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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６回上士幌町議会定例会を開会いた

します。 

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

ております。 

（午前１０時００分） 

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

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

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

◎議会運営委員会の報告 

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

  議会運営委員長、２番、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、12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９、議案第59号は総務文教厚生常任委員会に付託し、会期中の審査

といたします。 

  ２点目は、日程第15、議案第65号から日程第20、議案第70号までの令和３年度上士幌

町一般会計補正予算（第７号）並びに５特別会計補正予算は、関連がありますので、６

会計を一括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、３番、伊東久子
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議員、４番、野村恵子議員を指名いたします。 

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

◎会期の決定について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から12月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12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９月１日から11月30日までの間の議会の諸会議等について報告書を

配付しております。内容等の朗読は省略いたします。 

  以上が諸般の報告であります。 

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

いたします。 

  これをもって諸般の報告を終わります。 

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

◎行政報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第４、行政報告を議題といたします。 

  説明員より報告の説明を求めます。 

  船戸総務課長。 

○船戸竜一総務課長 それでは、令和３年11月９日から10日の降雨による被害状況につい

てご報告申し上げます。 

  11月９日の低気圧接近に伴い、町内の降雨によって、山沿いを中心に被害が発生いた

しました。最も被害の大きかったのは、町道居辺東18線46号と47号の間で、のり面の一

部が崩れ危険なことから復旧対策を実施しております。 

  なお、被害に対する復旧経費につきましては、その復旧に緊急を要したため、既定予
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算での対応分を除き補正予算とし専決処分いたしております。これにつきましては後ほ

ど報告しご承認をお願いすることとしております。 

  この降雨による具体的な被害状況につきまして、別紙１をご参照願います。 

  別紙１でございます。 

  11月９日の気象状況ですが、低気圧の接近により11月９日の午後から降雨となり、本

町には大雨注意報が発令されております。降水量は上士幌アメダス測定地において、11

月９日の降り始めから111.5ミリの雨量を、ぬかびら源泉郷測定地において154.0ミリの

雨量を観測しております。 

  次に、２、被害状況をご覧ください。 

  初めに土木被害につきましては、町道21路線で被害額は990万5,000円となっており、

復旧経費につきましては786万5,000円を専決処分により予算補正し、204万円を既定予

算で対応をしております。 

  被害箇所、被害状況、復旧内容等につきましては、２ページから７ページの記載のと

おりでございます。 

  次に、林業被害につきましては、林道５路線で被害額29万7,000円となっており、復

旧経費につきましては既定予算で対応しております。 

  被害箇所、被害状況、復旧内容等につきましては、８ページから９ページに記載のと

おりであります。 

  被害額合計では1,020万2,000円となっており、専決処分による補正予算として786万

5,000円、既定予算での対応が233万7,000円となっています。 

  以上、11月９日から10日の降雨による被害状況について行政報告といたします。 

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

疑ありますか。 

  ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） ただいま報告あったとおり、想定以上の大雨ということで、被

害箇所も多数にわたり発生したということでありますけれども、これだけたくさん出た

ということになりますと、今後においても被害のおそれのある予備軍の場所があるかな

いかという調査が可能かどうかということをお聞きしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 渡部建設課長。 

○渡部 洋建設課長 今回の被害につきましてはおおむね砂利道ですね、舗装のかかって

いない山間部の砂利道というところで、ここらにつきましては、通常、水によってやら

れるという状況なものですから、こういったこと繰り返して起こるわけですけれども、
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大体のところは想定がつくという場所に関しては水切りができるような施工をしながら、

順次進めているところでございますので、予測は、そういった形で対応しているという

ことでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、行政報告に対する質疑を終結いたします。 

  これをもって行政報告を終わります。 

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

◎意見書案第２７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27号燃油等の価格高騰対策、国の農業予

算や運用変更に関す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27号の提案理由と中身を説明いたします。 

  この意見書案については、上士幌町農民同盟より要望意見書提出の依頼があり、さき

の議会運営委員会で議会運営委員全員の賛同を得まして、農業者であります私が提案者

になった次第であります。 

  この意見書案については、北海道農民連盟、さらには、全十勝農民連盟の統一した要

望意見書の中身になっており、全道的な、あるいは十勝全体の要望書の中身になってい

ます。 

  それでは、朗読して提案理由の説明に代えさせていただきたいと思います。 

  燃油等の価格高騰対策、国の農業予算や運用変更に関する要望意見書（案） 

  新型コロナウイルスの感染拡大により世界的に停滞していた経済活動が回復期に入っ

たことから、原油需要が拡大するなど価格上昇を続けており、今後一層の需要増大が見

込まれています。一方、石油産油国はコロナウイルスの再拡大を恐れ、増産には消極的

な姿勢にあることから、需要環境を悪化させており、価格高騰に拍車をかけています。 

  そうしたなか、農業生産に欠かすことのできない動力機械や施設ハウスに使用する燃

料をはじめ、各種生産資材（肥料、飼料など）や農業用施設は昨年より価格上昇を続け

ています。コロナ禍などの需要減退から農産物価格が低迷しており、生産資材等の価格

上昇は、生産を続ければ再生産可能な価格を下回る環境にあり、生産者の農業経営を圧

迫しています。 
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  一方、新規就農を支援する事業においては、来年度より「新規就農者育成総合対策」

との名称に変わり事業内容が大幅に変更となりました。これまで全額国費負担で支援が

行われてきましたが、地方負担が伴う事業内容となっています。このため、地方自治体

の財源によって取組みに差が生じることや十分な支援が受けられない就農者が発生する

可能性があり、これまで通り国の全額負担が求められています。 

  また、来年度の水田活用直接支払交付金において、長期間水張りされていない水田を

戦略作物助成の交付対象から除外するとの内容が示されました。北海道では過去の減反

政策に基づき、主食用米以外の作物への作付けに協力してきた経過にあり、突然交付金

の対象外にすることは納得がいかず、水田地帯の崩壊に繋がりかねません。 

  ついては、食料の安定供給と農業の持続的発展を図るため、燃料等の価格高騰対策、

水田活用直接支払交付金などについて、万全な施策を講ずるよう下記の内容を要望致し

ます。 

  １ 燃料や生産資材等の価格高騰対策について 

  農業用に使用する軽油については、昨年より価格上昇が続いているほか、園芸農家で

は冬期間において施設ハウス用の燃油使用料が増加していることから、価格上昇分を補

填する対策を強化するなどの価格高騰対策を講ずること。 

  また、燃油価格高騰に連動して、石油製品をはじめ各種生産資材（肥料、飼料など）

に加え、農業用施設などの価格も高騰し、農業経営を圧迫していることから、農家負担

の軽減を図る対策を講ずること。 

  ２ 新規就農者育成総合対策の地方自治体負担の軽減について 

  新規就農者育成総合対策については、新規就農者や後継者などの円滑な就農が促進さ

れるよう、十分な予算を確保すること。 

  また、来年度からは、これまでの全額国による財政負担から、地方負担が課せられる

内容となり、限られた地方自治体の財源によって取組みに差が生じる可能性があること

から、引き続き国が全額財政負担すること。 

  ３ 水田活用直接支払交付金の運用並びに交付対象の見直しについて 

  来年度の水田活用直接支払交付金については、十分な予算を確保するとともに、長期

間水稲を作付けしていない水田が唐突に交付対象外になると、これまでの国の減反政策

に沿って生産調整に協力してきた稲作農業者にとっては納得がいかず、今後そのような

政策転換になると経営困難に陥り、荒廃地の増加など地域農業の崩壊に繋がりかねない

ため、生産現場に混乱が起きないよう慎重に対応すること。 

  以上、提案理由を説明いたしました。ご論議いただきご可決いただきますよう、よろ
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しくお願いしたいと思います。 

○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27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27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27号は原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第２８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第６、意見書案第28号地球温暖化、海水温上昇に伴う水産

漁業被害の解明と支援策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） ただいま上程されました意見書案第28号地球温暖化、海水温上

昇に伴う水産漁業被害の解明と支援策を求める意見書についての提案の趣旨説明を行い

ます。 

  この意見書につきましては議長会から要請があり、議会運営委員会において、今定例

会で即決すべきものと決定し、私が提案者となり、議会運営委員全員の賛成をいただき

提案するものです。 

  地球温暖化により海水温が上昇し、日本の主要なサケ、サンマなどが歴史的な不漁に

加え、９月から発生しました赤潮被害が広域にわたって深刻な事態となっています。被

害総額が80億円以上とも言われ、北海道も既に関係者の会議を開き、また国においても

支援策の検討を進めております。今日の報道を見ますと、2021年の補正で総額15億円以

上の補正を組むという方針も出ております。しかし、これにつきましては、今後も大変

重要な問題でありますので、国においてしっかりと早急に対策を求める内容となってい
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ます。 

  意見書案を読み上げて提案に代えさせていただきます。 

  地球温暖化、海水温上昇に伴う水産漁業被害の解明と支援策を求める意見書（案） 

  北海道内では、定期的に実施されている海洋観測モニタリングのデータや、ブリ、マ

ンボウなど南方系魚種の回遊が多く見られていることからも、海水温の上昇が、漁業に

大きく影響を及ぼしているものと推察され、地球温暖化・海水温上昇の原因の究明が急

務となっている。毎年、その被害状況は増しており、サケ・サンマ等が減少し長期的に

は、昆布の水揚げも激減してきています。 

  北海道を代表する秋サケも不漁に悩まされ続けている状況は、直接的に打撃を受けて

いる漁業事業者のみならず、関連する水産加工業者への影響も含め、地域経済に大きな

ダメージを与え地域の活力を削ぎ、地域の衰退を招きかねない。 

  このことは、新型コロナウイルス感染症対策による飲食店での消費減退に伴う魚価安

が、更に水産漁業者の不安を増幅させている。また、今年９月以降赤潮が発生し、ウニ

や秋サケ、ブリ、ツブ、シシャモなどに被害が及び、大きな経済的損失を被るとともに、

来年以降の漁に大きな不安を生じさせている。 

  よって国においては、次の措置を早急に講ずるよう強く要望する。 

  記 

  １ カーボンニュートラルの実現を着実に行うこと。 

  ２ 海水温上昇に伴う水産漁業等被害の実態調査を行うこと。 

  ３ 被害対策の策定と支援を行うこと。 

  ４ 長期的な水産振興策の策定と支援を行うこと。 

  ５ 赤潮発生による被害対策と漁業支援及び地域支援を行うこと。 

  ６ コロナ禍において、飲食店自主規制により魚価安のダメージを受けている水産漁

業関連、地域経済に対し、緊急の経済支援策を行うこと。 

  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す。 

  議員各位の賛同をいただきまして関係機関に送付されますよう、よろしくお願いを申

し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案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28号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 
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（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより意見書案第28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28号は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午前１０時２４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２５分） 

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

◎一般質問 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第７、一般質問を行います。 

  一般質問は、７名の議員から、お手元に配付のとおり通告を受けております。 

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

いたします。 

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

◇ 江波戸   明 議員 

○議長（杉山幸昭議長） それでは、順次発言を許します。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 持続可能なまちづくりのため、住民（議会）に対する丁寧な

事業計画資料及び施策報告資料の策定並びに実証実験の検証結果等の公表について。 

  地方自治体は住民に対し、実施する各事業の効果的な運営と活用を前提に踏まえ、そ

のことに係る財政運営状況を明確化し、住民福祉の向上を基本として運営を目指すもの

です。 

  そのことを踏まえた例として、全国において397の自治体において、自治体運営の基

本的ルール、住民の権利、まちづくりの方向性等について規定した、当該自治体の憲法

と言うべき条例として自治基本条例を制定しています。この条例は、自治の基本原則・

理念の定め、住民参加や協働の仕組みの設定、今後におけるグランドデザインを自ら描

く個々の施策展開の体系性の付与、議会・首長・行政職員に説明責任を課すなどを目的
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としています。 

  現在、本町においてはこの自治基本条例が制定されていませんが、常に住民に対して

は、これらの条例に沿った目的を意識した行政の運営を迅速に行っているものと思いま

す。 

  今日、大きな課題となっていますコロナ禍収束後における国及び地方自治体の財政運

営は、より厳しさを増すことが予測され、行政運営に係る財政の支出事業等はより一層

住民に丁寧な説明責任を必要とし、慎重に効果のある事業を推進する姿勢を保つ必要が

あると思います。 

  議会においても、採択した各事業の推進に係る効果及び検証とその結果等に係る住民

への説明責任が今まで以上に問われるところです。そのためには、町の主要事業に係る

計画に関する事業予算に関する説明資料の充実に加え、その事業に係る決算状況を示す

主要な施策の成果の説明資料の充実が必要となります。この説明資料がより充実するこ

とにより、議会における議論が深まり、住民に向けては事業内容を承知されることによ

り、町政への参加や事業の内容を理解する意識がより活発化し、町の仕事の在り方と結

果に関する理解などが深まるものと思います。 

  これらの資料の例として、芽室町と本町の資料等の比較ですが、芽室町においては、

令和３年度歳入歳出予算説明資料として100ページ、本町においては17ページ、芽室町

は、令和２年度主要な施策の成果の説明資料として414ページ、本町においては96ペー

ジとなっています。 

  芽室町の各資料は事業項目別に対応していることから、事業項目に関する住民説明が

行いやすい丁寧な資料となっている上、インターネット上に掲載されていますので、誰

でも行政事業の予算及び決算の内容を知ることができるツールとなっています。 

  一方、本町においては、近年新たに設置された施設の整備、自動運転バスの運行など

の実証実験が行われ、重ねて、町が資本金50％を超える出資による株式会社の設立と運

営等に対する取組の状況があります。 

  これらの事業に関する検証を丁寧に行うことにより、町が今後に向けてどのようなま

ちづくりを進めることになるのか住民に伝わり、評価されてくるものです。 

  これらに係る対応と考え方について、次にお伺いいたします。 

  １、歳入歳出予算説明資料、主要な施策の成果の説明資料の住民が理解しやすい丁寧

な編成内容の見直し及び住民に対するインターネット活用による関係資料の提供の充実

について。 

  ２、新たなまちづくり対策として取り組んでいる、町が資本金の50％以上を出資して
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いる２つの株式会社に対する、地方自治法に基づく町としての事業運営に係る評価及び

課題並びに助言等の対応状況と住民への公表について。 

  ３、上士幌町交通ターミナル、シェアオフィス、食品加工センター等、新たな施設を

設置、改修した活用の状況とその評価及び今後の利活用の効果的な推進に係る方針につ

いて。 

  ４、新たなまちづくりを目的として実証実験を行った自動運転バスによる地域交通対

策等やドローン活用等による実証実験の検証と効果の公表を踏まえ、住民の声をどのよ

うに聞き取り、今後のまちづくりに対する町民の声を反映した実践の在り方について。 

  ５、充実した住民自治を進めるため、住民、議会、行政、それぞれの役割と責任をよ

り明確に示すべき時代と思います。この役割を示す手順として、本町においては自治基

本条例の制定が必要と思いますが、このことに関する考え方について。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 持続可能なまちづくりのため、住民（議会）に対する丁寧な事業計画資

料及び施策報告資料の策定並びに実証事業の検証結果等の公表について、江波戸議員の

ご質問にお答えいたします。 

  １点目の予算及び決算に関する資料等の見直し及びインターネット活用による情報提

供についてであります。 

  資料につきまして、議会における議論の深まりや町民への理解度の向上のため、芽室

町の事例が参考として挙げられておりました。 

  同様の手法は平成10年代に、事務事業アセスメントとして本町でも実施していたと記

憶しておりますが、事務量が膨大となって行政コストの削減等の目的と相反する形とな

り、取りやめた経過がございます。最近では、数値目標を重視した総合戦略の評価作業

が資料の役割を果たしてきていると認識しております。 

  また、数値などの基礎資料につきましては、町政の現況に過去と比較できるようデー

タで示しております。 

  現在、本町の１年間の事務事業の進め方につきましては、町政執行方針でまちづくり

の大綱を説明、主要な施策と予算について概要を付記し、事業実施段階で要項等の詳細

を決め、その上で、実行、評価へとマネジメントサイクル（ＰＤＣＡ）を意識して行政

の執行を行っております。 

  一連のサイクルにおいては、公開性、透明性、住民参加の機会、議会における熟議等

はしっかりと保障され、丁寧に進めてきていると認識しております。 
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  人口減少が抑制され、様々な事業にチャレンジし多くの成果を上げているのは、地域

や社会課題に即した政策を、計画から評価までプロセスの透明性を図り、議会並びに町

民の皆様のご理解とご支持をいただいているからと認識しております。 

  インターネット活用による情報提供につきましては、デジタル社会にあって必須の条

件と考えております。そのため、新たな組織体制と人材の充実を図り、ホットなニュー

スを魅力的にスピード感を持って提供し、住民との情報共有とまちづくりへの参加を促

してまいりたいと考えております。 

  また、行政のペーパーレス化や資料の保存と行政事務の効率化の観点からも、インタ

ーネットを含むデジタル化は喫緊の課題と認識しております。 

  ２点目の、町が出資している株式会社に対する事業運営に係る評価、課題、助言等の

対応状況と住民への公表についてであります。 

  本町が50％以上出資しております２社の経営状況につきましては、地方自治法第243

条の３第２項の規定により、毎年議会へ報告させていただいておりますが、事業計画及

び決算に関する説明資料につきましては、各法人の総会資料をもって提出させていただ

いております。 

  しかし、本年８月開催の第４回臨時会における報告の際に、議員からもご指摘のあり

ました町としての意見を付すべきという点につきましては、その後の法解釈の確認によ

り、そのことが必要であると判断したことから、次の報告より是正していくことといた

します。 

  なお、これまでの経営状況の報告につきましては、このコロナ禍で厳しい中、赤字経

営は回避しており、２社とも健全経営がなされていると判断しております。 

  課題につきましては、２社とも設立してから年数も浅いことから、どう自立化を図っ

ていくかということであります。そのため、一定程度の財政的支援、人的支援など含め

て、当面は積極的な行政関与が必要と考えており、定期の役員会、あるいは毎月の定例

会議等において、副町長及び行政担当者が出席し、適宜状況を把握、あるいは助言を行

っているところであります。 

  さらに、住民への公表につきましては、今後、毎年の議会報告と併せて町公式ページ

に掲載していくことといたします。 

  ３点目の、近年設置及び改修した施設の活用状況とその評価及び今後の効果的な利活

用に係る方針についてであります。 

  上士幌町交通ターミナルにつきましては、令和２年度の実績で２万4,000人が利用し

ており、特に交通弱者の待合所としても好評で、今後さらに、路線バス、タクシー、高
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齢者等福祉バス、カーシェアサービス、レンタルサイクル等多様なモビリティーの結節

点としての機能が価値を生むものと期待しております。 

  シェアオフィスにつきましては、令和２年７月に供用を開始し、令和２年度実績で年

間契約企業が８社、利用回数は263回となっております。本年11月19日現在で年間契約

企業は13社と増加しております。この２年間は、コロナ禍で移動が制限され、積極的な

ＰＲができなかったことを考えると一定の評価ができるものと認識しております。 

  今後につきましては、アフターコロナにおいて、働き方改革とリモートワークが推奨

されていくと、一層需要は高まるものと考えております。 

  また、町内宿泊施設や現在整備中の企業滞在型交流施設との連携で、企業の長期滞在

やサテライトオフィスの誘致も期待したいと考えております。 

  食品加工センターにつきましても、コロナ禍の影響を直接受ける中、本年４月に供用

を開始して以来、11月19日現在で延べ83件、246名の利用となっております。緊急事態

宣言等で長期の休館がありましたが、例年の11月末日現在の数値と比較すると利用件数

は55％増となっております。また、同センターでの商品製造につきましては、現在、２

業者が行っておりますが、コロナが収束してから本格的な稼働がなされるものと考えて

おります。 

  ４点目の、新たなまちづくりを目的とした各種実証実験の検証と効果、町民の声を反

映した実践の在り方についてであります。 

  自動運転バスやドローンの実証実験につきましては、上士幌町はもとより、社会課題

の解決に向けて意欲的な取組に対して、研究開発が進むよう実証実験のフィールドの提

供等の支援をしているところであります。 

  実証実験の結果につきましては実績報告書として公表しております。新しい時代のイ

ノベーションをベースとした取組なので、子供からお年寄りまで多くの町民の皆様に関

心を持っていただき、質問には、専門的立場やまちづくりの視点からも丁寧に対応した

いと考えております。 

  ドローンの夜間捜索のイノベーションにつきましては、二次遭難の危険から捜索が困

難な夜間に、遭難者を発見するための社会課題への取組で、研究を重ね、今春、全国に

ネットワークを持つ社団法人が設立され、上士幌町にも捜索隊の拠点が設立されており

ます。 

  また、費用対効果につきましては、ドローンのコンテストや配送実験、自動運転バス

の実証実験に係る関係者の滞在期間の消費、各種報道による広告宣伝費、子供たちへの

教育的指導、また、関連となりますが、民間レベルにおけるコインランドリーやホテル
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の開業など、効果は広く波及しているものと考えており、効果測定を専門家に依頼する

ことで客観的なデータを得ることができると考えております。 

  自動運転バスやドローンは、脱炭素の視点から、電気をエネルギー源としており、Ｓ

ＤＧｓやカーボンニュートラルの観点からも大いに注目を集める取組と認識しておりま

す。 

  ５点目の自治基本条例の制定に係る考え方であります。 

  本件につきましては、令和元年９月開催の第５回定例会において、伊東議員から一般

質問を受け答弁をさせていただいております。その時点から情勢が大きく変化していな

い中、町民主体とする自治基本条例の内容につきましては、現状の仕組みの中で対応が

可能であり、条例の制定には慎重を期すべきという考え方には変わりはございません。 

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

まちづくり等については、引き続きまちづくりの基本的な姿勢として、町民の皆様と向

き合ってまいりますのでご理解をお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） まず１点目は、予算及び決算資料の見直しという形になりま

す。 

  この予算決算というのは議会においても非常に大事な審議の場だというふうに認識し

ておりますし、特に決算については、次年度の予算にどう向けていくか、どういう成果

が出たか、そういう形でしっかり、我々についても含めて、また町民も、次の予算の在

り方にやはり注目していきながら、またそれを受けて予算というのはきっと立ち上がっ

てくるのだろうなというふうに認識しています。 

  そんな手順を含めて、どちらが先か等は別にしても、やはり少しずつしっかり説明で

きる内容、それから、できた形を説明していくというのが、きっと特段の予算決算審査

の大事な審議だというふうに認識しております。 

  一方、議員としてもしっかりした資料ができていると、予算段階でこういう資料があ

りましたと、また、決算ではこういう資料になりましたと、そういう動きがしっかり分

かってくるなという部分で、大変失礼ですけれども、Ｍ町の資料でちょっと先ほど述べ

させていただきましたが、かなり、そういう意味では参考になる資料だなという形で、

今回、そんな形で述べさせていただいたところであります。 

  本当に継続的な、資料も一貫して対応するとしたら、きっと我々についても、それか

らまた理事者においても、また住民においてはより一層、まず可能な形で理解される事

業だ、町がこんなことやっているなというのが、少しずつ形が見えてくるというふうに
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認識しています。 

  そんな意味でもう一つ大事なのは、この資料がしっかりすることによって予算、それ

から決算資料がしっかりすることによって、僕は職員、全職員含めてそういう事業、町

が今どんな動きをしているかと、こういう動きがきっと見え始めてきた中で、僕はいろ

いろな各課が１つの事業で全部終わる、各課で終結するものでなくて、行政というのは。

各課いろいろな……がわたって連携していくのではないかなというふうに思っています。

簡単に言えば、例えば教育という部分でもやはり、食の問題も入ってきたり、福祉、そ

れから、我が町のことも出てきたりとかいろいろな形で出てきますから、いろいろな資

料を各議員さんが、もう少し丁寧にと言ったらあれですけれども、分かりやすく書いて

いたら、きっとこういう決算、予算の際に対応したらどうかなというふうに思っていま

す。 

  私は、一定程度決算資料については、ある程度評価されるなと思っていますが、これ

のちょっと欠点は単年度で─基本的な部分ですね─単年度で終わらせているとい

う部分ですけれども、やはり、持続的なまちづくりというのはやはり継続したという形

で資料をぜひ残していきながらいくと、ああ、今年はこんな部分に重点的に対応してい

るなとか、これについては少し今年は落ち込んでいるけれども、また予算の中で盛り返

したような予算で対応していくとか。ましてや新しい予算についてはなかなか分からな

い予算というのも結構町民から聞かれます。今、先ほどもありました企業交流施設です

か、これについても、あの施設って何でしょうって、何だろうとか結構聞かれるのです

よね。ですけれども、我々についても、あれはこうだよこうだとうまく説明するとして

も、なかなか十分な説明ができないのですけれども、こういう予算の段階、もしくは決

算の段階でその資料が、例えばの話で申し訳ありませんが、そういう資料があれば、

我々にとっても町民にとっても、これはきっと、町が今何やっているかということが分

かるような認識になるかと思います。 

  まず、この特性を持って、持続性を持ったまちづくりに対する資料の在り方について、

町長、再度確認したいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 単年度ごとの決算という、それは単年度事業で集計するという形に取っ

ていますからそうなりますけれども、その資料についてはずっと残して公表していくと

いうことは全然問題ない話だろうと思うのですよね。 

  その辺のデータにどう載せるか。あるものをそのままストレートに、いろいろな、今

ホームページ、町の情報の提供を幅広くやろうとしているわけでありますから、そのこ
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とが必要であるとすれば、決算なり予算なり、あるいは執行方針なんかでも出ておりま

すけれども、そういったことをそのままネット上に上げていくと。多分、一般の広報誌

では、それはスペース上のことから無理だと思いますから、普通に今やっていることに

ついてネット配信するということ、ホームページに載せるということは全然問題ない話

だろうと、そんなふうに思っています。 

  それから、各課の連携についても、これらについては毎月それぞれの主要な課題につ

いて、各担当のほうからいろいろ情報を提供していただいて共有させていただいている

と。それを職員のほうに、各課のほうからまた配信をして、町全体の動き、その時々で

のいわゆる重要課題、あるいは進捗状況、こういったことは共に共有をさせていただい

ているということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今あったように、先ほど私のほうからも述べたように、基本

的な資料、きっと出てきていると思いますけれども、予算の資料については非常に分か

りづらい、確かに、こういうことをやりたいという部分は分かりますけれども、質問に

よって少しずつ掘り出される、これはすごく無駄な部分ですから、きっと資料の中に継

続性というのは、やはり単年度ですけれども、いわゆる継続しながら、その資料がある

と、すごく経過なり足跡が分かるなと。そういう部分で、僕はぜひ他町村、自治体とい

うのは自分の自治体のやり方ってあるかもしれませんけれども、やはり先進に学ぶとい

う部分もありますし、町民の目線で考えた場合、町民に向けてどういうふうにインフォ

メーションしたらいいのかなと、そんなことをきっと、あるとしたら、ぜひ先進のやっ

ているところ、また他町村に、学ぶとは言いませんけれども、資料の在り方を点検して

みるとか、そういう機会をぜひ持っていただければきっと、我々にとっても町民にとっ

ても、行政の中でも、いい資料の説明、資料ができるかなと思いますから、その点につ

いて、町長、ぜひ、ここら辺について取り組むような形で考えていただきたいと思いま

すが、これについて再度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 いわゆる資料の説明ですね。住民説明の事業の説明をどう行うかという

ことだろうと思いますけれども、上士幌町はかなり、事業のリアルタイムで情報提供を

し、そして議会での論議をかなり丁寧にしていると。よそのことまで詳しくは分かりま

せんけれども、自分の感覚としてはそんなふうに思っております。 

  多分それは議会の審議時間なんかについても、これから、今までと随分長く─長

ければいいという問題ではないだろうと思いますけれども、１つの事例としてはそうい



－18－ 

ったこともありますし、それから、資料要求なんかについてもかなり、今求めているも

のについてそれぞれの議員、みんながみんなというか、それぞれの立場から必要とされ

るものについては資料要求がされて、それらについても適宜適切に対応しているという

意味では、かなり資料の提供についてもされているというふうに思っております。 

  ただ、今お話しありましたけれども、継続的にやっている事業について、去年はこう

でおととしはこうで今年はこうだと。これを毎年その事業計画のときに掲載して議論を

するということについては、これらについては、ひとつ過去の事例等については、議員

の皆さん方についても、その辺については資料として蓄積されているはずだろうと思い

ますから、ひとつその辺でご理解をいただければなと。できれば、職員の仕事はどんど

ん進めていけるように、その辺についてもご理解をいただきたいなと、そんなふうに思

っています。 

  いずれにしても、住民の説明の仕方として、執行方針から、そしてそれぞれの、具体

的に事業が具体化したときに各委員会にお諮りして、それらについてしっかり議論をし

て、そして、私どもとしては実行に移らせていただくという手順、そして評価をすると

いうことになりますけれども、２月段階で次年度の方針なり大まかな事業については

─大まかというか事業そのものの項目については決めさせていただきます。その概

要についてはそのときに述べさせていただきますけれども、具体的な実行というのは５

月に実行するものと、あるいは１月や２月に実行するものと様々なものあるだろうと思

いますから、それはそのときにリアルタイムで皆様と議論を行うというのが、非常に丁

寧な、あるいは親切な、そしてまた、情報として関心の持たれるような、そういうやり

方としては、何ら、今やっていることについて、今のところは少なくても大きな支障が

あるというふうには考えておりません。これが、よその町が、全てがどうなっているの

か。今、国会も議論をしておりますけれども、所信表明から補正予算を組んでおります

けれども、そんなに大きな違いはないだろうなと。うちのよりももっと大ざっぱな形で

議論がなされているのではないだろうかなと、そんなふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今、町長からありましたけれども、僕は、もう少し丁寧とい

うのは、今まである分ではなくてこれから展開する分、特に、重点的に町民が理解する

と。これは町民、まちづくりの大きな、後でまちづくり基本条例等の部分についてちょ

っとお話もしたいと思いますけれども、やはり町民はどうして町の動きを知っているか、

知ろうとしているか。きっとこの場合、大きな違いが出てくるなというふうに思います

ので、ぜひその視点で再度検討をよろしくお願いしたいと思います。 
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  次、せっかく今情報公開という部分でＩＣＴ室等を含めていろいろな意味で、うちの

