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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６回上士幌町議会定例会を開会いた

します。 

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

ております。 

（午前１０時００分） 

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

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

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

◎議会運営委員会の報告 

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

  議会運営委員会委員長、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、９月１日午前９時より委員会室において、議会運営委員全員の出

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

議方法等について審議いたしました。 

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

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

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

  １点目は、日程第６、意見書案第36号は産業経済建設常任委員会へ付託し、審査を行

うこととします。 

  ２点目は、日程第８、報告第４号及び日程第９、報告第５号は関連がありますので、

２件を一括上程及び質疑を行うことといたします。 

  ３点目は、日程第12、同意第２号は人事案件でありますので、議案の上程前に本会議

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

  ４点目は、日程第13、認定第１号から日程第18、認定第６号までの令和３年度各会計

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

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

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



－5－ 

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

で、ご承知おきお願いいたします。 

  ５点目は、日程第19、議案第44号は総務文教厚生常任委員会に付託し、審査を行うこ

とといたします。 

  ６点目は、日程第21、議案第46号から日程第24、議案第49号までの令和４年度上士幌

町一般会計補正予算及び３特別会計補正予算は関連がありますので、４件を一括上程及

び質疑を行い、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  以上をもって議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

◎会議録署名議員の指名 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、６番、小椋茂明

議員、７番、中村哲郎議員を指名いたします。 

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

◎会期の決定 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から９月22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９月22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４年６月１日から令和４年８月31日までの議会の諸会議等について報

告書を配付しております。内容等の朗読は省略いたします。 

  以上が諸般の報告であります。 

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

いたします。 
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  これをもって諸般の報告を終わります。 

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

◎行政報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第４、行政報告を議題といたします。 

  説明員より報告の説明を求めます。 

  船戸総務課長。 

○船戸竜一総務課長 令和４年８月15日から16日の大雨による被害状況についてご報告申

し上げます。 

  ８月15日から16日にかけて、前線を伴った低気圧の通過に伴い、前線や低気圧に向か

って暖かく湿った空気が流入し、町内では降雨量が上昇し、町道等に被害が発生いたし

ました。また、今回の大雨の影響で、道道85号幌鹿峠が16日午後１時45分から通行止め

になったほか、国道273号の三国峠が16日午後４時30分から通行止めとなりました。本

町におきましては、居辺東17線52号から東18線52号ほか６か所で通行止めの措置が講じ

られました。 

  なお、被害箇所につきましては、道路維持の既定予算で応急措置を行ったところでは

ありますが、これまでの業務と合わせて予算に不足が生じるおそれがあることから、補

正予算を予定しておりますことをご承知おき願います。 

  この大雨による具体的な被害状況につきましては、別紙１をご参照願います。 

  ８月15日から16日の気象状況ですが、８月15日深夜から降雨となり、本町には16日午

前８時37分に大雨警報が発令されました。 

  降水量は、上士幌アメダス測定値において、降り始めからの総雨量が117ミリ、ぬか

びら源泉郷アメダス測定値で107ミリの降水を観測いたしました。 

  次に、３、被害状況をご覧ください。 

  土木被害として、町道31か所で被害が発生しており、復旧経費につきましては既定予

算で対応しております。 

  被災箇所、被災状況、復旧内容等につきましては、２ページから５ページに記載のと

おりであります。 

  以上、令和４年８月15日から16日の大雨による被害状況について行政報告といたしま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） 西垣消防課長。 

○西垣隆泰消防課長 次に、火災報告についてでありますが、昨日発生いたしました宿泊

施設の火災は、社会的重要性と鑑みたとき、状況を議会に報告することが適切と判断し
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たことから、ご報告をさせていただきます。 

  別紙２をご参照願います。 

  令和４年９月５日、上士幌町字ぬかびら源泉郷南区32番１で発生した建物火災につい

て、次のとおりご報告いたします。 

  火災発生日時は、令和４年９月５日月曜日、発生時間は現在調査中でございます。 

  火災発生場所は、上士幌町字ぬかびら源泉郷南区32番１、名称及び氏名については記

載のとおりでございます。 

  火災出火箇所につきましては、ホテル１階客室外壁でございます。 

  火災覚知時間は、令和４年９月５日月曜日、午前３時59分です。 

  消防車出動時間は、同日の４時１分でございます。 

  宿泊者の避難状況は、当日の宿泊者22名を宿泊者名簿と照合、１階ロビーに避難した

全員の安否を確認するとともに、けががないことを聴取いたしました。また、従業員９

名につきましても、社長から全員の安否を確認、けが等もない旨聴取をしたところでご

ざいます。 

  鎮火時間は同日の午前７時３分でございます。 

  罹災焼損状況は、表面積で2.64平方メートルでございます。罹災損害状況及び出火原

因については現在調査中でございます。 

  消防活動状況は、出動車両、常備車両３台、非常備車両３台の計６台、出動人員は、

常備職員10名、非常備団員10名の20名でございます。 

  以上、９月５日に発生した建物火災の行政報告といたします。 

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

  質疑ありますか。 

  １番、渡部信一議員。 

○１番（渡部信一議員） ８月15日から16日の大雨の被害状況ということで行政報告があ

ったわけですけれども、先般の議運の中で、副町長のほうより道路、あるいは町道等、

そういったものについては被害状況は出ているわけですけれども、雨による畑の被害状

況というのはなかった旨の、そういったことで申されていたわけですけれども。 

  今年は特に、この15、16日は決定的なものだったんですけれども、７月からずっと少

雨も交えた雨の頃から、異常な雨量が蓄積している中で、15、16の後もまた大雨という

ようなことで。ご存じのように、畑の被害状況だとかそういったものはきちんと調査さ

れたのかどうか。特に、ジャガイモ等は枯凋期というか収穫時期に入って、一部表面水

で流されて洗い出されたり、あるいはその後の仕組みとか、あるいは防風林のそばとか、
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乾く間もなく、そういった中で今年は非常にいまだかつてない掘り取りも腐敗が、湿地

によるジャガイモの窒息ですね、そういう中で非常に苦労しているような状況にありま

す。 

  そういった中で、この15、16の大雨の中で、そういった例えばこれだけの雨でそうい

う状況もあるわけですから、そういったものを今後とも農林課とも注意深く、その後の

様子だとか、あるいはその後の天気も、２日と晴れたらまた、ようやく入れるようにな

ったらまた雨模様というか、それも少量でなく大量に降っているわけなんですけれども、

そういったことについてももう少しやはり実態と、15、16ではただ気がつかなくても、

その後の畑の状況だとか注意深く例えば見ていく必要があるとか、そういった押さえ方

も必要でないかと思うんですけれども。 

  相当量の、例年から比べた場合、例年にない被害状況というか掘り取りも苦労してい

るような状況なんですけれども、そこら辺について、全くこの大雨は関係ないというよ

うな、せっかく行政報告するわけですから、基幹産業の農業、道路等の決壊とかそうい

ったものも必要なんですけれども、もう少し丁寧に、せっかくの行政報告なんでする必

要があるんでないかと思うんですけれども、そこら辺いかがでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 林農林課長。 

○林 峰之農林課長 今、８月15、16の大雨ということで、被害につきましては農協さん

に確認した上で、この15、16の雨については被害が一応なかったというような形で整理

してございます。 

  ただ、今議員おっしゃられるとおり、今年は非常に雨が多かったというところで、畑

作物、それから牧草なんかについてもなかなか雨がひどくて畑に入れないだとか、そう

いう状況は、農協さんとお話ししながら確認している状況ではございます。 

  この営農の指導の中で対応しながら、畑の防除の関係だとかやっていくことになると

は思いますが、日頃からＪＡとは協議しながら物事を進めてございますので、場合によ

ってはもうちょっと丁寧な調査を含めて、できるだけ見ながら対応する必要があれば、

対応していきたいなと思ってございます。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で行政報告に対する質疑を終結いたします。 

  これをもって行政報告を終わります。 

 ────────────────────────────────────── 
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◎意見書案第３５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第５、意見書案第35号会計年度任用職員の処遇改善にむけ

た法改正と雇用の安定に関する意見書の提出についてを議題といたします。 

  意見書案の朗読を省略し、直ちに提案者である９番、斉藤明宏議員から提案理由の説

明を求めます。 

  ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） ただいま上程されました意見書案第35号会計年度任用職員の処

遇改善にむけた法改正と雇用の安定に関する意見書案について、提案理由と内容につい

てご説明申し上げます。 

  この意見書案については、さきに開催されました議会運営委員会におきまして議会運

営委員全員のご賛同をいただき、私が提案者となった次第であります。 

  さて、３年目を迎えた新型コロナ感染ですが、いまだに感染拡大が続いている状況に

あります。この新型コロナウイルス感染症対策について、各職場、地域でご奮闘されて

いる関係各位に心から敬意を表するものでございます。また、早期の終息を願うばかり

です。 

  さて、全国の自治体では、2020年６月１日を基準日とした調査によると、70万人の会

計年度任用職員が在職しています。本町においても、７月１日現在で131名の常勤職員

に対して、会計年度任用職員は69名が雇用されおり、行政事務を円滑に推進していくた

めには必要不可欠な存在となっています。 

  2020年４月から会計年度任用職員制度がスタートしましたが、常勤職員との均等、均

衡には程遠い現状にあります。安定した行政サービスの維持、向上のためには、会計年

度任用職員の処遇改善、雇用の安定は喫緊の課題です。その課題を解決するためにも本

意見書を提出しようとするものです。 

  以下、意見書案を読み上げて提案といたします。 

  会計年度任用職員の処遇改善にむけた法改正と雇用の安定に関する意見書（案）。 

  自治体で働く会計年度任用職員は、2020年総務省調査によると全国で70万人とされ、

常勤職員と同様に地方行政の重要な担い手となっています。 

  適正な任用・勤務条件の確保を目的に、2020年４月から会計年度任用職員制度がスタ

ートしましたが、今なお「官製ワーキングプア」と揶揄される状況にあり、法改正によ

り一定程度処遇が改善されたが、依然として常勤職員との均等・均衡、いわゆる同一労

働同一賃金の観点からは程遠い状況に変わりはありません。 

  良質で安定した行政サービスの維持・向上のためには、会計年度任用職員の処遇改善
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及び雇用の安定が急務となっています。 

  つきましては、下記のことが措置されるよう強く要望いたします。 

  記。 

  １ 会計年度任用職員の勤勉手当支給制度に関する規定を見直し、地方自治法第203

条の２、第204条第１項の改正を行い、会計年度任用職員にも勤勉手当を支給できるよ

うにすること。 

  ２ 各自治体において、会計年度任用職員等の処遇改善促進にむけた、必要な財源の

確保について特段の配慮を図ること。 

  ３ 会計年度任用職員の雇用の安定を図ること。 

  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。 

  以上をもって、意見書案第35号の提案理由の説明とさせていただきます。 

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

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35号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより意見書案第35号の採決を行い

ます。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、意見書案第35号は原案のとおり可決されました。 

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

◎意見書案第３６号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第６、意見書案第36号国土強靭化に資する社会資本整備等

に関する意見書の提出についてを議題といたします。 

  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。 
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○１番（渡部信一議員） 意見書案第36号の提案理由を説明いたします。 

  この意見書案につきましては、北海道道路整備促進協会及び北海道治水砂防海岸事業

促進同盟から北海道町村議会議長会に対しまして、それぞれ各町村議会に意見書提出に

ついての働きかけがあり、そういった中でこの意見書を提出するものであります。 

  それでは、読み上げて提案理由の説明に代えさせていただきます。 

  国土強靭化に資する社会資本整備等に関する意見書（案）。 

  北海道は、豊かで美しい自然環境に恵まれ、広大な大地と海に育まれた豊富で新鮮な

食を強みに我が国の食料供給を担うとともに、本道特有の歴史・文化や気候風土などを

有しており、こうした北海道ならではの独自性や優位性を生かしながら、将来にわたっ

て持続可能な活力ある北海道の実現を目指している。 

  こうした中、社会資本整備を取り巻く環境は、激甚化・頻発化する自然災害や日本海

溝・千島海溝沿いの巨大地震等のリスク増大のほか、今後一斉に更新期を迎える橋梁な

どの公共施設の老朽化など、様々な課題を抱えている。 

  今後は、北海道の強みである「食」や「観光」に関連する地域（生産空間）が持つ潜

在力が最大限発揮されるよう、平常時・災害時を問わない北海道を支える基盤の確立に

向け、防災・減災、国土強靭化に資する社会資本の整備を図ることが必要である。 

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

割分担の下、防災・減災、国土強靭化に必要な予算を安定的かつ継続的に確保すること

が重要である。 

  よって、国においては、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要望する。 

  記。 

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

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

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

必要な予算・財源を確保するとともに、継続的・安定的に国土強靭化の取組を進めるこ

とが重要であることから、５か年加速化対策後も予算・財源を通常予算とは別枠で確保

し継続的に取り組むこと。 

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

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

た、高規格道路と並行する国道とダブルネットワークの構築や道路の防災対策・無電柱

化などによるリダンダンシーの確保を図ること。 

  ４ 橋梁、トンネル、舗装等の老朽化対策を推進するため、点検・診断・補修などの
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メンテナンスサイクルを確立し、予防保全を含む戦略的な維持管理・更新事業を行うた

めの技術的支援の拡充を図ること。 

  ５ 地域の安全な暮らしや経済活動を支える基盤づくりのため、通学路の交通安全対

策などの道路整備や除排雪を含む年間を通じた維持管理の充実が図られるよう、必要な

予算を確保すること。 

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

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

和するなど、地方負担の軽減を図ること。 

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

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

化すること。 

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

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

ること。 

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

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

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

すること。 

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

体制の充実・強化を図ること。 

  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。 

  以上のようなことで、提案理由の説明に代えさせていただきます。議員各位の特段の

ご配慮を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

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

  質疑ありますか。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 意見書案の具体的な中身としては、２番の防災・減災、国土強

靭化のための５か年の対策という、このことについて私は反対するものではないんです

が、この中には、各種道路の問題やら公立学校の小・中学校の耐震化の問題、公共施設

についての事業はあります。この事業は2021年から2025年までの５か年の中で行う事業

ですが、当初計画の中では15兆円という予算を見ています。しかし、具体的な事業はこ

れから毎年行われると思うんですが、その中で一番大きい事業が、記の中の３の高速道
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路に関する予算です。計画の中では、約2.8兆円というふうに予算規模があります。 

  私は、全体的にいろんなところで予算配分するんであれば、高速道路については４車

線化をするとか、未開発のところを整備するとか、そういうことはちょっと置いておい

て、今必要なものについて予算をつけたらいいんじゃないかなと考えています。 

  ですから、この記の中のほかのところについては反対するものではないんですが、３

の高速道路についてはやっぱり除かないと、ほかの予算、全体的には15兆円しかないと

きに――15兆円もあるんですが、道路関係約３兆円も新たな高速道路を造ったりするの

に使っていいものかなと私は思っています。その点についてどんなふうにお考えか、質

問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案者、１番、渡部信一議員。 

○１番（渡部信一議員） ３番目の新広域道路に絡む、道路網の質問かと思うわけですけ

れども、この道路の整備については、高速であるとあらゆる物流、あるいは交通網の動

脈ですから、高速にしろどういった道路についても整備が必要かと思います。 

  先ほどの行政報告にもありました、15、16の大雨の洪水のとき、例えば４時半から三

国峠のほうは通行止めになったというわけです。その前段に日勝峠ですね、それから狩

勝、それから高速等も全部その前段に大雨のため通行止めになっています。 

  16日の午後から、皆さんご存じのように、この３線道路が４時半までの通行止めの合

間を縫って抜けたんでしょうけれども、トラックからあるいは自家用車から、かつてこ

れほどないぐらいな過密で、この３線道路を抜けて札幌圏のほうへ抜け出ていったとい

う光景は、皆さんも見ておられるかと思うわけですけれども。 

  あらゆる道路というのは、それぞれこの北海道道路整備促進協会、会長が今までの町

長がなっているそうなんですけれども、そういった中で、北海道にとっては高速にしろ

生活道路にしろ、様々なものに促進する立場から、こういった意見書をそれぞれの町村

から国のほうへ上げてほしいという依頼ですので、何もこれに反対するものではありま

せんし、堂々とこの部分は皆さんに提案して、賛同を賜りたいというふうに私は思うと

ころでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今、提案されました、提案者からいただいたこの課題につい

て、質疑の中で、３点目の課題といいますか、その問題について今議員のほうからもち

ょっとお話ありました。 

  先ほどの、今日の議会の進め方としては、産経に付託するという方向性でという議運

の進め方という認識していますから、産経としてこれをきちっと受けていくという部分
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になりますが、昨年も同じような調査事項として付託されていたという気がいたします

し、今、委員さんから言われた議運で全員一致しなかったという部分については、今の

発言がそうさせたんだろうというふうに認識していますけれども、産経で議論する場合

は、この３点目の高規格道路の在り方、これについて議論するんだというふうに思って

おります。 

  この部分について、今の説明では産経でどこの部分をどう議論していいのかとか、そ

ういう部分がちょっと分かりませんので、もし提案者の渡部議員さんのほうから不都合

なかったら再度議運で、ちょっとこれについて高規格問題というのはどうなんだろうと

いう形で、一致できなかった委員さんもいたというふうに認識していますから、もう少

し説明もらったほうが産経での議論がしやすいのかなと、ちょっとそういう認識します。 

  ということは、高規格ですから、高速道路を含めていろんな意味の高規格という部分

もあると思いますけれども、十勝管内で言えば帯広から広尾までの未実施も含めた高規

格が進んでいます。道内でも多くの地域で、やはり地域活性化のために、こういう部分

も含めていろんな意味で高規格は支援していますから、道内管内の当然農畜産物ほかの

物流の流通、交通の便利性含めて、将来にわたってはきっと観光等に絡んだり、そうい

うことを含めて一定程度の効果はあるという部分は我々認識しますけれども。 

  どうも財政的な問題だけでこれを議論するということになると、非常に難しい部分も

ありますけれども、もう少し生活に近い形の議論をちょっともしあれば、我々について

もそれを参考にしたいと思いますんで、この辺、取り計らいよろしくお願いしたいと思

います。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案者、１番、渡部信一議員。 

○１番（渡部信一議員） 江波戸議員からただいま意見があったわけですけれども、通常

なら上部団体と申しますか、北海道町村議長会のほうから下りてきたものですし、全会

一致で即決ということが一番いいんじゃないかと思うわけですけれども、ご存じのよう

な形で全会一致にならなかったということで。言うまでもなく江波戸議員も議運の委員

でありますし、その経過というのは一番ご存じかと思います。 

  この道路網につきましては、あくまでもそれぞれの１から10までの意見書の文言のそ

の中身との解釈というのはいろいろ、今言われたように財政だとか、あるいはそういっ

たことでいろいろなご意見はあろうかと思いますけれども、そういったことで一致しな

かったというのであれば、十分委員会の中でそこら辺の状況どうなっているのか、そう

いったことも含めて十分質疑していただきたいなと思います。 

  私は、特にこの文言に対して町村議会が真逆の意見書でもありませんし、当然、必要
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な案というふうに捉えておりますんで、そこら辺でお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 提案者の渡部議員の話については十分理解していますし、私

もこの10項目については、基本的には異存はないという形で理解しているつもりですが、

３点目の項目について議論を深めるために、やはりちょっとどこか、もう少しなぜ一致

できなかったのかなという課題についても少しは理解していますが、委員会で議論する

部分でありますから、５人の委員が一致した中で整理したいなというふうに認識してい

るものですから、できれば何らかのこれにそぐわない委員の方がいたら、これについて

何らかの資料を提供してもらったほうが、産経としてもし付託をした場合、議論しやす

いのかなと認識していますから、そういうことも含めて、ここで決めるわけではないと

思いますけれども、そんな認識でちょっと考えていますんで、そういうことを期待しな

がら対応させていただきたいと思います。 

  以上であります。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案者、いいですね、今の要望で。 

  ほか、ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって意見書案第36号に対する質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております意見書案第36号は、会議規則第39条第１項の規定によ

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

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、意見書案第36号は、産業経済建設常任委員会に付託することに決定いたしま

した。 

  ここで暫時休憩といたします。 

（午前１０時４１分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時４２分） 

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

◎一般質問 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第７、一般質問を行います。 
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  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。 

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

◇ 伊 東 久 子 議員 

○議長（杉山幸昭議長） それでは、順次発言を許します。 

  ３番、伊東久子議員。 

○３番（伊東久子議員） それでは、質問をさせていただきます。 

  私は、帯状疱疹ワクチンの補助及びその他ワクチンの現状についてお伺いいたします。 

  新型コロナウイルス第７波の影響で、医療関係者、関係機関の方々には、通常勤務以

外でとても大変な思いをされていますことに敬意を表したいと思います。 

  コロナワクチン以外のワクチンについて本町の現状について質問をいたします。 

  （１）肺炎球菌の接種状況。 

  厚生労働省では、令和４年、対象者は65歳から５年ごとに定期接種となっております。

上士幌町の接種状況をお聞きいたします。厚生労働省の対象者２では、基礎疾患、心臓、

腎臓、呼吸器の機能による日常生活が極度に制限される障がいや、ヒト免疫不全ウイル

スによる免疫機能が日常生活にほとんど不可能な程度の障がいのある方、その方が対象

になっているが、上士幌町で対象者２の対応はされているかお聞きいたします。 

  （２）番目の風しんワクチン。 

  厚生労働省では、無料で43歳から60歳男性に予防接種を勧めております。風疹は、40

代前後の男性に多く発症している現状があると報告されています。妊娠中の女性が感染

すると、生まれてくる赤ちゃんに障がいが生じてしまうおそれがあります。上士幌の現

状をお聞きいたします。 

  （３）子宮頸がんワクチン。 

  最近、子宮頸がんで亡くなる方が多くなってきています。広く知られているヒトパピ

ローマウイルス（ＨＰＶ）が原因とされています。パートナーへの感染拡大を防ぐ効果

もあるとされ、男性にも接種されている町村があります。対象は12から25歳までの男性

です。平成25年、接種後痛みを訴える人が相次ぎ中止しましたが、ワクチンとの関連が

認められないとして４月に勧奨を再開しております。上士幌町の現状をお聞きいたしま

す。 

  （４）番目、帯状疱疹。 

  加齢、疲労、ストレスなどから、免疫力低下が発症の原因になることがあり、40から
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50歳以上の女性の発症率が高く、80歳までに３人に１人が帯状疱疹を発症すると言われ

ています。ワクチン接種で軽度で済むこともあるようですが、ワクチンが高額のため、

ためらっているケースもあるようです。名古屋市では費用の助成がありますが、自費で

接種すると２万から３万になります。多くの町民が発症しています、把握していますか。

後遺症も出ています。接種費用の一部の助成は必要だと思いますが、考え方をお聞きい

たします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 帯状疱疹ワクチンの補助及びその他のワクチンの現状について、伊東議

員のご質問にお答えいたします。 

  １点目の高齢者に対する肺炎球菌の接種状況についてであります。 

  肺炎は、本町の死亡原因において、がん、心疾患、脳血管疾患に続き、４番目に多く

なっております。 

  本町におけるワクチン接種は平成26年度に開始し、65歳以上５歳刻みの対象者に対し、

接種費用の一部を助成し実施してきております。平成30年度までの１巡目、５年間の接

種率は７割弱で、平成31年度からは未接種の方を対象に２巡目を実施しており、１巡目

からの累計接種率は７割強となっております。 

  また、「厚生労働省の対象者２、60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓、呼吸器の疾

患や機能、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者として厚生

労働省令で定める者」については、予防接種法で定められ、本町においても対象として

おり、これまで希望者はおりませんでしたが、引き続き広報やホームページでの周知に

加え、定期対象者への案内文書の送付等を行ってまいります。 

  ２点目の風しんワクチンについてであります。 

  対象年齢、昭和37年から53年度生まれの男性に対し抗体検査を行い、抗体がない方に

風しんワクチンを接種するもので、当初は、平成31年度から令和３年度までの３年間で

終了となる予定でありましたが、コロナ禍ということもあり接種率が伸びず、令和４年

度からさらに３年間実施されることとなりました。 

  抗体検査の実施率は３割弱と低いことから、個別案内や広報、ホームページによる周

知に加え、役場や農協等にチラシ等で検査を促しておりますが、働き盛りの世代が対象

ということもあり、国も職員健診の機会等を利用して積極的に検査を勧奨しております

ので、本町においても引き続き周知、勧奨を進めてまいります。 

  ３点目の子宮頸がんワクチンについてであります。 

  子宮頸がん予防接種、ヒトパピローマウイルスワクチン接種につきましては、積極的
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勧奨の差し控えにより実績がありませんでしたが、今年４月より積極的勧奨を再開して

おります。また、積極的勧奨差し控えの期間に接種対象者となり、接種機会がなかった

世代に対しても救済措置が今後３年間取られることとなっております。 

  この予防接種では、まだ副反応を恐れて様子を見ている方も多いと思われ、現在のと

ころ接種者の報告は少ない状況でありますが、今後も正しい情報を周知しながら勧奨を

行ってまいります。 

  男性に対する任意接種につきましては、国の方針に基づき、まずは女性への対策を優

先することとし、現段階では積極的勧奨をする予定はございません。 

  ４点目の帯状疱疹についてであります。 

  帯状疱疹は、子供の頃にかかった水ぼうそう（水痘）のウイルスが体の中に長期間潜

伏していて、大人になって免疫が低下した際などに発症することが多く、水膨れを伴う

赤い発疹が帯状に出て強い痛みを伴うことがあり、症状は３から４週間ほど続きます。

皮膚症状が治った後も、50歳以上の２割の方に長い間神経痛が残るなどの後遺症があり、

生活に支障が出ている方もおられます。加齢や疲労、ストレス、病気などによる免疫力

の低下が発症の引き金となるとされておりますが、特に加齢に伴って発症しやすく、本

町においても最近発症者が出ているとお聞きしております。 

  帯状疱疹の発症が増えてきた理由の一つとして考えられるのは、平成26年度に小児水

ぼうそう（水痘）ワクチンが定期接種化されて以降、水ぼうそう（水痘）の流行が激減

し、高齢者が水ぼうそう（水痘）を発症した子供たちに接して、体内の免疫が高まる機

会、ブースター効果が減少したことが上げられます。そのため、今後も発症のさらなる

増加が予測されることから、今回、議員のご指摘を機に、ワクチン接種費用の助成等に

ついて検討してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、伊東久子議員。 

○３番（伊東久子議員） 再質問したいと思います。 

  細部にわたっての答弁がありました。この質問をするきっかけにつきましては、担当

職員が広報だとかチラシ、ホームページ等、町民に本当に広く周知していると思うんで

すが、なかなか対象者には伝わっていないように思います。そこで、どうしたら対象者

に伝わるのかなということで、ちょっと考えてみました。 

  上士幌町の主要死亡原因ですね、それは令和４年の３月、町政の現況で、これは更新

されておりませんが、平成27年度から１位は悪性新生物、これは多分がんだと思います。

２位は心疾患、３位に肺炎となっておりました。そんなことから、肺炎球菌は平成26年
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の10月１日より高齢者対象としたワクチン定期接種をすることに国として決まっており

ます。 

  答弁のとおり、65歳から５歳刻みで接種すると町民にお知らせしております。一部補

助の考え方が町民にひとしく補助されていないようにも思います。行政側からそういう

肺炎球菌の注射がありますよということではなくて、自ら接種した場合については町の

補助が受けられておりません。そのことも、やはり公平にしなければいけないと思いま

す。ワクチンの有効期限は５年とされておりますので、５年後にワクチンをすると思い

ますが、そのことも公平にするべきだと私は考えます。 

  それともう１点、高齢になると５年後がなかなか忘れてしまいますが、これを個人宛

てにお知らせすることは難しいかどうか、お聞きいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 個人宛ては、それは受けたかどうかというのは把握できているというふ

うに認識しておりますから、そういったことでは、個人宛てに郵送等で周知をしたいと

いうふうなことは、担当の方から聞いているところでございます。 

  ただ、60歳、基礎疾患ある方については、なかなかそこは把握できないということで

ありますので、それらについては従来どおり広報等ですね、今もし分かりづらいとすれ

ば、分かりやすいような工夫を重ねて、継続した情報提供をしていくということが求め

られると、そんなふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、伊東久子議員。 

○３番（伊東久子議員） お知らせというか、広報には肺炎球菌、何歳から何歳までです

よというのは５歳刻みに出ているんですけれども、実際に受けなかったときの恐ろしさ

というのがなかなか伝わっていかないので、どうでもいいわという感じになってきてい

るのかなと、そんなふうに私は感じてしまいました。 

  それと、２点目の風しんワクチンなんですけれども、答弁のとおりです。詳しく説明

することによって、クーポン券を利用して抗体検査を受けようとする人たちが多くなる

ように考えます。 

  また、妊娠中の女性が感染すると、先天性風しん症候群、生まれてくる赤ちゃんが障

害を持って生まれてくるようなことになるという厚生労働省の話であります。また、こ

のことを詳しく知らせる、ただワクチンがありますよではなくて、それを受けなければ

こういう症状もありますよということも、詳しく知らせることも必要ではないかと思っ

て質問いたしました。答弁があればお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 
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○竹中 貢町長 今回の対象年齢がまず限られているという、たまたま検査を受けられな

かった年代の方、こういうところが限られているということでありますので、全体的な

問題としての問題意識というのは、なかなか社会全体に、地域全体に広がっていきづら

いというような課題があると、そんなふうに思っているのと。 

  風しんそのものが、時々流行するだとかいうようなこともあるわけでありますけれど

も、やや収まっているというようなことから関心が低いという、こんなことにもつなが

っているのかなというふうに思いますが、いずれにしても大事な、病気の発症につなが

っていく危険性がございますので、これについても該当するところの方々に、特にピン

ポイントで何かお知らせするようなことがあれば、引き続き検討して、そのような方策

を取ってまいりたいと、そのように思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、伊東久子議員。 

○３番（伊東久子議員） 次に、３番目の子宮頸がんワクチンについて質問いたします。 

  今年の４月より再開するようになりました。家族内で十分子宮頸がんワクチンの必要

性を話し合わなければ本人たちは分からない、中学２年から高校１年生が対象となって

おりました。その年代に受けなければ効き目がないということ、それは家族内で話し合

っていない、親の言われるままに見送った、内容は子宮頸がんは性に奔放な人、ワクチ

ンは危険なもの、こうした漠然としたイメージが誤解だったと、後から医学を学ぶ学生

がそのような話をしておりました。 

  道内の余市町では、男性にも接種を勧めています。公費ではないので１回５万円とい

うことらしいんですが、近年性に対することが低年齢化していることが原因だと言われ

ております。上士幌では男性の接種はしない方向ではありますが、もし希望があれば接

種できることのお知らせをする必要はあるかなと思います。その点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 承知のとおり、この子宮頸がんについては、ずっと勧奨してかなり接種

率が高まっていたというふうに思いますけれども、副作用があるというような、そうい

った報道なり情報が出て、一時国のほうとしても勧奨を止めているというようなこと。

やはりこれは大きなマイナス要素だと思うんですよね。 

  やはり、何らかの影響があるというような判断の下で止めてしまったということで、

実はいろいろと検証した、あるいは今日的な視点から研究の結果として、それらについ

ては問題ないというふうに出されてきたということでありますけれども、それを元に戻

すというのはなかなか大変な、既に１回意識が定着しているということであれば、なか
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なか元に戻るというのは大変な作業だなと、そんなふうに思いますけれども。 

  これも誤解があるというようなことを、やっぱりこれからいろんな機会に数多く情報

を流していくということが必要なのではないだろうかなと、そんなふうに思っておりま

す。子宮頸がんとの因果関係だとか、ワクチンを打った方とそうでない方のそういった

データのことだとか、そういう様々な視点から伝えていくというようなことが、理解を

していただくことの大事な一つになっていくんだろうと思います。 

  今のところは、子宮頸がんはできますよというお知らせが軸になっているように思い

ますけれども、ただ、いろんな、出すときには工夫なり、保健師さんにその辺の詳細な

資料の収集や、あるいはどんなふうにして流したらより理解してもらえるのか、工夫は

ありますけれども、いずれにしても大事な疾病予防につながっていくということでござ

いますので、これらについても担当のほうとしっかり課題を共有しながら、住民に周知

を徹底して図ってまいりたいと、そのように考えております。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、伊東久子議員。 

○３番（伊東久子議員） 担当課としてはきちんと広報されて、町民に分かりやすく――

分かりやすいというか、広報はされていると思います。ただ、受けなかったときのリス

クのことまでは広報されていませんので、その点についても詳しくお知らせしたほうが

いいかなと思って質問しました。 

  次に、帯状疱疹なんですけれども、これ国民健康保険、現在は北海道で広域のために

レセプトで帯状疱疹の人数把握というのはとても難しいんですが、町民の疾病はこれは

把握しておかなければいけないなと思っております。 

  また、新型コロナウイルスが蔓延したために、帯状疱疹、これ早期発見、早期治療す

ることで軽傷で済む例もあるようです。上士幌町も最近４か月で16人、27件の治療を受

けた人がいるようですが、日本人の90％以上は帯状疱疹の原因となるウイルスが体内に

潜伏していると言われています。発症すれば物すごい痛みが続くみたいです。 

  それに、ワクチンについても生ワクチンと、これは有効期限５年ですが、不活化ワク

チンというのは10年となっておりました。各病院がこれ自由診療ですので、金額的には

多少の差がありますが、町長の答弁の中では検討すると言われました。ぜひ前向きに検

討していただき、いつ頃までに検討するかお聞きをしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 帯状疱疹で痛い思いをしている、同じ同僚の首長なんかもおりまして、

おりましてというよりも悩んでいたという事実も把握しております。 
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  なかなか治らない、場合によっては一生涯その痛みと付き合っていかなければならな

