引き続き過疎地域として指定を受け、国庫補助金の上乗せ、過疎対策事業債

交付税措置、税制措置などの特別措置などを受けることが可能となっておりますが、そ

のためには、過疎地域持続的発展市町村計画を策定する必要があります。 

  このたび提案しております上士幌町過疎地域持続的発展市町村計画は、令和３年から

令和７年度までの５か年となっており、北海道との事前協議を経て、議会の議決を得て

定めることとなっております。 

  計画の内容は、国から示されている基本的な事項及び人材の確保・育成、情報通信技

術の活用、再生可能エネルギーの利用促進等、新たな目標が追加され、12項目による現

況と問題点、その対策、計画の構成となっております。 

  次に、議案の説明をいたします。 

  議案第57号上士幌町過疎地域持続的発展市町村計画について、過疎地域の持続的発展

の支援に関する特別措置法第８条第１項で、過疎地域の市町村は持続的発展方針に基づ

き、当該市町村の議会の議決を経て過疎地域持続的発展市町村計画を定めることができ

るとする規定に基づき、上士幌町過疎地域持続的発展市町村計画を別紙のとおり定めよ

うとするものです。 

  なお、同法第８条第７項の規定に基づく北海道との事前協議につきましては、提案し

ている計画のとおり協議を完了しており、９月３日付で同意されましたことを併せて申

し添えます。 

  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57号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、議案第57号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第57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57号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第５８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58号令和３年度上士幌町一般会計補正予算

（第５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。 

  杉原副町長。 

○杉原祐二副町長 ただいま上程されました議案第58号令和３年度上士幌町一般会計補正

予算（第５号）の内容についてご説明申し上げます。 

  補正総額は2,340万4,000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104億3,338万6,000円となります。 

  それでは、補正内容の説明を申し上げます。 

  議案第58号上士幌町一般会計補正予算（第５号）でございます。 

  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2,340万4,000円を追加し、総額を

84億5,493万5,000円とするものです。 

  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表のとおりです。 

  第２条では、地方債補正といたしまして、４ページ第２表にありますとおり、緊急防

災・減災事業の限度額を290万円追加補正するものであります。 

  次に、歳出のうち追加補正の主なものといたしまして、議案の８ページをご覧くださ

い。 

  総務費、旧高校教員住宅解体事業690万8,000円、９ページ、商工費、商店街活性化対

策事業500万円、ぬかびら源泉郷スキー場支援事業583万円、10ページ、消防費、消防庁

舎建設事業298万1,000円、教育費、認定こども園管理経費81万6,000円、11ページ、諸支

出金、町有財産取得事業146万6,000円を追加補正いたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  以上、一般会計の補正内容についてご提案申し上げました。よろしくご審議を賜り、

ご承認くださりますようお願い申し上げます。 
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○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第58号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） ただいま提案された企画費の８ページ、光回線管理経費15万

9,000円ですけれども、これは工事負担金として対応していますけれども、その他で受

益者負担金となっていますんで、この受益者負担という工事はどんな内容かなと。この

部分で受益者負担て、あまり見当たらなかったもんですから、ここだけ確認させてくだ

さい。 

○議長（杉山幸昭議長） 佐藤企画財政課長。 

○佐藤泰将企画財政課長 本件につきましては、光回線整備ということで、令和元年度に

一斉に整備をしておりますが、今回は酪農法人から、新たに増設をしたいという申請が

上がってきております。光回線網につきましては、公設民営という形を取っておりまし

て、工事については町が行いますけれども、新たな増設分については受益者全額負担と

いうことで、工事にかかった分を同額、受益者負担ということで歳入で計上させていた

だいているところです。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） そういうことで、今後はやっぱり光回線の活用という部分等

含めて、受益者負担て増えてくる可能性あるかどうか、それから、そういうことがちゃ

んときちっと町民に行き渡っているか、これだけ確認させてください。 

○議長（杉山幸昭議長） 佐藤企画財政課長。 

○佐藤泰将企画財政課長 光回線の当時の工事のときに、基本的には原則１回線というと

ころで進めてきたところでございますが、回線希望を取ったときに、やはり複数必要だ

というところがございました。令和元年度のときには、ご要望に応じて一斉に整備をし

てきたところですが、新たな増設については、受益者の全額負担ということで整理をさ

せていただいておりまして、その辺も受益者、農業者をはじめ、ご理解をいただいてき

ているというところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、議案第58号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第58号の採決を行います。 
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  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第58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15、監報告第４号例月出納検査報告についてを議題とい

たします。 

  報告書の朗読を省略し、直ちに代表監査委員より報告の説明を求めます。 

  根本広実代表監査委員。 

○根本広実代表監査委員 監報告第４号例月出納検査報告について、その結果をご報告申

し上げます。 

  現金出納の検査につきましては、地方自治法第235条の２第１項の規定に基づき実施

しているものでございます。 

  今回の報告は、令和３年５月分から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。 

  検査の対象は、一般会計及び５特別会計の現金の出納状況でございます。 

  提出されました各会計、各月ごとの収支状況などの資料を参考としながら、収入・支

出伝票、預貯金通帳等の検査を実施いたしました。 

  検査の結果、計数などは正確であり、諸帳簿などと相違ないことを確認いたしました

ので、ご報告を申し上げます。 

  以上、監報告第４号の監査結果報告といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 代表監査委員より提出された例月出納検査報告書の収支状況等

は、添付を省略しておりますので、必要な場合は事務局で閲覧願います。 

  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16、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。 
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  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

了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  令和３年第５回上士幌町議会定例会を閉会したいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  今定例会が９月７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３年第５回上士幌町議会定例会を閉会いたします。 

（午前１１時４９分） 
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