町もこの町、国・道に遅れず、このＩＣＴを利用した対応をしているかと思いますけれ

ども、少しでも高齢者に対して情報提供するという部分も大事だなというふうに思いま

す。 

  今は、このタブレットとかいろいろな意味で配信しながらの中で、もう少し、僕自身

もちょっと、ちょうど世代的に、なかなかここについていけない時代ですから、ぜひこ

こら辺の研修含めて、簡単な資料の見える化、こんなことも含めて、今、インターネッ

トに掲載することはやぶさかでないとありますから、そういう取組も対応していくとい

う形でぜひお願いしたいと思いますし、我々団塊の世代がこれから後期高齢化に入るよ

うな時代になってきますから、一定程度、このタブレットなりＩＣＴの在り方について

は理解した年代に少しずつ入ってくると思いますので、それについてもある程度気を使

っていただきながら対応できればと思いますので、その点、再度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 このデジタル化については非常に大切な案件だと、そんなように思って

います。 

  若い人がタブレットに触れたり、あるいはスマホに触れて覚えていくというのは、別

に教わらなくても感覚的に覚えていくというそういう年代でありますし、高齢になって

くると、一々意味づけだとか、何でだとかという、そういったこともはっきり覚えない

となかなか定着していかない。ところが、その覚えるということそのものがなかなか難

しくなってきているということであります。 

  この流れは、いろいろな意味で、僕は非常に大切なことだと。これからの議論の中に

あるだろうと思いますけれども、主体性だとか、いわゆる主役だとか、そういったお話

の中で、それに、ある意味では、これまでなかったことが、このデジタルによって、主

体性なり、あるいはまちづくり参加につながっていく可能性が極めて高いものがあると

いうふうに考えております。 

  そういった中で、高齢の方々はなかなかなじめないということでありますから、これ

を、いわゆるこのインターネットの、あるいはスマホの扱い方だとかデジタルの取扱い

だとか、これは相当力を入れて教室等を開催していって、いつでも初歩的な学びができ

るように、それは非常に大切なことだと。それは住民参加にもつながる。あるいは情報

の共有化にもつながる。そして、自ら主体的にものを判断して是非を決めると。こうい

ったことにもつながる。様々な、新たな時代のまちづくりのコアになっていくというよ

うなふうにも考えているということでありますから、何らかの形で、こういったネット
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環境の整備は、もうほぼできつつありますから、ソフト面での充実、その１つが、教室

等を開催をしていくということについては、次年度直ちに、重要な政策課題として、い

つでも学べるような環境は設定していきたいなとそう考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） ぜひそういうまちづくりの１つのツールとしてよろしくお願

いしたいと思いますが。 

  次に、出資を50％以上の会社の関係にいきたいと思います。 

  地方自治法第243の３の２について、解釈については町のほうも法解釈理解してもら

って、町としてこれをどう判断して対応するかという形の答弁になっているかと思いま

すので、まず、今後はそのような形で、当然会社の総会資料等は参考にしながら、ぜひ、

町として、その出資責任と町の財政を活用したという責任を含めてこれは明らかにする

べきだというふうに認識していただきましたので、今後これについてはぜひしっかり対

応していただければと思います。 

  今後このような財政の部分を含めて、会社は町の起爆剤となるのかという部分につい

ても、非常に町民の方もいろいろな意味で関心を持ち始めているというふうにあります

し、もう一方、ちょっと分かりづらいなとか不安といいますか、これは財政的な不安も

含めてだというふうに認識しています。結構そういう話が出てきます。 

  そんなことを含めて、この会社について、後で公表しますという話ですから、ちょっ

とすぐ時間で対応できないと思いますけれども、基本的な部分については一定程度評価

したような内容だというふうに今回の回答なっていますけれども、僕はかなり厳しさも

半分あるなと。それはやはり出資者として、もう厳しく対応をしていかんならない部分

もあるかと思います。 

  当面、回答の中で、当面は積極的な行政関与としたいと文が書かれております。これ

についての意味合いというのは、我々についてもやはりしっかり対応していかんならな

い。中身的に、具体は別にしても、この行政関与という部分はどういうものなのかと。

そんなことを含めて……それから、町の会社の特性と、町が事業支援などを対応してい

るという部分の関与の範囲、これについて明確にしておくと、町の出資と、それから、

その２社のまちづくりに対応する連携、これがもっと濃厚になって、そして見える化さ

れるのではないかと思いますけれども、これをまず２点ほどちょっと確認したいと思い

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 そもそもの50％以上の出資ということでありますが、その判断というの
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は、これまで本町としては経験のない官民協働での会社の設立というスタイルを取らせ

ていただきました。 

  ２つの会社、それぞれ株式会社というところでも共通していますけれども、その事業

の性格については、片方はいわゆるビジネス、稼ぐということを基盤にして事業を展開

していくと。片方は社会的な、町の困り事、ソーシャルビジネスというそういう視点だ

ということでございます。 

  やはりそういう目的をしっかり形で見える、そういったスタイルをある程度確立する

という意味合いで、町としては物申しさせていただくと。50％以上という圧倒的な株数

ということでありますから関与ができるということであります。町が意図したことと違

った方向に行かれたのでは出資者としてまずいというような意味合いに思っています。 

  ですから、こういったところの流れがやがて軌道に乗っていく、そういった状況にな

れば、50％という出資率は下げていくのが望ましいだろうと。より自由度を持たせてあ

げるというのが望ましいだろうと、そんなふうに思っております。それが、40％から

50％以下より安心できるような状況と。それが、できるだけ早い機会にそうなればいい

なと。これは当初からの、そういう設立に関わる基本的な押さえとしてあったというこ

とでございます。 

  そういった意味での関与ということになるかと思いますし、一定の方向性ができるま

で何らかの形の支援をしていきながら、その会社の顔なりスタイルが確立されていくと

いうようなことを期待していきたいとそんなふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 民間の組織がまちづくりに関わるということはすごく大事だ

という部分あります。この段階で、私は一町民として状況を確認していたのですけれど

も、非常に会社というのは行政ができない仕事をやってもらうためにという部分で、ま

ちづくり会社等を含めて、それから地域の稼ぐ力、これが２つの会社の大きな特徴だと、

今、町長言われたとおりだと思いますが、やはり、当初のコンセプトといいますか、こ

の２つの持っている会社のコンセプトをちょっとやはり忘れかかってきているなという

認識も僕はしています。 

  やはり町民あって、この会社がどうそれと連携できるかという部分だと思いますから、

そういう部分で、ちょっと認識、僕の認識が違うかは別にしても、やはりコンセプト、

だんだんだんだん外れてきて町民も分かりづらくなってきている。初めはＣＣＲＣの関

係から始まって、どこかでそれを第二次的な、ＣＣＲＣという部分も全く消えてしまっ

たり、まちづくり会社においても、やはり町の支援がなかったらなかなか対応できなか
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ったり、それからもう一つ気になっているのは、まちづくり会社以外の株式会社のほう、

カーチの問題でも、我が町として人材を派遣していますから、その人材の在り方につい

て、先般、損益計算表なり貸借対照表等含めて見せてもらっても、一定程度黒字という

表現になりますけれども、全体的にしてみたらやはり、どこかに三角の赤字的な要素が

残ってきているというのは見て取れると思うのですよ。 

  ですから、一定程度、法人の補塡事業とか支援という部分についても、もう少しきち

んとしておかないと、これいつまで引きずるのだと。形だけの黒字か赤字かというので

はなくて、今、やはり、当初から赤字でも……赤字と言ったら変ですけれども、あそこ

はどっちも余り基本的な資金を持っていたり資源を持っていたり財産持っているわけで

はありませんから厳しい運営だと思いますけれども、やはりどこかできちんと整理して

おかないと分かりづらいなと。特に派遣……法人のほうに対応している人づくりという

部分できっと支援しているのだと思う部分もありますけれども、やはり一定程度、どこ

かでその線を引いておかないと、本当にこの、先ほどの損益計算の出てくる数字とか貸

借対照表の数字が、我々についてはちょっと納得しづらいという部分ありますから、ど

こかで町としての人材の人件費分等を含めてとか、支援の在り方について対応していか

なければならんかな、整理していただければと思っています。 

  特に、ちょっと今なかったのですけれども、やはり最後は自立という部分だというふ

うに町長も今おっしゃられました。私もやはり自立というのは、どの段階でできるかと

いう部分もやはり見守っていかんならんと思いますし、その中にはやはり地域のいろい

ろな支援も必要だというふうに認識したり、それから、先ほどあったように、我々町と

しても、この株式の持分を対応しながら、もっと広く株を集めてきて、そこに人材も、

運営体の役員体制ももう少し強固にしていくとか、そういうことも必要になってくると

思いますけれども、総体的に自立を求めるためには、どこかできちんと線引きをしなが

ら行政と対峙していかなければならないという部分あると思いますけれども、この点に

ついて再度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 まず、まちづくり会社のＣＣＲＣ、それが変わってきたのではないかと。

確かに計画の当初のとき、生涯活躍のまちという大きな方針、目的は何ら変わるもので

はありせん。 

  その中で何をするかというときに、特にＣＣＲＣという言葉で、いわゆるサービスつ

き高齢者住宅というのが、そこに注目されていたのですね。ところが、現実の問題とし

て、そういうニーズはそれほど高くはないということも調査の中で分かってきたという
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ことでありますから、そこの部分については、町としては、少なくてもこの本町として

はそこに深入りする必要ないだろうというようなことであります。ただ、生涯活躍する

というこのコンセプトについては非常に大切なことでありますから、これを具体的に、

じゃあ、今、町に合った形での生涯活躍のまちの事業としては、特に困り事、分かりや

すく言うと、町民の困り事に対してどう、そのまちづくり会社が対応するかと。この辺

あたりが大きなベースになっているということであります。これは非常に大切なことで

あります。町民の困り事もありますし、場合によっては、行政がしようとしても行政の

今の中では対応できないと。こういった中での困り事をまちづくり会社にお願いする。

ある意味では便利屋さんみたいな意味でまちづくり会社が使われる。あるいは期待され

ているところも出てきているというふうに考えております。 

  そういった中での何が残るか。生涯活躍のまちというそういう視点はベースにしつつ

もそういったことになっていくのだろうとも思っていますから、会社もそのものも生き

ているということでありますので、全然、当初のそういったＣＣＲＣというこういう言

葉は、今、私どもとしては、この町の事業としては難しいという判断に立っているとい

うことでありますからご理解いただきたいと、そんなふうに思います。 

  それからカーチの関係で、実際のところはいろいろな事業を行っております。事業の

中には電力の販売、それから道の駅、指定管理で受けているナイタイ、ふるさと納税な

んかも多くもやっておりますけれども、町民あっての会社だと。町民に寄与するもので

は……だけにはならないだろうというようなことでありますが、それについては、当初

から変わるものではないだろうと思います。ゲートウエイというそういう道の駅の役割

というそういう方針は変わっているものではありません。まずは入り口として道の駅に

入って、それから町内にどうそれを誘導して、町内の商店街の活性化なりそういったこ

とにつなげるかと。これが、ある意味では、町民にとっての、いわゆる町民に役立つ、

こういった側面の大きなこの道の駅の使命の一つだろうと思っております。 

  多分もう一つは、道の駅の中に町民の顔が見えないというお話し聞きます。そういっ

た意味での、いわゆる、ほかである農畜産物の、いわゆる展示数が少ないだとか、この

ようなことなのかも分かりませんけれども、そういった以外のイベントなんかについて

も積極的にあそこで行われているというふうに思っております。ただこの２年間は、こ

の２年間は、何たってコロナです。コロナがこの業績に対しても非常に圧迫をしている

ということで、もう赤字は、もうほぼ避けられないという本来は状況だろうと、そのよ

うに考えております。 

  そういったために、様々な国は、例えば給付金事業だとかいろいろな形で、商店街や、



－24－ 

あるいはいろいろな事業者に対して支援をしているということでありますけれども、そ

ういった中での道の駅は、それほど、国なりあるいは町からの具体的な支援というのは

ほとんどなされてないというのが現実です。指定管理というその約束事の中で町は管理

費を支払いしておりますけれども、それ以外のところでは、あとは人手の関係で、今支

援をさせていただいているということでございますけれども、具体的に、直接的に、困

っているから道の駅に支援をしているというのはないというふうに考えております。 

  あと、この後、収まってから、ぜひそういった当初の目的がなされるように、そして

また、今のところ協力隊等々で人材を派遣しております。こういったのも、いろいろと

行政が持っているノウハウをそういったところで生かしてもらって、会社の中でも、そ

れらが今後の経営の中で引き継がれていくというようなことがしっかりできてくれば、

そういったことも引き揚げるということはあるだろうと思いますけれども、いずれにし

ても、町の役割を依然として担っているということだけは、大事な要素として完全民営

化ということと違う、社会的な町の足りないところを担う、いわゆる商店街の活性化の

視点からそういったところをやるということでありますので、その辺については一定程

度のご理解と、それから必要な支援がこれからも必要でないだろうかなと、こんなふう

には考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 江波戸議員、残り時間少ない中であと３点残って、今質問内容

が残っていますので簡潔にお願いします。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 残り時間、簡潔というふうな……町長のほうも簡潔によろし

くお願いしながら質問したいと思いますが。 

  かなり簡潔に対応したいと思いますが、新たな施設の課題という部分で、政府も今回、

デジタル田園都市国家構想で地方創生交付金、またかなりの支出を予定されていると思

います。これの活用については、僕は、本当に目に見えて、町の町民の合意を得ながら

……全部の合意ではありませんけれども、理解を得ながら対応するということもまた必

要な部分があるかというふうに認識しますが、目にはちょっと分かりませんが、そんな

感じで考えています。 

  特に、本町について、さきの総合計画の財政の部分で、ふるさと納税に係る財政収入、

いわゆる収入の分が15億ぐらいをこの５年間予定しているのかなというふうに認識して

います。 

  それに対応して、やはり、大きな町の財政の大きな割合を占めますから、ここはやは

り、今後またしっかり、どういうふうにしていくかなというのも、きっとまちづくりの
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財政を安定して対応することになるかなというふうに認識しています。 

  財政調整基金なり、それから減債基金等を含めては一定程度対応できるという部分あ

りますね。もう一つは目的意識の部分についても、基金についても持ち合いをしていま

すけれども、目的基金についてはなかなか対応しづらい時代、その事柄に絡まって対応

しづらい分ですから、今後財政調整基金についてもどういうふうに対応していくか。こ

れから、いかに減債資金をうまく対応していくかということも含めて財政にかなり影響

するのではないかというふうに認識しております。 

  特にそういう意味では、このふるさと納税が総体的に、やはりまちづくりの財政を一

定程度安定化する起爆剤になっているかなと思いますが、このふるさと納税について、

なかなか品目が少しずつ増えてきたりしていましたけれども、少しずつ、売れるものと

売れないものという部分もあるかと思いますけれども、そういう部分と、それから、農

業技術センターから改称して加工センターですか、食品加工センターという部分になっ

てきますと、これすごい期待していたのは、カーチ等を含めてそうですけれども、新た

な商品化という部分もあるというふうに認識しています。 

  そんなことを含めて、あと、民間の力を借りるという部分でいかないと、なかなかこ

のふるさと納税等を含めてうまく進んでいかないのかなと思っていますので、このふる

さと納税の開発の仕方、それから商品化の開発の仕方と、そういう今後の方向性、それ

から今、食品加工センターでは２組の事業者等が対応しているというふうにありますけ

れども、もう少し民間の知恵も借りながら、いろいろなアイデアを多様する組織もあっ

てもいいのかなと。それは実行部隊でなくてアイデアを提供する民間の力も必要でない

かなというふうに思いますので、ここら辺について、考え方についてお聞きしたいと思

います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 なかなかふるさと納税、15億、これでももうすごい金額だとそんなふう

に思っています。これが今のまちづくりのいろいろな政策を支えているというふうに考

えて、いわゆる真水と言われるお金でありますから、これに補助金等をつけて事業を行

うとすればかなりの事業を進められるという意味ではふるさと納税に感謝をしたいとい

うことと、それから、地元の商品開発についてはすごく大事なことだろうというふうに

思いますが、そう簡単に売れる商品が矢継ぎ早に出てくるというものではないだろうと

いうふうに思います。いろいろなそれぞれの取組の中で、多分、10も20もやった上で１

つ評価されるのか、あるいは２つ評価されるのかと、そんなようなことだというふうに

思いますけれども、それは地道に取り組んでいくしかないのかなというふうに思います。 
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  ただ、取り組むに当たっては様々なところからのノウハウは必要だというふうに考え

ておりますから、センターのほうも加工……技術センターのほうも、今、例えばいろい

ろな財団等のノウハウだとかというようなところも借りながら、地域の特産品を生かし

た商品ができないだろうかということもありますし、それから、縁ハンス事業なんかに

ついても、よその視点で町の商品開発、こんなことにも、一つでも明かりが出てくれば

いいのかなと思いますが、そう簡単ではありませんけれども、あそこを拠点にしていつ

でもいろいろなことが挑戦できる。その結果として、やがて何らかの形で評価されるも

のが生まれてくるのではないだろうかなとそんな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） 今あったように、僕ここには、いろいろな町民がいろいろな

考え方なり、得意分野、情報を持っていたりという部分ありますから、ぜひそういう固

まりを、もう少し広くウイングを広くして対応するような、やはり組織もあってもいい

のかなと思いますので、また後日検討いただきたいと思います。 

  あと、今は各実証実験しています。そんなことしていて、スマートタウンに向けたま

ちづくりという部分もうちの町の骨格になってくるかなというふうに認識していますけ

れども、もう一つは、先進地に学ぶという部分もあってもいいのかなと。今、自動運転

バスなりドローンなり、当然光ファイバー等はもう当然、これからの５Ｇを含めてそう

いう時代に入っていくとか、やはりいろいろな意味で、このスマートタウンに向けては

また環境整備していかんならないというふうになるかと思います。 

  そんなことを含めて、そういうことを進めながら、もう一つ大事なのはきっと地域の

担い手人材、これとどうマッチングさせるかということをしていかないと、なかなか、

スマートでＩＣＴ使ってすごく作業効率がよくなったと言いつつも、やはりそこには人

材が必要ではないかなと思っています。 

  そんなことを含めて、やはり先ほどの国勢調査の部分を見ても、外国の方が結構増え

てきているとか、130名から40名いるとか、高齢化もやはり変わってきて、新しい、ま

だシビアにはできませんけれども、やはり若返りもあるなとかそんなこともやはりある

と思います。 

  そんなことを含めて、このスマートタウンに向けていくとしたら、いろいろな町民に

対して足跡が残るような、やはり実証も今後必要でないかなと思います。当然、それに

ついても民間の力を借りながら対応をするということも、今回そのような予定もありま

すけれども、やはりそういう対応もしっかりしていく必要もあるかと思いますので、今

後、このスマートタウンについては、やはり慎重に、それから先進的なものは先進的に
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しっかり守ると。我が町の特性だけをやはり実証しながら、それをＰＲするということ

は、僕はやぶさかでないと思いますけれども、そういう考え方で、何でも飛びつくとか

そういう意味でなくて、やはり我が町にとって、本当に対応できるような効果のあるも

の、こんなことを含めてぜひお願いしたいと思いますので。簡略でよろしいですからよ

ろしくお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 新しい取組に対して町民が、何をやっているのだろうというようなご質

問だというふうに思っています。 

  確かにそういうことはあるというふうに思います。新しいことですから、何をすると

いう形が見えてきて、初めて、こういうことなのかということが多々ある話だろうとい

うふうに思っています。 

  ただそこは行政責任として、将来この町に、あるいは世界の国がどうなっていくのか

と、このようなことを推測して政策を組んでいくということであります。やがてそれが

理解されていくというふうに思います。自動運転バスもいろいろとご批判ありましたけ

れども、今さらに、今そのことが新しい時代の大きなテーマになってきているというこ

とも事実だと思います。そのときに、上士幌町がそういった、ある一定の基盤上にある

ということは、いろいろな意味で、さらに事業展開する上で有利な立場にあるというこ

とは確かだろうとそんなふうに思っております。 

  そういったときに、この中にも書いておりますけれども、できるだけ、多くの人が関

心を持っているのだろうというふうに思います。関心を持ってもらっているとすれば、

ぜひそういう話を私どものほうに、あるいは担当者のほうに説明を求めていただければ

なという、それはもう喜んでみんなお話をするというふうに思っております。 

  企業型の滞在の施設もそうだと思うのです。できるまで、多分、何だろうなというこ

とは、多分それずっとつきまとう話だと思うのです。あれが動き出したときに初めて、

ああ、こういうことだったのかということがあるだろうと思いますが、そのようなこと

についても丁寧に、質問については答えていきたいということ。 

  それから人材の話が出ました。担い手になる人方の人材、それから、それを進める側

の行政のほうの人材、こういったことも、両方とも必要だと、こういうこともそうだと

いうふうに思っています。上士幌町よりもっともっと先進的な取組しているところもた

くさんあります。こういったところを学ぶための、本当は予算を組んでいましたけれど

も、今年度はコロナの関係で行けなかったということであります。 

  私どもとしては、未来に向けた町をどうするかというのが大きな仕事でありますから、
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そういった意味で、２年、３年、あるいは５年たったときに、ああよかったなとこんな

ふうに思ってもらえるようにしっかりとやっていきたいというふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 最後に、時間の問題で簡潔に質問したいと思いますが、地方

自治の基本条例の制定であります。 

  今、議論した部分について、町長は本当に、革新的な先駆的な首長というそういう中

でまちづくりをしてきたと思いますが、どうもせっかくの部分ですから、この基本条例

を制定しながら、そのものの中にやはり町の意欲とか考え方とか町民の参加とか、そう

いうこともきっと基本的には考えているのだと思いますけれども、やはり１つは文言に

しながら、我々含めて、町民と町と議会とかみ砕きながらする、１つのバイブルといい

ますかそういうことも必要だというふうに認識しております。 

  そんな意味で、令和元年９月に伊東議員さんから質問あった中で、自治体基本条例を

制定している多くの自治体では、登録されている方以外に住民税を納めることのない働

きに来ている方などにも様々な権利や義務を有することに疑問が残り、条例を制定する

ことに慎重を期すべきと認識していると、こういうくだりがあったのですよ。ちょっと

今、関係人口とか、今言ったように交流、企業の交流施設の活用とかシェアオフィスと

か、僕はやはり上士幌町に寄ってくるということはいろいろな知恵を持ったりそういう

ことがあると思いますから、そういうもっと時代というのはやはり本当にシビアに、小

さいながらも大きな変化をする時代だと思いますので、ぜひ、そういう１つの対応の仕

方として、町の１つの表現の１つとして、ぜひ地方自治基本条例等を含めて検討してい

ただければなと思いますが、簡単でよろしいですからよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今、まさに今の疑問に持つところは今も改善はされておりません。私個

人としては。 

  大方の用語の定義の中で、町民とはというくだりの中で、住民票を持つ者、あるいは

通勤している人も、そういった人方も含めて町民だという定義づけをしております。そ

の人方がいろいろな権利を有するというふうにしておりますけれども、やはり今改めて

コロナ対策でいろいろな対策を講じています。プレミアム商品券の対応。これについて

は住民票がなければ駄目だと。私どもとしてはそういう内容で告知をさせていただいて

おります。そのときに、一方では町民という位置づけをされていて、じゃあ一方でそれ

は、その町民、いわゆる通勤者が町民と位置づけされているのだったら、それはプレミ

アム商品券買えるんじゃないのというような場合、今大方は多分、よその町でもこの条
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例をつくっているところでも同じように、何々町のプレミアム商品券とやっているとこ

ろいっぱいあると思いますけれども、そこのところの矛盾というのは感じないのかなと

いうのを１つ、今でも整理されておりません。 

  それから、これが最上の法規だということ。全ての条例を超えて最大のところである

といったときに、条例との関係で、これ果たしてどうなっていくのだろうか。こういっ

た、一面は憲法ということですから、憲法の下に各種条例があると。どこかにいろいろ

な問題点が起きてこないのだろうかなと思ったりしております。 

  その辺の整理。関係人口として、ここでいろいろなまちづくりに意見やそういうお話

をいただくのは、全然それは問題ない話だし、それから、これからも大事にしていきた

い。いろいろな提案を、いろいろな知恵は大事にしていきたいというふうに思っていま

すけれども、そこのところの大事なところの１条、２条のところのそれと、実際それは、

権利が付与としてできるのだろうかというのが非常に懸念されているところだというこ

とでございます。 

○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。 

  ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前１１時２５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３５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点にわたり一般質問を行います。 

  大きな１点目なのですが、つながりを大事にするまちづくりのために。 

  以前、高齢者の方々の自主的なサークルがたくさんあり、数十人から100人以上の仲

間の中で生き生きと活動していたように思います。今、町や社会福祉協議会主催の各種

取組は充実し、また、デジタル化の推進によりタブレット活用の個人サービスなども進

み、一見、高齢者の方々が幸せになってきているかにも見えるこの頃です。 

  しかし、コロナ禍ということもあるかと思いますが、サークルの数、参加者も年々減

っており、つながりが希薄になりつつあるのではないかと心配です。今後の取組として、

大きく２点にわたり質問いたします。 
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  ①今あるサークル、また新設も含め、活動をきちんと支え、要求があれば環境整備を

整えること。自主的に運営することはすばらしいことです。その上で、楽しく長く続け

てもらえるように援助するべきです。例えばの例といたしまして、ゲートボール場のト

イレの問題ですが、女性の方々が当番制で掃除をしているとお聞きしました。高齢にな

りとても大変だとお聞きしました。月何回かでも委託で実施できないか。また、女性ト

イレ２つありますが、１つは和式のままですので、早急に洋式に改善するべきです。ほ

か、まだまだ把握していませんが、要求などありましたら対応するべきと思います。 

  ②です。地域でのつながりを大切にすること。 

  以前から、高齢者地域ネットワークづくりが進められており、行政区や社会福祉協議

会の支援も受けながら活動しています。今年度の支援団体は３区、ゆうゆう会、７区の

２の七友会、16区の行政区とお聞きしています。このような活動も大変重要ですが、会

の立ち上げ、継続は結構大変です。最近見かけるのは数人で散歩です。これからはいろ

いろな形でのつながりが大切です。このようないろいろな活動をできるだけ多くの方と

共有することも大事です。「つながりから始める地域づくり」講演会が11月１日に社会

福祉協議会の主催で行われましたが、町として、具体的に進めるのかお聞きいたします。 

  大きな２点目ですが、安心できる医療体制のために。 

  新型コロナウイルス感染症は、今収束しつつも、冬に向かい第６波が想定され、国も

その対策を決定し都道府県に指示しています。 

  そこで、感染対策を取り、第６波起こさない、医療崩壊を起こさせない対策を進める

ことが必要です。 

  次の２点、質問いたします。 

①医療体制の問題です。 

  国は第６波に備えてコロナ病床を３割増にする方針だが、具体的には都道府県任せで、

専門家からは、医師の確保など実効性に疑問の声も出ています。この間の国の医師の数

の抑制や病床削減、病院の統廃合や保健所削減などが医療崩壊の大きな要因になってい

ると判断いたしますが、その方針は今なお変わっていません。 

  国の地域医療構想の下で、北海道でも2025年までに１万から１万5,000床の削減を進

めようとしています。今年度、病院の削減支援給付金１億3,000万円（14医療機関319床）

の予算も盛り込まれています。十勝全体の病床数など、二次医療圏の中での話し合いも

されていると思いますが、コロナ禍でも安心でき、町民の命を守る医療体制について見

解をお聞きいたします。 

  また、第６波に備え、町の医療への新たな支援の検討はどうなっているのかお聞きい
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たします。 

②ＰＣＲ検査への助成について。 

  町の一般町民への助成は来年の令和４年３月31日まで、本人１割負担2,000円で回数

制限なしとなっています。国の方針では無料の検査を実施するとしています。対象者は、

健康上の理由でワクチンを打てない人、感染拡大時は都道府県の判断で無症状者も実施。

このような国の方針も踏まえて、町の助成は期間を延長し、また、本人負担無料とする

べきです。実際、病気を抱えてワクチンを打てない方が施設等に面会に行くときに、Ｐ

ＣＲ検査を受けないと認められないという例もお聞きいたしました。また、子供たちの

ワクチン接種はまだですので、ＰＣＲ検査はまだまだ必要とされます。 

  以上、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 つながりを大事にするまちづくりのために。 

  山本議員のご質問にお答えします。 

  １点目のサークル等への活動支援についてでありますが、文化協会や体育連盟に加盟

しているサークルは、ここ５年間の推移を見ても、サークル数、所属する人数ともに減

少傾向にあります。一方、自主的なサークルではありませんが、シルバー学級への参加

は増加傾向にあり、様々なテーマに関する学びや人との触れ合いを求める高齢者の数は

多いことがうかがえます。 

  人生100年時代に向けて、高齢者が地域住民等とのつながりを持ちながら、生涯にわ

たって学び、それを生かすことのできる場の確保は生きがいへとつながります。その中

で自主的に行われるサークル活動は特に重要であり、これまでも、活動費の一部補助や

講師派遣、活動成果を生かす場の提供、さらには、備品の整備等について支援を行って

きているところであります。 

  サークル活動につきましては自主的な運営が基本となりますが、今後一層、生涯学習

によるまちづくりを進める上でも、サークル等と情報共有を行い、意見交換の機会を通

して、有意義な活動となるよう支援してまいります。 

  ２点目の、地域でのつながりを大事にするまちづくりについてでありますが、社会福

祉協議会が進める小地域ネットワーク活動の支援やサロン活動支援があり、町としては

地域包括ケアシステムの構築に向けた生活支援体制整備事業を実施する中で、社会福祉

協議会及び「生涯活躍のまち かみしほろ」に、それぞれ生活支援コーディネーターを

配置して、講演会開催等の普及啓発やまちなか農園活動、ママのＨＯＴステーション等

の、町民が集い活動する場の取組を行い、住民同士がつながる仕掛けづくりを行ってお
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ります。 