いというような診察もされているというようなことを聞くと、やはり未然にいかに防ぐ

かということが大切だというふうに思います。 

  たまたま今回、感染者が増えつつあるという背景の子供たちに対するワクチン、これ

が徹底されていわゆる抗体がなくなると、そこで様々な生活環境によって発症するとい

うようなこと。片方では子供たちなくなっていいことでありますけれども、ただ、過去

に感染した方がまた抗体が落ち込んで、そして感染にかかる、そういった可能性が出て

くるということですから、何ともウイルスの問題というのは難しいものだなと、そんな

ふうに思いますけれども。 

  ワクチンの接種によって、ある程度また健康体でいられるということであれば、それ

に対して、こちらで回答させていただいておりますけれども、費用の支援はさせていた

だきたいなと、そう思います。そうそうたくさんということではないだろうと思います

ので、来年の当初の予算に向けて、また現場のほうと制度設計どうするかというような

ことを考えたいと思いますけれども。特別なことがなければそういった流れで、スケジ

ュール感で進めてまいりたいと、そう思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ３番、伊東久子議員。 

○３番（伊東久子議員） ありがとうございます。 

  名古屋では一部負担金を助成しているということで、北海道の中ではまだないかもし

れません。上士幌が第１号になることを望んで質問を終わります。 

○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。 

（午前１１時０６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１７分） 

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

◇ 小 椋 茂 明 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 私のほうからは、高齢者支援カードの創設についてを質問させ

ていただきます。 

  バルーンスタンプ協同組合が、「ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金」を活用し
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て行っている「子育て支援カード」は、通常、税抜き100円に対して１ポイント１円を

付与しているものを、その10倍に当たる500ポイントで5,000円の商品券と交換するもの

であり、子供１人当たり２回交換可能であるため、最大1,000ポイントで１万円の商品

券と交換しているものです。 

  開始した平成26年度は、対象が中学生まででしたが、その後、高校生までに広げ、令

和３年度においては、対象者は700名となっております。令和３年度の申請率は79％、

商品券交換率は86.6％となっており、今年度においても７月末現在、申請率は65.8％と

なっており、大変好評を得て現在進行中です。 

  しかし、子育て世帯がこうした特典を受ける一方で、高齢者に対する支援策がありま

せん。ある程度年齢が上がると介護等の費用負担が増えたり、医療費が膨らむ可能性が

高まり、収入源が年金のみになるなど不安が高まるのが現況かと思います。 

  ６月末現在、町内に住民登録している70歳以上の町民は1,366名であり、子育て支援

カード対象者の２倍となりますが、子育て支援カードの商品券の交換回数の上限を２回

から１回とすれば、同等の経費で制度の創設が可能となります。 

  要介護者などへの支援策はありますが、その枠組みに関係なく、町の発展を支えてき

た世代への敬意を込めて、高齢者支援カードの創設が必要だと思います。子育てばかり

との声も聞かれる中、町の考えを伺います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 高齢者支援カードの創設について、小椋議員のご質問にお答えいたしま

す。 

  平成26年度から実施している、バルーンスタンプ子育て支援カード事業につきまして

は、少子化が進み人口減少が社会問題となっている今日、安心して産み育てることがで

きる環境を整えるための経済的負担軽減の視点と、若い世代の町外購買への流出を防ぎ、

商店街の活性化の一助として施策化したものであります。 

  特に、地方においては少子高齢化と人口減少が著しく、高齢化率の上昇に歯止めがか

かっている本町においても34％台と高く、働く世代、15歳から64歳が1.58人で１人の高

齢者を支える社会環境となっております。また、給与所得の伸び率が鈍化しているなど、

特に費用負担が大きい子育て世代が厳しい家計環境に置かれていることから、本町では、

「ふるさと納税・少子化対策夢基金」を創設して、総合的な子育てに対し支援を行って

いるところであります。 

  一方、高齢者に対しての施策についてであります。今日の上士幌町を牽引していただ

いた高齢者の皆様には敬意を表した上で、目指すのは、誰もが生きがいを持って安全に
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安心して暮らすことのできる地域社会の構築であります。このような観点から、健康な

高齢者はいつまでも元気に、お体の不自由な方には、支え合いを基盤に安心して暮らす

ことのできる地域社会を、生活にお困りの方には、経済的な福祉施策をきめ細やかに講

じてきております。 

  特徴的な施策といたしましては、要介護者以外でも利用できる三愛介護サービスによ

る土日を含む給食サービスや入浴・通院サービス、福祉灯油事業、新型コロナ経済対策

の一環として燃料高騰支援事業、健康ポイント事業を実施しており、高齢者を含む経済

対策として、中元、歳末、新春の売出し事業、プレミアム商品券事業などの福祉経済対

策は、他自治体と比較しても手厚い支援と認識しております。また、10月には、新たな

経済対策として、20％のプレミアム商品券の発売を予定しているところでもあります。 

  これらを可能としているのは、短期的にはコロナ対策による支援がありますが、ふる

さと納税寄附金の浄財によるところが大きく、その一部を「生涯活躍いきがい基金」に

積み立てながら、将来を見据えて運用しているところであります。 

  本町としては、高齢者においても１人も取り残さないという観点で様々な施策を講じ

てきており、議員ご指摘の、子育て世帯への「子育て支援カード」に加えて高齢者世帯

にもというご提案については、熟慮を要するものと考えております。 

  本町は、子育て世代にも高齢者にとってもサービスが行き届き、暮らしやすさで高い

評価を得ている町と認識しておりますので、引き続き子供からお年寄りまで、町民一人

一人がこの町に住んでよかったと思われる町を目指してまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 冒頭、言いましたけれども、この子育て支援カードというのは、

ふるさと納税・子育て少子化対策夢基金を活用しているわけですけれども、３年度の決

算を見ますと、この基金ですね、運用しているのは１億7,065万使っておりまして、そ

のうち今言った、子育て支援カードというのは約448万円を利用して行っているわけで

ありますけれども、このふるさと納税・子育て少子化基金の全部で26事業入っているわ

けですけれども、ふるさと納税使っているという点で、どこまで伝わっているかなとい

うのを考えますと、こども園の件に関してはマスコミ等でも頻繁に取り上げられている

んで、非常にそれを使っているという事業がよく町民の方も分かっていると思うんです

けれども、そのほかのメニューを見ると、なかなかふるさと納税を活用しているという

のが伝わらない事業、中身はすごいいいんですけれども、伝わっていない事業も多いん

じゃないかなと思っています。小学校、中学校の充実教育あたりでもかなりその役割は
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大きいものと認識していますけれども、その財源がふるさと納税だということを気づい

ている人はあまりいないんじゃないかなというのが私の印象であります。 

  その中で、今言った子育て支援カードというのは、それを活用してやっているという

点ではしっかりうたわせて実施している事業でありまして、事業の中でも活用している

というのがすごく伝わった中で行われていると思っているんですけれども、この子育て

支援カードについての評価という点でお聞きしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 この回答の冒頭、質問の中にも、具体的に利用率だとかそういったこと

について正しく記載されておりますから、それをもって使っていただいている方には評

価していただいているものと、そのように思っております。 

  もう一つは、商品券ということでありますから、地域通貨という視点を持っておりま

す。地域通貨はこの町でしか使えないということになりますので、言うまでもなく地域

経済の振興にもつながっているということで、様々な目的を持ってこの制度設計をして

いるものであります。特に、直接的には子育てという世帯に対してでありますけれども、

かねてから商工振興については、近隣のスーパーに購買が流れているというようなお話

を聞いて、そういった意味では厳しいということに対する間接的といいますか、町内で

回るという意味では循環していくということでありますので、金額プラスアルファの要

素として、波及効果というのは起きているというふうに考えております。 

  ですから、子育て世代にとっては直接的に恩恵を被る部分と、それから町内の商店街

を中心にして、これらをまた利用していただくという意味では、子育て支援、それから

経済的な支援、そういう両面から一定の成果があるものと、そのように評価をしている

ところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 次に、今回、該当すると思われるであろうふるさと納税・生涯

活躍いきがい基金のほうですけれども、令和３年度決算で見ますと14事業、6,822万を

充当しているわけですけれども、同じくふるさと納税基金を活用しているという事業が、

気づかれにくいものも多いんじゃないかなと思って見ております。 

  度々、過去、ふるさと納税活用だと分かるように、必要だということも、ご意見述べ

させてもらったところでありますけれども、なかなかちょっとそれは浸透し切っていな

いという印象がありまして。そうですね、該当している事業がありますよと、あまりな

いというようなイメージを持っている方に、いや、こういうことで使っているんですと

いう説明しても、給食サービス受けないし、福祉バスも利用しないし、ふれあいプラザ
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もめったに行かないんだよねということで、なかなか自分らに対するものがないという、

細かいことを言ったらいっぱいあるんですけれども、ぱっと見そういうイメージがなか

なか伝わっていないというのが、結果的にふるさと納税もらっても子育てばかりいって

いるんじゃないかという印象が拭い切れないという人は、割と多いんじゃないかなとい

うのが私の印象でございます。 

  答弁の中でありました、健康ポイントとか全体を含めた制度というのがたくさんある

のは、それはもちろん町民の方分かっているんですけれども、やはり自分らの子育てに

対してでないですけれども、自分たちの世代にも何かそういうものがあってもいいんじ

ゃないかという思いに対しては、こういうもの、今回している高齢者支援カードという

のがすごくマッチしているものでいいんじゃないかなと思っております。 

  最近出た広報でも、ふるさと納税・生涯活躍基金の活用にご意見寄せてくださいと広

報でうたっておりまして、どんな基金なのという説明から入って、３番目の「生涯活

躍・いきがいづくりのための事業」ということでは、「誰もが「楽しみ」「生きがい」

を持って暮らせる取り組みに活用する」ということもうたっているのにいくと、非常に

マッチしているんじゃないかなと思うんですけれども、この辺の応募に対してのマッチ

という点で考えて、今回の提案の制度についてのお考えを改めてお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 高齢者に対する施策ということになりますと、やはり、一線を退いてい

るということでありますから、収入も限られているという前提で、一方で心身の衰えが

出てくるという年代というところでもございます。 

  そういった中で、一番は安心してこの町で暮らせるという福祉的な要素というのはど

うしても中心になって、本当に困っている人にどうするかというのが、行政ですべき最

も大事なポイントの一つというふうに考えておりますから、そこの部分と、それから今

経済的な視点だと思うんですけれども、元気な人でも何らかの恩恵という意味では。 

  元気な人については、それはもう一般成人という枠組みの中で、一緒になって様々な

活動に参加していただく、あるいは活動していただきたいなと。できればとにかくいつ

までも元気ということで、70歳だとかというだけではなくて、健康でいるという人が60

代と比べても決して何ら変わらない、そういった社会活動なりしていただく、そういっ

たことに頑張っていただきたいという意味では、70代から年齢を区切って、そこに何ら

かの物理的な支援ということではなくて、申し上げているように、経済対策だとかそれ

らについては年齢を問わずさせていただくということでありますので、あえて70歳にな
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って、元気だけれどもふるさと納税の恩恵をというのは、そこについてはなかなか難し

いところでないのかなと理解していただきたいなと。 

  むしろ、本当に困って、今コロナであれば、これは国の支援も含めてでありますけれ

ども、様々な経済対策も取られておりますし、それは70歳だから受けられないというこ

とでなくて、一緒にそのサービスを受けることができるという中で、町全体のいわゆる

経済の循環、こういったことも意識しながら施策を講じているというふうに考えており

ますので、その枠組みの中で、自分たちも元気な人方も一緒に場合によってはサービス

を受ける、恩恵を受けるというようなことでの理解をしていただければなと、そんなふ

うに思います。 

  ただ、この元気な人が、なかなかふるさと納税の恩恵をというのと同じように、福祉

の関係になるとどうしてもいわゆる生活の弱者だとか、身体的な疾病を持っている方々

というところに、行政というのは手厚い支援をしなければならない、これは基本的なこ

とだろうと思います。 

  そういう意味では、年齢を問わず健常者のほうからも、自分たちにも、何ていいます

か、元気に長生きするために行政支援をというこの声、それから健康寿命が大切だとい

う町の大きな方針の下で、例えば健康ポイントなんていうのはそういった意味での一つ

の事業だと、そんなふうに思っているんですね。ですから、そういったことに関わるこ

とによって、間接的でありますけれども自分の靴代くらいは賄えるようなポイントだと

か、そういったことがあります。 

  もう一つは、地域の経済という点からいうと、これまた大事な要素になってきますの

で、先ほどのカードもそうだし、それからバルーンスタンプなんかもそう。さらには、

地域通貨みたいな形で、それらも地域通貨の一つに類するものでありますけれども、そ

ういった新たな取組なんかも、これからぜひもう一つ考えていきたいなというふうに思

っています。 

  例えば、今でいう脱炭素、あるいは省エネに対する取組に対して、何らかの形でポイ

ントを授与してそれで省エネにプラスになっていくと、そしてまたそれが自分の活動が

ポイントにつながっていく、こんなことで、何ていいますか、消費に回る、それから自

分たちのほうの少しでもプラスになってまちづくりに参加する、このようなことだとか

そういったことも含めて、いわゆる地域通貨の視点というのはいろいろばらばらたくさ

んありますけれども、その視点というのは一つ地域経済の循環という視点から考えると

いうことと同時に、そういった中に各世代の人方も参加してもらえればなということで

あります。 
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  70代になっても健常な人、元気な人は、そのような関わり方も、これから何らかの形

で考えていければなというようなことは、今のところは構想として持っています。それ

を具体的にどうするかというのは、これからまた庁内的な議論の中でも、あるいは脱炭

素という視点からそれを普及させる上でも、何らかの関わることができないかというよ

うな、それが省エネにつながり、そして地域経済にもつながっていって、住民一人一人

のやりがいにもつながっていくというようなことなんかも考えながら、様々な工夫の中

で生きがいと、それから経済の循環だとか、ぜひこれはこれからも考えていきたいとい

うことで、特段ふるさと納税云々ということだけではなくて、様々な形で施策を講じて

いきたいということは、今構想しているところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 今回の高齢者の支援カードなんですけれども、発端は、介護が

始まるところの家庭なんかに何かあてがうことができないかという発想が始まりまして、

突き詰めていくと、その線引きがなかなか難しいということで、ならしていくとある程

度の年齢で該当するというのが、公平でかつスムーズにできるんじゃないかという考え

の下に、今回提案させてもらったわけですけれども。 

  このポイントカードシステムですね、これ大体ある程度決まった業者が道内くまなく、

今の上士幌町でやっているスタイルは、あのパターンを会社が取りまとめてやっている

町村多くて、その会社を確認しますと、道内の中では約80市町村が上士幌町が使ってい

るシステムの同等のもの、もしくはそれに関連したシステムを導入してやっているとい

うことで、道内のいろんな事例なんかも把握しておりますので、そちらの代表の方とち

ょっと確認の連絡させてもらったところですけれども。 

  上士幌が行っている子育て支援カードは、既にやっている他町村がありますというと

ころですけれども、今回提案する高齢者支援カードというのは、道内では前例がないと

いうことでありますから、実現すれば道内初ということで、今回制度がスタートできる

んじゃないかなと私も思っていますけれども。 

  最初の答弁の中で、熟慮を要するものと考えているというのは、私としてはほぼやっ

てもらえるという認識で答弁してくれていると受け取っているところですけれども、捉

え方によってはちょっとどっちでも取れるような表現にも受け取れますんで、ここはひ

とつもうちょっと踏み込んだ形の答弁がいただければ、今回、それを期待する方々にも

安心した答弁になるんじゃないかなと思っています。 

  昨今、上士幌町は注目を集める事業がたくさん多くて、町長も言っていますけれども、

脱炭素やドローン関係というのは非常に注目が高まって、新聞でも活字がよく躍るんで
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すけれども、実際、特に高齢者の方々の身近な施策という点でいくとちょっと距離があ

るのかなと。結びつけていくことは大事なんですけれども、やはり身近に起きるところ

も同じく取り組んでいくべきだなと思っておりますし、高齢者に身近で楽しみや生きが

いを持てるという観点から非常に、ぜひ推進していきたいと思いますんで、もう一歩踏

み込んだような答弁を併せてお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 福祉関係というのがなかなか見えづらい、該当者が直接ということにな

りますので見えづらいところがあります。 

  先ほどあった、介護者がいて介護をしている家族がいる、大変だという話もされまし

た。それも十分受け止めて、一定の介護度のところについては、家族に対するいろいろ

思いを込めて今予算化をしているんですね。ですから、様々なところでかなり丁寧にさ

せていただいていると、そんなふうに思っております。 

  ここで言う、かなり熟慮を要するというのは、なかなか難しいというのがそういうふ

うに、このことをもってお年寄りの、何ていいますか、いわゆるふるさと納税だとか、

あるいはサービスの充実だとか、これがベストなのかというのは疑問を持っている。む

しろ違った形で地域経済、どちらのほうを議員が優先しているのか、その辺読み聞き取

れないところありますけれども、地域経済の活性化のところなのか、あるいは本当に困

っている高齢者に対する支援のことなのかというようなことでありますが、地域の高齢

者、困っている方々については、それは今までと同様に、さらにしっかりとやっていき

たいというようなことで、必ずそこには予算が伴ってくることでもございます。地域経

済となれば、そういった視点で幅広にお年寄りも、それからそうでない人も、それに参

加して経済が回っていくというようなこと、こういったことについては、これからもし

っかりやっていきたいというふうに思います。 

  ただ、子供にカードがあって、それをお年寄りという、そういう構図では政策を作り

上げるというのは、やはり十分検討する、考える余地はあるんじゃないだろうかなとい

うことでございます。これが後々まで全く駄目だということではありませんけれども、

現時点でそれが最優先して、今なすべきことなのかということについては、私としては

やや悩むところがあるなというふうに押さえているところでございます。 

  そのようなことでありますので、引き続きこれが最善であるいうことであれば、個別

にまたお話を聞きたいなというふうに思いますけれども、現状としてこれを直ちに行う

のは果たしてどうかという考え方を持っているということをお伝えしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ６番、小椋茂明議員。 
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○６番（小椋茂明議員） 高齢者向けなのか、商工振興なのかという点では、どちらか一

方ということは考えはなくて、双方にとってよいだろうと思う上で、今回提案している

わけですけれども、いずれにしても、何かもし線引きが必要だということであれば、そ

の辺を提示していただいた上でも、ぜひとも今こうやって出させてもらっていますから、

何らかの形で実現できることを願っておりますし、それは高齢者にとっても、町民や商

工業者や町にとっても、充実したものになることを願っておりますんで、以上のことを

踏まえて今後検討していただきたいということを願いまして、私の質問を終わりたいと

思います。 

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

  ここで暫時休憩いたします。 

（午前１１時４３分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時４３分） 

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

◇ 江波戸   明 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 高齢者、障がい者などに優しい「医療科目」の拡充とその支

援について。 

  まちづくりの基本は、行政が常に住民等の声に耳を傾け、そのことにより住民が安心

して暮らしているという実感を持つことです。現状、行政の財政力や人材力は限界があ

り、住民からの意見や要望等の全てを取り入れることは不可能なことです。しかし、そ

の中でも優先し、取り上げなくてはならない事案として、住民の安全と健康を守るべき

医療は、住民の声を優先する重要な課題となっています。 

  地元の医療機関は、緊急な疾病対応や日常の定期健診等に対応し、その任の役割に取

り組んでいます。十勝管内の医療関係機関を見渡しますと、１市16町２村において、事

業主体が民間、公共などによる医療機関がありますが、その中でも13町村において各自

治体が自らの医療機関を備え、住民に対する医療環境の充実に向け、その体制を整えて

います。 

  特に、今日は地域における高齢化医療対策として、「かかりつけ医」機能の重要性や、

「専門医療科目」に対応できる診療体制が注目されているところです。我が町において

は、医師確保対策事業、医療機関支援対策事業、医療施設等支援対策事業などによる町
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の支援事業がありますが、これらの事業活用を含め、各医療機関においては、町民に向

け医療体制の充実に努力しているところであります。 

  しかし、その状況においても、町内に未設置の専門診療科目等については町外の医療

機関で受診をせざるを得ません。さきの「上士幌町三愛計画」に高齢者の人口の推移が、

令和７年度は高齢者比率37.5％、うち後期高齢者比率22.26％と示されています。 

  町外への交通利用に対する助成制度はありますが、それらの交通機関利用が様々な理

由で困難な住民が増加する傾向にあるところです。第６期上士幌町総合計画における医

療部門の町民アンケート調査においても、町の「医療環境の取組」は住民の満足度が低

く、医療改善への取組に対する重要度は非常に高く示されています。 

  その中でも、医療体制に係る具体的な課題とその対策として、「専門医療科目の配置」

要望が住民から示されています。そのような背景を踏まえ、町が民間医療施設に対し積

極的な支援と要請を行い、各種専門診療科目の定期的な出張診療の実現ができる体制を

整えることについて質問いたします。 

  引き続き、上士幌高校の存続とまちづくりとの連携による新たな学科について。 

  地元に高校があることは、教育の連続性、また、まちづくりのための人材育成の中核

として必要なことと言われてきました。町は、上士幌高校の存続に関する危機感を持ち、

平成５年度から多くの町民の協力と支援をいただき「上士幌高校振興会」を設立し、高

校存続の核として、今日まで生徒募集に対応してきました。 

  しかし、時代の背景は、少子高齢化の進行や地域経済等の変化の中、本町はもとより

十勝全体の人口の減少が進み、特に児童・生徒の減少が顕著に進みました。また、高校

の在り方も変貌し、十勝管内においては「十勝学区高校配置計画」に基づき、特に普通

学科を持つ学校を中心に、高校設置の廃止、学級減、統廃合などが加速度的に進んでき

ました。 

  上士幌高校は、普通科２間口維持を前提に、振興会による生徒募集対策として、学校

生活等に係る支援や特色ある学校のＰＲを強化し、２間口の維持に対応しています。し

かし、本町の児童・生徒に係る今後の推移や十勝管内全体の児童・生徒推移を見た場合、

上士幌高校の２間口維持については、様々な課題が見え始めています。 

  第６期上士幌町総合計画の町民アンケートに、「上士幌高校に対する地元中学校から

の進学率」について質問があり、町は進学率50％を事業目標とし、魅力ある高校を目指

し見直しの検討をしていると回答していますが、この地元中学校からの進学率の低さも

課題となります。 

  一方、文部科学省は中央教育審議会において、全国の70％を占める普通科高校の在り
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方を審議し、高等学校における普通科改革「普通科教育を主とする学科の弾力化」につ

いて、普通教育を主とする学科とし、普通科以外の学科を設置可能とする方針を示し、

この経過を踏まえて道教委は、令和５年度道立高等学校入学者選抜における改善の基本

方針として、道内はもとより「道外からの入学者の受入れの拡大」を示しました。 

  このことについて、我が町のＳＤＧｓ、ゼロカーボンなどの先行的なまちづくりの推

進と併せ、上士幌高校に対し、これからのまちづくりとの連携を特色とした学科を取り

入れるか否かの検討は急務です。上士幌高校存続における普通科以外の学科の設置と、

このことに係る積極的な支援について、町長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 高齢者、障がい者などに優しい「医療科目」の充実とその支援について、

江波戸議員のご質問にお答えいたします。 

  町民の安全と健康を守る医療は、最優先の課題と認識しており、第６期上士幌町総合

計画においても安心して受診できる医療体制の維持、充実を基本方針とし、現在も町内

の医療施設の整備と医療機能の充実に向けた支援として、「地域医療振興対策事業」を

実施しております。 

  具体的には、全国的な医師不足や働き方改革に対応した医療機能の充実を図るため、

令和３年度より上士幌クリニックへの補助金の増額や、土日、休日の救急診療に対応す

るため、新たに宿直派遣医師確保へ財政支援するとともに、医師確保対策として町内２

医療施設へ支援を行ってきております。 

  また、上士幌クリニックに対しては、既存補助要綱に基づき、診療事務の効率化によ

る患者の待ち時間の短縮、また、必要時には、北斗病院とのカルテの連携を図り、医療

の安全と質の向上等の効果が期待される、「電子カルテ」導入に係る経費への支援を、

今議会会期中の委員会でお示しさせていただいた上、議会最終日に補正予算を提案させ

ていただく予定でおります。 

  このように、町としても様々な支援を行うことで、町内医療機関におかれましては、

限られた医療体制の中でも町民に一番身近にある病院として、内科を中心にしながらも、

総合医的に患者さんの医療相談などに丁寧に対応していただいております。 

  また、日常的な診療を担いつつ、土日、休日も含めた一時救急対応、終末期の医療を

含めた訪問診療や訪問看護、介護保険施設の嘱託医としての診療、町の事業である予防

接種や健診業務等、広域にわたる医療、保健、福祉体制を医療機関のご協力の下、維持

しております。 

  次に、町内にない特定の専門診療科の受診については、町外の医療機関を受診せざる
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を得ませんが、専門外の治療については、医師から近隣の病院を紹介していただいてお

り、移動支援としては、三愛介護サービスの通院サービスや、社会福祉協議会の福祉有

償運送サービスの事業を行い、心身にかかる負担や経済的負担の軽減に努めているとこ

ろであります。 

  また、議員ご指摘のとおり、総合計画策定における町民アンケートの結果では、病院

などの医療環境についての重要性が指摘されており、まちづくり委員会からの提案でも、

医療体制の整備として病院または特定診療科目の誘致、週１回程度の出張診療の実現や、

ＩＣＴ活用のオンライン診療等が示されているところであります。 

  しかしながら、管内都市部の病院においても医師不足により、出張診療においては医

師確保が難しい現状であることや、診療に必要なスペースや機材の確保等の解決すべき

問題が多々あること、実際に受診される患者数など総合的に判断される際は、様々な観

点から検討すべきものと考えております。 

  一方、ＩＣＴによる医療サービスの充実につきましては、カルテの共有化やオンライ

ン診療の体制整備、スマホによる待ち時間の把握など、今日的にはデジタル化への対応

が、都市と地方の医療格差の是正や地域医療の向上につながるものと認識しており、そ

のための環境整備に取り組んでまいりたいと考えております。 

  さらに、このような中、昨年度新たに町内で、助産院が町の創業促進支援事業を活用

し開設されました。このことにより町内で妊娠から出産、さらに産後までの周産期の相

談対応が行われることや、必要に応じ病院への紹介は、妊産婦の不安の解消につながる

と期待しております。 

  次に、上士幌高校の存続とまちづくりとの連携による新たな学科についてであります。 

  上士幌高校は、地域の未来の担い手として、地域に貢献できる人材を育成するととも

に、地域コミュニティー拠点としての機能を有しており、本町のまちづくりに大きく寄

与する極めて重要な役割を担っていると認識しております。 

  現在、上士幌高校の魅力化振興策の取組として、上士幌高校振興会による入学準備や

通学、さらに修学旅行や部活動等に要する経費の補助を行い、魅力ある学校づくりを支

援してきております。また、教育委員会では、地域協働専門員や子育て世代包括支援セ

ンター職員等を派遣して、地域社会とつながる人材育成の支援に努めていると承知して

おります。こうした継続的な取組により、平成22年度に一度２間口の定員が１間口に再

編となりましたが、その後12年間は２間口が維持されてきております。 

  今年の４月現在、道内公立学校は222校で、普通科高校における２間口校は15校、１

間口校は35校と年々小規模化が進んでおります。このことは、少子化による中卒者の減
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少や、それに伴う都市部への流出、さらに進路選択の多様性が背景にあると考えます。 

  十勝学区の中卒者の見込みは、特に令和７年度から８年度にかけて、帯広市と北部３

町の中卒者数が約70名減少する見込みであることを考えると、帯広、音更、士幌町から

の入学者が約８割を占める上士幌高校にとっては、厳しい状況が続くことが予想されま

す。また、地元中学校から上士幌高校への入学は、直近５か年の平均でも19％であり、

第Ⅱ期上士幌町総合戦略の目標値である50％以上を下回っております。 

  こうした中、本年３月、北海道教育委員会から、一般入学者選抜における出願変更の

条件緩和や道外からの入学者の受入れ拡大について示され、地域の将来を支える人材を

育成することを狙いとした系統的な学びや下宿など、地域が責任を持てる環境が整えば

受入れが可能となりました。このため、現在、教育委員会では、上士幌高校振興会と連

携する教育魅力化ワーキンググループにおいて、道外からの受入れによる多様な効果、

下宿等、地域の受入れ環境について検討していると承知しております。 

  高校の学科は、普通科、専門学科、総合学科の３つに分けられますが、文部科学省が

普通科の弾力化を図り新学科の設置を可能としたのは、新しい枠組みによる進路選択の

実現や、地方創生に資する高等学校改革を求めたものと認識しております。 

  本町といたしましては、ＳＤＧｓの推進や脱カーボンの達成は重要な施策であり、こ

のためには、持続可能な未来社会の担い手として、時代を牽引する人材の育成は必要不

可欠であり、上士幌高校の人材育成に期待を寄せているところであります。 

  今後も、企業や大学等との連携協働や、ＩＣＴにおける豊かなオンライン環境を駆使

した個別最適な学びなど、上士幌高校の持つ可能性を道内外に発信できる魅力や、多様

な仕組みづくりについても、教育委員会や関係機関と連携を取りながら支援してまいり

たいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで休憩といたします。 

  再開は午後１時といたします。 

（午後 ０時００分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 改めて再質問になりますが、回答の中に、これからの部分に
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ついては、様々な観点から検討すべきものというふうに認識していますから、全くこの

問題については、町としては見放しているわけではなくて、何らかの形で取り組みたい

という認識かというふうに認識しております。 

  そんなことを含めて、答弁書のとおり、医療環境の確保は最優先の課題と認識されて

いるというふうに認識しております。医療法の定め、これについても、国民は良質な、

適切な医療の効果的な提供、こういうことをしっかりしていくという部分でありますか

ら、本当に国民生活の中では、この医療の在り方については非常に大きな要素かと常に

認識しておりますし、当然地方自治体を含めて、医療を適切に受けるよう努力しなくて

はならないという形になっています。 

  そんなことで、管内で１市16町２村の医療機関においては、公的医療がなくて、民間

による運営は１市５町であります。状況として、帯広市、音更、幕別、また清水、そし

て新得とありますが、うち帯広から含めて清水等に至っては、かなり大規模な総合的な

医療機関があるという部分で、公的な部分よりもその大型の、例えば清水の日赤病院等

を含めて、大型のものがやっぱり安定したという部分で、行政があえて対応しなくても

いいという環境ですけれども、あと、新得については、中規模なクリニックが２つほど

あると。本町と関係している北斗系統もありますけれども、最後に上士幌が２つのクリ

ニックという形で、これが民間で賄っている１市19村の実態だというふうに認識してお

ります。 

  そんな意味で、本町は他町村と比較して、公共医療施設の面から見ると、やはり基本

的には民間主体型の医療機関であるという、医療対応であるというふうに認識しており

ます。 

  ただほかの、町長は管内の部分についても情報があるかと思いますけれども、医師の

数とか診療科目とか、こんなことを含めて、管内の医療機関、市町村別の医療機関と比

べて、本町と状況を含めて、医療機関の医療編成をどのように捉えているかなという部

分についてちょっとお尋ねしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 上士幌町は、突然民間ということではなくて、歴史的な流れの中で、民

間がここの医療を担ってきたということでございます。 

  それは、その時々の事情があって行われてきたというふうに思っていますが、結果と

して民間の医療機関のほうであると。それから、そうでないところは国保病院を持って

いるというようなことがあるというふうに思いますけれども、決して国保病院があって、

そこが優れていると、いろんな面で優れていることだと、そういうことではなくて、こ
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こはこことしての住民の医療を受ける、医療に対するサービスをしっかりと担っていた

だいていると、地域医療を担っていただいていると、そういうふうに考えております。

そのために、町としても、いわゆる公共性があるということから、物心両面にわたって

の支援を講じているということであります。 

  町としては、これはどこの病院もそうですけれども、特に小規模自治体の病院として

は、医師の確保の問題、それから今言った診療科の問題だとか、抱えている課題という

のは全く変わらないものというふうに思っております。国保病院だから特別優れた医療

行為ができているかというと、小規模自治体の規模によっては、やっぱり医師の問題と

いうものもありますし、総合病院というのもそうそう簡単でないということであります。 

  上士幌町においては、第二次医療といいますか、総合病院としての北斗病院との系列

があるということでは、そことの連携の中で診療関係のネットワーク化だとか、あるい

は診療に当たっても、その辺のスピーディーさだとか、そういった面でのある程度信頼

関係を構築されているということもありますし、第三次医療圏としては、特需に対して

は、厚生病院ともつながっているということで、そういった総合的な観点の中で、ここ

はこことしてのクリニックの役割はしっかり果たしていただいているものだと思ってお

りますし、これからも必要な支援は、地域を守るという観点から、あればそれはしっか

りとやっていきたいというふうに思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 基本的な部分に、町長が言われるように、本町の歴史を見て

も、私、ここでずっと生まれ育っていますから、本当に民間病院の大切さといいますか、

そういうものは本当に重々理解しております。 

  何らかの形で、当時よりも今度は精密な検査とか、科目によっては本当に本町ででき

ないものとか、きっとこういうことがあると思いますけれども、僕は一番まず大事なの

は、地域で最低限のブロックするべき医療という部分については、かかりつけ医という

立場だというふうに思います。そういう意味では、健康に関する何でも相談ができたり、

必要なときには専門的な病院を紹介してくれたとか、これは先ほど来の答弁の中にあり

ますけれども、そういう機関に頼れる医師として、本当に今、２つのクリニックについ

ては、本当にすごく身近に対応してくれているなと。本当にまさしくかかりつけ、命と

しての役割はもう十分以上にやってくれているなというふうに認識しています。 

  ただ、その中に、やはりこれから町村によって、今、町長からありましたように、国

保病院系統はかなり管内は多いです。その中でもやっぱりかなり大きな格差があるとい

うのも否めないところでありますから、例えば大きな診療科を持っている、当然士幌に
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ついては６個ほどの診療科があったり、あと広尾については10近くあったり、池田もや

