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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４年第２回上士幌町議会定例会を開会いた

します。 

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

ております。 

（午前１０時００分） 

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

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

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

◎議会運営委員会の報告 

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

  議会運営委員長、山本和子議員。 

○議会運営委員長（山本和子議員） 議会運営委員会よりご報告申し上げます。 

  議会運営委員会は、２月24日午前９時から委員会室において、議会運営委員全員の出

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

議方法等について審議いたしました。 

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

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

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

  １点目は、日程第６、会議案第８号役場庁舎等整備調査特別委員会の設置については、

議会運営委員の提案により上程することといたしました。この会議案は、議長を除く議

員全員で構成することとし、特別委員会の委員長及び副委員長はあらかじめ議会運営委

員会において協議しておりますので、議長の指名により選任いたしますので、ご承知お

きお願いいたします。 

  ２点目は、日程第８、議案第２号から日程第13、議案第７号までの令和３年度上士幌

町一般会計補正予算（第10号）並びに５特別会計補正予算には関連がありますので、６

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

い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  ３点目は、日程第17、議案第11号は、第６期上士幌町総合計画等調査特別委員会に付
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託し、会期中の審査といたします。 

  ４点目は、日程第20、議案第14号から日程第25、議案第19号までの令和４年度各会計

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

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

ようご協力をお願いいたします。 

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

いて協議しておりますので、議長の指名により選任いたしますので、ご承知おきお願い

いたします。 

  ５点目は、日程第26、諮問第１号は人事案件でありますので、議案第８号の前に本会

議を休憩とし、休憩中に全員協議会を開催いたしますので、ご承知おきお願いいたしま

す。 

  以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

◎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、７番、中村哲郎

議員、８番、江波戸明議員を指名いたします。 

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

◎会期の決定について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から３月18日までの17日間といたしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から３月18日までの17日間と決定いたしました。 

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

知願います。 

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

◎諸般の報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  お手元に、令和３年12月１日から令和４年２月28日までの議会の諸会議等について報
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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。 

  ここで暫時休憩いたします。 

（午前１０時０５分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時０６分） 

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

◎町政執行方針・教育行政執行方針 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第４、町政執行方針及び教育行政執行方針の説明を行いま

す。 

  町長及び教育長から、令和４年度の町政執行方針及び教育行政執行方針の説明を行い

たい旨の申出がありますので、順次これを行います。 

  初めに、町長から町政執行方針の説明を願います。 

  町長、竹中貢君。 

○竹中 貢町長 令和４年第２回上士幌町議会定例会に当たり、町政執行の基本的な方針

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

協力を賜りたいと思います。 

  令和４年度は、まちづくりの基本となる「第６期上士幌町総合計画」のスタートの年

であります。策定に当たりましては、アンケートや懇談会などで貴重なご意見を賜りあ

りがとうございました。 

  将来目標であるまちづくりテーマ「未来につなぐ 笑顔かがやく 元気まち上士幌」

の実現に向け、６つの基本目標を柱に、町民の皆様と共に、引き続き持続可能なまちづ

くりを進めてまいります。 

  そのためにも、まずは依然として猛威を振るっているこのコロナ禍の厳しい状況を町

民の皆様と乗り越え、いち早く安全・安心な暮らしを取り戻すための対策を進めてまい

ります。 

  そして、昨年より取り組んでおりますＳＤＧｓの視点を取り入れた施策展開を図ると

ともに、全世界が抱えている地球温暖化の喫緊の課題にも向き合い、「脱炭素」の取組
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を積極的に進めてまいります。そして、その意思を昨年12月24日の町議会定例会におき

まして、「上士幌町ゼロカーボンシティ宣言」として表明させていただきました。2050

年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指すことはもちろん、国が2030年度までに目

指す46％削減目標の実現に向けた取組を積極的に推進してまいります。 

  時代の潮流であるデジタル化の進展は、様々な分野で大きな社会変革をもたらしてお

ります。本町においては、ＩＣＴ（情報通信技術）の活用による高齢者サービスや交

通・物流分野などで先駆的な施策を推進し、住民サービスの向上を図っております。こ

れらを他分野も含めさらに加速させるとともに、行政手続のオンライン化、自治体情報

のシステムの標準化、共通化に向けた取組を進めてまいります。 

  また、地方創生における「第Ⅱ期上士幌町人口ビジョン・総合戦略」は３年目を迎え

ます。昨年11月末に公表されました令和２年国勢調査では、65年ぶりに人口が増え、地

域経済も順調に推移するなど好循環が生まれており、引き続き各施策の推進により人口

減少対策・地方創生を確実に実現してまいります。 

  以上、第６期総合計画や第Ⅱ期総合戦略と整合性を図りながら、今年度もまちづくり

に全力を尽くしてまいりますので、町民はもとより議員の皆様にも格別のご支援を賜り

ますようお願い申し上げる次第であります。 

  次に、今年度の主要政策課題と施策について述べさせていただきます。 

  活力ある産業でにぎわいのあるまちづくり。 

  農業。 

  昨年の本町の農業生産は、作物全般で生育が良好に進み、小麦は過去最高の収量を記

録しております。また、酪農部門においては、今年度の生乳生産量が過去最高を更新す

る見込みであると伺っており、本町の農業は着実に成長しております。 

  一方、消費者の行動と意識の変化に目を向けますと、新型コロナウイルスの世界的な

感染拡大を受け、国産農畜産物の安定供給の重要性が高まっていることや、ＳＤＧｓの

考え方が世界的に広く浸透し、持続可能な生産・消費（つくる責任・つかう責任）を求

める動きがあります。 

  本町の農業振興につきましては、農業系バイオマスの地域内循環による環境負荷の低

減や町内バイオガスプラントから生産される消化液の有効活用、耕畜連携を進めること

で地域資源を活用した持続的な循環型農業を推進してまいります。 

  基盤整備につきましては、東部居辺地区道営農地整備事業による圃場の区画整理や農

道整備を進めつつ、町内農業者には、圃場の進入路の整備を支援し、農作業の安全確保

と生産性の向上を図ってまいります。 
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  家畜伝染病対策につきましては、ワクチン接種に対する支援を拡大し、町内一円での

ワクチン接種を推進することで、家畜伝染病の感染対策、まん延防止対策に重点を置い

た取組を実施いたします。 

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

後継牛の育成に努めてまいります。 

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

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

促進してまいります。 

  林業。 

  近年の森林・林業を取り巻く情勢は、カラマツ人工林が主伐期を迎え、木材の生産活

動が活発化している一方で、植林については、森林所有者の高齢化や造林コストの増加

など、将来的な見通しが立てにくい状況が続いております。 

  森林は、木材利用や水源の涵養のほか多面的機能を有するとともに、二酸化炭素の吸

収源として脱炭素社会の実現に向けても重要な役割を果たしており、持続可能な森林整

備を積極的に進めていく必要があります。 

  このような状況下、本町の林業振興に当たりましては、「上士幌町未来につなぐ緑の

森基金」等を活用し、伐採後の確実な造林の促進や林業経営体への支援、さらには住民

の木育等による森林への理解や興味を醸成することで、環境と経済が調和したカーボン

ニュートラルな社会の実現に寄与してまいります。 

  商工業。 

  新型コロナウイルス感染症への対応が長期にわたっており、飲食業をはじめ商工業は

厳しい状況にあることから、事業の継続が図れるよう商店街活性化に資する事業を支援

してまいります。 

  創業支援事業につきましては、利用者が多く、業種も多様で、空き店舗対策や商工業

の活性化にもつながっていることから、引き続き意欲ある起業者を支援してまいります。 

  雇用・求人につきましては、「無料職業紹介所」を軸に、求人と求職の情報提供やマ

ッチング等の取組を通して、各業界の人手不足の解消に努めてまいります。 

  観光。 

  長期にわたる新型コロナウイルス感染症の影響により、大きな打撃を受けているのが

宿泊・観光業であります。ウィズコロナ、アフターコロナを見据え、新たな観光スタイ

ルの実践を進めるとともに、事業者が経営の持続化を図られるよう支援してまいります。 

  また、本町の豊富で恵まれた観光資源を生かした「観光地域づくり法人」（ＤＭＯ）
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が設立され、本年度からＤＭＯ協議会「ＫＡＭＩＳＨＩＨＯＲＯ．ｎｅｔ」の運営によ

り、新たな観光スタイルに合わせた体験型商品の造成、商店街やぬかびら源泉郷と連携

したビジネスモデルの創出を支援してまいります。 

  「道の駅かみしほろ」につきましては、コロナ禍の影響を受け、イベントの多くが中

止になるなど、大変厳しい見込みとなっております。新型コロナウイルスの収束ととも

に、所期の目的であるゲートウェイ機能を有した道の駅として、「ナイタイテラス」

「商店街」「ぬかびら源泉郷」などに人の流れを誘導し、包括的な観光の取組を支援し

てまいります。 

  コロナ禍においてアウトドア志向が高まる中、国が進める「ナショナルサイクルルー

ト」に、上士幌町を含む「トカプチ400」が選定されたことから、新たな観光資源とし

て「サイクルツーリズム」のさらなる取組を進めてまいります。 

  全国で最も歴史のある「北海道バルーンフェスティバル」は、来年夏には第50回の記

念すべき大会を迎えます。既に記念事業等の検討を進めており、周年行事を契機にして、

「熱気球のまち」として情報を内外に発信してまいります。 

  起業（企業）支援。 

  企業の首都圏への一極集中の是正は、コロナ禍における働き方の見直しなどから、よ

うやく変化の兆しが見えてきております。 

  こうした中、「かみしほろシェアオフィス」は、コロナ禍において需要が高まったテ

レワークやワーケーションといった新たな働き方の受皿として、積極的に利用者の誘致

活動を進めてまいります。特に今年度は、新たな働き方を推進する企業への助成制度を

創設し、さらに地方への人の流れを加速させてまいります。 

  また、本年４月には宿泊機能を持つ「企業滞在型交流施設」がオープンすることから、

シェアオフィスと連動し、利用企業との関係を深めることによって、企業と連携した取

組の発信や町内事業者とのビジネスマッチング、サテライトオフィスの誘致も視野に戦

略的な取組を実施してまいります。 

  また、ドローンを活用した夜間遭難救助サービスやドローン配送、日本最大級のドロ

ーンショー、ＭａａＳや自動運転バスの取組など、ＩＣＴの活用やイノベーションに積

極的なまちであり、かつＳＤＧｓで高い評価を得ているまちとして、企業へ発信してま

いります。 

  だれもが健康で活躍できるまちづくり。 

  保健・医療。 

  新型コロナ感染症患者の国内初の確認から３年目となりますが、いまだ収束が見通せ
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ない状況にあります。感染症への対応といたしましては、３密などの感染リスクを高め

やすい場面の回避や手指消毒の徹底など、基本的な対策を継続して周知するとともに、

現在３回目のワクチン接種を行っておりますが、今後は新たに５歳から11歳の低年齢層

に対しても順次実施してまいります。また、感染拡大を未然に防ぐため、無症状の町民

へのＰＣＲ検査への支援を行ってまいります。 

  健康寿命の延伸を目指した取組といたしましては、「予防」を理念とした普及啓発事

業の推進を図るとともに、訪問等による個別の受診勧奨を強化して、生活習慣病の発症

予防や重症化予防の充実、健康ポイント事業による町民の運動量増加を図ってまいりま

す。 

  地域医療につきましては、町民が安心して町内で受診できるよう、第１次医療圏とし

ての機能と安定した地域医療体制確保のため、引き続き支援してまいります。 

  福祉と地域包括ケアシステムの充実。 

  高齢者や障害のある人に限らず、安心して暮らすことのできるユニバーサル社会の視

点や福祉灯油の支給など、生活弱者に寄り添った、ぬくもりのある町を目指した取組を

進めてまいります。 

  また、医療や介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らすことができるよう、地域

包括支援センターが中心となり、医療機関と介護事業所とが連携強化し、地域の実情に

応じた多様なサービスの充実や支え合いの体制づくりを進めてまいります。 

  介護予防として、「地域まるごと元気アッププログラム」や認知症初期集中支援チー

ムによる認知症の早期発見・早期予防活動により、「認知症になりにくいまちづくり」

を引き続き進めてまいります。また、今年度から、ゲーム等デジタル機器を活用した脳

のスポーツ（ｅスポーツ）により、「知的活動」と「人との関わり」を創出する新たな

健康増進プログラムを実施してまいります。 

  さらに、ＩＣＴの活用による高齢者向けのタブレットを利用した遠隔健康相談、緊急

通報システムや一斉情報配信システムなど、独り暮らしの不安軽減に努めてまいります。 

  介護予防につきましては、慢性的な人材不足が続いていることから、介護サービスの

維持・充実への影響が懸念されており、介護人材の確保と定着に向けた介護労働環境改

善へ、設備改修など必要な支援を実施してまいります。 

  子育て支援。 

  第２期上士幌町子ども・子育て支援事業計画に基づき、こども園保育料の無料化や高

校生までの医療費無料化を継続するほか、子育てに係る様々なニーズを把握するために、

子育てサークル等の保護者との情報交換を進めてまいります。また、「上士幌町子育て



－11－ 

世代包括支援センター」を発達支援センター及びふれあいプラザ内に設置し、子育て支

援体制の充実を図ってまいります。 

  妊娠初期から子育て期にわたる切れ目のない包括的な支援については、ふれあいプラ

ザ内の「上士幌町子育て世代包括支援センター（母子保健型）」で提供を行い、産婦健

康診査費用の助成や、本町に開業された助産院との連携による産後ケア事業等により、

産前産後に重点化した育児指導やサポート体制など、子育てを支えるための施策をさら

に充実してまいります。 

  だれにも優しく快適なまちづくり。 

  防災・情報インフラ。 

  防災対策につきましては、自然災害はもとより新型コロナウイルス感染症など様々な

災害に対応できるよう、役場庁舎の耐震化をはじめ、災害時における避難施設の整備な

ど、国土強靭化計画に基づく災害に強い基盤の整備を図ってまいります。 

  また、いつ発生するか分からない災害に備え、災害情報を周知するための「かみしほ

ろ情報アプリ」の普及・啓発を行うとともに、災害情報を多様な媒体を用いて周知する

環境を整備してまいります。さらに、地域自主防災の組織化と防災訓練を通して、「自

助」・「共助」・「公助」の役割分担や相互連携を図るなど、防災体制の確立に努めて

まいります。 

  消防・救急。 

  常備消防につきましては、広域化が７年目を迎え、職員の処遇面が統一され効率的な

組織運営が行われており、今後も運営計画に基づく諸課題の解決に向け、合理的な組合

運営を進めるとともに、さらなる住民サービスの向上を図ってまいります。 

  非常備消防である消防団につきましては、地域防災力の中核を担う組織活動を実践す

るため、基本消防団員等の入団促進に取り組み、災害対応力の強化と地域防災力の一層

の向上を目指してまいります。 

  また、消防庁舎第２期外構工事といたしまして、消防団員駐車場の整備を実施してま

いります。 

  交通安全・防犯・消費生活保護。 

  町内での交通事故死ゼロが3,000日を超え、今後も悲惨な事故を防ぐために、公共交

通体制の整備とともに、交通安全の意思啓発や高齢ドライバーの運転免許返納の取組を

進めてまいります。 

  消費生活保護につきましては、悪質かつ巧妙化している詐欺等の被害に遭わないよう、

啓発活動や相談体制を整えてまいります。 
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  住宅・上下水道・道路・土地利用。 

  町営住宅につきましては、改定した公営住宅等長寿命化計画に基づき、快適な住環境

の確保に努め、ユニバーサルデザインの視点を取り入れたまちなか住宅や糠平団地の整

備、北団地の改修整備を進めてまいります。 

  一般住宅につきましては、雇用や定住の促進を図るため、民間賃貸住宅の建設や持家

住宅の新築・リフォーム、子育て世代の住宅取得を支援してまいります。 

  水道につきましては、居辺地区の施設更新事業をはじめ、老朽施設の更新を進めると

ともに、施設設備の適切な管理により安全・安心な給水体制の確立を図ってまいります。 

  下水道につきましては、ストックマネジメント計画に基づき管理センターの設備機器

の計画的な更新・改修を進めるとともに、適切な管理により公共用水域の保全に努めて

まいります。 

  また、水道・下水道両特別会計につきましては、公営企業会計の適用化を進め、事業

の効率化と健全化を図ってまいります。 

  道路・橋梁につきましては、災害対策として道路排水整備や劣化道路の維持補修、橋

梁の長寿命化に向けた修繕を実施するとともに、ユニバーサルデザインの視点に立った

生活道路や歩行空間の改善に努めてまいります。 

  地籍調査につきましては、土地政策の基礎となるものであり、引き続き調査を進めて

まいります。 

  土地利用につきましては、人口減少、少子高齢化を想定した公共施設等の配置計画に

より計画的に進めており、未利用、低利用の公共用地や施設等について、土地利用指針

の見直しで再編・整備を図ってまいります。 

  公共交通。 

  町内の公共交通ネットワークの指針である「地域公共交通計画」に基づき、昨年度は、

市街地を循環している高齢者等福祉バスのコミュニティバス化に向けた実証実験や、Ｉ

ＣＴの活用による農村部の福祉バス全てをデマンド化（予約制送迎サービス）する実証

実験を行ってまいりました。本年度は、農村部の福祉バスのデマンド化を完全実施する

とともに、市街地循環バスは令和５年度のコミュニティバス化に向けて準備を進めてま

いります。 

  情報通信。 

  行政や町民の暮らしなど、様々な分野においてＩＣＴ化を推進し、経済の豊かさ、生

活の豊かさ、心の豊かさを享受するデジタル社会の実現を目指してまいります。 

  ＩＣＴの導入に当たりましては、子供からお年寄りまで誰一人取り残さないよう、本
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年度からスマートフォンの教室や操作相談窓口の常設化を図ってまいります。 

  また、全国的な取組である「自治体ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）」の

推進においては、ＩＣＴやＡＩ（人工知能）等のデジタル技術を積極的に活用し、町民

の利便性向上や、職員が町民サービス向上業務に傾注できるよう、業務の改善、効率化

を図ってまいります。 

  人と自然が調和したまちづくり。 

  環境保全。 

  本町においては、畜産バイオマスを活用した再生可能エネルギーによる電力の地産地

消や農村部における高齢者福祉バスのデマンド化、ドローンによる物流配送、住宅用太

陽光発電システム導入支援など、「脱炭素」の取組を行ってきております。今後は、

「地域脱炭素先行地域」の選定を視野に入れ、行政のみならず、町民や企業、団体と一

体となって取組を展開していく必要があることから、本年度は、「改正地球温暖化対策

推進法」に基づく地方公共団体実行計画の策定及び上士幌町環境基本計画の見直しを図

ってまいります。また、住宅用太陽光発電システム導入支援の拡充や、役場庁舎耐震化

と併せたＺＥＢ化の検討、太陽光発電を活用した公共施設のマイクログリッドの構築の

検討を進めてまいります。 

  環境美化・ごみ処理・公園。 

  環境への負荷を軽減する循環型社会の形成に向け、ごみの減量化、排出抑制、エネル

ギー化など、今後の方向性を定める一般廃棄物処理計画を策定してまいります。老朽施

設解体撤去促進事業により、町内の老朽施設の解体を促進してまいります。 

  公園の整備につきましては、各公園の利用状況や用途、機能など総合的な視点に立ち、

今後あるべき公園の全体像を明確にするため、公園整備基本構想を策定してまいります。 

  だれもが学び続けられるまちづくり。 

  「人生100年時代」に向けて、生涯学習の重要性は一層高まっております。その拠点

施設となる生涯学習センターをはじめ、誰もが生涯を通じて学び、交流と支え合うこと

ができるよう環境整備を進めるとともに、郷土への理解と誇りを持ち、次代を担う人材

の育成に向けた学習環境の整備を図ってまいります。 

  支え合いとおもいやりのまちづくり。 

  交流・移住・定住。 

  コロナ禍に伴い、新しい生活スタイルで地方移住という選択肢に注目が集まっている

ことから、移住・定住につながるお試し暮らしにつきましては、新型コロナウイルス感

染症の動向を踏まえ、対面やオンライン面談など臨機応変に対応してまいります。 
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  ふるさと納税寄附者を対象に実施しております「ふるさと納税見本市」は、寄附者と

上士幌町との絆を強め、関係人口創出のために重要なものですが、コロナ禍であること

から、ＩＣＴを活用して目的に沿ったイベントの充実を図ってまいります。 

  また、結婚を希望する若い世代の方々を応援し、定住の促進を図るため、「結婚新生

活支援事業」を引き続き実施いたします。 

  生涯活躍のまち。 

  「生涯活躍のまち」の取組につきましては、健康寿命の延伸や生きがい・働きがいな

どをコンセプトに、官民共同の「株式会社生涯活躍のまち かみしほろ」が、町民の困

り事の解決やサービス提供を行うべく、民間の視点を取り入れながら公共性の高い事業

を多角的に実施しております。 

  また、活動拠点の「ｈａｒｅｔａ」については、多くの町民が行き交う住民のコミュ

ニティの場としても定着しつつあります。引き続き、ソーシャルビジネスの機能を持つ

「まちづくり会社」と連携し、生涯活躍のまちを進めてまいります。 

  コミュニティ・まちづくり活動。 

  コミュニテイへの意識が時代とともに変化する中、高齢者の見守り、地域防災の重要

性などについて意識共有することで、町民の安全・安心な暮らしのための「つながりづ

くり」を推進してまいります。 

  また、まちづくり活動支援事業やアダブトプログラムの活用促進を図り、町民参画に

よる協働のまちづくりを進めてまいります。 

  以上、令和４年度の町政執行の基本的な方針と主要な施策について述べさせていただ

きました。これらを具現化するための予算総額は、一般会計で86億6,029万5,000円とな

り、前年度当初予算額と比較すると５億6,792万4,000円、7.0％の増額となりました。 

  また、５特別会計を加えた６会計の予算総額は、106億9,326万円となり、同じく前年

度当初予算額と比較して６億3,023万円、6.3％の増額となりました。 

  なお、昨年度は町長選挙に伴う骨格予算編成であったことから、肉づけの予算と比較

いたしますと、一般会計は２億9,644万4,000円、3.5％の増額となり、また、５特別会

計を加えた６会計の予算総額では３億5,875万円、3.5％の増額となりました。 

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

て、4,224万4,000円、1.4％の増額となる30億8,189万7,000円を見込んでおります。 

  歳出におきましては、時代の潮流と町民のニーズを踏まえるとともに、「第６期総合

計画」や「第Ⅱ期総合戦略」における主要課題に対する施策に重点的に財源を配分する

など、積極的な予算編成といたしました。 
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  今後の財政運営に当たりましては、健全性を確保しながら効率的かつ効果的な財政運

営に一層努めてまいります。 

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

町政執行方針とさせていただきます。ありがとうございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで暫時休憩といたします。 

（午前１０時３９分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時４０分） 

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

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

  教育長、小堀雄二君。 

○小堀雄二教育委員会教育長 Ⅰ、はじめに。 

  令和４年第２回上士幌町議会定例会の開催に当たり、上士幌町教育委員会所管行政に

関する主要な方針について申し上げます。 

  ２年間にわたる新型コロナウイルス禍は、私たちに絶えず「これから必要な学びとは

何か」ということを問い続けることになりました。期せずして、感染症流行が始まった

令和２年に小学校から全面実施となった新学習指導要領には、「多様な人々と協働しな

がら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り開き、持続可能な社会の創り手と

なる」という一文があります。これからの教育は、「何を学ぶか」だけではなく、「何

ができるようになるか」を重視する方針の転換を示すものです。そして、「持続可能」

ということは、「課題を解決し続けられる教育環境を整備すること」であると認識して

おります。現在、国内では、ＳＤＧｓ達成に向けて、様々な価値観の変容、再定義化が

進んでおります。 

  教育委員会としましては、全ての教育活動における持続可能性に着眼して、「個別最

適な学び」と「協働的な学び」の調和の取れた展開により、生涯活躍の教育環境を一層

充実させてまいります。 

  次に、今年度の主要な施策について述べさせていただきます。 

  Ⅱ、主要施策の展開。 

  １地域ぐるみの子育て支援。 

  「子どもの笑顔あふれるふれあいの元気まち」を基本理念とした第２期上士幌町子ど

も・子育て支援事業計画を着実に推進するため、ゼロ歳から18歳までの成長過程に応じ
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た支援体制を強化いたします。 

  （１）子育て支援の充実。 

  核家族化の進行や移住世帯の増加に伴い、子育てに不安や負担感を抱くことなく、子

育ての孤立を招かない取組の充実が求められております。今年度より、子ども一人一人

に切れ目のない支援を実現するため、「上士幌町子育て世代包括支援センター」を設置

し、支援体制や相談窓口の明確化を図るほか、庁内関係課職員で構成する子育て支援検

討委員会の機能の強化に努め、子育て支援策を総合的に推進する体制を整備いたします。 

  認定こども園への入園前の子育て支援策といたしましては、子育て支援センターが担

う各種ひろばの取組を充実するほか、子育てサポート事業講習会を継続して行い、協力

会員の育成と確保に努めます。また、子育て支援サークルとの交流やママのＨＯＴステ

ーションと連携する取組を拡充してまいります。 

  共働きやひとり親世帯の小学生の放課後の生活を継続的に保障することを通して、親

の仕事と子育ての両立支援を保障する学童保育所は、家庭に代わる毎日の「生活の場」

として成長期にある子供たちに安全で安心な生活を提供できるよう、施設運営や施設環

境の充実を図ってまいります。 

  経済的に不安を抱くことなく安心して子育てができるよう、認定こども園における保

育料等の無料化、小・中学生の修学旅行経費、補助教材費、家庭学習ノート、各種検定

料等の助成のほか、就学援助世帯には、ＩＣＴを活用した家庭での学びを保障するため、

「モバイルルーター」の無償貸出しを行います。 

  （２）幼児教育の充実。 

  保育と幼児教育は、子供たちの生涯にわたる学びと人間力育成の土台となるものであ

り、幼児の自発的な活動である遊びを通して感性を育むことが重要です。認定こども園

では、幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿の取組や36の基本動作による体づくり

とともに、指導要録等を用いた引継ぎによる小学校への円滑な接続とアプローチプログ

ラムの充実に努めます。また、本町で積極的に推進しているＳＤＧｓやゼロカーボンシ

ティの取組を教育・保育の現場で生かされるよう努めてまいります。 

  認定こども園の魅力化や特色化を図るため、複数配置している地域おこし協力隊員が

中心となり、遊びプログラムの充実と町内在住の外国人を含めた地域交流を推進します。

また、外国の文化への関心と世界に開かれた心を育むため、国際交流推進員と連携した

国際交流や異文化交流を推進するほか、特別な配慮が必要な園児に対するサポート体制

の強化に努めてまいります。 

  さらに、保育システムの導入等、保育のＩＣＴ化を推進することにより、保育教諭や
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栄養士の負担軽減と保護者への情報配信の充実に努めてまいります。 

  （３）子ども発達支援センターの充実。 

  核家族化の進行や移住世帯の増加に伴い、子ども発達支援センターへの自身の相談や

子育て相談が、障害の有無にかかわらず増加傾向にあります。このため、町教育支援委

員会の機能を生かし、認定こども園や小・中学校の訪問活動を通した児童理解交流、就

学前からの教育相談、就学後の一貫した教育支援に努めてまいります。また、高校卒業

後の生活自立と社会参加への実現に向けた相談支援も継続してまいります。 

  ２教育環境の基盤整備。 

  （１）かみしほろ学園の推進。 

  「かみしほろ学園」は、上士幌町子ども教育ビジョンに定められた５つの「目指す子

ども像」の具現化を図るため、幼・小・中・高において縦の連続性を重視するとともに、

学校、地域、行政の横のつながりを深め、３部４グループにより組織的に取り組んでま

いります。総務部は、部活動等の校種間連携、連携協働部は、ＳＤＧｓを踏まえたＥＳ

Ｄの推進や授業交流、研究推進部は、子育てサポートブックの有効活用や郷土読本の改

訂などを今年度重点的に進めてまいります。 

  （２）子どもの読書推進。 

  令和２年度に策定した第２期上士幌町子どもの読書推進計画に基づき、その具現化の

ための事業を行ってまいります。この計画では、特に幼児期から小学校低学年までの子

供が、本に親しみを持ちながら読書習慣を身につけることを目標としていることから、

図書館、学校、家庭、地域が連携して、より子供が本に親しめる環境づくりを図ってま

いります。 

  （３）学習環境の整備。 

  新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う社会の変化は、子供たちに大きな影響を与え

ております。体験を伴う学びが大切な時期に、多くの制限を受けながら学習を進めてい

るのが実情です。子供たちの学びの保障の観点等にも留意しつつ、学校内の感染防止対

策は範囲、期間において機動的に対応することが重要と認識しております。このため、

小・中学校に学習指導員とスクールサポートスタッフを配置し、「学校における新しい

生活様式」、「新北海道スタイル」を標準とした学習環境の整備に努めてまいります。

また、今年度は熱中症対策として、小学校及び中学校の普通教室に冷房設備を設置いた

します。 

  国が示した小学校全学年における35人学級の方針は、本町では既に実施していること

から、今年度から全ての学年において30人学級を進めます。少人数によるきめ細かな指
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導と多様化、複雑化する課題に適切に対応すると同時に、新型コロナウイルス感染症対

策として教室環境の改善を図ってまいります。 

  （４）教職員の働き方改革。 

  新学習指導要領の着実な実施、様々な学校課題への対応、そして、「令和の日本型学

校教育」の実現には働き方改革の推進が必要不可欠です。本町においては、これまで

「上士幌アクション・プラン」の策定により、学校閉庁日や定時退勤日の設定、タイム

カード導入による勤務時間の見える化、留守番電話の設置、時間外勤務の実態の公表、

さらに、スクールサポートスタッフなどの人材を活用し、教職員の負担軽減を進め、一

定の成果を見ることができました。 

  今年度は、「上士幌町働き方改革推進会議」を開催し、こども園、小・中学校、高等

学校が連携し、効率よく現状分析、改善を進めるとともに、働き方改革の手引き「Ｒｏ

ｒｄ」を活用した業務の平準化や効率化に努めてまいります。 

  ３義務教育の充実。 

  令和２年度から順次実施となった「新学習指導要領」の着実な実施に向けて、社会に

開かれた教育課程を実現していくために、カリキュラム・マネジメントを充実させるな

ど、上士幌ならではの「学び」が展開できるように、学校と地域との連携を深めてまい

ります。 

  特別支援教育につきましては、昨年６月、文部科学省から「障害のある子供の教育支

援の手引き」が示されました。こうした特別支援教育の潮流を踏まえ、インクルーシブ

教育の理念が実現されるよう、特別支援教育を担う教師の専門性向上、関係機関との連

携強化による切れ目のない支援の充実に努めてまいります。 

  ＳＤＧｓが掲げる「すべての人々に包括的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学

習の機会を促進する」という国際目標の達成に向けて、こども園から高校まで、ＳＤＧ

ｓの17の目標に関連づけした教育活動をかみしほろ学園事業として進めてまいります。 

  （１）確かな学力の向上。 

  令和３年度の「全国学力・学習状況調査」は、国語、算数（数学）が統一して実施さ

れました。小学校、中学校ともに、国語も算数（数学）も全国平均に届きませんでした

が、一昨年度より改善傾向も見られました。教科の領域では、小・中学校ともに国語の

「読むこと」は全国を上回りましたが、「話すこと・聞くこと」「書くこと」は全国を

下回りました。算数（数学）でも、小学校の「測定」、中学校の「数と式」「関数」が

全国を上回っていますが、小・中学校ともに「図形」は下回りました。 

  その結果を受けて、バランスの取れた教育課程の編成・実施・評価を工夫するととも
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に、授業や家庭学習で利用できるデジタルドリルを効果的に活用したり、自ら学び自ら

考える力を育てる探究型の授業展開を充実させてまいります。また、単元構成で「主体

的・対話的で深い学び」を適切に位置づけ、授業そのものの質を高め、子供たちが持続

的に人生や社会を自ら創出できる資質・能力を向上させることを目指します。さらに、

今年度より開催する「学力向上推進会議」により機動力を発揮し、幼・小・中・高で一

体的な学力向上策を展開してまいります。 

  （２）豊かな心と健やかでたくましい心身を育む教育の推進。 

  健やかに生き生きとした学校生活を送るためには、体力の維持向上が必要不可欠です。

そのためには、日常的に運動に親しむ姿勢や基本的な生活習慣の確立が重要です。運動

やスポーツの日常化や継続化は、けがの防止に役立つだけではなく、心身の躍動感を生

みます。 

  全国学力・学習状況調査や全国体力・運動能力調査の「児童生徒質問紙」の回答では、

「ゲームを毎日３時間以上している」と答えた小学生が33.3％、中学生が18.1％でした。

家庭におけるテレビやスマートフォン、ゲームの時間のルールや生活習慣等の見直しも

必要であり、小・中学校からの通信等の資料提供や、「生活リズムチェック」などの活

用・啓蒙の取組を通して生活習慣に対する関心や意欲を高め、改善を図ってまいります。 

  学校におけるいじめの未然防止の推進に向けて、「いじめ防止等対策会議」を開催し、

関係機関との連携や情報共有を進めてまいります。 

  今年度より、上士幌町教育研究所と連携し、教育行政の調査研究をはじめ、郷土の歴

史資料の収集及び整理、研究資料等の編集など、専門的事項を調査研究する歴史資料調

査研究専門指導員を配置いたします。 

  （３）情報活用能力の育成と国際理解教育の推進。 

  ＧＩＧＡスクール構想による１人１台の端末の活用により、デジタル上で様々なデー

タを活用することが可能となりました。学習指導、生徒指導、学級経営など、各場面に

おいて教師がデジタル機器を効果的に運用できるよう、ＩＣＴ推進担当教諭を中心に研

修を充実し、ＩＣＴ端末の効果的活用を進めてまいります。また、紙とデジタルが両方

存在する中で、それぞれをどう授業や家庭学習で活用するか、調査研究してまいります。 

  上士幌町「新・教育の情報化プロジェクト会議」を設置し、教育情報セキュリティポ

リシーに関するガイドラインの見直しやプログラミング教育、児童・生徒のインターネ

ットの特性を理解し、正しく活用する能力の向上に努めてまいります。 

  ＩＴスキルを持つ十勝ＥｄＴｅｃｈコンソーシアムや北海道情報大学と連携して、専

門性を持った外部講師による体験活動や出前授業を通じた多様な学習活動を推進すると
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ともに、保護者や地域の人の得意分野を生かす取組を進めてまいります。 

  国際理解教育につきましては、外国人英語指導助手及び国際交流推進員を中心に、認

定こども園と上士幌小学校の接続を考慮した取組や、小・中学生と外国をオンラインで

結んだ交流活動の充実を図ります。また、社会教育と連携して、町内に在住する外国人

を対象としたスポーツ交流をはじめ、日本文化の体験や外国文化に触れ合う機会を拡充

してまいります。 

  （４）食を育む学校給食。 

  社会環境の変化に伴い、朝食欠食や不規則な食事など、食生活の乱れが健康に様々な

影響を与えていると指摘されております。このため、食に関する理解の促進や食習慣の

形成のための食育が推進されるよう、その充実に努めてまいります。 

  また、学校給食の食品ロスの削減に向けた食に関する指導と生産等に対する関心と理

解が深められるよう、学校給食が「生きた教材」として活用されるよう取り組みます。 

  学校給食センターは、現施設となってから23年目を迎えます。機械設備、調理機器等

の計画的更新を行っており、今年度については、給水加圧ユニット、食器洗浄機電気制

御盤及び食器供給装置の更新を行い、徹底した衛生管理の下、安心・安全な学校給食を

提供してまいります。 

  ４高等学校の振興。 

  十勝管内の中学校卒業者数は、少子化により過去５年間で約260名減少し、さらに、

私立や通信制高校など「進路希望」の多様化もあり、地元中学校をはじめ入学者の確保

が非常に困難な状況が続いておりますが、まちづくりや教育推進の視点からも地元高校

の存在は極めて重要であり、これまで以上に地域に根差した魅力ある高校づくりを進め

ていかなければなりません。上士幌町教育魅力化ワーキンググループや、昨年度新たに

教育委員会内に設置した「地域学校協働推進室」を中心に、学習会等も開催してきまし

た。 

  今年度についても、地域の企業等と連携した説明会の開催や職業観を育むキャリア教

育を支援するとともに、学校内外で活躍する高校生を全力応援し、活力ある学校生活、

提案力ある地域貢献、対応力ある進路実現を地方創生、地域振興の視点で十勝管内全体

に発信してまいります。 

  ５生涯学習の振興。 

  新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、生涯学習においても学びを止める

ことなく、ウィズコロナ時代の学びを工夫して保障することが重要です。誰もが豊かな

人生を送ることができるよう学びのきっかけづくりを支援するとともに、仲間とつなが
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り楽しく学び、学んだ成果を発表することに加え、ウィズコロナ時代の活動を従来の対