  一方で、議員ご指摘のとおり、住民同士の日常的な交流の場は、数人での散歩など

様々な形態があり、そこが人と人とがつながる場となり、お互いに気をかけ合い、支え

合いが自然に生じてくる大切な場であると認識しております。 

  また、今般のコロナ禍においても、工夫しながら活動を続けている町民の方もおりま

すが、それらの自助・互助の活動が余り町民全体に認知されることなく、サロン等では

代表者が高齢化などで継続が難しい等の声があることもお聞きしております。 

  このことから、様々な形で活動しているグループ同士が交流し、互いの活動を知り合

う機会をつくるなど、活動のさらなる活性化に向けて、町全体で相乗効果が生まれるよ

うに、住民活動の見える化や横のつながりづくりに取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

  また、行政区単位での総会や恒例の花見などの行事も、コロナ禍において中止を余儀

なくされており、町内会活動も困難となっております。昨今の自然災害等による被災地

域の状況を見ると、近隣同士のつながりが互いの命を守る行動につながっていることか

ら、全世代を通じた防災というテーマで地域のつながりづくりを進めるのも有効な方法

だと考えております。 

  今後も様々な角度から住民同士のつながりづくりを応援していけるよう努めてまいり

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 安心できる医療体制のために。 

  山本議員のご質問にお答えいたします。 

  １点目の医療体制の問題として、コロナ禍でも安心できる医療体制と医療機関への支

援の検討についてのご質問についてであります。 

  厚生労働省は令和元年度に、再編統合について特に議論が必要な病院として全国424

病院を位置づけ、十勝管内では６病院が対象となりました。これと併せ、当面の対応と

して、それぞれの圏域において、国が示した将来の必要病床数を考慮し、地域医療構想

における具体的対応方針について議論を進め、令和元年度中に見直すように求められて

おりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の対応を踏まえ、期限については現在未

定とされております。今後は、感染症の対応が一段落した際に、十勝圏域の地域医療構

想調整会議においても議論が行われていくものと考えております。 

  なお、国が示す2025年の必要病床数は、十勝圏域では、平成29年度の稼働病床数

4,285床に対し4,067床と、218床減少しておりますが、これは一定の条件下で全国一律



－33－ 

に分析されたものであることから、あくまでも１つの参考資料として、コロナ感染拡大

時に医療の逼迫が想定される状況や地域の実情を踏まえ、今後の議論を進めることが必

要と認識しているところであります。 

  また、国はこれまでの感染拡大を踏まえ、都道府県に今後の保健・医療提供体制の確

保計画の策定を求めており、北海道はこの中で、これまで自宅療養者等の健康観察を保

健所のみの対応としてきたものを、今後は地域の医療機関と連携し対応する方針であり

ます。 

  このことから、町内において感染拡大が生じた際に、町内医療機関の役割はさらに重

要なものとなり、昨年度、上士幌クリニックへ導入支援を行った簡易陰圧装置などの活

用が見込まれます。 

  また、ご質問の中で、医療機関への新たな支援の検討とありましたが、コロナ対応の

支援としては、これまでさきに述べました上士幌クリニックへの簡易陰圧装置やはげあ

ん診療所へのＰＣＲ検査機器の導入支援、国の医療機関に対する支援事業への上乗せ補

助を行うなど、町独自での支援を行ってまいりました。今後も医療機関等と意見交換を

行いながら、状況に応じ必要とされる支援を行ってまいります。 

  ２点目のＰＣＲ検査への助成についてであります。 

  議員ご指摘のとおり、11月19日に閣議決定されたコロナ克服・新時代開拓のための経

済対策において、健康上の理由などでワクチン接種を受けられない方たちを対象に、社

会経済対策を行う際のＰＣＲ検査などを、予約不要、無料で受けられたり、感染拡大の

傾向が見られる場合にはワクチン接種者も含め、感染の不安がある方も無料で検査を受

けられるように支援を行うとしておりますが、現段階では詳細は未定でございます。 

  また、地方創生臨時交付金が新たに交付され、自治体がＰＣＲ検査や抗原検査を行う

場合は無料にできるよう支援するとの情報もありますので、国の動向を注視しつつ、必

要に応じて追加の支援策を検討してまいりたいと考えております。 

  なお、無症状の一般町民へのＰＣＲ検査につきましては、現在、管内で支援を行って

いる町村は僅かで、その中でも本町が実施している自己負担額2,000円、利用回数無制

限という助成内容は、突出して充実している支援であると認識しております。 

  また、本事業につきましては来年度も継続して実施していく考えであります。 

  また、町内介護サービス事業所における面会につきましては、ワクチン接種を受けら

れない方への配慮として、リモート方式の面会やガラス越しの面会ができるよう、それ

ぞれ感染症拡大防止対策を取りながらも工夫されて実施しているとお聞きしております。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 
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○２番（山本和子議員） 初めに、つながりを大事にする項目の１点目のサークル活動へ

の支援の問題ですが、私たまたまゲートボールと、別に２つ３つ実際に訪ねまして、何

か要望ないかとか、実際にゲートボール場も見ました。 

  その中で、トイレの掃除については、当時、もう30年以上前の方々が若かったときに

当番で決めてやったと。もう85も過ぎて腰曲がって大変だという話をお聞きしたので、

サークルの方に、もう一回話し合ってみたらどうかという提案……提案といいますかお

聞きしましたら、その後またいろいろ話し合ったらしいのですよね。本当に自主的なサ

ークルで、町には迷惑をかけられないしお世話になっているからというので、何か当番

制をまた新たに改善したらしいです。ですけれども、ただトイレの状況だけは─担

当課の職員の方も一緒に見てもらったのですが、女性トイレは和式なのですが、トイレ

を、ドアを閉めたら全く駄目なので閉めない状態で、全く使わない状態だと。それはや

はり、トイレはやはり洋式に、２つあるうち片方洋式ですのでそれぐらいは改善できる

のではないかと。ゲートボールしましたら、もう大体、かなりの時間拘束されて、休憩

時間があっても入替えするから、もうほとんどの方が、もう20人ぐらいなるんですが、

そこのところで拘束されて、トイレに行く時間も多分忙しいのではないかという気もし

ますが、その点についてだけ、あとは、ほかのサークルについても要望あるかどうか聞

いたのですが、今のところ元気でやっているよという話なので、そういうサークル活動、

本当に大事にしてほしいなと思っていますが、その点について教育長に答弁お願いしま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 今、例えばということでゲートボール場、ご視察いただい

て、そして意見交換していただいたということも伺っております。ありがとうございま

す。 

  ゲートボール場の利用についてはサークルに加盟しているのみが使用していると。現

在は屋内のゲートボール場を活用していると。 

  まず、私のほうでも現状を把握するためにいろいろ聞いてみました。 

  屋外のトイレの話ありましたけれども、あそこは午前９時くらいから夕方の４時くら

いまで開放していると。委託業者が少し早めに行って暖房をつけ……鍵を開け暖房。そ

して夕方に時間を合わせて暖房を消してそして鍵をかけて戻ると。役割として、自分た

ちが活動しているということから、今おっしゃっていましたけれども以前から役割分担

をしていると。男性は屋外ゲートボール場のコート整備、ブラッシング等が役割と。女

性のほうは、入ってすぐ部屋がありますのでその部屋とトイレの清掃ということになっ
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ております。 

  議員、意見交換の後、生涯学習課の職員がサークルの方々と、また再度意見交換させ

ていただきました。情報を共有化して、改善できるものは改善していかないと駄目だよ

ねという話で意見交換しました。こんな話です。 

  まず１点目に、トイレの部分につきましては、中にはやはり足腰が随分弱ってきてい

るので、町に少しでも清掃のほうをお願いできないだろうかという声がありました。一

方でこんな声が多かったようです。遊びに来ている……自分たち健康で遊びに来ている

と。そして、このゲートボール場を使わせていただいているということで、今自分たち

にできることはまず自分たちでやっていきたいと。その上で、今後また意見交換を重ね

ながら、そういったものも難しくなってきたときは、改めてまた相談に乗りましょうと

いうことでお話を伺っています。 

  ただ１点、意見交換してすぐ改善できたことがあります。女性用の、室内ゲートボー

ル場の女性用の個室のトイレ。入るときには追っつけて押して個室に入るのですけれど

も、出るときに非常に今度は引かないといけないので狭いというお話を聞いて、生涯学

習課の職員がそこはもうすぐ改善させていただきました。扉の向きを変えたということ

です。 

  そしてもう一つ、男性用の個室トイレについては、個室に座ると壁が目の前にあると

いうことで、ここも狭いという話を伺ったものですからそこも改善をして、扉の位置を

ずらして面積を広げたと。 

  こういった取組をさせていただいております。 

  なお、女性用のトイレについては、聞くところによると、あそこの場所、屋内ゲート

ボール場については、１つは洋式の洗浄機つきのトイレ、もう一つは和式の水洗という

ことになっていて、現段階では２人一遍にあそこを利用することはまずないというお話。 

  そしてもう一つは、他人が座ったその便座に自分が座るということの抵抗感があると

いうようなお話も伺っています。このトイレにつきましては、２人一遍にということも

現段階ではありませんので、ここもほかの施設との整合性も図りながら、必要によって

は改善・改修ということも視野に入れながら意見交換を通していきたいなと思っており

ます。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 教育長、物すごく詳しく……そういう、どこを改善する、しな

いも含めまして、教育長、答弁や質問ではなくて、すぐに職員が行って、どういう状況
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かを把握して、自分たちのサークル同士の中で、男性の方も女性の方も同じ立場で議論

をして、どうするかということを議論して今回改善されたのですよ。そういうところ大

事だなと思って、職員の方も足を運んでくれたし、私もゲートボール誘われたのですが、

忙しいものですから、上手だねと褒められたり、そういうふうに町民の方が目を向けて、

生き生き活動できる環境をみんなで整えると。そういうことが大事だなと私は思って質

問させてもらいました。 

  それと関連して、本当は医療体制まで行きたいのですが、つながりの問題で質問した

いと思うのですが、社協の中心でお話聞きに行ったときに、今は介護保険制度、いろい

ろな制度があったりして、いろいろな個々のサービスは充実していると。タブレットも

そうですが、あと、社協なりいろいろな団体がそこに集うために、高齢者学級もそうな

のですが、集まる、集めることをどう……いろいろやってきたり、個々のサービスは物

すごい充実していると。でも、はたと考えたときに、コロナ時期で行政区のつながりは

ほとんど今、花見もないと。そういう中で私が感心したのは、そうだなと思ったのは、

ここのページに書いてあるのですけれども、前は集めることにすごく力入れたけれども

そうではなくて、集まるところに目を向けようというような、その方の先生のお話でし

た。集まっているところへ目を向けると。そして、そこのつながり大事にしようと。そ

のつながりを縦ではなくて横のつながりをみんなで共有し合うと。私もよく、２人で旧

鉄道の跡地を散歩しているんだという人よく見かける、しょっちゅう。行ったら、３人

いつも集まって散歩しているんだって。その方々もこの話し合いに参加されたので、そ

ういういろいろな形の活動、共有できる場があれば。私、本当に心配なのは、いろいろ

なところに出かけたりなんかしないで籠もっている方が、出かけない方がいっぱいいる

のですよ。その方に声かけられるような地域のつながりを持てたらいいなと思って今回

質問させてもらいました。これは多分、教育長のほうの、保健福祉課のほうの対応にな

るのかなと思うのですが、その点について質問いたします。 

  お昼ですので次でもいいですけれども。 

○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。 

（午後 １時００分） 

 ────────────────────────────────────── 
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○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 先ほど山本議員のほうからのご質問の中でサークル、それ

からつながり、それから立ち寄れるといったようなキーワードがありましたので、教育

委員会所管の部分で私のほうから、まずお話ししたいなと思っています。 

  サークルの数、文化協会ですね、文化協会、５年前と比較して17団体が14団体に減っ

ています。それから、体育連盟に加盟しているのが18から15に減っていて、それに伴っ

て会員数も減少していると。 

  一方で、サークルは同じ趣味や興味を持つ人方が集まるフラットな組織だということ

を見たときに、最近わっかの中でも少人数でのサークルが増えているのではないかなと

思って見ていました。少なくとも私の目に留まっているサークルが３つほどあります。

その方々は全てが高齢者ではないのですけれども、同じ趣味や興味を持った方々が集ま

って、お昼も含めて活動をしています。そういった意味では、シルバー学級もそうなの

ですけれども、シルバー学級はここ５年間比較すると、サークルではありませんが、大

体５年前は九十数名のエントリーが今は100名、百四、五名になっています。 

  そして、答弁でも書かせていただきましたけれども、参加が増えているというのは、

去年まではエントリー数も大体50％がその会の出席率となっていましたけれども、今回

まだ途中ですが60％を超しています。これは、そのプログラムに興味・関心を示してい

る方もいれば、やはりこういった場所でみんなが集まって、いや、久しぶりだねという

ところからコミュニケーションを図っている方もいるのではないかなと思っています。

そういった部分では、これからもその生涯学習の拠点施設と私の中では思っていますの

で、こういった施設の中で立ち寄れる、立ち寄りやすい、そしてそういったサービスが

できるような取組を今後も進めていければなと思っております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 ネットワークですね、コミュニケーション、そういった類いだろうと思

いますけれども。 

  先ほども議員のお話の中にありましたけれども、なかなか地域の中でのそういった活

動というのは難しくなってきているという実感がございました。そのとおりだろうと思

って、時代が映している１つの鏡だろうというふうに思っていますけれども、地縁だと

か血縁だとかといういろんな縁がありますけれども、そもそもの地域をベースとした地

縁というよりも、今はむしろ知識のほうの知縁、趣味だとか、あるいはそういった類い

のことですね。それは運動も含めて。そういうそれぞれのその嗜好に基づいて仲間づく
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りがされていくというような、そういう流れにはあるのだろうなとそんなふうに思いま

す。 

  そういった意味で行政の枠組みの中での組織には入っていなくても、そういう芽生え

が方々に感じられるということは、これ非常に大切なことなので、それを伸ばしていく

なり奨励をしていく、そういったことが、直接余り関与すると煩わしいということにな

ると思いますけれども、さりげなくそういった活動についての評価なり支援をしていく

ということが大事なことなのだろうなと、そんなふうに思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） そういう活動を通じて、昨日もあそこ電気ついていなかったよ

とかね、訪ねていくと、あそこのうち電気ついていないけれどもどうなったろうかとい

って、逆に私、別に深入りするわけではないですが、どうなったんだろうねというそう

いうつながりが、横のつながりがそれこそ大事だろうと。それが、サークルをつくると

か何とかをつくって人を集めるというのではなくて、つながりがあって、それはなかな

か、干渉してはいけないけれどもやはりつながりを持って、ふだんから散歩したり何か

しているそういう小さいつながりをつなげていって町民のつながりに行くのかなと。私

はそれをすごく大事にしたいなと思っています。 

  そういう中でいろんな事業に、昨日も社協の事業に、ふれあいコンサート……それに

行かないかとか声かけたら、もう自分で行くと言うとかね。誰々さん行かないかと声か

けたら、自分で行くから大丈夫だよとかというふうに横のつながりがあっていろいろな

行事にも参加できるようになっていくのかなと。そういうことを大事にしていきたいな

と思って、大事にしてほしいと思って質問させてもらいました。 

  多分、これは行政がどうのこうのではなくて、情報を流しながら、そういう視点を持

ってやってほしいと。デジタルとか何かいろんなことも、もちろんすごく大事な事業で

はあるのですが、そういうところに、町民一人一人に目を向けたような情報なりつなが

りを大事にしてほしいなと思って質問をさせてもらいました。 

  次に、医療体制のほうに質問したいと思うのですが、今、さらに、５波が終わって６

波に心配しているところが、さらにオミクロン株とか新しい株、さらにはまたまた違っ

た株が出てくるのではないかというような今後も心配される中で今後どうなっていくの

かと。国のほうの方針と道のほうの方針も12月付で出ていました。それも含めて、町が

どんなふうに対応していくのだろうかと。町は町立病院がないのですが北斗の病院だと

かはげあん診療所含めて、どんな対応になっていくのかということを私は質問したいな

と思っています。 



－39－ 

  国のほうでは病床数を４万5,000床、それは８割入院したと考えて増やすというふう

に言っているのですが、病床全体増やすわけではありませんので、そこのところを増や

すことによって、もしかしたら緊急の入院を減らすとか、それは北海道も同じで、緊急

入院を減らしてコロナに対する入院できる病床数を増やすとか。北海道もそうですね。

北海道もつい最近出たのは、フェーズ１、２、３と４というのが新たに加わって、これ

は多分新しいコロナに対する体制だと思うので、その中で、病床数を増やすわけではな

くてコロナに対する病床数を増やす。十勝で言えば、フェーズ１が130、２が130、フェ

ーズ３から135、135というふうに増えます。多分厚生病院かと、どこかだと思うのです

が、そういうふうに、増やすけれども病床数そのものは増えなくてコロナ病床が増える

だけなので、その点についてどんなふうにこれから町が対応を……まだ具体的に来てい

ませんが、どんなふうに課題が、多分、町の医療機関についても、例えば保健所の役割

も分散すると言っていますので、どんなふうなことが想定されるのか、町長に質問いた

します。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まだ具体的に保健所の役割が縮小されるということと、それぞれの地域

の中でどんな役割を果たすかと。むしろ民間のほうの役割が増えていくということだろ

うと思います。 

  これまでもコロナワクチンの接種からＰＣＲ検査、その他含めて、地域の医療機関と

の連携は非常に密に取らせていただいておりますし、また、その上部の経営の本体のほ

うとも必要に応じて連携を取らせていただいているということでありますから、いかな

る場合においても速やかに対応できるような、そういう関係は構築していくということ

が一番必要なのだろうと、そんなふうに思っております。 

  今は落ち着いておりますけれども、この後、新たな変異株が、どういう、その性格を

持ったものだとか、これは今週あたりでだんだん明らかになってくるだろうと、そんな

ような情報もありますし、それに基づいて、多分次の対策も講じられるとそんなふうに

思っています。 

  国としては、取りあえず水際で徹底して抑え込むという視点で、海外からの入国につ

いては非常に厳密にチェックをしているということで、これは、これまでにない厳しい

措置として多くの国民から今支持をされているということであります。まずは感染が拡

大をしないように、私どもとしては、今、日々これまでの取り組んできた、３密を軸に

したという取組が必要だなというふうに思いますし、何かそういった気配があったら、

直ちにそれらに対して対応していきたいと。まだいろいろな面で不明なところはありま
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すので、これから何らかのアクションが起きたときには速やかに対応していきたいと、

そういうふうに考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 私たちも新聞報道でしか分からないので、具体的にそういう状

況来たときに、保健所の対応だとか、あと北斗病院に一時的でも陰圧の装置、そこに入

るものか、それも分からないので、従来からやっていることではなくて新たな課題とい

いますか新たなことも、多分、何か、医療機関と協力関係と言って、町村の民間病院ま

で医療機関に入るのか分かりませんが、医療機関と─少なくとも町立病院はそうで

すね─協力関係を持ちながら、保健所と協力関係持ちながら体制を構築するという

ふうに新聞報道になっていますが、そのときに、例えば町は町立病院がない場合にそう

いう会議、なかなか会議開かれていないと言いましたが、そういうときにどういうふう

な、例えば意見を言うとか、どういうことを、求められているときに町としての対応は

どういう形になっているのかなというのがとても心配です。 

  例えば、もし町が、陰圧がどうのこうのであれば、今ちょっと分かりませんが、増や

さなければいけないものかどうか。そうすれば助成をするのか。その辺含めて、これだ

けは、一気に来たら一気になる可能性もありますが、その辺の協議する場とか実態、実

際に、もちろんリモートでもいいのです、そういう場が想定されるのかどうか。そのと

きに町がどう対応するかという、言われて、はい、ではなくて、そういうことも想定を

して検討していくことも必要なのかなと。その辺について質問いたします。そういう協

議をする場とかそういう場があるのかどうかということについて質問します。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 制度というか決まり切った中でのそういった会議の場というのは、特に

は設置はしておりませんけれども、非常に専門的な立場で、保健師と医師の関係だとか

緊密な関係になっていると、そんなふうに思っています。 

  支援の関係でもありますけれども、これらの関係で、一部これは載せておりますけれ

ども、クリニックとの関係においては、この４月に１日から新たな支援策を講じさせて

いただいております。通常の医療の運営するための経費の増額や、あるいは医師の確保

のための増額だとか、そういった意味で、町立ではありませんけれども非常に緊密な関

係にあるという前提でありますので、事を改めて何かの会議の設置をつくらなければな

らないというふうな、そういう状況にはする必要もなく、むしろ日頃から緊密な関係で、

クリニックあるいは病院の関係との連携は図られているとそのように認識しております

から、今後何かあれば、むしろ、直ちに相談なり意見をさせていただくということにな
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るかと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 私、第５波のときには全国的に、北海道もそうですが大変な医

療崩壊に近い……崩壊なのか言葉は難しいのですが……いう状況になったときに、第６

波は来るだろうと。でも、株がどんどん変わっているというのは多分想定外のことで、

オミクロンだとかまた新しいの出れば、それ多分ずっと続くのだろうと思います。その

ときに、従来どおりの体制でいいのかと。これは国の責任、国の問題ではあるのですが、

先ほど言いましたように、答弁ありましたように、その、いろいろな医療計画について

は今検討、保留というか、令和元年度に計画はつくるも今は会議されていないと。その

ことも含めて、北海道もそうですが、道もはやりきちんと……国のほうもきちんと検討

し直さなければいけないかなと私は思っています。これは、どこで収束……収束は、多

分ないのだろうと。北海道も昨日か、２人とか、その前５人ぐらいいて、十勝はずっと

ゼロなのですが、いる限りは、また、今は……次に質問しようと思うのですが、２回打

っても駄目だと。３回打ってもそれは分からないしうつる可能性あるということが多分

ずっと続くのではないかと。その辺に対する医療計画について、町としてはどんなふう

に考えているのかということについてまず、ちょっと大枠で、町長に質問しても町長が

考えるわけではないと思うのですけれども、その辺についてどんなふうに考えるか、大

枠質問したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 残念ながらコロナの本質も全然、私どもとしては知る由もない、やはり

それは専門家に任せなければならんと思います。 

  そういう立場での、国なり、あるいは道の方針に基づいて町としては対応していくと。

これはもうこれまでもそうでありました。 

  やはり２年前の２月からコロナが感染して、全くの正体が分からないということで非

常に恐怖に感じたところでもありますけれども、何回かの大波を乗り越えながら今日に

来ているわけなのですけれども、そういった経験則から様々なコロナ対策の有効性だと

かいうこともかなり分かってきたと。多分、国としてはそういう状況にあるのだろうな

というふうに思っていますから、それらに基づいて、町としては直ちに、そういった何

か指示なり、あるいは変化があればスピード感を持って対応するということだろうと思

います。 

  一番大事なのは、いろいろな状況が起きても動きが遅れるということが大きな拡大に

つながっていったりするというふうに思いますから、できるだけ早くいろいろな変化に
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対応していくような体制は常に庁舎内の中でも取っていくと、確認をしていくというこ

とが必要だ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） 想定されることを想定して議論してもなかなか話が進まないの

で、速やかにいろいろなことがあったときには、議員さんもきちんとそれなりの情報な

り得ながら対応することも必要なのかなと思っていますので質問させてもらいました。 

  ＰＣＲ検査の件について最後に質問したいと思うのですが、ＰＣＲ検査は、今はげあ

んさんのところで、今回もまたニュースが出ていまして、積極的に、どこかへ出かける

ときにはＰＣＲ検査受けましょうって、はげあんさん……ふれあいプラザに電話しては

げあんさんに、受けられますよという情報があるのですが、上士幌町は本当に、管内聞

いてもなかなかＰＣＲ検査をする、助成しているところって、余りまだ多くないと、そ

ういう情報でいます。 

  でも、それはそれとして、やはり前に進まなければいけないので、私は無料の検診と

いうのを、今、施設関係とか一部、ちょっと要綱見れば分かるのですが、制限なし、無

料で受けられるところもあるのですが、無限で無料で受けられる対象者を増やしたらど

うかと。いきなり全員無料というのは、私もちょっとそこまでは、予算的にいろいろな

方が、どこかに行くからすぐ受ければいいということでもないのですが、国のほうでも、

ワクチンを２回打てない方……ワクチン受けない方いますよね。いろいろな病気を持っ

ていて。私も聞いたら、一応病気持っているので受けていないんだという方がいました。

その方がどこかに行くときに、やはりＰＣＲ検査を受けほしいというふうに言われて、

１回2,000円はいいのですが、それが重なると2,000円、4,000円と増えますので、絞った

形で、町で無料化の対象者を増やすことができないのかと。 

  あと、国のほうでも、国のほうではこれから多分出ると思うのですが、無料で受けら

れる対象者を決めていくと。その方がいきなり受けるのか、でも、どっちにしろ町がや

っていればと、町がやっているので町がやっているからできるのですが。あと、自治体

独自の判断で決めることができるということがありますので、その辺は町独自で、私は

全員無料にという気持ち、本来なら国がきちんと無料で受ければいいのですが、そこま

ではちょっと厳しいというのであれば、無料で受けられる対象者を絞って拡大できない

かどうか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今、補正の中でもワクチンやＰＣＲ検査の無料のことについても視野に

入っているという情報が流れております。これはしっかり見極めたいなと、そんなふう
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に思っております。それがどういう形になっていくのか。その上で、町として必要なも

のであればやっていくと。 

  １つは、今ＰＣＲ検査2,000円ということですけれども、保険が利かないということ

でありますので２万円なのですね。町は、2,000円本人払えば済むということだけでな

くて町が、１人に対して、１回に対して２万円を……１万8,000円で本人2,000円という

ことですから１万8,000円の負担をしているということなのですね。これはすごく大き

な額の支援だと、そのように思います。 

  そういったことで、よその町ではほとんどしていないというのはそういうことからだ

ろうというふうに思いますけれども。これが、ＰＣＲ検査がもっと国のほうとしても、

いろいろな事情でワクチンを打てない人だとかそういった対象も含めて出てきたとすれ

ば、そういう意味での、例えば保険が適用できるということになってくると、これまた

大きな町の対策として新たな訂正が講じる可能性はあるだろうと思いますけれども、今

何も支援がない中で２万円のうちの１万8,000円を支援しているというのは、これはか

なり手厚いといいますか、安心してＰＣＲ検査を受けられる体制をつくらさせていただ

いているというふうに思っております。 

  せっかく今、国のほうとしてもＰＣＲ検査の無料なり、あるいは支援の方法を考えて

いるということですから、どんな方策が出てくるのか、それを踏まえた上で、今後の、

もし町でやれるとすれば対応を考えたいと、そんなように思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 分かりました。前段の話で、この、今の町の補助システム制度

は一応来年３月で切れるのですけれども、それ延長するということで、前提で質問させ

てもらっていますので。 

  それで、いずれは無料の、国か保険か分かりませんが無料の対象者が出てくるという

ことを視野に入れながら、町も要項なり、多分来年の３月頃までには見直しをしていく

のだろうというふうに判断いたします。 

  それと、たまたま新聞で見たのでは、高校生かな、試合の大会に行くときに全道、全

国、そのときにはＰＣＲ検査を受けなければいけないという決まり事があるらしいです

ね。道新かな、勝毎を見たときに、帯広市はそれに対してＰＣＲ検査、最大２万円、帯

広市は助成制度がないので、全国大会に行くときにＰＣＲ検査を１人２万円最大で補助

するということが補正予算で出されたというのが12月、今回出されたというのを見まし

た。多分、全国大会にもし行く可能性あるかもしれませんが、そういうときにはそうい

う制度もあるので無料というのを、例えば、先ほど言った、コロナを受けられないだけ
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ではなくて、対象にすべきことが出てくるのではないかと私は想像いたしますが、それ

は、どうなるか分かりませんが、これについては多分国のほうで補助すると言っていな

いので、そういうことも含めて、全国大会、道大会でもいいですが、そういうときにＰ

ＣＲ検査をすることを前提に、要請があったときには、受けなければいけないときには

２万円……うちは2,000円ですね。大変大きいということも含めて、いろいろなケース

を考えて無料を対象にすることを検討したらどうかと。要綱をいずれ見直していかなけ

れば……延長するにしても見直しですので、その辺について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 部活動で全道・全国大会に出場するための義務としてそれが出てくるの

ではないかと、そういう情報については私のほうでは把握しておりません。教育長のほ

うで情報があったらお願いしたいと思いますがよろしいでしょうか。 

○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 全道大会については、必ずそれをやりなさいというような

……中体連ですね、中体連関係のそういった要綱は、私はちょっと認識はしていません。 

  全国大会、今話を聞いて、それがその全国……中体連なのかな、それともその協会の

ものなのか、ちょっと私もそこを把握していないのですけれども、今年度、中体連につ

いては、全国大会にこの先進むというような部活は今のところありませんので、今後、

新年度に向けて、その大会要綱、実施要綱等そういったものに記載されている場合につ

いてはちょっと検討したいなと思っています。 

  ちなみに全道大会の部分については、何度もお話もさせていただいていますけれども、

必要に応じてはそのＰＣＲ検査を受けくださいと。町にこういったものがありますと。

2,000円の助成がありますというのを、教育長から校長、校長からそれぞれの部活の保

護者のほうには周知をして、体調管理をしながら学校登校。また、その学校に、今はも

う解除になっていますけれども、戻ってきた後に３日間ほど健康観察をしてくれだとか

というのは、以前はありましたけれども今は解除になっているので、そういった対応に

ついてはないという状況になっております。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） いずれどういうふうに動くのか、大会の本部のほうで、必ず受

けれと言ったら必ずなるし、要請された場合はやらなければいけないという、先ほどい

ろんな、流動的なものもあるのですが、やはり基本的にはＰＣＲ検査を受けて、 

出て、戻ったらまた受けるかしないと、戻った場合に、今だったら２回……子供たちは、

小学生はまだ11歳以下は受けていませんが、中高生は受ける対象でもまだ受けていない
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方が多いのだろうと思うのです。だから、私たちも２回受けたから安心ということは、

ほとんどまだ全然できないので、ＰＣＲ検査はこれから重要になってきますので、引き

続き継続しながら、その中で、例えば2,000円でも大変な方もいれば、ちょっと非課税

世帯はどうするかとか。それから、先ほども言いました、いろんなケースの場合に、中

高生を含めて、無料のことも含めながら、全員が安心でＰＣＲ検査を受けられる体制に

ついて、来年までにぜひ要綱を検討し直すというふうに、私がし直すことを要請して終

わりたいと思いますが質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 子供たちの頑張った結果として全道大会や全国大会に行くことについて

は、全面的に今支援をさせていただいていますね。旅費あるいは参加料なんかもしてい

るというふうに思っております。 

  そのように義務づけられるとすれば、大会に参加の条件ということになれば、それは

支援するということはやぶさかでないだろうとそのように思っております。一連の、全

道大会、全国大会に対する支援の一環として、それも義務づけられたとすれば支援する

ということは検討に値をするというふうに考えています。 

○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。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午後 １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。 

（午後 １時２７分） 

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

◇ 小 椋 茂 明 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 私のほうからは、商店街街路樹の安全対策について質問させて

もらいます。 

  商店街街路樹は、道道上士幌停車場線及び道道士幌上士幌線の道路拡幅の際に、道に

対して町と連合商店会から要望して設置されました。 

  当初は商店会で高所作業車等も使い管理していましたが、街路樹は年々大きくなり、

管理が難しくなってきたことから、手の届く範囲は商店会、手の届かない範囲は道で管

理することとなりました。 

  ８区、９区においては商店会がなくなり、同地区の町内会も対応できないとのことか
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ら、管理する団体が不在のため、本年においては連合商店会役員、商工会各部会や職員、