っぱり通院、定期的な、まあ不定期な部分もありますけれども、やっぱり大きく10以上

あったり、足寄についてもやっぱりそういう、当然芽室、大樹、鹿追についても、通院

という形も含めて、医者の対応を含めて、かなりきめ細かくやっているなと思います。 

  ただ、どうしても今、町長が言うように、医師の確保とか財政的な部分とか、地域的

な部分とか含めて、まだ対応できていないという部分はありますけれども、大体の部分

については、いろんな形で努力しているなという部分がありますから、本町についても

これからの検討の中では、やはり今後対応していく課題の一つとして、先の総合計画の

医療、この変化の部分について、まとめている部分については、まちづくり委員会がこ

れをまとめたわけでありますが、その中にも過半数ぐらいの町職員も入っています。こ

れは若手の町職員がほとんどですけれども、その中のまとめでは、町内に特定の診療科

がなく、専門性のある医療が受けにくい。こんなことから、定期的な出張診療、こんな

ことも大事だという部分がありますし、先ほど改めて提案されるというふうな形で聞い

た部分では、今回の委員会で出すという部分では、ＩＣＴによる科としたオンラインの

診療、こればかりで、診療というところまでいっていませんけれども、これは取りあえ

ずは事務的な取扱い等を含めて、当然そういう時代は来るんだろうなというふうに認識

しております。 

  そんな意味で、健康に対する総合計画では、満足度なり重要度、10年前と比較してい

ます。全部がほとんどそういう形で、表で比較していますけれども、一番気になったの

が、この格差が一番大きかったのが、僕は医療関係だというふうに認識しています。非

常に医療関係は、改善点、満足度も大きく低下しているんですけれども、なぜやっぱり

こういうふうになってきたのかなと。かかりつけ医とかその部分については、当然僕は

充実していると思いますけれども、町民の医療に関する要望や意見を踏まえて、重要な

課題について町長はどのように捉えて感じているのかなと、こんなことについて、町長

の考え方について、この段階で伺っておきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今、お話の中にもありましたけれども、様々な疾病に対しての対応をで

きる診療科が少ないというのは、これは一つあるだろうというふうに思っております。 

  一方では、実態としては、地元のクリニックに受診をされる町民が少ない。これはこ

こに限らず、国保病院なんかもそうですけれども、３割台とか、あとは７割が町外なり、

あるいは専門病院にかかっているというふうなことがありますけれども、そのところの

小児科がないだとか、産婦人科がないだとか、困ったときにすぐ対応できる状況にない
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ということに対する不安というのが、この結果の一つなんだろうなというふうに思って

おります。 

  であれば、じゃ、それをすぐ解決できるのかということになりますけれども、言った

ように、この答弁書にもありますけれども、医師の問題や、あるいは病院の施設そのも

のが、手術をできるような病院の基盤になっていないというようなこと等々が、現状と

してあるということに対しての不安だと、そんなふうに思っています。 

  将来的なことも含めてでありますけれども、この置かれた状況下の中で、町としてや

っぱりその不安を解消するためには、何かあったときに必要な病院に速やかにかかるこ

とができると、こういう体制をつくることが、一つ大事なことではないのかなというふ

うに思っております。 

  そのためには、まずはかかりつけ、ここの病院が、先生方、そういった役割を果たし

ていただいて、初期診療のそれぞれの不安に対して、問診の中等々で答えていただいて

いるというふうに思いますけれども、その関係がより深まっていくような、そのような

ことも、これは大事なことだというふうに思っております。 

  その上で、救急搬送、場合によってはそのようなことも出てくるかも分かりませんし、

あるいは専門家を紹介していただく。こういったことも、今まで以上にそういったかか

りつけの先生方、地元の先生方との、地元住民との、安心して受診ができるような、こ

ういった関係が、今までもやっていただいておりますけれども、さらにそういったこと

が、一つには対面の関係で求められることなのかというふうに思っています。 

  今年になって新しい先生も来られましたけれども、そういう視点で新しい先生につい

ても、話の中でも新たな社会、いわゆるデジタル化に対応できるような、そのようなこ

とも整備しながら、住民の診療にしっかり応えていきたいというようなお話もされてお

りましたので、そういうところもこれから必要になってくるのではないだろうかなとい

うふうに思いますが、いずれにしても、今、指摘の様々な診療科がないということが、

一つ大きな要因だと思います。 

  では、それをどう解決するかということが、これからの課題になるということは、こ

こ述べていることでもありますし、そのためには新たな時代の様々な社会の変化に対応

したような医療システムなり、あるいはオンライン等々のこういった整備を、いち早く

環境を整えていくということが大切ではないだろうかなと、こう考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） かなり実情に合ったような町長の考え方ということが、今、

示されたと認識しておりますが、最近の町外での診療の傾向の部分について、今年の５
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月、１か月間の国保の保険加入者の町内外の受診に対する数ですけれども、これは１年

にしたらかなり大きくなりますけれども、やはりどのような病院で診ているかというと、

管内を含めてだという認識をしていますけれども、統計的に具体的な内容がちょっと不

十分ですけれども、114施設あるんです。まあ病院ということです。 

  それから、受診回数が町外含めて1,593件、うち町内が280件。これは17.6％、全体で

見て。それから、町外が1,313件で、82.4％という形で、これは５月の１か月ですから、

いろんな季節的な部分もあるかと思いますけれども、やはり多く、８割程度が町外受診

者かなという数字がここで見えてきます。 

  ただ、年間についても、これからまた数字を上げてほしいなと思っていますけれども、

うち本町については、標榜科目である内科と整形外科です。これはクリニックですけれ

ども、ほかに町外で多いのは、当然内科とかそういう外科という部分はありますけれど

も、基本的に多いのは整形科、皮膚科、眼科、耳鼻科、これはかなりのパーセントで、

やはり外来、町外で受診しているなというふうに思っています。 

  こんなことで、やはり逆に言えば、総合計画にあったように、やはりこの全ての科目

をという部分はありませんけれども、出張医なり月に１回、２回とか、定期的な診療を

受けながら、より専門的なところと連携するような、やっぱり疾病といいますか、そう

いう状況を持っている町民も結構多いのかなと認識しています。 

  もう一つ、町外ということになりますと、やっぱり足の問題とか、そういう部分も当

然出てくると思いますから、この部分について、本町の通院サービス、三愛介護サービ

スなどの通院サービスについては、タクシー利用という部分があります。これについて

も、町長の努力と力添えで、市街地の方が平成29年から一定程度クリアできれば使えた

り、それから、歯科・歯医者の部分についても、２年度から、一昨年ですか、使えるよ

うになってきたという部分で、３年度の通院サービスについては、町内で1,141名、町

の負担が54万でした。町外が300人という形で、先ほどと逆転した数字といいますか、

町外の診療が８割という形でありますけれども、このサービスを使う人が減ってきてい

るというのは、やっぱり自分で行ったり、これはほかの保険を使っている方はまだまだ

たくさんいますから、それ以上の数字があるかと思いますけれども、町の負担が266万

の通院サービスという形で対応させてもらっていますけれども、大方自分で行ったり、

バスを利用したり、乗り合いで行ったり、そんなことがあると思いますけれども、今後

こういう部分について、我々団塊の世代も含めて結構足の確保が難しい時代が来るのか

なと認識しております。 

  こんなことを含めて、やはり一定程度、基礎として、この本町においても一定程度は
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専門家の定期健診体制ができても、必要でないかなと思いますし、それを受けて、高齢

化の対応として、先ほど言った眼科なり、皮膚科、耳鼻科、こんなところが何らかの形

で月１、月２含めてあれば、町民としてもかなり心労とか時間の問題とか、それから足

の問題を含めて、安心した町の一つの攻め方かなと、まあ政策といいますか、そういう

ことになるかと思いますけれども、この専門診療科への定期的診察環境、これはつくる

という部分については、検討するということでありますけれども、もうちょっとこの実

態を理解してもらって、ぜひもう一度これについて、町長の考え方を確認させてくださ

い。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 いわゆる従来に増して、町外の受診者が増えているということ。これは、

今、先ほど話があったように、20％を切っているということです。これを30％、40％と

いうところに、果たして原始的にその対策としてどんなことが考えられるのか。なかな

か難しいことだなと。これは、ここに限らず、多分地域医療を担っているところはもう

ほぼそういった状況にあって、ほとんど帯広近郊のほうに行っているということだとい

うふうに思います。 

  いわゆるここから通っている人方が、例えば眼科であれば、１か所のところに通って

いるのであれば、それはそれとして、そこのパイプがつながる可能性があるというふう

に思いますけれども、それぞれその前に、大体は手術だとかそういったことでその病院

との深い信頼関係があって、定期的に診察に行くというケースがかなり多いのではない

だろうかなと、そう思っております。これは眼科にせよ、整形にせよ、それぞれがたく

さんある中で選んでいると。 

  特にここには手術ができる状況にございませんから、手術をしたとすると、その手術

の結果が次にどのように患者さんに影響を及ぼしているのか、改善しているのか、ある

いは現状のままなのか、悪化しているのか。これはその一連のカルテ、お医者さんとの

関係がしっかり確立されているということを考えると、眼科の誰かが来たら、それでそ

こに行くかということを考えると、これもまあそう簡単でないだろうなと。 

  そもそも少ない、必要だということでありますけれども、それはそのとおりでありま

すけれども、その数については、多分内科だとかから見れば、かなり圧倒的に少ないん

だろうというふうに思います。さらに、それにお医者さんとの手術の関係で、病院との

関係ができている中で、じゃ、どこどこのお医者さんが来てもらったら、安心してまた

皆さんに来てもらえるのかと。これもそう簡単でない。来ても、やっぱり今まで通って

いるところに行くというのが、大分かなり心情的にその流れのほうに行くのではないか
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という推察をするのです。私はそのように考えているところであります。 

  であれば、２つ目、２つありましたけれども、通院の環境をどう整えるかと、この辺

あたりが非常に大事なポイントになってくると。このサービスについては、多分これま

で以上に使われるようになっていくことだろうと、免許証の返納ということになれば、

そういったことにもなっていくだろうというふうに考えるときに、今、行っている社会

福祉協議会に委託している事業と、それからタクシーの事業があります。それから、一

般でバスを使って行くということもあるかと思いますけれども、そういう足の確保とい

うのが、本当は地元の患者さんといいますか、通院している人にとって、一番求めてい

るところでないのかなと。 

  診療科、どこかの何科の先生が来たから、じゃ、今まで行っているところをやめて、

こちらのほうに来るかといったときには、そうはいかないというような気がします。と

いうのも、今、お話がありましたここの内科の先生と、今は循環器の先生だというふう

に聞いていますけれども、内科の受診率にしても、それは全体の内科の受診、外来の、

他市町村に行くところと比較しても、やっぱりよそのほうに行っている割合というのは

多いわけです。それも、多分いろんな人方が、内科の手術を受けたのだとすれば、やっ

ぱりそこのところに行かざるを得ないという、この関係が、やっぱり安心につながって

いっているところだろうと、こんなふうに思うと、適確に自分が行きたいときに、どう

行ける環境にあるのか。あるいは何かあったときに、その専門医とどうつながるのかと、

こういうシステムをつくることが、やっぱり大事でないのかなというような気がしてい

るんです。 

  ですから、１つや２つの皮膚科、あるいは眼科、時々来てもらって、それで果たして

充足されるのか。そして、もう一つは、それにどれだけの経費がかかるのかというよう

なこと等も考えると、やっぱり相当慎重に考えて、患者さんが求めているもの、それが

何なのかということを改めて熟慮して、まさに考える必要があるのではないだろうかな

と、こう思っておりますので、検討しますということをお話しさせていただいています

けれども、だからといって、それは診療科をここに誘致することに精力を傾けるのがい

いのかどうかというのも疑問だなと、今、そういう思いであります。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 確かに町長が言うように、これは非常にしんどい仕事かなと

思いますし、やっぱりいろいろな調査をしながら決断しないとならん部分かなというふ

うに認識しています。 

  ただ、手術するとかそういう部分とちょっと違って、定時のかかりつけ医的な診療と
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いうのは、やっぱりこの出張診療の一つの特色だと思います。ちょっと目の調子が悪い

んだがとか、耳がとかその程度で、それ以降はやっぱり個人の病院の選択制というのは

個人に任されますし、当然かかりつけの地域の医者のお話を聞きながら対応するという

部分がありますから、そういう本当にかかりつけプラスアルファの専門医的な部分、や

っぱりこれも必要だというふうに認識していますので、まだ検討という部分もあまり低

くしないで、もうちょっと上げていただければすごくありがたいと町民も感じますから、

その点よろしくお願いできればと思いますし、基本として、こんなこの辺を持っている

部分については、士幌、広尾、浦幌、足寄、芽室、これは常設して、基本的にある程度

の専門の診療科を持っていますし、出張で定期的にしているのが池田、本別、大樹、鹿

追。そんなことを含めて、これからのこの辺の出張的な医者のカバーリング、こんなこ

とが、これから本当に高齢化を迎える中では、かかりつけ医的な、やっぱり科目別の初

期診療、こんなことも大事だというふうに認識していますから、その範囲が僕は求める

部分だというふうに認識していますので、この点についてよろしくお願いしたいと思い

ますし、あわせまして、やはりこれからの医療というのは、かなり大きな課題として出

てくると思いますけれども、この医療を守っていく財源の確保、こういう部分を含めて、

これからは地域環境流通を含めた財源、目的、基金の創設、こんなことも、これから将

来考えていく時代に入るのかなと思います。 

  これから財政、町がいつまでも裕福だということもありませんし、現状がやっぱり厳

しい中で、やはりその辺は何らかの形で残していくと、この財源を使って頑張っていく

ぞという、そういうこともあるのが基金の一つかと思いますから、そこら辺も含めて、

これは回答は要りませんけれども、そんなことを含めて、ぜひ医療に充実したまちづく

りをお願いしたいと思いますので、総括的にまたこのことについて、町長の考え方を確

認したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今、改めて専門診療科についての押さえ方を聞かさせていただきました。

専門的な視点だけで治療するということではなくて、初期段階の様々な相談に乗ってい

ただけるような、そういった体制も必要だということだというふうに受け止めましたの

で、それはクリニック等とも相談しながら、専門医と言いながらも複数の科目について

見識のある、そういった人方のお力を借りるなんていうこともあるかも分かりません。 

  あるいは総合医としていろいろな相談に乗っていただけるような、そういった先生の

紹介等々をいただくと、このようなことは検討の範疇としてお伝えさせていただきたい

なと、そんなふうに思います。 
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  いずれにしても、町民が安心して、困ったときに直ちに対応できる、その体制は、や

っぱりしっかりと、困難はあっても築き上げていくということが、これは極めて大事な

ことだということをお話しさをせていただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 次に、上士幌高校の関係になります。 

  上士幌高校は、平成５年度に、学級数の確保を含めて、町民の理解を得ながら上士幌

高等学校振興会という形で、ずっと長年、四半世紀の期間にわたって支援してきていま

す。 

  ただ、今日、やっぱり厳しい状況については、もうその当時以上に人口減、特に少子

化の問題、それから、いろんな意味で道の考え方、学校、高校教育の在り方、こんなこ

とを含めて時代が変化してきたところでありますが、その中で、町長が本当に努力して

もらった中で、当時、国として改革を求めた方法として、特区を設けて、例えば上士幌

高校に道外から入らないか、入れてくれないかとか、ですから、やっぱりかたくなに道

教委はこれを難しいと、道民の金を使って、県外の人までは養えないとは言いませんで

したけれども、それに近い言葉でこれに実現できるかとありました。 

  ところが文科が、令和２年度７月からワーキングチームをつくって、普通科の在り方、

これについて検討を始めました。そして、３年、昨年度の３月31日に、法の規制改革の

一つとして、これは法改定です。少し普通科の在り方については、３つの部分に分けて、

その中でまた地域と連携していくような高校づくりもあっていいだろうという部分が出

てきました。 

  私はやっぱりそういう意味では、普通科高校でも、そういう傾向と対策という部分は、

やっぱりちょっとあちこちも含めてやってきたと思いますけれども、今の高校振興につ

いて、財政負担しながら、やっぱり一つは守っていくという部分プラスアルファ地域づ

くりの中でいろんな子供たちがより交わってもらう。また、特に道外から来る子供たち、

本町を知ってもらいながら、ここで生活してもらいながら、いろんな意味でそういう取

組を必要とするという、よく使う言葉では、関係人口という部分もありますけれども、

こういう部分の一つの方策になるんだなと認識しながら、今年の３月十何日でしたか、

道教委は、４つのカテゴリーの中の一つとして、道外からの子供を受け入れてもいいで

すよという部分。ただ、それはやっぱり地域との共有した連携が必要だという認識も含

めて、そのような形で受入れが可能ですという部分になってきています。 

  それで、早速、当然文科の、平成３年度に方針を出していますから、道教委も検討し

た中で、早速大樹町が、地域の産業との結びつき、いわゆる宇宙の関係についてを一つ
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のキーワードとしながら、それから鹿追町が国際的なツール、それからまた、地域のジ

オパーク的なツールを含めて、そういうことを含めて、一つは新しい学科に向けたこと

を、これは実施されるのは、今年の本当は４月１日からの実施ですけれども、来年、道

教委は令和５年度をもって対応するというふうに認識しています。そんな中で、早速手

を挙げながら、これをどういうふうに対応していくかという部分があります。 

  ただ、これで、いろんな庁内議論の中でも、またこういうふうに教育委員会を中心と

したワーキングチームをつくるというふうに回答がありました。その中でも、やはりこ

れは、きっと町長の大きな判断がないとできないことかなと私は認識しています。とい

うことは、非常に受入れするとしたら、一定程度まちづくりとどうリンクしていくか。

そのために、受け入れるために、施設と、それからその管理にどのような財源が必要に

なってくるかとか、これは、上士幌高校の校長といえども、また教育委員会の中でもな

かなか難しいことでありますから、その大枠を、まず、町長、どう判断するかによって、

きっとこの在り方、そしてこのまちづくりと高校と、それをまさにリンクできる一つの

実践例として、これは、僕は一つの面白いでなくて、実際的な取組になるのではないか

というふうに認識していますので、まず１点目、この点について、町長の確認をしたい

と思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 とにかく人口減少、中でも少子化というのは、かなり勢いを増している

ということで、質問にも、あるいは答弁の中にも書かさせていただいておりますけれど

も、この先も増える予想というのは少ないということであります。そういった意味では、

教育改革、学校編成の総合改革も、今、緊急性を求められているというふうに思います。

そこで、文科省あるいは道教委も、そういう社会的な背景を基に、新たな変革・改革を

提示してきているというふうに思います。 

  この学校でありますけれども、やっぱり地域にとって学校は極めてこれまた大切な意

味を持っているということです。義務教育、それから高校教育もありますけれども、い

ずれにしても人材育成というのは、その時代を担っていくということでありますから、

その人材の育成の場がここから消えていく。あるいは若者の優秀な活力を、ここから消

えていくというのは、ある意味では光が消えていくような、そのように考えたいという

ふうに思っております。そういった意味では、学校の存続、学校の維持というのは、ど

のような形にせよ、それはしっかり残していって、そこで子供たちが成長していくとい

う環境はつくっていく必要があるというふうに考えます。 

  それで、そういった前提の中でありますけれども、やっぱり今まで二間口を前提にや
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ってきておりますけれども、その人口減少を考えると、その中で二間口として生き延び

ていくというのは、極めて大変なことだなと。よほど特徴があって、町内外からの支持

を得ているような、そういった学校運営なり魅力的な学校活動がなされていなければな

らないということでありますので、従来どうしても、いわゆる道教委の範疇の中での普

通科ということであれば、それは、そうそうそんなに個性を出すことも限られていると、

カリキュラムもしっかりある程度決まっているということだろうと思いますけれども、

そういった中で、今、ある程度弾力性が許されるというようなことを、今回提示された

ということであれば、それは町として、この町の進むべき、今、大きな政策課題と学校

教育とが連携をしていくようなことがあれば、ここの特徴的な教育活動として、１つ可

能性としては、独自の学校の魅力化といいますか、個性的な学校として発信できるので

はないだろうかなと、そのようなことは考えられますが、なかなか具体的にこの中身ま

でについては、町長としてはそれぞれ今、学校あるいは教育委員会の中で、そのために

精いっぱい頑張っていられるということでございます。 

  ただ、道教委は、公立高校は道教委の所管になりますけれども、義務教育を含めて、

それは設置者の話でありますし、それから、教育委員会改革の中では、町長と、それか

ら教育委員会がしっかりと連携を取って、そのまちの教育振興を図っていくべきだと、

このようなことにもなってまいりましたので、町村長の役割も極めて大きいということ

と、一定の判断は求められるということもそのとおりだと、そのように思っております。 

  特に行政、教育委員会のほうには、予算案件あるいは条例等々のそういった権限とい

うのは町長部局にあるということでありますので、その辺ではお互いの役割分担を明確

にしながら、学校の存続、さらには内外から評価される学校づくりに向けては、精力的

に取り組んでいきたいし、そのための支援はしっかりしていきたいというふうに思って

おります。その内容についてはこれからということになりますが、行政の方向性と一体

となっていける可能性があるものであれば、それはぜひ一緒になってやれれば、新たな

道が開けてくるのではないか。こういう期待はするところでもございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 一定程度このままでいくと、やっぱり高校、十勝全体でも、

何間口にかかわらず近い将来減らされるというのは目に見えています。 

  そんな意味で、また新たな学科に向けた、名称もいろいろな学科が出てくるかと思い

ますけれども、本当に一つの方向が、十勝管内で２つ生まれています。これについても、

やはり本町も新年度、昨年度含めて、新しい課、ゼロカーボンとかＳＤＧｓとかデジタ

ルとか、やはりそういう意味で、本町の魅力をどう引き出していくかという部分につい
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ては、僕は文化とか教育とか、そういうところとかなり連携していかなければならない

と思いますし、特に教育については、本当に持続的な形で考えていかなければならない

と。本当に持続的な形で考えていかないと、今までも新得なり中札内、浦幌とか、幕別

も統合したりとか、いろんな意味で高校がなくなってしまう。高校がないまち、自治体

はどういうまちかなというのも、一つやっぱり不安感は残ります。 

  先ほどの医療もそうですけれども、やっぱりそれは一つの大きなシンボル的なものだ

というふうに認識していますから、その点を含めてぜひ検討していただければなという

ふうに思いますし、これからどういう形でこのプロジェクトに対応していくかという部

分があると、やっぱりかなりいろんな課、先ほど言った課も含めて、企画課も含めて、

やはりこれを考えていくということができていないと、なかなか、言い方は別にしまし

ても、教育委員会とか学校現場ではなかなか難しい問題。当然、今、予算案件なり含め

て、計画・政策圏なりについて等を含めて、最終的に判断するのはやっぱり町長部局の

町長でありますから、そういうことを含めて、やはりどこかでスピード感を持っていか

ないとならない部分かと思いますし、きっとこのまちづくり、今までいろんな全国に派

生しているようなＳＤＧｓからゼロカーボンから、先行を含めてやっている町ですから、

かなりヒントは持った町だというふうに認識していますので、そういうことを含めて、

大変申し訳ないんですけれども、せかすわけではありませんが、早めに検討しながら、

それでしっかり中身を対応するようなプロジェクトチームを進めてもらって、その結果

について早くお知らせできればと思いますが、最後になります。この点について確認さ

せてください。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 人口、子供の数が減るという現実は避けられないと。そういった中で、

生徒がこの町の高校を選んでもらえると。かなりハードルの高いテーマであります。 

  ただ、今、議員が指摘していただいたとおり、グローバルな課題に対して町は取り組

んでいる。特に今、地球環境だとかそういったことについては、国際的な課題でもあり

ますし、それから、非常に若い世代がそれに対して関心を寄せているという時代背景も

ございます。 

  特に特色ある学校ということでのアピールをするとすれば、ＳＤＧｓの取組、それか

ら脱炭素、この２つをそれなりの評価をいただいているという自治体は、全国でもほと

んどない。この規模であれば、上士幌町としては自信をもって内外に発信できるという

状況にございます。それらについても、このＳＤＧｓも、それぞれの世代においてすべ

きテーマが17の中にある。しかもそれを時代に、生徒の年齢に応じた、それぞれに合わ
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せた行動計画も作れるというようなことで、子供たちにもその学びの場があるというこ

とであります。こういった取組というのは、多分全国の若者にとっても、非常に魅力的

に映る教育課程、学びの一つだというふうに思います。 

  さらにはデジタル社会の中で育っている子供たちでありますから、そこにこの町で、

今、ドローンの様々な実験的な取組をするというようなことでは、ドローン配送や、あ

るいは救出訓練、さらには自動運転バスなんかもデジタルの一つになりますけれども、

新たなイノベーション、技術革新に非常に寛容で、積極的にいろんなところの企業が来

ているということが、この町の特性の一つとしてあるというふうに考えると、企業との

連携もほかから見れば生み出しやすい。そういう背景もあるということですから、こう

いった背景を基に、その一方では、学校がそれらについて、しっかりこれは大切である

と。かなり校長の権限というのは大きいというふうに思っておりますし、少なくとも道

教委の中では地域のある学校といいつつも、やっぱり道教委の枠組みの中でありますか

ら、そこは十分連携を取って、一方的にどうこうできる話ではないだろうなというふう

に思っております。 

  ただ、多分学校も、こういった教育課程、学科の編成の弾力性だとか、出てきたとい

うことになると、現場のほうも相当やっぱり意識的に変化が起きているのではないだろ

うかなと、そんなふうに期待をしているところでもありますから、学校、教育委員会、

そして私ども、大きな枠組みでこの町を、方向性を決めていく、そういう立場で、そこ

が連携を取って、そして実現可能な改革を、今、言ったようにスピード感を持ってやれ

るといいなというふうに私も思っています。 

  ただ、道外からの受入れも、当初からの課題として、議員が教育長の段階から課題と

して動いて、なかなか突破できなかったんですけれども、ようやく時代がそういう流れ

になってきたということでありますけれども、また、そのための受入れ態勢というのは、

今度は住民にいろいろと関わってもらうというところがたくさん出てきます。そういっ

た様々なところが一つにまとまって実現できるものだというふうに思います。それは大

変ですけれども、まずは現場のほうがそういう方向性でいきたい。それから、町はそれ

に対してしっかり応援をするという関係ができれば、町民の方々の理解も早まっていく

のではないだろうかなと、そう思っているところでもございます。 

  今、最後のところのほうでも、答弁に書かさせていただいておりますけれども、先ほ

どの持続可能なまちづくりが、今、上士幌町の中でいろんな形で起きているということ

ですから、これを教育課程に反映できるものであれば、それは一つの大きな魅力として、

メッセージとして発信できる。そういう期待は持っているということをご理解いただき
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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、８番、江波戸明議員の一般質問を終わります。 

  暫時休憩いたします。 

（午後 １時４６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４７分） 

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

◇ 斉 藤 明 宏 議員 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） それでは、私は、会計年度任用職員の処遇改善、雇用安定につ

いて質問させていただきます。 

  2020年６月１日を基準とした2020年度制度調査によれば、自治体における会計年度任

用職員の平均比率は38.3％で、町村では50％以上が２割強、40％以上が４割前後となっ

ています。 

  本町においても、令和４年７月１日現在、職員131名（派遣２名を除く）に対して、

準職員の会計年度任用職員が17名、地域おこし協力隊等の会計年度任用職員が21名、臨

時職員の会計年度任用職員が69名在職しています。本町における常勤職員に対する臨時

職員の会計年度任用職員の比率は52％に達しています。このように、恒常的な業務にも

多くの会計年度任用職員が従事し、地方行政の重要な担い手となっています。 

  適正な任用、勤務条件確保を目的に、2020年４月から会計年度任用職員制度がスター

トし、各種休暇制度や期末手当の支給など一定程度は改善しましたが、常勤職員との均

等・均衡、いわゆる同一労働・同一賃金の観点からは程遠い状況です。 

  安定した行政サービスの維持・向上のためには、会計年度任用職員についての処遇改

善、雇用安定は急務と考え、次のことについて質問いたします。 

  １、勤勉手当の支給。国の非常勤職員との均衡を踏まえ、全ての会計年度任用職員に

勤勉手当を支給できるよう、地方自治法第203条の２、第204条の改正を国に要請すべき

ではないでしょうか。 

  ２、給料について。採用時、更新時においても、職務経験の要素を考慮した賃金決定

は、働くモチベーションにもつながると思います。また、職務給の原則からも、常勤職

員の昇給基準と同様の雇用年数による昇給が必要ではないでしょうか。 

  ３、休暇制度について。会計年度任用職員の育児・介護休業の有給化による制度の整
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備が必要ではないでしょうか。 

  ４、任用・配置状況。現在の職を改めて検証し、常勤職員では配置はもとより、恒常

的な職に対しては常勤への転換を図ることも検討すべきではないか。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 会計年度任用職員の待遇改善、雇用安定について、斉藤議員のご質問に

お答えいたします。 

  地方公共団体における臨時・非常勤職員の任用につきましては、適正な勤務条件の確

保により処遇改善を図ることを目的として、平成29年に「地方公務員法及び地方自治法

の一部を改正する法律」が改正されました。 

  本町においても、会計年度任用職員制度を令和２年度より導入し、現在は準職員が17

名、地域おこし協力隊が20名、その他の任用職員は69名が在籍し、そのうち一般事務補

助として雇用している職員は24名で、それ以外は専門性の高い業務に当たる会計年度任

用職員として勤務していただいているところであります。 

  また、令和２年度の会計年度任用職員制度導入の際には、非常勤職員が安定的な雇用

環境の下で働けるよう、給与水準や処遇面がこれまでよりも向上される内容となるよう

改正してまいりました。そのため、給与単価や期末手当の改善のほか、共済組合、退職

手当組合への加入など給与水準の改善はもとより、退職金の支給など雇用環境において

は処遇の改善や雇用の安定に努めてきたところであります。 

  １点目の勤勉手当の支給につきましては、国においても会計年度任用職員制度創設時

からの検討課題としており、現在は国の非常勤職員に対する勤勉手当支給がおおむね定

着し、地方自治体においても今後支給すべきかの検討を始めたところでありますので、

国の考え方を参考にしながら検討してまいりたいと考えております。 

  ２点目の給料についてであります。制度導入時に国の給与水準を基に、「上士幌町会

計年度任用職員の給与等に関する規則」に給与表を制定し、国の指針を参考に、一般事

務補助についても雇用年数に応じた昇給制度を実施しておりますが、その性格上、一定

の上限を設けることが適当であると示されたことから、現在の給与体系としたところで

あります。一方、専門性の高い業務に当たる会計年度任用職員に対しては、職務経験に

応じた職種別基準表を設け、職務内容に合わせた給与設定としております。 

  ３点目の休暇制度についてでありますが、働き方の多様化に併せて、出産や介護に係

る休暇制度において、取得日数の増加や該当要件の緩和などを行い、正職員とおおむね

同様な環境となるよう、制度導入後も見直しを行っております。また、育児・介護休業
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につきましては、現在は正職員においても無給での取得となっておりますが、今後、国

の制度が改正された際には、検討してまいりたいと考えております。 

  ４点目の任用・配置状況についてでありますが、職員の定数管理及び採用については、

本町の将来ビジョンや社会構造の変化などを長期的な視点で捉えながら、町民が安心し

て暮らせるよう円滑な行政運営を実行するための人員確保として実施していかなければ

ならないと考えております。 

  このため、正職員の雇用の増加は、財政の硬直化に結びつくことが懸念されることか

ら、新たに導入される定年延長制度を見据えながら、これまで同様、適正な定数管理を

進めてまいりたいと考えております。 

  また、政策課題を積極的に進める上では、国からの財政措置が受けられる地域おこし

協力隊などの制度を積極的に活用し、人材の確保とともに、財政負担の軽減を行いなが

ら事業を推進してまいりたいと考えているところであります。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） それでは、再質問に入る前に、本日、議事日程第５番で私が提

案者となりました意見書案第35号会計年度任用職員の処遇改善にむけた法改正と雇用の

安定に関する意見書の提出につきまして、議員各位の深いご理解を賜り、ご可決をいた

だきましたことに、ここに改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。 

  それでは、再質問をさせていただきます。 

  まず、本題に入る前に、現在の職場の体制について、町長のお考えを何点かお聞きし

たいと思います。 

  本年７月１日の人事異動によって、町長部局９課の職員数は85人、これは、派遣のお

２人を含む人数となっております。課長職９人、再任用５人、派遣・病休による７人を

除くと、64名で各種計画の実施や立案と、日常的な窓口業務、上部組織との日常業務を

こなしている現状にあります。実際、私はこの人数では少ないというふうに実態を感じ

ております。 

  まず、この実情について、町長がどのようにお考えになっているかお聞きしたいと思

います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 貴重な町民の財源を基に行政運営をさせていただいているということで

は、最小の経費で最大の効果を挙げるというのも、この自治体の大きな使命でございま

す。 
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  この人数が多いかどうかということについては、欲を言えばぎりぎりの体制の中で行

っているというふうに思っております。したがって、足りない部分については、協力隊、

あるいは任用職員、様々な力を借りながら、総力で今の政策課題について向き合って進

めているということでございます。 

  実際に今々の行政事務については、かなり従来と違うのは、法定事務と言われる国の

法律に基づいた仕事をするということもありますが、それ以上に、地域の政策課題を自

分たちで自ら求めて、それを実行していくという意味では、非常に単純な作業を超えて、

チームワークだとか、あるいはいろんな人方のお力を借りながらやっていかなければな

らないという状況の中での、今、こういった体制であります。 

  これは、町長部局というふうになっておりますけれども、長い間の町政の中の政策課

題としては、増えているところではこども園の先生方。これはもうかなり人数的に確保

して、しっかりした保育・教育体制を整えているということ。それから、保健福祉の関

係の保健師の人数等、これらについても、町民の健康や、あるいは安心福祉の関係から、

従事させていただいているというようなことで、全てが厳しい状況というだけではなく

て、その時代背景に合った人材の確保等をさせていただいておりますけれども、今、庁

内一般行政の中で進めている新たな挑戦の中では、人材的にはかなり厳しい中で、職員

に頑張っていただいているのが実態だと、そのように認識をしております。 

○議長（杉山幸昭議長） ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） 今、町長のご答弁にもあったように、認定こども園とかは、28