面型とオンラインという新たな手法も取り入れ、生涯学習に参加する機会を広げられる

よう工夫してまいります。また、まちづくりの担い手になれるよう、幼児から高齢者ま

でつながりをもった相互学習の機会を設けるとともに、教養の向上、健康の増進など、

個々が参加しやすい生涯学習環境の充実を目指します。 

  生涯学習センター「わっか」は、町民の活動拠点として多世代の利用があり、今後も、

町民にとって居心地のよい学びの場、世代間交流の場、まちづくりの中核の場となるよ

う努めてまいります。 

  「地方創生 生涯活躍 かみしほろ塾」は、生涯学習フェスティバル実行委員会事業

として実施するとともに、まちづくりにおける諸課題を考える機会として、町民の皆さ

まと共に学び、まちづくりに生かしていきたいと考えております。また、町民の皆さま

に「学ぶ機会」を分かりやすく情報提供する「まなびの森 講座ガイド」の発行と事業

への参加奨励、自らの学びを応援する「みんなの学び応援事業」への呼びかけを行って

まいります。 

  （１）社会教育の推進。 

  学校教育と緊密に連携し、成長段階で連続性を保てる学びや体験活動を放課後や休日

を活用して提供してまいります。また、未来を切り開く担い手として活躍できるよう、

豊かな自然や産業等を題材とした地域課題を学び、まちづくりに参画できる人材を育成

してまいります。 

  60歳以上が対象のシルバー学級は、シニア世代が生きがいや目標を見つけることがで

き、学んだことを社会生活の中で生かせるような機会の提供を行うとともに、学習意欲

や活動意欲を高められる「生涯活躍」を目指した取組を推進してまいります。 

  （２）社会体育の推進。 

  少子高齢化の進行や健康体力づくりへの関心の高まりに伴い、スポーツに対するニー

ズが多様化しています。同時に、生活様式や価値観の変化に伴い、子供や成人の体力低

下やスポーツ離れが進んでいます。 

  運動やスポーツは、生活習慣病予防や介護予防などに有効なだけではなく、有疾患者

や要介護者、障害者においても、適切に行うことで病状の悪化予防や改善、生活の質の

維持・向上が図られます。１人でも多くの町民が安心して、安全かつ効果的な健康づく

りのための楽しいコミュニティ活動が習慣的に行われるようプログラムを工夫するとと

もに、多様な機会を用いて運動やスポーツ活動を奨励してまいります。 

  体育施設は、いつでも安心して活動ができるよう、老朽化している町民テニスコート
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フェンスの更新を予定しております。 

  （３）芸術文化活動の振興。 

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

ります。文化活動を通じて創造性を培い、豊かな心が育まれるよう、優れた芸術文化に

触れることができる機会の提供に努めてまいります。また、地域の歴史とともに育まれ

てきた文化や芸術をより身近に感じられるよう、町民の日々の成果を発表する場を提供

するほか、町文化協会や各サークルの活動、町民文芸誌「火群」編集委員会などの自主

的な活動を引き続き支援してまいります。 

  （４）文化財の保護、保存・活用。 

  上士幌町の持つ豊かな自然とのふれあいを深め、埋蔵文化財や郷土資料等、地域に残

された貴重な歴史資料の保護・保存を町民の協力を得て進めるとともに、町民が文化財

に触れる機会を提供し、自らが生まれ育つ郷土への理解と誇りを育んでまいります。 

  （５）図書館活動の充実。 

  町民の主体的な学びや学習活動は、活力ある地域社会を支えます。このため、自己実

現が一層促されるよう図書館資料の収集や読書環境の整備に努め、より町民に親しまれ

る図書館を目指してまいります。 

  子供の読書活動を推進するため、児童書のさらなる充実をはじめ、小学校への学級文

庫、お話会「カッコウ」と協働して、子供たちに本と出会える機会を提供してまいりま

す。また、地域と連携して、本が身近にある環境づくりと新たなコミュニティ形成を目

的とした「ぬかびら源泉郷文庫」の充実を図ってまいります。 

  Ⅲ、むすびに。 

  以上、令和４年度の教育行政の推進方針と主要な施策について申し上げました。町議

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

行方針といたします。ありがとうございました。 

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

わります。 

  ここで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２２分） 



－23－ 

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

◎会議案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第５、会議案第７号上士幌町議会基本条例の制定について

を議題といたします。 

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

を求めます。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） ただいま提案されました会議案第７号上士幌町議会基本条例の

制定について、その提案内容について説明を申し上げ、議員各位の賛同を賜りたいと思

うものであります。 

  本条例案は、さきの議会運営委員会を議員公開委員会として開催し、議員全員の賛同

を得まして、委員長であります私が提案者となった次第であります。 

  上士幌町議会では、議会活動の活性化を図るため議会改革の検討を行っており、その

改革の一環として議会基本条例の制定について協議を重ねてきましたが、このたびその

成案がまとまったことから、本条例案を提案するものであります。 

  本条例は、前文及び全７章30条から構成されております。前文では、二元代表制にお

ける議会と首長の関係、また、議会の使命や果たすべき責務について記載し、分かりや

すい開かれた議会を目指し、町民の信託に全力で応えていくことを決意し、この条例を

制定するとしています。 

  第１章は、総則として、第１条では町民全体の福祉向上と豊かなまちづくりの進展に

寄与することを目的とし、第２条では基本理念を定めるものであります。 

  第２章は、議会及び議員の活動原則として、第３条は議会の活動原則、第４条は委員

会及び委員長の活動原則、第５条は議長及び議員の活動原則についてそれぞれ規定し、

第６条では議員研修の充実強化について定めるものであります。 

  第３章は、町民と議会との関係として、第７条では町民参加及び町民との連携として、

議会の説明責任と町民の議会活動に参加する機会の確保について規定し、第８条は議会

広報の充実、第９条は議会の活動内容の公表について定めるものであります。 

  第４章は、町長等と議会との関係について、第10条は町長等と議会、議員の関係につ

いて、第11条では政策形成過程等として、町長等が提案する重要な意思決定については、

第１号から第７号までの政策形成過程を論点として審議することを定めるものでありま

す。第12条は、評価の実施、第13条は議決事項の拡大を規定しています。 

  第５章は、適正な議会機能と議会運営として、第14条では自由討議による合意形成と
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して、議会は議員相互の討議を中心に運営することを規定し、第15条では適正な議会費

の確立と執行、第16条は議長、副議長志願者の所信表明、第17条は附属機関の設置、第

18条は調査機関の設置、第19条は議会事務局の体制整備、第20条は議会図書室の充実、

第21条は議会改革及び活性化の推進、第22条は災害時の対応、第23条は議会運営の原則

について定めるものであります。 

  第６章は、議員の政治倫理、議員定数、報酬等として、第24条は議員の責務と政治倫

理、第25条は政治倫理基準の遵守、第26条は政治倫理の調査及び審査として、政治倫理

に関して議員が遵守すべき基準や調査等の手続について規定し、第27条は議員定数、第

28条は報酬額について定めるものであります。 

  第７章は、最高規範性及び見直し手続として、第29条は最高規範性として、この条例

が議会の最高規範であり、議会及び議員は遵守することを規定し、第30条は検証及び見

直し手続について定めるものであります。 

  なお、附則として、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。 

  議員各位の満場の賛同を賜り、この会議案をご可決賜りますようよろしくお願いを申

し上げます。 

  以上をもって、会議案第７号の提案説明といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより会議案第７号について

質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、会議案第７号に対する質疑を終結いたします。 

  これより会議案第７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、これより会議案第７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、会議案第７号は原案のとおり可決されました。 

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

◎会議案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第６、会議案第８号役場庁舎等整備調査特別委員会の設置
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についてを議題といたします。 

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

を求めます。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） ただいま提案されました会議案第８号役場庁舎等整備調査特別

委員会の設置についての提案説明を申し上げます。 

  本特別委員会の設置につきましては、議会運営委員会において検討、協議し、議会運

営委員全会一致を得まして、私が提案者となりご提案申し上げるものでございます。 

  現在の役場庁舎については、昭和56年竣工し、約40年が経過しており、耐震基準を満

たしておらず、防災拠点としての調査の在り方も含め、設備等の老朽化が進んでいるこ

とから大規模改修が必要な状況にあります。 

  昨年12月の総務文教厚生常任委員会において、山村開発センターを含めた役場庁舎の

改修事業について、町の基本的な考え方が示されたところです。議会といたしましては、

この構想・計画段階から積極的に関わり、財源も含め、あらゆる角度から調査検討を加

えることにより、町民目線に立った、町民が利用しやすい施設整備が図れると考えてお

ります。 

  このことから、役場庁舎等の整備について、調査及び研究を行う必要があると判断し、

議長を除く議員全員をもって構成する特別委員会を設置しようとするものであります。 

  なお、特別委員会の設置に伴う委員長及び副委員長の選任については、議長の指名に

より選任をいただくことになっております。議員各位の満場の賛同を賜り、この会議案

をご可決くださいますようお願いを申し上げます。 

  以上をもって、会議案第８号の提案説明といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案理由の説明が終わりましたので、これより会議案第８号に

対する質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上をもって、会議案第８号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。 

  先に、会議案第８号に対する反対の討論を行います。ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、会議案第８号に対する賛成の討論を行います。討論あり

ますか。 
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  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） ただいま提出されました会議案第８号役場庁舎等整備調査特

別委員会の設置についてにつきまして、賛成の立場で討論を行います。 

  本町の現役場庁舎については、昭和56年に竣工しましたが、平成27年の耐震診断によ

り耐震改修が必要と判断を受けたところです。このことを受けて、町は役場庁舎等耐震

化検討業務として、庁舎の耐震化に加え、諸設備の老朽化を含め、どのような適切な改

修が必要か調査、分析を進めてきたところです。この調査結果については、さきの総務

文教厚生常任委員会において、今後のスケジュールを含めて説明されたところです。そ

のことから、令和４年度においては、町は基本計画作成に向けた事務に取りかかると予

定しています。 

  庁舎建設は、町においては消防施設と同じ、行政財産の中でも公有財産として町が直

接町民のために使用する財産として位置づけされています。その意味では、近年建設さ

れた道の駅、ナイタイテラス、シェアハウス、企業滞在型交流施設等とは大いに施設に

おける財産の位置づけが異なっております。 

  改めて、基本計画策定から建設に至っては、将来を見据え、時代に適した建物と付帯

する設備を含めて、町民が参画し、一体となり施設の在り方を検討する必要があります。

特に、庁舎改修の検討の基本は、町民が使いやすく、親しみある施設であるべきであり、

職員等が行政事務を効率的に行うことに加えて、維持管理費の軽減対策も必要となりま

す。その上で、町の財政状況と負担の在り方を見据えることも重要な調査事項です。そ

の意味で、議会においても町民と一体化し、庁舎の改修について十分な理解と対話を持

ってするべき重要な位置づけの事業として捉えなくてはなりません。そのことから、議

案第８号役場庁舎等整備調査特別委員会の設置について賛成とし、討論を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、会議案第８号に対する反対の討論を行います。ありませ

んか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、会議案第８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） 討論がありませんので、これをもって会議案第８号に対する討

論を終結いたします。 

  これより、会議案第８号の採決を行います。 

  本案は、起立により採決を行います。 
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  なお、起立しない議員は反対とみなします。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山幸昭議長） 起立多数であります。 

  よって、会議案第８号は原案のとおり可決され、役場庁舎等整備調査特別委員会を設

置することに決定いたしました。 

  ただいま設置されました役場庁舎等整備調査特別委員会の委員長及び副委員長は、委

員会条例第８条第３項の規定により、委員会において互選することになっておりますが、

議会運用例第113条の１の規定により、あらかじめ議会運営委員会において協議いたし

ました。 

  ここでお諮りいたします。 

  この際、役場庁舎等整備調査特別委員会への委員長及び副委員長の互選は、議長の指

名推選によりたいと思いますが、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、役場庁舎等整備調査特別委員会の委員長及び副委員長は、議長において指名

することに決定いたしました。 

  それでは、指名いたします。 

  役場庁舎等整備調査特別委員会の委員長に１番、渡部信一議員を、副委員長に10番、

馬場敏美議員を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  役場庁舎等整備調査特別委員会の委員長に１番、渡部信一議員を、副委員長に10番、

馬場敏美議員を選任することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、役場庁舎等整備調査特別委員会の委員長に１番、渡部信一議員を、副委員長

に10番、馬場敏美議員を選任することに決定いたしました。 

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

◎意見書案第２９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第７、意見書案第29号コロナ禍での消費拡大対策の強化に

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

明を求めます。 

  １番、渡部信一議員。 

○１番（渡部信一議員） 意見書案第29号コロナ禍での消費拡大対策の強化に関する要望

意見書の提出について説明いたします。 

  この要望意見書については、本町農民同盟の提出の依頼を受け、さきの議会運営委員

会において議員全員の賛同を得て、私が提案者となった次第です。 

  それでは、内容を読み上げ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。 

  コロナ禍での消費拡大対策の強化に関する要望意見書（案）。 

  昨年10月以降、新型コロナウイルスの感染者数が減少傾向で推移していたことにより、

各種イベント事業の入場者数の制限緩和や、飲食業など外食産業の時短営業の解除など

経済活動が活発化し、農畜産物需要の回復、消費拡大に大きな期待が寄せられていまし

た。しかし、南アフリカでの変異株の初確認から、急速に欧州や米国などで感染が拡大

し、日本も１月に入り、これまでの増加スピードを大幅に上回る感染者数が確認されて

います。これにより、出入国規制や移動自粛など感染対策が強化され、再びインバウン

ド需要の低迷や飲食店の利用者の減少などを引き起こし、先の見えないコロナ禍によっ

て地域経済への打撃を深刻化させています。 

  また、農業においては、昨年の農作物の作柄が全般的に豊作基調となったものの、長

引くコロナ禍の影響から大幅な在庫を抱える状況に陥っており、米をはじめ、乳製品、

砂糖など、在庫解消に向けたさらなる需要喚起と消費拡大が急務となっています。 

  中でも、米においては、人口減での消費減少とコロナ禍による中食・外食産業の大幅

な消費減少に加え、2021年産米が主産地で豊作となったことから滞留在庫が深刻化し、

価格の低下から農家経済に大きな影響を与えています。 

  このため、農業者が本年も安心して営農を継続できるよう、長引くコロナ禍に係る農

畜産物の消費拡大対策を強化することを要望いたします。 

  １つ、新型コロナウイルスの変異株の急速な感染拡大により、収束の先行き不安から

一層の観光事業の低迷、飲食業の利用客の落ち込みが長期化する懸念があり、今後も地

域経済への影響が危惧されることから、米や乳製品、砂糖などの農畜産物の需要喚起と

消費拡大対策を強化するとともに、地域経済を活性化する対策など地方自治体への対策

関連予算を十分に措置すること。 

  以上、提案理由を説明させていただきました。議員各位の満場の賛同を得ますよう、

よろしくお願いいたします。 
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○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29号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。 

  先に、意見書案第29号に対する反対の討論を行います。ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、意見書案第29号に対する賛成の討論を行います。討論あ

りますか。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） ただいま提出されました意見書案第29号コロナ禍での消費拡

大対策の強化に関する要望意見書の提出についてにつきまして、賛成の立場で討論を行

います。 

  提案されました意見書にありますように、今年に入り、新型コロナ感染拡大により、

多くの事業や行事等においては活動の停止、延期、不要の外出などの自粛などにより地

域での消費の動き等が急激に停滞し始め、観光関係施設、商店街、流通体制など地域経

済のあらゆるところに大きな打撃を与え、加えてこの先のコロナ禍に係る終わりの見え

ない状況が続いているところです。 

  特に、本町の基幹産業の農業は、前年に引き続き生産額が向上し、地域の安定した経

済基盤を支える中心となってきていますが、しかし、学校給食が休みとなる年末年始に

は生産者及び関係者を不安にさせた牛乳廃棄問題をはじめ、牛乳の供給過剰の課題は、

近年、牛乳の生産増に向けて大幅な施設等の投資を行った酪農家ばかりでなく、関連す

る地域経済に引き続き大きな不安を残しています。 

  あわせて、農産物においても、在庫過剰に陥り、消費低下と販売価格に影響が見込ま

れるところです。食料の自給率の安定は、国民生活の安心基盤であり、今こそ農業の持

続可能な生産基盤を認識し、維持をし、農業が持つ多面的機能の充実と発揮、効果を推

進すること、あわせて疲弊している観光関連産業の基盤の確保と推進、地域商業におけ

る購買の向上の推進に向けた対策など、国として的確な対策とその予算の確保を迅速に

行うよう、強く町ぐるみで求める必要があるところであります。 

  以上の状況を踏まえて、コロナ禍での消費拡大対策の強化に関する要望意見書に係る

国に対する提出について、議員各位の賛成の下、早急に提出されますようお願いし、賛
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成の討論といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、意見書案第29号に対する反対の討論を行います。討論は

ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、意見書案第29号に対する賛成の討論を行います。ありま

すか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論がありませんので、これをもって意見書案第29号に

対する討論を終結いたします。 

  これより、意見書案第29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、意見書案第29号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第２号から議案第７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２号令和３年度上士幌町一般会計補正予算

（第10号）、日程第９、議案第３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６号）、日程第10、議案第４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５号）、日程第11、議案第５号令和３年度上士幌町介護保険特別会計補正予算

（第６号）、日程第12、議案第６号令和３年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第

４号）、日程第13、議案第７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３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２号から第７号までの一般会計並びに

５特別会計の補正予算の内容についてご説明申し上げます。 

  補正総額は、全会計で２億8,185万8,000円の増額補正となっており、補正後の予算総

額を108億9,270万8,000円とするものです。 
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  それでは、議案第２号一般会計補正予算（第10号）からご説明いたします。 

  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３億1,916万円を追加し、予算の総額を89

億6,181万円とするものです。 

  第２条は、地方債補正であります。 

  ７ページ、第２表、地方債補正といたしまして、緊急防災・減災事業の限度額を270

万円に、緊急自然災害防止対策事業の限度額を1,600万円に、過疎対策事業の限度額を

３億9,690万円に、臨時財政対策債の限度額を１億754万9,000円にそれぞれ変更補正い

たします。 

  次に、追加補正の主な内容を申し上げます。 

  27ページをご覧ください。 

  款総務費では、ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金積立金１億4,391万7,000円、

同じくふるさと納税・地方創生基金積立金8,990万円、36ページ、財政調整基金積立金

3,582万3,000円、37ページ、減債基金積立金5,298万3,000円、同じく公共施設整備基金

積立金１億9,897万1,000円。次に、44ページです。款民生費では、ふるさと納税・生涯

活躍いきがい基金積立金7,441万3,000円、次に、59ページ、款農林水産業費になります。

バイオマス関連事業基金費206万8,000円、63ページ、森林環境譲与税基金積立金109万

2,000円、次に、88ページ、款教育費でございます。感染症予防対策事業94万4,000円、

以上が主な追加補正の内容でございます。 

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

ございます。 

  次に、特別会計の補正予算についてご説明いたします。 

  105ページの議案第３号国民健康保険特別会計補正予算（第６号）でございます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から319万1,000円を減額し、総額を７億

3,787万8,000円とするものでございます。 

  減額補正いたします主なものは、112ページ、国保連合会負担金113万5,000円、117ペ

ージ、特定健康診査等事業170万2,000円であります。 

  追加補正いたしますのは、113ページの一般被保険者高額療養費50万円であります。 

  次に、121ページ、議案第４号後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号）でありま

す。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から４万円を減額し、総額を１億468万4,000

円とするものです。 
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  減額補正いたしますのは、事務管理経費４万円であります。 

  次に、125ページ、議案第５号介護保険特別会計補正予算（第６号）であります。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から1,177万9,000万円を減額し、総額を６億

4,596万2,000円とするものです。 

  減額補正いたします主なものは、133ページの居宅介護サービス給付費事業917万

4,000円、135ページの特定入所者介護サービス費事業186万4,000円、136ページ、介護予

防生活支援サービス事業102万6,000円であります。 

  また、追加補正の主なものといたしまして、133ページの居宅介護サービス計画給付

費事業62万5,000円、135ページの高額介護サービス費事業99万6,000円であります。 

  次に、139ページの議案第６号水道事業特別会計補正予算（第４号）であります。 

  第１条では、既定の歳入歳出の予算の総額から770万7,000円を減額し、総額を１億

8,034万3,000円とするものです。 

  第２条は、地方債補正であります。 

  141ページ、第２表、地方債補正といたしまして、簡易水道事業、過疎対策事業の限

度額をそれぞれ1,510万円に変更補正いたします。 

  減額補正いたしますのは、145ページ、事務管理経費18万7,000円、水道メーター更新

及び新設メーター購入事業38万2,000円、簡易水道施設改良事業713万8,000円であります。 

  次に、147ページ、議案第７号公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）でありま

す。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額から1,458万5,000円を減額し、総額を２億

6,203万1,000円とするものです。 

  第２条の地方債補正でありますが、149ページ、第２表にありますとおり、地方債補

正といたしまして、下水道事業の限度額を1,090万円に、過疎対策事業の限度額を1,070

万円に変更補正いたします。 

  減額補正いたします主なものにつきましては、153ページの下水道施設管理経費280万

5,000円、154ページ、個別排水処理施設管理経費398万3,000円、同じく下水道施設整備

事業746万円であります。 

  以上が補正予算の内容であります。 

  また、全会計とも、第１条の第２項補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表のとおりであります。 

  また、各会計事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  以上、一般会計並びに５特別会計の補正予算につきましてご提案申し上げました。よ
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ろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 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） 

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

○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２号令和３年度上士幌町一般会計補正予算（第10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、25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。25ページから42ページまで、質疑

ありますか。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 28ページの人件費の地域おこし協力隊についての減について質

問したいと思っています。質問が３回しかできないので、当初のこの資料の中では協力

隊は22名となっていますが、その時点で４月１日の時点ではなかなか決まっていないと

ころが７人ほどいたように思うんですが、その辺がきちんと協力隊員が穴埋めされたの

か、それから今回の減について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 船戸総務課長。 

○船戸竜一総務課長 地域おこし協力隊の件ですけれども、現在、隊員として在籍してい

るのが21名となっております。12月の時点でまだ２名ほど新規予定者がいなかったもの

ですから、当初見ていたんですけれども、この時点では３月31日までは採用は無理とい

うようなことになりましたので、今回その部分を減額補正させていただいているという

状況でございます。 

○２番（山本和子議員） そうしますと、１名が実際には採用に至らなかったと。その部

署はどこなのか。その都度私広報に出ている新しく採用された方をずっと見ながら、ど

この部署か確認はしているので、この部署がどこなのかと。そのことによって、従来や

らなきゃいけない仕事については支障がなかったのかどうか質問いたします。 
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○議長（杉山幸昭議長） 船戸総務課長。 

○船戸竜一総務課長 ２名なんですけれども、１名につきましては観光誘客組織づくり推

進員、それから、もう一名については生涯活躍のまち推進員、この２名となっておりま

す。業務については、担当課のほうからお願いしたいと思います。 

○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 観光誘客推進員につきましては、基本的に道の駅で、「ｋａｒ

ｃｈ」で執行していただくという予定になっておりまして、現状ではいませんけれども、

先日面接いたしまして、４月から採用見込みで今事務を進めております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

  佐藤企画財政課長。 

○佐藤泰将企画財政課長 生涯活躍の推進員の関係ですが、こちらはまちづくり会社派遣

を予定していた１名ということになります。 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいですか。 

  ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） 35ページに住宅用太陽光発電システム導入支援事業ということ

で、これについて、予算が120万円で、不用減が100万円ということで、かなりの執行残

があるということなんですが、町のほうでも特に今年の方針でもこの部分については環

境保護という面からも進めていきたいということが方針として掲げられているんですけ

れども、現状なぜこのように執行残が多いのかということが１点目です。 

  それから、もう一点は、次のページの36ページに高齢者安全運転支援事業ということ

で、これも期待した事業だったと思いますけれども、予算額が123万円のところ、不用

減が113万9,000円と、かなりの不用減があります。これについても、お年寄りの事故防

止という観点から非常に期待された事業だったと思うんですが、このような結果になっ

ていることについて、事業の進捗状況についてお聞きしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 佐藤企画財政課長。 

○佐藤泰将企画財政課長 まず、私のほうから１点目の住宅用太陽光発電システム導入支

援事業についてですが、執行残が多いという点でございますけれども、当初予算120万

円計上させていただきました。今年度の実績ですが、１件という形になりまして、20万

円の補助をしております。もうこの時期ですので、年度内に事業完了は難しいというこ

とで、残りの分100万円は今回減額させていただいたところでございます。 

  議員ご指摘のとおり、これから我が町、脱炭素を積極的に取り組むといったところで、
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先般全員協議会でもお示しをしましたが、先行地域につきましては予定どおり申請をさ

せていただきました。今月中に、恐らく環境省評価委員会のヒアリングを受けて、４月

下旬、あるいは５月上旬には可否が判明するのかなといったところで、いずれにしまし

ても、うちの町としましては脱カーボンということで宣言もしておりますというところ

で、次年度以降は積極的に進めていきたいというところで考えておりますけれども、新

年度については、この一般住宅の支援事業については蓄電池も導入できるような形で拡

充で考えておりますので、そういったことで積極的に推進していきたいというふうに考

えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 青木町民課長。 

○青木弘彦町民課長 ２点目の高齢者安全運転支援事業の関係でございます。 

  まず、進捗状況ということで実績なんですけれども、１月末時点で１件の補助を実施

しております。あと、予算につきましては今後２件分の申請を見込むということで、こ

ういった額の予算を今回減額させていただいております。 

  この事業につきましては、高齢運転者による交通事故が社会問題となる中で、ペダル

踏み間違え加速制御装置の整備費補助を行って、事故の発生の可能性を減少させるとい

う目的でやってきております。広報に周知ということで、３年度に入ってから５回広報

では周知しております。あと、ホームページに掲載しております。あと、「＠Ｉｎｆｏ

Ｃａｎａｌ」でも配信を１回行っております。あと、シルバー学級において説明会とい

うのも実施してきております。そういった結果で、まず実績は１件だということであり

ます。ただ、相談に関してはほかに２件ございました。 

  今回のこのちょっと少ないという要因に関してですけれども、まず取り付けできる車

種が限られているということが１つあると思います。現在、その新型モデルの車種とか

には標準装備しているというものも少なくないということでありますが、あともう一点、

社外品を取り付けた場合には車のメーカーによる保証対象外となるため、見送るケース

もあったというふうに聞いております。 

  次年度、この事業は要綱では３年間実施するということにしておりますので、令和４

年度においても予算は計上させていただいております。引き続き周知を図ってまいりた

いというふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 29ページのふるさと納税推進事業、これについて１点ほど質

問したいと思いますが、今回、予算的に手数料が3,200万円何がし掲載されていますが、

これ支援サイトを使ったという部分で、当初現計では１億4,800万円何がしの予算の中
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でかなり大きく今回予算補正として出てきております。今年については、そこそこのふ

るさと納税の納付額があったと思うんですけれども、この部分、支援サイトを使うこと

によって伸びていく予定だったのかどうか含めて、それから、新しくサイトを増やすこ

とによって、今後ふるさと納税の収入を見込めるような形になったのか、これだけ確認

させてください。 

○議長（杉山幸昭議長） 佐藤企画財政課長。 

○佐藤泰将企画財政課長 ふるさと納税の関係でございますけれども、今年度につきまし

ては15億円ぐらいにはなろうかということで今見込んでおります。ただ、一昨年度は17

億円に達しておりますので、若干今年度は減額という形になっております。 

  今回、手数料を増額させていただいておりますが、現在民間のポータルサイトを３社

に委託をしておりますが、それぞれかかる手数料が違ってきております。比較的手数料

の高いポータルサイトのほうが今回ウエートが高かったといったところで、その分の手

数料を計上させていただいております。 

  新たなサイトにつきましても一応検討はしているんですが、総務省のほうのふるさと

納税に係る経費が50％という、それ以内に抑えなければならないといったところがござ

いまして、確かに新しいサイトを広げればふるさと納税寄附額も伸びる可能性はあるん

ですが、そこは確約されるものではございませんので、なかなかそこまで踏み切れてい

ないのが現状であります。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今年の状況を見ますと、全国的に結構伸びている町村が多い

のかなというふうに認識しながら、今課長からあったように15億円を確保できたと。新

年度予算を見ますと、14億円をベースにしたいというふうに認識しますけれども、これ

はほかに要因としては、やはりいわゆる返礼品といいますか、その質とか魅力化とか、

そういう部分についての影響はあったのかなという認識もあるかと思うんですけれども、

ここら辺についてはちょっと今後確認しないと、来年の予算の14億円はキープできると

いう認識は行政しているかと思いますけれども、ここら辺だけちょっともう一回確認さ

せてください。 

○議長（杉山幸昭議長） 佐藤企画財政課長。 

○佐藤泰将企画財政課長 本町の場合、大きく返礼品が品物が替わっているというところ

はございません。主力は牛肉、あるいはアイスクリーム、ジェラード等ということで、

その辺は変化はないんですけれども、やはり伸びている自治体については、海産物を取
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り扱っているところが大きく伸びているといったところがあろうかと思います。本町の

場合はそういったものがないといったところで、新たな商品開発も当然していかなけれ

ばならないところですが、なかなかこの商品開発もそう簡単にはいかないといったとこ

ろで、今後とも生産者、中間事業者等を含めて、ちょっとその辺連携を密にして今後の

展開は検討していく必要があるのかなというふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか。 

  42ページまでですね。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 先ほどページ数をちょっと間違えまして。同じく協力隊の関係

なんですが、ページでいけば30ページなんですけれども、映像デザイン推進関係の協力

隊が年度途中で採用されていると思うんですけれども、今回の広報の表紙が、この方が

表紙の写真を撮ったように思うんですよ、書いているのが。その辺の関係がちょっと理

解できないんですけれども、今まで、２月号までは、企画課の担当職員が広報の表紙の

写真を撮って載せてきました。この協力隊員は、先ほど説明あったように、「ｈａｒｅ

ｔａ」のほうに、まちづくり会社のほうに派遣されている職員になっているんですが、

その方が町の広報の一番の表の大事なところの写真を何で写すことになったのか、その

辺の関係確認します。これに関係して１回しか質問できないので、ぜひ詳しく説明をお

願いいたします。これからもそういうふうになるのかどうか、説明をお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 佐藤企画財政課長。 

○佐藤泰将企画財政課長 ただいまの映像デザイン推進協力隊の関係でございますが、昨

年６月１日に採用しております。それ以降、まちづくり会社に派遣をしております。所

属は企画財政課、当初は広報担当に張りつけも考えていたんですが、まちづくり会社で

も映像記録を撮る業務がございまして、そこは町の業務と兼ねてやっていただこうとい

うことで、身分については生涯活躍のまちづくり会社のほうに配置をしていると。ただ、

業務は、そちらだけに偏るのではなくて、町内の写真を撮るというところで、町として

も残していかなければいけない写真、そういったものがございますので、そういった業

務を兼ねて派遣をしております。毎週週一、月曜日には必ず役場のほうの広報担当と打

合わせをして、どういった今取組をしているのか、あるいは今後どういった写真を残し

ていくのかといった協議は毎週行って進めているところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） じゃ、次に進みます。 
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  次に、民生費から労働費まで入ります。43ページから56ページまで。 

  ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） 49ページに、民生費の子育て世帯への臨時特別給付金支給事業、

これは、予算要求時点では補助金返還金ということの項目になっておりました。それで、

なぜ不用減で同額が減額されるのかお聞きしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 保健福祉課長。 

○新井英次郎保健福祉課長 こちらのほうの給付金につきましては、令和２年度の事業に

なっておりまして、当初は翌年度、令和３年に返還ということで国のほう方針あったん

ですけれども、実は令和２年度中に年度内に戻し入れてくださいというような、２年度

中にお金を戻してくださいと方針が転換されましたので、この件につきましては２年度

に返還済みとなったことから、今回こちらの３年度分の返還を落とすものでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） よろしいですか。 

  ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、農林水産業費に入ります。56ページから66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、商工費から消防費に入ります。66ページから79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） 67ページの農林商工連携促進事業、かなり減額していますの

で、この中身、これによって、地域に与えた影響とかそういう部分はなかったのかどう

か、これをちょっと確認させてください。 

○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 ただいまの農林商工連携促進事業につきましては、減額、促進

事業費について508万2,000円を減額しております。これについては、予定額、今年度の

実施額、４件実施しておりまして、基本的には当初予定の事業を実施したということで、

中身について、そのいわゆる減額、予算のときより下がっているのでこういう形になっ

たということで、実施については予定どおり実施されたということでご理解いただきた

いと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

  ６番、小椋茂明議員。 
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○６番（小椋茂明議員） 70ページ、北海道バルーンフェスティバル開催事業ということ

で、２年連続の中止ということで、結構大きな額が今年も執行残として残っているんで

すけれども、この大きな金額を予定していたものをこれらに関する有効活用に回すとい

う手だてはなかったのかということを質問します。 

○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 バルーンフェスティバル組織委員会につきましては、基本的に

夏の大会、冬の大会中止になっているので、そこの大会経費、そういったところが大き

く減っておりますけれども、この中でできたものとしましては、夏の大会、冬の大会代

替事業として、町の町内チームのバルーンミーティングという形で行ったものに対して

のガス代の補助だとか、それから、今年度やった分について、かなり大きなものについ

ては、クラブチームに貸与しているガス容器の点検費用だとか、それがかなり大きいで

すけれども、そういったところと、それから、町内チームがほかの大会に参加したとき

の遠征の助成費、これが15万円ほどになっていまして、あと大きなものにつきましては、

いわゆるその辺の活動に関わる役務費、燃料費だとか、それから、格納している倉庫の

管理費だとか、そういったところに使われております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） いいですか。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 72ページの地籍調査事業でかなり減額補正しているんですが、

これ地籍なのでかなり財産に影響すると思うんですけれども、ちょっとこの中身認識し

ていなかったものですから、説明していただいて、できれば理解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） 渡部建設課長。 

○渡部 洋建設課長 地籍調査につきましては、国の補助事業、道費を頂いて実施してお

ります。当初予算につきましては、こちらからの要望、今年度この分だけの工程ができ

るということで要望を行っているところでございますが、なかなかその補助金が満度に

配当されないという事実もございます。結局、年度始まってからその内示を受けて、そ

れに見合った工程で結果的には減額になるんですが、工程を一部翌年度に回すというよ

うな形で対応しているところでございます。その分の減額補正という形になってござい

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） 次に進みます。 

  次に、教育費に入ります。79ページから95ページまで、質疑ありますか。 

  ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） 81ページに、自然環境教育推進事業ということで、委託費なん

ですけれども、予算が55万5,000円で、同額が不用減になっているんですが、この理由

についてお聞きします。 

○議長（杉山幸昭議長） 教育委員会、木下教育推進課長。 

○木下由季子教育委員会教育推進課長 自然環境教育推進事業の委託料55万5,000円です

が、現在、町内の糠平に拠点を置いておられる事業者さんのほうにお願いをして、小学

校の環境教育の推進という形で取組を進めさせていただいているところなんですが、今

般のコロナ禍ということもあり、事業の実施の方法ですとか、指導者として派遣をして

いただく方の対応ですとかを含めて、実施の形態がなかなか難しく、実施は小学校にな

るんですけれども、小学校のほうとも事業者さんとも入っていただいてご相談をいろい

ろさせていただいて、方法も検討させていただいてきたところなんですが、残念ながら

実施ができなかったというような状況になっています。コロナ禍での取組という形で、

方法論も含めて今後検討が必要かなというふうには考えている事業にはなっています。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

  ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） 85ページの小学校教育充実事業ということで884万4,000円減額

ということになりましたけれども、当初予算を計上されたときからどのようなことがあ

って減額になったのかということで質問させていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 教育委員会、木下教育推進課長。 

○木下由季子教育委員会教育推進課長 小学校教育充実事業につきましては、小学校のほ

うに配置をさせていただいております少人数学級教諭、専科教諭等のいわゆる人員配置

のための事業の経費となっております。この中で、教育長の執行方針等でも触れさせて

いただいておりますが、少人数の学級の実現に向けて、町のほうで予算が対応できる部

分について検討させていただいていて、令和３年度につきましては少人数学級の教職員

の配置を１名予定をしておりましたが、道の先生方の配置も含めて、少人数学級の配置

については必要がなくなりましたので、今年度最後という形で、執行残ということで落

とさせていただきました。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありませんか。 

（「なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） 次に進みます。 

  次に、給与費明細書及び地方債に関する調書は、96ページから104ページまで質疑を

行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の歳入は、10ページから24ページまで質疑

を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の総括表は、８ページから９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） 次に、一般会計補正予算書の１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） 以上で、議案第２号令和３年度上士幌町一般会計補正予算（第

10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３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６号）は、105ペ

ージから120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３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６号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第４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５号）は、

121ページから124ページまでを一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で議案第４号令和３年度上士幌町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第５号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第５号令和３年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第６号）は、125

ページから138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５号令和３年度上士幌町介護保険特別会計補正予

算（第６号）の質疑を終わります。 
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  次に、議案第６号令和３年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第４号）は、139

ページから146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６号令和３年度上士幌町水道事業特別会計補正予

算（第４号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第７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３号）は、

147ページから155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７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３号）の質疑を終わります。 

  次に、各会計補正予算に対する質疑が終了いたしましたので、これより町理事者に対

する総括質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 質疑がございませんので、町理事者に対する総括質疑を終了し

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、町理事者に対する総括質疑を終わります。 

  以上をもって、議案第２号から議案第７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２号令和３年度上士幌町一般会計補正予算（第10号）の討論を行いま

す。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第２号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第３号令和３年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第６号）の討

論を行います。討論ありますか。 
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（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第３号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第４号令和３年度上士幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号）の

討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第４号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第５号令和３年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第６号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第５号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第６号令和３年度上士幌町水道事業特別会計補正予算（第４号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第６号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 
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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６号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第７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７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７号は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  休憩中に議会全員協議会を開催いたしますので、理事者及び議員の皆さんは委員会室

にお集まり願います。 

  なお、再開は、５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午後 １時３２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３９分） 

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

◎議案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） それでは、議事に入ります。 

  日程第14、議案第８号上士幌町交通安全指導員設置条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  青木町民課長。 

○青木弘彦町民課長 ただいま上程されました議案第８号上士幌町交通安全指導員設置条

例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  町例規集は、第７編民生、第６章交通・生活安全等をご参照願います。 

  別紙資料「議案第８号関係」、上士幌町交通安全指導員設置条例の一部を改正する条

例の制定についてによりご説明させていただきます。 

  １、改正の理由であります。民法の一部を改正する法律（平成30年法律第59号）の施
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行により、令和４年４月１日から、現在20歳とされている成年となる年齢が18歳に引下