町職員が協力して整備したところです。同地区の街路樹は特に木の伸びが進んでおり、

高所部の枝払いを道に要請しても予算の関係で行われていないのが現状です。 

  伸び過ぎた街路樹は視界を悪くし、信号や看板が見えにくくなったり、電線に枝がか

ぶさったり、強風時には枝が落下するなど安全面で非常に大きな不安があります。剪定

したとしてもすぐ伸びてしまい、同じ危険が生じることから植え替える必要があると思

います。この件は、11月に行われた町長と商工会役員との懇談会でも提案があり、道へ

の要望には町と商工会が一体となった強い訴えが必要と思いますので町の考え方を伺い

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 商店街街路樹の安全対策について、小椋議員のご質問にお答えいたしま

す。 

  商店街の街路樹につきましては、平成10年から平成20年にかけて実施された商店街近

代化事業の際に、景観形成のため連合商店会から要望を受けて整備してきたものであり

ます。 

  現在、街路樹の維持管理につきましては、植樹ますの除草や下枝の処理など簡易な作

業は連合商店会が、高所の剪定など地域で補い切れない作業については、道路管理者で

ある北海道が行うこととして確認されているところであります。 

  しかし、植樹から約20年が経過する中、一部の商店会がなくなるなど、当初のような

管理ができなくなっている街区もあることや、北海道においても管内の他市町村を含め

た剪定計画に基づいて順に実施しているとのことであり、樹木の成長に追いついていな

い状況にあると認識しております。 

  このような状況において、枝が繁茂し、信号機や標識が見づらくなっている箇所や、

枝が歩道通行の支障となっている箇所もあり、今年度は北海道に要請し、町も協力して

応急対応を実施したところであります。 

  また、一部には枯れて伐採した樹木もありましたが、昨年度、北海道との協議を経て、

北海道が植樹ますの下地処理を行い、商工会において新たな樹木を捕植したところであ

ります。成長が早く管理に手間が係る樹木である一方、美しい並木道を形成していると

感じられるところであり、健全な状態で樹木を植え替えることは難しいと考えておりま

すので、枯れている場合や、根の張り出しにより路面に不陸が生じている場合など、危

険性が認められるものがあれば植え替えについて商工会をはじめ地域や北海道と協議を

進めて対応を検討してまいりたいと考えております。 
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  現状、枝葉の成長で、通行上支障と思われる箇所も見受けられますので、北海道には、

事故防止の観点からも、優先かつ速やかに対応するよう要望しており、北海道としても、

できるだけ地元の要望を踏まえて対応する旨の回答をいただいておりますのでご理解を

お願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 現在ある大きな街路樹の中には、幹のほうがちょっとめくれて

いるような木も何本かあるかと見受けられるのですけれども、そんな中で十勝地方、１

日の午後から２日午前にかけて例の強風の案件がありました。南部を中心に暴風雨が特

に強く吹いて、管内では２日午前８時までに、当初、延べ8,930軒停電と出ましたけれ

ども、後に調べた、整理すると11市町村で延べ１万700戸が停電になったということが

ありました。これは、もちろん強風によって電柱が折損したということもありますけれ

ども、中には倒木によって電線に引っかかって停電を発生したということが明るみに出

ております。記事の写真等でも、２日と３日ですか、記事出ていますけれども、大きな

木がばんと倒れた写真が載ったり、また、枝のほうの上のほうが折れて電線に乗っかっ

たという写真も生々しく出ているわけですけれども、こういったことが発生しますと、

当然、冬の中で、電気のない状態で一夜を明かすという事態が発生したということもあ

りますし、該当地区におきまして、学校のほうも臨時休校措置を取らなくてはいけなか

ったということで、この該当の地区においては非常に大変な思いをしたということがあ

ったかと思うのですけれども、こういった強風事故による、関連による被害が、かなり

実際発生したというのを受けて、倒木に対する安全対策の考え方というのをいま一度聞

きたいと思いますのでお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 多分とんでもない風速になれば、もう耐え切れなくて倒れるということ

出てくるだろうと思いますけれども、そういった意味では通常の風雨に耐えられる、そ

ういった健康状態の木であれば、それはそれとして残しておくということだろうと思い

ますが、今お話あったように電線にかかっているだとかそういったことでの危険性があ

るということについては、剪定の際に支障のないようにしっかりやっていただきたいと。 

  これから来年にかけて、来年の事業として北海道としては剪定していただけるという

話を聞いておりますから、そういう意味での、信号にかかって見づらいなんていうのも

これまた交通安全上決していい話でもありませんし、それから、電線に引っかかって、

それが切れて停電になるなんていうのも、これまた決していい話ではありませんから、

そういう安全対策を最大限に考えた上での剪定をお願いしたいというふうに考えており
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ます。 

  そのほかに、北電との関係では倒木の際の協定で、復旧だとか、それを速やかにやる

ための協定を独自に結んでおりまして、例えばそれは町なかだけということではなくて、

農村地帯もいろいろなところも含めて、一日も早い、一刻も早い復旧に入れるような、

そういった協定についても、違った意味で結ばせていただいているということで、災害

時の速やかな復旧に対しての対応も、１つの方法として決められているということでご

ざいます。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 商店街の街路樹の件なのですけれども、沿線の方々に、どのよ

うなことを見ているか、思っているかというのを、全員ではないのですけれどもちょっ

と何軒か回って話聞いてみたのですけれども、軒並み、視界が狭くてとにかく危ないと

いうことと、もう自宅の２階には、もうちょっとしたら枝が入ってきそうだという心配

している方もいらっしゃいますし、また、今年特にそうだったらしいのですけれども、

特に枯れ葉ですね、異常なぐらい商店街に降り注いでいるような状態になりまして、本

当に何とかできないのかと言っている方もいらっしゃいますし、とにかく去年それを放

置したせいでそのまま固まってしまって、バス停の前がもう盛り上がっていて、とても

見ていてつらかったので、私自主的に自腹で、かなり労力を割いて、自己処理で処分し

たというお話をしている方もいました。 

  ボランティア券あるというのもちょっと存じなかったということで、その辺の周知も

いま一度必要だなということも改めて思いましたし、できれば、許されるなら、もう自

腹でいいから切り倒してほしい、切りたいというようなことを言っている方もいらっし

ゃいまして、かなり沿線の方はもう、今相当困っているんだという声も、随分、多数い

ただきました。 

  私、今、折れたところに新しいヤマモミジ植える際に、関係資料を何点か整理してい

るというものをもらいまして見たのですけれども、元年時の写真、一覧もあるのですけ

れども、それから見てもかなり、今年度の木は大きく膨らんでいるということを見ます

と、ここ一、二年ぐらいで伸びるということを考えますと、剪定してもまたすぐそうや

って伸びてしまうというのが予測できるのではないかなということもありますし、この

道路に対しての危険というのは沿線の方だけではないんですね。私にも、前から、もう

通行するたびに気になっていたのだけれども何とかできないんですかという声も、沿線

以外の方からも、町民の方からも、通行するという点で非常に声を聞いたところです。 

  そういうところを考えますと、この沿線や町民の方の声をどう理解しているかという
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こと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 交通安全上支障があるというふうな、そういう課題については対応しな

ければならない。その一つとしてはやはり剪定なのだろうと、そんなふうに思っており

ます。 

  町の中の潤い等々を含めて、どうしてもそれが必要だということでやったのだろうと

思う……これは正しいことだろうと、そんなふうに思っています。 

  今、伸びたから切ってしまいたいと。ちょっとこれは寂しい気持ちがしますね。そう

いう話もずっと聞いていますから、例えば都市部なんかも見て、札幌でも東京でもそう

ですけれども、葉っぱが、じゃあ、あそこはないのかと言ったら同じように落ち葉があ

って、それは、ある意味では、踏みつけながら歩いているという光景も見受けられます。 

  自然の営みの中でまた土に返って、そしてまた肥やしになって、ある意味では生物の

潤いになってくれればいいなというふうに思っています。ただ、当事者として、その枯

れ葉が自分のところに来たら困ったなということはあるかも分かりません。町なかを歩

いて、葉が落ちて、いっぱいあって、さてこの葉っぱはどうなるのだろうなと思いなが

ら、中にはこつこつとやっていただいている方もいますし、それから、自然の流れのま

まで、風とともに、多分、落ち着くところに落ち着いているのだろうなと、そんなふう

に思いますけれども、そういったことで、自然の中にまた返っていっているというよう

な場所も見受けられます。 

  そのように、せっかくこの植えた命ある木を、やはり何らかの形で育てながら、町並

みの１つの潤いとして理解していただきたいものだなと。そういう思いでつくったのだ

ろうと思います。ただ、伸び過ぎて影響あるとすれば、そこはちゃんと整理をしなけれ

ばならんということです。 

  ８区から、それから９区、あの沿線のあそこのその樹木については、それなりに苦労

しながらもみんなしっかり育てられて、非常に美しい景観、緑のときもありますし、そ

れから黄色いときもありますけれども、美しい景観だなとそんなふうに思っております。

あれが、１本抜け、２本抜けていったとすればちょっと寂しい、いかにしてあれをしっ

かり育てながら、ただ、老木になって危ないというのはこれは、それなりの処理をしな

ければならないということありますけれども、あとは剪定で、できるだけ労力を減らす

なり、あるいは、枝や電線に、信号に支障のないように安全対策講じるようなことは、

これはぜひまた、来年、北海道にも、そしてまた、北海道ができなければ町としてやる

ことがあれば、そういったところもしっかり対応させていただいて、むしろ、あれを誇
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りにしながら育てていくという視点も、ぜひこれから、お力を借りながらみんなで見守

りするというような町になってくれるとうれしいなとそう思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 先ほども少し述べましたけれども、木が枯れてしまったところ

は昨年度に、新たにヤマモミジ、モミジですね、成長が遅いという点でいいのではない

かということで植えてあります。その話合いをする前年の話合いの中で、一時期、全部

それにするのだというお話を私一度は聞いてあるのですけれども、その後立ち消えにな

ったようですが、その辺どういう経緯だったかというのをご存じであればお答えいただ

きたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 そこのところの話詳細については承知しておりません。 

  ただ、改めて、今、木の持つ社会的な価値ですね、今、町のほうもカーボンニュート

ラルだとか脱炭素と言ったときに、森林、樹木の地球に与えるすばらしい、酸素の吸収

や二酸化炭素の吸収、そして、酸素を供給してくれるというそういう役割を果たしてい

るということも、今々は特に大きな評価の対象になってきておりますので、そういった

視点でも、育ててみんな見守りしていくという方向性は、そういう町になっていきたい

ものだなということをこちらのほうからもひとつお願いをしたいなとそんなふうに思っ

ています。 

  一つのことに統一するという背景の中には、多分、生きている木を切ってしまうとい

うことに対する罪深さだとかそういったことも含めてではないのかなというふうに思い

ますけれども、詳細については、私、今承知をしておりません。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） ちっちゃいヤマモミジがあるところもあれば巨大な木もあると

いう中で、多少凸凹になっているなというのも景観としてどうなのかなということもあ

りましたので述べさせてもらいました。 

  そもそも、来年度道の剪定が入るということですけれども、今まで何でここまでなっ

てしまったかと言ったら、道に要望してもなかなか剪定入ってもらえなかったというの

が大きくなってしまった原因であることを考えると、来年入ったからそれでいいのかと。

じゃあその後どうなるのだという心配は非常にしております。もちろん道のほうも、道

道関係の街路樹と言ったら全道にたくさんの木がある中で、上士幌町だけ特別というこ

とはもちろんないでしょうから、一町村の街路樹という見方をすると、順番ですよとか

という感じで何年か寝かされて、また大きくなってということを繰り返すと、いつまで
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もそういうことがついて回るような気がしてなりません。 

  最初の答弁の中で美しい並木道を形成していると感じられるとありますけれども、そ

れは誰の観点の言葉なのかなと。少なくとも私の周りでは、余りそういう、美しくてあ

りがたいわという声は余り聞かないのですよね。今言った、冒頭言ったようないろいろ

な弊害のほうが優先的に出てきて、何とかならないのかという状態を考えると、そうい

う感覚というのはちょっと特定の人の感覚ではないかなと思うので、そういった今後に

ついても十分考えてやってほしいと思いますし、今回、今一般質問するとチラシが出ま

して、誰々さんがこういう質問しますよということのお知らせ出るのですけれども、電

話かかってきまして、私の質問が、よく質問してくれたと。前々からちょっと気になっ

ていて聞いたことあるのだけれども、町ではありませんということしか言われないから、

誰に何を言ったら改善されるのかも分からないでいたのだけれども、結果どうであれ、

そういうことをちょっと訴えてもらえるということであれば本当にありがたいというこ

とがありましたけれども、電話来たからというわけではないのですけれども、そういう

思いが思っている以上にあるのだということも理解していただきたいと思いますので、

その辺の考えを改めてもう一度お願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 それぞれの安全等々に対して不安が増幅しているということであれば、

それはもう承知の上でしっかりと対応してもらいたいと。道に対して、順番ということ

もありますけれども、少なくても安全というそういうことに対しては優先的に対応して

くれるものと、そのように思っておりますし、ぜひ私としてはしっかりやらさせていた

だきたいというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 町民誰もが快適で美しい商店街街路樹が形成されることを願い

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。 

（午後 １時４８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４８分） 

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

◇ 斉 藤 明 宏 議員 
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○議長（杉山幸昭議長） 次に、９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） それでは、私、障がい者グループホームに関する検討状況につ

いて質問させていただきます。 

  第６期障がい福祉計画によると、令和２年７月末現在居住系サービス利用者は37名お

り、十勝管内28名、管外９名となっています。 

  同計画には、今後の取組として、住み慣れた地域で暮らし続けられるようグループホ

ーム等の住まいの場の整備に努めますとあります。また、現在策定中の第６期上士幌町

総合計画基本計画障がい福祉施策の方針にも、グループホーム等の住まいの場の整備に

努めますとあります。 

  これまでの取組の経過を見ますと、平成29年度と平成30年度に、株式会社「生涯活躍

のまち かみしほろ」に委託して、障がい者グループホーム及び障がい者就労事業検討

について調査報告書が提出されています。この調査報告を受けて町は、ＮＰＯ法人サポ

ートセンター白樺と意見交換をした結果、現状では、サポートセンター白樺としては事

業主体にはなれないとの回答を受けています。その回答を受けて現状は、社会福祉法人

上士幌福寿協会と協議中となっています。 

  総務文教厚生常任委員会の所管事務調査として、この課題について10月18日にサポー

トセンター白樺と、11月５日には上士幌福寿協会とそれぞれ意見交換を実施しました。 

  障がい者グループホームの必要性は共通認識ですが、設置運営・入居者募集等につい

ては具体的な方法論が見えていません。 

  そこで、今後行政としてどのようにこの課題を解決していこうとしているのか、以下

の点について質問いたします。 

  １、具体的設置計画の立案について。 

  ２、検討機関の設置について。 

  ３、運営主体となる団体の育成について。 

  以上であります。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 障がい者グループホームに関する検討状況について、斉藤議員のご質問

にお答えいたします。 

  障がいのある方が、この町で安心して暮らし続けることができるようグループホーム

を整備することは重要な課題であると認識しており、現在策定中の第６期上士幌町総合

計画や第Ⅱ期上士幌町総合戦略においても、グループホームの整備を施策方針及び事業

目標としているところであります。 
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  １点目の具体的設置計画の立案についてでありますが、整備に当たっては、運営主体

の確保が大きな課題となりますが、これまで町内の法人にその必要性をご理解いただき、

制度に関する学習会の実施やニーズ調査の報告、参考事例等の情報提供を行ってまいり

ました。 

  しかし、いまだ運営主体が決まらないことから、整備までの具体的な計画の立案には

至っていない状況にありますので、今後、本格的に協議を進める中で、運営主体ととも

に策定していく必要があると認識しております。 

  また、入居者募集等の方法論につきましては、これまで実施したニーズ調査等により

一定程度の把握をしておりますが、実際に整備されるグループホームの具体像がなけれ

ば明確な入居意思の判断につながらないものと考えております。今後、グループホーム

のイメージが具体的になった際に、障がいのある方やご家族に説明会を実施するなどし

て、さらなるニーズの把握に努めてまいりたいと考えております。 

  ２点目の検討機関の設置についてでありますが、地域で暮らすことを支援するために

は、住まいの整備だけではなく、仕事を含めた日常活動や相談・生活支援体制なども併

せて考える必要があります。そのため、障がい福祉に関係する団体と町とが連携し、お

互いの役割や目指す方向性を共有した上で、具体的な計画の立案の検討を進めることが

重要であると認識しております。 

  また、障がいのある方やそのご家族の意見や意向を反映した検討も必要なことから、

これまでも気運を盛り上げ、多くの意見を取り入れるために、障がいのある方やそのご

家族も対象とした見学会や学習会を行ってまいりました。今後も、運営主体となる法人

のみならず、障がい福祉に関わる団体や関係者のさらなるネットワーク形成や連携の促

進に努めてまいります。 

  ３点目の運営主体となる団体の育成についてでありますが、グループホームの整備・

運営には、財政面だけではなく人材確保や運営に係るノウハウなど多くの課題があるこ

とから、今後議論を進めていく中で必要な支援を検討していく必要があると認識してお

ります。 

  いずれにしても、ＮＰＯ法人や障がい者を持つご家族の意向を踏まえながら、グルー

プホーム開設の可能性を調査した中ではハードルが高いとの判断が示されております。

この判断を受けて、現在、運営主体の候補となり得る法人と協議を進めておりますが、

コロナ禍で協議が遅れていることと、介護人材の確保など経営主体の事業においても課

題を抱えている中では、早期の判断は難しいものと認識しております。そういった意味

でも、全体の気運の醸成など、ある程度の時間軸が必要と考えております。 
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○議長（杉山幸昭議長） ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） それでは、今、町長から答弁書にあった内容に沿って何点か再

質問をさせていただこうと思います。 

  初めに、「生涯活躍のまち かみしほろ」から、平成29年度に包括プロジェクトの業

務報告書ということであった中で、平成29年度には19施設を調査しております。その調

査結果が内容として報告されています。 

  それから30年度については、同じように包括プロジェクトの業務報告書ということで、

利用者に対する直接のアンケートも実施されていますし、それから、施設調査について

も17施設を、調査を実施されています。 

  そういった意味では、「生涯活躍のまち かみしほろ」には、その調査を通じて十分

に、このグループホームを設置するに当たってのノウハウが蓄積されていたものと思っ

ています。 

  現在、この「生涯活躍のまち かみしほろ」が、現状、グループホームの検討につい

て関わりを持っていない現状にあります。このことについて、町長いかがお考えかお伺

いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 生涯活躍のまちの事業として、その中の一つとして地域包括ケアのシス

テムの、その一翼を担う部署なりそういった仕事が必要だと。あるいは、人材もそこに

要るということでございました。職員の中にはそういった施設経験者等々もおられると

いうふうなことで、それが会社の１つの事業の組立ての一つということでありまして、

ちょうどサポートセンターのほうから、かねてから、できることであればグループホー

ムを、この町に必要だと。自分たちのところでは、Ｂ型就労だとか、あるいはデイケア

の……デイケアといいますか、障がい者のための事業を運営をしているということで、

この人たちがやがて安心して住める場所等々が必要だというようなことがかねてから課

題として私ども受け止めておりました。 

  そういった中で調査をしてみて、もしサポートセンターが事業が可能であれば、そう

いったことを手がけたいと、こういうような流れの中であって、そこにそういうノウハ

ウを持っている生涯活躍のまちに調査を委託したということなのですね。委託して、そ

れを踏まえて、それが可能かどうかというそれを３か年の事業でやったということであ

ります。 

  そういった意味で、生涯活躍のまちが事業を直接そこで行うというレベルの状況では

なくて、そういう求めに応じて、町としても委託をしながら調査研究を進めてきた。そ



－55－ 

の結果が３年間の報告書として表れて、結果として、サポートセンターとしては難しい

という判断がなされたということでございます。 

  そういった意味で、生涯活躍のまちがこの事業を進めるというのも、そういう人材が

いて、仕事として十分、コンサルの仕事も可能だということでお願いをしてきたという

ことでございますので、それは１つの区切りとして終わっているのが今だということで

ございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） それでは次の質問をさせていただきます。 

  現状の設置計画の進捗状況で、いまだに運営主体が決まらないことから具体的な計画

立案に至っていない状況にあるとのことでございます。これについて、今後、行政の関

わり方について、町長はどのようにお考えなのかお聞きしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 やはり当初のサポートセンターが第１候補、積極的にそこがそういう意

思を示されていたということでありますから、そこが断念したというのは、これ大きな

やはり状況の変化だというふうに考えております。 

  町としては、例えば、いわゆるハードの、施設面の支援だとかそういったことは当然

やらなければならないことだろうというふうに思っていますけれども、その運営につい

ては、それぞれの福祉法人、いわゆる、そういった類いに関わるところに運営をするの

が望ましいというふうに考えておりますから、そういった法人が出てこないと、なかな

か、町としてどうするかというのは、直接町が経営主体になるということはおおよそ難

しいと。そういったそもそものノウハウもないということでもありますし、しかし現実

の問題として、町内で過ごしたいというような人がいるとすれば、それらの課題につい

て町としても何らかの形での支援は必要だということですから、その受皿があって、意

欲的なところがあって来れば、それに対して積極的に支援、いろいろな形の支援、物理

的な面もありますし、それから人的な面だとかノウハウだとか、いろいろなことを含め

て、施設、法人のほうでできないことについては、町のほうとしてはそれなりに対応す

るというようなことだと思いますけれども、そこのところが見えないということですか

ら、今非常に困惑をしているといいますか、非常に難しい状況にあるなというように考

えているところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） 今後も、運営主体となる法人のみならず、障がい福祉に関わる

団体や関係者のさらなるネットワーク形成や連携の促進に努めるとありますが、具体的
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に、町長、今、その団体がなかなか見つけられないということですが、どのように具体

的に今後進めようと思うのか。あるいは、担当課含めてそのような協議が現状どのよう

に進んでいるのか、その辺についてお伺いしたいというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 調査の段階では様々な、先ほど施設に調査行って、何か所、十数か所だ

とかいろいろなところに行ってきたということだとか、それから関係者、障がいを持つ

親御さんだとか家族、そして運営する側のこの意欲、姿勢、こういったことをかなり精

力的にやってきたというふうに思っております。 

  その結果が断念するということですから、それに関わった人方、同じように、きっと

その結果については残念に思ったり、ある意味ではマインドも相当下がっているだろう

なと。受皿がない……ところがないということになれば、現実的に、じゃあどうするの

というような今状況にある。 

  ですから、調査している段階は結構盛り上がっていろいろとやったのだろうというふ

うに思っています。しかし、それが断念だということになると、それは、思い切り、今

度は逆のほうのマイナスのほうに、マインド、気持ちのほうも行って、もう一度そこの

ゼロベースに戻すところから始まっていかなければならん。そのレベルに、今置かれて

いるというふうに考えております。 

  その受皿となっているといいますか１つの候補として、法人等でありますけれども、

法人としても、それは計画の中に入っているかも分かりませんけれども、どういう位置

づけされているかというのはまだなかなか難しいところがあると。やりたいといいます

か、自分たちの仕事としても関心はあるけれども、じゃあ果たしてそれが、自分たちの

仕事として精力的にそれを、いろいろなハードルを超えてやっていこうというような状

況に置かれているのか。あるいはどうなのかなと、そういったところからもあるという

ことだというふうに私としては認識しておりますから、そこのところの、もう一回、こ

れを進めていく、あるいは調査なりを進めていくという、そういうその気持ちのモチベ

ーションを持っていく意味での、改めてこのネットワークだとかそこの辺の当たるとこ

ろを再構築していかなければなかなか次の手は難しい状況にあるのかなと、そんなふう

に感じてのこの言い回しだということにご理解いただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） 私も、今、町長お話になったような感じを受けています。とい

うのは、お話を伺ったサポートセンター白樺だとか、それから福寿協会、それから、保

健福祉課の担当者の皆さんも、やはり、それぞれ現状の業務が非常に多忙な中で、この
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グループホームの計画を推進するというのは非常に、先ほども言ったように、専門的な

ノウハウであったりいろいろな経験がなくてはできないということを、お話をしている

中でひしひしと感じたところです。 

  そこで、このグループホームの整備運営に当たって、人材確保や運営に係るノウハウ

が必要だということであれば、人材確保のために地域おこし協力隊員を支援員として３

年間雇用して、専門的にその任に就いてもらって計画立案を、その３年間の中で成し遂

げるということも一つの方策なのではないかなというふうに思っています。これは、行

政に配置するのか、あるいは「生涯活躍のまち かみしほろ」に配置するのか、白樺に

派遣するのか、あるいは福寿協会に派遣するのか、どちらにしても、どっかその核にな

る団体というかそういう人を中心に、その計画立案をまとめていかないと、なかなか進

まないのではないかというふうに私は今感じています。その件について町長のお考えを

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 そのとおりだとそんなふうに思っています。今の仕事の中で、多分、コ

ロナ禍でなかなか協議が進んでおりませんけれども、一応福寿協会が計画の中に入って

いるというようなことで、協議の対象としてその後やっているということですけれども、

現実の問題はかなり厳しいのではないのかなというふうに思っております。というのも、

そもそも中でも、このグループホームを運営するために人材、つくるまでの人材という

ことだけではなくて、できてから運営の段階での人材ということでは七、八人が必要だ

とこういう報告が出ているわけですよね。今々のその福寿協会のほうも、特養なり運営

するに当たっても人材不足が一番大きな課題になっているということですから、やりた

いな、やろうと思っても、今の自分たちの業務にすら支障が出ている中で、人材の確保

が果たしてそもそもそこでできるのかと。これはそういった思いでありますね……とい

うこと。じゃあそれは町がそれ人材を確保してくれればやりますよ。そうは言っても、

町がそれじゃあそこをできるかというようなことがありますから、やはりそれぞれの立

場で人材の確保をやれる見通しがある、経営の視点として、町が助成したりするにして

も、経営という視点を失っていたのでは、これはなかなか、その後の安定したホームの

運営は難しくなってくると、こういうふうに考える大きな課題がそこにそもそもあると

いうことです。 

  そのほかにも調査報告の最終年のところでは、入居者についても結構希望があってと

いうようなお話もありますけれども、既存のところにお話を、その調査もしております

けれども、じゃあ実際よそに行っている、ホームなりそういったところで入所し、ある
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いは就労している人方が、できたから上士幌に来るかと。これはなかなかそうはいかな

い。慣れたところから来るというのは行かない。 

  それと、じゃあターゲットになるのは、今入っている、そのグループホームに入って

いる方々が次の候補者としてそれがある。もう一つは、中高校生がこれから卒業して、

何らかの形で自立をしていくという道があるといったときに、もし上士幌だとすると、

自分のところに置いておきたいと。親心としてはそういったことがかなりあるというよ

うなことで、この、入れたいだとか、あればいいなということと、それから実際の入所

者がどれだけ確保できるかと。こういう現実的な問題、これも大きな課題あるなという

ふうな、最後のこのまとめとしてなっています。 

  しかし、必要だという認識はありますけれどもそういった大きな課題があるというこ

とですから、まずは、今候補となっている福寿協会、多分それ以外であればほかの、例

えば民間のそういう法人が候補としてあるのかどうか、そこまでは探っておりませんけ

れども、その、今第１の候補としては、同じように、福祉の関係で言うと福寿協会がそ

うなるだろうと思いますけれども、そこが意欲的にやると、あるいは、一定の条件があ

ればこれはやりたいというような、ここのところの姿勢がまず求められてくるだろうと。

そういったときにそれを、いわゆる設立するまでの段階で人材が不足すると。ノウハウ

が必要だと。こういった流れの中で人材を配置するというのは、それは十分生きたもの

になっていくだろうと思いますけれども、そこのところが見えない中で人材を確保して

も、結局その人材が、結局浮いてしまう可能性もあるなと、こういう危惧もあります。 

  ですから、今、中断されておりますけれども、その中でもう一度しっかり協議をして、

環境が整って人材も必要だというような条件がつくられていくという中で、今お話あっ

たように、それはどこに派遣するかはともかくとして、何年間か、企画立案から、そし

て運営までのそういったことのノウハウを持った人材、なかなか難しいかも分かりませ

んけれども、それに対していろいろと手だてを講じるということは十分あることではな

いだろうかなとこんなふうに認識しています。 

○議長（杉山幸昭議長） ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） 町長から、現状は厳しいけれども、このグループホームの設置

というのは町としても非常に重要な案件であり、ぜひとも今後進めたいという内容の言

葉をいただいたのかなというふうに理解します。 

  最後に、早期の判断は厳しいものと認識しているところですが、この施設開設を心待

ちにしている利用者の皆さんも多数いらっしゃいますので、今後の見通しについて、再

度、町長からお考えをお伺いして私の質問を終わりたいと思います。よろしくお願いし
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ます。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 改めて、今、コロナ禍で協議は中断していますけれども、候補として期

待しています福寿協会のほう、法人のほうとできるだけ早く、早い段階から、とにかく

話の糸口をつくっていきたいと、そんなふうに思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、９番、斉藤明宏議員の一般質問を終わります。 

  ここで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２４分） 

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

◇ 早 坂 清 光 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） 持家住宅用地の確保、整備等について。 

  上士幌町の移住・定住や子育てなどの住宅建設支援施策は着実な実績を上げ、町内外

から高い評価を得ています。 

  こうした中で、近年、町が整備し分譲販売してきたみなみ野団地については販売が完

了しています。 

  一方、町なかの空き地等には賃貸住宅が多く建設され、新築された持家住宅も点在し

ています。また、既存住宅の売買や賃貸も進んでいるように思います。 

  空き地や空き家などの不動産情報は、ＮＰＯ法人上士幌コンシェルジュや不動産会社

などから提供され、町なかの空き地等が有効活用されることは有益なことであります。 

  こうした状況下で、今後の持家住宅用の宅地分譲や宅地確保などの考え方について、

以下質問いたします。 

  １として、新たな団地の整備、分譲販売の考え方について質問します。 

  ２つ目、町なかの空き地等に若者世帯が住宅を持つことは、高齢世帯が多い中で、地

域（町内会）の活性化や景観の向上につながります。ＮＰＯ等とこれまで以上に連携し

た情報の収集と提供を強めていくなどの促進策について質問いたします。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 
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○竹中 貢町長 持家住宅用地の確保、制度等について、早坂議員のご質問にお答えしま