人とか９人ということで、非常に多い人数が割かれているんですが、先ほども言いまし

たように、一般行政職の事務をつかさどる人数については、なかなか新規の採用が増え

ていかないという現状にあるということも、改めてお話をしておきたいというふうに思

います。 

  次に、職場の中で、同じ職場での勤務年数が長い職員と、異動までの期間が短い職員

との不均衡が生じてしまっているように私は思いますが、ここの点について町長のお考

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 人事については、最適化といいますか、最も能率が上がるような、そう

いったことを念頭に置きながら、その職員の適性を踏まえて人事を行っているというこ

とでございます。決して恣意的にそのときの気分で行うということではなくて、副町長

は副町長として、課長や周りからの意見なんかも聞きながら、それぞれの特性、得意分

野、そういったところを最大限に生かすような、そういった意味での人事でありますが、
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その結果として、長くなったり、あるいは短く異動するというようなことでございます

ので、機械的に３年だとか、あるいは４年だとか、こういった形で行えるほどの人員体

制でもないものですから、精いっぱい今の人数の中で一番仕事が効率的に行える、そう

いった結果としてなっているということを、一つご理解していただければなというふう

に思います。 

  ただその中でも、時間とともに、年齢とともに、その職員の適性というのはさらに見

えてくるということがございます。管理部門に向いているのか、あるいは一つの対面だ

とかそういうコミュニケーションに優れた職員だとか、あるいは政策に得意な人だとか、

さらには経理だとかそういったところに精通している職員だとか、それぞれ個性が出て、

特性が出てまいりますから、そういった中で、さらにそれらを生かしてもらうような、

そういう人事なり職場での働き方なり考えながら、人事を行っていきたいというふうに

思いますけれども、本人の意向もそれなりに聞き取るということも必要だろうというふ

うに思いますから、そういった意味では職場の中の管理者と職員との日常的なコミュニ

ケーションなんかも大切なことでないだろうかなと、そういう下からの積み上げも含め

て、人事についてはしっかりやっていきたいと考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） そのことも踏まえて、次にお聞きしたいと思います。 

  各職場で実務の主役となる主査職のスタッフリーダーの職に、職場に入って10年未満

で昇格している現状にあります。経験や体験を十分積むことで職責を果たせると思いま

すが、このことについて町長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 職員の採用の関係では、行政改革、特に合併のときの将来シミュレーシ

ョン、行財政改革を責められたということから、職員の採用については相当厳しい状況

下の中で補ってきたということがございます。そういったことで、定数よりも随分と少

なくなってきたところもございまして、そういった意味では、その時々のそういった状

況にあったときには採用人数が少なくなって、エアポケットになっているという現実も

そこに起きてきております。 

  そのようなことと、それから、ある程度潤沢に人が確保できて、さらには終身雇用制

の中では、年数とともにそこそこのポストということもございますけれども、現実の問

題としては、今、持てる能力、それは年のことだけではなくて、最大限に能力がその仕

事で発揮してもらえる、そういう職員は、その職に就いてもらうということでございま

す。その結果として、長く勤務している職員よりも、主査職員になったりするというケ
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ースは、それは出てきているというふうに思いますけれども、それはある程度仕事がし

っかりして、進めていくという、そういう組織体制の中では必要なことだろうなと、そ

んなふうに思ってございます。 

  時代も、今、多分そういう流れの中で動いているのではないかなというような感じで

ありますが、いずれにしても、中堅になるところがちょうどエアポケットになっている

というようなこともございますので、そこのところの穴埋めという、引継ぎ部分を埋め

るために、組織として早めの昇格というところも、当然背景にしてはあるということも

ご理解いただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） ただいま町長からご答弁いただいたような内容で、現在職場実

態というのがあります。そういう中で、会計年度任用職員の皆さんは、行政推進におい

て重要な役割を担って働いていただいているということを、ここで確認させていただき

たいと思います。 

  そこで、１点目の勤勉手当の支給についてですが、今年の人事院勧告では、期末勤勉

手当の引上げが勧告され、勤勉手当分に反映されるというふうに情報を聞いております。

そうなると、勤勉手当がない会計年度任用職員は、手当引上げの恩恵を受けられないこ

とになるというふうに思いますが、このような現状について町長のお考えをお聞きしま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 勤勉手当という制度については、まだ本町ではそれは制度化されていな

いという現実にございますので、今、それについてどうこうするというのは、なかなか

難しい話だろうというふうに思います。 

  人事院勧告、人事院の中では、国として勤勉手当についても、それは全部かどうか分

かりませんけれども、それなりに制度として行っているというふうにお聞きしています

が、今、総務省、国のほうだと思いますけれども、勤勉手当等についての調査が来てい

るということでございます。これはうちだけではなくて、ほとんどの自治体で多分勤勉

手当というのは制度化されていないというふうに思っております。 

  まだまだ先の、前の任用制度のときもそうだったんですけれども、退職金の積立てな

んかもしなきゃならんというようなことで、かなり財政的な負担が伴ってきたわけでご

ざいます。そこで任用制度にしたのと、それからパートだとかいろんなことで、できる

だけ経費の節減をされた自治体も聞いておりますけれども、任用制度によってかなり待

遇が改善された、今、過去の歴史から見れば大きな一歩だと、そんなふうに思っており
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ますけれども、もし勤勉手当等となると、相当のまた財源が必要になってくるというこ

とが想定されますから、そこはしっかりと国として財源手立てを講じるということが、

ここがなければ、それでなくても財政力指数が弱い小規模自治体においては、さらに財

政の硬直化を招きかねないということがございますから、そういう意味では、先ほどの

意見書にもありましたけれども、国のほうにそういった体制をしっかりと担保するよう

な、そういう要望等はいろんな機会を通して行ってまいりたいと、そんなふうに考えて

おります。 

○議長（杉山幸昭議長） ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） ありがとうございます。 

  冒頭私が言いましたように、意見書を出す目的というのも、やはり国に対してのそう

いった意見要望を十分伝えて、早期に改善を図ってほしいということもありますので、

ぜひ町長についても、そういうことで国に対して要望を上げていただきたいというふう

に思います。 

  次に、２点目の給料についてですが、一般事務補助の会計年度任用職員については、

一般職の給料表というのは６級まであります。しかし、これらの人たちについては、そ

の１級までしか適用されていないという現状にあります。このことについて、町長のお

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 この制度については、あくまでも補助職員という前提の下での給与の改

善という大きな国のほうの流れに沿ったものでございます。ですから、これを一般職と

同じようにということについては、かなり無理さがあるだろうと。正規に採用試験を通

って職員として勤務している者と、その足りない部分を補っていただくというのが本来

の補助職員であります。 

  ただ、今、補助職員も、長年勤めていると随分と精通をしてきて、立派な仕事をして

いただいているというのも現実でありますけれども、その辺のことは分かりつつも、ど

こかの線引きというのは、一定の必要性があるというふうに考えておりますので、その

辺については十分ご理解をいただきたいなと、そんなふうに思います。 

  ただ、このはしりとして、１級で何年かで上限になってくるということもございます

が、これらについても国の大きな制度の方針の下で時代のほうも動いているということ

もございますから、その辺の今日的なやはり少子化対策だとか、あるいは働き方改革だ

とか、そのようなことを考えると、改正されていく、そういったことを期待するという

ことと同時に、同じように待遇改善については、必要性に応じて意見を述べていく。そ
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のようなこととしてご理解を賜りたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） 次の問題も、要するに国に対しての働きかけをお願いすること

になるんですが、３点目の育児・介護休暇については、職員も無給ということですが、

今後とも国などに制度見直しをぜひ働きかけていただきたいと思いますが、このことに

ついて町長のお考えをお伺いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 とにかく今、国として最も大きな課題というのは、人口減少問題だろう

と、そんなふうに思っております。いわゆる少子化対策です。これをどうするかという

意味では、こども庁なるものができて、改めて少子化対策、人口減少問題にどう向き合

うかというようなことのときに、安心して働ける環境というのが、これは必要になって

くるというようなことを考えると、この問題についても、やがてそれなりに支援が出て

くるものと、あるいは出てこなければ、今のこの国の大きな課題に対して、解決の糸口

が細ぼるというようなふうに考えますので、これらについても働きかけがこれからも必

要になってくると思います。 

  特に大企業なんかでは、もう女性だけではなくて、男性のほうの育児休暇、これらも

かなりある程度強い指導の下で行われてきているというような流れも出てきているとい

うふうに考えると、子供を産み育てるというのは、ある意味では国の大きな今の課題に

対しての流れに呼応するものだとすれば、その支援というのは必要になってくるのでは

ないだろうかなというふうに個人としては考えますので、そういった視点で、そうそう

あるわけでないと思いますけれども、いろんなところでは情報、意見は発信していきた

いなと、こんなふうに思うと同時に、多分こども庁なんかでも、こういった問題につい

ては積極的に取り組んでいくのではないだろうかなと、こういう期待も寄せているとこ

ろでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ９番、斉藤明宏議員。 

○９番（斉藤明宏議員） ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  次に、４点目です。 

  任用配置についてですが、20年以上も行政事務に従事している会計年度任用職員の方

もおります。必要な人材を、職務であれば、任用や職員配置を検討していくべきではな

いかというふうに思いますが、町長のお考えを最後にお伺いし、私の一般質問を終わり

たいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 
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○竹中 貢町長 本当に限られた人員の下で、最大の行政サービスを行うという使命の中

で、このように長年にわたって事務に貢献していただいている会計年度任用職員もいる

ということも承知したところでございます。 

  しかし、そういった方々、あるいは全職員、派遣等々、いろんな人方が全ての力を結

集してまちづくりを進めていかざるを得ないということでございますので、長年勤めて

いる方々については、かなりまちづくりに大きな役割を果たしているということに対し

ては敬意を表したいなというふうに思いますが、ただ、そのことによって急に大きな変

化ができるかということとなると、それはまた一方では難しいということでございます。

一緒になってまちづくりに力を注いでいただいて、成果を上げることに、お互いに一つ

の自分の役割、評価されていることも、誇りを持つというのも何か変な話ですけれども、

一緒になってチームの一員としてやって、お互いにいいまちをつくっていくことに対し

てするのは、そういう取組だということを、ご理解を賜りたいなと、そんなふうに思っ

ているところでございます。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、９番、斉藤明宏議員の一般質問を終わります。 

  ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午後 ２時１７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２８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点にわたり質問いたします。 

  １点目は、まちづくり会社ｈａｒｅｔａの今後の在り方について質問いたします。 

  平成27年に「人口減で地方は消滅する」との危機感の下、国は「地方創生・生涯活躍

のまち構想」を打ち出し、上士幌町でも国の補助金を活用し、この事業を進めてきまし

た。この事業の基本は、平成28年に委託費として4,500万円で株式会社コミュニティネ

ットに委託してまとめた「上士幌町包括創生プロジェクト」です。その主なものは、１、

地域包括ケア事業、２、人材センター事業、３、移住希望者募集、４、生涯学習大学事

業です。そして、平成29年に十分な町民の理解のないまま「まちづくり会社」への委託
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の事業がスタートしました。この委託事業は、国から約半分の交付金が出されています。 

  「まちづくり会社」は６年目に入り、「上士幌町包括創生プロジェクト」による委託

事業のほか、新たな独自事業を町からの受託事業を受けて積極的に展開していると思っ

ています。しかし、この交付金は令和４年度で終了します。 

  このことも踏まえて、２点質問いたします。 

  ①、国からの交付金がなくても委託事業を継続するのか。継続するとするなら、しっ

かりと検証するべきです。本来、町が行うべき事業、例えば包括支援や健康づくりの事

業は、町中心にするべきではないか。委託事業のほかの事業についても、目的や効果は

どうなのか検討すべきです。また、整理することも大事です。 

  ②として、会社の体制維持の問題です。今まで地域おこし協力隊含め、町の職員が派

遣されています。その職員も２年、３年で代わっています。持続的な会社運営にできる

のか心配です。どのような協力体制を築いていくのか質問いたします。 

  ２点目の質問です。 

  小・中学校給食費の無償化と学童保育所の昼食について質問いたします。 

  2005年に「食育基本法」が成立し、「子供たちが豊かな人間性を育み、生きる力を身

につけるためには、何よりも「食」が重要である」とされました。文部科学省の指導の

手引にも、「学校給食が生きた教材としてさらに活用されるよう取り組む」とあります。 

  こういう中で、全国的にも管内でも学校給食費の無償化がどんどん進んでいます。

2021年度、北海道内では、小学校35自治体、中学校が34自治体、管内では鹿追町、足寄

町、陸別町、浦幌町となっています。 

  また、物価高騰のため、今後の賄い費が心配されますが、2022年度においては国の臨

時交付金で105万6,000円補正しています。2023年度以降さらに厳しい状況が続くと思わ

れます。また、前回の一般質問の中でも、「今、子供たちの朝食欠食率が高く、危惧し

ている」と答弁しています。 

  このような中、学校給食を義務教育の一環として捉えて、「食は心身の健康面でも重

要である」「保護者の負担軽減」のために無償化にするべきと考えます。 

  次に、学童保育所の昼食ですが、今、弁当持参となっていますが、何らかの形式で昼

食の提供ができないか質問いたします。特に暑い夏は食中毒の危険もあり、親の負担も

大きいのではないかと思います。全国的には給食や弁当の提供など取り組んでいる自治

体も増えています。ぜひ検討するべきと考えます。 

  以上、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 
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○竹中 貢町長 まちづくり会社ｈａｒｅｔａの今後の在り方について、山本議員のご質

問にお答えいたします。 

  本町では、令和２年度改訂の第Ⅱ期上士幌町総合戦略の基本目標に、「生涯活躍する

まち」を掲げ、誰もが健康で充実した生活を送ることができるよう、住民同士のつなが

りや生涯学習の機会の創出、起業家養成、地域包括ケアの充実、多世代交流等の居場所

や困り事を通した地域コミュニティーづくりなど、全世代が生涯にわたって活躍できる

まちを目指した取組を進めてきております。 

  その取組は多岐にわたり、「株式会社生涯活躍のまちかみしほろ（通称株式会社、平

成29年９月設立）」においては、地域再生計画（生涯活躍のまち形成事業）の認定を受

けた事業の一端を、町から受託する形で業務を遂行しております。 

  会社の設立は、国及び全国の自治体にとっても人口減少の克服が重要課題と位置づけ

られる中で、本町においては、官民協働の精神の元で、町内の主要な団体である医療・

福祉法人、ＮＰＯ、金融機関、報道機関等が参加して設立した会社であります。 

  １点目の委託事業の検証についてでありますが、平成29年度より国の地方創生推進交

付金を財源として、まちづくり会社に委託している「生涯活躍のまち上士幌創生包括加

速プロジェクト事業」は、議員のご指摘のとおり、令和４年度をもって事業年度が終了

することとなっております。これまでも終了後の委託の在り方については、必要な事業

については継続するが、財源を考慮して事業の精査あるいは経費の圧縮等を検討してい

くとの考え方をお示ししております。具体的には事業の必要性を検証し、まちづくり会

社の意見も聞きながら、次年度の予算編成までに整理することとしております。 

  これまで５年間のまちづくり会社の取組については、着実に町民理解が図られ、成果

が現れてきていると認識しており、また、最近では、生涯活躍のまちを所管する内閣府

や北海道知事のほか、全国の自治体、企業などがまちづくり会社へ視察に訪れており、

町外からもその取組が注目・評価されております。他の自治体におけるまちづくり会社

では、施設管理業務などの委託が経営の中心であるのに対し、住民と直接的に向き合っ

たソフト事業を積極的に取り組んでいる会社経営に共感をいただき、先進的であるとの

感想をいただいているとお聞きしております。 

  さらに、人材センターの会員数は現在200人を超え、町内のちょっとした困り事を解

決するために活躍されております。また、起業塾においては、これまで３年間に受講し

た15名のうち、４名が起業・創業し、新たな事業者として経済活性化に寄与しており、

介護職員初任者研修においても５年間で51名が受講し、町内の介護人材の裾野が徐々に

広がっております。 
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  健康ポイント事業は、参加者が現在800名を超えており、関係人口づくりの取組であ

るマイミチプロジェクトにおいては、プログラム期間終了後も引き続き滞在し、定住す

る参加者も複数あるなどの実績となっております。 

  これらの事業は、継続して取り組むことがしっかりとした成果を生むことにつながり

ますので、どのように継続を図るか、あるいは事業内容と経費の在り方などについて検

証してまいりたいと考えております。 

  一方、新たな課題に対する取組としては、特にＳＤＧｓの推進や、デジタルを活用し

たまちづくりなどがあり、まちづくり会社が取り組む事業との連携により、次年度以降

も地方創生推進交付金を活用した事業展開を模索し、国への申請も検討してまいります。 

  ２点目の会社の体制維持の問題につきましては、まちづくり会社の人員体制は、令和

４年４月１日現在で、会社職員はパートも含め６名となっており、町からの派遣職員は

課長職１名、地域おこし協力隊３名となっております。これまでに会社職員や派遣の地

域おこし協力隊が離職し、人員が入れ替わってきておりますが、離職した方はそれぞれ

この町で自身が活躍する分野を見いだし、町内に残り活動されております。そのこと自

体は応援すべき喜ばしいことだと考えておりますが、会社の運営を考えたときには、安

定した体制が必要だと認識しております。 

  地域おこし協力隊の派遣は、会社経営を支援する考えもありますが、全国から広く人

材を求めるために募集しており、任期終了後には会社の一員として活躍してもらいたい

との考え方であります。 

  まちづくり会社の取組は、社会性、公益性の高い事業であります。町民がより活躍す

るために、あるいは豊かな暮らしを送るために、生活の中でデジタルを活用できるよう

支援するスマホロ事業や、産前産後の母親が安全・安心に過ごせる空間づくりのママの

ＨＯＴステーション事業など、会社が担う取組の多くがそのような事業であります。 

  まちづくり会社は、生涯活躍のまちを推進する上で重要なパートナーでありますが、

何よりも住民から必要とされる会社であることが、会社経営の安定や人材確保につなが

るものと認識しております。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀雄二教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 小・中学校給食費の無償化と学童保育所の昼食について、

山本議員のご質問にお答えいたします。 

  １点目の学校給食の無償化につきましては、これまでもご質問をいただいております

が、平成30年６月定例会での一般質問の際には、保護者負担を基本としながらも、子育
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て支援の観点から総合的な支援について検討していくと答弁しております。 

  義務教育における学校給食については、学校給食法第11条において、学校給食の実施

に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費は設置者の負担

とし、その他の学校給食に要する経費は保護者の負担となっております。これに基づき、

本町においては、賄い材料費分を給食費として保護者に負担していただいております。 

  本町の学校給食費は、平成21年度の改定以来、その間に物価変動や２回にわたる消費

税率の引上げもありましたが、保護者の負担軽減を目的に、小学生を217円、中学生を

269円に据え置いてきており、小学校の道内平均253円、中学校の305円より、１食あた

り36円安価で提供しております。 

  財源としては、消費税８％と５％の補塡分として73万3,000円、学校給食の食材とし

て町内産や道内産の農畜産物を積極的に活用するためとして150万円、さらに、原材料

費の高騰に伴う物価調整分として50万円を措置しております。特に近年のコロナ禍や世

界情勢の緊張による急激な物価高騰に直面する保護者の負担軽減対策として、今年度は

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して105万6,000円を緊急的に

補塡いたしました。 

  また、食育については、子供たちが将来にわたって健康な生活を送ることができるよ

う、食に関する正しい知識や望ましい食習慣を育成することが大切です。このため、学

校においては、食育年間計画により、朝ご飯の役割や災害への備え、地産地消等につい

て指導するとともに、学級通信、学校だより、保健だより等を通して家庭への啓発に努

めております。 

  本町は、これまでも給食費の負担軽減のほか、学用品、各種検定、キャリア教育、修

学旅行、スキー振興リフト券、体験活動事業等において、保護者の負担軽減を図ってお

ります。今後も賄い材料費に相当する給食費については、保護者負担を基本としながら、

できる限り保護者の負担を増やすことなく、これまでどおりの栄養バランスや量を保っ

た学校給食や地場産品を活用した学校給食が提供できるよう努めていくとともに、給食

費に限定することなく、総合的な支援について検討してまいりたいと考えております。 

  ２点目の学童保育所の食事については、特に夏場は食中毒の危険性も考えられるため、

例年、保護者の皆様には学童だよりを通じ、気温の高い日のお弁当には必要に応じて保

冷剤の使用をお願いしているところです。 

  また、食事の提供につきましては、これまでも学童保育所保護者の会から、給食費を

出してもよいのでお願いしたい旨の要望が出されております。給食を提供する場合は、

特に安全面、衛生面への配慮が求められることから、文部科学省が定めている学校給食
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衛生管理基準に従い、専用の施設において調理することが必要であり、現在、学童保育

所での調理は困難と考えております。 

  認定こども園や給食センターでの調理も視野に入れましたが、こども園は日常的に離

乳食をはじめ200食近い給食を提供していることから、調理できないと判断しておりま

す。学校給食センターにおいても、長期休業期間中は、機械設備のメンテナンスや機器

の更新、入念な清掃などが入ることから、給食の提供は現実的ではないと考えておりま

す。 

  ふだん学校があるときは給食が提供されますが、長期休業期間中は保護者にとって毎

朝のお弁当の準備は大きな負担となります。子育てをめぐる小さな負担が積み重なり、

仕事と育児の両立が難しくなっているという保護者の声も少なからずあると認識してお

ります。 

  本町の学童保育所では、新型コロナウイルス感染拡大前まで、開校記念日や行事の振

替休日、また、長期休業期間中にノー弁当デーを複数回実施し、家庭の家事負担の軽減

や食育の機会を提供してきたところです。 

  今後、負担の積み重ねが少しでも軽減できるよう、課題の整理や手法について検討し

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） 初めに、まちづくり会社の問題について、今後の方向も含めて

質問いたします。 

  私は、常日頃からまちづくり会社にかかわらず、町のいろんな事業について、町民の

理解を求めながら一緒に進める方向だという観点で、私はこの間ずっと取り組んできま

した。思い起こせば、平成27年、そのときに、コミュニティネットに委託をしながら事

業を進めてきました。当時4,500万。結果的にはその年度の最後の３月に事業が全部執

行できなくて減額していますが、そういう意味で、スタート時から、そしてちょうど３

年３年、６年たって、次にどう進むかというちょうど一くくりになりますので、遡った

ときから今の時点までについて、やっぱりきちんと検証するべきだと。 

  私は、今のｈａｒｅｔａの状況は、町民にもかなり浸透していて、町独自、ｈａｒｅ

ｔａ独自の事業を進めながら、かなり町民の方にも知れ渡り、認知度も広がっていると

思いますが、それをさらに進める意味で今回質問しています。 

  町長にまず質問いたしますが、29年からこの事業がスタートしましたが、当時の議員

さんもかなりいろいろな議論が出まして、当時の当初予算は、29年度の予算はちょっと

一回凍結したときもありました。それは、なかなか事業が見えていないと、町民も理解
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がないという中で、この事業が進んだわけですが、当時、多分町長も、ほかの議員さん、

なかなかその当時議員じゃなかった方もいますので、遡っていきたいと思うんですが、

当時、平成29年度の委託事業というのは、まちづくり会社と調査報告書をまとめた中で、

主に３つありましたよね。地域包括ケア。生涯活躍の場、これは学習大学の問題。それ

から、移住希望者の募集、これがメインでした。そのことがずっと29年、30年、令和元

年まで大体同じ事業で進んできました。しかし、その中で、私もそうなんですが、地域

包括はやっぱり町が中心になるべきだと。あと、例えば学習大学をするんだったら、町

民の要求に基づいた大学にすべきでないかということを、その都度指摘をしてきました。

その点について、当時から今時点ではかなり大きく変化し、時代に沿った、それから町

民要求に沿った形で進んでいると思うんですが、その当時について、町長、私が地方創

生、地方創生と、国が委託費を出すから、4,500万出してまとめたと。コミュニティネ

ットにまとめてつくってもらったと。しかし、そのままその事業が当時は進められたん

じゃないかと、私はそういう点について、当時のことについて、町長はどのように考え

るか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 だんだん認知症に近くなってきていますので、６年前のことを思い出す

というのは難しいことだなと思いますが、いずれにしても、これを取り組むということ

については、やはり地方創生が何といってもその大きなテーマになったというふうに思

います。人口減少が加速していって地方が消滅するというのが、2014年だったと思いま

すけれども、民間のシンクタンクのところから出されたということで、上士幌町もその

消滅の中の一つに入っていたということでございます。 

  これは、東京の一極集中で、若者が、特に女性なんかは東京にそのまま、大学卒業後、

そして就職して、なかなか結婚も遅くなって、子供の出生、あるいは晩婚で結婚の割合

も少なくなったと、こういった大きな社会問題にどう向き合うかというのが地方創生だ

ったというふうに思います。そのことを思うと、当時、上士幌町もやっぱり同じように、

人口問題というのがほかのところと同じようにあったわけでありますから、それを解決

するための、国がそれを法律化して進めていくということについては、私どもとしても

共感をし、それに取り組んでいく意思を示したということでございます。 

  一つ大きな誤解といいますか、問題点となったのが、その後、状況の中で変えさせて

いただきましたけれども、サ高住の問題ですよね。サービス付高齢者住宅というのが、

これが大きなテーマ。実は地方創生というのは、学ぶということだとか、体を動かすと

いうことだとか、それから少し不自由になったりすると地域包括ケアでみんな支え合う
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だとか、こういった大きな方針が示されていたわけであります。それについて、全く異

論を挟む、そういった内容ではないというふうに考えた上で、それに取り組むというこ

とになったわけでありますけれども、具体的に国が一つ目指したのは、ＣＣＲＣといっ

て、アメリカに端を発した、高齢者が生涯にわたって自立していくような、そういうコ

ミュニティーがつくられていって、ある程度それをモデルにしようというのが一つあっ

ただろうと思います。それを日本でも当てはめようとした。 

  同時に東京のほうでは、団塊の世代がリタイアをして、高齢福祉施設がもうオーバー

フローするだろうということから、一方では地方のほうに高齢者施設、介護施設なんか

は余力が出てくるというようなことでの、この住み替えの問題だとか、こういったこと

が大きな柱にというか、前面に出たというような気がします。これはやっぱり地方にお

いては、そういうニーズは少ないということが、あるいは都市部からも地方に来て住み

替えるという、こういったニーズが少ないというのは、その中で実感として感じてきた

ところでもありました。 

  そういったことで、サ高住ということについては、これはもう、今々それがビジネス

になる話ではないというようなことから、しかし、生涯にわたって元気で長生きすると

いう、そういう考え方は共感できる話でもありますし、そのために支援策としていろん

な制度が出てきたということですから、それから具体的な施策の中においては、かみし

ほろ塾もやりましたし、それから町の中で、そもそも行政としての困り事であった、い

わゆる人材センター的な、そういったところを担うような仕事だとか、あるいは介護関

係の研修もどこかでやるべきだという声が、いろんなところから出ても、それの受皿が

ない。福祉業界以外もできない。行政でも単独はできない。あるいは無料職業紹介所も、

これは雇用が、求人があっても、そこにマッチングできるだけのシステムがなかったと。

まあハローワークはありますけれども、それは全国一律のような取組だと。 

  こういったことを、町民独自の課題、行政が必要としても、なかなかそれは民間でで

きるものではないというようなことをやりながら、そこから、いわゆる地方創生の交付

金のみでやってきたという、６年間となるとこうなってくるんです。ということで、第

１回目から今のような形態でやってきたということでございます。 

  いずれにしても、行政がやりたくてもできないということを、民間というか株式会社、

ただ、株式会社という名前が、これはまた一つ理解していただくために時間がかかって

きたということがあります。 

  この後、それじゃ山本さんの後に、また説明はさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 
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○２番（山本和子議員） ありがとうございます。 

  遡ると６年間の活動になるんですが、結果的に令和３年度、まあ令和２年度も関わる

んですが、令和３年度から地域包括ケア事業は町の事業にするという形で、あと、途中

で障害者のグループホームについても、町の事業というふうに変わってきていますし、

あと、学習塾の関係も高齢者の塾の関係も、教育委員会のほうに移っていますので、そ

れは私、それはそれで正しいと言ったら変だけれども、その方向でいいと私は思ってい

ます。 

  それで、これからの課題として、今、国からどうのこうのというのは今のところあり

ませんので、町がこの６年間の中で新たな課題として入れているのは、例えばＳＤＧｓ

の問題だとか関係人口の問題が、令和２年から入ってきています。それも含めて、委託

事業の中に入ってきます。そういうことを含めて、過去に決めた３つ、４つの事業じゃ

なくて、町民との認識や町との関係、それから保健福祉課、教育委員会との関係、大分

整理されてきて、次は何を目指すかということがこれからの課題になるんだろうと私は

思っています。 

  時間も大分押していましたので、そこで、町が、答弁書の中にあった、例えば町の委

託事業で、人材センターもこれはかなり活躍されていますし、起業塾の問題もそうです。

介護研修も、これは研修を受ける制度として必要ではないかと。健康ポイント事業も町

民に周知されています。それはそれで、町が委託事業として新たな、ちょっと説明しづ

らいんですが、事業の形態が変わっています。その中に入れるというのは、私はそれも

ありかなと思っています。 

  それで、あと、今、マイミチ含めてやっていますが、関係人口の関係は、新たに令和

２年ぐらいから入った事業なので、それはどんなふうに町の、町民の方の理解とか、町

民にまちづくりの中に生きているのかなというのがまだ見えないところが私はあると思

っています。 

  それから、今後の令和５年度以降ですか、新たな事業として展開したいというのがＳ

ＤＧｓ推進の問題と、デジタル化の活用の問題についてどうするかと。今、スマホの問

題とかいろんな問題については、今、やっていますので、それはｈａｒｅｔａ独自の事

業なんですが、それはそれですごく有効だと思うんですが、そのほうにＳＤＧｓやデジ

タル化にいくとなると、新たな国の事業の交付金がもらえそうな気もするんですが、そ

んなふうに進んでいいのかなというのが私の疑問です。 

  答弁書の中にありましたように、住民から必要とされる会社になってもらいたいと、

ｈａｒｅｔａ自身がすごくいろんな事業をやっていて、物すごい町民から認知度が高く



－65－ 

なってというか、町が委託する事業としては、住民から本当に必要とされる会社なんだ

ということを意識できるような事業を委託しないと、例えば関係人口の関係とか、ＳＤ

Ｇｓの関係とか、デジタル化の関係というのを委託すると、町民とどう関わって、町民

に本当に必要な会社というふうに見えてくるのかなというのが、私自身はちょっと不安

に思っています。 

  ですから、そのことも含めて今後の課題にして、今年度内に多分検討するんだと思う

ので、その点について質問いたします。簡潔でお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 根は、本質は変わらないというふうに思います。それは地方創生という

ことだろうというふうに思います。 

  今回も政権が替わって、デジタルの関係が政策の中枢ということですけれども、それ

も地方創生をするという前提でのデジタルの活用ということでございますから、今回も

ＳＤＧｓ、デジタルの関係で、今、町民に見えないというお話がありましたけれども、

一人も取り残さないという姿勢の下での、例えばスマホだとか、デジタル化の流れの中

で、お年寄りに対してスマホの取扱いをどうするか。これは、決してお年寄りというか、

町民が求めている、求めていないということではないというふうに思います。しかし、

行政がそういったことで、いつも窓口を開いて、町民一人一人にいつでも相談できるよ

うな体制を組めるかといったら、それは難しい話なので、そういう行政が必要とするデ

ジタル化の流れというのは必要になってくるというふうに思いますけれども、必要とす

るという中で、できないことをｈａｒｅｔａのほうにお願いするということですから、

それはその時々の社会的な課題に対して必要があるものについては、行政がやるべきこ

とであって、できないということについてはｈａｒｅｔａのほうでできないだろうかと

いう相談をさせていただくということだろうと、そんなふうに思っております。 

  それから、地域包括ケアも、別にそこから町に替わったのではなくて、そもそも地域

包括センターは行政の中でしっかりあるわけでありまして、その中の一部を、できない、

ｈａｒｅｔａのほうにやってもらったらいいよというようなことをお願いしているとい

う話であって、包括センターが、まさにいわゆる衣食住の、それらの包括的な、そうい

った取りまとめ、包括的な施策については、行政が全く変わった話ではないだろうとい

うふうに思います。 

  それから、介護施設の関係についても、調査をｈａｒｅｔａのほうでお願いしたいと

いうことで、やるところがなくて、そこでやって、その結果として、みんながやっぱり

それはなかなかグループホームの関係でも、そう簡単にサポートセンターではできない
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という結論になったというようなことだというふうに考えております。 

  そういう意味で、地方創生という法律はなくなったわけではありませんから、その法

律、人口減少をどう克服するかだとか、地域経済をどうするかだとか、地域活性化につ

いてのそういう大きな方針の中で、今々の課題について行政でやるべきことであれば、

行政が取り組んでいく。行政がやりたいけれどもできないことについては、どうですか

という話をさせていただきながら、全体として町が元気になっていくというような、そ

ういう関係になっていければいいなと、そんなふうに思っております。 

  ただ、最後に一つ、株式会社だから、配当、配当という話がありましたが、皆さん方

もご理解いただいて、公益性のある仕事だということを理解いただいてきたなというふ

うに思いますけれども、このたびの政権については、いわゆる会社の３つ目の会社とし

て、すぐに利益が上がらない会社、社会性のある会社というのがあるんだよというのが、

今々出てきた新しい資本主義の考え方の一つだと受け止めております。それは、ある意

味では、今ｈａｒｅｔａがやっているのが、そういうある種精力的な取組の事例でない

だろうかなということで、苦労はあるし、そしてまた苦労していますけれども、ぜひそ

れが軌道に乗っていくといいなと、そんなふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 包括事業が、町だどうのこうのじゃなくて、結果的には今まで