げになります。 

  本条例第３条第１項第１号では、指導員の資格を「満20歳以上の者」としていますが、

これは公的な職務を遂行する能力を有する年齢の下限を示す意味で用いられていること

から、成年年齢の引下げに伴う所要の整備を行うものであります。 

  ２、改正の内容であります。第３条第１項第１号中「20歳」を「18歳」に改めるもの

であります。 

  新旧対照表は記載のとおりであります。 

  ３、施行期日であります。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。 

  以上、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８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） 今説明いただきました。法令に定めて対応したという部分で

認識ですけれども、ほかに町全体の条例の中にこれに該当する分はこれで最終という形

で認識してよろしいでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 青木町民課長。 

○青木弘彦町民課長 今回の民法の成年年齢引下げの理由について、国会の審議において

は２点挙げられているところであります。１点目は、18歳以上20歳未満の者を独立の経

済主体として位置づける必要性、２点目は、18歳以上20歳未満の者が公的な役割を果た

し、社会に参加していくことを促す必要性であります。これによれば、条例において

「20歳」という文言が保護者の同意なく独立して経済取引の主体となり得る年齢の下限

または社会において果たす公的な職務ないし義務を遂行する能力を有する年齢の下限の

いずれかを示す意味で用いられている場合には、「20歳」の文言を「18歳」に改めるこ

とが必要であると解されることから、今回はこの条例の改正を行っております。 

  ただ、実際の例規の整備に当たっては、「20歳」という文言が専ら今説明した内容の

趣旨で用いられているものであるか、それともほかの考慮要素もあって「20歳」のまま

としているのかという規定の趣旨や、仮に「20歳」という文言が先ほど説明した趣旨で

用いられるとしても、地域の実情等により「20歳」という要件を維持する必要があるの

ではないかといったような事情を個別に検討する必要があるということから、今回ほか
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の条例では改正しないものであるというふうに伺っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、議案第８号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第８号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第15、議案第９号上士幌町国民健康保険税条例の一部を改

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９号上士幌町国民健康保険税

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、地方税法の一部改正と、全世代対応型の社会保障制度を構

築するための健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴い、本町においても国民健康

保険税の未就学児に係る被保険者均等割額の５割軽減を行うため、所要の改正を行うも

のであります。 

  「議案第９号関係」、上士幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表

の５ページをご覧ください。 

  第21条、国民健康保険税の減額、第２項の第１号で、被保険者均等割額のうち、医療

分を各世帯区分において５割に減額するもので、第２号では、後期高齢者支援金分を同

じく各世帯区分において５割に減額する規定でございます。 

  また、最終ページである12ページをご参照ください。 
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  こちらのほうの附則におきまして、この条例については、令和４年４月１日から施行

するものとするものであり、また、適用区分として、５割減額の規定については、令和

４年度以降の国民健康保険税について適用し、令和３年度以前についてはなお従前の例

とするものでございます。また、その他の文言の追加、修正及び引用条項の改正は、こ

の減額に対応する地方税法及び施行令の所要の改正、また、規定の明確化などとなって

ございます。 

  なお、この改正内容につきましては、本年１月に上士幌町国民健康保険運営協議会に

諮問し、承認の答申を頂いていることを申し添えます。 

  以上、上士幌町国民健康保険税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。ご審議をいただき、ご可決くださいますよう

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第９号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 委員会の説明のときに質問させてもらったんですが、今回未就

学児の均等割を５割軽減すると。その中にもちろん町の負担分はあるんですが、このこ

とを委員会の中では５割じゃなくて全部町が負担してできないだろうかという質問をさ

せてもらったんですが、そういう例はあまりちょっとないみたいなんですが、そうでは

なくて、いろいろ調べた中では、就学時とか、18歳まで既にもう広げているところは道

内でもありますし、今回管内でも、ちょっと町村名はただ、分かっているんですが、正

式なところではあまり言わないかなと思うんですが、管内でも18歳まで広げる動きがあ

るんですが、その辺についてないかどうかと。 

  それから、委員会の中ではその財源どうするかといったときに、国保税の中で財源を

埋めるんじゃなくて、ほかの町村のところでは一般会計から繰り入れてやっていると。

それは、昔からいえばペナルティーが来るんじゃないかということであるんですが、私

が調べた中ではペナルティーはないというふうな情報もあります。その辺について検討

されていくのかどうか。これについては４月１日ですので、即４月１日から条例また見

直すということにならないと思うので、今後について、その辺について検討していくの

かどうか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 新井保健福祉課長。 

○新井英次郎保健福祉課長 こちらのほう、先ほど申し上げましたとおり、１月に運営協

議会のほうを開かせていただいて、ご意見等もいただいてきた経過がございます。その
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中では、委員さんの方々からはそのような要望はなかったことをちょっと申し添えさせ

ていただきたいと思います。 

  また、国民健康保険の基金というのがあります。こちらのほうは、会計の中で財源を

担保するものということで、今3,700万円の残高があるところでございます。ただ、こ

ちらのほうも余裕があるような金額ではなくて、今年度につきましてもある程度の繰入

れをしなくてはいけませんし、また来年度、道への納付金等もちょっとかなり高額の積

算がされているところでございます。基金会計の中ではそのようなちょっと財源の余裕

がないということがまず１点ございます。 

  それから、一般会計からの繰入れということでございます。こちらのほうは、法定外

繰入れということになるのかなと考えておりますけれども、こちらのほうは、そうなっ

てきますと、被保険者以外の税金を活用して保険者のための利益になるというような部

分がございますので、かなり国保の加入者以外の方からご理解得るのはなかなか難しい

部分があるのかなと考えております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） ペナルティーの件に関しては答弁がなかったので、それは私の

ほうでないというふうに判断しているんですが、例えばの話、子供の医療費の無料化は

今18歳までやっていますが、かつては町村ごとに結構ペナルティーというか、調整交付

金の関係が100万円単位で減らされた例がありました。それは、今は就学時ですか、そ

れは全くペナルティーは廃止されているんですが、ですけれども、ちょっと資料が今ど

こかに……残っている分の未就学じゃなくて、18歳までやっている部分については今も

残っているというふうな情報もありますが、そんなふうに町独自で一般財源を繰り入れ

しながらやっていく中で、多分国もいろいろな団体がペナルティー課すぞとか、町から

入れるなと、やるんなら基金とか、そういうこともあると思うんですが、そういうこと

についてはやっぱり押し返していくような町独自の政策としてやっていく必要があると

思うんですが、特に子供が３人、４人もいれば、赤ちゃんから18歳まで全部均等割かか

りますので、その辺について十分これから検討してほしいなと。多分、これからどんど

んそれは広がっていくと。管内でもある町村は18まで広げる予定だと聞いていますが、

その辺について、ぜひ今後の課題にしてほしいなと思っておりますが、その辺について

質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 新井保健福祉課長。 

○新井英次郎保健福祉課長 すいません。ちょっとペナルティーの関係につきましては、
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ちょっと私も正確な情報がありませんので、ちょっと今ここでご答弁するのは差し控え

たいと考えております。 

  また、国保の被保険者の方々に対して一般会計、こちらのほうから繰り入れるという

ことなんですけれども、先ほど申しましたように、ちょっとその辺、社保とかその他の

保険に加入されている方もございます。そういった中で、国保の被保険者の方々だけに

全体の税金を投入するのはちょっとまた検討が必要なのかなと考えておりますので、こ

の場ではちょっと回答を控えさせていただきます。 

○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９号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第９号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第９号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第16、議案第10号上士幌町消防団条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  杉山消防課参事。 

○杉山知宏消防課参事 ただいま上程されました議案第10号上士幌町消防団条例の一部を

改正する条例の制定について、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11編防災、第１章災害対策をご参照願います。 

  提案の理由でありますが、地域防災力の中核的役割を果たす消防団員数が２年連続で

１万人以上減少し、危機的状況となっていること、災害等が多発化・激甚化する中、消

防団員への負担が増加していることを踏まえ、総務省消防庁において、消防団員の処遇

等に関する検討会が開催、検討された結果、消防団を中核とした地域防災力の充実強化

に関する法律第13条を踏まえ、消防団員の処遇改善を図るため、実態に応じた適切な報
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酬及び出動に対する支給額等について、積極的な取組を行うよう通知されたところであ

ります。 

  本町消防団も、団員の確保が年を追うごとに厳しさを増している現状や、地域防災力

の充実強化を図るため、総務省消防庁通知に基づき、消防団の処遇改善及び幅広い団員

確保が図られることを目的とし、年額報酬額、出動手当額の増額及び休団制度について、

同条例の一部を改正するものであります。 

  別紙資料「議案第10号関係」、上士幌町消防団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５条の２では、休団についての条項を追加するものであります。第１項では、長期

間消防団活動に従事することができない基本消防団員は、３年を超えない範囲内で休団

させることができること、第２項では、基本消防団員が休団または復団するときは任命

権者の承認を受けること、第３項では、休団中の団員が復団したときの階級は、休団を

した日に属していた階級とすること、第４項では、懲戒処分で停職を受けた場合には休

団の効力を失うこと、第５項では、休団中は消防団の出動命令の規定は適用しないこと、

第６項では、休団の期間中は年額報酬は支給しないこととし、休団または復団した場合

の年額報酬は月割り計算で支給することについて規定をしてございます。 

  第８条第２号中ただし書として、消防団員の任命条件において、町内居住者または勤

務地が町内の場合の規定において、休団中の団員には該当しないことを追加しておりま

す。 

  ２ページをご覧ください。 

  第12条第２号及び第13条第２項中、「年報酬」を「年額報酬」に改めております。 

  第13条第１項中、団員の報酬は年額報酬と出動報酬とし、同条第３項で、改正前第14

条第１項で規定していた別表第２に関する費用弁償を出動報酬として支給することとし

ております。 

  第14条第１項では、改正前第14条第２項の規定を文言整理をして移行し、各号で費用

弁償の支給について規定をしてございます。 

  別表第１では、団員の階級のみ年額報酬額を「３万1,000円」から「３万6,500円」に

増額してございます。 

  別表第２では、訓練及びその他出動の区分名に「警戒」を加え、支給単位を「１回」

から「１日」に改め、災害出動支給額を「6,000円」から「8,000円」に増額し、適用文

面を削除し、新たに備考を追加してございます。備考１では、災害従事時間が７時間45

分を超えた場合は、100分の130を乗じて得た額とする。ただし、零時を超えた場合は２
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日分を報酬額とします。備考２では、災害出動で零時を超えた場合、従事時間が７時間

45分未満は１日分とする。ただし、零時前に別事案の災害出動に従事していた場合、従

事時間に関係なく２日分の報酬とします。備考３では、その他出動で１日の用務が３時

間未満の場合の出動報酬は、100分の70を乗じて得た額とします。備考４では、同日に

別区分で２以上の用務に出動した場合は、それぞれの出動区分に従い報酬額を支給いた

します。 

  なお、附則として、施行期日を令和４年４月１日からとするものであり、経過措置と

いたしまして、この条例の施行の日前に従事した公務に係る報酬及び費用弁償の支給に

ついては、この条例による改正後の別表第１及び別表第２の規定にかかわらず、なお従

前の例によるものであります。 

  以上、議案第10号上士幌町消防団条例の一部を改正する条例の制定について、その提

案理由と内容についてご説明をさせていただきました。ご審議いただき、ご可決くださ

いますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第10号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、議案第10号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第10号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 

  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０１分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時１２分） 

 ────────────────────────────────────── 
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◎議案第１１号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第17、議案第11号第６期上士幌町総合計画についてを議題

といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  佐藤企画財政課長。 

○佐藤泰将企画財政課長 ただいま上程されました議案第11号第６期上士幌町総合計画に

ついて、その提案理由及び内容についてご説明申し上げます。 

  前期の総合計画は、平成24年度から令和３年度において、まちづくりの第５期総合計

画として、「このまちが好きだからみんなで創ろう元気まちかみしほろ」を将来像とし

て掲げ、本町における行政運営を自主的かつ総合的に実施してまいりました。 

  この計画については、今年度をもって計画の完了年度を迎えることから、改めて今後

10年間にわたる総合計画を策定するものであります。 

  なお、本総合計画は、上士幌町議会の議決すべき事件に関する条例第２条第１項の規

定により、本町の総合的かつ計画的なまちづくりを推進するための基本構想及び基本計

画について、議会の議決を求めるものであります。 

  町は、このたびまちづくりの最上位に位置づける計画として、また、長期展望に立っ

た計画的・効率的行政運営を進めるまちづくりの指針を示し、序論、基本構想、基本計

画をもって第６期上士幌町総合計画を定めたく、提案するところであります。 

  総合計画の内容は、まちづくりの将来目標を「未来につなぐ笑顔かがやく元気まち上

士幌」として、基本目標が示す将来の姿として見据えたまちづくりを行うこととしてい

るところです。序論では、総合計画策定の趣旨、役割のほか、時代の潮流、上士幌町の

特性と主要課題等を示しております。基本構想は、１将来目標、２施策推進の考え方、

３総合戦略及び個別計画の位置づけ、４施策の体系で構成いたしました。また、基本計

画では、分野別施策により、基本目標１「活力ある産業でにぎわいのあるまちづくり」、

基本目標２「だれもが健康で活躍できるまちづくり」、基本目標３「だれにも優しく快

適なまちづくり」、基本目標４「人と自然が調和したまちづくり」、基本目標５「だれ

もが学び続けられるまちづくり」、基本目標６「支え合いとおもいやりのまちづくり」、

以上６つの基本目標で構成しており、大きく44項目の分野において中・長期的な視点を

踏まえた施策を計画に盛り込んでおります。 

  なお、施策の実施に向けた具体的な実施計画を参考資料として添付しているところで

ございます。 

  以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。ご審議の上、ご可決い
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ただきますようお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第11号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、議案第11号に対する質疑を終結いたします。 

  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11号は、会議規則第39条第１項の規定により、

第６期上士幌町総合計画等調査特別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11号は、第６期上士幌町総合計画等調査特別委員会に付託することに

決定いたしました。 

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

◎議案第１２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第18、議案第12号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。 

  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12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得ることとなっております。 

  このたび、上士幌町企業滞在型交流施設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、株式会社スパイスボックスであります。 

  ２、管理を行わせる施設の名称は、上士幌町企業滞在型交流施設になります。所在地

は、河東郡上士幌町字上士幌東３線229番地の３と73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14年３月31日までです。 

  ４、管理業務の範囲は、（１）町外の企業や個人などが快適に宿泊・滞在できる環境

を整える業務のほか、（７）まで記載の業務であります。 
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  続きまして、お手元の資料、「議案第12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４年１月７日に開催されました第３回指定管理者選定委員会において、企業滞在

型交流施設の整備において、設計、建築、管理運営を一体となって担うコンソーシアム

をプロポーザル方式により選定し、協定を結び、管理運営を行う事業者として株式会社

スパイスボックスを位置づけていることから、公募によらず、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、１月７日に株式会社スパイスボックスに対し指

定管理者募集要項を送付し、２月１日に申込書類を受理、２月８日に開催された第４回

指定管理者選定委員会において事業計画、収支計画書等を審査した結果、株式会社スパ

イスボックス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、株式会社スパイスボックスから提出された申込書類より抜粋した

ものであります。詳細な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ページ目以降には事業計画が記載されております。 

  飛んで８ページ目には、施設の管理運営業務に要する経費の収支が記載されており、

利用料等収入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12号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） 委員会でもちょっと質問したんですけれども、この収支事業計

画のところで修繕費のところ変わっていないんですけれども、どういう話合いがなされ

たかというのをちょっとお聞きしたいんですけれども。 

○議長（杉山幸昭議長） 梶ＩＣＴ推進室長。 

○梶  達企画財政課ＩＣＴ推進室長 こちらにつきましては、当初選定委員会に当たっ

て、株式会社スパイスボックスより提示された収支計画をそのまま添付しているものに

なりますので、その後、議会委員会のほうで中村議員より指摘がございました。今後、

委員会のほうで協定書の案を協議させていただきますが、その際には、その後に指定管

理候補者のほうとも話合いを進めておりますので、そこを踏まえた上で、協定書に反映

させたもので再度ご協議させていただきたいと思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（「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12号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第12号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第19、議案第13号権利放棄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。 

  渡部建設課長。 

○渡部 洋建設課長 ただいま上程されました議案第13号権利放棄について、その提案理

由と内容についてご説明申し上げます。 

  このたびの権利放棄につきましては、平成14年４月から９月及び令和２年５月から６

月の水道使用料の未納額について、権利放棄の議決をいただき不納欠損の処分をするも

のでございます。 

  不納欠損処分につきましては、時効による債権の消滅または権利放棄等により徴収不

能となった債権の徴収事務を終了させる決算上の処分であります。 

  水道使用料につきましては、平成15年の裁判所の判決において私法上の債権とされた

ことにより民法が適用され、同法の定めによる消滅時効が完成されなければ債権債務関

係が永久に残ることとなります。 

  本件につきましては、消滅時効が完成していないため、徴収事務の終了には債権放棄

の議決を得て債権を放棄する必要があることから、地方自治法第96条第１項第10号の規

定により議会の議決を求めるものであります。 

  権利放棄の内容ですが、権利の内容は水道使用料、使用年月は、議案の次のページに

記載のとおり、平成14年４月から９月及び令和２年５月から６月まで、金額５万4,806

円、債務者住所・氏名につきましては、議案の次のページに記載のとおりであります。 

  放棄の理由につきましては、債務者の所在不明により回収不能な債権、債務者死亡及

び相続人不存在により回収不能な債権を放棄するものであります。 
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  放棄の理由及び金額等の内訳につきましては、債務者の所在不明を事由とするものが

１名４件、金額３万2,350円、債務者死亡及び相続人不存在を事由とするものが２名３

件、金額２万2,456円であります。 

  以上、議案第13号権利放棄について、その提案理由と内容についてご説明させていた

だきました。ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第13号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、議案第13号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第13号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１４号から議案第１９号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第20、議案第14号令和４年度上士幌町一般会計予算、日程

第21、議案第15号令和４年度上士幌町国民健康保険特別会計予算、日程第22、議案第16

号令和４年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算、日程第23、議案第17号令和４年度

上士幌町介護保険特別会計予算、日程第24、議案第18号令和４年度上士幌町水道事業特

別会計予算、日程第25、議案第19号令和４年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算、

６件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  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14号から19号までの令和４年度一般会

計並びに各特別会計予算の内容を申し上げます。 

  初めに、予算編成方針の要点であります。 

  国は、令和４年度地方財政対策において、地方の安定的な財政運営に必要となる地方

の一般財源総額について、交付団体べースで前年度を約200億円上回る約62兆円を確保
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することとしており、また、地方交付税総額については、前年度比約3.5％、約6,153億

円の増としております。 

  本町においては、令和３年度の普通交付税の額が、前年度比7.4％、2億696万7,000円

増の30億299万8,000円となったところであります。令和４年度についても、普通交付税

措置のある過疎対策事業債など、過去に借り入れた起債の元利償還金の増などにより、

前年度の交付金額を若干上回ることが予想されます。 

  このような中、令和４年度は、まちづくりの基本となる「第６期上士幌町総合計画」

がスタートする年度であり、6つの基本目標を柱とした持続可能なまちづくりの実現に

向けた施策を推進するとともに、新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、脱炭素社会

の実現やデジタル化の推進など、新たな行政課題に積極的に取り組むことを方針とした

ところであります。 

  それでは、令和４年度各会計予算編成の概要についてご説明申し上げます。 

  令和４年度の予算規模は、一般会計及び５特別会計で総額106億9,326万円となってお

ります。 

  なお、令和３年度については骨格予算編成であったため、肉づけ後の前年度予算と比

較しますと、３億5,875万円、3.5％の増額となっております。 

  一般会計につきましては、86億6,029万5,000円、前年度比２億9,644万4,000円、3.5％

の増額であります。 

  歳入のうち町税につきましては、８億2,928万8,000円、前年度比5,829万3,000円、

7.6％の増額であります。 

  地方交付税につきましては、普通交付税と特別交付税の総額で30億8,189万7,000円、

前年度比4,224万4,000円、1.4％の増額であります。 

  寄附金につきましては、主にふるさと納税寄附金として14億100万2,000円、前年度比

9,610万円、6.4％の減額であります。 

  繰入金につきましては、９億5,298万1,000円、前年度比１億4,322万5,000円、17.7％

の増額であります。このうち主なものは、財政調整基金からの繰入れ５億4,700万4,000

円、ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金から１億8,612万1,000円、ふるさと納税・

生涯活躍いきがい基金から7,788万3,000円であります。 

  町債につきましては、７億2,113万7,000円、前年度比8,905万6,000円、14.1％の増額

であります。このうち臨時財政対策債については、国が令和４年度に臨財債の大幅な発

行抑制を見込んでいることから、前年度比１億4,454万4,000円、76.0％減の4,573万

7,000円としております。 
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  歳出につきましては、新規事業として、ヒト・モノＭａａＳ推進事業、自治体ＤＸ推

進事業、環境基本計画策定事業、特別養護老人ホーム設備改修費助成事業、圃場進入路

整備支援事業などを計上しております。 

  継続事業といたしましては、ふるさと納税推進事業や生涯活躍のまち上士幌創生包括

プロジェクト事業、地域包括ケアシステムの充実に向けた各種事業、基幹産業である農

業の基盤整備をはじめとする地域産業の活性化対策、新型コロナ感染症対策、交流・移

住・定住促進対策、地域医療振興対策事業などを計上しております。 

  次に、国民健康保険特別会計につきましては、７億5,205万6,000円の予算規模で、前

年度比4,409万3,000円、6.2％の増額であります。保険給付費のほか、国民健康保険事

業費納付金などの経費を計上しております。 

  次に、後期高齢者医療特別会計につきましては、１億1,146万2,000円の予算規模で、

前年度比462万8,000円、4.3％の増額であります。後期高齢者医療広域連合納付金が主

な経費であります。 

  次に、介護保険特別会計につきましては、６億4,939万7,000円の予算規模で、前年度

比1,374万8,000円、2.2％の増額であります。介護サービス給付費事業や特定入所者介

護サービス費事業、居宅介護サービス計画給付費事業などを計上しております。 

  次に、水道事業特別会計につきましては、２億3,988万5,000円の予算規模で、前年度

比258万7,000円、1.1％の減額であります。簡易水道施設改良に係る経費などを計上し

ております。 

  次に、公共下水道事業特別会計につきましては、２億8,016万5,000円の予算規模で、

前年度比242万4,000円、0.9％の増額であります。下水道施設整備に係る経費などを計

上しております。 

  以上、令和４年度一般会計並びに５特別会計の予算編成内容を申し上げました。 

  詳細は、別途配付の当初予算資料のとおりでありますので、説明は省略させていただ

きます。ご審議の上、ご可決くださ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、これより質疑を行いますが、令

和４年度各会計予算の６件は、一括して予算審査特別委員会を設置し、これに付託して

審査したいと思いますので、各会計の予算案に対する質疑は大綱的な質疑にとどめ、詳

細な質疑は予算審査特別委員会において行うようご協力をお願いいたします。 

  質疑ございますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上をもって質疑を終結いたします。 
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  ここでお諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案第14号から議案第19号までの令和４年度各会計予

算の６件は、議長を除く議員全員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これ

に６件を一括して付託して審査することにしたいと思いますが、これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第14号から議案第19号までの令和４年度各会計予算の６件は、議長を除

く議員全員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに６件を一括して付託

し審査することに決定いたしました。 

  ただいま設置されました予算審査特別委員会の委員長及び副委員長は、委員会条例第

８条第３項の規定により、委員会において互選することになっておりますが、議会運用

例第113条の１の規定により、あらかじめ議会運営委員会において協議いたしました。 

  ここでお諮りいたします。 

  この際、予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選の方法は、議長の指名推選

によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、予算審査特別委員会の委員長及び副委員長は、議長において指名することに

決定いたしました。 

  それでは、指名いたします。予算審査特別委員会の委員長に10番、馬場敏美議員を、

副委員長に９番、斉藤明宏議員を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  予算審査特別委員会の委員長に10番、馬場敏美議員を、副委員長に９番、斉藤明宏議

員を選任することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、予算審査特別委員会の委員長に10番、馬場敏美議員を、副委員長に９番、斉

藤明宏議員を選任することに決定いたしました。 

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

◎諮問第１号の上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第26、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦についてを議
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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。 

  竹中町長。 

○竹中 貢町長 ただいま上程されました諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について、

その提案理由を申し上げます。 

  人権擁護委員は、住民の基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及、高暢を図ること

を使命としております。 

  人権擁護委員の２名中、宗像静香氏が令和４年３月31日をもって任期満了となるため、

引き続き人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により、議会の意見を求めるものであります。 

  候補者の住所、河東郡上士幌町字上士幌東３線234番地、氏名、宗像静香、生年月日、

昭和29年１月31日。 

  以上、諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について、その提案理由を申し上げまし

た。ご審議を賜り、ご意見をいただきますようよろしくお願い申し上げます。 

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

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

す。 

  これより直ちに諮問第１号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は、原案について適任であるとすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、諮問第１号は原案について適任であるとすることに決定いたしました。 

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

◎散会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で本日の議事日程は全て終了いたしましたので、本日の会

議を終わります。 

  明日からは休会とし、本会議の再開は３月16日水曜日午前10時でありますので、ご承

知願います。 

  本日はこれにて散会といたします。 

（午後 ２時４３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、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、３月２日午後２時49分より、委員会室において、議会運営委員全

員の出席をいただき、説明員に副町長の出席を求めて委員会を開催し、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については、既にお手元に配

付のとおり決定いたしましたので、ご報告を申し上げます。 

  以上で、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

○議長（杉山幸昭議長） ここで暫時休憩いたします。 

（午前１０時０１分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時０１分） 

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

◎一般質問 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、一般質問を行います。 

  一般質問は、６名の議員から、お手元に配付のとおり通告を受けております。 

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

いたします。 

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

◇ 小 椋 茂 明 議員 

○議長（杉山幸昭議長） それでは、順次発言を許します。 

  ６番、小椋茂明議員。 
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○６番（小椋茂明議員） 私のほうからは、町職員における副業制度の導入について質問

させていただきます。 

  地方公務員が、報酬を得て業務外活動を行う際には、地方公務員法（第38条）に関連

する規定にのっとり、実施、許可がなされてきました。 

  こうした状況の中、兵庫県神戸市は、2017年４月に全国で初めて、職員が報酬を得て

行う業務外活動を応援するための副業・兼業の許可要件を定めました。同年９月には、

これを参考に、奈良県生駒市でも制度の運用を始めました。翌2018年10月、宮崎県新富

町は、さきの２自治体の制度を参考に、公共性の高い活動に加え、農作業など町内の産

業に従事することも認める地域貢献型の活動を強く意識した制度の運用を始めました。 

  北海道内でも、2019年11月に道南の鹿部町が、導入済みの自治体を参考にしながら、

さらに町の活性化にもつながる活動として、水産加工業やホタテ・コンブ漁の手伝いも

視野に入れた制度を導入しています。 

  最近の例としては、昨年10月に青森県弘前市が、市内のリンゴ生産に限定する形で、

独自に副業の要領を策定し、32人の市職員が24のリンゴ農家へ副業に出向いたとの記事

の掲載がありました。 

  当町の基盤産業でもある農業も、収穫期の人的不足やアルバイトの高齢化が年々大き

な問題になってくると思います。基盤産業貢献や職員のスキルアップにつながると思い

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 町職員における副業制度の導入について、小椋議員のご質問にお答えい

たします。 

  地方公務員には、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行

に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない、いわゆる職務専念義務の

規定がございます。 

  職員の副業につきましては、地方公務員法第38条において、職員の営利企業への従事

等を制限しつつ、任命権者の許可があれば、一定の条件の下で営利企業に従事できると

されております。許可が必要とされる場合とは、１、営利企業等の役員になること（報

酬の有無は問わない）、２、自ら営利企業を行うこと、３、報酬を得て従事すること

（業種は問わない）の３点であります。 

  このように、一定の条件で副業の道は開かれておりますが、職員の職務への専念義務

や公正な職務遂行、守秘義務、信用確保等が損なわれない対応が求められており、本町

においては、職責の遂行に支障を及ぼさないこと、職務の公正な遂行に支障を及ぼさな
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いこと、公務員としての信用を傷つけるものではないことの３つの基準を満たす場合に

は許可を行ってきており、現在でも、消防団員活動や地域おこし協力隊の起業に向けた

業務などに許可をしてきております。 

  また、国の働き方改革においても、地域社会のコーディネーターとしての役割を推進

することを目的に、柔軟な働き方がしやすい環境整備として、副業や兼業を推進してい

る状況にあります。 

  議員ご指摘のとおり、職員が地域活動に参加し、活躍の機会を得ることは、職員自身

の資質の形成に資するとともに、職員が持つ知識やスキルを様々な場で提供することが

可能となると考えております。このことから、有償ボランティアや公益性が認められる

場合、また、今日的には働き方改革の観点からの要請もあり、総合的にスキルアップや

地域貢献という点を踏まえて対応してまいります。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 最初の質問で、全国で初めて要件を定めた神戸市や奈良県生駒

市、これは人口12万ぐらいの市なんですけれども、この活動実績を見てみますと、どち

らかというと少年団や部活動の有償のコーチとか、ＮＰＯ法人の活動がほとんどで、私

が求めているような実例はないような感じで、ちょっと意味合いが違う例かなと思って

見ております。 

  そこで、３番目にお話しした宮崎県新富町、ここは本町の産業の発展に寄与する活動

というのを加える、狙いとしてはそっちのほうに少しシフトしたようなことで導入した

というふうに捉えています。 

  さらに、道内の例として出しました道南の鹿部町、これは人口3,700人ぐらいの町で

ありまして、日本ハムファイターズの伊藤大海投手の出身地ということで、一部有名な

ところでもあるんですけれども、産業の中でも、さらに具体的なものを加えて、先ほど

話しました漁業関係、この辺を具体的に踏み込んで始めたということで、この鹿部町は、

本町と同じく消防団の活動も既に許可されていまして、それにのっとって消防団に入っ

た20代の職員が、さらに新しい制度を活用して、漁業のほうの副業も名乗り出たという

ことで、すごく意欲のある職員がいるところでありまして、職員のコメントとしては、

現場を知り、産業振興に役立てたいとコメントしているとありました。 

  今回質問するに当たっては、提案したけれどもやる人がいないということでは提案も

無駄になってしまうので、役場青年部さんの団体の方にちょっとこういう提案を考えて

いるんだけれども、もし提案したとしたらどうだろうねということで聞いてほしいんだ

とお願いをして聞いてもらったんですけれども、後日確認してみますと、全員とは言い
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ませんけれども、大方の職員はぜひこれを活用してみたいということも言っていたとい

うことも確認をしたところでありました。 

  この辺の声を聞いた上でのお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 副業に対してのこれまでの常識というか、僕らもそれから周りも含めて、

公務員が副業で所得を得るということについては、かなりこれは否定的な、どちらかと

いうとそういう視点で捉えていたということがあるかと思います。一応、法律上はでき

るというふうになっていますけれども、それは極めてマイナス要素で捉えていたところ

があるだろうと、そんなふうに思っております。 

  ただ、今この時代、ここでは国というふうに書いていますけれども、民間のほうでも

かなり副業を認めると。スキルアップして、それぞれまた新たな進路でいくという場合

もありますし、会社にとっても場合によっては、それがスキルアップして戻ってくると

いうふうなことで、流れが随分、大きな流れが変わってきたと、そんなふうに思ってお

ります。 

  そんな中で、本町としても、消防団だとか、あるいは地域おこし協力隊、一応役場の

職員でありますけれども、自分がここで起業するためには、そういった準備期間も設け

て、それなりに仕事することもオーケーだよと、こんなふうに認めさせていただいてい

ますから、そういった中でも今お話あったように、ここでいうと農業に従事するだとか、

そういったところは、私はとても今までは意識の中になかった分野だと、そんなふうに

考えております。 

  公共性という意味では、先ほど神戸市の事例がありましたけれども、有償ボランティ

アのような形でも制度として認めているということでありますから、もっと踏み込んだ

形ということでありますけれども、これはうちの職員組合の青年部のほうの意見交換も

されたということで、しかも僕らとしては勤務に支障がないだとか、幾つか条件ありま

すからね。そこのところはしっかり守ってもらわなきゃならない。仕事をしたはいいけ

れども、次の日、それで仕事を休んでしまわなきゃ駄目だとか、こういったところのい

わゆる労働過多だとか、そこが主になっても困るなというふうな気がしますけれども、

一定の条件の下でいろいろと働くということについては、これはむしろ、特に今、畑作

なんかであれば、長期間ではなくて本当に短期間に人材が欲しいと。しかし、その人材

を得るというのは非常に難しい状況になっているというようなことで、そういった農業

実態を知ったり、あるいはそういったところに貢献できるという、そういう職員の意識

もそこにあるとすれば、それは十分検討のできる余地があるだろうと。聞き取りをしな
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がらですね。 

  一定、もう申込用紙なんかもありますから、それを出していただく。それは雇用主と

いいますか、ぜひ手が欲しいというような人等の声も出てこなければなりませんから、

そういうマッチングなんかもするような、そういう仕組みなんかもできればいいなとい

うふうに思っていますし、それから雇用する、人手が欲しいというところの声も、今ま

では多分無理だという前提にいましたから、話としてもなかっただろうと思いますけれ

ども、こういった機会を通してもっと緩和をする、そして志のある者がいるとすれば、

それは許される範囲の中でどうぞ手伝ってもらうということは十分考えられることだな

と、そんなふうな今、思いでおります。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） まさにおっしゃったとおりだなという現状だと思うんですけれ

ども、最初の質問で最後に最近の例としてお話ししました青森県弘前市の話なんですけ

れども、リンゴ農園の話ですね。リンゴがあるんだったらほかにもあるのかなと思って、

さらに調べてみると、みかんで有名な和歌山県有田市も同様の制度を導入して、しかも

職員がユーチューブに上げていて、その動画も見られるというふうなところまで取り組

んでいる例も確認したところです。 

  弘前市の実際に副業に参加した職員の声として、例えば観光担当の職員が行った際に

は、今後の観光ＰＲをする際にも、それまでの苦労やストーリー、そういうことを説明

することができて、本業の活動にも幅が広がったという声も出ておりますし、またほか

の課の職員の方も、地元の特産品がどのようにつくられ、どのように大変なのかが分か

ることによって、住民との会話に厚みが増したというコメントをしているところです。 

  私も基幹産業の学ぶ機会としては大変いいことだなと思っておりますし、その声を聞

いて、本当にそうなんだなということを改めて実感したところです。 

  現在も消防団活動を認めているということですけれども、先ほど町長言ったように、

そこまでしかないのかなというのが何となくぼんやりとした感覚でいて、もちろん農家

のほうもそんなのできないだろうなということで、提案することもなかったということ

はありますけれども、その辺ができるようにする道筋としては、ほかの町村も取り組ん

でいるように、内部規定を新たにつくって、きちんと積極的に推進する形も必要かと思

いますけれども、その辺の考え方についてお伺いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今の状況の中でも十分対応できると、そんなふうに思っております。 

  その規定、ほかの事例もそれは参考にさせてもらって、それがどんなふうに作用する
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のかと。それがないがためにハードルがあってできなかったというようなことなのか。

たまたま、今までそういったことができないという前提で考えているということがある

とすれば、こういったやり取りの中で職員のほうにも周知をして、門戸はもっと広がっ

てきていますよということ、それから注意しなければならないことはこういうことがあ

りますよということですから、職員と、農家さんであれば農家さんのそこの若者同士が

話をしたりしながら、じゃ、ちょっと手伝ってもらいたいよというようなことであれば、

十分そんなようなことも道は開けてくるというようなメッセージを、まずは庁舎内の中

で発信することができるだろうなと、そう思います。 

  様式があればどうかというのは、多分そんなに今の様式も難しい様式にはなっていな

いはずだと思います。ただ、むしろそういった働くこと自体が無理だという前提にあっ

ただろうと思いますから、そこのところの今までの常識をちょっと変えてもらうと。意

識を変えてもらうと。あるいは、様々な可能性があるよというような認識を改めてもら

えれば、それで十分いけるのではないのかなと、そんなふうにも思っていますけれども、

その辺は様子を見ながら、何か規約だとか、約束事とかがあったほうがいいよというこ

とであれば、それはそれとして考えさせていただきたいなと、そんなふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 私も過去に１日だけなんですけれども、ナガイモの収穫という

のを体験しまして、かなり機械化は進んでいるという中でも、結構体力を使う作業だな

ということを実感しております。収穫のメンバー、アルバイトの方は、中には70代の方、

何人かもいて、これを１週間から10日かけて行っているということでしたので、大変だ

ろうなということを実感しております。 

  当然、その方々がいつまでもできるということはもちろんないでしょうから、いつか

はできなくなるということも想定されますし、また聞くところによると、派遣を問い合

わせても、大体同じ時期に皆さんやるので、もうとても嘆願しても回してもらえない状

況だというのは、うかがえると。これは、もちろん当町だけの問題ではなくて、管内と

か全道的にも同じ時期にやるわけですから、かなり広い範囲で同じ状態のことが言えて

いるのでないかなと思っております。 

  そういったことが知らないとか、できないものだと思っているというのも、ほかの町

村も同じような状況かと思うんですけれども、現に今、定例会、各地で行われています

けれども、浦幌町の今回の定例会で全く同じ質問が出たわけですね。その質問に対して

は、町長の答弁としては、管内のほかの町村の動向を見ながら考えていきたいと。前向

きであるけれども、ちょっとほかの町の状況も知りたいというお声だと思います。質問
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された議員の方にちょっと連絡を取りまして、どんな状況でしたかということで、手応

えはいいけれども、やっぱりどこかがあればもっと進むかなという感じで答弁いただい

たということで、ぜひ上士幌町さんでもやるのであれば、お願いしたいというようなお

声をいただいたところです。 

  当町からも管内初として堂々としっかりと声を上げて、他町村の導入のきっかけづく

りに見本を示すということで、強くＰＲしたほうがいいのではないかなと思っているん

ですけれども、その辺のお考え方をお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 ＰＲするかどうかというのは、考えるところはあると思いますけれども、