す。 

  本町は、住みよい住環境づくりと定住化を促進することにより、人口減少の抑制と地

域の活性化を推進してまいりました。特に定住対策といたしましては、持家住宅の建設

促進を促すため、平成21年度より定住住宅建設等促進奨励事業を行い、平成26年度から

は、子育て支援・少子化対策住宅建設助成金等交付事業を実施し、合わせて119件の方

が、新築または中古住宅を購入されてきております。 

  また、本町の良さを知っていただき、定住へとつながる施策といたしましては、民間

活力による定住促進賃貸住宅建設助成事業で、建設費用の一部を助成し、令和３年３月

現在で433戸の賃貸住宅が建設され、今年度も５棟18戸の申請があり、大きな成果を上

げていると認識しております。 

  一方、定住希望者の中には、戸建て中古住宅の希望があっても、住宅の供給不足の実

態があるとお聞きしております。以前、生涯活躍のまちにおいて、高齢者向け住宅セミ

ナー等を行い、マッチングの可能性を探ったこともありますが希望者は少なかったと認

識しております。また、私有の空き地につきましては、売却物件が少なく土地不足とい

う声も聞いております。 

  このような現状の下で、１点目の、新たな団地の整備、分譲販売の考え方についてお

答えいたします。 

  本町では平成11年度から、みなみ野団地51区画を２期に分けて分譲販売し、令和元年

度に全区画を完売したところでありますが、本町に住宅を購入していただき地域の発展

に寄与していただくため、今後も土地購入希望者には優良な物件を提供していくことが

重要であると認識しており、分譲住宅地の確保は必要であると考えております。 

  その１つとして、これまでの大型の宅地造成については、その候補地は数か所挙げら

れますが、民間賃貸住宅が相当増えていることや、公営住宅の整備、さらには、人口減

少時代におけるニーズ等を踏まえ、十分な検討が必要と考えております。 

  一方、市街地区においては、町所有の空き地や解体予定の公共施設跡地などを、町並

みの形成や景観、下水道等のインフラコストの軽減等から、有効な分譲候補地として検

討を進めてまいります。 

  ２点目の、空き地や空き家情報をＮＰＯとこれまで以上に連携した情報の収集と提供

を強めていくなどの促進策についてお答えいたします。 

  町民や移住・二地域居住を希望される方に対しての空き地、空き家情報については、

ＮＰＯ法人上士幌コンシェルジュと連携し、上士幌町独自の移住促進のウェブサイトで
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ある「移住．ｃｏｍ」において提供しているところであります。これまで、町内に土地

物件を所有している方へ固定資産税の納税通知書を送付する際に案内文書を同封し、空

き地・空き家情報の提供を依頼してきております。 

  今年度は、上士幌町交流と居住を促進する会に不動産を取り扱う事業者が加入したこ

ともあり、今まで以上に広範な不動産情報の収集と提供が可能となり、希望者と土地建

物の所有者をつなげることにより、移住・定住の促進が図られると考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） 本日最後の質問ということになります。よろしくお願いいたし

ます。 

  今回私は、持家住宅用地の確保、整備等ということで一般質問をさせていただきまし

た。 

  答弁ありましたように、宅地の分譲販売につきまして近年は、みなみ野団地というこ

とで、平成11年から約20年で51区画を完売ということであります。一部販売に時間を要

したというふうな要因もあったかなというふうには思っております。 

  現在この団地にはどのような方が住まわれているかということ、詳細は分かりません

けれども、私の知る範囲の見方では、農協の職員の方ですとか電源開発グループの社員

の方ですとか、町の職員というようなことで、大体それが５割、半数ぐらいが51区画の

うち住んでいらっしゃるんだなと。あとの半分は町内外の企業にお勤めの方、会社経営

や自営業の方、あるいは、既に現役を退いた高齢の方々というふうなことでイメージを

持っております。都市部からの移住者ということでは、いらっしゃるかどうか、住んで

いらっしゃってもごく一部ではないかというふうに私は判断しております。 

  そうした中で、この定住を促進するために分譲団地というのは大変大きな役割を果た

してきているというふうに認識しております。 

  こうした現状を踏まえて再度質問いたします。 

  宅地造成分譲について、答弁では、分譲住宅地は必要だけれども、ニーズ等を踏まえ

た検討、分譲候補地の検討を進めるということで答弁をいただきました。 

  先日、北海道新聞に、上士幌と一緒になって移住等を進めている東川町の移住の取組

に関する新聞記事が載っておりまして、宅地や住宅不足の現状等について記事が掲載さ

れておりました。 

  本町も、みなみ野団地の完売して今は分譲地がないわけですから、やはり急がれる課

題だというふうに思っております。みなみ野団地のときもそうだったと思いますけれど

も、団地分譲という情報が流れ広まって、まだ持家でない、特に若い世代の方々が、そ
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ろそろ家を建てようかなというふうな気持ちになったり、また、誰々さんが家を建てる

ならうちも家を建てるかというふうな雰囲気が……雰囲気というかきっかけが生まれて

定住が促進されるのだというふうに思っております。 

  また、移住施策を進める中で、首都圏等でのＰＲで、町内に優良な宅地はたくさんあ

りますよというだけでは説得力も弱いのではないかというふうに思います。そういう意

味で、再度、宅地分譲の考え方について答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 みなみ野団地完売するまでに相当数の時間がかかったと。場所的にも町

なかからそんなに離れている場所でもないし、非常に適地だというふうに思っておりま

すが、それ以上の、その、今候補地ということになるともっと離れたところになるとい

うこと。それから、一定の規模での基盤整備をしてそこに受け入れるということになる

と、やはりある程度、来ていただけるというような見通しの場所であったり、あるいは、

どれだけ……先ほども報告の中にありますけれども、民地の住宅の戸数だとか、あれを

分譲のほうに置き換えるというのも相当な数になるわけでありますけれども、それだけ

ある中で、さらにどれだけのニーズがあるかというのが、非常に、なかなか見通しが今

の段階では見えてこないと。いろいろな側面から今後の分譲の在り方、あるいはニーズ

はどういったところにあるのかというのは、そういったところもしっかり調査をしてい

く必要があるだろうというふうに思っています。 

  そんな中で１つの候補地としては、町並みの形成の視点からもそうでありますし、そ

れから、結構移住者のニーズというのはやはり町なかのほうに求めていることと、それ

から、今さら新築というのはなかなか大変なので中古なんかも欲しいという、こういっ

たのをいろいろなところから耳にすることがございます。 

  そういった意味で、そういったところに応えるということになると、もう一度町なか

の、公営住宅も今、点在をしながら町なか住宅もそうですけれども、１か所にどっと集

めるということだけではなくて、いろいろなところに住まいを確保して、そしてそこの

中でのいわゆる活動を促していく。あるいは、買い物や、それから社会参加にしやすい

ような環境だとかそのようなことも含めて環境整備してきているわけでありますけれど

も、同様の分譲についても、今までのように１か所、大型だけではなくて、まだ、これ

までの課題として皆さん方からも指摘されています廃屋をどうするのだということも聞

いております。たくさんの戸数はそこには建たないと思いますけれども、そういったと

ころが点々として、まだ何か所かあるということですから、これは１つ、基盤もある程

度整っていると。道路の関係だとかですね。そういったことがあれば、インフラの関係
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も、更地からやることから考えると経費も少なくて済むということと、それから、いろ

いろな場所を提供することによって自分の好みのところが選択できる可能性もあるかな

とそんなふうに思っておりまして、そういった場所の選定と、そして、それが具体化で

きるのであれば分譲をしていくというような考えが一番近道ではないのかと。ただ、宅

地、分譲という、何ていいますか、価格についてはそれぞれの場所の地価がございます

から、若干変わったりなんかするだろうと思いますけれども、そういういろいろな課題

もありますけれども、町なかをくまなく宅地で、あるいはしっかり埋めてそして人が行

き交う、あるいは、防犯だとかいろいろな意味合いの改善も含めて、そこにちょっと今

視点を置いて、これから具体的にしていきたいなと、こんなふうに今考えているところ

であります。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） 検討していくという、検討しなければ前に進みませんのであれ

ですけれども。 

  この間、町の補助もあってたくさんの賃貸住宅が建設されました。その住宅の多くは、

若者というか単身者向けということでコンパクトな造りになっているということで、そ

うした方々が近年結婚をされて子供も誕生したということで、賃貸住宅でも家族で住む

ような賃貸住宅が余りないということで、そういう部分で、従業員住宅を建設されてい

るというようなお話も聞きます。 

  やがて、そうした方々も、自分でも自分の家を持つというようなことになってくると

いうふうに思うのですよね。そしてまた、みなみ野団地に住宅を建てた世代から、また

１つ下の世代の方がこれから住宅を建てていくというふうなことになってくるのだと思

うのですよね。また、町内事業所の中にも、町外から通勤されて……もう既に住宅持た

れている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、やはり町内に住んでいただくとい

うことでの定住を促進するという意味でも分譲地を設けていくべきではないかというふ

うに私は考えているのですが、その辺についての認識を再度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 確かに今おっしゃったように、初期の段階での住宅のニーズというのは

単身者を軸にしてそれぞれ建てられて、400戸余りの住宅のうちの大半は単身なり少人

数の環境の住宅だとそんなふうに思っております。２ＬＤＫだとか３ＬＤＫになると、

かなり少ないというのが現実だとそんなふうに思っております。 

  それと同時に、今お話あったように、単身世帯の人がこのままここで暮らしていくと

いった場合に、結婚して、そして子供が誕生するなんてことになってくると、もう少し
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広い住宅ということ、こういった流れになってくることを町としても望むところでござ

います。特に少子化の問題なんかも課題になっているところでもありますから、安心し

て子育て、子供を産んで育てることができる環境、それには住環境というのも非常に大

切なことというふうに思っておりますので、まずは、職場で安心してそこにお勤めでき

るといういわゆる仕事の関係の安心と安定と、加えて、そこで結婚されて長く住むとい

ったときに住宅のニーズというのは出てくるというふうに思っておりますから、次の委

員会の中で、多分賃貸住宅の稼働率なんかの資料提供もあるだろうと思いますけれども、

かなりのパーセンテージで回っているということもあります。その中の割合としても、

多世帯、大人数の住宅については少ないという状況もございますから、そういったこと

も含めて、その土地の物色をしている、求めている方々に提供できるような土地でも少

しでもあれば、それはそれとして意味があることでないだろうなと、こんなふうに考え

ておりますので、改めて、町なかのところから、使用目的、それから、住宅に適してい

るというふうなところがあれば積極的に開放していきたいというふうに考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） 先ほどの町長から答弁があったのですけれども、私も、今まで

のような大きな区画の宅地分譲というのは必要がないのではないかというふうに、私は、

町長も先ほどちょっと、小さな区画でというふうなお話もあったかと思いますけれども、

町にはコンパクトシティというような考え方もありますけれども、町なかに５区画だと

か10区画だとかそういうふうな形で分譲するというのも１つの方法だと私は思っていま

す。大きく分譲地を設けてやるというのも華々しいことではございますけれども、本当

にそれだけ需要があるのかということから言うと、その辺も読み切らなければならない

ということで言えば、やはりそういう状況を見ながら分譲の箇所を増やしていくという

ようなことをしていくべきではないかというふうに思っております。 

  そんな中で考えて、私も思っていますし町長のほうからもそんなような答弁があった

かというふうに思います。 

  それで、分譲しようとする場合に、先ほど公共施設の建っているところの解体とかと

いうことありましたけれども、具体的にはどのようなところが、まだ検討中ということ

ですけれども想定がされるのか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 個別については、ちょっとこの場で申し上げるのは、事実関係が、ここ

の話が全て足かせになったりしてはまずいと思いますので、もっと自由に議論をしてい

ただくようにして、いろいろな候補地を、これは議員の皆さん方の意見も伺いながら進
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めていきたいというふうに思っていますけれども。あって、それを分譲地としてしたい

という提案の中で、いや、違った使い道があるのではないかと、いろいろな人方の意見

も聞きながら決定をしていくというふうにしたいというふうに思っております。 

  空き家、空き地といいますか、実際今使われていない公共施設については、議員の皆

様方それぞれイメージされていると思いますけれども、それらを一つ一つ、候補の一つ

として、いかがなものかなというようなことを提案をさせていく。あるいは、使用目的

があれば、それはそれとしてそちらのほうに優先させていただくということで、まずは

庁内でかなり、一定程度洗い出しをしておりますので、それらについて、地域的なこと

もありますから、今後具体的に、皆さん方にお諮りをしたいなとそんなふうに思ってい

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） 次に、空き地や空き家の情報収集と提供などの促進策というこ

とでの質問をさせていただきます。 

  この間、町なかの宅地や空き地となっていたところに、賃貸住宅はもとより持家住宅

も多く目にするようになりました。それぞれご自分の生活スタイルに合わせて土地をご

自分で探されたり、情報館や不動産会社から情報を得たりと、実態は様々だというふう

に思います。これも大変好ましい状況で動いているなというふうに思います。 

  それで、答弁ございましたけれども、固定資産税の納税通知書を送付する際にそうい

う情報提供の依頼をしているということでしたけれども、そういう中で情報提供という

のはどのぐらいあるものなのかということと、この以外に、ＮＰＯも含めてですけれど

も、どのように現状を、不動産の情報を収集する方策を取られているのかお伺いしたい

と思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 そこの数量的なことは、今、私のほうとしては把握しておりませんけれ

ども、ＮＰＯとしても不動産業務を、資格を持っているということではありませんから、

その辺の情報の提供というのは限られた形での情報の提供、求められたらそこに対応す

るということだろうとそんなふうに思っています。 

  ただ、そういった中で、民間の不動産業者がこの町に設立をしてなりわいとしてやっ

ておりますから、それは堂々として不動産業務できますし情報提供なんかもできるとい

うことですから、それは非常に期待される１つだろうなとこんなふうに思っております。

町なか歩いても結構、空き地の売地だとか看板は立っているのと、それから、不動産業

者の名前なんか記されておりますけれども、地元の業者もいろいろ頑張っておられるな
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とこんなふうに認識をしております。やはり地元にあるというのは非常に、今求めてい

る人方にとって情報源、相談するのには近くて非常に頼りになっているのではないだろ

うかなとこんなふうに考えております。 

  民間でありますけれども、その役割も随分大きいものがあるということであります。 

  ＮＰＯのほうについては、申し上げたようになりわいとしてすることはできませんの

で、求めに応じて情報提供くらいはするということだろうと思います。 

  ただ、情報館という名のとおり、そこにはいろいろな人方が非常に寄りやすい、相談

しやすいというようなそういった施設になっておりますから、入り口としてはあそこを

通して、その後不動産業者につないでいくというふうなこともあるのではないだろうか

なと、こんなふうに思いますし、それから、まちづくり会社もいろいろな人の相談なり

窓口になっているところもございますから、そういったところでも、そういったニーズ

についてあったとすれば、多分、不動産関係のところにつないでいくというふうな、そ

のようなことをしていただいているのではないだろうなと。これは業務として金銭的な

対価を求めるものではありませんけれども、情報提供なんかのことはしていただいてい

るのではないだろうかなとそう思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） 不動産業者が今年度改めてこの促進する会に入られた、加入さ

れたということですけれども、不動産会社さんは、この促進する会の中ではどのような

役割を果たされているのでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 どのような役割と、多分、移住促進する会は、今まで移住者のための、

例えば見本市なんかをやって積極的に町のＰＲをして、移住促進のこの情報提供をして

いると。例えば、上士幌に来たときの子育てはどうなっているのか、仕事はどうなって

いるのか、こういったことを説明しながら、町の様子をより分かりやすく、そして情報

のこの共有をするということですけれども、不動産関係については今までなかったわけ

でありますので、そういった意味で積極的に不動産の空き地の情報の提供、あるいは、

常識的なレベルの価格の提供だとか、多分そのようなことも含めて、現実に即した形で

の相談業務に乗っていただけ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。 

  去年、おととしと、現地、リアルの対面での見本市にはできておりませんけれども、

それだけではありませんけれども、そんなような形で、移住・定住の中では不動産のあ

っせん、情報提供、そういう側面での役割が期待されるのではないのかなということで

ございます。 
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○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） ＮＰＯの法人の上士幌コンシェルジュについては、ＮＰＯとし

て誕生したときから私も一緒に仕事をさせていただいた経験があります。この間、移

住・定住、あるいはふるさと納税というようなことで様々な業務でまちづくりに幅広く

大きな貢献をいただいているというふうに思っています。 

  こうした中で不動産情報も提供いただいているということ、情報も収集して提供して

いただいているということになりますけれども、移住促進のウェブサイト「移住．ｃｏ

ｍ」を見ますと、そこにいろいろな物件の、今ちょうど11件ぐらいの物件が、何枚かの

写真が１セットになって、そしてそこに、所在地だとか面積だとかそういう表示がされ

ているのですけれども、私の見方が分からなくて見られないのかもしれないのですけれ

ども、何線何番地というのの何というふうなこの表示をしてあって、写真も何枚かはあ

るのですけれども、地元にいる私なんかが見ても、なかなかちょっと、どこにら辺にあ

る土地なのかというか、特定できない部分もあるんですよね。そういう部分で、何かマ

ップというか、どこだかのお宅の隣のこの土地というようなことが分かるようなものも、

どこかのボタンを押すとそれを見られるような方法はないのかなというふうに思うので

すけれども、そういう……これはＮＰＯのほうでやっていることですので、ＮＰＯのほ

うと、そういうことができるか、連携というか協議していただかなければいけないこと

だと思いますが、そういうことを思ったり、あるいは、先ほど町長がおっしゃったよう

に、不動産屋さんの所有地には何々不動産と書いてあって電話番号が書いてあるという

ようなこともあるのですけれども、そういう土地に、コンシェルジュが紹介している土

地ですよみたいな、ご連絡くださいみたいな、何か表示も現場にできないものかなと、

ちょっと、素朴な思いとしてあるのですけれども、その辺連携をして協議してやってい

ただければより分かりやすいのではないか。そういう土地なんだなというのが現地通っ

ても分かるというようなことになるのではないかなというふうに思うのですけれども、

ちょっと細かいことで申し訳ありませんけれども、その辺何かありましたら答弁お願い

します。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 そもそもがＮＰＯのほうの好意でやっていただいているということで、

ああせいこうせいというのはとてもとても、今やっていただいていることに対する、非

常にしっかりやっていただいているという思いであります。さりげなく、そういうこと

にするともっと評価されるのではないだろうかと、これはなかなか言いづらいので、何

か雑談の中でもそんな話がされればなとそんなふうに思っております。 
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  いずれにしてもよくやっていただいているのではないかなとそう思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） 総合計画の新しい計画の中にも宅地分譲等については検討とい

う言葉で入っていたので、私は、検討というよりも、もう具体的に、具体的なことの検

討が始まらなければならないのではないかというふうに思いがあるものですから今回質

問させていただきました。 

  そんなことで、多くの方に上士幌に住んでいただく方策の一つとして、積極的といい

ますか、できるだけ早い時期に、大きな区画ということではなくて、できる箇所から分

譲していくようなことでも進めていっていただきたいという思いで質問させていただき

ました。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 答弁よろしいですね。 

○５番（早坂清光議員） はい。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、５番、早坂清光議員の一般質問を終わります。 

  暫時休憩します。 

（午後 ２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。 

（午後 ２時５６分） 

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

◎延会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） お諮りいたします。 

  本日の会議はこれにて延会にいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議はこれにて延会することに決定いたしました。 

  再開は、明日12月８日水曜日、午前10時でありますので、ご承知願います。 

  本日はこれにて延会といたします。 

（午後 ２時５７分） 
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 ────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 定刻となりましたので、ただいまより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午前１０時００分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

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

◎一般質問 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、一般質問を行います。 

  昨日に引き続き一般質問を続けます。 

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

◇ 馬 場 敏 美 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、馬場敏美議員。 

○１０番（馬場敏美議員） おはようございます。 

  私は、介護の人材不足で生じる深刻な問題と対策について質問いたします。 

  介護は親がいる以上誰でも直面することです。厚生労働省は、2025年に必要な介護職

員が243万人で、2019年度211万人に対し、全国で32万人不足すると推計しています。団

塊世代が75歳以上になり、高齢者が増えて介護が必要な人が増加する一方、介護に携わ

る人が少なくなってきているので、事態は大変深刻です。 

  本町の人口ビジョンの推計によれば、2025年の高齢者人口は1,756人で、高齢化率

37.5％とピークを迎えます。同年の介護人材需要推計は、サービス受給者数349人で、

必要な介護職員数133人に対し110人の供給見込みで23人、2030年には26人、2035年には

28人の人材不足が生じるとしています。 

  一方、働きやすい職場環境整備への取組は急を要しますが、ＩＣＴの導入、ペーパー

レス化、ＳＮＳの活用による情報発信など、デジタル系の対応は専門的知識を含め一時

的に業務量の増大をもたらします。また、外国人人材の活用は避けて通ることができず、

導入に当たっての諸経費や導入後の教育、育成など、業務量の増大だけでなく、経済的

にも大きな負担が生じます。 

  人材不足は「保険あって介護なし」につながり、地域包括ケアシステムの推進にも影
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響を及ぼすおそれが出てきます。このことは、施設運営者の問題だけでなく、地域で介

護サービスを必要とする人が必要なサービスを十分に利用できない状況を招きかねず、

現在も将来に向けても大変厳しい状況が予測されるところです。 

  以下、次についてお伺いいたします。 

  １つ、介護職員初任者研修受講者が介護職関係の就労に結びついていないことに関す

る検証と今後の取組について。 

  ２つ、デジタル化の推進や外国人人材の導入に向けた支援等の考え方について。 

  ３つ、人材不足が地域包括ケアシステムの継続に及ぼす影響と考え方について。 

  以上。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 介護人材不足で生じる深刻な問題と対策について、馬場議員のご質問に

お答えいたします。 

  １点目の初任者研修受講者が介護職関係の就労に結びついていないことに関する検証

と今後の取組についてであります。 

  本町では、平成29年度から介護職員初任者研修事業所として、北海道から指定されて

いる「生涯活躍のまちかみしほろ」に委託しております。修了者はこれまで延べ51人と

なり、このうち、町内介護サービス事業所への新規採用者は、社会福祉協議会の登録ヘ

ルパーとして３人、また、介護サービス事業所職員７人がスキルアップのため受講され

ているほか、家族の介護等のための知識や技能習得などを目的に研修を利用されている

など、これらの幅広い人材育成は、本町が目指す地域福祉における自助・互助の取組に

つながるものと認識しております。 

  また、本研修の実施前に行っている上士幌高等学校での研修案内のガイダンスにおい

て、各事業所も参加し、積極的にＰＲ活動を実施するなど、連携して取組を進めること

が本事業から介護職への就労につなげていくために重要なことであると認識しておりま

す。 

  ２点目のデジタル化の推進や外国人人材の導入に向けた人的支援や財政支援について

であります。 

  人材不足が常態化している介護現場において、ＩＣＴの活用が職場環境の改善に貢献

するものと考えております。このため、令和２年度には、上士幌福寿協会へＩＣＴ化へ

の環境整備として、Ｗｉ－Ｆｉ整備の導入支援を行ってきており、このことにより、介

護記録の電子化の導入へとつながり、さらに令和４年度には特別養護老人ホームの既存

要綱に基づき、利用者の睡眠時の見守りを行うベッドセンサー等の導入支援を検討して
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いるところであります。 

  また、地域おこし協力隊員を特別養護老人ホームへ派遣し、介護現場の支援を行いな

がら、介護職を本町の魅力と併せてＳＮＳなどのツールを活用し発信するとともに、道

外の移住フェアへ事業所とともに参加し、直接情報発信を行うことを検討しております。 

  外国人人材導入に関する支援につきましては、日本での慣れない日常生活へのケアや

職場での意思疎通など、各種の課題があるものと認識しており、慎重に検討を行ってい

くことが重要と考えております。 

  また、これらの新規採用の対策の一方で、離職者の件数がこれまでも課題となってお

ります。新しい人材の確保も必要でありますが、定着率の向上も併せて考えていくこと

が重要であり、やりがいを持って働き続けられる職場環境を提供する事業所の努力もこ

れからさらに求められるものと認識しております。 

  ３点目の地域包括ケアシステムの継続性における人材不足が及ぼす影響と考え方につ

いてであります。 

  本町においては、介護予防事業所等の各種施策により、要介護認定者数は310人程度

と、近年は大幅な増加を食い止められている状況であり、各介護サービス事業者の努力

により、介護サービスの提供体制が維持されているところでありますが、人材不足によ

り、今までどおりのサービスが提供できないといった事態は避けなければなりません。 

  つきましては、今後も地域包括ケアシステムの維持充実を図り、いつまでも安心して

住みなれた地域で生活できるよう、必要な支援を継続して実施してまいります。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、馬場敏美議員。 

○１０番（馬場敏美議員） 現在、少子高齢化が急速に進む社会の中において、介護に携

わる人、看護師、介護士、介護支援専門員、ホームヘルパーなどの採用確保は大変厳し

い状況にあることは認識しております。その上で、再度お伺いいたします。 

  １つ目、介護職員初任者研修事業はスタートからちょうど５年目、延べ51人が終了し

ており、答弁にもありますように、一定の成果を果たしていると思っております。当初

の目的に、介護に携わる人への人員確保策も盛り込まれていたと認識しております。ま

た、総合戦略にもそのように位置づけられております。 

  そこで、今年度で５年目の節目ということもありますので、広く関係者による検証の

場を設けて、次のステップへつなげていく時期ではないかと思いますが、これについて

いかがでしょうか。 

  それともう一つ、答弁の中で、新たな対応として、地域おこし協力隊員の特別養護老

人ホームへの派遣を検討しているということでありますが、協力隊員の持つ専門知識の
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活用や人材不足の対応として、ぜひ実現してほしいと思っております。これについて、

検討中ということですが、導入の時期等今後の見通しについてお伺いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 介護に関わる専門職員の人材養成については、かねてから要望がなされ

ていたということでございます。そういった機会がなくて、人材がなかなか育たないと

いうことから、生涯活躍のまちがその認可を受けて、町の委託を受けて実施するという

ことであります。まちづくり会社の仕事としては、初任者研修を実施する中で、人材を

養成するというのが役割だというふうに思っております。 

  あとは、無料職業紹介所等ありますから、人材登録されたところの事務等々のお仕事

はまた別のことを事業として行っているということでありますから、そういった人材を

育てたところが、そのあとは事業所、いわゆる求人、求職者、あるいはそこの求人を求

めているところと、資格取得者と、そことの、この何ていいますか、マッチングといい

ますか、名簿ができておりますから、会社の事業所のＰＲなり、そういったことをする

中で、雇用に結びつけていきたいというのが何といっても原則だろうと、そんなふうに

思います。 

  そういった意味で、今、人材不足というのは、いろんな要素が多分あるんだろうとい

うふうに思います。なかなか仕事がきついというようなことだとか、給与待遇の問題だ

とか、いろんな要素があって、全体的に介護人材が全国的に不足しているということだ

ろうというふうに思いますけれども、要請をするというのが町、あるいは委託されたと

ころが人材のいわゆる研修の機会をつくるということで、その資格取得者については、

ぜひ必要とする事業所が果敢にアタックをして、人材の確保に当たっていただきたいと

いうのが一番だろうと、そんなふうに思いますが、そういった中でも、高校生等のそう

いう機会を作ったりなんかするということで、少しでも関心を持ってもらうような機会

は作っているということでありますが、基本的には、そういった人材に対してアプロー

チするのは事業所の仕事だというふうに思います。 

  ただ、そうは言ってもなかなか人材が現実問題としてマッチングできていないという

ことで、次の協力隊の募集がそこに期待をするところが一つあるわけですね。やはりど

のようにして人材を確保するための情報の発信をするかといったことも、日常の事業所

の仕事の中ではそこまでやりきれないというような実態にあるだろうというふうに思い

ますし、それから、職業紹介所も、事務所の中で情報発信していますけれども、積極的

によそへ行ってするというような、そういったところまでいかないということでありま

すから、新たな人材が職場の環境だとか、あるいはまちの様子だとか、そういったこと
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も含めて、何らかの機会のときに募集活動に当たってもらうというような期待を込めて

人材を募集したいなと、そんなふうに思っています。 

  そういった場とすれば、移住・定住のセミナーなんかを年何回か、東京とかでやって

おりますし、それからこの見本市なんかもその一つになってくるかと思いますけれども、

そういった機会だとか、あるいはより積極的に、人材の視点で、必要なところにアプロ

ーチしてもらえるような、そのようなことを期待したいなと、そんなふうに思っており

ます。 

  募集については、もう既に募集を開始をしているということでありますけれども、そ

う簡単に人材の確保というのは、募集をホームページなりいろんなところにアップした

にせよ、そう簡単なことではないと。これは今までの人材募集をしている経験から言え

ることでありますけれども、結構時間かかる可能性があるなと、そんなふうに思ってお

ります。 

  いずれにしても、いろんな絶対的な人数も不足ということもありますけれども、この

人の雇用の関係も、結構雇用されているという状況もあるという一方では、離職も多い

ということですから、やはりその職場の働き方なんかについても、ある意味では客観的

に、こういったもし人材が来たとすれば、課題があるのかないのか、そのようなことも

しっかりと把握をして、そして改善して、つなげていくと。特に働き方改革がこのこと

に限らず、大きなテーマになっておりますから、そういった意味で、働く人方がここで

ついの仕事として十分期待できるというような環境がなければだめだと。それはいろん

な要素があるんだろうと思っています。先ほど申し上げたように、給与や、あるいは職

場環境や、いろんな、住まいのことだとかいろいろあると思いますけれども、そういっ

たところもすっかり浮き彫りにしながら、いい環境、いずれにしてもその自立した法人

でありますので、町としてとやかく言える限界がありますけれども、いろいろと指導が

求められるなり、要請があれば、積極的に関わっていきたいなと、そういうふうに思っ

ています。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、馬場敏美議員。 

○１０番（馬場敏美議員） 介護職員初任者研修なんですけれども、これは人口規模も違

うんですけれども、帯広で行っているこの養成なんかにつけ、かなり就職に結びついて

いる。上士幌にも、帯広、音更のほうから、就職を求めてきているという状況を聞いて

おります。この辺、やはりその研修の対象者をどのようにするかと等々含めてもやはり

あるんだと思います。 

  ただ、先ほども言いましたけれども、上士幌で行っているこの部分については、広く
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地域福祉という観点で言えば、かなり裾野が広がってきているのかなと。前にもずっと