の事業を、介護研修もそうですが、ママのＨＯＴステーションもそうですが、それは町

が受託・委託とかはちょっとややこしいんですが、必要な事業、ｈａｒｅｔａが受託を

してやっていると。 

  ほかにもありますよね。納税金の関係も受託していますので、委託じゃなくて受託し

てやっていると。そういう意味で、町が結果的に委託している事業はかなり多いと私は

思っています。それは、丸々委託じゃなくて、必要性に応じてｈａｒｅｔａのほうが受

けていると。町のために受けていると、介護包括もそうですが、子育てのこともそうで

すが、いろんなことでいくと、それならそれでいいのかなと私も。 

  なかなかここで議論をしても、これから当初予算を含めて、これからのことを含めて

出てくると思うんですが、次に、体制の問題なんですが、まず、代表取締役はずっと同

じなんですが、取締役、監査員まで含めて、その立場が変わると、役職は同じなんです

が、載ってくる名前の方が変わってきます。 

  それから、職員についても、ずっと平成29年から職員表を一覧で見ているんですが、

当初の29年はコミュニティのほうから、最初ですので事業統括として職員がここに派遣
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されました。国のほうの何か異動の交換事業で、国のほうで予算もつきました。ですけ

れども、30年からはその職員はいませんので、町の協力隊員だったり、それから31年か

らは町の課長職が入って、その後ずっと令和元年から３年続きました。でも、今年また

その方が戻って、また行きました。それから、職員については、協力隊員は職員になっ

ても、結果的にいろんな事情があって町に残っていると思うんですが、職員が職員じゃ

なくなって辞めたりとかいうことで、協力隊員はもちろん３年で終わりますので、この

ときに、この会社をきちんと把握をし、これからのことを見据えてやっていく体制とい

うのを、誰が責任を持つのかなというのは、私は不安に思っています。 

  もしかして代表の取締役も、もし替われば、替わってしまうかもしれないと、そうい

うときに、町とどういうふうに協力しながら、この会社をきちんと株式会社として町民

に生きる形で、前向きといいますか、いい形で進めていけるのかなと、やっぱり検討課

題になるのかなと思っています。その点について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 そうですね、人の問題というのは、会社というのは人で動かしていると

いうことですから、そこがしっかり安定しないと、なかなか会社経営のほうも安定して

いきづらいということが実際の問題としてあるかと思います。これは、出資は町が50％

以上ということでありますから、そういった意味での町の方針というのは、非常に大き

な影響を与える立場にあると、そんなふうに思っております。 

  そして、構成メンバーが、先ほど申し上げたように、町内の様々な機関、団体が、こ

の趣旨について理解をしていただいて、賛同いただいて、一応の出資をしていただいて

いるということですから、そういった意味での取締役の中には、主要なところから入っ

ていただいているということでございます。これも、会社のほうのそれぞれの役職、あ

るいは人事で広域人事、十勝圏・十勝管内の人事等々もある会社もございますから、そ

ういった意味ではそれに合わせて人事が変わるというのも、これも避けられない、ある

いはやむを得ないなというふうに思っております。 

  いずれにしても、大きな考え方の方針というのは、設立の方針というのは、町を中心

にして全ての団体のほうからも理解を得て進めたことでありますから、その流れの中で、

取締役が替わっても大きく揺れ動くことはないだろうと、そんなふうに考えております。 

  それから、ぎりぎりのところで受託を受けても、そんなに余力があって潤沢に給与を

支払えるような状況になるまでには、まだまだ時間がかかるだろうというふうに思って

おります。そのためにも、やっぱりこれは、この仕事については必要だということが、

域外の皆さん方からも、あるいは町民の皆さん方からもそういうような評価をいただけ
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ることが、ベースアップにもつながっていけるんだろうというふうに思います。そこで、

安定した生活をできるような、そういった仕事がそこに介在すると、多分少し安定的に、

そして、またいろんなことに挑戦するような、そういう余裕も出てくるのではないだろ

うかなと、そんなふうに考えております。 

  今までやってきた財源については、大方は国の財源であります。町の財源はかなり少

ない中で、これだけの大きな仕事をしてきてくれていると思います。もしこれを丸抱え

で行政がやるとすると、大変な財政負担になるような機能だと。そういう意味では、逆

に言うと、今、一生懸命頑張ってもらっているなということは評価をしながら、なおか

つ安定的に町民に理解されるような、必要とされるような会社になるように、こちらの

ほうとしても直接・間接的に応援をしていきたいなと、そう思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 委託事業の関係、受託事業の関係は、それは目に見える形なん

ですが、やっぱり体制の問題というのはなかなか不透明なので、全く町が関わり過ぎて

も、株式会社なので、やっぱり独立するという意味では、かなり今はいろんな活動をし

ながら、この間も行ったときに、子供たち、お母さん方が集まってイベントをやってい

ました。あと、店に入っていろんなものをつくったりなんかすることもすごくやって、

そのことを継続するためには、やっぱりそこにずっと関わる、ずっと見てくる、この三、

四年で見てくる人がいて、またさらに続けていけるような、流れをきちんと把握できる

人がいないと駄目だなと私は思っています。 

  その点について、職員の方は本当によく頑張っていて、私もいろいろ仕事を頼んでい

るんですが、すぐ来てくれて、すぐ対応してくれています。そういう点について課題が

大きいのかなと私は思っています。その点について、どんなふうに協力体制にするのか

なと、私がなかなか見えないので、今は課長職が１人、これから今年、来年、３年間は

多分いくのかなという気もしますが、協力隊員も、多分協力隊員を活用するのであれば、

入れ替わったにしろ協力隊へまた行くのかなという気もいたしますが、その辺も含めて、

ぜひ検討課題にしてほしいなと思っていますが、答弁をお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 新たなまちづくりのセクターというのが、この生涯活躍のまち。形は株

式会社になっていますけれども、新たなセクターということで、今、国も生涯活躍のま

ちを進めていくんだということを進めてきております。それを私どもの制度の中でも３

年、３年という区切りはありますけれども、３年で完結する話ではないということは、

これは様々な機会に要請させていただいています。 
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  例えばこちらへ視察に来たときに、どういう課題があるのか。そして、じっくりと見

ていただいて、これがある意味では全国的に見てどうなのか。こういったことを評価を

していただいているわけでありますけれども、そのことはしっかり伝えさせていただい

ているということ。 

  それから、先般といいますか、さきの、いわゆる国会議員の席にも、そう短期的にそ

れで事業が止まったのでは、やれることも本当に半ばで終わってしまうということでは、

しっかりと継続した新体制をお願いしたいということを強く要請をさせていただきまし

た。そういう意味では、デジタル関係という名前は変わっていますけれども、その背景

が地方創生ということの考え方の下に動いていくとすれば、改めて今の町の取り組んで

いることについても、引き続きレベルアップするという前提で国のほうに要請をし、人

の問題についても理解を求めていきたいなと、こう考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 次、給食の問題について質問いたします。 

  今まで予算の補正というか、50万円は常に毎年入れていまして、その後、その年度に

よっては何百万増えたりとかしてきました。今年につきましては、その他の消費税の関

係もありますので、78万3,000円入れていると。特に今年、トータルをずっとしました

ら、378万、約400万円は、国からの交付金も含めて補塡しているということになるんで

すが、来年度以降、物価が収まりつつあるという情報も聞いたりするんですが、多分上

がるのではないか。そのときに、今以上に賄い費が高騰する可能性はあるのではないか

と。そのときに、物価調整50万というのは足りないと思うんですが、その辺も含めて、

値上げするとは絶対言わないと思うんですが、その辺どんなふうに考えているか質問い

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 今年度については、先ほどお話があったような補塡をしな

がら進めております。１食当たり、大体児童・生徒40円ほど補助したような数字が、今

年の給食費になっています。次年度、今度は、物価高騰の部分は、今はまだちょっと見

通せない部分があるんですけれども、まず言えることは、こういった状況、食育と無償

化という部分の関連がどうなのか、ちょっと定かではないんですけれども、給食費につ

いては、先ほどお話ししたように、賄い材料の部分は保護者に負担をいただくというこ

とを前提に進めています。 

  それ以外の負担軽減ということで答弁させていただきましたけれども、次年度以降に

ついては、今の約40円補塡している部分を維持していくのか、それともどこかの部分で
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保護者に負担をいただくのか。もう一つの選択は、負担を軽減するということで減少し

ていくのかということは、少し状況を見ながら考えていきたいなと思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 学校給食の無償化は、これからどんどん進むと私は思っていま

す。 

  私は議員になって、初めてこの問題を質問したときには、三笠市が無償化で、道内で

は、そこの１市町村だけでした。その後どんどん広まって、一気に、私が全部調べた21

年度につきましては35、小学校だけとかありますけれども、35自治体と。管内も一気に

広がりました。それから、全国的にもどんどん広まっていますし、例えば無償化じゃな

くても、半減するとか、例えば２人目をどうのこうの、そういう方法も検討していると

ころもありますが、根本的には先ほどいろんな形で町は救済したりしているというけれ

ども、基本的には義務教育無償化、無料だということを基本に置けば、例えば給食の問

題やら補助教材の問題、2,000円に上げてもらったんですが、中学校は5,000円ですか、

１年生。上げてもらったんですが、そのことを基本に考えた場合に、給食費もやっぱり

無償化というのは原則として私はあると思いますが、その点について確認したいと思い

ます。無償化のことが原則だけれども、申し訳ないけれどももらっているみたいな、私

はそんなふうに考えて、基本的な立場として質問しています。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 議員のほうは、給食費も義務教育の無償化の一つだという

お考えだとは思います。 

  教育長としては、義務教育の無償については、義務教育はこれを無償とするという憲

法26条がまずここに存在します。しかしながら、そこで言っているのは、授業料は徴収

しないけれども、学用品だとかについては、これは無償ではないという反例も出ており

ます。こういったことを頭に入れながらも、できるだけ子育て世帯が経済的な負担、そ

れから教育格差が生まれないような対応、そして、学校を除いた社会教育の部分でも、

子供たちが伸び伸びと活動できるような、そういった経済的な支援については、町とし

て進めているというふうに認識をしております。 

  教科書については、その後、教科書無償措置法が取られておりますけれども、給食費

については、先ほど学校給食法のほうもありましたけれども、負担をいただくというの

は原則だと。その上で、これ以上の負担を保護者がすることのないように、町のほうで

負担軽減を図っているという考えで進めております。 

  教育長としては、その考えの中で、今後維持なのか、増加なのか、減少なのかという
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ことも考えていければなと考えています。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 全国的にはいろんな例がありますので、そのいいところをやっ

ぱり参考にしていくべきかなと私は思っていますが、これは、私が調べた中では、埼玉

県の蓮田市ですか、物価高騰による子育て支援のために、蓮田市は９月から12月まで

小・中学校の給食費を４か月間無料にするとか、いろんなパターンがありますので、無

料にするとか、そういう半減じゃなくて、期間を区切って無償にするとかいうこともあ

りますし、先ほど言いましたように２人目を半額とかいうこともありますので、いろん

なパターンでそのときに応じて、どれぐらい物価が上がるかちょっと分かりませんが、

そのことも含めて町が賄い費を負担するか。それとも一気に、どこかの水道料金もそう

なんですが、水道料金も無料にするところも出てきていますけれども、そんなふうにい

ろんな形で検討すべきと私は思っています。 

  あと、給食、学童保育の問題は、なかなか厳しいかなとも思いつつも、いろいろ調べ

てみたんですが、全国的には八王子市が学童保育の昼食・給食を作っているという例も

ありました。多分あそこは自校方式なんだと思うんですけれども、最初は４校から、今

は12校に増やしているとか、もちろん個人負担は学童保育ですので１人300円取ってい

るとか、あと、島根県ですか、益田市では、弁当を１週間単位で頼んで、１週間で弁当

を持ってくるとかいうこともやっていると。いろんな方法があると私は思っています。 

  その点について、特に昨年あたりから、今年はやや涼しいんですが、学童も見に行っ

たんですが、結構冷房が効いているので、昔と違って弁当が傷むことは、やや前に比べ

たら減っているかなと思うんですが、こういう時期に弁当を作って、そこで食べるとい

うことは、よく食中毒警報と、保健福祉課からくるんですけれども、それは毎日毎日と

いったらとても大変なことで、多分ご父兄の負担も大変だと思う。その辺について、い

ろんな形で、給食、昼食の提供、例えば何かでカレーを作るでもいいし、何でもいい。

そういう形で親の負担を減らすと。それから、食中毒の危険を避けるという点について

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 朝方、お母さんやお父さんが子供のお弁当を作るのが負担。

これは時間的なことなのかもしれません。しかしながら、今回、私もいろいろ調べてみ

ました。 

  八王子、出ていました。八王子については１食250円で、夏休み期間中５日間です。

これは、学校の栄養教諭に栄養管理をしていただいたという例があります。 
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  また、奈良市については１食250円、学校給食程度のもので、これらについては、８

月のお盆を除いた期間で実施。 

  さらに、今回札幌市で新たに取り組みました。これについては１食350円で、４回、

全部で学童は60クラブあるそうなので、そちらのほうに提供していると。 

  また、大阪の箕面市のほうでも弁当システムということで、まず、給食をつくるとい

うことについては、かなりハードルが当然高いです。さっきおっしゃった食中毒の問題

等ありますので、こういったことを一つ一つクリアしていって、給食を作れる環境にあ

る場所が、まず上士幌町には今のところはない。そうなると、恐らく議員は、じゃ、給

食提供が、調理が難しくても、弁当を発注するような方法はないのだろうかときっとな

ると思うんですけれども、それもやっぱり調べてみました。ただ、そういった形になる

と、まずアレルギーの対応をどうしていくのかだとか、それから、１食当たりの金額を

どうしていくのかだとか、道内でもコンビニ、または大きなスーパーでチェーンで配達

していますけれども、１回運ぶのに7,000円から9,000円かかるというようなところも出

ています。 

  一番心配するのが、例えば給食を作るという部分ではその場所がないけれども、給食

提供じゃなくて弁当にするとなると、これはまた相当金額が、保護者のほうは給食代を

払ってもいいからと言いますけれども、１食当たり下手をしたら500円くらいになる可

能性があると。450円から500円くらいになると。そこの負担を保護者のほうが望むのか。

それだけ朝ご飯を作る状況にないのか。その辺あたりは、今回の保護者のほうからも同

じような要望が出ておりましたけれども、ここについては、保護者のほうで、朝、子供

のお弁当についてはよろしくお願いしたいと。 

  それから夏場、今、エアコンが入っています。僕の認識の中では、子供が食べるとき

に弁当が腐っていたという話は聞いてはおりません。今、冷房が設置されておりますの

で、そういった環境には整っていると認識していますし、保護者のほうもその辺は十分

理解して進めていただいておりますので、ただ、考える必要はあると思っています。大

変な親がいるということがありますので、日常的な提供ということではなくて、イベン

ト的な取扱いで何食か、何か提供できないものなのかなという部分については、これか

らも検討していきたいなと思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 働いているお母さん方がどういう状況に、ここの学童に入れて

いるお母さんがどういう状況にあるか分からないんですけれども、前に一般質問の中で、

朝食を食べていない欠損率が物すごく高いことを危惧していると。いや、もしかしたら
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そういうお母さんが働いていれば、弁当はどうなんだろうなとふと思ったり、そのこと

も含めたりもしました。朝食をきちんと食べさせる、弁当を作ることができる親は、朝

食がちゃんと、パンに目玉焼きでもいいんですが、作るんですが、朝食をきちんと食べ

られているんだろうかと、そういうことも含めて、それは弁当まで波及すると、給食が

あればすごく楽しみで、給食を食べて一日の糧になると思うので、その辺も含めて、ぜ

ひ食育の観点で、この問題も含めてぜひ検討をお願いしたいと思います。 

  これ、もし答弁があればお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 小堀教育長。 

○小堀雄二教育委員会教育長 今年の調査の中では、小学校６年生、毎日食事を取るとい

う子供は87.1％、去年より10ポイントくらい上がってはいます。 

  ただ、子供が食事を取らないというところに丸をつけている子供がいるんだとすると、

それはいろんな理由が考えられます。提供しているけれども食べていないとか、または

ほとんど口に入れていない。こういったこともきっと考えられます。子供たちがどんな

環境の中で朝食を取っているのか、保護者と一緒に食卓を囲んで取っているのか、孤食

になっているのか。こういった部分については、今、上士幌小学校のほうでも、今年、

特に食育をテーマに、今、栄養教諭が進んでおります。いろんな食事の取り方、それか

ら、校内調理の在り方だとか食べることの楽しさ、食べるときのマナーや日本の食事事

情等について、栄養教諭が指導を今してくれています。こういった食育との関わりも念

頭に置きながら、どういう給食が、これは学童だけではないんですけれども、学校給食

も、それから学童のお昼の提供の在り方も検討していきたいなと思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、２番、山本和子議員の一般質問を終わります。 

  ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午後 ３時２６分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時３７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、企業滞在型交流施設の運用並びに利用状況についてとい

うことで質問させていただきます。 
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  今年４月にオープンした「企業滞在型交流施設」通称「にっぽうの家」は、町外企

業・個人と、町内企業・個人が交流し、イベント等を通じて本町の魅力を発信すること

で、関係人口拡大を図る目的で、１億2,684万円（国の補助金等）を投じて造られた施

設です。私もこの施設には賛成し、今でも期待しております。 

  オープン当時、議員視察時に、指定管理者からの説明では、リーズナブルな宿泊代金

設定だったので宿泊予約を試みたところ、ネット上で全く異なる価格が表示されました。

確認したところ、施設の性質を考慮し、「一棟貸し」としたとの説明を受けました。そ

のときは納得したものの、ネット上の宿泊予約画面には今でも誤解を招く表示が散見さ

れるなど、宿泊は当初から想定していた事業内容の一つであるにもかかわらず、少々ず

さんさがうかがえます。 

  一方、オープン以来、直近の「コロナ規制のない夏休み」まで、近くを通るたびに見

ても、たまに利用者の声が聞こえる程度で、私にはあまり活気が感じられませんでした。 

  また、町民との交流施設であるにもかかわらず、イベント等についてはあまり周知さ

れていないようにも思えました。 

  そこで、以下３点質問いたします。 

  １、今後の宿泊管理について。 

  ２、オープンから８月までの全イベントと、それらの目的並びに成果（利用者数や利

用料）について。 

  ３、今後のイベントや企画と町民への周知方法について 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 企業滞在型交流施設の運用並びに利用状況について、中村議員のご質問

にお答えいたします。 

  １点目の今後の宿泊管理についてであります。 

  「企業滞在型交流施設」通称「にっぽうの家」は、町外企業の中長期の滞在を想定し

た宿泊や、滞在企業と町民、町内企業との交流を通じ、本町の情報発信基地となり、企

業と連携して関係人口を創出することを目的に、本年４月４日にプレオープン、４月29

日より本オープンしております。 

  利用の形態につきましては、プレオープン期間中にモニター利用した企業からの声と

して、「同じ棟の２階個室を異なる企業が利用し交流するのは難しいのではないか」

「企業で１棟を貸し切り、企業内のプライベートが守られる利用方法がよいのでは」と

いった声が多く、指定管理者からも、企業への一棟貸しを行うことにより、町内の同業
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宿泊施設からの不安を解消し、企業滞在型の施設であることを明確にして呼び込みたい

との申出があったため、一棟貸し、４名までによる運用を行っております。 

  なお、施設は一棟貸しを原則としつつも、空室時には弾力的に運用するよう指定管理

者に促してまいります。 

  また、宿泊予約のシステムに関しては、一般的な宿泊施設の予約システムを使用して

いることから、表示方法に自由が利かず、分かりづらい面があることを町も認識してお

り、指定管理者に指摘を行ったところ、システムの入替えを検討するとの回答であった

ところであります。 

  滞在スペースの利用状況といたしましては、４月のオープンから６月まで、合計９企

業の利用で延べ宿泊者数が33人でありましたが、７月は４企業が長期滞在し、延べ宿泊

人数が46人となり、８月は８企業の利用で延べ宿泊者数が57人、全体で21企業136人が

宿泊しており、施設の認知度が高まるにつれて右肩上がりの状況となっております。 

  今後は北海道の宿泊施設にとって閑散期とされている冬期間の利用に向けて、企業へ

のＰＲを指定管理者と共に強化してまいります。 

  ２点目のオープンから８月までの全イベントと、それらの目的並びに成果についてで

あります。 

  交流スペースの利用状況につきましては、施設に滞在している企業は交流スペースの

利用料金も含まれていることから、利用料収入としては少額となっておりますが、４月

には町内事業者によるミニマルシェの開催、ＷｅＷｏｒｋ利用企業を中心とした合同ア

イデア合宿、町内事業者によるヨガイベント、５、６月には地域おこし協力隊と子育て、

教育の関係者によるトークイベント、町内移住者による交流イベント、７月から８月に

かけては企業のアイデア合宿が計４回、８月26日、27日開催の全国の若手起業家が集ま

ったオンライントークイベントには、現地参加が66名、有料オンラインに約300名が参

加いたしました。 

  また、首都圏で人気の古着販売店による町民向け移動販売といったイベントが開催さ

れております。 

  目的並びに成果といたしましては、施設がオープンして日が浅いことから、試行的に

行っている段階として理解をしているところであります。当施設の目指すところは、企

業滞在型の交流施設として、企業や企業人が本町に滞在していただき、本町でリモート

ワークや地域の方々と交流する中で関係人口を増やし、発展的にはサテライトオフィス

の開設や企業誘致につなげ、地域振興に寄与することにあることから、中長期的な視点

で見守り、様々な形での支援が必要と考えております。 
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  10年間という長期にわたる指定管理契約を結んでいるのも、所期の目的を達成するに

は、長期的な経営戦略をもって事業を推進する必要性からと認識しているためでありま

す。 

  また、事業収支につきましては指定管理者が最も重視しているところと考えますが、

支出面においては、町への施設維持協力金、人件費、施設管理費等、経常的に支出が発

生しますので、それに見合った収入の確保についても見通しを持って経営されているも

のと認識しております。 

  ３点目の今後のイベントや企画と町民への周知方法についてであります。 

  ９月下旬には、施設整備、運営のコンソーシアムの一員である「無印良品の家」の本

体企業である良品計画による「無印良品商品の移動販売会」が予定されており、これは

施設整備に際して開催した町民説明会等においても町民から要望の声が上がっていた待

望のイベントとなります。定期的な開催に向けての道筋をつくり、今後も施設の運営に

限らず連携を図っていけるよう、まずは初回の開催に多くの町民にお越しいただきたい

と考えております。 

  また、８月に開催された古着の移動販売会に際しても、町民に対してチラシの折り込

みやＳＮＳによる告知を行いましたが、広報やマスメディア等も活用しながらイベント

の周知を図ってまいります。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） 答弁ありがとうございます。 

  私、常日頃、ここ5,000人の町の税金とか限界があるので、そのためには町外の人と

の交流であるとか、町外からの人、もの、金の流入というのが非常に大切だと思ってお

ります。そういった意味で、本件の企業滞在型交流施設に関しては非常に興味、関心を

持っております。私の中では最も期待している施設の一つであります。なので、今回の

私の質問は、この施設がより効果的に機能することを願っていることで、別に批判では

ないので、ちょっとその点だけはご理解いただきたいと思います。 

  ただ、公式のホームページに違和感を覚えたこと、それから、施設の近くを通るたび

に、ほぼ毎日ですけれども、あまり活気が感じられなかったので、今回質問させていた

だきました。 

  まず、宿泊管理なんですけれども、宿泊の予約システムの件ですが、我々議会で視察

したのが４月７日、プレオープンの後、３日後ということになります。そのときの説明

では、１時間1,000円、１日5,000円、２階は宿泊施設４部屋、２棟で８部屋、１泊5,700
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円、宿泊期間が長いほど割引になる仕組みと聞きました。 

  その後、一棟貸しに変わったということらしいですけれども、予約システムを見ても、

話と全く違う金額が出てきて、表示もちょっとおかしいので、役場の担当者に電話した

ところ、一棟貸しに変わりましたということで、でも、今でも表示の不備は変わってい

ません。 

  答弁では、一般的な宿泊施設の予約システムを使っているからということですが、一

応全国発信しているという意味においては、少しお粗末かなというふうに思います。 

  あと、全取替えが必要ということ、システムの取替えが必要ということですが、絶対

そんなことはないと思います。例えば、あの表示の中に上士幌町が士幌町になっていた

ら、目の色を変えてここ変えてくださいと言うと思います。その程度の変え方で多分つ

じつまは合うと私はその表示を見て思います。 

  なので、その程度の変更で多分できるというふうに私は思っていますが、どういう意

味合いで全取替えが必要なのかというのがあまり意味が分からないんです。そういう回

答ということは、システム自体全部、ちょっと言葉は悪いですけれども、丸投げしてい

るのかなという感じがします。そこら辺はいかがでしょうか。ちょっとお聞きしたい。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 そこの具体的なシステムについては町長把握し切れないところがありま

すので、担当のほうから回答させてもらいます。 

○議長（杉山幸昭議長） デジタル推進課長、梶課長。 

○梶  達デジタル推進課長 中村議員の質問にお答えをいたします。 

  議員がおっしゃっている部分としましては、この部屋貸しが１室から一棟貸しに変わ

ったにもかかわらず、多分「室」というふうに表示がされるんじゃないかということを

おっしゃっているのかなと思います。 

  ここは、ここにあるようにシステムの全取替えが必要という意味合いよりは、ホテル

の、ここにあるように一般的なホテルですとか旅館が使う予約システム、よく皆さんも

利用されるかと思います。１室幾らですとか、空きが何室あるとかという、そのシステ

ムを使っているというところです。 

  逆に言うと、なかなか一棟貸しをしているようなホテル、旅館というのはございませ

んので、そこの「室」の表示というのを１棟、「棟」というふうに変えるのが難しいと

いうところで、それを変えてしまうと逆にほかの同じシステムを使っているほかのホテ

ルですとかというところの「室」という表示が「棟」に変わってしまうというところで

難しいという回答です。 
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  なので、独自システムを開発しろとか、そういうお答えになるかなと思うんですが、

それはもちろんちょっとそういったことも検討していきますが、今は安価なほかの宿泊

施設、旅館、ホテルが使っているシステムを運用しているので、そこを上士幌町の部分

だけがそのシステムをころっと変えることはちょっと難しいというところで回答をいた

だいております。 

  ここはただ引き続き、確かにおっしゃるように一棟貸しにしているのに、「室」とい

う表示は分かりにくいのではないかということは当然ございますので、そこは我々も指

摘もしておりますし、向こうのほうでその部分だけ違うシステムを変えるのか、なかな

か「室」の表示を「棟」に変えることが難しいということであれば、ちょっとここほか

のシステム、自分たちで独自開発をするのかということは、引き続き指定管理者のほう

に促していきたいというふうに思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） それに関しては分かりました。 

  あと、一方、宿泊に関する運用を、今これから別の業者に委託するという話、そうい

うことを検討しているというのをうわさで聞いたんですが、これは本当ですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 どういうこと、もう少し詳しくお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） 今のこういったシステムとかを含めて、あるいはＰＲとか含め

て、宿泊に関する業務をほかの業者に委託するような話というのは出ておりませんか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 少なくとも私のところには全くそういった情報というのは入っておりま

せん。従来どおり指定管理者、スパイスボックスが運営するというふうに認識しており

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） 私の信頼できる筋のお話なので、多分これから先、そういう話

が出てくるかとは思うんですけれども、宿泊業務というのは、企業滞在型という名前の

とおり、当然宿泊というのは当然あってしかるべき業務のはず。つまり指定管理者にと

っては必須の業務であったはずです。 

  ですので、そつなくこなすのが当然だと我々も思っておりましたが、結局はこのよう

な形で、さらには、もしかしたら委託するような形、再委託というんですか、そういう

ふうな形になるかもしれないという、こういったようなことが、もし起きたらというの
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はちょっとこの質問では、ちょっと仮定の話なのであれなんですけれども、まだ町長の

ところには来ていないということでしたらあれですけれども、こういったことがもし起

きたとしたら、それはやはり指定管理者選定時のときのチェックというのはどうなのか

なというのが、我々も２月15日に公開で行われた総務文教厚生常任委員会で、企業滞在

型施設の指定管理者の選定ということで配付された資料の事業計画の中に、やはり広報

業務として宿泊施設としてのＰＲ活動を行いますとか、ああいうことがちゃんと書かれ

ていたわけです。 

  ですので、当然指定管理者としてはこの業務はちゃんとしかるべきことをこなして当

然だと思って我々も承認したというふうに私は記憶しておりますが、もしこういうこと

ができないとか再委託するということであれば、何か選定の際のチェック、我々も含め

てですけれども、チェックというのがちょっと甘かったのかなというふうに私は思うん

ですけれども、ちょっとまだ町長のところに話が来ていないということであれば、仮定

ということで本当に申し訳ないんですけれども、その点はどうでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 寝耳に水みたいな、そのようなお話だというふうに思っております。 

  少なくとも計画の段階から具体的に事業内容についてもるる説明をし、そして、ここ

に答弁にもありますように、長期にわたってしっかり運営をしていくということですか

ら、まだ始まって何か月かの間にそこが撤退をするなんていう話は、極めてそれはあっ

てはならない話だろうと、そんなふうに思っております。 

  ここに書かれている回答書は全くそんなことなんていうのはみじんもないことであり

まして、むしろ長期的にわたって戦略的にしっかりやってもらいたいという内容での答

弁でありますから、３か月で、今回質問にもありますけれども、３か月、４か月で答え

を求めるというのはそもそもそこは難しい話だよねと。じっくりと経営戦略を立てても

らいたいと。それだけの受託側としての社会的な信用度の高い企業でもありますし、国

内でも一流の企業であるという認識でありますから、まさかそういったことがあるとは、

今は少なくとも私どもとしては考えておりません。 

  それ以上答弁については難しいなと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） 私もそれを願っておりますが。 

  じゃ、ちょっとこの話は別にして、次に、宿泊の利用状況なんですけれども、この時

期、この状況下、この状況下というのはコロナの規制がない、しかも夏休みとかゴール

デンウイークを挟んだ実績としたら、まだまだ始まったばかりとはいうものの、まだま
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だ満足できないのではないかなというふうに思います。 

  というのも、例えば４月４日のプレオープンから６月末まで84日あります。が、２棟、

つまり１日２企業が入ることができるので、延べ168企業が入ることができます。 

  一方、この間、９企業33人が利用したということで、１企業当たり２人が利用したと

すると、延べ16.5社が利用できるということになります。これを割り返すと、企業の利

用率は約10％ということになります。２人が利用して約10％ということになります。 

  これと同様の計算でいくと、７月が37％、８月が46％、50％未満ということで、あと、

実際にここ多分５万円から７万円の宿泊代を、今の仮定ですけれども、２人で計算、利

用するということであれば、ちょっと考えられないぐらい高いので、もうちょっと人数

は多いんじゃないかなということで、そうすると利用率が下がるということになります。 

  確かに、町長がおっしゃるように右肩上がりの増加傾向にはあるわけですけれども、

コロナの規制のない夏休みとかゴールデンウイーク、この町内のほかの宿泊施設の予約

率や宿泊率と比べると、やはりかなり低い数字だと思います。 

  企業が宿泊する際に出張費として一般的な額というのは、やはり5,000円から１万円

の間だと思います、１人。シーズンオフでも４人で５万円というのは結構高いと思いま

す。もちろん金額設定は指定管理者のほうの考えがあることですし、一般の宿泊施設と

は違う、目的が違うというのは分かりますが、やはり常識的な価格ではないというふう

に私は考えます。 

  宿泊の際に町が望む利用目的を満たしていないと宿泊できないといったような、そん

なルールはあるんでしょうか。逆に、町が望む利用目的に合致したような場合は、何か

優遇みたいなのはある、そういったようなルールはあるんでしょうか。あるかないかち

ょっとお聞き……。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 特段そういったことで町が優遇されるというようなことはないと、指定

管理者の経営の範疇の中で運用していただくと。 

  いずれにしても、ここにも記載されているとおり、一定の利用率がなければ収支が取

れないと、バランスが取れないということになりますから、そこは経営として、当初収

支計画を出されてきておりますけれども、年間を通して40％台でなかったかなと、そん

なふうに思いますけれども、それらの目標にどう具体的に答えを出すかというのが会社

としての役割だと、そんなふうに考えております。 

  二、三週間前になりますか、無印の関係の執行役員がこちらに来ていましたのでお会

いしましたけれども、少なくとも先ほどのどこかに運営を任すだとか、そういうお話と
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いうのも一切ない。むしろこれからいろいろなことに取り組んでいきたいという話はさ

れているところでございます。 

  また、この料金設定も指定管理の中で定められたその上限というのはあって、その範

疇の中でどうするかということは運営側に任せているところでありますから、その範疇

の中での料金設定だと、そんなふうに思っております。 

  いずれにしても、その辺の市場のニーズといいますか、町ができるようなそういう価

格帯だとか、あるいは広告、宣伝だとか、その辺がどう進められているのか、こちらと

しては、そこについてはよりプロフェッショナルな立場の運営会社だと、そのように認

識しておりますので、この後、今年、来年、再来年というような流れの中でしっかりと

成果が見ていただけるものだと、こんなふうに期待を寄せているところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） いずれにしても、今よりは多分、このままでは終わらなくて、

まだ改善向上の余地があると思うので、全国の企業だけではなくて、ちょっと思ったの

は、先ほどもちょっと言いましたが、町民への利用や宿泊ＰＲもぜひお願いしたいとい

うふうに思っています。 

  その全国ＰＲ、今プロの集団だからということでおっしゃいましたが、何かそういう

具体案というのは聞いておりますでしょうか。もし聞いていたら教えていただきたいと

思うんですけれども。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 町長のほうには……。指定管理の範疇の中での要求をしていくものだろ

うと、そんなふうに思っております。個別には特にやり取りはしておりません。 

  ただ、先ほど申し上げたように、執行役員との話の中では、無印良品を具体的に来て

もらって、それでそれをきっかけにしながら、さらに無印、設計、ハウス、そして広告

の関係のスパイスボックス、この辺がしっかり連携をして、この事業を取り進めていき

たいというようなお話を受けているということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） じゃ、それにちょっと私も期待したいと思います。 