いずれにしても町としては、そういった働き方は十分、これからの一つのスタイルとし

て当たり前になっていくというふうには、今押さえております。 

  ただ、どうしても本籍地というのは役場の職員でありますから、ほかの同僚に迷惑を

かけて、休暇を取って、ずっとこれ仕事するなんて、こういったことが基本的にはあっ

てはならないことだというふうに思いますから、やっぱり制約はどうしても出てくるだ

ろうと思うんですよね。それは周りの了解も含めてですね。当面は土日だとか、そうい

ったところが中心になっていくのではないだろうかなというふうに思いますけれども、

場合によっては、本当に今どうしてもといったときには、職場の中の理解を得たりしな

がら、そういう道を開けていくということは十分可能性があると、そんなふうに思いま

す。 

  別にこの話だけで別に制約されている話でないですから、基本的にはもう副業という

のは、この町では推進されているというような認識でいてもらって結構だろうと、そん

なふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） この件が、若手町職員のスキルアップと地域貢献として、基盤

産業のさらなる促進につなが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。 

  ここで暫時休憩といたします。 

（午前１０時２１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２２分） 

 ────────────────────────────────────── 
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◇ 江波戸   明 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 5,000人の町だからできる、高齢者がほっこりできるまちづ

くりについて質問したいと思います。 

  地方自治法では、地方自治の本旨に基づき、地方公共団体における民主的にして能率

的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障するものとしていま

す。それらの取組は、全国の1,718市町村の各自治体が多様なまちづくりの選択を持ち、

日常的に住民の声を聴きながら、行政推進と改善を前提に、議会と調整を図りながら効

率的な行政運営を進めているものと思います。 

  しかし、地方自治体には、少子高齢化、異常災害、人口減少など、自治体の根本を揺

るがす課題が多く見受けられています。国は、新地方創生の推進という方針の下、地方

自治体間の独自性と提案を前提に財政支援を創設し、今後の地方自治体の創生の在り方

に対処しています。 

  これらの課題に対する自治体は、その捉え方と取組には、自治体の大枠の方針や計画

を踏まえ、個別分野ごとにも自治体と住民の相互の理解が必要なことは言うまでもあり

ません。 

  今日までのスマートタウンの取組は、エネルギーや交通インフラといった個別分野の

効率化、いわゆるＩＴ化を目指した入り口への対応を行っているところと思います。 

  今後においては、いわゆるスーパーシティ法による規制改革を見据え、暮らしに直結

する複数の分野でデジタル化を進め、地方が抱える社会的地域課題の解決を図ることは、

どの自治体においても基本的なまちづくりの流れであります。 

  その中でも各自治体においては、町民要望の視点と、それを支える財政基盤が身の丈

に合った範囲で地域ＤＸを目指そうという到着目標点を持ち、推進されるものと認識し

ています。 

  その上で、さらに基本原則となるのが住民参加型であり、住民が理想とするコミュニ

ティを創造し、行政やサービス提供側からの一方的な行動ではなく、住民合意の下、多

様性や包括性に対応できるまちづくりを実践していくことです。 

  特に本町は、新たな上士幌町総合計画案では、人口5,000人規模と基幹産業等の振興

と地域福祉を核としたまちづくりを維持していく方針を示しています。その意味では、

私たちはこの町の人口の推移に重ね、年齢別構造と安定した町財政の変移を常に意識し

ていかねばなりません。 

  その中の課題の一つである令和２年国勢調査の外国人を含む65歳以上、いわゆる高齢



－72－ 

者層は35.4％になり、さらに2025年には団塊の世代が後期高齢者を迎える高齢化社会を

見据え、この町における高齢者世代に必要な生活環境の取組が急務と思います。 

  この取組の実行が、魅力あるほっこりするまちづくりを目指す出発点の一つと思いま

す。町の目玉事業として位置づけを行っている移住、定住、二地域居住政策においても、

高齢者がほっこり感を感じるまちづくりは、希望者においても自治体の選択の魅力にな

ります。 

  次に、５項目の基本の質問及び参考として身近な取組の例示を付してありますので、

高齢者がほっこりするまちづくりに係る町長の基本的な考え方を伺います。 

  １、高齢者が参画し、ＳＤＧｓの課題と在り方を企画し、町の取組を評価するプロジ

ェクトの制度化について。 

  ２、高齢者の医療・福祉と健康の充実による安心なまちづくりについて。 

  参考事例、安定した医師の確保と行政の役割、介護施設の介護従事者の安定と充実の

行政の役割、公衆浴場の利用率の向上と利用料金。 

  ３、高齢者が優しさと満足を感じる公共施設等について。 

  参考事例、商店街に休憩施設を備えた公衆トイレの整備、身近な地域サロンの整備、

町民の申請等に係る事務の役場窓口１か所処理機能の整備。 

  ４、高齢者の足を守る交通体系の在り方について。 

  参考事例、主要な停留所に風雨対策ドーム型等の待合所の整備、路線バスの町内限定

乗り降りに係る無料利用制度。 

  ５、高齢者の生涯学習の新たな場づくりについて。 

  参考事例、町史の編さん等への参画、経験の中の「もったいない」の発表の場づくり。 

  ６、地域に住み続ける環境の課題について。 

  参考事例、安心する除雪体制、移動の少ないごみ出し、独居老人住宅の見守り、高齢

者も集える公園。 

  以上であります。よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 5,000人の町だからできる、高齢者がほっこりできるまちづくりについ

て、江波戸議員のご質問にお答えいたします。 

  １点目の高齢者の参画によるＳＤＧｓの課題と在り方の企画と、町の取組を評価する

プロジェクトの制度化についてであります。 

  本町におけるＳＤＧｓの推進につきましては、持続可能なまちづくりのため、今年度、

国のＳＤＧｓ未来都市及び自治体ＳＤＧｓモデル事業を受けながら、積極的に取組を進
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めているところであります。町の各施策にＳＤＧｓの視点を取り入れ、さらに取組を深

化させることで、まちの価値を高めていくことを目指しております。 

  ＳＤＧｓを進めるに当たり、高齢者に限らず、様々な世代の町民の皆様や学校、事業

所など、オールかみしほろで取り組んでいくことが大変重要であると認識しております。 

  また、第６期総合計画においては、ＳＤＧｓとの一体的な推進のための各施策と17の

ゴールとの関連性を示しており、それぞれの施策の事業評価過程において、ＳＤＧｓの

進捗状況等も見えてくるものと考えております。人生経験豊かな高齢者には、大きく関

わっていただきたい目標やターゲットがあると思いますので、必要に応じ、出前講座や

勉強会、交流会等で理解を深めていただき、自らがＳＤＧｓ推進の主体者としての役割

を期待したいと考えております。 

  ２点目の高齢者の医療・福祉と健康の充実による安心なまちづくりについてでありま

す。 

  参考事例にあります安定した医師の確保と行政の役割につきましては、町民が身近な

ところで安心して医療を受けられるためにも、医師の確保対策は大変重要であると認識

しております。 

  地域医療振興対策事業においては、常勤医師確保対策や医療施設等支援対策、コロナ

禍のような緊急事態における支援のほか、今年度より町は、有床診療所である上士幌ク

リニックへ、土日の宿直医師の確保対策、一次救急の医療機能など、地域医療・介護サ

ービスの安定的、継続的な運営に向けた新たな支援を行っているところであります。 

  今後も、医療機関との連携を図りつつ、安定した地域医療の維持、充実に必要な支援

を行ってまいります。 

  次に、介護施設の介護従事者の安定と充実の行政の役割につきましては、高齢者が住

み慣れた地域で、自分の能力に応じ、自立した生活を送るためには、介護サービスの提

供体制の維持、充実が欠かせず、これを維持することは行政の役割であると認識してお

ります。 

  町といたしましては、これまでも事業所と連携し、新規雇用者の確保対策やＩＣＴの

活用による職場環境改善等に取り組んでまいりましたが、依然として介護サービス事業

所においては、慢性的に介護従事者の不足が続いていることから、来年度においては介

護職員初任者研修の継続とともに、新たに道外の移住フェアへ行って、各事業所と共に

参加し、直接情報発信の場を設けるなど、今後も多様な形態で介護従事者の確保対策や

介護サービスの充実のための支援を行ってまいります。 

  次に、公衆浴場の利用率の向上と利用料金についてでありますが、ふれあいプラザの
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浴場は、コロナ禍においても、令和２年度には５万3,000人の方々のご利用があり、こ

れまで24年間にわたり多くの町民の皆様に、公衆衛生上の浴場の提供のみならず、サウ

ナや温泉というアメニティ（快適性）に配慮した町営温泉浴場としてご利用いただいて

おります。 

  入浴料金についてでありますが、条例上の380円は、他地域における公衆浴場や温泉

浴場より安い設定としており、さらに現在は、公衆衛生と福祉の視点から、利用料金を

大人の方300円と低料金に抑えているとともに、70歳以上の高齢者の方々は１か月10回

まで100円で利用できる特例制度を適用しております。 

  そのような背景もあって、収支の状況は大幅な支出過多となっており、令和２年度の

収支については、経常的支出3,559万円に対し、収入は1,914万円で、1,645万円のマイナ

ス決算となっております。特に直近の燃料費の高騰は、さらに財政上の負担が増すもの

と想定しており、このように厳しい状況にありますが、当面、現状のサービスを継続し

てまいりたいと考えております。 

  ３点目の高齢者が優しさと満足を感じる公共施設等についてであります。 

  参考例示にあります商店街に休憩施設を備えた公衆トイレの整備につきましては、商

店街近代化事業が実施された際に、トイレを含むポケットパークの整備が検討されまし

たが、設置場所の確保が困難との結論から取りやめになった経過があります。 

  この間、商店街周辺には、交通ターミナルや生涯学習センター、道の駅などが建設さ

れ、休憩機能を備えた最新のトイレを整備しており、道の駅につきましては24時間開放、

ほかの施設も夜一定の時間まで開放してきております。 

  このように、商店街周辺には自由に使えるトイレが点在しておりますので、上記の施

設以外のトイレも含めて、トイレマップなどインフォメーションの工夫により周知を図

ってまいります。 

  次に、身近な地域サロンの整備についてですが、現在、社会福祉協議会が進めるサロ

ン活動支援により、既存サロンへの支援を行うとともに、小地域ネットワーク活動とし

て地域活動への支援などが行われております。 

  また、町といたしましても、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

事業として、社会福祉協議会と生涯活躍のまちかみしほろに生活支援コーディネーター

を配置し、地域での住民同士のつながりを大事にする取組を進めており、今後も高齢者

の方々が集い活動する場の支援を進めてまいります。 

  次に、町民申請等に係る事務の役場窓口１か所処理機能の整備についてです。 

  町民課の総合窓口におきましては、既にワンストップ化を導入しており、転入や転出、
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お悔やみなどの手続の際に、１か所で用件が済むように、関係課が連携を密にした対応

を心がけております。 

  ４点目の高齢者の足を守る交通体系の在り方についてであります。 

  参考例示にあります主要な停留所に風雨対策ドーム型等の待合所整備についてであり

ますが、本町では令和５年度から市街地循環コミュニティバスの本格稼働を予定してお

ります。 

  このバスは、町民の利便性向上を図るため、自由乗降区間を設けることとしており、

極力待合の時間がないように配慮してまいります。また、利用者のニーズに合わせたル

ート変更を適宜、柔軟的に対応することとしており、停留所の在り方につきましては、

当面コミュニティバスの運行状況を見ながら、今後検討してまいります。 

  次に、路線バスの町内限定乗り降りに係る無料利用制度についてであります。 

  町民の利便性向上の観点から、路線バス業者とも十分検討が可能と考えられますので、

コミュニティバスの運行状況と併せて、路線バス業者との協議を進めてまいります。 

  ５点目の高齢者の生涯学習の新たな場づくりについてであります。 

  参考例示にあります町史編さん等への参画につきましては、今後、開町100周年に合

わせて作業を進めてまいります。 

  まずは、高齢者からの聞き取りなど、町史を振り返る基礎的な資料の収集と整理は必

要と考えております。そのため、令和４年度から専門的な人材配置を行い、作業を進め

てまいりますが、その中で、ぜひ高齢者の方々のご協力を賜りたいと考えております。 

  次に、議員ご提案の「もったいない」の発表の場づくりにつきましては、現在、本町

が進めておりますＳＤＧｓの目標「つくる責任、つかう責任」の観点からも重要である

と考えております。 

  日頃から、町民自らが物を大切にし、食べ物を粗末にしない「もったいない」の精神

を実践することが必要であるとともに、町の貴重な財産である高齢者の持つ生活の知恵

や経験を次の世代に伝えていくことも重要と考えております。 

  さらに、高齢者自らが生きがいや目標を見つけて、主体的に活動できる場づくりも重

要であると考えておりますので、郷土の歴史や自分史を語り継ぐ講座や子供たちに語り

継ぐ活動など、高齢者が活躍できる場づくりをつくってまいります。 

  ６点目の地域に住み続ける環境の課題についてであります。 

  参考例示にあります、安心する除雪体制につきましては、除雪が困難とされる高齢者

等の方々が除雪事業者に依頼される費用への支援や高齢者等福祉除雪ボランティア活動

支援事業として、ボランティアの調整を行うなどの支援を行っております。 
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  また、町道の除雪につきましても、安全な通行の確保を図るため、できる限り配慮を

心がけているところであり、特に高齢者や登下校時の児童生徒を含む歩行者への配慮と

して、歩道除雪についてはできるだけ早く完了できるよう努めており、利用者からも高

い評価を得ているところでもあります。 

  今後とも、除雪が困難な高齢者等の方々にも安心していただけるよう、除雪体制の確

保に努めてまいります。 

  次に、移動の少ないごみ出しについてであります。 

  本町のごみ収集ルートにつきましては、道路幅や交差点など、収集時の安全確保を考

慮の上、できるだけ効率的なルートとなるよう、委託業者と打合せを行いながら決定し

ております。 

  ごみ収集は、共同住宅などを除き、各戸収集方式を実施しておりますが、前述の理由

により、住宅の前が収集ルートではない区域もあります。この場合でも、独居高齢者の

ごみ出し場所が著しく遠い場合などは、配慮が必要と考えておりますので、必要に応じ、

収集ルートの検討を行ってまいります。 

  なお、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現のためには、ごみの排出について、

住民や事業者など、地域社会で取り組まなければならないものと認識しており、今後、

生ごみをはじめとするごみの減量化、排出抑制、エネルギー化などについての検討を進

めてまいります。 

  次に、独居老人住宅の見守りにつきましては、本町も独居高齢者が年々増加しており、

見守りなど近隣による支え合いが不可欠となってきております。 

  このような中、高齢者が在宅においても安心して生活が継続できるように、三愛介護

サービス事業における給食サービス時の安否確認や緊急通報システムの設置を行うとと

もに、郵便局や新聞販売店など、町内事業所と見守り協定を結び、独居高齢者等に異変

があった場合の連絡体制を構築しております。 

  また、災害時要配慮者及び避難行動要支援者登録制度の活用を図りつつ、日常におい

ても民生委員児童委員の見守りが行われており、今後とも必要な支援が行き届くよう、

連携してまいります。 

  次に、高齢者も集える公園についてであります。 

  公園につきましては、健康づくりや安らぎ、癒やしのためなど、誰もが自由な時間を

過ごすことができる場であり、地域のコミュニティの拠点としても重要な役割を担う公

共の空間であると認識しております。 

  これらを踏まえ、誰もが住み続けたいと感じることができるまちづくりの一つとして、
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次年度に予定している公園整備基本構想の策定においても、しっかりと検討を重ね、誰

もが利用しやすい公園づくりに努めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） いろいろ例示に関して、予定以上にいろんな細かい部分を含

めて、いただきましたが、大綱的な部分をやっぱりきちっと議論しておかないとならな

いかなというふうに認識しながら、今、人口が全国的に減ってきていると。調査では５

年間で87万人ぐらいの減少があって、我が町については、若干、基本調査人口では、国

勢調査では増えているという部分ありますけれども、特徴的な要件がないと人口ってな

かなか増えないのかなと思っております。 

  私たちの町の課題の一つは、やはり高齢化対策をどう進めていくかということであり

ますから、自治体の方向性、これからどういうふうに進むのかと。基本的な部分はやっ

ぱり拡大から縮小への基調、そういう変化が必要ではないかなと、私は認識しておりま

す。 

  例えば、経済学の理論的には、縮小均衡という言葉があるらしいんですけれども、不

勉強で十分認識していませんけれども、経済の安定を確保しながら経済規模を縮小して

いくと。非常に難しい部分ではあるようで、できることかなと。これはきっとＳＤＧｓ

なり、ゼロカーボン、カーボンニュートラルにつながっていったり、まちづくりの僕は

根幹だと認識しておりますし、また、これから高齢者は３分の１を抱える本町において

も、経済だけは安定しながらも、規模を縮小していく方法をどう考えるかというのも、

これから行政の大きな基調だというふうに認識しております。 

  その中で、先ほどちょっとありましたやっぱり高齢者の生きがいなり、どうつくって

いくかという一つにはやっぱり、どうやって高齢者の声と知恵を感じ取れるようなまち

づくりをしていくかと。こういうことが非常に、これからの町の今回特に総合計画で、

またそういうことを含めて大きな課題としていますＳＤＧｓなり、カーボンニュートラ

ルの身近な捉え方、こんなことができる話合いの場、これはきっとまず高齢者を話合い

の場に引き出すと。本当に高齢者ってなかなか出る機会もありませんから、そういう場

で町としてかちっと聞くんじゃなくて、ソフト的にいろんな意見を聞きながら対応して

いくような時代かと思いますので、そのような場づくりについて、町長のまず考え方を

お聞きしたいなと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 高齢者が元気で長生きしてもらいたいと、これはもうまちづくりの基本
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的なところであります。それをもって生涯活躍ということが大きな柱にしているのは、

そこにあるということでありますから、そういった意味で様々な高齢者の知恵や、まち

づくりに参加するという視点では、これまでもいろんな角度で、いろんな分野で、そう

いった取組は精力的にやらせてもらっていると、そんなふうに思っております。 

  健康な人の参加、それからちょっと虚弱になっているフレイルのような状況であれば、

元気になってもらいたいというような政策だとか、一人一人をまさに取り残さないとい

う視点でのそんなまちづくりを心がけているという認識であります。 

  今、特にＳＤＧｓが出て、そこに高齢者の効用ということでありますけれども、ＳＤ

Ｇｓは、行政が具体的に成果を上げるというのは、旗は振ってはいきますけれども、そ

れを実行するのは住民一人一人ということでありますから、高齢者は高齢者としての得

意な分野でそれに参加してもらうと。 

  全くそれは問題ない話なので、そういう機会は今まで以上に、ＳＤＧｓを進める町と

しては参加してもらいたいという思いでありますから、それを具体的にこれからどうす

るかということでありますけれども、例えば今回、若い方々を中心にして、ＳＤＧｓの

プロジェクトチームを立ち上げました。 

  これはＳＤＧｓとは何なのかというところを、基本的なところをしっかり勉強してい

ただいて、そしてＳＤＧｓを推進する推進役というようなことの期待も、その中に含ま

れています。行政の職員だけで、高齢者にいろんな機会なり場を設けていくというのも

なかなか限界がございますから、そういったリーダーが、高齢者に向き合って一緒にま

ちづくりに参加していくと、そういう準備の一つでもあるということであります。 

  いずれにしても高齢者が主体でなっていただくということが、ＳＤＧｓの成果を上げ

る上でも、高齢者というか全て町民がですね。というふうに思っていますから、高齢者

に限らず、各世代、各層の方々に参加してもらいたいという思いで、これらも進めてい

く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、町長からあったように、高齢者というのは、僕は今回の

一般質問の中で重視して、どういうふうにしたらいいのかなとかを考えながら対応して

いるわけでありますが、本当に３分の１以上いる高齢者の活躍の場づくり、確かにいろ

んな提供されますけれども、なかなかソフトに対応できていない部分があるのかなとい

うふうに認識しています。つまり、高齢者と話合いする場所、なかなかないのかなと。 

  僕は、すごくその意味合いは、まず役場職員、やっぱり町というのは、行政というの

は、すごく大きな力を持って推進もしていかなければならないし、またその推進のため
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にやっぱり地力といいますか、地域の力とか、いろんな人の力を借りながらやっていく、

今、町長言ったとおりでありますけれども、特にお互いの町民との顔を知るという機会、

これがやっぱり今、最近ちょっと欠けていたり、そういう場がなくなってきているのか、

特にコロナのせいばかりではなくて、やっぱりそういうことにだんだんなってきている

のかなと思いますし、もう一つ、高齢者と生活する機会、こういうようなものがだんだ

ん、少子化の問題と含めていたり、本町についても遠くから、いろんなところから就職

して、本町に住みつくというのもありますけれども、高齢者となかなか、自分の親が一

番身近かという部分もありますけれども、そういう機会がすごく少なくなってきている

なという認識したりとか、それから今いろんな意味で、そういう機会をどうやってつく

っていくかというのを、これから町はすごい大事なことだと思うんですけれども。 

  先般、コミュニティ・スクールのペーパーの中にこんなのがありました。最近のほっ

こりした記事かなと思いますけれども、地域包括支援センターの講師が、上士幌中学校

で講義をしたという部分で、中身は具体に書いていませんでしたけれども、年を取ると

どうなるのとか、年を取ると訪れる変化って何かとか、やっぱり中学生段階からこのよ

うな年のこと、年を老いること、これについてどういうふうに変化していくか。当然こ

れいろんな意味できっとお話があったかと思いますけれども、経験していない若い人と、

私たちもそういう時代に入ってきていますけれども、やはり年を取ってきたなという部

分と、ここでどういうふうに生活していくかという、そういうものを広くきちっと町民

の中でソフトにどうやって位置づけできるかなと。本当に３分の１と先ほど言っていま

すけれども、多くのそういう方たちもいますけれども。 

  もう一つは、先般、うち、ちょっとごみの収集ルートに入っていないんだけれども、

役場と相談したらすぐやってくれましたと。新しく４月１日から、ごみの収集ルートへ

入れてくれたよと、本当にうれしそうな顔で、それだけでもきっと僕は高齢者にまちづ

くり優しいなという認識をしながら、感じた一つであります。 

  本当にそういう意味で、今は生活支援コーディネーターが２人ほど、生涯活躍のまち

とそれから社会福祉協議会に配置されています。その中で、一層の分の、社会福祉協議

会の方とちょっとお話ししました。もう少し何か高齢者の方と話してもいいかと、そう

いう意味もあって、いろいろ対応することも必要ではないかなと。確かにやっている事

業については、高齢者と含めての取り巻きもありますけれども、もう一歩、町のほうも

問合せ、こういうこともやってほしいなという部分についても、やっぱり会話をしなが

ら、町にちょっとそういう事業を通した中で知恵をいただければなと、こんなこともこ

れからあるかと思います。 
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  本当に今、シビックプライド、いわゆるよい人間関係ですけれども、これは地域に対

する自分の自負とか誇り、これを持つようなまちづくりが本当は必要ですけれども、そ

の一歩はやっぱり少しずつ人の顔を知りながら対応していく部分もあるんだと。その機

会を得るためにも、今後、高齢者とどういうふうに向き合っていく場をソフトにできる

か、これについてまた町長の考え方について確認したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 とても今のお話で大事なところだろうというふうに、そんなふうに思い

ます。今それぞれの立場において、一生懸命やっているというふうに思いますけれども、

それが幅広に、そういったニーズに的確に応えているか。あるいは、新しい課題として、

もっと高齢者に活躍してもらいたいという視点で仕掛けをしているかだとか、こういっ

たことについては問い直す必要があるんだろうなと、そんなふうに思います。 

  一方では、例えば、アダプトも高齢化でなかなかできなくなってきているというよう

な状況で、高齢者のいわゆる後期高齢者というよりも、もっと上の高齢者の方々が増え

てきて、そこは社会参加にということもあるだろうと思いますけれども、今今の健康を

どうするかという状況の中で暮らしている方々もたくさんいるだろうと思いますから、

そういった方々に突然まちづくりにといっても難しい要素があるだろうと思います。 

  それは、それぞれの部署で、介護の視点からだとか、あるいは元気になっている視点

だとか、それから今お話しされたのは、やっぱり何といっても教育的な視点でのサービ

ス利活用というところが非常に大切だと。こんな話、されているのではないだろうかな

と、そんなふうに感じました。 

  そういった意味では、組織的にはシルバー学級なんかも今は前よりも参加者が増えて

きたということもありますから、その方々が中心になって自分たちのできることだとか、

そういった仕掛けをしていくだとか、コミュニティ・スクールのお話もありましたし、

それぞれの部署のところでやっているだろうと思いますけれども、それをもう一回、ど

んなことができるのだろうかというような問いかけは、これからもう一回してもらいた

い、あるいはこちらのほうとしても意識して、特に元気な方々がもっと活躍するような、

そういった出番だとか、それはどんなことがあるのか、これらを全体的に考えていけれ

ばなと、そう思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 次に、高齢者の医療とか福祉の関係ですけれども、特に福祉

の部分で、今回これもいいなという認識したのが、道外の移住フェアの介護施設等の参

加という部分だと思います。 
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  確かに、少しでもＰＲしているという以前に、本当に現実、地方ほど介護施設なり、

社会福祉施設についての人材不足というのも、本当に喫緊の課題だというふうに認識し

ています。今回、他町村と同じような悩みを抱えながら、少しでも人的な部分の確保を

含めて対応するという部分ありますけれども、普通の形でいくとなかなか見向いてくれ

ないのかなと認識しますけれども、何かせっかくフェアに参加するとしたら、もう少し

町としての魅力、それから施設としてのアイデアとか対応とか、そういうこととかそう

いう部分を含めて、何かあってもいいのかなと。 

  例えば、体験的な施設訪問とか含めて、施設の仕事の内容とか、そこで暮らす暮らし

方とか、そういうことを体験できるような場もやっぱり提供するということも、これか

ら必要ではないかな、そういう中でやっぱり本町の福祉施設の担い手としての、やっぱ

り現場を見てみて、そこはこんな町だったら頑張ってみたいなという部分を含めて出て

くるんだと思いますけれども。 

  新たな、ここまでまだ今回のフェアに対応する具体的な部分は見えませんけれども、

そこら辺について、地域の福祉の人材を確保するという部分について、町長の考え方に

ついて、この点について確認したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 介護人材の不足については日本全体の問題で、何と言いますか、競争も

熾烈になっているということで、給料の値上げ競争みたいなことだとか、非常に厳しい。

中でも、地方における人材の確保については、さらに厳しい状況にあるというようなこ

とであります。 

  そういった意味で、募集活動も多様性を持たせながら進めていく、自分たちは上士幌

を軸に物を考えていますけれども、ほとんどの方々は自分のところを軸にしながら、ど

こで働くのかだとか、どこに魅力を感じるのかというのは選択するわけでありますが、

なかなかそこのところに町の取組だとか、施設の状況というのをメッセージとして的確

に発信するということは難しいということがあります。 

  そういう意味での新たなフェアでの取組も、一つそういった意味では、様々な地方で

住みたいと暮らしたいという方々に対して、その方々のキャリアが、時には介護だとか、

そういうことで持っている方もいるというふうに思いますから、そういうマッチングの

可能性として、新たに取り組んでいくということであります。 

  やっぱり移住するときの動機というのは、一つには仕事ということもありますが、や

っぱりどうしても最近といいますか、移住者の動向を見てみますと、やっぱりその町の

魅力が問われるということであります。 
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  魅力というのは、いろいろあります。自然がだとか、いろいろありますけれども、や

っぱり家族でということになると、子育て環境というのは非常に選択肢の重要な部分に

入ってくるということでございます。その意味では、ある程度優位な立場にありますの

で、そういう子育てに対して家族で悩みを持っていて、どこかいいところがあればとい

うような方々に対して、この町としてはある程度の発信力は持っているということであ

ります。 

  そういった中で、仕事としても介護をやりたいという、もともとのキャリアを持って

いる人であれば、非常に確率的につながっていく可能性はあるというふうに思いますか

ら、そういう場面場面を取り組んでいくということになりますが、やっぱりお話しされ

たように、この町の魅力、この町で暮らしていく上での適正等がなければ、なかなか来

ていただくということができないと、そんなふうに思いますので、改めて僕らとしても、

全体的なまちづくりのグレードを高めていくと。 

  これが、いつのときも非常に大切なことだと、そんなふうに心がけた上で、いろんな

場面設定、マッチングの機会に出かけていって、求めている人との関係ができることを

求めていきたいなと、そうこれからも考えながら取り組んでいきたいというふうに思い

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 次に、公共施設の関係について、また具体の分については、

また別途あればなと思いますけれども、一つは申請事務という部分で、先般、道新等で

紹介された北見市の窓口の一括の事務処理、これはＩＣＴシステムをうまく使いながら、

本当に１か所で、書かなくてもいい、北見市の、新聞では書かない窓口という見出しで

道新であったんですけれども、それでちょっと調べてみたら、北見市役所の窓口サービ

スの改善ということでＩＣＴ活用と。 

  非常に、一つの窓口で全てが完結するような、やっぱり僕はそういう施設のソフトと

いいますか、町の行政ソフトというのはそこにあるのかなという形で、感心しました。

７年かけてＩＣＴを活用しながら、各課のいろんな課題を連携しながらと、これは本当

に職員力、職員のネットワーク力といいますか、そういうことがあったと思いますけれ

ども、住民が申請書を書かずに対応できる、そういう窓口をつくっております。 

  本町も、スムーズにいっているという部分はあると思いますけれども、やはりなかな

か役場というのは近いようで遠い。なかなかそういう部分もありますので、一括で、字

も書かないで、ちょっとこういうことですよと言っただけで処理できるような、ＩＣＴ

を活用した一括の窓口を検討していただけないかなと思いますし、もうかなり進んでい
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る部分もあるかと思いますけれども、この点の考え方について確認したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 そこは目指していきたいところだと、そんなふうに思います。 

  いろいろとご心配いただいて、デジタルを確立すると人間関係が希薄になるのではな

いかというようなお話もありますけれども、両方とも大切にしながら、いわゆる事務の

簡素化、それから利用者にとって非常に簡潔に事務処理ができるというようなことは、

これからも目指すところでないだろうかなと。 

  場合によっては、自宅で処理ができるというようなことというのは、これから当たり

前になってくるんだろうと。それが今回のデジタルトランスフォーメーションという、

ＤＸという行政内の事務の改善の中の重要な柱になってくるというふうに思います。 

  今、事例にありました北見市については、そういった意味でのテレワークだとか、い

ろんな意味で全国でも先進的な取組をしているという市でありますので、そういった意

味では行政のほうも、いち早くそういうサービスを取り入れて、住民のサービス向上に

つなげているんだろうなと、そんなふうに思います。 

  ぜひ町としても参考にさせていただきたいなと、そんなふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 次、教育長にお尋ねしたいと思います。 

  生涯活躍の施設として整備したというわっかでありますが、子供たちの居場所という

問題もずっと昔から課題になっています。高齢者の居場所づくりという部分についても、

一つの拠点になるかと思いますが、常設の発表の場も、後で気がついたような発表の場

が一部ちょっと見受けられますけれども、そういう部分がちょっと本当に高齢者を優し

く、いつでもそこでちょっとゆっくりできる、そんな居場所づくりというのがちょっと、

せっかくの拠点にないのかなと思いますけれども、今後を含めて、現状も含めて、教育

長の考え方について確認したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀雄二教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 高齢者のみならず、幼児からお年寄りの方までが、わっか、

ここは生涯学習の拠点施設だというふうに自分の中で考えております。 

  現在、わっかを利用している団体、これは手芸の団体があったり、陶芸の団体があっ

たり、または、その隣にある図書館の中で、読書活動を楽しんだりということがありま

す。一方で、社会教育事業としては、シルバー学級というものを年間おおむね10回程度、

わっか、視聴覚ホールも含めて実施しております。 

  この施設の特徴は、やはり幼児から高齢者までが集えると。みんなで話合いができる
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という施設機能を持っていますので、こういった考えについては、これからも大事にし

ながら、そして文化祭等の展示も、少し後手というようなニュアンスでもと今聞きまし

たけれども、そういった写真も含めて、高齢の方々またはその前の世代の方々が学んだ

ものが、ああいった場所で披露できて、町民みんなに鑑賞していただいて、こんな取組

方もあるんだと、自分にもあるんだというような、一つきっかけになればいいなと。そ

ういった施設づくりということを考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 教育長のほうから、一般論的にはそういうふうに当然の施設

ですから、当たり前だというふうに認識していますけれども、本当に今は高齢者が自由

にぽっと行って、そこで話合いをしたり、お互いを元気かという、こういう場って本町

になかなかないんですよね。 

  僕は、やっぱりそういう場も、行政のこれからの大きな高齢化時代を迎えて、そうい

う時代を含めて、そういう施設も含めて、両面で検討していくと。子供たちのとか交流

するというのは、当然そういう生涯学習センターの役割の大きな根幹でありますから、

そういう形でもし再度、そういう場づくりができるとしたら、いろいろな意味で専門的

な人材も確保していると思いますので、対応していただければと思いますし、社会福祉

協議会の人材も活用できるんだなというふうに認識しております。 

  あわせまして、町史編さんの町民の取組の参加という部分で確認したいと思いますが、

上士幌町の町史編さん委員会の設置条例があります。これに基づいた設置をしながら、

100周年に向けた町史を対応するのか、ぜひ僕はそういう人たちを今から委員会の中に

溶け込んで、中心になる多様な人材が確保されているというふうに聞いておりますので、

そういう条例の下でやるのか、それからまた、あわせまして昨年ちょっとできなかった

かみしほろ塾、この在り方についても、主催の趣旨と地域に行きたいという形の高齢者

向けの講座もうまくしっかり対応してほしいなと思いますけれども、今年度の高齢者に

対する講座の在り方の部分について確認させてください。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 まず、前段の部分のお話ですけれども、今回、教育行政執

行方針を策定した中で、１つは、幼児から高齢者までつながりを持った総合学習の機会

を設けるという方針を立てています。また、シニア世代が生きがいや目標を見つけるこ

とができ、学んだことを社会生活の中で生かせるような、そんな機会を提供するという

のが２つ目。３つ目は、郷土資料と地域に残された貴重な歴史資料の保護、保存を町民

の協力を得て進めるという３つの方針を立てています。 
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  これらの背景には、教育３課ありますので、こういったところから、このワードから

引き出せるもの、これは予算措置しなければならないものだけではなくて、ゼロ予算で

チャレンジ事業としてできるものということで考えました。 

  例えば、町史の話、今出てきたんですけれども、シルバー学級、実はあしたが最終回

になります。午前中、前段の部分は社会教育事業としてのシルバー学級を行いますけれ

ども、その後、生涯学習の広場というところで、昔の写真をちょっと集めて、この写真、

いつのどの時代のあのとき、あの場面というようなところで、残っていただける方には

残っていただいて、そんなワークショップをあした実際やってみる予定でおります。 

  特別難しい取組ではなくて、そこでコミュニティが形成されると。恐らくそういった

一つのきっかけから、高齢者が学び、集って、コミュニティを形成していくというのが、

これからの、この後、もったいないという話もありましたけれども、人的なものと物的

なもの、そういったものから、そういった高齢者の方々の持っている知見だとか経験を

生かしていければいいなと思っています。これは、わっかでは考えています。 

  また、わっかは拠点とは言いますけれども、わっかだけではなくて、学校の中でも実

はそういった議論はさせていただきました。先ほど例がありましたけれども、それだけ

では限らず、戦争の話だとか、食品のＳＤＧｓに関する復興後の給食の在り方だとか、

こういったものをお話をしていただきたいという話も実は伺っております。 

  こういったものが、新年度の学校計画の中で、きっと反映されていけばいいなと思っ

ていますし、当然行政はそこで支援、協力していきたいなと考えています。 

  それと、かみしほろ塾になりますけれども、まず大枠の部分については、これから検

討となりますが、考え方としては、全国に発信する、そういったすばらしい事例の発信

も当然考えていますけれども、やはりかみしほろ塾という中を考えていったときには、

町の方々に還流、還元された中身も当然必要だと思っています。こういった中に、例え

ば今回ご質問のあった高齢者の方々もきちんと学べると。身近な素材として学べるよう

なところもきちっと注入していきたいなと考えています。 

  一つ飛ばしてしまいましたけれども、編さんに関わって条例に基づいたという部分に

ついては、今後100周年に向けて、どういった形が望ましい形になっていって、どうい

った方々をメンバーに入れていけばいいのかも含めて、ここは少し検討させていただき

たいなと思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 100年に向けた町史の編さん等については、教育委員会が原

則対応するという形と、こういう条例に基づいた委員会の設置のことを含めて、少しで
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も早い段階でスタートすることで、多くの人材から、人材を通した人材づくりといいま