継続していた、認知症サポーター養成講座なんかもまさしく、管内でもかなり上士幌は

多く、1,200人以上の方がサポーターになっている。これもやはり地域福祉の観点で見

れば、裾野が広がっていって、いろんなところでその経験を生かしていけるなと、そん

な状況があると思っています。 

  先ほども言いましたけれども、ちょうど５年目の節目ということで、そういう帯広辺

りで行っている初任者研修は間違いなく就職につながっているという状況もありますん

で、その辺も含めてもう一度、広く関係者が集まった中でしっかり検証して、今後、こ

の初任者研修をどういう形でやっていくのがいいのか。私はぜひ、継続する方向で、そ

のような検討をしてもらいたいな、そんなふうに思っております。再度、お願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 多分研修内容については、決められたカリキュラムでやっているだろう

と、そんなふうに思いますので、その差異はないだろうというふうに思っております。

ただ、帯広のそういった成功事例があるということであれば、それは積極的に大事な情

報でございますので、参考にさせていただいて、うちで足りないものがあるとすれば、

それを参考にするということだろうというふうに思います。 

  これはいわゆる、この受託するというところだけでなくて事業所も一緒に、やはりそ

れを見ておかないと駄目なんだろうなというふうに思います。一番はやはり事業所が一

番大きな課題として抱えているということでありますから、そこに何らかの光明で見え

ることができれば、次なる期待がそこに出てくるのかなと、そんなふうに思っておりま

す。 

  ５年間でさらによくするためにということでは、まさに包括支援ケアのシステムの中

の幹事会等々あるいは事務レベルの会議なんかもありますから、そういうところで意見

交換をして、課題の洗い出しなり、あるいは発展的にするためにはどうあったらいいの

かと、今の成功しているといいますか、そういった事例も含めて、協議なりしていく必

要があるかと、そんなふうに思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） 馬場議員、質問中マスク外しといて結構ですので。 

  10番、馬場敏美議員。 

○１０番（馬場敏美議員） 次に、外国人人材の導入についてお聞きいたします。 

  答弁の中でも、外国人人材の導入支援については慎重に検討を行っていくことが重要

であるとしています。私は、介護を必要とする高齢者が増加する一方、介護に携わる人

が少なくなってきております。特に、管内の介護福祉士養成校は定員割れの状態が続い
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ております。十分な供給は見込めないと思っております。また、介護事業所の継続的な

人材不足は負のスパイラルに陥り、結果として離職につながっていきます。このような

中で、既に外国人介護職を受け入れている事業所も、十勝管内には出てきております。 

  しかし、導入に当たってのハードルは非常に高いものとなっております。特に導入費

用やその後の支援等に関する経費は、現状、介護報酬には一切含まれていませんし、国

の財政的な支援も見当たりません。管理会社を通して、１人を受け入れるに当たっての

経費は、受入れ事業所の所在地にもよりますが、１年目で150万円から220万円ぐらいと

も言われています。そして受入れに当たっては、原則ペアの受入れということになって

おります。 

  現状、この財政的な支援の状況をちょっと調べてみました。埼玉県で特定技能介護に

関する補助金として、埼玉県の介護施設など、特定技能外国人をはじめ、介護福祉士を

目指す留学生や、技能実習生などを受け入れたときに、日本語習得費や居住費の一部を

補助する制度を設けております。また、千葉県の船橋市も同じような制度を、また神奈

川県の藤沢市もこのような制度を設けております。 

  そこで、外国人の必要性とその支援等の考え方について、現状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 現状での将来予測で、かなりのいわゆる専門職員の不足が生じるという

見込み、特に団塊の世代が75歳を迎える2025年をピークに、そういった状況が生まれる

ということだろうというふうに思っております。これは自治体だけの問題じゃなくて、

国としても大きな課題と、そのように認識しているというふうに思っております。 

  その中で、そう大きなお金ではないだろうというような気がしていますが、一応介護

報酬を、職員に関する報酬額を上げるというような報道もされております。何とか魅力

ある職場になってもらいたいものだなと、そんなふうに思いますが、これはいろんな要

素が含めてそういったことが可能になってくるのであって、その一つに、介護職員の給

与の問題なんかというのは大事なポイントになってくるんだろうなと、そんなふうに思

っております。 

  そういった意味では、できれば日本の中で、同じこの歴史あるいは文化なり、習慣を

共有しているところの中での介護ができるのであれば、一番いいんだろうなと、そんな

ふうに思いますけれども、なかなか叶わないということであります。 

  そういった意味での、まずは、いろんなところで成功しているのもたくさんあるだろ

うと思いますから、なぜなかなか上士幌町に人材がいつも慢性的に不足しているのかと

いうようなところの、これはいろいろと調査をしてみる必要が一つにはあるんだろうな
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というふうに思います。 

  地理的な問題で、上士幌がいわゆる帯広からの商業圏から離れていて、そういう意味

での僻地だという、そういう捉え方での魅力が薄れているのか、あるいは給料が安いの

か、そのほかに何か原因があるか、これはやはり基本的な要素として、客観的な立場か

ら見てもらって、その対策を講じていくということがまずは大事な要素になってくるの

かなというふうに思います。 

  その上で、外国人についても、当然大事な働き手といいますか、ということで、だん

だん最近は研修のほうもしっかりするようになってきていますし、特定技能者のレベル

など、かなり日本語も流暢だというような、こういうふうに聞いております。 

  ただ、最初の技能労働者というか、研修生として来るといった場合には、かなりその

ためのケアが必要になってくると。日常の買物だとか、いろんな手続の問題だとか、そ

ういった意味では、結構そういったところも見受けられるということですから、そこに

関わる手間と、それから、ほかの形での人材の確保のことだとか、いろんなことも必要

になってくるんだろうなと、そんなふうに思っておりますけれども、でも、時代の趨勢

としては、そこに対する関心はしっかり持っていかなければならないと、そんなふうに

思っております。 

  そういった意味で、管内にも先行して受け入れているというところもございますから、

そういったところの不自由さはないのかどうか、こんなようなことも点検をしながら、

全体的な視野の中で、人材確保のための町としてどんな支援をできるのかということは、

今後考えていきたいと、そのように考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、馬場敏美議員。 

○１０番（馬場敏美議員） 今、答弁にありましたように、人材が集まらないというのは

もう上士幌町だけじゃなくて、全国的な問題になっているというふうに思っております。 

  一つは、一番離職の多い原因は人間関係とも言われていますんで、その辺はやはりし

っかりと事業所内で対応していかなければならない問題だ、そんなふうには思っており

ます。 

  ただ、全国的に見ると、介護労働安定センターが平成29年、労働実態調査をしている

んですけれども、その中で、全国で「採用が困難である」と答えているのが88.5％ある

んですね。それから、「離職率が高い」、これが18.5％。採用が困難である理由は、

「同業他社との人材獲得競争が厳しい」が56.9％と半分以上、いわゆるどこも介護不足

に非常に頭を悩ましているという数字だというふうに思います。それともう一つ、「他

産業と比べて労働条件がよくない」、これも55.9％になっております。それから離職率
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が高いの理由は、「給与の低さ」となって、これが2019年に賃金構造統計センターの調

査をしているんですけれども、これはかなり報道でも知られているところですけれども、

全産業平均37万3,000円に対して、介護職の加重平均が28万8,000円、非常に低くなって

いる。この辺が今の答弁にもありましたように、今回補正予算の中で、国もしっかりそ

の辺、介護・看護のベースをアップしていくということを言っています。ただ、考え方

によれば、国が低いからそこに手当てしますよ、公に知らしめているというようなこと

もあるんだろうなと、そんなふうに思っています。 

  いずれにしても、非常に差が大きくなっているということは、継続してキャリアアッ

プを求めて働いていく上においても、やはり大きな要因になっているのかなと、そんな

ふうに思っているところでございます。 

  それと、次に、この介護不足の問題の考え方なんですけれども、私は、地域福祉の課

題でもあると、そんなふうに思っています。地域がしっかりと維持していくために必要

なサービスを提供していく、そういう立場の方たちであるということです。そう考えれ

ば、地域福祉の視点に立てば、その実施主体は明らかに自治体でありますし、地域住民

の生活を保障する包括的な仕組みを整備する使命を自治体は持っている、そんなふうに

思っております。 

  そういう観点で言いますと、本町の介護に携わる人材確保の一つが今までも言われて

いるように介護職員初任者研修、もう一つが無料職業紹介所の運営となっています。い

ずれもこれは生涯活躍のまちかみしほろに委託しております。実効性のある事業として

継続していくためにも、委託側である行政が常に地域福祉の視点を持って、これらの問

題に取り組んでいく必要があるのかな、そんなふうに思っています。 

  これについて再度お聞きいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 地域包括ケアの必要性については、かねてからそういう前提で本町の福

祉政策は取り組んでいると、そのように考えております。 

  そういった中で、包括ケアということでは、医療、介護、生活、健康、様々な要素が

切れ目なく提供されるという体制が必要だということで、そのための進めるための関係

機関、団体等が一堂に会するような会議なんかも設置をさせていただいております。地

域包括支援センターが事務局中心になりながら、事務レベルの会議、あるいは代表者レ

ベルのトップ会談みたいな、理事長なり、あるいは町長等々含めて、様々な立場からの

会議を開いて、そういった中での人材の問題なんかも議論をされていくべきであります

し、必要に応じて、そういった会議を開かれているということでございます。 
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  介護人材の不足の問題、これは直接一番は事業所辺りはもう大きな課題として捉えて

いるだろうと思いますけれども、それらについても、お互いに情報を共有するというこ

とが必要になってくるというふうに思いますし、それから、特に今、ケアマネの関係だ

とか、そういうところにも人材不足でなかなかサービスが行き届かないというような、

こういった課題も出ております。 

  そういった意味で、今お話あったように、地域福祉と地域全体、地域包括ケアという

視点から、人材の問題あるいは受け皿の問題だとかいろんなことが課題になってくるわ

けでありますけれども、人材の確保の問題、どんな、今必要な人材がこの町で問われて

いるのか、こういったことも、介護やあるいは生活支援という立場からの、これはどち

らかというとお互いに支え合うという仕組みの中の人材ということになりますけれども、

そういった多角的な面での人材がしっかり充足されているのかということ、それからそ

の前には、どのような地域包括ケアを進めていくのかというようなことの確認なりをし

た上で、それに伴う人材がどのように必要になってくるんだと、こういったことについ

ては、再度しっかりと事務レベルから積み上げていって、課題とそれからその解決の方

策なんかについては、検討していく必要があるだろうなと、そう考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、馬場敏美議員。 

○１０番（馬場敏美議員） 最後になります。 

  今、町長のほうから地域包括ケアシステムについても話ありました。私はこの本町の

地域包括ケアシステム、この制度というのは、非常にしっかり構築されてきているなと、

そんなふうに実感しております。昨年度はまた、医療介護連携ステーションを設置しま

したし、今年度は在宅支援関係、タブレットを配布して、ソフト面で情報の共有をしっ

かりしていく。これは聞くところによると、非常に仕事がしやすくなったし、情報も早

く得ることができて、お互いに非常に早い、利用者に対応ができるようになったと、そ

んな話も聞いております。 

  そんな中でこの制度に関わる人材不足、介護だけじゃなくて、今言われた介護支援専

門員だとかヘルパーだとか、いろんなそれに携わる人の介護不足というのが支障を来さ

ないためにも、この地域福祉の視点、地域福祉の対象の課題であるということを今町長

もおっしゃっていただいたと思いますんで、その辺を念頭に、今後も取り組んでいただ

ければありがたいなと、そんなふうに思っております。 

  以上で私の質問を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 答弁はよろしいですか。 

  以上で、10番、馬場敏美議員の一般質問を終わります。 
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  ここで暫時休憩いたします。 

（午前１０時３５分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１０時３６分） 

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

◇ 中 村 哲 郎 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） 私のほうからは、気候変動対策や環境改善に関わる活動の推進

についてということで質問させていただきます。 

  町長の町政方針として、元気まち上士幌「つなごう子や孫へ」というスローガンがあ

ります。そしてその中に「ＳＤＧｓの取組で町の価値を高める」というテーマがありま

す。本町のＳＤＧｓの取組は私も賛同するテーマの一つです。上士幌町ＳＤＧｓ未来都

市計画を見ましたが、再生可能エネルギーやバイオガスプラントなど環境・エネルギー

関連テーマはあるものの、昨今のＣＯＰ26でも話題にあった気候変動や環境改善に関す

る問題については、当該資料の中にカーボンニュートラルという単語が何か所あるだけ

で、2030年のあるべき姿の実現に向けた優先的なゴール、ターゲットや、自治体ＳＤＧ

ｓの推進に資する取組には、ＳＤＧｓターゲット番号13の気候変動に具体的な対策をに

向けてのゴールを掲げている取組はありません。 

  この気候変動対策については、政府が2030年までに、ＣＯ２を2013年比46％削減する

という目標を立てていることは周知の事実であり、また、大きな社会の仕組みが必要で

あるとは思いますが、他人ごとではなく個人個人が意識して対策を講じなければ、子や

孫によい世界をつなげないと思っています。しかしながら、皆分かってはいるものの個

人の自然体での効果は限定的と思われます。 

  先日、スポーツごみ拾いに参加しました。１時間半程度で不法投棄のごみ、約120キ

ロ回収されました。小さなイベントですが、ごみ問題に貢献できる行事だと思いました。

町内には自主的にごみ拾いをされている方もおられます。 

  一方、今や上士幌の一大事業としてポピュラーになっている健康ポイント事業は、将

来の医療費の削減、何よりも個人の健康寿命の延伸が期待できる事業として評価されて

います。 

  このようなカーボンニュートラルやごみ削減、気候変動対策や環境改善に関わること

に町民がチャレンジできるような仕組みやポイント事業などを企画・推進できないもの
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でしょうか。 

  そこで、以下の質問をさせていただきます。 

  １つ目、本町の温室ガスの収支、実態をＣＯ２換算で簡単にみんなが理解できるよう

に示していただきたい。 

  ２つ目、ＣＯ２等の温室効果ガス削減やごみ削減等、環境改善に貢献できる施策、妙

案がありましたら、企業だけでなく個人の取組についてもお聞かせいただきたい。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 気候変動対策や環境改善に関わる活動の推進について、中村議員のご質

問にお答えいたします。 

  国は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「2050年カーボンニュ

ートラル、脱炭素社会の実現」を目指しております。脱炭素社会の実現のためには、国

や地方公共団体、事業者、住民など、社会全体で取り組まなければならないものと認識

しており、その点を踏まえて、本町に関わる２つのご質問にお答えいたします。 

  まず、１点目の本町の温室効果ガスの収支、実態をＣＯ２換算で簡単にみんなが理解

できるように示すことについてであります。 

  まず、排出量に関しましては、環境省にて自治体排出量カルテという資料が公開され

ております。地方公共団体の排出量に関する情報を包括的に整理された資料となってお

り、温室効果ガスの部門別排出量や人口・自動車保有台数などの活動量指標等について

の情報があり、上士幌町のデータも記載されております。 

  今後の脱炭素の取組につきましては、この自治体排出量カルテの数値が基準になるも

のと考えられ、排出量に関する定量データをグラフにより視覚的に得られますことから、

脱炭素の取組を住民の皆様に理解を深めていただくためのツールとして、機会に応じて

活用してまいりたいと考えております。 

  吸収に関する分かりやすい事例といたしましては、本町には二酸化炭素の吸収源とし

て、総面積の約76％を占める豊かな森林があります。約5,000人の町民の呼吸による排

出量に換算しますと、年間ベースで約97年分の二酸化炭素を吸収する試算となります。

そのほか、本町にはバイオマス発電、水力・太陽光発電など、再生可能エネルギーとし

て相当量の発電が行われており、ＣＯ２削減効果を分かりやすく数値化していくことも

可能と考えております。また、福祉バスデマンド運行やドローンを活用した物流の取組

も、脱炭素に資する事業であり、同様に数値化が可能と考えております。 

  今後、本町にいたしましては、ゼロカーボンシティを表明するとともに、脱炭素先行

地域の選定に応募する準備を進める考えでおります。そのためにも、ＣＯ２の削減、エ
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ネルギー消費量の削減、使用するエネルギーの低炭素化、利用エネルギーの転換を総合

的に進めていくことが重要であり、数値化も必要となりますので、町民の皆様にも理解

しやすくお示しできるよう努めてまいります。 

  ２点目の温室ガスやごみ削減等、環境改善に貢献できる施策、妙案についてでありま

す。 

  現在、本町ではＳＤＧｓの取組を進めておりますが、目標達成のためには、私たち一

人一人が身の回りの経済、社会、環境をめぐる様々な課題を自分ごととして捉え、積極

的に行動していくことが重要であります。そのため、町民への理解促進に向けた取組を

通じ、自ら率先して行動に移せる環境づくりを進めております。ＳＤＧｓの各目標は広

範な分野にわたりますが、環境が関わるゴールは全て基礎であることから、本町としま

しても、カーボンニュートラルの実現に向けて積極的に取組を進めていくとともに、地

域住民をはじめ、企業や団体など多様なステークホルダー、利害関係者と連携を図って

いく必要があると考えております。 

  現在、行政組織内における横の連携を図りながら、あらゆる分野での施策の検討を進

めているところであり、今後、脱炭素先行地域の選定に向けて、具体的な取組をお示し

いたします。 

  また、現在進めておりますＳＤＧｓ推進プロジェクトチームでの活動や、今年度から

来年度にかけて実施する小学校での出前授業などを通じ、町の将来を支える子供たちや

若者の発想を取り入れながら、具体的な施策につなげていくことも重要と考えておりま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） 答弁ありがとうございます。 

  答弁の中で触れられている点について、幾つかちょっと質問をしたいと思っているん

ですけれども、今回の答弁でも、また上士幌町のＳＤＧｓの未来都市計画の中でも触れ

られているのですが、町民の100年分のＣＯ２を吸収してくれる森林があるというふう

におっしゃっていますが、これ、データはともかくとして、人間１人が１年間に出す二

酸化炭素の量は約320キロです。つまり5,000人の町だとすると、１年に1,600トンの二

酸化炭素を排出します。これが100年分を吸収してくれるというので、16万トンの吸収

力が上士幌の森林にはあるということです。 

  町長の答弁の中で、排出量は自治体排出量カルテというのに示されているということ

はありましたけれども、私もこれは存じております。その資料によると、2018年度の上

士幌町全体のＣＯ２の排出量が５万9,000トンと書かれています。ちなみに、そのうち
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農林水産業が１万7,000トン、家庭部門が１万2,000トンです。ですので、先ほどの16万

トンを吸収してくれるということ、この数字を比べると、上士幌は大丈夫だということ

になります。ただ、自分が間違った解釈をしているかもしれないので、念のため環境省

と経済産業省に質問して確認はしました。ご存じの方もおられると思いますが、これは

もともとのデータがエネルギーに関してのみの計算ですので、この前の委員会でもちょ

っと質問しましたが、上士幌町には大きな牛のげっぷという問題があります。牛は、１

日に300リットルから500リットルのメタンガスを出すようなので、平均して400リット

ルという数値を用いて手元で計算すると、ＣＯ２に換算すると、年間で約10万4,000ト

ンの温室効果ガスであります。ですので先ほどの５万9,000トン、上士幌でエネルギー

で消費している５万9,000トンと10万4,000トン足すと16万3,000トンになります。つまり、

とんとんか赤字ぐらいの水準です。 

  この計算結果についてはいろんな数値があると思いますので、半分になろうが２倍に

なろうが別に構わないんですけれども、言いたいのは、そのぐらいのレベルの数字だと

いうことです。ですので、非常に牛の問題は大きい問題だということです。 

  ちょっと勘違いされては困るんですけれども、町長や、酪農や、ましてや罪のない牛

には、否定したりとかそんなことは全くない。むしろ、この産業が町の基幹産業で成り

立っていて、さらにはふるさと納税に貢献して、医療の無償化とか、福祉、教育面に使

われて経済が循環しているということに関しては、私もいい状況だと思っていますし、

ただ、牛の温室ガスの問題はもはや世界的に見過ごせない問題で、その軽減や対策につ

いては大きな環境問題として取り組まなければならない時期に来ていると思います。 

  町長の公の資料、この答弁の中でもこの牛の温室効果ガスの問題には触れていません

でした。その理由をまず知りたいです。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 特にどこがどのように出ているかということについては、今回触れてい

ないということでございます。ただ、出すのと、それからそれを吸収するという意味で

は、森林だとか、あるいは海水だとか、そういったところがマイナスの要素として、出

しているものを吸収して、トータルとしてゼロにするというのがカーボンニュートラル

という精神であります。 

  今お話しされたように、生活の中の様々な活動の中でも出てくるだろうと思いますし、

それから作業のそれ以外のこと、車だとかいろんなところが出てくるんだろうと思いま

すけれども、そういった一つ一つについては、今回は私どもの細かいデータのところま

で持ち合わせていません。 
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  いずれにしても、トータルとしてゼロにどうしていくかというのは、これからの課題

として取り組んでいくということであります。 

  牛のお話されましたけれども、これはまた一方では食料自給率のために大きく貢献し

ているということでありますから、経済と環境と、ほかのことも含めて、どんなふうに

して全体を回していくのかというようなバランスが多分必要になってくるんだろうなと

いうことであります。皆それぞれが生きていかなければならないし、豊かな生活をして

いかなきゃならない。しかし一方では、温暖化についてもこれまた大きな課題だという

ことですから、そこのところの今やれるところから、いかにして削減をしていくのかと

いうふうな課題であります。 

  今回こういったＳＤＧｓなり、あるいは脱炭素の動きが出てきたということで、これ

までも必要と思いながらも、なかなか踏み込めないようなこと、これらについては、多

分いろんな形で町民の皆さん方と協力を得ていく必要があるだろうというふうに思って

います。例えば、今ごみの問題なんかもそうですけれども、生ごみを燃やすという、生

ごみのいわゆる水分が圧倒的に多いところを燃やしていくというような、こういったこ

とでごみの問題を解決したことありますけれども、これは決していい話ではないという

ようなことですから、できるだけ資源化にするという動きだとか、このようなこと、

様々なことを含めて、脱炭素の動きをこれから一つ一つ、自分たちの身の回りでできる

ことからやっていこうというのがこれからと、今始まりだということでご理解いただき

たいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） それは分かりました。 

  ただ、私は、やはり問題意識は十分にあるということを世の中にさらけ出して、それ

に対して本町では官民挙げてこういった取組をしていますといったほうが思慮深いです

し、正直だし、好感が持てるのではないかなというふうに思います。 

  この問題を解決するためには、今いろんなところでいろんな研究がされていますけれ

ども、もう牛ですので、餌を改良するか牛自体を改良するか、そのどちらかしか、今の

科学力であれば、そういうことしかないわけですけれども、世界的には、やはり餌を改

良したり牛自体を改良したりという研究が本当に真面目にされて成果も出てきています。 

  それに対して、今、国レベルでそれらの研究に向き合っているだけで、個々の自治体

で関わっている例は少ないというふうに聞いていますけれども、ある日本の牧場で、餌

をこの改良餌に変えて試験している牧場がこの前紹介されていました。この餌を使って、

昨年から半年間、牛を試験的に育てたところ、成長や肉質への影響も見られなくて、環
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境に配慮した牛肉を販売したところ、問合せや注文が相次いで、農家の取組を応援した

いという期待の声が寄せられたそうです。 

  先日の委員会の席でも、この問題にまつわる質問をしましたが、本町はそこまで対応

していないという答弁がありました。いろいろな都合や理由はあると思いますが、そう

であるならば、今のうちに、例えばですが、今、再生エネルギー等推進基金というのが

あると思いますけれども、これとは別に、この問題に対処するための環境対策だとか地

球温暖化対策基金なるものを作ってはどうかなというふうに私は思います。 

  町民や事業者、そして、あと町やふるさと納税の返礼品に牛肉や乳製品を希望された

方々の基金に納税額の一部を充当させていただきますなどの文言や説明を添えて理解を

求めるという方法もあるかと思います。 

  先日のＣＯＰ26のグローバル・メタン・プレッジで、2030年までにメタンの排出量を

2020年比30％削減するという目標が掲げられました。この目標に100以上の国と地域が

合意して、この流れを受けるとすると、本町ではＣＯ２換算で約３万トン以上のＣＯ２

を削減しなければいけない。今、再生エネルギーでどれぐらいの排出量に相当するもの

をうちで作っているかというと、私の手元の計算ではですが、１万2,000トンぐらいの

ＣＯ２削減に貢献しているかと思います。先ほどの計算の中で、１万2,000トンという

のは民間レベルの排出量に相当します。ですので、かなりの量を再生エネルギーが補っ

ているというふうに私は認識しておりますが、その量をはるかに上回る量を2030年まで

に削減しなければいけないというのは、これは物すごい大変な目標だと思います。それ

が直接降りかかってくるかどうかはちょっと別にしても、このときのために基金とかそ

ういった対処が必要だと思うんですが、それについてちょっと。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 新しい提案ということで、新鮮に聞かさせていただきました。 

  これは脱炭素を進めていく上で、様々な多分取組なりメッセージなり、発信をしてい

くということになっていくんだろうと、そんなふうに思っていますし、今のお話の中で

一つ大事なのは、そういった取組が価値を生むというような、そういったことがあると

すれば、それは経済的な視点からも評価されるのではないだろうかなということです。 

  このやはり３つの経済とそれから社会と環境と、これはいいように循環していくとい

う形がとれなければ、経済を無視して環境と社会だけでは、社会が成り立っていかない

ということでありますから、今みたいなことの提案の中で、どんなことができるのか、

これからも様々な委員につきましては、データ等々が持ち合わせていると思いますので、

いろいろとまた、むしろ様々な助言なり、あるいはそういったことでの意見交換でもで
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きればいいなと、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） こういう町だからこそ、基幹産業の恩恵を受けている上士幌町

民とか、あるいは家庭は、ちょっと違う次元かもしれませんが、努力が必要ではないか

なと私は思って、次の２番目の質問に行くわけですけれども、町長の答弁にあったよう

に、行政組織における連携を図りながら、あらゆる分野で施策を進めていくとか、ＳＤ

Ｇｓのプロジェクトチームでの活動を通じて、子供や若者の発想を取り入れながら具体

的な施策をつなげていくといったような情報が確かにあります。 

  その中で、今何かこう言える具体的な策ってあるんでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 この間立ち上がったばかりなので、まずはＳＤＧｓは何ぞやというとこ

ろから、その一歩を踏み出したということであります。 

  そういったことで、どちらかというと、知識をまず得る中で、最終的には行動に移す

ということになっていくだろうというふうに思いますけれども、その一つとして、総合

計画の中にＳＤＧｓがどういうふうにしてひも付いているのかというのがそれぞれの分

野で貼り付かさせていただいて、常に目に触れるということでは、職員も、それは今や

っている仕事はどこと関連しているかというようなことは、意識づけなんかにはなって

いくものと、そんなふうに思っております。 

  プロジェクトチームが非常に今回、大事なのは、この地球環境については、今だけの

問題でなくて、将来に対してどんな贈物をするかというところが一番大切だということ

であります。私の年齢にすると、この地球がおかしくなるようなところにはもうほぼい

ないだろうと思いますけれども、若い人方、今小学生なんかについては、50年先であっ

ても、まだ60歳等々だとかそのレベルでありますから、そのときに、今からどんな、そ

の50年先を見越して、しっかりした地球を贈っていくことができるのかというのが非常

に大切であって、その当事者となる若者がそこに関わってきているというのは非常に大

切なことだと、そんなふうに思っています。 

  特に若い人も、今高校生から30代のところでプロジェクトチームを作っておりますけ

れども、小学生の学びの場というのは、これはすごく大切なことだというふうに考えて

おります。時間数にしても今年30時間のこの授業時間をいただいたということで、きっ

と子供たちが成人になったときに、あとこのＳＤＧｓあるいは地球環境のことについて

は、きっと関心を持って、社会の中で生きていっていただけるだろうと、そんなふうに

思っております。 
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  本町は農業の、先ほどから出ていますように、農業自給率の問題でのＳＤＧｓにおけ

る貢献だとか、あるいは一方ではそういった問題も片方では含んでいるということもあ

りますし、再生可能エネルギーがあのように廃棄物が資源になるということだとか、そ

れから今度は、冬の自動運転バスの実証実験をやるということでありますけれども、最

新技術について学ぶというようなことだとか、様々なそのＳＤＧｓ17の目標に向けて取

り組まれているというのは、これはすごく大きな財産で、そこから私ども大人としても

学ぶこともあるのではないだろうかなと。あるいは子供と一緒に取り組むこともあるの

ではないだろうかなと。今緒についたということでありますが、非常に期待をしており

ます。これが小学生から中学生、高校生につながっていく、あとにつながっていくとい

うようなことの連鎖が起きてくることを期待していますし、そういうふうに考えながら、

事業のほうも展開していきたいなと思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） ちょっと話は変わりますが、健康ポイント事業、すごく成功し

ていると私は思うんです。それに似たような、例えば詳細なルールは後でちゃんと決め

ないといけないんですけれども、グリーンポイントみたいなようなポイント事業を設定

してはどうかなと思います。 

  例えば、個人の生活においては、例えば音更とか帯広駅とか帯広空港へのバスの利用

をしたときとか、札幌へバスやＪＲの利用をしたときとか、シェアカーを利用したとき

とかなどに一定のポイントが付与されて、それが何かに関わるような、そんなようなも

の、あるいは町や教育委員会が主催するような環境に関するイベント、例えば先ほど言

ったごみ拾いであるとかそういったものについてもポイントがつくとか、あるいは行政

区で企画したような、町が承認したような環境対策イベントについて、そういうグリー

ンポイントがつくような、そんなような企画というのはできないかと私は思っています。 

  一方、その団体部門で、行政区で企画したようなものについては、発案に対してその

行政区にポイントを与えるとか、そういう、あと、企業や組織団体についても、クール

ビズに加えてウオームビズというような、そういうものも仕組みを作ってはどうかなと

いうふうに思います。 

  私は、移住して来てまだ四、五年ですけれども、やはり、北海道の部屋の暑さと、ち

ょっとしたところでも車に乗っていく、これがやはりちょっとあまりこう理解ができな

いので、そういうことに対しても、ちょっとしたところに、自分のできる範囲で何かこ

う努力をするというようなことについても、ポイント化されるといいかなというふうに、

そういうことにすることによって、よいアイデアも生まれるんじゃないかなというふう
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に私は思っています。 