  次に、交流スペースの利用状況なんですが、先ほど４月に町内業者のマルシェとかヨ

ガイベントとか、そういったことをいろいろずらずらと並べましたけれども、それ全部

合わせると、そこの数だけ言うと11ありました。ここ４月オープンから８月末まで146

日あるうちの11個のイベントというと、割り算すると大体13日ちょっとなんですけれど

も、大体アバウトに言うと月に２回程度のことになります。 
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  月に２回程度のイベントの開催というのは、何かちょっと、いつも横を通ってシーン

としている感じを見ると、ちょっと少ないんじゃないかなというふうに私思うんですけ

れども、ここも多分町長には、もう任せてあるからという回答だとは思うんですけれど

も、この点についてどうですか。私はちょっと残念だなと、少ないなと思うんですけれ

ども、そこら辺はいかがでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 今少ないといいますか、今はそういう実態にあるということだろうとい

うことはもう現実の問題でありますから、見ていないというふうに思いますが、この企

業滞在型ということでの施設の目的、使命、それはフリーにお客さんを呼び込むだとか、

そういう施設が最大の目的としたところというよりも、企業との連携をどうするかとい

う、そこにあるわけでありますから、発信先は企業というところになるんだろうという

ふうに思います。 

  初期段階では一般の部屋としても貸し出すということで、それなりの運営方針で動い

たということですけれども、先ほどあったように、企業側から、いわゆる２階のところ

はある程度プライバシーをしっかり守れるようにするために、企業滞在型の目的として

は、それはいろいろな人方が交じり合うというのは、これはなかなか難しいのではない

かというようなことから変えたということでありますから、その企業滞在型の施設とし

ての機能を果たしていくという、そういうことだろうというふうに思います。 

  そういったときに、企業が直ちに、できたからすぐ手を挙げてという企業のスピード

感というのは、果たして一般的にどうなのかという感じがします。そういった意味では、

建てる前にどれだけ準備をしたかというのがあるんだろうというふうに思います。そう

いう施設ができるから企業ぜひ利用してくださいという段取りで来たのか、スタートし

てから動き始めたということであれば、そうそう企業側としては、会社の決まりの中で、

あるいは年間の事業の中で、急にそこにというふうになるかどうかというのは、やはり

考える余地があるんだろうというふうに思いますので、そういったことも含めて、ある

程度戦略的にじっくりと、そこのところは客層を増やしてほしいというようなこの所期

の目的をそのことによって達成してもらいたいと。 

  指定管理のときに、いわゆる広告会社としていろいろとお付き合いをし、そしてコン

サルティングしている会社の企業の名も出ておりましたから、そういったところが利用

の対象として来てくれるのではないだろうかなと、こんなふうには期待しておりますけ

れども、今の今日ということになると、果たして一般の営業でスタートからどんといく

という形と、それから企業滞在型の施設ということの運用の仕方と、その辺は若干時間
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差があるのではないかなという気はしております。 

  全く違った形でありますけれども、町なかにできたホテルについても、１年目につい

てはかなり苦労していたという話を聞いております。それが着実に浸透していって、今

年はかなりお客が入り込みがあるということでありますから、そういうフリーの人方と

いうよりも、目的がそこにあるということですから、もう少し時間を与えてやってもい

いのではないかなというふうに思いますので、３か月で今段階で、実態としては言われ

たとおりでありますけれども、それで全て判断するというのは、もう少し時間を与える

必要があるというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） 確かに私もそう思います。 

  ただ、10年間の長期指定管理を結んでいるので、長期的な経営戦略で事業を進めてい

くという、そういうことが必要だというふうに認識しているという答弁が当然なされた

わけですけれども、本当に確かにそうなんでしょうけれども、計画とは違って、実際に

走り出すと損が出たり利益が出たり、それはもう初めの段階ではそういうことがあると

思うんですけれども、その状況というのは、やはりあの計画書では年度ごとに財務諸表

を出すというような約束だったと思います。 

  ただ、ちょっと簡単な資料でもいいんですけれども、口頭でもいいんですけれども、

そういったことは町としてやはり把握したらどうかなというふうに私は思っているんで

すけれども、そこら辺はいかがですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 指定管理契約書の中に年間通しての報告もありますし、それからその都

度、月決めの報告なんかももらうようにしておりますので、それはそれとして確かなも

のだというふうに思います。 

  いずれにしても、この運営会社にとっても、支出というのはもうどんなことがあって

も出ていくのはありますから、それを未来それでよしなんていうことは考えられない一

番大事な経営の根幹をなすところだというふうに思います。 

  そのことは短期的に今の状況はこうだと、これは会社のほうにも多分説明する話、会

社が会社の本体といいますか上層部に報告する、経営者のほうのそちらのほうに報告す

るという、それは当然やっているはずだろうと思いますから、その辺は容認される範囲

の中で多分説明をしながら動いていくものだろうと、そんなふうに考えております。 

  １年間たってどうして、そして２年目の戦略をどうしていくのか、これは町が改めて

何かの形で支援するということはあり得ないということでありますから、契約は契約書
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に基づいて町が約束し、協力金だとかこれらについてはしっかり責任を持ってやっても

らいたいと。そこにまた職員もいますから、その人件費なんかもかさんでいく話だろう

というふうに思いますので、それはそれとして、会社としてはその辺はプラスになるよ

うな戦略をしっかり立てていってもらいたいなということでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ７番、中村哲郎議員。 

○７番（中村哲郎議員） それを聞いて安心しました。 

  次に、この施設で行われたイベントについてなんですけれども、私なりに何十人かの

人に聞いてみたんですけれども、ほとんどの方が知らないという結果です。 

  このイベント、先ほど計画書を見ると、スパイスボックスとしてのノウハウを生かし

てデジタルを中心としたコミュニケーションを実施していきますという、計画書にも盛

られていたんですけれども、地域振興に寄与するということも一つの目的であるという

ことなので、もっと町民への周知を重視したほうがいいんじゃないかなとは思うんです

けれども、そこら辺についてはいかがでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 それはイベントの性格によって、町民が積極的に参加してもらいたいと

いう性格のもの、それから、企業型の滞在ということですから、あそこを使ってオンラ

インでやり取りすると。これなかなか町民がと言われても、企業の目的に沿ってやり取

りするということですから、それはそれとしてやってもらうということであります。 

  ただ、日常的に町民向けにイベントを四六時中できるかというと、現実の問題そこま

で要求できる限界というのはあるのではないだろうかなと。ただ、今度行われる一番、

ある意味では町民の方々からも、皆さん方からも期待されている無印の関係の、そうい

ったイベントなんかについては、きっと関心を持って参加してもらえるのではないだろ

うかなということでございます。 

  ダイナミックに町民のイベントをあそこで毎日開催するというのは、そもそもそれは

事業の中に一つはありますけれども、それを日々、あるいは週ごとに毎回こちらのほう

からこうせい、ああせいというのはなかなか難しい。やれる範囲の中で多分動いていっ

て町民との接点を持っていくと。やっぱりある程度いいものが来たりすれば、ああ、よ

かったなと、こんなふうにぜひやってもらいたいなという、こちらのほうからも希望と

期待し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） 最後になりますけれども、今町長が言われた無印良品の商品の

移動販売会というのは町民の要望だと思いますので、ぜひ成功させていただきたいと思
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います。 

  ただ、以前「ガイアの夜明け」でしたっけ、無印の戦略だったかな、見たように、無

印の移動販売戦略と本町のニーズがマッチするような形で販売、そういうような販売会

になるように、戦略とのマッチングを考えないと、これも一過性のイベントで終わって

しまうのかなというような気がします。 

  私なら、もし、単にイベントを開催するだけじゃなくて、無印良品が移動販売戦略と

して、暮らしやすく住みやすい持続可能な地域づくりとか、地域住民の方から日々の生

活の困り事を伺って、その解決策を検討していくという、そういう戦略を掲げているこ

とから、まず１回目はとにかく町民の方に来てもらうＰＲをして、忌憚ない意見を求め

て、足りない商品やサービス、あったほうがいい商品やサービス、場所や日時、サイク

ルなど、アンケートとまでは言わないですけれども、そういったような意見を集めたほ

うが、そういった意見、そういうことに協力してくれた人にはちょっと特典を与えると

か、そんなようなことで、２回目あるいはその先につなげるような努力をしていただき

たいなと思います。 

  この無印と、この前あった古着ですか、こういったものは言ってみれば大きなイベン

トだというふうに思いますので、ぜひ成功させて未来につなげていただきたいと思いま

す。その点いかがでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 その辺については無印との中でしっかり考えられているものというふう

に思いますが、今提案のあった内容については担当を通してお伝えをさせていただいて、

少しでもそれが何らかの形で生かされることができればいいなと、そんなふうに思いま

すので、いずれにしても今月の末、新たなまた取組が動くということで、ぜひ議員にも

参加し、あるいは意見なんかをいただければなと、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） すみません、最後の最後ですけれども、イベントが町民に対し

ての認識度が低いということで、ちなみに、この前の古着の販売、チラシやＳＮＳによ

る告知とありましたが、一応何で知らせたのかという、チラシは多分あったと思うんで

すけれども、チラシにしたら、私は例えば電子版なので受け取れないですし、ＳＮＳと

いってもいろいろなＳＮＳがあるので、偏りがあるといけないと私は思っているんです

けれども、それで、広報とか町のホームページとかＩｎｆｏＣａｎａｌとか、ぜひ町の

公式案内ツールで発信してほしいと思うんですけれども、そこら辺はいかがでしょうか。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 
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○竹中 貢町長 検討させていただきますけれども、具体的に今回どういう形で情報を発

信したのかということについては、担当のほうから答弁させていただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 梶デジタル推進課長。 

○梶  達デジタル推進課長 今回の古着屋さんの移動販売会の告知についてですけれど

も、これは我々というよりは、指定管理者と、そこで事業を行った、売上のためにそこ

で商売を行った古着屋さんと、そこが指定管理者に利用料を払って行っているわけなの

で、そこは指定管理者と事業者のほうでチラシ、これが北海道新聞社と十勝毎日新聞社

に折り込みチラシを入れたというところと、にっぽうの家でＳＮＳの一つでインスタグ

ラムというのを持っておりますので、インスタグラムによるイベントの告知、また、道

の駅が近くにあっていろいろ連携をさせてもらっていますので、道の駅のほうのフェイ

スブック、インスタグラムでの告知というところがなされております。 

  このあたりをなかなか町が、町が共催ですとか町が一緒になって行う、主催する、町

が共催するイベントをそこで行う際の周知を町が行うというのは、町のフェイスブック

なども、バルーンフェスティバルですとか町の主催事業に関しては発信を行っています

けれども、なかなかあそこで民間企業が行うイベント全てを町のＳＮＳですとか、今回

の９月に予定されている無印良品の移動販売会は町が共催という形を取っておりますの

で、広報ですとか積極的な周知を行ってまいりたいと思っていますが、なかなかあそこ

で企業がビジネスを行う際の周知を町の公式のホームページであるとかフェイスブック

を使ってというのはなかなか難しいと、そのよ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） ありがとうございます。 

  今後も企業滞在型交流施設に関しては、関係人口の増加に向けて非常に期待している

ので、町や町民のためになるような管理、運用をお願いして、私の質問にしたいと思い

ますが、最後に一つだけお願いします。 

  定期的な、この前までちょっと草が伸びているという、ちょっと町内の方から、これ

も指定管理者の感覚だと思うんですけれども、あそこで管理をして、伸びていると思っ

たら町に相談するような、そんなような仕組みだと私は理解しているんですけれども、

そこら辺もちょっと、周りの人たちが見ていて、ちょっと伸びているなというような感

じも受けたので、そこら辺でどうしたらいいのかなというのをちょっと聞かせていただ

きたいなと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 梶デジタル推進課長。 

○梶  達デジタル推進課長 これは指定管理料を払っていないとはいえ、指定管理とい
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う形で契約を結んでおりますので、指定管理事業者のほうで適宜判断をして、芝刈りの

実施ですとかということは行ってくれているものと、こちらのほうはそのような理解で

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） そこは何か町のやはり入り口でもあるので、ちょっと注意して

管理していただきたいなというふうに思います。 

  以上です。ありがとうございました。 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、７番、中村哲郎議員の一般質問を終わります。 

  これをもって一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩します。 

（午後 ４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。 

（午後 ４時２２分） 

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

◎報告第４号及び報告第５号の上程、説明、質疑 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第８、報告第４号令和３年度上士幌町財政健全化判断比率

の報告について、日程第９、報告第５号令和３年度上士幌町公営企業資金不足比率の報

告について、以上２件を一括して議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  宮部企画財政課長。 

○宮部直人企画財政課長 ただいま上程されました報告第４号令和３年度上士幌町財政健

全化判断比率の報告について、報告第５号令和３年度上士幌町公営企業資金不足比率の

報告についてを一括して、その内容につきましてご説明、ご報告申し上げます。 

  財政健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率は、平成19年度に制定されました地

方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第22条第１項の規定に基づき、

監査委員の審査に付し、その意見をつけて議会に報告するものであります。 

  初めに、報告第４号令和３年度上士幌町財政健全化判断比率の報告についてご説明い

たします。 

  それでは、報告第４号、２ページ目、健全化判断比率報告書をご覧願います。 

  財政健全化判断比率は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負

担比率の４つから構成されており、各比率の括弧書きはそれぞれの指標の早期健全化基
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準を表しております。 

  また、参考欄につきましては、黒字決算であったため比率が算定されなかったものの、

参考数値として計算結果を記載したものであります。 

  初めに、実質赤字比率とは、普通会計の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度

合いを示す指標です。本町の場合は一般会計が対象となりますが、黒字決算となってお

りますので数値が算出されなかったものであります。 

  次に、連結実質赤字比率とは、特別会計を含めた全ての会計を対象とし、町全体とし

て赤字の程度を指標化したものであります。本町の場合は一般会計及び５特別会計が対

象となりますが、全ての会計において黒字決算となっておりますので数値が算出されな

かったものであります。 

  次に、実質公債費比率とは、全ての会計における地方債元利償還金と一部事務組合の

償還金負担分、公債費に準ずる負債の償還金を合わせたもので、町の経常的な収入に対

する借入金の割合を指標化したものであります。算定には令和元年度から３年度までの

３か年平均値が用いられ、令和３年度の算定数値は7.9％となっており、昨年度の7.5％

に比較して0.4％増加いたしました。 

  増加の主な要因としましては、平成29年度に借入れを行った過疎対策事業債につきま

して、３年間の据置期間が終了して、令和３年度から元金償還が始まったことから、令

和３年度の単年度数値が上昇したものであります。 

  次に、将来負担比率とは、全ての会計と加入している一部事務組合、第三セクター等

が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率をいいます。

すなわち、町が返済しなければならない借入金や負担金等の残高の程度を指標化し、将

来的に財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものであります。本町においては、

将来負担額に対し充当可能な基金や普通交付税で措置される額が大幅に上回っているこ

とから、数値が算出されなかったものであります。 

  以上、４つの指標全てにおいて、括弧書きに記載しております早期健全化基準を下回

っております。 

  また、指標の財政健全化判断比率につきましては、その算定となる資料を添付して監

査委員の審査に付し、別紙のとおりの意見をいただいておりますので、ご参照をお願い

いたします。 

  次に、報告第５号令和３年度上士幌町公営企業資金不足比率の報告についてご説明申

し上げます。 

  次ページの資金不足比率報告書をご覧ください。 
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  資金不足比率とは、水道や下水道などの公営企業の資金不足を公営企業の事業規模で

ある料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すものでありま

す。 

  令和３年度は水道事業会計、公共下水道事業会計の２会計とも黒字決算となったこと

から数値が算出されなかったものであり、右側の欄に記載しております経営健全化基準

を下回っております。また、指標の資金不足比率につきましても、その算定の基礎とな

る資料を付して監査委員の審査に付し、別添のとおりの意見をいただいておりますので、

ご参照お願いいたします。 

  以上、報告第４号並びに報告第５号を一括してご説明、ご報告させていただきました。

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより２件を一括して質疑を

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） 前回、委員会の中で報告があり、質疑させてもらったんですが、

正式な報告というのは議会ですので、確認の意味で質疑させてもらいます。 

  実質公債費比率なんですが、令和３年度、３年間の中では7.9なんですが、今後につ

いて、以前から令和８年がピークで、その後は減るというふうな報告を受けているんで

すが、そのことについて確認をしたいと思いますが、どれぐらいの数字になるのか、そ

の後については見通しとしてどうなっていくのか、質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 宮部企画財政課長。 

○宮部直人企画財政課長 委員会の際にも同様のご質問をいただきまして、回答申し上げ

ているところでございますけれども、実質公債費比率につきましては、議員おっしゃい

ましたとおり、総合戦略策定時に収支をしたものでありますけれども、その際に令和８

年度がピークになるということを確認しております。その部分についてもご説明をして

いるところです。 

  これにつきましては、消防庁舎の建設に関わる起債の償還が影響を及ぼしてピークを

迎えるということで、その後、試算によっては、その後は指標も下がっていくというよ

うな想定をしております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって報告第４号及び報告第５号に対する質疑を終結い

たします。 

  以上で報告第４号及び報告第５号を報告済みとし、報告を終わります。 
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 ────────────────────────────────────── 

◎報告第６号の上程、説明、質疑 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第10、報告第６号専決処分の報告についてを議題といたし

ます。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  渡部建設課長。 

○渡部 洋建設課長 ただいま上程されました報告第６号専決処分の報告について、その

提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  令和４年６月27日に発生しました町営住宅北団地40号、漏水事故について、地方自治

法第180条第１項の規定により、令和４年７月19日付で専決処分を行い、示談の合意に

ついて取り交わしたところでありますが、損害賠償の額の決定及び和解について、同条

第２項に基づき議会に報告するものであります。 

  専決処分の内容につきましては専決処分書をご参照願います。あわせて、報告第６号

関係、事故発生状況図もご参照ください。 

  １、賠償の相手方は記載のとおりであります。 

  ２、事故の概要でありますが、令和４年６月27日午後４時15分頃、町営住宅北団地40

号の脱衣所天井で水道管の漏水が発生し、相手方の物品に損害を与えたものであります。 

  ３、和解の内容でありますが、（１）損害額、相手方の損害額は５万5,790円とする。

内訳は、食器棚ほか物的損害額５万2,790円、クリーニング代3,000円であります。（２）

過失割合、町の過失割合は100％とする。（３）損害賠償額、町の損害賠償額は、相手

方の損害額の100％である５万5,790円とする。（４）決裁の方法、町は相手方に５万

5,790円を支払う。（５）その他、今後本件に関しては異議を申し立てないこととする。 

  以上、報告第６号専決処分の報告についての説明とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより報告第６号に対する質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、報告第６号に対する質疑を終結いたします。 

  以上で、報告第６号については報告済みといたします。 

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

◎報告第７号の上程、説明、質疑 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第11、報告第７号専決処分の報告についてを議題といたし

ます。 
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  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  渡部建設課長。 

○渡部 洋建設課長 ただいま上程されました報告第７号専決処分の報告について、その

提案理由と内容についてご説明申し上げます。 

  令和４年７月４日に発生しました暴風雨による公園樹木の枝折れに伴う隣接地の物損

事故について、地方自治法第180条第１項の規定により、令和４年７月19日付で専決処

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

及び和解について、同条第２項に基づき議会に報告するものであります。 

  専決処分の内容につきましては専決処分書をご参照願います。あわせて、報告第７号

関係、事故現場位置図もご参照ください。 

  １、賠償の相手方は記載のとおりであります。 

  ２、事故の概要でありますが、令和４年７月４日午後３時頃に発生した暴風雨により、

交通公園内北東側に生育する桜の枝が折れ、隣接地の相手方が所有する角波カラー鉄板

製の塀に接触し、当該鉄板３枚分を破損させたものであります。 

  ３、和解の内容でありますが、（１）損害額、相手方の損害額は２万900円とする。

内訳は、角波カラー鉄板製塀修理代２万900円であります。（２）過失割合、町の過失

割合は100％とする。（３）損害賠償額、町の損害賠償額は、相手方の損害額の100％で

ある２万900円とする。（４）決裁の方法、町は相手方に２万900円を支払う。（５）そ

の他、今後本件に関しては異議を申し立てないこととする。 

  以上、報告第７号専決処分の報告についての説明とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより報告第７号に対する質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

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

  以上で、報告第７号については報告済みといたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 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 ４時３７分） 

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

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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（午後 ４時４５分） 

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

◎同意第２号の上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第12、同意第２号教育委員会委員の任命についてを議題と

いたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに町長から提案理由の説明を求めます。 

  竹中貢町長。 

○竹中 貢町長 教育委員会委員の任命について。 

  ただいま上程されました同意第２号教育委員会委員の任命について、提案理由と内容

をご説明申し上げます。 

  教育委員会委員であります西田英豊氏が令和４年９月30日をもって任期満了となるた

め、その後任委員を任命したいので、議会の同意を求めるものであります。 

  氏名、黒沼大亮氏、住所及び生年月日は記載のとおりでございます。 

  以上、同意第２号教育委員会委員の任命について、提案理由と内容のご説明を申し上

げました。ご審議の上、ご同意くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたが、本件は人事案件でありますので、

質疑及び討論については、議会運用例第105条の２の規定により、これを省略いたしま

す。 

  これより直ちに同意第２号を採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本件は原案に同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、同意第２号は原案に同意することに決定いたしました。 

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

◎会議時間の延長 

○議長（杉山幸昭議長） お諮りいたします。 

  本日の会議時間は、議事の都合により、この際、あらかじめこれを延長したいと思い

ますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議時間は延長することに決定いたしました。 
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 ────────────────────────────────────── 

◎認定第１号から認定第６号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第13、認定第１号令和３年度上士幌町一般会計歳入歳出決

算の認定について、日程第14、認定第２号令和３年度上士幌町国民健康保険特別会計歳

入歳出決算の認定について、日程第15、認定第３号令和３年度上士幌町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第16、認定第４号令和３年度上士幌町介護

保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第17、認定第５号令和３年度上士幌町

水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第18、認定第６号令和３年度上士

幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以上６件を一括して議題と

いたします。 

  初めに、認定案について理事者から提案理由の説明を求めます。 

  杉原副町長。 

○杉原祐二副町長 ただいま上程されました認定第１号から認定第６号、令和３年度上士

幌町一般会計歳入歳出決算の認定ほか５特別会計の歳入歳出決算の認定について、その

決算の概要をご説明申し上げます。 

  まず初めに、令和３年度決算総括及び決算収支の状況につきましてご説明申し上げま

す。 

  配付させていただいております附属資料、令和３年度決算に係る主要な施策報告書、

１ページ及び２ページにまとめておりますので、ご参照願います。 

  一般会計及び５特別会計を合わせた全会計の予算総額は111億1,457万2,000円で、令

和２年度と比較いたしますと16億9,970万円の減となっております。この予算の執行結

果につきましては、歳入においては111億7,716万5,000円の決算額となり、予算総額と

比較して6,259万3,000円の増、収納率は100.6％となっております。一方、歳出におきま

しては、決算額106億2,222万9,000円で、予算総額と比較して４億9,234万3,000円の執行

残、予算執行率は95.6％となったところであります。 

  このような歳入歳出決算額における形式収支は、一般会計及び５特別会計の全てにお

いて黒字となり、その黒字総額は５億5,493万6,000円で、翌年度へ繰り越すべき財源を

除いた実質収支も５億5,059万4,000円の黒字となりました。 

  なお、一般会計及び国民健康保険特別会計並びに介護保険特別会計においては、実質

収支の黒字額から総額２億7,654万4,000円を条例の規定によって基金に編入したところ

です。 

  次に、各会計の決算の状況を申し上げます。 
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  一般会計であります。 

  最終予算額91億8,352万7,000円に対し、繰越明許費に係る未収入財源が4,269万8,000

円となったため、歳入決算額は92億7,476万4,000円、予算額に対して9,123万7,000円の

増、収納率は101％になりました。歳出の決算額は87億5,998万5,000円、翌年度への繰越

額が4,704万円となったため、予算額との比較で４億2,354万2,000円の執行残、執行率に

おいて95.4％となり、歳入歳出差引額で５億1,477万9,000円の黒字決算となりました。 

  また、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は５億1,043万7,000円の黒

字決算となっております。 

  次に、国保会計です。 

  最終予算額７億3,787万8,000円に対して、歳入決算額は７億761万4,000円となり、予

算額との比較で3,026万4,000円の減、収納率で95.9％となりました。一方、歳出決算額

は６億9,543万6,000円、予算額との比較で4,244万2,000円の執行残、執行率は94.2％と

なり、歳入歳出差引額及び実質収支額で1,217万8,000円の黒字決算となっております。 

  次に、後期高齢者会計でございます。 

  最終予算額１億468万4,000円、これに対して歳入決算額は１億446万6,000円、予算額

との比較で21万8,000円の減、収納率99.8％となりました。歳出決算額は１億272万8,000

円、予算額との比較で195万6,000円の執行残、執行率98.1％となりました。歳入歳出差

引額及び実質収支額で173万8,000円の黒字決算であります。 

  次に、介護保険会計につきましては、最終予算額６億4,596万2,000円、これに対して

歳入決算額６億5,119万7,000円、予算額との比較で523万5,000円の増、収納率で100.8％

となりました。一方、歳出決算額は６億2,584万8,000円、予算額との比較で2,011万

4,000円の執行残、執行率96.9％、歳入歳出差引額及び実質収支額で2,534万9,000円の黒

字決算となりました。 

  次に、水道会計です。 

  最終予算額１億8,049万円、歳入決算額１億7,831万4,000円、予算額との比較で217万

6,000円の減、収納率で98.8％となりました。歳出決算額は１億7,780万3,000円、予算額

との比較で268万7,000円の執行残、執行率98.5％、歳入歳出差引額及び実質収支額で51

万1,000円の黒字決算であります。 

  最後に、下水道会計の決算状況についてでございます。 

  最終予算額２億6,203万1,000円、これに対して歳入決算額２億6,081万円、予算額との

比較で122万1,000円の減、収納率99.5％となりました。また、歳出決算額は２億6,042万

9,000円となり、予算額との比較で160万2,000円の執行残、執行率で99.4％、歳入歳出差
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引額及び実質収支額で38万1,000円の黒字決算となっております。 

  以上、令和３年度各会計の決算状況についてご説明いたしました。ご審査の上、ご認

定賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、議会運用例第60条の規定により、監査委員より決算審査

の意見を求めます。 

  根本広実代表監査委員。 

○根本広実代表監査委員 令和３年度の上士幌町一般会計及び５特別会計の歳入歳出決算

並びに基金運用状況につきまして、私と大戸監査委員によりまして、実質31日間を要し、

必要に応じて各課部局の担当職員から事情聴取をするなど、慎重かつ厳正に審査をいた

しました。 

  審査の結果につきましては、別紙、令和３年度決算審査意見書、決算審査の概要のと

おりでございますので、ご覧をいただきたいと存じます。 

  審査の対象、審査の期間、審査の場所については記載のとおりでございます。 

  次に、審査の方法ですが、令和３年度上士幌町一般会計及び５特別会計については、

歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する

調書に基づき審査を行いました。 

  審査に当たっては、決算の計数は証書類及び関係諸帳簿と符合し正確であるか、予算

が議会の議決の趣旨に沿って執行されているか、基金については基金条例の趣旨に沿っ

て運用されているか、収入、支出、財産の管理及び基金の管理運用等の財務に関する事

務等が、地方自治法その他関係法規に準拠し適正に処理されているか、以上の３項目に

重点を置き、また、例月出納検査の結果も考慮し、関係職員から事情聴取するなどによ

り慎重に審査をいたしました。 

  審査の結果、令和３年度上士幌町一般会計及び５特別会計歳入歳出決算額は、証書類

及び関係諸帳簿と照合し、相違ないことを確認し、予算の執行及び収入、支出等の財務

に関する事務等について適正に執行されたものと認めるものであります。 

  以上、令和３年度決算審査結果とさせていただきます。 

○議長（杉山幸昭議長） 認定案件６件の提案説明及び監査委員の決算審査意見が終わり

ました。 

  これより質疑を行いますが、認定案件６件に対する質疑は、議会運営委員長の報告に

ありましたように、決算審査特別委員会を設置して、これに付託の上、審査したいと思

います。 

  また、監査委員の決算審査意見に対する質疑は、議会運用例第58条の３第２項の規定
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により、決算審査特別委員会において行うことができますので、質疑は大綱的なものに

とどめ、詳細な質疑は決算審査特別委員会において行うようご協力をお願いいたします。 

  それでは、これより質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上をもって質疑を終結いたします。 

  ここでお諮りいたします。 

  ただいま議題となっております認定第１号から認定第６号までの令和３年度一般会計

ほか５特別会計の決算認定の審査については、議長を除く10名の委員をもって構成する

決算審査特別委員会を設置し、これに６件を一括して付託し、審査いたしたいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、認定第１号から認定第６号までの決算認定の審査については、議長を除く10

名の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに６件を一括して付託し

審査することに決定いたしました。 

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

◎決算審査特別委員会の委員長、副委員長の互選について 

○議長（杉山幸昭議長） ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員長及び副委

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

おりますが、議会運用例第113条の１の規定により、あらかじめ議会運営委員会におい

て協議いたしました。 

  お諮りいたします。 

  この際、決算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選の方法は、議長の指名推選

により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、決算審査特別委員会の委員長及び副委員長は議長において指名することに決

定いたしました。 

  それでは指名いたします。 

  決算審査特別委員会の委員長に９番、斉藤明宏議員を、副委員長に７番、中村哲郎議

員を指名いたします。 

  お諮りいたします。 
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  決算審査特別委員会の委員長に９番、斉藤明宏議員を、副委員長に７番、中村哲郎議

員を選任することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、決算審査特別委員会の委員長に９番、斉藤明宏議員を、副委員長に７番、中

村哲郎議員を選任することに決定いたしました。 

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

◎議案第４４号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第19、議案第44号上士幌町コミュニティバス条例の制定に

ついてを議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  宮部企画財政課長。 

○宮部直人企画財政課長 ただいま上程されました議案第44号上士幌町コミュニティバス

条例の制定について、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  本条例はこれまでの高齢者等福祉バスをコミュニティバスとして運行することにより、

上士幌町内において町民の日常生活に必要な交通手段を確保し、町民の福祉の向上を図

るため、コミュニティバスの運行及び管理に関し必要な事項を定めるものであります。 

  条例の内容についてご説明いたします。 

  条例の構成につきましては、全体で11条の構成となっています。 

  第１条では趣旨を定めております。 

  第２条では運行の方法を道路運送法第79条の規定に基づく自家用自動車の有償運送と

することを定め、第３条では管理を定めております。 

  第４条では運行回数等を定めており、路線、運行区間ほかについては規則で定めるも

のとし、災害等では運行の休止等をすることができるとしています。 

  第５条では使用料を定めております。第１項では使用料を無料とする該当者を定め、

第２項では使用料を１乗車につき100円としております。 

  第６条では使用料の不還付を定め、第７条は利用の制限を定めております。 

  第８条では過料を定め、使用料の徴収を免れ、または免れようとした者は使用料と同

額の過料を納付しなければならないものとしております。 

  第９条では原状回復及び損害賠償の義務を定め、第10条では業務の委託を、第11条で

は委任を定めております。 

  なお、この条例は令和４年10月１日から施行するものであります。 
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  以上、上士幌町コミュニティバス条例の制定について、その提案理由と内容をご説明

いたしました。ご審議の上、ご可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第44号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） この条例については十分にさきの委員会で了解していると思

いますが、その際、使用料に関わる部分の無料者の確認について、これきっと11条の別

紙で別に定めるという形で考えたと思うんですけれども、そこを同時に、このような確

認、簡素に確認できる部分。ということは、ここには療育手帳とかいろいろ見せんなら

んとか、そんなイメージがちょっとあるんですけれども、ここら辺についてやっぱりト

ラブルを避けたり、運転手さんもいつまでも同じ運転手さんではないかもしらんとか、

乗車する際も何かのパスを持っているとか、そういうやっぱり便宜性を、簡易化を図っ

たほうがいいかと思うんですけれども、同時にそれについては、条例の発信と同時にそ

れが対応できるか、これを確認させてください。 

○議長（杉山幸昭議長） 宮部企画財政課長。 

○宮部直人企画財政課長 無料該当者の確認方法につきましては、現在いわゆるパス等を

該当者に配布するということも検討しているところでございます。 

  ただ、すぐにその準備ができるかどうか、今調整、検討しておるところで、当初スタ

ートに関しては、これまでの高齢者等福祉バスと同様に、介護保険者被保険者証、ある

いは手帳等、そういったものを提示してもらうとうことでまずはスタートを切らせてい

ただきたいということで今検討しております。 

  その後、早い段階で、できれば無料になることが分かるようなパスのようなもの、そ

ういったものをお配りをした上で、それを持ってご乗車いただけないかということを検

討してまいります。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第44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44号は、会議規則第39条第１項の規定により総

務文教厚生常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 
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  よって、議案第44号は総務文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。 

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

◎議案第４５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第20、議案第45号財産の減額貸付についてを議題といたし

ます。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  船戸総務課長。 

○船戸竜一総務課長 ただいま上程されました議案第45号財産の減額貸付について、その

提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  旧上音更小学校の土地及び建物について、貸付料を減額し、貸付けすることといたし

たいことから、地方自治法第96条第１項第６号の規定に基づき、議会の議決を求めるも

のであります。 

  １、貸付けをする町有財産ですが、（１）土地につきましては、旧学校用地総面積２

万983平方メートルのうち１万6,550平方メートルとなっております。 

  別紙で配付しています議案第45号関係資料をご参照願います。 

  こちらの赤い色の線で囲っているのが貸付け対象の土地であります。 

  （２）建物につきましては、旧校舎、旧屋体及び旧教職員住宅４棟ほかとなっており

ます。詳細につきましては議案の一覧表のとおりであります。 

  ２、貸付けの相手方ですが、東京都港区北青山２丁目７番13号、株式会社ＴＫＦ、代

表取締役、上村龍文氏であります。 

  ３、貸付料を減額する理由でありますが、学校跡地及び建物を貸付けすることにより、

新たな事業展開が可能となり、雇用の創出等の地域振興につながるとともに、施設の有

効活用が期待されることから、貸付料を減額するものであります。 

  ４、貸付期間は、令和４年10月１日から令和９年９月30日までであります。 

  ５、減額後の貸付料の額は、年額120万円であります。 

  なお、町の財産貸付料の算定基準に基づき算定される貸付料につきましては、土地、

建物合計金額で909万3,749円であります。 

  以上、提案理由とその内容についてご説明させていただきました。ご審議の上、ご可

決いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第45号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 