すか、つてといいますか、そんなことができるかと思いますので、そういう対応につい

て、ぜひしっかり対応するスタートの年だというふうに認識しておりますので、よろし

く対応できればと思います。 

  地域に住み続ける環境の課題という部分についてお聞きしたいと思いますが、雪と暮

らす本町ですから、この課題、この回答の中ではかなり喜ばれているような部分はあり

ますけれども、僕はかなり大変だなと。今年は比較的雪が少なかったという部分はあり

ますけれども、大変だなという認識をかなりしている高齢者が多くなっています。 

  ですから、それをどうするかというのは、これは建設課を含めて、もう長年の課題で

した。地域にそういうネットワークをつくってはどうかとか、本当にボランティアはど

うだかというのはありますけれども、実際本当にボランティアも難しかった、地域のネ

ットワーク力を借りながら高齢者を対応していくという部分も非常に難しかったなとい

うふうに認識しています。ですから、これについては、本当にこういう回答じゃなくて、

やっぱり課題として、しっかり捉まえる必要が僕はあるのではないかなと思います。 

  そのためには、やっぱりもう一度、地域との連携をどういうふうにするかとか、そう

いう部分がこれから必要になってくると思います。地域との関係で、この際ですけれど

も、デジタル化をしていることが本当にいいのかといったら、かなりいい場面もたくさ

んありますけれども、何が足りないかといったら、やはり顔が見えないという、先ほど、

しつこく言いますけれども、あるかと思います。ちょっと地域の見回り等含めて、この

除雪というのは非常に関連してくる一つだと思います。 

  僕の地域に、ある程度高齢者の方がいまして、その部分についてどういうふうに見守

っていくかという部分の話が地域からあって、その方を中心にあって、地域包括センタ

ーなり、福祉施設、それから隣近所なり、隣がすぐはげあんさんですから、はげあん先

生とか含めて、打合せしました。ところが、先般、急にぽっと夜の電気が消えてしまっ

て、あれ、どうしたんだろうなというふうに思っていました。そうすると、何となく

我々、気がついたのは、その方は施設に何らかの形で入所したのかなと思います。 

  ただ、地域で一生懸命議論した中で、突然、何事もなく、地域から入所した状況も含

めて全くないままいるということは、これはやっぱりもう少しネットワークをしっかり

していかないと、我々についても除雪問題も含めて地域活動という形で、言葉は優しい

ですけれども、なかなかうまくいっていないなと。これは、きっと各行政機関なり、福

祉の施設なり含めて、うまくネットワークがいっていないなと。 

  これは、きっと除雪の対応にも、やっぱり本当の声がまだ行政に届いていないな、そ
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んな気がする一つの事例だというふうに認識しておりますから、本当にほっこりすると

したら、やっぱり隣近所から始まって、もうそんなに遠く広くはできないと思いますけ

れども、その連絡調整、町と施設とか、それから例えば医療機関とか、それから当然住

んでいる方の連携というのはすごく大事なことだったと思いますので、こんなことを含

めて、これから考える時代に入ってきているのかなというふうに思っています。 

  それから、もう一つ大事なのは、確かにデジタルという部分と含めてフィジカルな、

いわゆるまちづくりといいますか、そういうふうな形でデジタルをどうして生かしてい

きながら、アナログでフィジカルをどう活用していくかと。それもすごく大事な部分だ

と思います。それはやっぱり、先ほど言ったように人と人のつながり、話合い、それで

検討した約束事の対応、こんなことが大事なことだというふうに思っています。 

  もう一方、本当に財政負担も、デジタルを進めることによっての負担の在り方、こん

なことも含めて、もうそろそろ具体の将来を見据えた財政のことも考えていくというふ

うに認識しておりますので、町民に見えるまちづくりのコンセプトの一つとして、きっ

とこの辺の課題があるかと思いますので、この総合的な考え方について町長にお聞きし

たいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 除雪の問題は、本町に限らず、どこでも、この北海道が抱える特有の地

域課題だと。特に日本海側だとか、向こうのほうへ行くと、こちらの状況ともっともっ

と比べられない状況の中にあって、その中で痛ましい事故なんかも起きているという、

そういう報道もなされております。 

  基本的には、行政でやるべきことと、それから自分たちでやるべきこと、それからさ

らには、やはり身体的な状況の中で人に頼まなければならないというような、様々な関

わりの中で、この問題に関わっていかなければならない複雑なことだと、そんなふうに

思います。 

  とはいっても、今年大雪で何回かありました。ほとんど私は町内にいるときには車に

乗ることはありませんので。それで、いろんなこれまでも問題提起がされて、行政での

支援策だとか、ボランティアの活用だとか、いろんなことがあって、それらについて場

合によっては助成制度だとかを設けてやってきていますけれども、それでも解決する話、

全てが解決するということではないと。 

  でも、最終的には、やっぱり一番のところでは、身近なところの支え合いというのが

一番大きく、何と言いますか、安心と安全と、それから除雪に貢献をしてくれていると

いうことであります。隣近所、お向かいさんだとか、これがやっぱり一番大きいなとい
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うことを感じております。 

  一方、町としては、できるだけ早く公共性のある道路、それを除雪をするということ

でありますけれども、これもどうしても順番がありますから、生命、財産に関わること

だとか、そういったことを中心にしてやったりしています。ここにも書いていますけれ

ども、歩道の関係では結構、以前から見れば、要らないところまで全てということでは

ありませんけれども、整備が早くなってきているなと、こう思っています。 

  だからといって、これが全て100％ということはあり得ない話でありますから、どこ

でこういった状況の中で妥協するかということも必要になってくるだろうと。いつも晴

れた状況で、雪が降ったときも、全てが動けるというところはちょっと我慢してもらう

ということも、やっぱりこれも必要でないだろうかなと、こんなふうに思いながら、行

政としては最大限できることについては、その体制をつくっていきたいというふうに考

えております。 

  これまでも、これからも、この課題がより公共性のある課題、取り組むことによって、

全体のサービスにつながっていくというようなことがあれば、それはそれとして、真摯

に受け止めながら、政策に反映をしていきたいというふうに思います。 

  それから、財政、デジタルの話であります。議員、質問をしながら、きっと内部矛盾

を抱えながら話しされているのかなと、そんな感じをしたりもしました。 

  行政の中でのサービスで、タイミングなく何も書くことなくサービスをやるというこ

とは、これはすばらしいことだと。でも、一方では、お金の問題はどうなのか、アナロ

グの人間関係が希薄になるということはどうなるのか、こういったことですね。これは、

やっぱり解決していかなければならない、不安なところについては、それについては解

決していく必要があるだろうと思いますけれども、大きな流れとしては、デジタル化に

よるサービスの向上というのは、これは極めて大事なことだと、そんなふうに思ってお

ります。 

  財政が、このことによって今よりまだ増えるかということもあるかも分かりませんが、

一方では、そのことにサービスによるいわゆる満足度、あるいは人件費ですね。人手が

そういうことで解消されることによる人件費の解消の問題だとか、いろんな総合的な視

点で見なければならないと思いますけれども、しかし、大きな流れとしてはデジタルの

流れにあると。この流れは、この町だけ止めるということにはならないと、そんなふう

に思っております。昔のままでいいのかということになると、きっとそれは社会の中で

つながりを持つことが、むしろできなくなってくるのではないだろうかなと。 

  サービスをして、住民サービスの向上につながるという前提の下で、デジタルをいか
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に利活用していくか。足りないところの心配されるところのアナログですね。人間関係

をどうしていくのかと。これはまた、人間である以上、社会的な活動をしなければなら

ないということがありますから、そのことも大事だということであります。でも、どち

らでも大事でありますけれども、これを前に進めていくことが今もっと大事なことでな

いだろうかなと、こう考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、８番、江波戸明議員の一般質問を終わります。 

  ここで15分間の休憩といたします。 

  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２２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３３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点目は、子供からお年寄りまで幅広く触れ合える公園づくりのために。 

  私たちは、多くの方との触れ合いの中で、心が和んだり、励まされたり、時には前に

進む勇気をもらったりすることがあると思います。いろいろな状況の中で、このような

機会が少しずつ失われつつあります。コロナ感染症が一層私たちを疎遠にしているよう

に思います。今こそ、心触れ合う公園づくりが大切になっています。 

  町長の執行方針の中に「各公園の利用状況や用途、機能など、総合的な視点に立ち、

公園整備基本構想を策定してまいります」とあり、令和４年度には、その予算として委

託費605万円が組まれています。どのように進めていくのかをお聞きいたします。 

  １点目、町民の声を幅広く聞くべきですが、その進め方について。 

  ２点目、基本は、以前に策定した上士幌町公園マスタープランになるかと思いますが、

その継承はされていくのか。このときも多目的な公園づくりの要求が多くあったのです

が、「今後の課題として検討、協議の場を考える」で終わっています。この構想は、企

画課で策定され、その後、公園整備は建設課に移り、しばらく維持管理のみとなってき

ました。ぜひこの構想を土台に、今の公園も活用し、新たな公園づくりの検討を進める

べきです。 

  ３点目、上士幌町公共施設等配置計画に関わる整備方針との関係について。 
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  これは案ではありますが、交通ターミナルや消防庁舎、認定こども園など、この構想

に沿って進んできたように思います。その中のセントラルパーク基本計画の中に、役場

前の公園整備のイメージ図があります。場所の問題は、かなり吟味が必要であり、あく

まで参考資料の扱いになるのか、お聞きいたします。 

  大きな２点目です。子供たちの学びの保障と心と体の健康を守るために。 

  コロナ禍ということもあり、子供たちの学校や地域での過ごし方が大きく変わったこ

とや、スマホやタブレット等電子機器に触れる機会が増えたことにより、心や体の健康

が心配されます。また、収入減により環境の変化のあった家庭も増えていると予想され

ます。全ての子供たちの学びを保障すると同時に、心、体の健康もしっかりと守ってい

かなくてはなりません。以下、質問いたします。 

  １点目、就学援助制度の充実について。 

  国の支給内容は、2021年度から増えていますが、その内容に沿ってなっているのか、

質問いたします。また、対象者は、全世帯の総収入が生活保護基準の1.3倍を超えない

者となっていますが、管内では広尾町、池田町、音更町が1.5倍を超えない者となって

いますが、ぜひ対象者を広げるべきです。 

  ２点目、コロナ禍の中で、子供たちの心と体の健康はどうなっているか。健康診断等

で気になる点など、改善されているのか。 

  ３点目、コロナ禍でのデジタル活用についての課題はないのか。今後オンライン学習

が増えていくと思われるが、子供たちの健康を十分に留意すべきと考えるが、どのよう

に考えるか、質問いたします。 

  ４点目、教育の執行方針で、家庭におけるテレビやスマートフォン、ゲームの時間の

ルールや生活リズムチェックなど改善を図ると述べていますが、どのように取り組んで

いくのか、質問いたします。 

  ５点目、今、とかく学力、体力が強調され、遊びと文化は後回しにされていると思い

ます。遊びは、子供の主食であり、子供の豊かな成長や発達を保障するものです。もっ

ともっと教育の柱とするべきです。コロナ禍で、心も体も伸び伸びできないときだから

こそ、もっと思いっ切り遊ぼうと提起し、その機会をつくってあげてはどうでしょうか。 

  以上、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 子供からお年寄りまで幅広く触れ合う公園づくりのために。 

  山本議員のご質問にお答えいたします。 

  公園の整備や利活用につきましては、これまでも町民の皆様から様々なご意見やご要
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望をいただき、これからのまちづくりにおいて重要な課題であると認識しております。

公園の検討、整備につきましては、第６期総合計画にお示しし、公園整備基本構想の策

定を執行方針として掲げさせていただいたところであります。 

  この構想につきましては、町の全体像を見据え、それぞれの公園の役割やつながりを

明らかにし、今後の公園整備において明確なコンセプトを持って取り組むための指針と

なる公園全体の構想を策定するものであります。 

  １点目の町民の声を幅広く聞く進め方につきましては、総合計画策定に向けたまちづ

くりアンケートやまちづくり委員会からの提言書においても、公園に対する町民の声が

数多く届けられており、これらの声を構想に生かしていくとともに、構想の策定作業に

おいては、ワークショップなどを開催し、町民の声を反映していきたいと考えておりま

す。 

  ２点目の上士幌町公園マスタープランとの関係についてであります。 

  平成15年度に策定したマスタープランにつきましては、町民と行政の協働による公園

づくりの指針として、基本理念、基本目標が示されております。 

  今回の公園整備基本構想におきましては、マスタープランの考え方を基本に、マスタ

ープランを策定以降、これまで進めてきたまちづくりの方向性を踏まえた公園整備を進

めるため、町全体を網羅した総合的な構想とする必要があると考えております。 

  ３点目の公共施設等配置計画に関わる整備方針との関係についてでありますが、認定

こども園や交通ターミナルをはじめ、役場周辺の施設につきましては、公共施設等配置

計画に関わる整備方針の中心的な考え方であるセントラルベルト構想に基づいて、整備

を行っているところであります。 

  役場前の中央公園は、セントラルベルト構想において重要な要素の一つであり、あく

までも構想策定時のイメージ図をお示ししているところであります。中央公園の在り方

につきましては、今後予定している役場庁舎耐震改修の計画と併せ、さらに検討を深め

ていく必要があるものと考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀雄二教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 子供たちの学びの保障と心と体の健康を守るために。 

  山本議員のご質問にお答えします。 

  １点目の就学援助制度の充実につきましては、学校教育法第19条に基づき、本町では

生活保護法による基準額の1.3倍を超えない世帯について認定しているところです。認

定に当たっては、国における変更点等を確認しながら、給与費目を追加するなど、適切

な運用に努めております。 
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  昨年度は、コロナ禍における学びの保障という観点から、児童・生徒が１人１台の端

末を家庭に持ち帰ることを想定し、家庭学習支援通信機器貸付と連動した通信費の助成

を追加し、実費相当分を給付できるよう、要領を改訂しております。 

  今後も保護者の負担軽減や子供たちの学習環境整備を目指し、対象世帯の基準等につ

いても現状を把握し、必要に応じ、見直しを図ってまいります。 

  ２点目のコロナ禍の子供たちの心と体の健康につきましては、全国同様、視力の低下

及び本町でここ数年の傾向として見られる朝食欠食率の高さを危惧しております。コロ

ナ禍における環境の変化は、心や体、行動面のストレス反応を生じさせる要因になるこ

とが指摘されております。 

  小学校における少人数学級や教科担任制などのメリットを生かし、子供のサインを見

逃さないきめ細やかなサポート体制の充実に努めてまいります。 

  ３点目のコロナ禍のデジタル活用につきましては、感染拡大防止の観点から、２月15

日から20日までの期間、上士幌小学校を臨時休業とする判断をさせていただきました。

これまでも様々なケースを想定して準備を進めていたことから、休業期間中の学習につ

いても、タブレット端末を活用した健康観察や軽体操、授業配信、また紙媒体も併用し

た学習教材により、学びを止めることなく、学習保障に努めたところです。 

  今後も、ウィズコロナ時代の学びを工夫して、教育ビジョンに掲げる「目指す子ども

像」の具現化を進め、子供たちの生きる力を育んでまいります。 

  ４点目の生活改善につきましては、今の子供たちが、超スマート社会、Society5.0時

代を生き抜く力を育む教育は必須であり、ＩＣＴを自在に使いこなす能力を育むことも、

学校や教育委員会に求められております。 

  あわせて、子供たちの健康に配慮したＳＮＳ使用のルールづくりや健康面での注意点

などの課題も山積しており、各種資料を活用した取組が実践されるよう啓発してまいり

ます。 

  質問の２点目とも関連いたしますが、こうした課題に対応していくため、文部科学省

の「児童生徒の健康に留意してＩＣＴを活用するためのガイドブック」や教育研究所が

発行する家庭教育の手引き、学校だよりをはじめとする各種通信を保護者に配布してま

いります。 

  また、単位ＰＴＡや連合ＰＴＡと連携した生活リズムチェックなどの活用や、テレビ、

ゲーム、スマホの画面を見ている時間が非常に多いことから、仮称「家族だんらんノー

スクリーンデー」などの啓発、さらに社会教育における体験機会の充実を図り、生活習

慣に対する関心や意欲を高めるなど、望ましい生活習慣の取組を図ってまいります。 
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  ５点目の遊びの機会につきましては、運動やスポーツの日常化や継続は、けがの防止

に役立つだけではなく、心身の躍動感を生みます。子供の発達にとって毎日の遊びは、

食事や睡眠などと同じくらい重要です。年齢に応じた遊びを経験することで、思考力が

育まれ、特に、ごっこ遊びは創造性、スポーツなどのゲームは協調性、外遊びは社会性

を育てます。 

  今日、コロナ禍で様々な活動が制限されている状況ではありますが、引き続き、本町

の豊かな資源を活用し、地域の方々とも協働しながら、子供たちが自発的に遊び、体験

する機会や場を提供してまいります。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 公園の問題から質問したいと思っていますが、町民の声を十分

聞きながら進めるということは、もちろんそのとおりなんですが、今回の課題としては

誰もが集えるような、子供からお年寄りまで集えるまちづくりの中の一環としてつくる

公園だと思うんですが、その中で今年の令和４年度は委託費が約605万円計上されてい

ますが、これをどんなふうにスタートするのかがすごく大事だと思うんですが、その点

についてどのように進めるのか。 

  従来でしたら、いろんなアンケートありましたよね。ところが、何となくまとめてみ

たら、交通ターミナルもそうなんですが、何か場所と、そこを何かすーっといっちゃう

ような感じしますので、やっぱり基本的なところで、どういう公園がいいのかというこ

とは意思統一した形で、アンケートで出すとか、その辺はどんなふうに考えているのか、

質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 具体的には、まだその辺の内容については、まだ詰められておりません。 

  いずれにしても、この公園に当たって利用者は、いろんな世代の人方が使うんですよ

ね。そういう人方に世代を超えて使える公園だとか、あとは一般的に各地域にあるのは

子供たちの遊園地みたいな形での公園というようなことでありますけれども、今回は世

代を超えて集えるような公園が、やっぱりこれは１か所は必要なんだろうなというふう

に考えております。それが現実に、今までなかったということでありますから、その辺

あたりが一つ大きな軸になっていくのかなと。 

  それと、それぞれの地域の生活の場の範囲の中で、小地域での公園、でもこれもまた

時代の変遷とともに、子供がもういなくなっているところだとか、場合によっては、こ

ういった時代ですけれども、子供が増えているような地域だとか、こういう地域の状況

も随分変わってきているだろうというふうに思いますから、そこでの役割もそのままで
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いいのかどうか。どういうような整理統合ということもあるだろうなと、そんなふうに

思っておりますので、いろんな多様な要望にどれだけ応えられるかというような、何で

もかんでも応えるということには、これはまた、いかないだろうから、お互いにどこで

折り合いをつけるかというようなことも必要になってくるだろうというふうに思ってお

ります。 

  予算の関係も出てきますので、その意味では、公園だから子供さんだけというターゲ

ットではなくて、いろんな各層の声を聞き入れると。聞いた上で整備に当たっていくと

いうような丁寧な進め方をしていくということを基本にしながら、やっていきたいと。 

  あとは、具体的にはワークショップだとか、あるいは聞き取りをするだとか、改めて

アンケートが必要になれば、そんなことも出てくるだろうと思いますけれども、それら

については、この後、業者とも協議をしながら、より丁寧な公園づくりをしていきたい

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） なかなか具体的な、実際、委託費605万円組んでいますので、

どこかに委託するんだと思うんですけれども、私は先ほど町長も言いましたいろんな方

の要望があるけれども、これはまちづくりの令和４年度これからの10年含めた、すごく

いいといいますか、難しいんですけれども、まちづくりをする課題としては物すごく大

事な課題だと思っています。 

  ですから、前回マスタープランをつくったときには、このとき私も参加し、物すごく

期待して、どこかに１か所、みんなが集える公園をつくろうねというふうに、何人かで

私も応募して、参加して、結果的に公園のそこそこの役割は確認したんですが、ここは

自然を生かす公園、ここは遊びの公園と。でも、総合的な公園を、ここのちょうど真ん

中になるんですが、多目的な公園をどこにどうするかということが、そのとき保留のま

まとして残って、今後の課題になったわけです。 

  ところが、このマスタープランは、これは基本にあると思うんですが、その後ずっと、

長年ずっと通り過ぎちゃって、次のセントラルパークのほうにもちょっと質問を変えて

いきたいと思うんですが、いきなりというか、全体的な構想、役場庁舎の改修もあると

思うんですが、これが出てきたときに、基本になるということは分かるんですが、セン

トラルパーク構想とも関係するんですが、公園の整備計画の中の項目は違うんですが、

公園整備計画の中では605万円の委託費が組まれていますけれども、役場庁舎の経費の

中では、令和４年はありませんね、予算は。これは総合計画の案ですから。総合事業費

が約３億円と。ずっとこれ中央公園整備計画の中で、目的は同じです。子供からお年寄
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りまで幅広く活用される公園と。予算の項目は違うんですけれども、事業目的からいっ

たら同じで、公園整備の中で、総合事業費３億円で、最終的には令和７年、８年にも約

３億円、２億円、１億円使ってすると。 

  その辺が何となく、さっきのアンケートにもよるんですが、アンケートを取って要望

を聞くけれども、既に青写真があって、私ベルト構想の構想案も持ってきているんです

けれども、そこにいくのかなというのが、私のちょっと心配なんです。 

  きちんと段取りを踏んでいって、どういう要望があって、どこにつくったら一番いい

のか。先ほどの教育長の答弁にもありましたように、総合的に子供からお年寄りまで集

えて、いろんなことができる場所がどうなのかと。結構難しいんですよ、課題的には。

そこを検討したときに、どこの場所がいいかと。結構、私的にはこれ物すごいボリュー

ムが、大変な課題の中の。 

  その辺を含めて、質問したいのは、ベルト構想に沿った形の今回、公園ではないのか

ということを確認というか、どういうふうに捉えているのか、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 あまりそれにこだわる必要はないだろうと思っているんですよね。 

  というのは、もう一度やっぱり全体の集えるような場所、行きやすい場所だとか、歩

いて行けるというところがなければ、なかなか大変だというふうなことになるだろうと

いうふうに思いますので、そういう全体像の中でどんな役割を果たしていくかというこ

とだろうと思います。 

  セントラルベルト構想という、これは役場があるという前提の中で、いずれにしても

それにつながっていく、役場前の中央公園と言っていましたけれども、あまり今は使わ

れていなかったという現実がございます。これが本当に使えるようにどうするのかとい

うのは、これから具体的になっていくと。 

  そこに当てはめて、お金は、あまり根拠はない。ないです、実際の話は。ただ、一定

の金額を入れて、この総合計画の中としては長期的な視点で計画を立てている。10か年

計画でございますので、はめ込んではいますけれども、これはこの１年なり、それを進

める中で具体的に個々のかかるお金、あるいは町全体にかかるお金、これが見えてくる

だろうと、そんなふうに思いますので、そういった段階で総合計画の財政計画のところ

も、場合によっては変更が出てくるということでございます。ご理解いただきたい。 

  ただ、今、公園をつくる前に、ここの役場の前の今の状況のところ、これを見ていた

だいたら分かるとおり、ほとんど車で来ていますから、役場の玄関口に直接歩いてくる

というのは、ほとんど少ないだろうと思いますけれども。もうほぼほぼ使える状況では
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ないんですね。車椅子なんかとても動けるような、ああいうブロックではなくて、もう

ゆがんでどうにもならないと。 

  これを元に正すだけで、公園の前の段階のそれだけで、結構お金がかかるような状況

に今あるということであります。その上で、公園がどうつくられていくかというような

ことも考えていかなければならないので、今今のお金というのは、増えるのか、減るの

か、これからの話だと、そんなふうに思います。 

  それと同時に、大きなまちの人の流れというのは、商店街があって、わっかがあって、

役場があって、病院だとか、これは大きなやっぱり公共施設の機能としての流れとして

はそこにあるだろうということでありますから、その一角に集える場所というのは、こ

れは何らかの形、どれだけ予算を投じるかどうか、中身はどうするかというのは別にし

ても、そこのエリアというのは重要な位置を占めているというふうに思っております。 

  セントラルベルト構想という、そういうふうになっていますけれども、この場所の利

活用については、構想で何か書いていますけれども、いずれにしても何らかの人が集う

ような場所として、非常に重要だということは変わらないだろうというふうに思います。 

  というのも、前の計画の中でそこまでは、場所の問題なんかは特に入れ込んではいま

せんけれども、その前の生涯学習センターをつくられて、その後、周辺をどうするかだ

とか、こういう計画、当時はインテリジェント計画というプロジェクトみたいな形でや

って、それも今考えてみると、それはもう平成９年くらいにつくられたものなんですけ

れども、基本的な設計のプロから見て、大きなまちの要素としては、当時は700メート

ルぐらいのエリアで組んでいましたけれども、その中でどう動くかというところでは、

その一帯も、公園という書き方はしていませんけれども、そういう流れがその中にも記

されておりました。そういう意味で、役場の前のエリアというのをどう活用するかとい

うのは、非常に大切なエリアになってくるんだろうなと、こんなふうに思っております。 

  ただ、今、議員がどのように頭の中に整理されているか分かりませんけれども、そん

なに固定化されたりだとか、そういったものではないと。僕らの頭の中には、そういっ

たところはまだ収まってはいないということは、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで休憩といたします。 

  再開は午後１時といたします。 

（午前１１時５９分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 
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 ────────────────────────────────────── 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 公園に関する質問、引き続きお願いしたいと思います。 

  なかなか私の思っているものと、多分どこかずれているのかなというのも確認しなが

ら質問したいと思っていますが、中央公園の整備と新たな公園の整備とは別に考えるべ

きで、考えていいと思うと、私は考えているんですが、中央公園の整備というのは、あ

くまで庁舎の建て替えに関わって、どの程度になるか、整備をすると。それはそれとし

て。それと、それには前に言ったセントラル構想のイメージとは全然別物だと。それは

構想の中にはあったんですが、それは考えていないというふうに確認したいと思うんで

すが。 

  それと、新たな公園というのは、場所も含めて、中央公園になるか、それは分かりま

せんけれども、学習センターの前になるか、それは新たな公園については、場所も含め

て、アンケートなり取りながら進めていくのか。 

  その２点、まず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 今の質問で、そもそもここの前は中央公園だという認識でよろしいわけ

ですか。 

  いや、中央公園がそれはそれであって、計画はまた別の問題だという、そういう問い

かけだったですかね。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。再質問してください。 

○２番（山本和子議員） 役場の前というのは、ここの名称では中央公園という名称では

ないんですか。役場の前は、そういう意味で捉えたので、役場の前を何と言うんでしょ

うね。中央公園でなければ中央広場か、そのことについてはどういう整備をするのかと

いう問題と、新たな公園というのは、役場の前の中央公園じゃないですので、どこかに

どこを整備するか分からない、場所も含めて、新たな課題になるのかということをまず

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 公園という名のつくもの全て、全体像として捉えるべきだと、そんなふ

うに思っています。 

  ここだけが特殊なものではなくて、お互いに補完をし合ったりすることもあるかも分

からないし、あるいはここだけに機能が集中するということもある。それから、子供た

ちだけに特化するということだとか、これはもう全体の中でどう絵を描いていくかとい
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うのは、このことも含めて、それから既存のいろんなところにあるところの公園も含め

て、公園の候補地の一つとして捉えるというような考え方ですね。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） そうすると先ほど、もう一回前段に戻るんですが、アンケート

を取りますと。委託して。そのときにどういうイメージといいますか、いろんな希望が

ありながら、どういう要望があるかも含めてアンケートを取って、それは多分委託です

から、どこかに委託するんだと思うんですけれども、その辺についてどんなことをこれ

から進めていくのか。委託してアンケートを取った形の委託をした形で、そのときに、

それなりのまとめが出ますよね。それなりの、どういうものが出るか、アンケートの出

し方によりますので。 

  その結果、令和４年度中にはどこまで進むのか。基本とか構想とか、そんなレベルじ

ゃないと思う。その辺についてまた再度確認いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 基本構想ということですから、町全体の公園のあるべき姿というか、そ

ういった内容になってくるんじゃないかなと思うんですよね。 

  具体的に、設計の細部までその中に入ってくることではなくて、いろんなエリアがあ

って、ここはどんなところにふさわしいのかというようなことで、それを詰める過程の

中では、町民の要望もそれは大事な一つ、それから、いわゆる公園を専門とする設計屋

さんが、公園の基本的なあるべき形の中でこの町を見たときに、どういう機能がどうい

うエリアに設けたら、それが町民にとってより有効に使われるかと。これはプロとして、

そういう視点からの提案だとかあるだろうと思うんですよ。それをどんなふうにして、

うまく織り交ぜながらやっていくか。 

  だから、何もない最初の段階で、いわゆる専門的な立場からアンケートを取ってやる

のか、あるいは何もないところでただ漠然とアンケートを取るといったって、それはプ

ロの立場ではないので、いろいろと必要な項目が抜けたりなんかする可能性はあるので、

そういう一般的なアンケートの取り方の中から、次にそれを基にして議論をしていくな

んていうのは、これはあるべき一つの手順の在り方じゃないだろうかなというふうに思

いますけれども。ほかに有効な進め方があれば、それはそれとして参考にしながらして

いきたいと思いますけれども。 

  設計屋さんと詰める中では、住民の声をいかに反映をしたような公園づくりをするか

という上でのアンケートの在り方だとか、あるいは町民の様々な声の聞き方とか、そう

いったことを提案してもらうというようなことでないのかなというふうに、今、やり取
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りの中で思っているような感じであります。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 前のマスタープランの中では、そこそこの公園の役割をどうす

るかというので、膨らませながら検討していくと。町民と一緒になって整備していくと

いうのがずっとあって、課題として総合的に、お年寄りから子供まで含めた公園欲しい

なという課題に基づいた、今回の様々な目的で利用できる総合公園の整備が求められて

いることについての今後の課題なのかなと私は捉えたものですから、役場の前とか、ど

こどこというのではなくて、どこかの公園が総合的になるのであれば、そこにまたちょ

っと膨らませるとか、そういうふうに今の公園の中では、総合的に遊べる公園というの

は、ちょっと見当たらないと。前のマスタープランの中では。 

  そういうことで、総合的に遊べるような公園を新たなのか、どこかを整備きちんとす

るのか、そういうことを含めてやるのかなという思いで質問したんですが、そのことも

含めてアンケートを取り、整備するという案であれば、それはそれとして、ようやくか

み合ったかなと思って、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 総合公園という、そういう名称で町民が集える場所というふうにやって

いますけれども、それが１か所で全てが満たされるような公園に、つくれるかどうかと

いう、それは場所の問題が出てくるわけですよね。やっぱり膨らめば膨らむほど、場所

が大きくなってくる可能性が出てきますから、そうではなくて、この町全体として総合

公園という意味合いですよね。 

  だから、全てではないけれども、憩うというか、癒やしのような公園であれば、それ

はそれとして、子供からお年寄りまで癒やしを求めているなんていうこともあり得る話

だろうし、それから子供のほうの親御さんからの要望というのは、足寄町みたいに大き

なコンビネーションの遊具、ああいった類いのものが欲しいというのを公園というイメ

ージされているわけです。そうすると、現実的にああいったことが本当にできるんだろ

うかという思いは持っております。 

  この町の中で、いろんな機能を持ち合わせて、そこそこ子供からお年寄りまでくつろ

げる場所だとか、あるいはアクティブに子供たちが遊べるような公園だとか、場合によ

ってはそういったことも、一定のエリアがあればできるということもあるんじゃないだ

ろうかなと思います。 

  さらには、この町だけで完結するのではなくて、せっかく近隣にあるとすれば、そう

いったところの活用もお互いにしていきましょうよと。同じようなものをやるとすれば、
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そうすると勢い、航空公園のところにどんとしたものをつくってくれと。じゃ、それ実

際誰がそこへ行くのというような課題も出てきますから、そういう意味では、こういう

町全体の中で多少、小規模であっても全体の人方がくつろぎ、そして集い、憩うような

場所だとか、そういういろんなものを含めて、トータルとして総合公園というような、

そんなような形になるんじゃないのかなと思ったりもしていますよね。 

  ここだけで、どこかでと今イメージされていて、大きなところを求めるとなれば、そ

れはそう簡単にいかないような気がしています。これからの話ですけれども。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 質問して、ようやく話が見えると言ったら変ですが、前のマス

タープランがそうなんですよ。それに基づいて、町全体が公園と見た場合に、そこそこ

の役割あるだろうと。であれば多少なりとも、先ほど言いました航空公園はちょっとそ

ういう希望もあるんですけれども、そこにどうのこうのじゃなくて、総合ってもっとも

っと集えるような公園が必要だと。それが町民アンケートの中にもあったり、若いお母

さん方があったり、高齢者の方も含めてそういうみんなが集えるような公園があるとい

いねというのが、今回の総合計画の中でのアンケートにありました。 

  そのことを含めて、町長が先ほどお話ししましたように、でっかくつくればいいとい

うものでもないし、どこかの公園をちょっと工夫すればできるかもしれないと。それも

含めてアンケートを取って、住民の広域避難を進めるということを確認して、この公園

についてはこれからも続く課題ですので、確認したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 答弁要るの。 

  竹中町長。 

○竹中 貢町長 そういうことでございます。よろしくお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 分かりました。 

  質問してみないと分からないものですねと私は思っているんですが、総合計画の中か

ら出た、それからいろんなところの中で、予算的に役場の前の公園、何でこんなにかか

るんだろうと。名前が同じなのに３億円もなぜ使うんだろうみたいな、前のベルト構想

もあったりしたものですから、きちんと説明、私も質問して、答弁をしてもらって、一

致できれば、そこで進んでいけたらいいなと思っています。 

  教育問題のほうに移りますが、よろしくお願いいたします。 

  就学援助の関係については、予算の中でも質問させてもらいましたので、あえてその

中では質問しなかったのは、基準の拡大について、たしか今年度から音更町も広げてい
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るはずなんですが、当初は昔は広尾町があって、しばらくたってから池田町が入って、

次、音更町も生保基準1.5倍というふうに増えているんですが、その辺について今後の

課題、できるだけ父兄の軽減に、考えながらということがありますので、その辺につい

て答弁があればお願いします。 

○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 就学援助の基準1.3と。今回1.5へというお話です。 

  今、就学援助の世帯に対しては、国の基準に合わせた支給をしております。それを基

準としながら、町のほうで独自にという取組もしております。例えば、体育用品につい

ては、小学校、今スケートやっていますので、スケート靴については足が大きくなると

いうこともあるので、１年生と４年生というふうにして支給をしております。 

  さらに、端末に関わる通信費、これは国の基準では１人１万2,000円というふうにな

っています。この扱いについては、町の基準によって就学援助費ということで１万

2,000円どんと現金でというところもありますけれども、本町については現金でという

ことではなく、実費支給という形で年間２万4,000円ほどの支給をさせていただいてい

ます。こうしたことによって、子供たちの家庭での家庭学習、この後の質問にもあるか

と思うんですけれども、そんな家庭学習を寄与できるようにしています。 

  1.5というところはあると思うんですけれども、本町では一般財源とそれからふるさ

と納税の子育て少子化基金、こういったものを併用しながら、全ての世帯に対して、議

員既にご承知だと思うんですけれども、学校教育の中では環境学習の経費だとか、プロ

グラミングの経費だとか、補助教材費だとか、中学校のキャリア教育、それからかみし

ほろ学園で家庭教育ノートというのをｉＢノートの中に一つ入れているんですけれども、

そういったノート代だとか、さらに全員ではないんですけれども、希望する方全員が受

講料無料という受験料だとか、こういったものを補助させていただいています。 

  さらに、修学旅行費、それから医療費、給食費、こういったものの地場産品だとかと

いう部分についても、あてがっていると。もっと言えば、子供たちのきめ細やかな、こ

のコロナ禍の中におけるこのきめ細やかなとか、心のストレスだとかという部分では、

これも間接的になりますけれども、少人数学級の教員だとか、ＴＴの先生だとか、こう

いったものを配置して、子供の学びをサポートしているというのがあります。 

  さらに、遊びという部分でも質問あるかもしれませんけれども、こういった社会教育

ですよね。社会教育の中でも、子供の応援事業も含めて、スキーのリフト代の補助、こ

ういったものをさせていただいています。 

  確かに、ほかの町では1.5というところもあろうかなと思うんですけれども、ここま
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でこういった形で応援しているという町は、僕の中では、そうないんじゃないかなと思

っています。1.3なのか、1.5なのか。数字なのか、内容なのかという部分を含めて、今

後も法に照らし合わせながら、給与費については検討していければなと考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 就学援助につきましては、国の基準というか実費負担分含めて

上がっていますので、それは町も適用していると。そのことは確認いたしました。 

  次の課題が、時間が大分迫ってきて、一緒くたになるかもしれませんが、コロナ時期

も含めて、子供の健康状態がどうなのかということで心配しているんですが、視力の低

下はもう前々から言われていることと、今回は朝抜きですか。それによって健康状態ど

うなのかということも含めて、町の健康診断あると思うので、その結果がどうのこうの

じゃないんですが、それに対して要検査とか、多分ある方いると思うんですよ。特に視

力の関係とか。 

  あと、そんなに何十人もいるわけではないと思うんですが、結構、新聞のちょっとこ

れはたまたま道新の記事なんですが、視力の検査で要注意と言われながら、検査しない

方が半分ぐらいいるという、これ一般論ですよ。そういうときにあるときに、きちんと

学校の検査の中で再検査しなさい、大人もそうですが、言われたときに、検査きちんと

受けているんだろうかとか、視力のほかにもね。その辺の把握はどうされているか、質

問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 私の中では、この視力というのが非常に大きな一つのテー

マになっているなと感じております。これから、今、人生100年と言われているこの時

代に、目の健康を失っては、そこを損ねてしまうということがあります。 

  去年もたしかお話しさせていただいたと思うんですけれども、これじゃちょっとまず

いんじゃないのということで、国のほうが全国9,000人を対象としたアンケートを取っ

ております。その結果は、まだ公表になっておりません。 

  そのうち来ると思うんですけれども、特に上士幌小学校、小学校の子供たちなんです

けれども、0.3未満の弱視、それから斜視、それからドライアイと、こういったものも

多いだろうということで言われています。 

  今の１年生につきましては、左右の差、右と左の視力の差が0.5以上違うというのが、

１年生の15％もいるということです。小学校では保健養護教諭が、ばんそうこうという

通信を通して、こういった目の健康も含めて啓発をしています。 

  さらに、学校の中では0.7から0.9の子供たちについては、保護者に対して医療機関で
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再検査してくれと。また0.6未満については、精密検査してくれという働きかけをして