  あと次元はちょっと違いますが、一定の効果があると認められるような家の増改築で

あるとか、電気自動車の購入であるとか、こういった国のポイントもつきそうですけれ

ども、それプラス町内、町の何かそういうポイント事業、そういったようなものも考え

てはどうかなというふうに思っています。ルールづけは、先ほどの小さいところから大

きいところまで結構ありますけれども、こういったポイント制事業を企画してはどうか

なというふうに思っています。これについていかがですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 非常に関心を持っております。政府のほうも環境ポイント制度を作ると

いうことですから、それがどんな形で制度設計がされるのかというのは、非常に関心を

持っております。予算的には200億だとか、そういう話も聞いておりますけれども、そ

れを一つには参考にしながら、地元のほうでできるようなことがあれば、ぜひポイント

で楽しみながら、脱炭素なり、あるいは省エネに取り組んでいくというようなことがで

きれば、よりその事業なりが加速していくのではないだろうかなと、こんなふうに考え

て、それは国のほうもそうですけれども、町のほうとしても、ぜひこれから考えていき

たい事業の一つだなと、そんなふうに思っていますので、よろしくお願いしたいなと思

います。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） もうこれでおしまいですが、本日の一般質問で、ちょっと町内

に多くの敵を作っちゃったかもしれないんですけれども、一方で上士幌が抱える環境問

題の実態を理解してくださった方も多いかと思っています。大きな環境問題には大きな

仕組みが必要です。お金もかかります。そのためのちょっと基金の提案でした。 

  それと、あと直接的にも間接的にも、多かれ少なかれみんなが牛や酪農にお世話にな

っている町です。この大きな仕組みに直接関わることはできないかもしれませんが、本

当に大事なことは町長がいつも言われているように、自分ごととして捉えて積極的に活

動することだと思います。アメリカが、中国が勝手なことしてとか、政府の対応がとか

言う前に、自分がちょっと危険のない範囲で勇気を出して一歩前に出ることが重要だと

いうふうに私は思っています。ただ、そのことにちゅうちょしている人たちの背中を押

してほしいという願いを込めて、このグリーンポイントの提案をいたしました。 

  最後に私の２つの提案についてまとめの答弁をいただいて、私の質問を終わりたいと

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 グリーンポイントについては、国のほうの動向を見ながらも、独自のポ

イント制度なんかも作れるといいなと、そんなふうにして非常に関心を持っておるとい

うことをご理解いただきたいと思います。 

  もう一つは、今回の地球環境ですね、温暖化、カーボンニュートラルの関係で、先ほ

ど申し上げたように、社会、環境、経済、この３つがいいように好転するというのが非

常に大切だということであります。その目指すところは、国としても、これをもって成

長戦略につなげていくんだということです。ある意味では、そこに行くには課題もある

けれども、そこで困難に挑戦をして、そこで得た技術は、これがこの国の次なる成長戦

略だという、そういう方針を打ち出しておりますから、これはぜひ、その方針に基づい

て、実現するために必要な投資も必要になってくるんだと思うんですね。新しい、今、

課題に対して、自治体だけでやるというのはなかなかそう簡単なことではありません。

そういった意味では、一応そういった調整に対して、国のほうも投資をしてくれるだろ

うと、そんなふうに思っていますし、そういったことで、町が関わることができて、さ

らに、その結果が地域の経済にもつながっていく、そしてまた地球環境温暖化抑制にも

つながる、社会的な課題の解決にもつながると、こんなふうな好循環をできるように、

いろんなこれからの制度なり、自分たちの取組なんかもしていきたいと。 

  先ほどの答弁の中でも、脱炭素の先行地域に応募したいと。これはなかなかハードル

が高いんで、採択されるかどうかは難しいと、そう簡単な話でないだろうと、そんなふ

うに思っていますし、一方ではまた、カーボンニュートラルの関係の意思を表明をする

という姿勢を明確にするということから、具体的な動きの中に展開していければいいな

と考えておりますので、今、緒についたばかりのことでございますので、様々な見地か

ら、いろいろとまた提案でもいただければ大変助かるなと、そう思っています。 

○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。 

  これをもって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０７分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時０８分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 
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（午前１１時０８分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１１時１９分） 

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

◎承認第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、承認第１号専決処分の承認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承認第１号専決処分の承認について、

その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  今回ご承認をお願いする専決処分は、専決処分書のとおりでございますが、11月10日

の集中豪雨により、被災した町道につきまして、その復旧作業に急を要し、予算補正を

必要といたしましたが、町議会を招集する時間的余裕がないために、地方自治法179条

第１項の規定に基づき、11月11日付をもって専決処分を行いましたので、同条第３項の

規定に基づき、議会に報告し承認を求めるものであります。 

  なお、被害状況につきましては、昨日の議会日程第４、行政報告の中で報告、説明の

あったとおりでございますので、ご理解のほどお願い申し上げます。 

  処分内容は、補正予算書１ページの第１条第１項において、既定の歳入歳出予算の総

額にそれぞれ786万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を84億6,280万円としたもので

あります。 

  第２項、歳入歳出予算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ページの第１表歳入歳出予算補正のとおりであります。 

  次に、事項別明細書につきまして、歳入は４ページをご覧ください。 

  今回の専決処分における補正予算の財源として繰越金を786万5,000円増額補正したも

のであります。 

  また、歳出でございますが、14款災害復旧費の１項公共土木施設災害復旧費における

公共土木施設災害復旧事業について、工事請負費を786万5,000円増額補正したものであ

ります。 

  以上、提案理由と内容についてご説明申し上げました。ご審議の上、ご承認賜ります

ようよろしく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、これより承認第１号に対する質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、承認第１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。承認第１号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより承認第１号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本件は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、承認第１号は承認することに決定いたしました。 

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

◎議案第５９号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第３、議案第59号上士幌町企業滞在型交流施設条例の制定

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。 

  梶ＩＣＴ推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 ただいま上程されました議案第59号上士幌町企業

滞在型交流施設条例の制定について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  提案理由でありますが、現在建設中であります上士幌町企業滞在型交流施設に関して、

来年４月の開業に向け、新たに条例の制定が必要なことから、ご提案するものでありま

す。 

  条例の内容についてご説明いたします。 

  第１条の設置ですが、町外の企業や個人が滞在し、町事業者や町民と交流するととも

に、情報発信の拠点となり、関係人口の拡大につなげ、地域活性化を図ることを目的と

しています。 

  第２条には、名称及び位置を、第３条では、企業滞在型交流施設に置く施設を定めて

おります。 

  第４条では、企業滞在型交流施設において行う事業として、第１条の目的を達成する

ため、ここにある７つを掲げております。 

  第５条では、地方自治法の規定により、指定管理者による管理を行うことを定めてお
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ります。 

  第６条では、指定管理者が行う業務の範囲を定め、第７条では、施設の利用時間及び

休館日を記載のとおり定めております。ただし、利用時間及び休館日については、町と

の協議により、変更することができるものとしております。 

  第８条から第12条では、企業滞在型交流施設の利用に関する事項を定めております。 

  第13条では、利用料金を定めております。利用料金の額については、別表、第13条関

係に記載の金額を上限として定めております。 

  第14条では、利用者の原状回復の義務、第15条では、来場者の入場制限、第16条では、

損害賠償を定めております。 

  第17条では、第５条で規定した指定管理者が不測の事態により管理ができなくなった

場合に、次の指定管理者が決まるまでの間、町が行うことを規定しております。 

  第18条では、委任として必要な事項を規則で定めることとしております。 

  附則におきまして、この条例は令和４年４月１日から施行するものであります。 

  ただし、第２号で指定管理者の指定に関する手続、その他準備行為を施行の事前に行

うことができることとしております。 

  なお、指定管理者の指定につきましては、上士幌町公の施設に係る指定管理者の指定

手続等に関する条例により、手続を進めてまいります。 

  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59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） １点だけちょっと確認させてください。 

  第５条で指定管理の対応と、それから17条で、もし、最悪の場合という認識だと思い

ますけれども、町長がそれに関わって、一時的にも対応するという部分あります。そう

いう部分も含めて、いろんな意味で管理条例の部分で対応という部分ありますけれども、

これちょっと非常に特殊な形態かなと。自己自立型の運営をしていただけるという部分

で、以降、基本的な部分については町の負担がないという部分がありますけれども、こ

の指定管理の評価について、どのように考えているか、その評価について、どのような

形でた対応するか、ここについてちょっと確認だけさせてください。 

○議長（杉山幸昭議長） 梶ＩＣＴ推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 ただいまご質問いただいた点についてでございま
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すけれども、指定管理につきましては、不測の事態に備えて町がという部分を盛り込ん

でおりますが、基本的には民間企業及び団体による運営を考えておりまして、そういっ

た事態についても、次をすぐ時間をかけずに探して、そのような方向で考えております。 

  また、評価についてでございますが、こちら、ＤＢＯ方式において、コンソーシアム

を選定する際の公募の条件としておりましたように、毎年、町に対する報告、また、そ

こに外部有識者の意見を交えて、町と一緒になって評価を行うということをコンソーシ

アムの選定の際の条件として決めておりますので、これを踏襲をして、毎年、町とまた

その外部有識者を入れた評価ということを行ってまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第59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59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59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６０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第４、議案第60号上士幌町国民健康保険条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  新井保健福祉課長。 

○新井英次郎保健福祉課長 ただいま上程されました議案第60号上士幌町国民健康保険条

例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容についてご説明申し上げ

ます。 

  町例規集は第７編、民生第３章、国民健康保険をご参照願います。 

  提案の理由でありますが、令和４年１月１日より、産科医療補償制度が見直され、当

該制度の掛金が１万6,000円から１万2,000円と4,000円引き下げられることとなり、上士

幌町国民健康保険規則の加算額についても、4,000円引き下げることとなります。 

  しかしながら、社会保障審議会、医療保険部会の議論の整理におきまして、少子化対
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策としての重要性に鑑み、出産育児一時金の総支給額については、現状の42万円を維持

するべきこととされました。 

  これらを踏まえ、国民健康保険施行令等の一部を改正する政令が令和３年８月４日に

交付されたため、本町においても、出産育児一時金の支給額を引き続き42万円を維持す

るために所要の改正を行うものであります。 

  議案第60号関係、上士幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例新旧対照表をご覧

ください。 

  第６条の出産育児一時金について、支給額を40万4,000円から40万8,000円に、4,000円

増額するものであります。 

  また、附則において施行期日を令和４年１月１日から適用するものであります。 

  また、施行日前に出産した被保険者に係る第６条の規定による出産育児一時金の額は、

従前の例によるものとするものであります。 

  以上、上士幌町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理

由と内容についてご説明いたしました。ご審議いただき、ご可決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、これより議案第60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60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60号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第６１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第５、議案第61号十勝圏複合事務組合規約の変更について

を議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 
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  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61号十勝圏複合事務組合規約の

変更について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  別紙、議案第61号関係をご参照願います。 

  下線部分が変更部分となります。 

  十勝圏複合事務組合で共同処理しております（６）ごみ処理施設及び最終処分場の設

置、維持管理・運営に関する事務について、令和４年４月１日から幕別町忠類地区を加

えるため、組合規約の一部を変更しようとするものであり、地方自治法第286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。 

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

ださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第61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61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61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61号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第６２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第６、議案第62号公の施設に係る指定管理者の指定につい

てを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  林農林課長。 

○林 峰之農林課長 ただいま上程されました議案第62号公の施設に係る指定管理者の指

定について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  公の施設に係る指定管理者の指定につきましては、上士幌町公の施設の指定管理に係
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る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、指定管理者を選定し、指定管理者の

指定をしようとするときは、地方自治法に基づき、議会の議決を経ることとなっており

ます。 

  このたび、居辺地区集中バイオガスプラントに係る指定管理者を指定したいので、地

方自治法第244条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  １、指定管理者の名称は、株式会社上士幌町資源循環センター。 

  ２、管理を行わせる施設の名称は、居辺地区集中バイオガスプラント。所在地は河東

郡上士幌町字居辺東11線260番地15及び16でございます。 

  ３、管理を行わせる期間は、令和４年３月１日から令和14年３月31日まで。 

  ４、管理業務の範囲は、（１）家畜ふん尿等の原料収集に関する業務のほか、（６）

まで記載の業務であります。 

  続きまして、お手元資料、議案第62号関係をご参照願います。 

  １ページ目、２ページ目には、指定管理者の選定経過が記載してございます。 

  令和３年10月６日に開催された第１回指定管理者選定委員会において、施設の特殊性

や管理運営上の専門性、農業者等とのコミュニケーション能力や、本町で進めるＳＤＧｓ

達成に向けた取組の親和性などを総合的に判断し、公募によらず、上士幌町資源循環セ

ンターを指定管理者の候補者として選定したところであります。 

  その後、10月13日に上士幌町資源循環センターに対し、指定管理者募集要項を送付し、

10月28日に申込み書類を受理し、11月19日の第２回指定管理者選定委員会において、事

業計画、収支計画書を審査した結果、上士幌町資源循環センターを指定管理者に選定し

たところであります。 

  ３ページ目以降は、資源循環センターから提出された申込み書類より抜粋したもので

あります。詳細の説明については省略させていただきますが、３ページ目、４ページ目

には、施設の管理に関する基本方針、５ページ目には事業計画が記載されております。

６ページ目以降は、施設管理業務に要する経費の収支が記載されており、これまでの集

中型バイオガスプラント運営で培った経験とノウハウが反映された計画となっておりま

す。 

  以上、公の施設に係る指定管理者の指定について、提案理由と内容をご説明させてい

ただきました。ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第62号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第62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62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62号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第６３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第７、議案第63号公の施設に係る指定管理者の指定につい

てを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  林農林課長。 

○林 峰之農林課長 ただいま上程されました議案第63号公の施設に係る指定管理者の指

定について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  公の施設に係る指定管理者の指定につきましては、上士幌町公の施設の指定管理に係

る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、指定管理者を選定し、指定管理者の

指定をしようとするときは、地方自治法に基づき、議会の議決を経ることとなっており

ます。 

  このたび、上士幌町ナイタイ高原牧場に係る指定管理者を指定したいので、地方自治

法第244条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  １、指定管理者の名称は、上士幌町農業協同組合。 

  ２、管理を行わせる施設の名称は、上士幌町ナイタイ高原牧場。所在地は河東郡上士

幌町字上音更85番地の２ほかであります。 

  ３、管理を行わせる期間は令和４年４月１日から令和７年３月31日まで。 

  ４、管理業務の範囲は、（１）牧場の利用承認に関する業務のほか、（５）まで記載

の業務であります。 

  続きまして、お手元資料、議案第63号関係をご参照願います。 

  １ページ目は、指定管理者の選定経過であります。 

  令和３年10月６日に開催された第１回指定管理者選定委員会において、これまでの経
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過と実績等を踏まえ、公募によらず、上士幌町農業協同組合を指定管理者の候補者とし

て選定したところであります。 

  その後、10月13日に上士幌町農業協同組合に対し、指定管理者募集要項を送付し、11

月２日に申込み書類を受理し、11月19日の第２回指定管理者選定委員会において、事業

計画、収支計画書などを審査した結果、上士幌町農業協同組合を指定管理者に選定した

ところであります。 

  ２ページ目以降は、上士幌町農業協同組合から提出された申込み書類より抜粋したも

のであります。 

  詳細の説明については省略させていただきますが、２ページ目には施設の管理に関す

る基本方針、３ページ目には事業計画が記載されております。 

  ４ページ目以降は、施設管理業務に要する経費の収支が記載されており、利用料金の

範囲で全ての経費が賄われる計画となっております。 

  以上、公の施設に係る指定管理者の指定について、提案理由と内容をご説明させてい

ただきました。ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第63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63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63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63号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第６４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第８、議案第64号公の施設に係る指定管理者の指定につい

てを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  名波商工観光課長。 
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○名波 透商工観光課長 ただいま上程されました議案第64号公の施設に係る指定管理者

の指定について、その提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  公の施設に係る指定管理者の指定につきましては、上士幌町公の施設に係る指定管理

者の指定手続等に関する条例に基づき、上士幌町ナイタイ高原牧場観光施設を当該条例

及び規則に基づき、指定管理者に指定したいので、地方自治法第244条の２第６項の規

定により、議会の議決を求めるものであります。 

  １、指定管理者の名称は、株式会社ｋａｒｃｈ。 

  ２、管理を行わせる施設の名称及び所在地は、上士幌町ナイタイ高原牧場観光施設、

河東郡上士幌町字上音更128番地５。 

  ３、管理を行わせる期間は、令和４年４月１日から令和７年３月31日まで。 

  ４、管理業務の範囲は、（１）施設の維持及び管理に関する業務、（２）観光客への

利用サービスに関する業務のほか、（３）町長が必要と認める業務であります。 

  続きまして、お手元の資料、議案第64号関係をご参照願います。 

  １ページ目は、上士幌町ナイタイ高原牧場の指定管理者の選定に至る経緯であります。 

  令和３年10月６日に開催されました第１回指定管理者選定委員会におきまして、審査

の結果、これまでの経過を踏まえ、公募によらず、株式会社ｋａｒｃｈが指定管理候補

者として選定されたものであります。 

  10月13日に株式会社ｋａｒｃｈに対し、町の考え方の説明と関係書類の提出について

依頼を行い、11月12日に申込書及び事業計画書等必要書類一式の提出がありました。 

  11月19日に第２回の選定委員会が開催され、管理業務の計画書、管理に係る収支計画

書等を審査の結果、内容について承認されております。 

  ２ページ以降は、選定委員会における審査資料であります。株式会社ｋａｒｃｈから

提出されました事業計画書より抜粋しております。 

  ２ページに施設の管理に関する基本方針、３ページに事業計画、自主事業について記

載されております。４ページは、管理に係る３年間の収支計画の総括表、５ページは、

収支計画書の内訳書であり、４ページの総括表を項目ごとに区分したものであります。

６ページは、自主事業の収支内訳書であります。説明については省略させていただきま

す。 

  以上、議案第64号公の施設に係る指定管理者の指定について、その内容と提案理由に

ついてご説明申し上げました。ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第64号について質
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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） 提出資料の４ページに、指定管理料の３年間の金額書いている

んですが、この指定管理料の令和４年、５年、６年の町と指定管理者の比率ですね、こ

のことについてどんなふうになっているのか、質問いたします。 

  令和元年から始まっていますので、１、２、３、４、５と５年で一区切りの５年目に

なって、令和６年からは、ややこしいですね、なるので、指定管理料の金額が５年と６

年が同じ金額なんですが、５年度以降については、確か、ゼロというかそこまでいかな

いにしろ、これから、道の駅もそうなんですが、そんなふうに指定管理料については考

えていくという方針があったかと思うんですが、それについてどのようになっているの

か質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波商工観光課長。 

○名波 透商工観光課長 町の指定管理料の計算でございますけれども、委員会でもお話

ししたとおり、５年でゼロにしていくと、１年、２年目は、町の公の施設に関するとこ

ろの部分については変わらないですけれども、基本的に、いわゆる面積割る案分でいき

まして、８対２ということで考えておりまして、次の３年目、４年については５対５と

いう形で考えておりまして、最終的にこれをゼロにするという形で計算をしておりまし

て、そういった計算の中身で、内訳書の中身となってございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 前回のときには、具体的な施設維持管理と営業に関わる部分に

指定管理料の案分が今示されていまして、それで見ているんですが、そうしますとその

区分がなかなか理解できなくて、今回、令和５年度の376万ですか、令和６年度も金額

同じなんですが、これについては、営業に関わる指定管理料と施設に関わる指定管理料

で分けた場合について、面積割でいけば８対２とか、いろいろあるんですが、それにつ

いてはどちらがゼロに近づいていくのか、その辺がちょっと、私も資料を眺めていて、

必ずしも全部が全部案分だけじゃなくて、あるというふうに把握しているんですが、営

業に関わる指定管理料については、多分８対２とか５対５、次は５対５、次減っていく

んですが、そんなふうになっていると思うんですが、そうしたら、施設に関わる管理料

がゼロに近づいてというのが、その辺がちょっと、過去に遡って復習する形になりまし

た。その辺について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波商工観光課長。 

○名波 透商工観光課長 営業にかかる部分についてはゼロに近づいていくということで、
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そのとおりなんですけれども、施設維持に管理する部分については、先ほど申し上げま

したように、いわゆる面積、パブリックスペース分は、全体の８割という考え方に基づ

いて、この部分については指定管理する分に当たっては、ずっと町が８、指定管理者が

２という形で、ずっと続いていくということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 分かりました。確認なんですが、施設維持に関わる指定管理に

ついては、８対２というのがずっと続くということで、いわゆる営業に関わる指定管理

料はゼロに近づいていく、だから、あくまでも指定管理料は残っていくという形で確認

させてもらってよろしいですか。ですから、６年ももし切り替わって７年度以降もなる

場合については、この376万というのは案分しなきゃいけませんが、それは残っていく

というふうに確認してよろしいでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 名波商工観光課長。 

○名波 透商工観光課長 そのとおりでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第64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64号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。 

  ここで休憩といたします。 

  再開は午後１時といたします。 

（午前１１時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。 

（午後 １時００分） 

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

◎議案第６５号から議案第７０号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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○議長（杉山幸昭議長） 日程第９、議案第65号令和３年度上士幌町一般会計補正予算

（第７号）、日程第10、議案第66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４号）、日程第11、議案第67号令和３年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第３号）、日程第12、議案第68号令和３年度上士幌町介護保険特別会計補正予算

（第４号）、日程第13、議案第69号令和３年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第

２号）、日程第14、議案第70号令和３年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）、以上６件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  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65号から議案第70号の令和３年度一般

会計並びに５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1,279万4,000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104億5,404万5,000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65号、一般会計補正予算（第７号）であります。 

  １ページをご覧ください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ2,335万1,000円を追加し、総額を

84億8,615万1,000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４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、５ページ、第２表にあります通り、過疎対

策事業の限度額を４億4,500万円から４億3,370万円に変更補正するものです。 

  次に、歳出のうち、主な追加補正のものといたしましては、12ページ、総務費、一般

共用事務用品及び事務機器管理経費153万5,000円。13ページ、ふるさと納税推進事業

1,723万1,000円。役場庁舎管理経費209万6,000円。15ページ、民生費、介護保険会計繰

出金171万4,000円。17ページ、衛生費、健康管理システム改修事業143万3,000円。新型

コロナウイルスワクチン接種体制確保事業1,535万5,000円。18ページ、健康増進センタ

ー管理運営事業491万7,000円。22ページ、土木費、車両運行管理経費233万9,000円。公

用車両購入事業549万1,000円。23ページ、定住住宅建設等促進奨励事業108万円。24ペー

ジ、教育費、認定こども園管理経費247万7,000円。小学校管理経費139万円。25ページ、

生涯学習センター管理運営経費250万7,000円。スポーツセンター管理経費254万1,000円。

26ページ、公債費、町債元金償還金331万7,000円を追加補正いたします。 
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  また、減額補正の主なものにつきましては、議会費、議会議員経費277万円。総務費、

ジャパンイノベーションチャレンジ開催支援事業549万3,000円。高齢者向け情報配信用

端末配布実証事業400万円。民生費、後期高齢者医療経費306万8,000円。衛生費、水道

会計繰出金676万7,000円。農林水産業費、上士幌東４線農道整備事業223万8,000円。豊

栄東１線農道整備事業464万7,000円など、執行残などに伴う減額補正を行っております。 

  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、各特別会計の補正予算についてご説明申し上げます。 

  28ページの議案第66号、国民健康保険特別会計補正予算（第４号）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3,291万円を追加し、予算の総額

を７億4,116万1,000円とするものです。 

  第２項の歳入歳出予算の金額は、29ページ、第１表のとおりです。 

  次に、歳出の補正の内容につきまして、一般被保険者療養給付費1,762万3,000円。一

般被保険者高額療養費1,389万8,000円。療養給付費交付金等返還金138万9,000円を追加

補正いたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、34ページ、議案第67号、後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）をご覧く

ださい。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ144万9,000円を減額し、予算の

総額を１億468万2,000円とするものです。 

  第２項の歳入歳出予算の金額は、35ページ、第１表のとおりです。 

  補正の内容につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金及び予備費について減額

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。 

  次に、39ページ、議案第68号、介護保険特別会計補正予算（第４号）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1,370万9,000円を追加し、予算の

総額を６億5,771万3,000円とするものです。 

  第２項の歳入歳出予算の金額は、40ページ、第１表のとおりです。 

  補正内容につきましては、施設介護サービス給付費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。 

  次に、46ページ、議案第69号、水道事業特別会計補正予算（第２号）をご覧ください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ5,459万5,000円を減額し、予算

の総額を１億8,772万2,000円とするものです。 
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  第２項の歳入歳出予算の金額は、47ページ、第１表のとおりです。 

  第２条では、48ページにあります通り、地方債補正といたしまして、簡易水道事業及

び過疎対策事業の限度額をそれぞれ1,850万円に変更補正いたします。 

  補正の主な内容につきましては、簡易水道施設維持管理経費525万1,000円。水道メー

ター更新及び新設メーター購入事業45万円。簡易水道施設改良事業4,905万4,000円を減

額補正するものです。 

  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。 

  次に、55ページ、議案第70号、公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）をご覧く

ださい。 

  第１条では、歳入歳出予算の総額からそれぞれ113万2,000円を減額し、予算の総額を

２億7,661万6,000円とするものです。 

  第２項の歳入歳出予算の金額は、56ページ、第１表のとおりです。 

  補正の主な内容につきましては、下水道施設管理経費31万1,000円。下水道施設整備

事業84万円を減額補正するものです。 

  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。 

  以上、一般会計並びに５特別会計の補正内容についてご提案申し上げました。よろし

くご審議を賜り、ご可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより会計ごとに質疑を行い

ます。 

  それでは、議案第65号令和３年度上士幌町一般会計補正予算（第７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、12ページから款ごとに一括して質疑を行います。 

  歳出、議会費及び総務費について質疑を行います。12ページから15ページまで、質疑

を行います。質疑ありますか。 

  ２番、山本和子委員。 

○２番（山本和子議員） 14ページ、地域対策の関係の高齢者向けタブレットの配布状況

なんですが、当初予算に比べて、当初予算は見込みで入れますので400万の減額なんで

すが、今年度については、おおよそ予定された方々に配布できたのかと。それから、こ

れは多分これからも続く事業なんですが、来年度に向けてさらに給食だとかいろいろ実

証実験を含めて、タブレットを配布していくのかどうか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 梶ＩＣＴ推進室長。 
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○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 高齢者向け情報配信用端末配布事業についてでご

ざいますけれども、事業費の減額につきましては、計画より配布人数が減ったというわ

けではなくて、当初予定どおり100台の購入、また、その対象者に対しての配布を行っ

ております。 

  なので、減額のこの金額に関しましては、単純に契約の単価が下がったということで、

おさえていただければと思います。 

  また、次年度以降も予定どおり配布を進めておりまして、最大360台というところで、

計画どおり進めているところでございますし、また、おっしゃっていただいた、配食の

アプリですとか、また以前のところでも、新たに、先日、高齢者向けの認知予防につな

がるようなゲームですとか、そういったご提案もいただきましたので、もろもろ検討し

て、さらにタブレットに備える機能というのを拡充させていきたいというふうに考えて

おります。 

○議長（杉山幸昭議長） ４番、野村恵子議員。 

○４番（野村恵子議員） 今、山本さんと同じ質問だったんで、よろしいです。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、12ページから15ページ、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） それでは次に行きます。 

  民生費、衛生費に入ります。 

  15ページから18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、商工費から土木費に入ります。 

  21ページから23ページまで質疑ありますか。 

  ごめんなさい。戻ります。 

  農林水産業費に入ります。 

  18ページから21ページ、質疑ありますか。 

  よろしいですか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） じゃ、次に移ります。 

  商工費から土木費に入ります。 

  21ページから23ページまで。 

  よろしいですか。 

（「なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） 次に、教育費及び公債費に入ります。 

  24ページから26ページまで質疑を行います。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 24ページの異文化交流推進事業、補正額は僅かですけれども、

この時期に、僅かですけれどもこの給料について補正したという理由についてだけ確認

したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 有賀幼児教育課長。 

○有賀孝行教育委員会幼児教育課長 国際交流推進員の給料の増額補正についてでござい

ます。 

  増額する額につきましては、３万4,400円でございます。国際交流推進委員のエリザ

ベス・メイの当初予算の計上額に誤りが判明したものでございます。会計年度任用職員

の給与に関する規則に基づきまして、前年度の支給月額に対しまして、４号俸上位の号

俸の額を計上すべきところを、前年度同額の月額のままとなっていたものでありまして、

今回不足する額３万4,400円を増額補正するものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、教育費、公債費はありますか。 

  よろしいですか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、地方債に関する調書は、27ページを一括して質疑を行い

ます。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の歳入は、８ページから11ページまで一括

して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の総括表は、６ページから７ページまで一

括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、一般会計補正予算書の１ページから５ページまで一括し

て質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第65号令和３年度上士幌町一般会計補正予算（第

７号）の質疑を終わります。 
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  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66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４号）は、28ペー

ジから33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66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４号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第67号令和３年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、

34ページから38ページまで一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

  よろしいですか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第67号令和３年度上士幌町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第３号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第68号令和３年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第４号）は、39ペ

ージから45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68号令和３年度上士幌町介護保険特別会計補正

予算（第４号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第69号令和３年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第２号）は、46ペ

ージから54ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 水道会計の中で、大事なのはこれからどう管理していくかと

いう部分でなんですけれども、ちょっと中身が十分でなくて、今回四千九百何がし補正

減額していますけれども、これ、今後の水道管理上、長寿命化に対応できている部分の

減額だったのか、それともこれ水道債ですから、きっと何かの借金の部分を減額したと

いう部分ですから、何らかの影響が今後の長寿命化にあるのかないのか、今年は事業が

ちょっと足りんかったのか、それだけちょっと確認させてください。 

○議長（杉山幸昭議長） 渡部建設課長。 

○渡部 洋建設課長 水道の施設改良事業が大幅に削減ということなんですが、こちらに

つきましては、北海道によりまして、令和元年度から２年度の調査を経て、今年度より

道営事業で実施しております居辺地区水道施設の更新事業に関わる部分でございます。 

  今年度予定しておりました事業費のうち、一部を次年度以降に見送りという形になっ
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た部分で、地元の負担金が減額したというような形です。 

  今後の計画としまして、一応事業期間が令和11年までということで、今回見送られた

事業につきましては、導水管の実施設計、それから用地関係の測量だとか、その辺なも

んですから、その事業期間11年の間には、はまってくるということで、現在のところ計

画の変更等はございません。 

○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） 以上で、議案第69号令和３年度上士幌町水道事業特別会計補正

予算（第２号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第70号令和３年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、

55ページから60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70号令和３年度上士幌町公共下水道事業特別会