－100－ 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第45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45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45号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第４６号から議案第４９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第21、議案第46号令和４年度上士幌町一般会計補正予算

（第４号）、日程第22、議案第47号令和４年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）、日程第23、議案第48号令和４年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第

１号）、日程第24、議案第49号令和４年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算

（第１号）、以上４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46号から第49号の令和４年度一般会計

補正予算並びに３特別会計補正予算の内容についてご説明申し上げます。 

  補正総額は１億1,846万5,000円の追加補正となります。補正後の予算規模は、一般会

計並びに５特別会計の総額で111億5,906万6,000円となります。 

  それでは、補正内容を申し上げます。 

  議案第46号、一般会計補正予算（第４号）であります。 

  １ページをご覧ください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ9,612万4,000円を追加し、予算総

額を91億33万6,000円とするものです。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２

ページから４ページ、第１表のとおりです。 

  第２条では、５ページの第２表にありますとおり、地方債補正といたしまして、臨時

財政対策債の限度額を4,573万7,000円から3,969万8,000円に変更補正するものです。 

  次に、歳出のうち追加補正の主なものといたしましては、13ページの款総務費、町税
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等過誤納還付金経費652万1,000円、企画管理経費490万円、16ページの款衛生費、新型

コロナウイルスワクチン接種体制確保事業2,424万6,000円、17ページ、款農林水産業費、

持続的畑作生産体系確立緊急対策事業1,351万1,000円、畜産クラスター関連事業875万

円、18ページ、ナイタイ高原牧場運営安定化基金積立金1,501万1,000円、19ページ、款

商工費、商店街活性化対策事業1,050万円を追加補正いたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、28ページをご覧ください。 

  議案第47号、国民健康保険特別会計補正予算（第２号）でございます。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ213万7,000円を追加し、予算の総

額を７億4,942万6,000円とするものです。 

  第２項の歳入歳出予算の金額は、29ページ、第１表のとおりです。 

  次に、主な補正の内容につきましては、32ページから33ページの特定健康診査等事業

62万2,000円、予防接種事業26万円、国庫補助金等返還金125万5,000円を追加補正するも

のです。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  次に、34ページをご覧ください。 

  議案第48号、介護保険特別会計補正予算（第１号）です。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,623万8,000円を追加し、予算の

総額を６億6,563万5,000円とするものです。 

  第２項の歳入歳出予算の金額は、35ページ、第１表のとおりです。 

  主な補正の内容につきましては、介護給付費等負担金返還金1,623万8,000円を追加補

正するものです。 

  事項別明細書以下については、説明を省略させていただきます。 

  次に、39ページをご覧ください。 

  議案第49号、公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）です。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ396万6,000円を追加し、予算の総

額を２億8,413万1,000円とするものです。 

  第２項の歳入歳出予算の金額は、40ページ、第１表のとおりです。 

  第２条では、41ページの第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1,550万円から1,730万円に、過疎対策事業の限度額を1,540万円から

1,730万円に変更補正いたします。 

  補正の内容につきましては、下水道施設整備事業396万6,000円を追加補正するもので
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す。 

  事項別明細書以下については、説明を省略させていただきます。 

  以上、一般会計並びに３特別会計の補正内容についてご提案申し上げました。よろし

くご審議を賜り、ご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） 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46号令和４年度上士幌町一般会計補正予算（第４号）から質疑を行

います。 

  初めに、事項別明細書の歳出から質疑を行います。 

  事項別明細書の歳出は、13ページから款ごとに一括して質疑を行います。 

  歳出、総務費及び民生費について質疑を行います。 

  13ページから16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） 13ページの自動運転バスの関係の補正なんですが、これは減額

については委員会説明してありましたので分かっているんですけれども、そのときに、

全体の事業費が当初申請したのは１億8,000万円なんですが、１億4,000万円に内示が下

りたということで報告を受けているんですが、このことについては今後どういう形で計

画を練り直し、いずれは補正しなければいけないと思うんですが、その辺について質問

いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 梶デジタル推進課長。 

○梶  達デジタル推進課長 今回は車庫の設計と工事費の減額と増額という相殺という

形になっておりますが、この際に内示があったということと、申請額１億8,000万円に

対して１億4,000万円の内示があったという速報で情報だけをお伝えいたしました。 

  ただいま、では全体の事業費を幾らにして実施するのかですとか、減額する場合はど

こを減額していくのかというところを調整しておりますので、会期中の委員会にてご説

明して、最終日の議会にて最終的な予算を議決いただければというふうに考えておりま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかにありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、衛生費から商工費に入ります。 

  16ページから19ページまで質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 
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○議長（杉山幸昭議長） 次に、土木費から教育費に入ります。 

  19ページから22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、給与費明細書及び地方債に関する調書は、23ページから

27ページまで一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の歳入は、８ページから12ページまで一括

して質疑を行います。質疑ありますか。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 歳入の地方交付税の関係なんですが、今回普通交付税として１

億3,200万円ほど補正していますが、これ７月時点で今年度の交付税が決定したという

ことで補正していると思うんですが、これにつきましてはほぼ全額に近い金額がここで

補正されたのかということと、それから、繰越金の関係で、当初予算では1,000万円繰

り越しているんですが、留保財源等について、繰越金についてどれぐらい残っているも

のかどうか、それも併せて今年度の、先ほどの１億数千万円と繰越金の１億円か２億円

か分かりませんが、その辺も含めて今年度使えるお金というふうに判断されると思うん

ですが、その辺について確認いたします。 

  それと、もう一点は、財政調整基金が今回３億円ほどですか、減額になっていますが、

これについては納税金の関係なのか、ちょっとその辺の関係について質疑いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 宮部企画財政課長。 

○宮部直人企画財政課長 普通交付税の関係につきまして、地方交付税ですけれども、議

員がおっしゃいましたとおり、７月に算定が行われまして、今年度の地方交付税の算定

額、決定額が出ております。これに伴いまして、実績額、算定額に合わせての増額補正

と、差額分を補正させていただくことで上程しております。 

  あわせて、繰越金ですけれども、繰越金に関しましては、今年度決算見込みとして２

億5,309万3,000円ということで見込んでおりまして、この決算額との差額分を今回全額

補正という形にしております。 

  この歳入の増額補正分を、ほかの増減もありますけれども、財源調整として、もとも

と財政調整基金で財源不足を埋めていた、財源不足のために繰り入れていた分を差し戻

すような形での繰入金の減額という形を取っております。 

  そういった意味では、交付税の決算額と予算額との差額がありませんので、そういっ

た形での留保額というのは今持ち合わせていないというような状況です。 
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○議長（杉山幸昭議長） 次に、事項別明細書の総括表は、６ページから７ページまで一

括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、一般会計補正予算書の１ページから５ページまでを一括

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46号令和４年度上士幌町一般会計補正予算（第

４号）の質疑を終わります。 

  次に、特別会計補正予算の質疑を行います。 

  特別会計の質疑は、歳入歳出を一括して質疑を行います。 

  議案第47号令和４年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、28ペー

ジから33ページまで一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第47号令和４年度上士幌町国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第48号令和４年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第１号）は、34ペ

ージから38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48号令和４年度上士幌町介護保険特別会計補正

予算（第１号）の質疑を終わります。 

  次に、議案第49号令和４年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、

39ページから45ページまで一括して質疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で、議案第49号令和４年度上士幌町公共下水道事業特別会

計補正予算（第１号）の質疑を終わります。 

  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。 
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  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46号から議案第49号までの令和４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46号令和４年度上士幌町一般会計補正予算（第４号）の討論を行いま

す。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第46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46号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第47号令和４年度上士幌町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の討

論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第47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47号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第48号令和４年度上士幌町介護保険特別会計補正予算（第１号）の討論を

行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第48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48号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第49号令和４年度上士幌町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）の
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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49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49号は原案のとおり可決されました。 

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

◎散会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上で本日の議事日程は全て終了いたしましたので、本日の会

議を終わります。 

  明日からは休会とし、本会議の再開は９月22日木曜日午前10時でありますので、ご承

知願います。 

  本日はこれにて散会といたします。 

（午後 ５時２９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、９月16日午前９時より委員会室において、議会運営委員全員の出

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

議方法等について審議いたしました。 

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

お手元に配付のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

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

  １点目は、日程第３、認定第１号から日程第８、認定第６号については、６件を一括

報告し、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。 

  なお、認定第２号から認定第６号までの５件は、議長を除く議員全員による特別委員

会において討論がありませんでしたので、討論を省略し、採決を行いますので、ご承知

おきお願いいたします。 

  ２点目は、日程第10、議案第51号令和４年被表彰者の決定については、人事案件であ

りますので、議案の上程前に本会議を休憩とし、休憩中に全員協議会を開催いたします

ので、ご承知おきお願いいたします。 

  以上をもって、議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

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

◎意見書案第３６号の上程、報告、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、産業経済建設常任委員会審査報告を行います。 

  意見書案第36号国土強靭化に資する社会資本整備等に関する意見書の提出についてを

議題といたします。 

  本案について、産業経済建設常任委員会委員長の報告を求めます。 

  産業経済建設常任委員会委員長、８番、江波戸明議員。 
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○産業経済建設常任委員長（江波戸 明議員） ただいま上程されました国土強靭化に資

する道路の整備等に関する意見書について。 

  令和４年９月６日に提出され、産業経済建設常任委員会に付託されました意見書案第

36号に係る事件について、次の内容で決定いたしました。 

  以下、審査の経過等を含めて報告いたします。 

  １、審査事項、意見書案第36号国土強靭化に資する社会資本整備等に関する意見書。 

  令和４年９月６日付託。 

  審査年月日、令和４年９月13日、１回。 

  審査場所、議場。 

  審査結果、当委員会は意見書案第36号に当たり、産業経済建設常任委員会全員で審査

の結果、全会一致をもって原案可決すべきものとして決定したことを報告いたします。 

  次に、審査の経過とその内容を報告いたします。 

  このたび、北海道町村議会議長会より要請があり、国土強靭化に資する社会資本に関

する整備等について、上士幌町議会の運用に関する申合せ事項第130条の２において、

議長会などから依頼の意見書（案）の処理について、地方公共団体に関するものである

ときは、議会運営委員会で一致できるものについては議会運営委員全員が賛成委員とな

って発言することを例としていますが、議会運営委員会において一致を見ず、渡部委員

が提案となり当該意見書の提案が議会に上程され、議決により産業経済建設常任委員会

に付託された事件であります。 

  意見書の内容は、全国的に各地において勃発している防災対策及び公共事業関係予算

の所要額確保と地域の実態に鑑み、予算化をすることを重点とした10項目にわたる意見

の内容で、全てにおいて私たちの日常生活を安全・安心の下、快適に暮らすことができ

る環境整備のより一層の推進とその財源の確保であります。 

  当議会においては、令和２年９月16日及び令和３年９月15日において、国土強靭化に

資する道路の整備等に関する意見書の提出を可決し、長期安定的な道路整備・管理が進

められるよう新たな財源の創設に係る要望を含めて意見書を議決し、多年間にわたり意

見書を提出したところであります。 

  このような、さきの議会審議等々背景を踏まえて、本委員会において本会議での提案

の際、示された一致できない項目を整理し、意見書の参考の記にあります新広域道路交

通計画に基づき、高規格道路については、着手済み区間の早期開通、未着手区間の早期

着手及び暫定２車線区間の４車線化といった機能強化を図ること、これについてであり

ました。 
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  また、高規格道路と並行する国道とのダブルネットワークの構築や道路の防災対策・

無電柱化及びリダンダンシーの確保を図ることに絞り、全委員による審議を行いました。 

  特に、今日において、リダンダンシーについて、国土計画上では自然災害等による障

害発生時に、一部の区間の途絶や一部施設の破壊が全体の機能不全につながらないよう

に、あらかじめ交通ネットワークやライフライン設備を多重化したり、予備の手段が用

意されているような性質を示しているということでありますので、非常にこのことにつ

いては重要なことと認識したところであります。 

  さきの大雨による高速道路の閉鎖、狩勝・日勝峠の閉鎖を含めて、三国峠の迂回線、

こんなことが目の前で実証されているのではないかと認識したところであります。 

  このことについて、全委員から、３項目にわたる内容について考え方を聴取し、討論

なし、簡易採決において全員一致により賛成を賜り、意見書の提出は提案どおり取り扱

うものとしたところであります。 

  以上をもちまして、このたび産業経済建設常任委員会に付託されました意見書案第36

号について報告いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりましたので、これより委員長の報告に対

する質疑を行います。質疑ありますか。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 意見書案に対する内容等の説明とか、異議を認める委員長の報

告があったことは理解できるんですが、私が気にしていました第３項目の新広域道路計

画に基づく高規格道路等に関するご意見とか議論はあったのかどうか、そのことについ

て、全体的にはいろんな橋梁の問題とか、地方の道路の問題を含めれば、この意見書に

関するいろんな異議は多分ないとないと思う、その辺について、ほかの議員さん、それ

から委員会での議論等があったのかどうか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 江波戸委員長。 

○産業経済建設常任委員長（江波戸 明議員） 今、山本議員からの質問についてですけ

れども、昨年、一昨年含めて、この高規格道路の問題については、日常的にどうあるべ

きかというのは、議員各段階で認識しながら、十勝では大きな一つの高速、それからう

ちでは高規格等があるということは認識しながら、地域の人々の足、それからまた物質

の移動、こんなことを含めて、日常的に認識しているという形で、取りあえて、この高

速道路については、それをどうするこうするという議論はあえてするべきではなくて、

もうそういう状況ではないと認識しております。 

  ただ、この高速道路、高規格道路の在り方については、ある意味、今言ったように、
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日常的に迂回の問題とか災害とか、先ほど言った日常的な対応を含めて認識している中

ですから、あえて高規格道路の在り方についてとか、それについては日常的な利活用の

中で十分認識しているという形で認識したところであります。 

  以上であります。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって、委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 

  これより意見書案第36号に対する討論を行います。討論ありますか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。 

  先に、本案に対する反対の討論を行います。ありますか。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 意見書案第36号国土強靭化に資する社会資本整備等に関する意

見書についての反対討論を行います。 

  今、災害が多い中、安全に暮らすためには、道路整備・公共施設の整備が大変重要な

段階になっているとは私も判断いたします。全体的には賛成するものですが、質疑の中

でも申しましたように、意見書案の第３項、新広域道路に基づくというところについて、

私は異論を唱えるものです。 

  国の防災・減災、国土強靭化のための５か年の加速化計画は、2021年、昨年度決定し

ました。その予算のおおむね、大体15兆円をめどとはしています。この中に、重要な災

害に対する対策、また、公立小・中学校の老朽化問題、地方の道路整備の老朽化の対策

など、緊急を要するものはたくさん、多く含まれています。 

  しかし、意見書案の記の新広域道路計画に基づくという内容についても、国が定めま

した強靭化に資する整備の５か年の計画の中にも入っています。国土交通省が提案して

予定になっています高規格道路のミッシング解消及び４車線化、高規格道路と直轄国道

とダブルネットワーク等に対する道路ネットワークの機能強化対策ということもこの５

か年の計画の中に入っています。 

  ただ、全体的に、これはめどですので、計画ですので、15兆円の予算の中に、この高

速道路に関する予算は約2.8兆円と、結構極端に大きな額になっていると私は判断いた

します。 

  また、高速道路につきましては、長年いろいろな課題を抱えながら進められているわ

けですが、基本的には1998年の新全国総合開発計画に基づくものとなっています。今コ

ロナ禍の中で、道路整備に必要なのは、高速道路ではなく一般道路、橋梁、トンネル等
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の維持補修ではないかと私は判断いたします。特に、ここ数年頻発に起こる災害に対す

る対策は緊急の対策となっていると思います。 

  国が新たに新広域道路交通計画を、多分昨年だと思うんですけれども、策定いたしま

した。私もネットで調べてみました。その中では、都道府県ごとに各ネットワークを策

定されています。激甚化・頻発化・広域化する災害からの迅速な復旧・復興を図るため

に、高速道路・高速自動車国道などネットワーク化を強化するものです。これだけでは

ないので、いろいろな項目がありますので、高速道路に関する項目はそういうことが含

まれています。 

  意見書の第３項目にありますように、これに基づいた新広域道路計画に基づき高規格

道路については着手済み区間の早期開通、未着手区間の早期着手、それから暫定２車線

の区間を４車線化するという中身を多分含んでいるんだろうと私は思っています。 

  このように、私は、前段に述べましたように、今、真に求められているのは、未着手

及び暫定２車線区間の４車線化ではなく、多額の費用は、生活に密着した災害等に使う

べきと私は判断いたしまして、この意見書案の第３項目について反対し、私は申し訳あ

りませんが全体的には意見書案には反対いたします。 

  以上で反対討論を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する反対の討論を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。 

  ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） 本件に対しまして、賛成の立場で討論させていただきたいと思

います。 

  冒頭で委員長から報告のありましたとおり、産業経済建設常任委員会としましても、

委員全員の意見を述べた中で、これに対する高規格道路、高速道路の未着手、暫定２車

線区間の４車線化という点を含めまして、沿線のみではなく全道的に必要な案件だとい

うことで話が出ておりました。 

  さきにありました大雨に対する災害でも、各道路が寸断された中で、主要道路の確立

というのは非常に大事なことだと思っております。話しにありました一般道路の重要性

というのはもちろんありますけれども、どちらかが優先ではなくて、どちらも大事だと

いうことでは主要道路の着手というのは非常に大事なことだと思っておりますので、こ
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ういった点から全体を含めまして、こちらについて賛成という立場で意見させてもらい

ます。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する反対の討論を行います。ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。ありますか。 

（「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36号

に対する討論を終結いたします。 

  これより、意見書案第36号の採決を行います。 

  本件は起立により採決を行います。 

  なお、起立しない議員は反対とみなします。 

  本案について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山幸昭議長） 起立多数であります。 

  よって、意見書案第36号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第４４号の上程、報告、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 総務文教厚生常任委員会審査報告を行います。 

  日程第２、議案第44号上士幌町コミュニティバス条例の制定についてを議題といたし

ます。 

  本案について、総務文教厚生常任委員会委員長の報告を求めます。 

  総務文教厚生常任委員会委員長、３番、伊東久子議員。 

○総務文教厚生常任委員長（伊東久子議員） 総務文教厚生常任委員会から付託事件審査

報告をいたします。 

  本委員会に付託されました事件につきましては、慎重審査の結果、次のとおり決定い

たしましたので、上士幌町議会会議規則第77条の規定により報告をいたします。 

  審査事項、議案第44号上士幌町コミュニティバス条例の制定について。 

  令和４年９月６日に付託を受けております。 

  審査年月日、令和４年９月13日、１回であります。 
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  審査場所、議場において行いました。 

  説明員に、杉原副町長、宮部企画財政課長、遠藤主査。 

  審査結果、当委員会は議案第44号の審査に当たり、副町長、担当課長及び担当主査の

出席を求め、質疑、聴取による審査を行いました。 

  慎重審査の結果、全会一致をもって、原案可決すべきものと決定したことをご報告申

し上げます。 

  以上で総務文教厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりましたので、これより委員長の報告の対

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44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44号に対する討論

を終結いたします。 

  これより議案第44号の採決を行います。 

  議案第44号について、委員長は原案可決すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第44号は委員長の報告のとおり可決されました。 

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

◎認定第１号から認定第６号までの委員長報告、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 決算審査特別委員会審査報告を行います。 

  日程第３、認定第１号から日程第８、認定第６号までの令和３年度上士幌町一般会計

及び５特別会計の歳入歳出決算の認定について、６件を一括して議題といたします。 

  ６件について、決算審査特別委員会委員長の報告を求めます。 

  決算審査特別委員会委員長、９番、斉藤明宏議員。 

○決算審査特別委員長（斉藤明宏議員） 本委員会に付託されました令和３年度各会計の

歳入歳出決算の認定についての審査結果を上士幌町議会会議規則第77条の規定により報

告いたします。 
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  審査事項は、認定第１号令和３年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定について、

認定第２号令和３年度上士幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認

定第３号令和３年度上士幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、認

定第４号令和３年度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第５

号令和３年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第６号令和

３年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について。 

  審査年月日は、令和４年９月８日、９月９日の２日間です。 

  審査場所は、議場で行いました。 

  説明員に、竹中町長、杉原副町長、小堀教育長、各課部局長、主管及び主査の出席を

いただき、審査をいたしました。 

  審査の結果ですが、認定第１号から認定第６号までの令和３年度上士幌町一般会計及

び５特別会計の決算認定議案が令和４年９月６日開催の第６回議会定例会において提案

されました。この決算認定議案の審議では、議長を除く10名による決算審査特別委員会

が設置され、審査を行いました。 

  当特別委員会に付託されました認定案件については、町理事者をはじめ各課担当職員

より各会計歳入歳出決算書及び主要な施策報告書の提出をいただきながら、熱心な質疑

を重ね、審査をいたしました。 

  慎重審査の結果、認定第１号令和３年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定につい

ては反対・賛成討論があり、起立採決の結果、賛成８、反対１の起立多数により認定す

べきものと決定いたしました。 

  また、認定第２号から認定第６号の各特別会計歳入歳出決算の認定については、全会

一致をもって認定すべきものと決定いたしました。 

  認定案件の質疑及び討論の内容については、議長を除く議員全員が特別委員会の委員

でありますので、省略させていただきます。 

  以上をもって、決算審査特別委員会に付託されました認定審査の経過と結果について

ご報告申し上げ、決算審査特別委員会審査報告を終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 委員長の報告が終わりましたが、決算審査特別委員会は議長を

除く議員全員で構成されておりますので、委員長報告に対する質疑は、議会運用例第96

条の５の規定により、これを省略いたします。 

  また、特別会計決算の認定第２号から認定第６号の討論については、議会運用例第

100条第３項の規定により、これを省略いたします。 

  これより認定第１号の討論、採決を行います。 
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  それでは、認定第１号令和３年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定についての討

論を行います。討論ありますか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。 

  先に、本案に反対の討論を行います。討論ありますか。 

  ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 認定第１号令和３年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついての反対討論を行います。 

  令和３年度は、コロナ感染症によって、農業をはじめ経済的にも暮らし・福祉の面で

も振り回された１年でした。いまだコロナ感染症の収束が見通せない中、私たちの日々

の生活や営業はまだまだ先が見えない状態です。 

  令和３年度において、政府が実施した臨時交付金のほとんどが感染症対策やタブレッ

ト配布、リモート対策など、デジタル機器の導入が大きな割合を占めています。その中

で、町も同じような、同様の対策が行われてきました。 

  また、国においては、医療体制、保健所体制の充実はそのまま、ＰＣＲ検査体制も不

十分なままで、命をないがしろにする政治が続いてきたと判断いたします。 

  町におきましては、ＰＣＲ検査の助成をいち早く行うなど一定評価もいたしますが、

決算全体の中では十分でないと判断し、反対いたします。 

  大きな問題はまちづくりの問題です。町は、国の動向や先を見て、持続可能な町をど

う築くのか、町民の暮らしを守るのかと、かじ取りをしなくてはならず、時には厳しい

判断もあるかと思います。しかし、あくまで町民の暮らしを守る立場に立つべきと考え

ます。そのことを前提に反対討論を行います。 

  国は、ここ数年、地方創生を掲げ、その方向に進む自治体には各種交付金を補助して

きました。令和３年度におきましては、企業滞在型交流施設の建設が進められ、オープ

ンは令和４年度に入ってからですが、建設中もオープン後にも町民への周知は不十分の

ままです。町民とともにつくるまちづくりになっていないと私は判断いたします。 

  また、マイナンバーの問題も新たな段階に進みました。令和３年３月１日、マイナン

バーカードと健康保険証がひもづけされました。運用は10月からでしたが、その後診療

報酬が引き上げられたり、カードで診療を受けると料金が高くなる仕組みになってきま

した。今、国も町もカードの普及に力を入れていますが、マイナンバーだけではなく、

今いろんな情報を国に集中させようとしています。国の方針の下に、スマート自治体、

デジタル自治体に進むと、私たちの住民の福祉が後退する方向に進むのではないかと私

は判断して危惧しています。 
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  上士幌町は率先して有利な補助金を申請し、まちづくりを進めていますが、そのこと

が地方自治、住民福祉を守ることになるのか心配するところです。町民のコミュニティ

ーや創意を大事にするまちづくりこそするべきと考え、この決算については反対いたし

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に賛成の討論を行います。 

  ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） 私は、決算審査特別委員会斉藤委員長から報告のありました令

和３年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定に賛成する立場で討論に参加いたします。 

  今回の審査は、竹中町長が６期目の初年度となった令和３年度の一般会計予算に基づ

き執行された事務事業の決算認定に係る審査であり、委員会では２日間にわたり慎重審

議がされました。令和３年度の町長の執行方針では、選挙時の公約や総合計画、総合戦

略との整合性を図りながら、町民の生きがいや幸せを実感できるよう、まちづくりに全

力を尽くすと表明されました。 

  こうした中で予算編成され、執行された事務事業でありますが、地場産業の振興の視

点では、ＪＡ上士幌町や商工会など、関係団体と連携した各種の取組が展開されたと思

います。農業では、スマート農業の推進や基盤整備が進められ、地場産品を活用した商

品開発や独自産業化を目指す食品加工センターも供用開始となり、その有効活用が図ら

れました。商工業では、商店街賑わい事業をはじめ、創業支援事業では、多様な業種で

の支援により、町も商店街も活性化につながっています。観光では、スキー場やゴルフ

場支援が取り組まれました。 

  健康で安心して暮らせる視点では、地域医療の充実・安定に向けて、医師確保や医療

機関の支援強化が図られました。また、タブレットを活用した高齢者の健康相談や不安

軽減、加齢に伴う聴力低下者には補聴器購入費の支援も行われました。 

  心が通い合うまちづくりに向けた視点では、関係人口のさらなる創出に向けた企業滞

在型交流施設の整備が行われるとともに、若い世代の結婚を希望する方々の結婚新生活

支援事業もスタートされました。このほか、コロナ禍での町民の命や暮らし、経済活動

を支援する取組、ふるさと納税を活用した子育てや高齢者福祉、健康づくり支援の取組、

防災や教育の充実等々、幅広く細やかに施策が展開されたと思います。上士幌町は、

様々な斬新的・先進的な施策の展開で、町内外から高い評価を得ていますし、私もそう

認識をしている一人であります。 

  こうした中にあって、行政側には、町民との情報共有により、町民が生きがいや幸せ

をより実感できるよう、これまでに増した対応、町政運営を要請し、私の賛成討論とい
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たします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する反対の討論を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に賛成の討論を行います。 

（「なし」の声） 

  ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 認定第１号令和３年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定

について。 

  ただいま提案されました認定第１号令和３年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定

に対し、賛成の立場で討論に参加いたします。 

  令和３年度の歳出決算額については、地方交付税及び農業を基盤とした町税の増額、

その他収入を財源とし、前年度を16億ほど下回りました。本町の町の規模としては引き

続き大型予算が組まれましたが、前年度同様の黒字決算で終了しました。基金積立額は

大型の繰入れにより確保され、備荒資金組合納付金とも微増ですが、地方債については、

前年度においては大型事業による増額はありましたが、今年度は、おおむね地域インフ

ラ整備等に注がれ、財政の調整が取れているところであります。 

  また、先日提案されました健全化判断比率においても監査委員の意見にも示されてい

るとおり、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費率、将来負担比率とも良好で

あると示されています。財政運用面から見た場合の町財政はほぼ順調に進んでいると考

えられますが、ふるさと納税関係における全体の収入割合は17.6％と大変多くを占めて

おり、今後、どのように安定したふるさと納税の効果的な維持と収入を確保することに

ついても課題として問われるところであります。 

  このような中、本町において、まちづくりの根幹となる上士幌町総合計画の策定を進

め、次の世代を見据えた計画を改定し、新たな未来に向けたまちづくりの方向性も示さ

れました。 

  一方、令和元年度の後期から、日本はおろか世界を震撼させたコロナウイルスに関す

る抜本的な対策は、いまだその先が見通せず、今日においても多くの町民の生活に極度

の不安と行動に関する規制が呼びかけられていました。国も、このコロナ対策として、

コロナ対策特例交付金を設け、多大な財政発動を行い、町も都度のコロナ対策等に係る

予防、注意喚起及びまちづくりとして、商業・観光関連等の支援など、町民に対し、身

近な施策においてこの交付金の活用に対応しました。 

  このような背景の中、令和３年度予算の執行において、特に気になった課題について



－122－ 

少し申し上げたいと思います。 

  新たな時代に向けた取組として、町のＳＤＧｓ・ＩＣＴ関連等の事業推進について、

町は新たな行政組織を設け、スマートタウン及び持続可能な開発目標の推進に向けた対

応を進めていますが、このことに係る計画と推進すべき目標については、町民との一体

化した体制づくりがますます重要となります。これらの取組の推進と結果を町民に明ら

かにし、直接町民生活に対する実用性の課題解決を明確にし、その都度の検証と今後の

対応の方向性を位置づけるためには、町民に対し行政の見える化への丁寧な対応が必要

であります。そのためには、決算に係る主要な施策、報告書の報告の在り方の改善も必

要であります。私も行政を経験していましたが、改めて町民目線として見た場合、事業

の効果及び今後の課題を通し、行政における事業等の改善による継続性の説明や資料が

不十分ではないかと感じたところであります。このことについて、行政事務のＩＣＴ化

の推進により、継続した事業の記録がペーパーレス化する中、容易に対応できるものと

思いますので、他町村の決算報告等の在り方の調査と改善を望むところであります。 

  また、後年度につながる町の財政負担については、既に設置されていますおおむね

100施設、430棟に加え、新たな企業滞在型交流施設に加え、ナイタイテラス整備、道の

駅の整備、シェアオフィス整備の大型事業による継続的な維持管理費や高度情報通信網、

道路関連整備、水道関連整備など、地域インフラ整備対策に係る維持管理費が恒常的に

見込まれます。実直な計画の下、本年３月に改定しました上士幌町公共施設総合管理計

画に基づき、適宜適格な対応を図る必要と、スクラップと計画的な土地利用を示す必要

があります。 

  また、町のあらゆる事業の安定した推進には、職員等の知恵と工夫がより一層求めら

れるところであります。職員数の増加や任用職員等の人的経費の膨らみによる将来につ

ながる財政の在り方や働き方の改善を点検し、その工夫を明確にし、併せて職員等の健

康管理をしっかり確保する必要もあります。コロナ禍や世界紛争・食料の確保問題と多

くの物価の高騰による不安定なものを背景とした地域産業への影響、町民への新たな生

活様式の在り方とともに、国の国債を含めた財政基盤の不安定な課題や今後の地域経済

の推移を含め、5,000人のまちづくりとしての新たな町の行政を推進する姿を見出し、

その規模による事業の推進と課題の点検の在り方の評価が求められるところだと感じて

おります。 

  このようなまちづくりに対する財政及び事業の推進や施策の効果と今後の課題を総合

的な判断の中において、認定第１号令和３年度上士幌町一般会計歳入歳出決算の認定に

対し、賛成の立場で討論を終わります。 
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○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する反対の討論を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論がありませんので、これをもって、認定第１号に対

する討論を終結いたします。 

  これより認定第１号の採決を行います。 

  本件は起立により採決を行います。 

  なお、起立しない議員は反対とみなします。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件は委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山幸昭議長） 起立多数であります。 

  よって、認定第１号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  次に、認定第２号令和３年度上士幌町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いての採決を行います。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、認定第２号は委員長の報告のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、認定第３号令和３年度上士幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついての採決を行います。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、認定第３号は委員長の報告のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、認定第４号令和３年度上士幌町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について
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の採決を行います。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、認定第４号は委員長の報告のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、認定第５号令和３年度上士幌町水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

の採決を行います。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、認定第５号は委員長の報告のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

  次に、認定第６号令和３年度上士幌町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついての採決を行います。 

  本件について、委員長は認定すべきものと報告されております。 

  お諮りいたします。 

  本件は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、認定第６号は委員長の報告のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

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

◎議案第５０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第９、議案第50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50号職員の育児休業等に関する条例

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

  例規集は、第４編人事、第４章服務をご参照願います。 
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  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50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となります。 

  第２条の改正は、非常勤職員の育児休業の取得に係る任期要件を緩和し、出生後８週

間以内の育児休業をしようとする場合には、この出生日から起算して８週と六月を経過

する日までとするものです。 

  また、子の１歳以降の育児休業の取得の柔軟化をするため、子が１歳６か月到達日と

する要件について、夫婦交代での取得や特別な事情がある場合の柔軟な取得を可能とす

るものです。 

  第２条の３は、子の２歳に達する日とする要件について、夫婦交代での取得や特別な

事情がある場合の柔軟な取得を可能とするものです。なお、特別な事情とは、保育所等

に申込みを行っているが入所できない場合や、子を養育する予定だった配偶者が死亡し

た場合などを想定しております。 

  第２条の４は、子が１歳以上の期間における育児休業の取得要件を確認しない場合の

要件を定めております。 

  第３条では、第５号の再度の育児休業取得に係る特別な事情に関し、計画書により申

し出る規定を削除し、第８号で任期を定めて採用された職員について、任期の更新があ

った場合の規定を追加するものです。 

  第10条は、文言の修正であります。 

  附則第１項は、この条例は令和４年10月１日から施行するものであります。 

  附則第２項は、経過措置を定めております。 

  以上、提案理由と内容についてご説明させていただきました。ご審議の上、ご可決い

ただきますようお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 提案説明が終わりましたので、これより議案第50号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第50号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 



－126－ 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第50号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。 

  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

室にお集まりください。 

  なお、再開は５分前に予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前１０時４９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５５分） 

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

◎議案第５１号の上程、説明、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第10、議案第51号令和４年被表彰者の決定についてを議題

といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  船戸総務課長。 

○船戸竜一総務課長 ただいま上程されました議案第51号令和４年被表彰者の決定につい

て、その提案理由と内容をご説明申し上げます。 

  本件につきましては、上士幌町表彰条例第２条第１項の規定により、議会の議決を求

めるものであります。 

  被表彰者の功績につきましては、別紙議案第51号関係資料をご参照願います。 

  初めに、自治功労賞、地方自治の進展に貢献した方でございます。氏名、千葉与四郎

氏。住所及び生年月日は、議案第51号に記載のとおりであります。 

  次に、社会功労賞、災害の防止に貢献された方２名でございます。氏名、片寄繁之氏、

氏名、芳賀則昭氏、住所及び生年月日は、議案第51号に記載のとおりであります。 

  次に、文化功労賞、教育文化の振興に貢献された方２名でございます。氏名、大西文

雄、氏名、佐藤美加代氏、住所及び生年月日は、議案第51号に記載のとおりであります。 

  以上、５名でございます。 
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  なお、本提案に当たりましては、令和４年８月30日に表彰者選考委員会を開催し、町

長の諮問に基づき、答申を受けたところでございます。 

  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

ただきますようお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） これより議案第51号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第５２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第11、議案第52号令和４年度上士幌町一般会計補正予算

（第５号）を議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  杉原副町長。 

○杉原祐二副町長 ただいま上程されました議案第52号令和４年度一般会計補正予算（第

５号）の内容についてご説明いたします。 

  補正総額は7,673万1,000円の追加補正となります。補正後の予算規模は、一般会計並

びに５特別会計の総額で112億3,579万7,000円となります。 

  それでは、補正内容を申し上げます。 

  議案第52号一般会計補正予算（第５号）でございます。 

  １ページをご覧ください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ7,673万1,000円を追加し、予算総

額を91億7,706万7,000円とするものです。 

  補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２

ページの第１表のとおりでございます。 

  次に、歳出のうち、追加補正の主なものといたしましては、５ページ、款、総務費、

再エネ地産地消促進奨励事業580万円、太陽光発電等再エネ設備導入支援事業１億262万

5,000円、６ページ、款、民生費、障害者福祉管理経費42万9,000円、款、衛生費、地域

医療振興対策事業1,000万円、７ページ、款、教育費、芸術文化推進事業87万7,000円で

ございます。 
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  本事業の補正につきましては、上士幌高校吹奏楽部が苫小牧市で開催される全道大会

に出場することが決まったことから、規定に基づき交通費等の助成をするものでござい

ます。 

  また、減額する主な事業といたしまして、５ページ、款、総務費、自動運転バス運行

事業3,720万円を減額補正いたします。 

  事項別明細書以下につきましては、説明を省略させていただきます。 

  以上、一般会計の補正内容につきましてご提案申し上げました。よろしくご審議を賜

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52号について質

疑を行います。質疑ありますか。 

  ６番、小椋茂明議員。 

○６番（小椋茂明議員） ５ページの太陽光発電等再エネ設備導入支援事業ですけれども、

さきの総務文教厚生常任委員会で説明があったところではありますが、今後に向けて、

町民への周知の徹底という点で確認させていただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ゼロカーボン推進佐藤課長。 

○佐藤泰将ゼロカーボン推進課長 本事業の町民への周知でございますが、まず第１弾と

いたしまして、10月３日月曜日、夜になりますが、６時半から生涯学習センターで説明

会を開催予定としております。そのほか、農業者であったり、あと温泉街であったり、

今繁忙期でございますので、閑散期等を見据えて、また、そういった地域別説明会も開

催していきたいというふうに考えております。そのほか、企業や団体、お呼びがかかれ

ば、出前講座的に出向いての説明も考えておりますし、役場としても窓口として相談等

を受けることで考えております。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） 同じく、太陽光発電等再エネ設備導入支援事業の部分で、大き

くは、脱炭素ゼロカーボンというようなことでの国の交付金・補助金を受けた取組につ

いての部分で質問を２点ほどさせていただきます。 

  まず１つは、事業面については、委員会で事業の項目については説明を受けて承知を

しているところです。ただ、町民に直接関わるという部分では、これも太陽光発電の設

備をつける、あるいは新たに新築住宅を建設した場合の補助金等がございますけれども、

隣町の鹿追町では、水素の関係等で、車の購入に対する支援等、補助金を出していたり、

省エネで家電等の購入についても支援をするような取組もされています。 
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  この脱炭素ゼロカーボンの取組は、町民の皆さん、ＳＤＧｓもそうですけれども、広

く町民の皆さんと連携をしながら、一緒になって取り組んでいく取組だというふうに思

うんですけれども、そうした中で、やっぱり事業の裾野を幅広く広げていくというよう

なことも必要ではないかというふうに思うんですけれども、そういう意味で、現段階の

事業ということで組み立てられていますけれども、そうした幅広く省エネだとかそうい

うことを進めていく上での支援するような取組についても支援していくというようなこ

とはできないものなのかどうなのか、その辺についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 佐藤ゼロカーボン推進課長。 

○佐藤泰将ゼロカーボン推進課長 ただいまの町民に関わるところで、もう少し裾野を広

げてというところかと思いますが、今回の脱炭素先行地域におきましては、本町では、

町民に係る部分では太陽光発電事業、あるいはＺＥＨ型住宅建設事業の補助ということ

になってございます。今、隣町の例もございましたが、今回提案書に上げているメニュ

ーのほかにつきましては、環境省の補助金にあるメニューでございましたら、事業計画

変更も可能かというふうに捉えております。なおかつ、補助金につきましては、最大50

億というところで、今、本町の提案では、23億ほどとなってございますので、まだ残り

枠がありますので、場合によっては計画変更等で盛り込んでいけるのかなというところ

で考えておりますが、今、議員おっしゃられました町民に広くというところの視点で今

後の検討課題としていきたいというように考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ５番、早坂清光議員。 

○５番（早坂清光議員） 今の関連で、発言をもう一つさせていただきますけれども、今

回の脱炭素ゼロカーボンの総体の取組では、全体の今の事業計画では49億9,620万円と

いう予算強で、補助金・交付金については、23億7,912万1,000円ということでの数字が

示されています。太陽光等については、町民個人の方がこの事業に参加する、あるいは

事業者が参加するという部分では、補助金の残は、その参加された方の自己負担となる

ということで理解されますけれども、町自体の一般財源といいましょうか、自己負担と

いう部分では、役場庁舎の改修の関係でこの交付金を活用する部分、あるいはＺＥＨ型

公営住宅の建設等、あるいは公共施設の省エネルギー化等で町の持ち出し、自己負担が

あるということですけれども、あくまでも役場庁舎の改修等については、この事業があ

ろうとなかろうと事業が進められるということで、こうした補助制度というかこういう

ことも活用できるということで町の自己負担も活用できるということになっています。 

  そんなことで、18億ほど町の一般財源の持ち出しがあると思いますが、そういう意味

では、町の負担が増えるという意味ではなくて、このことを活用することによって、も
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ともと負担する部分が少なくなるというようなことの、そういう理解にも立てるんでは

ないかというふうに私は感じているんですが、そういう意味で、町の今後の財政負担と

いうことで、将来に影響を及ぼすというようなことはないというふうに思うんですが、

その辺について確認をさせてください。 

○議長（杉山幸昭議長） 佐藤ゼロカーボン推進課長。 

○佐藤泰将ゼロカーボン推進課長 ただいまの事業費の関係と一般財源の持ち出しの分の

件になろうかと思いますが、今回、脱炭素の提案書では、約50億という提案と、なおか

つ補助金については、24億弱というところで、残りは受益者負担であったり、その他財

源、企業版ふるさと納税等もありますけれども、そのほかが一般財源ということになろ

うかと思います。 

  そもそも役場耐震改修については、この脱炭素の動きがある前から計画が予定されて

おりました。また、公営住宅につきましても更新ということで、もともと予定がされて

いたところであります。 

  その中で、今回の脱炭素の動きがありまして、本町が第１回先行地域に選ばれたとい

うところで、国の支援を最大限活用しつつ、一般財源の持ち出しを軽減していくという

ことが大変重要かなというところでおりまして、ただ、役場改修につきましては、この

脱炭素の交付金だけで完結するものではございません。あらゆるほかの財源、補助金等

を活用しつつ、いかに一般財源を縮減していくかというところでありますので、今後は、

所管している役場改修は総務課でございますけれども、総務課、企画財政課、連携を図

りつつ事業を進め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） 自動運転バスの関係の減額の関係なんですが、全体的な減につ

きましては、３年計画にしながら、約4,000万減らすということで報告があったんです

が、同じことを質問するわけじゃないんですけれども、一般財源の分について、当初の

いろいろ、６月のときには500万円あって１億8,500万円の事業費だったんですが、その

後７月に500万円が多分、私、資料を探してちょっと見つからなかったものですから、

購入することになって変わってはきているんですが、一般財源の持ち出し分について、

どんなふうになっていくのか質問いたします。令和４年度分と今後の課題について、ど

れぐらい、増えるものか、そのとおりいくのかどうか質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 梶デジタル推進課長。 

○梶  達デジタル推進課長 事業費の一般財源分についてでございますが、令和４年度

に関しましては、１億8,000万円国費で申請を上げていた部分が、今回１億4,000万円を
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上限としての採択という形になりましたので、１億4,000万円に事業費を合わせる形で、

今回4,000万円の減額を行っております。 

  また、その中で、委託料の部分をちょっと大きく削減しておりますので、その分を担

う人材として地域おこし企業人、企業に在籍したまま町の業務に携わるという制度にな

っておりますので、その部分として町から280万円の負担金を今回計上しております。 

  また、この280万円に関しましても、国からの特別交付税の措置がなされるものとな

っておりますので、基本的には町の持ち出しはない、今年度、令和４年度に関しては町

の持ち出しはゼロというふうに考えております。 

  また、令和５年度以降に関してでございますが、ランニングコストの部分、以前の委

員会でもご説明させていただきましたが、この部分に関しましては、ふるさと納税の指

定寄附自動運転バス導入分としていただいて、寄附に積んでいる経費に関しまして支出

を予定しておりますが、今後、当然、今回の１億4,000万円の事業は国交省の昨年度の

補正予算という形で申請を上げましたけれども、引き続きこういった10分の10ですとか、

有利な国の交付金があれば、それは来年度以降も活用というのを検討して申請するよう

な形を取っていきたいというふうに思っております。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、山本和子議員。 

○２番（山本和子議員） 令和４年度については、従来説明したとおりで分かるんですけ

れども、令和５年度以降については、事業が３年になった場合に、その辺が国の補助金

がうまくあればいいんですが、ない場合には納税金を使いながら、指定寄附のところを

使いながらいくというので、多分増えていくのかなと、そういう心配もありますが、令

和３年計画にした場合に、もともと５年だったものを３年に縮まったので、その後につ

いてのどういう事業を見直すのか、今年度について、そのことも含めて多分検討すると

思うので、その辺について、どんなふうになっていくのか、説明お願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 梶デジタル推進課長。 

○梶  達デジタル推進課長 令和５年度以降のランニングコストに関しましては、基本

的には以前委員会でお示しした金額と変わらないというふうに考えております。また、

ここの部分に関しましては、先ほど申し上げましたように、ふるさと納税の指定寄附で

いただいて基金に積んである部分の内数で収まるような努力はしてまいりたいと思って

いますので、基本的に町の一般財源、寄附金以外の持ち出しというのはないような形で

ランニングコストを調整していくと、そのようなことをまた来年度予算のところでお諮

りしていきたいというふうに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかありますか。 
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  10番、馬場敏美議員。 

○１０番（馬場敏美議員） 太陽光発電等の設備の導入補助について、ちょっとお伺いい

たします。 

  委員会のほうでも説明いただきました。一般住宅に太陽光システム、蓄電池を設置す

るに当たって、今回、太陽光パネルについては３分の２の補助、蓄電池については４分

の３の補助ということで、非常に有利な補助金の中で進めていくという形になっていま

す。2030年に向けて民生部門のＣО２排出ゼロに向けて、この事業は本当に中心になっ

ていく事業なのかな、そんなふうに思っています。 

  委員会の中の説明にもありましたけれども、この補助を受けるに当たっては、ＦＩＴ

の契約はできないということの説明があったと思います。やはり、これを導入するかど

うかというのは、再エネに対する意識ですとか省エネに対する意識なんかも大切だとは

思いますけれども、じゃ実際どのぐらい手元からお金を出したらこれを設置できるのか、

それもやっぱり設置する側にとっては大きな問題なのかな、そんなふうに思っています。 

  その上で、ＦＩＴを契約した場合、10年間、これの契約したときのメリットと、今回

この補助金を受けて設置した場合の補助対象イメージの中では154万1,000円ですか、補

助対象になりますよということで資料としていただいているんですけれども、この金額

としてＦＩＴをもし契約して10年間見たときの資産と、この補助金の金額というのはど

のぐらいの差があるのか、ここに書いているように、太陽光で５キロワット、蓄電池で

５キロワットと見たときのその辺の試算というのはなされているのかどうなのか、その

辺、設置する側にとってはどうなのかという部分は大きな課題になるのかな、そんなふ

うに思ってちょっとここで質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 佐藤ゼロカーボン推進課長。 

○佐藤泰将ゼロカーボン推進課長 今後のＦＩＴで契約した場合と、今回のうちのＦＩＴ

でない形での補助事業にのった場合の試算というのは、正直、試算しておりません。申

し訳ございません。というのは、今回の事業は、あくまでも自家消費が大前提に立って

おりますので、そこの試算はしておりませんけれども、これまでＦＩＴで契約してきた

人がおりますけれども、10年前、町単費事業でやってきておりますが、当時はキロ当た

り40円の売電だったかと思いますが、今現在半額以下で、今18円ぐらいになっているか

と思います。当時は普及をさせるために、そういった高い単価で買取りがされておりま

したけれども、今、国のほうでは、いずれはＦＩＴはやめたいという動きになっており

まして、そういった動きもありまして値段が下がっているということになってございま

す。 
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  本町のこれからの事業については、あくまでも自家消費をしてもらうというところで

重きを置いておりますので、そういったところで試算はしておりませんが、仮にまだＦ

ＩＴが１年、２年残っている人がいたとしまして、じゃそこのＦＩＴを解約をして、う

ちの事業にのるということも試算によってはあるかなというふうに思っておりますので、

それは個々の住民の方、ケース・バイ・ケースもあるかと思いますが、残り少ない人は

検討の余地があるのかなと我々は考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、馬場敏美議員。 

○１０番（馬場敏美議員） 今の答弁も含めて、恐らくこの補助のほうが有利なのかなと

そんなふうにちょっと、国交省で出している数字とかを見ると、この補助のほうが有利

なのかなと、そんなふうに思います。 

  それと、もう一つ、卒ＦＩＴ後の契約なんですけれども、例えば答弁で自家消費を主

な目的とするということなんですけれども、現在、卒ＦＩＴ後、例えばほくでんさんで

あれば現在８円、北ガスさんであれば11円見たので、それで、この計画の中にかみしほ

ろ電力で買い取るというようなことも明記されているんですけれども、認識として、卒

ＦＩＴ後、契約した場合、もう一つは奨励金10万円の部分の商品券なんかもありますけ

れども、かみしほろ電力と契約した場合の卒ＦＩＴ後の金額みたいなものはあるんでし

ょうか。想定しているのか、あればどのぐらいで想定しているのか。 

○議長（杉山幸昭議長） 佐藤ゼロカーボン推進課長。 

○佐藤泰将ゼロカーボン推進課長 まず余剰分は、今回の事業、環境省ですけれども、売

っていいとされております。ただし、あくまでも自家消費に重きが置かれておりますの

で、一般住宅では30％以上の自家消費、事業者は50％以上の自家消費、これが要件にな

っております。それをクリアすれば余剰分は売っていいと、ただその余剰分については

ＦＩＴで売ることはできません。ということで、今、市場の価格で買取りが行われてい

るのがおっしゃられたほくでんさんですとキロ８円、北ガスさんですと11円と。あくま

でもこの買取りができるのは、今言われたような電力会社さんであって、かみしほろ電

力が買い取ることはできません。ただ、これまでのエネルギーの再エネ由来の地産地消

のスキームがございまして、町内のバイオガスでつくられた電気を北ガスさんが買い戻

して、それをかみしほろ電力に卸して、かみしほろ電力が販売しているという町内の域

内循環のスキームがございますので、これらを利用して、この太陽光を普及させようと

いうところで奨励事業で今回立ち上げるのが、町内の電力小売事業者から買った場合は

10万円を助成しますというところで、そこの域内循環で役割を果たすのが電気小売りの

株式会社ｋａｒｃｈであるかみしほろ電力であるという流れになってございます。 
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○議長（杉山幸昭議長） 10番、馬場敏美議員。 

○１０番（馬場敏美議員） それでは、その30％をクリアして、余剰電力が出た場合は、

要するにＲＥ100なんかも想定していますよね。そうすると、その余剰電力を集めてそ

この事業に結びついていくのかなと、そんなふうにちょっと認識していたんですけれど

も、その場合、現状の考え方でいったときに、例えばほくでんさんが８円、北ガスさん

が11円という、その余剰電力がありましたら、それはどういう形でＲＥ100に結びつけ

ていこうとしているのか、その辺ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 佐藤ゼロカーボン推進課長。 

○佐藤泰将ゼロカーボン推進課長 まず、余剰分の売電につきましては、今の北ガスさん

とｋａｒｃｈと町のスキームがございまして、改めて、これまで畜産バイオマスに係る

町内６社ほどの包括連携を結んでおりますが、今回、電力の地産地消というところで、

太陽光絡みの関係ですね、改めて北ガスさんとｋａｒｃｈと連携協定を結ぶ予定になっ

てございます。 

  余剰分の売電につきましては、あくまでも北ガスさんが営業努力で、そこは北ガスさ

んのほうで買い取っていただきたいと、それの電気を町内域内循環というところでかみ

しほろ電力に卸してもらって、かみしほろ電力がさらに町内の電力需要家に供給すると

いう流れで今考えておりまして、売るほうについては、やはり、こちらｋａｒｃｈさん

のまた企業努力で広げていっていただきたいというところで考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 今、議論になっています太陽光発電の関係でご質問したいと

思います。 

  本町は、ゼロカーボン先行地域という部分で、全国で26か所でしたか、その中で先行

されながら、率先的なやっぱり対応をしていかんならない。ただ、さきに示されたとお

り、森林の吸収源とかバイオマス、それから再エネを含めて、いろんな施策があるかと

思いますけれども、今回の予算の中で示されている部分について、ちょっと感じた部分

ですけれども、非常にエネルギーとしてどう活用するかと、いろんなエネルギーがあり

ますけれども、今回太陽光発電という部分のエネルギー活用について、一般的に、法人

なり団体等を含めて、町のほうとしてはいろんな補助の体制をつくりながら対応します

けれども、今回、個人の対応としては、この太陽光発電の装置を設置する、また蓄電池

を含めて対応する中で、かなり個人に優遇しているという言い方はあれですけれども、

今までにないような優遇の仕方をしているのかなという認識しています。そんな意味で、

一部感じる部分については、やはり何となく不公平感を感じる町民がかなりいるんでは
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ないかと思いますから、この点をしっかりと説明をしていかんならないのが、まずこの

事業の根幹にあるというふうに認識していますし、それがあえてまちづくりとしてこの

地産地消の位置づけというのが確立されるかと思いますので、まず１点目はこういうこ

とも含めてであります。 

  ２点目は、太陽光の発電の施設等を含めて、やはり全国的な部分でいくと、やはり国

が定めた景観法という法律があって、それに基づいてかなり太陽光についても場所によ

ったり自治体によってはしっかりとした条例をつくったりルール化したりと、僕はこう

いうことは先で、こういうルールに基づいて景観等を含めたルールに基づいたやっぱり

まちづくりもしていかんならないという反面があると思います。 

  さきの委員会等では、これからできます法・条例とかいろんな意味で環境が絡むんだ

と思いますけれども、これはまたちょっと景観と環境とちょっと違いますので、やはり

早急に、町がこの事業をするとしたら、そのルール化をしっかりしておかないと、本当

に、この町って太陽光やっているなっていう認識しますけれども、ほかの町、美しいま

ちづくり等を含めての町という認識が全くなくなってしまうという可能性がありますし、

それから、またこのルールをしっかりしないと、やっぱり隣近所なり地域なり、その美

観等を含めてとか、違和感等を含めてあると思いますので、この点検もしっかりしてい

かんならんと思います。 

  それと、一番大事なことは、この事業を進めた後、町に働く場所とか、そういうこと

がどう残ってくるのかなということがちょっと出てくると思いますし、１つはざる漏れ

しない、町外に行かないという、最後的にはですね、そういうことも出てくると思いま

すから、そのことも含めてと、さっき馬場委員からあった分で、地元のｋａｒｃｈの問

題ですけれども、僕は、ひょっとしたらほかの地産地消を対応できるような、これは競

争相手がいないということになると、企業努力するという部分も含めてしてもらうとい

うのもありましたけれども、やっぱりほかの地産地消に対応するような会社を誘致する

とか、そういうこともこれから必要だというふうに認識していますから、そのほうが、

やっぱり地元の対応を含めての電力、再エネを含めてそういう時代になってきていると

思います。我々も日常生活の中で、電力を使う分については、再エネの負担金、最低

500円からいろんな会社がありますけれども、いろんな意味で、もう自然に負担してい

るんですよね。やはりそういうことも含めて、しっかりとした進路を持っていかないと、

なかなか、結果ですね、まちづくりとしての働く場所の問題とか、その効果とか、それ

がなかなか見えないと思いますので、この点、まず１回目の質問としたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 佐藤ゼロカーボン推進課長。 
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○佐藤泰将ゼロカーボン推進課長 まず、１点目の不公平感というところで、先般の委員

会でもやり取りをさせていただきましたが、今回、この脱炭素先行地域におきましては、

国が提唱する脱炭素ドミノに広く貢献するというところが一つであろうかと思いますが、

そのためにも本町で提案をさせていただいて、その内容の中の一つにこの太陽光の事業

を盛り込んでいるわけですが、この国の動き、脱炭素ドミノに貢献する一方で、やはり、

我々としては持続可能なまちづくりを行っていく必要があるというところで、やはり国

の大きな支援、これをいかに呼び込んで、あらゆるまちづくりに活用していくかという

ところがありますので、そういった中で、一つは、民生部門実質ゼロというところでは、

やはり、この再エネ由来の電力をどうつくっていくかというところで太陽光事業に取り

組んできたところでございます。 

  続きまして、２点目の景観条例、これもさきの委員会でもご指摘を受けていたところ

でございますが、今のところ、この景観条例等をつくる予定はございませんが、今回の

本町の太陽光事業は、先ほど来申し上げておりますけれども、あくまでも自家消費に重

きが置かれているというところで、ＦＩＴ売電で収益を得てというところで、あまり乱

立がされるというところでは考えておりません。ただ、いろいろ景観であったり隣同士

の問題であったり、危惧するところはございますが、それについては、今、太陽光絡み

のいろいろガイドライン等が省庁等で出されておりますので、そういったところを照ら

し合わせながら、内容についてはしっかり点検をしていきたいと思いますが、議員おっ

しゃるとおり、この景観条例、太陽光に合わせた条例を持ち合わせている自治体もあり

ます。そういったところを参考にしながら、今後の検討課題にさせていただきたいとい

うふうに考えております。 

  あとは、電力の地産地消の関係でございますが、現在は、町内でつくられた電気を小

売しているのが株式会社ｋａｒｃｈというところで、本町で今まで取り組んでいるスキ

ームがあるから、この奨励事業ができるというように考えておりますけれども、仮に、

町内の再生由来の電力を扱う小売事業者がさらに出てきて、これまでのスキームに加わ

るようなことであれば、それは特段排除するものではないというふうに考えております。

ただ、今、町内で小売できるのは、たまたまｋａｒｃｈであるというところでございま

すので、ただ、議員おっしゃるとおり、雇用であったり、経済循環であったりというと

ころは大変重要な視点だというふうに思っておりますので、その辺については、十分配

慮しながら今後事業を進め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） この事業については、2030年までにある程度ゼロカーボンを
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目指していかんならないという、大きなやっぱり負担があるかと思います。本当に民生

的な部分を含めて、企業、それから公共的な部分を含めてという部分もありますけれど

も、やっぱり民生、家庭という部門は地域の総体の中で対応をしていかないと、目に見

える結果、例えばゼロカーボンという形で、電力会社に太陽光との連携とかバイオマス

とか、いろいろな意味で対応しているかと思いますけれども、結果的に、やっぱり目に

見る形でどう対応していくかという、これから一番大事なところが町民に見えるところ

が一番大事だと思います。ただ、本当にそれを2030でこのゼロカーボンというのは僕は

非常に難しい問題だと思いますけれども、もう一つは、この本町の広大な森林とか、も

う少し違う形で対応をしていくという方法も、これからは、また予算的にも先ほど言っ

たように、二十数億円の予算規模で対応していることもありますけれども、やっぱり将

来残す財産とゼロカーボンをどうやって結びつけていくか、それは一つはやっぱり本町

の広大な土地利用と森林利用もあるかという部分もありますから、これからやっぱりそ

ういうもう少し違うメニューを、当初計画は非常にせっぱ詰まった中でつくったんじゃ

ないかなと僕は半分印象を持ちながらいますんで、もう少し町民の声をどこかでもう一

回中間で聞きながら、こんなこともあるんじゃないかという知恵をいただきながら、町

民もこぞって対応できるような行動も必要だと思いますけれども、最後にこれについて

はこの点確認したいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 佐藤ゼロカーボン推進課長。 

○佐藤泰将ゼロカーボン推進課長 まさしく、町民と一体となって取り組まなければ、こ

の脱炭素の計画の実現はないものというふうに考えております。 

  今月に入りまして、昨年ＳＤＧｓのプロジェクトチームを立ち上げてございますが、

今年は脱炭素に特化してということで、第１回のプロジェクトチームを先週行ってきて

おります。これから毎月１回開催していく予定になっておりますが、やはり、町民の行

動変容が大事かというところかと思います。なおかつ、目に見える化というところで、

このプロジェクトチームにおきましては、住民の環境に配慮した行動にポイントが付与

されるような、そういったことで、地域通貨の取組をしていきたいということで、その

議論を今年も若者を中心にプロジェクトチームを組みましたが、そこで議論をして、こ

の地域通貨をとにかく実現させていきたいというところで、町民全体の行動変容につな

がるような、そういった取組を今動き出しているところでございます。 

  そのほか、当然町民の声というのは拾い上げていかなければいけないというように思

っておりますので、その辺については十分配慮しながらやってきたいというふうに考え

ております。 
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○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 同じ５ページの自動運転バス運行事業について、ちょっと確

認させてください。 

  この事業について、計画段階から、ある程度説明を受けながらきました。国の10分の

10を活用しながら、ぜひやりたいという部分ですけれども、その説明のたびに少しずつ

変化しながら、今回もおおむね国の事業費１億8,000万が１億4,000万と、それから、企

業版ふるさと納税を使わざるを得ない運行等を含めて、やはりそういう事情で、この部

分で、非常に我々についても理解にという部分と、先ほどちょっと町民の話もしていま

したけれども、町民理解がどうなっているんだろうなとか、非常に内心考えながらせざ

るを得ない事業だというふうに認識しております。 

  先ほど認定されましたコミュニティバスの条例、これについても、今、本当に路線が

くまなく一部有料化という部分はありますけれども、つつがなく、やっぱり町民の中に

対応しているかと思いますし、火・水・金、市街地においては運行だというふうに認識

していますけれども、将来ぜひこういう部分を含めて５回ぐらい運転をしていれば、も

っと効果によってはこういう考え方に立つかなというふうに認識しています。 

  ただ、今回、提案された自動運転バスについては、非常に小さな場所しか走らないと、

前にも言ったように、肝心な住宅街とか足を不便としている住宅地とか、そういう方々

がいる場所とか、ほとんど走らないで対応しているという部分で、ここに１億4,000万

プラスアルファという大きな財政をかけながら、結果的に、僕はコミュニティバスとの

比較というのがこれから絶対出てくるんだなというように思います、形式的に。１年間

の運行経費とか維持管理でも、１年間の示されたものは1,350万ぐらいでしたかね、ぐ

らいかかりますし、それから、この間ちょっとびっくりしたのが、最後の説明では、こ

の車の保証については３年しかしないと、当初５年ぐらいの話だったと思いますけれど

も、そのとき何かあったとき誰が保証するんだとか、いろいろちょっと不安な部分があ

りますけれども、本当に、しっかり町民に向けた対応をこの５年間の中に、年度ごとの

効果と検証を少しずつやっぱり改善していかんならない、それによってレベル４まで持

っていくんだというふうに認識していますから、その点、町民が不安になっているわけ

ではありませんけれども、この効果を見極めるのはやっぱり町民の目線だと思うんです

よね。この点について総括的な部分で今質問しましたけれども、考え方についてしっか

り教えていただければと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 梶デジタル推進課長。 

○梶  達デジタル推進課長 今年度の事業内容に関しましては、１億4,000万円という
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形で国からの内示がございましたので、少し、4,000万円分経費を削っていかなければ

ならないというところで、先ほどお話がありました車の保証を５年保証で見ていた部分

を３年保証にして一部減額する。また、委託料の部分で実施する部分を地域おこし企業

人による派遣で賄いながら実施をしていくというところでございます。 

  おっしゃられたとおり、運行する区間に関しましては、今回は市街地のメインの部分

というところで、正直スモールスタートの部分がございます。また、そこをレベル４を

目指していくというところですけれども、今年度に関しましては、まずレベル２という

ところで、保安員を乗せて、オペレーターを乗せて運行していきます。 

  ただ、この体制を、こういった都市部のＩＴ企業である自動運転のシステムを開発し

ている企業と地元の交通事業者、またメンテナンスに関しては地元の自動車工業の方、

こういったメンテナンスと運行のオペレーターと、これが地元事業者と都市部のＩＴ企

業で体制構築をして長期間の実証ができるという、この体制の構築ができるということ

が、本当に私はまず大きなことだと思っております。 

  次の段階として、またスモールスタートで運行区間自体は小さいエリアでやっていき

ますけれども、またそこは福祉バスが走らない土日を中心にと考えておりますし、また

その中で、運行していない日は町内中の、委員会でもお示ししました79か所のマッピン

グ作業というのを行って、町民の方々、特に市街地に住む方々の利便性を高めるような

運行ができないかとか、またそういったデマンド運行ですとか、例えばそういった利便

性を高める運行をしていく中で、福祉バスを補うものにできないのかとか、そもそも福

祉バス自体をこういったものに替えることによって、利便性を高めて経費を削減するこ

とができないか、もちろん今年度の中で運行を行いながら、そういった作業も進めなが

ら、次年度以降のそういった経費の負担の部分ですとかというところの検証を進めてい

きたいというふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、江波戸明議員。 

○８番（江波戸 明議員） 先ほどの委員会等もそのような話もされたというふうに認識

していますけれども、これからこの自動運転、自動車、バス等を含めて、非常に、国産

でも世界の技術を活用しながらいろんな意味で対応するということが報道されています

し、日々このような情報というのはきっと入ってきているんだと思いますし、いろんな

自動車会社を含めて、当然世界的にこの部分については向かっていくと思いますから、

このバスにこだわらないで、将来どう経済的な部分とか地域活用とかを含めてとか、修

繕の関係、維持管理、こんなこともこの５年間の中で対応できるのかなという認識して

いますけれども、最後にここだけ確認させてください。 
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○議長（杉山幸昭議長） 梶デジタル推進課長。 

○梶  達デジタル推進課長 車両に関してでございますが、現在の中で、こういった完

全自動運転の自動走行を行うＥＶのバスというところでいうと、日本国内で販売されて

いるものに関しましては、今回の車両以上のものはないというふうに認識をしておりま

す。 

  また、今国産のメーカー等々も実際にそういった研究はされていると思いますので、

こういったものが実際に販売に至ってくるということも、当然、今後としては考えられ

るかと思います。ただ、現状の認識としましては、今回の車両以外のものはございませ

んし、また、この車両に関して、そういった、今、共に取組を進めようとしている企業

が開発している遠隔の監視システム、これと連携して自動走行を行うというところでい

うと、今回の車両の選定という形にさせていただいております。 

  ただ、今おっしゃられたところで、そういった国産のメーカーの開発の状況ですとか、

さっき言った遠隔の監視システム等々も、ともするとほかの国内の企業も開発を進めて

いくというところもあるかと思いますので、そういった情報収集というのは当然我々も

しながら、車両の部分は一度購入してしまうと、なかなか、次、次というふうにはいき

ませんけれども、システムの部分は、よりいいものがあればそちらに代替案を考えると

いうこともできるかと思いますので、情報収集を進めながら検討していきたいというふ

うに思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ほか、質疑ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第52号に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 討論がありませんので、これより議案第52号の採決を行います。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。 

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

◎監報告第３号の上程、報告 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第12、監報告第３号例月出納検査報告についてを議題とい
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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３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４年６月分から８月分の例月出納検査結果を報告するものでござ

います。 

  検査の対象は、一般会計及び５特別会計の現金の出納状況でございます。 

  提出されました各会計、各月ごとの収支状況などの資料を参考としながら、収入・支

出伝票、預貯金通帳等の検査を実施いたしました。 

  検査の結果、計数などは正確であり、諸帳簿などと相違ないことを確認いたしました

ので、ご報告を申し上げます。 

  以上、監報告第３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３号を報告済みとし、監査委員からの報告を終わります。 

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

◎閉会中の継続調査の申出について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第13、閉会中の継続調査の申出についてを議題といたしま

す。 

  各委員会の委員長から、会議規則第75条の規定により、お手元に配付の申出書のとお

り、閉会中の所管事務調査の申出がございます。 

  お諮りいたします。 

  各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査はこれを承認することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査は、これを承認することに

決定いたしました。 

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



－142－ 

◎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６回上士幌町議会定例会を閉会したいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  今定例会が９月６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６回上士幌町議会定例会を閉会いたします。 

（午前１１時４６分） 
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