おります。ただ、どうしてもその視力、目が痛いだとか、違和感があるとなれば病院に

行くんですけれども、視力一つを取って、なかなかこの今の状況の中で、向かっている

姿は少ないのではないかという話も伺っています。 

  一方で、上士幌町、子供たちの医療費も無償になっておりますので、養教さんの話で

は、前任校、前々任校に比べると、非常に上士幌の子供たちは、そういったところで病

院に行ったり、検査をしている例は多いですという話をしています。 

  あまり時間はないんですけれども、こういったことが学校現場の中で起きています。

中学校あたりは１年間通して定期でやっているんですけれども、定期外についてもこう

いった視力の検査を行っています。 

  さらに今、端末が１人１台ということで、その辺の使い方については、かなり実は細

かく指導はしています。学校の中では、指導はさせていただいています。ただ、どうし

ても家庭の中での視聴する時間が多いと。ゲームも含めて、非常に長いというのが上士

幌の特徴であります。 

  これらが一つ課題だということで、国のほうもいろんな手を打っています。ただ単に、

文章だけで配布するんじゃなくて、今たまたま持ってきているのが、こういった漫画で

すね。こういった漫画を通して、子供たちにやっぱり見てもらおうという取組も進めて

いるというのが状況です。 

  視力の部分が、今一番私の中でも懸案しているということで、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） 視力だけではないものもあるかと思うんですが、一番分かるの

が視力で、それは小学校に入る前から、幼児期から多分いろんなゲームなり、いろいろ

目の刺激であると思うんですが、それはこれからの、前回も多分一般質問でさせてもら

いましたので、ぜひ子供たちの健康を第一に、学校、それから教育委員会も含めて、注

視してほしいなと思っています。 

  次に、実際にオンライン教育の関係なんですが、この間の臨時休業に関わって、実際

に５日間ぐらいですか、いろいろやった中で、どんな課題が見えたかなと思って質問を

させてもらったんですが、まだ試行錯誤中だと思うんですが、その結果についてはあま

り具体的なこういう課題、こういう問題、こういうふうにしたらいいというのは答弁に

なかったんですが、そのことを含めて質問したいと思うんですが。 

  私もいろんな本を読んだり、新聞読んだりしながら、やっぱりオンラインの学習をす

ると、ずっと続けちゃうと結構子供たちが疲れるのではないかと、光の問題から健康へ
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の被害が出るんじゃないかということが指摘されています。白梅学園大の成田弘子先生

の本を読んだら、そう書いていました。 

  それから、あとつい最近の新聞の中では、東大の元教授の方が、オンラインの使い方

はうまくしないと逆に学力が低下する傾向もあるのではないかということも指摘されて

いました。ですから、オンラインのやり方が、その方の言う話であって、本当に教材の

一種として、これは教育長も前から言っている話で、教材の一種としてうまく活用しな

がらやっていくという方法をしないと、全てがオンライン、オンラインじゃなくて、い

ろんな、今回も紙媒体の教材も用意したらしいですが、先に紙を媒体しながら、教材を

用具として、道具として活用しながらいかないと、まず体の健康がちょっと危ないので

はないかということもありますので、手短に答弁をお願いいたします。遊びのことまで

入りたいので、よろしくお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 小学校臨時休業は４日間、火、水、木、金とありました。

この間、小学校１年生から６年生まで、タブレットを持ち帰っていただきました。 

  先生方の中でも試行錯誤していました。特に難しいなと思うのは、まだ低学年、ロー

マ字入力だとか、タイピングの部分があまり上達していないという部分で不安はありま

した。３年生以上については全く問題ないと言っていいほど、進めていただきました。

１、２年生はやはりやり方が分からないというようなことがあって、保護者も一緒にそ

れに付き合って進めたという経緯があります。 

  学校の中で、やはり１日目終わった段階で、すぐ状況が見えてきたというところがあ

るので、作戦会議をしていたようです。授業の時間も、これ前、お話ししていた部分も

あったかと思うんですけれども、やはり今言われているのは、30分画面を見たら、最低

でも20秒は今度別の世界のほうを見てごらんという話をしています。 

  小学校のほうは、どちらかといえば中学年くらいまでは３時間、１時間当たり通常で

いけば45分なんですけれども30分、そして小１時間程度自習という形を取って、また続

けていくというところ。 

  あとは、中には、こんな子供もいました。家庭での学習だという話だったんですけれ

ども、操作の仕方が分からないというところでわっかに来たお子さんがいました。これ

らについては、生涯学習課もいろいろな形で支援していただいていますので、生涯学習

課の職員が保護者に伝え、すぐやり方を教え、そして学校の中でやってもらったという

のが、そういった実態もあります。 

  以上です。 
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○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） ありがとうございます。時間取ってくれて。 

  私よく言うのは、自分でよく学びを止めない、学びを止めないといって、いろんなこ

とをデジタルだ、何だかんだというけれども、私は子供がやっぱり一番大事なのは心、

体の健康だと思うんです。 

  視力が落ちて、体を害して、学びを続けようと思っても、それは全く続かない話です

ので、まず体の健康を大事に考えてほしいなと思っていますが、それの体の健康という

のは私、遊びだと。食事はもちろん大事ですね、食事。あと、遊び。 

  教育長も遊びはすごく大事だと言ってくれているので、たまたまこれ教育委員会に行

って、たまたまメールもらったので見に行ったら、教育委員会、学童、保育園にも貼っ

てあったので、教育委員の社会教育の担当の方に聞いたら、実はこれは自分たちが写し

たんだみたいなことを言われて、社会教育の育成協議会が頑張ってこの雪像をつくって

くれて、エゾレッドさんたちがこの雪像をつくったんだと。それを一生懸命、学童、園

児、保育所の子供たちや親にメールか何かでばっと流して、結構遊んでいると。そうい

う機会が今ちょっと、以前に比べたら減ったなと思っています。 

  ですから、ぜひ教育委員会が、教育委員会だけじゃないですよ、隣のおばさんでも私

でもいいんですが、やっぱり遊ぶ機会を大事にするきっかけをつくったり、仕掛けをつ

くったりして、子供たちにとにかく遊んでもらおうと。遊びを止めないって自分でなか

なか、自分でつくった言葉なんですが。やっぱり学びと遊びと、食事は必ず皆さん食べ

ると思うので、食事も大事なんです。その辺をぜひ教育委員会の中では、柱の中に入れ

てほしい、取り組んでほしいなと思っています。その点について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 遊びは大事だと私も思っています。その中で体づくりがで

きていって、遊びを通して協調性が養われたり、人との人間関係ができたり、コミュニ

ケーションが生まれると思っています。 

  僕は、その中の基本が、やはりこども園にあるんだろうなと思っています。今回、今

のエゾレッド、当初は、少年会と教育委員会が協力し合いながら、子供冬まつりなんて

やってみようという企画をしました。 

  ただ、どうしてもコロナ禍の中で、大勢の子供たちが一堂に集まるのは、やはり危険

を感じるということがあって、雪像をつくりました。雪像については、教育委員会のほ

うから建設課のほうにお願いをして、建設課が快く重機を出して協力してくれました。

そして、その横にあったのがエゾレッドです。エゾレッド雪像は、少年会の方がつくっ
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てくれました。土曜、日曜、それから平日の夕方、親子連れがあそこに集って、またこ

ども園の子供たちがあそこで滑り台をして、ああいう姿を見ると、やはりこういった中

から子供たちって育まれていくんだろうなということは実感しています。 

  さらに、特に今、こども園のほうでは、いろんな動き、体の動きを示しながら、こど

も園の例えば、ほろんの森ありますよね。ほろんの森でどんな遊びができるんだろうか

という部分があって、僕のほうで命課をしている職員がいるんですけれども、ほろんの

森ガイドブックだとか、こういったブックを今、作成しています。いろんな遊具があっ

て、その12種類、13種類の遊具をどう組み合わせていくことによって、これが遊びが楽

しくなるかというようなところも取り組んでいただいていますし、オリジナルのほろん

体操というのも今、作成中です。 

  こういったもの、明日、実はシルバー学級があるんですけれども、こども園の先生が

シルバー学級の最後のほうで情報提供をして、高齢者の方、どうぞいらしてくださいと。

こども園に来れば畑もあるし、一方で、ほろん体操も皆さんに披露して、みんなで体を

動かしませんかというような取組も明日行う予定でいます。 

  これからも、遊びという部分は重要な栄養素になっていきますので、ここの部分は大

事にしていきたいなと。ここが基本だと思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） ほろんの森も私も孫と二、三回通ったんですが、もともと放課

後だとか土日は開放していますので、していることをもっともっとアピールをして、ま

だまだ私が所属するサークルのお母さん方もまだまだ利用が足りないんですけれども、

あそこ本当に子供たちが伸び伸びと、忍者ごっこしたりとか、そういうふうに遊びはや

っぱり、子供の頃からきちんと遊んで、学校に入ったときにきちんとやっぱり周知でき

るというふうに、目の問題もそうなんですが、そんなふうに遊びを十分大事にしてほし

いと思っていますが、答弁いただきましたね。じゃ、これで終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 答弁要りますか。まだ時間ありますので。 

○２番（山本和子議員） そうですね。 

○議長（杉山幸昭議長） じゃ、小堀教育長、ありますか。 

  小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 今の言葉を大事にしながら進めていきたいなと思っており

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。 
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（午後 １時３１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３２分） 

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

◇ 伊 東 久 子 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、３番、伊東久子議員。 

○３番（伊東久子議員） 私は、合同墓設置についてを質問いたします。 

  竹中町長の令和４年度執行方針を聞かせていただきました。基幹産業、保健、福祉、

医療などにも気配りができる内容でした。 

  第６期総合計画は、令和４年から10年間の計画であり、内容に町民代表、職員、議会

議員の意見も盛り込まれております。世界や国の動向により変更はあると思いますが、

町民が安心、安全に暮らしていける総合計画になっていると思います。しかし、少子高

齢化の傾向はしばらく続くと思われます。そのための準備は、計画になくても、町民要

望は実行しなければならないと思います。 

  最近、高齢者の経済的負担が多くなっています。年金は下がり、物価は想像以上に高

騰しています。 

  そんな中、心配事の一つに、墓守ができなくなってきたことがあります。北海道では、

札幌市が1996年に合同墓をつくり、その後、2018年までに、全道の市としては約17か所

できています。十勝では、帯広市、池田町、音更町、この音更町は10月開設となってお

りますが、が始めており、高いニーズがあることが分かりました。先日、芽室町も町民

アンケート調査をする旨の新聞報道がありました。 

  上士幌町では、一人世帯で子供や孫に迷惑をかけたくないという方や移住者、核家族

が多くなっています。自分の代で墓じまいをしたいという意見を多く聞くようになりま

した。ぜひ調査をして、合同墓設置を考える時期に来ていると思います。 

  竹中町長の考えをお聞きいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 合同墓設置について、伊東議員のご質問にお答えいたします。 

  質問の合同墓についてでありますが、昨今の新聞報道では、墓の継承や維持管理が困

難な状況から、合同墓を希望する方が増えているとのことであり、十勝管内では帯広市

と池田町が既に整備済み、音更町も整備予定と伺っております。 

  合同墓の整備検討につきましては、平成27年第１回定例会においても伊東議員からの
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ご質問があり、町の考え方としては「人口減少や少子高齢社会を迎えている今日、家に

対する意識の変化、お墓を守る後継者不足など、お墓に対する考え方も変化してきてい

ると思いますが、現時点において合同納骨塚として整備することについては、町民各層、

法人や団体の意見を伺い、慎重にすべき」と答弁させていただき、以降５年余りが経過

したところであります。 

  この間、個別に意見を伺っておりますけれども、個人からは、「墓守の後継者がいな

い」や「子供たちに迷惑をかけたくない」などから、選択肢が増えることについて賛成

の意向が多いと認識しております。 

  一方、本町は、5,000人の規模の小さな町でありますが、６つの寺社があり、日頃か

ら故人の供養や墓守を丁寧にしていただいている現状にあり、法人等からは慎重に対応

してほしい旨の意見も伺っております。 

  第６期総合計画のアンケートや懇談会等の中では、特段のご要望はございませんでし

たが、既に整備済みの自治体と同様に、将来において合同墓の整備が求められる時期が

来るということも視野に入れながら、引き続き現状や課題等を整理し、関係者との調整

が必要と考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、伊東久子議員。 

○３番（伊東久子議員） ５年前にも私、同じような質問させていただきました。 

  最近、この３年間においては、やっぱりコロナ禍になっておりますから、あのときと

は随分状況が変わってきていると思っております。言ってみれば、まずお葬式だとか、

結婚式、本当に生活スタイルがもうすっかり変わっていることと思います。 

  現代は、もうデジタル化時代になっていると思っています。このコロナが終息しても、

今までのような生活になるかと思えば、すぐこれは戻らないのでないかと私は考えてお

ります。ですから、私たちの考え方も変えていかなければならないと思っております。 

  その中の一つに、やはり合同墓があると思います。最近は、無宗教の人たち、例えば

若い世代では、やはり後継者問題、少子高齢化、核家族で、長男長女の結婚でやむを得

ない事情もあります。お墓の継承や維持管理困難な方、経済的に墓の建立ができない

方々のために必要だと、私は考えております。 

  前回質問したときは、宗教団体等の意見を聞かなければならないと、そのような答弁

だったなと思っております。当然、私は反対はあると思いますが、現状、今あるお寺の

敷地内にある檀家さんのお寺について、それはそこまでは言っておりません。それは、

それぞれ相談して決めることだと思っております。 

  全てのお墓を合同墓にするということではありません。既存６つのお寺がありますが、
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永代供養としてお骨を納める場所はあると思いますが、それは多分宗派によって誰でも

できるものではないと思っております。これは、今の状況ではできないのでないかと思

います。 

  以上のようなことが、今起こりつつあります。町長はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず、このコロナ禍が、いろんな価値を変えたり、行動様式を変えてき

ているというのは、もうおっしゃるとおりであります。 

  私どもの立場としても、町民が亡くなったときには、お通夜や告別式にお参りさせて

いただきますけれども、そういった従来の形式も変わって、焼香のみというようなこと

だとか、そういったことで大きく変化をしてきていると。結婚式も最近、ほぼ出るよう

な状況はございません。 

  そういった変化が、やっぱり意識の変化にもつながってくると。今おっしゃったよう

なこと、十分それは想定される話だなと、そんなふうに思います。しかも、無宗教であ

ったり、特に核家族化なんかで、亡くなった後のお骨のしまい方、これらについても随

分変わってきているだろうと。それは５年前の状況から、今はもっともっと大きな変化

のスピードがついてきているというようなことであります。 

  ただ、やっぱり僕は、70過ぎているせいもありますけれども、やっぱりこの生き死に

だとか、自分の亡くなった後のことなんていうのは、非常に尊厳があって、そう軽々に、

一方的にこうであるべきだと、こういうのはなかなか言いづらいなというようなことで

あります。 

  合同墓の設置の順番としては、多分、札幌だとか、それから市がということで入って

きていますけれども、もう一つには、お墓を建てるお金が相当、多分、墓石を買ったり、

その設置に相当のお金がかかるという、そういった経済的な側面でつくれないというこ

と。 

  あと、しまい方も、納骨堂だとか、様々な形態に変わってきていますけれども、ただ、

どんどん亡くなる人が多いとなれば、納骨堂なんかにも限界がありますから、多分その

後どうするのかというような問題も出てくるだろうと。 

  それから、お墓の墓地そのものについては、こういった町については、まだまだ墓地

の敷地は十分あり得るという状況にあるなと、そんなふうに考えております。 

  それから、亡くなったときのどう故人をその後、供養していくのかということでは、

子供の数が少なくて、亡くなった後に子供の住所のところに持っていって供養するとい

うケース、こういったケースも結構あるのではないだろうかなと。一人きりで亡くなっ
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たというのは、ある意味では無縁仏みたいな形になりますので、いろんなところでの公

のところの対応なんかも、これは必要になってくるだろうと、そんなふうに思っており

ます。 

  そういういろんな先祖代々からあるそういった儀式の一つが、どうこれから変わって

いくのかといったときに、いずれにしても合同墓といいますか、やはり行き場所がない

という方が出てきますので、その対応については、行政は行政の立場としても考える必

要があるだろうと思います。 

  今お話あったように、現段階の中では檀家さんのところの永代供養も、これも合同墓

の一つに類するのではないだろうかなと、こんなふうに思っています。それは檀家さん

だけなのか、場合によっては、そうでない方も面倒を見ていただけるのか。こういった

ことだとか、今、実際にお寺さんがどういう状況にあって、どういう受け方をして、町

がどんな関わり合いを持っていったらいいのかだとか、こういったことは十分、故人に

対する尊厳の念も含めて、より具体的にお聞きをし、そして町がどんな対応を取ったら

いいのかというのは決めていきたいなと、そんなふうに思います。 

  ここで帯広なんかもあるということですけれども、それがどういう状況なのか。ただ、

僕の感覚として、亡くなって合同墓で遺骨をどっと中に入れて、混じっちゃうわけです

よね。もう取り出そうにも取り出すこともできないというようなことがあるということ

ですから、それを決断する上でも相当のことが必要になってくるだろうし、その後のそ

れに対する供養はちゃんとしてもらえるのかだとか、いろんなことも考えなければなら

ないだろうと、そう考えております。 

  意外とこの辺は亡くなった人の動向なんかも、ここに子供たちがいなくて、子供さん

がお墓をどうしていっているのか。もともと先祖からのお墓があれば、そこに納骨する

ということをやって、多分時々は来てもらえるんだろうと思いますけれども、そういっ

たお墓のない人方がどういう行動を取っているのかなというのも、一つ何か知るような

手がかりがあれば知って、実際そちらのほうに持っていっているケースがほとんどだと

いうことになれば、そこでのニーズというのは、ある意味では少ないということになる。 

  それから、今度は逆のパターンで、よそから来た人がここに来たとすると、墓守は自

分がするといったときにどういう対応をしたいのかなんていうのも、移住者で来たとす

れば聞き取りなんかもできる。兄弟がいるとすれば、その兄弟のところにいくと。特に

本州のほうは非常に家を大切にするという伝統がありますから、長男がお墓をしっかり

守るというケースが非常にあるだろうと思いますけれども、そういうようなこともある

んだろうなと、そんなふうに思います。 
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  いずれにしても、その辺のことのいろいろ心配をしてくれたり、供養してくれている

お寺さんの住職さんの話なんかも十分聞き取って、実態はよく見えているだろうと思う

んですよね。相談があったりもしているだろうし。そこからどのような対応が町として

も必要なのか、それから実際、今、合同墓が急いでやるべきときなのかというようなこ

とも考えたいなと、そんなふうに。ただ、その前に財政的なことで、この問題を考える

必要はないだろうという、そうは思っております。 

  むしろ、それが本当に今、故人になった人方にとっても、みんなにとっても、どうい

う形がいいのかというのは、いろいろとまだ知らないところがたくさんあるなと、こん

なふうに今考えているところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、伊東久子議員。 

○３番（伊東久子議員） 答弁の中に、地区懇談会やら、そういう要望がなかったという

答弁がありましたけれども、地区懇談会については懇談会そのものに集まる人がいない

と。これが今後の課題ではないかという回答をされている方もおりました。 

  また、常識が変わってきており、高齢者と若年層の考え方が、いずれかに生じたお互

いがお互いの気持ちになって常識をすり合わせれば、問題を解決していくための会話を

する機会、コミュニティが必要なのでないかということがありました。そういうアンケ

ートの結果もありました。実際、１週間、７日間の中でこれに参加したのは25人、20団

体が参加しているだけですから、町民全体の意見を聞くということは、これは無理だな

と思いました。 

  私は、５年間の中で新聞報道だとか、これ全て集めました。そうしましたら、各町村

で、やはり合同墓の必要があるというのが、約５割の方たちが必要だと回答しています。

各町村で、この問題について質問をされている議員がたくさんおりました。 

  ちなみに、2015年に開始されました帯広市の合同納骨塚は、使用率６割、60％になっ

ていると報道されております。また、新たに、この帯広市については造成も視野に入れ

ながら対応したいと考えているようです。それだけニーズが高くなっていることは確か

だと思います。 

  それで、私もいろいろ皆さんの意見を聞いて考えましたが、これは町長に提案なんで

すが、現状変えられるのは、今あるお寺さんの中で、宗派っていろいろ何かたくさんあ

るんですけれども、それを関係なく納骨ができるようになることが一番の改善になるの

かなというか、そういうことを思っています。それでなければ、やっぱり町が管理する

公営の合同墓を建てる必要があるかなと思います。 

  町民からのアンケートを取るにしても、設問の仕方というのは、とってもアンケート
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の結果によってすごく違うと思います。あとは年代別であるか、あと高齢者のほうにす

るのか、そこら辺はあれですけれども、ぜひアンケートを取って、上士幌の現状という

か、高齢者の現状を聞いていただければいいなと思います。 

  そして、町民の意見が取り入れられて、安心して上士幌で終われるというか、そうい

う感じになれば一番いいなと思って、今回も質問をさせていただきました。 

○議長（杉山幸昭議長） 答弁要りますね。 

  竹中町長。 

○竹中 貢町長 町民の声、アンケート、それも改めての手法の一つだろうと思いますが、

今までも高齢者といいますか、いろんな形の中で聞く機会があったとすると、あること

については問題ないということですね。ですから、そこに自分が入りたいかどうかとい

うのは、またなかなか微妙なところがありますので、今言ったようにアンケートを取っ

て、必要か、必要でないか、あったほうがいいか、今のままでいいかといったら、あっ

たほうがいいというのが大体圧倒的な多数になるかと思います。 

  いずれにしても、数だけで是非だとか、そう簡単にすぱっといけるような、そういう

次元のものではないというふうに思っております。ですから、それをするにしてもどん

なふうにしてつくられていくのかという、そういったことも相当丁寧に考えた上でやる

必要があるのかなと、そう思います。 

  実際に、必要だということと、現実の問題として合同墓の設置の自治体の流れを見る

と、やっぱり大きな自治体のところ、多分お墓そのものがないだとか、場所がないだと

か、あるいはもう本当に多額のお金がかかるだとか、いろんな経済的な側面というのが

結構あるのではないだろうかなと、そんなふうに思います。 

  そこのところは、町としては、多分お墓のつくる上でハードルは、よそよりも低いと

いうふうに思います。ただ、後継がいるのか、いないのかと。もし後継がいて今お墓が

あるのであれば、その墓守をできるだけしてもらいたいなと。 

  というのも、お墓の中には、町の歴史そのものが詰まっていると、そんなふうにも思

う、そういう墓地の何といいますか、教えがそこにはあるような気がするんですよね。

ですから、突然亡くなった人が合同墓で、その故人が見えなくなってしまうというのも、

何とも気がかりなところも、精神論みたいなところでありますけれども、そういったも

のを個人的には感じるところもあります。 

  いずれにしても、実態は実態として今何を求めているのかというのが、これはちゃん

と僕らの立場としては把握しなければなりませんので、何といってもやっぱりお寺さん

の皆さん方といろいろお話をさせてもらいたいなというふうに考えております。お墓に
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祭るだとか供養するという、こういう古来からの伝統というのは、これはまた大事なと

ころもありますから、そういったことも含めて対応させていただきたいなというふうに

思います。 

  何とも歯切れの悪い答弁ですけれども、心情をちょっと酌み取っていただければなと

いうことでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、伊東久子議員。 

○３番（伊東久子議員） やっぱりこれについては上士幌だけではなくて、各町村という

か、北海道なら北海道、日本なら日本全国、やっぱり同じような問題が多分出てきてい

るんだと思うんですね。 

  ですから、上士幌もこれは５年間もほっとかないで、もうちょっと早く調査をして、

できれば私は、今あるお寺さんに宗派関係なく納骨させてもらえるような方法が一番い

いのかなと、そんなふうに思います。若い人には迷惑はかけられません。 

  答弁があればお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今いただいた提案については、ぜひ関係者の方々にもお伝えし、相談を

させていただきたいなと、そんなふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、３番、伊東久子議員の一般質問を終わります。 

  ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午後 １時５５分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時０８分） 

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

◇ 馬 場 敏 美 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、10番、馬場敏美議員。 

○１０番（馬場敏美議員） 私は、障がい者の雇用促進についてお伺いいたします。 

  我が国における障がい者の雇用は、1960年に身体障害者雇用促進法が制定され、これ

が障害者雇用促進法の基となっています。1976年に雇用率の算定基準が加わり、民間企

業における身体障害者の雇用を義務化した後、対象障がいは順次拡大され、1998年に知

的障害者が、2018年からは精神障害者が雇用義務の対象に加えられました。2016年の障

害者雇用促進法の改正では、法定雇用率の上昇と併せて、雇用分野の採用・賃金・配置
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などの差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供義務、相談体制・苦情紛争処理課題解決

支援の構築、整備の３点が盛り込まれました。 

  2020年の民間企業における障がい者の雇用状況は、57.8万人で、実雇用率は2.15％

（法定雇用率2.20％）、雇用者数は17年連続で増加しています。 

  また、地方公共団体の法定雇用率は、2021年３月の改正によって2.60％に設定されて

いますが、本町は2020年６月１日現在、対象職員126人に対し、障がい者の雇用が５人

で、法定雇用率が3.97％となっており、管内の市町村の中で一番高い雇用率となってい

ます。 

  本町の障がい者の就労は、ＮＰＯ法人サポートセンター白樺が主に担っており、就労

継続支援Ｂ型事業所で15人、地域活動支援センターで３人が利用しており、利用者に支

払われる月額賃金は、全国平均の１万6,118円、北海道平均の１万8,966円を上回ってお

ります。 

  2021年３月に策定された第６期障がい福祉計画では、障がいの有無によって分け隔て

られることなく、共に社会の一員として安心して暮らせる社会の実現を目指すとし、基

本理念では、障がいのある人々が住み慣れた地域で安心して暮らせる地域社会の実現と

しています。 

  この目的達成に向けては、就労を希望する障がい者の障がいの特性などの多様化に対

して、その希望や特性に応じた働き方を実現することが求められています。 

  それに向けた就労機会の確保は、身近な地域で雇用の場の創出が必要であり、特に民

間企業の門戸拡大の機運を高めていくことや、障がい福祉制度の活用による就労機会の

拡大等、障がい者と共に働く当たり前の地域社会実現に向け、自治体としても民間事業

者に対して率先垂範していくことが必要であると考え、以下について質問します。 

  １、地方公共団体に求められている法定雇用率を上回る雇用の考え方について。 

  ２、合理的配慮の対応として望ましい行動や指針等の作成及び公表について。 

  ３、行政内における障がい者からの相談等への支援体制及び考え方について。 

  ４、障がい者福祉制度を活用した就労機会の提供拡大に向けた考え方について。 

  以上、質問します。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 障がい者の雇用促進について、馬場議員のご質問にお答えいたします。 

  １点目の地方公共団体に求められている法定雇用率を上回る雇用の考え方についてで

あります。 

  国が地方公共団体に求める法定雇用率につきましては、従業員43.5人以上の職場が対
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象となっているため、本町においては町長部局と教育委員会部局が対象職場となってお

ります。 

  また、国が定める法定雇用率は、町長部局で2.6％、教育委員会部局は2.5％となって

おりますが、本町での雇用率は、町長部局で3.88％、教育委員会部局で5.71％となり、

法定雇用率を満たしているところであります。障がいを持つ方々が、住み慣れた地域で

働きながら暮らせる雇用の場として、また法令を遵守し、民間事業者のモデルとなるよ

う進めてまいります。 

  ２点目の合理的配慮の対応として望ましい行動や指針等の作成及び公表についてであ

ります。 

  障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、令和２年４月から令和７年３月までを

期間とした上士幌町障がい者活躍推進計画を策定し、町ホームページにおいて公表して

おります。 

  この計画は、全ての障がい者が、その障がい特性や個性に応じて、能力を有効に発揮

することができる職場の体制整備について定めております。地方公共団体における障が

い者の活躍は、ノーマライゼーションやユニバーサルデザイン等の理念の浸透につなが

るとともに、障がい者の行政の参画拡大の観点からも重要であると認識しております。 

  また、令和３年５月に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部が改

正され、障がいのある方から事業者に対して、社会的障壁を取り除くため、何らかの対

応が必要であると意思が伝えられたときに、双方の対話により負担が重過ぎない範囲で

必要かつ合理的な対応をする合理的配慮の提供が、民間事業者においても法的義務とな

りましたので、町広報誌の活用等における住民周知に努めるなど、引き続き誰もが尊重

し合うことができる共生社会の実現に向けた取組を進めてまいります。 

  ３点目の行政内における障がい者からの相談等への支援体制及び考え方についてであ

ります。 

  現在、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく上士幌

町障がい者相談支援事業所を保健福祉課に設置し、相談支援専門員が相談に対する情報

提供や助言等の必要な支援を担っております。 

  障がいのある方への就労支援は、個々の特性を考慮する中で、事前に就労準備性を高

めるとともに、具体的な就職活動や職場定着の支援も必要なため、相談だけではなく、

体調や特性に応じて働くことができる職場の確保が求められるなど、重要な課題である

と認識しております。 

  希望する方が就労し、活躍できるよう、各関係機関と連携しながら、それぞれの特性
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に合わせた就労の相談や支援に努めてまいります。 

  ４点目の障がい者福祉制度を活用した就労機会の提供拡大に向けた考え方についてで

あります。 

  現在、町内では、ＮＰＯ法人サポートセンター白樺において、就労機会の提供が行わ

れておりますが、限られた職員数で対応しており、提供できる活動内容、受入れできる

障がい特性や人数に限度があることが課題となっております。このことから就労支援事

業所のみならず、一般就労を推進するため、企業等と連携し、多様な就労機会の提供を

図ることが重要であると考えております。 

  これらの取組により障がい者の就労、社会参加の機会を確保することは、第６期総合

計画の基本方針である、障がいのある方々が住み慣れた地域で安心して暮らせる地域社

会の実現に必要なことであると認識しております。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、馬場敏美議員。 

○１０番（馬場敏美議員） ただいま答弁ありましたけれども、地方公共団体に求められ

る法定雇用率については、十勝管内においてもまだ達成しない町村がある中で、本町は

上回っており、これは障がい者雇用に理解を示している結果が、この率に反映されてい

るものと思っています。 

  先ほど４点の質問に対してですけれども、これに対しても総体的には、課題等も含め、

認識されているものと思っております。 

  そこで、答弁の内容をもう少し掘り下げて、お伺いしたいと思います。 

  現状、障がい者の雇用については、全国的に見ると大企業では進んでいますけれども、

中小企業においてはまだまだ進んでおりません。そんな中で、答弁の中にありました町

が民間事業者になるという、こういう答弁がありましたけれども、現状私もこれは重要

なことではないか、重要な取組ではないかと思っております。 

  それは、町において障がい者雇用の理念や考え方、制度の理解等の充実、また民間事

業者においては障がい者雇用に対する理解の深まり、そういうものにつながっていくと

思っています。そして、何よりも、自治体、町が障がい者を雇用することは、障がい者

本人の就労意欲につながっていくものと思っております。 

  法的には、障害者差別禁止法の一部が改正され、不当な差別的な取扱いの禁止では、

国、地方公共団体、民間事業者、全てが法的義務を負っております。例えば、障がい者

から話しかけられたり、質問されているのに、付添いやサポートしている人だけに答え

るですとか、学校の入学や受験を障がい者に対して拒否するなどが挙げられます。 

  また、合理的配慮の提供では、障がい者が社会的なバリアを感じることに対して、
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個々の必要に応じて行われる配慮が含まれます。例として、これは新聞報道にあったも

のです。昨年10月の衆議院議員選挙で、道内のある選挙管理委員会で、投開票事務のア

ルバイトに応募した聴覚障がい者に対し、面談などで障がいの程度を把握せずに不採用

とし、選考の在り方に疑問を持った当事者の意見書に対し、この選挙管理委員会は、障

がいの内容を詳細に聞き取るなどした上で判断する視点が欠けていたと答弁し、選考の

不備を認めています。 

  このことから分かることは、この選挙管理委員会が応募者の障がいが業務に支障を来

すのか、必要な措置を取れば支障を取り除くことができたのか、検討せずに不採用を決

めたことです。障がいでできないことではなく、希望する仕事を行うときに必要なこと

は何なのかを正しく理解することだということです。 

  町が障がい者雇用の促進を積極的に図る意味は、障がい者と向き合う機会を増やし、

町自らが現場対応のノウハウを蓄積し、合理的配慮への対応として望ましい行動や指針

等を作成していく過程で、正しく理解し、無意識の差別につながらないことなど、広く

発信できることだと思っています。これにより、民間事業者の雇用環境の整備に対する

アドバイスや町民理解を広げていくことにつながっていくと思っています。 

  そこでです。町が障がい者の法定雇用率にとらわれることなく、計画的な採用拡大に

向け取り組み、自らが現場対応のノウハウを蓄積して、それを見える化し、広く発信す

ることは、最も大事なことだと思っていますが、これ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 障がい者の雇用については、何度か法令を改正しながら、民間の中でも

一定の人数の中で義務化されてきているということであります。 

  いろいろ課題があって、多分、民間であれば、いわゆる経営という視点を最優先に考

えるということですから、なかなかいわゆる能率の問題だとか、その辺が現実の問題と

して多分あるのではないだろうかなと。特に中小企業になれば、よりそういったところ

が経営的な面から、なかなか抱え切れないという問題があるのではないだろうかと、そ

う思っています。 

  ただ、おっしゃったように、大企業なんかについては、かなりそれはもう法的に縛り

がついているので、守られているということがあります。しかし、現実に、じゃ、どん

な仕事をしてもらうのかというのは、やっぱり同じように悩みがあるようですね。例え

ば、障がい者に合わせたバリアフリーの問題だとか、職場環境の改善の問題だとかも出

てくるなんていうような、そんな話も聞いたりなんかしています。 

  大きなところであれば、それはそれほどの問題はないだろうというふうに思いますけ
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れども、そういった問題があるというようなことで、ある企業といいますか、それを中

間的にサポートするような会社があって、会社の中で仕事ってなかなか見つからないと。

しかし、それはもう制度としてあるから雇わなきゃならないといったときに、障がい者

にとってどんな形で働いてもらうのかというような工夫の中で、農業の仕事にしてもら

うという、そういった仕事を請け負う会社があって、ハウスの中で体を動かして、非常

にそれは自分の健康にもいいという、障がい者にとってやりがいにつながっていってい

ると。 

  でも、会社にとっては、それで生産性を生むということでないから、ある程度余裕が

なければできないという問題なんですけれども、障がい者の方の立場から、それはそれ

として喜んでもらっている。つくられたものは、普通はそれをまた販売したりなんかす

るということがありますが、そうではなくて、つくったものについては会社の福利厚生

で回して、職員が使う。でも、これはやっぱりある程度、力のあるところでないとでき

ないんだろうなと、こんなふうに思います。 

  それを小さな上士幌町のようなところで、行政がある程度やっぱり先行して、その辺

のことについてはやっていかなければならない。そういう役割を担っていると、そんな

ふうに思いますから、この後もいわゆる障がい者のレベルや、あるいは適性に合ったよ

うな仕事があれば、そこはお願いをしていくということで、そういったことをやりなが

ら、地元の企業の中でも雇いながら、会社の経営にとってもプラスになるような、そん

なような形が見えてくることが大事だろうと。やっぱり会社の負担だけになっちゃうと、

なかなかもう中小というよりも零細企業のようなところですから、厳しいようなところ

があるんだということでありますから、そういう模範だとか、それからもう一つ、やっ

ぱり国の支援だとか、そういったことも必要になってくるだろうと。 

  国の支援もいろいろあるんですけれども、永続してというのはなかなかないんですね。

短期的にこの間支援をするということはあっても、なかなか永続的に、しかも一定の給

与を支払って面倒をずっと見ていくというのは、難しいところもあるのではないだろう

かなと感じておりますけれども、いずれにしても時代はジェンダーの問題ですよね。 

  男女平等、それから健常者もそうでない人方も、いかに自分らしく社会の中で活動す

るかというのは、非常に大切な視点でありますから、そういう視点からも行政としては、

その辺の対応についてはしっかりやっていきたいということと、そういったことが結果

的に、民間のほうとしても会社のその方がイメージアップにつながる。会社のステータ

ス、グレードアップにつながるだとか、こんなふうな社会環境、情勢ができれば、次、

多少時間差があっても、そういう社会がやがて来るだろうと、こんなふうに考えており
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ます。 

  いずれにしても、町としてもユニバーサルデザインの視点だとか、これは大事な要素

でありますから、町独自の雇用とそれから波及効果ができるような、そういうモデル的

な対応ができれば、いいことでないだろうかなと。そのためにも、働いている人が、働

いている中でもやりがいがあるというような姿が見えるということが、またもう一つは

大切なことでないかなと、そんなふうに思ったりもしております。 

  答えとしては、すぐ今どうこうという回答にはなりませんけれども、そういう視点を

持って、行政のほうも雇用なり、障がい者に対する対応を考えていきたいということで

ございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、馬場敏美議員。 

○１０番（馬場敏美議員） ただいま答弁いただきましたけれども、本当に将来に向けて

も結構厳しい問題かなと、そんなふうに思っています。 

  そんな中で、今、町長の答弁もありましたけれども、やはり町がリーダーシップを取

ってやっていくという意味では、今後、中小企業等を含めて広がっていく中で、町が現

在雇用している方たちの中で得たノウハウというものをしっかりと町の中で共有するこ

とによって、それも提供していける状況が生まれてくるのかな、生まれてくればいいな

と、そんなふうに思っています。 

  もう一つは、そういう中で、就労の場を考えたときに、なかなか広がっていかない。

また、本人の特性によって、どういう場所がいいのかということも考えていかなきゃな

らないです。それで、先ほどちょっとお話ししました2018年に精神障害者が法定雇用率

に加わるようになって、就職する方が急に増えたというんですけれども、逆に離職する

方も増えていったと。いわゆる障がい者を就労させればいいのかという問題だけじゃな

いということなんですね。 

  そういう意味で上士幌町を考えた場合に、サポートセンター白樺がその辺、仲介役も

含めて活動しているという状況がございます。サポートセンター白樺は、平成16年７月

にオープンして18年目、早いんですけれども18年を迎えています。サポートセンター白

樺は、本町の障がい者にとってはなくてはならない場所になっています。 

  先ほども述べましたけれども、Ｂ型事業所の平均賃金は全国、全道を上回っておりま

す。全道の倍ぐらいになっております。一般的には、Ｂ型事業所はＡ型事業所に比べ、

障がいの程度が重い方が多いために、生産性を高められずに工賃が上がらないケースが

多いというふうに言われていますけれども、その中でスタッフの工夫ですとか、頑張り

がこの平均賃金につながっているというふうに思っております。 
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  現状、利用している方の障がいも様々で、幅広く受け入れています。利用者への支援