計補正予算（第２号）の質疑を終わります。 

  次に、各会計補正予算に対する質疑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65号から議案第70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65号令和３年度上士幌町一般会計補正（第７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65号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第66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66号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第67号令和３年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（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67号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第68号令和３年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第４号）の討論を

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68号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案68号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第69号令和３年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第２号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第69号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第70号令和３年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）の

討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第70号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。 

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

◎散会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしましたので、本日の

会議を終わります。 

  明日からは休会とし、本会議の再開は12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 １時２８分） 
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 ────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 定刻となりましたので、ただいまより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

（午前１０時００分） 

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

◎議会運営委員会の報告 

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

  議会運営委員長、山本和子議員。 

○議会運営委員長（山本和子議員） 議会運営委員会よりご報告申し上げます。 

  議会運営委員会は、12月20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、本日の議事運営及び

議案の審議方法等について審議いたしました。 

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

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

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

  １点目ですが、日程第４、議案第71号から日程第６、議案第73号までは関連がありま

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

  ２点目ですが、日程第８、議案第75号から日程第12、議案第79号までの令和３年度上

士幌町一般会計補正予算（第８号）並びに４特別会計補正予算は関連がありますので、

５会計を一括上程及び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  ３点目ですが、日程第13、監報告第５号から日程第15、監報告第７号は関連がありま

すので、３件を一括報告を行うことといたします。 

  以上で、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

◎行政報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、行政報告を議題といたします。 

  説明員より、報告の説明を求めます。 

  竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 北海道上士幌町ゼロカーボンシティ宣言について、行政報告させていた

だきます。 

  本件は、現在世界的な課題となっております地球環境問題に対し、本町も積極的に取
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り組んでいくことを本日この場をお借りして表明するものであります。 

  実行に当たりましては、町民と一体となり、世界の一員としての役割を認識し、上士

幌町ゼロカーボンに向けて着実に進めてまいりたいと考えております。 

  それでは、ただいまより宣言文を読み上げさせていただきます。 

  北海道上士幌町ゼロカーボンシティ宣言。 

  2050年、二酸化炭素排出量実質ゼロを目指して。 

  近年、地球温暖化や海洋汚染、有害廃棄物の越境移動などの地球環境問題が解決すべ

き課題として注目されており、本町においてもその影響が顕在化しつつあります。 

  気候変動への対応として、2015年12月に採択された「パリ協定」によって、2020年以

降の温室効果ガス排出削減のための国際的な枠組みが規定され、本年11月に開催された

ＣＯＰ２６では、1.5℃目標に向かって世界が努力することが正式に合意され、この目

標を達成するための取組が世界全体で加速化しております。 

  本町では、畜産バイオマスを活用した資源循環のまちづくりをはじめＭａａＳやドロ

ーンを活用した交通・物流網の最適化など、温室効果ガス排出源対策に資する取組を積

極的に進めております。また、山林が町面積の76％を占めており、豊富な吸収源も有し

ている地域になります。 

  町民の生活においては、徒歩・公共交通機関での移動や、様々な再生可能エネルギー

の有効活用、食品ロスの削減など、一人一人ができることに取り組み、豊かな自然環境

を未来へとつなぐ行動が必要になります。 

  脱炭素と地域経済の循環が調和した取組を進めることにより、将来の世代も安心して

暮らせる社会を実現するため、気候変動の原因となる温室効果ガスを削減する取組を体

系的に実行し、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロの実現を目指すことをここに宣

言いたします。 

  令和３年12月24日。 

  北海道上士幌町長、竹中貢。 

  以上を表明させていただきますとともに、議員の皆様には、今後とも絶大なるご理解

とご支援を賜りますようお願い申し上げ、北海道上士幌町ゼロカーボンシティに関する

行政報告といたします。 

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

疑ありますか。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今、町長のほうから、上士幌町ゼロカーボンシティの宣言が
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されました。僕は、やはりこの町にとっては非常に大事なこれからのまちづくりの一つ

にもなるんだなというふうに認識しているところであります。 

  本町は、平成17年に環境住民会議の提言含めて、上士幌町環境基本条例が制定されま

した。僕はこの基本条例は非常に精度の高く、きめ細かくつくられた制度だと思います

し、併せまして町内の森林管理計画も含めて作成して、今日に至ってきているかと思い

ます。今回の宣言の中に、この上士幌町の環境基本条例の成果という部分がちょっと足

りないなと思いますけれども、本町、いろんなまちづくりの中で、この環境基本計画に

基づいた対応をしてきた中で、改めて新たな取組に入るのかなと思っています。 

  １点目ですけれども、平成17年につくられましたこの環境基本条例について、見直す

ことが必要な時期にきているなというふうに認識していますから、町のほうもこの認識

でよろしいかどうか、併せて確認したいと思いますし、次に町民にこの部分とすごく密

着しながら進まないと、2050に至ってはなかなかうまく進まないという部分もあります

し、この理解の仕方、この対応の仕方について、概要でよろしいですから、これについ

て考え方を示していただければと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 環境条例につきましては、さらにこのゼロカーボンに向けて精査をして、

改正をしていくと、さらに深掘りをさせるという視点で見直しをしていくということに

なると、そんなふうに考えています。これについては、できるだけ早く脱炭素に向けた

具体的な取組の一つとして、計画がベースにあるべきだというふうに考えておりますか

ら、その環境条例も含めて、新たな計画づくりは、ぜひ速やかにしていく必要があると

いうふうに思っております。 

  それと、この運動の母体になるのは、かなりの部分は、住民が、町民がその中心にな

っていくだろうと、そんなふうに思っておりますから、それぞれの立場や、あるいは職

域、そして年代含めて、それぞれが担うべき役割のところをしっかり認識していただい

て、具体的な実践運動に入っていくのが望ましいと、そんなふうに考えております。今

段階では、ゼロカーボンに対する認識の理解の問題から順次入っていく必要があるんだ

ろうと思いますが、関連してＳＤＧｓも同様の動きをしているということでありますか

ら、既に若い世代や、あるいは時代を担う子供たちも具体的にそれぞれの学習の機会に

勉強しているというようなことがあります。多分、お年寄りなんかについても、ゼロカ

ーボン、私たちにとってどんな関わり持つんだろうと、このようなことも関心を持って

いただいていると、あるいは持っていただくように、こういった取組については、非常

に大切でありますから、いろんな意味で住民活動の一つの基盤になっていく、そういっ
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た可能性も感じておりますので、そういった意味では、皆様方にもご理解と具体的に議

会としても実践の仲間に入っていただければなと、そんなふうに思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか質疑ありますか。 

  ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） この宣言は、私、大賛成なんですけれども、この取組について

の具体的な計画案とか計画書とか、そういったものはどうなっているのかなということ

と、それからあと、2050年というのはかなり先で、ここにいる人たちどれだけ生きてい

るかちょっとあれなんですけれども、やはり2030年というすごい大きな節目があると思

うんですね、今言われている中で。ここら辺に向かっての計画書というのはちゃんとし

たものがないと、宣言だけ、2050年って生きているかどうか分からないところの宣言を

しても何かちょっとむなしい気がするんですけれども、答弁お願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 実は、2030年という表現は、この中にちょうどないんですけれども、温

暖化の1.5度というのは、2030年の目標値だということでございます。最終的に、多少

のいわゆる文章的な文言の整理だとかでさせていただきますけれども、そこのところは

ちょっと抜けているところがございますので、入れさせていただきたい、そういうこと

がより分かりやすいだろうと、そういうふうに思います。 

  目標とするのは、2050年にはゼロということですけれども、言ったように30年先のこ

とであります。今、世界が当面の目標としているのは、2030年に日本で言うと、2013年

に比べて46％の削減、できれば50％を目指したいということで、具体的な取組が今政策

的にも出てくるというふうに考えています。 

  特にその中で、脱炭素の先行地域を指定をして、そこがモデルになって走り始めると

いうような国のほうの動きもございます。2025年までに100の自治体をその指定をした

いということでありますけれども、今年、新年度、令和４年度には、20から30くらい第

１弾として指定したいというふうに言っておりますが、これに向けて、町としては手を

挙げていきたいと。ただ、ハードルが高いという現実がございますから、最終的には、

今回駄目であっても次期の選定だとか進めていきたいと。そのときに具体的な2030年に

向けた計画がなければ、申請そのものができないという、そんなようなことであります

から、今この間に取り組んでいること、それからこれから2030年までに向けて取り組む

べきこと、こういったことを具体的に整理をさせていただいて、申請行為につなげてい

くということでありますから、申請の内容についても、具体的になった段階、あるいは

申請に併せて議会の皆様方にもお知らせする機会があると、そんなふうに思いますから、
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今その準備をしているということであります。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、行政報告に対する質疑を終結いたします。 

  これをもって行政報告終わります。 

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

◎所管事務調査報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、所管事務調査報告、公共工事の調査に関することを

議題といたします。 

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

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

したので、委員長の報告を求めます。 

  産業経済建設常任委員会委員長、８番、江波戸明議員。 

○産業経済建設常任委員長（江波戸 明議員） ただいま上程されました所管事務調査の

報告になります。 

  公共工事調査報告、12月24日、定例議会で本日行うということであります。 

  産業経済建設常任委員会より、公共工事の調査に関する所管事務調査報告をいたしま

す。 

  今回の調査の対象の公共工事は、９月８日現在、建設課土木担当16件、建設課担当12

件、上水・下水道担当８件、農林課耕地整備担当９件、計45件が工事契約として町と業

者間において整い、工事の進捗状況においておおむね順調に進んでいるところでありま

す。 

  調査を実施した工事については７件に絞り実施しましたので、その内容について説明

いたします。 

  まず、この所管調査については、議員公開委員会として実施し、調査の内容につきま

しては、お手元に示しました別紙所管事務調査報告書をご覧いただきたいと思います。

毎年実施しております公共工事の所管事務調査について、産業経済建設常任委員会と委

員外議員の皆さんの参加をいただき公開で実施しました。 

  調査事項ですが、令和３年９月24日、承認議決を受け、公共工事の調査に関すること

であります。 

  調査年月日は、令和３年10月21日、計１回であります。 

  調査地は、町内一円であります。 
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  説明員及び随行員は、杉原副町長、建設課渡部課長、巴主査、新堀主査、町民課青木

課長、大塚主査、保健福祉課新井課長、北澤主査、商工観光課名波課長、石井主査の協

力をいただきました。 

  現地調査工事名につきましては、１、上士幌町共同墓地道路整備工事、２、サポート

センター白樺施設改修工事、３、たか台公園パークゴルフ場トイレ改修工事、４、ふれ

あい団地歩道補修工事、５、道の駅滑り台改修工事、６、道の駅遊具設置工事、最後、

７、道の駅ロールスクリーンの設置工事であります。 

  調査結果の詳細につきましては、お手元に配付の報告書のとおりですが、令和３年度

発注公共工事のうち、７事業の公共工事を現地において担当職員より工事の内容・施工

状況の説明を受け、進捗状況及び完成現場の調査を行いました。 

  調査の結果、当委員会としては全体として工事の内容が良好であり、進捗状況も計画

に基づき実施されていることを参加者全員で確認できたところであります。 

  今後におきましても、引き続き産業経済建設常任委員会の所管事務調査として公共工

事の調査に取り組むとともに、既に設置されている施設等に係る活用の状況や事業効果

の点検を含め、施設等の管理方法や管理状況、管理運営費などの長寿命化に対する調査

等も必要になると考えております。 

  以上で、公共工事の調査に関する所管事務調査報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりましたが、所管事務調査報告に対する質

疑は、議会運用例第96条の４の規定により省略いたします。 

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

は、委員長報告をもって報告済みといたします。 

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

◎議案第５９号の上程、報告、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第３、総務文教厚生常任委員会審査報告を行います。 

  議案第59号上士幌町企業滞在型交流施設条例の制定についてを議題といたします。 

  本件について総務文教厚生常任委員会委員長の報告を求めます。 

  総務文教厚生常任委員長、３番、伊東久子議員。 

○総務文教厚生常任委員長（伊東久子議員） 総務文教厚生常任委員会より委員会審査報

告を行います。 

  本委員会に付託されました事件につきましては、慎重審査の結果、次のとおり決定い

たしましたので、上士幌町議会会議規則第77条の規定により報告をいたします。 

  審査事項、議案第59号上士幌町企業滞在型交流施設条例の制定について、令和３年12
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月８日、付託を受けております。 

  審査年月日、令和３年12月14日、１回であります。 

  審査場所につきましては、議場で行いました。 

  説明員には、杉原副町長、佐藤企画財政課長、梶ＩＣＴ推進室長。 

  審査結果であります。当委員会は、議案第59号の審査に当たり、副町長、担当課長及

び室長の出席を求め、質疑聴取による審査を行いました。慎重審査の結果、議案第59号

は、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59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。 

  まず最初に、本案に対する反対の討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） ただいま提案されました議案第59号上士幌町企業滞在型交流

施設条例の制定に関する件について、賛成の立場で討論に参加いたします。 

  この条例は、設置目的にあります町外の企業や個人が滞在し、イベントなどを通し情

報を発信し、町の魅力向上に資する場を提供することで、関係人口の拡大と地域活性化

を図るとしております。まさしくその効果により、交流人口に加え、関係人口の拡大と

地域活性化を融合することは地方の町の課題を組み入れられている条例です。 

  しかし、町が本施設を企業や個人の滞在施設とした目的だけの運営の活用であれば、

町の財政負担という負の財産が続くだけであります。その意味で、この施設の設置によ

り、町が課題としている課題を適切に遂行することは強く求められている公共施設とな

ります。この施設は、さきのシェアハウスと違い、公設民営施設として初めて民間の自

立により施設に係る全て管理運営がなされる見込みであります。 

  しかし、公有財産である以上、施設は依然として町に維持と運営に関する管理責任が

あります。町民が共同利用する行政財産と違い、地域の経済的価値の発揮と町としての

効果を認めた公立施設として位置づけされるものです。そのため、この先この施設を運
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営、管理する場合は、この施設の目的がある限り、本施設の維持と事業の安定的継続が

求められるものです。 

  さきの町民説明会の際には、町民から無印良品の製品配置と販売希望も提案されまし

た。町としても、隣接の道の駅との相互との連携の実効も期待しているところでありま

す。その意味で、町民の注目と期待は高いものとなると思います。そのために、この施

設がより一層町民に理解され、親しまれるものではなくてはならない使命があります。 

  遺憾なく民間力を発揮し、目的の推進を期待し、併せて分かりやすい施設の愛称を町

民に公募するなどを含めて、関係人口と町民の交流が見える化に進む実践のモデルとし

て、今後のこの施設に関する町の取組に注視し、本条例の制定について賛成とする討論

を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議案第59号に対する反対の討論を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議案第59号に対する賛成の討論を行います。討論ありま

すか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論がありませんので、これをもって議案第59号に対す

る討論を終結いたします。 

  これより議案第59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。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山幸昭議長） 起立多数であります。 

  よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第７１号から議案第７３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第４、議案第71号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第５、議案第72号上士幌町町長

等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第６、議案第73号職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、以上３件を一括して議題

といたします。 
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  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  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71号議会の議員の議員報酬及び費用

弁償等に関する条例の一部を改正する条例、議案第72号上士幌町町長等の給与に関する

条例の一部を改正する条例及び議案第73号職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定について、以上３件を一括して、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  本年８月に行われた国家公務員給与に対する令和３年の人事院勧告において、職員の

給与改正について勧告がなされました。このことから、この勧告に準じて、議会議員及

び町長等の特別職並びに職員の期末手当について改正するものであります。 

  初めに、議案第71号議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてご説明申し上げます。町例規集は、第５編給与第１章報酬・費

用弁償をご参照願います。 

条例につきましては、期末手当の支給月数を年間で0.15か月引き下げるものでござい

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71号関係資料、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例新旧対照表をご参照願います。下線部分が改正部分であります。 

  第１条は、公布の日から施行する規定であります。第５条の期末手当の支給月数につ

いて、100分の222.5から100分の200に改正するものであります。 

  第２条は、令和４年12月１日から適用する規定であります。第５条の期末手当の支給

月数について、100分の200から100分の215に改正するものであります。 

  なお、附則として、この条例は公布の日から施行し、第２条の規定は令和４年７月１

日から施行するものであります。 

  次に、議案第72号上士幌町町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例について

ご説明いたします。町例規集は、第５編給与第２章給料をご参照願います。 

  条例につきましては、期末手当の支給月数を年間で0.15か月引き下げるものでありま

す。 

具体的な改正内容についてご説明いたします。 

  議案第72号関係資料、上士幌町町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例新旧

対照表をご参照願います。下線部分が改正部分であります。 

  第１条は、公布の日から施行する規定であります。第３条の期末手当の支給月数につ

いて、100分の222.5から100分の200に改正するものであります。 
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  第２条は、令和４年12月１日から適用する規定であります。第３条の期末手当の支給

月数について、100分の200から100分の215に改正するものであります。 

  なお、附則として、この条例は公布の日から施行し、第２条の規定は令和４年７月１

日から施行するものであります。 

  次に、議案第73号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いた

します。町例規集は、第５編給与第２章給料をご参照願います。 

  条例につきましては、期末手当の支給月数を年間で0.15か月引き下げるものです。 

具体的な改正内容についてご説明いたします。 

  議案第73号関係資料、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表をご

参照願います。下線部分が改正部分であります。 

  第１条は、公布の日から施行する規定であります。第17条の期末手当の支給月数につ

いて、100分の127.5から100分の105に改正し、同条第３項の再任用職員に対する支給月

数について、100分の72.5から100分の57.5に改正するものであります。 

  第２条は、令和４年12月１日から適用する規定であります。第17条の期末手当の支給

月数について、100分の105から100分の120に改正し、同条第３項の再任用職員に対する

支給月数について、100分の57.5から100分の67.5に改正するものであります。 

  附則として、この条例は公布の日から施行し、第２条の規定は令和４年７月１日から

施行するものであります。 

  なお、会計年度任用職員の期末手当につきましても、職員の給与条例が準用されるこ

とから、職員同様引き下げることとなることを申し添えます。 

  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、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３件を一括して質疑を

行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって３件に対する質疑を終結いたします。 

  これより議案ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、議案第71号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第71号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第72号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第72号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第73号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第73号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第７４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第７、議案第74号財産の減額貸付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74号財産の減額貸付について、その

提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  旧北居辺小学校の土地及び建物については、平成28年第６回定例議会において議決を

いただき、平成29年１月１日から減額貸付を行っているところですが、本年12月31日を

もって貸付けの期限を迎えることから、引き続き貸付料を減額し、貸付けすることとい

たしたいので、地方自治法第96条第１項第６号の規定に基づき議会の議決を求めるもの

であります。 
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  １の貸付けをする町有財産ですが、土地につきましては、旧学校用地総面積１万

9,032.53平方メートルのうち、8,399.91平方メートルとなっています。 

  建物につきましては、旧校舎、旧体育館、物置及び旧教職員住宅７棟となっています。 

  詳細につきましては、議案の一覧表のとおりであります。 

  ２の貸付けの相手方ですが、上士幌町字居辺東９線235番２、十勝製菓株式会社代表

取締役濵口清氏であります。 

  ３の貸付料を減額する理由でありますが、旧学校跡地及び建物を貸付けすることによ

り、新たな事業展開が可能となり、雇用の創出等の地域振興につながるとともに施設の

有効活用が期待されることから、貸付料を減額するものであります。 

  ４の貸付期間は、令和４年１月１日から令和８年12月31日までであります。 

  ５の減額後の貸付料の額は、年額92万4,000円であります。 

  なお、町の財産貸付料の算定基準に基づき算定される貸付料につきましては、土地、

建物の合計金額で1,304万3,687円であります。 

  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74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） この件につきましては、さきの総務文教常任委員会でも説明が

あったのを聞いておりますけれども、体育館が使用ができないということを配慮しての

金額がなされるということですけれども、このような理由でやることはとても大事なこ

とだと、企業側の負担を減らすという意味では非常に大切なことだと思っていますが、

同じように旧学校施設活用している旧東居辺小学校のトバチさんにおいても、体育館の

雨漏りが激しくて利用できないと、修理するのも高額でとてもできないという中で、使

用料は同じく払っているということを考えますと、契約期間中だからできなかったとい

うことなんでしょうけれども、そういう現状を踏まえて、その辺の配慮した見直しも必

要じゃないかと思いますけれども、その辺についてのお考え伺います。 

○議長（杉山幸昭議長） 船戸総務課長。 

○船戸竜一総務課長 小椋議員の質問にお答えしたいと思います。 

  まず、使用料につきましては、施設を貸付けとなりますので、基本こちらでお願いし

たいと思っております。 

  施設の補修、今言った雨漏りですとか、それらについては、基本的には直して使える
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状態で貸付けをしていきたいというふうに考えています。今回の案件につきましては、

修繕をすべきか、もしくは減額すべきかということを検討した中で、案件が修繕がかな

り高額になるというような部分が想定されましたので、それよりは貸付者の方にちょっ

とご不便はかけますけれども、その部分を減額してというふうになります。先ほど出ま

したもう一個の件につきましては、雨漏りをしているということであれば、貸付者とし

て、町としては、最低限使える状態で貸付けをしていくべきだと思いますので、そちら

については、まず直せるものは直すという方向で考えていきたいと思います。その中で、

難しいということが判断された場合については、また検討の余地が必要かなと考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいですか。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74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74号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第７５号から議案第７９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第８、議案第75号令和３年度上士幌町一般会計補正予算

（第８号）、日程第９、議案第76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５号）、日程第10、議案第77号令和３年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第４号）、日程第11、議案第78号令和３年度上士幌町介護保険特別会計補正予算

（第５号）、日程第12、議案第79号令和３年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第

３号）、以上５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75号から第79号の令和３年度一般会計
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並びに４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7,018万1,000円の追加補正となります。補正後の予算規模は一般会計並び

に５特別会計の総額で105億2,422万6,000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75号一般会計補正予算（第８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6,987万5,000円を追加し、総額を

85億5,602万6,000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、４ページ第２表にありますとおり、債務負担行為補正といたしまして、

バイオガスプラント管理運営事業、令和４年度から13年度の10か年の指定管理料の限度

額として３億1,040万4,000円を追加補正するものです。 

  第３条では、４ページ第３表にありますとおり、地方債補正といたしまして、緊急自

然災害防止対策事業として、限度額1,790万円を追加し、過疎対策事業の限度額を４億

1,580万円に変更補正するものです。 

  次に、歳出のうち、追加補正の主なものといたしましては、９ページ、総務費、光回

線管理経費110万2,000円、11ページ、民生費、子育て世帯等臨時特別支援事業6,536万

6,000円、12ページ、農林水産業費、バイオガスプラント管理運営事業197万5,000円、13

ページ、商工費、産業振興対策経費908万6,000円、15ページ、教育費、学校ＩＣＴ環境

整備事業999万7,000円を追加補正いたします。 

  また、減額補正の主なものにつきましては、人件費を減額補正といたします。 

  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、各特別会計の補正予算についてご説明申し上げます。 

  27ページの議案第76号国民健康保険特別会計補正予算（第５号）をご覧ください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ９万2,000円を減額し、予算の

総額を７億4,106万9,000円とするものです。 

  第２項の歳入歳出予算の金額は、28ページ第１表のとおりです。 

  補正の内容でございますけれども、人件費を減額するものでございます。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、34ページの議案第77号後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）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４万2,000円を追加し、予算の総
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額を１億472万4,000円とするものです。 

  第２項の歳入歳出予算の金額は、35ページ第１表のとおりです。 

  補正の内容ですが、人件費を追加補正するものでございます。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、39ページの議案第78号介護保険特別会計補正予算（第５号）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２万8,000円を追加し、予算の総

額を６億5,774万1,000円とするものです。 

  第２項の歳入歳出予算の金額は、40ページ第１表のとおりです。 

  補正の内容でございますが、人件費を追加補正するものでございます。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、47ページの議案第79号水道事業特別会計補正予算（第３号）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32万8,000円を追加し、予算の総

額を１億8,805万円とするものです。 

  第２項の歳入歳出予算の金額は、48ページ第１表のとおりでございます。 

  補正の内容につきましては、人件費を追加補正するものでございます。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  以上、一般会計並びに４特別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、ご可決くださりますよう、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、これより会計ごとに質疑を行い

ます。 

  それでは、議案第75号令和３年度上士幌町一般会計補正予算（第８号）から質疑を行

います。 

  初めに、事項別明細書の歳出から質疑を行います。 

  事項別明細書の歳出は、８ページから款ごとに一括して質疑を行います。 

  歳出、議会費から民生費について質疑を行います。８ページから11ページまで質疑あ

りますか。 

  ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 11ページの子育て世帯等臨時特別支援事業ですけれども、これ

については、もう総務文教厚生常任委員会報告の後にすぐ手続を開始するというお話を

聞いているんですけれども、現在のところの申請状況が分かれば教えていただきたいと

思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 新井保健福祉課長。 
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○新井英次郎保健福祉課長 こちらのほうは、２つの申請方法がありまして、まず積極支

給ということで申請が不要な部分が12月30日にまず支給します。こちらのほうの対象者

というのが公務員以外の児童手当を受給している世帯ということで、こちらのほうは世

帯数でいいますと231世帯、児童数でいいますと440名になります。この後、申請を受け

付けて支給する方々の部分につきましては、12月27日に案内文書を発送いたしますが、

こちらのほうは、児童が高校生のみの世帯、それから公務員世帯、それから12月以降に

産まれたお子様がいらっしゃる世帯、こちらのほうは、申請書に振込口座、また受給を

拒否するかしないかを書いていただいて、それが返却されてから１月の下旬から随時給

付するということになっておりまして、こちらの世帯は見込みになりますけれども、大

体117世帯、児童数にしますと182人を想定しているところでございます。 

  以上です。 

○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） 次にいきます。 

  それでは、次に、衛生費から商工費に入ります。 

  11ページから13ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、消防費及び教育費に入ります。 

  14ページから16ページまで質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ありませんか。 

  次に、給与費明細書及び債務負担行為に関する調書は、17ページから26ページまで一

括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の歳入は、６ページから７ページまでを一

括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の総括表は、５ページを一括して質疑を行

います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、一般会計補正予算書の１ページから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。 
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（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第75号令和３年度上士幌町一般会計補正予算（第

８号）の質疑を終わります。 

  次に、特別会計補正予算の質疑を行います。 

  特別会計の質疑は、歳入歳出一括して質疑を行います。 

  議案第76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５号）は、27ペー

ジから33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76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５号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第77号令和３年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）は、

34ページから38ページまで一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第77号令和３年度上士幌町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第４号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第78号令和３年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第５号）は、39ペ

ージから46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78号令和３年度上士幌町介護保険特別会計補正

予算（第５号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第79号令和３年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第３号）は、47ペ

ージから53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79号令和３年度上士幌町水道事業特別会計補正

予算（第３号）の質疑を終わります。 

  以上をもって、議案第75号から議案第79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75号令和３年度上士幌町一般会計補正予算（第８号）の討論を行いま

す。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第75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75号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第76号令和３年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）の討

論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第76号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第76号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第77号令和３年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）の

討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第77号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第77号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第78号令和３年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第５号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第78号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第78号は原案のとおり可決されました。 
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  次に、議案第79号令和３年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第３号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第79号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第79号は原案のとおり可決されました。 

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

◎監報告第５号から監報告第７号の上程、報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第13、監報告第５号例月出納検査報告について、日程第14、

監報告第６号定期監査報告について、日程第15、監報告第７号財政援助団体等監査報告

について、以上３件を一括して議題といたします。 

  報告書の朗読を省略し、直ちに代表監査委員より報告の説明を求めます。 

  根本広実代表監査委員。 

○根本広実代表監査委員 初めに、監報告第５号例月出納検査報告について、その結果を

ご報告申し上げます。 

  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９月分、10月分、11月分の例月出納検査結果を報告するもの

でございます。 

  検査の対象は、一般会計及び５特別会計の現金の出納状況でございます。 

  提出されました各会計、各月ごとの収支状況などの資料を参考としながら、収入・支

出伝票、預貯金通帳等の検査を実施いたしました。 

  検査の結果につきましては、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。 

  次に、監報告第６号定期監査報告について、その結果をご報告申し上げます。 

  定期監査につきましては、地方自治法第199条第１項の規定により、実施しているも

のでございます。 

  監査の実施概要ですが、今回につきましては、定期監査として公共工事を対象に実施

いたしました。 
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  監査日時、監査対象等は、報告書に記載のとおりでございます。 

  監査に当たっては、適法で正確かつ効率的に執行されているかについて書類監査を行

いました。 

  また、事業内容等について、あらかじめ総務課、農林課、建設課から書類の提出をい

ただき、担当課長及び担当主査等から説明を受けるとともに職員の協力により現地調査

も行いました。 

  定期監査の総合意見といたしまして、予算執行状況及び財務に関する事務について関

係規定、契約等に基づき適正に執行されており、特別指摘すべき点はありませんでした。 

  今後におきましても、公共工事の適正な執行をお願いし、定期監査の結果報告といた

します。 

  次に、監報告第７号財政援助団体等監査報告について、その結果をご報告申し上げま

す。 

  財政援助団体等監査につきましては、地方自治法第199条第７項の規定により実施し

ているものでございます。 

  監査の実施概要ですが、今回につきましては、北海道上士幌高等学校振興会を対象に

実施いたしました。 

  監査日時、監査対象等は、報告書に記載のとおりでございます。 

  監査に当たっては、団体の事務事業が適法でかつ運営が適正に行われているかについ

て監査を行いました。 

  また、監査に当たっては、あらかじめ事務を担っている上士幌高等学校及び教育委員

会事務局教育推進課から書類の提出をいただき、審査を行ったほか、上士幌高等学校事

務長並びに教育推進課長及び主査等から運営内容等を聴取するとともに、上士幌高等学

校において現地調査を行いました。 

  監査の総合意見といたしまして、団体の運営に関しては適正に行われており、特別指

摘すべき点はありませんでした。 

  今後におきましても、上士幌高等学校の振興が図られるよう、より一層事業推進をお

願いし、財政援助団体等監査の結果報告といたします。 

  以上、監報告第５号から第７号までの監査結果報告といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 代表監査委員より提出された例月出納検査報告書の収支状況等

は添付を省略しておりますので、必要な場合は事務局で閲覧を願います。 

  以上で、監報告第５号から監報告第７号を報告済みとし、監査委員からの報告を終わ

ります。 
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────────────────────────────────────── 

◎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。 

  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６回上士幌町議会定例会を閉会したいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  今定例会が12月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６回上士幌町議会定例会を閉会いたします。 

（午前１１時０６分） 
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上記、会議録の経過は、その内容が相違ないことを証するため、ここに署名する。 
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