は、施設内だけでは現在ありません。就労支援のサポートから一般就労の雇用契約への

結びつける支援まで、一体的に取り組んでいます。就労に向けた支援については、当事

者はもちろん、就労先の理解等も含めて、非常に時間を要しています。 

  そんな中、職員には研修等を通してより高い専門性が求められていますので、非常に

日常的にハードな業務にもなっていると思っています。町内にはまだ、地域とのつなが

りが少なく、自宅で過ごしている障がい者の方がおります。サポートセンター白樺が、

障がい者の居場所づくりや地域との結びつき、希望する就労等民間事業者をつなぐ支援

等、本町における障がい者の自立支援の拠点として、大きな役割を現在担っております。

町としても、ハード面の改修ですとか、仕事づくりなど支援していることは承知してお

ります。 

  そこで、先ほどの答弁でも課題であるとしている件について、利用者に直接関わると

ころでありますので、再度これらの課題への対応について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 サポートセンターでの障がい者に対する対応については、非常に一人一

人に丁寧に、その適性に合わせた対応をしていただいているということ、それから適宜、

サポートセンターの職員のほうから状況なんかについてもお聞かせいただいております。 

  なかなか経営としては厳しいということで、このＢ型を立ち上げる当時でありますけ

れども、大体就労者10人ぐらいいれば収支が取れるという話をされました。行政のほう

の担当のほうも、そのような積算してきていましたけれども、今15人ほど利用している

ということで、非常に職員のほうもたくさん来ていただいて、そして、みんな生き生き

として頑張っているよと、そんなお話をされております。 

  頑張ってもらっているなということでありますけれども、なかなか、じゃ、経営とし

てはどうなのかということになると、いわゆる法人の経営としては、そう簡単でないと

いうことでありますが、片方で一方にしては、利用者の先ほど言ったように月額の報酬、

給料ですよね。倍近いというお話をしていただきました。全国の１万6,000円ぐらい、

それから北海道の１万8,000円と。上士幌、３万円を超えているということですから、

非常に手厚い報酬を払っていると。それだけ法人のほうについては多分、身を削ってや

っているんだろうなと、こんなふうに思って、町としても、お話あったように、仕事の

関係でのあっせんなり、あるいは委託なんかをして、できるだけ支援をさせていただい

ているということでございます。 

  いずれにしても、本当に今、これからさらに何を目指していこうとしているのか、ど
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ういった課題が多いのか、こういったことを法人と、よくその辺は連携を密にしていき

たいというふうに思っています。 

  でも、誰でも彼でも全部あそこの中で面倒を見られるかというと、そこまで手が回ら

ないという現実もありますので、その人の適正能力に合わせて、それにふさわしい施設

を紹介をしたり、それは町外になったりしますけれども、そんなふうにしながら、町内、

それから近隣の町村だとか、お互いに連携をしながら、一人一人の一番いいスタイルで

の過ごし方、働き方、こんなことも考え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。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、馬場敏美議員。 

○１０番（馬場敏美議員） ただいま答弁ありましたけれども、まさしく障がいがあって、

町内で住むことが難しくて、町外に出て生活されている方というのも相当数おります。

それで、生活支援を受けながらですとか、施設入所ですとか、またＡ型事業所に行って、

就労しながら賃金を得ているですとか、いろんな方含めて相当数、この町にはいます。 

  そういう方を含めて、本来、本当にこの町から出ていきたかったのかどうなのかとい

うようなことも含めて考えながら、現在この就労をどうやって拡大していくか、希望す

る方にどういう形の就労があるかを含めて、町がリーダーシップを取りながら、私はそ

の福祉制度を利用しながら、今やっていくことが、今求められているところなのかな、

そんなふうに思っております。 

  ノーマライゼーションとか、ユニバーサルデザインの理念が広く、やはり浸透してい

かなければ、障がい者の理解にもつながっていかないんじゃないかなと、そんなふうに

思っています。 

  先ほど来からの町長の答弁で、上士幌町がこれから、その辺含めてしっかりと取り組

んでいく、進めていくんだなということを確認させていただきましたので、今後とも障

がい者の雇用、障がい者の生活、それから障がい者と社会の接点づくりも含めて、いろ

んな関係機関と連携しながら取り組んでいっていただきたいなと、そんなふうに思って

おります。それについてお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 これからの時代、ＳＤＧｓもありますけれども、ジェンダー平等という

この視点、これはまだまだいろんな意味で改善しなきゃならないところがたくさんある

だろうなというふうに思います。 

  例えば、女性の活躍の問題にしても、世界的な視点から見ると、かなりまだまだ足り

ていないということもありますし、それから健常者と障がい者のバリアの関係、施設に
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おけるそういった配慮ですね。合理的な問題もありますけれども。 

  そういったことで非常に大事な要素、これはかなり町のレベルをはかる上で、重要な

ポイントの一つになってくるんじゃないだろうかなと、こんな押さえ方をしながら、今

後の政策等の中にどんなふうに組み入れていくかということが大切になってくると、そ

う思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、10番、馬場敏美議員の一般質問を終わります。 

  暫時休憩します。 

（午後 ２時３８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３８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） 私は、空き家、空き店舗を有効活用するための助成についてと

いうことでお伺いいたします。 

  空き家、空き店舗の問題は、どこの地域でも大きな問題となっています。本町では、

まだそれほど大きな問題になっているような事例は聞いておりませんが、時間の問題だ

と確信しております。 

  現在、本町は空き家に関しては、老朽施設解体撤去促進事業という事業が平成30年か

ら始まっており、これに基づき、一定の補助が受けられることになっています。この事

業は、毎年着々と申請が出ており、効果を上げていると認識しております。 

  ただ、ニーズが多様化してきている今、古くなったから解体撤去ということを求めて

いない人もいます。また、リフォームによる再活用を大切にしている地域も出てきてお

ります。戦後の高度成長と持家政策を背景に、新築にのめり込み、結果、空き家の問題

を抱えるという悪循環に落ち込んでいると思います。新築だけがニーズではないと思い

ます。特にＳＤＧｓが浸透し、「つくる責任、つかう責任」などについて考え、また、

ごみ処理や脱炭素の問題もしみついた次世代の人たちには、新築が必ずしもよく映るか

どうかは分かりません。 

  ①老朽施設解体撤去促進事業のような完全撤去による更地、そして新築という流れの

助成だけでなく、多様化したニーズに応えるための当該事業の条件緩和、また老朽化物

件の建て替えやリフォーム、リノベーションにも、新築と同程度の支援、あるいは状況
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に応じて臨機応変な対応をお願いできないでしょうか。 

  ②商店街においては、店舗と居住域が同一の物件が多く、借りにくいという声もあり

ます。このような場合に、店舗の賃貸料が所有者の新住居の家賃に充当可能となるよう

な貸借契約のための支援、新住居への引っ越し代金や身辺整理のお手伝いに係る助成制

度や仕組みをつくることはできないでしょうか。 

  よろしくお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 空き家、空き店舗を有効活用するための助成について、中村議員のご質

問にお答えいたします。 

  適切な管理が行われていない空き家につきましては、全国的に増加傾向にあり、少子

高齢化などの社会情勢の変化はもとより、所有者や相続人の居場所不明など、様々な原

因によるものとされており、社会的な問題となっております。 

  本町におきましては、現在のところ、空き家の所有者や関係者が不明となるようなケ

ースは発生しておりませんが、今後、高齢化等が進む状況下においては、同様の問題が

生じてくる可能性が高くなると考えております。 

  現在、町では、空き家対策に係る制度として、一定期間使用されていない老朽住宅の

解体撤去を支援する老朽施設解体撤去促進事業や、住宅に居住する所有者が行うリフォ

ームを支援する定住住宅建設等促進奨励事業などの制度を設けております。 

  これまで、定住住宅建設等促進奨励事業におきましては、空き家となった中古物件を

購入した際に行うリフォームに対しても奨励金を交付してきており、空き家の利活用に

おいても有効活用がなされるものと認識しております。 

  １点目の空き家等老朽物件のリフォームに、新築と同程度の支援や臨機応変な対応に

ついてであります。 

  一般的に、リフォームと新築では、かかる経費が大きく異なるところではありますが、

現行の奨励事業では、おのおのの費用に対して同程度の割合で支援ができるよう、制度

設計されているものと認識しております。 

  また、臨機応変な対応といたしましては、現行制度では、助成対象が所有者に限定さ

れ、賃貸で利用する方については対象外となっておりますが、リフォームで再利用する

ことについては、ごみ処理は脱炭素の視点からも大切なことと認識しておりますので、

要件緩和について検討してまいります。 

  ２点目の空き店舗対策についてであります。 

  本町の商店街につきましては、商店街近代化事業によって実施された道路拡幅に伴い、
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建物の改修や改築が行われました。対象となった商業者の多くが店舗兼住宅の形式で、

住空間と商業空間が連続している建築形式となっております。現状、建物はまだ十分活

用できている状況にありますが、高齢化や後継者不在などの理由により事業継続を断念

される事業者が増えている状況にあります。 

  その対応策として、令和元年度に町、商工会と共に、廃業した店舗兼住宅を賃貸に適

するよう店舗部分を分離する工事費の試算や売却する際の住居移転への支援など、ニー

ズ調査を実施し、助成等についても検討いたしましたが、その仕組みの活用を希望する

事業者がなかったため、具体的な事業実施には至りませんでした。 

  しかし、商店街の将来を見据え、中長期的な視点に立って、持続可能な魅力ある商店

街づくりを進めていくためには、今後増えていくと予想される事業承継対策及び資源の

有効活用といったＳＤＧｓの観点からも、店舗の使用状況や起業ニーズを再調査し、居

住者への移転に対する支援や新規出店者に対しての店舗改修（リノベーション）費用の

補助など、空き店舗の有効活用が図られる仕組みづくりを検討してまいります。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） 前向きな緩和策、ありがとうございます。 

  確認ですが、１点目の老朽化物件につきましては、そのリフォームについては、賃貸

の借主についても、リフォームの際に補助対象になるという、そういう考えでよろしい

ですか。それと、まだあるんですけれども、ということは、逆にちょっと条件がついて、

家主さんとの折り合いをつけなければならないという条件がつくように思うんですけれ

ども、間違いないですか。 

  それから、あと２点目の店舗については、現在使用状況、起業ニーズを再調査した上

で仕組みづくりを検討するということなんですけれども、具体的なものがあったら、ち

ょっと教えてください。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず、いわゆるリフォームの助成については、今までは所有者のみとい

うことでありますけれども、これを借りる側についても、これから制度改正をしていき

たいということであります。 

  ただ、所有者は依然として変わっていませんから、それをリフォームするという意味

では、改修に入ってきますので、当然前提としては所有者の承諾書は必要というふうに

考えております。 

  よくなる分については、それは理解をしていただけるのでないだろうかなと。改築す

るほどの大きな助成ではございません。新築であっても50万円だとかということであり
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ますから、それに同じような割合になると、リフォームについても限られてくるという

ことですから、クロスの取替えだとか、限られてくるんだろうというふうに思いますけ

れども、いずれにしても借りる側、快適な住環境の中で住んでいただくための一定条件

として、同様の対応をしたいというふうに思います。 

  空き店舗の対応については、これは前からやっぱり課題になってきて、やがて空洞化

になる可能性があると。なってからでは、なかなか対応は難しいというふうに考えてお

ります。 

  そのときからまだ何年もたっておりませんから、実際今のところも状況としては同じ

ですけれども、少なくとも年齢はそれに合わせて重ねておりますから、多少意識の変化

なり、ある可能性もあるなと、そんなふうに思いますので、改めてどう起業していただ

けるかというところに重きを置いて、そのためにどんなような環境を整えてやることが、

自分が貸出しができたり、安心して次の住まいのところに移れるかというようなことの

条件等についても、調べていければなというふうに思います。 

  ただ、それ以外の今住んでいる方々、独居老人の方々の調査も、これは町から委託で

生涯活躍のまちでやってきた経過があります。いろいろとそのときには、お話を聞きに

来たという方はいますけれども、実際にそれじゃ住み替えるかというと、なかなかそう

はいかないということですね。 

  特に、ほかの調査でも出ていますけれども、年を重ねるにつれて、ますますそれは、

その家にこだわりを持つという傾向にあるということですから、お年を召したから大き

なところを管理するのは大変だから移れるんじゃないかという思い込みは、それはちょ

っと実態とは食い違っているなという感じがします。 

  多分ふだんは独り暮らしであっても、盆や正月には子供たちや孫たちが来るというた

めに、今までの一定の部屋数だとか、そんなところも必要になって、そういう思いにな

っているのかなと、こう思ったりもしております。そこのところは、あまり強制的に尻

をたたくようなことはすべきでない、それぞれの住に対する思いがありますので、とい

うこと。 

  ただ、何かあったときには、そういう行政的な制度があるというのは必要なのかなと、

こんなことは考えているところでもございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） ありがとうございます。少しでも条件の緩和につながるという

のは、とてもいいことだと思っております。 

  では、ちょっと先ほどの答弁の中で、私の質問の中でも出てきた老朽施設解体撤去促



－126－ 

進事業についてですけれども、これに対して全然、今うまく回っているのでけちつける

つもりは全くないんですけれども、例えば、ある高齢者が上士幌に住む予定のない町外

家族、将来遺族になるんですけれども、その方々と既に話をしていて、何かあったら解

体して更地にして売却するという方針がついているというようなことがあったとします。

その際に、その方が亡くなられたときに、解体着手しようとしたときには、今のルール

だと１年待たないと、１年以上たたないとできない、補助金が下りないということで、

それだけ練られている計画にもかかわらず、その補助金が使えないということがありま

す。 

  それから、あともう一つ、またその家を更地にしようと思っていたら、運よく買手が

現れたと。でも、その人は全て解体するのではなく、使える基礎、あるいはメインの柱

を残して、そこに建てたいという希望があった場合、基礎を残して家を壊すのですから、

ほとんど解体、素人から見たら解体みたいなものです。でも、更地にするという条件が

あるために、解体補助は受けられないということになります。 

  こんなちょっと私の作り話でも、そんなに完全な作り話ではないんですけれども、こ

ういったこともあるということで、何が言いたいかというと、先ほどもちょっと言いま

したが、ニーズが多様化しているということなんです。 

  役場的に考えると、助成金とか補助金というのは必ず適用条件というのが必要だと考

えるのは当然だと思いますが、そこはあえて適用条件という堅苦しいルールではなく、

ガイドラインとして捉えてもらって、プラス町長が認めたものという、よく条例にある

パターンですね。それを１行加えていただくということは、できないでしょうかね。 

  そんなに年間に何百件も何千件も来る要望ではないと思うので、担当者が話を聞いて、

なるほどなと思うような相談事や案件については、町長に判断してもらうという、そう

いうプロセスというのはできないものでしょうかと。 

  上士幌が好きで住みたいとか、移住、定住を増やしたいとか、商店街を活性化を図る

というような本来の趣旨を全うするためには、このような多様化するニーズに柔軟に対

応していくことが重要じゃないかなというふうに私は思います。 

  住宅や土地といった不動産の約定、制約というのは、よく縁というふうに言われてい

ますが、縁を大切にするには、そのニーズを聞いてあげて、マッチングさせるというこ

と、縁結びの神に町長になっていただけませんかという、そういうことです。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今まで僕らのほうに、こういった案件で具体的に相談等々があったとい

うような記憶はございません。新たな提案ということだと、そんなふうに思いますが、
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まず空き家になって１年という、これは一定のルールとして、それはそれとして必要な

んだろうなと。それが空き家なのか、よく分からないようなことでもちょっと困るので、

一定の条件というのはこれは必要なんだろうと思いますけれども、ただ亡くなってしま

ったという、これはもうどうも戻りようがないというか、所有者がいなくなったという

ことでありますから、子供さんが解体の意思があるということであれば、これは一つ検

討の余地があるのかなと、こう思ったりもします。 

  基礎という話がありましたけれども、基礎だけ残すのはよくて、ほかは似たようなケ

ースでないんだろうかと。ここまで壊すけれども、ここまで残すけれども、それについ

てはどうなのかだとか、これはまだまださらに、やっぱり制度をつくるということは、

いろんな人にある程度、混乱の起きないような形にしていかなければ、その都度、その

解釈に困ったのでは、困るということ。 

  もう一つ、その他、町長とありますが、これは、できるだけこれは使うべきでないだ

ろうと。よほどのことでないと、町長がある程度、恣意的に物事を判断するというのは、

間違いを起こす可能性があるというふうに思います。ほかの事例でも結構、最後のとこ

ろには、町長が認めるところというのはあるんですよね。規則なり、いろんなところに

ですね。それはもう本当に特別な事情ということで、頻繁に町長が認めるところになっ

てくると、これはそもそも、その決まることは何なのということになりかねない。これ

は慎重にすべき条文だと、そんなふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） 単に町長に全て丸投げというわけじゃなくて、先ほども言った

ように、担当者が話を聞いてなるほどなと思ったものを町長に上げて検討するというの

が大前提なので、そこはちょっと誤解されないでいただきたいなと思います。 

  特に、後者のその基礎と言っても、それはそうです。定義によってどう解釈するかと

いう問題が出てくるので、難しい問題かとは思うんですけれども、使えるものは使うと

いう、これからの世代の人たちには、やはり「つくる責任、つかう責任」という観点か

らも非常に大切なことだと思うので、それを残して、基礎ってやっぱり上士幌と東京じ

ゃ全然違う、多分こちらのほうが頑丈にしないと駄目だと思うんですけれども、そうい

ったものを使えるものであれば使うというようなことは重要なところじゃないかなとい

うふうに私は思います。 

  最近では、中古物件を住宅だけでなく、リフォームしてシェアオフィスなどに使って

いるような自治体も増えてきておりますし、また全国的にも、この前、住宅ローンの控

除で、ちょっと観点は違いますが、中古物件の借入限度額が新築と同じになるというニ
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ュースがあったと思います。中古住宅にちょっと目が向いてきたかなというのは、ちょ

っといろんなところのニュースを見ていても思う、そういう施策が取られていくように

なってきたなというふうに思います。 

  ただ、中古物件は耐震の問題とかもあるので、物によっては更地にするほうが好まし

い物件もあるのかなと思いますが、いずれにしても空き家はそのままだと、景観だけで

はなく防災の面とか安全面において、何かしら対処しないといけないというのもありま

す。ただ、更地にすると、税金高いですよね。高いと思います。そういったデメリット

があり、空き家の更地化も進まないということも考えられます。 

  最近、京都市とかが、もう空き家自体に課税するという、そういう強硬な税制度を令

和８年からやるようなニュースも出ておりましたけれども、その地域その地域で事情は

あるかもしれませんが、この辺りも課税であるとか、減税であるとか、こういった対策

も必要になるかもしれないんですけれども、そこら辺はどのようにお考えですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 廃屋の解体が進まない一つには、今言ったように、更地になると価値が

高くなるというのがあるという、そこのところの税制改正なんかについては、いろいろ

と検討されているところだと、そんなふうに思います。 

  ここでの大体解体しているというのは、もう空き家というレベルではなくて、廃屋と

いうところが大体そうなので、どうにもこうにもならないというようなのが解体してい

るというふうに考えております。ですから、中古物件でもあまりないというふうに不動

産関係のところからは聞かされておりますから、そういった使えるのに解体していると

いう話よりも、むしろ空き家そのものがないという状況だというふうに思います。 

  先ほどの基礎の問題でありますけれども、基礎だけは残してもいいよということにな

ると、今度はそこも廃屋のたまたま次に使う人がいれば別ですけれども、そういう約束

事があって引き継がれていくんだったら、それはそれでいいんですけれども、そうでな

くて何らかの事情で基礎だけ残して、上のほうだけ補助金もらうよと。こんなことだっ

て、あり得るだろうなと。 

  ですから、いろいろ制度設計を考える上では、いいことの視点だけではなくて、そう

いう様々な状況を想定をした上で、設計をしていくということが必要だろうと、そんな

ふうに思いますが、一つの提案として受け止めさせていただきたいなと、そんなふうに

思います。特に北海道の基礎というのはしっかりしていますので、使おうと思えばまだ

まだ使えるということがありますから、一つ次のときの参考にさせていただきたいと思

います。 
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○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） その基礎のお話は、やはり相談に来たときに、ちゃんとその次

の人がちゃんとこうやって使うよ、建てるよというのをもちろんそういうのが前提の話

です。基礎だけ残して、わざわざ変な形で残すというそういう意味ではなくて、ちゃん

とそういう相談に来た人がちょっと真面目に考えているよというようなときに、そのと

きに判断してもらいたいなという、そういう意図でございます。 

  では、次に、商店街の空き店舗の件ですけれども、町や商工会の方々が骨を折ってお

られることは、一応認識しております。町長の答弁に、店舗を分離する工事費の試算や

売却する際の住居移転の支援など、ニーズ調査を実施し、助成等についても検討したが、

その仕組みの活用を希望する方がいなかったというお話がありました。 

  多分恐らく、私の勝手な判断ですが、助成の内容については、それ相応に考えられた

ものだと想像しております。しかしながら、高齢者への対応には、それなりの個別対応

が必要だと思います。もしかしたら、これは私の経験から言うことですが、金銭とか条

件とか、そういったちゃんとした話の問題ではなくて、違うところにヒントがあると私

は思います。かもしれません、かな。 

  例えば、移転先、あるいは今の人との触れ合いが欲しいとかといったコミュニティの

問題だったり、移転する際の身辺整理をどうやっていいか分からない、あるいはそうい

った手続自体が面倒だとか、代わりにやってくれる信頼できる人や家族の理解を求めて

いるとか、あるいは町のためになっているという名誉的な事実とか、そういったものを

求めているかもしれないです。そういった別次元、全く条件とか金銭的なそういうこと

ではなくて、別次元の問題に臨機応変に対応することが必要ではないかなと思います。 

  私もいろいろ聞いてみたら、実はもう何から手つけていいのかさっぱり分からないと、

そういう先ほど愛着と町長が表現しましたが、愛着ではなくて、ではなくてと言うと言

い過ぎかもしれませんが、愛着ではなくて、何していいか分からない、今さらそんな面

倒くさい契約だとか、話を聞くこと自体が何か面倒くさいというか、そういったような

ことに、結局はそういうところに帰着したという事実があります。だから、何もしなく

ていいよと。だから、こうしてくださいと言ったら、それはもうすんなり通って、今、

無事に暮らしているわけですけれども。 

  そういった普通の一般的にやる交渉の条件だとか、金銭面だとか、そういうものでは

ないかもしれない可能性が非常に高いと、そういうふうに私は感じています。一見そん

なことと思うかもしれませんが、私の経験から、それぐらい何か個別に親身になって聞

いてあげるということから始める。確かに、聞いたんだと思います。だけれども、本当
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にそういうことからが重要なことだと私は思っています。 

  空き店舗についても、やはりそういった個別なことに相談に乗って、適用条件じゃな

くて一応ガイドラインみたいなものをつくってやることが重要じゃないかなというふう

に私は思いますが、そこら辺どういうふうにお考えですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 非常に示唆に富んだお話をいただきましたので、それを次の、もしまた

調査なり、意見交換をする際には、十分その辺の視点を織り込んで、聞き取りをすると

いう参考にさせていただければなと、こんなふうに思います。 

  一人一人、多分移転できない理由が何らかの形であるんだろうと思いますから、そこ

の本質のところにしっかり触れるような、そういった意味で、今の幾つかの提案があり

ましたけれども、それもその聞き取りの中の大事な要素として参考にさせていただきた

いと、そんなふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） 最近やっぱり空き家の問題が、各自治体で一応問題になってい

る中で、まずそういう相談事を聞くという、本町ではそういう悩みを聞くところという

のは具体的にどこなのかなというのは、ちょっと私も勉強不足で分からないんですけれ

ども、やっぱりそういう空き家センターみたいなものを、情報館でもまちづくり会社で

もいいんですけれども、そういったところでつくるとともに、あと役場、商工会、情報

館、町内の不動産会社、金融機関、建設会社、そこら辺まで、どこまで必要かちょっと

分かりませんが、空き家ネットワークというようなシステム、システムといってもそう

いうコンピューターでつくり込むというシステムじゃなくて、そういう仕組みですね。 

  仕組みを今、機能しているよというんだったらいいんですけれども、そういった仕組

み、空き家ネットみたいなものをつくってはいかがでしょうかという提案ですけれども、

いかがでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 そういう可能性のあるところ等については、多分それぞれの立場から、

アンテナを高くして、ふだんから情報を収集し、金融機関は金融機関の立場でそうだし、

それから不動産、民間のところなんかもかなりやっぱり空き地、空き家を求めていると。

いろいろなことで非常に情報を収集をしていると、そんなふうに思っております。 

  しかも小さな町でありますので、あえてそういったことでなくても、もしそういった

状況が出てきたら、それはどこにつないでいったらいいのかというのは、みんなそれぞ

れの立場で持っていますので、もう組織的にどこどこということではなくて、こういう
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状況があってどこに相談するだとか、こういったことなんかというのは結構うまくいっ

ているのでないだろうかなと思っています。 

  例えば、コンシェルジュなんかというのは、非常に気軽にまず一番入り口としては、

移住者だとかお試し暮らしで入ってくるというふうなことで、第１弾そこに結構情報が

入ってきて、そこから関係するところにつないでいくなり、あるいは自分のところで紹

介をすると。つい先般も、お話を聞いて、そこで一応移住の相談があって、空き店舗、

空き家の話もあったりして、役場のほうとも連携を取りながら移住が成立をしたという

ようなことで、いろんな窓口は、よそから見て、この町結構つくられていると。 

  あえて今また、そこで本当に必要かどうかというのは、それぞれの立場の人方が求め

ている情報、ネットワークがある程度組織的に必要だということがあるとすれば、それ

はまたその中でつくっていくことも必要なんだろうと思いますけれども、今、私の感じ

ているところでは、情報交換がなされているのでないだろうかなと、こんなふうに思い

ます。 

  それと、この空き家、空き店舗についても、今、営業はしておりませんけれども、そ

れがいわゆる住んでいないという状況ではなくて、店舗と住宅が兼務というか、２つの

機能を持っているということで、大体は住んでいたり、純粋に空いているところという

のは数少ないというのも、この町の今の特徴だと、そんなふうに思っております。 

  住居兼店舗のところについては、近い将来、そもそも年齢からいって空き家になる可

能性のところも、大体それはもう把握できているということでないだろうかなと、こん

なふうに思っておりますので、あえてまたその必要があるとすればそれなりに考えると

いうことで、現状ではうまく機能しているのではないだろうかなという、町長としての

認識はそういうことであります。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、７番、中村哲郎議員の一般質問を終わります。 

  これをもって一般質問を終わります。 

  暫時休憩します。 

（午後 ３時１２分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時１２分） 

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

◎散会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしましたので、本日の
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会議を終わります。 

  明日からは休会とし、本会議の再開は３月18日金曜日、午前10時でありますので、ご

承知願います。 

  本日はこれにて散会といたします。 

（午後 ３時１３分） 

 



－133－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

  令和  年  月  日 

 

       議     長 

 

 

       署 名 議 員 

 

 

       署 名 議 員 



 

 

 

 

 

 

 

 

３ 月 1 8 日 



－134－ 

令和 ４ 年  第 ２ 回  上 士 幌 町 議 会  定 例 会  会 議 録 

招 集 年 月 日  令和 ４ 年 ３ 月 ２ 日 

招 集 の 場 所  上 士 幌 町 議 会 議 場 

開 会 ・ 閉 会 

日 時 及 び 宣 告 

開 議 令和 ４年 ３月１８日 午前１０時００分 議 長 杉 山 幸 昭 

閉 会 令和 ４年 ３月１８日 午前１１時２７分 議 長 杉 山 幸 昭 

応（不応）招議員並びに 

出 席及び 欠席 議員 

 

出 席 １１名 

欠 席  ０名 

欠 員  －名 

 
○   出  席 

△   欠  席 

×   不 応 招 

△公  公務欠席 

遅   遅  刻 

早   早  退 

議席 

番号 
氏    名 

出欠 

の別 

議席 

番号 
氏    名 

出欠 

の別 

議席 

番号 
氏    名 

出欠 

の別 

１ 渡 部 信 一 ○ ７ 中 村 哲 郎 ○    

２ 山 本 和 子 ○ ８ 江波戸   明 ○    

３ 伊 東 久 子 ○ ９ 斉 藤 明 宏 ○    

４ 野 村 恵 子 ○ １０ 馬 場 敏 美 ○    

５ 早 坂 清 光 ○ １１ 杉 山 幸 昭 ○    

６ 小 椋 茂 明 ○       

会 議 録 署 名 議 員 ７番  中 村 哲 郎  議 員 ８番  江波戸   明  議 員 

本会議に職務のため 

出席した者の職氏名 
議 会 事 務 局 長 杉 本   章 議会事務局主査 遠 藤 裕 司 

地方自治法第１２１条

の規定により説明のた

め出席した者の職氏名 

町 長 竹 中   貢 教育委員会教育長 小 堀 雄 二 

副 町 長 杉 原 祐 二 教育委員会教育推進課長 木 下 由季子 

会 計 管 理 者 青 木 弘 彦 教育委員会幼児教育課長 有 賀 孝 行 

総 務 課 長 船 戸 竜 一 農業委員会事務局長 渡 辺 純一郎 

企 画 財 政 課 

ＩＣＴ推進室長 
梶     達 消 防 課 長 西 垣 隆 泰 

町 民 課 長 （会計管理者兼務） 消 防 課 参 事 杉 山 知 宏 

保 健 福 祉 課 長 新 井 英次郎 代 表 監 査 委 員 根 本 広 実 

農 林 課 長 林   峰 之   

商 工 観 光 課 長 名 波   透   

建 設 課 長 渡 部   洋   
 



－135－ 

令 和 ４ 年 第 ２ 回 上 士 幌 町 議 会 定 例 会 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

令和４年３月１８日（金曜日） 
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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、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、３月14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。 

  日程第３、議案第14号から日程第８、議案第19号までの令和４年度各会計予算案は、

６件を一括報告とし、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  なお、一般会計を除く５特別会計については、特別委員会での討論がなかったことか

ら、討論を省略することにいたします。 

  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。 

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

◎決議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、決議案第１号ロシア連邦によるウクライナ侵略を厳

しく非難し、平和的解決を強く求める決議についてを議題といたします。 

  決議案の朗読を省略し、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） ただいま上程されました決議案第１号について、提案の理由と

その内容について申し上げます。 

  本決議案に当たり、さきの議会運営委員会において、議会運営委員全員の賛成を得て、

私を提案者として上程したものです。 



－137－ 

  ロシアによるウクライナ軍事侵攻は、連日テレビ等のトップニュースとして、悲惨な

状況が現地から報道されています。その中でも、各地において、ウクライナの公的施設、

病院、一般住宅等に対する砲撃で、多くのウクライナ国民が犠牲となっています。一方、

国外への脱出もままならなく、医療体制や食料確保の対応も危機に陥っています。 

  この問題は、遠くの国のことでなく、私たちの日常生活に重くのしかかってきていま

す。とりわけ食料問題、エネルギー問題を筆頭に、この先が見えない課題がいっぱい存

在しています。戦争という人道から外れた、人間の命の尊厳を無にする行動は、決して

許されるものではありません。 

  このことから、以下による決議案を読み上げ、全議員の賛同を賜り、上士幌町議会と

して本件の議決を行いたいと思いますので、ご理解の上、ご可決をお願い申し上げる次

第です。 

  ロシア連邦によるウクライナ侵略を厳しく非難し、平和的解決を強く求める決議（案） 

  本年２月24日から開始されたロシア連邦によるウクライナへの侵略は、国際社会の平

和と安全を著しく損なう暴挙であり、ウクライナに拠点を持つ日本企業及び現地在留邦

人も厳しい状況に置かれている。 

  このような力による一方的な現状変更の試みは、国際秩序の根幹を揺るがす明白な国

際法違反であり、断じて許すことはできない。 

  本町では、人々が等しく平和に暮らせる世界の実現を願って非核平和都市宣言を行っ

ており、ウクライナへの侵略はそのような町民の願いに反するものである。 

  よって、本町議会は、ロシア連邦によるウクライナ侵略を厳しく非難するとともに、

国際法を遵守し、軍の即時撤退と平和的解決を行うよう強く求める。 

  以上、決議する。 

  令和４年３月18日、北海道河東郡上士幌町議会。 

○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、決議案第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。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、これより決議案第１号の採決を行いま

す。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、決議案第１号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第１１号の上程、報告、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、第６期上士幌町総合計画等調査特別委員会審査報告

を行います。 

  議案第11号第６期上士幌町総合計画についてを議題といたします。 

  本案について、第６期上士幌町総合計画等調査特別委員会委員長の審査報告を求めま

す。 

  第６期上士幌町総合計画等調査特別委員会委員長、５番、早坂清光議員。 

○第６期上士幌町総合計画等調査特別委員長（早坂清光議員） 第６期上士幌町総合計画

等調査特別委員会より、さきの３月２日、定例会初日に、上士幌町議会の議決すべき事

件に関する条例第２条第１号の規定に基づき上程されました議案第11号第６期上士幌町

総合計画について、同日、本特別委員会に付託となり、後日その審議を行いましたので、

その結果を上士幌町議会会議規則第77条の規定に基づき報告いたします。 

  添付の付託事件審査報告書をご覧願います。 

  １、審査項目、議案第11号第６期上士幌町総合計画についてであります。 

  ２、調査年月日は、令和４年３月11日の１回であります。 

  ３、審査場所は、上士幌町議会議場であります。 

  ４、説明員は、竹中町長、杉原副町長、小堀教育長の各理事者及び船戸総務課長、佐

藤企画財政課長をはじめとする以下記載の各課部局課長職の皆さん、企画財政課の平岡

主幹、玉木主査であります。 

  ５の審査結果でありますが、採決を行いました結果、反対者がなく、原案可決すべき

ものと決定いたしました。 

  次に、この間の審議経過等について触れさせていただきます。 

  第６期上士幌町総合計画は、令和４年３月２日に開催されました第２回定例会で上程

され、第６期上士幌町総合計画等調査特別委員会に付託となり、計１回の特別委員会を

開催し、基本構想（案）や基本計画（案）について審査をいたしました。 

  第６期総合計画の策定においては、各種アンケートによる調査と地域別や団体別の懇

談会を実施するとともに、住民と町職員から組織するまちづくり委員会（委員25名、４

回開催）により、総合計画策定に向けた提言がなされたところです。これらの意見が反
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映された計画案が、総合計画策定審議会（委員20名、５回開催）の慎重審議により答申

がなされ、パブリックコメントを経た後に、３月定例会に上程されたものです。 

  令和２年３月に本特別委員会が設置され、同年６月に策定方針が示されて以降、11回

の特別委員会を開催し、都度の経過報告を受け、また、基本構想・基本計画の素案等を

資料として町から提出いただき、議員各位においては、事前に審査資料の検討に取り組

む等の効率的な審査を行ってまいりました。 

  審査は、基本構想（案）及び基本計画（案）（６基本目標・44区分）について、現状

と課題を踏まえた基本方針と施策について、慎重に審査が行われました。資料として提

出された実施計画や財政収支試算を参考に、今後10年間の基本構想（案）及び基本計画

（案）を審査し、可決すべきものとして決定いたしました。 

  なお、具体的な審査の内容については、議長を除く議員が委員であるため省略させて

いただきます。 

  今後の事業実施においては、所管の委員会での協議や予算審議の中で十分に検討し、

取り組んでいきたいと思います。 

  本特別委員会に理事者及び説明員並びに委員各位のご理解とご協力に感謝を申し上げ、

審査報告書といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりましたので、これより委員長の報告に対

する質疑を行います。質疑ありますか。 

（「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11号に対する討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これをもって議案第11号に対する討論

を終結いたします。 

  これより議案第11号の採決を行います。 

  議案第11号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告とおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第11号は委員長の報告とおり可決されました。 

 ────────────────────────────────────── 
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◎議案第１４号から議案第１９号の上程、報告、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、予算審査特別委員会審査報告を行います。 

  日程第３、議案第14号令和４年度上士幌町一般会計予算、日程第４、議案第15号令和

４年度上士幌町国民健康保険特別会計予算、日程第５、議案第16号令和４年度上士幌町

後期高齢者医療特別会計予算、日程第６、議案第17号令和４年度上士幌町介護保険特別

会計予算、日程第７、議案第18号令和４年度上士幌町水道事業特別会計予算、日程第８、

議案第19号令和４年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算、以上６件を一括して議題

といたします。 

  ６案について、予算審査特別委員会の審査報告を求めます。 

  予算審査特別委員会委員長、10番、馬場敏美議員。 

○予算審査特別委員長（馬場敏美議員） 本委員会に付託されました事件については、慎

重審査の結果、次のとおり決定いたしましたので、上士幌町議会会議規則第77条の規定

により報告いたします。 

  審査事項であります。 

  議案第14号令和４年度上士幌町一般会計予算、議案第15号令和４年度上士幌町国民健

康保険特別会計予算、議案第16号令和４年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算、議

案第17号令和４年度上士幌町介護保険特別会計予算、議案第18号令和４年度上士幌町水

道事業特別会計予算、議案第19号令和４年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算、以

上、令和４年３月２日、付託されました。 

  審査年月日は、令和４年３月４日、７日の計２回であります。 

  審査場所は、上士幌町議会議場であります。 

  説明員として、竹中町長、杉原副町長、小堀教育長、各課部局長、主幹及び担当主査

等の出席をいただきました。 

  審査結果であります。 

  議案第14号から議案第19号までの令和４年度上士幌町一般会計予算及び５特別会計予

算案は、今定例会の３月２日に提案されました。 

  この予算案の審査に当たり、議長を除く議員全員による予算審査特別委員会が設置さ

れ、審査を行ってきたところであります。 

  本特別委員会の運営に際し、委員並びに町理事者をはじめ、各課部局長、主幹及び担

当主査等の方々にご協力をいただきましたことに厚くお礼を申し上げます。 

  当特別委員会は、慎重審査の結果、お手元に配付のとおり、議案第14号から議案第19

号までの６案は全て、原案可決すべきものと決定したところであります。 
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  各議案審査の質疑の内容については、議長を除く議員全員が特別委員会の委員であり

ますので、省略させていただきます。 

  なお、議案第14号令和４年度一般会計予算案については、質疑終結後、討論があり、

起立採決の結果、起立多数で原案可決すべきものと決定いたしました。 

  その他の議案第15号から議案第19号までのまでの５特別会計については、討論があり

ませんでしたので、簡易表決をもって、全会一致により原案可決すべきものと決定いた

しました。 

  以上で、予算審査特別委員会に付託されました議案審査の経過と結果の報告を申し上

げ、予算審査特別委員会報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりました。 

  予算審査特別委員会は、議長を除く議員全員で構成されておりますので、委員長報告

に対する質疑は、議会運用例第96条の５の規定により、これを省略いたします。 

  また、議案第15号から議案第19号までの５特別会計予算案の討論についても、議会運

用例第100条第３項の規定により、これを省略いたします。 

  これより各会計の予算案ごとに討論、採決を行います。 

  初めに、議案第14号令和４年度上士幌町一般会計予算の討論を行います。討論ありま

すか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。 

  先に、議案第14号に対する反対の討論を行います。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 令和４年度上士幌町一般会計歳入歳出予算に対する反対討論を

行います。 

  昨年に引き続き、コロナ感染症が私たちの暮らし、コミュニティや商店街の経済を大

きく変える不安な日々が続いています。国においてのコロナ感染症対策は後手後手にな

り、また、休業に関する補償もすぐには届かず、十分な対策が取られておりません。 

  また、国の対策は経済優先、そして、臨時の交付金は、デジタル関係が主で大きな予

算が組まれ、直接国民の生活や暮らしを守り切る内容にはなっていません。さらに、令

和４年度においても、デジタル社会が国民を幸せにするとし、一層デジタル化を急速に

進めようとしています。 

  一人一人を大事にし、町民に寄り添ったまちづくりこそが大事です。その姿勢に欠け

ていると判断し、反対いたします。 

  国から示された内容もあるかとは思いますが、町独自の判断も大変重要です。以下、
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４点ほど指摘し、反対いたします。 

  １点目、国の交付金との関係に関してです。 

  国は、昨年９月にデジタル庁を発足させ、情報を一元化し、行政サービスの統一をし

ようとしています。交付金や制度上での自治体の政策等を縛るものと判断いたします。 

  その大きな交付金は、デジタル田園都市国家構想推進交付金があり、具体的に、令和

４年度、町としても申請しているものには、ヒト・モノＭａａＳ推進事業（デジタル実

装タイプ）として申請しております。また、企業誘致・交流推進、シェアオフィス整備

事業として、地方創生テレワークタイプとして申請を送っております。 

  ２番目として、スマートタウンづくりについてです。 

  いろんなサービスをデジタル化することが町民の幸せになるとしていますが、実際は、

取り残されたり、つながりが希薄になっていくのではないかと心配するところです。 

  ３番目として、自治体ＤＸ推進事業についてです。 

  総務省が定めた自治体ＤＸ地方推進計画に基づき、17の行政事務業務システムが統一

化される予算として1,963万円が組まれております。この統一化は、2025年度末までに

終えるとされていますが、統一化されると便利になるメリットもあるとしていますが、

国のシステムに合わないと、町独自の施策が制限される可能性が十分にあり、福祉の後

退にもつながりかねません。 

  ４点目は、町民合意のまちづくりに関してです。 

  上記の１、２、３に、大きな施策等、動きが速過ぎたり、分かりづらかったりする等、

町民が置き去りにされているのではないかと判断いたします。町は交付金等、早く手を

挙げないと間に合わないとの判断もあるかと思いますが、町民一人一人が大事にされ、

声が生かされてこそ、地方自治や地域が主役と言えます。国においても町においても、

その観点、立場が見えてきません。 

  以上の理由で反対いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議案第14号に対する賛成の討論を行います。 

  ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） 議案第14号令和４年度上士幌町一般会計予算に賛成の討論を行

います。 

  前段、継続する新型コロナウイルス感染症の対策に連日ご苦労されている町職員及び

関係機関の皆様に敬意を表します。また、このことで影響を受けている町内業者の皆様

に対して、国・北海道と連携して迅速に対策を実施していただくことと、住民生活の安

全・安心のために万全の対策を講じていただくことを要望いたします。 
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  そのような状況の中で、３月４日、７日の２日間、予算審査特別委員会において、令

和４年度上士幌町一般会計予算について審議が行われました。 

  令和４年度は、まちづくり基本目標となる第６期上士幌町総合計画が、「未来につな

ぐ 笑顔かがやく 元気まち上士幌」をメインスローガンとしてスタートする年度とな

ります。６つの基本目標を柱とした持続可能なまちづくりの実現に向けた各種施策の推

進をするとともに、新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、脱炭素社会の実現やデジ

タル化の推進など、新たな行政課題に積極的に取り組むことを方針とした予算編成とな

っています。 

  これらのことから、今後の上士幌町の持続可能な発展に結びついていく予算内容と評

価し、この予算案に賛成するものであります。 

  議員各位のご賛同をいただき、本予算案をご可決いただくことをお願いし、私の賛成

討論といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議案第14号に対する反対の討論を行います。ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議案第14号に対する賛成の討論を行います。討論ありま

すか。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 令和４年度当初予算について、ただいま報告されました議案

第14号令和４年度の当初予算、予算審査特別委員会審査報告に関し、賛成の立場で討論

に参加いたします。 

  令和４年度は、まちづくりの最上位計画の第６期総合計画の出発年度であり、昨年度

から人口ビジョン・第Ⅱ期総合戦略がスタートし、過疎地域自立促進計画策定も重なる

など、行政の推進に当たり重要な節目の年で、対応が続くところであります。 

  さて、本年度当初予算に関しては、管内の町村規模と概要の比較においては、本町は

大きな予算が見積もられていると見受けられるところです。まず、歳入の状況を見ます

と、基本的な財源として、町税、地方交付税45％、国庫支出金、寄附、繰入金33.4％で、

財政のおおむねの確保を行いました。令和４年度末における町の借金である町債は２億

4,000万円の減額であるが、一方、基金残額は５億4,000万円の減少が見込まれています。 

  歳出においての新たな予算は、グリーン専門人材、ヒト・モノＭａａＳ、自治体ＤＸ

事業、電子計算機器更新事業、圃場進入路整備事業、消防団駐車場などがありますが、

基本的には施設の老朽化・長寿命化対応、防災対策に加え、ＩＣＴ関連が特徴的に挙げ

られています。 
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  令和４年度は、経常収支比率90％前後と見込まれていると聞いておりますが、予算の

柔軟性については、やや膠着気味に移行していると感じているところであります。加え

て、将来の大型事業が見込まれる役場庁舎改修事業、公園整備事業、各施設の長寿命化

対策関連予算がスタートします。特に庁舎の改修事業は、町民生活との深い関わりと行

政事務効率を円滑に進める拠点となります。 

  議会において、庁舎改修に係る特別委員会を設置しました。この意味合いを含めて、

施設、財政等の在り方を基調に、町民の意見を最大限に踏まえて、慎重に基本計画を取

り組むべきものであります。 

  これまでに設置してきました施設等の維持管理に係る財政財源は、今後において、施

設管理及び運営に係る町財政の負担の増加は、将来における財政運営上の安定において

重要な課題として捉えておく必要があります。 

  職員の定年延長、各専門員の配置、まちづくり協力隊の確保など、行政における職員

に係る人件費等も、近年は増加に向かい、将来の財政管理においても課題となり得るこ

とも見込まれるところであります。財政の状況と人員、施設維持のバランスを的確に見

届け、ふるさと納税寄附による基金積立財源の推移等を見通し、経常収支比率など町財

政バランスの安定に積極的に努める時期に来ていると思います。 

  町民生活に関する身近な政策として、健康で安心して暮らせるまちづくりは、保健、

医療、地域包括ケア、福祉、子育て支援などが適宜組み込まれていますが、町内の各民

間の公的な施設や機関における担い手の確保も、行政及び町においても課題となるとこ

ろであります。 

  町民などにおけるＩＣＴ導入については、全国的に住民生活と密接化するとともに、

大まかにはスマートタウンの推進として、自治体の多くが導入は急速に進むものと思い

ます。これらの事業をもって、実証としての推進第１回から実装段階において、全て自

治体予算で負担するものではなく、受益を受ける町民に係る負担を原則として見込まれ

ることを前提として認識していかなくてはなりません。 

  デジタル化については、事務事業の効率・軽減化だけを追求するものでなく、高齢者

の知恵や生活風習を継続するまちづくりを地域生活でも重視していかなくてはならない

ところです。その意味から、アナログやフィジカルな意識を持ったまちづくりの対応も

大切なことであります。その意味で、果たしてデジタル化が一方的に住民の福祉の増進

に寄与しているのかを点検しながら、実例の対応を行う必要もあります。 

  改めて、議会においては、医療、福祉、防災対策、交通ネットの確保など、水準の高

い安定した住民生活環境の維持を行政とともに進め、一方では、その取組に対し、しっ



－145－ 

かり監視していく必要があります。 

  さきに町が株式をもって設立しました株式会社生涯活躍のまち かみしほろ及び株式

会社ｋａｒｃｈの両法人についても、町の財政も厳しい時代を迎えることを踏まえて、

株式会社としての任務と責務をより一層明確にし、設立時の目標に向け、自主自立の在

り方を含め、町民に対して見える化をしなくてはならないところであります。 

  そのような課題を踏まえて、町は、総合計画作成時に向けた町民アンケートの声をし

っかり確認し、町民とのまちづくり懇談会により意見交換を重視することを課せられる

義務があります。その実践として「未来につなぐ 笑顔かがやく 元気まち上士幌」を

展望する意味は、町理事者をはじめとして全職員が積極的に町民との懇談の場等を持ち、

町民が理解を行い、町民要望と行政運営をマッチさせることは、行政の基本姿勢になる

ものと思います。町民に耳を傾け、町民との意見交換など懇談の場を都度開催し、その

町民との意見交換などの広聴効果を踏まえ、町民が主人公である町政運営の積極的な対

応を期待するところであります。 

  今こそ、コロナ禍での暮らしの経験の下、新たな行政スタイル、町民スタイルを見い

だし、早急にコロナ後の取組を模索しなくてはなりません。このたびの予算の骨格につ

いては、無理・無駄な事業の検証を前提とし、円滑に行政を進める予算案であることを

認識し、予算審査特別委員会における委員長の報告にありました令和４年度予算審査特

別委員会調査報告について、これらの考え方を示した上、賛成として討論させていただ

きました。 

  以上をもちまして、議案第14号の議案の提案について、賛成の討論を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議案第14号に対する反対の討論を行います。ありません

か。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議案第14号に対する賛成の討論を行います。ありません

か。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論がありませんので、これをもって議案第14号に対す

る討論を終結いたします。 

  これより議案第14号の採決を行います。 

  本案は起立により採決を行います。 



－146－ 

  なお、起立しない議員は反対とみなします。 

  本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山幸昭議長） 起立多数であります。 

  よって、議案第14号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第15号令和４年度上士幌町国民健康保険特別会計予算の採決を行います。 

  本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第15号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第16号令和４年度上士幌町後期高齢者医療特別会計予算の採決を行います。 

  本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第16号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第17号令和４年度上士幌町介護保険特別会計予算の採決を行います。 

  本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第17号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第18号令和４年度上士幌町水道事業特別会計予算の採決を行います。 

  本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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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18号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第19号令和４年度上士幌町公共下水道事業特別会計予算の採決を行います。 

  本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第19号は委員長の報告のとおり可決されました。 

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

◎議案第２０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第９、議案第20号上士幌町の休日を定める条例等の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  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20号上士幌町の休日を定める条例等

の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  初めに、提案理由でありますが、今回の改正は、国や北海道、広域行政組織と情報連

携が強まる中、休日の期間を合わせることにより、住民サービスに不便がないよう、年

末年始の休日を改正しようとするものであります。 

  次に、具体的な改正内容についてご説明いたします。 

  第１条につきましては、上士幌町の休日を定める条例の改正で、町例規集は、第１編

総規、第１章町制をご参照願います。 

  改正部分は、議案第20号関係、上士幌町の休日を定める条例等の一部を改正する条例、

新旧対照表の第１条、上士幌町の休日を定める条例の下線部分であります。 

  第１条第１項第３号中、「12月31日」を「12月29日」に、「１月５日」を「１月３日」

に改正するものであります。 

  第２条につきましては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の改正で、町例規集は、

第４編人事、第４章服務をご参照願います。 

  改正部分は、第２条、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の下線部分であります。 

  第９条中、「12月31日」を「12月29日」に、「１月５日」を「１月３日」に改正する
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ものであります。 

  第３条につきましては、上士幌町第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用

弁償に関する条例の改正で、町例規集は、第５編給与、第２章給料をご参照願います。 

  改正部分は、第３条上士幌町第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償

に関する条例に関する条例の下線部分であります。 

  第５条第１項中、「12月31日」を「12月29日」に、「１月５日」を「１月３日」に改

正するものであります。 

  附則として、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。 

  以上、上士幌町の休日を定める条例等の一部を改正する条例の制定について、その提

案理由と内容をご説明申し上げました。ご審議いただき、ご可決いただきますようお願

いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第20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20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20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20号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第２１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第10、議案第21号上士幌町課設置条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  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21号上士幌町課設置条例の一部を改

正する条例の制定について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  町例規集は、第３編行政通則、第１章組織・処務をご参照願います。 
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  提案理由でありますが、国はデジタル行政推進法に基づき、あらゆる活動において情

報通信技術の便益を享受できる社会の実現を目指しており、各自治体においても、デジ

タル推進化専門部署の設置が喫緊の課題となっているところであります。今回の改正は、

それらに即応するため、電子計算組織及び地域情報化を所管する部署として、新たにデ

ジタル推進課を設置するものであります。 

  具体的な改正内容についてご説明いたします。 

  議案第21号関係新旧対照表をご参照願います。 

  下線部分が改正部分であります。 

  第１条の課等の設置では、新たにデジタル推進課を追加するものであります。 

  次に、第２条の事務分掌では、総務課が所管していた電子計算組織に関することをデ

ジタル推進課へ移行し、さらに、地域情報化に関すること、また企業誘致に関すること

を新たに追加するものであります。 

  附則として、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。 

  以上、上士幌町課設置条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内

容をご説明させていただきました。ご審議いただき、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、これより議案第21号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 大きく３点ほど質問したいと思うんですが、今まで企画の中に

あった部署を移動しながら、デジタル推進課というふうに移すのは分かるんですが、仕

事の内容として、まず、庁内組織に対するいろんな整理、今までもやってきましたが、

デジタル関係の調整をするのに調整役になるんだと思うんですが、そもそも決めたりす

るのはやっぱり担当部署になると思う、その辺の確認をまずしたいと思います。 

  あまり推進、推進で、デジタル化を推進する立場じゃなくて、調整役になるのか、あ

くまでも庁内デジタルについては、スマートタウンの関係あるんですが、それはやっぱ

り部署と相談をしながら進めるのか、まずそれが１点の確認と、それから国との関係が、

私、一番危惧するんですが、自治体ＤＸ推進事業は既に予算が組まれていますので、そ

の関係は、たしか2025年までやると。そのときには、町独自でそんなこといろいろでき

るのか。国からいろいろ指示というか、ありながら整理していくのか、その国の関係に

ついて一つと、それから新たな情報として、個人保護条例等についても新たに整備する

のか改正か、その辺もちょっと情報としてあるんで、その辺の関係がどうなっていくの
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か。それについても、国からこうしなさいと言われて町が変えていくものかどうか、そ

の辺の関係についてと、それから、体制について、前回、全協か何かのときに説明はあ

ったんですが、デジタル化の推進、課の体制について確認したいと思います。 

  以上３点、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原副町長。 

○杉原祐二副町長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

  まず、１点目のデジタル推進課の役割ということでございますけれども、先ほどあり

ましたように、基本的にはデジタルといいますか、次世代の情報化に向けて、それの調

整役を務めながら、現場の各課部局のほうで事業を推進していくというような形になり

ます。 

  ただし、様々な情報につきましては、まずデジタル推進課のほうに入ってくる場面も

ありますので、そういったものをつなぎながら、デジタル化を推進していくというよう

な考え方でございます。 

  ２点目の自治体ＤＸの関係でございますけれども、こちらのほうにつきましては、多

分議員もご承知のとおり、全国の自治体が取り組むという形で、国のほうでも推進方針

が定められているところでございます。それにのっとって、本町においても、自治体Ｄ

Ｘの部分の、いわゆる基幹系の標準化・共通化という部分を図っていくというような形

になります。当然その中で、個人情報の関係も、改正すべきは改正するという形になり

ますが、いずれにしても、町の自治体ＤＸの部分の方針を定めていくというような、今

後形になります。 

  ３番目の体制でございますけれども、現在考えて、４月以降の体制については、８名

体制で進めていきたいというふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 今後、多分いろんな形で、国からの方針といいますか、先ほど

言いましたＤＸの関係は、標準化するデータが多分出てくれば、それに町が、どちらか

といえば従わざるを得ないと。この間の委員会の説明の中では、町としてのサービスが

縮小になるということはないというような確認、そういう答弁があったんですが、そん

なふうに町独自の政策を生かしながら、統一するところは統一する、やって便利になる

ところもあると思う、そっちはまず確認したいと思います。 

  それから、個人保護条例の関係、ちょっと詳しく、私が知り得た情報をどこまで町の

担当の方が、多分知っていると思うんですが、保護条例の関係で、結構いろんな情報を
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匿名加工情報とかと整理すると、名前をＡ、Ｂ、Ｃとか１、２、３にすれば個人情報じ

ゃないので、それをすると、結構出すことができる、可能になると。そういうことも情

報としてあるんですが、個人保護条例に関しては、22年度に町から指針が出て、来年度、

23年５月施行というような情報もあるんですが、多分それから、先ほど言いましたいろ

んな情報が国から来るときに、まずデジタル推進課の中でいろいろ整理しながら、多分、

これから多忙な仕事が待っているのかなと思いますが、その辺については、多分、今の

ところ、個人保護法の関係については、あんまり情報が来ていないのかなと思うんで、

それも含めて、国から、うちの町はこうしたいといっても、拒否したら駄目みたいなこ

ともこれから出てくるんではないかなと、私、心配するところです。それについて、ど

う思うかと。 

  それから、体制が８名ということで、人数だけは把握、今お答えがあったんですが、

まず職員が、たしかこの間、全協では２名と、民間の方が１名と、協力隊員も含めて３

名ほどいるんですが、その中で、あくまでやっぱり民間の方は、いろんな作業的には、

活用といいますか、生かしてもらえると思うので、やっぱり町職員が中心となって進め

ないと。それから、協力隊は、多分これから募集するのか、既に募集しているか分かり

ませんが、作業上の操作は可能としても、それをどう受け止めるかというのは職員じゃ

ないと、職員が責任持ってやっていかないといけないと思う、その辺について体制が、

あまりにも協力隊員が多過ぎるんじゃないかと。 

  民間の方が入って、町の大事な企画課の中の、その中でデジタル推進課というのは、

多分これからいろんな意味で、国との関係とかで大事な役割を果たすと思うんですが、

あくまでやっぱり役場職員中心となって、この事業を進めるべきと。その辺について、

体制がちょっとどうなのか心配いたしますが、その辺について答弁お願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原副町長。 

○杉原祐二副町長 まず、１点目の自治体ＤＸの関係でございますけれども、この部分に

ついては、やはり国の指針に、大前提としては基づくというような形になりますが、上

士幌町と同じように小規模な自治体もありますし、大規模な自治体もあるというような

中で、その方針の中で、町のほうとしても、標準化のほうについて取り組んでまいりた

いというふうに考えております。 

  個人情報の関係につきましては、ちょっと私のほうでは、あまり承知していない部分

ありますけれども、そちらのほうについても、基本的には、いわゆる情報が漏えいとか

ないような形で進めてまいりたいというふうに思います。 

  それと、２点目の体制の関係でございますけれども、いわゆる協力隊等、デジタル人
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材ということで、国の制度に基づいて、今も来ていただいているということでございま

すけれども、やはりそのノウハウという部分については、非常に得難いノウハウをお持

ちで、町のＩＣＴ化にこれまでも貢献をしてきていただいているということでございま

す。新年度以降につきましても、新たに派遣をいただきまして、そのノウハウをご協力

いただきながら、基本的には町の職員も配置してまいりますので、そういったところで

連携を取りながら、推進し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） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 国が示すことに対して、町としては、行政機関の下といいます

か、関係の中では、やっぱり整理しなきゃいけないことは分かるんですが、そのときに、

最大限町の、さっきの保護条例の関係も、私も今勉強中なんですが、可能にするといっ

ても可能にできないことも、多分、可能といいますか、個人の情報が漏れないように、

多分いろんなところで、役場じゃないんですが、情報が漏れたものが結果的には採用試

験のときに、多分Ａ、Ｂ、Ｃだとしても、１、２、３だとしても、漏れて不採用になる

とか、そういうこともあったという事実があります。 

  役場の庁舎の中でそういうことが、情報が漏れるんでなくて、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、１、

２、３、４にすると、加工しちゃえば個人情報じゃないみたいな、そういうことも可能

になるんではないかということが、もう直近、今年度から、令和４年度、2022年度から

そういう作業に入らざるを得ないんではないかという、私もいろいろ勉強しながら思っ

ていますので、そのときに、やっぱり最大限、町民の情報を含めて、先ほど言いました

福祉関係の制度上も、町のことを守るという立場でいかないといけないのかなと思って

います。 

  そういう意味で、先ほど体制の問題、役場職員もいる、役場職員が大事なんで、役場

職員もそこに置くじゃなくて、役場職員がそこにいて、民間の職員も、いろんな意味で

は、慣れていれば活用といいますか、仕事を手伝ってもらうと思うんですけれども、や

っぱり役場職員がそこにいて、もちろん従来の企画課長もいます、総務課長もいますが、

そこと連携取りながら作業すべきだと。 

  多分、分からない、新しいデジタル庁の、昨年９月に設置されて、いろんなことが情

報流れてきて、こうしなさい、ああしなさい来ると、多分、専門的な知識も必要とされ

るとは思うんですが、やっぱりそこも十分、私も含めて皆さん、学習、いろいろ資料検

討しながら、町としての立場をきちんと貫くべきだと私は思っていますので、あくまで

派遣されている、派遣というか、民間の方の知恵をお借りしながら、町の職員としてき

ちんと仕事をしてほしいなと私は思っています。その点について質問いたします。 
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○議長（杉山幸昭議長） 杉原副町長。 

○杉原祐二副町長 まず、１点目の自治体ＤＸの関係でございますけれども、個人情報の

関係でございますけれども、こちらのほうについては、今の基幹系もそうでございます

けれども、基本的には、情報を守るというような形のシステムが組まれてきているかと

いうふうに思っておりますので、またこちらのほうについても、その共通化の中で対応

してまいりたいというふうに思います。 

  ２点目の体制につきましては、議員のほうから１点目でご質問いただいたとおり、そ

この調整しながら、原課のほうと進めていくというような形になります。したがいまし

て、そこのところだけでやっていくということじゃなくて、庁舎内全て連携した中で、

デジタル化を推進し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。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） この課の関係で何点か質問したいと思いますが、１点目は、

室から課になったということで、それだけの役割が明確になって、３点の大きな柱がで

きているかと思います。 

  １点目は、電子計算組織、これについては、総務課が窓口で対応したという部分あり

ますけれども、一番大事なのは、これはやっぱり秘密の保持とかデータの管理、しっか

りできるかという部分ですから、かなり重要な仕事の一つにこれからなるかと思います

し、いろんな意味で、それに対して管理していく能力も、逆に言えば、かなりしっかり

基本としていかんならないと、そういうふうに認識します。 

  ここの段階では、まず総務課のほうの人的な部分といいますか、業務の減少によって

削減される人材が出てくるのかどうか、そこをまず１点、併せて確認と、それから、こ

れ非常に難しい問題だと思うんですけれども、庁内のＤＸ化をこれから進めていかんな

らん、これ、どこの地方自治体も悩んでいる一つだというふうに思っていますが、これ

はすごく縦と横の連携、かなり必要になってくるということになってくると思うんです

よ。一つのＤＸ化を進めるためには、何々課から何々課という部分の連携をきちっとし

ておかないと、せっかくの進め方、デジタル化がうまく機能していかない。 

  昨日、先般の一般質問でも、ちょっと僕もあったんですけれども、北見の窓口、書か

なくても済む窓口みたいなのに10年かかったという部分を含めて、非常に真剣にやろう

としても、かなり時間がかかって対応していかんならんというのは、やっぱり各課の連

携、これが非常に大きく、この課には課せられるかと思います。 

  それと、ちょっと僕も分からない、これちょっと具体的に説明してほしいと思うんで
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すけれども、最後に３点目に、企業誘致の関係ですね、この課に入っています。 

  企業誘致も、いろんな企業誘致があるかと思います。民生的な問題から、商工関係か

ら、農業関係から、製造関係から、いろんな、これこそ本当に各課がしっかり対応して

いかんと、協力してもらわないとできないこと。どう情報取るかといったら、やっぱり

町民から含めて、当然理事者としても、いろんな情報も含めてとか、いろんな形で取る

と思うんですけれども、それ非常に難しい部分ですけれども、まずここ、僕は企画的な

部分がなぜここに来たかなという部分で、ちょっと疑問に感じていますんで、このこと

も含めて、取りあえず質問したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原副町長。 

○杉原祐二副町長 まず１点目の、電子計算組織が総務課からデジタル推進課のほうに移

行をするという部分でございますけれども、現状、総務課におきましては、職員担当の

ほうで、電子計算組織、いわゆる基幹系、住民基本台帳の基幹系の部分、それと役場庁

舎内の、いわゆる庁内のＬＡＮシステムといいますか、情報のシステムを管理していた

ということでございます。 

  それらの部分というのが、２点目の自治体ＤＸと関連するんですけれども、基本的に

自治体ＤＸというのは、住民基本台帳に関わる部分を、いわゆるシステムを共通化して

いくというような形になります。したがいまして、電子計算組織の部分というのは、あ

る意味、イコール自治体ＤＸという部分になってくるんですけれども、そういう連携を

進めるという部分については、議員がおっしゃったとおり、非常に重要なことになると

思います。総務課のほうにつきましては、その部分に関しては、人員等については変化

はございません。 

  それと、企業誘致の部分でございますけれども、これは現在の企画財政課の中におい

ても、ＩＣＴ推進室のほうで企業誘致の部分を行ってまいっているところでございます。

その部分につきましては、この議会でもありましたと思いますけれども、この社会情勢

の中で、大規模な工場等の誘致はちょっと難しいという状況の中で、それぞれの多くの

企業の皆さんとお付き合いを広げ、縁をつないで、それぞれ上士幌町のほうに来ていた

だくですとか、町民の事業者さんとつながって産業振興していただくとかというような

形で、今進めているところでございます。それがシェアオフィスであったり、企業滞在

型というような施設につながってきているということでございますので、そういった形

で、継続してデジタル推進課のほうで推進していきたいという考えでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 軽いようで重たい事業が、この課に課せられているなという
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ふうに認識しますから、今、特にあった企業誘致、大型は難しいと言いつつも、やはり

何らかの働き場所、こういう確保も、やっぱり企画を含めて連携しながらとか、情報と

か、デジタルにかかわらず広く、本当にソフトな町ということも一つは、やっぱり来て

みたいなという部分かもしれないし、自然豊かな町も一つかと思いまして、そんなこと

を含めて、やっぱりそういう認識も含めて、企業誘致というのは成り立つのかなといま

す。 

  ただ、143名の定数を持っています、本町はですね。ただ、この中に、やはり課をな

るべく縮小しながら、効率よい考え方も、やっぱりどこかで出てこないと、僕は今、今

日資料を頂きました、地域おこし協力隊21名と。これについては、一定程度、財源措置

等ありますけれども、次に伝わる、伝達する力といいますか、それが非常にうまくいか

ないと、せっかくの協力隊、来ていても難しいと思いますし、また、この課にも結構置

くのかなと思いますから、そういう意味合いで、かなり本町にとって、未来を見つめて

貴重な課に、やはりきちっとした人材を配置しながら、なるべく協力隊に頼ることをし

とくとか、一部、明確な目的と仕事を与えるなら、そういう対応もできると思いますけ

れども、本来やろうとしたら、やはり地についた職員体制の育て方も含めて、ぜひ対応

すべきだと思いますけれども、最後にこういう形で質問させてもらって、終わっていき

たいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 杉原副町長。 

○杉原祐二副町長 議員からありましたように、企業誘致という部分は、それぞれの行政

分野において、そういう事業者さんのほうと、ある意味、情報等をいただきながらでや

っていくということでございますので、雇用ですとか、今ある地域の事業を行っている

方、あと資源等を使ってという部分で、その視点で活動を行っていくという部分につい

ては、このデジタル推進課の中で行っていくということでいきたいという、そういうこ

とで考えているというところでございます。 

  地域おこし協力隊等の人材活用のお話もいただきました。当然、今配置している地域

おこし協力隊の方々は、それぞれ能力を生かしながら活躍をしていただいております。

今のＩＣＴ推進室の協力隊の皆さんにおいては、高齢者のタブレットですとか、そうい

った部分については、本当に懇切丁寧に指導いただいているというようなことも含めま

して、その役割を果たしていただいているということでございますので、ご理解をいた

だきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか質疑ありますか。 

（「なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） よろしいですか。 

  これをもって、議案第21号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。 

  先に、議案第21号に対する反対の討論を行います。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 議案第21号上士幌町課設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、反対討論を行います。 

  国は、昨年９月にデジタル庁を発足させ、行政のオンライン化を進めるため、情報シ

ステムの改善を進めています。また、デジタル田園都市国家構想を立ち上げ、スマート

社会、デジタル社会に進む政策等に交付金を出すとしています。2021年の補正と2022年

の国の予算の中では、このデジタル田園都市国家構想に対する予算は5.7兆円にも上っ

ています。 

  既に町も2022年度の当初予算に組んでいますが、スマート社会、デジタル社会が真に

町民の幸せにつながるのか、疑問に思うところです。町独自で、町民と共に政策を考え、

つながりを大事にするまちづくりこそができるのかと心配するところです。 

  既に自治体ＤＸ推進が予算化されております。17の業務を統一するもので、このこと

により、町独自のサービス等が制約されたり、後退する可能性もあるのではないかと、

何回か質問をしてきました。福祉後退につながりかねません。 

  また、今後、個人の保護条例に関する件におきましても、町の町民の情報やデータが

本人の確認なしに外部に出すことも可能になる、このことも想定されています。私たち

のプライバシーも守られなくなるおそれもあります。きちんと町民の生活、福祉を守る

立場に立って対応すべきと考えています。 

  以上、国の進めるデジタル化には多くの問題点があると判断し、この業務を進める立

場になる新しいデジタル課の設置には反対いたします。また、国の政策において、この

ような情報の整理等については大変いろんな業務があり、担当の課でも大変な仕事を負

うことになると思いますが、基本的な立場として、私はこのデジタル課については反対

いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議案第21号に対する賛成の討論を行います。ありません

か。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議案第21号に対する反対の討論を行います。ありますか。 
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（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論がありませんので、これをもって議案第21号に対す

る討論を終結いたします。 

  これより議案第21号の採決を行います。 

  本案は起立により採決を行います。 

  なお、起立しない議員は反対とみなします。 

  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21号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第２２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第11、議案第22号職員の育児休業等に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。 

  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22号職員の育児休業等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  町例規集は、第４編人事、第４章服務をご参照願います。 

  本条例の改正は、昨年８月に人事院が行った公務員人事管理に関する報告等に基づき、

国の育児休業等に関する法律が改正されたことから、これに準じて関係規定を整備する

ものであります。 

  具体的な改正内容についてご説明いたします。 

  議案第22号関係新旧対照表をご参照願います。 

  下線部分が改正部分であります。 

  第２条の改正は、育児休業をすることができない職員についてで、在職期間が１年未

満の非常勤職員とする要件を廃止するものであります。 

  第18条では、部分休業をすることができない職員についてで、在職期間が１年未満の

非常勤職員とする要件を廃止するものです。 
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  第22条では、新たに妊娠または出産等についての申出があった場合における措置等を

講ずることとし、第23条では、勤務環境の整備に関する措置を講ずることとするもので

す。 

  附則として、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。 

  以上、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、その提

案理由と内容をご説明させていただきました。ご審議いただき、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、これより議案第22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22号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第22号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第２３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第12、議案第23号固定資産評価審査委員会条例の一部を改

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。 

  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23号固定資産評価審査委員会条例の

一部を改正する条例の制定について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  町例規集は、第６編財務、第３章町税をご参照願います。 

  今回の改正につきましては、国が中心となって、住民の行政手続の負担を軽減し、利

便性を図ることを目的に、押印の廃止に取り組んでいることを受け、本町においても全

庁的に押印見直しの作業を進めたところ、今回、押印規定のある条例が１件該当しまし

たので、今回の条例を改正するものであります。 
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  具体的な改正内容についてご説明いたします。 

  議案第23号関係新旧対照表をご参照願います。 

  下線部分が改正部分であります。 

  第４条第４項で、審査申出用紙を提出する場合、審査の申出人は押印しなければなら

ないことになっていたものを廃止するものです。また、第８条の口頭審理、第９条の実

地調査、第10条の議事についての調査においても押印を廃止するものです。 

  なお、附則として、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。 

  以上、固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について、その提案

理由と内容をご説明させていただきました。ご審議いただき、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、これより議案第23について質疑

を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、議案第23号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第23号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「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23号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第２４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第13、議案第24号令和３年度上士幌町一般会計補正予算

（第11号）を議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  杉原副町長。 

○杉原祐二副町長 ただいま上程されました議案第24号令和３年度一般会計補正予算（第

11号）の内容についてご説明申し上げます。 

  このたびの補正総額は、483万8,000円の追加補正であります。補正後における全会計

の予算総額を108億9,754万6,000円とするものです。 
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  それでは、一般会計補正予算についてご説明いたします。 

  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483万8,000円を追加し、総額を89

億6,664万8,000円とするものです。 

  第２条では、繰越明許費といたしまして、３ページ、第２表にありますとおり、７事

業につきまして、翌年度に繰り越して執行しようとするものであります。 

  歳出における追加補正を行うものにつきましては、６ページ、財政調整基金積立金52

万3,000円、戸籍住民基本台帳管理経費272万8,000円、子育て世帯等臨時特別支援事業

150万5,000円、７ページ、産業振興対策経費18万7,000円であります。 

  次に、歳出で減額補正を行うものは、８ページの土地開発基金繰出金10万5,000円を

減額いたします。 

  以上が補正予算の内容であります。 

  なお、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は第１表のとおりであります。 

  以上、一般会計補正予算につきましてご提案申し上げました。よろしくご審議賜り、

ご承認くださりますようお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第24号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） ６ページの歳出、委託料、住民基本台帳システム、これマイナ

ンバーだと思うんで、この件の予算について、内容を質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 青木町民課長。 

○青木弘彦会計管理者兼町民課長 戸籍住民基本台帳管理経費の委託料272万8,000円、今

回、増額補正させていただいております。こちら、３月９日の総務文教厚生常任委員会

でもご説明させていただきましたが、こちらにつきましては、転入・転出手続のワンス

トップ化に係る住民基本台帳システム改修業務となっております。 

  内容について、概要ですけれども、マイナンバーカードの利便性向上を図るというこ

とで、行政のデジタル化を推進する観点から、国においてマイナンバーカード所有者の

転出・転入手続のワンストップ化を推進するということで、その推進に伴いまして、市

町村の住民基本台帳システムの改修が必要ということで、今回補正させていただいてお

ります。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、質疑ありますか。 
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（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、議案第24号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第24号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。 

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

◎監報告第１号の上程、報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第14、監報告第１号例月出納検査報告についてを議題とい

たします。 

  報告書の朗読を省略し、直ちに代表監査委員より報告の説明を求めます。 

  根本広実代表監査委員。 

○根本広実代表監査委員 監報告第１号例月出納検査報告について、その結果をご報告申

し上げます。 

  現金出納の検査につきましては、地方自治法第235条の２第１項の規定に基づき、実

施しているものでございます。 

  今回の報告は、令和３年12月分から令和４年１月分の例月出納検査結果を報告するも

のでございます。 

  検査の対象は、一般会計及び５特別会計の現金の出納状況でございます。 

  提出されました各会計、各月ごとの収支状況などの資料を参考としながら、収入・支

出伝票、預貯金通帳等の検査を実施いたしました。 

  検査の結果、計数などは正確であり、諸帳簿などと相違ないことを確認いたしました

ので、ご報告を申し上げます。 

  以上、監報告第１号の監査結果報告といたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 代表監査委員より提出された例月出納検査報告書の収支状況等

は添付を省略しておりますので、必要な場合は事務局で閲覧願います。 

  以上で、監報告第１号を報告済みとし、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15、閉会中の継続調査の申出についてを議題といたしま

す。 

  各委員会の委員長から、会議規則第75条の規定により、お手元に配付の申出書のとお

り、閉会中の所管事務調査の申出がございます。 

  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４年第２回上士幌町議会定例会を閉会したいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  今定例会が３月２日から17日間の会期にわたり、本会議及び委員会の議事運営に特段

のご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

  以上をもって、令和４年第２回上士幌町議会定例会を閉会いたします。 

（午前１１時２７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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